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1 開催概要
1.1 趣旨
2020 年度第 2 回 J-STAGE セミナーは、STM 国際出版社協会（STM International
Association of Scientific, Technical and Medical Publishers: STM）日本支部との合同セミナ
ー『JST-STM ジョイントセミナー「学術出版における変革：研究データ」』の一部として
開催した。
前半は JST が主催するセッションで、研究データおよび論文根拠データの共有、リンク、
引用の促進に関する国際的な取り組みや、ジャーナルのデータ公開に関する事例等を紹介
いただいた。
後半は STM が主催するセッションで、FAIR 原則*が様々なステークホルダーに認知され
るための研究データのあり方に焦点を当て、学術研究におけるデータの共有、リンク、引用
の増加、研究データの共有における技術的なトレンド、COVID-19 パンデミック下におけ
る研究データ共有の課題と利点に関する研究者の見解などを紹介いただいた。
*FAIR 原則：データ公開の適切な実施方法を表した原則で、
「Findable（見つけられる）、Accessible（アクセスできる）、
Interoperable（相互運用できる）
、Reusable（再利用できる）
」の略。

1.2 開催日時、場所
日時：2020 年 10 月 27 日（火） 13:30～18:00（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 154 人が出席した。出席者の所属は、事前予約の上出席した 109
人について明らかになった。最も多かったのは印刷会社・出版社の 52 人、次いで学協会事
務局の 17 人、研究機関の 8 人であった。
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。
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1.5 プログラム（時刻は計画時のもの）
第 1 部：J-STAGE セミナー
13:30～13:35

開会挨拶 中島 律子（JST）

13:35～14:05

【Open science and the PID Graph】
Matthew Buys 氏（DataCite）

14:05～14:35

【A chemistry perspective on research data】
Richard Kidd 氏（Royal Society of Chemistry）

14:35～15:00

休憩

第 2 部：STM セミナー
15:00～15:05

開会挨拶 Antoine Bocquet 氏（Springer Nature）

15:05～16:00

【 Trends in the International STM Publishing Industry and the
importance of Research Data】
Ian Moss 氏（STM 国際出版社協会）

16:00～17:00

【STM Tech Trends 2024: Focus on the User – Connect the Dots.】
Eefke Smit 氏（STM 国際出版社協会）

17:00～17:55

【Creating the Engine for Scientific Discovery: Nobel Turing Challenge as
a grand challenge project in AI and broader science and technology fields】
北野 宏明氏（特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構、沖
縄科学技術大学院大学）

17:55～18:00

閉会挨拶

JST-STM ジョイントセミナー事務局

※講演はすべて英語、英日同時通訳を実施
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2 講演概要（第 1 部：J-STAGE セミナーのみ）
2.1
【Open science and the PID Graph】
Matthew Buys 氏
（DataCite）
オープンサイエンスと PID (Persistent ID、永続的識別子) 1グラフについて、DataCite の
取り組みを紹介する。
はじめに、オープンサイエンスはそれ自体を目的としたものではないことを断っておく。
オープンサイエンスは、最終的には、研究知識の創造、貢献、発見、再利用をより確実かつ
効果的、そして公平に可能にするすべての実践とプロセスを促進するための、より大きな体
系的な取り組みの一部として組み込まれていなければならない。
◆DataCite の取り組み
これまで DataCite は、他のインフラ提供者とのコラボレーションおよび協力関係を作り
上げてきた。ジャパンリンクセンター (JaLC)、DataCite、Crossref は国際 DOI 財団 (The
International DOI Foundation) の登録機関であり、JaLC は DataCite と Crossref の会員向
けワークフローをサポートしている。DataCite は JaLC と長年の関係を築き、それぞれのメ
ンバーをサポートするため協力関係を維持している。学術インフラコミュニティの主要な
ステークホルダーとして、DataCite はインフラ全体での相互運用をサポートしている。
リポジトリを保持する図書館、研究機関、データセンターが意思決定に対し発言権を持ち、
最適なサービスとサポートを受けることは重要である。DataCite は研究コミュニティに
DOI (Digital Object Identifier) 登録サービスと研究インフラを提供する会員組織であり、
コミュニティが活動の核となっている。この DataCite のコミュニティは 43 ヶ国にわたっ
ており、33 のコンソーシアム、2,200 のリポジトリ、238 の組織メンバー、600 を超えるコ
ンソーシアム機関によって構成され、2,000 万を超える DOI を有する。
DataCite の中核的な活動は、DOI とメタデータの登録のためのツールを提供することで
ある。DOI はリポジトリなどに登載されているデータセット、テキスト文書、サンプルな
どのコンテンツに対し付与されるため、そのコンテンツとリポジトリの間には重要な関係
があると言える。これが、我々が PID グラフをインフラとして確立しようとした当初の重
要な概念である。DOI などの PID そのものよりも、PID がその一部を構成しているメタデ
ータやサービスの方が重要であり、PID の付いたコンテンツは、メタデータ内の関係を保
1

