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インタビュー事項
1. 海外のオープンアクセスに関する動向について
 独国・Project DEAL
 米国・OSTPによる指令

 その他、Ｇ７各国

2. G7に向けた日本のＯＡ戦略について
 G7に向けた方針、木曜会合を含むこれまでの議論の説明（内閣府）

 日本のＯＡ戦略におけるゴールド/グリーン/ダイアモンドの方針につ
いて

 今後の課題

3. その他
 検討のため、収集することが有効なデータ
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Outline
1. 独・Projekt-DEALと日本における転換契

約の可能性

2. 米・即座OAの方針とそのインパクト

3. ダイヤモンドOAと日本への示唆

4. 仏・グリーンOAの方針と日本への示唆

5. G7に向けた日本のＯＡ戦略について
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1
独・Projekt-DEALと

日本における

転換契約の可能性

海外の

OAに関する

動向
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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、2022.12現在も硬直状態。
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 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） 2019.1現在



Projekt-DEAL体制図
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https://www.projekt-deal.de/about-deal/

ドイツ学術機関アライアンス

ドイツ学長会議

事務局
（監督・承認）

戦略策定、学術外交
コミュニケーション

契約項目の具体化
契約締結実務

機関、研究科、学会

業務委託者、戦略的条件設定



ドイツ学術機関アライアンス
正式名称： Allianz der deutschen

Wissenschaftsorganisationen
設置年： 2008年

活動：
 随時、学術に関連する政治的テーマについて、立場を表明

 2008年から現在に至るまで、“デジタル情報”イニシアティブを推進

メンバー機関：
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 ドイツ学術会議（Wissenschaftsrat）
 ドイツ学長会議（HRK）
 マックス・プランク研究所
 フラウンホーファー協会
 ドイツ研究センターヘルムホルツ協会

 ライプニッツ協会
 ドイツ研究振興協会（DFG）
 ドイツ学術交流会（DAAD）
 アレクサンダー・フォン・フンボルト財団
 国立科学アカデミー・レオポルディーナ

Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Allianz_der_Wissenschaftsorganisationen



ドイツ学術機関アライアンス
…立場表明（例）
 データ集中研究のための欧州インフラ（EOSC）を歓迎（2018.3.20）

 デジタル配列情報（DSI）へのアクセスに危惧（2018.2.9）

 学術がデジタル変革を積極的にかたどる方法（2018.1.30）

 優れた学術は、安定した家庭環境が必要（2017.7.13）

 著作者の権利を認める法改正を歓迎。ただし期限付きであることには問題あり（2017.6.30）

 ドイツの学術は有効かつ学術フレンドリーな著作権法が必要（2017.3.18）

 「科学のための行進（March for Science）」を支持（2017.4.6）

 優れた学術は、優れた研究インフラが必要（2017.2.23）

 学術は国際的である―トランプ政権の移民政策への批判（2017.2.3）

 連邦政府および州政府による若手研究人材育成促進を支持（2016.9.11）

 独・教育研究省のOA戦略（学術出版原則OAの方針）を支持（2016.10.13）

 トルコ研究者の自由を脅かすトルコ国内の政策を批判（2016.6.28）

 国家研究データインフラ（NFDI）のコンセプトを歓迎（2017.6.21）

 Horizon2020中間評価へのコメント表明（2016.7.13）

 動物実験におけるデータ公開のあり方に関する研究開始（2016）

8Source: https://www.fraunhofer.de/de/ueber-fraunhofer/wissenschaftspolitik/StellungnahmenAllianzderWissenschaftsorganisationen.html



Projekt-DEAL目的

 ドイツの学術機関に在籍する研究者が主著者であ
る論文は出版と同時に即座にオープンアクセスで
提供される。

 DEAL機関は、永続的かつフルテキストのアクセス
を有する。

 出版をベースとする、未来型かつ適正な価格負担
モデルを適用する。
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 DEAL機関：大学、研究機構、専門大学（Fachhochschule）、公共図書館など計700余りの機関

 対象出版社：大手３社（エルゼビア社については断念か？）

 OA2020、プランS、出版社との交渉におけるLIBER原則に基づく

https://www.projekt-deal.de/about-deal/



現在 Ｘ年
（完全OA実現）

PPV
購読料による

学術雑誌
負担モデル

PPP
論文著者による
学術雑誌
負担モデル

エルセビア社の
利益率40％分は
減額が可能なはず！

Project-DEALが目指すOA時代の学術雑誌負担モデル

※ 2017年4月4日Projekt-DEAL事務局ヒアリング時の情報に基づく



Projekt-DEALの評価（船守私見）

はじめに立てた方針に、固執しすぎたき
らい有り
 このため、エルゼビア社と契約締結ができ

ていない

Projekt-DEALの転換契約が費用圧縮
につながったという話は聞かない

ドイツからの論文出版が転換契約が成
立したSN社とワイリー社に偏った模様

11

ちょっと
原理主義的
すぎだった

かも！



Projekt-DEALから日本への示唆
（船守私見）

 ドイツの特殊事情により、日本が真似するには難し
い側面あり

 Projekt-DEAL立役者であるドイツ学長会議・元会長ヒ
ップラー氏の強い信念と不屈の精神

 Projekt-DEALの理念に共感し、原理原則を曲げない
ドイツ人気質

 大学図書館だけでなく、州の公共図書館や、芸術系の
大学、専門大学（Fachhochscule）なども含むこと

 契約形態も、購読料ベースRead& Publishではなく、
先進的なAPCベースのPublish&Readであること

 MPDLの強力なスタッフとノウハウがあること

…ノルウェーの転換契約事例の方が参考となる可能性有り12
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ノルウェーとエルゼビアの
転換契約事例



ノルウェーとエルゼビア社との
Read and Publishパイロット契約（2019.4）

 2年間のパイロットとして2019.4締結
 その後、2022－24として転換契約締結

 7大学39研究機関のエルゼビア社の学術雑誌へのアクセスと、これら機
関の研究者のエルゼビア社の学術雑誌における論文のOA出版の経費
をカバー
 割り当てられたOA出版論文数に実際の論文出版が満たない場合、返金を得られない

 割り当てられたOA出版論文数を超えてしまった場合、定価の論文掲載料（APC）が支
払われる必要

 契約額は900万ユーロ（11億円）

 OA出版を含まない同コンソーシアムのこれまでの購読契約額から3％増
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 エルゼビア社にとっては初めてのRead and Publish契約

