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APC のディスカウントは 15％であるのに対し

て、両誌のディスカウントは 10％です。また、

両誌における OA 出版は、契約期間 3年目以降

の予定とされています（ただし、この開始を前

倒しにすることも検討されています）。

　論文出版において発生する APC は原則、大

学と研究者の両者で負担します（multi-payer 

model）。カリフォルニア大学がはじめの 1,000

ドルを負担し、不足が生じた場合、研究者が残

りを負担します。研究助成を得ていない研究者

については、大学が全額負担します（ただしこ

の適用も、Cell 誌と Lancet 誌については契約

期間 3年目以降です）。

　研究者が負担する分も合わせて考えると、カ

リフォルニア大学がエルゼビア社に対して負担

する額は、契約金額の 1,100 万ドルではなく、

1,800 万ドルに上ると推定されています。転換

契約は購読契約に比べて一般に、論文を多く生

産する研究大学において大幅な負担増を意味し

ますが、カリフォルニア大学はこの増額分を研

究者が獲得している競争的資金に依存すること

としました。

　カリフォルニア大学は全米論文生産の約 1割

を担うため、この契約は全米最大規模の OA 出

版契約と称されています。また、エルゼビア社

の雑誌における論文掲載は、同大学の総論文生

産の 17％を占めるため、カリフォルニア大学は

その目標とする「全論文の OA 出版」に向けて

大きく歩を進めたことになります。同大学は、

　カリフォルニア大学は、2021 年 3 月 16 日、

エルゼビア社との転換契約を発表しました。

2019年 2月に契約交渉が決裂して以来、カリフォ

ルニア大学の研究者は 2年以上、エルゼビア社

の学術雑誌へのアクセスがありませんでしたが、

契約期間開始の 4月 1日から再び、アクセスが

可能となります。また、同社のハイブリッド誌

およびオープンアクセス（OA）誌に掲載された

カリフォルニア大学研究者の論文は、基本的に

全て OA 出版されます。同社雑誌の論文掲載料

（APC）は、本契約によりディスカウント価格

となります。契約期間は、2021 年 4月 1日から

2025年 3月 31日までの 4年間です。

　この契約は “pay to publish model” と呼ばれ、

契約金額は論文投稿数をベースとしており、年

間約 1,100 万ドルです。これはカリフォルニア

大学が 2018年に購読料として負担していた額と

ほぼ同額で、今後毎年 2.6％ずつ上昇する予定

です。カリフォルニア大学によると、この契約は、

同大学が 2018年にエルゼビア社と締結していた

購読契約に APC 分を合わせた額より 7％の経費

削減となるそうです。

　この契約は、エルゼビア社のトップジャーナ

ルである Cell 誌と Lancet 誌を含むことで注目

されます。世界の転換契約において、大手学術

出版社のトップジャーナルは契約から除外され

ています。しかし、カリフォルニア大学とエル

ゼビア社との契約においても、両誌は例外的な

扱いとなっています。一般の学術雑誌における
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エルゼビア社を含めすでに 9社と転換契約を締