Persistent Identifier：電子化された研究成果・著者情報・機関情報などを永久的に、かつ一意に識別するために付与

された ID で、DOI、ORCID、ROR（Research Organization Registry）などがある。
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証する広範な PID のエコシステムとの連携が望まれるのである。
◆PID グラフの活用方法
DataCite は、既存の PID を標準化された方法で相互に結びつけている。例えば、特定の
研究者、リポジトリ、機関、資金提供者を関連する成果物に結びつけることで、発見やイン
パクトを評価することができる。これらのユースケースに対処するには、PID によって識
別されるリソースとその間の結びつきを記述するより複雑なモデル、すなわち、グラフが必
要となる (図 1)。このセオリーにおいては、PID によって識別されるリソースはグラフの
ノードに対応し、PID 間の結びつきはエッジに対応する。
研究は研究者・機関・データセットなどが相互に結びついたグラフとみなすことができ
(図 2)、その中で、PID は研究をつなげるバックボーンとなる。研究者とその成果物が PID
を持つことは、研究の断片をつなぎ合わせるために非常に重要である。メタデータ内の関係
性を介して PID をリンクする PID グラフによって、少なくとも 2 つ先の結びつきが発見で
きるようになる (図 3)。
DataCite は、DataCite のメタデータを起点に PID グラフを使うために、GraphQL API
を開発している。例えば引用と参照の関係においても、データスキーマに様々な関係性を入
れており、これによって、オブジェクト間の関係性だけでなく、その関係がどういう性質の
ものなのかがわかるようになっている。さらに、様々な利用の実態、例えば閲覧者数、引用
数も見ることができるようになった。
さらに、再利用と発見の可能性を向上させるためのメタデータとして、Rights (権利)、
Description (説明)、RelatedIdentifier (関連識別子)、Subject (主題) のフィールドも入れて
いる。
Rights フィールドには CC ライセンスのようなライセンス情報を含めることができ、
研究者は記述されているデータが利用可能なものかどうかを一目で確認することができる。
Description フィールドに含まれる抄録やその他の説明的な情報は、新たな傾向を探るのに
しばしば収集されている。RelatedIdentifier フィールドはリソースを相互にリンクさせるの
に常に重要である。Subject フィールドにはコンテンツの主題に関連するキーワードを自由
入力形式で追加できる。
◆DataCite が求める PID の未来
DataCite は実践のコミュニティを非常に重視している。そこでは 3 つの要素が必要にな
る。1 つ目は共通のドメインを持つこと。共通のドメインによって研究をつないで知識を特
定することができる。2 つ目に共通のコミュニティも重要で、グローバルな研究コミュニテ
ィとして同じ目標、同じ目的を持つ必要がある。3 つ目として共通の実践があり、研究のた
めの PID、PID と関連するメタデータをより広範な研究エコシステムに接続できるように
することで、研究の創造、発見、引用、接続、利用を行うことができる。
PID グラフは研究知識の創造、貢献、発見、再利用をより確実かつ効果的に、そして公平
5
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に実現するプロセスを可能にする。DataCite は、コミュニティとしてオープンサイエンス
の取り組みをさらに発展させようとしており、多くの方の参加を願っている。

