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1 開催概要 

1.1 趣旨 

2021 年度第 2 回 J-STAGE セミナーは、STM 国際出版社協会（STM International 

Association of Scientific, Technical and Medical Publishers: STM）日本支部との合同セミ

ナー『JST-STM ジョイントセミナー「学術出版における変革：研究公正、出版物、プレプ

リントの品質および査読の役割｣』の一部として開催した。 

第 1 部は JST が主催するセッションで、新しい研究成果発信形態の動向やプレプリント

と学術誌の関係、プレプリントポリシーに関する事例等を取り上げた。 

第 2 部は STM が主催するセッションで、査読プロセスの透明化や研究評価、プレプリン

トを取り巻く海外の状況等を紹介した。 

第 3 部では JST と STM の合同で、プレプリントと査読の価値をテーマとしたパネルディ

スカッションを行った。 

 

1.2 開催日時、場所 

日時：2021 年 10 月 27 日（水） 13:00～18:00（開場 12:30） 

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 206 人が出席した。アンケートに回答した出席者のうち、所属が

把握できたのは 39 人であり、うち最も多かったのは印刷会社・出版社 11 人、次いで大学

教員・職員 7 人、学協会（事務局）が 5 人、学協会（役員）が 4 人、研究機関の 3 人であっ

た。他の主な所属は、学協会（編集委員）、公的機関・団体、図書館、企業、その他であっ

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） 

第 1 部：J-STAGE セミナー 

13:00～13:05 開会挨拶 中島 律子（JST） 

13:05～13:45 基調講演【研究成果発信の新しい方向性】 

 引原 隆士氏（京都大学） 

13:45～14:15 【プレプリントと学術誌の関係性：一研究者と学術誌編集委員長の立場

から】 

 高井 研氏（海洋研究開発機構） 

14:15～14:45 【Japanese Journal of Infectious Diseases 誌（JJID）におけるプレプリン

トポリシーと今後の展望】 

 阿戸 学氏（国立感染症研究所） 

14:45～15:00 休憩 

第 2 部：STM セミナー 

15:00 開会挨拶 Anders Karlsson（Elsevier） 

15:05～15:40 【Improving Research Integrity through Collaboration & Technology】 

 Joris van Rossum 氏（STM Director for Research Integrity） 

15:40～16:15 【Preprints, journals, and the balance of speed and quality in research 

dissemination】 

 Theodora Bloom 氏（The BMJ） 

16:15～16:50 【How to evaluate the quality of research publications: problems and 

suggestions】 

 小泉 周氏（自然科学研究機構） 

16:50～17:00 質疑応答 

17:00～17:10 休憩 

第 3 部：JST、STM 合同パート 

17:10～17:55 パネルディスカッション 

 各発表者 

 モデレータ 小賀坂 康志（JST） 

17:55～18:00 閉会挨拶 加藤 斉史（JST） 

 

※英日同時通訳を実施 
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2 講演概要（第 1 部：J-STAGE セミナーのみ） 

2.1  

【研究成果発信の新しい方向性】 

 引原 隆士氏 

（京都大学） 

はじめに 

ご紹介ありがとうございます。京都大学の引原でございます。よろしくお願いいたします。

ただいまから、画面を共有させていただきます。今日は、「研究成果発信の新しい方向性」

で副題として「オープン化が向かう先」という内容でお話します。（当セミナーの参加者に

は）出版社とか、図書館、あるいは研究発信に関わる方々が多いと聞いておりますので、こ

の内容に釈迦に説法の部分があることをお許しいただければと思います。では、内容につい

て進めさせて頂きます。 

 

