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1.学術機関におけるRDM環境構築の
必要性と枠組み

※ RDM（Research Data Management）: 研究データ管理



日本のRDMを取り巻く動向

 オープンサイエンス推進に向けた全般的合意

 研究助成機関や国際学術雑誌によるRDMの要求

 研究不正防止のための「研究データ10年保存
ルール」

 「研究再現性の危機」への対応

 データ集中科学への対応

 Society 5.0の推進

⇒ 研究データを共有・公開することで実現 3



研究データ管理計画
Data Management Plan (DMP)

研究者が、研究プロジェクト期
間中に取得する研究データに
ついて、その管理・保存方法
や公開の有無、共有の方法を
記すもの。

近年、研究助成機関から、競
争的資金申請時あるいは採択
時に、求められるようになった。

日本ではJSTが、2018年度よ
り作成を求めている。
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大学図書館が、
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しているよ！



How we classify our tools and services

Before research During research After research

Data Management Support
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Infrastructure
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データ共有の基準としてのFAIR原則
FAIR Data Principles

 To be Findable: (見つけられるために)
 F1. （メタ）データが、グローバルに一意で永続的な識別子（ID）を有すること。

 F2. データがメタデータによって十分に記述されていること。

 F3. （メタ）データが検索可能なリソースとして、登録もしくはインデックス化されていること。

 F4. メタデータが、データの識別子（ID）を明記していること。

 To be Accessible: (アクセスできるために)
 A1. 標準化された通信プロトコルを使って、（メタ）データを識別子（ID）により入手できること。

 A1.1 そのプロトコルは公開されており、無料で、実装に制限が無いこと。

 A1.2 そのプロトコルは必要な場合は、認証や権限付与の方法を提供できること。

 A2. データが利用不可能となったとしても、メタデータにはアクセスできること。

 To be Interoperable: (相互運用できるために)
 I1. （メタ）データの知識表現のため、形式が定まっていて、到達可能であり、共有されていて、広く適用可能な記述言語を使うこと。

 I2. （メタ）データがFAIR原則に従う語彙を使っていること。

 I3. （メタ）データは、他の（メタ）データへの特定可能な参照情報を含んでいること。

 To be Re-usable: (再利用できるために)
 R1. メタ（データ）が、正確な関連属性を豊富に持つこと。

 R1.1 （メタ）データが、明確でアクセス可能なデータ利用ライセンスと共に公開されていること。

 R1.2 （メタ）データが、その来歴と繋がっていること。

 R1.3 （メタ）データが、分野ごとのコミュニティの標準を満たすこと。

6(出典) NBDC訳, “データ共有の基準としてのFAIR原則”
https://events.biosciencedbc.jp/article/14

(出典) FORCE11, “The FAIR Data Principles”
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples



求められるRDM環境

1. 研究データを適切に保存・管理できる環境

2. 研究データを効率的に解析できる環境

3. 研究データを適切に共有・公開できる環境

4. 研究データを的確に発見できる環境
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NII Research Data Cloud
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• 機関リポジトリ＋分野別リポジトリやデー
タリポジトリとも連携

