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本講の内容

1. オープンサイエンス時代に向けて

2. JPCOARスキーマについて

3. 研究データ管理について

2018年度機関リポジトリ新任担当者研修 2



1．オープンサイエンス時代に向けて

① オープンサイエンス推進の政策

② オープンイノベーションとは

③ オープンサイエンスに期待されること

④ オープン・アンド・クローズ戦略

⑤ オープンサイエンス推進の取り組み

2018年度機関リポジトリ新任担当者研修 3



①オープンサイエンス推進の政策

第五期科学技術基本計画（内閣府）H28.1.22
http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html

オープンサイエンスとは、オープンアクセスと研究データのオープン化（オープンデー

タ）を含む概念である。オープンアクセスが進むことにより、学界、産業界、市民等あ

らゆるユーザーが研究成果を広く利用可能となり、その結果、研究者の所属機関、専門

分野、国境を越えた新たな協働による知の創出を加速し、新たな価値を生み出していく

ことが可能となる。また、オープンデータが進むことで、社会に対する研究プロセスの

透明化や研究成果の幅広い活用が図られ、また、こうした協働に市民の参画や国際交流

を促す効果も見込まれる。さらに、研究の基礎データを市民が提供する、観察者として

研究プロジェクトに参画するなどの新たな研究方策としても関心が高まりつつあり、市

民参画型のサイエンス（シチズンサイエンス）が拡大する兆しにある。近年、こうした

オープンサイエンスの概念が世界的に急速な広がりを見せており、オープンイノベー

ションの重要な基盤としても注目されている。

統合イノベーション戦略（内閣府）H30.6.15

http://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html
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JPCOAR
統合イノベーション戦略に
ついての見解(2018.8.2)

http://id.nii.ac.jp/1458/00000106/

http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
http://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html
http://id.nii.ac.jp/1458/00000106/


研究者

市民

②オープンイノベーションとは

研究データの
生成・公開

データ
提供

助成

活用

交流

参画
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③オープンサイエンスに期待されること

① 研究成果の幅広い活用（研究活動の活性化）

② 研究プロセスの透明化（研究不正の抑止）

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
(H.26.8.26文科省) p.8

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm

研究データを一定期間保存し、適切に管理、開示することにより、
研究成果の第三者による検証可能性を確保することは、不正行為
の抑止や、研究者が万一不正行為の疑いを受けた場合にその自己
防衛に資することのみならず、研究成果を広く科学コミュニティ
の間で共有する上でも有益である。
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③オープンサイエンスに期待されること

不正？ 異分野・市民
との交流

多方面からの
サポート
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④オープン・アンド・クローズ戦略

第五期科学技術基本計画（内閣府）H28.1.22

http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html

ただし、研究成果のうち、国家安全保障等に係るデータ、商業目的で
収集されたデータなどは公開適用対象外とする。また、データへのア
クセスやデータの利用には、個人のプライバシー保護、財産的価値の
ある成果物の保護の観点から制限事項を設ける。なお、研究分野に
よって研究データの保存と共有の方法に違いがあることを認識すると
ともに、国益等を意識したオープン・アンド・クローズ戦略及び知的
財産の実施等に留意することが重要である。
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④オープン・アンド・クローズ戦略

共同研究者

最も効果的な
公開方法を
決めておく

市民 競争相手

プライバシー保護
悪用の恐れ
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分かりやすく
加工

一定期間
非公開

信頼できる
オンラインストレージ



⑤オープンサイエンス推進の取り組み

【NIIでは】

• 研究データ基盤整備

→ WEKO3（JAIRO Cloud）の開発（2020年更新予定）

→ 新IRDBの開発

【JPCOARでは】

• JAIRO Cloud運用支援

• JPCOARスキーマ策定

• オープンアクセス方針策定支援

• 研究データ管理に携わる人材育成

協力・連携
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オープンサイエンス推進の取り組み

文部科学省におけるオープンサイエンスの推進について（H30.1.25）
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20180125/siryo2.pdf （2018/5/27参照）
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オープンサイエンス推進の取り組み

