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1 開催概要 

1.1 趣旨 
2021 年度の J-STAGE セミナーは、昨今、研究成果公表の場が多様化し、ジャーナルで

論文を公開する意義や付加価値等、運営を見直す事例や、研究者主導の新しい学術コミュニ
ケーションの形成が見られることから、年間テーマを「研究成果発信の多様化とジャーナル」
と定め、情報を提供する。 

本年度の第 1 回セミナーでは、「査読の改善に向けて」と題し、ジャーナルの付加価値と
も目される査読に注目し、学術出版業界における査読体制の現状と課題、改善方策や新しい
査読事例を紹介した。 

 
1.2 開催日時、場所 
日時：2021 年 7 月 28 日（水） 13:30～16:25（開場 13:00） 
開催形態：Zoom によるオンラインセミナー 
 
1.3 出席者の数および所属 

当日は途中出退席含め 240 人が出席した。出席者の所属が把握できたのは事前予約の上
出席した 202 人であり、うち最も多かったのは大学教員・職員、および、研究機関の 65 人、
次いで印刷会社・出版社が 34 人、学協会（事務局）が 32 人であった。他の主な所属は、図
書館、および、学協会（役員）が 26 人、学協会（編集委員）が 11 人であった（複数回答あ
り）。 
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1.4 プログラム（時刻は計画時のもの） 
13:30～13:35 開会挨拶 中島 律子（JST） 
13:35～14:25 【Fundamental principles of peer review & peer review ethics】 
 Travor Lane 氏（出版倫理委員会（COPE）） 
14:25～15:00 【Strategies and practices for improving peer review】 
 Dugald McGlashan 氏（INLEXIO 社） 
15:10～15:40 【論文査読の問題点と eLife などによる新しい試み】 
 水島昇氏（東京大学） 
15:40～16:00 【世界で初めて日本語によるオープンリサーチ出版を可能にした 

筑波大学ゲートウェイ】 
 森本行人氏（筑波大学） 
16:00～16:20 【室内環境学会における査読プロセスの透明化への試み】 
 池田 四郎氏（株式会社ガステック／東海大学） 
16:20～16:25 閉会挨拶 加藤 斉史（JST） 
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2 講演概要 

2.1  
【Fundamental principles of peer review and peer review ethics】 

 Trevor Lane 氏 
（出版倫理委員会（COPE）） 

はじめに 
私は出版倫理委員会（COPE）の Trevor Lane と申します。また、AsiaEdit のコンサルタ

ントもしております。出版にはさまざまな側面から携わり、25 年になります。本日は査読
の基本原則と倫理についてご説明する機会をいただき、ありがとうございます。このセッ
ションでは学術出版に重点をおいて、査読の簡単な紹介と世界中の出版業界が最善の査読
を行うために、COPE がどのような支援をしているかについてお話をします。その後に査
読の目的といくつかのモデルについて触れ、最後に査読の倫理についてみていきます。 

 
査読および COPE についての紹介 

最初に学術出版においてなぜ査読が必要なのかということです。こちらの漫画は査読が
著者にとってどのように感じるかを表しています。曲がりくねった丘を登って行くようで
す。異なる査読者および編集者から厳しい批判を何度も受けながら原稿が生き残っていく
という過程があるからです。しかし、査読は現在では世界的にも受け入れられたプロセスで
あり、編集者が学術ジャーナル用のコンテンツを選定し、また著者やジャーナルが質を高め、
将来的な読者のために出版するコンテンツの信頼性を高める一助となっています。学術論
文の正式版（VOR）は、プリントサーバーやその他のウェブサイトにあるドラフト版とは
査読による修正分が異なります。 

 
COPE の前会長である Deborah Poff 博士は、査読について、科学研究からクリエイティ

ブな芸術の創作に至るまで特定の知的創造に関係する分野における同業の専門家が招かれ、
レビューを承諾し、研究者、あるいはクリエイターの知的財産物に対する学術的価値を批判
的に評価するプロセスであると述べています。ジャーナル出版では、ICMJE（医学雑誌編集
者国際委員会）は、査読とは通常は編集スタッフではない専門家がジャーナルに提出した原
稿を厳しく評価することであり、偏見のない独立した批判的な評価は、科学研究を含む学術
研究の本質であるため、査読は科学の重要なプロセスであるといっています。 

 
しかし、査読は常に研究出版の不可欠な部分であったわけではありません。1665 年にロ

ンドンの王立協会が最初の科学研究ジャーナル Philosophical Transactions の発行を開始し
ました。1731 年になってようやくエジンバラ王立学会が発行する Medical Essays and 
Observations で外部査読がジャーナルのコンテンツの判断や選定に適用されました。その



2021 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書 
 

5 
 

あと 1832 年に Philosophical Transactions で外部査読を用いるようになりました。これは
「レフェリー」とも呼ばれました。1950 年代、60 年代になりますと Science &Journal of the 
American Medical Association（JAMA）が査読を用いました。査読がより一般的になったの
は 1959 年以降です。コピー機が商業的にも利用されるようになり、ジャーナルが査読者向
けに原稿を複写できるようになったからです。1970 年代になってようやく Nature & Lancet
は査読を用いるようになりました。それから約 30 年後 British Medical Journal で行われて
いる公開査読のような新たな形が生まれています。査読報告書を査読者の名前付きでオン
ラインで公開するオープンアクセス出版社で Biomed Central（BMC）などもあります。新
しい査読モデルについては、後ほど詳細を説明します。大きな発展は F1000research プラッ
トフォームによる 2013 年の出版後査読の導入です。また、直近で言えば eLife では出版さ
れオンラインで公にされた原稿の査読を行っています。 

 
査読は公式な出版の大きな特徴です。しかし、ジャーナルや出版プラットフォームは、他

にも主要な機能を担っています。[Gatekeeping & curation]ゲートキーピングとキュレー
ションです。特定の種別のコンテンツのみ受理されます。[Registration]公式な記録として
の登録、必要に応じて修正や撤回を行うこと、論文のインデックス化です。[Certification 
(peer review)]品質管理のための認証と査読。[Production]レイアウトを通じたプロとして
の制作、編集、コーディング、あるいは印刷形式・オンライン形式での制作です。
[Dissemination]ジャーナルは印刷物あるいはオンライン購読によって論文を拡散します。
あるいはオープンアクセスまたは無料での読者アクセスという場合もあります。大半の
ジャーナルはマーケティング機能も担っています。[Archiving]DOI（デジタルオブジェク
ト識別子）等の識別子を使いますし、論文を恒久的にアーカイブし、Portico や CLOCKSS
等のバックアップシステムにアップロードします。[Knowledge & capacity building]そうす
ると、データ共有、教育、その他、リソースによって異なる発見に繋がります。[Community 
building]また、ニュースコメント、SNS、イベントなどを通じて研究コミュニティが生まれ
ています。 

 
しかしながら、すべてのジャーナルが信用できるわけではありません。著者に対して、お

金や知的財産に関して騙すこともあります。そこで、Think、Check、Submit のウェブサイ
ト(https://thinkchecksubmit.org/）にあるチェックリストが役立ちます。[Reputation]確認
すべき主な項目はジャーナルの評判です。ジャーナルを知っているか、論文を探すことがで
きるか、出版社の連絡窓口の詳細情報が明確に示されているか、ジャーナルはインデックス
されているかです。[Transparency]二つめは査読プロセスや料金、編集委員会について透明
性があるかどうかです。[Industry recognized]三つめは、ジャーナルが出版業界で認知され
ているかです。たとえば COPE 会員か、オープンアクセスジャーナルであればオープンア
クセス学術要覧 DOAJ にあるか、また、ジャーナルオンラインや AJOL 等の INASP のプ
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ラットフォームであるかなどです。COPE にもぜひ参加していただくことを推奨します。 
 
信頼できる査読されたジャーナルは COPE や DOAJ のメンバーであると申し上げまし

た。この二つの組織は、共通の加入基準を設定しており、また、Open Access Scholarly 
Publishing Association（OASPA）や World Association of Medical Editors（WAME)と呼ば
れるところでも共通のものとなっています。学術出版における透明性に係る行動の 16 原則
とベストプラクティスとなっており、そのジャーナルのウェブサイト、ジャーナル名、査読
プロセス、またオーナーシップと管理についての出版基準もカバーしています。 

 
査読における主な要件としては最低２名の外部専門家に内容の精査を行ってもらうこと

です。一般的には査読の原則として、ジャーナルの内容は査読を行ったかどうかを明確に示
すこと、査読はジャーナルの編集スタッフではなく、その分野の専門家である査読者に、
個々の論文に対する助言をもらうプロセスです。ジャーナルのウェブサイトでは、このプロ
セスおよび査読方法を含む手順について明確に記載することとされており、原稿が受理さ
れること、あるいは査読期間が非常に短くなるということを保証してはならないともされ
ています。 

 
また、その他の原則として管理団体、編集チーム、著作権とライセンス、著者への支払い

に関するものがあります。不正の疑惑、出版倫理、出版スケジュール、アクセス、アーカイ
ビング、収入源、広告、直接のマーケティングがあります。 

 
こ こ で COPE に 関 し て 、 も っ と 説 明 を し ま し ょ う 。 COPE の ウ ェ ブ サ イ ト は

https://publicationethics.org/です。そのミッションというのは、学術研究および学術出版の
中での公正性（Integrity）の推進です。 

 
（COPE は）学術の記録における公正性の維持、推進のため、サポートの提供、リーダー

シップをとる、また、プロフェッショナルな声を集めます。透明性と公正性に関する現時点
での最善の原則に即したポリシーや実践を示します。もちろん、法的な拘束力はありません。
けれども、インダストリーのプラクティス（実践）としてベストのものを使っています。す
べての分野の学術ジャーナルの編集者、オーナー・出版社が COPE の会員です。会員数は
12,000 をこえ、例えば研究機関などのように会員を拡大しています。COPE は非営利団体
で、少数の有給の従業員と 30 人のボランティアベースの人たちからなる理事と評議会で
もって運営、管理されています。私は 5 年間、評議会（Council）のメンバーであり、教育
分科会の座長をしています。また、その他のガバナンス分科会のメンバーであり、メンバー
シップ分科会にも属しています。最近はオンラインでのミーティングをしています。 
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12,000 の会員のメリットです。編集者、出版社が年に何回か COPE フォーラムでミー
ティングをして直面する課題、特に倫理の問題に関して話をしています。例えば匿名のケー
スとして挙がったものも話しています。次のステップとしてジャーナルがどんなことをす
べきかということに関しても話し合っています。また、会員に向けてのリソースもあります。
ディスカッションドキュメント、ガイドライン、フローチャート、500 以上のコープのフォー
ラムケースもありますし、また、過去のセミナー、ウェビナーもあります。COPE の会員は
eLearning コースにアクセスできます。また、出版倫理に関してもアクセスがあります。会
員でも会員でない人たちも登録することで e ニュースレターを受け取ることができます。 

 
我々のウェブサイトのリソースは 10 のコアプラクティスにわかれています。 
 

 
図 1 COPE のコアプラクティス (CC BY-NC-ND) 

 
その内容を示します。すべての査読のプロセスというのは、透明性をもって記述され運

営されなければなりません。トレーニングを編集者と査読者に対して提供し、またポリ
シーとして多様な観点からも対応するものであるということです。適切なモデルの査読を
採用し、利益相反であるとか、訴え、紛争に関しても扱うことできるようなプロセスを持
ち、また、査読手法をオープンしておかなければいけません。問題があった時も対応でき
るということも必要になります。 
 

このリソースの内容には、査読者が、原稿を査読してくれと依頼された時に何を考える
べきかということも入っています。例えば信頼できるジャーナルからきたリクエストかを
チェックするやり方、またインフォグラフィックがあり、どう操作されているのかという
ことが認識ができるように示されています。デジタルガイドラインもあります。また



2021 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書 
 

8 
 

ジャーナルに送ったあと報告書がどうなるかということがはっきりしない場合、これはも
ちろんジャーナルとしては透明性が重要でありますので、誰が査読を所有するのかという
ことが問題になります。 
 

 

図 2 査読のための倫理に関するガイドライン(CC BY-NC-ND) 
 

査読者の中には残念ながら査読プロセスを利用して知的財産を盗む人もいます。ですか
ら、こちらのフローチャートを使って、査読者が著者の、アイデアやデータを剽窃してい
る疑いがある場合にどうするかを示しています。ジャーナルの査読プロセスを詳しく見て
行きましょう。 
 