 ドイツやカリフォルニア大学との契約決裂でE社が焦っていた

 これまでの購読契約額から3％増（説明ではインフレ分）を許したことに批判あり

 しかし、他国の転換契約も完全にcost neutralは交渉できていない模様

https://rcos.nii.ac.jp/miho/2019/05/20190507/



ノルウェーとエルゼビア社との
Read and Publishパイロット契約（2019.4）

…成功要因

 ドイツやカリフォルニア大学との契約決裂でE社
が焦っていたこと

 転換契約において、これまでの購読契約額から
の3％増（説明ではインフレ分）をノルウェー側
が許容したこと

 ノルウェー大学協会（Universities Norway）
からOA交渉条件がとりまとめられていたこと

 交渉条件が満たされない場合、契約見送りが示唆さ
れていたこと

 国家目標として、2024年までに100%OAが掲
げられていたこと
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学長たちの
明確な後ろ盾があり

安心して
交渉できた

図書館

コンソーシアム

https://rcos.nii.ac.jp/miho/2019/05/20190507/

Universities Norway, "Expression of support for a common negotiatingstrategy for open access to research articles," (2018.4.7)

https://www.ceres.no/tjenester/laat/aktuelle-saker/2018/expression-of-support-for-a-common-negotiating-strategy-for-open-access-to-research-articles(67832)-(002).pdf


ノルウェー大学協会から示された
交渉条件・方針（1）

2024年までに100％OAの
国家目標に対応するため

交渉条件
• ノルウェーの研究者の論文の出版時即座OA
• OA出版による契約額増は許されない
• 契約条件・契約額・ビジネスモデルは公開
• 購読誌への永続的アクセス
• 論文出版数ベースの価格モデルに向けた契約

Universities Norway, "Expression of support for a common 
negotiating strategy for open access to research articles," (2018.4.7)
https://www.ceres.no/tjenester/laat/aktuelle-saker/2018/expression-of-support-for-a-common-negotiating-strategy-for-open-access-to-research-articles(67832)-(002).pdf



ノルウェー大学協会から示された
交渉条件・方針（２）

スウェーデン、ドイツ、スイス、オース
トリアでは、大学長や研究担当の長
が交渉に参加している。

交渉方針
• Unitは上述の交渉方針に基づいて交渉する。
• 大学長や研究担当の長は交渉に参加する。
• （現場の購読契約は持続不能と考えているた

め）条件に見合わない場合は、契約見送りの
可能性がある。

Universities Norway, "Expression of support for a common 
negotiating strategy for open access to research articles," (2018.4.7)
https://www.ceres.no/tjenester/laat/aktuelle-saker/2018/expression-of-support-for-a-common-negotiating-strategy-for-open-access-to-research-articles(67832)-(002).pdf



フランスのエルゼビア社との
したたかな契約

 フランスCouperinのエルゼビア社の2019-2022契約条件

① 2019-22年の4カ年で13.3％の購読費減額

② APCは25％ディスカウント

③ グリーンOAとして、エルゼビアのScienceDirect上で12ヶ月後、
HAL上で24ヶ月後に公開される。

④ 2002-2012のPDFデータがISTEX-DBに送られ、テキスト・データ
マイニングが可能となる。

（契約の特徴）
① 購読費減額は画期的！

② 転換契約は追求せず！

③ グリーンOAの手間を減らす！

④ 文献情報のAI利用が可能に！ 18
https://www.soundofscience.fr/1754?fbclid=IwAR1kMvjaYuNctmjTnJGREhPmsx6uP5IOu05mEMJj-_9hLol0vksAlw62kRo

運営委員会の
お偉さん達に

言われているんだ！
絶対大幅減額を

勝ち取って
来いと！



仏・Couperinの運営体制と交渉過程

 実施方針を決定する図書館を中心メンバーとするBoardの
上に、意志決定を行うSteering Committeeがある。

 Steering Committeeは10名程度で、大学長、CNRSや
CNRS外の研究機関の長、高等教育・研究イノベーション省
の担当、Couperin代表により構成される。
 CNRS等の研究機関は、PAR契約に反対

 大学等はPAR契約に賛成

 研究機関側と大学側の意見がかみ合わずPAR契約は見送
り。他方、両者の要望を交渉条件とし、上述の契約条件を
引き出す。
 当初は、購読料の30％減、APCの90％減を要求。

 エルゼビア社も当初は困惑したが、ドイツ、カリフォルニア大学との契約決
裂の直後であったため、フランスについてはこの条件で折り合った模様。 19



転換契約成功のポイント（船守私見）

 「○○年までに100%OA」の国家目標が掲げら
れていること

 プランSなどの、研究助成機関からの縛りがある
こと
 研究者へのOA義務化
 転換契約なしにはハイブリッド誌に投稿不可等

 大学執行部からの明確な支援と指示があること
 「契約見送り」の可能性を含む

 契約においてある程度の柔軟性を持たせること

20

国や執行部からの
明確な条件設定があると

出版社を説得できる
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日本における転換契約
への示唆



転換契約で参考となりうる国
（船守私見）

 オーストラリア、韓国

 機関単位の転換契約が進んでいる模様

 フランス

 「（国の教育機能を担う）大学」と「（国の研究機能を担う）
CNRS」という研究力格差がある状態で交渉

 「購読料＋ディスカウントAPC」でエルゼビアから」非常
に有利な条件を引き出す

 国家リポジトリHALを通じたグリーンOAを推進

 非英語圏で、出版多様性等、様々な方策を打ち出す
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転換契約における留保事項
（船守私見）

