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研究データ管理とGakuNin RDMの役割

研究データ管理サービスGakuNin RDM は、国立情報学研究所で運用して
いる研究データ基盤NII Research Data Cloud (NII RDC)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ための基盤。
NIIの他の研究データ基盤とも連携予定。

データ公開基盤

データ検索基盤

データ管理基盤

オープン・ クローズド 戦略のもとで
オープンサイエンスが実現できる基盤
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2020年度 2021年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
△
サービスイン（2月15日）

GRDM本運用

• 和文英文のプレスリリース実施と同時に利用申請開始
• 全利用機関で本運用の新規利用申請が必要

（利用申請は申込み用Webフォームからの申込み
利用機関内での機関の長・部局の長の承諾が必要）

日中365運用 24h365d運用

先行利用期間

本運用の
利用申請

• 2021年4月からは24h365dのシステム運用（有人）
• 当面のアプリケーション利用料は無料

24/365運用でGakuNin RDMサービス提供中
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学認フェデレーション参加・IdP連携

GRDMでは、学術認証（学認）フェデレーションにサービスプロバイダ
(SP)として登録済みのため、学認に参加していればアイデンティティプ
ロバイダ（IdP）連携のみで導入が可能

GakuNin RDMポータルの
プルダウンメニューから⾃機関を選択

⾃機関の認証システム
(IdP)でログイン

シングルサインオンで
GakuNin RDMを利用

研究データ共有機能（ 基本機能）

学認による認証とグループ管理でデータ共有
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研究室や共同研究者間でのデータ管理・共有

GRDMでは、標準で利用可能なストレージを提供、学内の研究者が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。プロジェ
クトの階層化も可能であるため、大型研究プロジェクトにも対応可。

教員ディレクトリ

学生Aのディレクトリ

学生Bのディレクトリ
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研究データの証跡管理機能で
研究不正を未然に防止

研究証跡の保存機能

時刻認証事業者のタイムスタンプで
ファイルの存在を証明

システム外でファイルに変更があった可能性を検出

GRDMでは、システム中に保存されたユーザデータについて、UPKIタイ
ムスタンプサービスの時刻認証局サーバと連携。
ある時刻でのファイルの存在を証明。システム外でファイルが操作され
た場合に検出され、研究主催者はダウンロードして確認することが可能。
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クラウドストレージや外部ツールと連携

GRDMでは、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のストレージをAPIで
接続して利用可能。

NII研究データ基盤と外部ツールとの連携

パブリック
クラウド リポジトリ

プライベート
クラウド

研究ツール

研究プロジェクトに様々な
外部クラウドサービスを
紐付けて管理
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ストレージ接続の種別

研究データ管理サービス

機関ストレージ

パブリッククラウド
（プロバイダーDC）

プライベートクラウド
（オンプレミス環境）

WebアプリはNIIが提供

機関毎に準備

拡張ストレージ

・機関のシステム管理者がいずれかのオブジェクトストレージ
を学内の標準ストレージとして１種類指定
・プロジェクト開始時に⾃動的にストレージをマウント
・NIIストレージは併用不可

パブリッククラウド
（プロバイダーDC）

プライベートクラウド
（オンプレミス環境）

S3互換

拡張ストレージは併用可能

S3互換

機関毎に準備

標準ストレージ
（NIIストレージ）

利用開始直後から利用可

機関のシステム管理者が設定すれば全学で利用可

ユーザ⾃身で設定すれば利用可能 8



機関ストレージ機能の例

GakuNin RDM
対象ストレージの

デスクトップクライアント 対象ストレージ
ファイル
同期

証跡管理機能同期

ファイル
同期

クラウドストレージのWebアプリおよびクライアントツール
を利用した場合にもGakuNin RDMの証跡管理機能が有効に
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GakuNin RDMのデータポリシー
• GakuNinRDM利用に際しては、各機関における研究

データ管理ポリシーの策定を推奨
• 研究データの「帰属」「保管」「移管」の策定、等々(※1)

(※1)AXIES 「大学における研究データポリシー策定のためのガイド
ライン」 (2021/7/1)

• GakuNin RDMにおけるコンテンツデータの扱いについて
• NIIは、利用者のコンテンツの内容には触れない (※2)

• セキュリティ上問題がある場合を除く

• コンテンツデータの権利・帰属は、機関毎に決められるものと認識

(※2)NII「研究データ管理基盤利用規程」(2021/1/21)
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GakuNin RDMデモ
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GakuNin RDM 本運用開始(2021/2/15)
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GakuNin RDM利用機関数

33 機関

(2021年7月現在)

筑波大学,福岡工業大学, お茶の水女子大学, 滋賀医科大学, 浜松医科大学, 三重大学, 
理化学研究所, 熊本大学, 静岡理工科大学, 北陸先端科学技術大学院大学, 
成城大学, 信州大学, 慶應義塾大学, CCC-TIES, 帯広畜産大学, 大阪大学, 福井大学, 
小樽商科大学, 東京農工大学, 神戸大学, 群馬大学, 東北大学, 千葉大学, 
北見工業大学, 広島大学, 富山大学, 九州大学, 東京大学, 金沢大学, 北海道大学, 
名古屋大学, 京都大学, 国立情報学研究所

『GakuNin RDM 利用機関数』
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=41588114
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https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=41588114


NIIのYouTube チャンネル
GakuNin RDM事例紹介動画リスト
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『NIIのYouTube チャンネル GakuNin RDM事例紹介動画リスト』
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzfdUM-Rtgyj44t821KN1xO5lt78Ea4O

研究公正、研究推進、大学間連携の
それぞれの観点からのデモ動画を公開中

事例を募集しています。
是非、ご連絡ください。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKzfdUM-Rtgyj44t821KN1xO5lt78Ea4O


利用申請方法について
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GakuNin RDM利用までの流れ

• 申請の事前準備
• 機関毎のポリシー・ガイドラインの策定
• 学認フェデレーションへの参加(任意)  
• 利用機関内での機関長 or 部局長の承諾
• GakuNin RDM 連絡担当者の準備
• 機関ストレージの準備(任意)

I. GakuNin RDM申請手順
• コミュニティサポートシステム利用申請
• GakuNinRDMサービス利用申請

II. GakuNin RDM導入手続き
• GakuNin RDMとのIdPの接続
• 機関ストレージとの接続
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コミュニティサポートシステムの
利用申請はこちらから

https://community.nii.ac.jp/

利用申請
https://community.nii.ac.jp/

https://community.nii.ac.jp/


GakuNin RDMの利用申請方法

• GakuNin RDMは利用申請の申込み受付中です。まずは貴機関

の情報基盤センターまたは、情報システム部門のシステム導入のご担
当者様にご相談ください。

• 申込みはGakuNin RDMユーザサポートページのWeb申請フォーム

にて、貴機関のシステム担当部門のご担当者様から、お申し込みし
ていただく必要がございます。

• GakuNin RDMユーザサポートページ：
https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/display/gaku
ninrdmusers

• ご不明点・ご質問は下記のメールアドレスまでお問合せ下さい。

• GakuNin RDMユーザサポート rdm_support@nii.ac.jp
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https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/display/gakuninrdmusers
mailto:rdm_support@nii.ac.jp


まとめ

• 研究データ管理 GakuNin RDM サービス
• 正式サービス・24時間365日有人運用開始

• GakuNin RDM機能紹介
• 学認 IdP 連携、証跡管理、クラウドストレージ連携

• GakuNin RDMのデータポリシー

• GakuNin RDMデモ

• 利用機関数・利用申請方法について
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