査読の目的とモデル 

従来の査読プロセスは、ジャーナルや書籍やカンファレンスによるフィルターとして利
用されてきました。これは出版前査読です。冒頭の漫画にもあった通り、原稿が拒否され
る可能性は多くあります。しかしながら、論文が査読の最初の段階までたどり着けないこ
ともあるのです。デスクデビューをまず通過しなければならないからです。ジャーナルは
すべての査読を行って、時間とお金を無駄にすることはできません。ですから、不適切な
論文を早い段階でフィルターにかけて排除するのです。以前働いていたジャーナルでは
1/3 もしくは半分の論文がプレビューの段階で拒否されていました。論文がジャーナルに
届く時、通常はオンラインの投稿プラットフォーム経由で届きます。編集者、あるいは
ジャーナルのオフィスは通常テクニカルチェックと標準的なチェックを行います。原稿が
不完全である、ジャーナルのガイドラインに反していたり、EQUATOR Network の
チェックリストに則っていないなど問題がある場合には、著者は再提出する機会を与えら



2021 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書 
 

9 
 

れます。デスクで拒否される論文は、掲載の範疇や論文の種別が間違っている、質が低
い、偏見が含まれている、倫理的ではない場合などです。もしくは生データが必要だけれ
ども、含まれていない場合もそうです。非常に厳しい選定を行うジャーナルの場合、一般
的に受理率は 15%以下です。新規性や重要性が充分でない論文は拒否されます。デスクレ
ビューを通過した論文は、２、３人の査読者により質や適正の評価が行われます。査読モ
デルについては、この後説明します。査読基準には文献の網羅性と分析・解釈の質、体
裁、研究の設計などが含まれます。受理された論文は出版され、ジャーナルが検索に載っ
ている場合はインデックス化されます。 
 

 
図 3 出版前査読 (CC BY-NC-ND) 

 
時々、統計やデータで査読が必要な場合、あるいはポジティブな査読とネガティブな査

読を一つずつある場合には、追加の査読者を加えることもあります。原稿受理に関する最
初の決定は、編集長が行います。ジャーナルによっては、副編集長や編集者、編集主任、
編集委員、編集主幹などの任命された人が代理で行うこともあります。もしくは編集委員
会を立ち上げて共同で決定することもあります。プロセスは明確にジャーナルのウェブサ
イトで説明する必要があります。結果はそのままの状態で受理または小幅修正の後に受理
[Accept]、あるいは小幅または大幅修正後に再提出[Revise]、あるいは再調査や再提出す
る機会ありまたはなく拒否[Reject]となります。 
 

出版前査読の代わりに出版後に査読を行う場合もあります。F1000 リサーチプラット
フォームやオンライン出版社によって採用されています。この場合、論文は最初のデスク
レビューにかけられます。倫理や法的な側面、剽窃の確認です。問題なければオンライン
で出版され同時に査読が行われます。査読プロセス全体はジャーナルのウェブサイトで公
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開されます。査読者の名前も公開され、査読コメントや著者による修正は最終版の論文と
共にオンラインで投稿されます。査読者は著者が選定しますが、利益相反があってはなり
ません。例えば現在一緒に研究しているなどです。少なくとも２名の査読者による承認が
必要で、それをもって正式に受理、インデックス化されます。 

 
図 4 出版後査読 (CC BY-NC-ND) 

 
査読モデルにはいくつかあり、どのモデルが一番なのかを明確に証明するものはありま

せん。Single anonymized（あるいはシングルブラインド、あるいはシングルマスク法）と
呼ばれる方法では著者は査読者が誰か分からないけれども、査読者は著者の名前が分かり
ます。論理としては、査読者は著者、特に自分より上の立場に、ある人の場合にいくつか
報復されるかもしれないということを恐れることなく批判ができます。Double 
anonymized（あるいはダブルブラインド法）では著者と査読者が誰なのか伏せて行われま
す。これにより偏見を減らすことができます。査読者は著者、あるいは組織名が分からな
い状態で査読するからです。知っていると、論文の質や影響力に対する見解に影響する可
能性があります。しかし、論文を本当に匿名化することは難しいところがあります。
Triple anonymized（あるいはトリプルブラインド法）ではジャーナルの編集者を含むすべ
ての人が、誰の名前も見ることができません。偏見を減らすためです。これはオープン査
読とは真逆です。オープン査読では全ての名前が見えます。オープン性、完全な透明性、
誠実さ、公平性を担保するためです。査読者の名前は後から公開される事もそうでもない
こともあります。また、査読報告書も後で公開されることも、そうでないこともありま
す。 
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図 5 査読モデル (CC BY-NC-ND) 

 
こちらは査読の更なるバリエーションで、透明性、効率性、公平性を向上させるための

ものです。著者は限られた査読モデルの選択肢を与えられます。[Author/reviewer 
choices]査読者は希望すれば、自分の名前を著者に明かすことも認められます。
[Opened/semi-open review]オープン査読、あるいはセミオープン査読の場合、査読者の
名前は後で明かされます。[Open reports (transparent review)]オープンレポートあるいは
透明査読では査読報告書は査読者の名前の有り・無しで投稿されます。
[Interactive/collaborative review]対話型あるいは共同査読の場合、査読者間、査読者と編
集者、査読者と著者の間で直接あるいは間接的にやり取りすることがあります。通常は査
読者と著者の間での接触はありません。[Author recommendations]著者は理由があれば、
査読者を推薦したり除外することが認められることがあります。[Portable (pre-
submission) review]ジャーナル側で、第三者により査読を調整したり、著者側でそれを手
配して原稿提出の段階で査読を提出するよう依頼されることもあります。
[Cascading/transferable review]時間節約の為、ジャーナルが査読報告書と共に拒否した原
稿を出版社内外の別のジャーナルに渡すこともあります。これはカスケード査読または移
転可能な査読と呼ばれます。[Post-publication commenting]最後に読者が投稿された論文
に対し、オンラインでコメントをします。これも出版後査読の一つの形式です。 
 

[Registered reports]また、査読と出版の質を高める最近の進化として査読付き事前登録
論文があります。これは研究が始まる前に査読された研究プロトコルで、論文は仮採択と
され、最終的な研究結果に関係なく受理されます。[Results-free review]同様に、リザルト
フリー査読では論文を査読者に結果や考察の部分なく送ります。そうすることで、手法自
体の正当性や信頼性を最初に判断できるからです。[Re-review opt out]ジャーナルによっ
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ては、修正済の原稿を査読者に提出し直すのか、時間節約の為に、ジャーナルの編集者が
直接査読するかを著者が選べるところがあります。[Assisted review]また、人工知能も原
稿チェックの支援に活用されています。[Patient review]医学雑誌の場合、患者さんに編集
や査読のサポートを依頼することもあります。[Fast-track review]また、特に緊急事態には
著者が編集者に対し、ファストトラック査読をお願いすることもできます。[Expedited 
review]移転可能な査読と同様に、ジャーナルの中には著者が別のジャーナルに拒否された
後にどう論文を改善したのかを説明すれば、査読を飛ばすことを認めるというところもあ
ります。[Overlay review]最後にプレプリントサーバ上で論文がジャーナルによって選ばれ
て査読を行ない正式な掲載になることもあります。ジャーナルは eLife のような独立した
ものあれば最終プレプリントにもとづいたオーバーレイ学術誌もあります。Discrete 
Analysis や Rapid Reviews COVID-19 などがそれにあたります。 
 

どの査読モデルが適用されたとしても、査読の一般的な特徴は同じです。論文一件あた
り２～3 名の専門家を招いて行われます。最近の文献やジャーナルのガイドラインに精通
していて、決められた締め切り、通常は２～３週間ですが、までに査読できる人である必
要があります。偏見のないプロとしての査読を行ない、公正な査読の妨げになる可能性が
ある利益相反については申告しなければなりません。必要であれば査読依頼を断ることが
求められます。ジャーナルは誰が査読できるかを明確にする必要があります。F1000 のプ
ラットフォームでは査読者は通常博士号を持っているべきであるとしていますが、博士課
程の学生であっても監督者が共同で査読するのであれば認めています。査読者は少なくと
も筆頭著者として３件の論文を掲載、そのうち 1 件は過去 5 年以内であることが求められ
ています。過去 3 年以内の共同研究者や別の論文の共同著者である同じ組織の研究者など
は認められていません。違う国出身の査読者を選ぶことで、国際的な観点も加えることが
できます。 
 

一般的な査読者は論文で何を見ているのかを示したチェックリスト項目です。1. 論文の
内容、あるいはスタイルがジャーナルのミッションや読者にあっているか、非常に目の肥
えたジャーナルであれば、その研究は新規性や重要性が充分かということを見ています。
2. 問いや目的が明確か、タイムリーであるか、関連性があり、興味深いものであるか、参
考文献は正確で、主に最近の一次資料からとってきているか、充分な論理的根拠があるか
手法や分析は適切で、再現可能か。3. 結果や図表は上手く説明されているか、また、掲載
させられる論文の文脈で充分に考察されているか、制約や実用については言及している
か、結論はデータで裏付けられているか。4. 研究は完全でサラミ出版になっていないか、
つまり著者が結果を複数の論文に分割して投稿していないか、選択的あるいは誤解を招く
ような報告になっていないか、例えば良い結果のみを提出するなどです。論文は
EQUATOR Network のガイドラインを遵守しているか。5. 主な強みと弱みを一覧にまと
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め、間違いや欠陥、不十分な論点、また標題、アブストラクト、スタイル等の改善の推奨
をおこないます。6. 多くのジャーナルでは査読者に対して査読していない部分がある場
合、あるいはデータや統計論文の特定の箇所について、追加の査読が必要な場合には、編
集者に機密コメントとして連絡するよう依頼しています。また、査読者は剽窃や法的、倫
理的な問題あると疑われる場合は、編集者に連絡しなければなりません。詐欺、複数
ジャーナルへの提出、引用バイアス、臨床試験の非登録などです。査読者は編集者に対
し、受理、修正、再提出、拒否の推奨を行ないます。 
 

査読が完璧でないのは分かってますが、今のところ最善の仕組みではあります。改善の
余地はあります。批判としては、例えば、時間がかかる、非効率的である、ジャーナル側
が２、３人の対応できる査読者を見つけるだけなのに、多くの査読者に連絡をしないとい
けないなどが挙げられます。また、査読者向けの体系的な大学やグローバルによるトレー
ニングプログラムがないため、訓練された査読者の数はかぎられています。査読は主観的
で質にバラつきがあり、プロセスがあいまいで一貫していません。一つの論文で２名の査
読者が相談すると意見が合わないということはよくあることで、最終的に編集者が判断す
るにしても同点決勝ゲームで決着をつけるために追加の査読者を見つける必要がありま
す。編集者側で限られた数の査読者しかいない場合、その分野の考え方や研究の方向性を
うまくコントロールできることから、同じ人に依頼する傾向があります。すると多様性や
革新性は制限されてしまいます。ダブルブラインド法は、一部の分野でよく採用されます
が、著者や査読者はいずれにしてもお互いの研究から誰か分かってしまうことが多いよう
です。著者の過去の研究など参考文献として言及することもあることから完全に匿名の論
文にすることは難しいのです。同じ人が査読依頼を受ける傾向があるため、作業量が過剰
になったり、査読を断るというケースもあります。査読者は一般的にジャーナルや所属す
る組織から充分な報酬を得ていないというのも現状です。最後に査読は詐欺や再現不可能
な手法やデータをよく検出するものではありません。 
 

最後の点をこの図に示しています。査読者が見つけにくい問題のスペクトラムです。問
題は間違いや不十分な報告から著者による不正、倫理に反する行動に至るまで様々です。
だからこそ、間違いに気がつく、あるいは研究を繰り返し行うとする読者も重要です。こ
れは出版後査読、あるいは出版後の考察コメントと言われるものです。これによって
ジャーナル側による調査が行わることもあり、また読者が論文に問題があるかもしれない
と警鐘を鳴らしたり、正式な是正や取り下げになることもあります。 
 

レジスターと報告書の話をいたしました。早期のプロトコルの査読、データマネジメン
トの計画、統計解析のプランというタブを使うのは、再現性を向上させ、またリサーチの
無駄を下げることになります。疑義があるリサーチプラクティスがあるということで、
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データ・ドレッジングを避けることができますし、無効の結果が無視されたり検出力がな
い研究であるとか弱いもの、こういったものを防ぐことができます。 
 
