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1.

目的
本プロジェクトは、大学 ICT 推進協議会 研究データマネジメント部会（AXIES-RDM 部

会）と共同し、国内大学・研究機関において研究データ管理の取組み事例を形成することを
目的とする。また、その成果を「事例集」として取りまとめることにより、他機関における
研究データ管理の取組み拡大を図る。
事例集は、大きく情報基盤センター等に関わる研究データ「管理」に関わる取組みと、
大学図書館等の研究データの「公開、利活用促進」に関わる取組みを募集する。これ以外
に相当する研究データ管理の事例も併せて募集する。また、取組み内容をまとめるに留ま
らず、実際に研究データ管理を実現するにあたり、課題となる点や考慮すべき点（体制、
予算、規定、基盤、その他）などを取りまとめ、他機関が同様の取組みを実施する際の参
考に資する内容とする。
2.

結果の要旨
国内大学・研究機関における研究データ管理の取組み事例を形成するために、我々は①プ

ロジェクト参加機関による意見交換会の開催、及び②国内機関における RDM 取組み状況
のアンケート調査、の 2 つを通じて RDM 事例の収集と分析を実施した。
2.1 プロジェクト参加機関による意見交換会
2.1.1 意見交換会の概要
プロジェクト参加機関の現状を把握し、RDM のベストプラクティスを共有することを目
的として、我々は計 5 回の意見交換会を開催した。
第 1 回：2020/1/27（月）
第 2 回：2020/6/9（火）
第 3 回：2021/3/5（金）
第 4 回：2021/8/26（木）
第 5 回：2022/2/2（水）
意見交換会は各機関の情報基盤センター担当者、図書館職員、URA といった混成グルー
プで実施され、いずれも 1 時間半～2 時間程度で実施した。各回では、各機関における RDM
体制構築の進捗や課題が共有され、多様な視点からの議論がなされた。また、参加機関の取
組みを横断的に比較するため、第 1 回と第 4 回の意見交換会では RDM の事例カテゴリ別
比較表を作成して議論を実施した。RDM 事例カテゴリ別比較表、及び各機関の実施事例に
ついては RDM 事例集としてまとめ、2023 年度中に公開する予定である。

2.1.2 論点
意見交換会で抽出された共通の課題・関心事として、(1) 機関内でのサービス認知／ルー
ル整備、(2) アーカイブ対応のためのシステム連携、(3) 公開対象データの特定（品質担保、
公知性）
、(4) 個人情報データの管理、有償とする場合の値付け、の 4 点が挙げられた。関
連して、(5) 研究データの検索に関するユースケース収集や、(6) 統合イノベーション戦略
推進会議で示された「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」
に含まれるメタデータの共通項目の取扱い検討、といった活動案が提示され、次年度以降、
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具体的なアクションに移していく方向性が確認された。
2.1.3 今後の課題
意見交換会は半年に 1 回を目途に開催したが、時間の制約上全ての論点を取り上げきれ
なかった側面があった。次年度以降も類似の取組みを継続する場合、より柔軟に議論を行う
ための仕掛けが必要と考えられる。ウェブベースで議論するための掲示板の立ち上げなど、
継続的な検討が求められるだろう。
また、ヒアリング項目に挙げられていたにも関わらず未検討、不明が多い項目として、(1)
企業間連携、(2) 解析ツール連携、(3) 広報・利活用、(4) データアーカイブの 4 点が挙げ
られた。これらの項目については、参加機関内での優先順位が低い可能性のみならず、プロ
ジェクト参加者の属性に偏りがあるため未検討、不明が多くなっている可能性がある。今後
の検討にあたっては、これらの事例を扱う担当者をメンバーに加えて行う必要があるだろ
う。
2.2 国内機関における RDM 取組み状況のアンケート調査
2.2.1 アンケート調査概要
プロジェクト参加機関による意見交換会と平行して、我々は AXIES-RDM 部会と合同で
のオンラインアンケート調査を実施した。本調査は、国内の大学・研究機関における RDM
の取組みを定量的に把握することを目的としている。質問の概要は以下の通り。
＜基礎情報＞
調査期間：2020 年 11月27⽇（金）～2020 年 12月28⽇（月）
質問数／所要時間： 全 46 問／約 50 分
セクション別想定回答先（※）
：
- セクション 1（概要説明）
：メールアドレス（Q1：全 1 問）
- セクション 2（基礎情報）
：JPCOAR 参加機関 窓口担当部署または機関リポジトリ担当部
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統合イノベーション戦略企画会議. “公的資金による研究データの管理・利活用に関する

