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発表の流れ

•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
•事業の目的と内容
総合的データカタログ
オンライン分析システム
拠点機関のアーカイブ機能強化

•次期JAIRO Cloudへの応用
•ファセット検索機能
•オンライン分析システムとの連携
•制限公開機能
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人文学・社会科学データの共有

•人文学・社会科学データの特徴
•人々の意識、行動から、人間の営みや社会事象を把握

•調査対象者のプライバシ情報の秘匿化が必要
•条件を満たした利用者にのみデータを提供するスタイル

•オープンサイエンスの流れにより、
•研究データ共有が研究のスタンダードに

•ジャーナル投稿や研究資金獲得時に推奨
•共有されたデータを用いた研究が一般化

→データ共有のインフラ整備が進展
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人文学・社会科学データの共有

•日本の現状
•機関を通じて、研究データの共有が行われているが

•「私のデータ」意識が強く、過去の研究データの死蔵、散逸
• 多言語対応の遅れ、海外研究者との共同研究機会の喪失
• データ共有環境の整備、およびガイドライン整備の遅れ

•人社系データインフラの遅れに対する危機感
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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(人社データインフラ事業)
• 日本学術振興会による事業
• 2018年度から2022年度の5年間で

 研究データ共有システムを整備
 拠点機関に研究データの整備を委託



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
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•研究データインフラの開発・整備
•総合的データカタログ
•オンライン分析システム

•研究データ公開ガイドラインの整備・周知
→研究データ共有のためのシステム整備

•研究データの収集、アーカイブ機能強化
•メタデータの作成、多言語化
•研究データ公開支援
→共有される研究データの整備

拠点機関

中核



総合的データカタログ

日本の人文学社会科学データの公開サイト
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JGSS研究センター

総合的
データカタログ

検索

いろいろな研究者
が行った社会調査
が検索できる！

纂所

海外のデータ
検索サイト

JGSS研究センター

JGSS研究センター

JGSS研究センター

2021年4月 一般公開

国際標準メタデータ
DDIによるメタデー
タ自動収集機能



総合的データカタログ
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トピック、アクセス制限、
データタイプ等で絞り込み可能

検索内容に応じて、各機関の最新情
報をもとに研究データが検索できる

→詳細情報から公開サイトにアクセス可

ファセット検索



オンライン分析システム
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JupyterHub
Webブラウザ上から、学認を
使ってアクセス
・研究データ、分析プログラムを
アップロードが可能
・R、Pythonを用いたデータ分析
が可能

2022年一般公開

オンライン
分析システム

データ
リポジトリ

データ

プログラム

データ

連携
（認証あり）

利用者

・リポジトリから
ダイレクトに分析可能



分析ノートカタログ

9

分析ノートカタログGitHub etc.

プログラム プログラム

ローカルPC オンライン
分析システム

データ

プログラム

データ

プログラム

オンライン分析システムで作ったプログラムを集めた「分析ノー
トカタログ」を構築予定
分析プログラムを検索できる環境を提供する予定

連携

先行研究で使われた
分析プログラムが見
つかった！

自分の分析を正しく
解釈してもらえた！



教育への応用
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学生の端末

分析ノートカタログ
プログラム

教員PC オンライン
分析システム

データ

プログラム

データ

プログラム

プログラム

大学メールアドレス
によるグループ認証

大学メールアドレス
によるグループ登録

ネットがつながればどんな端末でも利用可

課題として
提出

プログラム
授業資料として作ったプ
ログラムを分析ノートカ
タログに置いておこう

学生へのデータ
配布と課題の回
収をJupyterHub 
でできるように
なった

提供したデータが
こんな感じで使わ
れているのか！

分析ノートカタログに
あるプログラムを参考
に課題を進めよう

自宅のPCからでも
JupyterHubですぐ
に分析ができる

教員

データ
提供者

学生



拠点機関のアーカイブ機能強化

•社会科学分野の研究データを共有するために
制限公開機能を実装
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条件を満たした利用者にのみデータを提供する方法。複数のフロー
から成り立ち、運用にはシステムによるサポートが必要。

制限公開
1 2 3 4 5 6



制限公開機能
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• 拠点機関 大阪商業大学 JGSS研究センターとの
共同開発によって、利用申請システムを実装

利用登録画面アイテム画面



人社データインフラ事業では
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総合的データカタログ
・複数のリポジトリデータのポータル検索
・絞り込み検索（ファセット検索）機能の実装

オンライン分析システム
・JupyterHubによる分析システム
・リポジトリ（JAIRO Cloud）との連携

拠点機関のアーカイブ機能強化
・制限公開機能の実装

人社分野のデータ提供機関の意見をもとにインフラを整備



次期JAIRO Cloudへの応用①
ファセット検索機能
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•人社データインフラ事業では…
•拠点で共通のメタデータスキーマを利用し、
•海外の人社リポジトリで利用されている項目を使った絞
り込み検索機能を実装

•機関リポジトリにおけるファセット検索の必要性
具体的にどのような検索項目があると良いのか？

ファセット検索へのご意見をお待ちしています



アンケートにご協力お願いします

15

https://www.nii.ac.jp/openforum/2020/day3_content2.html



オンライン
分析システム

次期JAIRO Cloudへの応用②
オンライン分析システム連携
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リポジトリ

データ

プログラム

データ
連携

論文

分析ノート
カタログ

•人社データインフラ事業では…
•オンライン分析システムを軸に、研究データと分析プ
ログラムを紐付けることで利活用を促進

•登録されたコンテンツの教育利用の推進

•機関リポジトリとのシステム連携テスト
研究データと分析手法を紐付けた公開
オンライン分析システムの授業利用への活用

試験運用にご協力いただける機関を募集します

プログラム

連携



次期JAIRO Cloudへの応用③
制限公開機能
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•人社データインフラ事業では…
•拠点機関の公開ニーズへの対応
•制限公開機能による申請ダウンロードシステムの構築

•機関リポジトリによる制限公開機能の試験運用
エビデンスデータ等の制限公開データの運用
制限公開機能を利用したデータ提供

試験運用にご協力いただける機関を募集します



まとめ
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これらの機能を試験運用されたい方は
NII RCOSにご連絡ください！

asaoka@nii.ac.jp
https://rcos.nii.ac.jp/

人社データインフラ事業で開発した以下の機能を
次期JAIRO Cloudに組み込むことを計画しています。
・ファセット検索機能
・オンライン分析システムとの連携
・制限公開機能

本発表の一部は、JSPS 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
JPJS00220180001，JPJS00218077184の成果です。



アンケートにご協力お願いします
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https://www.nii.ac.jp/openforum/2020/day3_content2.html
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