印刷物から電子ジャーナルへ 

もう本当に学術情報という言葉は広くて、今、我々が何を意図しているかというのをきち

んと過去に戻って考えていかないといけない。図書館関係の方は、今あるハコものの図書館、

そこを中心にものが考えられてきたわけですけれども、実際は学術情報というものを我々

が後ろにバックキャストした時に、個人の記録としての資料を集めたものがまずあって、そ

れが書籍になっている。これは書籍というもので情報が固定化される、というふうに考えて

いただければ良いかと思いますが、それが印刷物となった時に、活版印刷が始まって図書館

に置かれるようになった。その時に個人の記録であるものが公共物としての概念に変わっ

ていったということが言えるかと思います。公共物というのは結局、知識を共有する、知識

を交換するもので、今までローカルで、あるいは個人の記録であったものが共有化されてい

く。ここで初めて情報としての伝達というものがある。広く伝えられるようになったわけで

す。 

 

ところが、この時に割と意識されてないんですけども、書籍になった時点でこの書籍が新

しく書かれているかどうか、あるいはその構成としていいかとかいう、いわゆる印刷の過程

で、査読という概念がもうすでに書籍の段階から生まれている。ニュートンの書籍でも何で

もそうですけども、必ず専門家に読んでもらって意見をもらうということをやっているわ

けです。ですから、書籍はすでに査読を経た専門家がその内容をチェックするという、専門

家の優越性がここで生まれてきたということが言えます。個人の記録に対して、専門家が何

かを言うというのは、それは畏れ多いことでして、今、我々が過去の資料に対してあれこれ

言うのは非常に畏れ多い話ですけれども、書籍というものに対しては、そういう概念を生み

出したということが言えます。それがそのまま電子化されていく、あるいは電子ジャーナル



2021 年度第 2 回 J-STAGE セミナー報告書 

 

5 

 

になるわけですけれども、そのときに今まで書籍という物理的な物に固定化されていたも

のが横に広く並べて見ることができるようになった。それが、電子的な情報、電子的な資料

と言えます。 

 

書籍の電子化とライセンス概念 

横に並べて行けるということで、知識が集積して行くわけです。書籍を集積しているのは、

建物の中に保存するとか、平積みしているという状況になるわけです。しかし、電子化され

た段階で、資料を横に並べる。そこに書かれているものを横に見て行く、串刺しして見てい

ける、というのが、この電子化が生んだ大きな効果です。我々は今現在どこにいるか曖昧な

ところがあるが、ここで得た新しい技術を過去の書籍に対して、アーカイブに対して考えて

いく、あるいは電子化することによって、これまでの個人の記録であったものも同じように

この電子化された技術として、もう一度見ようとしている訳です。それは何をしているかと

いうと、その中に書かれている文字というものが表している情報、その情報だけをここに

引っ張り出そうとしていると言えます。それによって知識が集約されていくわけですが、既

に過去に査読されて、あるいは確定した内容を現在も使おうという発想になるわけです。 

 

 

図 1 学術情報をめぐる変遷 

 

これからの話なんですが、書籍が持っているライセンスという概念、これは書いた人の権

利なわけですけども、ライセンスと概念が電子化されてもそのまま保持されている、ここが

大きなバリアになっている。もちろんそこに出版社とか、あるいは印刷会社が作業を加えて

いますから、その手間賃というのは当然あるかと思いますが、ライセンスは本来誰にあるも
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のかということが、僕は重要なポイントだと思います。公共物であるもの、あるいはその個

人の資料であるものはいいかと思うんですけども、この電子化された段階で、本当のライセ

ンスは誰が持っているのか。現在は過去のものを引っ張っていますけども、そこはもう一度

考えていく必要があるタイミングに来ています。それはライセンスというのは古いタイプ

の物理的な情報の扱いの既得権に過ぎない。既得権というのは、それを守ることによって、

自分の権利をも維持する訳ですけれども、既得権を維持するというのは、当然ながら古い形

態まで維持していくことになります。それは新しいものに変えないということを変える必

要があるわけです。 

 