結しており、生産する全論文の約 3割が OA と

なる見通しです。現在、さらに 5社と転換契約

に向けて交渉をしており、数年後には全論文の

約7割を OA とする予定です。

　転換契約（transformative agreement）は、

2020年までに全ての学術雑誌の OA 化を目指す

イニシアチブ“OA2020”により提唱され、参加

機関から研究助成を得ている全ての研究者に対

し論文の即時 OA を義務づける「プラン S」に

より、ここ数年で強く推進されている契約形態

です。従来、機関により負担されていた購読料と、

研究者により負担されていた APC を機関契約に

一本化し、機関の生産する論文を全て OA 出版

することで、OA 出版される論文の比率を徐々

に高めます。世界の主要国の主要機関が転換契

約を結ぶことで、世界の論文の大部分が OA 出

版され、そのためにかかるコストが購読料では

なく APC で負担されることを目標としていま

す。

　転換契約は欧州を中心に展開されているイニ

シアティブであるため、カリフォルニア大学の

動きは米国内では異例です。カリフォルニア大

学が 2019年にエルゼビア社と決裂した際は、米

国の多くの大学が賛意を評しましたが、その後

も転換契約に向けて交渉する大学は少なく、近

年はむしろ、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う財務悪化により購読契約を解約する動きが

広がっています。一方、カリフォルニア大学

と同様に OA 出版を推進する MIT は、今回の

APC に基づく契約形態が経済的に恵まれない国

や機関の研究者を排除する危険性について懸念

を示しています。

　なお、カリフォルニア大学と同様にエルゼビ

ア社と 2017 年に契約決裂し、全国的にすでに 3

年以上、エルゼビア社の雑誌へのアクセスがな

いドイツの動きが注目されています。エルゼビ

ア社は、ドイツと契約決裂した後、プラン S 対

象国を中心に転換契約を 9ヵ国と締結し、経験

を積んだ上で、2020 年 6月、カリフォルニア大

学に対して契約再開を求めてきました。ドイツ

もカリフォルニア大学と並んで大口顧客のため、

水面下で契約交渉を開始していると目されてい

ます。

○カリフォルニア大学からの発表

✔ University of California Press Room, “UC secures 
landmark open access deal with world’s largest sci-
entific publisher” (2021.3.16)

✔ Berkeley News, “UC’s deal with Elsevier: What it 
took, what it means, why it matters” (2021.3.16)

✔ Berkeley Library News, “Breaking: University of 
California strikes landmark open access deal with 
publishing giant Elsevier” (2021.3.16)

✔ Office of Scholarly Communication, University of 
California, “UC and Elsevier” (2021.3.16)

○各種メディア発表

✔ The Daily Californian, “UC strikes deal with Elsevi-
er to increase research accessibility” (2021.3.18)

✔ Los Angeles Times, “Column: UC achieves another 
big win in its long battle with major scientific pub-
lishers” (2021.3.16)

✔ Science, “California universities and Elsevier make 
up, ink big open-access deal” (2021.3.16)

✔ Chemistry World, “University of California and El-
sevier finally reach open access deal” (2021.3.18)

○関連情報

✔ miho チャネル「トップジャーナル、プラン S を
批判 & カリフォルニア大学、エルゼビア社と交
渉決裂」(2019.3.1)
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所　感
　カリフォルニア大学とエルゼビア社の転換契
約の成立は、各種メディアにおいて報じ立てら
れました。各メディアで報じる力点が少し異な
るため、ここではそれらを総合して、事実関係
を記述しました。
　以下の所感では、カリフォルニア大学が契約
にあたり適用した “multi-payer model” と、今
後の世界の OA 出版の行方に着目して論じたい
と思います。

―― Multi-payer model の利点と適用可能性

　カリフォルニア大学はエルゼビア社との転換
契約を締結する上で、大学と研究者の共同負担
という方法（multi-payer model）を採りました。
そのようにしないと、OA 出版契約（＝転換契
約）を負担しきれないためです。従来型の購読
ベースの契約形態は、「学術情報の流通に関わる
コスト」を、学術雑誌を購読する世界のあらゆ
る機関で分散して負担できますが、OA 出版契
約は論文の生産数に応じてコストを負担するた
め、論文生産数の多い研究大学に負担が集中し
ます。カリフォルニア大学の場合は、購読料と
してこれまで負担していた 1,100 万ドルが、OA
出版契約に切り替えることで 1,800 万ドル超に
なります。これでは、これまでの図書館予算で
は負担しきれないため、従来から APC が研究者
の競争的資金の研究費により負担されていたこ
とに鑑み、引き続き研究者にも負担を請うこと
となりました。

　転換契約の進む欧州では、プラン S により、
研究助成機関や学術機関が APC を負担すること
となっているので、研究者が APC を負担するこ
とは想定されていません。また、欧州は米国に
比べると大学間の研究力の違いがそれほど大き
くなく、さらに、機関単位ではなく国レベルの
コンソーシアムで出版社との契約がなされるこ
とが多いため、転換契約においても機関間の負
担の差を和らげるクッションが何段階かあるの
でしょう。
　カリフォルニア大学は 2016 年に、APC に基
づく OA 出版契約の負担可能性をアンドリュー・
W・メロン財団の支援を得て調査しており、そ
の調査結果の発表において、「カリフォルニア大
学は OA 出版を追求したいと考えているが、米
国は従前からグリーン OA１）路線であるのに対
して、英国を含む欧州はゴールド OA２）路線で
あり、両者を同時に満たすことはできないため