• 研究者や所属機関、研究プロジェクトの情
報とも関連付けた知識ベースを形成

• 研究者による発⾒のプロセスをサポート

⻑期保存対応ストレージ領域

Cold
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

データ公開基盤

メタデータ集約・管理
知識ベースの構築

成果論⽂ 研究データ

機関向け研究データ管理公開・蓄積管理・保存

検索・利⽤

⾮公開 共有 公開
• データ管理基盤における簡便な操作で研究
成果の公開が可能

• 図書館員やデータキュレータによる、メタ
データや公開レベル統計情報などの管理機
能の提供

• データ収集装置や解析⽤計算機とも連携
• 研究遂⾏中の研究データなどを共同研究者
間やラボ内で共有・管理

• 組織が提供するストレージに接続した利⽤
が可能

分野別
リポジトリ

海外の
研究データ
公開基盤DOI ORCIDデータ検索基盤

by

直結

アクセスコントロール

実験データ
収集装置

解析⽤
計算機

データ管理基盤

次期



RDMにおいて、研究者ではなく、
学術機関が対応する必要性

 研究者はこれまでも研究上の必要において研究
データ管理をしており、それは今後も変わらない。

 しかし個々の研究者が、RDMのための「環境」を用
意することは、負担が大きく、非効率である上、永
続性が担保されない。

 またRDMは多くの場合、「説明責任」の観点から対
応が必要であり、機関が責任を取る必要がある。

 このため、学術機関がRDM環境を整備することが
適切。
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2.学術機関においてRDM環境を
導入する理由



大学における
研究データ管理の位置づけを考える

なぜ研究データ管理を導入するのか？

助成機関や政府が要請しているからか？

大学の研究力を高めるためか？

大学の名声を高めるためか？

時代を先取りするためか？
：
：
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なぜ研究データ管理の体制を
学内に整備するか（最低限の対応の場合）

 以下のために、研究データを保存・公開できるイン
フラを整備する必要がある。

① 研究データ10年保存ルール
 研究成果発表の根拠データの10年間保存

 機関としての研究データの管理（研究者の転出等にも対応）

② 助成機関からの要求
 研究データ管理計画（DMP）提出の義務化

 研究データの共有・公開の推奨（研究者定年退職後も含む）

③ 国際学術雑誌からの要求
 論文の「根拠データ」の、論文のSupplementsとしての提示

12



ドイツ学術機関アライアンス
…指先の研究データ（ポジションペーパー）(2015.2)

 ビジョン2025： Research data at your fingertips
 あらゆる分野の研究者が、簡単・迅速に全ての研究データにアクセスがあり、最大の研

究成果を得られる環境にある。協働ができ、研究成果を確実に保存できる。研究データ
は、学術研究、学際領域研究、国際的研究に利用可能なかたちで提供される。

 研究データとソフトウェアの公開は、学術的な名声を高める。研究者は、データの収集・
生成・管理において、支援を受ける。

 全研究ライフサイクルにおいて、デジタルインフラと情報の専門家が支援を提供する。

 提言

1. ドイツ全域の学問分野別調整機関が必要（例：RatSWD）

2. 信頼できる研究データのための組織の設立（既存のデータセンターの再編成等）

3. 長期的な開発・投資・運営コストをカバーするためのファイナンスモデルの構築

4. 学術出版および研究データの利用に関する法的条件整備の調査

5. 国際的研究を可能とするための、技術領域における標準化（メタデータ標準等）

6. 研究者のデータスキルの向上と、情報系専門職の人材育成

13Source: http://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/escidoc:986897:6/component/escidoc:986898/Positionspapier_Forschungsdaten.pdf



ドイツ学長協会…研究データ管理
…大学執行部にとっての主要な戦略課題 (2014.5.13)

概要
 デジタル研究データの利用量と複雑性の増大は研究プロセスに大きな影響

を及ぼしつつあり、より適切で新しいインフラが必要とされている。

 研究データは、研究者にとってなくてはならないものであり、新しい学術的な
発見への手がかりでもある。

 研究データを効率的に取り扱うことができ、アクセスがある大学は魅力的で
ある。このため、大学執行部は研究データ管理を大学の主要な戦略課題と
して捉え、これに対応していかなければならない。

大学への提言

1. デジタル研究データの取扱についての方針策定

2. 高等教育を超えた協力の構築

3. 情報コンピテンシーの強化

4. 研究データ管理のための機関インフラ構築

14
Source: https://www.hrk.de/positionen/position/beschluss/detail/management-von-forschungsdaten-eine-zentrale-strategische-herausforderung-fuer-hochschulleitun
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NFFA‐Europe
nanoscience foundries & free analysis