オープン化という話がここから出て来ますけども、すべてのアクセスの保証をするとい

う考え方の場合、この既得権というのが成立するのかどうか。そこは、大きな問題になるか

と思います。電子化された段階でその内容、情報というものは、データというものと、それ

からロジックに分離されます。データというのは、時間から解放されていますから、例えば

数 100 年前の文字に置かれた情報がそのデータとして出てくる。これは時間からもう完全

に解放されているわけです。書籍という物の制約がありませんから、その中に使われている

ロジックを他の物に展開することができる、そういうことが可能になった訳です。電子化と

いうのは、単に画面の上で見られるということではなくて、この 2 つが分離されたことに

よって新しい世界が生み出されてきている。そこを認識しないといけなくて、そうするとこ

のライセンスというのはどちらにあるのだ、ということになります。データにライセンスが

あるかというと、ありません。ロジックにあるのかというと、ロジックだけではライセンス

が成立しないわけです。これは特許の世界なんですね。ですから、この 2 つを持ってライセ

ンスと言っていたものが、ここでは成立しなくなる可能性があるということを、最初に申し

上げたいと思います。この 2 つに分かれたものが今後どうなるかということなんですが、

今、皆さんが人工知能とか AI とかいう言葉がありますけども、プログラミングと思って頂

ければいいわけですけれども、その学習アルゴリズムにデータをかける、あるいはロジック

をかける。データによって、ロジックに近似させていく。そのアルゴリズムが何を研究の世

界に生み出すか、ということを後で触れていきたいと思います。このデータ、あるいはロ

ジックの中で、生まれてきたものは専門家の優越性から集合知と呼ばれる再現性が得られ

るかどうか、この部分を、皆さんが一般に議論することができる。グローバルな集合知とい

うことが言えるかもしれませんが、新しい薬が出た時にそれ、どうだというのは、皆さんが

データで、再現性を求めると、そういうことができるようになった。過去においては、専門

家がそれを検査するということで耐えられたわけですけれども、今はそういうことだけで

は済まないという状況が生まれているわけです。今日お話する議論のターゲットはもう過

去の事は皆さんよくご存知ですので、このオープン化以後、何が生まれているか、あるいは

論文誌がどこへ向かっているか。学術情報がどこに向かっていくか、ということの手がかり

は、ここで議論できればいいかと思っております。 
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学術情報の流れと研究者 

JST が J-STAGE を通じてやってくださっていることは何かと、いうことを考えてみたわ

けですけども、JST 自身は研究支援をやっているわけですから、研究者に対して研究助成に

よって研究を促進している。それを前提として、ほかのファンディングもあるわけですが、

それを前提として研究者が生み出した成果を、今までは論文誌だったわけですが、その論文

誌であるその出版システムを J-STAGE が確保して、準備してくださっているわけです。査

読システムも準備してくださっている。研究者データベースもそれに関連してあるわけで

す。昨今、データストレージも J-STAGE の中で準備してくださって、さらに今日お話があ

りましたが、新規にプレプリントのシステムも作り上げようとしてくださっています。我々

研究者は、大学機関リポジトリですが、ここに、自分たちの成果を、フリーで見ていただけ

るようなこともできるわけです。著者版の公開ということを通じて研究者のコミュニティ

を維持するということが、細々とでもできているわけですが、それを JST のこの流れの中

で見れば、渦を巻きながらリポジトリを経由して次の転機を生むという、その流れを生むと

いう重要な部分を JST が支えてくださっている。そういうふうに思えるわけです。 

 

 

図 2 J-STAGE 事業と学術流通 

 

この流れなんですが、研究の流れ全体でみますと、私、よくこの例を使うのですが、過去

で使ってもどんどん変えていってますので、過去の絵そのものが成立するわけではないん

ですが、学術情報流通、あるいは研究のサイクルっていうのを見てみますと、我々研究者と

いうふうに言いますけれども、時には私は研究者、時には図書館の人間、時には査読者のよ
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うなことで喋りますけれども、研究者としてみたときに、まず研究モチベーションがあって、

