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1 開催概要
1.1 趣旨
2020 年度の J-STAGE セミナーは、昨今、オープンサイエンスの進展や研究不正の防止
といった観点で、学術コミュニケーションの各方面において研究データの公開を重要視す
る動きが増えていることから、年間テーマを「ジャーナルから見た研究データ」と定め、論
文根拠データの公開に関する情報提供を計画している。
本年度の第 1 回セミナーでは、
「研究データ公開の意義」と題し、研究データ公開が学術
コミュニケーションにもたらす変化や、海外ジャーナルの動向等についての解説と共に、論
文著者の研究データ公開に関する実践事例を紹介いただいた。
1.2 開催日時、場所
日時：2020 年 8 月 28 日（金） 13:30～16:15（開場 13:00）
開催形態：Zoom によるオンラインセミナー
（参加には、Zoom アプリまたは Zoom アカウントへのサインインが必要）
1.3 出席者の数および所属
当日は途中出退席含め 203 人が出席した。出席者の所属は、事前予約の上出席した 165
人について明らかになった。最も多かったのは大学教員・職員の 36 人、次いで図書館の 35
人であった。他の主な所属は、研究機関が 23 人、学協会事務局が 14 人であった（複数回
答あり）
。
1.4 Twitter の利用について
セミナー当日は、ハッシュタグを #JSTAGEseminar と定め、Twitter 上にて同ハッシュ
タグを用いた感想等の投稿を呼びかけた。
1.5 プログラム（時刻は計画時のもの）
13:30～13:35

開会挨拶 中島 律子（JST）

13:35～14:05

【研究データ公開が学術コミュニケーションにもたらす変化】
倉田 敬子氏（慶應義塾大学）

14:05～14:40

【Research data and scholarly journals: developments, policy and
implementation】
Dugald McGlashan 氏（INLEXIO）※英日同時通訳を実施

14:40～14:50

休憩

14:50～15:20

【社会科学分野における研究データ公開】
朝岡 誠氏（国立情報学研究所）
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15:20～15:50

【実験技術開発における研究データ公開の役割について】
笹川 洋平氏（理化学研究所）

15:50～16:10

【J-STAGE Data のご紹介】
古瀬 慶博（JST）

16:10

閉会挨拶 加藤 斉史（JST）
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2 講演概要
2.1
【研究データ公開が学術コミュニケーションにもたらす変化】
倉田 敬子氏
（慶應義塾大学）
◆学術コミュニケーションの根幹に、共有の原則
「学術コミュニケーション」は、研究者の研究活動を支える必須な活動である。研究活動
は既存の知識体系から情報を収集し、研究し、それを成果として公表し、それがまた次の知
識体系へとつながるサイクルで、このサイクルなしに研究活動は成立しない。この情報収集
と成果公開の役割を果たしているのが、学術コミュニケーションである。
学術コミュニケーションが成立するためには、すべての研究者がすべての情報を公開す
るわけではないが、根幹には「共有の原則」がある。
◆学術コミュニケーションの要は、学術雑誌
これまで学術コミュニケーションを行うためにさまざまな情報メディアが使われてきた
が、学術雑誌はその要といわれている。ローゼンダールはその理由に 4 つの機能を挙げた。
①登録（registration）
：著者といえども情報の取り下げ(論文の撤回)には正式な手続きが必
要なことから、学術雑誌へ投稿した時点でフォーマルな記録が始まる。
②認証（certification）：学術雑誌が査読システムを備えているゆえに、質の保証ができる。
③報知（awareness）
：国際的な学会や商業出版社が、全世界に向け情報を流通させる仕組み・
制度を作り上げてきた。
④保存（archive）
：大学図書館などの研究図書館や学術的な図書館が、学術雑誌を収集・保
管し研究者に提供してきたため、結果として、学術雑誌に載せれば図書館を通し永続的に保
管される。
これらの機能を持つようになったことで、長い年月を経て学術雑誌は研究者が研究成果
を公開する場として確立していった。それと同時に、雑誌論文はその発表数や被引用数など
をもって研究成果の評価の尺度としても用いられるようになった。
このように、学術雑誌は学術コミュニケーションにおいて重要な立ち位置になっている
わけであるが、そこで今取り組まれている課題が「デジタル化」
「オープン」そして「研究
データ」である。
◆急進する研究プロセス全体のデジタル化
印刷版雑誌でオープンアクセス（以下、OA）を実現することは実質上困難なため、すべ
ての OA、オープンサイエンスの根本には「デジタル化」という前提がある。論文の PDF
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をダウンロードできる状態にすることは簡単な方法ではあるが、それだけで「電子ジャーナ
ルである」と名乗ってよいかどうかについては疑問がある。
また、研究成果のみならず、研究プロセス全体のデジタル化が進んでいる。研究の計画・
実施・分析・成果公開、そのすべてがデジタル化の下で行われ、そのための新しいツールや
サービスが展開している。大手商業出版社は、もはや学術雑誌の出版だけでなく、情報の収
集・発見から、研究成果の分析、執筆・出版、アウトリーチなど研究活動のプロセスすべて
に入り込んだサービスを展開している。今後は、このような動きの中で、学術雑誌の立ち位
置を考えていく必要がある。
◆学術雑誌の OA 対応
次なる課題である「オープン」とは、単に無料、すなわち経済的にオープンというだけで
はなく、データのダウンロードやライセンスなどの情報のやりとりに係るすべてをオープ
ンにすることを基本的な考えとしている。
OA に対する学術出版社の方策のひとつは、OA ジャーナルの創刊、もしくは既存の学術
雑誌を OA ジャーナルへ転換することである。ビジネスとして成立している既存の購読ジ
ャーナルを OA ジャーナルへ即座に転換するのは難しく、多くの学術出版社がエンバーゴ
を採用している。エンバーゴ期間に収入を得ながらも、将来的に OA に寄与したいという
考えからこのような形態を取っていると思われる。
最近増えているのが、
「プレプリント」の提供という形である。日本ではまだそれほど見
られていないが、国際的な商業出版社（Elsevier、Wiley、Springer Nature など）は自らプ
レプリントサーバを構築するなど，積極的にプレプリントの提供を始めている。この動きの
背景には、研究助成機関が論文をオープンにすることを要求してくることに対し、出版社版
の論文の代わりにプレプリントをオープンにすることで対応したいという考え方もあるの
かもしれない。
OA の現況を調べた調査は多くあるが、どこまでを OA と見なすかによって結果は変わる
ため、実感に沿うものは少ない。マーティンマーティンらの調査では、2014 年の論文の
55.8%が OA という結果が出ているが、これには研究者 SNS などで公開されているものも
含めている。OA 論文が増加していることは確実だが、爆発的に増えているわけではない（図
１）
。
◆オープンサイエンスと研究データ公開
オープンサイエンスについては、OA 以上に、統一的に認められた定義があるとは言い難
い。第５期科学技術基本計画においては「研究論文をシェアしオープンにすること」に加え
「論文の研究成果の根拠となるデータもオープンにすること」を掲げているが、これが最低
限のオープンサイエンスの考え方だと思う。
研究データの公開を巡ってはいくつもの方向性がある。研究データを公開する目的・理
5
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図 1：オープンアクセスの現況
由・根拠としては、
「イノベーションを起こすため、科学の発展に寄与するため」という視
点と、
「研究不正を防止するため」という視点がある。日本の大学では、研究不正防止が強
く通達されたこともあり、データを研究者が自ら一定期間保管するためのルールが作られ、
データの公開や共有が考えられていない規則化が行われてしまっている。これは大変残念
なことである。先の二つの視点は相対するものではなく、両方を包含する形で考えていくべ
きである。
OA、オープンサイエンスは、政策レベルからのトップダウンの要請が盛んな領域でもあ
る。研究者側から OA、オープンサイエンスを目指そうという動きもあるが、トップダウン
とボトムアップの動きが食い違うとうまくいかない場合がある。特にオープンサイエンス
は政策側の動きが早急なのに対し、研究者側には戸惑いがあるように見える。
◆研究データ公開の懸念、現状、今後の影響
国・研究助成機関・大学などでは研究データポリシーを策定する動きがあり、研究データ
ポリシー策定のガイドラインが出されている。日本も遅ればせながら、この１、２年で多く
の大学や研究機関が策定していくだろう。同時に、研究助成機関が研究助成の条件として研
究データ管理計画作成を義務化する動きもある。
研究データの重要性は誰も疑っていないが、その根底には、
「自分が収集・分析したもの
こそがデータである」、つまり研究データは自分のものだという考えがある。逆に言えば、
自分のデータを他人が本当に利用できるのか、誤用や誤解が起こるのではないかなどの懸
念や疑念がつきまとうことになり、自分自身も他人のデータを本当に使えるのかという不
6
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安を表明する人もいる。
データ公開の現状についても確定的な例はあまりないが、池内・林（2017）による日本の
研究者を対象とした調査では、データ公開経験者が 51%、公開データ入手経験者が 76%、
そのうち 55％が再利用（図２）
、主な公開場所は個人や研究室の Web サイトや論文の補足
資料（図３）となっている。
一方で、Web of Science の Data Citation Index によると（野村、2019）
、世界における論
文でのデータ引用割合は世界の全ジャーナルの 1.5%、分析対象ジャーナル（ESI22 分野の
Journal Impact Factor 上位 10 誌）に限っても 2.9％（図 4）であった。データの再利用の経
験はあるという回答がある一方で、論文できちんと引用されている事例はほとんどないと
言っていいだろう。このような状況を打破するために学術雑誌はポリシーを整備し、データ
公開を義務づけ、
それを強いインセンティブにしていこうという流れがある。Elsevier、Wiley、
Springer Nature は、出版している学術雑誌それぞれのデータポリシーを類型化している。
このような研究データによる変化は、技術的には学術雑誌に紐付けられるリンクの一種
と位置づけることもできるが、それだけで済む話ではない。研究データの公開を進めるとい
うことは、雑誌論文の機能やこれまでの IMRD（IMRAD）形式といった論文構成も変化さ
せ、将来的には学術雑誌自体の位置づけの変化へとつながっていくのではないだろうか。

