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第21回図書館総合展エルゼビアフォーラム

イベントレポート

「オープンサイエンスのミライ２」
~研究者、大学本部と出版社が話し合う、研究データの管理~

（2019年11月14日開催）

昨年開催された同フォーラムでは、オープンサイエンスを、東京大学の小林武彦先生が
「公正科学」と定義された。今年は、『研究データ』をテーマにした。 『研究データ』と『オ
ープンサイエンス』は、どう関係しているのか。「研究データを“管理”、 “共有”すること」
はオープンサイエンスの実現に向けてどのように大切なのかについて議論をすることで、
研究に関わる多くの人の、それぞれの立場での進め方を考える機会としたい。

写真 左から：エルゼビア Karlsson、浦口、大阪大学 藤井先生、
エルゼビア Shipman、藤田医科大学 宮川先生氏、エルゼビア 高石
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『No raw data, No science: 科学における生データの重要性』
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今年のテーマは、『研究データ管理』

大学組織から見たデータ管理、現場の研究者が必要とするデータ管理、新しい取り組みとしての学術情報管理者から見たデ

ータ管理について、それぞれの状況、考え方を明らかにする。これまで個々の研究者の手中にあったデータは、今後サイエンス

の中でどのように扱われて行かなければいけないのか、どのような準備を始めればよいのか。大学本部からの取り組みについ

て大阪大学の藤井 翔太先生に、研究者の立場からの問題について藤田医科大学の宮川 剛先生に話題提供をいただいた。

また今回はエルゼビアのJean Shipmanが、海外におけるデータライブラリアンに関わる取り組みを紹介し、これらの事例をもと

にしたパネルディスカッションを実施した。

イベントレポート：第21回図書館総合展エルゼビアフォーラム

オープンサイエンスのミライ２

データ管理のさまざまな

取り組み

データ駆動型を研究スタイルにしている

大阪大学

まず大阪大学の経営企画オフィスにて、研

究戦略立案支援や研究力分析などを行って

いる藤井翔太准教授が、大学本部の視点で

の研究データ管理について話題を提供した。

大学のマネジメントの立場では、現在の研

究の現場やプロセスにひそむ大学の研究力

の把握、オープンサイエンスの考え方がもた

らすサイエンスの在り方の変革という視点か

ら、大学がどのように向かっていけばよいの

か考察を行った。研究データの重要性が高

まる中、融合研究の推進、プロセスのデータ

のオープン化に伴うコンプライアンスの強化

など、大学の研究活動の在り方が変わって

いくのではないか。これまでは、研究チーム

内で共有されていたデータが、より社会に開

かれていく中で、管理という観点から、個々

に存在するデータベースやシステムを連携

させる統合的なデータ基盤の構築を担って

いかなければいけないという見解を述べた。

そもそも研究データ管理が目指すものの１

つは、研究者のアクティビティを高めるという

究極の目的があるが、研究データと一言で

いっても、その中には、個人データが多く含

まれるものもあり、コンプライアンスの策定

が必須である。一見すると、人件費の増加な

ど、研究にかかる負担が増加するためにネ

ガティブにとらえられがちであるが、今後は

論文に加えて、データそのものの研究インパ

クトを評価するためのガイドラインとシステム

構築をしっかりと行い、組織として研究者を

支援することを目指すべきとの考えを示した。

大学としては、このデータ管理の重要性を

イニシアティブとして掲げ、ポリシーの策定

や、人材の整備を行う必要がある。例えば、

コンプライアンスやキュレーションといった分

野で専門性をもつ図書館のプロフェッショナ

ルを活用するなどが考えられる。

大阪大学では、共同利用、共同研究の拠

点が数多くあり、そこから作られたデータの

管理、インパクトの可視化などを行っていく

必要性があると考えている。『データ駆動型

研究』を積極的に推進している中、2016年に

データビリティフロンティア機構が発足し、多

岐にわたる分野の研究者とデータ分析によ

るプロジェクトを展開している。

生データの管理・公開が原則となる世界の

潮流の中でのデータ管理

続いて、日々膨大なデータを扱いながら

研究活動を行っている藤田医科大学 総

合医科学研究所システム医科学 宮川剛

教授からは、生データに焦点をあてた話題

提供があった。科学における生データの重

要性に関わる、「再利用」、「再現性」、「デ

ータそのものの存在確認」とそれを踏まえ

たデータ管理について、先生自身の研究

活動での実例を見ながら解説を行った。

「再利用」については、他の研究者が行っ

た実験に基づくビッグデータを、新しいアル

ゴリズムを用いて解析することで、低コスト

でエコな研究ができる。研究者の数の減少

や研究時間の確保問題を解決できる手法

であることを紹介した。

一方科学界の「再現性」に関わる問題

では、同一のデータを用いた違う結論の事

例や、生データからの再現ができない事例

が半分以上を占めているという実例が報

告された。ひいては、「生データが存在しな

い」研究が多くあるとの説明もあった。この

『再現性の危機』や『存在確認』問題の、大

きな原因として、「生データの不在」が上げ

られた。自身が Editor in Chief を務めてい

るジャーナルの投稿事情について実際の

数を上げながら、問題提起がなされた。

これらの問題に対して、米国のNIMHでは、

ヒトを対象とした研究については既に生デ

ータの登録が義務付けられており、生デー

タの管理、公開は今後増えていき、研究の

原則となるであろうとの見解を示された。こ

のデータを管理する担当部署としては、所

属する研究機関やファンディング機関など
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が行うことで、よりスケールメリットが出やす

