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出張概要（2015/2/8〜17）
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⽇程
2/8〜12
@London

・10th International Digital Curation Conference (IDCC) 
参加
http://www.dcc.ac.uk/events/idcc15

・University of Bristol 担当者インタビュー
2/13
@London

・DCC/Jisc 合同WS ”Research Data Management 
readiness” 参加
http://www.dcc.ac.uk/events/other-dcc-events/RDM-
readiness

2/16
@Southampton

・University of Southampton 訪問インタビュー

⽬的：
研究データ管理（RDM）の実践事例や最新動向についての情報収集、意⾒交換



1. IDCC15 概要
テーマ: “Ten years back, ten years forward: achievements, 

lessons and the future for digital”
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内容
2/9〜10 メインカンファレンス

- 基調講演
- パネルディスカッション
- 分科会
- ポスター発表

参加者: 約220名
英国を中⼼に各国から
参加あり。

2/11 WS3 “Comparing Notes: Training 
Librarians for Research Data 
Management and Open Science”

参加者: 約40名

2/12 WS6 “Research Data Spring: tools 
and services for managing 
research data”

参加者: 約70名



1-1. 基調講演
• 基調講演
1.Tony Hey⽒ (Senior Data Science Fellow, eScience Institute, 
University of Washington, former Vice President of Microsoft 
Research and former Head of the UK e‐Science Programme)
“Digital Curation: Past, Present and Future”

2.Melissa Terras⽒ (Director of UCL Centre for Digital 
Humanities) 
“The stuff we forget: Digital Humanities, digital data, 
and the academic cycle”

3.Helen Hockx‐Yu⽒ (Head of Web Archiving, British Library) 

“Ten years of archiving the UK Web”
• このほか、Clifford Lynch⽒ (Executive Director, CNI (Coalition 
for Networked Information))による総括も。
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1-1-1. Tony Hey⽒基調講演

• データ管理の10年間を回顧。英国はeScience推進に早くから取り
組んできた。2013年は各国でオープンサイエンス推進の動きが
あった年。

• 第4のパラダイム「データ集約型科学」
• eScience＝ツールと技術のセット。ユーザビリティの向上が研究

者の⾏動を変えることもある。
• データとサービスの双⽅のライフサイクルを管理する必要
• 研究助成のローカル性と、⽣成物であるデータ利⽤のグローバル

性との対照性
• 再現可能な科学へのさまざまな取り組み例（ワークフローや実験

⼿法、実験ノートの共有も）
• データ共有・管理がもたらす経済的メリット
• 今後は研究チームに「データ・サイエンティスト」を含めるよう

になる。（データのエンジニア、アナリスト、管理者といった
様々な役割が期待されている）

5



1-1-2. Melissa Terras⽒基調講演

• デジタル⼈⽂学におけるデジタルデータを⽤いた様々な取
り組みの事例紹介

• 古代ローマ⽊簡（ヴィンドランダ⽂書）を撮影したデジタ
ルデータに多様な加⼯（照度修正、⽊⽬除去など）を施し、
多⾯的な史料分析を⾏っている例

• UCLのベンサムプロジェクト：ベンサムの⼿稿を撮影したデ
ジタルデータを公開し翻刻を進めている例。（ボランティ
アを募り、オンラインエディタ機能を提供して翻刻を⾏っ
ている。⼀種のシティズン・サイエンス）

• ⽕災で変形し読解が困難となった⽂書を様々な⾓度から撮
影し、それらを繋ぎ合わせることで読解を可能にした例

• スペクトルデータ解析による、可視情報のみに基づかない
史料分析の例

• ⼈⽂学分野はSTM分野同様、⼤規模データや複雑なデータ
を扱っているが、資⾦が乏しい
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1-1-3. Helen Hockx-Yu⽒基調講演

• BLによる英国のWebアーカイブの取り組み（2001〜）

• 2013年4⽉、 Webサイトを含む⾮印刷出版物も法定納本の対
象に。英国ドメイン（.uk）、英国内で作成（.org, .com）の
Webサイトをアーカイブ。

