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表紙：J-STAGE イメージアイコン
3 つの円柱は J-STAGE のデータベースを表しています。
「J-STAGE1・J-STAGE2・J-STAGE3」と
いうバージョンアップを経て登載誌や記事が増えていった様子を表すと同時に、J-STAGE が「過去・
現在・未来」を支えるデータベースとして科学技術情報流通のあり方を次の「ステージ」へ導く存在と
なるよう願いを込めています。

開催概要
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「J-STAGE」
は、1999 年に運用を開始し 2019 年に 20 周年を迎えました。これを記念して 2020 年 2 月 13 日に、
J-STAGE 20 周年記念シンポジウム「学術コミュニケーションの展望」を開催いたしました。
招待講演では、ユタ大学 J. ウィラード・マリオット図書館の Rick Anderson 博士が、学術コミュニケー
ションの変遷や現状の課題などについてさまざまな観点から俯瞰的な解説をしてくださいました。基調講
演では、大学改革支援・学位授与機構の土屋 俊特任教授が、デジタル時代の学術コミュニケーションで
重要な役割を担っているプラットフォームの歴史的側面、昨今のトレンド、期待される役割などについてお
話しくださいました。
その他、論文と読者をつなぐ架け橋として、論文要約を瞬時に生成するサービス Paper Digest の紹介
や、論文の面白さを伝える番組を制作した NHK 制作局による、論文の読まれ方の変化や読者層の拡大な
どについての講演がありました。プログラムの最後の Anderson 博士と土屋特任教授の対談では、今後
の学術コミュニケーションのあり方について忌憚のない意見が交わされました。
本シンポジウムは、国内外のさまざまな立場の有識者の講演を通して、学術コミュニケーションのランド
スケープを描きだし、デジタル時代あるいはオープンサイエンス時代において期待される学術コミュニケー
ションの役割や、ジャーナル出版に関する戦略を考える好機となりました。

プログラム
2020 年
（令和 2 年）2 月13 日（木）
13:30 ～ 開会挨拶

甲田 彰（国立研究開発法人科学技術振興機構 理事）

13:35 ～ 来賓挨拶

橋爪 淳（文部科学省研究振興局 参事官（情報担当））

祝辞

13:50 ～ 招待講演

Abel Packer（SciELO 共同創始者）
Ed Pentz（Crossref エグゼクティブ・ディレクター）
Bhanu Neupane（UNESCO）
Rick Anderson（ユタ大学 J. ウィラード・マリオット図書館）
“Scholarly Communication: Complexity, Conﬂict, and Change”
休憩

Session 1

14:45 ～ 基調講演
15:30 ～ 講演

土屋 俊（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構）

（日本における）オンライン学術定期刊行物の将来と
“
J-STAGE の役割”

小賀坂 康志（国立研究開発法人科学技術振興機構）
“J-STAGE 20 年間の歩みとこれから”

休憩
Session 2

16:15 ～ 講演

宮入 暢子、高野 泰朋、Cristian Mejia（Paper Digest）

16:45 ～ 講演

小宮 大（日本放送協会）

“学術コミュニケーションのエコシステムで共創するアカデミックスタートアップ”
“論文はエンターテインメント !? NHK「ろんぶ～ん」流の論文とのつきあい方”

Session 3

17:05 ～ 対談

Rick Anderson、土屋 俊

“学術コミュニケーションの展望”
1

開会挨拶

国立研究開発法人科学技術振興機構 理事

甲田 彰

本日は J-STAGE 20 周年記念シンポジウムにご参加いただきまして誠にありがとうございます。
科学技術振興機構（JST）が J-STAGE の運用を開始いたしましたのは、皆さまご存じのようにいわゆるブ
ダペスト宣言が採択された頃でございました。この宣言は 21 世紀の科学の責務として、従来の「知識としての
科学」のみならず、「社会における科学と社会のための科学」、こういった新しい概念を打ち出した世界的な転
機となった出来事があった時代であると理解しております。
また同時に 1990 年代は、インターネットが大きく発展した年でした。欧米では電子化された論文をインター
ネットを介して全世界に発信し、どこからでも閲覧できる電子ジャーナル出版というまったく新しい研究成果情
報流通の形が広がりつつありました。こうした転換点の中で、日本で発行されるジャーナルがこのような潮流
に乗り遅れることなく国際的な発信力を維持強化していくことを目的として J-STAGE が誕生いたしました。

1999 年の運用開始当初は、数誌を登載する小さなプラットフォームでしたが、その後文部科学省をはじめ
とする内外の関係機関や J-STAGE 利用機関の皆さま方のご尽力、および多くの一般利用者様からのご支持に
より、今年（2020 年）の１月に J-STAGE 登載刊行物数が 3,000 誌に達することができました。改めて皆さま
に心から御礼を申し上げます。
こうして発 展してきた J-STAGE で す が、今 後 の 時 代 の 要 請 に 対応 すべく 2019 年に外 部 有 識 者による

J-STAGE アドバイザリー委員会を設置し、今後 5 年から 7 年間の運営方針をまとめた中長期戦略を策定いたし
ました。この中長期戦略に基づきまして、オープンアクセスやオープンデータといったオープンサイエンス推進
の動き、昨今の研究ワークフローの多様化、研究公正および科学理念の重要性の高まりなどの学術コミュニ
ケーションの変容への対応など、幅広くこれからも皆さま方のご指導のもと事業を推進してまいりたいと考えて
おります。
本シンポジウムでは、J-STAGE アドバイザリー委員会の委員長を務めていただきました土屋俊先生、米国
の学術コミュニケーション業界を牽引する Rick Anderson 博士、論文の読み方にイノベーションを起こすこと
が期待される Paper Digest（人工知能を利用した学術論文要約の自動生成サービス）の宮入暢子様、高野泰
朋様、Cristian Mejia 様、また、社会一般に論文や研究の面白さや重要性をテレビ番組を通じて広く流通され
ている NHK ディレクターの小宮大様に、学術コミュニケーションに対する考察や今後の動向について様々な切
り口でお話をいただきます。
わが国の学術コミュニケーションおよびジャーナル出版業界において本日のシンポジウムが一つの契機とな
ることを祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。
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来賓挨拶

文部科学省研究振興局 参事官（情報担当）

橋爪 淳

J-STAGE 20 周年、そして記念シンポジウム｢学術コミュニケーションの展望｣が盛大に開催されますことを、
心からお喜び申し上げます。

J-STAGE は、1999 年の運用開始以来 20 年にわたって日本で発表される科学技術・学術情報の迅速な流通
と国際情報発信力の強化に貢献してきました。関係者の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。
近年、社会のあらゆる分野で、IT そしてデータの重要性がますます高まっています。アカデミア、科学や研
究の世界も、例外ではありません。いかにこれらを有効に活用できるか、これが発展の鍵となっています。また、
科学技術・学術コミュニケーションのあり方も大きく変化してきています。例えば、オープンサイエンスの推進
について、G7、OECD 等でも熱心な議論が重ねられ、日本としても、科学技術基本計画に位置付けて重要な
政策として取り組んでいます。また、ジャーナルのあり方や経費負担なども大きな課題になってきています。
文部科学省としても、オープンサイエンスの推進に向けて、競争的資金による論文や研究データの公開と利活
用の促進に取り組むとともに、様々な研究・観測データの蓄積、共有等の取組を進めており、さらにジャーナ
ル問題に関しても、先般、科学技術・学術審議会情報委員会のもとにジャーナル問題検討部会を設け、検討
を開始したところです。
このような中で、J-STAGE に対する期待は、大変大きなものであります。J-STAGE は、IT を活用し、ジャー
ナルの質的向上支援、国内学協会の発信力の強化に貢献してきました。また、日本の科学技術・学術情報の
流通促進を担う比類なきプラットフォームとして発展し、研究データの効果的な活用促進にもいち早く対応して
きました。
今年度 20 周年ということで、人間で言えば成人の年であり、社会の支柱として更なる活躍が期待される時
期です。今後 20 年、40 年、人生 100 年時代と言いますから 100 年と言いたいところですが、是非 J-STAGE
には、更なる機能やコンテンツの充実を図り、科学技術・学術のみならず社会の基盤として発展していくよう、
また、そのように成長できるよう、皆様方には今後ともご支援をお願いさせていただきたいと考えています。
文部科学省としても最大限の取組を行っていきたいと考えています。

J-STAGE の今後のますますの発展、そして本日のシンポジウムがご参加の皆様にとりまして実り多きものと
なりますよう祈念いたします。
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招待講演

Scholarly Communication:
Complexity, Conflict, and Change
図書館や学術出版関連団体の会長職の歴任、学術
コミュニケーションを論じた書籍の出版などの経験
を基に、学術コミュニケーションという「エコシステ
ム」について、その機能や変遷、現状の課題などを、
さまざまな観点から俯瞰的に解説いただきました。

Rick Anderson

ユタ大学
J. ウィラード・マリオット図書館

※シンポジウム当日に使用した全スライドは、本文の最後に掲載しております。また、J-STAGE の Web サイトでもご覧いただけます。

究機関の教職員や企業の従業員であったりもします。

本日、皆さまが集まってくださったのは、学術コミュニ

たとえば学術コミュニケーションに関わる人や組織には、

ケーションの現在の状況と将来のあり方に関心をもってい
らっしゃるからだと思います。科学的研究がなされ、その

まず研究を行い、データを生成し、論文を執筆する研究

成果が世界に広く知らしめられると、それは政府の政策や

者がいます。政府の政 策決 定者は、ルールや資 金配分、

学術的な言説、そして人々の日常生活にも大きく影響しま

研究成果のあり方などを考えます。大学・研究機関・企業

す。つまり、学術コミュニケーションという「エコシステム」

は、研究者を雇って設備などを提供し、給与を支払います。

は実世界にインパクトをもたらすという点において非常に

研究資金助成機関は、特定の研究プロジェクトに資金を提

重要なのです。したがって、私たちはこの学術コミュニケー

供します。出版社は、論文を編集して一般に公開し、アー

ションの機能と、現在抱える問題について理解しなければ

カイブします。図書館は、出版物へのアクセスを仲介する

なりません。

他、研究者が出版物を探すサポートやキュレーションなど

学術コミュニケーションは人の作った制度ですし、非常

を行います。その他、学生、教職員、関心をもっている一

に複雑ですから、当然さまざまな問題を抱えています。学

般市民、研究コンテンツを扱うアグリゲーター、リサーチ・

術コミュニケーションのあり方については、そのエコシス

アドミニストレーターなどがいます。

テムを構成する人々の間で意見が一致せず、しばしば対立

このように学術コミュニケーションのシステムは広大か

が生じます。また、この仕組み自体も近年大きく変化して

つ多様で、複雑です。一人あるいは一つの組織が取った行

おり、これから先も劇的に変わっていくことが予想されま

動は、必ず他者にも影響を及ぼします。それは望ましい、

す。今日はそうした側面についてお話しいたします。

意図したとおりの影響になることもあれば、望ましくない、
意図せぬ影響になることもあります。こうしたことは、シ

学術コミュニケーションは
複雑な「エコシステム」である

ステムそのものを変えようという意図の下で取った行動に
おいて、特に顕著にみられます。つまり私たちは、システ
ムを変更する際にはより注意深く謙虚に行動しなければな

まず、私はなぜ学術コミュニケーションを「エコシステム」
といっているのでしょうか？

らないのです。

それはこの点こそが、学術

私は学術コミュニケーションに関わって 27 年ほどになり

コミュニケーションを理解するうえで大事なポイントだと
思っているからです。学術コミュニケーションは実に大きく、

ますが、一つ気づいたことは、このシステムについての理

複雑な、国境を越えたエコシステムです。その中にはいろ

解が浅ければ、
「これは、もっと安く簡単なシステムに変え

いろな部分があり、機能があり、参加者がいて、皆互いに

られるに違いない」と思いがちで、実際に変えた結果起こ

影響を及ぼし合っています。さらに、その中にはさまざま

り得る影響をなかなか予測できないということです。これ

な科学的文化が含まれ、その文化もまた、国ごとに違って

は学術出版についてもいえることです。今、知恵の乏しい

います。

人が学術出版を劇的に変えようとしていますが、これは災

たとえば社会学者は、生物学者とはまったく違う学術的

いの元だといわざるを得ません。

文化の中で活動しています。さらに、ジンバブエの生物学

研究成果の爆発的増加が、
エコシステムを複雑化させる

者は、中国やドイツの生物学者とはまったく違う文化の中
にいるわけです。編集者と査読者はまったく違った観点か
ら仕事をしていますが、その仕事は互いに関わっています。

この 100 年間、特に最近 20 年ほどの間で、研究および

研究資金の助成機関が下す意思決定は、出版社をはじめ

その成果論文は爆発的に増加し、多様化しました。この

著者や研究機関、読者にも影響を及ぼすかもしれません。

グラフはその一部を示しています（図 1）。これは 1997 〜

研究者は著者であり、読者でもあります。彼らはまた、研

2017 年に発表された研究成果を、論文やレビュー、会議
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招待講演

図 1 研究成果の推移
論文などの数から算出し表したものです。黄色い線は EU

はアクセス料を払い、出版社はコンテンツのアーカイブを

での研究成果を示しており、20 年間で約 2 倍に増加してい

無期限に維持し、それらへアクセスする権利を第三者プロ

ます。青い線は米国を示し、65% 増加しています。赤い線

バイダへ与えています。また、機関リポジトリの存在もこ

は中国を示し、1,600% 以上増加しています。このグラフ

の状況をさらに複雑化させています。

からみえてくるのは、過去 20 年間で世界全体における研

印刷からオンラインへのこの転換自体もまた、研究成果

究成果は大幅に増えたということ、そして、中国が急速に

の爆発的増加につながる要因の一つになっています。より

ヨーロッパと米国に追い付いているということです。

容易に広く学問が流通するほど、より多くの研究が成功す
る―つまり、これは自己増殖する現象なのです。さらに、

大事なのは、この研究の爆発的増加が、学術コミュニケー
ションのエコシステムに多くの影響を及ぼしていることで

多くの国の政府が過去数十年で科学的研究への投資を大

す。たとえば、刊行されるジャーナルや専門分野の大幅な

幅に増やしているという事実も、科学的成果の増加に拍車

増加を引き起こしたことが挙げられます。より多くの研究

をかけています。ただし、先ほど申し上げたとおり、この

が行われると、より多くの情報がもたらされ、そこから多

オンライン情報環境への転換は特に先進国で起こっている

くの疑問が生じ、研究の道筋が増えていきます。そうする

もので、多くの発展途上の国や地域ではまだ不完全である

と専門分野が増え、その受け皿となる新しいジャーナルが

ことにも気を付けなければなりません。インターネットへ

必要になります。また、より多くの研究が行われることで、

のアクセス環境が限定的であったり、電力供給が不安定で

研究者には他の研究者と競争するためのより高い専門性が

あったりするような国では、印刷された本やジャーナルが

必要になっていきます。学術研究における競争は科学的な

今でも重要な学術情報源になっています。

発見を生み出す強い駆動力となり、ジャーナルが急増する

オープンアクセスの台頭と新たな問題

要因にもなります。このような動向は編集者や査読者の仕
事を増やす一方、多くの研究者はトップジャーナルで論文

印刷からオンライン出版への転換は、学術情報へのまっ

を出版したいと思うため（投稿が殺到し）、トップジャーナ

たく新しいアクセスモデルを生み出しました。読者は無料

ルでの出版は一層困難になっていきます。

でコンテンツにアクセスでき、出版費用はエコシステムを
構成する他のメンバーが支払うようになっています。出版

印刷媒体からオンラインへの転換

費用は著者が支払うこともあれば、著者の所属機関や、研

研究成果の爆発的増加と同時に、先進国では、学術出

究資金助成機関が負担することもあります。また、図書館

版における印刷媒体からオンラインへの大規模な転換が図

が新しい購読契約の下、著者の代わりに出版費用を支払う

られています。学術コミュニケーションのエコシステムはイ

という形もあります。
コンテンツを読者に無料で提供する「オープンアクセス

ンターネットの登場により一層複雑さを増しています。
過去何百年もの間、情報は物理的な物体の中に閉じ込

（OA）」という出版モデルは、ここ 20 年ほどで台頭してき

められていましたが、今では情報の複製や流通はほぼコス

ました。わかりきっていることかとは思いますが、OA はオ

トゼロで行えるようになっています。一方、情報の作成・

ンラインの環境下でしか実現できないものです。なぜなら、

整理・維持のコストは今までと同じか、または高くなって

印刷された文書をあらゆる人に無償で提供するのは物流コ

います。たとえば、印刷の時代においては、コンテンツを

ストの観点から不可能ですが、インターネットを介した文

アーカイブとして維持するのは図書館の仕事であり、出版

書の提供は実質的には一瞬で行えるうえ、複製にかかるコ

社には求められていませんでした。しかし今では、図書館

ストもほぼゼロだからです。この図は、OA 論文の成長率
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について、過去 18 年間の実績値と、2025 年までの予測値