 転換契約により費用圧縮につながっていない模様

 転換契約が単なる「購読契約とAPC」の一括契約で、100％OAへの転
換に結びついていないという批判が生まれ出している

 Read and Publish契約やPublish and Read契約は、交渉および契
約後の教員へのAPC配分において、多大な事務負担を機関に強いる

 機関間の費用負担配分が変わり、国単位で転換契約をする場合は、そ
の調整を大学コンソーシアム側でする必要あり

 最終的に実現するとされているフルOA誌のビジネスモデル（ゴールド
OA）は、小規模雑誌にとって持続可能ではない

 最終的に実現するとされているフルOA誌は、査読が甘くなりがちである
 ハゲタカジャーナルの温床となる

23



転換契約は進めるべきか？
（船守私見）

 転換契約は、学術情報流通をフルOAにすることを目的として生み出された。

 しかし、転換契約は、原理的に、世界の論文を全てOAにすることはできない。

• 転換契約を結べない機関・国（企業含む）の論文の一部は常にクローズドのまま

 転換契約が、当初のフルOA実現の目的を果たせなくても、購読料とAPCを一括契約
することによる費用圧縮が図られるのであれば、転換契約は進めるべき。

 しかし、転換契約をcost neutralの原則で契約できた、もしくは費用圧縮につながっ
たという話はあまり聞かない。

 転換契約は、多大なる事務負担や機関間の調整を要し、つまり、コストがかかるため、
フルOA実現や費用圧縮の目的が達せられないのであれば、推進する意味があるか
微妙・・・？
• フランスなど、グリーンOAでフルOA実現を目指し、転換契約に消極的な事例もある。米国も、国全体とす

ると転換契約に消極的（SPARC-USがそのように誘導）である。

 分野によっては、グリーンOAの著者最終稿の流通のみでは不十分で、印刷版のOA
が必要のため、国全体としてはグリーンOAを進めつつ、（転換契約の必要はないが）
APC負担によるゴールドOAも進める可能性も検討されて良いかもしれない。

24

転換契約の
メリットは

いかほど？



追加調査すると良い項目
...各国のOA方針

① 各国のOAを規定する国家計画・法律等

② 各国においてOAを研究の現場に落とす仕
組み

③ 各国研究助成機関ごとのOA方針

それぞれにおけるOA要件

 義務／推奨

 即座／エンバーゴ付

 公開場所・方法

 その他の要件 25

大学執行部の意図が
交渉の現場に

どのように反映する体制
となっているかを

調べられると
尚更いいね！
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参考情報：転換契約の分析

Analyzed on 2021.12.4 with ESAC transformative agreements registry data



（参考）「転換契約」登録サイト

27
Source: ESAC, “Transformative Agreement, Agreement Registry“
https://esac-initiative.org/

プランSでも
参照される！



プランＳ諸国でより進む
転換契約（TA）
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プランＳ諸国との転換契約を
まず進める中小出版社
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非プランＳ諸国との転換契約は
機関単位が多め
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非プランＳ諸国との転換契約は
契約期間が短め
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ESAC「転換契約」登録サイト
分析まとめ

1. 転換契約は世界的に進行してるが、 プランS諸国
中心である

2. プランS諸国は国単位の転換契約が多いが、非プ
ランS諸国は機関単位の転換契約が進んでいる。

3. 非プランS諸国の転換契約の契約期間は短めで
ある。

32

⇒ 総じて、非プランS諸国の転換契約の条件は悪いよう
に見える。



擬似的なRead&Publish契約
を持ちかけるエルゼビア社

33

APC
ディスカウントでは、

購読料は
減少しない！

Discount APC しかも、
出版社サイト上の

著者最終稿は
グリーンOA
ではない！



2 米・即座OAの方針と

そのインパクト

海外の

OAに関する

動向
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米国、即座OAの方針を発表
（2022.8.25）

 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

 a）査読付き研究論文と、b）研究データをカバー

 査読付き研究論文：研究助成機関の指定するリポジトリ
を通じて、論文が出版後に即座OA

 研究データ：研究データを公開する方法やタイムラインに
ついて検討中

 エンバーゴ期間や時間差なく、社会から無償でアク
セス可能

35

大変だ！
日本はどう
対応するの

だろう？

執行部に
知らせないと！

https://rcos.nii.ac.jp/miho/2022/08/20220827/



米・即座OA方針の狙い・国内の反応

 米・即座OA方針の狙い

 公的研究成果への社会からの無償アクセスを
可能とし、その恩恵を平等に得られるようにする
こと（public access）

 米国内の反応

 長いこと検討がストップしていたように見えてい
たため、驚きをもって受け止められる。

 学術情報流通コミュニティには歓喜の声

 出版社は困惑、怒り

 OSTPから大学執行部へは、この即座OA方針
の影響として、学会出版への打撃を示唆

36https://rcos.nii.ac.jp/miho/2022/08/20220827/

即座OAになると
学会出版は安定した
購読料収入を失い

ビジネスモデル
破綻の危機



米・即座OA方針に対する
米国外の国の反応やインパクト

 米国外の国の反応

 即座OA実現方法について、関心が集中
• 「研究助成機関の指定するリポジトリを通じて即座OA」と言わ

れているが、本当にグリーンOAで行くのか？

• プランSのような転換契約・権利保持戦略・ダイヤモンドOAなど
を米国の研究助成機関が求めるようになるのか？

 米国外へのインパクト

 他国にも「即座OA」が波及する可能性が示唆
• プランSで様子見であった諸国が即座OAに続く可能性

• 即座OAに対応しないと、自国論文の視認性が制限され、大学
ランキングに影響する可能性

37[Times Higher Education] (2022.9.15) Asia tipped to follow US lead with open access mandates 
https://www.timeshighereducation.com/news/asia-tipped-follow-us-lead-open-access-mandates



米・即座OA方針の日本への示唆
（船守私見）

 米国の論文が全て即座OAとなると、日本の論文の視認性が相対的に落ち、日
本の見た目の研究力がさらに落ちる。

 日本は早急に、米国より先に即座OAを実現した方が良い。

 米国の即座OAにより、多くの研究データが流通し、研究の素材として利用され
るようになる。「研究の素材として利用されるデータ」をより多く有する国が、研究
競争力を有することになる。

 日本も研究データを即座に共有・公開を義務化するルールを導入した方が
良い。

 米国の即座OAがグリーンOAで実現される場合、権利保持戦略や著者最終稿
が受け入れられやすくなり、日本においてもグリーンOAを推進しやすくなる。

 日米でグリーンOAで共同戦線を張ることができると良い。

38

日本ではとりあえず、研究助成機関において、①即座OA義務化、
②リポジトリへの著者最終稿（プレプリント）＋研究データの登録義
務化、③権利保持戦略の導入をすると良い。

日本はもともと
グリーンOA路線

だからね！



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！

39

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/



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

40
https://www.ted.com/talks/sharon_terry_science_didn_t_understand_my_kids_rare_disease_until_i_decided_to_study_it?language=ja



