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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 3回セミナーでは、「データ公開の実践」と題し、2020 年 3 月に運用開始した

J-STAGE 登載記事に紐付く研究データのリポジトリ「J-STAGE Data」の利用を開始した学

会からの事例紹介や、国立研究開発法人における研究データ公開の取り組み等の紹介が行

われた。 

 

1.2 開催日時、場所 

日時：2021 年 3月 1 日（月） 13:30～16:30（開場 13:00） 

開催形態：Zoom によるオンラインセミナー 

 

1.3 出席者の数および所属 

当日は途中出退席含め 179 人が出席した。出席者の所属が把握できたのは事前予約の上

出席した 147 人であり、うち最も多かったのは大学教員・職員、および、研究機関の 34人、

次いで学協会（事務局）の 20 人であった。他の主な所属は、図書館、および、学協会（役

員）が 16人、印刷会社・出版社が 14人、学協会（編集委員）が 12 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。 
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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） 

13:35～13:55 【日本気象学会「気象集誌」における J-STAGE Data の利用の取り組み】 

 佐藤 正樹氏（日本気象学会） 

13:55～14:15 【デジタルアーカイブ学会誌で J-STAGE Dataを登載してみた】 

 時実 象一氏（デジタルアーカイブ学会） 

14:15～14:35 【130 年の歴史がある学術誌が J-STAGE Dataを使う】 

 太田 博樹氏（日本人類学会） 

14:35～14:55 【生命科学におけるデータサイエンスと J-STAGE Dataへの期待】 

 中村 春木氏（日本生物物理学会） 

14:55～15:10 休憩 

15:10～15:25 【日本原子力研究開発機構（JAEA）におけるデータポリシー策定と制度

化の取り組み】 

 熊崎 由衣氏（日本原子力研究開発機構） 

15:25～15:40 【海洋研究開発機構（JAMSTEC）における研究データ公開と利活用】 

 福田 和代氏（海洋研究開発機構） 

15:40～16:05 【研究データの公開・利用条件指定ガイドラインの策定】 

 南山 泰之氏（国立情報学研究所） 

16:05～16:25 【J-STAGEの今年度の取り組みと次年度の予定】 

 JST 

16:25～16:30 閉会挨拶 加藤 斉史（JST） 
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2 講演概要 

2.1  

【日本気象学会「気象集誌」における J-STAGE Data の利用の取り組み】 

 佐藤 正樹氏 

（日本気象学会） 

 

日本気象学会は 1882 年に設立され、現在では 3000 名以上の会員がいる。刊行物として

論文誌「気象集誌」の他、電子レター誌「SOLA」、機関誌「天気」を、いずれも J-STAGE

から公開している。このうち「気象集誌」と「SOLA」が J-STAGE Data にパイロット参加

したが、ここでは自分が編集委員長を務める「気象集誌」について述べる。 

気象学の分野においては、観測やシミュレーションで得られた莫大なデータがすでに研

究コミュニティの中で共有・利用されている。気象庁の再解析データや人工衛星のデータ等

は常に拡充・更新されており、データのアーカイブ自体に巨額の資金を要する。これらの論

文の根拠となる大容量のデータをジャーナル自身で公開・管理するのは難しく、エビデンス

データの公開を義務づけているジャーナルはあるものの公開先がリンク切れになっている

等、実態が伴っていないのが現状である。大学・研究機関でも論文の根拠データの保存義務

がうたわれているが、具体的なアクションは研究者個人に委ねられており、一般への公開や

研究者による退職後のデータ保存についてはあまり考慮されていない。こうした問題の解

決策として、J-STAGE Data には潜在的に非常に大きな需要があると考えている。 

「気象集誌」では 2020 年 7 月に J-STAGE Dataを利用開始し、2021年 3月 1 日現在で

7 件のデータを公開している。1 件あたりの平均容量は 65.7 GB、平均ファイル数は 50.3 で

ある。 

J-STAGE Data の定めるデータポリシーには公開にふさわしいデータの例が示されてい

るが、ジャーナルにおいてもこれに基づいた独自のデータポリシーを定めることが重要だ

と考えている。本誌においては、特に生データや解析データ等の公開が重要だと考えている。

また、論文の根拠データの公開にあたっては Data Availability Statements（DAS）の記載が

重要である。これは J-STAGE 上の論文の方に記載される、データの公開状況を示す記述で

ある。現状では J-STAGE Data に根拠データを登載している旨を簡単に記述しているだけ

になっているので、今後は論文の根拠データ全てを示すような記載の仕方に改善していき

たい。 

本誌において、データが J-STAGE Data に登載されるまでの流れを示す（図 1）。著者か

らデータ登載希望の連絡を受けると、編集事務局がアップロード用のページを案内し、著者

はそこへデータをアップロードする。編集事務局はアップロードされたデータの書誌事項

を確認し、編集委員長と編集委員がデータを査読する。受理されたデータは公開作業が行わ

れ、その後 J-STAGE上の論文に紐付けられ、DASが記載される。データ登載時の著者への
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ガイドラインをジャーナル独自に策定し、公開している。 