編集委員会のリストに勝手に載せたりといったことをして

を示しています（図 2）。このグラフの予測値の部分は OA

います。こうした出版社は、APC 収入を得るためにどんな

を擁護する人たちが作ったものなので、この予測は楽観的

論文でも出版してしまいます。

すぎるかもしれません。しかし、OA の割合が今後 10 年横

さまざまな囮捜査の結果、このような事例が明らかにな

ばいであったとしても、学術出版において一定の割合を占

りました。実は私自身もその捜査に現在関わっています。

めることは確実ですので、注視する必要があります。

私はハゲタカ出版に関するブログを執筆しているのです

OA は、古い問題を解決したと同時に、新しい問題を浮

が、この問題を明らかにするために、論文投稿を勧誘して

上させました。たとえば、従来は図書館の購読料でまかなっ

きたとある出版社からの E メールに返信し、心臓外科手術

ていた出版費用を著者が負担することになれば、資金のあ

についての論文を書くことにしました。正直なところ、私

てがない著者は論文を出版できないという事態になってし

は心臓外科手術についてまったく知識がありません。しか

まいます。かといって、出版費用を研究資金助成機関が負

しあえてこの勧誘に乗り、心臓血管手術に関するさまざま

担すれば、研究に回すお金が減ってしまいます。また、出

な論文からランダムに文章を集め、無意味なタイトルを付

版費用を学会が負担すれば、学会員のために使うお金が

けて偽名で投稿しました。つい一週間前、この論文の出版

減ってしまいます。

が決まったという知らせを受け、そして昨日、1,100 ドルの

4 4

4

そして もう 一 つ 重 要 な 問 題 が、 い わ ゆ る Predatory

APC を払えという E メールが届きました。現在、こうした

Publishing（ハゲタカ出版）です。この問題を知らない方

ハゲタカ出版社が少なくとも 1 万 2,000 ほど世界で暗躍し

のために、少し説明します。一般的に出版社は、OA の費

ているといわれています。

用をまかなうために論文掲載料（APC）を取ります。投稿

オープンアクセス運動から生まれる「矛盾」

論文が評価を得、出版に至った場合に、APC を著者が支
払うことで、出版社は収入を失うことなく論文を一般に公

会場の皆さんは、このような出版がなぜ問題であるかお

開することができます。この APC モデルのメリットは、購

わかりでしょう。しかし、この問題への対処はいろいろな

読者および購読機関に限らず、世界中の誰もがコンテンツ

要因によって複雑化しています。その一つに、私たちがこ

へアクセスできるという点です。

の話をしようとすると、OA の推進派は怒ってしまうことが

しかしこの APC モデルには、利益相反を生んでしまうと

あります。ハゲタカ出版に関する議論が OA に対する攻撃

いう深刻な問題があります。つまり、粗悪な研究を排除し、

と受け取られてしまい、科学的記録の保存を保障するため、

掲載しない論文が増えるほど、ジャーナルの収入が減って

あるいは私益のために OA を乱用する人たちに立ち向かう

しまうのです。ちゃんとした出版社であれば、こうした問

ための議論とは受け取ってもらえません。

題には真摯にかつ効率的に対処しており、学術誌としての

また、OA が道徳的なキャンペーンになってしまったとい

姿勢よりも財政を優先するようなことはありません。しか

う面もあります。
「学術情報をすべての人に公開することは

し APC モデルの台頭によって、もうけることにだけ目を向

明らかな利益がある。したがって、OA は道徳的な観点か

けている出版社がたくさん出てきてしまいました。ハゲタ

ら必要とされており、義務化されなければならない」と主

カ出版社は、著者に対して原稿を書くようしつこく求めま

張されると、OA におけるコストと利益についての分析的

す。そして著者に対して、APC が課されることを知らせま

な議論は難しくなります。もし、
「OA には利益だけでなく

せん。また査読を行っているとうそぶいたり、架空の組織

コストや問題もあります」と言ったら、OA に敵対する発言

とのつながりをうたったり、さらには実在の人物の名前を

だと見なされてしまうでしょう。

図 2 OA 論文の成長率
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OA における一番の問題は、OA そのものではないと私

はまだ出てきていません。そもそも、JIF は質の評価を目

は思います。問題なのは、分析に基づいた合理的な話し合

的に作られたものではなく、そのような利用を想定した作

いに抵抗する、一連の OA 運動です。OA 推進派が「学術

りにはなっていません。
また、個人の権利と義務についても悩ましい問題があり

コンテンツへのアクセスを有料にすることは倫理的に受け
入れられない。そんな議論には意味がない」と考えると、

ます。論文を OA にするかどうかを決める権利は著者がも

きちんとした方針を策定するための話し合いができなく

つべきなのでしょうか？

それとも、一般市民の利益のた

なってしまいます。分析的な議論を拒否すれば、OA を推

めに OA での公開を義務化するべきなのでしょうか？

進することで生じる問題を予測できず、その対策も用意で

もそも、この「一般市民の利益」とは何なのかについても

そ

きなくなるため、学術コミュニケーションの中で矛盾が生

意見は一致していません。
「OA が、公共の利益のためにな

まれます。

る最善の手段とは必ずしもいえない」と言う人もいます。
もう一つ、
「OA のみを提供する仕組みを作り、有料アク

学術コミュニケーションの中での「対立」

セスは撤廃したい」という意見と、
「OA とそうでないもの

限られた資源で何をするかを決める難しい決断をすると

を混合した形にしたい」という意見の対立もあります。ど

きや、互いに相いれないものを求めるとき、対立が生まれ

ちらの方がより望ましいのかという議論が、今、学術コミュ

ます。たとえば限られたお金を研究に使うとき、そのお金

ニケーションの中で大きな対立をもたらしています。そして、

は出版費用などの別のことには使えません。特に研究資金

「100 ％ OA の仕組みを実現したいと思っている人たちは、

助成機関においては、資金の配分が研究の支援から OA 出

その願望を自認したがらない」ということが、この対立を

版へ移っており、心配なところです。研究の支援と研究成

より深めています。

果の無料公開は、どちらも社会の利益になりますが、より
利益が大きいのはどちらでしょうか？

将来の予測と、私たちがすべきこと

限りある資源とい

う点に関しては、ジャーナル購読料の高騰というような問

私たちが将来の計画を立てるうえで、いくつか明確なこ

題もあります。だからこそ OA 運動が出てきたわけですが、

とがあります。一つは、中国の成長が今後も続くというこ

いずれにしてもこれは非常に深刻な問題です。

とです。中国の経済成長が続けば、ますます多くの研究成
果が出版されるでしょう。たとえ経済が停滞したとしても、

また、研究者の業績評価方法に関しても意見の対立が
あります。従来の昇進やテニュア（tenure）

注 1)

中国政府は別の面で犠牲を払ってでも研究における成長を

の制度は、

名声の高いジャーナルで出版することが強調されすぎてお

推し進めていくと思います。国際社会で優位に立つために、

り、欠陥だらけだという意見が挙がっています。しかし、

中国が科学的な成果の創出におけるリーダーになろうとし

その代替案については一致した意見がありません。また、

ていることは明白です。また、中国だけでなく、インドや

その欠陥がどれぐらいの程度なのかについても意見はさま

ブラジル、サウジアラビアといった発展を続ける国・地域

ざまです。教職員の中には、この従来の業績評価制度に

も科学的な研究に対して大きく貢献してきており、今後 5

問題はないという人もいます。

年あるいは 10 年の間にこうした地域で何が起こるのか注

もう一つ、この「名声」という言葉も論争を呼んでいま

視していくのが賢明です。

す。
「名声のある研究をする」とは一体どういうものでしょ

そして、世界各国におけるナショナリズムの復活も、学

うか？ 「ランキングの高いジャーナルに論文を出して、た

術コミュニケーションの発展に影響を及ぼすと確信してい

くさん引用されることだ」と言う人もいますが、では「こ

ます。このような兆候は米国でみられますし、英国のブレ

のジャーナルはあのジャーナルよりランキングが高い」と

グジット（欧州連合からの離脱）もヨーロッパ全土におけ

いうのは誰がどのように決めるのでしょうか？

ランキン

る学術コミュニケーションに影響をもたらすでしょう。ナ

このような形

ショナリズムはしばしば独裁主義的統治につながります

グとは本当に意味のあるものでしょうか？
でランクを付けるべきなのでしょうか？

肯定的な引用と

否定的な引用をどう区別するのでしょうか？

が、すでにイランや中国、北朝鮮で起こっているように、

今回は言及

ナショナリズムの台頭によって情報へのアクセスに対する

しませんが、一言だけ申し上げます。ジャーナルが今まで

制約は厳しくなるでしょう。米国のトランプ大統領はおそ

にどのようなレベルの研究成果を出版してきたのかを示す

らく、可能であればインターネットアクセスを制限しよう

ために、ランキングは大事だと思います。しかし、実際に

と思っているでしょうが、今のところ実現には至っていま

ジャーナルのランキングが掲載論文の質を正確に反映でき

せん。

ているかどうかは別の問題です。

それから、OA は間違いなく今後も成長すると予測でき

研究のインパクトの評価についても同じことがいえます。

ます。商業出版社は OA モデルによる新たな収益フローを

多くの人はジャーナルインパクトファクター（JIF）の抱える

理解し、また「反 OA」の烙印を押されたくないということ

欠陥を理解していますが、他のさまざまな指標モデルが提

もあり、OA を受け入れるようになっています。大部分の研

案され、取り沙汰されてもなお、JIF に取って代わるもの

究者、すなわち論文の著者も、OAにある程度の関心をもち、

注 1）大学等の高等教育において一定の条件を満たした教職員に与えられる終身在職資格。
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反対はしていません。一方で政府や研究資金助成機関は、
著者から選択肢（有料アクセスで公開する）を奪う動きを
強め、出版社に対しても要件を満たすような OA やハイブ
リッドのジャーナルを作るよう要請しています。
したがって、OA の普及拡大について疑う余地はありま
せん。ただし、OA が普遍的になっていくという予想につ
いて、私は懐疑的です。OA が普遍的なものになるためには、
すべての研究者に OA が理解され受け入れられる、もしく
は、研究者から OA 以外の選択肢が奪われて義務化される、
というシナリオがありますが、いずれも現実的ではないと
思います。学術コミュニケーションというエコシステムで現
在発生している対立は、普遍的な OA の義務化を望む人と

のアウトプットを人為的に制限するのは賢明ではないと思

そうでない人の間でこれからも続いていくでしょう。

います。なぜなら、どの論文が重要なものになりインパク

もう一つ予想できるのが、人工知能の技術発展による、

トをもたらすかは見分けられないからです。とはいえ、論

システムの破壊的変化です。専門家ではないので私から具

文数をある程度制限しなければ下流域への影響が問題に

体的には申し上げられませんが、人工知能には、編集や査

なると思うのですが、どうしたらいいのかについての答え

読、インパクトの評価、さらには研究の実施そのものを変

はわかりません。

革する力があるということはおわかりかと思います。その

小賀坂：研究業績評価における論文への偏重が、学術コ

ため、学問全体のゲームチェンジが起こる可能性も考えて

ミュニケーションにおける問題の一因であるという示唆が

いかなければなりません。

ございました。しかし、論文で研究を評価するというのは、

最後に、今起こっていることや、今後起こり得ることに

何百年もかけて研究者の価値追求の動機から自然に起こっ

ついて話すのはよいことですが、おそらく皆さんが喫緊で

てきた価値体系ですので、それを変えようとするならば、

知りたいのは、
「それらに備えるために何をすべきか」では

やはり研究者の行動に根差す他の価値体系が生み出され

ないでしょうか。その具体的な答えは、出版形態、著者や

る必要があると思います。この点についてどういう可能性

読者層、資金源など、それぞれの事情によって当然異なり

を見いだせるでしょうか？

ます。しかしながら、普遍的に当てはまる答えが一つあり

Anderson：ご質問を十分理解できたか定かではないので

ます。学術コミュニケーションの世界で起こっていること

すが、研究成果の価値とは何か、これまで価値ととらえて

へ注意を払ってください。そして皆さんの声を届けてくだ

いたものが、そう見なされなくなったとき、どのような価

さい。皆さんの周りで変わりつつある慣行や政策に注意を

値を見いだすべきかというご質問でよろしいでしょうか？

払い、相談に乗り、対話へ参画して変化を主導していかな

研究成果の価値は、一貫してその厳密さにあると思い

ければ、ご自身の、そして皆さんがサービスを提供してい

ます。たとえばガンの治療方法は新種のキノコの発見よ

る方たちの利益やニーズは、その決定に反映されないこと

りも重要な成果である、などのような大きなインパクト

は間違いないでしょう。

も価値の一つとして考えられてきたと思います。また、査
読者が論文を評価したり、編集者が論文を出版するか判

ご清聴ありがとうございました。改めて、本日この機会

断したりする際には、研究がどれほど厳格に、論理的に、

をいただいたことに感謝申し上げます。

誠実に実施されたかを基準にしています。私たちは常に
このような観点から論文を評価してきており、将来的にそ
の基準が重要でなくなるということはないと思います。理

質問者：科学的なアウトプットが増加しているというグラ

由付け、論理、厳密さ、これらの代わりになるものはな

フ（図 1）について、中国はそうでないかもしれませんが、

いと思います。

これは単純な研究資金の増加によるわけではなく、 1 ドル

土屋：小賀坂さんの質問を言い換えて申し上げます。
「論

当たりの論文数が増えているからではないかと思います。

文業績を基に研究者の評価を行うという考え方は、科学

もしそうならば、出版される論文の数を制御するために

者のコミュニティーが何百年もかかって到達した、現代で

研究資金助成機関やジャーナルの編集者たちは何ができ

は他にないと思われている考え方だと思うのですが、それ

るでしょうか？

が問題だとおっしゃるならば、代案はあるんですか？」と

Anderson：おっしゃるとおり、中国でみられるアウトプッ

いうことだと思います。

トの増加は研究資 金の大幅な増加を反映していますが、

Anderson：論文ではなく研究者の評価のことですね。と

米国ではアウトプットの増加がそれほど資金に比例しては

てもいい質問だと思います。大学の教職員として活動する

いないと私は考えます。また、論文数の増加に関して研究

研究者は、通常、教育と研究の 2 方面から評価されますが、

資金助成機関ができる対策は何もないでしょう。研究成果

教職員に研究者としての活躍を求めるならば、やはり学術
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的な成果物で評価する以外の方法はないと思います。単に

ステムにおいては大きな負荷となり、理にかなっていない

名声を追求して、もっと論文を出せということは非建設的

かもしれないということです。その場合は目標値を変える

だと思いますが、
「教職員を続けるなら、年間にこれぐらい

ことが必要なのかもしれません。ただ、一つの学術分野に

の数の論文とモノグラフを出してください」というような、

は膨大な数の人々が関わっており、一つのことに取り組み、

一定のレベルの論文を出すよう求めるのは間違いではない

合意するのは難しいことだと思います。だからこそ、学術

と思います。ただ、何本の論文を出版すべきなのかは学術

界は今、大きなジレンマに陥っているのではないかと思い

分野によって答えが異なると思います。

ます。答えになっていないかもしれませんが、いかがでしょ

一つ問題なのは、ある分野では理にかなっていると思わ

うか？

れているその目標値が、学術コミュニケーションのエコシ

●講演者プロフィール ●

Rick Anderson

Rick Anderson is Associate Dean for Collections & Scholarly Communication in the J. Willard Marriott Library
at the University of Utah. He serves on numerous editorial and advisory boards and is a regular contributor
to the Scholarly Kitchen blog. In 2005, Rick was identified by Library Journal as a “Mover & Shaker” – one
of the “50 people shaping the future of libraries.” He was elected president of the North American Serials
Interest Group in 2008, and was named an ARL Research Library Leadership Fellow during 2009-10. In 2013,
Rick was the recipient of the HARRASSOWITZ Leadership in Library Acquisitions Award and was the Gould
Distinguished Lecturer on Technology and the Quality of Life at the University of Utah. Later In 2015, he was
elected President of the Society for Scholarly Publishing. He is a popular speaker on subjects related to the
future of scholarly communication and research libraries.