【研究コミュニティでは】

• 学会などによる分野別リポジトリ

• 特定の研究プロジェクトによるデータプラット
フォーム

• 各種ワークショップや団体活動

【研究費助成団体では】

• 研究成果の取扱いに関する方針の公表

• 研究データ管理計画書作成の義務化

【大学などの研究機関では】

• オープンアクセス方針

• 機関リポジトリの拡充
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オープンサイエンス推進の取り組み

データ統合・解析システムDIAS
www.diasjp.net/ （2018/6/3参照）

【研究プロジェクトによるデータプラットフォーム例】

2018年度機関リポジトリ新任担当者研修 13



オープンサイエンス推進の取り組み

SPARC https://sparcopen.org/

日本支部 SPARC Japan https://www.nii.ac.jp/sparc/

北米研究図書館協会（ARL）が立ち上げたプロジェクトであり、機関リポジト
リの提唱・普及等を通じてオープンアクセス活動を推進している団体。
SPARC Japan主催のセミナーもあります。オンライン視聴も可。

FORCE11https://www.force11.org/

研究者や図書館員、アーキビスト、出版社、助成機関など、関心のあるもの
が集まり、学術情報流通の未来についてアイディアを交換する場。自由なア
イディアや意見が飛び交う会議体。ICTが学術情報流通の未来の変革に大きく
関わるという認識から、その利活用や研究データ管理などについても、色々
な意見交換がされている。
成果物としては、FAIRデータ原則が有名。
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

FOSTER https://www.fosteropenscience.eu/

欧州連合（EU）の第7次研究開発枠組み計画（FP7）の助成を受けた、オープ
ンサイエンスについての研修を推進するプロジェクト。研究者、大学院生、
図書館員その他関係者が、その研究の手順や日常の業務フローの中にオープ
ンアクセスの取り組みを組み込むための研修プログラムの構築を目指してい
る。
オープンサイエンスの分類 https://www.fosteropenscience.eu/foster#taxonomy
Open Science Training Handbook https://www.fosteropenscience.eu/node/2150

【各種ワークショップや団体活動】
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オープンサイエンス推進の取り組み

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST)
http://www.jst.go.jp/pr/intro/openscience/index.html （2018/6/3参照）

【研究費助成団体による研究成果取り扱いの方針例】
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オープンサイエンス推進の取り組み

国立極地研究所オープンアクセス方針
http://www.nipr.ac.jp/outline/activity/oap.html （2018/6/3参照）

【研究機関のオープンアクセス方針例】
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2．JPCOARスキーマについて

① JPCOARスキーマとは

② JPCOARスキーマ改訂の基本方針

③ JPCOARスキーマガイドライン

④新IRDBについて
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＜参考＞

2018年度JPCOARスキーマ説明会資料

http://id.nii.ac.jp/1458/00000110/

http://id.nii.ac.jp/1458/00000110/


①JPCOARスキーマとは

国際的な動向・技術の進展に合わせて、現在の機関リ
ポジトリのメタデータスキーマであるjunii2を改訂した、
新たなメタデータスキーマ

JPCOARスキーマ
JPCOAR メタデータ普及タスクフォース

V.1.0 2017年10月 → V.1.0.1 2018年8月6日

【JPCOARスキーマガイドライン】

https://schema.irdb.nii.ac.jp/

【XMLスキーマ定義（GitHub）】
https://github.com/JPCOAR/schema
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②JPCOAR改訂の基本方針

1. オープンサイエンスおよびオープンアクセス方針へ
の対応

→資源タイプの拡張を含む新たな要素の追加

2. 識別子の拡充に伴うメタデータ構造の修正

→著者情報の階層化

3. 国際的な相互運用性の向上

→日本独自項目の統廃合

<参考文献>
大園 隼彦, 片岡 朋子, 高橋 菜奈子, 田口 忠祐, 林 豊, 南山 泰之「JPCOARスキーマの策定：日本の学術成果
の円滑な国際的流通を目指して」情報管理. 60 巻 (2017) 10 号 p. 719-729
https://doi.org/10.1241/johokanri.60.719
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②JPCOAR改訂の基本方針

【追加された要素の例】

資源タイプ https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/14

junii2の「 Thesis or Dissertation（学位論文）」が細分化

→ thesis - 学位論文
→ bachelor thesis - 学士論文
→ master thesis - 修士論文
→ doctoral thesis - 博士論文

