
 FEB 2021 49 FEB 202148

グリーン OA 方針を維持するサイエンス誌
　一方、三つ目の巨頭であるサイエンス誌を出

版する米国科学振興協会（AAAS）は沈黙を保っ

ていましたが、2021 年 1月 15 日にその方針を

示しました。プラン S 対象国の研究者に限定し

て、サイエンス誌とその姉妹誌の計 6誌に掲載

される論文の著者最終稿に CC-BY または CC 

BY-ND のライセンスを付して公開することを認

めるそうです。これはプラン S が2020年 7月に

発表した「権利保持戦略」に沿った運用となっ

ています。

　サイエンス誌はこれまでも、いわゆるグリー

ン OA と呼ばれる方法で、著者最終稿を論文出

版直後に公開することを認めてきました。しか

し、プラン S の権利保持戦略が求めるオープン

ライセンスの付与は認めていませんでした。ま

た、著者最終稿の掲載先は個人のウェブサイト

あるいは機関リポジトリに限定されていました。

しかし今回の方針変更で、オープンライセンス

が付与可能となったほか、PubMed Central な

どの分野別リポジトリへの掲載も可能となりま

した。

　AAAS は、論文掲載料（APC）が高額になり

過ぎることを懸念し、あえてネイチャー誌やセ

ル誌のような OA 出版オプションを付すことは

避けました。研究予算にかかわらず、多様な研

究者に論文発表の機会を提供することを重視し

たとしています。

　また、今回の方針は一年間のパイロットとし

　2021年 1月のプラン S の発効に伴い、学術雑

誌界に動きが出ています。

高額な OA 出版オプションを設定する
トップジャーナル

　トップジャーナルの三巨頭のうちの一つ、ネ

イチャー誌が 120 万円（€ 9,500）の OA（オー

プンアクセス）出版オプションを設定したこと

は、昨年 12月号でご紹介しましたが、その後、

年内駆け込みのように、エルゼビア社がセル誌

の OA 出版オプションを発表しました。セル誌

は 107 万円（£7,800 ／€ 8,500 ／ $9,900）、その

姉妹誌は 96 万円（£7,000 ／€ 7,600 ／ $8,900）

だそうです。セル誌はライフサイエンス分野に

限定しているためか、ネイチャー誌より少し低

めに設定してきています。しかしそれでも、ネ

イチャー誌に便乗してギリギリまで高く設定し

ている様子がうかがえます。

　なおこれに伴い、セル誌とその姉妹誌は無事、

プラン S ウェブサイトの「転換雑誌」リストに

掲載されました。プランSの年初のプレスリリー

スに「エルゼビア社 160誌、プラン S の転換雑

誌として登録される」とあります。

✔ 船守美穂「ネイチャー誌とその姉妹誌、120 万円
の OA 出版オプションを設定」（本誌 2020 年 12
月号）

✔ CISION, “Elsevier expands Open Access options for 
Cell Press Journals from January 2021” (2020.12.18)

✔ cOAlition S, “160 Elsevier journals become Plan S 
aligned Transformative Journals” (2021.1.4)
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て行い、AAAS の購読料収入に大幅な減収が生

じなければ、プラン S 非対象国にも適用を拡大

する可能性を示唆しています。

✔ AAAS, “Focused on author choice & research quali-
ty, AAAS announces new OA policy” (2021.1.15)

✔ Nature, “Science family of journals announces 
change to open-access policy” (2021.1.15)

✔ Science, “Science journals to offer select authors 
open-access publishing for free” (2021.1.15)