図 1 PID グラフ

図 2 研究はグラフとみなせる
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図 3 PID グラフの導入
質疑応答
①グラフとして表現し解析することの一番のメリットは何か。
→一番のメリットは、2 つ先の関係性まで特定できることである。グラフにすることによっ
ていくつか先の関係まで特定することができ、それにより、さまざまなコンテンツの再利用
を促すことができる。（Buys 氏）
②グラフにすることによって計算量が大きくなるかと思われるが、計算量あるいは計算時
間の問題は無いのか。
→今の段階では問題は無いが、将来的には課題になると思われるため、検討していきたい。
（Buys 氏）
③コミュニティの形成が重要とのことだが、どうすればそれを促進できるだろうか。そのモ
チベーションは何になるのか。
→DataCite は近々、GraphQL API の最新版をリリースする。これを登録機関など世界中で
使ってもらうことによって、さらにコミュニティ形成の促進ができるのではないかと考え
ている。
（Buys 氏）
④DataCite はどうやって事業を持続させているのか。DataCite はあまり商業的ではないた
め、事業の持続性が課題なのではないか。
→DataCite は会員のメンバーシップをもとにして持続性を担保している。また、関連する
プロジェクトからも収益源の一部を得ている。事業の持続性についてはコミュニティへの
アプローチを取っていくことで対処したいと思っている。（Buys 氏）
7
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2.2
【A chemistry perspective on research data】
Richard Kidd 氏
（Royal Society of Chemistry）
◆化学分野における「研究データ」の現状と問題点
研究データについて化学の視点から述べる。まず、研究データとは何かということについ
て、資金提供者、出版社、研究者、研究機関の間で理解に差がある点は興味深い。例えば、
化学においては大半の「データ」は観察結果やスペクトラムの画像などであり、比較的小さ
く、単一系の研究から生み出される。研究結果を再利用可能な標準化されたフォーマットで
得ることが注目を集めているが、そのためにはコミュニティにとってどういうデータが大
事なのかをまず考えなければならない。
化学の分野においては、すべての出版社は Cambridge Structural Database (CSD) および
Protein Data Bank (PDB) への結晶データの登録を義務づけており、これらはリポジトリ
として長い歴史を持つ。また、現在出版社はデータの共有を進めているものの、まだ結晶デ
ータ以外のデータについては共有や引用はあまり進んでいない。一方、以前より化学情報と
いうマーケットがあり、そこにはデータが含まれている (図 4)。生のデータは加工されて
出版物のデータとなり、標準化および検証されることで新たな洞察につながっていく。この
情報の価値は、ピラミッド構造の上にいくほど高まり明確になっていく。しかしながら、ピ
ラミッド構造の最下層の生のデータのところで、その価値は何なのか、何を保存しておくの
か、どのように構造化し、より広範な使用につなげるのか、といったところが大きな課題と
なっている。
FAIR 原則については、F (Findable 見つけられる) および A (Accessible アクセスできる)
と、I (Interoperable 相互運用できる) および R (Reusable 再利用できる) とで分けて考え
ている。かなりの作業が「見つけられる」および「アクセスできる」に投入されていると思
われるからだ。今日では、データの標準化を行ってアクセスを可能にし、データリポジトリ
とそのデータを使用している出版物とをリンクすることが行われている。しかしながら、現
在、化学分野のすべてを扱う標準的な表現法はなく、正規化へのさまざまなアプローチには
疑問がある。
「相互運用できる」および「再利用できる」については、そこからよりよい化
学につなげていくよう、異なるフィールドの人たちが答えを出していくだろうと考えてい
る。
研究資金提供者のポリシーは、研究者がデータを共有する上でインセンティブになる。英
国研究・イノベーション機構 (UK Research & Innovation) の Open Research Data 合意
(2016) は、研究データは可能な限り公開されるべきであると述べている。また、策定中の
英国政府のデータ戦略は、科学研究の効率と範囲を拡大することをめざしている。そこでは、
データへのアクセスにかかる時間、商用ユーザーのアクセスに対する制約、データセットの
8
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品質を判断し評価するために必要な労力、そしてデータ自体のコストが問題視されている。
◆「研究データ」の理想追求
英国王立化学会 (Royal Society of Chemistry) は、2019 年、今後 10～15 年の学術研究の
進展の見通しとして「Science Horizons」2を発表した。そこでは特に、データとデジタル技
術は研究に不可欠であり、刺激的な新しい可能性を生み出すものと述べられている。また、
2020 年の Digital Futures レポート3では、インタビューの実施や戦略的な諮問委員会の設置
などにより、将来のデジタル社会において何が実現可能なのか、それには何が必要なのかを
模索した (図 5)。デジタル技術とデータがどのように科学研究開発を変えていくのかの検
討を通じて、データベースが重要となることが浮き彫りにされた。データ共有のためのイン
センティブ、共通の標準規格とフォーマットの開発、高品質なデータセットのキュレーショ
ンと利用のためのインフラストラクチャ、ツール、スキルの利用可能性が必要となることが
示されたのである。
これに基づき、英国王立化学会が参画して進めた例を示す (図 6)。ChemSpider がデータ
利用のインフラになり、出版社にどうやってインセンティブを与えることができるかを検
討した。ChemSpider は日本化学会を含む他の学協会ともパートナーシップを結び、化学分
野のプレプリントサーバ ChemRxiv とも連携している。この取り組みを通じて、協会ある
いは出版社ひとつひとつに対しての取り組みではなく、ドメイン全体として、コミュニティ
としてどのように研究データを公表するかを考えることが重要であることが明確になった。
また、データ生成と管理についてもさらに認識する必要があり、｢データ」とは何か、それ
をどのように収集/集計/加工するのかが問題となった。複雑なプロセスは必要とせず、ボタ
ンを押せば必要な処理ができるような状態となるのが理想だが、その実現にはさらなる開
発が必要である。リポジトリについても、figshare や Zenodo のような一般的なリポジトリ
については任意のデータを登載できる一方、CSD や PDB、PubChem のようなドメインリ
ポジトリでは登載できるデータが限られているため、データを収集した上でキュレーショ
ンを行うことになる。
英国王立化学会はデータポリシーの策定も進めている。Data availability statements (デー
タの利用可能性に関する記述) について検討しており、出版される研究の質を最もよい形で
高める方法を考えている。オープンデータを準備する中では、コミュニティと共有するとい
うことが必要である。現在、
「見つけられる」
「アクセスできる」ためのインフラは整いつつ
あるが、
「相互運用できる」
「再利用できる」については、まだ課題があると考えている。

