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ためにプレプリントが利用されるようになって

きた最近のトレンドと重要性を反映した」とし

ています。

　同発表によると、以後、研究助成申請書の研

究計画や業績リストにプレプリントから引用し

ても却下されることはないそうです。しかし、

すでに却下されてしまった研究助成申請にこの

方針転換は適用されません。

　ARC が世界の他の研究助成機関に近づくとし

てこの方針転換を歓迎する研究者もいる一方、

一部の研究者はこれでは不十分と考えています。

　シドニー大学の言語人類学者ニック・エン

フィールド氏はこの方針転換を称賛しています

が、「研究助成の採否を変えられないのは残念

だ」としています。メルボルン大学の理論物理

学者ニコル・ベル氏は「このルールが十分な検

討を経ずに決まり、申請者にも十分な説明がな

いまま〔却下者が生まれ〕、さらに今回このルー

ルが撤回されたことを考えると、却下された申

請書を再審査する余地は十分にある」と語って

います。

■不服申し立てへの迅速な対応

　却下された申請書の再審査の可能性について

ARC は、「審査のルールは、審査終了後あるい

は審査中であっても変えることはできない」と

Nature 誌の取材に対して答えています。

　しかし ARC のウェブサイトでは、却下され

　豪州の中心的な研究助成機関、豪州研究会議

（Australian Research Council, ARC）は研究者

からの反発を受け、研究助成申請書においてプ

レプリント（査読前原稿）を引用してはいけな

いというルールを撤回しました。このルールは

2020 年 9月に導入されましたが、研究者たちか

ら「驚愕」「時代遅れ」と非難を浴びていました。

　研究者たちは今回の方針転換を歓迎していま

すが、このルールを撤回するだけでなく、この

ルールによって却下された助成申請を再審査す

べきであったと主張しています。

　ARC によるこの方針転換は、「若手研究者の

研究助成枠組みにおいて、プレプリントを引用

した研究助成申請書が数十件却下された」と

Twitter 上で呟かれてから4週間近く経ってなさ

れました。Twitter のアカウントは匿名の研究者

による “ARC Tracker” というものでした。総計

2,200 万豪ドル相当の研究助成申請書 30件以上

が却下された模様です。

　いくつかの研究助成枠組みは申請回数の上限

を設けているため、一部の研究者はこの却下の

判断により研究者としてのキャリアを閉ざされ

てしまいました。

■研究助成を再審査できない無念

　2021年 9月14日の撤回発表においてARCは、

「ARC の今回の方針変更は、複数の研究分野に

おいて、研究を機動的かつオープンに推進する
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た申請者は不服申し立てをできるとしています。

また、その申し立てへの対応は「ARC とは独立

した、アカデミアにおいて信頼と経験のある研

究者のグループにより監督される」とあります。

Nature 誌の調査によると、すでに7名の研究者

が不服申し立てを検討しています。

　しかし、西オーストラリア大学の考古学者マー

ティン・ポア氏は、このような不服申し立て手

続きが研究者にとって更なるプレッシャーにな

ると指摘します。豪州では新型コロナウイルス

感染症拡大に鑑み、3.5 万名分の職が高等教育

セクターにおいて失われました。

✔ Nature, “Australian funder backflips on controver-
sial preprint ban” （2021.9.20）

所　感
　プレプリントが研究成果発表の一級市民にな
る過程を見ているようですね。
　査読前の研究成果のラフ原稿をインターネッ
ト上で速報的に共有するというプレプリント
は、約 30 年前、高エネ物理学分野において始ま
りました。この慣習は長い間、同分野に限定的
でしたが、次第に他の分野にも広がり、プレプ
リントサーバーを容易に立ち上げることができ
るサービスが 2016 年、Center for Open Science

（COS）から提供されるようになると、さらに多
くの分野に拡大しました。このようなプレプリ
ント隆盛に伴い、学術出版社大手 4 社はプレプ
リントが学術論文に取って代わることへの危機
感から、査読中の論文をプレプリントとして公
開するサービスの提供を近年開始しました。