図 2：データ公開の現状
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図 3：データの公開方法

図 4：データ引用率
質疑応答
①口頭発表と雑誌論文形式はどのような前後関係なのか。
→口頭発表をしたものが、その後、論文として発表されるのが基本的な流れである。論文公
表をあまり重要視せず、厳しい査読のある学会発表を重視する分野（例えばコンピューター
科学）もある。
（倉田）
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②政策側からのオープンサイエンス、オープンデータの方向性要請はどのような理由によ
るか。
→政策側のオープンサイエンス、オープンデータは、先ほどの例でいうなら、メリットとし
て、新たなイノベーションをひき起こす可能性があるという方向で考えられているのがほ
とんどである。その一方で研究不正防止ということも、強く意識されている。（倉田）
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2.2
【Research data and scholarly journals: developments, policy and implementation】
Dugald McGlashan 氏
（INLEXIO）
研究データと学術ジャーナルについて、まず国際的な観点から定義を含めた背景と現状
について述べ、次に可用性や再現性を実現する研究データのアーキテクチャやエコシステ
ムの世界的な動向を紹介し、最後にこれからジャーナルは何をすべきかを議論する。
◆背景と現状
研究データの一般的な定義として、OECD（経済協力開発機構）の定義（2007）
「研究デ
ータとは、科学技術のための一次情報源として使用される事実上の記録（数値スコア、テキ
スト記録、画像、音声）
」が挙げられる。この定義は重要な概念を示しており、研究成果の
検証に必要なものとして科学界に広く受け入れられている。近年、研究結果を再現できない
「再現性の危機（reproducibility crisis）
」が問題となっているが、方法や材料、解析コード、
分析技術など実証プロセスに関わるデータに透明性と可用性が備わることによって、この
危機の回避は可能になるだろう。
ここ 20 年くらいで、技術的なツール（ホスティング、共有、リンク、識別、引用、促進、
マイニングなど）が進歩し、データを取り巻く環境のめざましい発展を支えている。データ
は分野やタイプで異なり複雑である。しかも大量なため管理が難しく、倫理とプライバシー、
所有権、管理などの問題もある。
30 年以上にわたり、遺伝子、タンパク質、気象データ、地質学など、専門的なデジタル
データベースが何千と開発されてきた。しかしその多くは短命であり、相互運用性がない、
標準化されていない、発見性に乏しい、再現性がなく再利用できない、などの問題を抱えて
いる。ジャーナルは補足資料としてデータを公開しているが、問題の解決にはいたっていな
い。
新しいデータエコシステムの目的はこの問題の解決である。規格化・標準化され、アーカ
イブされ、共有され、他の研究者の利用・再利用が可能なデータが理想的である。倫理的な
配慮も忘れてはならない。これが実現すればデータは信頼性を獲得し、引用され、再利用さ
れ、ひいては科学的なプロセスが促進されていく。この変化を牽引しているのは研究者と研
究助成機関で、良質な科学には良質なデータが必要であるという共通の理解が深まってい
る。またこのエコシステムにおいては、ジャーナルが重要な位置を占めている。
◆研究データの新しいアーキテクチャ/エコシステム：世界的な動向
研究データのエコシステムは、基盤となる概念があって、その上に技術およびインフラ、
また、ポリシー策定が構築され、さらにその上に研究成果および実装がある、という構造を
10

