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1 開催概要 

1.1 趣旨 

 2019 年度の J-STAGE セミナーは、昨今、ジャーナル出版に関する国際動向が活発であ

ること、また国際的に通用するジャーナルであるためにはジャーナル出版に関する国際動

向を把握し、それに倣った対応が必要であることから、年間テーマを「国際動向への対応」

と定め、オープンアクセス、出版倫理に焦点を当てた情報提供を計画している。 

 第 1 回セミナーでは「国際動向への対応：オープンアクセス（Plan S）」と題し、オープ

ンアクセスに関する国際動向を概観した上で、欧州を中心に取組みが進められている「Plan 

S」が求める要件や学協会発行ジャーナルへの影響及び対応方法について解説した。また、

Plan S が定める要件のうち DOAJ 収載や Creative Commons ライセンス（CC ライセンス）

設定が実施済みであるジャーナルの発行機関より、これらに関する取組み等を紹介いただ

いた。 

 

1.2 開催日時、場所 

日時：2019 年 6 月 21 日（金） 13:30～17:55（開場 13:00） 

場所：JST 東京本部別館（K’s 五番町）1 階ホール（東京都千代田区五番町 7） 

 

1.3 出席者の数および所属 

 当日は途中入退場含め 109 人が出席した。出席者の所属は、会場アンケートに回答した

58 人について明らかになった。最も多かったのは学協会事務局の 21 人、次いで出版社・印

刷会社の 12 人であった。他の主な所属は、学協会の役員、編集委員、大学、研究機関がそ

れぞれ 8 人、図書館が 6 人であった。 

 

1.4 Twitter 実況の取組みについて 

 セミナー当日は、プログラムの進行に合わせて J-STAGE 公式 Twitter アカウントによる

実況ツイートを行った。ハッシュタグを #JSTAGEseminar と定め、Twitter 上および会場

配付資料にて同ハッシュタグを用いた感想等の投稿を募った。 

 

1.5 プログラム（時刻は計画時のもの） 

13:30～13:35 開会挨拶 小賀坂 康志（JST） 

13:35～15:35 【Adapting to a transformative future: Open Access and Plan S】 

  Dugald McGlashan 氏（INLEXIO）※英日逐次通訳を実施 

15:35～15:45 休憩 

15:45～16:15 【プランＳが学術出版に与える影響について～欧州発論文の分析を中心

に】 
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  野村 紀匡氏（クラリベイト・アナリティクス） 

16:15～16:25 【日本の助成・研究機関におけるオープンアクセス方針】 

  李 東真（JST） 

16:25～16:50 【CC ライセンス・DOAJ の概要】 

  小田島 亙（JST） 

16:50～17:20 DOAJ 収載・CC ライセンス設定に関する取組み① 

 【コミュニティの研究成果を広く、早く、安全に発信するために-日本表

面真空学会「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology」】 

  松田 巌氏（日本表面真空学会） 

17:20～17:50 DOAJ 収載・CC ライセンス設定に関する取組み② 

  【Hydrological Research Letters の概要と運営方針について】 

  田中丸 治哉氏（水文・水資源学会） 

17:50～17:55 閉会挨拶 松邑 勝治（JST） 
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2 講演概要 

2.1  

【Adapting to a transformative future: Open Access and Plan S】 

 Dugald McGlashan 氏 

（INLEXIO Co-Founder） 

 

 

 