基本的な考え方”. https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf

署（Q2～Q4：全 3 問）
- セクション 3（ニーズの把握）
：機関内の研究データ管理（RDM）担当者／対応部署（Q5
～Q9：全 5 問）
- セクション 4（データ管理体制の構築状況）：研究推進部署／URA 等（Q10～Q15：全 6
問）
- セクション 5（研究データ管理サービスの実施状況）
：大学図書館等（Q16～Q26：全 11
問）
- セクション 6（情報インフラの整備状況）
： 情報基盤センター等（Q27～Q44：全 18 問）
- セクション 7（オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）について）
： JPCOAR
参加機関 窓口担当部署または機関リポジトリ担当部署（Q45～Q46：全 2 問）
調査は Google フォームを用いて行い、Google へのアクセスが困難な機関に対しては
Word ファイルでの提出を依頼した。なお、セクション 6（情報インフラの整備状況）につ
いては AXIES-RDM 部会経由で回答を依頼するため、別途専用のフォームを用意した。
調査対象は広く国内大学・研究機関の RDM 担当者を対象に設定し、JPCOAR 所属機関
657 件、AXIES 所属機関 133 件（重複を含む）を中心にメールでの呼びかけを行い、合わ
せて JPCOAR 及び AXIES ウェブサイトでの広報を行った。
このほか、
国立国会図書館
（NDL）
のカレントアウェアネス・ポータルといったニュースサイトに記事が掲載された。最終的な
回答数は 353 件、うち有効な回答数は 352 件であった。
2.2.2 アンケート調査結果の分析
アンケート調査の集計結果は、プロジェクトの中間報告として JPCOAR ウェブサイト上
で公開した。
2020 年度 RDM 事例形成プロジェクト中間報告書
https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/2000003
アンケート調査の詳細な実態把握、特徴的な取り組みの抽出を行うため、2021 年 10 月か
ら科学技術・学術政策研究所（NISTEP）と共同で本データの分析を実施した。詳細分析の
結果、国内大学・研究機関の取組みにおける特徴として以下 3 点が明らかになった。
1)

大規模大学や研究開発法人が先行して国内の RDM 体制構築が進んでいる

2)

RDM の具体的な実践としては、既存のインフラ（機関リポジトリ）を活用した研究デ
ータ公開サービスが先行している

3)

スキルにおける課題は、RDM 実施機関とそれ以外とで傾向に差が出る。特に、RDM
実施機関ではデータキュレーションに関する需要が高い

本詳細分析の結果については、以下で公開されている。
池内有為, 林和弘. ⽇本の研究機関における研究データ管理（RDM）の実践状況－オープン
サイエンスの実現に向けた課題と展望－. STI Horizon 2022 Vol.8 No.1
https://doi.org/10.15108/stih.00287
2.2.3 今後の課題
プロジェクト参加機関間での議論、及び JPCOAR/AXIES/NISTEP での議論を通じて、
本アンケート調査の重要性、有用性が確認された。一方で、回答機関におけるアンケート調
査への負担面に課題が残っている。対策として、次回調査の際には回答機関へ前回の集計結
果や回答例、達成度情報を渡す、などが考えられる。分析結果を受けた調査項目の改善と合
わせて、引き続き検討が必要だろう。
3.

まとめ
本プロジェクトでは、国内大学・研究機関において研究データ管理の取組み事例を形成

することを目的に、①プロジェクト参加機関による意見交換会の開催、及び②国内機関に
おける RDM 取組み状況のアンケート調査、の 2 つを通じて RDM 事例の収集と分析を実
施した。その結果、参加機関における共通の課題や関心事を抽出するとともに、全国的な
RDM の実施状況が明らかになった。さらに、NISTEP と実施した共同分析を通じて、政
策的なアピールを実現した。プロジェクトの成果はプロジェクト参加機関へ随時フィード
バックするとともに、近⽇中に RDM 事例集として取りまとめる予定である。
今後の展開としては、現在のところ以下の 3 点が検討されている。
1) JPCOAR/AXIES/NISTEP 共同での大規模アンケート調査の継続
2) 抽出された課題解決のための新規プロジェクト立ち上げ
3) RDM コミュニティの拡大に向けたワークショップ等の実施
国内大学・研究機関における RDM 体制構築をさらに促進するため、引き続き JPCOAR
として積極的な働きかけを実施したい。
4.
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（文教大学、NISTEP 客員研究官）のほか、西村浩二氏（広島大学、AXIES-RDM 部会担当
理事）
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5.

付録

5.1 活動スケジュール
2019 年度
•

2019/9 プロジェクトへの参画依頼開始

•

2019/12 AXIES 2019 年度年次大会 SIG-RDM 部会セッションでの報告

•

2020/1 第 1 回メンバーミーティング

2020 年度
•

2020/6 国立情報学研究所 学術情報基盤フォーラム 2020 での報告

•

2020/6 第 2 回メンバーミーティング

•

2020/11～2020/12 「国内機関における研究データ管理の取り組み状況調査」実
施

•

2020/12

•

2021/3 第 3 回メンバーミーティング

•

プロジェクト中間報告書の公開

AXIES 2020 年度年次大会 SIG-RDM 部会セッションでの報告

2021 年度
•

2021/8 第 4 回メンバーミーティング

•

2021/9～12 AXIES-JPCOAR 合同アンケート調査データにつき、科学技術・学術
政策研究所（NISTEP）との共同分析を実施

•

2021/12 AXIES2021 年度年次大会 SIG-RDM 部会セッションでの報告

•

2022/2 第 5 回メンバーミーティング

5.2 プロジェクトメンバー
南山泰之（国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター）
結城憲司（北海道大学附属図書館研究支援課）
安原通代（国立情報学研究所学術基盤推進部）
田邉浩介（国立研究開発法人物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門 材料
データプラットフォームセンター）
【2020 年度】
小野寺 千栄（国立研究開発法人物質・材料研究機構 統合型材料開発・情報基盤部門材
料データプラットフォームセンター）
【2021 年度】