3 ダイヤモンドOAと

日本への示唆

海外の

OAに関する

動向
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ダイヤモンドOAとは

学術雑誌・論文の流通に際して

 読者からの閲覧費用を徴収せず

 論文著者からも論文掲載料（APC）を徴収せず

オープンアクセスで流通させるモデル。

学術雑誌・論文の流通に一定のコストがか
かるため、学術雑誌・論文出版プラットフォー
ムは政府補助や会費、寄付などにより運営
される。

42



非APC型OAモデル
（図書館共同出資モデル）

43

 図書館のコンソーシアムを作り、参加館から出資金を集め、
それを財源としてジャーナルや単行本（モノグラフ）を発行す
るというビジネスモデル

 著者にAPC負担を強いることなく、オープンアクセスを実現
できる

図書館によるクラウドファンディング



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）

44

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！



プレプリントサービスに参入する
学術出版社

査読中にある論文を、プリプリント
として公開するサービス

 Springer Nature社： In Review
 Wiley社： Under Review

46

査読期間中

プレプリントとして投稿論文を公開

便利だけど、
出版社に結局

囲い込み
される！

論文投稿 出版



世界のダイヤモンドOAへの流れを
生んだ南米AmeliCA
 南米の主張

 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。

47http://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。



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。

48https://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。

49https://current.ndl.go.jp/node/45720



「機関によるOA出版モデル開発」
プロジェクト

 DIAMAS: Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance 
Scholarly Communication
 2022.9-2024.8の3カ年プロジェクト

 大目標：欧州における機関によるOA出版（IPSP）のキャパシティビルディング

 エクス＝マルセイユ大学、cOAlition S、Science Europeが23機関に委託

 30億ユーロ（EUの予算）

【プロジェクトの目的】

1. 特にダイヤモンドOAの、IPSPの現状調査（規模、場所、 分野と言語、GPからの隔たり）

2. IPSPの欧州質基準の策定とEUレベルの調整ツールの提供による、IPSPの効率性と質の改善（ただし、各国・コミュニ
ティ・機関の文化的・経済的・歴史的・機関の種類による多様性を踏まえる）

3. 運営のツールキット、特定の基準、ガイドライン、研修教材、ビジネスモデルの作成を通じた機関によるOA出版の能力
向上。将来の「OA Capacity Centre for Institutional Publishing」となる IPSPグローバルネットワークの形成を
通じて、ISPSが欧州質基準を満たすように支援。リソースの共有、協力の拡大、新しい助成モデルの促進を通じた
ISPSのコスト面の持続性向上。

4. 政府、研究助成機関、研究機関、最高レベルの政策決定機関（EU研究総局、各国省庁、大学執行部、大学図書館長
等) と連携し、OA 出版におけるポリシーと戦略の形成・運営を支援することを通じて、これらの機関が長期的に運営
あるいは支援する機関によるOA出版のプロファイルを向上。

※ IPSP: Institutional Publishing Service Providers（機関出版サービスプロバイダ）

50
https://diamasproject.eu/about/
https://diamasproject.eu/diamas-receives-grant-to-develop-diamond-open-access-publishing-in-europe-copy/



50年後、論文出版に関わる経費を
どの程度、国内に留められるか？

51

APC必要な

OA誌 APC必要な

OA誌

APC不要なOA基盤
機関リポジトリ、
JAIRO Cloud等

海外OA誌に100％
論文発表をした場合

国内OA基盤に学術コンテンツを
一部、留めた場合

海外にAPCが
100％流れ出す?!

国内OA基盤を
活用したい！



中国の研究評価改革（2020年2月）

SCI論文と関連指標の使用を規制

 評価対象となる「代表的な作品の数」を制限

 研究者の場合、5点まで

 そのうち最低1/3は「国内の学術雑誌において発表」されたも
のでなければならない

 基礎研究は、雑誌のIFやSCI関連指標ではなく、論文の革
新性や学術的貢献を評価

 応用研究は、論文を評価指標としては一般に使用せず（!）、
技術的課題への実質的貢献や、産業応用、新プロセスの効
果等を評価

52

 教育部＆科学技術部「大学におけるSCI論文の関連インデックスの使用の規制ー
正しい評価オリエンテーションの確立に向けて」

 科学技術部「論文のみに依拠する科学技術評価の悪影響を排除するための措置
（試用版）」

Source: 船守美穂「中国、研究評価におけるSCI論文と関連指標の使用を規制」mihoチャネル (2020.3.13)
https://rcos.nii.ac.jp/miho/2020/03/20200313/

SCI論文に
報奨金を
出しては

いけない！



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 53

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



ダイヤモンドOAでは
運営の危機に陥る日本発国際誌

雑誌インパク
トファクター

低下

雑誌への
論文投稿数

の縮小

雑誌収入縮小
マーケティング

縮小

雑誌の
品質低下

54

日本発
国際誌

運営委託

商業出版社

マーケティング

論文投稿数の拡大

雑誌インパクトファク
ター上昇

雑誌収入拡大



世界における
ダイヤモンドOA推進状況

 学術情報は公共財として、非営利に運営されるべきと
いう認識が着実に広がり、ダイヤモンドやグリーンOA
が推進されようとしている。

 一方、南米を除いて、他の諸国は学術情報流通を非
営利に安定的に支える財源が十分に確保できていな
い。

 日本は実は、J-StageやJAIRO Cloud等、学術情報流通

基盤が整備されているが、これのポテンシャルが十
分に認識、有効利用されていない。
• これら基盤上の論文も適切に評価される必要有り。

55



ダイヤモンドOAの日本への示唆
（船守私見）

 日本は、J-StageやJAIRO Cloudなどの、ダイヤモンドOA
のプラットフォームとなりうる基盤がすでに整備されている
ので、これを戦略的に活用した方が良い。