査読における倫理 

では、このプロセスの倫理的な観点に関して話をしていきましょう。話題となったので
覚えていらっしゃるかもしれません。過去に何回か論文が取り下げとなったケースがあり
ます。 
 

[Author level]例えば、査読が偽物であったり、また著者が自分たちでやっているとか、
第三者がやっていたということで、誰だって戻ってあります。著者が査読者を推薦する場
合のリスクとして、著者が倫理的ではなく、自分の同僚を推薦するとか、もしくは偽名を
使うということがあります。また、著者サポートサービスによって偽の情報を投稿システ
ムの中で使うこともあります。[Author or third party]著者もしくは第三者がジャーナルの
投稿システムに偽の査読者のアカウントを作り、査読プロセスを操作し、査読報告書に関
してハッキングをすることもあります。[Journal/publisher level]また、ジャーナルや出版
社のレベルではハゲタカジャーナルもあります。出版に対し有償（著者が原稿を出された
時に料金が課金れる）でありながら、実際の査読はない、もしくは質が低いことがありま
す。プラットフォームが偽者であることもあります。また、例えば著者から独立した適切
な査読がないまま出版してしまうことや偽物の査読ということもあります。また、原稿を
盗用することもあります。そういった非倫理的な査読者もいます。 
 

また、そんなに重大ではありませんけれども、非倫理的なプラクティスということで、
COPE フォーラムに報告があった事例もあります。１． 例えば、査読者からデータの 3
分の 2 がすでに投稿されたものである、もしくはサラミ出版ではないかという疑問があ
がったことがあります。2. また、投稿論文に過去の研究を引用しているものの、一部のパ
ラグラフが剽窃であるとわかった事例。編集者が著者所属機関に連絡したところ、著者は
過去の業績に関して既に引用をしていたと回答を得た。この場合、編集者はどうしたらい
いのかという問題もあります。3. 著者が、例えばリジェクトしたということで、査読者を
名指しで非難することもあります。4. 査読者が自身の業績を引用するよう勧めていた。こ
の場合、査読者を査読できないようにするという以外に何をすることができるでしょう
か？ 
 

こういった場合にですので、COPE のフォーラムとしてはアドバイスを提供していま
す。COPE の倫理ガイドラインによりますと、査読者というのは公正性を保つという役割
を持っています。そのプロセスはこの信用、それから志を持ってこの学術コミュニティに
参加をするというものに依存しています。従って、行動も、責任を持って倫理的に行動す
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ることが求められています。またジャーナルは義務として透明なポリシーを提供すること
が求められています。査読者は倫理的かつ説明をもった行動をする義務を負っています。
また、明らかなコミュニケーションを行っていくということも重要であります。一貫した
構成でタイムリーな査読を行っていく必要があります。 
 

ガイドラインがあります。1. COI を査読の前もしくは査読中に宣言をするということ。
またプロジェクトに関係しているとか、助成金給付金をもらっている、またメンターで
あったり個人的な不一致がある。また、アカデミックな観点がある、偏っているとか、そ
ういったものがある場合はそれを宣言するということ。2. また、個人のディテールに関し
ても正しいものを提供するということ、4. それから時間がないということであれば、査読
は断るということ。専門性がない場合、また、ジャーナルの査読モデルが承諾できない場
合は断るということは、5. また、この査読者の中立性、また真実性というものも推奨され
ています。6. また、秘密保持も必要です。8. それから著者に連絡してはいけないという
こと。9. 〆切を守る、ジャーナルのガイドラインを守る。またこの査読を遅らせることに
よって、個人的な復讐としない。10. 簡潔また礼儀正しく建設的な査読をするというこ
と、11. 名誉毀損、偏見、（自己）剽窃はしない。12. また関係のあるものに限り参照は推
奨されるということ、13. 原稿および査読報告書/（査読）プロセスの機密保持、これらは
ジャーナルポリシーの確認をしておくこと。調査があったとしても尊重する必要がありま
す。14. また、著者の資料は必ず破棄すること。15. また、著者の情報やアイデアは盗用
しない使わない。16. また、このダブルアノニマイズドレビューの場合はジャーナルに対
して、例えば著者が誰かということはわかっている場合、それをあらかじめ説明する必要
があります。また、この著者の学会へと協力をするということもジャーナルはあります。
例えばあの匿名でレビューをする場合、この場合はこのジャーナルの外で行うということ
を許可するということが必要になることもあります。さらに展開もされています。まだこ
の査読を改善するには作業が必要であります。 
 

米国の NISO（National Information Standards Organization）で標準的な要項をこの査
読に関しても提供しています。publons、Reviewer credits ここでこの査読者がこの作業に
対して学術的なクレジットを業績とできるようにしています。大学なども査読者に対して
その業績を認識をし、お礼状を発行したりということがあります。Pubpeer もそうですけ
れども、コメントに関してリーダーがコメントすることを推奨しています。また、研究者
も、その他のリーダーに対してプレプリント researchpaper のプロモーションをしていま
す。ええ図るという微妙などへの web サイトがこういった査読を推奨しているということ
であります。もちろん、より多様な背景を持った査読者が必要になります。アメリカの化
学会、英国物理学会などもトレーニングを提供しています。プレプリントについて Peer 
Community in、コモンズプレビューなどといったグループによって組織化されています。
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また、この査読の改善の促進でありますけれども、年に 1 回世界学会があります。来年、
シカゴであります。また、年に１回 Peer Review Week がありまして、今年は 9 月の 22 日
から 24 日になっています。テーマは「アイデンティティ」ということで、多様性、公正
性、包摂的な査読ということです。 
 

さらに査読に関してのナビゲーションが設計され、実行されていくことになりますけれ
ども、基本的な原則を忘れてはいけません。ヨーロッパのサイエンスファンデーションが
2011 年に原則としてエクセレンス、不偏性（Impartiality）、透明性、目的の適正さ、ス
ピードと効率性、守秘義務（Confidentiality）、また倫理と公正性に関してということを
謳っています。その他の四つの柱と共に原則となっています。クオリティ、ガバナンスス
トラクチャー、クオリティアシュアランス、そして、メソドロジー、プロセスインテグリ
ティといったものとともに原則をなしているということです。 
 
おわりに 

これは査読の研究における重要性を示す写真です。1.5 トンのコンクリートのモニュメ
ントです。2017 年にできており、この匿名の査読を検証するものであります。受理
（Accept）／拒絶（Reject）/大幅改訂（Major changes）／小幅改定（Minor changes）／
改定と再投稿（Revise & Resubmit）という結果を５つの面で示されています。査読者とい
うのは、テストドライバーでもあり、読者でもあり論文を出版する前に改善するための建
設的な批判をするという役割があります。Higher School of Economics （HSE）大学の
Igor Chirikov 教授によると、査読者の価値のあるサービスは充分に検証されていないとい
うことからこのモニュメントを作ったということです。査読者というのは、科学、また学
術研究においてヒーローであるヒロインであるが見えないということを申し上げたいと思
います。ご静聴ありがとうございました。 
  



2021 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書 
 

17 
 

 
2.2 

【Strategies and practices for improving peer review】 
 Dugald McGlashan 氏 

（INLEXIO 社） 
 

はじめに 
素晴らしいお話を聞きました。非常にたくさんのことを網羅していたかと思います。そし

て私は同じようなところをカバーしますが、またより実践的な考え方、ピアレビューをどう
改善できるか、とジャーナルで、実践的なお話をしたいと思います。で、私の方はピアレ
ビューのクオリティコントロールツールのお話をいたします。そしてまた、どうやってピア
レビューの著者への教育というものがプロセスを、そしてサイエンスとリサーチの結果を
さらに改善することになるかという話をしたいと思います。 

 
INLEXIO 社の概要 

では、先ずは皆様に INLEXIO（インレキシオ）はどういう会社かということを紹介から
させていただきます。これはオーストラリア・メルボルンにあります小さな会社です。組織
とか個人、それから出版サービスなどのお手伝いをしております。2015 年からジャーナル
を出しております。この二人、私自身と Dr. Caroline Hadley（キャロライン・ハドリー）と
代表（プリンシパル）が二人おりまして、それからサイエンスと編集とそれから出版をして
おりますので、その知識を本日は皆様にご紹介できたらと思っております。過去何年か、
INLEXIO を立ち上げてから、ジャーナルの発展や、その品質、それからジャーナル作り、
それから、その過程というのはどういうものかということを考えてきました。そして本日、
私は、この編集の分野とコンテンツのエリアのお話をしたいと思います。 
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図 6 ジャーナルの発展に必要な５つの要素 

 
お互いの分野が、それぞれ影響がありますけれども、ただ重要なのは、その文脈で、より

広い意味で考えるということが重要かと思います。ピアレビュー、査読の改善ということが、
どういうことか。共通の理解を得るために、つまり改善とはどういう意味か、Dr. Lane が
ですね、たくさんお話をしていただきましたけれども、もう一度いうことが重要かと思って
います。 

査読の改善になること、より早く、より効率良くすること、より透明性がある、より効果
的である査読、そして、より高品質の査読をして集める。それから偏見がない、より良い判
断になるというようなこと。こういったふうに改善をして行くと、エラーの少ない、より興
味深い、より洞察の多い、そして、その読者にとって関連性のある記事になる。なのでより
良い結果が著者にも出る。リサーチがより良いリサーチになる。それから、記事の読者と
ユーザーがよくわかりやすくなる、より良いジャーナルになる、そしてより良い学術的体制
ができる、という結果が生まれるということになります。では、本日お話したいことなんで
すが、主だった役割、ロール、利害関係者のお話をしていきたいと思います。そしてこの利
害関係者というのが、どうして査読を改善できるのかということ、まず主なのは編集者（エ
ディター）とそれから編集委員会です。これは、とても重要な私のお話の部分にもなります。
それから査読者、Dr. Lane もそうですけれども、非常に彼は、独立した査読者です。それか
ら著者、そして編集部という役割もあります。そして、新たな査読における展開ということ
もお話をしていきたいと思います。 
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まずは編集者と編集委員会なんですが、まず基本的なところをお話ししていきたいと思

います。まず編集委員会の構造ですね。私はジャーナルのコンサルティングをした何年もの
経験で、多くの委員会というのが左のような感じです。編集長（エディタインチーフ）があ
りまして、アソシエイトエディターが複数ありまして、編集者の委員会メンバーがいる。そ
して、このサブジェクトエリア、テーマの人たちがたくさんいるわけですけれども、ただそ
の経験値ですとか、国、そして性別に、やはり多様性がないことが多いです。私の経験では、
成功するジャーナルでは、委員会が右側のようなイメージが良いと思っています。つまり、
多様性のあるボードです。スキルとか経験、それから観点も多様性のあるもの、それから国
も、そして性別も多様性が重要ということです。こうしますと、潜在的な偏見がなくなりま
すし、それから、専門知識も増えますし、いろんな人々がもたらすスキルとか観点をいろん
な問題に対してもってくることができる。そこは特にいつも重要なので、ジャーナルでは、
いろんなスキルとか観点を取り込むことで、いろんな問題に対処できるということになる
んです。 

 
それからネットワークがよりジャーナルにとって広いネットワークになるということ、

それは投稿にも役に立ちますし、それから著者にも役立ちます。で、これは昨年 9 月の Peer 
Review Week で、この Identity in Peer Review という記事が出ております。こちらのほうも
ご参考頂ければと思います。それから編集委員会のガバナンスということなんですが、ガバ
ナンスはとても重要です。まず、いろんな役割や責任を、ジャーナルに対して、定義するこ
とが重要です。編集長、それから編集者、そしてその他の役割ですね。で、これをきちんと
正式な文章化をする事が重要です。そして、いろいろな条件があると思いますし、いろんな
観点があると思いますが、その中でも重要なのが、この条件です。どのぐらいこの委員会に
自分はいるんだということを、きちんと新しく来る方のためにも記述する。それから戦略、
それからどういった参加、どのくらいの時間参加することが、一年間を通して期待されるの
か、それから査読における役割もきちんと記述し、どういったコミュニケーションをとるべ
きなのか、それから、原稿の委託の部分に関与するべきなのかどうか、そして倫理の部分も
全部記述するということ。この著者に対しても、完全な最新のインストラクションを準備す
ることも重要ですね。それがいろいろな方の役に立ちます。それからビジネスや執行の役割
と編集に関する判断との間に壁を作るということが重要です。いろんな文脈で重要だと思
います。特に編集者たちがこの記事を受理するということの中では、こういった、利害の対
立というのがあるので、きちんと壁を作っておくということが重要だと思います。それから
編集委員会の編集進捗を作っていく、というのはとても重要です。ジャーナルには、いろい
ろなものがありますが、この観点で、私が見てきた一つのジャーナルでは非常に興味深い編
集進捗モデルを持っています。非常に熱心な、しっかりしたアクティブなレビューアがいま
して、それからこういった方々を編集委員に招いて、素晴らしい洞察、アドバイスを提供す
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る人は、シニア編集者であったり、共同編集者に任命するということで、ジャーナルで、そ
してまたその編集長の候補者にもなる。こういったアクティブなメンバーがいることが非
常に動的なジャーナル作りの経験につながります。 

