
 

 

 

 
 
 

記録管理学会 2014 年度研究プロジェクト 

 

研究開発における 

文書・記録の管理にかかわる調査と提言 

 

 

 

 

 

 

2015 年 8 月 

 

 

プロジェクト・メンバー 

       山﨑 久道  【研究代表者】 
小川 千代子 
飯尾 淳 
関本 美知子 
李 東真 

 



 

1 

 

研究プロジェクト「研究開発における文書・記録の管理にかかわる調査と提言」 

―概要― 

 

はじめに―問題の所在 

わが国の研究開発においては、2014 年に明らかになった理化学研究所の STAP 問題に見

られるように、研究倫理の問題と研究におけるデータや記録の適正な管理、利用が大きな

問題になっている。しかるに、これまではこの問題について研究不正の防止の観点からの

研究が多く、記録管理の適正化という点から論じたものは少ない。今回は、最新の情報技

術の動向もにらみ、実際に研究を進める研究機関の立場からもこの問題をとらえ、記録管

理についての知見がこの問題にどのように貢献できるのかを検討した。 
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1. 研究開発と情報との関わり 

1.1. 研究開発と情報 

一般に研究開発において最も重要な点は、すぐれた能力を備えた研究者の存在である。

しかし、今日のように研究の対象が複雑化し、それを取り扱うべき技術や考え方の選択肢

も増大してくると、孤立的な研究者が単独で研究を進めることは、ほとんど不可能に近く

なってくる。特に、農業分野のように自然を対象にした実験の必要性があり、また化学、

生化学、医学、食品工学、経済学などの各分野の専門家の学際的協働が必要な分野におい

ては、特にこの点が重要である。 

しかも、研究すべきテーマは多数に上り、これを実行するのに充当できる時間や研究開

発資源（研究者、予算、施設、機器）は限られている。ここにおいて、研究を効率的に進

め、研究開発資源を効果的に配分・利用して、研究開発の生産性と質の面での向上を実現

する目的で、研究開発を効率的に企画・管理し、一方で個々の研究者や研究開発チームの

便宜を図る機能が必要になってくる。 

 これが、研究開発支援の考え方で、決して研究開発に対する補助機能ではない。したが

って、研究開発支援とは、研究開発全体の成果や効果を極大化するためのさまざまな機能

であると捉えるべきである。 

 研究開発支援機能の内容は、一般的には、研究管理、情報収集・検索、データ収集・解

析、開発設計支援、コミュニケーション支援、文章作成支援の各機能要素に分けられる。

研究業務との対応関係を示すとすると、表 1 の通りである。 

 

表 1 研究開発の段階と研究開発支援機能 

 

研究業務 研究開発支援業務 

研究過程の立案・決定  研究管理機能 

研究開発の遂行 情報収集・検索機能 

試験・実験・観察支援機能 

開発支援機能 

データ収集・解析機能 

コミュニケーション支援機能 

研究成果の発表・報告・普

及・指導 

文書作成支援機能 

コミュニケーション支援機能 

 

資料：山崎久道作成 

 

 研究管理機能としては、研究ニーズの的確な把握による研究課題の設定を支援する機能

と、研究の効率的な進捗を管理する機能が特に重要である。この機能に関しては、研究企
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画書、研究評価書、開発会議の議事録、進捗管理報告書、などの文書が作成される。 

 情報収集・検索機能としては、県内各研究機関における研究成果をデータベースとして

一元的に管理し、その共有化を進める機能と、設定された研究課題に対して、必要な情報

を国内、国外から効率よく収集する外部データベースの導入が重要である。この機能にお

いては、研究開発の直接的な資源として内部外部の資料・情報が利用される。    

 試験・実験・観察支援機能、及びデータ収集・解析機能としては、高度な科学技術計算、

シミュレーション、研究施設の自動管理、データ分析ツールの提供などの機能が重要であ

る。この機能に関連しては、研究開発資源としてのデータ集、実験結果報告書、ソフトウ

ェアのプログラム、ツールの使用説明書など、さまざまの文書、情報が作成,もしくは利用

される。 

 また、コミュニケーション支援機能としては、研究開発組織内の連絡、研究者同士の情

報交換、研究管理組織との連絡などのためのさまざまな通信機能が重要である。このため

には、電子メール、ソーシャルネットワーキングなどが重要である。 

 文書作成支援機能としては、研究開発報告書の作成やプレゼンテーションを支援する機

能が重要である。 

 