✔ 船守美穂「変わりゆくプレプリントの機能」（本
誌 2020 年 9 月号）

　研究助成機関においては、米・ゲイツ財団や
英・ウェルカム財団などの民間巨大財団が早い
段階から、研究成果の迅速な公開を目的として、
オープン出版と出版後査読の形式を取る“F1000”
という出版プラットフォームを採用しています。
しかし、他の公的研究助成機関はなかなかその
一歩を踏み出しませんでした。
　2020 年、新型コロナウイルス（COVID-19）
の感染症拡大に伴い研究成果を迅速に共有する
需要が急速に高まると、医学の分野を中心にプ
レプリントが急速に拡大しました。COVID-19
関連論文は 2020 年だけで 10 ～ 20 万点出版さ
れ、そのうち 3 万点以上、17 ～ 30％はプレプ
リントだったと推計されています。別の見方を
すると、2020 年に出版された全プレプリントの
10％、世界の論文の 4％が COVID-19 関連だっ
たそうです。ちなみに、2020 年は医学以外の分
野においても大幅な論文出版の拡大を見た年で
もあり、同年 2 ～ 5 月のエルゼビア社への論文
投稿は前年比 58% 増の 27 万点に上り、医学分
野では前年比 92% 増でした。

✔ Nature, “How a torrent of COVID science changed 
research publishing — in seven charts” （2020.12.16）

　このような研究成果の迅速な共有の需要を受
けて、米 NIH は 2020 年 6 月、NIH が研究助
成をした論文をオープンアクセスで公開するリ
ポジトリ “PubMed Central” を通じて、プレ
プリントを公開するパイロット事業を行うと発
表しました。出版後即オープンアクセスを求め
る「プラン S」も、プレプリントによる早期の
研究成果の公開を強く推奨しています。EU は、
Horizon2020 の助成による研究成果のオープン
出版プラットフォームとして、F1000 を利用し
た “Open Research Europe” を 2021 年 3 月に提
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供開始しました。

✔ info docket, “European Commission Announces 
Official Launch of Open Research Europe, New 
Platform Powered by F1000 Research” （2021.3.24）

　プレプリントを出版するプラットフォームま
で提供するかはさておき、研究助成機関が研
究助成申請書におけるプレプリントからの引用
を許容するか、また、プレプリントを通して研
究成果の迅速な共有を推奨するかについては、
ASAPbio がライフサイエンス分野における世界
の研究助成機関のポリシーを以下のサイトに取
りまとめています。

✔ ASAPbio, “Funder policies” (last accessed 2021.9.26)
<https://asapbio.org/funder-policies>

　ASAPbio（Accelerating Science and Publication 
in biology）は、ライフサイエンス分野における
オープンで革新的な学術情報コミュニケーショ
ンを推進する研究者中心の NPO です。このリ
ストによると、2016 年前後から民間財団を中心
にプレプリントの引用許容や投稿推奨が始まり、
その後、その動きが英米仏の公的研究資金にも
拡大しています。
　英国医学研究会議（MRC）は 2017 年からプ
レプリントの引用を許容しており、ライフサイ
エンス分野の公的研究助成機関の中では最も早
い段階に対応をとっています。そのウェブサイ
トを見ると、プレプリントの効用として、研究
成果の先取権を確立できること、研究成果を迅
速に共有できること、（細切れな研究成果の発
表を防ぎつつ）自身の研究生産性のエビデンス
を早い段階で形成できることなどを挙げていま
す。

✔ MRC, “Preprints” (last accessed 2021.9.26)
<https://www.ukri.org/councils/mrc/guidance-for-
applicants/policies-and-guidance-for-researchers/
preprints/>

　今回紹介した豪 ARC は、2020 年以前、プレ
プリントを「研究業績リスト」に掲載すること
を許容していませんでした。そして 2020 年 9 月、
研究業績リストだけでなく「研究申請書のいか
なる部分」においてもプレプリントを掲載ある
いは引用してはいけないとルール変更しました。
これにより少なくとも 23 名の研究者が、2 つの
若手研究者の採択枠組みにおいて不採択になっ
たことが 2021 年 8 月に発覚し、豪州のアカデ
ミアにおいて大きな反発を呼びました。1）若手
研究者の申請枠組み 2 つが影響を受け、研究助
成の不採択がアカデミックキャリアの終焉に繋
がる研究者が多く出たこと、2）研究の進展のス
ピードが速いこの時代において、申請書に正規
の論文以外の引用・掲載を認めないということ
は、革新的・萌芽的研究の道を閉ざす、などが
主な論点でした。
　ARC の今回の方針転換は、この 2021 年 8 月
の研究者からの猛反発を背景としており、9 月
末現在、ASAPbio のリストには ARC の方針転
換が最新の事項として掲載されています。
　なお、ASAPbio が提供しているのは、ライフ
サイエンス分野に限定した、プレプリントを許
容する研究助成機関のリストですが、ARC に対
する反発を報じた Nature 誌の 8 月の記事による
と、プレプリントの引用はカナダ、ドイツ、デ
ンマーク、スペインなどの研究助成機関や欧州
研究会議（ERC）においても許容されているそ
うです。