スライドの PDF はこちら。
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20200213_Symposium01.pdf
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Session 1

（日本における）オンライン学術定期刊行物の
将来と J-STAGE の役割
現在の学術コミュニケーションに不可欠となって
いるプラットフォームの登場と発展の歴史、オープ
ンアクセス化をはじめとする昨今の展開を踏まえ、
J-STAGE の今後、そして期待される役割などにつ
いて、J-STAGE アドバイザリー委員会の委員長も
務められた土屋先生にお話しいただきました。

土屋 俊

独立行政法人大学改革支援・
学位授与機構

※シンポジウム当日に使用した全スライドは、本文の最後に掲載しております。また、J-STAGE の Web サイトでもご覧いただけます。

はじめに

た。その後、インターネットへの不信を抱いては生活でき

J-STAGE の運用が 1999 年に開始されてから 20 年を迎

ない時代になり、さらにモバイル機器の登場によって、イ

えた今、学術定期刊行物を取り巻く環境がどのように大き

ンターネットインフラが不可欠になりました。

く変化したかについて、日本の状況を中心にお話ししたい

日本における 1970 年代 〜 2000 年代の動向

と思います。皆さんもお感じになっていらっしゃると思い
ますが、世界における状況は急速に変化しました。国内

日本では 1970 年代くらいから外国雑誌掲載の科学技術

の事情はその変化に耐えられないほど保守的に展開してし

文献へのアクセスを確保するために、情報技術を活用して

まった。なぜそうなったのかについて、今日は考えてみた

情報共有することが政策的課題となってきました。1990

いと思います。

年代にバブルがはじけると、内需喚起のための大学への
補正予算などを使って製本雑誌等を購入したために、外国

2002 年ブダペスト・オープ ンアクセス・イニシアチブ
（Budapest Open Access Initiative：BOAI）注 1）によって、

雑誌のタイトル数が一気に増えました。しかし 2000 年ぐ

オフィシャルとはいえないまでもオープンアクセス（OA）の

らいになると図書館が購読契約する外国雑誌のタイトル数

定義ができました。この約 20 年間に OA において何が起き、

が半減します。日本では円高によって、シリアルズ・クライ

J-STAGE にどのような影響を与えたかについて考察してか

シスによる価格高騰の影響をそれほど受けなかったのです

ら、J-STAGE の 10 年先を考えてみました。

が、外国のタイトル数がなぜ半減したのか、確かな原因は
残念ながらわかりません。

1980 年代 〜 2000 年に世界で起きたこと

1999 年に Elsevier 社 が 同 社 の 電子ジャーナル デー タ

歴史を振り返ってみましょう。1980 年代から 1990 年に

ベース ScienceDirect を日本に売り込 みに来ました。 従

かけて、西ヨーロッパ、北米を中心に商業出版社の寡占化

来の価格に 7.5% の上乗せ額で購読できるという条件だっ

が一気に進みました。学術情報流通に破壊的な影響を及

たのですが、これまで購読していたジャーナルのみが対象

ぼす雑誌価格の高騰、いわゆる「シリアルズ・クライシス

の閲覧でしたので全く売れませんでした。そこで Elsevier

（Serials Crisis）」がありました。インターネットを利用し

社が対象を全タイトルへと拡大したのが 2000 年あたりで

た電子出版が可能になり、印刷し頒布する部数の多寡が出

しょうか。

版コストに反映しなくなったことによって、なんとか切り抜

1990 年代末頃まで、日本の大学図書館は、代理店を介

けられたというのが、1990 年から 2000 年にかけての出来

して外国の出版社から雑誌を購入していました。代理店の

事だろうと思われます。

存在によって、価格の実態がわかりにくくなり、大学図書

この 1990 年代は、パソコンやインターネットが普及した

館が外国の出版社と直接話さないですんでしまう状況にあ

時期でもあります。
「インターネットというのは自由な場所

りました。
「シリアルズ・クライシス」も別世界の出来事で

で、ここであれば誰もが発言できる」と考える人と、逆に「そ

しかあり得ませんでした。
明治維新以降、
「黒船が来た」のように騒いで何かを変

んなところで公表したものは権威がない」と言う人がおり、

えていくのが日本の伝統のように思います。当時の黒船は

インターネットの不信を生む状況があったわけです。そこ

「電子ジャーナル」「Elsevier 社」だったわけです。

にプレプリントサーバー 注 2）という微妙な存在も出てきまし

注 1）ピアレビューされたすべての研究成果に対して OA を求める世界的運動。“ Budapest Open Access Initiative”. Budapest Open Access Initiative. https://
www.budapestopenaccessinitiative.org/,（accessed 2020-02-21）．
注 2）1991 年、ロスアラモス国立研究所所属の物理学者 Paul Ginsparg が プレプリントサーバーを開設（現在は、arXive.org）。“About arXiv”. arXiv. https://arxiv.
org/about,（accessed 2020-02-21）．
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おまけに日本の大学図書 館は極めて不思議な存 在で、
外 国 の 雑 誌 社と購 読 契 約を 結ぶ 窓口としての 機 能しか
もたず、購読費用は教員に配分された研究費から充てられ
ていました。図書館には自由になる予算などほとんどない、
つまり予算権限が全くなかったのです。

J-STAGE を取り巻く、1990 年代
1990 年代の日本では、
「電子図書館」がブームになって
いました。ここでいう電子図書館とは、紙の本をスキャン
して電子化した画像ファイルの集積です。長尾真先生が先
導したこの思想は、国立国会図書館の電子化に至るまで

オープンアクセスの登場・
オープンアクセスを巡るいろいろ

一貫していました。これが学術情報のデジタル化の遅れの
一要因であったと思われます。

J-STAGE は電子出版を展開しようとしていました。しか
しまだ十分に XML

OA そのものは科学の実現のために、これ以上のものは

は普及しておらず、依然として PDF

ない、素晴らしいものです。しかし確実に実現するための

注 3）

または HTML のファイルを登載するにとどまっていました。

決定的仕組みが登場していないことも事実です。インター

論文のオンライン頒布技術の重要な部分を担っていたのは

ネットに論文を載せるということは、1990 年代的な常識

印刷会社です。なぜなら、従来から印刷会社が学会の意

でいうと「＝ OA になった」はずです。インターネットを利

向に沿って印刷・製本・頒布を行っているからです。この

用しながらも購読せねばならないという印刷媒体の学術雑

状況は、J-STAGE による電子配信においても変わること

誌の流通モデルの継承は、インターネットの理念からすれ

はなく、また、現在でも変わっていないと思います。しか

ば矛盾したものです。そこで OA の論理的な定義を示した

し、高い技術をもつ大手から小さな印刷会社までさまざま

のが、前述した 2002 年の BOAI だったと考えられます。

で、技術には差があります。

米国の ARL（Association of Research Libraries：研究

印刷会社ではなく J-STAGE 自身が電子ジャーナルを制

図書館協会）により 1998 年、SPARC プロジェクトが発足

作するということも考えられましたが、学協会からの多様

しました。これは雑誌の高騰に対し、安くかつ同質のクオ

な需要を考慮すると難しく、印刷会社の技術の範囲内で

リティーをもつ雑誌を作れば、高額なものが駆逐されるだ

しか登載できない状況が続いています。また、J-STAGE

ろうという考えに基づいて行われていました 注 4）。Elsevier

は国の事業であり、出版を行う学協会と論文を読む利用

社が出版していた化学系の雑誌を代替する新タイトルを

者は、直接 J-STAGE の運営には関われないという事情が

ACS（アメリカ化学会）と協力して構想したのですが、結

あります。さらに一部の学協会には、抜き刷りという膨大

局、もう 1 タイトルの雑誌を買わざるを得なくなったという

な収入源があって、電子化が招く抜き刷り収入の減少がダ

極めて皮肉な結果になってしまったのです。BOAI が起草さ

メージにならないよう、複雑な使いにくさを作り出してい

れた 2002 年、SPARC はこれまでの方向性を変え、OA 推

たという面もあります。

進路線へと転換しました。

図書館としては、J-STAGE で出版されたジャーナルを

Clifford Lynch 氏 が 2003 年 に institutional repository

コンソーシアムとして交渉し、購読することも考えましたが、

（学術機関リポジトリ）を考え、リポジトリが始まりました。

学会誌は、会員内での流通を本来の趣旨にしていたところ

世の中うまくできていて、こういう気高い理念というのは

がほとんどで、会員ではない図書館への販売を考えていま

直ちに世俗化が始まります。

せんでした。つまり商業ルートがなかったわけです｡ おま

一方で、オンラインだからページ数に上限がなく、一定

けに雑誌の単価には機関価格が存在せず、個人も図書館

の水準に達している論文は全部出版できるという方針をと

も同額でした。
「何千人もの個人が購読をやめるから、図

り、PloS ONE が生まれました。メガジャーナルの誕生です。

書館への販売価格は高額にしないとまずいね」など、結

その時期の成功により、APC（論文掲載料）課金による収

果的には図書館コンソーシアムと学会誌をつなぐ幾つかの

入で商業的に学術出版が可能であることがわかってきまし

試みを成立させることができなかったのです。

た。これはハゲタカジャーナル（Predatory Journal）へと

J-STAGE に雑誌を登載しても、それを流通させる仕組

つながります。しかも、メガジャーナルで OA にできれば

みを構築できなかった日本的なこの状況は、J-STAGE に

いいじゃないかということまでわかってしまったんです。

とって極めて不幸な環境だったと思います。

また「エンバーゴをなくせ」とよくいわれますが、1 年間

注 3）XML（ eXtensible Markup Language）は 1998 年 2 月に W3C で勧告が出された。“ W3C XML 10 Years ”. W3C. https://www.w3.org/2008/xml10/,
（ accessed 2020-02-21）．
注 4）
「出版パートナーシップ」と名付けられて、非営利に出版事業を営む学会の活動と連携し、低簾かつ高品質のタイトルの創出、あるいは、電子化を推進するこ
とを標榜し、たとえば、Elsevier 社刊行の高額な Tetrahedron Letters に対抗する雑誌（Organic Letters）をアメリカ化学会（ACS）が刊行することを支援し、
短期間でインパクト・ファクターで上回らせることに成功した。土屋俊 . “ 学術情報流通の最近の動向 ”．CORE. https://core.ac.uk/download/pdf/96951000.
pdf,（accessed 2020-02-21）より
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との一端です。

のエンバーゴを設け 1 年過ぎたらアクセスできればいいと
いうように、OA は理念の問題ではなく、現実にどう対応

J-STAGE は、OA でも、そうでなくてもどちらにも対応し、

するかのところまで来ていると思います。

望めば JaLC DOI も付与できます。今後の J-STAGE を考

Elsevier 社はかつて出版社を買収し規模を大きくしてき

えたとき、参加学協会の規模とその地力により差が生じる

ましたが、最近では、利用者である研究者コミュニティー

だろうというのは、2019 年のアドバイザリー委員会の結論

の形成を促進する機能を提供する会社等を買収し、プラッ

（中長期戦略）注 6）です。端的にいうと、
「最低限のサービス

トフォームを作ってきました。プレプリントサーバーから

は保証しますが、いろいろできそうな学協会は自ら自己資

Mendeley などユーザー向けのツールがそろうことになり

金を使って頑張りましょう、J-STAGE は協力します」とい

ました。それゆえ、結果的に OA の実現部分へと接続が

うことです。

でき、プラットフォームのビジネス化ができていることに

J-STAGE は学協会の考えをなんとかくみ取って、すべて

なります。しかし、このような展開は Elsevier 社だけが実

の参加学協会にとって使いやすいサービスにしようとして

現できています。

きています。でもそろそろ限界が来ているのではないかと
いうのが、アドバイザリー委員会の中長期戦略の根底にあ

J-STAGE の現状

るものだと理解していただければと思います。

では J-STAGE はどういう位置付けかというと、日本で

「超悲観的未来」も含め、
J-STAGE のこれからを考える

電子出版を行うプラットフォームとしては、実質唯一のプ
ラットフォームです。J-STAGE は 2,780 タイトル、約 480
万 記 事 注 5）。Atypon は 2,200 学 会、SciELO は 1,285 タイ

ワーストケースを 考えておきたい ので、 最初 は「 超 悲

トルで論文数は約 74.5 万で断然少ない（図 1）。1 年に 1 回

観 的 未 来 」（ 図 2） から考えていきます。 小賀 坂さんや

しか出版しないタイトルもあるようにタイトルはくせ者です

理事が頑張っていろいろとやられていますが、あるとき

が、数だけ見ると J-STAGE はすごいです。

「J-STAGE はもういらない」と、政府が判断する時代が来
ないとは限りません。そうなるとどうなるか。

J-STAGE 登載雑誌の投稿規定を見ていただくと、非会
員の投稿を認めていない雑誌がものすごく多いことがわか

使っている人が会費を払って J-STAGE を維持するしか

ります。会員から会費に加え APC を取ることはありえない

なくなってしまう。会費を払えない人は利用できなくなり、

ので、旧態依然たる学会誌がたくさんあるということです。

利用者が減る。そのままでは消滅する可能性があります。

しかも J-STAGE の運営そのものには、利用学協会も読者

もし J-STAGE が運営を頑張ると、今度は経費がかさみ、

も関わらないので、そういう学協会の体質が全く変わって

利用者が会費を負担できなくなる。出版するには、商業

ない状態が 20 年間も続いているんです。これが最初に申

出版社や非営利出版社（ユニバーシティプレス）とパート

し上げた、世界は大きな変化をしたけれども、日本は、世

ナーシップを組むしかなくなってしまう。残念ながら日本に

界についていけるはずもない保守性をもっているというこ

はしっかりした商業出版社や非営利出版社があまりないの

図1
注 5）これは 2019 年 3 月の実績。2020 年 2 月 25 日現在は、3,029 タイトル、499 万 1,469 記事。
注 6）“ 学協会との連携 ･ 共創で進める「J-STAGE 中長期戦略」を発表 ”．J-STAGE NEWS No.40. JST. https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/J-STAGE_
NEWS_NO40.pdf,（accessed 2020-02-21）．
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んとかなるのではないかと思い続け、じーっと我慢するこ
とです。スライドに書いてあるように「必要なサービスが
用意され、あるものは無償であるものは有償で提供され、
学協会は必要と資 金 力に応じて選 択して利用する」、そ
ういうモデルです。それに関しては今のところある意味で
最適化されていますし、 J-STAGE は自社開発をあまり頑
張らないので、結果的に世界のさまざまな資源を使って、
日本の学協会に対しサービスを提供している一番無難な
未来です。
もう一つ、査読管理システムのようなサービスを作成し、

