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 金沢大学概要 

基本理念 

• 地域と世界に開かれた教育重視の研究大学 
 

石川県金沢市に2つのキャンパス群 

• 角間キャンパス 

• 人間社会学系、理工系、薬学系、附置研究所など 

• 宝町・鶴間キャンパス 

• 医学系、保健学系、附属病院など 
 

金沢大学概要2020より 

• 教職員数 2,842名 

• 学生数：10,146名 

（学士課程 7,799名，大学院 2,253名） 
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 研究データ管理の背景 

研究データ管理が必要になってきた背景 

1. 研究公正（Research Integrity） 

• 文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（2014/8） 

 

 
 

• 日本学術会議回答「科学研究における健全性の向上について」（2015/3） 

 

 
 

2. 研究推進（Open Science） 

• インターネットなどを通じて誰でも共有・利用できるよう、各種研究データを一般に公開し、科学

研究の効率化を図るという動き 

• 内閣府「統合イノベーション戦略2020」 

• 日本学術会議「オープンサイエンスの深化と推進に向けて」 

 



  研究データ管理の背景 

 

研究公正 
（Research Integrity） 

研究推進 
（Open Science） 

RDM (Research Data Management) 
ある研究プロジェクトにおいて使用された、または生
成された研究データを、明示的に組織化・構造化し
た上で保管・管理すること。 

 「研究データ」とは、研究開発の過程で生み出され
る全てのデータで、電磁的な形態により管理可能
なもの 

 研究ノート・メモ、実験・観測・シミュレーション等か
ら直接得られたデータやそれを加工したデータ、
論文のエビデンスとなるデータ等を含む 

RDM環境の整備 



Society5.0に対応した 
新しい研究支援 

 金沢大学にRDMを導入するきっかけ 

令和2年度「先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）」に採択 

• 研究基盤統括本部を中心とした研究設備の全学共用体制への再編 

※令和2年度「先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）」の採択機関の決定について 
https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00066.html 

基盤設備共用・機器分析受託 
プラットフォーム 

ものづくり受託 
プラットフォーム 

データマネジメント・ビッグ
データ解析受託 
プラットフォーム 

ライフサイエンス 
プラットフォーム 

研究基盤統括本部（新設） 

研究基盤を担う学内施設・共用設備・人的資源を一元化 
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研究機器の共用・設備運営、機器分析の 
技術的相談・斡旋 

部品加工・装置の設計、工作機械・工具 
の講習・利用支援 

遺伝子から細胞、実験動物の研究設備 
を対象とした研究支援 



 
 

 金沢大学にRDMを導入するきっかけ 
データマネジメント・ビッグデータ解析受託プラットフォームの役割 

• 全学の測定・研究データを集約し、アーカイブ・共有・公開するプラットフォームを構築・運用 

• ディープラーニングや統計手法を用いた数値解析や画像解析サービスなど、研究データの解析を提供 

基盤設備共用・機器分析受託プ
ラットフォーム 

ものづくり受託 
プラットフォーム 

データマネジメント 
（データの集約・共有・公開） 

ライフサイエンス 
プラットフォーム 

データ解析 
（AI・予測・自動化を含む） 

・資料 
・研究ノート 
・アンケート調査 
・ソフトウェアプログラム 
・論文・レポート 
・etc.. 

・ディープラーニング 
・古典的統計手法 
・データマイニング 
・データ可視化 
・画像処理 
・etc.. 研究者 

インフラ提供 
共同データ解析 

インフラ提供 
共同データ解析 

RDM環境の構築 
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 設備共同利用推進総合システム 
設備共同利用推進総合システム 

• 前身の設備共同利用推進室が構築した、機器の共同利用を実施するための予約利用システム 

• 全学に配置されている約100の機器が登録され、オンラインでの機器の予約・利用実績登録・精算まで可能 
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今後はこれらの機器から生成された
データもRDMの対象としていく 