（we cannot have both）、OA 出版契約を可能と
する方法を検討した」と述べています。Multi-
payer model は、この調査の結果として考案され
たものです。
✔ Coalition for Networked Information, cni, “The 

Cost of Open Access to Journals: Pay It Forward 
Project Findings” (2016.12.12-13)

　カリフォルニア大学は、エルゼビア社との転
換契約において研究者にも負担を求めたことに
ついて、大学が全額負担不能なやむにやまれな
い事情の結果とするのではなく、研究者にも負
担を求めることで（have skin in the game）、研究
者のコスト意識に訴えつつ、APC の上昇を防ぐ

１）
グリーンＯＡ：論文の著者最終稿を機関リポジトリなどオンラインのデータベースで公開します。なお、印刷版は
出版社に著作権があるため流通させることはできません。

２）
ゴールドＯＡ：論文が出版されると同時に OA で提供される「OA 雑誌」を新たに創設します。OA 雑誌の場合、
購読料は得られないので、出版にかかるコストは著者からの論文掲載料（APC）で賄います。
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のに有効な手段と評しています。研究者が APC
を一部負担することで、雑誌の権威性だけでな
く、APC の価格も考慮に入れて論文投稿先を決
めるため、雑誌間に価格面の競争が生じ、学術
雑誌の APC が中長期的には引き下げられること
が期待されています。
　また、欧州の OA 出版契約では機関が APC を
負担するため、研究者の論文投稿を特定の出版
社の雑誌に誘導してしまうことが懸念されてい
ますが、multi-payer model では研究者にも一定
の負担を求めることから、それほど強い誘導作
用が働かず、「学問の自由」を侵害するおそれも
さほどないとしています。ちなみに、カリフォ
ルニア大学による APC の最初の 1,000 ドルの負
担は、エルゼビア社の雑誌だけでなく、同大学
が転換契約を締結した他社の学術雑誌における
論文掲載においても適用されます。
✔ Office of Scholarly Communication, University of 

California, “An introductory guide to the UC model 
transformative agreement”

　一方、イリノイ大学アーバナシャンペン校の
Lisa Janicke Hinchliffe 氏は、学術情報流通にお
いて定評のある情報誌「Scholarly Kitchen」に
おいて、multi-payer model について、出版社に
大学が機関として負担可能な額を超えて収入を
得る道を開いたと懸念を表しています。また、
この方式において研究者が今後、どのような行
動をとるかは未知数であるとしています。しか
し、購読契約の下、研究者が APC を研究費から
100％負担した場合に比べて、今回のカリフォル
ニア大学の転換契約が 7％の経費削減につなが
るというメリットがあったことは認めています。
✔ Scholarly Kitchen, “The Biggest Big Deal” 

(2021.3.16)

　カリフォルニア大学としては、OA 出版を推

進するという目標を立てた上で、現実的に実現
可能な方法を編み出したということでしょう。
カリフォルニア大学のプレスリリース（前記一
番初めに紹介した参考文献）によると、エルゼ
ビア社との転換契約は教員によって支持された
次の二つの目標を満たすそうです。
①同大学の研究に対してユニバーサルな OA を