プラン S、APC に上限を設けるか？
　「ネイチャー誌やセル誌の法外な論文掲載料

（APC）の設定は、プラン S が当初設けていた

APC の上限を撤廃した時から危惧されていた」

と、プラン S を設計した Robert-Jan Smits 氏（現

アイトホーフェン工科大学 学長）は述べていま

す。プラン S を発表した cOAlition S のディレ

クター Johan Rooryck 氏は、プラン S が出版社

に求める「価格透明性フレームワーク」により、

学術出版のコスト構造が明らかになることで、

購読料や APC などの価格設定が適正な額に落ち

着くことを期待するとしています。しかし、トッ

プジャーナルに論文を掲載する欲求は極めて高

いため、どんなに APC が高額でも、研究者はそ

れを負担するだろうという指摘もあります。

　それでも Rooryck 氏としては、APC に上限を

設けることは最後の手段としたい考えです。上

限を示すことで、それより安価な APC を設定し

ている雑誌が、上限ギリギリまで値上げするこ

とが危惧されるからです。実際、英国において

は 2012年、大学の授業料の上限が 9,000 ポンド

（130万円）と示された際、そのような現象が起

きました。

✔ Times Higher Education, “Plan S launches, but will 
it drive down publisher fees?”  (2021.1.13)

権利保持戦略に懸念を示す出版社
　その意味で、サイエンス誌の方針は良心的な

ものです。同様の方針をとる出版社もいくつか

あります。マサチューセッツ医学会は 2020 年

10月、The New England Journal of Medicine

（NEJM）について同様の方針を発表しました。

米国地球物理学連合（AGU）、米国細胞生物学

会（ASCB）、Microbiology Society、英国王立協

会も同様の方針です。 

　しかし、このプラン S の権利保持戦略に沿っ

た「エンバーゴ（公開猶予）期間ゼロのグリー

ン OA」について、強い懸念を示す出版社は少

なくありません。ケンブリッジ大学出版は、こ

のような方法により、購読誌の購読料収入が打

撃を受けると指摘しています。また、購読誌を

OA 誌に転換するために近年締結されている「転

換契約」にも悪影響が出る可能性を指摘してい

ます。購読誌であってもプラン S に適合できる

のであれば、大学があえて転換契約を結ばない

可能性があるからです。

　また、OA 学術出版協会（OASPA）に加盟す

る一部の出版社は、プラン S の権利保持戦略に

より、「確定版（Version of Record, VOR）」に比

べて信頼性の劣る「著者最終稿」が多数流通す

ることに懸念を示しています。著者最終稿が出

回ることで、他の研究者の研究成果の上に次の

成果を積み上げるという、学術の土台が崩壊す

る可能性があります。また、権利保持戦略によ

り、APC を負担することを好まない研究者がグ

リーン OA を選択する可能性が予想されますが、

グリーン OA は購読収入で維持される購読誌の

存在を前提としているため、恒久的な OA 出版

方法として適さないとも指摘しています。

　物理系の 16 学会も、“Achieving Greater 

Open Access in Physics” という共同声明におい
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て、これら学会が OA 誌の刊行やハイブリッド

誌の OA 誌への転換を通じて OA 比率の拡大に

寄与してきたことを強調しつつ、プラン S の権

利保持戦略が、ハイブリッド誌による高品質な

学術出版に悪影響を与える可能性を指摘してい

ます。また、ハイブリッド誌の維持・発展のた

めの支援の必要性を訴えています。

✔ Cambridge University Press, “CUP’s response to 
the Rights Retention Strategy from cOAlition S”  
(2020.10.19)

✔ OASPA, “Open post: The rise of immediate green 
OA undermines progress” (2020.12.4)

✔ Space Ref, “Physics-Related Professional Societies 
Support Open Access” (2020.12.15)

