
オープンサイエンスと
ダイヤモンドOA
ー学術情報の幅広い共有と利活用に向けて

専門図書館協議会全国研究集会

2022年7月21日

国立情報学研究所 船守美穂



自己紹介

 東大・理・地球惑星物理学専攻 修士

 三菱総研 科学・技術研究ユニット 研究員

 文科省 大臣官房国際課国際協力政策室 調査員

 政研大 国際開発協力サポートセンター

 東京大学本部 特任准教授（IR担当）
 国際連携本部→評価支援室→教育企画室

 現職
 国立情報学研究所

オープンサイエンス基盤研究センター 准教授

専門
 大学マネジメント、高等教育政策

 学術情報流通政策、オープンサイエンス、デジタル時代の高等教育のあり方

船守美穂



Outline
1. オープンサイエンスとは？

2. オープンサイエンスの具体

3. 電子ジャーナル問題の展開

4. ダイヤモンドOAへの道

5. 専門図書館への期待



1 オープンサイエンス

とは？

学術は本来的にオープンなのでは・・・？



英国王立協会 Philosophical Transactions
…オープンな学術活動の淵源

 英国王立協会より1665年創刊

 現在の学術雑誌の基本機能が創
刊号から盛り込まれる。
 登録（日付、出所）

 認定（査読）

 伝承・保存

 それまで書簡や暗号でやりとりされ
ていたことによる、学術発展の阻害
要因を解消。
 誰の新規研究であるのかの判定

 他研究者の知見を土台とした、学術の
積み重ね

4Source: Wikipedia, “Philosophical Transactions of the Royal Society”
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Transactions_of_the_Royal_Society

"Philosophical Transactions" ©Henry Oldenburg 
(Licensed under CC BY 4.0)



多様なオープンな学術活動の総称としての
オープンサイエンス
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オープンデータ

オープンな
ラボブック
/ワークフロー

データ集中科学

市民科学

オープンコード

プレプリント

オープン

アクセス 異なる
評価システム

協働的
目録作成

科学ブログ
オープン引用

Source: European Commission, “Open Innovation, Open Science, Open to the World—a vision for Europe,” 2016

"Pastel Colored Umbrella" ©L. Aragon (Licensed under CC BY-NC-SA 3.0)



政策文書にみる
「オープンサイエンス」の定義

 明確な定義なし*

 一般的理解
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1. 学術研究および学術を整理するため
の新しい方法

2. デジタル技術により可能となる

3. アカデミアにおける価値基準を変える

（＊）OECD, “Making Open Science a Reality”（2015）
https://www.fct.pt/dsi/docs/Making_Open_Science_a_Reality.pdf

「徐々にあり方が
変化していく」

というのが
ポイント！



Open Science…European Commission (2014)

…Public Consultation ‘Science 2.0’: Science in Transition

‘Science 2.0’ describes the on-going evolution in the modus 
operandi of doing research and organising science. These 
changes in the dynamics of science and research are enabled by 
digital technologies and driven by the globalisation of the 
scientific community, as well as the increasing societal demand 
to address the Grand Challenges of our times. They have an 
impact on the entire research cycle, from the inception of 
research to its publication, as well as on the way in which this 
cycle is organised.

7



EU: Open Science Monitor
I. 学術論文のオープンアクセス
 学術論文のオープンアクセス
 プレプリント
 異なる学術出版プラットフォーム
 助成機関のオープンアクセス・ポリシー
 オープンアクセスに対する研究者の態度

II. オープンな研究データ
 研究データ用リポジトリ
 助成機関のデータ共有ポリシー
 研究データ共有に対する研究者意識

III.オープンな学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
 オープン査読
 学術雑誌のオープン査読ポリシー
 Altmetricの利用
 論文の修正・リトラクション

8Source: Open Science Monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor

Open Science Monitor



ユネスコ「オープンサイエンス勧告」
UNESCO Recommendation on Open Science (2021)

9Source: UNESCO Recommendation on Open Science
https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation

ユネスコの
オープンサイエンスの定義

科学知識の創造，評価，
伝達のプロセスを従来
の科学界を超えて社会
のアクターに開放する。

科学と社会の利益
のために協働と
情報共有を増進さ
せる。

多言語の科学知識を
誰もが自由に利用・
アクセス・再利用でき
るようにする。

ユネスコの
オープンサイエンスの

構成要素

オープンな
科学的知識

オープン
サイエンス
のインフラ

社会のアクターとの
オープンな協働

他の
知識体系

との
オープンな

対話

ユネスコの
オープンサイエンスは、

途上国も含め、
社会に学術を開放していく

意味合いが強い



2
オープンサイエンスの

具体

a. デジタル時代の新たな
可能性

b. オープンサイエンスのイ
ンフラ

c. 研究データ共有の仕掛
け
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a. デジタル時代の新たな可能性
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研究活動におけるデジタルデータの氾濫

データ収集時

データ加工・解析

・可視化

データ保存時
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実験科学

理論科学

データ集中科学

計算機科学



グローバル化と協働作業
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 インターネットの出現
により、国際共同研究
の機会が拡大

 情報の共有・保存
のためのプラットフ
ォーム

 オンライン・コラボレ
ーションのプラットフ
ォーム

Source: Open Science Framework
https://cos.io/our-products/open-science-framework/ (last accessed 2017/12/4)

https://cos.io/our-products/open-science-framework/


マイケル・ニールセン
「オープンサイエンス革命」

 SPARC honors Michael 
Nielsen as innovator for 
bringing Open Science into 
the mainstream (2012)

 Reinventing Discovery tells 
the exciting story of an 
unprecedented new era of 
networked science.