1.2. 研究と情報管理、記録管理 

こうしてみると、研究開発支援、あるいは研究開発そのものを効率的に進めるためには、

効率的・効果的な情報管理、記録管理が必要であることが明らかになる。 

  研究開発支援機能における記録管理の目的は、以下の 3 点に要約される。 

 

１）研究開発のありのままの状況を、記録し、研究開発が適正に行われていることを証

拠立てる。 

２）研究開発を進める際に、研究者間での情報の共有を図る。 

３）研究開発によって得られたデータや知見を、他の人達、社会に活用してもらう。 

 

今回の理化学研究所による STAP 細胞のケースでは、もっぱら１）の点が問題にされ、

２）についても疑問視されていた。３）については、あまり明示的に取り上げられること

は、なかったようである。１）の点は、「研究不正」ないしは、「研究不正の抑止」という

点に結びついている。 

日本学術会議は、2013 年 12 月に「研究活動における不正の防止策と事後措置―化学の

健全性向上のために―」（日本学術会議 科学研究における健全性の向上に関する検討委員

会）という提言を公表して、この点に警鐘を鳴らしている。時あたかも、問題の STAP 細

胞論文が載った Nature 誌の発行の一月前であった。この提言は、新規性はあまりなく、こ

れに先立つこと一年、2013 年 1 月に公表された声明「科学者の行動規範改訂版」（日本学

術会議）で述べられた点を確認するものになっていた。記録管理や情報の取り扱いの面で
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関係するのは、どちらの文書においても、「行動規範」の７に書かれた以下の点であろう。 

 

Ⅱ．公正な研究 

７．科学者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本

規範の趣旨に沿って誠実に行動する。科学者は研究成果を論文などで公表することで、

各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。

研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不

正行為を為さず、また加担しない。 

 

この条文は、以下の 3 つの文からなっている。（下線は引用者による） 

 

A) 科学者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の

趣旨に沿って誠実に行動する。 

B) 科学者は研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認

知を得るとともに責任を負わなければならない。 

C) 研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不

正行為を為さず、また加担しない。 

 

A)は、研究における記録管理のプロセスを示して、そこでの倫理性を求めたものであり、

上記１）に関連する。B)は、研究成果における責任の所在について述べており、上記３）

の点に関連する。C）は、研究における記録管理全体について、あるべき行動について示し

ている。 

この点を見ると、今回の STAP 騒動は、A)、B)、C)のいずれにおいても、逸脱や違反があ

り、記録管理の点から見ても１）、２）、３）のすべてにおいて、問題があったといわざる

を得ない。 

 

2. 現場の記録管理等にかかわる対応策 

2.1. 既存の行動規範、とくに学術会議の文書について 

記録管理とアーカイブの世界では：ARMA Internationalが“Code of Ethics”、ICA国際

文書館評議会「アーキビストの倫理綱領」（邦訳は全史料協 HP）。図書館界では：日本図書

館協会「図書館員のための倫理綱領」。博物館では：日本博物館協会「博物館の原則」及び

「博物館関係者の行動規範」などがある。これらは、いずれも資料と利用者を守ることを

目指している。 

科学者のための行動規範に関してみると、日本学術会議が 21 世紀初頭以来、検討を重ね

ている。日本学術会議が発表した文書を発行順に眺めてみると、研究者の不正防止、捏造
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改竄阻止など、行動規制を意図したものから次第に誠実な科学者の育成を意図するものへ

と変化していることがわかる。（表 2） 

 

表 2 日本学術会議科学における不正行為対応の足跡 2003～2013 

 

平成15（2003）年6月

24 日 

18 期日本学術会議学術と社会常置委員会報告『科学における不正行為とその防止について』 

平成16（2004）年3月 『対外報告リーフレット Vol.1 科学における不正行為とその防止について』 

平成17（2005）年7月

21 日 

『科学におけるミスコンダクトの現状と対策 科学者コミュニティの自律に向けて』 

平成18（2006）年4月

11 日 

科学者の行動規範 （暫定版）平成 18 年 4 月 11 日 日本学術会議 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/siryo/attach/1334855.htm  