※ プランＳの権利保持戦略と価格透明性フレーム
ワークについては、下記をご参照ください。

✔ 船守美穂「プラン S 改訂版発表後の展開―日本は
プラン S に何を学ぶか？」NII テクニカルレポー
ト（2020.12）

プレプリントを義務化する eLife
　プラン Sの発効に伴う動きを多くの出版社が

見せる中、ライフサイエンス及び生物医学分野

の学術雑誌 eLife は、オープンリサーチに向け

た先進的な方針を2020年 12月に発表しました。

　「出版後に査読（“publish, then review”）」と

呼ばれるこのポリシーは、投稿される論文が

プレプリントとして事前に公開されているこ

とを求めます。この方針は、eLife が 2020 年

5～ 7月に査読した論文の 7割が、bioRxiv や

medRxiv、arXiv などのプレプリントサーバー

に掲載されていたという事実を受けています。

UC バークレーの生物学者で、eLife の編集長で

ある Michael Eisen 氏は、「残りの3割の研究者

についても、プレプリントに対して特別の反対

があるというよりは、これまでの慣習でプレプ

リントを公開していないだけであることが予想

される」と述べています。

　この「出版後に査読」モデルは、F1000 

Research においてもすでに採用されています。

ここでは全ての投稿論文が同プラットフォーム

に掲載されてから査読を受けます。査読を通過

しなかった論文は、同プラットフォームに掲載

され続けますが、PubMed などの外部論文検

索サービスには登録されません。これに対して

eLife では、査読を通過した論文のみを掲載しま

す。「馴染みのある出版スタイルを踏襲したほう

が、より多くの研究者を引き込むことができる」

と Eisen 氏は述べています。

　eLife のこの新しい方式は 2021 年 7月から正

式に開始予定で、それまでの半年は試行期間と

して位置づけられています。試行期間中、論文

投稿者は理由を述べれば、プレプリントの事前

掲載なしで論文を投稿することができます。

　ちなみに、F1000 Research は 2013 年の開始

当初から、主にライフサイエンス分野において、

米ゲイツ財団や英ウェルカム財団の助成を受け

た研究成果の迅速な公開のために用いられてき

ましたが、近年幅を広げ、他分野の学術出版に

も門戸を開いています。また、大学等機関の

学術出版のゲートウェイともなっており、ユニ

ヴァーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）や

ドイツのマックスプランク協会などもここに機

関のページを持っています。筑波大学も人文社

会学分野を中心に、ここにページを持つ予定と

しています。

　なお、F1000 Research を運営する Faculty of 

1000（略称 F1000）は、2020年 1月にテイラー・

アンド・フランシス・グループに買収されました。

近年の多角化の背景には、この買収があると想

定されます。
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eLife、査読内容の公開も予定
　eLife は、プレプリントの事前公開義務化とと

もに、投稿された論文の査読内容の公開も予定

しています。そのために、Sciety という、査読

内容を共有するためのプラットフォームを現在

開発中です。査読内容は、却下された論文につ

いても公開される予定です（ただし、却下され

た論文の著者は、当該論文が他の雑誌に採択に

なるまでなど、査読内容の公開を遅らせること

ができます）。

　査読者の名前は、匿名となる予定です。これは、

査読内容が査読者の名前付きで公開された場合

に仕返しされることを恐れる若手研究者などか

らの要望によるものです。査読者が匿名なのは

理想的ではないものの、出版社側は「認証され

た匿名性（authenticated anonymity）」により、

適切な査読者プールを形成することができると

Eisen 氏は述べています。

　「eLife の新しいモデルは、プレプリントの共

有、オープン査読、査読内容と紐付けられたプ

レプリントの公開をデフォルトとする『新しい

学術情報流通』への変革に向けて、大きく貢献

する」と、オランダのユトレヒト大学図書館員

Bianca Kramer 氏は指摘します。「同時に、こ

のモデルは eLife の学術雑誌としての高い厳選

性（selectivity）を維持します」。

　Eisen 氏は、論文の一義的な評価が掲載先の

雑誌で判断されることについても、問題を感じ

ています。このため同氏は、査読内容の公開ポ

リシーとともに、新しい評価指標も開発したい

としています。「論文の掲載先を、論文の価値を

決定づける一世一代の判断かのように重視する

人々の価値観を究極的には崩したい」と Eisen

氏は述べています。

　Eisen 氏は、OA 誌の PLOS を立ち上げたこ

とで知られています。また、研究助成機関が助

成した研究成果のプレプリントの公開を義務づ

けるべきという「プラン U」を提唱した 3名の

うちの 1名でもあります。eLife の編集長には

2019 年 3月に就任しており、今回の eLife の編

集方針の改革は、これまで同氏が OA 運動を通

じて培った理念を実現につなげるものです。

✔ Nature, “Open-access journal eLife announces ‘pre-
print first’ publishing model” (2020.12.15)