• ドメインクロールだけでなく、イベントや特定のテーマ等
を対象とした収集も⾏っている。

• JISC UK Web Domain dataset (1996‐2013)：Internet Archiveのコ
レクションから抽出したデータセットの研究⽬的使⽤
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1-2. 分科会類
• RDMサポートのインフラに関する情報共有ツール

‐ 研究者によりそうサポート：データ取扱の実態を知る、研究者主導のソ
リューションを⽬指す
‐ ツール例：Data Curation Profiles Toolkit

• RDMと⻑期保存専⽤システム（Arkivum）との連携（Arkivum：主なIRや
データリポジトリのシステム、CRISに対応）

• RDMサービス実践例
‐ Imperial College London：学内の（研究者主導の）RDM優良事例への助成
プログラム → 適切なフレームワークの検討や、ローカルの優良事例
を活⽤するボトムアップ型アプローチの奨励へ。

‐ Oxford Brookes University：2011年〜運営組織設置。DCCのサポートを得
ながら、サービス内容やポリシーを検討。90もの研究者インタビューも
⾏った。既存のリソースの活⽤を⽬指した。提供しているサービスにつ
いて研究者に認知してもらう努⼒が必要。
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http://datacurationprofiles.org/
http://arkivum.com/


研究データの⻑期保存

リポジトリにデータセットを持たないケースあり

Matthew Addis, “Data archiving integrated into research data”

よりスライド引⽤

アーカイブにアクセスする際は承認が必要

RDMと⻑期保存専⽤システム（Arkivum）との連携
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http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/events/workshops/RDM-readiness/Arkivum_EPSRC_Readiness_v6_clean_images.pdf


1-2. 分科会類
• RDMサービス実践例（続き）

‐ University of Edinburgh：
‐ DSpace GITHUB plugin：研究に使⽤したソフトウェアを、Githubのよう

なソースコードリポジトリからデータリポジトリ（DataShare）へ
アーカイブでき、DOIを付与できる（→引⽤の促進へ）。

‐ DataSync：Dropboxのような、ユーザの各デバイスとカレントデータ
保存システム（DataStore）との同期機能。

‐ 電⼦実験ノートシステム（RSpace）とRDMシステムとの連携 → 実
験ノートの公開や⻑期保存がシームレスに可能に。

• メタデータの効率的な付与
‐ 研究データのメタデータに、実験⽅法に関する記述を含めることは重要
だが、これを効率的に付与するため、研究成果物の雑誌論⽂中にある実
験⽅法に関する記述部分をソースとして⾃動⽣成する試み。
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http://datashare.is.ed.ac.uk/
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/research-support/data-management/data-storage
http://lab-ally.com/products/rspace-eln/


研究データのメタデータの例

• ブリストル⼤学
DataCiteのメタデータスキーマ
に対応

• サウザンプトン⼤学
DataCite、INSPIRE、DDIに対応

• Poor metadata is better than no 
metadata

DataCiteメタデータスキーマ抜粋。
上段は必須項⽬、下段は推奨項⽬とオプション項⽬
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http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/doc/DataCite-MetadataKernel_v3.1.pdf


研究データのメタデータ
クロスウォーク

Research Data @Essex EPrints Research Data Repository Metadata Crosswalk 12

http://www.data-archive.ac.uk/media/375383/rde_eprints_metadatamapping.pdf


データセンターのメタデータ例

• MOLES3（Metadata Objects 
Linking Environmental 
Sciences）

• 発⾒性、⽂脈、起源、
永続性を重視

• ISO19156（Observations & 
Measurements ）に準拠。

Graham Parton et al , “MOLES3: Implementing an ISO standards‐driven data”

よりスライド引⽤
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http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32574
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/IDCC15/Presentations%20Day%202/B3/gparton_idcc2015_presentation_pdf_+timeline.pdf


MOLES3の例

データコレクションに関する情報 データセットに関する情報

Centre for Environmental Data Archival
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http://catalogue.ceda.ac.uk/uuid/bd095d86e4a9f0c706b08058dbad3b31


MOLES3の例

データ取得に関する情報 プロジェクトに関する情報
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1-2. 分科会類
• RDMを担う⼈材育成