い。中でも紙ベースの管理、公開を行ってき

た図書館には、デジタルデータの管理公開

に携わるという新しいミッションを提案した。

研究チームの一員として、研究を支援する

新しい図書館員像

長年米国の医学図書館をベースに研究支

援を行ってきたElsevier Global Library 

Relations, Jean P. Shipman は、米国の事例

を紹介しながら、研究データ管理に図書館

が中心的な役割を担っている事例を紹介し

た。

「データライブラリアン」では、情報の管理

のみならず、研究自体を研究者と図書館員

が一体となってすすめることが多くなってお

り、図書館を通じた、他の研究員とのパート

ナーシップの構築も実現されている。

実際情報管理でも、データの「説明」、「発

見」、「適切な取り扱い」をビッグデータの中

から見つけ出してくることが非常に重要であ

る。これまで書籍やジャーナルのオーガナイ

ズをしてきたスキルを活用して、データを管

理していくことが必要。「Informationist」とし

て、研究所やケア業界でもその活躍の場が

広がっているとの紹介があった。究極的に

は、Informationistが情報で研究をつなげる

世界を目指している。

宮川先生の講演でもあった、NIHやNSFと

いった助成金団体では、データ管理計画の

提出と研究データの共有は必須事項になっ

ている。その先には、「データの見える化」と、

系統だってデータを探し、取り込み、分析す

るという能力が求められるようになる。米国

大学の大学図書館員の募集要項の実例を

挙げながら、最終的にはインパクト（影響度）

を図ることが求められている現状が紹介され

た。

近年、大学の履修コースにデータ管理の

授業が見受けられるが、すでに実践の場に

いる図書館員にとっては難しいのが現状。

この状況下で「図書館員の先行き」を考えた

とき、データ管理者の育成をオンラインで行

うことに結び付いた。まずはこれまで培って

きた実務をベースに個々のニーズを満たす

ためのプログラム。次に研究者にも役立つ

プログラムを考え、米国の7つの大学、8機関

の共同プロジェクトに資金スポンサーとして

関わり、無償のオンラインプログラムとして

現在公開されているRDMLAのプログラムを

紹介した。

本プログラムでは、研究室では何が行わ

れているのかを理解する研究基礎コースか

ら、図書館員が実務で活用できるようなコー

スが用意されている。

最後に、エルゼビアが提供している

Mendeley Dataシステムの紹介を行った。

大学のネットワーク、

コンソーシアムを介した

データ管理・共有

研究チームの一員として、データの管理、

利活用のために

パネルディスカッションでは、モデレータの

エルゼビア 高石雅人から参加者に2つのオ

ンラインアンケートを実施した。1問目は、デ

ータ管理の意義について。藤井先生の講演

を受けて、利活用に多く票が集まった。また

宮川先生のお話にあった、不正防止、新し

い価値創造にも賛同する意見がみられた。2

問目は、その利活用の際に大切なことにつ

いて。結果として、使いやすいシステムと継

続的な運用の2つが特に重要であるとの回

答が多かった。ポリシーや教育といった準

備・検討段階から、実践のフェーズへの必要

性が認識されているように見受けられた。

研究チームのアクティビティを高め、グロー

バルスタンダードに対応する

まず宮川先生から、「データ管理の効果と

して、研究者のアクティビティが高まることは

とても大切である。将来を見越して進めてい

くことが重要」とのコメントがあった。

藤井先生からは、「データの改ざん問題に

かかわる対応として、NIHと同様の取り組み

が日本のJSTにおいても行われ、グローバ

ルスタンダードに合わせた研究が求められ

るようになっており、科学の損失を担保する

ことが重要である。」また、自身の歴史学の

研究を振り返り、「ヨーロッパでは、刊行物の

デジタル化が進み、とくに人文系の研究は

恩恵を受けている。今後図書館も、特に学

会を中心として、プロセスを把握した取り組

みができるとよいと思う」との話があった。

Shipmanからは、「ヘルスケア、医療の分

野は、図書館員としてのエクスパートのナレ

ッジを反映させていくことが大事であるとい

われている。図書館員の持つ専門性の高い

スキルを活用することで、研究の時間を無駄

にしなくて済むようになっている。研究データ

を考えるときに、そのデータが『見つけやす

く』、『アクセスしやすくするか』がポイント。こ

れは、特に再利用や利活用の際に、大きな