 It demonstrated various 
cases with strong emphasis 
on citizen science.

16https://www.amazon.co.jp/Reinventing-Discovery-New-Networked-Science-ebook/dp/B005OQGZ54
http://sparc.arl.org/news/sparc-honors-michael-nielsen-innovator-bringing-open-science-mainstream



市民科学の事例

Galaxy Zoo
星雲分類をクラウドソースする天文プロジェクト

Foldit
 タンパク質折りたたみに関するオンラインビデ

オのパズル

eBird
鳥類観察のオンラインDB

17
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b. オープンサイエンスのインフラ



データリポジトリ

一般的データリポジトリ

分野別データリポジトリ
多数あり

19



データジャーナルとサプルメンツ

データジャーナル (2014-)
 Nature: Scientific Data
 Scientific Data is an open-access, online-only 

journal for descriptions of scientifically valuable 
datasets. 

 Elsevier: Data in Brief
 Data in Brief provides a way for researchers to 

easily share and reuse each other's datasets by 
publishing data articles. 

サプルメンタル・データ
 学術論文に掲載はされないが、読者の役に立つ、学術

論文を補足する研究データ
20http://www.nature.com/sdata/ https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief



European Open Science Cloud
(EOSC)

 EOSC aims to accelerate and support the 
current transition to more effective Open 
Science and Open Innovation in the Digital 
Single Market.

 KEY FACTORS:
 New modes of scholarly communication
 Modern reward and recognition practices need 

to support data sharing and re-use.
 Core data experts need to be trained and their 

career perspective significantly improved.
 A real stimulus of multi-disciplinary 

collaboration requires specific measures in 
terms of review, funding and infrastructure.

 The transition from scientific insights towards 
innovation needs a dedicated support policy.

21Source: European Commission: Realising the European Open Science Cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_the_european_open_science_cloud_2016.pdf#view=fit&pagemode=none



NII Research Data Cloud
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• 機関リポジトリ＋分野別リポジトリやデー
タリポジトリとも連携

• 研究者や所属機関、研究プロジェクトの情
報とも関連付けた知識ベースを形成

• 研究者による発見のプロセスをサポート

長期保存対応ストレージ領域

Cold
Storage

Cold
Storage

Cold
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

Hot
Storage

データ公開基盤

メタデータ集約・管理
知識ベースの構築

成果論文 研究データ

機関向け研究データ管理公開・蓄積管理・保存

検索・利用

非公開 共有 公開
• データ管理基盤における簡便な操作で研究
成果の公開が可能

• 図書館員やデータキュレータによる、メタ
データや公開レベル統計情報などの管理機
能の提供

• データ収集装置や解析用計算機とも連携
• 研究遂行中の研究データなどを共同研究者
間やラボ内で共有・管理

• 組織が提供するストレージに接続した利用
が可能

分野別
リポジトリ

海外の
研究データ
公開基盤DOI ORCIDデータ検索基盤

by

直結

アクセスコントロール

実験データ
収集装置

解析用
計算機

データ管理基盤

次期



クラウド型の機関リポジトリ環境提供サービス

―JAIRO Cloud
 2012年度開始

 各大学の機関リポジトリ（IR）のホスティングサービス

 各大学はあたかも自分で機関リポジトリを持っているように見える。

 近年は、機関リポジトリを独自に運営していた大規模大学も、移行。
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■ JAIRO Cloudで公開予定
■ JAIRO Cloud利用
■独自構築

811 IRs 
IRの数では、

世界1位の日本!
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 国際植物防疫条約（IPPC）に基
づき、欧州・地中海地域51カ国

について設置された、植物保護
の協力・調和機関。

 事務局は20名程度だが、研究
者は計4500名規模。

 各観測点における植生や害虫、
天候等の情報をデータベース化。

 各種基準や標準のガイドライン
を作成。

欧州・地中海 植物保護機関（国際機関）
〈データベース〉
• EPPO Global DB & EPPO codes
• EPPO Standards on Efficacy 

Evaluation of Plant Protection 
Products

• PQR - EPPO database on 
quarantine pests

• EPPO database on Diagnostic 
expertise

• CAPRA (Computer Assisted Pest 
Risk Analysis)

• EPPO Pest Reporting System 
(restricted access)

• EPPO Plant Protection Thesaurus

〈EPPO標準〉
• EPPO Standards on plant 

protection products（３標準）
• EPPO Standards on phytosanitary

measures（10標準）Source:EPPO・Damian Griessinger氏（IT担当）より情報入手
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NFFA-Europe
nanoscience foundries & free analysis

 EU内の複数の測定機器によ

り得られた測定値を一つのリ

ポジトリに集め、データ統合、

解析するツールを提供する。

（利用場面）

一研究者が特定サンプルの計測のため
に、複数の施設を利用。データをNFFAの
データリポジトリに保存。

研究グループがデータを共有、共同解析

他の研究者が、研究データを利用、解析

(X線回折、NMR、質量分析、電子顕微鏡、微細加工・・・)

Source: カールスルーエ工科大学Rainer Stotzkaより情報入手
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ESFRIにおけるe-インフラの重視

前ESFRI議長 John Womersley

A lot of the research infrastructures 
are really data infrastructures or 

networks that bring together 
datasets from existing facilities or 
large single-sited infrastructures 

that generate very, very large 
amounts of data. It is no longer 

possible or sensible to simply look 
at the facility without also 

considering the data handling.