‐ University of PittsburghのiSchool (School of Information Sciences)：図書館情
報学の⼤学院カリキュラムで「研究データ管理」や「研究データインフ
ラ」を扱い⼈材育成に取り組んでいる。学⽣が研究の現場へ赴き、デー
タ⽣成・利⽤の実際について知識を得ることも含んでいる。

‐ Purdue Universityほか: データ⽣成者・管理者としての学⽣に向けたリテ
ラシー教育を実践。 http://docs.lib.purdue.edu/dilcs/

‐ 複数の教育形態を取り得る：face to face, ウェビナー, MOOCs等。教育プ
ログラム⾃体の持続可能性の確保についても検討が必要。

‐ Data Carpentry: 研究者のデータリテラシー教育を⽬的とした、分野特化
型ワークショップ。複数⼤学で運営。受講ターゲットは、データの扱い
に⻑けた層ではなく、スプレッドシート等で簡易なデータ管理を⾏って
いる層。より効率的なデータ管理のためのツール紹介（R, Python）、
データベース利⽤（SQL⼊⾨）、シェルスクリプト⼊⾨などの内容。
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http://datacarpentry.org/


1-3. WS “Comparing Notes”
• 図書館員向け研修がテーマ。
• WSの構成：事例報告、グループディスカッション
• 研修の事例報告では、オンライン研修と、対⾯型グループワークを組み合わせた

ブレンド型学習の形態が多く紹介された。研修の中に研究者インタビューを組み
込んでいる例もあり。
‐ Essentials 4 Data Support：オランダのRDMサポート担当者向け研修コース。オン
ライン、対⾯型（ブレンド型学習）の双⽅の受講形態があり。

‐ RDMRose：情報学専⾨家向けのRDMについてのオープン教育リソース。研究者や
研究者についての理解を促進させる必要。研究者主導。

‐ RDM DIY Training Kit for Librarians：図書館員等向けの研修コースの素材。MANTRA
を⽤いたブレンド型学習、少⼈数グループワーク。

- supportDM：University of East LondonとDCCが協働で作成した、RDMサポート担当
者向け研修コース。ブレンド型学習。素材はOERリポジトリのJorumで公開。Jisc
の助成を受けたTraDプロジェクトの成果物。
‐ RDM Support： University of Amsterdam。サブジェクトライブラリアン向け研修素
材を作成。知識習得後、受講者は分野特化したWebテキストを執筆する。
RDMRoseの⼿法を取り⼊れた、受講前後の⾃⼰評価ツールも使⽤。
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http://datasupport.researchdata.nl/en/
http://www.sheffield.ac.uk/is/research/projects/rdmrose
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/libtraining.html
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/
http://www2.uel.ac.uk/trad/outputs/resources/
http://www.jorum.ac.uk/
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1285313


RDMトレーニングコースの⽐較

Sarah Jones, “Content and coverage of Research Data Management courses” 

よりスライド引⽤
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http://www.dcc.ac.uk/webfm_send/1923


• データ管理計画 ：5

• 保存・共有 ：5

• メタデータ ：5

• サポート・サービス ：4

RDMトレーニングコースの⽐較

• ストレージ ： 3

• ポリシー ： 3

• 法的問題 ： 3

• ケーススタディ ： 3

• 図書館員の役割 ： 2
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1-3. WS “Comparing Notes”

• エディンバラ⼤の主張：RDMは図書館員にとって新たな専⾨知識
や技術の習得、研究コミュニティと接近する機会と捉えるべき。

• ベルギーからの参加者：RDMサポートを⾏っているが、国の義務
化ポリシーがある訳ではない。しかし、学内の研究者が外部の助
成団体のポリシーを遵守する必要に迫られており、サポートの必
要がある。サブジェクトライブラリアンはいないとのこと。

• ストレージインフラがない、という悩みを持つ参加者に対しては、
講師の⼀⼈から、RDMサポートは1つの解がある訳ではなく、機
関の実情に合わせたサポートを⾏うべきである、インフラがない
からといってRDMサポートを何も⾏わない理由にはならない、と
いう意⾒があった。
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1-4. WS ”Research Data Spring”