 EU内の複数の測定機器によ

り得られた測定値を一つのリ

ポジトリに集め、データ統合、

解析するツールを提供する。

（利用場面）

一研究者が特定サンプルの計測のため
に、複数の施設を利用。データをNFFAの
データリポジトリに保存。

研究グループがデータを共有、共同解析

他の研究者が、研究データを利用、解析

(X線回折、NMR、質量分析、電子顕微鏡、微細加工・・・)

Source: カールスルーエ工科大学Rainer Stotzkaより情報入手



学術機関におけるオープンサイエ
ンスへの対応…概略

第0段階：「オープンサイエンス」トレンドの認識

第１段階：機関としての必要最低限の対応

 研究公正への対応

 助成機関からの義務化・推奨への対応

 学術雑誌価格高騰への対応

第２段階：近未来の学術のあり方への対応

 データ氾濫、データ集中科学への対応

 研究データ管理、再利用可能性への対応

 研究の透明性・再現性の担保

第３段階：先手を打った未来の学術への対応

 新たな研究評価体系への移行

 データを最大限利用可能な研究環境の整備

 社会とともに歩む学術の形成

16

質の高いデータが
ある大学には

優れた研究者が集まり
研究拠点を形成する！
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3.学術機関におけるRDM
実施体制



研究データ管理における

研究機関による支援と管理の必要性

 機関による研究データ管理の支援
 データ管理計画の作成支援

 データの保存・管理環境の提供

 データへのメタデータ付与

 データの公開・出版

 データと研究活動の広報

 データの外部提供手続き（機微なデータ） 等

 機関による研究データ管理
 「研究データ10年保存」への対応

 研究者の異動・退職後の対応

 研究不正発生時の対応 等

18

国内大学では、
どこの部署が担当
するのが適当？

研究推進部
研究支援部門（URA）
大学図書館
情報基盤センター
広報、アウトリーチ
産学連携室
大学執行部

・
・
・



学内研究データ管理体制（イメージ）

19

大学執行部

学術情報

検索

サービス

研究データ管理についての

大学としての意志決定

・研究公正(10年保存対応)
・研究助成(DMP対応)

情報基盤センター情報基盤センター

研究者

・情報基盤の提供・運営

ストレージ
Closed

・・・・
・・・・

----
----

アクセス管理機能
バージョン管理機能

・・・・

・・・・
・・・・
・・・・ ----

----
----
----

ファイル公開機能
ファイル管理機能

長期保存機能

機関リポジトリ
Open/Closed/Embargo

大学図書館大学図書館

・機関リポジトリの運用
・ファイルへの書誌情報付与

・DMP作成支援
・研究データ管理研修開催 等

研究推進部
（本部・部局事務）

研究推進部
（本部・部局事務）

・・・・

・・・・
・・・・
・・・・

----

----
----
----

公開

検索

研究データ保存・管理情報

DMP情報

研究室

研究戦略（IR、URA等）研究戦略（IR、URA等）

RA、院生、技術職員、ラボ
管理者、実験補助者 等

学内研究力情報

・研究戦略策定（重点領域等）
・共同研究等の発掘、研究評価



学内研究データ管理体制整備に
何が必要か？
 学内における、研究データ管理の位置づけ

 研究データ管理規定（ポリシー）

 機関リポジトリ運用規則（利用規程、データのエンバーゴ/破棄期間の設定等）

 情報基盤
 ストレージ、機関リポジトリ、認証、セキュリティ
 各手続きのためのシステム構築・運用

（10年保存（研究者転出等への対応含む）、公開・長期保存、研究評価等向けヴィジュアル化）

 研究データ管理体制
 研究データ管理の事務体制（DMP, 研究データ10年保存）

 研究過程における研究データ管理（データ構造化、管理、説明資料等付加）

 研究データ登録・申請手続き（根拠データ、公開データ、長期保存データ）

 研究データ保存・公開手続き（保存・公開前の内容確認、データ管理情報等の付与）

 啓蒙啓発、研修体制
 データ管理計画（DMP）作成支援
 研究データ管理研修（院生・研究者向け、研究支援者向け）

 研究データ利用体制
 研究評価、研究戦略策定のための利用体制と手続き
 共同研究、産学連携等のための連携体制と利用
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情報基盤センター情報基盤センター