確保すること
②機関負担の購読料と研究者負担の APC を一つ

の契約にまとめることにより、負担総額を削
減すること

　日本は米国と同様、グリーン OA を推進して
おり、現段階において研究助成機関は OA 出版
を推奨しているものの、APC を研究費の枠外で
補助するといったゴールド OA にまではコミッ
トしていません。また、日本も米国と同様、大
学の多様性の幅が大きく、OA 出版契約に移行
した際に、一部の研究大学に負担が集中します。
大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の
試算によると、研究大学を中心に、日本の大学
40 校弱において負担が増す可能性があるそうで
す。研究大学は転換契約を通じて恩恵を得る可
能性のある大学群であるにもかかわらず、転換
契約の契約額がこれまでの購読契約の機関負担
額を上回るために、機関のみが契約総額を負担
する場合、予算的に契約締結が困難です。
　無論、Hinchliffe 氏が懸念するように、転換契
約を通じて、研究者の競争的資金の研究費まで
出版社に吸い取られないようにするのは、一つ
の見識です。しかし、研究者の研究費はすでに、
機関と出版社との契約から独立し APC として支
出されているのです。このため、現在負担して
いる「機関負担の購読料と研究者負担の APC の
総額」より契約金額を削減することができるの
であれば、multi-payer model は日本の研究大学
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においても、OA 出版契約を実現する上で有効
な方法と言えるのではないかと個人的には思っ
ています。
　他方、真に得をするためには、APC 負担が現
状どの程度か、転換契約により将来どのように
なるかの推定が肝要となります。上記メロン財
団の支援を得たカリフォルニア大学の調査では、

「APC をどのように精緻に雑誌単位で割り出し
ても、多様なディスカウントがあり、また、出
版社が自社に有利な値付けをして価格を吊り上
げるため」、独自の大胆な方法により APC を推
定し、APC 負担総額を割り出しています。具体
的には、雑誌のインパクトファクター（IF）と
雑誌の APC には強い相関があるため、OA 誌

「PLOS」の APC を基準に、雑誌ごとの APC を
雑誌の IF から割り出し、それに論文出版実績を
乗じて、APC 負担総額を割り出しています。日
本でも参考にすると良いかもしれません。
　なお、2021 年 2 月に JUSTICE と国立大学
図書館協会学術資料整備委員会電子ジャーナル
WG（EJWG）が合同で、大学図書館員を対象
に、転換契約の一種である「Read & Publish 契約」
についてアンケート調査を実施しました。そこ
では、このような契約形態が「APC の高騰」に
つながることについて強い懸念が示されたほか、

「現状では Read 分を機関が、Publish 分の APC
を研究者が負担しているため、Read & Publish
契約は機関と研究者が共同して取り組まなくて
はならない」「大学図書館のみで契約交渉および
締結をすることは難しい」との意見が複数示さ
れました。これらの観点からも、カリフォルニ
ア大学の multi-payer model は有効のように思い
ます（この調査結果は、JUSTICE ニューズレター
の jusmine 40 号（2021 年 3 月号）に掲載されて
います。ただし閲覧は会員限定だそうです）。

―― 世界の OA 出版の行方は如何？
　さて、世界の学術論文の OA 出版は、OA 
2020 とプラン S を契機に、学術情報の流通コス
トを APC で賄うゴールド OA に強くシフトして
いますが、これは今後の主流となるのでしょう
か？
　今回のカリフォルニア大学の転換契約につい
ては、賛意のみが表されているわけではありま
せん。上述のHinchliffe氏もそうですし、カリフォ
ルニア大学の研究者にも残念とする声がありま
す。たとえば Twitter では、「私はカリフォルニ
ア大学がエルゼビア社に対抗していることにつ
いて、とても誇らしく思っていました。今でも
そうです。しかし、この転換契約は中途半端です。
学術出版のコストを大学と研究者で負担してい
ます。学術出版は引き続き、学術と納税者を搾
取し続けます」という書き込みもあります。
　カリフォルニア大学はこれまで、図書館だけ
でなく大学教員も、エルゼビア社に対して反
旗を翻してきました。現在、OA 誌の代表格と
なっている「PLOS」は、同大学教員の Michael 
Eisen 氏（計算生物学）とスタンフォード大学の
Patrick O. Brown 氏（生化学）により創設され
ました。カリフォルニア大学の教員はそれ以外
にもたびたび、エルゼビア社への論文投稿や査
読、編集委員となることについてボイコット運
動をしています。このような気風の教員からす
ると、今回の転換契約の条件は中途半端に見え
るのでしょう。
✔ The Scientist, “University of California and Elsevier 