• Jiscのプロジェクト”Research Data Spring” （〜2016.7）
「研究者のワークフローや、データの利⽤や管理を改善

するための、新しい技術ツールやソフトウェア、サー
ビスソリューションの開発を⽬指すもの」
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©Jisc and Livework / CC BY‐ND

http://www.jisc.ac.uk/rd/projects/research-data-spring
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


1-4. WS ”Research Data Spring”
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• 26のアイディアについて、プレゼンテーション＆参加
者からのフィードバック

• アイディア例：
・学位論⽂の研究データに識別⼦を付与、流通を促進
・IR上のデータを簡単にデータジャーナルへ転送でき

るようにし、データの質や研究者の評価の仕組みを
整える

・バッジを⽤いた研究データ評価表⽰システム
・IR/データリポジトリ/CRIS/ストレージ等々の各種シ

ステムの選択・組合せを容易にする、RDMディスト
リビューション

• 今後のプロジェクトの動向、その成果物に注⽬。

http://researchatrisk.ideascale.com/a/dtd/101964-31525
http://researchatrisk.ideascale.com/a/dtd/103057-31525
http://researchatrisk.ideascale.com/a/dtd/101283-31525
http://researchatrisk.ideascale.com/a/dtd/101271-31525


2. DCC/Jisc 合同WS
• 英国の研究助成団体の⼀つEPSRCの研究データ管理ポリシーへの対応が焦点
• 2015年5⽉〜発効のEPSRCポリシー：

• 研究者の所属機関がRDMについて第⼀の責任を負うとされ、各機関が対応に追
われている。

• 遵守状況についてチェックを⾏う。（英国RCで初のケース）
• 最低10年間の保存、データライフサイクルの全期間を通した効率的なデータ管

理、発⾒可能性、アクセス可能性、識別⼦付与等が求められている。
• JiscによるRDMインフラ⽀援の紹介

‐ ネットワーク、ストレージ/アーカイブ、データセンター、認証システム、セン
シティブデータ取扱いのためのインフラ整備

• ⻑期保存システム（Arkivum）導⼊機関の事例紹介
• DataCiteによるDOI付与についての説明（現在29機関で運⽤中）

‐ データセットだけでなく、灰⾊⽂献やコレクション、詩への付与例も。
‐ サフィックスの付与⽅法は機関により⽅針が異なる。
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http://www.arkivum.com/
http://bit.ly/1f9X0vV


DOIサフィックスの事例

• サウザンプトン⼤学
学内の各システムを区別するた
めにサフィックスに明記。

SOTON: 10.5258/SOTON/...
eCrystals: 10.5258/ecrystals/...

LabTrove: 10.5258/poc/lt/...

Rachael Kotarski, “DOIs for data: Using DataCite in the UK”

よりスライド引⽤
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http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/events/workshops/RDM-readiness/DOIs-data.pdf


2. DCC/Jisc 合同WS
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• 各機関における多種多様なRDM実践事例報告
‐ EPSRCポリシーに対応可能なメタデータスキーマとして、複数の機関が ReCollect

（EPrintsプラグイン）+ DataCiteを利⽤。
‐ N8コンソーシアム（リーズ⼤学等で構成）では、⾮デジタルの研究データをどう

扱うか検討中。
‐ University of  Hertfordshire: 

• 全ての新規プロジェクトで、主任研究員（PI）に「研究サポートトリアージ」
を⾏い、必要に応じたサービスを提供。

• RDM研修は既存の研修プログラムやWS等あらゆる機会を利⽤して⾏っている。
• ストレージ：研究者には、データの保存先としてローカル環境やポータブルデ

バイスは脆弱で不適切であることを伝えている。現在ネットワークストレージ
を⽤いているが、今夏に商⽤クラウドストレージに乗り換え予定
（Microsoft365 OneDrive。⽂書管理システムはMicrosoft365 Sharepointへ）。

• 共同研究者とのデータ共有には、Zendtoを利⽤。
• CRISはElsevierのPure、データリポジトリはDSpace (+ Arkivum)

http://wiki.eprints.org/w/ReCollect
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/365/product-onedrive.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/365/product-sharepoint.aspx
http://zend.to/
http://www.elsevier.com/jp/online-tools/eri/pure