 
また異なるメカニズムが必要になります。例えば、その年次もしくは、この半年に一回の

レポートを発行するとか、いずれにしてもしっかりと編集者を関与させる事で、編集委員会
もより良く機能すると思われます。そして、編集者に対して充分な情報を提供していくとい
うことが重要になってまいります。またジャーナルが、大きくなるにつれて、必要に応じて
構造を変えていく必要があります。この世界的にネットワーキングをしていくということ
も重要になってきます。また、ジャーナルとして優れたサービスを提供して行くことができ
ます。また編集モデル、そして指示というものが必要に応じて構造を変えていく必要が出て
いくかもしれません。ジャーナルが、大きくなると現在の編集者ではすべてハンドリングで
きないかもしれない、そういった時には構造を変えていくことが、求められるかもしれませ
ん。また、効果的な編集委員会のミーティングについて、効果的なしっかりと機能している
ミーティングを行うことによって、査読自体も向上し て行くと思います。いろんなことを
ジャーナルとして行うことができると思います。例えば、年次ミーティングを行うというこ
とで、その中でその一年間の統計などを共有したり、いろんな情報交換をして行くというこ
とです。そしてまた効果的なミーティングとしては、しっかりとその方針を明確に提示して
行くということ、また、ジャーナルの受理基準について明確に設定していくとか、また 5 年、
10 年にわたる研究分野、重要な研究分野なのかということを議論します。そしてまあどう
いったところに興味があるのかということなども議論することができると思います。それ
以外にもうまくいくミーティングとしては、この関連の課題などについて短い投票などを
行う、そのミーティングの前にメール経由でこれをやっていく。これについては、後ほど共
有して詳細を説明したいと思います。また参加者の数を絞っていくっていうのも非常に重
要であると思います。そうすることによってエンゲージメントを高め、より積極的な、そし
て活発な議論ができると考えられます。 

 
これまで背景について見てきました。編集委員会について、見てまいりましたけれども、

ここからより運用に関わるところについて見ていきたいと思います。ジャーナルの査読に
ついてです。ジャーナルにとって非常に重要なのは、特に成功しているジャーナルとして、
しっかりと明確な受理の基準を設定するということになります。なぜ受理の基準がそんな
に重要なのかということなんですけれども、私にとって様々なプレイヤーがジャーナルに
ついてしっかりと理解することができる。著者、査読者、編集者、読者全てです。この一貫
したジャーナルそして編集の意思決定について理解をすることができる。また、一貫した意
思決定のガイドラインを提供することができますし、また難しい意思決定や議論の結果に
ついての明確なロードマップを示し、また著者や読者に対して評判に関するシグナルを送
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ることができます。 
 
こちらのスライドでは、受理基準の要素について見ていきたいと思います。この過去に

亘って 7 つの要素を特定してきました。恐らくジャーナル自体によっては、もっと多くの
要素が含まれるかもしれません。少なくとも私にとっては非常に必要不可欠である成功す
るために重要なものと思われるものを挙げております。まずは主題となる分野です。これが
明確になっている必要があります。また、それ以外の 6 つの要素がありますけれども、これ
があることによって、しっかりと品質が高まると思います。つまり、技術的要素、例えば、
論文の長さ、また、この報告スタンダードを満たしているかどうか、などです。次に科学的
な厳密性、新規性、また重要性、また著作物の品質、また関心というところです。また、す
べての関与する人が最も高い倫理基準を持って対処するというところが、非常に重要なポ
イントになってきます。 

 
では、この受理基準の適用について見て行きたいと思います。ジャーナル間で適用の仕方

が異なったり、重みづけが異なってきます。そうすると差が生まれたり、ジャーナルエコシ
ステムが多様になっていきます。1 つのジャーナルの中では全論文に対して 7 つの要素を一 
貫した形で適用して行くことで著者も納得する、より良いジャーナルになっていくと思い
ます。査読自体が改善し、そして全体的な結果として非常に良い物になるということです。
また、ジャーナルとしては、著者、査読者、編集者、そしてそれ以外がしっかりと受理基準
を理解するということが非常に重要になります。またこのジャーナルにおける受理基準と
いうのは、その時間が経過するにつれて変更される可能性があるということも念頭に置い
ておかなければなりません。 

 
では、こちらでは査読の概要について見て行きたいと思います。Lane 教授の方から詳細

な説明がありましたので、私は簡単に説明します。まず、この査読の目的についてです。
ジャーナルという観点では、実際、受理基準に最もフィットした原稿を選ぶということであ
ります。また、適切で一貫した迅速な意思決定を行っていくということであります。また、
今回もずっと申し上げておりますけれども、すべての原稿に対して同じ基準を公平に平等
に適用するということが重要になります。言語にかかわらず、です。また、この全ての原稿
の査読についてはしっかりと記録するということ、また、二次出版などについてもこちらに
含まれます。これについては、のちのスライドで説明してまいります。また、編集長とまた
編集者間で頻繁に、そして自由な議論を行うということが非常に重要になります。また、こ
れはコンフィデンシャルな形で、もしくはそのコミュニティにオープンな形で行うという
ことも含まれます。また、徹底した、そしてプロとしての、そしてアプローチしやすいコミュ
ニケーションというものも著者、そして査読者にとって重要になります。そしてまた効率的
な効果的な編集部を立ち上げる、持つということも重要になってきます。 
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では、ここからほかの課題などについて触れていきたいと思います。ジャーナルの中で、

その二次出版という問題が挙がりました。この二次出版というのは、論文の再出版というこ
とで、以前出版されたものを再度するものです。これは、以前出版したものについて翻訳を
したり、いろいろ条件はありますが、利点というものもあります。つまり、その重要な情報
が、以前はアクセスできなかった、原文にアクセスできなかった人にも、その情報を提供す
ることができるということです。例えば、言語の障壁等です。またその中で重要なのは、
ジャーナルとしてしっかりと透明性を持って、この出版の方針を明確にして行くというこ
と、また、その ICJME（医学雑誌編集者国際委員会 (International Committee of Medical 
Journal Editors)）などについて詳細のガイドラインについて相談、助言を求めるということ
も重要になってきます。また、これまでやったジャーナルの中には、二カ国以上で複数の言
語で出版しているということ、投稿していることもあります。それについては、その著者と
して不利な状況にある人たちに価値あるサービスを提供できるということでいいわけです
けれども、やはりジャーナルとしては透明性のある、しっかりと明確に提示している方針を、
しっかりと打ち出していくことが重要になります。 

 
また、すべての論文については、初回の投稿したものは翻訳をして英語で査読を行う。そ

うすることで、より多くの同じ査読者によって、原稿の査読を行うことができます。またそ
れと同時に受理基準については平等に適用する必要があります。そして査読プロセスも同
様です。そして、理想的には翻訳サービスは、この査読のプロセスとは別にするということ、
というのは利害の相反がある可能性があるからです。例えば翻訳料がかかるというような
場合です。この査読のプロセスなんですけれども、Dr. Lane も全く同じような、プロセス
をカバーしていただきました。もう一度繰り返しますが、ステップを踏んだアプローチをす
るということ、それによりまして、効率が良くなる、それから効果的になる、そして、この
ターンアラウンドタイム（依頼してから回答が来るまでの時間）が減ります。回転率が速く
なるということですね。なので、この 3 つのメインのステップをジャーナルでも実装して
いただくことが重要かと思います。 

 
そしてとても重要なのは、明示的に考えることが重要だと思います。何がいい判断なのか

ということ、そうすることによって、この自主判断意思決定のプロセスが良くなりますし、
より一貫した判断ができるようになります。そうすると、それも査読のプロセスの役に立つ
ということです。じゃあ、何がいい判断なのか、一貫した、それから適切な受理基準の適用
ということです。それから、そのジャーナルの査読者のその観点を理解するということ、そ
れから査読者がよく原稿は受理できる、このジャーナルだから受理できるというような言
い方では、いい受理基準だと思いません。特に地域のジャーナルですと、その査読者がどう
いう観点を持っているのかということを理解することが重要です。それから、この査読の質
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をちゃんと判断するということで、それによって、もっと査読者が必要かどうかを判断する
ということ、それから、査読者の推薦に基づいて投票はしないということです。もっと
informed decision（説明を受けた上での決断）をするということ、原稿、それから査読につ
いて、著者の反応などに対してきちんと考慮できるような編集者によって判断をする事、そ
して色々な原稿が来るわけですから、研究分野にきちんと適切なのかということを理解し
なければいけませんし、ジャーナルの全体的なスコープ、それから発展段階も理解する必要
があります。 

 
査読者は、フィードバックですとか助言を、提供するということになります。そして、そ

うすることで、非常に建設的なフィードバックを著者に提供する、そうすることで、この
ジャーナルの成功にも役に立つということです。それから一貫した判断と言いましたが、こ
れはジャーナルにとって重要です。ここでちょっとご紹介したいんですが、この判断という
のはいろいろ変わります。人によって変わります。で、まずこれを見ていただきたいんです
が、このジャーナルなんですけれども、この調査を編集者にしたんです。14 人の共同編集
者に、この 3 つの記事の品質を評価してもらいました。「非常に低い」から「非常に高い」
まで、そして品質、それから興味、興味深いかどうかということ、きちんと理解している編
集者ですけれども、そして、このテーマのフィールドに関して、それもちゃんとわかってい
る人、それからジャーナルの意味が分かっている人たちです。そして、この各点が、評価を
表しています。大きな丸ですと複数の編集者がそれを選んだという意味になっています。編
集者のこの推奨事項というのは同じこの記事でもいろいろ変わります。同じ原稿を「非常に
低い」と評価したり、「高い」と評価したりするわけです。なので、ジャーナルとしてはこ
れをきちんと理解して、それに対しての実践事項、それから手続きを、手順をちゃんと実装
する必要があると思います。そして、いろいろな推奨する手法というのがあります。そうす
ることで一貫性と受理基準の適用を確実にするものです。 

 
この基準が一番左にしております 7 つの基準、例えば倫理ですとか、そして、「非常に良

い」、「良い－OK」、もしくは「劣っている」、というものがありますね。その特定の記事を
分類していくわけです。原稿をこの基準で分類していくわけです。で、例えば一つの論文は、
完全にジャーナルのスコープにもあっているし、倫理にもあっているし、技術要素もあって
いる、準拠している。ただ、科学的な厳密性が、中程度で、それから新規性ということはま
あよくて、そして、この興味関心分野というところも広範、そして、この重要性ということ
も、とても役に立つというような、こういった評価だったと。で、このようにプレゼンテー
ションの品質がいいので、結果としては、じゃあ、最終的な評価がこの真ん中であれば、じゃ
あ、これをどう改善していけるのか、ということを考えていかなければいけません。また別
の記事では準拠しているスコープ内、それから技術要素も準拠している、いろいろ、新規性
も高い。それから興味深い、というのも色々な判断があったとし、ただ科学的な厳密性が低
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いという場合には、こうするとやはり、受理拒否、不採用ということが適切かと思います。
なのでジャーナルの受理基準というのが、このような形で適用されていくという事例でし
た。 

 
そしてどんなジャーナルでも避けられないのが、このボーダーラインのジャーナルに対

してどういった推奨事項とするかということが難しいんです。編集者、それから共同編集者、
それから編集長として、考えて、どういったところを改訂したらいいのか、そういう明確な
ビジョンを提供してあげることが重要です。で、リコメンデーションが難しい時、それから
著者の期待も妥当なものはきちんと考慮すべきだと思います。それからまた受理基準の厳
密さというのを、もちろん変えていくということも、時間経過と共にあるかもしれません。
そうすることで受け入れるジャーナルの数も変わってきますけれども、ただ、それもきちん
と管理したやり方で、あまりに速く厳密性を変えてしまうということは、しないことが重要
です。 