2

https://www.rsc.org/new-perspectives/discovery/science-horizons/

3

https://www.rsc.org/new-perspectives/discovery/digital-futures/
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◆化学データの将来
化学データの将来として、これには自分個人の観点も含まれるが、機械可読の形のデータ
を作りたいと考えており、それには、構造化された情報/標準的なフォーマット、そして、
背景情報/メタデータを備えたデータが必要になると考える (図 7)。すべての情報を機械が
使うわけではないが、機械がデータを理解しなければならなくなるのであれば、機械の方が
人間のように理解能力を高めていかなければならない。

図 4 化学データは商業的に出版されている

図 5 Digital Futures レポート

10

2020 年度第 2 回 J-STAGE セミナー報告書

図 6 英国王立化学会により進められているさまざまな例

図 7 化学データの将来的
質疑応答
①データ共有について、そのコストは誰がどのような形で負担すべきだと思うか。仮に国な
どが公的に負担するなら、それは市民に対しどのように説明されるのか。
→これは明らかでないオープンクエスチョンだと思う。英国では、研究機関がコストの一部
を負担することもある。まだはっきりとしたビジネスモデルは無く、長期にわたりそのデー
タを維持し集約していくことは確立されていない。
（Kidd 氏）
②研究フィールドやデータのフォーマットに関して、CCDC の成功例に従うような、デー
11
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タを共有できる有望なものはあるか。
→例えば、太陽光発電やエネルギー関連の分野では、データをアドホックな形で作ろうとし
ているし、学会が主導してオープンなデータベースを作ろうとしているところもある。スペ
クトルデータについても、あるフォーマットで相互運用可能な形でデータをまとめている。
しかし、結晶学のコミュニティのような例は、他には無いと理解している。
（Kidd 氏）
③これまで、研究成果の発表は論文という形式をとってきたが、講演を聞いて、それが大き
く変わりつつあるような気がした。この点でご意見を伺いたい。
→その変化は比較的緩やかであり、人々はまだそれを探求している段階だと思う。再利用で
きるデータは論文から離れていくことになるかもしれない。データと論文が今後どのよう
に進化していくのかはまだはっきりしていないと思う。
（Kidd 氏）
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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」41%、
「参考になった」38%、
「あまり参考にならなかった」8%、
「難
しくてわからなかった」5%、
「その他（見ていない等）」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」86.8%、「よくなかった」0.0%、「どちらとも言えない・わからない」7.9%、
「講演時間の設定は適切だった」18.4%、
「講演時間が長かった」31.6%、
「講演時間が短か
った」0.0%、
「通訳：日英切り替えで聞きやすかった」44.7%、
「通訳：日英どちらも聞きた
かった（逐次通訳希望）」5.3%となった。また、自由記述で「システムのトラブルはあるも
のの、現地での聴講とほぼ変わらない環境なので、デスク上で参加できて非常に良いと思い
ました。
」「今後もオンラインでお願いしたいです。
」といった意見も寄せられた。
◆他機関とのジョイントセミナー開催について
「今後も開催を希望する」68.4%、
「開催を希望しない」2.6%、
「どちらでもよい」28.9%と
なった。
3.2 Twitter
2021 年 1 月 11 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、1 件の RT、
5 件の「いいね」があった。

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#2011/12
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_ZxZT3u4JamD13SlxkW7AoqE5tC
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