2. DCC/Jisc 合同WS
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• 各機関における（多種多様な）RDM実践事例報告（続き）

‐ University of Leeds

• センシティブデータの扱いについての事例報告。

• データを⾼機密 / 機密 / 未分類 の3つに分類し、⼤学のサーバや端末、ポータ
ブルデバイスでの保存や共有、リモートアクセスの可否についてそれぞれ⽅針
を決めている。

‐ Lancaster University

• ElsevierのPureをデータリポジトリとして利⽤。

• Pureは、最新バージョンで“Content Type”がデータセットにも対応。メタデータ
テンプレートはユーザ・グループが開発（DataCite必須項⽬）。

• ユーザ・グループ向け調査によれば、半数超が、Pureをデータリポジトリとし
ても利⽤したい意向を持っている。

• 機能の実装可否がElsevierの優先順位づけ次第となることへの懸念もある。

• ⻑期保存を⽬的としたツールではないため、別途対応が必要か。

http://www.research.lancs.ac.uk/portal/


センシティブデータの事例
• 機密データの例

個⼈の住所、電話番号、パスポート情報、

学⽣・教職員の個⼈名と学⽣証（教職員）番号

→ 学内のストレージはOK、リモートアクセスは条件

付きでOK、個⼈のラップトップはNG等

• ⾼機密データの例
個⼈の⼝座番号、クレジットカード番号、⽀払い情報

⼈種、⺠族、信条、健康、犯罪情報成績、知財

→ 学内の共有ストレージでは要暗号化、リモートア

クセスは条件付、個⼈のラップトップはNG等

Graham Blyth, “(We can't even call it) Sensitive Data!”

よりスライド引⽤
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http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/events/workshops/RDM-readiness/Sensitive-data.pdf


センシティブデータの事例

機密データはアクセスコントロール 極秘データは暗号化とアクセスコントロール
暗号鍵はIRCが管理

Graham Blyth, “(We can't even call it) Sensitive Data!”

よりスライド引⽤
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http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/events/workshops/RDM-readiness/Sensitive-data.pdf


CRISと研究データ管理

研究費上位50機関の内、43機関がCRISを所有
そのうち、24機関がPureを利⽤

ファイルをアップロードしてリポジトリとしても
エンバーゴ設定やアクセス制限も可能。
APIを実装、他システムとの連携も可能。

Hardy Schwamm, “Using Pure as data catalogue and (optionally) as data repository”

よりスライド引⽤
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http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/events/workshops/RDM-readiness/Pure%20as%20repository.pdf


CRISと研究データ管理
Bristol⼤学：Pure = データカタログ Lancaster⼤学：Pure = データリポジトリ
①研究者がPureにメタデータレコードを作成。 ①研究者がPureにメタデータレコードを作成。

研究者がデータセットをPureに登録。
②メタデータは⾃動的にdata.brisに取り込まれる。 ②研究者が登録完了のメールを受け取る。
③タイトルと予定されるDOIで初期レコードが作

られる
③データライブラリアンがメタデータのチェック

を⾏い、DataCiteにDOIの付与を依頼。

④研究者にdata.brisにログインしてデータと関連
付けるよう依頼するメールが送信。

④DOI付与後、データライブラリアンがPureにDOI
を登録。

⑤研究者がデータとメタデータを関連付け、公開
依頼。

⑤研究者はデータセットにDOIが付与された旨を
メールで受け取る。

⑥データライブラリアンがメタデータのチェック
を⾏い、DataCiteにDOIの付与を依頼。

⑥データが有効になると、Pure portalで公開され
る。

⑦DOI付与後、データライブラリアンがPureにDOI
を登録。

Hardy Schwamm, “Using Pure as data catalogue and (optionally) as data repository”

よりスライド引⽤（翻訳）
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http://data.bris.ac.uk/data/
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/events/workshops/RDM-readiness/Pure%20as%20repository.pdf