図2

全学協会が無料で使えるようにする「一見明るそうな未来」
（図 3）も考えられます。たぶん小さな学協会はこのような
サービスを使えないので、結果的に利用率が下がり、こん
な無駄なサービスの提供ならやめてしまえという方向へ動
いてしまう。この「一見明るそうな未 来 」は非常に危険
です。
では、どういうことが未来を決めるか、以下に要因を挙
げました。
＜未来を決める要因＞（図 4）

•「定期刊行物」という言葉から見直す必要がある。｢定
期｣ や「刊行」という概 念がいまだに残っていてよい

図3

のか。

• なぜ成果発表をしなくてはいけないのか、よくわからな

で。つまり、日本の大事なプラットフォームを作ったけれど、
海外の商業出版社や非営利出版社と組まざるを得なくなっ

い。日本の研究開発資金は 17 〜 18 兆円といわれている

てしまうのです。

が、そのうち論文発表されるのは 5 兆円ぐらい。それ以

J-STAGE を続けようとしたときに、こうなってはいけな

外は会社の利益のための研究で発表されていない。

• 論文がいつまで重要な役割を果たすのか。
• 論文業績によって採用・昇任を決める制度がいつまで維

いといったところに落ち着くしかなくなる。そうならない
ために、ぜひとも政府はファンディングをやめないでほし
いものです。今の J-STAGE の動きは最後のあがきなのか、

持できるのか。代替案は徒弟制で、師匠がお弟子さんの

今後の成長へのきっかけになるのか、非常に重要な分岐

力量を見極めれば論文発表はいらないことになる。

• Global South

点に立っていると思います。
次に「保守的な未来」を考えてみましょう。これは、な

問題 注 7）。発展途上国の論文発表はどこ

まで増えるのか。

図4
注 7）Global South 。アフリカ、南米、アジアの発展途上国を指すことが多い。
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• 研究全体の流れの中で、学術、学術定期刊行物、オン

やり方はちょっと問題だよというニュアンスのお話をされ

ライン化された学術定期刊行物をどう考えていくか。

たと思いますが、どこが問題でしょうか。
土 屋：問題だといったわけではなく、APC で雑誌刊行を
維持しなければならないとしたら、会費を払っている人に

本日の最後に予定されているAndersonさんとの対談で、
「未来を決める要因」について質問できる機会をいただい

は投稿権があるので、会費を払ってない人から会費プラス

ています。楽しみにしてください。本日は、ご清聴ありが

αくらいの APC を取れば、雑誌刊行はおそらく持続可能

とうございました。

になるということです。重要なのは、会員外から徴収した

APC で雑誌を維持できることも考えられるのに、その機
会を放棄しているのは理解できないということです。
質問者：私は学会の編集委員長をやっており、J-STAGE を

また会員外の人は査読を求めて投稿してきますから、も

利用しています。うちには欧文誌と和文誌があり、欧文誌

し査読を求めて投稿してこない場合は、査読能力が認めら

は完全に OA です。一方和文誌は、投稿権は会費を払った

れていないことになってしまい、それはそれで困った話じゃ

会員のみがもっており、査読で受理された論文は直ちに

ないかな。ちょっと変だ、っていう程度のコメントのつも

J-STAGE に掲載しています。会員のみが投稿できるという

りでした。

●講演者プロフィール ●

土屋 俊

現在、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構特任教授。日本学術振興会奨励研究員を経て、1982 年以来、千葉大学文学
部助教授、教授として 2011 年まで言語哲学、形式意味論、科学技術史、論理学、論理学史、心の哲学、認知科学、音声対話、
文書処理、情報倫理、図書館情報学を中心に教育研究に従事。併せて総合情報処理センター長、附属図書館長等として大学の
情報インフラの整備に関与。2018 年「我が国のジャーナルの振興に向けた J-STAGE 中長期戦略」を策定した外部有識者による
J-STAGE アドバイザリー委員会にて委員長を務める。

スライドの PDF はこちら。
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20200213_Symposium02.pdf
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Session 1

J-STAGE 20年間の歩みとこれから
20 周年を迎えた、日本の電子ジャーナルプラット
フォーム「J-STAGE」。その成り立ち、この 20 年の
ジャーナルを取り巻く世界の激変にどう対応してき
たか、そしてこれからどこを目指すのか。J-STAGE
中長期戦略の基本姿勢や実際の取り組みも盛り込
み、J-STAGE を運営する JSTの小賀坂から紹介が
ありました。

小賀坂 康志

国立研究開発法人
科学技術振興機構（JST）
情報基盤事業部

※シンポジウム当日に使用した全スライドは、本文の最後に掲載しております。また、J-STAGE の Web サイトでもご覧いただけます。

J-STAGE の 20 年

月に行った登載対象コンテンツ拡大では、査読付き論文

J-STAGE（科学技術情報発信・流通総合システム）が

以外の資料も登載できる環境を整備しました。また、国

誕生した背景には、インターネットの普及に伴い電子ジャー

立情報学研究所の電子図書館事業が終了し、その利用誌

ナルへの移行が世界的に進む中、日本が欧米に比べ立ち

が J-STAGE の利用を開始したのもこの頃でした。その後、

遅れていたという状況がありました。これに対する問題

2017 年にインターフェースのリニューアルを行い、今日に

意識から、国を挙げた日本の学術ジャーナルの電子化を

至っています。

促進するプラットフォームが必要とされ、1999 年 10 月に

J-STAGE の概況

J-STAGE の運用が開始されました。
J-STAGE のシステムはいろいろな変遷を経てきました

2019 年 10 月に、J-STAGE は運用開始から 20 周年を迎

が、基本的には 2 つの利用者に向けてサービスを提供して

えました。現在の J-STAGE の概況を見てみますと、登載

います。一つは発行機関に対して、自ら編集した記事を登

誌は 1999 年から 20 年間で順調に数を伸ばし、2020 年 1

載し公開する機能を、もう一つは閲覧者に対して、公開画

月 7 日に 3,000 誌に到達し、本日（2020 年 2 月 13 日現在）

面をはじめとする閲覧機能を提供しています。学協会や関

3,024 誌まで増えています。記事数は約 498 万記事となり

係者の皆さまのご協力の下、運用開始から順調に参加学

ました。分野についても満遍なく登載しており、人文社会

協会数、資料数を増加させることができました。当初は英

科学系の雑誌にも利用されています。使用言語種別を見

文誌の登載が中心でしたが、次第に和文誌や英和混在誌

ますと、全体の約 2 割が英文誌で、残り 8 割は和文誌と英

も増加してきました。

和混在誌が半々です。
閲覧については多くのユーザーに利用いただいており、

J-STAGE の運用のあり方についてはさまざまな場で検
討されてきました。2013 年には J-STAGE 事業方針検討

ダウンロード数は順調に伸び、2018 年度には 3 億ダウン

有識者委員会

ロードを突破しました。アクセス元は 7 割が日本国内で、

が組織され、求められる機能やサービス

注 1）

の充実、データ品質の維持・向上、世界標準に見合う機能

残り 3 割のうち 2 割が米国です。また、登載記事の約 95％

やサービスを着実に実装する必要性等、さまざまな提言や

はフリーアクセスです。

指摘がありました。また、文科省においては、2014 年の

ジャーナルを取り巻く環境の変化

ジャーナル問題に関する検討会、また 2015 〜 2016 年の
学術情報委員会においても J-STAGE に対するさまざまな

J-STAGE のこのような今日の姿に対し、ジャーナルを取

提言がなされました。

り巻く環境は非常に変わってきています。当初、J-STAGE

J-STAGE の開発は、立ち上げ当初からこうした委員会

の大きな目的の一つはジャーナルの電子化でしたが、これ

等での提言を受けて進められ、1999 年に最初のシステム

については発足以来順調に上昇しているといえます。日本

をスタートさせ、2003 年にバージョンアップしました。こ

のジャーナルの電子化状況に関する JST の調査報告によ

の頃、過去に発行されたジャーナルの電子化および登載

ると、学術誌および学会誌の電子化率は、2008 年は 5 割

を行う「Journal@rchive（ジャーナルアーカイブ）」事業が

を少し切るくらいでしたが、2012 年に 59 ％、2018 年に

J-STAGE と並行して実施されており、2012 年の 2 回目の

69％と順調に増加しています。

バージョンアップで J-STAGE に統合されました。2012 年

また、この電子化の進行とも関係していますが、世界の

以降も少しずつ機能拡張を行っており、中でも 2015 年 11

誌数、論文数も爆発的に増加しています（図 1）。左のグラ

注 1）“ 科学技術情報発信・流通総合システム（J-STAGE）事業のあり方について（報告）”. 科学技術情報発信・流通総合システム事業方針検討有識者委員会．JST．
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/jstagenoarikata_130726.pdf,（accessed 2020-03-19）．
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Rob Johnson, Anthony Watkinson, Michael Mabe.”The STM Report”,Fifth edition, October 2018
https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf
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図1
フは、世界で発行されるジャーナルタイトル数の 2001 〜

ナルによる占有率で、2000 年頃を境に 5 大商業出版社に

2013 年の推移で、青が誌数、赤が年ごとの増加率を示し

よる寡占化が加速したために、近年ではいずれも 5 割を切

ています。2013 年時点の増加率は 5 〜 6％といわれており、

ろうとしています。5 大商業出版社は分野によって変わりま

今日ではさらに高いものと思われます。右のグラフはさま

すが、いずれもよく知られているジャーナル出版社です。

ざまなデータベース等による 1970 〜 2018 年の論文数を

そして、やはりオープンアクセス（OA）の動向は無視で

示しており、これも急激に増加しています。

きない流れです。OA 誌の台頭は目に見えてきており、あ

論文数の増加は、ジャーナルが扱う投稿数、掲載数が

る調査によると、Scopus 登載誌に占める OA 誌の割合は、

爆発的に増えていることを意味し、作業負担の増加も意味

2012 年には 12 ％程度でしたが、2016 年には 15 ％まで上

します。研究者に論文成果の発信を強く求めているという

昇しています。これに伴い、いわゆる Predator y Journal

状況が、この論文の多産に拍車を掛けたという説もありま

（ハゲタカジャーナル）が登場し、昨年、一昨年と新聞紙

すが、いずれにしても、こうした状況の下では大きなリソー

上をにぎわせ話題になりました。大学図書館等が教員に

スをもったジャーナルでないと到底出版業務をこなせない

対して Predatory Journal について注意喚起する事態にも

という状態になります。これも商業出版社へのマイグレー

至っています。ジャーナルの質の保証は常に重要ですが、

ション（乗り換え）を引き起こした原因の一つだと解釈で

OA 誌の台頭に伴い、なお一層強く求められるようになっ

きると思います。

たといえます。

大手出版社によるジャーナルの寡占については、こちら

J-STAGE 中長期戦略の基本姿勢と、
その取り組み

（図 2）をご覧ください。この 6 つのグラフは、左列が自然
科学関係、右列が社会科学関係のジャーナルに関するもの

こうした情勢も踏まえ、J-STAGE では将来に向けた事

で、上から出版社ごとのジャーナル数、記事数、引用数の
4

4

業のあり方の検討を行い、2019 年 3 月に J-STAGE 中長期

推移を表しています。赤い線が5大商業出版社以外 のジャー
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Fig 1. Percentage of Natural and Medical Sciences (left panel) and
Social Sciences and Humanities (right panel) papers published by
the top 5 publishers, 1973–2013.
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Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era.
PLOS ONE 10(6): e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502
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戦略 注 2）を定めました（図 3）。その中で、J-STAGE が踏ま

れは J-STAGE のシステムを使ったサービスではありません

えるべき 3 つの基本姿勢を掲げています。

が、個々のジャーナルの戦略的目標などを踏まえ、質の向

一つ目は、
「基本的なジャーナルプラットフォーム機能を

上に向けたコンサルテーションを提供するもので、JST は

維持したうえで、新たな要請へ対応する」ことです。国の

コンサルティングファームと契約し、対象誌との間のコン

プラットフォームという立ち位置とそのリソースに鑑みる

サルテーションをファシリテートします。コンサルティング

と、世の中の商業プラットフォームのようにあらゆる機能・

では、たとえば「投稿数を増加させたい」「編集体制を強

サービスを網羅することは現実的に難しく、非常に多様な

化したい」「OA の対応を行いたい」といった、学協会が

ジャーナルを登載する J-STAGE としては、それが必ずし

それぞれ抱えている問題を課題に据えています。これに対

も得策かわからないという認識の下、このような方針を採

し、コンサルティングの実施内容として、現状分析、APC（論

ろうと考えています。

文掲載料）の導入に係るコスト試算、論文投稿規定の整備・
改善等を行ってきました。

二つ目は、
「今後は利用学協会との連携を深化させ、共創

2017 年度と 2018 年度にパイロットプロジェクトを行い、

という考え方も取り込んでサービスの開発を行う」ことです。
三つ目は、
「システムの開発方法やサービスの提供方法の

これまで延べ 11 誌に対してコンサルテーションを提供して

多様化」です。また、これらに基づいた施策の展開方向と

います。ジャーナルコンサルテーションを希望するジャー

して、図 3 に示しているような「取組内容」を掲げています。

ナルが多かったため、2019 年度はコンサルテーションに至

この中長期戦略を踏まえ、最近は次のような取り組みを

らなかった英文誌 11 誌、和文誌 5 誌に対して、ジャーナル
診断を提供しました。

行っています。
一点目は、
「ジャーナルコンサルテーション

コンサルテーションの成果の一つとして、日本プロテオー

」です。こ

注 3）
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図4
注 2）“J-STAGE 中長期戦略 ”. JST. https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/JstageStrategy/-char/ja,（accessed 2020-03-18）．
注 3）“J-STAGE ジ ャ ー ナ ル コ ン サ ル ティン グ 〜 J-STAGE 登 載 誌 の 質 向 上 に 向 け て〜 . JST. https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20190315_
Seminar01.pdf,（accessed 2020-03-19）．
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ム学 会がデータジャーナルを創刊したいというニーズを
もってコンサルテーションを受け、昨年 2019 年に『Journal

of Proteome Data and Methods』を創刊したことが挙げ
られます。このように、今後はシステムサービス以外の分
野での支援も提供していきたいと思っています。
二点目は、
「論文根拠データの公開プラットフォームの提
供」です。昨今、ファンディング機関においては論文エビ
デンスデータの公開を義務化あるいは推奨するポリシーを
定める動きが加速していますが、ジャーナルにおいても同
様に、投稿される論文の根拠となるデータの公開を推奨す
る動きが増えています。
文教大学の池内先生のグループの研究で、学術雑誌のデー