✔ miho チャネル「プラン S 改訂版、発効期限を 1
年延長 & プレプリント登録を義務化する『プラ
ン U』の提案」(2019.6.5)

Sci Hub のツイッターアカウントが削除
　一方、学術雑誌の海賊版サイト Sci Hub のツ

イッターアカウントが 2021年 1月初め、恒久的

に削除されました。ツイッターアカウントを通

して「偽造品」流通を促進しているというのが、

削除の表向きの理由です。

　この通知は、1月 6日にインドで行われた Sci 

Hub の法廷尋問の直後に発せられました。世界

の大手出版社 3社（エルゼビア社、ワイリー社、

米国化学会（ACS））が著作権侵害を理由に、イ

ンドにおける Sci Hub へのインターネットアク

セスのブロックを求めて 2020 年 12 月、提訴し

ていたのです。一方、Sci Hub のツイッターア

カウントには、「Sci Hub の必要性」に関するイ

ンドの研究者の声が多数寄せられていました。

　Sci Hub の創設者 Alexandra Elbakyan 氏は、

「Sci Hub のツイッターアカウントは主にオープ

ンサイエンスに関わる議論のために用いられて

おり、偽造品や著作物を流通させるためのアカ

ウントとは明白に異なる」と述べています。「Sci 

Hub のツイッターアカウントの削除は、何かの

間違いか、検閲行為（censorship）です」。ツイッ

ター社はこれについて、コメントを差し控えま
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した。

　Sci Hub はそのツイッターアカウントを 9年

前に開始し、18万人のフォロワーを得ています。

一方、Sci Hub のサイトには 2016 年の半年間

で 300万人のユニークユーザーがおり（サイエ

ンス誌記事より）、ツイッターアカウントのフォ

ロワー数はその足元にも及びません。なお Sci 

Hub のサイトでは現在、8,500 万本の論文がダ

ウンロード可能です。

　Sci Hub は、法廷で利用するために、ツイッ

ターアカウント上のインド人研究者の声を保存

してあります。しかし、米国やロシアを含む他

国における著作権の訴訟では、「Sci Hub が一般

の要求を満たすものである」という研究者から

の声も提訴内容を覆すことができず、Sci Hub

をブロックするという禁止令が出されています。

Sci Hub はそれでも、他国にサイトを移すなど

して法の目をくぐっていましたが、今度はイン

ドでも訴訟を起こされたわけです。訴訟を起こ

してる出版社は今回、「ダイナミックな包括命令

（“dynamic” blanket order）」を要求することを

通じて、複数のインターネットサービスプロバ

イダをブロックさせる構えです。

　次回の法廷尋問は 2月に延期されました。そ

の間 Sci Hub は、訴訟を起こした 3社からの論

文を新たにアップロードしないと約束しました。

✔ Science, “Twitter shuts down account of Sci-Hub, 
the pirated-papers website” (2021.1.13)

✔ TF, “Sci-Hub: Scientists, Academics, Teachers & 
Students Protest Blocking Lawsuit” (2021.1.5)