Forge Open-Access Deal” (2021.3.18)
✔ miho チャネル「UC バークレー教員、エルゼビア

社に通告。契約交渉を再開せよ、さもないと…！」 
(2019.8.19)
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　カリフォルニア大学と同様、OA 出版を求め
てエルゼビア社と 2020 年 6 月に契約決裂した
MIT も強い懸念を示しています。カリフォルニ
ア大学とエルゼビア社との間の契約が成立した
ことについて、MIT は同大学の論文が出版と同
時に世界のあらゆる人にオープンで共有される
ようになったことについて評価を示した上で、
MIT 図書館のウェブサイトに次のようにコメン
トしています。
　「MIT では何年もかけて、OA のモデルを開
発したり、実験したりしてきました。この経験
を通じて我々は、今回の UC―エルゼビア社や
他の契約に見られる「論文単位の支払いモデル」
の持つ意味に懸念を持つようになりました。研
究者と研究助成機関または大学が、論文を出版
する権利を得るために高額かつ不透明な額を支
払うという慣習を形成することは、十分に豊か
でない機関や分野を（学術活動から）締め出す
危険性があります。学術雑誌に論文を掲載する
ことに関する機会の公平性は、学術雑誌をオー
プンアクセスで読めるということと同じくらい、
学術の完全性や有用性（integrity and usefulness 
of scholarship）にとって重要です」。
　「エルゼビア社と契約決裂してから 10 ヵ月
経った今もなお、MIT のあらゆる学術出版社に
対するビジョンとアクションは、「出版社との契
約に関する MIT の枠組み」（MIT Framework for 
Publisher Contracts）に記したように、引き続き
オープンさ、公平性と、透明性を持ち続けます」。
　このコメントに言及のある「出版社との契約
に関する MIT の枠組み」には、次のような目標
と原則が掲げられています。

○目標

・「MIT の研究への OA に関する全学タスク

フォース」の 2019 年提言に示されている、
MIT の使命、原則、方針に則した条項

・出版社の提供する付加価値サービスに対す
る、正当かつ持続可能な価格を示す条項

・自身の知的成果物に対する研究者と学術コ
ミュニティのコントロールを保持かつ保護
する条項

○原則

・いかなる論文著者も、いずれの学術雑誌に
論文出版する際において、機関あるいは研
究助成機関の OA ポリシーを放棄しなくて
よいこと。

・いかなる論文著者も、著作権を放棄する必
要がなく、むしろ、自身で出版（公開）し
再利用できるオプションが提供されること。

・出版社は論文出版後即座に学術論文を機関
リポジトリに直接デポジットするか、即座
の導入を可能とするツールまたはメカニズ
ムを提供すること。

・出版社はあらゆる契約の標準として、購読
コンテンツに対するコンピュータアクセス
を提供すること。この際、購読コンテンツ
に対する非消費的（non-consumptive）な
コンピュータ解析に対する制約は設けない
こと。

・出版社は、「信頼できるデジタルアーカイ
ブ」（trusted digital archives）に参加するこ
とを通じて、自社のコンテンツに対する長
期的なデジタル保全とアクセスを保証する
こと。

・機関は、出版社の提供する付加価値サービ
スに対して、コストに応じた透明性ある価
格設定モデルに基づく、正当かつ持続可能
な対価を支払うこと。
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✔ MIT Libraries News, “MIT Libraries and Faculty 
Committee on the Library System on UC-Elsevier 
Deal” (2021.3.18)

✔ MIT Framework for Publisher Contracts
✔ Recommendations of the Ad Hoc Task Force on 

Open Access to MIT’s Research (2019.10.17)
✔ Inside Higher Ed, “Big Deal for Open Access”  

(2021.3.17)
✔ Inside Higher Ed, “MIT Ends Negotiations with El-

sevier” (2020.6.12)

　MIT の OA 出版の考え方は、
①研究者と学術コミュニティが自身の研究成果

について全ての権利を保持し、再利用できる
こと

②論文情報のコンピュータ解析が想定されてい
ること

③それを自在に行うためにも、論文コンテンツ
の印刷版を出版後即座に機関リポジトリにデ
ポジットすることを求めていること

などに特徴があります。
　ちなみにカリフォルニア大学も、出版社との
価格交渉の方針を記した「行動計画」を 2018 年
に発表していますが、研究者の自身の論文に対
する権利保持や再利用といった視点は埋め込ま
れておらず、基本的には、即時の OA 出版を目
指すことと、コスト削減を最優先事項とするこ
とを中心に記述しています。また、OA 出版に
おいて、APC をベースに対価を支払うことが前
提となっていることが読み取れます。
　それにしても MIT はこうしたサービスに対し
て、「コストに応じた透明性ある価格設定モデル
に基づく、正当かつ持続可能な対価」を支払う
としているわけですが、例えば上述の①～③の
コンテンツの再利用に関わるサービスについて、
どのようにコスト積算すれば「コストに応じた
透明性ある価格設定モデルに基づく、正当かつ