2020 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書

なしている（図 5）
。

図 5：研究データのエコシステム/アーキテクチャの概念図
１）基盤となる概念
概念において、データの可用性・再現性を求めるオープンサイエンスは重要である。ジャ
ーナルのインパクトファクターのみで研究者を評価するのは公正ではなく、研究デザイン、
研究データ、研究の成果、論文の解釈なども含め総合的に評価すべきだという考えが広まっ
ている。この考えは「DORA（San Francisco Declaration on Research Assessment、研究評
価に関するサンフランシスコ宣言）
」につながったが、その実現には研究データのための洗
練された環境が必要である。
その重要な要素と考えられるのが「FAIR 原則」である（図 6）
。見つけられる（Findable）
、
アクセスできる（Accessible）
、相互運用できる（Interoperable）
、再利用できる（Reusable）
の頭文字をとり FAIR としている。中でも重要だと考えているのは「相互運用」で、いろい
ろな状況下で多くの再利用を可能にする、研究データのエコシステムにおいて根幹となる
考えである。
２）技術およびインフラ
研究データのインフラには、RDA（Research Data Alliance）などのデータ関連機関、DOI
（Digital Object Identifier）などの永続的な識別子、figshare などのリポジトリに加え、
Scholix（Scholarly Link eXchange）のような産業界との連携を図る団体も生まれている。
Scholix は相互運用性のフレームワークで、OpenAire、Crossref、DataCite などのコミュニ
ティハブに保持されている論文と研究データ、データとデータのリンク情報を提供してい
11
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図 6：FAIR 原則
る。多くの機関・団体が協力して新しい技術インフラを構築し、科学的なプロセスの改善を
図っている。2,100 万以上の論文、5,100 万以上のデータセット、2 億 7000 万以上の双方向
リンクの検索が可能な ScholeXplorer などのサービスがある。
データリポジトリも増加しており、そこには Dryad、Mendelay Data、figshare などの全
般的なもの、また Pangaea、jPOST、GenBank などの分野に固有のものがある。そのうち
J-STAGE Data は、日本における研究データ領域の重要な発展である。
もちろん実現のための技術開発は必須で、PREMIS ではデータと論文をリンクする XML
スキーマを、Crossref、JATS4R などでは参照用 XML の開発を行っている。
３）ポリシー策定
研究助成機関におけるデータ管理の義務化は進み、Sherpa Juliet の調査では、7 カ国 162
の研究助成機関のうち 47％がデータの保管（管理）を必須あるいは推奨としていた。
2015 年、データポリシーの標準化を図るために、ジャーナルや研究助成機関、学会によ
って研究データの透明性・公開性を定めた「TOP（Transparency and Openness Promotion、
透明性とオープン性推進）ガイドライン」が作成された。データ引用、データ・資料・解析
コードの透明性、デザインと解析などの 8 つの要素と、３つの実装レベル（開示、要件、検
証）から構成されている。現在、このガイドラインを順守し実施することを表明したジャー
ナルは 5,000 誌以上にのぼり、データの透明性、オープン性、再現性の大切さが広く認知さ
れていることがわかる。2020 年には、ジャーナルのガイドラインの順守度を評価する「TOP
Factor」が誕生している。
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特に生命科学分野のデータにはデリケートな情報もあり倫理的な配慮も必要である。
2017 年、ICMJE（医学雑誌編集者国際委員会）は「臨床試験のデータ共有に関する声明（Data
Sharing Statements for Clinical Trials）」を発表し、また、Nature 誌は変動するリスクレベ
ルに対応する共有モデルを作成するなど、さまざまな動きがみられる。
データの引用はデータ共有の一部であり、データの引用規則も整備されている。2009 年
設立の DataCite では、研究データや研究成果に永続的な識別子である DOI を提供し、研究
者がデータを引用できるインフラを確立した。2014 年には国際イニシアチブ FORCE11 に
よって「データ引用原則の共同声明（Joint Declaration of Data Citation Principles：JDDCP）
」
が発表され、2018 年にはジャーナルにおける JDDCP の実践的な実装方法を概説した論文
も公開された（Helena Cousijn et al、2018）
。さらに今、多くの研究助成機関および大手出
版社（Wiley、Taylor & Francis、Springer Nature 他）は、研究論文のオリジナルデータセ
ットを、どこで、どのように入手および利用可能であるかを説明した DAS（Data Availability
Statement、データ可用性に関する記述）を論文に記載するよう求めている（図 7）
。
しかし、2020 年、STM（International Association of Scientific, Technical and Medical
Publishers、国際 STM 出版社協会）に参加している 11 出版社の 12,128 ジャーナルを調べ
た結果、58％がデータポリシーを完備していたにもかかわらず、DAS を記載していたのは
わずか 9％と、現実には実施は進んでいないことが明らかになった。

図 7：ジャーナルでの DAS の記載例
4）研究成果および実装
データ共有に関する研究者の意識と現況を示すいくつかの研究がある。英国の研究者
13
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1,700 人にデータ共有の重要性をたずねたところ、86%はかなり重要・とても重要と答えた
が、データ登録をしたことがない研究者は 79％と大きなずれがあった（Zhu Y、2019）
。
PubMed から無作為に選んだ 792 論文のうち 11.5％がデータを公開していたが、解析コー
ドを公開していたのは 1.5％にとどまっていた（Nico Riedel et al、2020）
。BMC（BioMed
Central）が DAS の記載を義務化した 2015 年以降、ほんの 2、3 年で DAS の記載は増加し
た（図 8）。これは研究者の行動は意外に早く変容できる可能性を示している（Giovanni
Colavizza et al、2020）
。
データ共有は研究を促進し新たな知識の発見を生んでいる。それを計るツールとして、
データ引用がどのように行われたかを示す Data Citation Index、コミュニティグループが
データ引用を追跡できる Make Data Count などのツールも活用されている。
ここまで世界的な傾向をまとめると、データに関する基盤となる概念が生み出され、急速
な技術の革新やインフラの構築が進められている。研究助成機関はデータの登録と共有を
義務化し、世界の主要ジャーナルはポリシーを策定し成熟化へと向かっている。しかし、そ
の実装については、新製品や新サービスが開発されデータ共有の機会は増えているものの、
データの登録率は依然として低いままである。

図 8：BMC のすべての論文における DAS 記載の変化。BMC が DAS の
記載を義務化した 2015 年以降、DAS の記載が増加している
◆ジャーナルへの影響および実装
では、ジャーナルはどう対応すればいいのだろうか。いつ、どこで、どのように、研究者
にデータを登録・共有・引用してもらうかなどデータへのアプローチを見直し、登録を義務
14
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化するレベルから何も要求しないレベルまで選択肢も含め、ポリシーを作成し表明する必
要がある。ここで重要なのが「データの可用性」
「データの査読」
「データ引用ガイドライン」
に対するジャーナルの姿勢である。データポリシーの 14 要件を定義・説明し、それを 6 つ
のレベルに分けたフレームワークを示す（図 9）。このロードマップはポリシー作成時に参
考になるだろう（Iain Hrynaszkiewicz et al、2020）
。
ポリシー策定と同時に検討しなくてはいけないのが、引用のための基準や引用形式・フォ
ーマット、査読者がデータ引用をチェックするための要件、論文構成や DTD（XML 文書）
による影響、Crossref や J-STAGE へのメタデータの提供などである。
DAS やデータへのリンクを論文に記載した場合、予測される平均引用率が 25％増加した
という研究結果が発表されている（Giovanni Colavizz、2020）。これは本講演のこのうえな
いまとめで、概念の変化を理解しインフラやポリシーを構築・策定できれば、そのジャーナ
ルは科学そのものに貢献できるのである。