成果を迅速に発信するプラットフォーム、また、わが国の

タ共有ポリシーの分野間比較と特徴分析を行ったものがあ

学術研究における基盤、機能という側面から、国内ジャー

ります（図 4）。22 分野、各 10 誌についてデータの公開に

ナルの重要性は非常に高いと私は考えています。日本の研

関する方針を調べています。グラフの縦方向に分野が並び、

究者が書く論文の 8 割は海外誌に投稿されている昨今、日

横方向に10 の雑誌のポリシーの強さが色分けされています。

本のジャーナルを維持する意義はどこにあるのかと常に議

暖色はデータの公開を「必須」あるいは「推奨」としている

論になっていますが、われわれとしましては、ジャーナル

ポリシー、寒色はそれよりも弱いポリシーを表しています。

は日本の学術コミュニティーの基本的な情報インフラであ

分野の違いはあるものの、
「推奨」以上のポリシーをもつ

ると位置付け、今後もサービスの向上・改善・提供にまい

ジャーナルは 2014 年時点で約半数でしたが、2019 年に同

進したいと思っています。

じ雑誌を調べると「推奨」以上の件数が大きく増加してい
ます。J-STAGE としても、登載誌がこのようなポリシーを
取る場合に不自由のない環境を提供したいと考えています。

質 問 者：全 文 XML 化につ いておうかが いします。 現 在

その中で、日本のジャーナルが扱いやすいデータリポジ

PDF で公開されている記事が XML になるとどこが変わる

トリを整備する必要性があると考え、登載誌向けのデータ

のか、もう一度ご説明いただけますか。

リポジトリ「J-STAGE Data

」の開発を行い、間もなく

小賀坂：機械可読化することの利点はたくさんあると思い

リリースします。利用機関の皆さまには利用をご検討いた

ます。当然、われわれが気づいていないものもあると思い

だければと思います。

ますが、一つには、全文情報が機械可読化されて分析に供

注 4）

三点目は、
「全文 XML 化の推進についての取り組み」で

され、ビッグデータ解析の中で次の研究の芽になっていく

す。論文記事を機械可読にする目的は多数ありますが、特

サイクル、いわゆるデータ駆動型科学に対して大変な貢献

にデータ駆動型科学においては、研究データだけでなく、

があると思います。また XML 化されていると、J-STAGE

質の高い研究成果である論文の全文自体も使えるようにす

上で HTML ファイルを生成できるので、マシンフレンドリー

べきではないかと考えました。現に、大手商業出版社はテ

な閲覧も可能になると考えます。論文を読むときに HTML

キストマイニング向けに全文データを提供するサービスをす

がいいか PDF がいいかというのは論争になると承知して

でに行っています。こうした動きに日本発のジャーナルが乗

いますが、やはりデジタルネイティブな閲覧の方法にも適

り遅れると、データ駆動型の研究に対して日本の研究成果

用できるということで、機械可読化されているメリットは

が取り込まれず、さらには日本の研究のプレゼンスが下がっ

あると思います。

てしまうことが大変懸念されます。JST はこうした学術情

質問者：J-STAGE にアクセスする個々の利用者の観点か

報のデータ活用に向けてツールの開発を行っています。

らは、現時点ではどれもそんなに違いはないと考えてもよ
ろしいでしょうか。

日本のジャーナルを振興する意義

小賀坂：個人の好みや、研究者がどのように論文を読むか

私の個人的な考えで恐縮ですが、日本のジャーナルを振

ということによると思いますが、HTML で表示しておりま

興することがどういう意味をもつかについて申し上げたい

すと、単に紙を画面に映すのではなく、プラウザで閲覧性

と思います。1935 年に数物学会の欧文誌に掲載された、

のよい表示ができます。また、世界的な動向として XML

中間子の予言に関わる湯川秀 樹先 生の論文

は、後に

化が進んでおります。XML 化されていないとインデックス

1949 年のノーベル賞の対象となりました。これが物語る

されないデータベースも増えており、そのような側面も重

示唆はたくさんありますが、その一つとして、重要な学術

要性の一つであると思います。

注 5）

注 4）J-STAGE Data：2020 年 3 月 16 日にリリースした。“データリポジトリ”．JST. J-Stage. https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/JstageServices/TAB5/char/ja,（accessed 2020-05-11）．
注 5）“Journal@rchive Stories 日本の化学論文誌の誕生 2006/03/27 第 1 回 数物学会誌と湯川秀樹 ”. JST. https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/Journal@
rchiveStories/Physics/01-01/-char/ja,（accessed 2020-03-19）．
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小賀坂 康志

2009 年、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）入職。 科学技術振興調整費業務室、研究プロジェクト推進部、産学連携
展開部、再生医療研究推進部、戦略研究推進部勤務を経て、2015 年 10 月より知識基盤情報部（現・情報基盤事業部）部長。

スライドの PDF はこちら。
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20200213_Symposium03.pdf
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学術コミュニケーションのエコシステムで共創する
アカデミックスタートアップ

宮入 暢子

学術情報
コンサルタント

Cristian
Mejia

高野 泰朋

Paper Digest
共同創業者

Paper Digest
共同創業者

AI を活用して論文の要約を瞬時に自動生成するサービス ”Paper Digest”。 開発のきっかけ、概略、今後
の取り組み、アカデミックスタートアップが学術コミュニケーションにどのように貢献できるかなどについて、
Paper Digest に関わる 3 人の方にお話しいただきました。
※シンポジウム当日に使用した全スライドは、本文の最後に掲載しております。また、figshare の Web サイトでもご覧いただけます。

宮入：Paper Digest プロジェクトについて話をさせていた

仲間と一緒に冒険をするファンタジー」といったようなもの

だきます。まず高野さんから「Paper Digest とは何か」を、

かと思います。一方で Paper Digest の要約は、
「ダンブルド

Mejia さんから「最近のアップデート」を紹介していただき、

アが死んだ」とか「ロンとハーマイオニーが結婚した」注 1）と

最後に私がまとめをしたいと思います。

いった重要な情報を論文から抽出します。つまりネタばらし

現在、高野さんは東京大学で、Mejia さんは東京工業大

をするのです。映画は「ネタバレ」を非常に嫌いますが、学

学でリサーチャーとして活躍しており、そのかたわら、アカ

術論文では研究者から大変喜ばれていると思っております。

デミックスタートアップとして Paper Digest を始めたところ

現在は Paper Digest のプラットフォームで、プロトタイプ

です。では高野さん、よろしくお願いします。

（試作モデル）を無料で提供しています（図 1）注 2）。使い方は
とてもシンプルで、Google の検索ボックスのようなインター

Paper Digest の要約は、アブストラクトと
何が違うか

成・表示されます。図 2 が実際のワークフローです。論文の

高野：私と、Paper Digest の共同創業者である Mejia さん

DOI を入力すると、Crossref API を使ってその論文がオープ

は、
"Non-Native English Speaker"（英語を母語としない人）

ンアクセス（OA）かどうか判断します。OA 論文の場合のみ、

の研究者です。日々、英語で書かれた論文を読んでいますが、

出版社の API を用いてフルテキストを入手し、われわれのア

言葉の壁に直面しています。これは私たち 2 人だけの課題

ルゴリズムで要約します。

フェイスに論文の DOI を入力すると、10 秒以内に要約が生

ではないと考えています。

2019 年初夏から、PDF をローカルフォルダから直接アッ

研究によると、米国のリサーチャーは論文を読むのに平

プロードして要約できる、登録ユーザー限定の新機能の提

均 32 分、非英語圏の研究者はその 2 倍の約 60 分、さらに

供も始めました。これにより OA 論文だけではなく、ユーザー

若手の場合は 80 分以上かかっていることがわかっていま

の端末に格納された論文の要約もできるようになりました。

す。時間をかけることなく、論文のエッセンスを理解する

次に、最近のアップデートについて Mejia さんから話して

ことはできないのでしょうか ― これが私たちの出発

いただきます。

点でした。その支援のために開発したのが、Paper Digest

代表的なアルゴリズムを用いた要約と、
Paper Digest の要約を比較

です。Paper Digest は、人工知能を用いて学術論文の要約
（summary）を作るサービスです。
「学術論文には、アブストラクトがあるではないか」とい

Mejia：Paper Digest における最近の開発について説明い

うご意見もあると思います。私たちはアブストラクトを、映

たします。すでにプラットフォームはできておりますが、ど

画の予告編のようなものととらえています。映画『ハリー・

うすればこのユーザー体験を改善できるのか模索しておりま

ポッター』を例に挙げますと、
「男の子が魔法の世界に行って、

す。たとえば、ジャーナルや学協会の Web サイトに Paper

注 1）ダンブルドアは、ハリー・ポッターの母校・ホグワーツ魔法魔術学校の校長。ロンとハーマイオニーは、ハリー・ポッターの親友。
注 2）Paper Digest の Web サイト：https://www.paper-digest.com/,（accessed 2020-03-26）．
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図1

図2

Digest を組み込んではどうだろう、サマリーを簡単に得ら

「どれほどよい要約になっているのか」とよく聞かれます

れるようにリポジトリに組み込んではどうだろう ･･･。そこで、

が、どういうものが要約として秀でているか明確な答えが

私たちは API の開発も手がけました。現在、API のテストバー

なく、これは大変な質問です。そこで、アブストラクトと、

ジョンを公開しておりますので、開発者の皆さま、Web サ

Paper Digest などが生成した要約とを比較してみました（図

イトに追加してみてください。

3）。具体的には、コンピューターサイエンスなど 5 分野の各

API は、Paper Digest のプラットフォーム同様に、全文の

1,000 の論文の要約を対象に比較したのです。
「セッション

要約を提供します 注 3）。さらにメタデータの提供、要約を構

ごと」と「全文章」の 2 タイプを対象文章とし、アブストラ

成する文の数の指定 注 4）、セクション別または論文全体など

クトと、Paper Digest を含め LexRank など代表的なアルゴ

要約範囲の選択、重要さや出現順などによる論文の並べ替

リズムを用いて生成した要約を、ROUGE-1 注 5）という指標

えも可能です。

を用いて最大値で正規化し比較しました。その結果が図 3

現在、出版業界の 2 社とパイロットテストを行っており、

です。このスコアを見ますとほぼ 1.00 注 6）で、私たちは最先

要約に対してかなり満足しているという、うれしい評価をい

端を行っているなと思います。

ただいております。また、出版社はプレプリントの要約に関

現在は 1 つのインプットに対して、
1 つのアウトプット
（要約）

心をもっているとのことなので、これからのチャンスとして、

を提供しています。しかし複数のインプットから1つのアウト

プレプリントに使用されるマイクロソフト Word への対応も

プットを作成するマルチサマリー（レビュー論文の自動生成

必要だと思っております。そのほか、レコメンドシステムの

のようなもの）も可能にしようと考えています。よい要約と

「読むのをお薦め」の箇所に要約文を明記するのもいいの

いうのは「誰が使うのか」「要約を使う目的は何か」次第な

ではとの提案もいただきました。

ので、ユーザーや開発者の方からフィードバックをいただき、

注 3）Paper Digest の API 版は、OA 論文以外にも対応可能。
注 4）Paper Digest は、重要そうな文を原文そのままに複数抽出する抽出型要約。「要約を構成する文の数の指定」とは抽出する文の数の指定。
注 5）ROUGE( ルージュ )-1：アルゴリズムで生成した要約と、人間が作成した要約が単語単位でどれだけ一致しているか（参照要約をどれだけ再現できるか）を計測
する指標。
注 6「
）正規化した ROUGE-1 の値」として、1.00 という数値になった。つまり、評価したいくつかのアルゴリズムの中で Paper Digest によるものが最大値を得た（最
も優れていた）ということ。
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図3
んと教えてくれるのではないかと思ったんです。私がもって

このアルゴリズムをさらに改善していきたいと思います。

いるもの、彼らがもっているものを交換するような形でコラ

学術コミュニケーションの問題意識解決のため、
Paper Digest プロジェクトに参加

ボレーションが始まりました。

2018 年 10 月、Digital Science 社が行っている“Catalyst

宮入：私がこのプロジェクトに関わろうと思ったのは、学術

Grant” 注 7）に選ばれ助成金をいただきました。そのお金で

コミュニケーションにおいて 3 つの問題意識をもっていたか

初期の開発コストをある程度まかなえたのは幸運でした。

らなんです。

Catalyst Grant に選ばれた記事が『Japan Times』に掲載

まず、人工知能が学術コミュニケーションにどういう影響

されてから、ユーザーが拡大しました。

を与えるのか。
「高度に知的な人間の行動を模倣するという

2019 年、 学 術 出 版 のプ ロがどう Paper Digest を 判 断

ものが人工知能だ」と定義している辞書もあります。AI が

するのかを 試 す 好機として、SSP（Society for Scholarly

そういうものだったら、学術コミュニケーションの世界では

Publishing、学術出版協会）注 8）の 41 回年次総会に参加しま

一体何が起こるのか、どういったものが「高度に知的な人間

した。同総会のプレビューセッションで Paper Digest を紹

の行動」であって、そのどれを AI は模倣してくれるのか、と

介したところ、13 のプレゼンの中から、来場者の投票を最

考えていました。

も集めたプレゼンとして “People's Choice Award”（1 位）

次が、オープンサイエンスの可能性です。人工知能が処理

をめでたく獲得しました。このとき、われわれは、確かにニー

できるフォーマットは決まっています。機械可読（machine-

ズがあるんだと確信しました。

readable）なメタデータがそろっていないと、たとえそれがオー

今やユーザーの 40％以上がネイティブ。
Paper Digest が目指す先

プンでフリーアクセスだったとしても、機械にとっては何の
意味もないんです。オープンなコンテンツに DOI や ORCID
などの機械可読なメタデータがどんどん乗り、AI を応用で

ユーザー数をお話しますと、Catalyst Grant をいただいて

きる機会は非常に拡大しています。しかしその先に何がある

から現在までのユニークユーザー注 9）は約 1 万人、130 カ国

のかについてディスカッションがされていません。どういう

の方がアクセスしています（図 4）。やっぱり日本がすごく多

世界になるのか、知りたかったんです。

いですけれども、米国、中国、インドネシア、英国と続きま

三つ目は、アカデミックスタートアップです。
「こういった

す。非英語圏の方のためにというモチベーションで作ってい

ものが欲しい」→「マーケットにない」→「作ってしまおう」

たのですが、ここに来て英語圏である米国や英国、カナダ

と研究者が始めるアカデミックスタートアップというのが結

が増えてきて、彼らはどういうふうに使っているのかなと思っ

構あるんですね、海外では。なぜ、日本ではそれが出てこ

ていたんですね。

ないのか。この業界で長らく働いていて気になっていたこと

そうしたらある日、英国のヨーク大学の社会学の Beer

でした。

先生が「研究を迅速化・効率化するために、AI を使うべき

そんなときにちょうど 2 人と出会いまして、なかなか面白

なんだろうか」というブログを書かれていました。
「Paper

いし、私の問題意識、特に人工知能の部分を彼らならちゃ

Digest が根底としている理念や理想は、研究の効率化や思

注 7）科 学および学術研究に変革をもたらす概 念に対して贈られる。賞 金上限 3 万ドル。“ Digital Science Announces New Catalyst Grant Winners”. Digital
Science. https://www.digital-science.com/press-releases/digital-science-announces-new-catalyst-grant-winners-2/,（accessed 2020-03-26）．
注 8）・1978 年設立の非営利団体。メンバーは出版社、印刷業者、電子製品開発者など学術出版関連者から成る。” About SSP ”. SSP. https://www.sspnet.org/
about-us/about-ssp/,（accessed 2020-03-26）．
・Paper Digest 受賞の記事：“Paper Digest wins SSP Previews Session Peopleʼs Choice Award”. SSP. 2019/06/12. https://www.sspnet.org/community/
news/paper-digest-wins-ssp-previews-session-peoples-choice-award/, (accessed 2020-05-13).
注 9）ユニークユーザー（Unique User 、UU）：ある特定期間にその Web サイトに訪れた人数。同じユーザーが何回訪れても、1 回とカウントする。
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図4
想の加速へと追いやられている研究者が置かれた過酷な環