価値となる。そしてそのデータは、他のシス

テム、他の研究とつながることで、さらに価

値が上がっていく」。

Open Science
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キュレーションの力を研究へ

藤井先生から、「今日の図書館員の仕事と

して、情報管理のスキルや、教育の提供があ

るが、その専門性をリサーチやラボで生かす

ことができるのではないか。今、研究プロジェ

クトが大きく、多国籍化していく現状で、研究

者だけが研究するのではなく、URAと同じよう

に関わることがより現実的になっている。この

中で、図書館員の役割として、コラボレーショ

ンのサジェスチョンなどもできるのではないか

と考える。 実は、研究者の中には、データの

管理を専門的に学んでいない者もいる。私の

専門の歴史分野では、図書館員が資料を分

類、管理している上に成り立っている研究が

多い。これと同じようなことがデータの世界で

も起こってくるのではないか。（何かを明らか

にする）研究データの中から、的確なものを探

し出し、専門的な知見をサポートするスタッフ

として、図書館員のこれまでのスキルが重要

になるのではないか。繊細な取り扱いが必要

なデータに関しても、図書館員の知見は、研

究員のお困りごとを解決するのに非常に有効

である」とのコメントがあった。

Shipmanから「米国には、データキュレーショ

ンネットワークが立ち上がっており、小規模な

図書館は、これらのサービスを利用すること

ができるようになっている。ネットワークは、医

療系、医薬系、人文系の専門集団などそれぞ

れの分野においてサービスを提供し、不足分

をネットワークからサービス提供されることで、

全体として研究者に包括的なサービスが提供

でき、不足部分をお互いに補えるようになって

る。加えて、リサーチ・コアとかチャージセンタ

ーと呼ばれる研究機器を共有できるようなネ

ットワークも立ち上がっている。そこにはコア

ライブラリアンが、データ管理のテンプレート

を作って運用している。このようにリソースをう

まく相互利用することができる仕組みがある」

との紹介があった。

チームの力で研究を高める

最後に宮川先生から、「今回の話の中では、

『チーム』や『コンソーシアム』という言葉がたく

さん出てきた。この考え方は日本ではとても

重要ではないか。日本の大学の規模は米国

の大学と比較してもそれほど大きいとは言え

ない。それぞれのエキスパートを全ての大学

が自前でまかなっていくというのは現実的に

は難しいが、大学のネットワーク、様々なコン

ソーシアムを介して、リソースの共有化、相互

利用ができるといいと思う」との話があった。

これを受けて、藤井先生から、「このようなイ

ンフラが整っていくことが，これからの日本の

研究力の基盤としてとても大切であり、次世

代に求められる研究スタイルの中でどのよう

に利用するかが今後重要になる。」とのまとめ

があり、フォーラムは無事終了した。

今後も積極的に議論を

参加者の講演後の感想では、「図書館員が

研究データ管理と親和性が高いというのはそ

の通りかもしれない」、「RDMの話を聞くと、今

の従事している業務と離れすぎているように

も感じていたが、ディスカッションで藤井先生

が言われたように、既存のネットワーク文化を

応用していくという視点を聞けたことが心強か

った」、「ライブラリアンネットワークへの試み

ができれば、役立つと思います」といった声が

聞かれた。

研究データ管理（RDM)に関しては、いろい

ろなところで教育プログラムの提供含めディ

スカッションはされているものの、まだ実際に

運用しているところは少ないのが現状。エル

ゼビアでは、大学がデータ管理に対するビジ

ョンや方向性を確立し、図書館にその運用を

アサインする際、教育やツールの提供がスム

ーズに行えるようベースづくりを支援していく。

今後もオープンサイエンスに関する議論を

継続したい。
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フォーラム概要
主催： エルゼビア・ジャパン株式会社
日時： 2019年11月14日（木曜日）10:00～11:30
会場： パシフィコ横浜 展示会場2階第6会場
参加者： 91名
（内訳）
学術情報関係
研究関係
URA
その他

まとめと構成：エルゼビア 吉永敏子

52名
9名
6名

24名
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