所　感
――プランＳ発効の効果

　年末から年始にかけて、次から次へと学術情
報流通関連のニュースが舞い込み、咀嚼するだ

けで一苦労でした。しかもここで紹介したよう
に、動きはプラン S への直接的な対応に関わる
ものだけではなく、プレプリントやオープン査
読、海賊版サイトにまで広がっているのです。
　一つ目の話題（トップジャーナル三巨頭の
APC 設定の判断と、プラン S の権利保持戦略に
対する出版社の反応）は、本年 1 月のプラン S
発効への直接の動きとして理解されます。それ
に対して二つ目の話題（eLife のプレプリント事
前掲載義務化と、査読内容公開の方針）は一見、
プラン S とは独立した話題のように見えます。
しかしこれらの方針発表が、プラン S により研
究成果のオープンアクセス化が強制的に進んだ
ことを機として捉えていることは明らかです。
Eisen 氏や一部の先進的な学術情報流通コミュニ
ティは以前から、このようなオープンリサーチ
の構想を抱いていました。
　三つ目の話題（海賊版サイトに対する著作権
侵害訴訟）は、プラン S が OA へと転換を図っ
ている「購読ベース」の学術情報流通モデルに
おける問題です。しかし出版社が、この購読ベー
スのビジネスモデルにこだわって、世界の果て
まで追っても Sci Hub の息の根を止めようとし
ていることが分かります。出版社は、プラン S
に対しては半ば諦めモードで、プラン S 対象国
の大学とは転換契約（購読料と OA 出版料を組
み合わせた「Read and Publish 契約」等）を結び、
OA 出版ベースのビジネスモデルへの移行を進
めているように見えますが、この事例を見ると、
プラン S 対象国の外では従来の購読モデルを死
守するつもりであることが分かります。
　その意味では、現段階では日本もプラン S に
賛同してしまったほうが、商業出版社の購読ベー
スのビジネスモデルの悪の手から逃れることが
少しでもできて、お得なようにも感じます。プ
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ラン S に賛同すれば、転換契約についても強気
で出版社と交渉できますし、権利保持戦略によ
り、国内に 800 以上はある機関リポジトリを活
用したグリーン OA を展開することもできます。
何よりも、これにより日本発の研究成果の OA
比率が上がり、国際的なヴィジビリティの向上
につながります。
――学術成果は誰のもの？

　それにしても、最後の参考文献として挙げ
た、「インドにおける Sci Hub の活動を許可すべ
き」とするインド人コミュニティによる嘆願書

（petition）は、（法的観点からは間違っているは
ずなのですが）思わず納得させられてしまうよ
うな説得力を持っています。
　Breakthrough Science Society（BSS）というと
ころが、研究者や大学教員、教師や学生を代弁
して、「情報を生産する者と、それを利用しよう
とする者の間の『情報の自由な流通』を阻止し
ようとする出版社の（誤った）努力に対して、
遺憾の意を表す」としています。曰く、

　エルゼビア社などの国際的な出版社は、納
税者の負担により生成された研究成果を彼ら
の私的財産かのように扱うビジネスモデルを
形成した。
　これらの知を生成する研究者や査読者たち
は出版社から報酬を受け取っていないのに、
これら出版社は購読ライセンスを、インド
はおろか、先進国の図書館ですら負担できな
いような法外な価格で世界の図書館に売りつ
け、膨大な棚ぼたの利益（windfall profit）を
得ている。
　購読ライセンスがない場合、研究者は一論
文をダウンロードするために 30 ～ 50 ドルを
支払わなければいけない。これはほとんどの

インド人研究者が負担できない額である。出
版社は、学術情報の流通を促進するのではな
く、絞め殺して（throttle）いる。
　 カ ザ フ ス タ ン の Alexandra Elbakyan 氏
は、学術論文や著作などの研究成果を彼女の
ウェブサイト Sci Hub で無償公開し、（中略）
Libgen（Library Genesis）も同様のサービス
を提供している。
　これらイニシアティブは、何らの倫理規範
も知的財産権も侵害していない。なぜなら、
これら研究成果の真の知的財産権者は、論文
著者と学術機関であるからである。
　我々は、科学と人文学の発展を阻害する、学
術情報のいかなるコモディティ化にも強く反対
する。知の促進の観点から、Sci Hub と Libgen
はインドでの活動を許可されるべきである。

　この嘆願書には署名ができるようになってい
るので、共感された方はぜひご署名ください。
○ “Make knowledge accessible to all. No to banning 

Sci-Hub and LibGen” で検索。

――オープンな学術情報流通に向けて

　学術情報流通は、それがどのようなビジネス

モデルあるいは政府負担モデル等により支えら

れるにせよ、今後、オープンな方向に進むこと

は間違いありません。インターネット上で情報

が自由に流通できる時代において、それが閉鎖

されていることのほうが不自然です。ましてや、

公的資金により生成された研究成果は、それを

生成した研究者と社会のものなのです。

　今一度、既存の制度の枠組みに縛られること

なく、学術成果が社会にオープンに共有された

場合のベネフィットを念頭に、新しい学術情報

流通のあり方を考える時期に来ているのではな

いでしょうか？　　　　　　　　　　　　 ■■