 
それから、やはり劣った記事は、1 つ出版してしまいますと本当に名声上の評価というも

のが非常に下がってしまいますので、そこもよく考慮してください。それから査読というこ
とでは、その査読のプロセスをまず迅速化することが必要ですし、それから優先順位をつけ
る、そして、この投稿から最初の版が出るまで 30 日以内にするということが重要だと思い
ます。それからキチンとした目標をセットすることが重要だと思います。そして明確に優れ
ている原稿については迅速化してやるということ。まあ素晴らしい原稿だと思ったら、例え
ばこのプロセスの中で、アクションを、優先順位をつけてやっていくということが重要だと
思います。そして、素晴らしいベストのレビューは査読者の知識をきちんと編集者は使って
いくと。そして、またいい記事というのはですね私の経験から基づいて、査読時間が短いで
す。1 つの、あるジャーナル編集者というのはジャーナル編集者が良いものにきちんと時間
をかける方が劣ったものにかけるよりはいいと思います。そして必ずしも早い判断が良い
判断とは限りません。そして、次、コミュニケーション、編集者間のコミュニケーションと
いうのは、行う時は倫理ガイドラインの範囲で行うべきです。 

 
特に、10 年の経験がある編集者であればより良い決断をするということもできるでしょ

う。しかし、また、このコミュニケーションを通じて、共通の受理基準を適用することに繋
がっていきます。コミュニケーションというのも時間かかりますけれども、それによって最
終的には効率性増加につながります。また、このトラッキングシステム（投稿審査システム）
どれを使っているかにしてありますけれども、ScholarOne（Manuscripts）のような機能を
使うということも推奨されています。また、これによって、どういったアクションを取った
か、ということを記録することにもつながります。 
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以上、編集者、編集委員会について説明をしてまいりました。次に査読者について見てい
きたいと思います。では、どういう形で査読者を見つけているのか、について見ていきたい
と思います。Lane 教授の話の中で、これについてはすでに詳細の説明がありました。私の
方から申し上げたいのは、この国際的なグローバルな査読者を使うことにより観点が広が
るということです。残りのところについては Lane 教授の方で既にカバーしていただいてお
ります。それに加えて、査読者のサポートをしていくことも重要になります。これについて
は、査読ガイドを発行するということでサポートになります。こういったガイドがあれば、
しっかりとジャーナルの目指すところについて、査読者にしっかり理解してもらうことが
できます。また、望むような査読をしてもらえます。ジャーナルの受理基準についても説明
をすることができます。偏りのない倫理的で妥当な、かつ建設的なコメントの必要性につい
て細かく説明して行きます。またジャーナル側の期待するところを明確に示し、査読プロセ
スで信頼を築いていきます。こういったガイドがあれば、しっかりと編集委員会の中で明確
な方針を設定していく必要ができます。この効率的な編集委員会を立ち上げるということ
が査読自体の質を上げていくことに、大きくつながると考えていいでしょう。 

 
では、良い査読とは、ということについて見て行きたいと思います。この JAMA の中に

これについての素晴らしい優れた記事があります。さまざまな特徴について、この記事の中
でカバーされております。ですから、私の方ではここを飛ばして行きたいと思います。 

 
次に悪い査読について見て行きたいと思います。良い査読について先ほど言いましたけ

れども、まず悪い査読としては適切な批判の裏付けを提供していないもの、そして受理もし
くは拒否についての一文での声明を出すだけで、しっかりと詳細情報を提供しない、という
ことがあります。そういった査読は良い査読とは言えません。また、査読者によっては、非
常に攻撃的で侮辱するような、そして個人攻撃のような査読をする人もいます。ですから、
査読を改善して向上させていくためには、そういった、厳密性ですとか質を欠いた査読につ
いてはしっかりと編集者側でアクションをとって、また別の査読者に依頼するなどの適宜
措置をとっていく必要があります。また、査読者のコメントが、著者を侮辱しているとか、
不適切である場合は、そのコメントを編集しても良い、となっております。これについては、
ジャーナルのドキュメンテーションの中で明確に示していく必要があります。 

 
次に著者について見ていきたいと思います。まず著者が何を望んでいるかを理解する必

要があります。これは査読プロセスに望む事です。まず査読プロセスは公正で迅速で厳密性
があって妥当で、また透明性が高く、少なくともプロセスは透明であるということ、また一
貫性があり、建設的で有益であるものです。そういった条件が揃っていれば、拒否されたと
しても、著者としては優れた査読を得ることができたということで、受け入れてくれると思
います。また、しっかりと著者とコミュニケーションを取っていくことも重要になります。
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まず、明確で具体的で、そして丁寧に、またできるだけ完全なコミュニケーションをすると
いうこと、また、著者の期待をしっかりとマネージして行くということ、また修正という判
断になった場合は、何を修正すべきなのか、ということをしっかりと重要なポイントとして
特定して行くということ、また拒否という判断をした場合は、しっかりと理由も提供する、
それに対する裏付けの情報、理由も提供して行く必要があります。 

 

 

図 7 著者が査読プロセスに求めるもの 
 

また、ジャーナル側の基準が変更になった場合については、しっかりとそれについて、周
知して行く必要があります。また、そういった条件が非常に重要になってきます。次に編集
部について見ていきたいと思います。いろんなポイントがあります。編集部というのは、査
読オペレーションを成功させるために重要な役割を担っています。先ほど見てきましたけ
れども、いろんな役割を担っています。まずは関連の基準に対して、最初の投稿されたもの
を確認するということ。また、原稿のトラッキングシステムを管理するということ、また、
この著者から関連のフォームを収集するということ、また、それに物流にかかる所を管理す
る。また統計ですとか、報告書などについても準備するということ、また、もう一つ重要な
役割としては、すべてシステムで関わるプレイヤー間でのコミュニケーションを調整し、向
上させていくということになります。また、著者とか査読者というのは必要に応じて、編集
委員会もしくは編集部に連絡することができるようになっておりまして、通常は、ジャーナ
ルですとか、ウェブサイトの中で詳細情報が掲載されています。 
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次に査読に係る発展、展開について見ていきたいと思います。すでに触れているものもあ

りますけれども、まず顕著なものとしては、成文化、標準化、またベンチマーキングです。
また、この規約のデータベースとして TRANSPOSE（トランスポーズ：https://transpose-
publishing.github.io/#/）というものも、現在作成されております。また、査読の新しいモ
デルも出てきています。新しいものもあります。例えば、パラレル査読というのもあります。
また、ポーダブル査読、こういったものが非常に新しいモデルとして出てきております。 

 
また、プレプリントですけれども、これは、どのように、また、どこで、そしてなぜ査読

が行われるか、そういったところに、大きな変化が現われていると思います。例えば、eLife
でも後ほどこの話があると思います。また、最後に、技術、テクノロジーのところ、これに
よって我々の作業がやりやすくなってきております。自動ツールとか人工知能なども査読
に活用されています。 

 
おわりに 

結論です。査読を向上させるためには、まずジャーナルの目的と目指すところを明確にす
るということ、ですから、学会としてもジャーナルが何をもたらしているのか、を明確にす
る必要がありますけれども、ジャーナルも実際にその自身の目的と目指すものを明確に示
す必要があります。また、ジャーナルの方針と手順を、透明性を以て示して行くということ、
透明性を高めることによって、より良い結果を得る事が出来ます。また、明確な受理基準を
設定して実行していく。これについては、編集委員会のメンバーの中でもしっかりと議論を
するということ。また、その適用についてはしっかりと継続的に議論すること、また全ての
関わる関係者のコミュニケーションを向上させていくということ、また、査読のさまざまな
発展を注視していくということであります。私からは以上です。ご清聴いただきまして、あ
りがとうございます。 
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2.3 

【論文査読の問題点と eLife などによる新しい試み】 
 水島 昇氏 

（東京大学） 
 
はじめに 

私は現在 eLife のハンドリングエディターを務めており、過去 10 年間、毎年 100～130
件程度の査読を依頼されています。うち実際に査読を引き受けているのは 40～50 件程度
です。つまり、週に 2、3 回依頼があり、うち 1 件について査読を引き受けていることに
なります。私は eLife、Autophagy、Genes Cells など、過去には J Biochem、FEBS Lett の
ハンドリングエディターを務めておりました。私は細胞生物学、生化学、分子生物学を専
門分野としているため、この分野に偏った内容になるかと思いますが、査読の現状につい
て、エディター、査読者、著者としての考察を述べたいと思います。 
 

 
図 8 水島氏の査読実績 
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現在の査読システムが抱える問題点 

現在の査読システムにおける著者にとっての問題点とは、論文の投稿から出版までの期
間が長い、査読者のコメントが不適切、査読者の間で意見が割れている、透明性に欠け
る、ということが挙げられます。査読者にとっては、負担が大きい、インセンティブが無
い、コメントしても著者に無視される、等の問題があります。エディターにとっても、査
読者の枯渇の問題があり、読者やコミュニティにとっては、査読者のコメントが直接見ら
れない、研究成果がなかなか公開されない、ジャーナル名による論文のランク付け等の問
題があります。 
 
査読者の負担について 

査読の実態について『実験医学』という雑誌の誌上でアンケートを行い、47 名の査読経
験者の研究室主宰者から回答を得ております。1 年間にどのくらいの論文を査読している
か、という質問に対しては、0～4 件が 3 割、5～9 件が３割、10～29 件が約 3 割であり、
10～20 件というケースが多かったと思います。同じ方に対し、１年間にどのくらい査読の
依頼を受けているか、という質問に対しては、10～29 件が 3 割、30～50 件が 3 割、50 件
～100 件が 3 割でした。平均すると、2 件に 1 編の査読依頼を引き受けていることになり
ます。 

次に、１件の査読にかける平均時間ですけども、これはだいたい、２～4 時間か、ある
いは 4～6 時間のいずれか、という場合がほとんどです。いずれにせよ、1 件あたり 5 時
間、あるいはそれ以上かけているということですので、相当な負担はあるということにな
るかと思います。 

 
どのくらい査読をするべきかということで、目安はなかなか難しいんですが、これは試

算をしたものです。ある方が、査読誌に自分が責任著者として、1 年間に発表する論文の
数を A 本として、その論文が最終的な雑誌に掲載されるまでに査読された雑誌の平均数を
B とします。1 つの雑誌当たり平均査読者数を C といたしますと、その責任著者が一年間
に消費している査読者の数というのは、A×B×C となります。もし、1 年間で 3 本の論文
を発表していて、1 つの論文が 2 つ目のジャーナルでアクセプトされて、1 つのジャーナ
ルあたりに３人の査読者がいると、その方は 1 年間に 18 人の査読者を使っていることに
なりますので、これがその方が 1 年間に査読するべき数となると思います。実際はこれよ
りももっと多い方もいるかと思いますけれども、やっぱり 20～50 ぐらいは査読するとい
うのは、そんなに場違いな数ではないかと思います。実は私この B の値は、まあ少し前の
値ですけども、1.6 ですので、比較的現実的なところに私は投稿しているのかもしれませ
ん。 
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査読の透明性 

次に、筆者にとって透明性に欠けているということについてですけれども、これはすで
に議論ありましたけれども、多くのジャーナルでは査読者のコメントが公開されるように
なってきています。基本的にはそれらはアクセプトされたジャーナルについてコメントが
公開されていますので、いいコメントが多いことになるかと思います。ただ、ジャーナル
にアクセスされる前でもプレプリントに対してもコメントできるという機能が今はありま
して、いくつかのジャーナルがすでにタイアップされております。後でまたご説明したい
と思います。 