 オープンアクセス（OA）は、インターネットを介した無料アクセスと、ライセンスによ

る二次利用許諾の二つからなると定義されている。論文の OA 化によって、迅速かつ広範

な知識の流通、テキストマイニング等の新しいサービスの発展、引用や二次利用の増加が期

待できる。現在、多くの論文が OA 記事であるにも関わらず、ジャーナル単位で OA を実

現しているものは少ない。ほとんどの論文著者は投稿先が OA であるかどうかにはこだわ

っておらず、出版者も大きな動きをせず沈黙を保っている。しかしながら、今後も学術出版

業界の OA 化の動きは活発になっていくと考えられる。 

 OA 化を推し進める世界的な活動の主たる例が Plan S である。Plan S とは、欧州の研究

助成機関等を中心とするイニシアティブ・cOAlition S が 2018 年 9 月に策定した完全 OA

への移行促進計画であり、cOAlition S 参加機関から 2021 年 1 月以降に助成を受けた研究

の成果は、OA 論文として発表されなければならないとしている。Plan S 準拠ジャーナルの

要件は多く、基本的な原則やガイドラインに加え、将来的に義務化の可能性がある推奨事項

も存在する（図 1～3）。Plan S の発効は、学協会が発行する購読誌に大きく影響を与え、要

件に対応できる大規模出版者のみが生き残り、中小発行機関が吸収されるような事態を招

くのではという批判もある。 

 個人的にあえて言及するならば、Plan S に対する国内ジャーナルのリスクは短期的には
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低いが、長期的に見ると高くなると考えられる。将来的には日本でも大半のジャーナルが

OA 環境を築くと予想する。この流れに反して OA への移行を無視すれば、世界から孤立

し、機会を逃すことは間違いない。日本の学協会ジャーナルは、現状を把握した上で、OA

を実現し Plan S に準拠するために行動を起こすべきである。すぐに OA 化へ踏み切ること

が難しい購読誌の場合は、購読料と OA 出版費用を一括して徴収する「転換契約」の形式か

ら始めることも一つの策である。 

 Plan S は、たとえ計画通りに進まなかったとしても、結果として、相互接続された強力な

インフラ、ジャーナル出版の質向上、議論や革新的な提案を生み出す。経済的あるいは法的

な障壁が無いなら、今や OA にしない理由は無いと言って良いだろう。 

図 1  

図 2  
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図 3  

 

質疑応答 

①OA の潮流が今後進められていくにあたって、どういったステークホルダーの行動が大き

く影響すると考えるか。（JST） 

→一概には言えないが、少なくともそれぞれのステークホルダーの行動は大きく変わって

くると考えられる。（McGlashan 氏） 

 

②発表資料の 79、80 枚目のスライドに「転換契約をするとやっていけない」という FEBS

の発言があるが（図 4）、その次の 81、82 枚目（図 5）はそれを説明するためのスライドか。

購読誌から OA 誌にすると収入が減るという可能性の話として示したものか。（大学教員) 

→OA に抵抗する人達がいるのも事実で、彼らは OA 化によってどのようなことが起きるた

めに懸念を示しているのかということを理解してもらうために紹介した。数値はあくまで

も仮定として、それぞれのプレイヤーがどのような問題を抱えているかの参考にしていた

だきたい。OA は、基本的には収入を APC だけに頼るため、透明性が高いということが言

える。（McGlashan 氏） 

 

③Plan S とカスケードジャーナルとの関係が気になる。大手出版者の発行するジャーナル

の一部が OA であっても、カスケードジャーナルで発行すると利益は出るので、Plan S は

本来の目的だった出版者の利得を減らすことにつながらず、カスケードジャーナルでの儲

けを促進しているのではないか。（大学教員） 

→その意見は Plan S の広い部分を捉えられていると思う。この状況について、出版者も気

づいていない訳ではない。より議論を深めていく必要はあると思う。（McGlashan 氏） 
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図 4  

図 5  
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2.2 

【プランＳが学術出版に与える影響について～欧州発論文の分析を中心に】 

野村 紀匡氏 

（クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社 

学術情報事業部 プロダクトマネージャー） 

 

 

 