2. DCC/Jisc 合同WS
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• 各機関における（多種多様な）RDM実践事例報告（続き）

‐ University of Southampton

• 研修の実践報告。

• 博⼠課程の学⽣や、若⼿研究者も企画に参加。

• 窓⼝は⼀本化。

• 学⽣向けコース、教員向けオンデマンド研修等、複層的に展開。

• RDMは特別なプロジェクトではない。既存の事業に浸透させていき、実践を積
み重ねる。

• 学位論⽂の申請⼿続き案内で、データへのリンクを本⽂に含めるよう推奨もし
ている。



3-1. ブリストル⼤インタビュー
• 2/9 University of Bristol 担当者インタビュー：Debra Hiomさん (Research 

Data Service Manager)
• RDMへの取り組みの主な推進要因は助成団体の義務化ポリシーだが、（研究者に

とっては特に）出版者のポリシーも影響⼒が⼤きい。
• データの所有者は⼤学。
• 各研究者に5TBのストレージが⽤意されており、アクティブデータ（研究中のデー

タ）はストレージに保管。データリポジトリで公開する際の⼿続きは、対象デー
タを公開⽤フォルダへコピーするだけ（システムは学内で開発）。現在のスト
レージ利⽤状況は、350⼈、500TB程度。

• コストの⼤半は⼈件費（4FTE）。スタッフ増員も検討中。
• 分野別データリポジトリの利⽤を推奨しており、適切なリポジトリがない場合に

機関のデータリポジトリを利⽤する、という位置付け。外部リポジトリに本⽂が
あるものについてもメタデータのみ機関のリポジトリに登録することを推奨（義
務化ではない）。

• センシティブデータもメタデータは公開し、DOIを付与。取り下げる場合は、メタ
データのみ公開する⽅針。

• 保存期間は20年間としているが、今後の助成団体のポリシーや状況に応じて対応
していく⾒込み。⻑期保存におけるマイグレーション等のポリシーは現在のとこ
ろ定めていない。

32



3-1. ブリストル⼤インタビュー
• データの利⽤状況については、altmetricsでトラッキングしている。現在のところ

まだ多くのダウンロードや引⽤がある訳ではない。
• メタデータスキーマはDataCiteに準拠。研究者の負担軽減のため、メタデータの項

⽬はシンプル。分野に特化した詳細なメタデータを付与したいというニーズは現
在のところ出ていない。データライブラリアンのチェックを経た上で公開される。

• データの質の管理について。データリポジトリにおけるピアレビュー機能導⼊は
考えていない。できるのは、技術的な品質管理のみ。

• DOIのサフィックスに⼤学名を含めているのは、⼈間の可読性のため。
• データリポジトリをCKANで構築したのは、インターフェイスが優れているため。
• スタッフのスキルアップについては、研究倫理についても学習している。
• RDMは図書館主導で他部署と連携しながら取り組んでいるが、図書館のこれまで

の業務と親和性が⾼いと考えている。
• 他⼤学との連携については、⼤学同⼠の競争もあるので、難しい側⾯もある。研

修やバックアップといった⾯では検討できるのではないか。
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http://altmetrics.org/manifesto/


3-2. サウザンプトン⼤インタビュー
• 2/16 University of Southampton 訪問インタビュー：

Wendy Whiteさん
(Head of Scholarly Communications & Head of 

Faculty Library Service)
Michael Whittonさん
Linda Robertsonさん
Isobel Starkさん
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3-2. サウザンプトン⼤インタビュー
• RDMの推進要因は助成団体の義務化ポリシーが⼤きいが、⼤学上層部の間でも

RDMサポートの必要性の認識があった。データは⼤学の資産であるという認識。
• RDMサービスには⼤学内の様々な部署が関わっているが、図書館がリードする役

割を果たしている。
• 各図書館員が担当する専⾨分野を持つとともに、分野を超えたテーマ別グループ

に所属する業務体制を取っている。研究データ担当は6名。職務の50%をRDMサー
ビスに費やすことがガイドラインで決められている。（※スタッフ増員ではない。
従来業務の整理も合わせて⾏われている）