J-STAGE Data の利用を進めるにあたっては、まず自分の執筆した論文に関連するデータ

を登載することで要領を確認した。その後、自分の共著者や、同じ研究所に所属する著者へ

と案内を拡大していき、今では徐々に利用が始まっている。今後の利用拡大のための広報戦

略として、案内用ブローシャー等も作成し配布している（図 2）。 

現状の J-STAGE Data の問題点としては、著者には個別にアカウントが発行されないた

め著者による改訂がしにくいこと、また、ディレクトリ構造が利用できないことや、大容量

のデータのアップロードが困難なこと等がある。今後は、データ容量が実現可能な範囲で拡

張されること、また、無料もしくは安価な価格で利用が続けられることを期待したい。国内

の多くの大学や研究機関等において、研究成果の根拠となるデータの公開を奨励あるいは

義務化する方針が策定されつつある。研究データに DOI が付与され半永久的に保存される

のは魅力的であり、J-STAGE Data の利用は今後大いに期待される。 

 

 

図 1 J-STAGE Data 登載までの流れ 
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図 2 案内用ブローシャー 

 

質疑応答 

①ポリシーやガイドラインを策定するにあたり、どれくらいの方がどれくらいの労力を割

いたか。また、そのとき、こういう支援があればよかったということはあるか。 

→編集委員は 20～30 人いるが、あまり議論は盛り上がらなかったので、編集委員長から皆

に意見を聞いて了承を得たという感じで策定された。実務的には、ジャーナルコンサルティ

ング会社を利用してアドバイスを受けながら進めた。支援としては、データ公開で求める条

件の段階に応じたガイドラインの雛形が J-STAGE Data 側で準備されていると助かると思

う。（佐藤氏） 

 

②同分野の海外の雑誌では、データ共有はどのように取り扱われているのか。分野全体とし

ては、データ共有の醸成が必要な状況なのか。 

→いくつかのメジャーなジャーナルにおいては、投稿時にデータの公開を義務づけている。

メジャーであるから、多少面倒であっても著者が投稿を躊躇することは無いだろうという

考えがあるものと思われる。我々のような中堅のジャーナルでは、敷居を高くすると投稿を

ためらわれる可能性があるので、義務づけまでは難しいと考えている。データ公開を義務づ

けているジャーナルの中には公開先のリポジトリを著者自身で見つけなければならないも

のもあるが、1 年後にはそのデータへのリンクが切れている等、管理が無責任になっている

ケースもある。その点で、J-STAGE のようにジャーナル独自でリポジトリを用意するのは

いい考え方だと感じている。（佐藤氏） 
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2.2 

【デジタルアーカイブ学会誌で J-STAGE Data を登載してみた】 

 時実 象一氏 

（デジタルアーカイブ学会） 

 

デジタルアーカイブ学会は 2017 年 5月に創立された非常に新しい学会で、600 名を超え

る会員からなる。2017 年 10月に創刊した学会誌「デジタルアーカイブ学会誌」では、査読

付き論文や依頼原稿の他、研究大会の予稿も掲載しており、予稿の電子付録としてその発表

資料スライドを J-STAGE に多く登載していたことから、J-STAGE Dataのパイロット運用

について声がかかり、参加することとなった。 

本誌では、研究大会での発表資料や動画の他、写真、グラフ等の図表、補助資料といった

データを J-STAGE Dataへ登載している（図 3）。研究大会の発表資料を J-STAGE Data へ

公開するにあたり、研究大会の投稿フォーム中にデータ公開についての欄を設けるように

した（図 4）。公開を希望した場合には著者へメタデータの提出を別途求め、編集部を経由

して登載業者がデータの登載作業およびメタデータの入力作業を行う。データは著者の確

認を経た後に公開される。また、過去に発行した予稿に関連する発表資料についても遡及し

て登載を進めている。 

これまで利用してきた電子付録は、ファイル容量の制限によって登載が困難な場合が

あった他、データ自体を直接検索できないことに使いにくさを感じていたが、J-STAGE 

Dataで公開することでこれらの問題が解消された。また、データに直接 DOI がつくのもよ

いと思う。J-STAGE Data は英国 Digital Science 社の figshare というデータリポジトリを

プラットフォームにしているが、figshare は国際的にメジャーなので、海外からのアクセス

も増加する可能性があると思われる。ただし、本誌は和文誌であるため、公開しているデー

タの記述言語をどうするかは今後の課題としたい。 

J-STAGE Dataへの要望としては、Excel によるメタデータの一括登載に対応してほしい

という点がある。また、デジタルアーカイブは新しい分野であるため、ジャーナルの研究分

野を設定する際、本誌は既存のカテゴリーにうまく当てはまらなかった。この問題について

は、新たに「Humanities and Social Sciences」のサブカテゴリーに「Other」を追加すると

いう形で対応していただいた。また、J-STAGE Data のロゴは地味なので、工夫してはどう

かと個人的に思っている。 

デジタルアーカイブという分野では論文に写真や動画があると表現力が非常に高まるの

で、J-STAGE Dataの活用を促進すべく、査読付き論文や依頼原稿においてもデータ公開が

できることを宣伝している。人文・社会科学分野は自然科学分野と比較してデータを公開す

るという考え方が少ないように思われるが、データの公開によって、論文の信頼性が高まる

と同時に、データに基づいた批判や議論ができるようにもなるため、今後は人文・社会科学

分野においてもデータの公開が非常に重要になってくると考えている。  
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図 3 J-STAGE Data の利用 

 

 