※他にも、多様な資源タイプが追加されています

⇒資源タイプ語彙別表 https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/resource_type_vocabulary

アクセス権 https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/5

オープンアクセス → open access

エンバーゴ有 → embargoed access

メタデータのみ → metadata only access
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博士論文については、
ガイドラインサイトのFAQを
参照してください。

https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/14
https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/resource_type_vocabulary
https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/5


②JPCOAR改訂の基本方針

【著者情報の階層化】

junii2では

作成者：国情, 太郎
作成者：情報,次郎

ヨミ：コクジョウ，タロウ
ヨミ：ジョウホウ，ジロウ

所属：東京大学
所属：国立情報学研究所

JPCOARスキーマでは

作成者
ORCID 0001-0002-0003
姓名 国情,太郎
ヨミ コクジョウ，タロウ
Name Kokujyo, Taro
所属 東京大学

作成者
ORCID 0004-0005-0006
姓名 情報,次郎
ヨミ ジョウホウ，ジロウ
Name Jyoho, Jiro
所属 国立情報学研究所
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②JPCOAR改訂の基本方針

【統廃合される要素の例】

日本十進分類法（NDC）

→ 主題（jpcoar:subject)

NII論文ID（NAID）

→ 関連識別子(jpcoar:relatedldentifier)

学位論文の著者版フラグ「ETD」

→ JPCOARスキーマでは不要
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③JPCOARスキーマガイドライン

https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja
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③JPCOARスキーマガイドライン

https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja
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④新IRDBについて

○JPCOARスキーマ対応

→収集したメタデータをJPCOARスキーマ形式で蓄積

○バリデーション（エラーチェック）/正規化の充実

→収集されたメタデータのエラーなどが確認できる

（Junii2からJPCOARスキーマへの変換エラーを含む）

○業務担当者向け機能の実装

→IRDBのメタデータを直接検索・確認できる

○現在提供している機能の踏襲

→統計機能やハーベスト結果メールは現状どおり
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④新IRDBについて

【運用イメージ図】
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junii2を変換
検証
正規化

①各機関リポジトリからメタデータ
（junii2またはJPCOARスキーマ）を
ハーベスト、検証（エラーチェック/
バリデーション）及び正規化した上
で JPCOARスキーマでIRDBに集約

②各種のサービスに適したメタデータ
（junii2、JPCOARスキーマ等）を流通

日本の機関リポジトリ

メタデータ
（junii2 or
JPCOAR
スキーマ）

JAIRO Cloud
（WEKO2）

①
②

メタデータ
（junii2、
JPCOAR
スキーマ等）

JPCOAR
スキーマ
(新IRDB)

D大学
IR

E大学
IR

A大学
IR

B大学
IR

C大学
IR

メタデータの集約

など

ハーベスト

図書館員

2018.9 JPCOARメタデータ普及タスクフォース作成



④新IRDBについて （移行スケジュール）
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開発

IRDB移行
アナウンス

新規ハーベスト

ハーベスト結果の
分析

新規の
再ハーベスト

レポート送付

データ修正

定期ハーベスト

外部データ提供先
機関との調整

システム切替

★

現行IRDBと並行稼働で定期ハーベスト

最終調整

2018年 2019年

※NIIにおける予定

各機関が、
10月末までに、
レポートを確認、

エラーデータを要修正！

現行IRDB終了
新IRDBに切替



④新IRDBについて

【機関リポジトリ担当者が確認すること】

⚫ JPCOARスキーマ（新IRDB）への移行に備え、現行

のメタデータ（junii2形式）が正しく出力されてい

るかを確認

2018年9月にNIIから届いたレポートを確認！

エラーに対応すれば、当面は現状のまま運用可能。

⚫ 機関リポジトリシステムの改修（必要であれば）

JAIRO Cloudは、『WEKO3』で対応予定

⚫ メタデータの修正・再設計、マッピングの変更

メタデータを各機関が設計することに変わりはない。

（独自項目などは維持できる。）
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④新IRDBについて（ハーベスト処理結果通知メールへの対応）

【定期ハーベスト開始前の全件ハーベスト処理結果通知メール見本】
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• エラーがあった場合はできるだけ早く修正