 日本の学会誌に、国産ダイヤモンドOAプラットフォームの
利用を促せないか？
• ただしその場合、研究評価改革（DORA、多面的評価等）もセットで動

かす必要がある。

• また、ダイヤモンドOAでは学会誌の運営が立ち行かなくなるため、学
会誌運営補助（≒研究発信力強化経費）を提供する必要がある。

 アジアを中心として学会誌を、国産ダイヤモンドOAプラット
フォームを開放できないか？

• ただしこの場合、プラットフォーム利用料を学会誌あるいは当該国か
ら徴収する。 56



ダイヤモンドOAの具体化の方策
（船守私見）

 J-Stageの雑誌の多くはダイヤモンドOAとなって
いるが、一部の雑誌は購読料やAPCを徴収する。

 ダイヤモンドOAとして、これらの料金の徴収を禁じると、
学会誌の運営が立ち行かなくなるため、なんらかの緩和
策が必要。

 機関リポジトリクラウドサービスJAIRO Cloudを利
用する場合は、オーバーレイ ジャーナル（例えば
仏・Episcienceなど）を利用する。

 論文コンテンツは、機関リポジトリに格納されるため、初
めにプレプリントとして機関リポジトリを通じて流通させる
ことも可能となる。 57



4 仏・グリーンOAの方針と

日本への示唆

海外の

OAに関する

動向

58
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仏・グリーンOA推進方策（全体像）
（基本方針）

 グリーンOAの基本方針（仏・Law for Digital Republic）
 公的資金を得た研究成果（論文、著書）のOAを義務化（仏OS国家計画、仏ANR）

 HALを国家オープンアーカイブとして位置づけ（仏OS国家計画）

（グリーンOAとダイヤモンドOAの推進）

 プラン S と権利保持戦略

 仏ANRによる「遅くとも論文出版時における著者最終稿のHALへの公開義務化」

 APCはフルOA誌のみに支出可能（ハイブリッド誌へのAPC支出は禁止）（仏OS国家計画）

 APC不要なOA出版（特に“subscribe to open”モデル）

 HAL上のオーバーレイジャーナルEpisciencesの活用

（書誌多様性と多言語主義の推進）

 仏著作への疑似的自動翻訳活用

 人社系におけるオープンサイエンス推進

 OA本、OpenEdition, Huma-Num, Métopes等

 仏・学術出版を構造化・支援・現代化

 OS推進の公的学術出版アライアンス形成（相互調整、リソース共有）

 学術出版観測所設立による、学術出版に関わる官民交流

https://www.ouvrirlascience.fr/second-national-plan-for-open-science/
https://anr.fr/en/anrs-role-in-research/commitments/open-science/



60

仏・公的資金を得た研究の公開推奨

仏・Law for Digital Republicでは、「公的資金

を半分以上得た研究による学術論文等は、
理系は6ヶ月、文系は12ヶ月のエンバーゴを

経て、著者最終稿を公開することができる」
という条項あり。

（参考）

 EUは、「OpenAIREに公開義務化」。各国リポジトリ
からハーベスト。
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仏・オープンサイエンス国家計画
 National Plan for Open Science (2018.7.4)

1. Generalise Open Access to Publications
2. Structure Research Data and Make it Available through Open 

Access
3. Be Part of a Sustainable European and International Open 

Science Dynamic

 １）学術論文のOAを一般化
① 公的資金を得た研究成果（論文、著書）のOAを義務化
② OSファンドを設立
③ HALを国家OAリポジトリとして支援し、世界のOAプラットフォーム

を通じて論文出版する研究者のプロセスを簡易化する。
• これにより2020年よりANR（仏研究助成機関）にて、論文投稿時にHALに

プレプリントを搭載することを義務化。

• また仏における教員採用および教員評価では、HAL上の成果しか見ない
という動きもあり（INRIAなど）。

https://www.ouvrirlascience.fr/category/open_science/
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第2次・仏・オープンサイエンス国家計画（2021-2024）

ーオープンサイエンスを一般化する
 Second French Plan for Open Science

1. Generalise Open Access to Publications
2. Structuring, Sharing and Opening up Research Data
3. Opening up and Promoting Source Code produced by Research
4. Transforming Practices to make Open Science the Default Principle

 １）出版物のOAを一般化
① 公的資金を得た研究成果（論文、著書）のOAを義務化

• HALを国家オープンアーカイブとして、引き続き開発・運用

② 書誌多様性とダイヤモンドOAを推進

• プラン S の権利保持戦略を推進

• 出版の経済モデルの多様化 （APC不要なOA出版（特に“subscribe to open”モデル））

• APCはフルOA誌のみに支出可能（ハイブリッド誌へのAPC支出は禁止）

• オープンサイエンスバッジを設け、OA出版の質保障と質向上

• 新しい出版方法を開発・支援（プレプリント、オープン査読、Jupyter notebook、データ論文、オーバーレイ
ジャーナル等）

③ 多言語主義を推進（仏著作の疑似的自動翻訳）

④ 仏・学術出版を構造化・支援・現代化

• オープンサイエンスを推進する公的学術出版アライアンス形成（相互調整、リソース共有）

• 学術出版観測所を設立し、学術出版に関わる官民のステークホルダを一堂に会す。

• 特に、人社系のオープンサイエンスを推進する（OA本、OpenEdition, Huma-Num, Métopes等の学術出版イ
ンフラを活用）

https://www.ouvrirlascience.fr/second-national-plan-for-open-science/

グリーンOAの
戦略が網羅
されている！
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 グローバル・ビューで、１インスタンスで運営
 機関リポジトリがあるが、コンテンツへのタグ付けにより機関分類している

だけで、機関ごとのインスタンスがあるわけではない。（WEKOとの違い）

 研究者・研究チーム・機関のニーズに応える
 コンテンツへのタグ付けにより、研究者・研究チーム・機関等ごとにグルー

ピングすることが可能。

 機関のニーズだけでなく、研究成果をまとめたい研究者のニーズ
（researchmapと同様の機能）や、研究室や時限付プロジェクトの研究成果
のアーカイブに役立てる。

 研究者、研究チームのニーズに応えることにより、HALへのコンテンツアー
カイブを促進する。

 機関のニーズにも応えるため、多少の評価情報をkibana-elastic searchで表
示。ただし機関の研究評価にはより詳しい情報が必要なため、ある程度は
機関に任せている。

 機関はそうした恩恵もあるため、機関のスタッフがメタデータ等をチェック。

https://hal.archives-ouvertes.fr/
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HALを利用したオーバーレイ
ジャーナルシステム

HALまたは
ArXivに

プレプリントを
まずは公開

プレプリントで
公開されたものを

投稿

HAL上で
最終版を

公開

査読/リバイス

採択通知

①
②

③

④

⑤

https://www.sciencesconf.org/
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Episciences
…新しい学術雑誌の仕組みを世に問う