図 4 J-STAGE Data の投稿 
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質疑応答 

①デジタルアーカイブ学会の目的や会員の属性について詳しく教えてほしい。 

→美術館や博物館等の収蔵物をデジタル化して収集することをデジタルアーカイブと呼ぶ。

本学会では、こうしたデジタルアーカイブについての研究や実践を取り扱っている。会員は

大学に所属する人が多いが、企業や博物館・図書館の人もいる。（時実氏） 
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2.3 

【130 年の歴史がある学術誌が J-STAGE Data を使う】 

 太田 博樹氏 

（日本人類学会） 

 

日本人類学会の学会誌「Anthropological Science」は J-STAGE Dataをこれから使い始め

る。現時点でまだデータは登載されていないが、今後の利用の展望について話をしたい。 

日本人類学会は非常に古くからある学会で、「Anthropological Science」もその前身誌が

1886 年に創刊されてから変遷を経て続いてきた、非常に長い歴史を持つジャーナルである。

この学会誌の対象となる人類学という領域は非常に多岐にわたり、本誌でも、形態学、遺伝

学、考古学、民俗学、行動学、生態学等の非常に幅広いテーマを扱っている。 

J-STAGE Data への登載が見込まれる、本誌で取り扱うデータの例をいくつか挙げる。例

えば、つい最近本誌で受理された論文では、石器もしくは石器の材料になるような石の画像

（図 5）が膨大に付随している。このような膨大な量の画像データは現状、電子付録として

ダウンロードリンクを提供することで公開しているが、今後は J-STAGE Data へ登載する

ことで読者にアクセスしやすい形で提供できると考えている。別の論文においても、発掘さ

れた人骨（図 6）の形態的な分析をするにあたり、X 線フィルム等の高解像度の写真を必要

とし、さらにこの人骨から取り出した DNAの分析結果のデータも付随していた。こういっ

た、サイズの大きいデータをエビデンスとする論文については、J-STAGE Dataによるデー

タの公開が非常に有効だと考えている。 

さらに、この研究分野では動画も重要になってきており、例えば、サルが二足歩行すると

きのシミュレーションを行った動画等のデータが論文に付随することがある。動画の公開

にもある程度のデータ容量が必要になるため、大容量のデータを公開・維持できるような

データリポジトリがあることは、ジャーナルとしては非常に都合がいい。以上のとおり、高

画質の画像データ、動画データ、また場合によりゲノム情報の保存および公開にこの J-

STAGE Data を活用したいと考え、これからの利用を計画している。また現在、本誌の海外

での認知度向上のために論文の紹介動画の作成を構想しているが、その公開にも J-STAGE 

Dataを利用することができないかと考えている。 

日本人類学会は、歴史はあるものの小規模な学会で、財政的にはそれほど豊かではないの

で、データリポジトリを無償で利用できるのは嬉しいことである。今後もこの J-STAGE 

Data を長期的に利用でき、データが無償で半永久的に保存・公開される保証があるなら、

非常にありがたいと考えている。 
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図 5 膨大な画像データ 

 

 

図 6 高い解像度を必要とする画像データ  
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質疑応答 

①骨の 3次元データについても J-STAGE Dataで公開することが重要なのではないか。 

→確かに、これまでは電子付録のサイズ制限のために 3 次元データを登載することができ

なかったが、J-STAGE Data の利用を機に扱えるようになると考えている。（太田氏） 

 

②J-STAGE Dataの利用を決断するにあたり、学会内での議論にはどのようなものがあった

か。 

→J-STAGE Dataの運用が開始したばかりということもあり、学会内では、データの保存・

公開が長期間にわたって継続される保証があるのかという心配がよく聞かれた。この長期

的な運用が保証されると、他の学会の参加も増えてくるのではないかと思う。（太田氏） 

 

③まだ現実的ではないがこのようなことが実現できたらよい等、想像している利用方法が

あれば教えてほしい。 

→研究分野によっては、論文を出版する前にデータだけを出版することが国際的に増えて

きている。J-STAGE Dataがそのようなデータ公開について、アジアにおける拠点になると

よいと思う。日本人類学会のジャーナルだけでなく、J-STAGE を利用している生命科学分

野の他のジャーナルとも協同してデータベース化を進めていけば、国際的な競争力が高ま

るだろうと考えている。国際的にはまだ競争は始まったばかりなので、早くから動きだして

ちょっと頑張ればアジアにおいてトップになれるだろうと思っている。（太田氏） 
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2.4 

【生命科学におけるデータサイエンスと J-STAGE Data への期待】 

 中村 春木氏 

（日本生物物理学会） 

 

