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Who Am I? 自己紹介

➢VP, Global Library Relations, Elsevier 

(エルゼビア社グローバル・ライブラリー・リレーション担当VP)

➢University of Utah – Emerita Librarian; Executive director, Knowledge 

Management and Health Sciences Library

(ユタ大学 – 名誉図書館員; Knowledge Management and Health Sciences 

Library エクゼクティブ・ディレクター)

➢Director, MCR RML of NNLM & NLM National Training Office

➢Center for Medical Innovation, Director for Information Transfer

President, US Medical Library Association (MLA)(全米医学図書館協会）, 

2006-2007

➢Board of Directors, MLA & Society for Scholarly Publishing

15.11.2019



What can Librarians Offer Researchers?
図書館員が研究者に提供できることとは

Librarians: 図書館員：
➢ Have transferable organizing skills and interests

伝達可能な整理スキルと関心
➢ Often monitor funder compliance and impact

研究資金提供のコンプライアンスとインパクトを
頻繁にモニタリング

➢ Are changing traditional roles
従来の役割が変化

➢ Are trainers of RDM FAIR principles
RDM FAIR原則のトレーナー

➢ Help with Data Sharing Plans
データシェアプランで支援

➢ Can be embedded within research labs
研究ラボに配属もあり得る



Librarians and Research

図書館員と研究

Data Annotation and 
Discovery
データの注釈付けと発見

Data Management 
Plans
データ管理計画Current Roles 現在の役割

Research Impact
研究の影響度

Systematic Reviews
系統的レビュー

DATA



Librarians and Research

図書館員と研究

Data Services Librarian
データサービス図書館員

Data Management 
Librarian
データ管理図書館員

Data Visualization 
Librarian
データ可視化図書館員

Research Services 
Librarian
研究サービス図書館員DATA

Current Roles 現在の役職

DATA



Biomedical Data Librarian – University of Miami Libraries
生物医学データ図書館員 - マイアミ大学図書館

➢ Develop and provide library services for access, use, and manipulation of 
quantitative and qualitative datasets 
定性および定量データセットへのアクセス、利用、および加工のための図書館サービス
を開発、提供

➢ Create a data services component 
データサービス・コンポーネントを作成

➢ Provide consultative and instructional services on software programs for data 
analysis (such as SPSS, R, and Tableau), open science practices and policies, and 
best practices in data management 
データ分析（SPSS、RおよびTableauなど)に関するソフトウェア・プログラムの
コンサル型で教育的なサービス、オープンサイエンスの実践とポリシー、およびデータ
マネジメントのベストプラクティスを提供

➢ Facilitate access to data resources across medical disciplines
医学分野全体でのデータリソースへのアクセスを促進



Research Data Analyst – Northeastern University
研究データ・アナリスト – ノースウェスタン大学
➢ Advance research innovation related to spatial, numerical and visual proficiencies

空間的、数的および視覚的習熟度に関する研究イノベーションを前進
➢ Identify existing support and research needs across the University

大学全体に向けたサポートと研究に関する現在のニーズを特定
➢ Develop a broad and deep range of services and initiatives to meet needs and 

promote the acquisition of data skills
ニーズを満たしデータスキルの獲得を促進するための広範で深いサービスと取り組みを
開発

➢ Serve as an expert consultant for research 
研究の専門コンサルタントとして活躍

➢ Create and deliver training on data visualization and related topics
データの可視化と関連トピックのトレーニングを作成、実施

➢ Train and mentor colleagues and/or student workers to provide first-tier support 
and services
トップレベルのサポートとサービスを通して同僚や学生従業員をトレーニングし、
メンターとして活動



Developing RDM Skills  RDMスキルの育成

➢ Formal education 公的教育

➢ Fellowships フェローシップ

➢ Seminars and workshops セミナーとワークショップ

➢ Online training オンライン・トレーニング



Peer to Peer RDM Training
ピアツーピアのRDMトレーニング



Completed in 2018 (2018年完了)

Featured: 特徴：

➢ a needs assessment survey via Library Connect
Library Connectによるニーズ評価調査

➢ a competency scan and an inventory of training and formal 
RDM curriculum
能力スキャンとトレーニング
目録と公式RDMカリキュラム

➢ a LIS educator short survey
LIS教育者簡略調査

Needs Assessment and Training Inventory
ニーズ評価とトレーニング目録

https://rdmla.github.io/home/

https://rdmla.github.io/home/


RDMLA Description RDMLAについて

➢ Available online オンラインで提供

➢ English-language 英語

➢No charge (without credit) 無償（単位無し）

➢ Simmons University offering CE credit for a fee; certification
シモンズ大学が有償でCE単位、認定書を提供

➢ 8 units; about 60 minutes each 8コース、各コース約60分

➢ Curriculum developed by librarian peers with expertise in RDM
RDMの専門知識を有する図書館員らがカリキュラムを開発

➢ Easy way to refine and hone RDM skills and knowledge
RDMのスキルと知識を精査し磨く簡単な方法



Faculty of RDMLA: RDMLA機関：

Harvard Medical School ハーバード大学メディカルスクール
Harvard Library ハーバード大学図書館
Simmons University シモンズ大学
Boston University ボストン大学
Brown University ブラウン大学
Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

マサチューセッツ州薬科・健康科学大学
Northeastern University ノースイースタン大学
Tufts University タフツ大学
Elsevier (financial sponsor) エルゼビア（資金スポンサー）



Online Units オンライン単位

1. Foundations of Research Data Management (RDM) RDMの基礎
2. Navigating research data culture RDM文化の促進
3. Advocating and marketing the value of RDM in libraries

図書館におけるRDMの価値の提唱とマーケティング
4. Launching data services in libraries 図書館でのデータサービスの立ち上げ
5. Project management & assessment (as relates to RDM services)

プロジェクト管理&評価（RDMサービス関連）
6. Overview of data analysis and visualization tools

データ分析と可視化ツールの概要
7. Overview of coding tools

コーディング・ツールの概要
8. Overview of platform tools (OFS, Mendeley Data et. Al.)