 OAリポジトリが中心にある学術雑誌
プレプリントがOAリポジトリに投稿される

• Double-blindをしたい雑誌、購読料を取りたい雑誌等には
向かない。

• APCも原則なし。ただし、Copy-editingは必要な雑誌が別
途有償で独自に提供。

論文の著作権は著者に残る

コンテンツは持たない、オーバーレイ雑誌

Episciences.org is an innovative combination of the two routes of free access: the gold 
route by hosting journals in open access (overlay journals) and the green route where 
articles are submitted to these journals by depositing them in an open archive
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 大会運営システム
 大会登録、要旨投稿、査読、採択通知、プログラム作成、大会

広報等の機能を有す。
 一箇所で多様な大会の検索が可能。

 設置の経緯
 HALの有効活用を想定し、Sciencesconfを開発。このため、

Sciencesconfの大会コンテンツをHALにプッシュする機能あり。
 一方、大会運営者がこのHALへのプッシュ機能を利用すること

は少なく、現在SciencesconfはHALとは独立して運営されている。

https://www.sciencesconf.org/



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

67
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/
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Open Edition:
人社系のOA学術出版ポータル

• Books
• Journals
• Blogs
• Events

一箇所で
人社系の

動きが見え
て良い！

https://www.openedition.org/
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Open Edition…大会開催情報

 大会開催情報

 投稿募集

 セミナー

 奨学金

 就職情報

 サマースクール

大会登録や
査読機能等は

ない

https://calenda.org/
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Open Edition…一箇所に学術情報が集
約されていることの恩恵

類似雑誌やブログ、
大会情報を提示

本来は、サイト間の
引用や、被引用数、
IFの計算等も可能。

 ただし、現段階では
していない。
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Open Edition…htmlは原則OA（80%）

頁番号がないため、
段落番号を付し、
引用に役立てる。

 XMLへの強い信念
 XMLは未来の出版形態

• 書籍PDFをタブレット等で読む
のは無理

• Htmlの方がView等が多い
• 出版社も紙をやめたい。

 学術出版社をXMLizeする
ことを狙う。

• Cf. 類似のOAPENはPDFベース

• 人社系XML生成コードLODEL
とTEIを利用

 そのために、XML生成
ツール等も開発。

• EUのOPERASによるHIRMEOS
プロジェクト

Annotationも
www.hypothes.is (US)を

利用して実現

http://www.hypothes.is/
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フランスの学術情報流通に関する思想
 学術機関は、研究活動を通じて研究成果を生産する場である。

国はそうした学術活動を必要としているから、研究活動に公的
資金が投入される。

 研究成果は生産されただけでは、国の役に立たない。研究成果
は発信・流通・利活用されて初めて、税金を投入した意味が生
まれる。

 このため、各学術機関には「研究成果の発信・流通・利活用」に
必要なスタッフが常勤として配備されてしかるべきである。

 Research Engineer, Copy-Editor等

 一定のコストが発生するが、商業出版社に支払われるより、こ
れらスタッフやシステム・設備は、学術界の肥やしとなり、また、
著作権を留保し、OA出版も可能となる。

 世界の学術機関が同様に、学術情報流通のためのスタッフ・設
備にリソースを確保し、相互共有することが望ましい。

大学等に
学術出版に関われる
スタッフがいるから

グリーンOAや
ダイヤモンドOAが

回る！



Inria scientific information policy in concrete 
terms

• Deposit mandate on all scientific publications (in HAL, CC-BY)
• Condition to appear in annual research reports
• Comprising articles in gold open access journals
• Strong library support
• Encouragement towards preprints

• Central budget for APCs
• Management of a national dashboard of costs and journals
• Forbidding hybrid open access

• Engaging in developing new publication models and infrastructure
• Editorial support to Episciences based journals (overlay)
• Investment and support to Software Heritage

• New research data support group (July 2022)
• Data management plan, support to the use of the new Recherche Data Gouv infrastructure
• National network of scientific contacts/champions for research data

• Printed material as disposable goods
• Creation of a central collection of reference works
• On going digitization project (on HAL)

See an overview under: https://www.inria.fr/en/open-science-inria-role

※ フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）Laurent Romary氏より2022.11入手



A successful policy 

Full text availability rate for Inria publications in HAL

※ フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）Laurent Romary氏より2022.11入手

グリーンOA

ゴールドOA

INRIAポリシーで以下のような義務化を行い、グリーンOA率9割以上を達成

 HALへの著者最終稿の公開を義務化（年次研究者評価ではHAL上の論文のみ利用）

 APCはフルOA誌のみに支出可能（ハイブリッド誌へのAPC支出は禁止）



仏・オープンサイエンスの取り組みの
日本への示唆（船守私見）

 フランスの即座OA推進戦略は、以下の点から、日本にとって参考になる。

 フランスの取り組みを参考に、日本の即座OAを進められないか？

 グリーンOAを既定路線としていること。かつ、米国と違い、中央集権的な国家体制であること。

 機関リポジトリ等の情報インフラの整備が進んでいること。

 母国語の研究成果を大事にしないと、研究力が見劣りすること。

【フランスとの比較において、日本の即座OA推進に足りない取り組み】

 100%即座OA推進の国家目標（OS国家計画、プランS参画等）

 研究助成機関における即座OA義務化

 特に権利保持戦略に基づく、著者最終稿あるいはプレプリントの機関リポジトリへの公開義務化

 ハイブリッド誌へのAPC支出禁止（国・研究助成機関・機関単位）

 機関リポジトリ上のオーバーレイジャーナル搭載機能 （プレプリント搭載機能を含む）

 大学等におけるグリーンOA/ダイヤモンドOA支援スタッフ・体制

 研究成果が100%機関リポジトリにおいて公開される場合、これを手続きするスタッフが追加的に必要。

 国内学会誌等のダイヤモンドOAを推進する場合、当該学会においては購読料・APC収入がなく、学術誌
を編纂するスタッフが雇用できないことから、学会または大学等を通した補助が必要

 国内人文社会科学系の研究成果をデジタル化・OA化するという観点

 国内の学術出版社の近代化を図るという視点
75



5 G7に向けた

日本のＯＡ戦略

について



日本のＯＡ戦略の留意事項
（船守私見）

1. 学術情報流通の経費圧縮には限界があるため、「研究力強化」のための即座
OA推進という目的を見失わないこと
 その際、研究者の論文出版だけでなく、国内学会誌の発展も視野に入れること

 国内人文社会科学系の論文発表のデジタル化とOA化も確実に含めること

2. DX時代においては、研究＆研究発信プラットフォームを押さえた国が、世界的
な影響力を及ぼすことが可能となるので、一歩先行している情報基盤の整備を
今後一層、推進すること。
 その際、情報基盤に伴う標準・基準ガイドラインの枠組みや、これを利用できる人材の育成、コミ