日本生物物理学会では、英文誌「Biophysics and Physicobiology」と和文誌「生物物理」

を J-STAGE で公開している。このうち、自分が編集長を務める「Biophysics and 

Physicobiology」が J-STAGE Data のパイロット運用に参加している。ジャーナル名の

「Biophysics」とは生物物理学、簡単に一言で言うと生命現象を対象とした物理学のことで、

「Physicobiology」は造語であるが物理生物学、つまり物理学的なアプローチによる生命科

学という意味である。 

生命科学における基礎データとしては、ゲノムをはじめタンパク質の構造や細胞、さらに

はそれらの関係性、薬物との相互作用、臨床や医学に関するデータ等があるが、多くの場合、

それらは公開された国際的なデータベースに登録されている。例えば新型コロナウイルス

のゲノム遺伝子の配列データは国際塩基配列データベースに登録され、その遺伝子配列を

元に作られたタンパク質の立体構造（図 7）のデータも、生体高分子の立体構造データベー

スである PDB（Protein Data Bank）で公開されている。国際的な PDB の運営メンバーの

一員である日本の組織、PDBj（Protein Data Bank Japan、 日本蛋白質構造データバンク）

においては、登録されたデータについての検証レポートを自動的に作成して公開し、生デー

タも同時に登録することで、データの正当性を担保している。 

データサイエンスの基本的な概念として、「DIKW ピラミッド」というものが提唱されて

いる（Rowley, J. (2007) J. Inform. Science 33, 163-180）（図 8）。散在している生データ（Data）

は、データ検証が行われて集積した情報（Information）となり、その解析によって新たな知

見（Knowledge）の蓄積が進められ、智恵（Wisdom）となる、というものである。この「智

恵」という言葉が指すものを「科学的な問題解決能力」であると考えると、多くの事象を枚

挙的に観測する生命科学においては、全体を統一して理解される純粋な物理学とは異なっ

てデータサイエンスの手法が有効であり、特に AI と結びついたビッグデータサイエンスが

期待される。現に、膨大な量のゲノムとタンパク質のデータを元に AI がディープラーニン

グを行い、配列から構造を推定できるようにもなってきている。 

データサイエンスにおいては「データが無ければ問題解決ができない」ことは当たり前で

あるが、データを管理し提供する側の課題を考えると、「”正確な”データが無ければ問題解

決はできない」と言うべきであろう。最新のデータなのか、過去のデータとの間で矛盾は無

いか、誰がどのようにデータの正確性を判断したらよいか、等の問題を解決しないことには、

「正確なデータ」であることがはっきりしない。このような問題に対し、データを提供する

側は、客観的なデータ検証の仕組みや、アップデートとバージョン管理等、データの利用者

自身が「正確なデータ」であることを判断できる情報を提供する必要がある。 
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これらを踏まえた上で、J-STAGE Data の利用によって以下のようなコンテンツが提供で

きることを期待している。1）データの利用者がそのデータの正確性を判断できる情報（生

の実験データ、データの生産解析方法、生産者、生産時期）。2）ネガティブデータを含めた、

論文に付随する詳細なデータ。3）論文の結果を他者が再現できるような研究方法の詳細。

4）論文への記載には至らない、関連する科学的概念や研究における哲学。さらに、現在 J-

STAGE Data に登載できるデータは J-STAGE 登載論文に紐付いたものに限定されている

が、将来的には J-STAGE登載誌以外のジャーナルに掲載された論文に関するデータも登載

できるようになるとよいと思う。 

現在、J-STAGE Data へ本誌から登載しているデータは 5 件だけであるが、そこには、シ

ミュレーション計算のトラジェクトリー（時系列データ）、グラフの生データ、動画、発表

資料等が含まれている。今後も、こうした様々なデータを J-STAGE Data から公開してい

きたい。将来、生産したデータがどれだけ引用され利用されたかによって研究者の業績評価

がなされる時代がくるように予想しているが、J-STAGE Data にはその先鞭をつけてほしい

と願っている。 

 

 

図 7 生命科学の基礎データ 
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図 8 データサイエンスの基本的概念 

 

質疑応答 

①登録されたデータについて自動的に検証レポートを作成する方法を教えてほしい。 

→PDB での話に限定されるが、いくつかの方法論ごとに生データから構造データを出すプ

ログラムが複数あり、元のデータを複数入れるとそれらのプログラムによって自動的に検

証レポートを作成するようになっている。レポートは人が読める PDFとして出力すると同

時に機械可読な XML形式でも出力され、人工知能を介してデータの質を推し量ることもで

きる。（中村氏） 

 

②ネガティブデータとは何か。 

→論文においては、実験が上手くいったことを裏付けるデータが付随する場合がほとんど

であるが、「こういう方法では失敗した」というデータ、すなわちネガティブデータは論文

にもならず、単にその場で終わってしまうことが多い。それがなぜ上手くいかなかったのか

を他の人に考えるチャンスを与えたり、また AI の学習のためにも、ネガティブデータの共

有は有用だと思っている。（中村氏） 
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③生物物理分野はデータ共有の進んでいる分野かと想像するが、今後、J-STAGE Data が多

くの投稿者に利用される見込みはあるか。 

→現在、編集委員長からプロモーションを行って利用を促している。特にグラフだけで出て

くるデータに対しては、生データも提出するようお願いしている。これまでの電子付録とし

てのデータ登載とは異なり、J-STAGE Dataから公開するとデータにも DOI がついて広く

流通するということをアピールポイントとして宣伝をしている。（中村氏） 
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2.5 

【日本原子力研究開発機構（JAEA）におけるデータポリシー策定と制度化の取り組み】 

 熊崎 由衣氏 

（日本原子力研究開発機構） 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、日本で唯一の総合的な原子力の研究開発