 ESFRI: The European Strategic Forum for Research Infrastructures
 欧州域内において戦略的に整備・運営していくべき研究インフラにつ

いて欧州連合理事会に助言する、極めて影響力の大きい機関

The emerging “e” component of
research infrastructure

NordForsk, “The emerging “e” component of research infrastructure,” 2016.10.2. 
<https://www.nordforsk.org/en/news/the-emerging-201ce201d-component-of-research-infrastructure>
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欧州において戦略的に整備していくべき研究イ
ンフラについてESFRIが設計面で課す最低要件

 科学的卓越性
 長期的科学プログラムが明確である。

 科学コミュニティが確立している。

 科学におけるリーダーシップが明確である。

 汎欧州としてのレレバンス
 当該科学領域における汎欧州のアプローチが明確である。

 対象となるユーザ・コミュニティが汎欧州である。

 各国または国際的な施設が相互補完する、あるいはシナジー効果を有する。

 社会・経済的効果
 社会的課題との関係性が明確にされ、経済的効果が予測されている。

 e-ニーズ
 アクセス方針、セキュリティ対策を含む、e-インフラに対する要求のヴィジョ

ンが出来ている。

 コミュニケーションネットワークや分散コンピューティング、HPC/HTCとの連携
がある。

ESFRI, Public Roadmap 2018 GUIDE—Final version dated 9th December 2016, Annex II: List of minimal key requirements for scientific case
（http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI_Roadmap_2018_Public_Guide_f.pdf）
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e-IRGが選定した、e-研究インフラの色
彩の強いESFRIプロジェクト
 BBMRI: Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure（バイオバン

キング）

 CLARIN: Common Language Resources and Technology Infrastructure（言語資源）

 CESSDA - Council of European Social Science Data Archives（社会科学データアーカ
イブ）

 DARIAH - Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities（デジタルヒュマ
ニティーズ）

 ECRIN: European Clinical Research Infrastructures Network（臨床研究）

 ELIXIR – European Life Sciences Infrastructure for Biological Information（生物情報）

 e-VLBI: Very Long Base Interferometry in Europe（VLBI）
 ESRF: European Synchrotron Radiation Facility（シンクロトロン放射光施設）

 EuroFEL: Free Electron Lasers of Europe（自由電子レーザー）

 KM3NET - The Cubic Kilometre Neutrino Telescope（ニュートリノ）

 LIFEWATCH – e-Science and technology infrastructure for biodiversity data and 
observatories（生物多様性）

 Preparing for SKA – Square Kilometre Array（SKA）

 European XFEL - European X-ray Free Electron Laser（X線自由電子レーザー）
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Helmholtz Data Federation
…参加機関

極域氷床、海洋研究

素粒子物理

ゲノム研究、放射治療

バイオメド、植生

健康科学、原子核物理

気候、エネルギー、
宇宙物理



30Source: https://jdcat.jsps.go.jp/

人社系の

データが

一カ所で

検索可能！
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c. 研究データ共有の仕掛け



学術論文の公開から、
研究データの公開へ

32

公的資金

による

研究成果

研究

データ

学術論文



日本の助成機関のOA/OS方針
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 「日本学術振興会の事業における論文のオープンアクセ
ス化に関する実施方針」（2017.3.9）

 JSPS助成による論文については、原則OA

 研究成果報告において、OAの有無をチェック

日本学術振興会

 「オープンサイエンス促進に向けた研究成果の取扱いに
関するJST の基本方針」（2017.4.1）

 JST助成による論文については、原則OA

 論文のエビデンスデータは公開することを推奨

 研究採択後のデータマネジメントプランの提出を義務付け

科学技術振興機構



研究データ管理計画
Data Management Plan (DMP)

研究者が、研究プロジェクト期
間中に取得する研究データに
ついて、その管理・保存方法
や公開の有無、共有の方法を
記すもの。

近年、研究助成機関から、競
争的資金申請時あるいは採択
時に、求められるようになった。

日本ではJSTが、2018年度よ
り作成を求めている。

34

データ
生成

データ
加工

データ
解析

データ
保存

データ
共有

データ
再利用

データ

ライフサイクル

大学図書館が、
研究者にDMPの
作成方法を助言

しているよ！



学術雑誌における根拠データの要求
…Joint Data Archiving Policy (JDAP) 

 JDAPは、「学術論文の根拠データが公開されていることを
要求する、学術雑誌の方針」である。

 この方針を打ち出している学術雑誌に投稿する場合は、論文の根
拠データをどこかのリポジトリにて公開する必要がある。

 JDAPは2011年、進化論の分野の学術雑誌がとりまとめ、
公開リポジトリの一つであるDRYADにポリシーを掲載して
いる。

 他の分野の学術雑誌も「Supplements」という形で、論文
の根拠データを要求するようになっている。

35(出典) DRYAD, “Joint Data Archiving Policy (JDAP) ”
https://datadryad.org/pages/jdap