 
次に、誰が査読しているかということに関しても、査読者の希望があれば掲載している

ジャーナルがあります。Nature ですとか、eLife などがそうですが、基本的にはアクセプ
トされたジャーナルについて、出てくることになります。この査読者のコメントに関して
も、いろいろ懸念はあるようで、「私はこのアクセプトに貢献したわけだから、あなたに
貸しを作ってるのだ」、など、そういうプレッシャーにならないかどうかと、そういう意
見もあるかと思います。一方ですね、これを完全に公開するというものもあり、これまで
も出ておりましたが、F1000 などはそのようなタイプのジャーナルだと思います。今日、
この後に筑波大学ゲートウェイの森本先生からもお話があるかと思います。最初から全て
完全公開という、非常にユニークな試みかと思います。この場合、ネガティブなコメント
を実名で書き込むということについて、書き込む方はどう思われるかなとか、私自身は少
し興味を持っております。これらは基本的に single blind で、最近は double blind の仕組
みを持っているジャーナルもありますけれども、エディターに聞くところ、double blind
を選択する方は非常に少ないと聞いてますので、思ったよりかメリットがないのかもしれ
ません。 
 
eLife の創刊 

次にここからは、少し具体的な解決が図られつつある項目についてご説明をしていきた
いと思っております。今、非常に深刻な問題のひとつとして、特に著者にとってですけれ
ども、投稿してから出版までの時間が非常に長いということがあります。リバイスが何回
もあるとかで、結果的に非常に長くその論文の改訂に時間をかけてしまう、というような
ことが理由かと思います。査読者のコメントが不適切であるとか、コメントが多すぎて何
10 ページもコメントが来るとか、できないことを要求されるとか、エディターはもう少し
その内容をコントロールして欲しいとか、そのような不満があるかと思います。また複数
の査読者のレポートが返ってくると、そもそもそこの中で意見が分かれていて、いったい
どれに答えればいいのか、というようなことがあります。 
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これらに対して 2012 年に eLife というジャーナルが刊行されました。これは私たちとお
なじの細胞生物学の分野のランディ・シェックマンという方が中心になって立ち上げた雑
誌ですけれども、Howard Hughes Medical Institute とか、Max-Planck、WellcomeTrust と
いう、研究費の助成機関と研究者がタイアップして作ってるジャーナルで、アクティブな
研究者によって、ハンドリングをされるというタイプのジャーナルです。それによって、
改訂（リビジョン）のサイクルを減らして研究者の負担を、著者の負担を減らすと、そう
いうところを狙ったジャーナルです。私もこのジャーナルのレビューイングエディターを
創刊時からさせて頂いております。 
 
eLife の査読プロセス 

その仕組みを簡単にご説明したいと思いますけれども、まず著者が予備的に eLife に投
稿します。これはどんなフォーマットでも構いません。投稿されてきた後にシニアエディ
ター１名と私のようなレビューイングエディター１、２名が、オンラインでコンサルテー
ションをいたしまして、そこでこの論文を査読するかどうかを判断します。通常 2、3 日
でやりますので、ちょっと大変です。そして、リジェクトするか査読に回すか、著者に連
絡をします。査読に回すとなった時には、著者は本投稿をいたします。投稿された論文は
査読者に回っていって、通常通り、査読が行われます。eLife の場合は、レビューイングエ
ディター、私のような者もだいたいこの査読に関わることが多いです。私、自分自身以外
に 2 人ぐらい誘います。で、そのコメントが戻ってくると、3 人分のコメントが集まるわ
けですが、ポイントはここです。この 3 つのコメントを著者にそのまま返すのではなく
て、この 3 人の査読者の間で、もう一回合議をして 1 つのコメントに作文し直します。そ
の 1 つにまとまった統合コメントを著者に返します。ただ、この時大事なことは、もし実
験をさらに要求する場合は、本当に真に必要な実験だけしか依頼してはいけない、という
決まりがあり、それも普通は 2 ヶ月ぐらいにできるものだけを返します。コメントも 500
から 1000 語以内となってますので、何 10 ページもあるような長いコメントは行きませ
ん。著者はこれに対して適切な実験をして、また論文を投稿しますが、戻ってきた論文
は、もうエディターは査読者に返さずにエディター自身が基本的には自分で判断をすると
いうことになっています。要するに一回のラウンドで済みますので、時間は非常に短くな
ります。このようなことによって、アクティブなエディターが判断をして、しかも非常に
短く論文を発表する、こういうのが基本の仕組みでありました。 
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図 9 eLife の基本的な査読プロセス1 

 
その 1 例をご紹介いたしますと、全部すべてウェブで公開されているものですけども、

私がハンドリングした論文の 1 つです。そこを見ますと、Decision letter も公開されてい
て、私がエディターになっていて、査読者の名前もあります。私も査読をしていて、実は
これ、もう一方、名前を公開していない査読者がいます。著者に返すレターですけども、
ここが改訂する内容です。リビジョンコメントですけども、これは 3 人の査読者のコメン
トを私が作文し直してまとめ上げているものですけども、これだけを返します。要するに
どうしても必要な改訂だけを、500 から 1000 語に厳選して返します。著者はこれだけを
やればいいという事になります。もちろん将来的にこんなこともやったほうがいいとい
う、余計なおせっかい的なコメントもあるんですけども、それはですね、将来やればいい
という別の項目がありまして、そこに記入いたします。なので、著者にとっては有用なこ
とかもしれませんが、この論文に含める必要はないというのは、別に明記します。マイ
ナーコメントもたくさんありますけども、それは公開されてはいません。最後は著者から
改訂版が戻ってきたら、査読者に回さずに、私のようなエディターがその場で判断をいた
します。 
 
プレプリントサーバの利用 

これが今までの方式ですけれども、実は eLife は、この 7 月から方法を変えておりまし
て、既にお話ありましたけれども、投稿する時には必ずプレプリントをプリントサーバー

 
1 水島 昇『科学を育む 査読の技法』羊土社、2021 年、47 頁より引用 
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ですね、bioRxiv（バイオアーカイブ）などに公開することが必須となっています。公開し
てないものは eLife では受け付けないことになりました。先にここで公開をして、通常通
り査読を行ないます。もう 1 つのポイントは、この査読コメントはすでに論文が公開され
てますので、著者宛てだけではなくて、パブリック向けにも査読コメントを公開すること
になっています。つまり、eLife の仕事は、すでに公開されている論文について、それの評
価を加えると、そういうようなビジネススタイルに徐々に変わっているという事になりま
す。 

 
このところはもう一度整理いたしますと、これまでの方法というのは、まず論文を投稿

して査読者による評価を受けてから公開するという、評価を受けた論文が公開されるとい
う順番になっていましたけれども、これからの方法は、まず公開をする。プレプリント
サーバなどでみんなが見えるようにして、それと並行して、査読者による評価も加えてい
く。良ければジャーナルにも出版されまして、一方でずっと公開が続く。つまり今までは
評価してから公開だったのが、これからは公開してから評価付けを行うと、このような仕
組みに変えていこうというのが、eLife の方針となっております。本来ですね、研究成果で
すので、公開はなるべく早いほうが良いかと思いますし、一方で評価というのはですね、
やはりじっくりと多くの人に時間をかけてなされるべきだという考えがありますので、先
に公開してから後から評価というのは、非常に理にかなっているんではないかと思いま
す。 

 
これは eLife ではありませんが、先に公開ということで、うまくいった例を 1 つご紹介

したいと思います。これは原核生物と真核生物の中間に位置するアーキア、古細菌を、初
めて培養に成功したという井町先生、延先生方の論文ですけども、これは 2019 年の 8 月
にバイオアーカイブで公開されました。これはですね、公開されるやいなや、分野ではも
のすごく評判になって、高い評価を得ました。その後ですね、同じ年のサイエンスのブレ
イクスルーオブザイヤー論文 9 編のうちの 1 報として選ばれてます。その時点ではまだど
の雑誌にも載っていないわけですけども、bioRxiv の論文がこのブレイクスルーとして選
ばれています。その後、この論文は年が明けて、正式に Nature に出版されています。つ
まり公開をして充分な評価を得たものが後から出版されたと。このような順番になります
ので、これはある意味新しい、理想的な形だと思います。ただ、この論文は非常にスー
パーな論文ですので、すべての論文で、こううまくいくかどうかっていうのは、難しいと
ころがあるかもしれません。 
 
新しい査読の試み① 

もう一編ご紹介したいのは eLife が、2018 年に 300 編の論文に対して試みた、やや過激
とも言えるトライアルです。これを紹介したいんですけども、これはですね、著者が同じ
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ように予備投稿をいたしますと、ここで受け取ったエディターは相談をして査読に回すか
どうかを決めるんですけれども、査読に回すということを決めた時点で、それは原則とし
てアクセプトするという方向づけになります。つまり、まだ査読を受ける前から、その論
文をアクセプトするかどうかを原則決めてしまうという方法です。査読に回すということ
を著者に連絡すると著者は論文を投稿してきて査読を受けて、また査読のコメントはみん
なで相談をして、1 つのコメントにします。それが著者に送られて、そのコメントに応え
るわけですけども、もうここでですね、著者としては既に論文はアクセプトされることが
まず決まってますので、どこを直すか直さないかということはあまり重要ではないという
か、著者が自分で決めることができます。もちろん全部にちゃんと答えてもいいですし、
極端な場合はもう一切答えずにそのまま最終版を返してもいいことになります。つまり、
判断を著者に委ねると。戻ってきた論文はエディターが見て、原則としてアクセプトしま
す。ただ、そのときに査読のコメントとともに最終評価ですね、適切に改訂されたか、マ
イナーな問題がまだ残っているか、メジャーな問題がまだ残っているか、という最終評価
とともに出版いたします。 

 
これが意味するところはですね、それは最後、読者がそのコメントを見て、この論文が

どのくらいちゃんと改訂されたかどうかをちゃんと判断してくださいと、まあ、そういう
ことになります。これはですね、これまで、論文の質の評価ということにおいて査読者が
あまりに負担を強いられていて、すべて査読者の判断によるところだったわけですけど
も、この仕組みによれば、やっぱり著者であるとか、読者がある程度その責任を一部負担
をすると。このような、新しいモデルであります。結局この方法は採用されませんでし
た。理由はですね、最初のこの段階でアクセプトするかどうかを決めますので、このエ
ディターが非常に慎重になってしまって、最初のスクリーニングがかえって厳しくなって
しまった、というようなところが主なものだったようですけれども、この方法というの
は、今後の査読のあり方に一石を投じたものであろうと、いうふうに思っております。 
 
新しい査読の試み② 

あと、もう 1 つご紹介したいのは主にコミュニティ、エディターあるいは著者にとって
ですが、やっぱり査読者がなかなか見つからないであるとか、査読者のコメントが活かさ
れてないというようなことに対する対応であります。これは、私たちの分野ですけども、
レビューコモンズというもので、一昨年 19 年の 12 月に立ち上げられました。6 出版社の
17 個の雑誌が連携しているものです。査読誌のコメントをこのジャーナル間で共有して査
読の負担を減らそうというものであります。具体的には、まず著者がこのレビューコモン
ズに投稿します。いきなりジャーナルに投稿するのではなくて、まずレビューコモンズと
いうところに投稿をして、そこでリジェクトか査読に回すかどうかが判断され、査読に回
されると、数名の査読者がその査読をしてコメントを返してきます。ここの時点ではまだ



2021 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書 
 

35 
 

雑誌が決まってないんですけども、著者はその査読コメントに適切に対応して、そこから
さっきの 17 個のジャーナルから好きな論文にまず投稿することができます。アクセプト
されればいいですし、もしそこでリジェクトされた場合は、そのままのコメントを使って
次のジャーナルに投稿することができ、これを最大 4 つのジャーナルまで同じコメントを
使い回すことができるというものです。そうしますと査読コメントを再利用できますの
で、査読者の枯渇を防げるとというものです。 

 
今、これはですね、ちょうど来月 2021 年 8 月から方法が新しくなりまして、ジャーナ

ルに投稿する時には、bioRxiv に投稿することが必須となります。いいことはですね、そ
の時点からスクーププロテクションの対象となります。つまり、その時点で新規性があれ
ば、それ以降にこういろいろやってる間に同じような論文がほかのところから出ても、も
う新規性は失われないということになります。それはですね、bioRxiv やプレプリント
サーバに投稿するということの非常に大きな意義づけや動機付けになるかと思います。こ
れはホームページにもその査読者のコメントなども含めて掲載されておりますし、同じ論
文はプリントサーバーにも公開されていて、そちらに行くと、これは最終的に EMBO 
Journal に発表されましたとこのようなことも掲載されています。 
 
研究者の実績としての査読 

もう時間ですね。インセンティブに関しても、先ほどもまた議論がありましたけども、
査読者が無料でボランティアでやるにはちょっと厳しいのではないかという意見もいろい
ろ多いかと思います。金銭で解決するということは今ほとんどないかと思います。著者名
が公開される場合もありますし、それは論文毎の場合もありますし、まとめて公開される
こともありますので、このように感謝の意を伝えるということであります。優れた査読者
を表彰するジャーナルなどもあります。査読をするとですね、ジャーナルやデータベース
の無料購読サービスが付いてくる場合でありますとか、あとは系列のオープンアクセス誌
への掲載料が無料になるというサービスがあったりします。私も実はクーポンを使って 1
つ、オープンアクセス誌へ実際に論文を発表したのもあります。最後はですね、特に若い
研究者は、自分がどのくらい査読をしているかという分野への貢献を履歴書などで示すと
いうことも大事かと思いますので、そのような公的データベースでありますとか、また
ジャーナル毎がそういうのを出版してるものもあります。例えば Nature なども自分が査
読したときに自分のホームページに行くと、何件査読しましたというレポートをいつでも
ダウンロードすることができます。 
 