図 9：研究データポリシーのフレームワークの例
質疑応答
①論文に DAS やデータへのリンクが記載されているだけで引用が増える、という研究結
果に驚いた。その理由や背景を教えてほしい。
→この論文の著者とも話をしてさまざまな可能性を考えたが、おそらく DAS やデータへの
リンク表記があることによって、データを入手し利用・再利用するというネットワーク効果
が生じているのではないかと思う。これがひとつの説明になるかと思うが、この問題につい
ては今後も検討していきたい。
（McGlashan 氏）
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2.3
【社会科学分野における研究データ公開】
朝岡 誠氏
（国立情報学研究所）
◆人文学・社会科学分野のデータの特徴と、データ共有方法
人文学・社会科学データは、人間の営みや社会事象を把握するために人々の意識・行動を
調査する過程で収集され、個票データとして管理されている。そのデータはプライバシー情
報を含むため研究者により厳重に取り扱われる一方で、政策立案のための貴重なデータで
もあるために公共財としても認識されている。
人文学・社会科学分野におけるデータ共有の歴史は古く、データを収集し提供する機関で
ある社会調査データアーカイブを通じて、オープンサイエンスが始まる前から行われてき
た。共有にあたっては、プライバシー情報の秘匿処理を行い、利用申請を通じて条件を満た
した利用者にのみデータを提供するという独自のスタイルが確立されていた。
◆海外から後れをとる、日本の社会科学データ共有
現在、オープンサイエンスの流れを受けて研究データの共有が進み、ジャーナルへの論文
投稿や研究資金の獲得を行う際にデータの公開が推奨される機会が増えている。研究デー
タを用いた二次分析なども一般的になりつつあり、研究データをデータアーカイブへ提供
したり、データアーカイブを通じて共有したりする動きが活発になっている。
海外の社会科学分野では、オープンサイエンスの流れに合わせ、デジタル情報インフラの
整備が急激に進んでいる。そのひとつに、データアーカイブのデジタル化が挙げられる。
2000 年代前半までは、データ利用申請を紙で、データ提供を CD の郵送で行ってきたが、
現在ではオンライン申請が主流になり、申請承認後にリポジトリから研究データを直接ダ
ウンロードできるようになっている。ヨーロッパのデータアーカイブでは、認証フェデレー
ションを用いて利用者を管理する申請システムが確立され、利用者の増加に対応している。
もうひとつ、研究データの再利用促進のためのインフラ整備もめざましい。複数のデータア
ーカイブの研究データのポータルサイトである「データカタログ」や、データアーカイブの
データを申請前に試用するための「オンライン分析システム」の整備が進んでいる。
一方、日本では一部の研究機関を通じて研究データの共有が行われているが、海外と比較
すると情報インフラの整備が遅れている。オンラインシステムは開発・維持管理のコストが
高く、多くの機関は未だ紙ベースによる申請受付を行っている。また、メタデータの整備、
特に多言語対応が遅れているため、海外の研究者によるデータ利活用が増えず、共同研究を
行う機会が損なわれてもいる。これらのことから、日本の社会科学分野のデータインフラは
遅れていると言わざるを得ず、世界から取り残されるのではないかという危機感がある。
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◆人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業とは
このような現状を改善するため、日本学術振興会は、2018 年度に「人文学・社会科学デ
ータインフラストラクチャー構築推進事業」
（以下、人社データインフラ事業）をスタート
させた（図 10）
。2022 年度までの 5 年間に研究データ共有システムを整備し、データ提供
機関のデータ受け入れ体制を強化することでデータ共有を浸透させる狙いがある。本事業
は、中核である日本学術振興会と NII に加え、事業委託された５つの拠点機関が担ってい
る。NII は「人社データカタログ」
「オンライン分析システム」の開発と、拠点機関のアー
カイブ機能強化のサポートに携わっている。

図 10：人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業の概要
◆人社データインフラ事業における NII の取組
１）人社データカタログの開発・整備
人社データカタログは、日本国内の研究・教育機関が提供する人社系研究データを横断検
索するシステムである（図 11）
。社会科学標準メタデータ規格（DDI）をフォーマットとし
て、各機関のメタデータを自動収集しカタログをアップデートしている。ファセット検索機
能を実装しており、条件を絞りこんで各機関の最新情報を検索できる（図 12）
。検索結果の
タイトルをクリックすると詳細画面に移動し、そこからデータを公開しているサイトへア
クセスできる。海外のデータ検索サイトや CiNii Research へのメタデータ提供も予定して
おり、これによって他分野の研究者や海外の研究者も本カタログのデータを検索できるよ
うになると考えられる。一般公開は 2021 年 4 月を予定している。
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図 11：人社データカタログの概要

図 12：人社データカタログの開発中の画面
２）オンライン分析システムの開発・整備
研究者向けの分析環境である JupyterHub を用いたオンライン分析システムを開発してい
る。本システムでは Web ブラウザ上からセキュアな環境上に研究データやプログラムをア
18
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ップロードでき、R や Python などのプログラミングソフトを用いて分野を問わずデータ分
析を行える。さらに、研究データを公開している基盤やリポジトリからダイレクトに本シス
テムを利用できるよう、JAIRO Cloud との連携機能も用意している。一般公開は 2022 年度
中を予定している。
３）拠点機関のアーカイブ機能強化
NII では、拠点機関の要望をもとにリポジトリの整備をサポートしている。拠点機関から
寄せられた「①独自のインフラを持たずに運用したい」
「②人社データカタログやオンライ
ン分析システムと連携して利用促進を行いたい」
「③利用者審査を行った上でデータを提供
したい」という要望を踏まえて検討した結果、拠点機関への JAIRO Cloud の導入が決定し
た。JAIRO Cloud は主に大学図書館が博士論文や研究紀要を公開するために利用している
サービスで、2020 年時点で準備中も含め 657 の研究・教育機関がリポジトリとして採用し
ている。機能拡張・バージョンアップにより、10 月からは研究データも取り扱えるように
なる。
要望①については、JAIRO Cloud はクラウド型サービスなので、独自のインフラを持た
ずにアーカイブを運用できる。拠点機関である大阪商業大学 JGSS 研究センターと一橋大学
は、JAIRO Cloud で研究データを公開する予定である。
要望②についても、JAIRO Cloud を利用してリポジトリを構築することで、JAIRO Cloud
のメインエンジンである WEKO と互換性を持つ人社データカタログ、オンライン分析シス
テムとの連携が可能になる。人社データカタログ、オンライン分析システムは JAIRO Cloud
を導入している研究機関であれば連携可能なため、今後、社会科学のデータ公開はこの２つ
のサービスとの連携によって促進されると思われる。
要望③については、大阪商業大学 JGSS 研究センターと NII で利用申請システムを共同
開発し、条件付きデータ提供に対応できるようにした。同センターでは 2021 年 4 月より
「制限公開」機能を用いて研究データを提供する予定である（図 13）
。
◆制限公開の必要性と、人社データインフラ事業における対応
社会科学分野で行われている条件付きデータ提供のことを、誰でもアクセスできる一般
的なデータ公開のあり方と区別して「制限公開」と呼ぶ。現在、研究データの共有は分野を
問わず世界的に広く推奨されているが、一般公開による共有が望ましくない場合も多々あ
り、注意が必要である。研究機関によっては、利用を学術目的に限定し研究内容を確認して
からデータを提供するケース、提供する研究者の要望で利用規約を守ることを条件にデー
タを提供するケースなどがある。今後、各分野においてデータ公開ポリシーが整備される過
程でこのようなケースが増えていくことが予想され、制限公開についての対応が必要にな
ると考えられる。
日本の研究者を対象に行った研究データ公開と論文のオープンアクセスに関する実態調
査（科学技術・学術政策研究所、2017）では、約半数が、所有する研究データに個人情報を
19