  GakuNinRDMの利用 

 

GakuNinRDMの利用 

RDM基盤を本学で全て構築？ 

• 研究は本学内だけで閉じていない 

•  研究プロジェクトの多くは本学内で閉じておらず、様々な研究機関の研究者が集まって実施されてい

ることから、本学で全ての「ITインフラ」を調達・運用することは、負担が大きく非効率的 

• RDMに求められる条件を常にチェック＆対応を実施する必要 

• RDM基盤に求められる条件は日々変化していき、その対象は世界となるため、常に動向を把握し、毎

回システムに反映を行うのは非常に困難 
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「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」 

 
 「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」について 

• 内閣府第９回統合イノベーション戦略推進会議にて決定(2021/4) 

• 本考え方に基づいた研究データの管理・利活用に向けた取組の着実な実施 

 



  NII Research Data Cloud 概要 
• 日本最大規模の学術情報検索サービス 
• 公開基盤に登録された研究成果や論文
情報のみならず、図書、研究データ、
それらの成果を生み出した研究者、そ
して研究プロジェクトの情報などを包
括して探索することが可能 

長期保存対応ストレージ領域 

Cold 
Storage 

Cold 
Storage 

Cold 
Storage 

Hot 
Storage 

Hot 
Storage 

Hot 
Storage 

メタデータ集約・管理 
知識ベースの構築 

成果論文 研究データ 

機関向け研究データ管理 公開・蓄積 管理・保存 

検索・利用 

非公開 共有 公開 

• 研究者が公開すると判断した研究データ
や関連の資料を公開するためのデータ公
開基盤 

• GakuNinRDMとの連携により、研究成果
を簡単な操作で研究者の所属する機関リ
ポジトリに公開することが可能 

• 研究プロジェクト実施中に、個人や研究
グループが研究データや関連の資料を管
理するための研究データ管理基盤 

• クローズドな空間で、ファイルのバー
ジョン管理や、メンバー内でのアクセス
コントロールが可能 

分野別 
リポジトリ 

海外の 
研究データ 
公開基盤 DOI ORCID データ検索基盤 

（検索・利用） 

直結 

アクセスコントロール 

実験データ 
収集装置 

解析用 
計算機 

データ管理基盤 
（管理・保存） 

次期 

 NII Research Data Cloud, https://rcos.nii.ac.jp/service/ 

byWEKO3 

データ公開基盤 
（公開・蓄積） 



 GakuNinRDMとは？ 

29 機関 
GakuNinRDMとは 

• 国立情報学研究所（NII）で運用している研

究データ基盤NII Research Cloudの一部で、

研究中のクローズド（非公開、制限共有）な

データを取り扱う事に特化した研究データ管

理サービス 
 

• 2021年2月本運用でのサービス開始 
 

• 2021年4月からは24/365運用体制でRDM

サービスを全国の学術機関に提供 
 

• 2021年6月現在、29機関が参加 



 GakuNin RDMの主な特徴 

GakuNin RDMの主な機能 

1. 認証基盤 