機関で、主要テーマとしては、福島の再生・復興に向けた技術の確立が大きなミッションと

なっており、その他原子力安全の継続的改善、原子力を支える基礎基盤研究等を進めている。

全国に計 11の拠点があり、職員数は研究職・技術職・事務職を合わせ約 3100 名である。 

当機構が研究データ管理を制度化するにあたり実施したことは、大きく 2 つある。1 つ

は、データポリシー、すなわち、研究データの取り扱いについての組織としての方針の策定

である。もう 1 つは、データポリシーを実現するための組織内の規程等の制定である。この

制度化は、国の施策である統合イノベーション戦略に対処するもので、国立研究開発法人と

して研究データの管理・継承に組織的に取り組み、競争的研究費による研究の実施において

必要となるデータ管理計画に組織として備えることを目的としている。 

機構全体で制度化される以前にも、研究データは各部署の方針によって、研究分野や手法

に合わせて管理されており、データの公開についても論文に付随するデータの公開や IAEA

のデータベースへの協力等、他の研究機関と同じような形で実施されていた。しかしながら、

それらは組織の外に出す上での管理、あるいは法人文書としての管理にとどまっており、

データそのものを主な対象とする制度はなかった。国の方針に従ってデータポリシーの策

定を検討することとなり、議論の中でデータポリシーの実現のために制度化を進めること

となった。当機構に所属する研究者や幹部、役員と行った議論では、データポリシーを制定

しただけでは意味がなく、組織的に統一した対応ができる体制を整えることが重要である

という意見が挙がった。そこで、原子力というテーマ、研究分野の多様さや組織の規模等を

踏まえて、データポリシーにもとづいて規程類を整備し、組織的に運用することにした（図

9）。 

運用に関わる規程の制定については委員会を立ち上げ、研究者や技術者との議論を通じ

て機構内の各部署から寄せられた意見を反映した。組織で生み出されるあらゆるデータを

保管し続けることは現実的に難しいとの考えから、規程において管理対象とする研究デー

タを、「電子データのうち一定の有効なもの」、また、「外部へ公開する成果物の再現性を担

保するもの、および、外部へは公開しないが有効なもの」に限った（図 10）。管理対象とす

る研究データは原則 10 年間保存して管理することとした。 

規程では、研究データ管理計画を「各部署の研究データ管理の方針などをまとめて明文化

するもの」と位置付け、その運用についても定めている。各部署の研究データ管理責任者は、

研究データ管理計画にもとづいてデータが適切に管理されていることを確認するが、部署

の状況や社会情勢、政策等も鑑み必要に応じてデータ管理計画も変更することにしている。 
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また、公開あるいは非公開の対象となるデータも規定した。公開の対象とする研究データ

は、「科学的価値を認めうるもの」「公益性や利活用可能性などの価値を認めうるもの」とし

ている。非公開のデータは、「核不拡散/機微技術情報管理や個人情報保護等にもとづく情報

管理の観点から公開できないもの」「研究開発や知的財産戦略などの観点から公開に適さな

いもの」とした。 

機構としての方針を、対外的にはデータポリシーによって明らかにし、組織内では規程に

よって制度として明確化して実行することで、オープンサイエンスの実現に向けた拡張・

アップデートができると考えている。一方、公開したデータの質の保証や、想定外の利用が

された場合のリスク管理についてはまだ考えるべき課題がある。これについては、データを

公開する他機関や学協会、出版者等と組織を超えて議論し、考え方が共有されることで、よ

り安心してデータ公開ができるようになるのではないかと思う。また、出版された論文や

データの永続性が担保されることは非常に重要で、J-STAGE Dataをはじめとする様々なプ

ラットフォームが使いやすく、長期間にわたり公開し続けられることを期待したい。 

 

 

図 9 データポリシーと内規の制定 
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図 10 規程、通達の対象 

 

質疑応答 

①研究データの公開について、研究者からの理解はスムーズに得られたのか。 

→講演会や説明会を開催することで、研究者にはデータの公開が求められる状況になって

きていること、また、ある程度の負担は生じるものの、学術情報の流通のあり方や政策の変

化等に対応して必要であることをご理解いただき、進めていこうとしている。（熊崎氏） 

 

②公開するデータの信頼性や質の担保が依然として課題になっているとのことだが、ポリ

シー策定当初からこの課題の質は変わってきたのか。 

→データだけではなく論文も本質的には同様で、世に出した責任が必ずついて回るものだ

と思っている。データについてはなおさらそういった部分があるが、それはどのように誰に

使われるのかがまだ見えづらいためだと考えられ、利活用の事例やデータ公開が広まって

いくことによってそのような懸念はある程度払拭されると思う。また、公開の際のデータの

質に関するチェックやガイドライン等も常に見直しが必要であり、今後組織やコミュニ

ティにおいて整理すべき点も見えてくるのではないかと考えている。当機構の規程におい

ても、2021 年度から受理するテクニカルレポートには CC-BY のライセンス付与を推奨す

るように制度を見直した他、現状は論文に付随するデータをメインに据えた内容になって

いるため、2021 年度にはデータ単体でも公開できるような形に整備していきたいと思って

いる。（熊崎氏） 
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2.6 

【海洋研究開発機構（JAMSTEC）における研究データ公開と利活用】 

 福田 和代氏 

（海洋研究開発機構） 

 