うのが、今後の 1 番の課題だと思っています。英語圏まで拡

境と無関係ではない」というこの方のお考え、確かにそのと

大したユーザーの役に立つ機能は何があり、それをどう組み

おりなんです。われわれはそれをモチベーションに作ってい

込んでいくか。研究のプロセスを損なうのではなく、むしろ

たわけです。しかしこの方は、
「これを放置したら、創造性

よりよいものに進化させる助けとなるものは何か。ビジネス

やクリエイティビティ、思慮深さなどよいアイデアを生む状

として確立させていくにあたって、Competition（競争）で

況が損なわれてしまうのではないか」と警鐘を鳴らす形でこ

はなく、Co-Creation（共創）を、どのように構築していけ

のブログを終わられていました。

るかと考えております。

これを読んで、すごく考えさせられました。
「Non-Native

English Speaker の役に立つために」「創造性にたどり着

本日はこのような形で皆さまに共有させていただく機会

くまでのショートカットが欲しい」というのが Paper Digest

を得られ、大変感謝しております。ご清聴ありがとうござい

最大の意義だったわけです。そもそもネイティブな人たちは

ました。

使ってくれないだろうし、だから何かが損なわれるなんて思っ
てもいなかったんです。しかしユーザーベースが拡大し、ネ
イティブの人たちも使用されていることに気づき（図 5）
、警

質問者：Paper Digest はどのようなビジネスになるのでしょ

鐘を鳴らすご意見もいただけた今、ユーザーの声をきちんと

うか。ユーザーに利用料金を支払ってもらうのでしょうか、

集めなければいけないとアンケート調査を行っております。

あるいは定額制などになるのでしょうか。

現在も調査は進行中ですので、お使いになってよろしければ

宮入：研究者からお金をいただくことは、ペナルティーのよ

お答えいただければと思います。

うに思います。OA の論文が対象なので、お金をもらうこと
を考えてはいけないと思っています。

アンケートをみると、論文を全部読まなくてよいダイジェ
ストツールという思想に、ほぼ賛同してくださっているようで

出版社へアプローチするビジネスも検討しております。現

す。研究者の数が増え、出版物の量が莫大に増えている状

在、出版業界の 2 社とパイロットテストを行っており、私た

況下で、
Paper Digest は便利だという声もいただいています。

ちが考えたこともない使用方法のご提案などをいただいて

現在のプロトタイプから、ちゃんとしたサービスへ移行し

おります。より多くの方からお話を聞き、どうやったら、そ

ビジネスとして充実させていくためにどうしたらいいかとい

してどのように皆さんに使っていただけるのか、どう持続的

図 5（講演時点でのアンケート回答より）
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なビジネスにしていくのかを考えていきたいと思います。

高野：現在は、英語のみに対応しています。ぜひ英語以外の

質問者：英語以外の他の言語にも対応していますか？

私の

言語に対応してほしいという意見をいただいており、多言語

研究所ではアジアのローカル言語も使用していますが、そ

に対応可能なアルゴリズムを開発中です。将来的にはまず

のような言語にまで対応できるのでしょうか。今後の可能性

は中国語、日本語、スペイン語などから対応していこうと考

を教えてください。

えています。

●講演者プロフィール ●

宮入 暢子

東京を拠点にフリーランスとして、学術コミュニケーションにおける新規ビジネス開発とスタートアップに関する戦略コンサルティング
に従事。筑波大学図書館情報メディア研究科講師（2019 年～）、筑波大学国際戦略会議外部委員（2012 年～ 2015 年, 2018 年～）、
物質・材料研究機構デジタルライブラリー専門委員会委員（2016 年～）など。

高野 泰朋

Paper Digest 共同創業者。株式会社 JIYU Laboratories 代表取締役社長。東京大学未来ビジョン研究センター（旧・政策ビ
ジョン研究センター）特任研究員（2017 年～）、東京大学国際オープンイノベーション機構サブ知財戦略マネージャー（2018 年～）、
東京工業大学環境・社会理工学院特別研究員（2017 年～）などを兼任。

Cristian Mejia

Cristian Mejia is the co-founder of Paper Digest as well as CTO of JIYU Laboratories, Inc. He is also a Specially
Appointed Assistant Professor in the Department of Innovation Science at the Tokyo Institute of Technology.

スライドはこちら。
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11808306
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論文はエンターテインメント !?
NHK「ろんぶ～ん」流の論文とのつきあい方
2016 年度からＮＨＫ・Ｅテレで放送された番組「ろんぶ
～ん」。本来専門家に向けて書かれた論文を、視聴者に
わかりやすく伝えたるためにどのようにアプローチしてき
たか、ユニークな企画はどう生まれるのかなど、番組制
作の舞台裏をお話しいただきました。

小宮 大

日本放送協会

※当講演の参照となるスライドは、本文の最後に掲載しております。また、J-STAGE の Web サイトでもご覧いただけます。

とができないか、と考えたことでした。

このたびはこのような貴重な機会をいただきましてあり
がとうございます。

「ろんぶ〜ん」とは

私はＮＨＫの「ろんぶ〜ん」という、論文をメインとする
番組を制作しております。本日のシンポジウムで皆さまの

「ろんぶ〜ん」は、プレゼンターと著者が一緒になって

講演をお聞きしていましたが、私どもは皆さまとは全く違

論文の内容をプレゼンテーションし、番組 MC のロンドン

うアプローチで論文について触れているんだと感じるとと

ブーツ1号 2 号の田村淳さんとゲストが読み解きながら、
「知

もに、いつの間にか学術コミュニケーションというものを

ること」の面白さを味わうという番組です（図 1）。田村淳

行っていたのだと改めて自覚いたしました。

さんは、“ ロンドンブーツ 1 号 2 号 ” 略して “ ロンブー ”とい
うコンビですので、それで番組のタイトルも「ろんぶ〜ん」

本日は、私どもがどのように論文をとらえて番組制作を

としました。田村淳さんとゲストは、収録に入るまで当日

してきたかということについてご紹介させていただきます。

の番組内容を全く知りません。プレゼンによって、その場

番組「ろんぶ〜ん」立ち上げまで

でどんどん学んでいくというスタジオドキュメンタリーと
なっています。

私がなぜこのような番組を制作するに至ったかを申し

これまで、
「漫才」「ラーメン」「アイドル」「猫」な

あげます。まずは自己紹介から。私は 1985 年生まれで、

2003 年に大学へ入学、その後農学部に進学、とくに修士

どいろいろなテーマを取り上げてまいりました。たとえば

課程において論文に触れる機会が多々ありました。その後、

「ギャンブルと運」ではギャンブルと運の関係を取り上げ

2009 年に NHK にディレクターとして入局しました。NHK

た臨床心理学の論文、
「キス」というテーマではキスを遠

は、北は北海道の旭川・北見から、南は沖縄の那覇まで

隔で体験できるというキスデバイスを開発した方の論文

全国に放送局がありますが、私は入局後、最初に大阪局

を取り上げました。さらに、
「幽霊」ではスーパーサイエ

に配属になりました。このときに、歌番組やバラエティー

ンスハイスクール指定校の学生さんが研究して論文とし

番組、例えば「のど自慢」などを担当しました。また、関

て発表した、
「心霊写真はこうやって撮影できる」という

西といえばお笑いの文化が盛んですので漫才の番組なども

物理学が観点の論文など、本当にさまざまな著者の方に

制作し、その後 2014 年に、現在所属している東京の制作

登場いただき論文を紹介してまいりました。 2017 年 3 月

局（当時は青少年教育番組部という部署）に配属されまし

にパイロット版の第 1 弾、その 1 年後に第 2 弾を制作して

た。そこは、皆さんもお馴染みの「おかあさんといっしょ」

2018 年 10 月から 2019 年 3 月にレギュラー放送を行いま

や「天才てれびくん」を制作している部署で、私はどちら

した。そして今年、 2020 年の 1 月には 4 回の特番が放送

かというと、青少年のジャンルを担当しています。そのな
かでも大人や家族向けの教養番組を担当することが多いで
す。また、皆さまはあまりご存じないかもしれませんが、
「ねほりんぱほりん」という人形劇や、
「ドラえもん」が誕
生 50 周年を迎えて制作した特番「ドラえもん 50 周年
んなみんなかなえてくれる♪

み

ひみつ道具と科学」という、

ドラえもんのひみつ道具は今の科学でどこまで迫っている
のか検証した番組などに携わってきています。
「ろんぶ〜ん」の話に戻しましょう。番組を立ち上げたきっ
かけは、さまざまな番組を企画立案するなかで、ふと大学
図1

時代のことを思い出し、“論文” の面白さをうまく伝えるこ
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され、今までに全 22 回、 80 本以上の論文を紹介してい
ます。

「論文」と「ろんぶ〜ん」の違い
番組制作において一番大切にしていることは「論文に書
かれていないストーリーを描く」ということです。今回、
この講演にあたって、
「論文」と「ろんぶ〜ん」の違いって
何か？

と改めて考えました（図 2）。論文というのは基本

的には目的や考察を淡々と事実に基づいて論理的に書き連
図2

ねたものだと思いますが、
「ろんぶ〜ん」はやはりテレビ
番組にするという過程がありますので、著者の思いや考え
を入れて、よりドラマチックに描くことに重点を置いてい

うけど、頑張る価値もあると思うのです」と Twitter でつぶ

ます。たとえば、
「食欲の秋」というテーマでは、農研機

やいてくれました。このコメントに私たちは励まされ、テ

構に所属する早川文代さんが書いた「日本語テクスチャー

レビで論文を紹介する意義が少しでもあるのではないか、

用語の収集」という論文を取り上げました。物を食べたと

と感じています。皆さんが一生懸命仕上げた論文をテレビ

きに、その味を評価する官能評価学の観点から、
「バリバ

でどう広く伝えていくのか、研究者の方々と相談しながら

リ」とか「ポリポリ」などの食感表現に着目した論文です。

今後も行っていきたいと思っています。

早川さんの論文には、研究目的がこのように記述されてい

「知ることって面白い」

ます。
「本研究は現在における日本語テクスチャー用語を
収集・整理し、新たな用語体系を構築する第 1 段階として、

MC の田村淳さんが論文についてこのように語っていま

日本語のテクスチャー表現を広く収集することを目的とし

す。
「よくぞ、その “ 問い ” を立ててくださった！」と。われ

た」。これをそのまま番組で伝えても、専門外の方だと何

われが普段何気なく過ごしている問題に対して、研究者が

をいっているのかわからないと思います。そこで私たちは、

注目し、新たな視点を与えてその問いを突き詰めていくと

論文には出てこなかった彼女の研究の原点を、取材を通し

いう過程が論文にはあります。その問いを立てた目線とい

て探りました。すると研究の原点は、早川さんが学生時代

うものが本当に常人にはマネできるものではなく、その目

の研究中に抱いた疑問「『あぶらっこい』と『あぶらっぽい』

線から見た景色を感じられるだけでも番組として意義があ

はどう違うのか？」という、ふと立ち止まって考えてみると

るのではないかと私たちは思っております。

誰にでもハテナが浮かぶわかりやすいものでした。

論文はまさしく知の泉、知的探求心を突き詰めた結果だ

このように、研究の入り口には一般の人が共感できる、

と思います。その思いをどう視聴者に伝えるのか？

私た

あるいは理解できるようなストーリーがあるのではないか

ちは、番組の最後に「知ることって面白い」という言葉を

と私は思っています。研究というのはそれぞれが人生を懸

必ずメッセージとして表示しております。今後も研究者の

けて取り組んでいるはずです。何か私的な感情など、恐ら

知ろうとする姿勢を伝えていきたいです。

く論文には表れていない部分をうまく抽出しストーリーに
仕立て、番組でご紹介できたらと思っています。

最後に宣伝になりますが、
「ろんぶ〜ん」が『奇跡の論文
図鑑』という本になり先月末に発売されました。ぜひお読

論文とテレビの関係性は？

みいただけたらと思います。

番組を進めるうちに、論文は「意外とテレビ的ではない

「ろんぶ〜ん」の番組制作はリサーチが大変で、一生懸

か」と思うことがあります。そもそも論文は、一般人には

命調べてはいるのですが、わからないことがたくさんあり

難しくてどうしても触れられないという現実があります。テ
レビで大切にするのは「視聴者が知り得なかった初めての
情報」です。
「ろんぶ〜ん」を制作していくうちに、論文に
は専門家以外は誰も知らない新事実が隠されていること
に私たちは気づきました。
この 1 月、
「秋葉原」というテーマで慶應義塾大学の川
原繁人先生に出演いただきました。紹介したのは秋葉原の
メイド喫茶のメイドさんの名前には何か特徴があるのでは
ないかということを、音声学の観点から研究したという論
文です。その際、川原先生が「論文を書いても 1,000 人読
んでくれたら奇跡、テレビだと桁が違うわけで、そういう
意味ではテレビではある程度面白おかしく材料にされちゃ
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ます。もし面白い論文がありましたらぜひ教えていただけ

なこと研究している人もいるんだ、こういう目線で物事を

ましたら幸いです。現在番組は終わっておりますが、今後

見ている人もいたんだ、というふうに、万物のことはすべ

も続編ができるようにと思っておりますので、どうぞよろし

て研究されているのではないか、という視点から検索をし

くお願いいたします。皆さま、ご清聴ありがとうございま

ています。取材をしていく中で、いろいろな先生と知り合っ

した。

て、他の違うジャンルで興味深い論文はないかとうかがっ
たり、草の根的にどんどん取材をするというやり方も取り
入れています。
土屋：ツールとしては何で検索されているのですか？

土屋：番組で取り上げている論文はどうやって見つけるの
ですか？

小宮：J-STAGE、CiNii、PubMed、Google Scholar などい

小宮：検索するしかないです。想像力を働かせて、すべて

ろいろなサイトを検索します。さまざまなサイトでとにか

の物事に論文があるのではないかと思って、ちょっと変

く広く何でも検索するようにしています。

わった言葉も含めて論文の検索サイトを検索します。こん

●講演者プロフィール ●

小宮 大

日本放送協会 制作局第 1 制作ユニット（教育・次世代ジャンル）ディレクター。2009 年 NHK 入局。E テレ「ろんぶ～ん」の企画
段階から携わる。そのほか過去の担当番組は「ねほりんぱほりん」
「R の法則」
「ディープピープル」など。

スライドの PDF はこちら。
https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20200213_Symposium04.pdf
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対談

学術コミュニケーションの展望
Rick Anderson

ユタ大学
J. ウィラード・マリオット図書館

×

土屋 俊

独立行政法人大学改革支援・
学位授与機構

対談のテーマは、本シンポジウムのタイトルでもある「学術コミュニケーションの展望」です。日本と海外に
おける学術コミュニケーションの違いや、わが国のプラットフォームおよび学術コミュニケーションの今後の
見通し、そして学術コミュニケーションを変えるためにわれわれができることは何かなどを話していただきま
した。旧知の間柄であり高い見識をおもちのお 2 人の議論、そして会場の皆さんからの鋭い質問も加わり実
のある対談になりました。