• 学術認証フェデレーション「GakuNin」を利用 

• GakuNinを利用することで、組織を超えた様々な研究者が利用可能 

2. 多様なストレージとの接続 

• NII提供分のストレージ以外にも、機関側で契約、所有しているパブリッククラウド、プライベート

クラウドなど、様々なストレージを利用可能 

3. 研究室や共同研究者間でのデータ管理・共有 

• 2.で接続したストレージを利用し、研究者がWebブラウザ上で、学内外の共同研究者とデータ共

有・管理が可能 

4. 研究データの証跡管理機能 

• UPKIタイムスタンプサービスの時刻認証局サーバと連携し、タイムスタンプにより、ある時刻で

のファイルの存在を証明可能 



 金沢大学RDM基盤概要 

研究プロジェクトA 

プロジェクト管理者 

⑤メールでデータ解析
の依頼 

教員 
（代表者） 

教員 
（管理） 

①代表者がメールでプロ
ジェクト作成を依頼 

院生 学生 

データ管理チーム 

②プロジェクトを作成し、代表
者にGRDMから招待メールを
送信 

教員サブプロジェクト 学生サブプロジェクト 

研究プロジェクトA 

教員サブ 
プロジェクト 

学生サブ 
プロジェクト 

④GRDM経由で 
研究データの蓄積 

③代表者以外のプロジェク
トへのユーザ追加は代表
者がGRDMで行う 

データ解析チーム 

金沢大学ストレージ 
（本学で用意） 

直接のアクセス 
禁止 

⑥研究プロジェクトの依頼に
対してデータ解析の実施 

直接のアクセス禁止 
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 金沢大学ストレージ導入指針 
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金沢大学ストレージ導入指針 

• 外部クラウドサービスと学内ストレージ環境のハイブリッド 

• 外部クラウドサービス 

• 導入が容易（物理スペースを必要としない）で、拡張性（ディスク領域など）が高い 

• 災害時のリスクも小さい 
 

• 学内にもストレージ環境を構築 

• 研究データは機微な情報のため、一部の研究者は外部クラウドの利用を躊躇する可能性 

• 学内ストレージを要望する研究者にヒアリングを行い、状況に応じて利用を許可 

• 特に機微な情報を管理するため、信頼のあるプロダクトを利用 



 GakuNin RDMが提供するストレージ方式 

1. 標準ストレージ （NIIストレージ） 

• 研究者1人当たり100GBまで利用可能な無料ストレージ 

（予定として2023年度までは無料、それ以降は検討中(GakuNin RDMよくある質問より)） 

2. 機関ストレージ 

• 標準ストレージの代わりに、機関のシステム管理者が学内提供のストレージをデフォルトストレージとして

１種類のみ指定可能（NII標準ストレージは併用不可） 
 

 

3. 拡張ストレージ 

• 1、2の方法は管理者サイドの設定で、拡張ストレージは利用者が設定 

• 研究者はGakuNin RDMが提供する接続インターフェースに該当するストレージを利用可能 
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各研究機関のシステム管理者は1か2を選択する必要がある 

機関ストレージとして外部クラウド（Oracle Cloud Infrastracture Object Strage）を利用
し、拡張ストレージ（学内ストレージ）としてCloudian HyperStore（ソフトウェア版）を利用 