持続可能な対価」であると納得できるのでしょ
うか？「○○人月」とあっても、本当にそれだ
けの労働力がかかるか分からないわけですし、
出版社はそれだけ必要であると常に主張するで
しょうし…。
✔ miho チャネル「カリフォルニア大学、学術雑誌

の価格交渉方針の転換に関する行動計画を発表」 
(2018.7.3)

　一方、出版社はこうした世界的な即時 OA 出
版の進展について強い危機感を抱いています。
例えば最近では、英国出版社協会（The Publish-
ers Association）からの委託による「英国研究・
イノベーション機構（UKRI）の新 OA ポリシー
の経済的インパクト評価」調査報告書が発表さ
れましたが、そこでは、①即時 OA 出版への転
換により 2022-27 年に 20 億ポンドの損失が見
込まれているだけでなく、②これまでの学術出
版の輸出に関わる損失も見込まれ、③研究大学
は購読ベースから APC ベースに移行することに
より年間 1.3 ～ 1.4 億ポンドの損失が見込まれ
るとあります。さらに、英国の大学図書館は引
き続き非 OA コンテンツにより購読料を支払わ
なければならないため、UKRI がプラン S に基
づき即時 OA 出版に移行することは甚大な経済
的損失につながり、英国の研究競争力を弱体化
させる危険性があると警鐘を鳴らしています。
　この調査報告に対して OA 誌「PLOS」は、こ
のインパクト評価が従来型の購読モデルをベー
スに評価しているのに対して、論文のオープン
アクセス及びオープン研究（Open Research）で
はより広い範囲で研究の便益が得られることを
指摘しています。また、OA 出版でも十分に持
続可能かつ利益の出るビジネスモデルを形成で
きることを指摘した上で、出版社は次世代の出
版モデルを生み出し、リードしていかなくては
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いけないと主張しています。
　しかし、研究者からの APC 負担に収益を依存
する PLOS も利益確保においては苦しんおり、
最近では “Community Action Publishing”（CAP）
という、契約相手を研究者から機関に移す新し
い契約方法を取り始めたばかりなので、あまり
説得力がありません。
✔ FTI Consulting, “Economic assessment of the im-

pact of the new Open Access policy developed by 
UK Research and Innovation” (2021.2.17)

✔ The Official PLOS Blog, “Open Response to “Eco-
nomic impact of UKRI open access policy” report” 
(2021.3.17)

✔ 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）

　最後の頼みの綱は、ダイヤモンド OA と呼ば
れる、商業出版社に依らない学会等の学術コミュ
ニティや政府が支える学術 OA 出版モデルです
が、政府ベースの場合はともかくとして、学術
コミュニティが維持する学術出版は概して小規
模で、持続性や透明性において課題があります。
　プラン S からの委託による「ダイヤモンド
OA 誌調査」報告書が 3 月 9 日に発表されまし
たが、これらの学術雑誌は全般にプラン S に適
合する方向にあるものの、ボランティアや大学、
政府などに運営を依存しており、科学的堅実性

（scientific strengths）や運営上の課題も見られる
ため、技術的サポートやキャパシティビルディ
ングが必要と提言しています。
　各国の学術コミュニティが支える小規模かつ
多様な学術雑誌が学術の進展を支える上で重要
であることは、「書誌多様性」の概念で強調され、
オープンアクセスリポジトリ連合（COAR）も
この形成に向けて行動を呼びかけているところ
ですが、いずれにしても、ダイヤモンド OA を

構成する学術コミュニティによる学術雑誌の安
定した発展には、周囲からの暖かい理解と手助
けが必要のようです。
✔ OA Diamond Journals Study (2021.3.9)
✔ RCOS News：COAR 論文「学術情報流通におけ

