
RUDA は、無料でご利用いただけます。
データの利用可能期間は、センターの承認日から翌年 3月 31 日までです。

Access to RUDA data is provided free of charge.
Data may be accessed until March 31 of the following year from the date of approval.

※データ利用についての詳細は RUDA の web サイトをご覧ください。
 *As for details, please visit RUDA online.

❶ web上からユーザ登録
User Registration 受託データの保管・公開

Storing or Publishing Deposit

❷ 郵送またはEメールによる利用申請
Usage application by postal or e-mail

❹ データのダウンロード
Data download

❸ 審査・承認
Review and approval

❺ 利用報告（成果提出）
Usage Report 

❻ 成果物があれば寄託者へ提案
Report to Depositor
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収集・提供するデータ
RUDA では、社会科学の個人研究者や研究者グループによる調査データの収集・公開に力を
入れています。全国規模の調査データだけでなく、地域規模の調査データの収集にも力を入
れており、また、経済学・経営学・社会学・政治学といった、あらゆる社会科学分野の調査デー
タを幅広く扱っています。

RUDA のデータ提供形態
RUDA では、利用者登録・データの提供をオンラインで行っています。データの利用申請は
E-mailもしくは書面で受け付け、内容を確認した後に個票データを提供します。所蔵するデー
タは、調査地域・調査名・調査主体・キーワード・研究分野などによる検索が可能で、調査
票も申請前に閲覧できます。

社会調査データアーカイブ ”RUDA”
立教大学の ”RUDA” は、2011 年 4月に公開をはじめた、統計的な社会調査のデータアーカ
イブです。RUDAの目的は、貴重な公共財産である社会調査の調査票・個票データを収集・
整理・保管し、学術的な二次分析といった研究目的での利用、および授業での教育利用のた
めに広く公開し、実証的な学術研究や教育を支援することです。

データ寄託のメリット
これまでに社会調査を実施した研究者の方は、ぜひ RUDA への寄託をご検討下さい。デー
タアーカイブにデータを寄託することは、あなたご自身の研究活動にとっても非常に大き
なメリットになります。たとえば、ご研究の学問的プレゼンスが高まり、ご研究の科学的
な価値が保証され、海外学術雑誌への投稿の道が広がります。また、データをいつでも使
える状態で保管できる事にもなります。

Social Research Data Archive: “RUDA”

Rikkyo University’s “RUDA” is a data archive of statistical social research that was made 
public in April 2011. RUDA collects, organizes and stores questionnaires and individual data 
from social research, which are valuable public properties. It widely publicizes this data for 
usage for research purposes such as academic secondary analysis, and for educational 
purposes such as usage in the classroom. Through this, RUDA aims to support empirical 
academic research and education.

Data to be Collected and Provided

At RUDA, much effort has been made to collect and publicize the survey data brought 
forward by individual researchers and study groups of social sciences. RUDA does not just 
handle survey data on a national scope, but also endeavors to collect data on a regional 
level. Furthermore, it covers a wide array of survey data in every conceivable area of social 
sciences such as economics, business administration, sociology, and political science.

Data Provision Method of RUDA

At RUDA, user registration and data provision is conducted online. Application for data 
access can be accepted either through e-mail or in writing, and once the details have been 
checked, individual data will be provided. The stored data can be searched by the survey 
region, survey name, survey body, keywords, and research area. Questionnaires can be 
viewed before applying for access.

The Benefits of Depositing Data

We highly recommend any scholars who have conducted social research to deposit data into 
RUDA. Depositing the data into the archive will lead to substantial benefits for your research 
activities. For example, your academic presence will be elevated, the scientific value of your 
study will be guaranteed and contribution to foreign academic journals will become more of 
a possibility. Furthermore, you will be able to store the data so that you are ready to use it at 
any moment. 

ruda_四校.indd   3-4 17/05/12   16:48