ュニティ形成をセットで行う必要がある。

 同時に、国内外の利用者拡大に向けたアウトリーチ活動を積極的に行う必要がある。

3. IFをベースとした研究評価は枠組みでは日本は弱いので、研究データ等の研
究成果や、研究活動における多面的な貢献を評価できる枠組みに移行できる
よう、国際的な議論をリードする。

4. 国が行う対応の施策のモニタリングを行い、その効果を評価する。
 即座OAや転換契約の効果のモニタリングや、多面的評価枠組みのモニタリングについて、国際

歩調をとると良い。
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学術情報流通とアカデミアの
多面的な関係性

78

学術
情報

論文、研究
データ 等

評価する
査読 教員評価、

大学評価 国の研究力・・・

書
く

論文執筆、データ解析

研究ツール構築・・・

読
む先行研究

DB検索

編集する
学会誌刊行、エディトリアルボード

DB・アーカイブ整備



MARKET WATCH
…国別の転換契約/OA/その他論文

79
Source: ESAC, “MARKET WATCH“
https://esac-initiative.org/market-watch/

英 独

蘭

韓 中

日 米

転換契約 OA誌 ハイブリッド/クローズド

仏

グリーンOA
を推進
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参考情報：研究e-インフラに向けた覇
権争い



グローバル化と協働作業

81

 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/
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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
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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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データ駆動型科学の促進…組織的な支援事例③

…データ取扱いに関わるコンサルティングの提供(1)

 全学センターによる支援事例：

モナシュ大学eResearchセンター

 約40名のデータプロフェッショナルを配備

 学内2000の研究プロジェクトにコンサルティング提供

 データの取扱いについて個別対応をするうちに、デー
タの管理・保存・伝送・解析・可視化・共有等の技術に
おいて分野横断的な共通項を見いだすに至る。

組織的支援 研究者のメリット

 きめ細やかな支援享受

 デジタルスキルの底上
げ

 研究のスケールアップ

助かる！

パートナーシップ

 大型計算機/情報基盤センターによる支援事
例：豪州複数の大学において実施

 大型計算機の利用について助言や人材派遣

 データの管理・保存・伝送等について助言

 学内複数の計算機リソースと大型ユーザのデータファ
ブリックを合理化

https://www.monash.edu/researchinfrastructure/eresearch
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データ駆動型科学の促進…組織的な支援事例④

…データ取扱いに関わるコンサルティングの提供(2)

大学Aの
コア

ファシリティ

大学Bの
コア

ファシリティ

大学Cの
コア

ファシリティ

大学Dの
コア

ファシリティ

大学のコアファシリティに、データの取扱いに関わるコンサルティングの提供

事例：Microscopy Australia

1. 全国大学の共用研究機器としての顕微鏡類とユーザのマッチングサービス

2. 顕微鏡類を扱う全国大学のコアファシリティに対して、データの取扱いに関わる
ガイドライン策定、コンサルティング、人材派遣。

https://micro.org.au/
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データ駆動型科学の促進

…データプロフェッショナルの育成・活用

European Commission, “Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) of the European Open Science Cloud (EOSC)”, Version 1.0  21 June 2021
https://eosc.eu/sria

データの共有・公開に係わる

データプロフェッショナル

データの取扱・解析に係わる

データプロフェッショナル
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豪州研究データコモンズ
Australian Research Data Commons（ARDC）

https://ardc.edu.au/about-us/our-impact/

 ARDC：データに関連する標準やスキル、研究基盤を整備することにより、豪州研究コミュニティと産業界
の研究競争力につなげることを目的として、2018年に設置される。

 豪州協働型研究基盤戦略（NCRIS）の一部として位置付けられ、2021年度の予算は3910万豪ドル。

 学術界と産業界にサービスを提供し、豪州の研究データ及びe-リサーチの国際的優位性を形成する。

EOSCと違って
一国型モデルだから

日本も参考に
しやすい
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EOSC戦略的研究イノベーション課題
（SRIA, 2021）

European Commission, “Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) of the European Open Science Cloud (EOSC)”, Version 1.0  21 June 2021
https://eosc.eu/sria

データとインフラ整備だけでなく、
ポリシーやガイドライン、人やコミュニティ形成に

注力していることにポイントあり！
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参考情報：欧州研究評価改革の動向



学術論文の
査読・出版・評価プラットフォーム
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論
文

投稿

査読者
決定

査読
依頼

査読
コメント

判定

結果
通知

論
文

修正

論
文

組版

査読者

アクセス

論文著者 読者論文著者

評価情報
IF, 被引用数、h-index
View, DL



「責任ある指標」の利用に向けて
Responsible Metrics

サンフランシスコ研究評価宣言（DORA, 2012）

 IFで研究評価をするのは、控えよう

研究計量に関するライデン声明（2015）

 量的指標は、参考指標として利用すべき

 HEFCE, The Metric Tide (2015)
 量的指標のみでは、研究評価はできない

香港原則（2019）

 多様な研究活動を、責任もって評価していこう
93



研究評価と学術情報流通の
切っても切れない関係

• 研究成果は、学術情報流通基盤上に形成され、流通する。

• 評価者は、学術情報流通基盤上の研究成果を評価する。

• 流通する研究資源が変われば、査読付論文以外の研究成
果を評価することも可能に！
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評価者
査読付
論文

データ

コード

ブログ

学術情報流通基盤上の
研究成果

研究上は、
データやコードを

評価した方が
有用かも



オープンサイエンス

―競争から協調パラダイムへ

95

従来からの「競争パラダイム」

・Winner takes it all

・研究資源の囲い込み

・卓越した研究者

・永遠に追いつかない

途上国、一般の研究者
力を合わせることで、より大きなゴール
を実現！人類の幸福と共栄へ！

これからの「協調パラダイム」



オランダ全国レベルの
研究評価改革

発起機関
 オランダ大学協会（VSNU）

 オランダ科学研究機構（NWO）

 オランダ大学病院連合（NFU）

 オランダ衛生研究開発組織（ZonMW）

研究評価の方向性
Room for everyone’s talent
 キャリアパスの多様化と活性化

 質の評価

 個人とチームのバランス

 オープンサイエンスの促進

 アカデミックリーダーシップを促進

96
Source: VSNU, NFU, KNAW, NWO and ZonMw (2019) Room for everyone’s talent: towards a new balance in the recognition and rewards for academics
https://www.vsnu.nl/en_GB/Recognition-and-rewards-of-academics.html