(2015-01-17 確認) http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kodo/bessi1.pdf（2015－02－07 確認） 

平成 18（2006）年 10

月 

『声明 科学者の行動規範について』 

日本学術会議科学者の行動規範に関する検討委員会 

平成25（2013）年1月

25 日 

「声明 科学者の行動規範－改訂版－」 

平成 26（2014）年 11

月 

暫定版 科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得‐ 

日本学術振興会 「科学の健全な発展のために」編集委員会 

http://www.jsps.go.jp/pablications/data/rinri_j.pdf（2014-12-12 確認） 

(小川千代子作成) 

 

日本学術会議は、科学者の行動規範関連文書をいくつも策定しているが、記録・保存・

取扱いに関する表現では，以下の 3 つの不変のキーワードがある。 

 

 「誠実に行動」する 

 「研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底」 

 「ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない」 

 

2006年 4月の暫定版以来、一貫して登場するのが、「研究・調査データの記録保存や厳正

な取扱いを徹底し」の表現である。具体的には、「誠実に行動」する、「研究・調査データ

の記録保存や厳正な取扱いを徹底」、「ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、ま

た加担しない」。つまり、科学研究において、記録すること、記録を保存すること、保存し

た記録は厳重な取扱いをすることが、公正な研究活動を支える作業方法であることが、示

されている。 

では、「研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し」という文言は、具体的な

作業として何をなすべきかが次の問題である。ここでは、とりあえず実験ノートの書き方

をとりあげる。この場合、以下のような項目が考察の対象となる。 

 

・ノートを書く作業に関する提言項目：場面／記入すべき事項／ノートの記述を書き間

違えたら／書き終えたら 
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・取扱いに関する提言項目：ノートの所在・存在並びにノートに記入された情報の管理

／ノートの保存保管と厳正な取扱い／ノート出納簿 

・物理的保管・保存に関する提言項目：ノート登録台帳／ノート収納什器 

 

ここから、一つの実践的指針の例として、「実験ノートは台帳で管理せよ！」という考え

を導くことができる。 

 

2.2. 研究開発における記録管理に関する提言発出の必要性 

いずれにせよ、記録管理を研究開発の中で根付かせるためには、文書・記録の管理の技

法と理念を体系化して示すことが必要であろう。これは、なかなか難しい課題である。と

いうのは、研究における記録管理の推進は、研究環境がそもそも千差万別であることもあ

って、研究現場では日常業務に根ざした OJT慣行が頼りだからである。ただし、比較的若

い指導者には、マニュアル化の努力が見える。 

他方、実験ノートは、特許出願や論文作成の際の根拠資料であり、重要な知的財産とし

ても位置付けられるものである。したがって、研究者が日常的に扱う実験ノートやデータ

の「記録管理・保存および厳正な取扱い」の基礎的な技法とその根拠となる理念に関して

は、科学的体系的に整理し、若い研究者たちにはこれを学ぶ機会を設けるようにするのが

望ましいと考えられる。 

 

2.3. 学振暫定版の存在 

もう一つの指針として、日本学術振興会が 2014 年 11 月に発表した『暫定版 科学の健

全な発展のために－誠実な科学者の心得‐』（以下、学振暫定版）がある。そこでは、科学

者が誠実な人々であることを前提に、それまでの行動規範策定など社会の中の科学者像が

不正や虚偽など負のイメージから、本来あるべき正のイメージに戻ろうとしている動きが

見てとれる。そこでは、21 世紀初頭に相次いだ、科学者による多くの不正行為の発覚によ

り、不正行為防止と不正の是正を目指していることがわかる。 

たとえば、不正は必ずしも意図的ではないという認識に立ち、ミスコンダクト(間違った

行動)の存在を認め、そこからミスコンダクトの防止の検討や、ミスコンダクトを避けるた

め科学者の行動規範の策定を目指すとともに、規範に基づき行動する科学者像（＝誠実な

科学者）を描き出すため、誠実な科学者としての心得を発表しているのは、興味深い。 

ところで、学振暫定版には、研究ノートの作り方など文書・記録管理の記述が含まれて

いて、市販のコクヨ「研究調査ノート」（下図。商品名：コクヨ 研究記録用ノート リサー

チラボノート エントリーモデル A4 52 枚 ノノ-LBB205S ）を紹介している点は注目に値

する。 

コクヨ「研究調査ノート」は、表紙裏、及び扉に「記入上の注意」「ノートへの記入例」

が印刷されており、これで実験ノートに記録を記載する場合の方法や注意事項は、コンピ
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ュータによるデータの記録作成に触れていないことを除けば、ほぼ網羅されており、マニ