• 図書館のデータ担当が学内RDMサービスの窓⼝。案件によって他の関連部署へ振
り分ける。相談内容によっては、研究者と研究者の橋渡しをすることもある。ど
の研究者がどのような知識・スキルを持っているか、という知識はData 
Management Plan（DMP）作成⽀援を通して得たことも多い。

• データ担当はRDMサイクルの全てをサポートする。 DMPの作成に関するサポート
へのニーズが⼀番⾼い。RCはDMP義務化と要件定義を⾏っている。慈善団体によ
る助成も増えているが義務化はまだ⾏っていない。DMPでは、機密性の⾼い情報
の扱い⽅についても記述が必要で、個⼈情報の匿名化やデータの暗号化といった
対応が求められる。

• データ管理を考える際には、データの管理責任と所有とは分けて考える必要があ
る。通常、研究プロジェクトでは⼤学がデータの所有者であり、個⼈の研究者が
所有者であることはない。研究者はデータの管理責任者。
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3-2. サウザンプトン⼤インタビュー
• 分野別データリポジトリへの登録を推奨しているが、整備状況の差が分野によって⼤き

い。データ内容によっても適切なリポジトリがない場合もある（実験サンプルのリポジ
トリはあっても画像データ等の⼤容量データのリポジトリはない等）。ポリシーでは、
外部のOAリポジトリに登録されたデータについても、IRにメタデータを登録するよう求
めている（義務化ではない）。現状、機関リポジトリは⼤規模データには未対応。

• データリポジトリのシステムは、EPrints + データリポジトリ⽤プラグインReCollect。メ
タデータの記述必須項⽬はシンプルで⼀般的なもので、分野特化した項⽬は設けていな
い。オプション機能で記述を追加することは可能。

• 研究管理システムは、独⾃システムからElsevierのPureに変更。Pureはデータリポジトリ
としての機能はまだ⼗分でない（データの記述⽅法等。 DataCiteの最低限のメタデータ
しかサポートできていない。）ため、データリポジトリとしては今後もEPrintsを利⽤す
る予定。発⾒可能性の⾯でもEPrintsの⽅が優れている。

• 研究者に負担をかけず、重複作業が発⽣しないような技術的な⽀援が必要。DCCが国内
のデータリポジトリのメタデータをハーベスティングしてポータルを作成するプロジェ
クトを進めているが、将来的には⼀⽅のデータリポジトリに登録されたものが他⽅の
データリポジトリにもプッシュされるような仕組みも望ましい。
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http://www.dcc.ac.uk/projects/research-data-registry-pilot


3-2. サウザンプトン⼤インタビュー
• DOIのサフィックスにリポジトリ名を含めているのは、学内に複数のリポジトリが存在

しており、どのシステムに保管されているのかが⼀⽬でわかるようにするため（⼈間の
可読性のため）。JiscのResearch Data Springのプロジェクトでは、博⼠論⽂とそのデータ
にDOIを付与する際の、国共通のプレフィックスおよびサフィックスのつけ⽅を検討し
ている等、英国内での付与⽅法は今後変更の可能性もある。

• データの利⽤状況については、ダウンロード数とaltmetricsで捕捉しており、将来的には
Thomson ReutersのData Citation Indexへの採録も望ましい。但し、⼤学の予算や⼈的リ
ソースを考慮した上で、機関リポジトリの適切なレベルを判断する必要がある。機関リ
ポジトリの最低ラインはデータの保存とサポートを保障すること。

• RDMサポートのための図書館員のスキル習得にあたっては、 実際にDMPの作成⽀援を⾏
うことで知識を得ている⾯も⼤きい。また、 Jiscの助成⾦を受けたプロジェクトで、
データ管理を扱う図書館員のコミュニティができ、その内でも情報交換を⾏っている。
他の組織が開発したオンラインの研修プログラムなども積極的に利⽤している。 RDM
サービスの開始前に、研究者へのアンケート調査やインタビューを⾏い、データ管理の
実際について情報収集を⾏った（研究者主導で実施）。

• RDM推進にあたっては、助成研究成果による価値の創出を押し出していくべき。再利⽤
が多ければ、それだけ多くの価値を創出できたということ。
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4. 今後の⽇本での展開にあたって（私⾒）
• 研究データをめぐる⽇本国内の政策⾯での動きとして、少なくとも⼀定期間の保存については