⇒「確認先URL」でエラー内容の詳細を確認して対応

 レコードエラー：対象コンテンツの全体が新IRDBにハーベストされない。 ⇒優先的に修正

 項目エラー：対象コンテンツのうち、エラー項目を除外した項目が新IRDBにハーベストされる。

• エラーの種類と対応方法

→サポートページで確認 https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/junii2/validation

政策研究大学院大学学術機関リポジトリ

BaseURL:http://grips.repo.nii.ac.jp/oai

ハーベスト開始日時：2018-09-11 18:52:20

ハーベスト終了日時：2018-09-11 18:59:17

ハーベスト対象データ件数：1126 登録件数：710 更新件数：0 削除件数：416 データ取得エラー：0

レコードエラー件数：0 項目エラー件数：3 ワーニング件数：0 項目変換件数：2

確認先URL : https://dev.irdb.nii.ac.jp/usercontents

https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/junii2/validation
https://dev.irdb.nii.ac.jp/usercontents


④新IRDBについて
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新IRDB
現在試験運用中
2019年4月に『JAIRO』と統合

https://dev.irdb.nii.ac.jp/

サポートページ
ハーベストエラーのチェック、
エラー修正方法の確認、
コンテンツ統計など

https://support.irdb.nii.ac.jp

https://dev.irdb.nii.ac.jp/
https://support.irdb.nii.ac.jp/


3．研究データ管理について

① 研究データとは
② 研究データ管理の基本
③ 研究データのライフサイクル
④ 研究データ管理サービス
⑤ 人的支援の内容
⑥ 学習教材の紹介
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①研究データとは

研究の過程で、あるいは結果として生成・収集さ
れるデータ

【種類は？】観測データ、実験データ、シュミュレーション・・・

【形態は？】文書ファイル、写真、研究ノート、ソフトウェア・・・

結論を導く

ための根拠

研究結果

の検証

仮説の

検証
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②研究データ管理の基本

★研究を始める前に、データ管理の計画をたてる
• 研究の公正性、正確性、再現性を保証する
• セキュリティを高め、損失リスクを減らす。

「研究データ管理計画（DMP) 」
• データの種類や形式
• 共同研究者間での共有のための方針
• 保管・公開に関する計画
などを、あらかじめ決めた計画書

→DMPの提出を義務化する研究費助成機関もあるが、
助成機関の意向に関わらず取り組むべき
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生成

加工

分析

保存

公開

再利用

研究中
研究後

研究前

③研究データのライフサイクル

Start:
計画の策定
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④研究データ管理サービス

生成

加工

分析

保存

公開

再利用
研究者

オンライン
ストレージ

データキュ
レーション

図書館 研究支援部門
研究倫理
委員会

システム部門

助成機関 NII 国・自治体

オープンサイエンスの推進体制

データ
リポジトリ

管理基盤

管理計画
作成支援

人的支援
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⑤人的支援の内容

【基本】
• 研究データに関するポリシ－の策定
• 研究データ管理計画作成の支援

【研究中】
• データの発見、分析

【研究後】
• データキュレーション（データの整理や編集）
• メタデータ作成支援
• ライセンス支援

【日常的に提供する支援】
• 研究者への研修・説明会
• 窓口サービス
• 広報・アドボカシー
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⑥学習教材の紹介

『オープンアクセス時代の研究データ管理』

https://www.nii.ac.jp/service/jmooc/rdm/

2017年11月 JMOOCで開講されたオンライン講座

NIIの上記サイトから、利用できます！

★新教材

『研究データ管理サービスの設計と実践（仮）』
http://id.nii.ac.jp/1458/00000107/

動画も今後、公開される予定です。
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オープンサイエンスも
研究データ管理も、
始まったばかり。

だからこそ、自分たちで作り出す、
変えていけるチャンスがあります。

積極的に参加しましょう！

『くずし字、いろいろ。』
http://kuzusu.jp/

『日本古典籍字形データセット』
（国文研ほか所蔵／CODH加工）

提供：人文学オープンデータ共同利用センター
クリエイティブ・コモンズ表示-継承4.0

（CC BY-SA）

ご
せ
い
ち
ょ
う

あ
り
が
と

う

ご
ざ
い

ま
し
た
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