ュアルとしても十分有用であると見られるからである。 

 

図１：コクヨ 研究記録用ノート（リサーチラボノート エントリーモデル A4 52 枚 ノノ

-LBB205S）表紙 

 

実験ノートに記録することは、以上のような行動規範を現実のものにする上で、重要な

意義がある。その流れで、実験ノートを「操作ミス防止&作業の証拠残し」のためのログブ

ックにすることを提唱する意見がある。 

通常の実験作業の進行では「想定外」の事象などにも対応する方法を目指している。実

験で得られる大量の生データは、すべて電子データであり、時系列で記入することと、一

連の実験が分断しないようにする実験作業進行は、両立できないし、一つの実験で考察に

至らないことがある。そこで、実験ノートの記入項目を、従来の紙媒体一辺倒の実験ノー

トの電子化をもにらんで，以下の 8 項目にまとめる構想もある。 

 

①実験番号、②日付、③プロトコル(実施したらチェックをいれるなど)、④試薬・機器の

情報、⑤測定条件、⑥測定条件、⑦測定データ(生データ)の所在（パソコン上ならパスやア

ドレス）、⑧その他実験中に起こったことのメモ 

 

実験ノートの電子化を考えるとき、電子情報のセキュリティ等技術上の問題解決も避け

て通れない問題ではあるが、なお進展が待たれるところである。 
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2.4. 現場で重要なことは何かとすぐに採用すべき文書記録管理の技法 

記録の重要性が認識されたとしても、現実に仕事をする場合、特に科学研究者の研究の

場合、研究記録の作成と作成した研究記録の保管・保存をどうするのか，が問題となる。 

本研究プロジェクトでは、科学研究という分野に身を置く人々が、その業務の中で用い

る文書・記録管理とどのように向き合っているのかを把握し、記録管理学会の立場から文

書・記録管理との付き合い方を紹介しようとするところにある。 

研究過程の記録、研究ノートの作成と保管、実験データの蓄積と保存、研究成果の発表

と形式など、さまざまなステージにおいて記録や文書の管理が問題となる。 

以下のような点を、とりあえずのノウハウとして示しておく。 

 

（１）ノートを書くとき： 

落ち着いて、文字は丁寧に、他の人に読んでもらうつもりで書く 

頁全体をバランスよく 空間を生かしたレイアウトを心がける 

ペン、ボールペンなど、消えない筆記用品を使う 

（２）記入すべき事項： 

年月日、 名前（フルネーム）、その日のテーマ（プロトコル）、その日の作業と成果（プ

ロトコルにチェックを入れる）、 その日の発見、その日の所感 

（３）ノートの記述を書き間違えたら 

書き間違えたら二重線と訂正印、欄外に正しい記述を書く 

書き終えたときにノートの当該頁に余白ができたら「以下余白」と記入 

書き終えたら、確認者の欄に署名と署名日の記入をしてもらう。（記録日からできるだけ

早めにしてもらう。） 

 以上いくつかの実験ノートの書き方手引きに共通する事項を紹介した。ここで、実験ノ

ートが組織の共有財産であることに着眼しつつ、すでに紹介した手引書の共通項目をまと

めておく。 

 

■実験ノートの所在・存在並びにノートに記入された情報は組織的に管理する 

ノートには、研究調査のデータを記録する。 

データや研究・調査の成果が記録されたノートは、研究者個人の所有物ではなく、研究

組織に所有権がある。その意味で、ノートは組織の財産として管理する必要がある。 

ノートには、研究調査の成果の根拠となる情報が記録されているので、部外者が見るこ

とにより情報漏えいが発生し、損害を被る可能性がある。したがって、ノートにアクセス

できる人物をあらかじめ決めておくなど、情報を管理するためのルールを作り、これに沿

った厳正な取扱いをするなどの方策を講じる必要がある。 

■実験ノートの保存と厳正な取扱いを確実に行うため、登録台帳と出納簿を用いる 

ノートの管理のためノート登録台帳とノート出納簿を置く。 
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ノートを閲覧できるのはだれかをあらかじめ決めておく。(閲覧権限)  