強く求められることになる気配。
• ⽂部科学省「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」、⽇本学術会

議「科学研究における健全性の向上について（回答）」
• 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会、⽇経報道

• IDCCのパネルディスカッションでは、この10年を総括してRDMの意義について再認識を促す意
⾒が⾒られた。助成団体によるポリシー遵守の観点からばかり取り組むのではなく、研究デー
タ共有が学術の発展にもたらす意義についてあらためて意識共有をしていくべきという趣旨。
⽂化変容のためには、ステイクホルダーをどう意識付けしていくかが問われるが、今後⽇本で
RDMを進めていくには、先⾏国の経験を踏まえ、政策的後押しだけでなくサウザンプトン⼤の
指摘のように、研究データの共有が価値の創出につながるという意義の浸透と、同時にそのエ
ビデンスを積み重ねていくことが必要。

• トニー・ヘイ⽒の基調講演や各種事例報告に⾒られたように、技術的サポート、効果的なツー
ルの提供によって研究者の⾏動を（⾃然にor負担を最⼩限にしながら）変化させる努⼒も必要。
このためには、各機関が独⾃に取り組むよりも、複数機関での共同の取り組みや、共通インフ
ラの整備といった効率性も考慮する必要がある。

• パネルディスカッションでは、RDMサポートを研究機関が備えるべきインフラとして捉える意
⾒が聞かれた。効果的なRDMサポートを提供するには、多くの事例報告やパネルディスカッ
ションで指摘があったように、研究データの⽣成や活⽤について現場の知識を得、サポート内
容が研究者のニーズに即したものである必要がある。Data Curation Profiles Toolkit（Data
Curation Profiles Directory）のような、分野ごとのRDMのプロファイリングを蓄積し、共有する
ツールも有⽤。
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
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http://datacurationprofiles.org/
http://docs.lib.purdue.edu/dcp/


4. 今後の⽇本での展開にあたって（私⾒）
• ⼈材育成については、可能であれば、⻑期的視点での企画⽴案や関連機関/団体との渉外を担

当できる、（DCCに部分的にでも相当するような）総括組織/コミュニティが存在することが
望ましい（機関リポジトリ推進委員会が担う可能性も考慮）。まずは図書館員向け研修のため
に、海外の再利⽤可能な素材を活⽤する。その上で、研究者向け研修として、主に従来の枠組
み（リテラシー教育等）へRDMを組み⼊れていく形で浸透を図っていくアプローチが望ましい。
他業種との連携等により⾃前調達だけによらない⼈材確保も検討すべき。

• 研究データの質の確保について：本調査ではリポジトリで公開されているデータに対するデー
タジャーナルによる評価の仕組みへの⾔及がある⼀⽅、まずデータをオープンにすることを優
先して促進すべき、という趣旨の発⾔があった。機関リポジトリでピアレビューを⾏うより、
機関リポジトリは公開プラットフォームとした上で、必要に応じて質的指標を表⽰できる仕組
みを取った⽅がよい。

• 各分野のデータリポジトリと、機関のデータリポジトリは、競合するものではなく共存するも
の。まずは、初めからすべてを機関リポジトリで対応しようとするよりは、メタデータスキー
マや容量についても必要最⼩限の対応を⾏い、少しずつ実績と経験を積みながら、改善を重ね
ていくアプローチがよい。ただし、データ共有の価値を証明できるようなデータ（利⽤実績や
助成情報等）を捕捉できることは必須。

• STM分野だけでなく、⼈⽂学におけるデータ共有の取り組みにも⽬を配る必要がある。機関リ
ポジトリというプラットフォームをどの程度ニーズに即した活⽤ができるか、デジタル・
ヒューマニティーズ分野関係者との連携も模索すべき。
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• IDCC分科会、ワークショップ資料
http://www.dcc.ac.uk/events/idcc15/programme‐presentations

http://ww.dcc.ac.uk/events/workshops/comparing-notes

• DCCワークショップ資料
http://www.dcc.ac.uk/events/other‐dcc‐events/RDM‐readiness
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