研究評価改革
に至る

４つの流れ

• 研究コミュニティ
への貢献

• 人材育成

• リーダーシップの
評価

• 研究支援者

• チームサイエンス

• オープンサイエン
ス活動の評価

• JIF、量的指標
から研究の質
へ

• 権威誌からOA
誌への投稿を
誘導

ジャーナル問題

OA運動

Publish or 
perish

研究不正

研究再現性

責任ある研究・
研究評価

研究データの
共有・公開

オープンサイ
エンス

①②

③ ④
人為的にも見える

研究評価改革の動きも
初期にはあった



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！



責任ある研究
評価

（評価項目）

研究の質

リーダーシップ
大学運営

社会的
インパクト

多様な
研究キャリア

協働性
チームサイエンス

ＰＭ

多様な
研究成果

教育
人材育成

メンタリング

オープンな
研究実践

学術進展

研究コミュニティ
への貢献

査読・学会運営

学際領域
社会的課題解決

多言語
書誌多様性

多分野

多様な貢献
研究支援
研究運営

論文以外の
多様な観点を
評価する！



欧州中心の
研究評価改革

連合

ＥＵ 各国政府 研究助成機関

大学協会 大学・研究機関 学会・研究者

Shared Research Knowledge
System 特定の

ビジョン
に向けた

研究評価改革
というのが

ミソ



EU、研究評価改革連合への参加呼びかけ

 2021.12.16
 連合への参加呼びかけ

 2022.1-3
 合意書案作成

 2022.2.4-5
 Paris Open Science 

European Conference 
(OSEC)におけるイニシアティヴ
の発表

 2022.3-4
 合意書案と連合ガバナンス検討

 2022春

 合意書署名
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https://ec.europa.eu/info/news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-jan-18_en



Paris Call on Research Assessment (1) (2022.2)
…評価の視点

 Recognises that openness improves the 
quality, efficiency and impact of research, 
and fosters team science;

 Reaffirms the need to align what we assess 
with what we value;

 Calls for an assessment system where 
research proposals, researchers, research 
units and research institutions are 
evaluated on the basis of their intrinsic 
merits and impact, rather than on the 
number of publications and where they are 
published, promoting qualitative 
judgement provided by peers, supported 
by a responsible use of quantitative 
indicators;

102

https://osec2022.eu/

 Calls therefore for a research assessment 
system that:
 研究の質とインパクトを報いる

 最高水準の研究倫理と研究公正を満たす

 多様な研究活動や研究成果（論文、プレプリント、
データ、方法、ソフトウェア、コード、特許）、社会的イ
ンパクト、人材育成、イノベーション、社会エンゲージ
メントを評価

 各研究分野に応じた評価基準や評価方法を利用

 研究成果だけでなく、研究公正やグッドプラクティス、
特に研究成果や方法を共有しようとするオープンな
行動を可能な限り評価

 分野横断的活動や市民科学を含む、協働活動を適
切な場合は評価

 多様な研究プロファイルやキャリアパスを支持



Paris Call on Research Assessment (2) (2022.2)
…研究評価改革連合への呼びかけ

 Calls for the creation of a coalition of research 
funding organisations, research performing 
organisations, and assessment authorities, willing and 
committed to reform the current research 
assessment system along commonly agreed 
objectives, principles and actions (such as mutual 
learning, shared documentation and commonly agreed 
monitoring effort).

 The success of such a coalition will be deeply 
connected to its capacity to propose concrete 
implementation processes and to its capacity to 
associate and involve researchers at all levels. 103https://osec2022.eu/

みんなで
研究評価改革の

歩調を
合わせよう！



研究評価の改革に関する合意書
Agreement on Reforming Research Assessment （2022.7.1）

 EUの呼びかけと「研究評価改革のためのパ
リ宣言（2022.2）」に基づき、

 欧州委員会、助成機関、大学・研究機関、学
協会・研究者等が、研究評価改革を進める
連合体の基本方針について合意書として取
りまとめたもの。

 40か国350機関以上が合意書に署名。

 この合意書に基づき、研究評価促進連合
（Coalition for Advancing Research 
Assessment, CoARA）が2022.12.1に設
立された。

 研究の質やインパクトの向上につながる研
究評価改革は、「欧州研究圏政策アジェンダ
2022-2024」にも位置づけられている。

104https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf



研究評価促進連合 （2022.12.1設立）
Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA

 「研究評価の改革に関する合意書」に基づき、研究評価の見直しを進める連合体。

 合意書に署名した機関・国は、それぞれに研究評価の見直しを進め、評価基準や方法、プロセス
などについて定期的に報告し、情報共有をすることで、連合体として研究評価改革を進める。

 署名機関・国は、１）2023年末、あるいは合意書に署名してから1年以内に初回の報告を行い、
２）2027年末、あるいは合意書署名5年以内に、研究評価の基準・方法・プロセスの評価と開発
について、最低1サイクルを終了していることに合意する。

105https://coara.eu/agreement/the-commitments/

 研究評価見直しの方向性 （合意書のコミットメント）

1.研究の性質やニーズにより、研究貢献の内容やキャリアに
おいて多様性があることを認識する。

2.質的評価を研究評価の基本とする。この際、査読を質的評
価の中心とし、責任ある量的指標の利用により評価を補完
する。

3.学術雑誌あるいは論文に基づく指標（特にJIF、h-index）の
不適切な利用を避ける。

4.研究評価において機関ランキングの利用を避ける。

5.研究評価改革のための組織変革に必要なリソースを確保・
利用（コミット）する。

6.研究評価の基準・方法・プロセスを見直し、開発する。

7.研究評価改革について機関内の認識を醸成し、研究評価
の基準やプロセス、その利用について、透明性のあるコ
ミュニケーション、ガイダンス、研修を提供する。

8.連合体内及び、連合体を超えて、研究評価の実践や経験
を共有し、お互いから学ぶ。

9.合意書のコミットメントへの進捗状況を報告・共有する。

10.研究評価の実践・基準・方法を具体的なエビデンス及び、
最新の「研究の研究」に基づき評価する。エビデンス収集
のために、情報をオープンに共有する。

欧州域外からも
参加可能だよ！



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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