 今回は、2019 年 2 月にクラリベイト・アナリティクスが公開したレポートと、cOAlition 

S 参加機関から助成を受けた論文の、機関別、分野別、出版者別で分析した結果を紹介する。

5 月に発表された Plan S の改訂版や、2 月以降に cOAlition S に追加で参加した機関の情報

は含まれていないことを承知いただきたい。 

 cOAlition S 参加機関が助成した研究の成果論文は、2017 年に出版された論文のうち約

6.4%、数にして約 120,000 件であるが、現状では Plan S の対象となったと仮定される論文

全てが必ずしも OA 論文として発表されている訳ではない。 

 参加機関別に見ると、既に OA での発表を強く要求しているウェルカム・トラストやビ

ル&メリンダ・ゲイツ財団が支援する研究の成果論文の DOAJ ゴールド率は高くなってい

る（図 6）。また、研究分野で見ると、ライフサイエンス系の分野では OA 化が進んでいる

のに対し、数学や化学等の分野では、現状で Plan S 対象論文が比較的多いながら DOAJ 収

載誌で発表された論文の割合が低い（図 7）。このような分野は、今後 Plan S の影響を大き

く受け、論文投稿先の選択肢が少なくなると考えられる一方で、受け皿となるような新しい

OA ジャーナルが創刊される可能性もある。 

 Plan S の影響を国単位で考える場合、国立研究助成機関が cOAlition S 非参加の国であっ

ても OA 論文率は将来的に押し上げられると予想される。欧州内外の研究者が共著する論

文もPlan Sの対象になる場合があるので、非参加国であっても影響を受けると考えられる。
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また、日本にとって論文共著の大切なパートナーである中国は、Plan S に署名していない

がサポートすることを明言しており、動向に注目していく必要がある。 

 出版者やジャーナルといった単位でも、Plan S による影響は免れられない。DOAJ 誌を

あまり/全く持っていないが現時点で Plan S 対象論文を発行している出版者は、かなりの労

力と経営判断を求められることになるだろう。 

 Plan S が発効される 2021 年はすぐそこに迫っている。今回のセミナーのような機会を通

して OA に対する理解を深め、広範なステークホルダーの間で議論を継続していくことが

大事だと考えられる。 

図 6  

図 7  
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質疑応答 

①Plan S 対象論文数が示されているが、Web of Science（WoS）に収録されていないジャー

ナルの論文、つまりジャーナルインパクトファクター（JIF）がついていないものはこの数

に入っていないのか。WoS に収録されていないジャーナルに投稿された論文の助成状況は

反映されていないということか。（学会） 

→WoS に収録されているが JIF のついていないジャーナルも、少数だが調査対象としてい

る。cOAlition S 参加機関が助成する研究は比較的大規模なものと考えられるため、そうし

た研究の成果の多くは一定の認知度があるジャーナルに投稿されると仮定し、WoS 登録ジ

ャーナルを対象に調査を行った。（野村氏） 

→WoS はどういう基準で収録するのか。J-STAGE 登載誌はフリーアクセス誌が多いが、約

半数は収録されていない。収録されるためにはどうしたらよいか。（学会） 

→WoS で基準を設け、世界中からの登録依頼に対して順次審査を行っている。OA だから

収録していないということはない。声をかけてもらえれば対応はできる。（野村氏） 
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2.3 

【日本の助成・研究機関におけるオープンアクセス方針】 

李 東真 

（JST 情報基盤事業部） 

 

 

 

 日本国内では、公的資金による研究助成を受けた研究成果（論文、データ）は OA にする

という基本的姿勢のもと、政策が進められている。国内助成機関では、科学技術振興機構、

日本医療研究開発機構、日本学術振興会が OA ポリシーを示している他、国内研究機関に

おいても国立大学 16 校が OA 方針を策定・公開し、ほぼ全ての大学がリポジトリを整備し

ている。なお、日本から発信される論文のうちOA記事が占める割合は、ゴールドOA 8.7%、

グリーン OA 22%、その他 OA 10.6%からなる計 41.3%で、世界各国の中では真ん中辺りに

位置している（図 8）。国際的な共同研究や、他国の助成を受けて研究する機会が増加する

中、今後、OA でないジャーナルは、助成を受けた研究成果の発表先として選ばれなくなっ

ていくと考えられる。そのため、今後も国内外の動向を注視する必要がある。 

 また、J-STAGE に記事をアップロードする際、メタデータにファンド情報を入力するこ

とをお願いしたい。今後 OA を含めたオープンサイエンス関連政策の取組みを行っていく

上で、こうした情報の把握が必要になってくるため、ご協力いただきたい。 
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図 8  