2020 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書

図 13：大阪商業大学 JGSS 研究センターと NII で開発した利用申請システム。
ログイン後、右の利用申請画面へと移行する
はじめとする機密情報が含まれると回答している（図 14、円グラフ）
。また、研究データ公
開時の懸念事項として、
「引用されずに利用される可能性」「誤解や誤用の可能性」
「商用利
用される可能性」を主に挙げている（棒グラフ）
。このことから、禁止事項などを盛り込ん
だ利用規約の遵守を条件にデータを提供する、といったプロセスが保証されるならばデー
タを公開したい、あるいはしてもよいと考える研究者は多いと思われる。
また、海外のデータリポジトリにおける制限公開に対応したデータポリシーの整備状況
の調査（Re3data、2019）によると、Re3data（研究データリポジトリのディレクトリ）に登
録されたリポジトリにおいては、いずれの分野においても約半数が制限公開に対応したデ
ータポリシーを備えている。
このように、制限公開は様々な分野で行われているが、その提供フローは多種多様である。
そこで本事業では国内の各学術分野の研究機関における制限公開データの提供フローを調
査し類型化することで、汎用的なフローを検討した。制限公開機能を開発するにあたり、こ
の検討の結果見出された 4 つのデータ提供フロー（図 15）に対応できるように設計を行っ
ている。また、大学の機関リポジトリにおける制限公開機能の実証実験も行っている。機関
リポジトリにおいて制限公開という形でのデータ提供が可能になることで、一般公開が難
しい研究データの利活用を促進していきたいと考えている。
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図 14：研究データ公開と論文のオープンアクセスに関する実態調査

図 15：制限公開データの 4 つの提供フロー
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質疑応答
①人社データインフラ事業は日本学術振興会と NII が中心となって行われているが、学会
や出版社はどのような関わり方をしているのか。
→現在は 5 つの拠点機関がデータの整備を行っているが、今後は日本学術振興会の方から
学会などにも協力を呼びかけていく計画だと聞いている。（朝岡氏）
②利用資格を考慮した場合、非常勤や在野の研究者が社会科学データを利用することは難
しいだろうか。
→利用資格の定め方はデータを提供する個々の機関によって異なり、一概には言えない。研
究者番号を持っていることを必須条件とするかどうかもデータ提供機関のそれぞれのポリ
シーによる。
（朝岡氏）
③人社データカタログやオンライン分析システム、
利用申請システムの実際の運用は NII が
行うのか。
→人社データカタログとオンライン分析システムは、日本学術振興会が運用する。利用申請
システムは JAIRO Cloud の一機能として NII から提供するが、実際の運用は各利用機関で
行うことになる。利用申請システムは実証実験の段階なので、実際にサービスとして提供す
るには時間がかかるだろう。
（朝岡氏）
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2.4
【実験技術開発における研究データ公開の役割について】
笹川 洋平氏
（理化学研究所）
ここでは、生命科学分野の実験技術開発における研究データの公開について、実例も含め、
現場の雰囲気がわかるような内容を紹介したい。近年、生命科学分野においては、実験によ
り生み出されるデータが膨大かつ複雑になっており、実験手法に加えデータの解析手法の
開発がますます重要になっている。私の所属する研究室は「バイオインフォマティクス研究
開発チーム」という名称で、実験をする研究者とデータを解析する研究者の両者がいる（両
方を行う研究者もいる）
。実験データから解析データまで、様々な種類のデータを大量に産
生しており、また、データの公開を積極的に行っている。
◆ゲノム科学の背景と 1 細胞 RNA-seq 法の概要
生命科学の一分野であるゲノム科学では、DNA の塩基配列を大量に読み取る次世代シー
ケンサーと呼ばれる研究機器が頻繁に使われている。この機器により、一度に 6,000 億塩基
もの長さの膨大な核酸配列情報の取得が可能になる。次世代シーケンサーを使用すること
で、ゲノム DNA の塩基配列から遺伝子の変異を検出したり、RNA の量と種類を検出して
細胞の状態を調べたりするなど、この機器で読み取ることのできる核酸（シーケンスライブ
ラリ DNA）に変換することによって、様々な生命現象を見ることができる。そのため、調
べたい生命現象に対し次世代シーケンサーを応用するための実験技術の開発や、それによ
り得られた大量の核酸配列情報を計算機で解析するデータ解析手法の開発が必要になって
いる。私はこの 10 年ほど、次世代シーケンサーを使用して 1 つの細胞の RNA の量と種類
を読み取る 1 細胞 RNA シーケンス法（1 細胞 RNA-seq 法）の開発を進めてきた。1 細胞
RNA-seq 法はさまざまな生命現象の探求に応用が可能なため、この分野は今、大きな脚光
を浴びている。
1 細胞 RNA-seq 法の応用例のひとつとして、細胞型の決定がある。人体の臓器の細胞は
均一ではなく、例えば胃なら、胃酸を出す細胞、粘液を出す細胞、それらの細胞を供給する
幹細胞など、性質の異なる様々な細胞（細胞型と呼ぶ）から成り立っている。多種多様な細
胞型が互いに関連して機能を果たすことで、臓器の機能を正常に保っているのである。細胞
型を同定しその状態の変化を捉えることは、ヒトの疾患の解明や、創薬研究を大きく進展さ
せるのに貢献すると期待されている。
1 細胞 RNA-seq 法による細胞型の決定には、多数の 1 細胞について存在する RNA の塩
基配列を測定するという実験と、得られた大量のデータから細胞型を決定するというデー
タ解析の２つのステップがある（図 16）。検出対象である RNA は 1 細胞あたり 10～100 フ
ェムトグラム（10～100 兆分の１グラム）と極めて少量なため、まずこれを増幅し次世代シ
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図 16：1 細胞 RNA-seq 法の概要
ーケンサーで読み取れるように変換する。次に、次世代シーケンサーによる塩基配列の読み
取りを行い、４～20 億種類の塩基配列情報を得る。ここまでが実験である。得られた大量
のデータを計算機にかけ、列方向に数千から 10 万個以上の 1 細胞、行方向に数万種類の遺
伝子について、それぞれ遺伝子の発現量を記載した巨大な行列データに変換する。このファ
イルを人間の目で見やすいよう、個々の 1 細胞がいくつかの細胞型に分離するように可視
化できる。この部分がデータ解析である。このように、1 細胞 RNA-seq 法により、事前知
識なしに組織に含まれる多数の細胞の細胞型を決定することが可能になる。
◆1 細胞 RNA-seq 法の国際プロジェクト
1 細胞 RNA-seq 法は、2009 年に最初の方法が開発されて以来、多種多様な方法が報告さ
れ分野としても成熟してきた。私たちも最初に Quartz-Seq、続いて Quartz-Seq2 と、複数
の方法を報告している。さまざまな方法が世界各国の研究室で使えるようになったことを
うけ、現在、世界規模のプロジェクトが進行している。1 細胞 RNA-seq 法により人体のす
べての細胞型を調べ主要な疾患の撲滅につなげようとする Human Cell Atlas 計画もそのひ
とつである。
Human Cell Atlas 計画では、世界各国の各拠点で、それぞれの１細胞 RNA-seq 法を使っ
て各臓器のデータを取得している。各々の方法には特徴があるので、方法間をまたいで統合
し解析・解釈するためには、各方法を定量的に理解する必要があった。そこでスペインのホ
ルガー・ハイン博士（CNAG）が主導し、さまざまな 1 細胞 RNA-seq 法を性能比較するベ
ンチマークプロジェクトが行われた。そこでは、ヒト・マウス・イヌなどに由来するさまざ
まな既知の細胞型を混ぜた細胞集団を調製し、同一のサンプルを各拠点に送付してそれぞ
れの１細胞 RNA-seq 法を実施した。25 の研究機関により実施された 13 の１細胞 RNA-seq
法を同一のプラットフォーム、同一の解析方法で公平に正確に比較することで主要な手法
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全ての特徴が定量的に理解され、方法間をまたいでデータを統合して正しく解釈できるよ
うになった（図 17）
。そのなかでも、私たちが開発した Quartz-Seq2 法は、検出される遺伝
子数が他の方法の 1.5～5 倍を示すなど、総合性能として最高成績をおさめることができた。
Human Cell Atlas 計画では、実験手法に関するコツ（Tips）
、データの解析コード、塩基
配列データなどさまざまなデータが公開され、大きな波及効果が生じている（図 17）。なか
でも、ゲノム科学の分野においては塩基配列データが特に重要で、公開された塩基配列デー
タを再解析して新たな知見を見いだそうとする研究者もいて、新しいデータ解析手法が
続々と生み出されることが期待される。