 Cloudian HyperStore選定理由 

1. GakuNin RDMとの親和性 

• GakuNin RDMと接続するストレージはAmazon S3 互換のREST APIもつ必要 

   ⇒S3 APIに100％準拠 

2. 信頼性の高さ 

• 学内のストレージを希望する研究者のデータは特に機微なものであると考えられるため、スト

レージの信頼性が強く要求される 

  ⇒Gartner peer insights customers choice 2021に選定されており、高い信頼性がある 

3. 充実したサポート 

• HyperStoreの構築・サポートを 株式会社 科学情報システムズ(SIS)様 が担当 

• クラウディアンとSISとの連携でスムーズな導入・運用が実現 



 本学研究者のGakuNinRDMへのログイン・利用方法 

1. GakuNinRDM https://rdm.nii.ac.jp/ にアクセス 
2. 自組織を選択し、自組織の認証サーバで認証 
3. 本学プロジェクト管理者が登録したプロジェクトが表示 

金沢大学ではtiqr（スマホアプリ）かワンタイムパスワード 
どちらかでの認証を要求し、セキュリティを高めている 

① 

② 

③ 

④ 

機関ストレージが利用可能 



 学内ストレージ（HyperStore）を利用する場合 

 研究データは機微な情報のため、一部の研究者は外部クラウドの利用を躊躇する可能性 
 

• 学内ストレージを要望する研究者に対してHyperStoreの利用を許可 
• Cloudian Management Console（CMC）を使用 

1. 本学プロジェクト管理者がユーザを作成 
2. アクセスキーIDおよびシークレットキーを発行し、研究者へ通知 

① ② 

③ 



 本学研究者がHyperStoreを利用するための設定 

本学のサービスをプルダウンで選択し、 
HyperStoreで発行したアクセスキーIDおよび 
シークレットキーを入力 

研究者専用のバケットを利用可能 
（プロジェクトごとに異なるバケットを利用可能） 

① 

② 

③ 

④ 



 GakuNin RDMの機能に関する要望1 

機関ストレージの複数登録 

• 現在GakuNin RDMで管理者が登録できる機関ストレージは1つのみ 

⇒ 機関ストレージを複数登録可能とし、プロジェクトを作成する際に複数ある機関ストレージから利 

  用したい（すべき）ストレージを選択できる仕組みがよい 

ストレージの割り当て対象 

• 現在プロジェクトのストレージはプロジェクト作成者個人の領域を使用 

• プロジェクトで蓄積したデータは、作成者がプロジェクトをやめても当該ユーザ領域で残り続ける 

⇒ プロジェクトに対して機関がストレージを提供できる仕組みが良い 

フォルダ単位でのファイルアップロード 

• 現在ファイルのアップロードはディレクトリ単位では行えず、GakuNin RDM側でフォルダを作成したのちに

ファイルをアップロードする必要がある 

⇒ フォルダ単位で一括アップロードできる仕組みがよい 
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GakuNin RDMは本学だけのサービスではないため、多くの機関から要望があるものを優先的に対応 
本学と同様の要望がある場合は積極的にGakuNin RDMサポートに上げていきましょう！ 



 GakuNin RDMの機能に関する要望2 

SINET接続への対応 

• 現在多くのオブジェクトストレージでは、リクエスト数やデータ転送量に対して課金 

      ⇒ SINET接続であれば、リクエスト数やデータ転送量の料金が無料になるため、早めに対応してほしい 

アドオンの管理（追加ストレージの種類） 

• 現在、アドオンの管理は機関管理者が管理画面で、機関単位で一律に許可不許可を決める 

⇒ プロジェクト単位でプロジェクトの管理者がアドオンの許可不許可を決めれる仕組みが良い 

利用者の初期クオータの設定 

• 現在利用者の初期クオータは一律で100GBで、利用者単位で管理者が調整する必要 

   ⇒ 機関単位で初期クオータを設定できる仕組みが良い 

機関ストレージの切り替え 

• 機関ストレージを変更したい場合は、GakuNin RDM側のデータを修正する必要があるため、変更が困難 

    ⇒ 機関ストレージの変更をこちら側の作業だけで完了できる仕組みがよい 
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 本学の将来構想(ゴール) 

よりオープンな領域 

（外部クラウド上） 

一般的な研究データ 
（新規）RDM & TDM  基盤 

データ公開基盤 

教材DB 

• 機微な研究データ（医療情報，個人情報，企業
情報，特許等情報etc.）の蓄積，保存，共有 

• DX教材（xR教材etc.）の蓄積，保存，共有 

xR（VR・AR・
MR・SR※）等教

材 

取り扱い注意
の研究データ 

（既存）RDM 基盤 

論文 研究データ 

教材 

（学内クラウド上） 

研究データ＋教材データ管理基盤 公開 
解析用 
計算機 

実験解
析装置 

外部 
ストレージ 

よりセキュアな領域 

※文科省・設備共同利用推進
事業（コアファシリティ構築
支援プログラムの一環 

公開 

※ｘＲ⇒VR・AR・MR・SR：仮想現実・拡張現実・複合現実・代替現実等 

研究データ＋教材データ管理基盤（RDM & TDM 基盤） 
Research Data Management and Teaching  materials Data Management 

Cloudian HyperStore（アプライアンス）を利用 
できないか検討中 



ご清聴ありがとうございました 
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