第６期科学技術・イノベーション基本計画
…（２）新たな研究システムの構築

（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）

 機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国
立研究開発法人において、2025 年までに、データポリシーの策
定率が100％になる。

 公募型の研究資金の新規公募分において、2023 年度までに、デ
ータマネジメントプラン（ＤＭＰ）及びこれと連動したメタデータの付
与を行う仕組みの導入率が 100％になる。
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【数値目標】

Source: 第６期科学技術・イノベーション基本計画
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf

■ 関連文書
統合イノベーション戦略推進会議 （令和 3 年 4 月 27 日）
「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」
https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf



公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方について

公開・蓄積管理・保存

検索・利用

by
次期

アカデミア、産業界等

収載

※データの説明、管理者、
共有・公開・非公開の区別等の
研究データの概要を示す情報

研究データ基盤システム
（NII Research Data Cloud）

連携を
推進

メタデータ
※

研究者が
付与

研究データを検索・利活用

研究データ

公募型の
研究資金

国立情報学研究所（NII)

（大学間等の高速通信ネットワーク）

〇研究データの公開・共有を推進、産学官のユーザがデータを検索可能

〇ムーンショット型研究開発制度における試行(2020年度開始）、その後、次期SIPに導入

全ての公募型の研究資金の新規公募分に導入(2023年度まで）

高度化・一体的運用
ＳＩＮＥＴ

2020年度に本格運用開始

資金配分
機関

様々なデータ・プラット
フォーム

大学・研究機関
等

EBPMのための
システム

SIP等の分野間
データ連携

バイオ、マテリア
ル等の重要戦
略分野のデー
タ・プラットフォー
ム

欧州等の海外
のプラットフォーム

研究データ基盤システムを中核としたデータ・プラットフォームの構築

37
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参考︓基本的考え方におけるメタデータの共通項目
項目 必須／任意 備考

1 資金配分機関情報 必須※ 公募型の研究資金を配分した資金配分機関（府省含む）の英語略称
公募型の研究資金以外の場合は記入不要

2 e-Radの課題番号 必須※ 公募型の研究資金の場合は、e-Radに登録した課題番号
公募型の研究資金以外の場合は記入不要

3 プロジェクト名 必須※ プロジェクトの研究代表者が統括する研究開発の範囲の名称
公式な名称がない場合は、研究者の所属機関のルールに従って入力

4 データNo. 必須
管理対象データを一意に特定するための番号
公募型の研究資金を配分した資金配分機関が付与
公募型の研究資金以外の場合はデータ管理機関（項目14）が付与

5 データの名称 必須 学会資料、報告資料、測定結果などの中身の分からない名称は避ける
6 掲載日・掲載更新日 必須 メタデータの掲載日・掲載更新日
7 データの説明 必須 端的かつ中身の分かる内容を記載
8 データの分野 必須※ e-Radの研究分野（主分野）。e-Radとの連携により、自動入力される予定。

9 データ種別 必須 研究データ基盤システム上では、通常は「データセット」を標準とするが、データの特性
に応じて「データセット」以外の種別を選択可能

10概略データ量 任意 1GB未満、1GB以上10GB未満、10GB以上100GB未満、100GB以上等の区分により記載

11
管理対象データの利活用・提供方針 必須 無償／有償、ライセンス情報、その他条件（引用の仕方等）等を記載
アクセス権 必須 公開／共有／非共有・非公開／公開期間猶予から選択
公開予定日 必須 公開期間猶予を選択した場合、公開予定日を記載

12
リポジトリ情報 必須 現在のリポジトリ情報、あるいはプロジェクト後のリポジトリ情報
リポジトリURL・DOIリンク 任意 情報があれば記載

13
データ作成者 任意 管理対象データを生み出した研究者の名前
データ作成者のe-Rad研究者番号 任意 管理対象データ作成者のe-Radの研究者番号

14

データ管理機関 必須 各データを管理する研究開発を行う機関のe-Radに登録された法人名
データ管理者 必須 データ管理組織において各管理対象データを管理する担当者の名前

データ管理者のe-Rad研究者番号 任意 管理者のe-Radの研究者番号
e-Rad研究者番号がない管理者は記入不要、ある場合は必須

データ管理者の連絡先 必須 データ管理者の所属機関の住所や電話番号、メールアドレス等
15備考 任意

※公募型の研究資⾦による研究活動の場合

（⾚字箇所は今後変更予定）

https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyudx.html



データ共有の基準としてのFAIR原則
FAIR Data Principles

 To be Findable: (見つけられるために)
 F1. （メタ）データが、グローバルに一意で永続的な識別子（ID）を有すること。

 F2. データがメタデータによって十分に記述されていること。

 F3. （メタ）データが検索可能なリソースとして、登録もしくはインデックス化されていること。

 F4. メタデータが、データの識別子（ID）を明記していること。

 To be Accessible: (アクセスできるために)
 A1. 標準化された通信プロトコルを使って、（メタ）データを識別子（ID）により入手できること。

 A1.1 そのプロトコルは公開されており、無料で、実装に制限が無いこと。

 A1.2 そのプロトコルは必要な場合は、認証や権限付与の方法を提供できること。

 A2. データが利用不可能となったとしても、メタデータにはアクセスできること。

 To be Interoperable: (相互運用できるために)
 I1. （メタ）データの知識表現のため、形式が定まっていて、到達可能であり、共有されていて、広く適用可能な記述言語を使うこと。