一日の作業とノートへの記録が終わったら、所定の場所にノートを収納する。 

ノートの収納場所は、カギのかかる什器がよい。 

○ノート出納簿 

ノートの出納に関しては、ノート記入者がその都度ノートの出納記録簿に記録する。 

ノートは常に記入する人の手近なところに置く。 

○ノート登録台帳 

使用するノートには番号を付与し、ノートの登録台帳に番号順に登録する。 

 台帳には、ノートの番号、使い始めと使い終わりの日付、使う人の名前、所属組織名、

プロジェクト名やチーム名など、その実験ノートの内容がどの組織のどのようなプロジェ

クトに位置付けられているものであるまでを追跡できるような情報を記入しておくのがい

い 

 

2.5. 文書・記録の管理の技法と理念の体系化の必要性  

これまでの記述で、既存の研究者の記録管理のための行動指針を確認し、さらに研究者

らの日常業務としての実験ノートへの記入方法と、実験ノートそのものの管理方法が、現

状では OJT による慣行の習得によっていることを見た。研究環境がそもそも千差万別であ

ることを考えれば、実験ノートの記入や管理について OJT による慣行習得によるというの

は当然ではある。 

 他方、実験ノートが、特許出願や論文作成の際に根拠資料であり、重要な知的財産と

しても位置付けられるものである。したがって、研究者が日常的に扱う実験ノートやデー

タの「記録管理・保存および厳正な取扱い」の基礎的な技法とその根拠となる理念に関し

ては、科学的体系的に整理し、若い研究者たちにはこれを学ぶ機会を設けるようにするの

が望ましいと考える。その際に、基本となる考え方を示せば、以下のようになる。 

 

 「ノートとは共有財産」という意識を、研究者全員が持つ。 

 ノート管理のため台帳と出納簿を備え、専用什器に収納する。 

 定期的にノート監査を実施する。 

 ノートの取扱いは、あらかじめ指定したノート管理担当者が指導する。 

ノートの記入方法は、知財管理担当者が指導する。 

 

つまり、ノート作成が、重要な業務であることを認識し、その扱いには慎重を期して当

たることが大事である。       
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3. 結論と提言 

3.1. 研究開発支援機能における記録管理の目的 

第 1 章で記したように，研究開発プロセスにおいて，記録管理の目的は，以下の三点に

集約されよう。 

 

１）研究開発のありのままの状況を，記録し，研究開発が適正に行われていることを証

拠立てる。（「誠実さの証明機能」） 

２）研究開発を進める際に，研究者間での情報の共有を図る。（「情報の共有機能」） 

３）研究開発によって得られたデータや知見を，他の人達，社会に活用してもらう。（「社

会還元の手段機能」） 

 

１）は，日本学術会議その他の文書で，等しく言及されているように（第 5 章参照），「誠

実に」研究に取り組んでいることを，文書や記録の面から明らかにできるようにする機能

である。せっかくまじめに正直に研究に取り組んでいたとしても，その証拠が存在し，そ

れを提示できなければ，たんなる空念仏に終わってしまう。 

２）は，研究者間のコミュニケーションのための機能である。現代の研究は，個人より

もチームで行う研究が主流である。そこでは，研究の進行状況について，チーム全員が共

通認識を持っていることが求められる。もし，その点で何らかの齟齬があれば，研究全体

の信頼性や進行そのものに重大な瑕疵を生じさせることになりかねない。 

３）は，研究の「社会性」を確保するための機能である。研究結果やその研究が社会に

もたらすであろう波及効果や恩恵について，明確に説明できなければ，公的資金を原資と

する研究としては，その資格を問われることになる。 

つまり，研究における記録管理は，「誠実さの証明」「情報の共有」「社会還元の手段」と

いう三つのきわめて重要な機能を担っていることが分かる。 

 

