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　2022 年 8 月 25 日、米・科学技術政策局（OSTP）

は、公的資金を得て生み出された研究成果につ

いて、論文出版と同時に論文及び根拠データが

オープンアクセス（OA）となる「即座 OA」の

方針を打ち出しました。

　米国の研究助成機関は、年間研究開発費が 1

億ドル以上の研究助成については 180 日以内、

それ以外の研究助成については 360 日以内に、

「即座 OA」の実施計画を OSTP および行政管理

予算局（OMB）に提出しなければなりません。

　各研究助成機関の「即座 OA 方針」は、2024

年末までに確定・公開され、遅くとも 2025 年末

までに施行されます。

　各研究助成機関の「即座 OA 方針」は、a）査

読付き研究論文と、b）研究データをカバーしま

す。

　a）査読付き研究論文については、研究助成機

関の指定するリポジトリを通じて、論文が出版

後、エンバーゴ（公開猶予）期間や時間差がな

く、無償でアクセス可能となることが想定され

ています。

　b）研究データのうち、論文の根拠データにつ

いては、論文の出版と同時に公開されることが

想定されています。その他の研究データについ

ては、各研究助成機関において、研究データを

公開する方法やタイムラインについて検討する

ことが要請されています。

　なお、研究データに関わる各種の法的・倫理

的側面や権利処理関係についても、各研究助成
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機関において検討されます。

　研究成果の OA は、研究公正に必要な透明性

や、社会への学術コミュニケーションにつなが

ります。社会は、研究助成機関がどのような助

成を行っているか、研究者がどのような研究を

行っているか、査読がどの程度行われているの

かを知る必要があります。

　各研究助成機関は、策定予定の OA 方針に、

これらの項目の実現方法について記し、公的資

金を得た研究成果に対する社会の信頼を強化す

ることも求められています。

　米国では、OSTP が 2013 年に OA 指令を出し

て以来、多くの研究助成機関が OA 方針（public 

access policy）を採択し、公的資金を得た研究

成果の公開が進んでいます。ただし、現段階で

は多くの場合、12 ヶ月のエンバーゴ期間が課さ

れており、米国市民は科学研究に対して納税負

担をしているにも関わらず、研究成果に即座に

アクセスすることができていません。

　新型コロナウイルス感染症拡大が証明したよ

うに、研究成果の迅速な公開と流通は、研究の

進展を加速する上で効果絶大です。パンデミッ

クだけでなく、がん研究やクリーンエネルギー、

経済格差、気候変動など、多くの緊急性を要す

る課題について研究の進展が求められています。

　米国市民の健康、経済発展、ウェルビーイン

グのために、研究への投資は不可欠です。そし

て、研究への納税負担と、研究投資からのリター

ンとの間に、時間差があってはいけません。ま
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た、米国市民が正当な権利を有する、公的資金

から生み出された研究成果の恩恵を享受する上

で、経済的手段や特権的アクセスは決して前提

条件となってはなりません。

　このたび発表された「即座 OA」の方針を実

現するにあたり、研究助成機関間の連携が必要

であるため、米国科学技術審議会オープンサイ

エンス委員会はその調整にあたります。また、

啓蒙活動や方針実現のための手段の検討など、

その他の検討・調整を行います。

✔ White House, “OSTP Issues Guidance to Make 
Federally Funded Research Freely Available 
Without Delay” (2022.8.25)

✔ OSTP, “Ensuring Free, Immediate, and Equi-
table Access to Federally Funded Research,” 
Memorandum for the heads of executive heads 
and departments (2022.8.25)

（所　感）

　ビッグニュースですねえ !! 論文の出版後即座
の OA は、欧州においては「プラン S」（2018
年 9 月発表、2021 年 1 月発効）を中心に、強硬
に進められていましたが、欧州以外の諸国には
それほど広がっていませんでした。日本に対し
ても、米国に対しても、「プラン S」の勧誘はあ
りましたが、いずれの国の政府もそこには踏み
込んでいません。
　今回の OSTP の方針が実現すると、米国にお
いても「プラン S」と同等の「即座 OA」が実現し、
世界の学術情報流通は一気に加速します。研究
成果が発表と同時に世界から参照可能となり、
学術研究の進展がスピードアップすることが予
想されます。また、「プラン S」の圧力を受けて、
欧州において渋々と転換契約とフル OA 誌への
転換を進めていた学術出版社も、米国からのボ

リュームある研究成果が「即座 OA」の流れに
加わることにより、フル OA 誌への転換に本腰
を入れざるを得なくなることが予想されます。
　米国の「即座 OA」化は遅くとも 2025 年末ま
でに施行とのことで、2024 年末までに転換雑誌
への論文掲載料（APC）の補助を打ち切るとす
る「プラン S」に比べると、周回遅れの感があり
ます。しかしそれでも、学術研究において世界
に冠たる米国が「即座 OA」に乗り出したことは、
世界に大きな影響を与えることが必至です。
　以下に、米国におけるこれまでの「即座 OA」
に向けての検討の経緯を見ていきたいと思いま
す。