 I2. （メタ）データがFAIR原則に従う語彙を使っていること。

 I3. （メタ）データは、他の（メタ）データへの特定可能な参照情報を含んでいること。

 To be Re-usable: (再利用できるために)
 R1. メタ（データ）が、正確な関連属性を豊富に持つこと。

 R1.1 （メタ）データが、明確でアクセス可能なデータ利用ライセンスと共に公開されていること。

 R1.2 （メタ）データが、その来歴と繋がっていること。

 R1.3 （メタ）データが、分野ごとのコミュニティの標準を満たすこと。

39(出典) NBDC訳, “データ共有の基準としてのFAIR原則”
https://events.biosciencedbc.jp/article/14

(出典) FORCE11, “The FAIR Data Principles”
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples



3 電子ジャーナル問題

の展開

購読料上昇

→ OA運動

→ ハイブリッド誌の二重取り問題

→ OA2020
→ 研究助成機関の介入（プランS）

→ 転換契約（Read&Publish契約）

→ 商業出版社を排する動き



シリアルズ・クライシス
Serials Crisis

学術雑誌価格の
高騰

 1986-2011年に
かけて4倍に！

 日本ではこの間、1985年のプ
ラザ合意以後、円高が進行し、
円が2倍以上に強くなったため、
この痛みをさほど感じず、世界
のオープンアクセスの世論に乗
り遅れる結果となった。

41Source: ARL Statistics 2010‐11 Association of Research Libraries, Washington, D.C.
*Includes electronic resources from 1999‐2011.
http://www.arl.org/storage/documents/monograph-serial-costs.pdf



収益率40％前後の
エルゼビア社

42
Source: Vincent Larivière , Stefanie Haustein, Philippe Mongeon, "The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era". 2015

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502

出版社に
儲けさせるために
論文を書いている

のではない！

Source: "2017 RELX Group Annual Report". RELX Group Company Reports. RELX Group. March 2018.

http://www.relx.com/~/media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/relx2017-annual-report.pdf

収入 収益

37％の収益率！
（2017年度）

営業利益 利益幅

営業利益 営業利益

利益率
利益率 Fig 7. Operating profits (million USD) and 

profit margin of Reed-Elsevier as a whole 
(A) and of its Scientific, Technical & 
Medical division (B), 1991–2013.

Reed-Elsevier全社 Reed-Elsevier 科学・技術・医学部門

40%23%

 Springer Science+Business Media 
(2012): 35％

 John Wiley & Sons’ Scientific, 
Technical, Medical and Scholarly 
division (2013) : 28.3％

 Taylor and Francis (2013): 35.7％

Reed-Elsevier



アカデミアからの反発 (1)

43

論文は研究仲間が
読むために書いてい
るのに、相手が論文
を読めないというの

はどういうこと?!

査読や体裁を整える作業はほ
ぼ研究者がしているのに、商用
出版社が40％以上の利益率で

収益を得るのはおかしい！
しかも研究者は無償で作業をし、

原稿料ももらっていない！

学術雑誌が高
すぎて、図書館
で購読契約して

くれない！

Behind the Paywall



アカデミアからの反発 (3)
 ブダペスト・オープンアクセス・イニシアテ

ィブ(BOAI), (2002)
 OAの定義を与える。

 OA実現の２つの方法:
1. セルフ・アーカイビング (グリーンOA)

 著者最終稿、もしくはエンバーゴ期間後の印刷版の論文が、インターネット上の
機関リポジトリ等にオープンに置かれる。

2. オープンアクセス・ジャーナル (ゴールドOA)
 購読料をやめ、代わりに論文出版料（APC, article processing charge）と呼

ばれる費用を著者が負担する

44Source: Budapest Open Access Initiative
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read



世界で最多の機関リポジトリ数を
誇る日本

45

米国
英国
日本

ドイツ
スペイン
イタリア
フランス

IRの数では、
世界1位の日本!

811 IRs 

 各大学の機関リポジトリ（IR）のホスティン
グサービス（2012年度開始）

 各大学はあたかも自分で機関リポジトリを持っ
ているように見える。

 近年は、機関リポジトリを独自に運営して
いた大規模大学も、移行。

811 IRs 

JAIRO Cloud

大学独自設置のIR

クラウド型機関リポジトリ環境提供サービス

―JAIRO Cloud

Source: OpenDOAR Statistics
http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html



OA出版は、読者ではなく論文著者に、
学術情報流通コストの負担を求める

46

購読モデル
出版社

論
文

雑
誌

購読料

論文出版料

出版社

論
文

雑
誌

投稿 販売

投稿
オープンアクセス

投稿料が課される
ケースもあり

APC

オープンアクセスモデル

研究者

研究者

大学図書館

研究者

研究者

一般読者

オープンで
読める！

一般

読め
ない!