3.2. 研究開発と記録管理に関する提言―何が必要か― 

最後に，本プロジェクトの結論として，以下の点が重要であることを，示したい。記録

管理学会は，こうした方向に向けて行動を起こすべきである。 

 

（1） 科学の手法の変遷や研究分野の特徴に見合った情報の管理の必要性を追究する。 

（2） 情報通信技術の進化を見据えて，データ取扱いの技術的側面と倫理的側面の検討

と研究における情報取扱いのガイドラインの作成を行う。 

（3） 研究現場での「アーカイブ」概念の意義と必要性を啓蒙する。 

（4） 実務面での実験ノートや研究ノートの作成・管理などの実践的手法の提唱と普及

に着手する。 

（5） 研究開発を効果的に支援できる「理系分野に強い」データ管理，記録管理の専門
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家の育成を目指す。 

（6） 記録管理を実行することが研究の不正防止のみならず，効率や品質の向上に資す

ることを証明して，そのことを社会に広く周知する 

 

（1） 科学の手法の変遷や研究分野の特徴に見合った情報の管理の必要性を追究する。 

 科学は，いろいろな段階を経て変遷してきている。それにともないさまざまな研究分野

や研究手法が登場している。そうした分野や研究手法の特性を踏まえて，それにふさわし

い情報管理や記録管理の手法があり得る。電子化やコンピュータの活用が進めば，それに

合わせることが必要であるし，それぞれの研究分野の特性に見合ったきめ細かい情報の扱

いと保管が必要である。 

（2） 情報通信技術の進化を見据えて，データ取扱いの技術的側面と倫理的側面の検討

と研究における情報取扱いのガイドラインの作成を行う。 

 近年におけるコンピュータやネットワークの進展は顕著であり，そうしたことが研究の

手法やコンセプトについて大きな影響を与えており，そうした点を盛り込んだ情報処理の

方法が求められる。さらに，こうした膨大なデータの取扱においては，個人情報などをは

じめとする倫理的側面について考慮を払うことが避けて通れない課題となっている。 

（3） 研究現場での「アーカイブ」概念の意義と必要性を啓蒙する。 

 研究者の間に「アーカイブ」，つまりデータ・情報・資料・記録といったものを保管，保

存することの意義についての理解が貧弱な点を解消しなくてはならない。これには，情報

担当者の，地道で絶えざる働きかけが必要であろう。 

（4） 実務面での実験ノートや研究ノートの作成・管理などの実践的手法の提唱と普及

に着手する。 

 記録管理の実践的手法を，とりあえず導入することも必要である。その意味で，実験ノ

ートや研究ノートの整備については，学術コミュニティでも一定の合意が得られているの

で，採用することが比較的容易であると思われる。こうした点から進んで，研究における

本格的でフルスケールの記録管理が導入されるよう努力することが必要である。 

（5） 研究開発を効果的に支援できる「理系分野に強い」データ管理，記録管理の専門

家の育成を目指す。 

 これまで，記録管理の専門家であるレコードマネージャーやアーキビストは，どちらか

というと経済・産業や歴史などの人文社会科学分野に知識をもつ人材が多かったように思

われる。人文社会科学や自然科学や大規模なエンジニアリングに対するチェック効果を果

たす点は期待されるが，自然科学や工学に一定の知識を有する情報の専門家を育成・配備

することも喫緊の課題である。 

（6） 記録管理を実行することが研究の不正防止のみならず，効率や品質の向上に資す

ることを証明して，そのことを社会に広く周知する 

 第 2 章で述べたように，目下のところ，研究管理の最大の課題は，「研究不正の防止」で
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ある。研究における記録管理の充実は，もちろん，研究不正の抑止にも大きな効果がある

と期待されるが，優れた研究を生み出す必要条件として，研究そのものの効果や効率の向

上に資する点があると考えられる。ただし，この点については，なお十分や議論や成果が

提出できているとは言いがたい面があるので，われわれ専門家の集中的な関与と努力が必

要であろう。 

  

最も大事なことは，過去の記録をきちんと残して，誠実に研究開発に向き合ったことを

証明するとともに，そこで得られたデータや情報を，他の誰もが検証・利用・発展させる

ことができるような技術的枠組みによって，記録管理の専門家がこれを管理することであ

る。 

以上 
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