土 屋：対談の時間は 45 分なので、先手を打って質問を考

成功です。しかし、もしその目的が「新しいオープンアク

えてきました。私が質問を出しますので、Anderson さん、

セス（OA）のモデルを作る」であったならば、それは失敗

答えてください。簡単に答えられるものはつまらないので、

に終わったといえるでしょう。

そうではないものをできるだけ選んできました。では、最

土屋：今後、数年間で、Plan S はあらゆるものに取って代

初の質問です。

わることができますか。

Anderson：Plan S はすでに、cOAlition S のメンバー の

これからの学術コミュニケーションの姿

国や地域、機関では実施されています。ですが、
「Plan S

土屋：ゴールドオープンアクセスジャーナルは、近い将来、

が世界を席巻するか」と聞かれたら、私は
「No」と答えます。

サブスクリプション（購読）ジャーナルに取って代わりま

土屋：反対意見をおもちの方はいらっしゃいますか。いらっ

すか？

しゃらないですか。では次の質問に移ります。

Anderson：答えはノーです。取って代わるという意味次第
だと思いますが、サブスクリプションジャーナルが無くな

土屋：今後、どのモデル（購読モデル、OA モデル）が実

ることはないだろうと思います。このシナリオの障壁はあ

現したとしても、出版物の量は増加するので、学術コミュ

まりにも高すぎます。おそらくすべてのサブスクリプション

ニケーションの総コストも必然的に増加するでしょう。学

ジャーナルはハイブリッド化へ向かうと思いますが、完全

術コミュニケーションを続けるにはどうすればいいでしょ

にゼロになることはないと思います。

うか？

土屋：この話題について、どなたかご質問はありますか。

Anderson：今後、出版物の量が増えることはすでに明白

質問者：はい。ヨーロッパには cOAlition S が行っている

です。それに伴い学術コミュニケーションに必要なトータ

Plan S 注1）があります。Plan Sを考慮してハイブリッドジャー

ルコストも増えていきます。
しかしコストは出版物の量ではなく、投稿数によって左

ナルは消滅してしまうのでしょうか。その場合、今の予想
は間違ったことになりますけれど。

右されます。具体的な投稿数がわからないと実際にお金が

Anderson：いいえ、 そうは ならないと思います。 な ぜ

どれほど必要になるかわかりません。いずれにしても投稿

なら Plan S は、まあ、失敗だったからです。結果として

に関するコストが出版社にのしかかり、場合によっては読

Plan S はしぼんでしまいました。Plan S がスタートしたの

者へと転嫁されていきます。

は 2 年ほど前（2018 年）でしょうか。最初の頃にビル & メ

土屋：読者だけでなく APC（論文掲載料）に転嫁されるこ

リンダ・ゲイツ財団が cOAlition S に参加して以降、米国か

ともありますね。OA の場合はどうでしょうか。

らの新規参加はありません。また、インドやロシアのよう

Anderson：OA の場合でも、何らかのかたちでレビューは

に「Plan S には加わらない」と明言した国もあります。

必要です。出版社が直面している一番大きな課題は、投

「Plan S が失敗だった」とは、少し言い過ぎたかもしれ

稿数が増えれば増えるほど、それを掲載しなかった場合、

ません。cOAlition S のメンバーにとってみれば Plan S は

コストが膨れあがってしまうことです。掲載をしないので

注 1）Plan S の大原則：2021 年から、国内、地域、国際的な研究評議会および資金提供団体が提供する公的・私的助成金による研究出版物はすべて OA ジャーナル、
OA プラットフォームで公開するか、エンバーゴなしで OA リポジトリに即時公開しなければならない。／ Plan S の 10 の原則：助成機関は、出版物の「ハイブリッ
ド」モデルをサポートしない。ただし、明確に定義された期間内に完全 OA へ移行し、Transformative Agreements の一部である場合のみ、助成機関は財政
的に支援することができる等。“ Principles and Implementation”. Plan S. https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-theimplementation-of-plan-s/principles-and-implementation/, (accessed 2020-03-02).
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購読料での回収は不可能です。APC は出版のための費用
ですから、同様に回収できません。
土屋：そのとおりですね。それらのポイントに加え、私が
どうしてもお聞きしたかったのは、
「その多額なお金をどう
やって集めるのか」ということなんです。

Anderson：それはジャーナルの収入源によりますね。購
読料や APC、あるいは OA ジャーナルであれば助成金とい
うように、どこから収益を上げているかによって答えは全
く違ってきます。
土屋：とにもかくにも、もっとお金が必要ですね。

Anderson：そうです。どんな業 界でも、どの大学でも、

ンテンツへのアクセス権を値引きするというプログラム 注 3）

どの出版社でも、みなお金が必要です。どういえばいいか

がすでにあります。これは有用だと思います。あるいは先

わかりませんが、人生を生きるにも、お金がかかります。

進国が助成金を出して、直接的に、アウトプットを生み出

でも、それこそが人生なんです。

す一助を担うことも考えられます。どのような組織や団体
が支援し資金を提供するか、具体的にどんなソリューショ

土屋：次は「グローバルサウス」注 2）の問題をうかがいます。

ンがあるのかは残念ながらわかりません。

グローバルサウスの国々では、リサーチアウトプットの大
幅な増加が予測されます。先進国の場合、購読料の代わ

土 屋：今、国 外では "Transformative Agreement:（ 変

りに APC を充てることができますが、グローバルサウス

革的契約。以下 "TA"）と呼ばれる購読と APC 支払いと

の国々は APC をまだそれほど払っていません。となると、

を包括した契約を図書館、大学、図書館コンソーシアム

彼らはどうやってその支出を捻出するのでしょうか。

が出版社と結ぶ動きが進んでいます。予想される到達目

Anderson：わかりません（笑）。私が危惧しているのは、

標はどこでしょうか？

グローバルサウスの国はリソースが潤沢ではないので、需

Anderson：TA 注 4）について話すときには、この TA で学術

要に応えるために近道を選んでしまうのでないかというこ

コミュニケーションが変われるのかということを考える必

とです。よろしくない科学がはびこり、よろしくないジャー

要があります。たとえば図書館であれば、図書館を変革し

ナルが繁栄する。つまりよいサイエンスを拡大することが

ようとしているのか、図書館の資料購入予算をアクセス権

できない。これは発展途上国にとって非常に残念なことだ

の購入へと切り替えようとしているのか、予算の振り分け

と思います。もちろん、学術コミュニケーションにとって

を出版の助成金というカテゴリーに変えようとしているの

も憂うべき未来です。

か、などの目的を明確にすることができます。実際に出版

土屋：出版社の方から「発展途上国は発展している最中な

社が関わっていますから、出版社の変革を意味しているの

ので、今よりもっとお金を手にしていく」と聞いたことが

かもしれません。

あります。

図書館が常に TA を前進させているわけですが、図書館

Anderson：私もそうなることを願います。経済的な閾値

ごとに内容が異なるので、何が起こるかについてオープン

に達していない途上国の中には、発展している国も停滞し

に話をするのは難しいと思います。

ている国もあります。これらの国をひとくくりにして「発展

私は今、Scholarly Kitchen 注 5）へ TA に関する記事の投

途上国」と呼んでいます。私は、停滞している国について

稿準備をしています。Elsevier 社とオランダの VSNU（オ

懸念しています。

ランダ大学協会）、Wiley 社と DEAL プロジェクト、ケンブ

土屋：日本のようなところですか（笑）。

リッジ大学出版局とカリフォルニアデジタル図書館の契約

Anderson：はい、日本も今、苦しんでいますよね、冗談

など、図書館またはコンソーシアムが結んだ 6 つの大きな

です（笑）。 2028 年にはこのあたりまで進めるであろうと

TA を選び、計 12 の関わる出版社や機関に「5 年後、この

いう前提の上、今後の計画を立てるのは適切ではありま

TA が成功だったかどうかをどうやって判断するか」という

せん。

単一の質問を投げかけました。

GDP の閾値に達していない国に対して、ジャーナルのコ

回答を拒んだのは一機関だけでした。その他の 11 の出

注 2）Global South 。アフリカ、南米、アジアの発展途上国を指すことが多い。
注 3）“EIFL、テイラー & フランシス社と OA（オープンアクセス）出版に関する契約を更新 ”. JST. 2018/08/28. https://jipsti.jst.go.jp/johokanri/sti_updates/?id=10749,
（accessed 2020-03-02）
．
注 4）“ Transformative Agreement ” については、以下のような記事が参考になる。
・“ Revisiting ̶ Transformative Agreements: A Primer”. Scholarly Kitchen. 2020/02/06. https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/02/06/revisitingtransformative-agreements-a-primer/, (accessed 2020-05-13).
・“ 独・プロジェクト DEAL、Springer Nature 社との “ Read and Publish ” 契約に最終合意 ”. カレントアウェアネス・ポータル . 2020/01/10. https://current.
ndl.go.jp/node/39928, (accessed 2020-05-13).
注 5）2008 年に米国の学術出版協会（Society for Scholarly Publishing、SSP）が立ち上げたブログ。“About SSP ʼs The Scholarly Kitchen”. Scholarly Kitchen.
https://scholarlykitchen.sspnet.org/about/, (accessed 2020-03-09).
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いうことわざがあります。学術のエコシステムの中で赤ちゃ
ん（the baby）の存在を考えもせずに、取りあえずお湯を
捨ててしまう人がいるかもしれません。私は大事にしなけ
ればならないものが、学術のエコシステムの中にあると思っ
ています。
昇進やテニュア（tenure）注 8）は完璧ではないかもしれま
せんが、教員の成果物をベースとして評価することに問題
はないとは思っております。
米国では、教員（ファカルティ）の昇進やテニュアは教員
自身の集団が決定します。自ら評価基準を定め、誰を同輩
である教員とするかの決定を下すのです。研究成果をどれ

版社や機関からは、たった一行の答え、エッセーのような

だけ上げたか、助成金をどれほど得られたか、キャンパス

長文の答えなど、非常に興味深いさまざまな返答がありま

においてどのようなサービスを提供できたかなど、彼らは

した。来週には、面白い記事を Scholarly Kitchen に投稿

多くの評価基準の結果を積み重ねて判断します。これは学

できると思います。期待してください。

術界の自由として頑なに守ってきたものです。

土屋：まさに、
「やった！」といえる企画です。

土屋：テニュアを得られなかった人たちは、研究成果を使っ
て昇進を決めることに不安を抱いたり、うまく機能してい

ところで、本会場に JUSTICE（大学図書館コンソーシア
ム連合）の方はいらっしゃいませんか？

ないと思ったりしないでしょうか。

この間、ケンブ

リッジ大学出版局と TA を結ばれました 注 6）が、その契約で

Anderson：そうかもしれませんね。若い教員はそのよう

何を実現されたいのかご説明いただければと思います。

に考えているという印象を実際に抱いています。なかなか

JUSTICE：私は JUSTICE の運営委員をしております。先

職を得られない学術分野の労働市場で、もっと研究成果を

日、ケンブリッジ大学出版局から Read & Publish モデル

出さないと集団から抜きんでられないのであれば、それは

の提案を受けました。JUSTICE は OA2020 に向けたロー

フラストレーションのもとになります。

ドマップを公開 注 7）しており、購読契約が厳しくなってくる

ここ 10 年くらいの間に起こったことですが、今、米国で

中で何らかの打開策を模索し、一つの方策として OA を伴

は Ph.D を取得後に大学でテニュアとして働きたいと考え

う TA も考えていました。そんな折り、ケンブリッジ大学出

た場合、院を卒業するまでにモノグラフ（単行書）を作ら

版局から提案を受け購読契約の公開に至ったわけです。

なければなりません。なぜこうなったかというと、新しく

土屋：何年も前からそんなことをおっしゃっていたような気

Ph.D を獲得した膨大な優秀な人たちから抜きんでるため

がするけれどなぁ。何か新しいものがあるのですか。

に必要だと思われているからです。優秀でしかも Ph.D を

JUSTICE：おっしゃるとおりで、購読契約につきましては

もっているだけで職を得ることはできなくなってしまったの

何年も前から限界に達しているといっていました。ずっと対

です。ある領域においてはすでに、非常に著名な大学のプ

策を見つけられなかったのですが、一つの方策として Read

レスからモノグラフを出すことを要求されています。

& Publish モデル契約の提案を受けたというわけです。

土屋：それは求めすぎではないですか。

Anderson：そのとおりです。でも現状はそうなんです。

研究成果以外に業績を判断する方法はあるか。
論文は無くなるか

正直に申しますと、昇進やテニュアではなく、高等教育
にはもっと大きな問題があると思います。院生に対して、

土屋：どうすればより優秀な人材を雇用できますか。研究

博士課程に入りこう行動すればその学術界でキャリアを得

成果以外で、業績を判断する方法はあるのでしょうか。

られると思わせる、表現が悪いですが、詐欺のような行為

Anderson：研究業績を学術雇用の重要な基準として使う

を働いているのではないでしょうか。本来であれば「この

のは非常に理にかなっていると、私は思います。私の経験

アカデミックな仕事をゲットできるチャンスは、全くない」

からこのシステムを悪くいう人は、現在のこの出版システ

とはっきり伝えるべきなのです。

ムを嫌っている人で、どうにか無くそうと考えている人たち

たとえば、あるアカデミックな職は一つしか空いていな

だと思います。もちろんこのシステムを変えなければいけ

いのに、大学院プログラムを受講したこの学部の 30 人と、

ないということは十分に理解できます。

大学院プログラムを受講した世界中の 200 人が一つの椅子
を競っている。まさにそんな状況です。これは高等教育の

英 語 に は “ Donʼt throw out the baby with the bath

大きな危機だと思います。

water”（ 不要なものと一緒に大事なものまで捨てるな）と

注 6）“ [2020.1.28] Cambridge University Press が、JUSTICE に Read & Publish モデルを新提案 ”. Justice. 2020-01-28. https://www.nii.ac.jp/content/justice/
news/2020/20200128.html, (accessed 2020-03-03). ／ ”CUP、JUSTICE と Read & Publish 契約を締結したと発表 ”. JST. 2020-02-04. https://jipsti.jst.
go.jp/johokanri/sti_updates/?id=11796, (accessed 2020-03-03).
注 7）“ 概要 ”. Justice. https://www.nii.ac.jp/content/justice/overview/, (accessed 2020-03-03).
注 8）大学等の高等教育において一定の条件を満たした教職員に与えられる終身在職資格。
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土 屋：論 文やジャーナルなどの学 術コミュニケーション