国立研究開発法人海洋研究開発機構は海洋、地球、生命分野を中心とした研究開発を行っ

ており、取り扱うデータやサンプルは多岐にわたる。1990 年代後半から 2000 年代にかけ

て、インターネット上でのデータ・サンプル公開が進められると同時に、様々な種類のデー

タ・サンプルが取得されるようになり、組織として統一的なポリシーが必要になったことか

ら、2007 年に当機構のデータポリシー「データ・サンプルの取り扱いに関する基本方針」

を定め、関連する規程類の整備を行ってきた。 

本ポリシーの中では、データ・サンプルは人類共有の財産であり、研究・教育等のため広

く公開され、将来にわたって世界中で活用されることが重要であるとうたっている。本ポリ

シーの大きな特徴としては、調査観測やシミュレーションの結果、画像、図面等の「データ」

だけでなく、生物や岩石、海水等の標本、すなわち「サンプル」も対象にしていることが挙

げられる。また、研究プロジェクトにおいてデータの取り扱いのルールや契約がある場合は

そちらが優先される。このデータポリシーにもとづき、データ・サンプルに関する規程類・

運用フローを整備している。 

実際のデータ・サンプルの公開は、情報管理を担当する部署と各研究部署で分担している

（図 11）。2017 年よりデータへの DOI 付与を開始しており、現在までに約 2170 件のデー

タに DOI を付与している。データ・サンプルを公開することは、第三者への利活用の機会

を開くことにつながる。研究においては、他者が取得したデータ・サンプルの使用が次の新

しい研究につながり、その研究からまた新たなデータ・サンプルが生み出される。一方、デー

タ・サンプルは教育、普及、商業利用にも活用されることで、研究分野の理解・増進につな

がることが期待される。 

研究におけるデータ・サンプルは、既に存在するもの、研究中に取得されるもの、研究結

果として得られるもの等があり、研究成果の公表方法としては、学会要旨、プレプリント、

論文、技術報告書、書籍等、文献のかたちで発表されることが一般的であるが（図 12）、最

近では、公開したデータ・サンプルの情報を文献に引用することが多くなってきている。

データ・サンプルの公開場所については、文献に付属することもあれば、各種リポジトリ、

プロジェクトのウェブサイト、あるいは J-STAGE Data 等論文出版社で用意されたリポジ

トリ等、様々である。文献におけるデータ・サンプルの引用フォーマットについてもまだ統

一されたものはなく、データもしくはデータベースの名称、URL、DOI、データ論文の DOI、

サンプルナンバー等、様々な形式で引用が行われている。 

本機構から公開されたデータが文献においてどのように引用されているかを調査した。

複数の検索サービスを用い、データに付与した DOI が含まれる文献を検索したところ、文
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献中のデータ・サンプルの引用記載箇所は様々であった。データDOI を用いた引用状況の

例を整理すると、1つの文献が複数のデータを引用していたり、あるいは 1 つのデータが複

数の文献に引用されていたりすることがわかった。この調査結果にもとづいて、DOI を付

与したデータのメタデータに、関連する文献の DOI を試行的に登録している。文献とデー

タの関連性を明確にすることで、さらなるデータの利用促進につなげたいと考えている。 

 

 

図 11 データ・サンプルの公開 

 

 

図 12 研究とデータ・サンプル 
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質疑応答 

①データの帰属は機関にあるとのことだが、「個人に所有を認めるべき」等の議論があった

か。 

→データの帰属については、研究者や技術者の参加する委員会にて行われた議論の結果も

踏まえてポリシーに反映した。基本的には機構の設備や施設で得られたデータは機構の帰

属ということになっているが、研究プロジェクトによってはデータの帰属に関する契約や

ルールがあるため、その場合はプロジェクトでの決まりを優先することになっている。ポリ

シーが制定されたのは 10年以上前になるが、全体的には、長期的にデータを保存、管理す

る体制を確立させる意図のもと、このように定められたと聞いている。（福田氏） 

 

②データの引用状況の把握については、まだ試行錯誤段階と考えればよろしいか。 

→文献や引用に関する専門知識が無いため試行錯誤している。DOI の登録機関である

Crossref とDataCiteの間では、イベントデータ API というもので検索できると知り試して

みたものの、それぞれメタデータが充実していない状況であるため、文献の中も含めて調査

する必要があると考えている。（福田氏） 

 

③DOI を付与しようとすることに関してネックとなるようなことがあるか。 

→例えば研究プロジェクト単位でデータを公開するという場合、プロジェクト側で独自の

ID が作られていたり、DOI の付与は別の機関で行うということが決められていたりする。

各ケースに関してその辺りの状況を注意深くうかがいながら付与している。（福田氏） 

 

④JAMSTEC においては観測データに独自に DOI を付与して公開しているとのことだが、

同じデータを論文に紐付くデータリポジトリで公開してもよいのか。 

→当機構においては特にそれを妨げるルールは無い。ただ、最近は、例えば船舶観測のデー

タ等、個別のデータベースかあることを研究者自身も認識しており、一般的なデータリポジ

トリではなく、そのデータベースの DOI を引用することも増えてきている。一方、観測デー

タを解析したデータになってくると、今のところは各研究者が使うデータベースや、他の地

球科学分野で作られているリポジトリで DOI を付与しているというケースもある。（福田

氏） 

 

⑤公開するデータサーバの容量の規模はどれくらいか。大容量のシミュレーションデータ

等も公開しているのか。 

→深海の映像や画像が公開データ全体の大きな割合を占め、生データまで含めると数百テ

ラバイトになる。シミュレーションデータを公開する際は、各プロジェクトや研究部署単位

でサーバを立ち上げることもあれば、機構内のサーバから公開することもある。ただ、利用

者の要望に十分適っているものではないため、そのような大規模データの公開体制につい

て機構内で検討が進められている状況である。（福田氏）  
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2.7 