■ 米国が「即座 OA」に消極的であった理由

　日本もですが、米国も「プラン S」が 2018 年
9 月に発表された当初、その考え方を支持する
ことに消極的でした。
　１）研究者の論文発表の場を OA 誌（ゴール
ド OA）に強制することとなり、学問の自由を
侵害するという意見が初期の頃、強く指摘され
たことと、２）学術出版が完全 OA となると、
大学の負担する学術雑誌の購読料ではなく、研
究者が獲得した研究助成金から支出される APC
により学術出版に関わるコストが賄われること
となり、研究助成機関においてそのような予算
が確保されていない、といったことが大まかな
理由でした。

✔ miho チャネル「欧州 11 の研究助成機関、
2020 年以降の即座 OA 義務化を宣言―権威あ
る学術雑誌の終焉となるか？」（2018.9.6）

　１）については当初、権威ある学術雑誌への
論文投稿を阻害される若手研究者のキャリアへ
の影響が特に懸念されていましたが、“Global 
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Young Academy（GYA）” などの若手研究者団体
が運動し、その懸念を晴らしました。若手研究
者は、論文や研究データへの OA を通じて、世
界の研究者とともに、よりスケールの大きい研
究ができることを望んでいます。
　２）については、「プラン S」においてその後、
学術雑誌の転換契約の話が進み、大学が、それ
まで負担していた購読料と概ね同じ額で、①学
術雑誌の購読料と②大学が生産する論文の APC
の双方を一つの契約のもとで負担する方式が浸
透していったため、研究助成機関による負担と
いう問題は軽減されました。
　「プラン S」ではさらに、機関リポジトリを
通じた OA である「グリーン OA」のルートや、
政府やその他の財源によるプラットフォームを
利用することで、購読料も APC もなしで学術情
報流通を実現する「ダイヤモンド OA」の方法
も模索し、実現に向けて動いています（各 OA
の方式については、次頁脚注を参照のこと）。
　これらの動きから、日本や米国などの諸国が

「プラン S」を敬遠する理由はだいぶ薄まってい
ましたが、「プラン S」の初期の強硬な印象が強
いためか、「プラン S」に参加する国や研究助成
機関が増えたという話は聞きません。
　なお、欧州では「プラン S」に参加した諸国
を中心に OA が大きく進んでおり、国から生み
出された研究成果のグローバルな視認性を向上
させる上での「プラン S」の効果は証明されて
います。

✔ 船守美穂（2019）「プラン S 改訂―日本への
影響と対応」情報の科学と技術、  69 巻 8 号、 
pp. 390-396

✔ ESAC, Country overview, Market Watch (Last 
accessed; 2022.8.26)
<https://esac-initiative.org/market-watch/>

■ 米国におけるその後の「即座 OA」検討の経緯

　米国では、トランプ政権下の 2019 年 12 月
頃、OSTP が「即座 OA」を検討しているとい
う話が噂され、当時、多くの出版社や学術雑誌
を発刊している学会が反対を強く表明しました。
その後、2020 年 2 月 19 日、OSTP から「即座
OA」に関するパブコメが募集されました。パブ
コメの期限は 2020 年 3 月 16 日でしたが、その
結果がどのようになったか、何の発表もありま
せんでした。
　2021 年 1 月 20 日にはバイデン政権が発足し、
OA を推進する学術情報流通団体においては「即
座 OA」への期待が高まりましたが、その後も
やはり動きはありませんでした。
　なお、これらを報じる記事に、「即座 OA」の
火付け役となった「プラン S」への言及はあり
ますが、OSTP が「プラン S」への参加を検討
していることを示唆する材料は見当たらないと
しています。

✔ Science, “Science groups, senator warn Trump 
administration not to change publishing rules” 

（2019.12.18）
✔ Science, “White House formally invites public 

comment on open-access policies” （2020.2.21）
✔ Federal Register, “Request for Information: 

Public Access to Peer-Reviewed Scholarly 
Publications, Data and Code Resulting From 
Federally Funded Research” （2020.2.19）