る『書誌多様性』の形成に向けて―行動の呼びか
け―」（日本語版）を NII 機関リポジトリにて公
開しました (2020.5.29)

　政府ベースの学術出版プラットフォームとし
ては、南米の SciELO と日本の J-Stage が有名で
す。一方 EU では最近、Horizon2020 と以降の
Horizon からの研究成果をオープンに出版でき
る「Open Research Europe」を発表しました。
　「Open Research Europe」は F1000Research
上で運営され、論文だけでなく研究データも同
時に公開でき、オープン査読にも対応していま
す。J-Stage のように複数の学術雑誌をプラット
フォーム上で運営するのではなく、「Open Re-
search Europe」に多様な分野の論文が一緒に掲
載されます。学術雑誌の IF を気にする論文投稿
者向けか、この説明サイトには「研究評価のた
めのサンフランシスコ宣言」（DORA）への言及
があり、論文を掲載された雑誌の権威性ではな
く、論文の質そのものを評価する意図が示され
ています。
　「Open Research Europe」に研究成果を掲載す
れば、EU の OA ポリシーに適合するというメ
リットが謳われており、Horizon2020 の研究助
成を得ている者は、APC 無しで研究成果を発表
できるとあります。
✔ Introducing Open Research Europe

　これらの動きを眺めていると、学術出版は今
後、政府あるいは機関が OA の学術出版プラッ
トフォームに対して一定の費用を負担する「ラ
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ンプサム契約」に落ち着いていくような印象を
持つのは私だけでしょうか？
　結局のところ、デジタルの時代において、合
理的なコスト積算を雑誌単位あるいは論文単位
で行うことは不可能です。また、学術機関にお
いてこれらが負担不能なだけでなく、学術出版
サービスを提供する出版社にとっても、機関単
位あるいは研究者単位のテーラーメイドの契約
とサービスを毎年毎年編み出すのは、手間がか
かって仕方がありません。利益率 40％を得てい
るという現実があるとはいえ、出版社が出版ビ
ジネスを放棄するのではないかという懸念を示
す図書館員の声を時折聞きます。
　実際、転換契約自体も、購読料分と APC 分
の費用がそれぞれいくらなのかという明確な計
算式がないまま、これまでの負担額からの増減
で価格交渉をしており、購読モデルにしても、
APC に基づく OA 出版モデルにしても、結局は
費用負担を機関に押しつけて、機関と出版社の
綱引きの中で価格形成がなされているように見
えます。
　また、プレプリントの隆盛に見るように、デ
ジタル時代においては査読以上に、情報への迅
速なアクセスや研究アイディアの共有に対して
需要が高まっており、F1000Research がサポー
トする迅速な論文公開と、論文出版後のオープ
ン査読が今後の潮流となるのではないでしょう
か。
　これまでは、学術雑誌とそれに付随する査読
が論文の品質を保証してきましたが、そうした

論文の品質保証以上に、スピードやより多くの
学術情報へのアクセスの需要が高まっているよ
うに思います。世界的な論文数の爆発的な増加
により査読が追いつかないような状況ですし、
学問の細分化及び学際化により自身に適切な学
術雑誌が見つからず、PLOS 等の学問分野を指
定しないメガジャーナルへの論文投稿が増えて
いる状況です。また、学術雑誌を通じて論文が
厳選されてしまうより、ネガティブリザルトも
含め論文として共有し、重複した研究努力を防
いだ方が、健全な学術の発展が期待できます。
　こうした私の観測が仮に正しかった場合、日
本は政府ベースの J-Stage で世界に先手をとっ
ていると言えます。現状では学術雑誌を多数搭
載する学術出版プラットフォームですが、ここ
に出版後のオープン査読をサポートするメガ
ジャーナルを一つ置いて、世界に開放すること
はできないのでしょうか？ APC を格安にして世
界からの投稿を読み込めば、世界各国の学術を
日本でホストすることができます！
　本年 3 月 1 日に開催された J-Stage セミナー
においても、J-Stage を利用する学術雑誌から

「J-Stage をアジアに展開すると良い」という声
がありましたが、その方向の取組みに期待した
いところです。　　　　　　　　　　　　 ■■