図 17：Human Cell Atlas 計画の結論と波及効果
◆ジャーナル投稿時のデータ公開
つぎに、私たちが開発した１細胞 RNA-seq 法である Quartz-Seq2 を例に、より具体的な
実験技術開発におけるデータ公開の実例を示す（図 18）。論文を投稿する際に公開を求めら
れるデータについて、ゲノム科学の分野ではどのジャーナルでもおよそ同じようなデータ
の公開が求められる。まず、この分野はデータが再解析されることが前提なので、塩基配列
の生データや派生データをデータベース（GEO（NCBI）など）で公開する。論文の投稿よ
り前にデータを登録し、論文査読の時にはそのシークレット URL を提示し、論文の掲載後
に本公開するという流れになる。この分野では、過去のデータとの比較を含めた再解析が頻
繁に求められ、塩基配列データが非公開だと再解析できないため、対応する論文の引用も困
難になる。結果として自分の評価を落とすことにもつながると考えられるため、データの非
公開は特殊な事例を除きほとんど想定されない。また、解析コードや解析したファイルはプ
ラットフォーム GitHub などでの公開を求められることが多い。さらに、解析コードは単独
で引用されることが多いため、研究データリポジトリ Zenodo などで DOI を付与したうえ
で論文中に引用することが推奨される。これらのデータ公開については、ほぼ義務であると
考えられる。
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図 18：Quartz-Seq2 論文とそれに伴う公開データ
◆技術開発研究に必要とされるデータ公開
私は、生命科学分野において新しい技術を開発する研究者である。基礎研究者だと、ひと
つの謎があって、それに問いを投げかけ解明を目指すのが研究のスタイルであろうが、一方
で私のような技術開発研究者は、ひとつの問いを解くのではなく開発した技術を通じてた
くさんの応用例を解き、ひいては社会にもインパクトを与えることを目指している。そのた
め、基礎研究者とはやや異なる必要性を感じ、異なるタイプのデータ公開を積極的に進めて
いる。以下に、そのようなデータ公開について紹介する。
技術開発の流れとして、開発後に特許をとれる場合は取得したうえで、その技術がどんな
役にたつのか概念実証（Proof of concept）の論文を書く。その後、その応用例を増やすた
め、技術移転により技術を使う人間を増やす規模拡大が必須になる。開発者自身がほかの研
究者との共同研究によって応用例を増やすことには労力上限界があるからである。この技
術移転により元の論文は引用され、開発した技術および開発者が評価されて成果となるた
め、この規模拡大はある程度まで開発者自身が研究活動として行う必要がある。一方で、技
術移転には非常に大きな労力・時間がかかり、効率的に行わないと、そちらにかかり切りに
なってしまう。技術というのはいつか必ず古くなり一般化していくので、ひとつの技術を開
発したらそれをずっと応用するというのではなく、技術開発研究者は次の新たな技術開発
へと移行したい。なので、応用と次の開発のバランスをとることが重要である。そして、技
術移転を含む規模拡大にかかる労力の効率化には、データの公開、特に実験プロトコルの公
開が有効だと考えている。
Quartz-Seq2 の電子プロトコルは、チェックボックスや計算機能、注意箇所の画像、試薬・
機械などの製品番号を含む詳細なリストがあり、理解しやすく実験の現場ですぐに使える
ようになっている（図 19）
。これを論文においてマテリアルアンドメソッドでの記載に変換
すると、文章のみでの表記のため可読性や情報量が大きく失われてしまう。マテリアルアン
26

2020 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書

図 19：実験プロトコルの記載媒体による技術移転への影響
ドメソッドのみから実験を実施しようとするとこの失われた詳細を復元する必要があり、
非常な労力がかかり再現性にも乏しい。オリジナルの現場で使っている実験プロトコルを
公開する方が、情報量が多くて技術移転の効率が高い。
実験プロトコルについては、
「プロトコルのバージョン管理」
「実技の動画」
「チュートリ
アル」
「FAQ」を公開すると、円滑に技術移転をしやすい。
「プロトコルのバージョン管理」
については、開発者がアップデートをリリースできることが必要で、途中で試薬が入手でき
なくなり代替品に変更するなど、アップデートすることは多々ある。プロトコルを論文のサ
プリメントで公開すると、こういったアップデートには対応できない。
「実技の動画」につ
いて、動画は非常に情報量が多く、どういうふうにやっているかは言葉で伝えるよりもはる
かに伝わりやすい。最近では市販のウェアラブルカメラなど、作業者の視点を見たり、作業
者自身を追跡したりするツールなどもあって、気軽に動画撮影できるようになってきた。そ
して、方法が導入できたことを示すクライテリアと、そのための最も単純な実験条件を示す
「チュートリアル」も非常に有用である。最後の「FAQ」だが、質問の多くはユーザー間で
共通するため、一度受けた質問をすべてのユーザーにオープンして答えを共有することは、
開発者およびユーザーにとって有益な情報がすぐさま伝えられるという点で重要である。
実験プロトコルを公開するプラットフォームについては、現在いくつかあるものの、有料で
あるなどの制約もあってデファクトスタンダードといえるものはまだなく、私は現在、自身
の Web サイトで公開している。
ここまでは人間が実験することを前提とした実験プロトコルについて述べたが、一方で、
生命科学分野においても機械化による自動化プロトコルが増える傾向にある。高性能な汎
用型ロボットをクラウド化し研究者が誰でも利用できるようにしようという動きがあり、
廉価な分注ロボットも市場に出つつある。価格破壊がさらに進むと、機械化・自動化を前提
にした技術開発が進むと考えられる。実験プロトコルの一部が機械に置き換えられ、実験ロ
27