■ 米国の 「即座 OA」の実現方法は如何？

 そのような中、2022 年 8 月 25 日、今回の唐突
な OSTP からの発表となりました。OSTP が「即
座 OA」についてパブコメを求めてから実に 2
年半近くが経っています。
　OSTP の発表には、“Free, Immediate, and 
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Equitable Access”（無償で、即座の、平等なアク
セス）という表現が使われており、これは「プ
ラン S」で用いられていた「即座 OA（immediate 
OA）」と重なります。
　一方で、「プラン S」は、ゴールド OA １）やハ
イブリッド OA ２）による二重取り問題（出版社
が論文著者からは OA 掲載料を、大学図書館等
の購読者からは購読料を徴収すること）を回避
するための転換契約、グリーン OA ３）、ダイヤ
モンド OA ４）など、「即座 OA」を実現する方法
を入念に模索し、出版社や学術情報流通コミュ
ニティとともに作り上げてきています。これに
対して今回の OSTP の発表では、「研究助成機
関の指定するリポジトリによる即座 OA の実現」
とあるだけです。
　「リポジトリを通じた論文の OA」は、一般に
はグリーン OA を指し、研究者は論文をいわゆ
る出版社等の発刊する学術雑誌に発表後、リポ
ジトリには正規の印刷版（VoR）の論文ではなく、
自身がワード文書などで作成した「著者最終稿

（AAM）」を公開します。しかし、正規の印刷版
ではないとはいえ、印刷版と同じ内容の文章が
公開されると、出版社に支払われる購読料に影
響する可能性があるため、これまでは論文の公
開に 12 ヶ月のエンバーゴ期間が課されており、
その間はリポジトリに著者最終稿を公開するこ
とはできませんでした。
　今回は、この 12 ヶ月のエンバーゴ期間を取り

払うと OSTP からの発表に明言されているので
すが、出版社をどのように納得させるのでしょ
うか？
　「プラン S」では、グリーン OA における「即
座 OA」を、「権利保持戦略（Rights Retention 
Strategy）」により実現するとしています。具体
的には、論文を学術雑誌に投稿する前に、著者
最終稿に「CC BY」のクリエイティブコモンズ
ライセンスを付与することを研究者に義務付け
ることで、著者最終稿の著作権が出版社に譲渡
されてしまうことを回避します。このようにし
て、著作権が著者のもとに保持された著者最終
稿を、論文出版と同時にリポジトリに公開する
ことができます。
　「権利保持戦略」は、プラン S が生み出した
強気な奇策で、法的には正しいですが、出版社
から大きな反発があり、このため出版社は研究
者に対して様々な嫌がらせをしたり、嘘の情報
を流したりしています。例えば、「著者最終稿に
CC BY ライセンスを付与していると論文が投稿
できない」といったメッセージが流布されたり
しています。プラン S は研究者の味方となり、
出版社と戦っているようですが、「権利保持戦略」
は苦戦しているようです。
　米国は、「即座 OA」実現にリポジトリを利用
するにあたり、「権利保持戦略」を用いるのでしょ
うか？ 米国もプラン S と共に、出版社と戦うの
でしょうか？

１）ゴールドOA：出版社が OA ジャーナルを発行することにより、学術雑誌自体を誰もが無償で読めるようにして OA を
実現するもの。

２）ハイブリッドOA：基本的には、購読料を負担しないと読むことができないクローズドな学術雑誌において、論文著者
が APC を負担した論文のみが OA となる OA 方式。

３）グリーンOA：論文の著者が、無料でアクセスできるサイト（機関リポジトリなど）に論文を置くことにより、OA を
実現する方式。

４）ダイヤモンドOA：購読料や APC などの受益者負担に依らない、非営利の OA 出版モデル。多くの場合、政府や大学、
学会等が学術出版プラットフォームの運営費を負担する。
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✔ 船守美穂（2020）「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、 NII-2020-005J

　EU では、Horizon Europe などの助成を得
た研究成果を、EU が設置した Open Research 
Europe という学術出版プラットフォームにダイ
ヤモンド OA 方式、つまり、APC なしで OA 出
版できます。あるいは、米・OSTP のいう「研
究助成機関の指定するリポジトリ」とは、その
ような方式を指すのでしょうか？
　ちなみに、国立衛生研究所（NIH）では、米
国において最も早い段階から、助成した研究成
果に対して OA を求めており、自ら “PubMed 
Central (PMC)” というリポジトリを運営してい
ます。これはグリーン OA 方式ですが、これが
今後、ダイヤモンド OA 方式となるのか、それ
とも、グリーン OA 方式のまま権利保持戦略を
適用して「即座 OA」を実現していくのか、他
の米国の研究助成機関もこのようなリポジトリ
や学術出版プラットフォームを自ら運営するよ
うになるのかが、注目されます。

✔ Open Research Europe（https://open-
research-europe.ec.europa.eu/）

✔ PubMed Central (PMC)（https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/）

■ 米国の研究データ共有に関わる議論の経緯と、

OSTP の発表における扱い

　ここまで、「論文の即座 OA」を中心に議論し
てきましたが、今回の OSTP の発表には「研究
データ」に関する具体的な指示があることも特
徴的です。
　研究データについては、NIH が 2003 年に
すでに研究データ共有ポリシー（NIH Data 
Sharing Policy）を策定しており、これはおそら