おわりに 

今日、非常に駆け足になりましたけれども、現在査読の仕組みが抱えているであろうと
いう問題と、eLife その他がそれをどのように改善して対応しているかというようなことを



2021 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書 
 

36 
 

ご説明させていただきました。今日は駆け足ですけれども、より詳しくは最近私が出版い
たしました、私、決して専門家でなくて、本当に恐縮でありますけれども、こちらの本も
もしご興味がありましたらご参照いただければと思います。ご清聴どうもありがとうござ
いました。 
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2.4 
【世界で初めて日本語によるオープンリサーチ出版を可能にした筑波大学ゲートウェイ】 

 森本 行人氏 
（筑波大学） 

 
はじめに 

筑波大学 URA 研究戦略推進室チーフ URA の森本です。本日はこのような機会を与えて
いただいて、誠にありがとうございます。今日は世界で初めて日本語によるオープンリ
サーチ出版を可能にした筑波大学ゲートウェイをお話しさせていただきたいと思います。 
本日の流れですけれども、最初にオープンリサーチ出版ゲートウェイとはどういうものか
を、続いて F1000Research と連携し筑波大学ゲートウェイ設立に至った経緯、そして公開
査読の仕組み、最後に困難だった点や研究者の環境をお話しさせていただきたいと思いま
す。 
 
オープンリサーチ出版ゲートウェイの概要 

1 つ目は F1000Research の説明です。まず従来のジャーナルだと、投稿すると非公開査
読が行われ、査読を通れば出版となり、著作権は出版社側にあって引用は可能となりま
す。閲覧については有料のもの、エンバーゴが付いているものが多くあります。それに対
し、F1000Research モデルは、投稿しますと、先ほど Lane 先生からもご紹介していただ
きましたが、剽窃がないかとか、所属している大学にいるか、オープンデータがきちんと
示されているかなどといった基本的なチェックを受け、まず出版されます。著作権は著者
が持っています。出版された時点で引用は可能となります。基本的に無料で閲覧できまし
て、そこから公開査読が始まります。ほかのモデルとしましては、オープンアクセス
ジャーナルモデル、これは伝統モデル＋無料閲覧ができるものとか、ハイブリッドモデル
であるとか、プレプリントモデルであるとか、リポジトリモデルであるとか。さまざまな
モデルがございます。 
 

筑波大学ゲートウェイへの投稿の流れです。（投稿者は）現在は筑波大学所属の教員、
研究員、大学院生となっています。私たちとしては、ゆくゆくは誰でも投稿できるように
したいと思っております。まず著者は筑波大学ゲートウェイに投稿します。最初は、公開
前のトリアージとして、著者要件の確認などが F1000Research の方でなされます。足りな
い情報がありますと編集者から著者へリクエストがかかります。オレンジラインが、出版
にストレートに行く流れを示しているもので、3 番目には公開チェックがあります。ここ
で iThenticate などにかけられて剽窃がないかチェックされまして、読みやすさ、データ
の可用性、レビューアの推奨事項等をクリアしますと公開となります。出版されますと、
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この時点で DOI が付きます。著者にはここで支払いが発生しまして、公開査読が始まり
ます。2 人以上の査読者から approved（承認）をいただきますと、Scopus や PubMed、
Google Scholar 等へ収録されます(図 10 参照)。 
 

 
図 10 投稿の流れ 

 
料金はカテゴリーA、B、C の 3 種類となってます。多くの論文は Research Articles に

なると思いますけれども、他には Data Notes であるとか、Case Studies、カテゴリーB で
すと、Study Protocols であるとか様々な種類があり、料金は、800 ドルから 1,350 ドルと
なっています。 
 
F1000Research と連携し設立に至った経緯 

続きまして、F1000 Research 社と連携し、設立に至った経緯です。現在用いられている
評価指標としては、1 論文あたりの平均被引用数に相当するインパクトファクター、学術
誌の評価です。また、SJR とよばれる Scimago Journal & Country Rank とか、Eigenfactor
という評価指標がございます。これらは引用という側面から出発した指標でありまして、
ポジティブな評価を認めるという前提については分野によって温度差があるということが
言えると思います。 
 

次に人文社会分野の学術誌には、日本語で書かれている論文が多く、Web of Science、
Scopus など商用論文引用データベースに収録されにくいという特徴がございます。中には
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人社系の論文でリファレンスをつけてない論文もあったり、引用数の集計がやり辛いな
ど、そういった特徴もございます。 

従来の評価指標では見えにくい、あるいは、残念ながらそもそもこのようなデータベー
スに入っていないために評価の対象となっていない、という場合がございます。 
 

そこで筑波大学の取り組みといたしましては、人社系分野の研究を世に広めるにはどう
したらいいのか、ということについて、本学の池田教授と私が中心となり、他に本学人社
系の先生、京大阪大の URA の人に入っていただいて議論を始めました。2013 年ごろの話
です。筑波大学は 2 本柱で取り組んでいます。1 つ目は、iMD; index for Measuring 
Diversity です。これは読んで字の如くなんですけども、多様性を測る指標です。iMD に
ついては、今日は時間の都合で、割愛させていただきます。なお、現在こちらは特許出願
中でございます（のちに特許取得）。2 つ目がこの筑波大学ゲートウェイであります。 
 

導入の経緯ですけれども、2019 年 2 月に国内外の人をお招きしまして、人文社会系分野
の研究評価シンポジウムを虎ノ門ヒルズフォーラムで行いました。その時に話していただ
いたのが、F1000 Research グループのマネージングダイレクターのレベッカ・ローレンス
さんでした。彼女は、発表の中で、皆さんジャーナルのない世界をつくりましょう、とい
うようなことを言ってまして、それが非常に印象に残っていました。そのシンポジウムの
後に、レベッカさんから連絡をいただきまして F1000Research にゲートウェイを作りませ
んか、という提案をいただきました。研究と学問、そして言語に壁があってはならないと
いう理念を共有できたこともありますし、同じ考え方で進めている iMD も、Leave No 
One Behind、誰一人取り残さない、という言葉がありますけれども、私たちは 1 冊も取り
こぼさない、というような気持ちでやっています。しかし、最初の時点で F1000 Research
の方からの提案に日本語による出版が必要であるという認識は、彼らの中にはありません
でした。たとえ Scopus へ論文がインデックスされたとしても、その自然科学と人文社会
学系の論文では、現在格差があるわけなんですけども、その問題は解決には至らないと
思っていました。私たちとしてはあくまで日本語での出版にこだわりまして、
F1000Research を筑波大学が導入するのであれば、日本語で投稿できる機能を開発してほ
しいと強くお願いしました。レベッカさんは、やってみましょうと言ってくれましたの
で、場が整いまして、日本と世界の学術コミュニケーションに一石を投じたいという想い
が強くなってまいりました。 
 

ローレンスさんは 2 度ほど日本に来ていただきまして、本学の研究担当副学長、人文社
会系長、学長補佐室長と直接説明を受けました。同時に学内のニーズを調べました。それ
は、もしこの F1000Research を筑波大学が導入したら投稿しますか？という希望調査で
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す。その結果、一定のニーズがあることがわかりました。最終的には学長が決断し、導入
することになりました。 
 
公開査読の仕組み 

公開査読の仕組みは、まず著者が 5 名まで査読してほしい人を推薦します。査読の依頼
は F1000 Research チームが行いますので、著者が査読希望者に連絡を取る必要はありま
せん。査読者の名前と所属は公開され、査読内容も公開されます。例えば ORCID を使え
ば F1000 Research の論文を査読しました、ということを業績として載せることもできま
す。 
 

これは実際の画面です。日本語で出版された論文というのは、日本語が先に表示されま
して、その後に英語が表示されます。査読が完了すると PubMed あるいは Scopus 等にイ
ンデックスされます。こちらには METRICS があり、筑波大学ゲートウェイ上のビュー数
とダウンロード数、引用数も示されるようになっています。筑波大学ゲートウェイでは査
読者としての仕事が認知されますし、査読コメントも引用可能となります。大変透明性の
高い査読であるといえます。もうひとつの特徴としては論文が既に出版されているので、
査読者が論文の採択不採択を決める必要はありません。単純に論文のクオリティを高める
ための手助けをするという、その一点に尽きると思います。したがって、査読コメントは
非常に建設的なものが多い傾向にあります。 
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図 11 F1000Research の画面 

 
査読中に、こういったクエスチョンマークが付く場合があります。これは approved 

with reservation です。査読者からの指摘を受けてリバイスしますと、論文の左上に
revised という表記がなされます。この矢印、2 番目の所ですね、矢印の上にチェックが
入ってると思うんですけども、査読リバイスしたものについて査読者もう一度査読するん
ですけれども、こういった淡白なコメント（”I have no additional comments.”）もありま
す。 
 
困難だった点や研究者の反響 

最後に困難だった点をご紹介して私の話を終わりたいと思います。1,350 ドルっていう
のは文系にとっては APC としては高額であるといえます。人社系が独自の投稿料支援プ
ログラムを用意したところで、全学的な学内での支援を引き続き検討しています。あと
は、国内に代理店がなかったので、契約手続きに手間と時間が結構かかりました。また契
約に関する認識が国によって異なったため、およそ 1 年かかりました。 
 

研究者の反応なんですけれど、例えば医学医療系の先生は、「この論文をぜひ読んで頂
きたい」という方々をレビューア候補として編集部に推挙させて頂き、結果的にそういう
方々に実名でレビューしていただけたのも大変幸せな経験だったと、あるいは、下の人文
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社会系の先生は、投稿者による査読者の推薦も、上記のような点を考える際に、世界中の
研究者に投稿者が主導して意見を求めることができるという点で、これまでの受け身な査
読体制とは異なる、大きなメリットだと感じています（とコメントされています）。 
 

あるいは、投稿してからのスピードなんですけれども、非常に早い。また、出版してか
ら特段自分でセルフプロデュースしなくても、ページビュー数が 100 を超えているので、
大変強力なツールであると思っています。あるいは即時的に、日本の社会とグローバルな
研究者双方に研究成果を発信できるのが、この筑波大学ゲートウェイへの魅力です、と
言って下さる先生もいらっしゃいます。 
 
おわりに 

最後に筑波大学ゲートウェイの可能性ですけれども、筑波大学の研究成果の国際的な見
える化を推進できる可能性を筑波大学ゲートウェイが秘めている。筑波大学ゲートウェイ
は、ひいては、プラットフォームはあくまで入れ物に過ぎないと考えています。どれだけ
の論文数と論文の質を担保できるかっていうのが今後の課題になってくると思います。た
だし価値を作っていくのは、そこに投稿する研究者であってコンテンツですので、投稿し
やすいという方式が、うまくいけば価値があるものになっていくと考えています。それが
F1000Research の最大の魅力だと思います。大学としては、今 10 人ぐらい投稿していま
すが、もっと増やして行きまして、その面白さを実感していただくことが、最初にやるべ
きことと考えています。結果的に投稿がどんどん増えていくと他大学の人にもこのアウト
カムを紹介して、それが大きな流れになっていき、知識のサーキュレーションが長期的に
変わっていくことを期待しております。また、多言語発信がグローバルスタンダードにな
る可能性を大いに秘めていると考えております。迅速かつオープンに制約なしにという
F1000Research のスローガンですけれども、研究成果を発信できることがグローバルスタ
ンダードになればとよいと願っております。 

駆け足になりましたけれどもご清聴いただきありがとうございました。また、JST の
方々にはこのような機会を与えていただいて感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。 
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2.5 

【室内環境学会における査読プロセスの透明化への試み】 
 池田 四郎氏 

（株式会社ガステック／東海大学） 
 
はじめに 

一般社団法人室内環境学会の池田と申します。本日このような機会を設けていただきま
して、誠にありがとうございます。先の講演の中でのご質問に、小規模な学会が運営する
ジャーナルの場合は？というご質問をいくつか見たのですけれども、まさにそれをやって
いる学会のひとつだと思います。今回はその査読プロセスの透明化への試みということで、
ご紹介をしたいと思います。 
 