米国における学術論文のオープンアク
セスポリシーにつながった働きかけ

47



助成機関のOA義務化の受け皿となった分野別
リポジトリの代表格ーPubMed Central（PMC）

 米・NIHの運営する生物医学・生命科学のオンライン論文
アーカイブ

 2007年、NIHから資金を得てなされた研究成果は、学術雑
誌で発表後一年以内に、論文全文を公衆が無料でアクセス
できる状態にしなければならないことが義務化された。
 具体的には、NIHの研究成果である論文の著者最終稿をPMCに登

録することとなった。

48

 2018年7月現在、計500万本の論文アーカイ
ブを収容・提供する。

 なおPubMed Centralは、2012年にPMCへと
名称変更された。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/



学術論文の約半数が
オープンアクセス

49Source: Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. (2018) 
The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375
https://doi.org/10.7717/peerj.4375

Closed: 53%

Closed: 72%

OAの種類 DOI付論文 全体 説明

OA率（合計） 28% 47%
ブロンズOA 16% 15%DOAJに登録されていないOA雑誌への掲載

ハイブリッドOA 4% 8%非OA雑誌にて論文単位のAPCを支払い公開

ゴールドOA 3% 14%DOAJに登録されているOA雑誌への掲載

グリーンOA 5% 9%機関リポジトリ等を通じた著者最終稿の公開

非OA率 72% 53%



50

ハイブリッド雑誌の問題と
OAへのフリッピングの提案



ハイブリッドジャーナルとダブルディッピング
一枚上手な商用出版社

51

ハイブリッド・ジャーナル

OA論文

OA論文

OA論文

論文

論文

論文

論
文
投
稿

研究者

論
文
投
稿

O
A

出
版

研究者

権威ある雑誌

APCを払うと、
OA出版して
もらえる！

購
読
料

大学図書館

部分的にしか
OAではないから、

雑誌は購読
しないと・・。

図書館員

出版社

二重取り！
ウッシッシ！



Max Planck研究所提案：現在の購読料を
APCに振り替える―OA2020

52
 35カ国109機関が参加表明

 日本からは2機関が参加表明
• JUSTICE、物性グループ・物性委員会

購読モデル 著者負担モデル

200万本 200万本

（注）１€＝130円で計算

１論文当たりの単価：

４９万円
１論文当たりの単価：

２６万円に設定

世界総購読料：

９８８０億円

一気に転換を
図るから

flippingとも
呼ばれる

世界総APC支出：

５２００億円 学術情報流通
コストは

ほぼ半減！

before after

Source: MPDL, “What will it take to secure open access to today's scholarly journals?”
https://www.knowledge.services/app/download/15426878896/9%202017-11-20_Campbell_OA2020_OpenScienceDays_Vienna.pptx.pdf?t=1529915786



完全OAへの移行に向けての
Publish & Read契約（転換契約）

53

購読契約 Publish & Read
契約

Publish契約
(APC支払のみ)

OAへの
移行期の
契約形態

機関における
契約形態

フルOA

OA

購読契約をしないと
論文へのアクセスなし

論文著者の
APC負担

 年間の論文出版
件数の多い大学は、
これまでの購読料
より多く負担。

 年間の論文出版
件数の少ない大学
は、図書予算が楽
になる。

二重
取り!

OA
比
率



エルゼビア社と正面対決するドイツ：
Projekt-DEAL
 エルゼビア社にPublish&Readモデルのナショナルライセン

ス契約を求めて、ドイツがドイツ学長協会主導で、2017年度
分からの契約について、交渉。

 合意に至らないまま、2021.12現在も硬直状態。

54

 2017年1月： ドイツの60機関契約切れ＆アクセス失う

 2017年2月： エルゼビア社が、交渉中はアクセス復旧を約束

 2018年1月： ドイツの計127機関が契約切れ

 2018年7月： ドイツ側が交渉打切りを宣言
→エルゼビア社、契約失効機関のアクセスを打ち切り

 2019年1月： OA2020を提唱するマックスプランクも契約切れ

 2019年1月： ワイリー社とPublish and Read契約を締結！

 2019年8月： Springer-Nature社とPublish and Read契約を締結！

（経過）



欧州中心20余の研究助成機関による、
即座OA義務化…cOAlition Sの「プランS」

 「プランS」適合の論文出版方法

賛同した助成機関
 オーストリア、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブ

ルグ、オランダ、フィンランド、ノルウェー、ポーランド、スロ
ベニア、スウェーデン、イギリス、ザンビアほか

 WHO、ゲイツ財団、ウェルカム財団ほか
55

A) OA誌に出版

B) 購読誌（非OA）に出版
ただし、エンバーゴ期間なしでOAリポジトリに

著者最終稿を公開

C) ハイブリッド誌に出版
当該雑誌が「転換契約」に応じ、OA誌に移行

予定の場合のみ、2024年までAPCを補助

2018.9発表
2021.1発効

発表当初は禁止。
後に、転換契約を条件に譲歩

APCに当初上限設定予定。
後に、価格透明性に譲歩



OA状態から見た学術雑誌の種類

56

購読誌（非OA誌） ハイブリッド雑誌 OA誌

Source: Nature, “Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions” (2018.9.4)
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06178-7

この部分的にOAで
購読料とAPCの二重取りをしている

ハイブリッド誌が問題！



Top journals’ APCs on the rise!

57Source: https://www.nature.com/articles/d41586-020-03324-y



APC comparison between 
2010 and 2019

58Source: Morrison, H., Borges, L., Zhao, X., Kakou, T.L., Shanbhoug, A.M. (2021). Open access article processing charges 2020 – 2021. Preprint. 
Sustaining the Knowledge Commons. https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/42327

 2010 article percentages peak at $1,801–2,000. 