2020 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書

ボットの制御プログラムを公開するという流れも増えていくのではないかと推測される。
◆データ公開の義務、メリット・デメリット
実験技術開発におけるデータ公開について現場から見ると、研究者の義務という面、そし
て、研究者にとってのメリットという面がある。義務については分野や投稿先のジャーナル
によって異なるので、それぞれ把握しておく必要がある。一方、データ公開のメリットはと
いうと、発信する人間に情報が集まり、また評価が高まることである。また、それだけでは
なく、開発した技術の応用例を増やすにあたり技術移転を円滑にし、自分が次の新たな技術
開発を進めることの助けになる。さらに、応用例が増えれば引用もされるようになって評価
も高まり、それが自身の成果になる。
ただし、デメリットがないわけではなく、なんでもデータ公開するのが大事というわけで
もない。公開したがゆえに特許化が難しくなり企業を通じた社会実装に影響が出るという
リスクもあるので、特許戦略に影響がないか慎重に取り扱うことが重要である。また、詳細
な実験プロトコルの作成、文章化や映像化にはどうしてもコストがかかる。そのため、現場
で動作しているフォーマットと論文などの成果物との間にできるだけ開きがないよう、普
段から気をつける必要があると考えている。
質疑応答
①生命科学分野において人間の行ってきた実験を代替することを目指し開発・応用が進め
られているヒト型汎用ロボット「まほろ」は、実験プロトコルの公開の場として考えられて
いるか。
→現時点ではまだ難しいと思うが、将来的にはそのような流れが出てくるかもしれない。現
在、多数台の「まほろ」を 1 箇所の実験センターにて運用し、多くの研究者がそれをインフ
ラとしてクラウドで使用することが想定されている。（笹川）
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2.5
【J-STAGE Data のご紹介】
古瀬 慶博
（JST 情報基盤事業部）
J-STAGE Data は、JST（科学技術振興機構）が運営する電子ジャーナルプラットフォー
ム J-STAGE（科学技術情報発信・流通総合システム）の登載記事に関連するデータを公開
するリポジトリである。2020 年 3 月 16 日からパイロット運用を開始している。ここでは、
まず J-STAGE Data の概要、次にパイロット運用の現状、最後に登載公開フローを紹介す
る。
◆研究データの公開が必要とされる背景
近年、世界的に研究データの公開が求められているが、その背景を整理したい。
背景のひとつとして、オープンアクセスおよび研究データのオープン化を含む、オープン
サイエンスの世界的な流れがある。研究プロセスの透明化や研究成果の幅広い活用が期待
され、ビッグデータをもとに展開されるデータ駆動型研究など、新たな観点から成果を生み
出そうとする研究もこの流れから生じている。
オープンサイエンスとオープンデータに対する各国の対応を知るために、欧州 32 カ国
（2019 年現在。非 EU 加盟国 4 カ国含む）のポリシーの有無について公開資料1を基に集計
した。その結果、オープンサイエンス・オープンデータのポリシーを策定していたのは、
2017 年は 12 カ国だったが 2019 年には 18 カ国と増加し半数を超えていた。また対象をド
キュメントだけでなく、データやサンプル、ソフトウエアまで広げている国は、2017 年は
12、2019 年には 15 となり、こちらも半数に迫りつつあった。
二つ目の背景として、研究の透明性の担保や研究不正の防止の観点から、研究機関や研究
助成機関がデータの管理や公開について方針を定める動きを加速していることが挙げられ
る。そこで米国、欧州、アジアの代表的な研究助成機関について調べてみると、助成した研
究に対してオープンアクセスを義務化している機関、データ管理計画を義務化している機
関は同数で、半数以上の 10 機関だった（図 20）。一方で、データ共有（データシェアリン
グ）を義務化している機関は 4、推奨している機関は 5 と、それほど多くなかった。これは、
分野によるデータの性質の違いや機関による対応の差がポリシーの強度として現れたので
はないかと考えている。
三つ目の背景は、ジャーナルにおいても、研究の根拠となるエビデンスデータの公開や共
有に関わるオープンデータポリシーの整備が進んでいることである。インパクトファクタ
ーの高いジャーナル 220 誌（22 分野・各 10 誌）におけるデータ公開の要求度を 2014 年と

1

https://zenodo.org/record/3558173#.X6z6Dsj7SUl

29

2020 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書

2019 年で比較した調査がある（池内有為、2019）
（図 21）
。このグラフでは、縦軸にはジャ
ーナルの分野を、横軸にはリポジトリでのデータ公開の要求度を 4 段階（必須、推奨、受
諾、設定なし）で色分けし示している。2014 年と 2019 年を比べると、データ公開ポリシー
が未設定のジャーナルは減少し、多くがリポジトリでのデータ公開を推奨あるいは必須と

図 20：米国、欧州、アジアの代表的な研究助成機関のオープンアクセス、
データ管理計画、データ共有への対応状況

図 21：22 分野・各 10 誌のジャーナルにおけるデータ公開要求度の変化
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している。このように、研究者が研究の成果としてジャーナルに論文を投稿するにあたり、
エビデンスデータなどの公開を求められる場面は確実に増えている。
◆J-STAGE Data の特徴
これらの背景を踏まえ、JST は 2020 年 3 月 16 日、登載論文に紐付いたエビデンスデー
タや派生して生まれたデータを公開する J-STAGE Data を立ち上げた（図 22）
。現在、JSTAGE は、会議論文や一般的な情報誌を含め 3,000 誌強の資料を登載している。J-STAGE
Data は、日本のジャーナルが扱いやすいデータリポジトリとして機能していきたいと考え
ている。
J-STAGE Data の特徴は、J-STAGE 登載記事（登載予定記事）と相互にリンクされてい
ることである（後述）
。また、公開するデータはオープンアクセスでの公開を基本とし、誰
もが無料でアクセスでき適切に活用できるよう、二次利用を認める範囲を明確に記載する
方針をとっている。データの公開後には DOI を独立して付与し、これにより永続的なアク
セスが保障され、論文と同様にデータも引用が可能になる。
J-STAGE Data の登載対象は広く、記事/論文にまとめられた研究で得られた最終データ
のみならず、研究の過程で得られたデータ（調査・観測・実験の手法や器機、環境等の説明
など）や、データに基づいた図表や、成果のエビデンスを担保する写真・動画なども対象と
なる。もちろんデータのファイル形式も多種類に対応している。
登載データの二次利用の範囲はクリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC ライセンス）
等から選択できる。エンバーゴについては非設定を推奨しているが、やむを得ない場合は 1
年未満の設定としている。