く世界的に見ても初めての、研究助成機関によ
る研究データ共有ポリシーです。しかし、この
研究データ共有ポリシーは 50 万ドル以上の研
究助成を申請する研究助成申請書においてのみ、
研究データ共有計画の提出を求め、採択された
場合にその履行を求めているだけです。
　その後、NIH は 2015 年頃から研究データ共
有ポリシーの見直しを開始し、2019 年には「研
究データ管理・共有ポリシー（案）」についてパ
ブコメを求め、2020 年 10 月に新しいポリシー
を発表しました。更新されたポリシーは 2023 年
1 月 25 日に発効予定です。
　NIH の新しいポリシーでは、研究助成金額
の制限がなくなり、全ての研究助成を対象とし
ています。しかし、「研究データ管理・共有計
画」の提出とその履行を求めているのみという
意味においては、2003 年のポリシーと同様です。
NIH が助成する研究は多様なため、一律に同
じ研究データの共有方式を求めることはできな
かったという解説がポリシーに付されています。
　なお、NIH の 2003 年のポリシーでは「研究
データ共有計画」が求められているのに対して、
2023 年発効予定のポリシーでは「研究データ管
理・共有計画」が求められています。「管理」と
いう言葉が新たに加わったわけですが、これは
研究活動中の研究データ管理を求めているわけ
ではなく、メタデータの付与や機微なデータの
取扱い、制限公開の有無、保存期間年数などの、
研究データを共有する際の管理的な側面を指し
ているようです。

✔ NIH, “Final NIH Policy for Data Management 
and Sharing,” NOT-OD-21-013, released on 
2020.10.29, effective 2023.1.25 

✔ NIH, “Data Management & Sharing Policy 
Overview” 
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✔ miho チャネル「NIH、データ共有規定を強
化の方向」（2019.11.22）

　NIH の研究データ共有ポリシーの強化と並行
して、2017 年にホワイトハウスが、研究データ
のグローバルな共有強化に関連して報告書を提
出したこともあります。この報告書では、研究
データをグローバルに共有することが、地球規
模の課題解決など、国際的な科学技術協力の発
展につながるとしており、研究データへのアク
セス拡大について米国政府のコミットメントを
示しています。なお、この報告書は、トランプ
政権に移行する直前のオバマ政権のもとで取り
まとめられています。

✔ miho チャネル「ホワイトハウス、科学デー
タのグローバル共有強化の報告書を発表」

（2017.1.7）

　このように、米国政府は研究データの管理・共
有についても検討を進めていたことがわかりま
すが、今回の OSTP の発表では、「論文の根拠デー
タの、論文出版と同時の公開」や「それ以外の研
究データの公開についての検討」など、これまで
にない具体的な表現で、研究助成機関に対して検
討を求めていることが新しいと言えます。
　この他にも、機微なデータの取扱いや、研究
データの共有を最大化するための方策、研究デー
タ共有のためのリポジトリの検討などが求めら
れているので、ご関心のある方は OSTP の研究
助成機関に向けての通知をご確認ください。

✔ OSTP, “Ensuring Free, Immediate, and Equi-
table Access to Federally Funded Research,” 
Memorandum for the heads of executive heads 
and departments (2022.8.25)

■ 米・OSTP の発表の行方

　EU では、2016 年にオープンサイエンス政策
が明確に打ち出されてから、研究データ管理の
面では制度整備とともに European Open Science 
Cloud (EOSC) などのインフラに巨額の投資を
し、論文の OA という観点では「プラン S」を
通じて「論文の即座 OA」を強く推進してきま
した。近年では、これらに加え、オープンサイ
エンスを推進するためには研究者のインセン
ティブ構造を変える必要があるとの考え方から、
研究評価改革も大きく進みつつあります。
　米国はこの間、動きを潜めており、論文や研
究データの OA 推進には関心が薄いように見え
ていました。また、科学技術や学術において世
界をリードする米国が動きを見せないので、他
の諸国も様子見をしていた感があります。
　今回の OSTP の発表は、論文と研究データの

「即座 OA」に向けた米国の明確な意思表示です。
この発表を通じて、米国だけでなく世界各国の
政策が大きく急展開していくことが予想されま
す。
　日本では、研究データについては内閣府を中
心に制度やインフラ整備が着々と進められてい
ますが、「論文の即座 OA」については、具体的
なアクションにつながる検討はなされていませ
ん。
　世界の動きが出てきたところで、そろそろ重
い腰を上げて検討を開始した方がよいのではな
いでしょうか？「論文の即座 OA」は、論文の
グローバルな視認性向上に繋がるので、論文の
被引用数の拡大と、それに伴う研究評価の向上
が期待できます。世界における OA 論文が少な
いうちがチャンスなので、米国の論文が OA と
なってしまう前に対応を図ることが望まれます。

■■