 2019 article percentages peak at $2,001–2,200. 

The upper end of the APC price bands is more 
than a thousand dollars higher than in 2011. 



「転換雑誌」がもたらしたもの

1. トップジャーナルにおけるAPCの高騰

2. 一般的な学術雑誌のAPCの段階的上昇

59

※ 一般的な学術雑誌のAPCは、プランS以前から上昇傾向にあったが、本格

的なOA出版モデルへの転換により、より高額でないと出版ビジネスが保て

ないと想定される。

 Nature誌 ： 120万円 姉妹誌:120万円

 Cell誌 ： 107万円 姉妹誌： 96万円

 Science誌 ： エンバーゴなしのグリーンOAを許容

（プランSの権利保持戦略に沿う）



4 ダイヤモンドOA
への道

ダイヤモンドOAは、
購読料も

論文掲載料（APC）も
とらない

OAモデル！

その分、
学術雑誌の

運営費の捻出は
課題



世界のダイヤモンドOAへの流れを
生んだラテンアメリカのAmeliCA
 ラテンアメリカの主張

 プランSの即時OA戦略はどれも、商業出版社の存在を
前提としすぎている。
• これでは、ジャーナルの経済的問題から逃れられない。

 南米のように、政府補助等に基づく学術インフラを構築
し、商業出版社の影響を排すとともに、学術をアカデミア
の手に取り戻すべき。

61http://amelica.org/index.php/en/2019/02/10/amelica-vs-plan-s-same-target-two-different-strategies-to-achieve-open-access/

https://www.coalition-s.org/blog/reflections-on-the-oa-diamonds-journal-study/

※ 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、学会等が運営費を負担。

南米では、
大学が学術雑誌を運営。

かつ、政府ベースのSciELOで
横断検索可能。



オープンサイエンスと出版多様性のための
ジュシュー宣言
Jussieu Call for Open science and bibliodiversity

学術論文のオープンアクセスが、購読料をAPCに転化
する方法（＝ゴールドOA）により強く推進されているこ
とを問題意識として

62
https://jussieucall.org/jussieu-call/

「学術出版の多様性」の必要性を説く。

https://jussieucall.org/jussieu-call/


プランSの「権利保持戦略」(2020.7)
Rights Retention Strategy

 研究助成機関が、研究助成の条件として、被助成者
に対して、以下を義務づけ

 「助成を得た研究成果の論文の著者最終稿（AAM）また
は印刷版（VoR）には、CC BYのクリエイティブ・コモンズ・
ライセンスを付与しなくてはいけない」

 論文の執筆や論文投稿前に課された条件であるた
め、出版社が論文掲載時に論文著者から要求する
著作権譲渡の契約書より有効?!
 論文の著者最終稿をエンバーゴなしでリポジトリ上に公開

することを可能に！

63

研究助成機関って
こんなところまで

踏み込んで良いの？https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/



Plan SとScience Europe、
ダイヤモンドOA誌の状況を調査（2021.3）

 調査結果

 無数の小規模な学術誌からなる（推定2.9万誌）

 ボランティアや大学・政府により運営。

 水準も多様で、運営面に課題がある場合が多い。

 Plan Sの要求に合わせつつあるが、DOAJに登
録されている雑誌は全体の1/3程度。

 ダイヤモンドOA誌底上げに向けた提案がな
される。

64https://www.coalition-s.org/diamond-unearthed-shining-light-on-community-driven-open-access-publishing/
https://www.coalition-s.org/blog/reflections-on-the-oa-diamonds-journal-study/

読者も論文著者も費用負担不要な
学術雑誌

ダイヤモンドOA誌



Science Europe, Plan S, OPERAS,仏・国立研究
機構(ANR)、ダイヤモンドOAのアクションプランを公開

アクションプラン

効率性

リソース共有（基準、事例、ツール、分
野内のシナジー等）による底上げ

質の基準
ダイヤモンドOA誌の多様な運営方式を、

個々の事情に配慮しつつ、摺り合わせ

能力開発
ツールセットや研修センターの提供

持続可能性

雑誌の所有権、ガバナンスを明確にし、
財務メカニズムを調整する。

65https://current.ndl.go.jp/node/45720



EUが学術論文流通インフラを提供し、その上で、
論文登録・査読・出版・流通を行う（提案）

66

European Open Access Platform

https://blogs.openaire.eu/?p=1961
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/04/10/rather-than-simply-moving-from-paying-to-read-to-paying-to-publish-its-time-for-a-european-open-access-platform/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/

プロダクト層

（プレプリント、データ、ソ
フトウェア）

研究者コミュニティ層

（編集・査読、論文出
版・閲覧）

インフラ層 （機関リポジトリ、分野
別リポジトリ）

政府がインフラを
補助する、

出版社を排除した
モデル

ジャーナル層

（オーバーレイジャーナル）

2021.3完成



プレプリントサーバの隆盛
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COSのOSFがホストするサーバ

米国化学会

※ 2016年に
Elsevierが買収

Source: Open Science Monitor, “Number of preprints”
https://public.tableau.com/profile/sarah.parks#!/vizhome/OApreprints/Dashboard1