図 22：J-STAGE Data のトップ画面
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J-STAGE Data のプラットフォームは、英国の Digital Science 社が提供しているデータ
リポジトリ figshare のクラウドサービスを利用している。figshare クラウドサービスを利用
する他のリポジトリと同様に、Google Scholar や Google Dataset Search などの検索対象に
なっている。また、研究ディスカバリープラットフォームの Dimensions のデータサーチと
も連動し、Dimensions からの検索や Dimensions の収録するコンテンツが J-STAGE Data
上のデータを引用している場合は、その被引用数が当該データの詳細画面に表示される。
◆パイロット運用の状況
現在、J-STAGE Data は「デジタルアーカイブ学会誌」
（デジタルアーカイブ学会）と「気
象集誌」
（公益社団法人 日本気象学会）の２ジャーナルをパイロットジャーナルとし、デー
タ容量や登載頻度などサービスの使い方やニーズを見極めることを目的にパイロット運用
を実施している。
その結果、
「デジタルアーカイブ学会誌」の電子付録と合わせた全ダウンロード数は公開
後１カ月で 10 倍に増加した。2020 年 7 月末の時点で、
「デジタルアーカイブ学会誌」
（3 月
からの総数）の閲覧数は 4,870、ダウンロード数は 487、「気象集誌」
（7 月からの総数）の
閲覧数は 425、ダウンロード数は 36 である。
◆データの投稿から公開まで
J-STAGE Data にデータのみを投稿・公開する場合は、著者がデータを投稿し、発行機関
の査読担当者がデータを確認、メタデータの編集・確認を行って公開することになる。
一方、研究データと論文を一緒に公開する場合には２つのフローがある（図 23）。ひとつ

図 23：J-STAGE Data への投稿フロー
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は著者が論文とデータをまとめて発行機関に一括投稿し論文の査読と編集登載を依頼する
ケース、もうひとつは著者が研究データを直接 J-STAGE Data に投稿し発行機関が論文と
連動して査読するケースである。
いずれの場合も、J-STAGE で論文を公開する際に論文に紐付いたデータへのメタデータ
を追加することによって、論文とデータの相互参照が実現し登載論文とデータに相互リン
クが張られる。
具体的には、J-STAGE の登載論文のページにおいて、抄録の下部に「Data Availability
Statement」
（DAS）が明記され、J-STAGE Data へのリンクが示される。その下の「J-STAGE
Data 詳細」には公開日・著者名などメタデータが表示され、さらに下には実際のデータが
プレビュー表示される。一方、J-STAGE Data のページにおいては、右側の閲覧数・ダウン
ロード数・引用数の下部の「Read the peer-reviewed publication」に J-STAGE 登載論文へ
のリンクが示される（図 24）
。
また、J-STAGE Data に対応したジャーナルには、J-STAGE の「この資料について」ペ
ージに「データリポジトリアイコン」が表示され、クリックするとデータリポジトリ情報が
表示される。

図 24：J-STAGE Data のページ詳細と J-STAGE 登載論文との相互リンク
◆利用申請と本格運用
現在はパイロット運用期間中のため多数の応募は受け付けていないが、パイロット運用
に積極的にご協力いただけるようだったら、ぜひお問い合わせいただきたい。
利用申請については調整中でまだ確定していないが、流れとしては、利用規約等を確認い
ただいたうえで JST に利用申込書を送付いただくと、JST は申請内容を審査し採否を連絡
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する。その後、JST に利用申請書とアカウント申請書をお送りいただき、JST が折り返しア
カウントと DOI の prefix をお送りし受領後に利用開始となる。
なお、J-STAGE Data の本格的な運用開始は 2021 年 2 月以降を予定している。
◆参考資料：詳しい機能や概略
・J-STAGE Data リリースノート
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_release_jstage-data.pdf
・J-STAGE 内 各種サービス・機能「データリポジトリ」
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/JstageServices/TAB5/-char/ja
・カレントアウェアネス-E 寄稿記事「J-STAGE Data：オープンサイエンス時代の新たな
サービス」
https://current.ndl.go.jp/e2271
質疑応答
①現在 J-STAGE を利用している学会は、すぐに J-STAGE Data を使えるようになるのか。
→現在はパイロット運用期間中だが、ご関心のある学会はぜひとも J-STAGE センター2へ
お問い合わせいただきたい。（古瀬）

2

2020 年 11 月 現 在 、 J-STAGE Data に 関 す る 問 い 合 わ せ は JST 情 報 基 盤 事 業 部 （ data-

contact@jstage.jst.go.jp）で受け付けている。
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3 セミナー後の反響
3.1 アンケート
◆講演内容について
「大変参考になった」29%、
「参考になった」47%、
「あまり参考にならなかった」6%、
「難
しくてわからなかった」2%、
「その他（見ていない等）」16%となった。
◆J-STAGE Data を利用しての論文根拠データ公開について
「関心がある」66.7%、
「関心がない」3.9%、
「よくわからない」17.6%、
「その他」11.8%と
なった。
◆ウェビナーツール（Zoom）での開催方式について（複数回答可）
「よかった」58.8%、
「よくなかった」3.9%、
「どちらとも言えない・わからない」13.7%、
「講演時間の設定は適切だった」25.5%、
「講演時間が長かった」13.7%、
「講演時間が短か
った」3.9%、
「通訳：日英切り替えで聞きやすかった」43.1%、
「通訳：日英どちらも聞きた
かった（逐次通訳希望）
」3.9%、
「その他」13.7%となった。
◆その他コメント
他に、自由記述で「研究データの扱い方の基本、最新の研究データ事情（根拠データの公
開）がわかり、たいへん勉強になった。
」
「研究データ管理をめぐる情勢を概観でき、記事中
の DAS の義務付けなど新しい知見も得ることができた。
」
「実際に研究活動をしている方の
お話を聞くことで、研究段階ごとのデータ活用について理解を深めることができた。
」等の
感想が寄せられた。また、今回は Zoom での開催であったため、
「マイクの調子が悪く、聞
き取りづらい箇所があったり、回線が止まったり、運営面でのトラブルがあったことがとて
も残念だった。
」
「時々演者の顔を写してほしかった。
」
「Zoom だと入退室の気遣いが要らず、
よかった。
」といった意見も寄せられた。
3.2 Twitter
2020 年 11 月 25 日時点で、ハッシュタグ #JSTAGEseminar を付けて J-STAGE 公式ア
カウントから発信したツイート（講演資料公開のお知らせツイートを含む）に対し、17 件
の RT、18 件の「いいね」があった。また、同ハッシュタグを利用した一般ユーザーのツイ
ートが 8 件あった。

4 公開資料
本セミナーの当日配布資料を、下記 URL に掲載している。
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/News/TAB4/PastIssues/-char/ja#2009/14
また、当日の講演の動画を J-STAGE YouTube チャンネルでアーカイブ公開している。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXgr8_ZxZT3EtDy75pVIdQzd6Nm4y1E3
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