※会場からの質問は無かった 
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2.4 

【CC ライセンス・DOAJ の概要】 

小田島 亙 

（JST 情報基盤事業部） 

 

 

 

 2019 年 5 月、J-STAGE は利用規約の改訂を行い、OA の推進に関する内容を明記した。

現在、J-STAGE 登載ジャーナルの約 9 割は無料でアクセスできるが、そのうちライセンス

情報が明記されている「OA ジャーナル」は 2.3%に留まっている。裏を返せば、J-STAGE

に登載されている多くのフリーアクセス誌は、ライセンス情報を明記することによって比

較的簡単に OA を実現できると言える。 

 論文の二次利用に関するライセンスとして CC ライセンスを導入する際には、ジャーナ

ルの事情に合ったものを吟味すると共に、助成機関の CC ライセンス適用方針に沿ってい

るかを確認する必要がある。例えば、Plan S は成果論文に CC BY、CC BY -ND、CC BY-

SA のいずれかを表示するように求めている。また、CC ライセンス取得にあたって、提供

団体であるクリエイティブコモンズへの申請等は必要無い。記事単位で異なる CC ライセ

ンスを付与することができるが、一旦付与した CC ライセンスの変更や取消はできないこ

とに注意されたい。J-STAGE は、2019 年 3 月の JATS バージョンアップに伴い、CC ライ

センスマークの記事単位での個別表示や、CC ライセンスと著作権情報の併記が可能になっ

ている。2019 年 5 月末時点で、J-STAGE 登載誌のうち 53 学会が発行する 65 誌が CC ラ

イセンスを表示している。 

 世界的に OA ジャーナルが増加する中、DOAJ は、APC 目当ての悪質な OA ジャーナル

でないことを証明するホワイトリストとして注目されている。Plan S ガイダンスでは DOAJ

が cOAlition S のパートナーであると明記されたり、WoS と Scopus が DOAJ 収録誌をゴー
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ルド OA と認定したりする等、世界的に活用が広がっている。現在、J-STAGE 登載誌のう

ち 11 誌が DOAJ に登録されている。DOAJ 収録申請は、6 つの基本要件（図 9）を満たし、

「学術出版における透明性とベストプラクティスの原則」（図 10）を遵守していることが前

提となる。収録申請フォーム記入の手引きは JST が日本語版を作成しており、DOAJ の公

式サイトから閲覧できる。手引きを参考に正確な情報を前もって準備し、オンラインで記

入・申請を行う。審査は 6 ヶ月以内に終了する。不正確な情報や空欄があると申請は却下さ

れ、その後 6 ヶ月間は再申請不可となるので、注意が必要である。  

図 9  

図 10  

 

質疑応答 

①APC を著者に請求せず、出版コストを学会会員費で賄っている無料アクセスジャーナル
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は、CC ライセンスを採用していればゴールド OA となるのか。（情報提供サービス企業） 

→ゴールド OA の定義は著者から APC を取る・取らないということではない。学会や科研

費（研究成果公開促進費）で支払っているところもあるが、そのような場合もゴールド OA

として扱っている。（JST） 

→OA はフリーアクセスであることとライセンス表示によって定義される。APC は個人が

支払うものだけではなく研究機関が払う場合もある。（McGlashan 氏） 
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2.5 

【コミュニティの研究成果を広く、早く、安全に発信するために- 

日本表面真空学会「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology」】 

松田 巌氏 

（日本表面真空学会 e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 編集委員長） 

 

 
 

 日本表面真空学会は、日本表面科学会と日本真空学会の合併によって2018年に設立され、

表面界面の科学、ナノテクノロジー、真空科学技術、およびそれらの関連分野を扱っている。

ジャーナル「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology （e-JSSNT）」とは、本会が