プラットフォーム・ツールの概要（OSF、Mendeley Dataなど)

RDM Librarian Academy Units
RDM図書館員学術単位



How Do I Learn More about the RDMLA?
RDMLAについて詳しく知るには?

➢ RDMLA website:
RDMLAウェブサイト：

https://rdmla.github.io/

➢ Library Connect articles:
Library Connectに関する記事：

https://bit.ly/31gSaWu

https://bit.ly/2r1YHFi

https://bit.ly/2LW2m2s

https://rdmla.github.io/


Why Elsevier Partnership?
エルゼビアとパートナーシップを組む理由
➢ Want librarians and researchers to be successful

図書館員と研究者の成功を望んでいる会社
➢ Scopus certification

Scopus認定書
➢ Wants research to be reusable and reliable

研究が再利用可能で信頼されるものであるべき
➢ Elsevier offers research information system solution

エルゼビアは研究情報システムソリューションを提供



Mendeley Data modules

Mendeley Dataモジュール



Data Notebook
Researchers can 研究者の利点

• Easily prepare data and results to share 
with collaborators
協力者らと容易にデータを準備し、結果を共有

• Setup and maintain groups
グループの設定と管理

• Access advanced features, such as chemical 
drawing
化学構造など高度な機能を利用可能

• Access data after a project ends
プロジェクト終了後もデータにアクセス可能

• Use our S3, your S3 or private cloud
弊社S3、各自機関のS3またはプライベート・
クラウドを利用可能

Want to know more? 
詳しくはこちらから
Hivebench.com

Capture project data and results
プロジェクト・データと結果を捕捉



Data Repository Store datasets in a secure and trusted repository
安全かつ信頼できるレポジトリにデータセットを保管

Want to know more? 
詳しくはこちらから
Hivebench.com

Researchers can 研究者の利点
• Store up to 100 GB of data per dataset in 

many formats
データセットごとに最大100GBのデータを様々
な形式で格納

• Describe how experiments can be 
reproduced
実験の再現方法を説明

• Keep track of dataset versions
データセット・バージョンを追跡管理

• Create DOI for citation 
(or university prefix)
引用（または大学プレフィックス）用の
DOIを作成



Data Search Retrieve active data, discover public data

アクティブ・データを取得、公的データを発見
Discover data データの発見

➢ 10 million+ datasets indexed from more than 35 repositories 
35以上のレポジトリから1,000万件以上のデータセットをインデックス化

➢ Deep indexing of data significantly enhances the relevancy of 
results 
データの深いインデックス化により結果の関連性を大幅に改善

➢ Keyword search within data files
データファイル内のキーワード検索

➢ Filter search results by specific author, institution, journal, 
subject category
著者、機関、ジャーナル、主題カテゴリ別の検索結果フィルター

Retrieve active data* アクティブ・データの取得*

➢ Navigate to locally held institutional data
ローカル保存の機関データにナビゲート

➢ Powerful keyword search and filtering 
強力なキーワード検索とフィルタ



Data Manager
Researchers can 研究者のメリット
➢ Share data privately within a research project

研究プロジェクト内でデータをプライベートに共有

➢ Invite external collaborators to join a project

外部協力者もプロジェクトに招待

➢ Gather research data from data sources as it’s generated (including ELNs) 

データソースが生成されると同時に（ELNを含み）研究データを収集

➢ Annotate research data with detailed, subject-specific metadata 

研究データに詳細な主題ごとのメタデータを注釈として追加

➢ Curate data according to project or institutional workflows

プロジェクトまたは機関ワークフローに従ったデータのキュレーション

➢ Prepare to publish data on a repository of your choice

好きなレポジトリでデータを発表するため備える

➢ Open APIs allow tailored upload forms, automated workflows, analyze and 
re-upload data files

オープンAPIによりアップロードフォームのカスタマイズ、ワークフロー
の自動化、データファイルの分析、再アップロードが可能に

Go from raw files to active datasets
未処理ファイルからアクティブ・データセット

Want to know more? 
詳しくはこちらから
Hivebench.com



Data Monitor

Institutions can 学術機関のメリット
➢ Keep track of data inside and outside 

institution
機関内外のデータの追跡

➢ Achieve credibility, visibility and integrity of 
key research outputs
主要な研究成果の信頼性、
可視性、および完全性を実現

➢ Maintain visibility of events in RDM space
RDM領域のイベントでの可視性を維持

➢ Improve researcher's adoption of data 
sharing tools
研究者らのデータ共有ツールの導入を改善

➢ Communicate value of data sharing to 
researchers during the research process
研究中のデータ共有の価値を伝える

Encourage and monitor compliance

コンプライアンスの促進と監視
研究論文を発表

データに関する最初
の問い合わせ

進捗監視と
ガイダンスの提供

データの共有、
公開、リンク付け

ダッシュボードの生成



Thank you!