一般社団法人室内環境学会という学会が、どういう学会かという話を簡単にさせていた
だくと、室内環境に関わる諸問題に関する研究促進、あるいは会員の交流を行うことで健康
で快適な室内環境を、ということになります。発足自体は 1998 年で 23 年前になり、シッ
クワーク症候群が社会問題化していた時期になります。住宅やオフィスのほか、公共交通施
設ですとか、あるいは商業施設などで、室内環境で発生する化学物質の他、カビや微生物、
あるいはエアロゾル粒子に関する研究が行われている他、近年では、生体ガスとして居住者
から放散される化学物質などに注目が集まっております。また、生体からといえば、昨今で
は咳やくしゃみ等で発生する生体由来のエアロゾル、つまり飛沫に社会的関心が高まりま
した。室内環境学会では、新型コロナウイルス感染対策ワーキンググループというものを早
くから立ち上げまして、公共施設ですとか、公共交通機関での換気や飛沫の挙動を調査して、
対策に資する情報発信をさせて頂いております。会員数が約 500 名ぐらいですので、非常
に小規模な学会の 1 つになるかと思いますけれども、建築学ですとか、理工学医学など非
常に多分野の研究者が集まっています。 

 
本日、私の所属を株式会社ガステックということでご紹介いただきましたけれども、いわ

ゆる産業界の者も実務者含めて、多数参加しているという特徴のある学会だと思います。機
刊誌としては、室内環境という学会誌を発行しておりまして、現在年 3 回発行しておりま
す。創立 23 年の学会になるのですけれども、最初の 10 年ぐらいは年 1 から 2 号位で、次
の 10 年で年に 2 号、5 年前になりますけども、2018 年から年に 3 号ということで、徐々に
発行数が増えてきている学会誌の 1 つということになります。記事の内容としましては、
原著論文のほか総説とか解説、こういったものを区分として明確に分けております。後ほど
少し原著論文がどういう基準なのかという話をさせていただきたいと思います。 
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（p3 は）論文の投稿から掲載までの流れです。先ほどの先生方からも色々話がありまし
たけれども、オーソドックスな古典的なやり方の学会誌だと思います。著者から投稿があり
ますと編集委員会を兼ねた出版委員会という組織を作りまして、そこからエディターを任
命し、基本的にエディターが中心となって査読者を選んで査読を進めていくというプロセ
スになります。目標としては、受理まで約 3 ヶ月を目指してやっているわけですが、年に 3
号の発行ですので、4 ヶ月に一回出すわけです。そのプロセスを 3 ヶ月ぐらいで進めること
で、投稿された次の次の号には遅くとも掲載されるようなことを目標にやっております。 

 
今日は特にポイントとして 2 つほどお話したいと思います。1 つは査読依頼時のことで

す。もう 1 つは、不採択にする場合をお話したいと思います。まず一つ目として査読依頼を
するときの方針をご紹介したいと思います。 
 
査読の透明化への取り組み 

実際に査読者に打診をする時に使っているメッセージの例になりますけれども、基本的
にはリジェクトをすることが目的ではなくて、どう修正すればアクセプト（受理）できるか
を助言する、そういった査読をお願いするようにしています。これが著者の満足度が上がっ
てきたという結果にも繋がっております。ただ査読者はいやいや苦労する部分が多いとい
うことも事実ではあります。（それから 2）に記載のとおり）査読者の査読者名は基本的に
査読が終了して最終判断が出た段階で、著者に開示します。ということで、それを前提にお
願いをしております。不採用になる場合もあるのですが、査読者がどうしてもこれは公開し
ないでほしいということがあれば、その場合は著者に開示しない場合もあります。けれども、
基本的には（最終判定がでる）終了後にお知らせをするという方針をとっております。 

 
この狙いとしては、査読者と著者の間で過度な上下関係の成立がないようにすることを

意図しております。最終結果が出た後にしている理由は、もちろん査読中に不正な接触があ
ることは望ましくありませんので、それを防止する意味でやっております。４）のとおり、
査読者と著者のやり取りが会員にも非常に有用なものであると出版委員会で考えた場合に
は、学会誌に掲載されることもあることを著者に伝えております。これは論文の査読のやり
取りというのも、あくまで、学術大会や研究発表会でいえば、ディスカッションの場面に相
当するものと思っており、それは会員の共有財産であろう、ということを考えております。
査読者にかなりご苦労いただくこともあるのですけれども、大学の研究室を持った先生方
も多く所属されている学会ですので、学生への指導として、学生会員さんがおりますので、
こういった方々にもしていただければということで、そのような学生会員からの投稿も念
頭にしている部分があります。 
 

もう 1 つのポイントとしてお話ししたいのが不採用とする場合の方針です（p5）。もちろ
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ん不採用が妥当ではないかという判定が出てくる論文もあります。ただ、もともと投稿数は
そんなに多くない学会誌ですので、できるだけこういった論文も前向きに検討したいとい
う意図から、出版委員会の方で少し議論をさせていただいております。例えばということで、
本誌での原著論文の位置づけというのが、このような基準がありますと、示しております。
「独創的な研究で得られた新事実や、価値あるデータが出ていることで、それを解析して判
明した新知見を公表する論文を原著論文」ということにしております。環境測定系ですので、
例えば A という部屋で昔測った結果を B という部屋で計ると新しいデータが出ましたとい
うことで、ある意味、新しいデータというのは出やすい分野にはなっております。ただ、よ
く知られた方法で新しい場所を調べました、測ったらこうでした、というだけでは原著論文
にはならないのかなという判断もあります。そういった場合には、出版委員会の判断で、そ
のような（現場調査の）原稿として意見原稿区分として扱っている調査資料とかのカテゴ
リーがありますので、そういったカテゴリーに再投稿して頂けませんでしょうか？のよう
なやり取りを著者と査読担当者の間でやらせていただいております。たまに見られるケー
スということで書いておりますけれども、だいたい年に数件位はそういったケースがあり
まして、こういうものも拾っていくというような方針でやっております。あとはですね、不
採用にする場合、基本的には一回目の査読の時に、リジェクト判定をするようにルールとし
て決めております。かなり膨大なやりとりをした後でのリジェクトというのはお互いに、著
者も査読者もダメージが大きくなりますので、意識しております。 

 
（p6 では）少し統計的なデータ、お示ししたいなと思います。15 年位前、2008 年ぐらい

からのデータをお示ししております。投稿数は、年 3 号に発行を増やしたという事の背景
にもありますが、投稿数が徐々に増えてきているという背景があります。受理率は高い数字
だと思っておりますが、先ほどお話ししましたように、原著論文としての投稿を調査資料と
か、別の論文カテゴリーに変更をした上で受理したものも含まれるので、こういった高い数
字になっております。 

 
（p7 では）そもそもなぜこのようにプロセスを少し見える化するような形をとっている

かという話をします。学会誌の学術的価値というのは一般論として引用頻度の高い優れた
論文を出来るだけ多く掲載することによって高まると思われます。査読過程で特に優れた
論文のみを厳選して掲載するということが、最も合理的だと考えられます。しかしながら、
我々の学会のように色々な分野の方が集まっている学会では、優れた論文といいましても、
評価が一様ではない部分があります。それから、今現在の価値観で査読をした場合に、今の
段階では優れていないという評価があったとしても、後にどのようになるかはわからない
部分があります。今になってみると、あの論文は価値があったな、というように思われる可
能性もあると考えている部分もあります。また、論文の価値とは、いったい誰が決めるべき
なのかという議論もしております。査読者なのか、著者なのか。我々としては、最終的には
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論文の価値というものは読者が決めるものだろう、と考えております。読者とは、会員で
あったり、非会員であることもありますし、一般の市民の方が読む場合もあると思います。
そのため、室内環境学会の出版委員会としては、できるだけ多くの論文を掲載して、その中
から将来的なことも含めて、優れた論文が生み出されることを意図するような方針で、出版
をしております。査読の透明化への取り組みというのも、実はこの目的に向けた一環と位置
づけております。 

 

 
図 12 査読の透明化で目指すこと 

 
査読者開示による影響 

最後のスライドになります。この査読者開示がもたらしたもの、ということになります。
この取り組み自体は、2008 年ぐらいから始まっていますので、13 年ぐらい続けてきたもの
になります。例えば、会員からの声（著者側の会員さん）として、「査読者の学術的な背景
が後でわかりますから、あの指摘についてはこういう意図だったのか、ということが後に
なっても理解しやすい」というコメントを頂いております。非常に丁寧で建設的な査読意見
を受けられるというところが 1 つの大きなポイントではないかなと思っております。他の
コメントとして「問題点の指摘だけでなく、具体的な修正の指示をもらえた」があります。
指摘だけというのは、割と散見されるパターンもあるかと思うのですが、例えば、この表現
は適切でないということが書かれる。それだけだとどのような理由でそのように言われる
のかというのが分からない、と修正の余地もないというパターンもあります。具体的な修正
につながるような指示をもらえるようになったということで、少し満足感の向上につな
がっていると思います。 

 



2021 年度第 1 回 J-STAGE セミナー報告書 
 

47 
 

 

図 13 査読者開示により実現した査読プロセス 
 
一方、査読者側としても、「責任をもって査読に取り組まなければならなくなったな、と

いうような意識が強まった」というご意見がありました。「丁寧な言葉遣いを意識して査読
コメント等を作るようになった」というようなことも言われております。下に「中立的かつ
建設的な査読プロセスの実現を」ということを書いておりますけれども、これに尽きるので
はないかなというように思っております。ただですね、査読者を開示することでマイナスの
部分もあるということは承知しておりまして、懸念及び課題というところに書いておりま
すが、著者と査読者間の利害関係は特に配慮しなければならないと思っています。審査が甘
くなったり、逆に過度に厳しくなることはないように、査読担当委員、いわゆるエディター
の役割としては、大きなものになっているというように考えております。あとは、少し査読
者開示と別問題なのですが、こういう形で丁寧な査読をしてもらえるというようになって
以降だなと思っているのですが、少し完成度の低い論文が投稿されるようになってきた過
去も実はあります。その点は、査読者が当初はすごく苦労して、丁寧に修正のコメントをし
たりしてたのですけれども、投稿規程をより明確にするとか、原稿作成要領をもう少し整備
したりということもして参りました。 
 
おわりに 

原稿のテンプレートを作成することで査読者が査読しやすいような環境というのを作っ
て参りました。出版委員業務、いわゆるエディターの部分の業務が煩雑化してきた部分があ
りますので、査読報告書というものを書いていただいており、基準を少し明確にするなど、
改善を図ってきました。あと、提出書類の電子提出フォームの作成などを行いまして、本当
にここ数年ですね 3、4 年ぐらいの間に電子化ベースでの査読ができるようになっておりま
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す。それ以前というのは、郵送ベースでやっておりましたので、時間もかかっていたのです
けれども、少し改善してきた部分があるかと思っております。大変雑駁な話でしたけれども、
以上になります。ご清聴ありがとうございました。 
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3 セミナー後の反響 

3.1 アンケート 
セミナー開催後、配信画面上でのアナウンスおよび参加申込者宛のメール送信によって

アンケートへの回答を依頼した。開催終了後 1 週間後の回答数は 81 件であった。 
◆講演内容について 

「大変参考になった」33%、「参考になった」49%、「あまり参考にならなかった」4%、
「難しくてわからなかった」1%、「その他（見ていない等）」12%となった。 
◆ウェビナーツール（Zoom）での開催方式について（複数回答可） 

「よかった」86%、「よくなかった」0%、「どちらとも言えない・わからない」6%、また、
「講演時間の設定は適切だった」26%、「講演時間が長かった」9%、「講演時間が短かった」
1%となった。 
◆その他コメント 

他に、自由記述で「概説的な話で、知っていることが多かったが、新しい動向もあり、役
に立った」「出版後に査読するという新たな試みについて知ることができた」「日本語による
論文を世界へ、という考えが素晴らしいと思いました」「小規模研究会での査読のありかた
について模索しているところですので、実践報告として大変参考になりました」等の感想が
寄せられた。 
 

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#2108/05 

 
また、当日の講演の動画を J-STAGE YouTube チャンネルでアーカイブ公開している（講

演者および所属機関の意向により、一部の講演については動画を非公開としている）。 
https://www.youtube.com/channel/UCHvUqXw25fzIyMjaWYxkVCQ/playlists 
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