【研究データの公開・利用条件指定ガイドラインの策定】 

 南山 泰之氏 

（国立情報学研究所） 

 

研究データ利活用協議会（RDUF）は 2016 年 6 月に設立された団体である。研究データ

利活用に関する国内外の事例の共有等により、わが国における研究データの利活用推進に

寄与することを目的とし、メーリングリストによる議論・情報交換、シンポジウムや研究会

の開催、小委員会・部会によるガイドライン・事例集等の成果物の作成を主な活動としてい

る。ここで紹介する「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」は、RDUF 研究デー

タライセンス小委員会の成果物として 2020 年 2 月に公開されたものである。 

本ガイドラインは、学協会がデータポリシーを策定するにあたり著者への案内が必要な、

公開に当たり考慮すべき事項、公開場所の判断基準、設定可能なデータの利用条件等の項目

についてまとめている。ガイドラインの最初には、研究データの公開・利用条件指定フロー

がある（図 13）。これは、研究者の視点から公開先や利用条件についてまとめたもので、 

5 つの質問に回答することで適切な公開場所と利用条件を選択できるようになっている。

Q1 では対象データを特定し、電子データのうち、研究成果として公開が可能なデータを扱

うこととしている。Q2 とQ3では外的な制約条件について 5つのカテゴリーを挙げ、カテ

ゴリー別に確認すべきポイントと解除のための注意点を述べている。Q4 ではデータを公開

する場所の選択肢を列挙し、それぞれの選択肢において考慮すべきことや法的保護につい

ての情報をまとめている。Q5は利用条件の指定について述べており、クリエイティブコモ

ンズライセンスと同じ条件を推奨条件としている。 

続いて、本ガイドラインの策定経緯を紹介する。研究データの公開・利活用を妨げる要因

の 1つは、複雑・曖昧な利用条件の設定にある。データを公開する側は意図しない使われ方

をしないように色々な利用条件を課したいと考えるが、個々のデータに独自の条件をつけ

ていくと、法的・制度的な制約との整合性を個別に考える必要が生じ、再利用したい人に

とっては利用条件や契約内容がよくわからなくなり、解釈の違いも起こってしまうと考え

られる。この課題を解決するため、研究データライセンス小委員会では文献調査やヒアリン

グ調査・アンケート調査を通じて法的・制度的な制約のカテゴリーを整理し、カテゴリー別

の公開可否を検討した。そして、調査結果をもとに利用条件の付与フローを構築し、ガイド

ラインとしてまとめた。オンラインアンケート調査では、「ご自身のデータを公開する場合、

利用者（そのデータを利用して成果を公開する者）に以下の条件を求めたいと思われます

か？」という設問に対し、「成果にクレジットを表示」が 9割を超えて最も多かったが、「何

も求めない（自由利用可能）」も 4 割以上あった（図 14）。研究分野によるとは思われるが、

データの利活用について、対価を求めない考え方が広く浸透している点は印象的であった。 

本ガイドラインの活用例として、J-STAGE Data のデータポリシー（発行機関向け）では
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本ガイドラインの記述を参照していただいている。ただし、本ガイドラインは汎用的な記述

に留まるため、研究分野ごとの指針や慣習はフォローしておらず、扱うデータの種類によっ

ては不必要な考慮も含まれている。各学協会のデータポリシーや著者向けの記述に落とし

込む際には、分野の慣習に応じた形でカスタマイズを行って使っていただきたい。 

研究データライセンス小委員会の活動は 2020 年 12 月で終了したが、活動を承継するも

のとして 2021 年 2 月にデータ共有・公開制度検討部会を立ち上げ、本ガイドラインの実装

事例の収集や分析、その結果にもとづく改訂を計画している。また、本ガイドラインの公開

方法として、ウェブ上でインタラクティブな利用を可能にすることも検討している。 

 

 

図 13 研究データの公開・利用条件指定フロー 
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図 14 ウェブアンケート調査の実施 

 

質疑応答 

①ガイドラインのインタラクティブな利用については何か具体的なイメージがあるか。 

→たとえば、リポジトリの選択の段においては、あるカテゴリーをクリックするとそれに関

するリポジトリが表示され、そのリポジトリを選ぶ場合の注意点が表示されるような見せ

方をイメージしている。（南山氏） 

 

②海外の同種のガイドラインの制定状況はどうなっているのか。欧州と米国で違いはある

のか。 

→Research Data Alliance（RDA）の作成した「Legal Interoperability of Research Data」と

いうガイドラインが、「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」の検討の元になっ

ている。「Legal Interoperability of Research Data」では、各国の法的、制度的な問題を分析

して、データを可能な限り CC0 または CC BY で公開することで法的、制度的な違いを乗

り越えようという解決策を提示しており、公的資金を元に作られた研究データの公開にお

ける適切な指針を示していると評価できる。しかしながら、契約上の問題から CC0 や CC 

BYで公開できないデータ等も当然存在しており、またデータを公開する文化の無い分野も

ある。「Legal Interoperability of Research Data」で取り扱いきれない研究データ公開を、具

体的なニーズに沿った形でより精緻に実現するようなガイドラインを作りたいというとこ

ろが「研究データの公開・利用条件指定ガイドライン」を策定しはじめた契機のひとつであ

る。（南山氏） 
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③データ公開の仕方における分野の違いとは 3 つや 4 つ程度に大きく括ることができるの