発行しているオープンアクセスの国際誌である。本誌では最先端の研究成果を一早く発表

する一方で、独自の研究を継続して成果を積み重ねながら国際情報網に発信したい研究者

を応援し、さらに若手の研究成果を広く周知させることでキャリア発展の支援も行ってい

る。このような取組みにより、現在は関連分野コミュニティの Society Journal としての地

位を得ている。 

 e-JSSNT では APC を 1 万円以下にして大手出版社系のジャーナルと比較して圧倒的な

低価格を設定している。また、2018 年の学会合併に伴って大幅アップデートを行い、ホー

ムページや記事組版のデザイン一新や、海外編集者の招致を行うことで、国際的に発信して

いけるジャーナルの基盤を確立した。さらに CC ライセンス設定にも取り組み、CC BY 4.0

を採用した。ジャーナルへの著作権移行を廃止し、著作権を著者が保持することについて学

会員から意見を募集し、議論を重ねた上で CC BY の採用を決定した。 

 DOAJ については、昨年 9 月に行われた J-STAGE セミナーがきっかけとなり、登録の必

要性を認識したという経緯がある。e-JSSNT は申請から 1 ヶ月以内で DOAJ 登録へ至っ

た。DOAJ に載せる論文リストや書誌情報は XML で提出する必要があるが、J-STAGE 用
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の XML データを流用できればより便利になるのではないかと個人的に思っている。 

 編集長に就任して 1 年経つが、論文データの盗用・捏造・改ざんが行われていた事例を何

回も目の当たりにした。ジャーナル編集におけるスローガン「より広く、早く、安全に」の

もと、こうしたことについても対処している。 

 

質疑応答 

①怪しい論文を見つけるためのプロセスは、フローを作成して組織的に行っているのか。

（JST） 

→査読者や編集委員がどこまで行うのか、各過程のポイントは何かなどを明示したフロー

を作りマニュアル化している。海外編集者を勧誘する時にもこのフローを説明し、安心して

効率良く査読と編集が行えることをアピールした。（松田氏） 

 

②ジャーナル改革には理事会を納得させる必要があると思うが、そうした取組みは大変だ

ったか。どのように行ったのか。（研究機関） 

→大変だった。事前に電話や対面での説明を行い、合併元の 2 学会それぞれの理事会メン

バーにご納得いただいた。一方、理事の中には編集長を経験した人もおられたので、貴重な

ご助言を賜ることもできた。（松田氏） 
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2.6 

【Hydrological Research Letters の概要と運営方針について】 

田中丸 治哉氏 

（水文・水資源学会 Hydrological Research Letters 編集委員長） 

 

 

 

 水文学（すいもんがく、Hydrology）とは、地球上の水と物理的・生物的環境との相互関

係を扱う科学で、地球上の水の循環の全過程を包括する分野である。OA の英文レター誌

「Hydrological Research Letters （HRL）」（水文・水資源学会が 2007 年に創刊）は、2017

年 4 月に、水文・水資源学会、日本地下水学会、日本水文科学会、陸水物理学会の 4 学会に

よる合同誌となった。様々なバックグラウンドの研究者達が水文学に携わっているため、各

学会が小規模に創刊するよりも、合流した方が大きなインパクトを与えられるという見解

のもと声をかけ、合同誌化が実現した。合同誌化後の HRL の運営体制は水文・水資源学会

が主体となり、所定ルールのもと 4 学会で編集委員や費用の分担が行われている。 

 2016 年までは、HRL 掲載論文の著作権は著者から水文・水資源学会に譲渡されていた。

しかしその後、国際動向を見据えた上で CC ライセンスを導入することを決め、2017 年 1

月以降に掲載された論文は著者が著作権を保持し、CC BY 4.0 を表示するようになった。 

 HRL の評価と認知度を高め、投稿者を獲得することを目的に、様々なデータベースへの

収録を進める中、DOAJ への収録申請にも取り組んだ。DOAJ 収録は先代の編集長のときに

申請されたが、創刊からしばらくの間は発行された記事に対して CC ライセンスを付与し
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ていなかったため、採択されないのではないかという懸念があったとのことである。しかし、