情報基盤センター情報基盤センター

研究推進部研究推進部

研究者、研究室スタッフ

研究者、研究室スタッフ

大学図書館大学図書館

大学図書館大学図書館

大学図書館大学図書館

研究推進部研究推進部

研究推進部研究推進部

大学図書館大学図書館

URA、IRURA、IR

URAURA

URA、産学連携・社会連携室URA、産学連携・社会連携室

大学執行部大学執行部 研究推進部研究推進部

研究推進部研究推進部



研究データ管理において

大学で必要とされる体制（案）

21RA、院生、技術職員、ラボ管理者、実験補助者 等： データ生成・管理

研
究
現
場

全
学
サ
ー
ビ
ス

執
行
部

研究推進部

研究事務
研究公正

研究支援部門
（URA Station）

研究評価
研究支援

大学図書館

データ保全
データ公開

情報基盤
センター
情報基盤
ITポリシー

研究公正
担当

情報
担当

研究
担当

部局事務：連絡・調整

図書館
担当 学長

全学ポリシー、大学戦略

どうせデータ管理
するなら、大学の

研究力強化に
つなげたい！

業界団体, 
ネットワーク

データ
保護

データ
保護

キュレー
ション

キュレー
ション

分野別

学会

ポリシー策定
専門的助言



学内の研究データ管理体制整備に
おける課題

1. 複数部署連携体制の構築

 研究データ管理手続きを成り立たせるためには、複数部署の連携が
必然的に必要。

 誰がリーダーシップを発揮し、体制を整備するか。

 運用期間中、どのように全体調整を図りながら、進めるか。

2. 研究データ管理・登録のための作業

 （10年保存、外部公開、長期保存のいずれでも）研究データを登録・管理
するには、外部利用者が分かりやすいように、①データ構造化、②説
明資料、③データ管理情報の付加が必要。

 公開に向けた一般的な管理情報（③データ生成日、作成者等）は大学図書
館にて付加可能であるが、データの構造化（①）や説明資料の付加
（②）は学問分野や研究内容に関する知識が必要。

 研究者や研究室スタッフに過度の負担をかけずに、これを実現する
のにはどうすればよいか？ 22



大学図書館コミュニティによる
研究データ管理トレーニングコース

23http://datalib.edina.ac.uk/mantra/
https://www.coursera.org/learn/data-management



学術機関における研究データ管理に関す
る提言（AXIES）…起草の背景

24

 NIIオープンフォーラムにおけるAXIES-RDM部
会の際、「大学にRDMを導入するにあたり、学
内を説得できる『RDM憲章』のようなものが必
要」とあった。

 本文書は、学術機関におけるRDMの必要性や
取り組むことの意義、構築すべき仕組みや体制
について記述。

 CIOだけでなく、執行部ほか学内のステークホ
ルダに参照してもらいたい。



学術機関における研究データ管理に関す
る提言（AXIES）…全体の構成

 本文

 付属文書
（目的・効果）

I. 研究データ管理における学術機関の役割

II. 学術機関における研究データ管理の導入目的の実際

III. 学術機関が管理・提供する研究データと利活用の場面

（方法・機能・維持管理）

IV. 学術機関における研究データ管理を成り立たせる条件

V. 学術機関における研究データ管理のための仕組み

VI. 研究データ管理のためのデジタルプラットフォームの機能要件

VII. 研究データ管理のための人材育成

 用語解説

 参考文献 25



学術機関における研究データ管理に関す
る提言（AXIES）…本文の構成

第一段落

 デジタル化の進展による、研究活動におけるRDMの必
要性の確認。

第二段落

 研究活動におけるRDMのための情報基盤の運用にお
ける学術機関の責任の明確化。

 学術機関がRDMに対応することの意義の確認。

第三段落

 学術機関横断的に共通なRDM環境の便益および、
AXIESの役割の確認。

第四段落

 本提言の起草された背景と利用イメージの記載。
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