か。もっと細分化されるものなのか。 

→ガイドラインでは分野別ではなく法的・制度的なカテゴリーの制約ごとに分類していて、

それが 5 つになったと捉えていただきたい。なお、ガイドライン策定に係るアンケートに

回答していただいた方の分野は多岐に分かれており、15 程度だったと記憶している。また、

その制約がこの分野にはどれだけ重要度が高いのか、といった括りでは分析していないが、

分野の括りとして別途考えられる余地はあるかもしれない。（南山氏） 
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2.8 

【J-STAGE の今年度の取り組みと次年度の予定】 

 

JST 情報基盤事業部 

 

国内外問わず多くのユーザーにご利用いただいている J-STAGE においてより充実した

サービスを提供するべく、2020 年度はシステム面において四つの新機能をリリースした。

1 つ目は、Microsoft Word または LaTeX の形式で作成された原稿ファイルを元に、全文

XML ファイルを作成・編集できる全文 XML 作成ツール。２つ目は、PMC、DOAJ でそれ

ぞれ記事を公開するための形式に対応した XML ファイルのダウンロード機能。３つ目は、

早期公開記事の改版機能。４つ目は、ジャパンリンクセンター（JaLC）が、JaLCの正会員

や連携機関以外の第三者に抄録情報を提供する際、抄録の二次利用の可否を示すライセン

スフラグの項目追加である。 

サービス面では５つの取り組みを行った。１つ目に、J-STAGE セミナーをオンライン開

催し、講演のアーカイブ動画を YouTubeでも公開した。２つ目に、J-STAGE 利用機関向け

のジャーナルコンサルティングを実施した。３つ目に、機関誌「J-STAGE ニュース」を 3

号発行した。４つ目に、J-STAGE 登載コンテンツの流通拡大のため、外部サービス 7 機関

との連携を開始した。そして５つ目に、J-STAGE Dataのパイロット運用を行った。 

2020 年 3 月より開始した J-STAGE Data のパイロット運用では、2月半ばの時点で合計

11 誌からの参加申し込みがあった。パイロット参加学会の１つであるデジタルアーカイブ

学会誌において、過去に出版された記事の電子付録 9 件を J-STAGE Data でも公開したと

ころ、電子付録として公開する場合と比較してダウンロード数が大幅に増加したことから

（図 15）、データリポジトリでの公開がデータのビジビリティの向上につながると考えてい

る。今後も J-STAGE Data に登載されたデータの利活用状況等を適宜調査し、データの流

通・利活用の促進に努めていく。 

続いて、現時点で計画している来年度の主な予定について述べる。システム関係では、J-

STAGE の機能向上として、検索式を用いた高度な記事の検索等を含む検索機能の拡張と、

メンテナンス中に公開コンテンツへアクセスできない時間を低減させることを目的とした

改修を予定している。その他にも新機能・サービスの導入について企画検討を進めている。 

サービス関係においては、今年度と同様、J-STAGEセミナーや、ジャーナルコンサルティ

ングの実施を予定している。そして、J-STAGE Data の本格運用を 3 月 25 日より開始し、

利用申込を随時、制限無く受け付ける。また、今年度リリースした抄録ライセンスフラグ項

目の利用に際し、J-STAGE においては、登載記事の抄録情報の利用範囲について明確に示

す必要があると考えており、近く J-STAGE 利用規約の改定を予定している 
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図 15 J-STAGE Data パイロット運用の成果 

 

※聴講者からの質問は無かった 
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3 セミナー後の反響 

3.1 アンケート 

 セミナー開催後、配信画面上でのアナウンスおよび参加申込者宛のメール送信によって

アンケートへの回答を依頼した。開催終了後 1週間後の回答数は 47 件であった。 

◆講演内容について 

「大変参考になった」25.5%、「参考になった」48.4%、「あまり参考にならなかった」5.3%、

「難しくてわからなかった」1.3%、「その他（見ていない等）」19.4%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」61.7%、「関心がない」2.1%、「よくわからない」19.1%、「その他」17.0%

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」87.2%、「よくなかった」2.1%、「どちらとも言えない・わからない」10.6%、

また、「講演時間の設定は適切だった」19.4%、「講演時間が長かった」0.0%、「講演時間が

短かった」2.1%となった。 

◆その他コメント 

他に、自由記述で「具体的な内容が多く大変参考になりました」「データの重要性に関す

るメッセージを心強く拝聴しました」「いかにデータポリシーを整備されていったのか、そ

の流れがとても解りやすかったです」「データの可視化が学会員へのサービス向上や学会誌

への投稿数増加につながるものと期待される」「公開したデータに疑義や誤りが見つかった

場合の対処について、念入りに議論をしておく必要があると感じました」等の感想が寄せら

れた。 

 

3.2 Twitter 

2021 年 3 月 8 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 16 件のツイートに対し、7 件の RT、5 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はなかった。 

 

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#2103/11 

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（講

演者および所属機関の意向により、一部の講演については動画を非公開としている）。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXgr8_ZxZT3EIr64_q8oC_SZJPecaZpw 
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