創刊以降の全論文が条件を満たしている必要は無いとの情報を得たため、申請を行ったと

ころ、2018 年 8 月に無事登録された。 

 HRL は Web of Science Core Collection の一つである Emerging Source Citation Index 

（ESCI）に収録されているものの、JIF の付与には至っていない。様々なデータベースに収

録されていても、JIF がついていないと大学ではあまり評価されないという現実がある。

HRL は JIF を持っていない割に査読が厳しすぎるとの声もある。その一方、JIF が付与され

ていなくても査読付き英文誌であれば学位取得等の需要もあると考えられ、まずは掲載数

を増やすことが今後の重要な課題だと認識している。 

 

質疑応答 

①CC BY 導入に際して、学会での議論や導入後の影響はあったか。（JST） 

→学会内で揉めた記憶は無く、意外と皆さんに理解をいただけた。その後も大きな影響や議

論は今のところ起こっておらず、投稿者も理解して投稿していただいていると思う。（田中

丸氏） 

 

②複数の学会が連携して新たな価値を生み出すのがオープンサイエンスの重要な役割であ

ると思う一方、複数の分野にまたがるようなジャーナルは引用されにくく、JIF はあまり重

要でないと思われる。どうしたものか。（研究機関） 

→良い論文を出して研究者の育成や学問の発展および教育へ貢献することと、JIF による評

価は本来関係が無い。しかし、JIF が評価指標として突出していることも事実であり、ジレ

ンマを感じている。多様な評価軸が認められてほしいと思う。（田中丸氏） 
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3 セミナー後の反響 

3.1 会場アンケート 

 当日配布・回収したアンケートでは、全ての講演について「知りたいことがわかった」「知

らないことを知れた」「知っている内容だった」「知りたいことと違っていた」「難しくてわ

からなかった」「その他」の選択肢からの回答を求めた。全講演を通しての各回答の割合は、

「知りたいことがわかった」22%、「知らないことを知れた」59%、「知っている内容だった」

9%、「知りたいことと違っていた」1%、「難しくてわからなかった」3%、「その他」1%、無

回答 6%となった（小数部分四捨五入の関係で合計が 100%にならない）。 

 また、自由記述では「オープンアクセスについて海外の動向も含めて理解することができ

た。」「最新の状況や個別の学会の取り組み、基本的なシステムや用語について等、バランス

のよい構成で大変勉強になりました。」「自誌の CC 化の参考にさせていただきます。」等の

感想や、「もう少し詳細に、転換契約について知りたかったです。」「初心者用の勉強会や、

個別の相談会を開催していただきたい。」といった意見が寄せられた。 

 

3.2 Twitter 

 2019 年 8 月 5 日時点で、ハッシュタグ #JSTAGEseminar を付けて J-STAGE 公式アカ

ウントから発信したツイート（モーメントおよび講演資料公開のお知らせツイートを含む）

に対し、116 件の RT、73 件の「いいね」があった。また、同ハッシュタグを利用した一般

ユーザーのツイートが 5 件、引用 RT が 1 件あった。 

 セミナー当日に行ったツイートは、下記 URL にまとめている。 

https://twitter.com/i/moments/1142984030767308800 

 

3.3 個別相談 

 セミナーに参加した学協会関係者から、後日、講演テーマに関連する問い合わせの電話や

メールを受けた。主な問い合わせは、自ジャーナルの OA の状況についてや、CC ライセン

スによって定められる権利範囲に関する内容であった。 

 

 

4 公開資料 

 本セミナーの当日配布資料を、下記 URL に掲載している。 

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/News/TAB4/PastIssues/-char/ja#1907/05 
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