✔ Nature, “Preprint ban in grant applications deemed 
‘plain ludicrous’” （2021.8.25）
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名誉顧問　塚越　則男

山口　善久 

中原　　広

ＮＰＯ法人 学校経理研究会

[学校法人経理研究会 ]

理 事 長　小野　元之　

副理事長　森本　晴生

　　　　　松本　　香

常務理事　清水　　至

　名誉顧問　会長　　名誉顧問　

社員 [幹事 ]

井原　徹 *（白梅学園）・上野正彦（弁護士）・

内山隆史（北海学園）・遠藤美由樹（京都産業大学）・

大河原遼平 *（弁護士）・梶間栄一（公認会計士）・

加藤伸二（公認会計士）・加藤　博（金城学園）・

小島憲明（千葉敬愛学園）・斎藤　勉（二階堂学園）・

齋藤力夫（公認会計士）・杉﨑正彦 *・鈴木裕子

（公認会計士）・田島睦浩（神奈川大学）・永江　競・

仲田一元（公認会計士）・西村　昭（調布学園）・

根岸成直（後藤学園）・松岡正格（帝塚山学園）・

松本雄一郎 *（中央大学）・山中大樹（共立女子大学）・

山中　温 *（元中央大学）・吉岡裕樹（公認会計士）・

吉野正美 *（常翔学園）・渡邊　徹 *（大正大学）・

矢島美知子 *（事務局）　　　　　　　［* は役員］

監　事　山田　浩一（公認会計士）

永和田隆一（日本私立学校振興・共済事業団）

◎入会のお申込みについて　

　ご希望の方は、弊会までご連絡ください。入会案

内書並びに申込書をお送りします。会費は、賛助会

員（年額 50,000 円）、法人会員（年額 39,450 円）、

個人会員（年額 19,940 円）となっております。

　　　　　　　　令和 3年 10 月 05 日印刷

　　　　　　　　令和 3年 10 月 10 日発行

（毎月 1回発行）

定　価　　1,496 円（本体 1,360 円＋税 10％）

　　　　　　　　　　　　　　　 （送料別途）

編集・発行

　特定非営利活動法人 学校経理研究会

　　　　〒 102-0074

　　　　　東京都千代田区九段南 4-6-1-203

        　Tel 03-3239-7903   Fax 03-3239-7904

　　　　　E-mail gaku@keiriken.net

　　　　　URL http://www.keiriken.net

〈10 月号〉

　プレプリントは、査読前の原稿ということで、
これまで多様な場面において忌避されていまし
た。しかし、考えてみれば、学会の予稿集や国
際会議の proceedings なども、分野によっては
査読もないまま、研究情報の有用な共有手段と
して機能しているわけです。プレプリントだっ
て、査読がないことだけをしっかりと認識して
いれば、研究成果の迅速な共有手段として活用
してもよいのではないでしょうか。
　また、研究成果として共有したからには、こ
れを引用できる必要もあるため、どのプレプリ
ントサーバーに何月何日付けで掲載されたかな
どの書誌情報とともに、プレプリントを引用す
ることが慣行となればよいと思います。
　印刷体時代の固定観念から逃れ、インターネッ
ト時代の迅速でオープンな情報交換を前提とし
た学術情報流通の制度変革が望まれています。

■■

文部科学省 学校法人監事研修会について

　文部科学省「令和3年度 学校法人監事研修会」

はオンライン形式による実施となりました。9月

30日から新任監事対象の各動画 (YouTube) 及び

資料のリンクが <https://www.mext.go.jp/a_menu/
koutou/shinkou/07021403/007/1420538_00006.
htm> に掲載されています。

(1)新任監事対象（視聴期限：2021年 12月 31日）

・監事研修会の開催にあたって

・私学行政の現状と課題等について 

・学校法人制度の概要及び私立学校法の改正

　について

・学校法人会計基準について

・日本私立学校振興・共済事業団の概要

(2)全監事対象

　11月下旬にオンラインセミナー実施予定

※オンラインセミナーの動画は、追加コンテ

　ンツと併せてオンデマンドでも配信予定。