工学

ライフサイエンス

自然科学

社会・行動科学

米国

不明

ドイツ

フランス

英国

イタリア

日本

中国

スペイン

研究者にとっては
スピーディーに

情報交換できるのが
嬉しい！



オープンサイエンス

の有用性を示した

パンデミック

 「COVID-19関連の研究データと研究成果共有」
宣言

- 世界160機関が署名

- CORD-19 (COVID-19 Open Research 
Dataset)

- Nextstrain, Gisaid ほか

学術出版社によるCOVID-19関連の学術出版を
無償提供、再利用を可能とする

- 世界43の雑誌や出版社が署名

 COVID-19関連のプレプリントの急増

- bioRxiv, medRxiv
COVID-19

以外の分野にも
学術の共有は
有効なはず！
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「科学技術情報発信・流通総合システム」（J-STAGE）は、国立研究
開発法人科学技術振興機構 (JST) が運営する電子ジャーナルプ
ラットフォームです。J-STAGEは、日本から発表される科学技術（人
文科学・社会科学を含む）情報の迅速な流通と国際情報発信力の
強化、オープンアクセスの推進を目指し、学協会や研究機関等にお
ける科学技術刊行物の発行を支援しています。
現在J-STAGEでは、国内の1,500を超える発行機関が、3,000誌以
上のジャーナルや会議録等の刊行物を、低コストかつスピーディー
に公開しています。

J-Stageは、

日本が世界に誇る

ダイヤモンドOA！

https://www.jstage.jst.go.jp/



商業出版社を排した学術出版プラット
フォームの課題

 権威ある雑誌がない

 本来エディトリアルボードとともに、雑誌がこちらに移行すれ
ば良いだけであるが・・・。

 ダサい！単機能

 単にコンテンツを閲覧・公開できるのみで、きめ細かさに欠
ける

• 論文投稿・査読システム、参考文献のリンク、評価・分析機能、
マーケティング機能

 結果として、ここに搭載される雑誌のIFは伸び悩み、投稿者
も減少という負のスパイラルに？

 持続性の問題
 非政府系のものは、資金の持続性に課題あり

• クラウドファンディング、財団からの支援等でつないでいる 70

サービスの
きめ細かさを
求める限り

商業出版社に
軍配が上がる



5 専門図書館への

期待

この素晴らしい

コンテンツを

世界の人々と

共有したい！



インターネット
時代の

学術情報
流通

72

瞬時に情報流通

流通・複製コスト僅少

複製・共有が容易

場所を取らない

いつでも、
どこでも、
誰とでも
情報共有可能！

データ連携可能



インターネット
時代の

学術のあり方

73

アカデミア、企業、社会など
分け隔てなく協力し、

より素晴らしい世界を実現する！
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専門図書館への期待(1)
…課題と解決の方向性

 専門図書館

特定の専門領域における希少な資料を
所蔵、閲覧に供している。

 課題

知る人のみぞ知る状態となっており、利
用拡大が課題

デジタル化も進んでいない

 解決の方向性

所蔵情報（カタログ）だけでもデジタル化
し、ネット上で広く流通させること

優れた

コンテンツを

ぜひ世の中に

広めて！
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専門図書館への期待(2)
…簡易な発信方法

 所蔵情報（＆デジタルコンテンツ）

 機関リポジトリを図書館で運営し、カタログのメタ情報などを公開

 機関リポジトリは、JPCOARとNIIが共同で運営する「共用リポジトリ
サービス JAIRO Cloud」で簡易にセット可能

 刊行物

 JSTの運営するJ-Stageにて、刊行物をOA出版可能

物理資料の場合：

• 所在情報や利用方法も公開

デジタルコンテンツの場合：

• 機関リポジトリで、デジタルコンテンツも公開可能

• 外部サイトで公開済みのデジタルアーカイブについて
は、コンテンツへのリンク情報を提供

国の

サービスを

利用して

安価に公開！
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CiNii Research連携関係図

https://support.nii.ac.jp/ja/cir/cir_db

https://cir.nii.ac.jp/

①多様なDBの
ハーベスティング ➁JSON-LDやRDFの

マイクロデータ
Web埋め込み

③APIやダンプデータ提供

 機関リポジトリ

 J-Stage, CrossRef

 NDL, NDL-Digital

 DataCite 等

※ ジャパンサーチとの連携方法も現在、検討中



専門職人材によるオープンな学習コミュニティ

77（出典） http://gestiondeprojet.pm/mooc-certificat-par-equipe-projet/
https://www.edsurge.com/n/2013-10-14-coursera-teaches-teachers-anywhere-anytime

クラウド上の

共同学習空間

（MOOC等）

世界各国、異分野の専門職人材がMOOC等のクラウド
上の学習機会で集い、新たな知見を生み出す動きがある。

（事例）
 仏・École Centrale de Lille

の「プロジェクト・マネジメント」
に関するMOOC

 初めのプロマネ基礎（全6回）を
修了した者を対象に、有志でプ
ロジェクト・グループを立ち上げ、
実際にネット上でプロジェクトを
完成させる。

 例えば、「仏における食糧配給
システム」「大学へのMOOCの
導入方法」など。

 その他別のMOOCで、新任教
員が科目や教室マネジメントを
学びながら、お互いの悩みを相
談するMOOCなどもある。



海外大学事情 mihoチャネル 配信中
https://rcos.nii.ac.jp/miho/

連絡先

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター
船守美穂（funamori@nii.ac.jp）

https://rcos.nii.ac.jp/miho/
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