ます。

は、いつまで続けられるのでしょうか。データセットの作

この 2 方面からの攻撃が、ソサエティーパブリッシャー

成やシミュレーション結果の視 覚化など、他のコミュニ

を Elsevier 社や Wiley 社などの方向へどんどん押しやって

ケーションによる表現方法も多彩になっています。

いるわけです。オックスフォード大学出版局なども例外で

Anderson：データセットはどんどん増え、すでにアウト

はありません。これは OA 運動の意図している動きではあ

プットになってると思います。たとえば動画や音声録音（ダ

りませんが、このような動きを助長してしまったのは事実

ンスや音楽）は、長きにわたり修士論文の代わりとして認

です。大手商業出版社は 10 年後も健全でしょうが、ソサエ

められています。こういった領域のアカデミックなキャリア

ティーパブリッシャーは、今よりも厳しい状況に追い込ま

は、論文などの出版には依存してはいません。ここでのカ

れてしまうのではないかと思います。

ギとなるのは査読（質の評価や検証）です。人類学では査

土 屋：J-STAGE に登載されているのは、ほとんどがソサ

読だけでなく学術的なモノグラフも重要になります。私た

エティーパブリッシャーだと思うのですが、今のような分析

ちは、今、いわゆる学術界の通貨が多様化している状態を

について JST の小賀坂さんはどのようにお考えですか。

みているのでしょう。この多様性は時間とともにどんどん

小賀坂：ソサエティーパブリッシャーが押しつぶされ追い詰

と増えてくるのではないかと思っています。

められている状況は、おっしゃるとおりだと思います。そ

でもだからといって、出版された論文や査読済み論文が

れぞれの学協会さんにも戦略性があり、あとはそれを支え

基本的なコンセプトであることに変わりはありません。全

るリソースをどうやって提供するか、確保するかということ

部とはいいませんが、その多くがその学術領域においてう

だと思います。だから J-STAGE の役割は、そこでこそ発

まく機能しています。機能不全に陥らない限りそれらが無く

揮されるべきではないかと考えています。

なることはなく、多くの学術領域で残っていくことでしょう。

土屋：素晴らしいお考えですね。

Anderson：はい、私からフォローアップの質問をしてよろ

10 年後に生き残る出版社とは。
日本のジャーナルの未来は

しいでしょうか。ソサエティーパブリッシャーが出せる力と
は、どういうものがあると信じていらっしゃいますか。

土屋：10 年後に生き残れる出版社は何社くらいでしょう

小賀坂：正しい答えになっているかわからないのですが、

か。どうすれば生き残れるのでしょうか。

日本の場合はおそらく、ソサエティージャーナルの目的が

Anderson：5 社くらいかなと思います。

他国と違うのだと思います。サイズにしても文脈にしても、

私はとりつかれてしまったといってもよいくらい、3 歳か

分野にしても非常に多様です。ある程度細分化していると

ら音楽が大好きなんです。1960 年代後半から 1980 年代く

いわれますけれど、多様性があります。だから戦うマーケッ
トが違うのだと思います。それが強みかどうかは別として

らいがレコードの黄金時代でした。しかしインターネット

「違い」だと思います。

の台頭によって、レコード会社はビジネスの機会を失って
しまいました。私は出版社の運命を、レコード会社がたどっ

われわれも J-STAGE としての戦略性をはっきりと打ち

た運命とどうしても重ねてしまうんです。ソニー・ミュー

出すまでに至っていませんが、うまくテクノロジー化して

ジックエンタテインメント、ワーナー・ミュージック・グルー

支えることができれば、日本ならではの学協会発ジャーナ

プ、ドイツ・グラモフォンなどのレーベルはまだ残ってい

ルモデルが構築でき、サステナブルな出版モデルが維持で

ますけれど、レコードビジネスは寂しくなっています。

きるのではないかと思っています。

出 版 で は お そ ら く Elsevier 社、Springer Nature 社、

Anderson：それは、とても可能な将来のシナリオだと思

Wiley 社、Taylor & Francis 社といった企業が、今後どん

います。グローバルな学術コミュニケーションの共通な将

なアクセスモデルが起ころうとも残ってくると思います。彼

来ではなく、地域ごとに異なるコミュニケーション文化が

らはいかなる変革が起こってもそれを吸収するだけのリ

生まれるかもしれません。日本型、米国型、それからヨー

ソースをもっているからです。Elsevier 社は自社のことを、

ロッパ型の学術コミュニケーション文化。一つの傘の下で

もはや出版会社とは表現していません。
「データ分析会社」
あるいは「データ管理会社」といっています。10 年後でも

Elsevier 社はかなりの利益を上げていると思います。
私が心配するのはソサエティーパブリッシャー（学協会
系出版者）です。彼らは 2 方面から攻撃を受けています。
商業出版社は「ジャーナルのライセンスをこっちに渡せば
もっとお金が得られる」と言い、OA 運動は「アクセスに
料金を課すなんてとんでもない」と、いろいろな義務を課
したり政策を策定したりしています。Plan S が成功すれば
するほど、ソサエティーパブリッシャーや団体出版社など
が、独立した出版企業として存在するのは難しくなってき
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はなく、それぞれが大志を抱き機能するかたちといえるか

しますか。

もしれません。

Anderson：
「オープンサイエンス」というのは非常に幅広

小賀坂：忘れてならないのは、私が先ほどの講演で申し

い言葉で、OA 以上のものです。研究だけではなくその成

上げましたけれども、ジャーナルというのは国の研究基

果を自由にアクセスできるようにしているわけです。です

盤なので、常に一部のジャーナルについては世界一を狙う

ので、実験データの登録、ラボノートブックの公開、オー

舞台で戦っていなければならないということです。それが

プンデータなどいろいろあります。

J-STAGE かどうかは別なんですが、そういう要素はやっぱ

質問者：恐縮ですが、オープンサイエンスの定義をぜひご

り失ってはいけないと思っています。

教示ください。

宮入：恐縮ですが、コメントさせてください。生き残るで

Anderson：オープンであることそのものについて、こう

あろう会社が備える特性として「リソースが豊富である」

でなくてはならないという定義はないと思います。OA 運

ということを、Anderson さんがおっしゃっていました。一

動そのものは世界的に普遍的な移行へとつながっていくと

方、日本の学協会については、小賀坂さんが「テクニカル

いっていますが、途中でそれを止めてしまうものが現れる

に、そこを支えていく」とおっしゃいました。私はそれが

可能性があります。

すごく大事だと思うんですね、たとえばメタデータ一つとっ

オープンサイエンスへの道を阻むものは、科学者の競争

てもリソースがなければできないわけです。日本の学協会

です。たとえば私がガンの研究者の場合、
「ガンの治癒方

の多くはリソースが豊富ではありません。激しい学術コミュ

法の第一発見者になりたいか」と聞かれたら、
「もちろん、

ニケーションのインフラの変化にどう付いていくかという

私はなりたい」と答えます。第一発見者になりたい＝一番

一番大変なところで、その受け皿になってきたのがおそら

重要なことを最初に見つけたいという競争そのものが不健

くリソースが豊富な海外の出版社だったと私は思います。

全です。その競争が、何かを妨げることになってしまうか

日本の J-STAGE が、テクニカルにそういったものを提

らです。科学者がオープンであることに対して阻止をしてし

供していくのであれば、それにのるかのらないかは学協会

まう動きがあること、それが大変重要な点だと思います。
そしてまた、コストもオープンさを妨害する要因です。

自身の判断になるわけです。私はそのオプションが用意さ
れたことは、日本にとって喜ばしいことだと思っています。

研究者にオープンなラボノートを作らせるのも、そのノート

サバイバーになっていくであろうソサエティーパブリッ

を使ってデータを得るのも、実験データの登録もすべて無
料ではありません。全く無料に近いものはないんです。

シャーにとって、自社が提供できるリソースあるいはサー
ビスと、リソースとして使っていける J-STAGE のような環

オープンにしたならばクローズよりもコストが減るだろう

境、己の努力、そして学術コミュニケーションの変化につ

という考えがありましたが、事実はそうではないんです。

いていこうとする気概、それらすべてが大切になってくるの

オープンにすることは、コストがかかります。普遍的なオー

ではないでしょうか。

プンサイエンスとはお金がかかるんです。私はオープンサ

土屋：聞こうと思っていたことを、おっしゃっていただきま

イエンスを不可能だといっているわけではありませんが、

した。ありがとうございます。他に、ご質問はありますか。

絶対に起こり得ると断言できるものは何もないといいたい
んです。

オープンサイエンスを阻む、競争とコスト

土屋：Anderson さんにまだまだご意見をうかがいたいこ

質問者：
「オープンサイエンス」といった場合、何を指して

とがたくさんあるのですが、残念ながら時間になってしま

いるでしょうか。また「オープンサイエンス」をどう定義

いました。みなさま、ご参加ありがとうございました。

●講演者プロフィール ●

Rick Anderson

Rick Anderson is Associate Dean for Collections & Scholarly Communication in the J. Willard Marriott Library
at the University of Utah. He serves on numerous editorial and advisory boards and is a regular contributor
to the Scholarly Kitchen blog. In 2005, Rick was identified by Library Journal as a “Mover & Shaker” – one
of the “50 people shaping the future of libraries.” He was elected president of the North American Serials
Interest Group in 2008, and was named an ARL Research Library Leadership Fellow during 2009-10. In 2013,
Rick was the recipient of the HARRASSOWITZ Leadership in Library Acquisitions Award and was the Gould
Distinguished Lecturer on Technology and the Quality of Life at the University of Utah. Later In 2015, he was
elected President of the Society for Scholarly Publishing. He is a popular speaker on subjects related to the
future of scholarly communication and research libraries.

土屋 俊

現在、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構特任教授。日本学術振興会奨励研究員を経て、1982 年以来、千葉大学文学
部助教授、教授として 2011 年まで言語哲学、形式意味論、科学技術史、論理学、論理学史、心の哲学、認知科学、音声対話、
文書処理、情報倫理、図書館情報学を中心に教育研究に従事。併せて総合情報処理センター長、附属図書館長等として大学の
情報インフラの整備に関与。2018 年「我が国のジャーナルの振興に向けた J-STAGE 中長期戦略」を策定した外部有識者による
J-STAGE アドバイザリー委員会にて委員長を務める。
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開催報告
名称 J-STAGE 20 周年記念シンポジウム「学術コミュニケーションの展望 」
期日 2020 年（令和 2 年）2 月 13 日（木）13:30 ～ 17:50（開場 13:00）
場所 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST） 東京本部 B1 階 大会議室
〒102-8666 東京都千代田区四番町 5-3
当日配布物
当日プログラム／コングレスバッグ／ボールペン／クリアファイル／

J-STAGE20 年の歴史年表／ J-STAGE パンフレット
参加者数 105 名（講演者除く）

YouTube ライブ配信 延べ視聴回数 245 回
当日配布物

Twitter
リツイート数：22 件／「いいね」数：31 件（2020 年 3 月 4 日現在）

41

アンケート調査
Web 上で、本シンポジウムに関するアンケート調査を実施しました。
アンケート回答数：35（2020 年 3 月 4 日現在）

参加者 所属
（複数回答あり）

その他

あまり参考に
ならなかった

学協会

講演について

難しくて
わからなかった

10.0%
1.9%
7.6%

大学・研究機関・
公的機関・図書館

大変参考になった

39.0%

印刷会社・出版社

参考になった

41.4%

企業（印刷会社・
出版社以外）、その他

0

5

10

20（人）

15

YouTube での
ライブ配信について

今回 YouTube で配信された動画が後日
同チャンネルにてアーカイブ公開されることについて

配信を希望しない

公開を希望しない

0%

0%

未回答

その他

未回答

14.3%

5.7%
どちらとも
言えない・
わからない

20.0%

14.3%
どちらとも
言えない・
わからない

今後の J-STAGE
セミナー等でも
実施してほしい
と思う

14.3%

今後の J-STAGE
セミナー等でも
実施してほしい
と思う

71.4%

60.0%

シンポジウムの開催をどのように知ったか

（複数回答あり）

JST からのメール
J-STAGE ホームページ
人からの紹介（口頭、メール転送等）

J-STAGE からのお知らせ（まぐまぐ）
J-STAGE からのお知らせ（Twitter）
JST 情報事業からのお知らせ（Facebook 等）
JST ニュースメールマガジン
JST 基礎研究通信
JST 産学官連携メールマガジン
その他
未回答

0

10
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20

30（人）

各講演・対談の意見・感想
招待講演 “ Scholarly Communication: Complexity, Conflict, and Change”
●

●

図書館員の立場から見たオープンアクセス（OA）の問題点が興味深かった。
英語が（内容も発音も）非常に明晰でわかりやすかった。ハゲタカジャーナルのご自身の体験談が面白かった。OA を
無批判に推奨するのでなく、その長所と短所を、是々非々で、'analytical' に議論していくべきだ、そして購読ベース
のジャーナルが OA によって完全に駆逐されてしまうことは将来的にもない、というご意見がとても説得力があり、ま
た購読ジャーナルの編集者として心強かった。

“ 日本における）オンライン学術定期刊行物の将来と J-STAGE の役割”
基調講演 （
●

●

学術誌の運営形態の歴史的変遷がよくわかり有益だった。
オフィシャルなところではなかなか聞くことができない、本当はどうなの？ ということや問題点をうかがうことができ
て参考になった。

講演 “J-STAGE 20 年間の歩みとこれから”
●

J-STAGE の過去から近い将来まで手際よくまとめられていた。

●

J-STAGE のサービスの全体像を知ることができた。

講演 “学術コミュニケーションのエコシステムで共創するアカデミックスタートアップ”
●

●

AI を使った最先端のサービスとして、このような（Paper Digest）ものもあるのかと、大変刺激的だった。
当初の言語の壁を超えるための開発が、思いがけず論文爆発に対応するツールとして注目されてきたということに、な
るほどと思った。

？ NHK「ろんぶ～ん」流の論文とのつきあい方”
講演 “論文はエンターテインメント！
●

●

「ろんぶ～ん」を見たことがあったが、どのような方がどのような思いでこういった論文を取り上げるユニークな番組
を作られているのかを知ることができ、普段聞くことのできない TV 番組制作の話を直接聞けて大変興味深かった。
異業種の方からみた学術研究という視点は、すぐに役立つというわけではないが、興味深かった。

対談 “学術コミュニケーションの展望”
●

どの話題も今非常に関心をもっている話題で、大変参考になった。

●

Anderson 氏から小賀坂氏への質問と回答が興味深く、もう少し掘り下げてほしかった。

J-STAGE に期待すること
●

●

●

日本のプラットフォームとしての継続・存続
小規模学会を吸収する形のメガジャーナルの出版
「機関誌」や「会誌」に相当する登載資料の区分の追加

●

学術コミュニケーションに関するさまざまな情報提供

●

ジャーナルコンサルティング業務の拡大

●

国際情報発信を高めるためのサポート

YouTube ライブ配信について
●

地方から聴講できるためよいと思う。

●

JST の活動を広く周知し、応援してもらえる人を増やすという意味で必要なことかと思う。

●

非常に興味のあるものであれば閲覧するが、時間がかかる。ダイジェストにまとめたものがあればありがたい。

シンポジウム全体を通しての感想
●

●

さまざまな角度からご講演をいただき、大変興味深く、勉強になった。
学術情報について、ミクロな視点でのセミナーは非常に有意義に感じるが、やはりマクロな視野からのシンポジウムも
アンテナや問題点を広げる意味で非常に重要だと思った。

●

オープンサイエンスとそれらに関連するテクノロジーについてもっと知りたいと思った。

●

資料は印刷して配布してほしかった。
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アンケート調査 （つづき）
現在の学術コミュニケーションに関連するトピックの中で一番関心があること
●

ResearchGate、Academia、Mendeley、EndNote など、研究支援や学術コミュニケーションの新しい手段

●

何のために論文が量産されるのか、という「研究活動そもそも論」

●

今後の日本の学協会がとりうる出版形態や、オープン化への対応

●

世界の多様な OA の取組みとその中での日本の立ち位置

●

今後の日本における OA の動向

●

CC ライセンスを伴った OA 化の状況

●

投稿数を増加させるための方法

●

プレプリントでの成果発表

●

論文の自由閲覧（課金制度の廃止）

●

査読のあり方

●

データ管理と機械可読の可能性
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