それをもって数値計算や実験計測を行う、あるいはデータ処理をする、再現性を確認すると

言うことをやるわけです。この時、研究者が一番要求されるのは処理技術であって、思考技

術ではありません。ですから、モチベーションから実験をやって数値計算をやって、それか

らデータ処理していく過程で訓練を受けながら、周りの人間を訓練しながら再現性を求め

て、そのデータの正当性を確保することをやるわけです。その上で、検証あるいは思考をす

るわけですが、この時点で何が生まれるかわからないわけです。とにかくログをとってそれ

を残していく、これは研究室で行われるような動きです。さらにそれを研究の場合、データ

とっただけでは「やってみました論文」と言って論文になるわけではなくて、そのデータが

何を意味するかという理論計算、あるいは数値計算と検証する。これはキュレーションとい

う過程で、実験に対してそういうことをやって、この実験と数値計算と理論、この 3 つのう

ち、少なくとも 2 つが合致しなければ、論文としては成立しないというふうに考えてキュ

レーションするわけです。ここで初めて、このキュレーションができることによって、研究

能力が生まれる。研究能力が生まれるかどうか、研究能力があっても研究者として成立する

かどうか、その論証する能力が必要になって、一意性とか一般性というのを出してこれるか

どうかです。ここまできて研究者というのが成立するわけですね。この研究のサイクルの中

で、この半分の部分は、研究者としての自立の部分なわけです。 

 

 

図 3 研究のライフサイクルと学術情報流通 

 

一方ここから先なんですが、これはコミュニティに対して自分たちの成果を打ち出して

いく部分ですけれども、まず論文の下書きをしていく、論証をする、論文誌を決める、どこ
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に出そうかなって決めているわけですけども、そのときにいろんな調査をしますこの論文

誌は言ってみれば理論ばかり、この論文誌は実験ばかりだと。ここは数値計算も実験も両方

要求する、というようなことを精査しながら選んでいく。その中でこの論文誌はハゲタカだ、

といって排除するとか。その時にわからないですから、コミュニティの他の研究者に尋ね、

あるいはその中の論文を出している方に聞いていく。こういうような過程を経ます。それが

コミュニティを形成するということだったわけです。ところが、これは最近弱くなってまし

て、そういう作業をせずに論文を出していく、ということをされるケースが多くなっていま

す。これは調査能力の欠如を生み出しています。それで、ここの部分が今減っている。 

 

プレプリントでタイムスタンプを確保 

プレプリントでまず何をするかというと、論証された結果をプレプリントでまずプライ

オリティを確保する。何故かというと論文誌に出すわけですけども、そのときに過去におい

てよく起こったことは、論文を投稿するとその査読の間に論文の内容が盗られてしまう、そ

ういうことが研究者として信じられないことが起きてしまうわけです。出版社はそんなこ

とないと言われるかもしれませんが、査読を自分の研究室に回して全部検証して、その査読

が終わる前に、他所に投稿するということが過去には起きてるわけです。それを出版社等は、

排除できてないわけです。では何が必要かというと、ここの部分というのはコミュニティの

正当性というか、そのコミュニティがきちんと動いているかどうかということが重要なん

ですが、プレプリントというのはそれに疑いを持っているわけです。まずこういう内容をき

ちんと我々は出しました、という報告をする、速報を出す。速報に対して間違っているかも

しれないけど、こういう可能性があるという提示を出すわけです。それに対してきちんとそ

の論文誌に合った、内容に合った論文誌を選んで査読を求める。ここは客観性を確保する、

ということで査読を求めるわけです。査読を経て出版されればいいですけれども、うまく行

かなければ、別の出版社に行く。その間に他の人に同じ研究されては困りますから、プレプ

リントでタイムスタンプをきちんと確保して進む。そうすると、ここでいくら留まっていて

も、この人は最初にやったものだというタイムスタンプを確保できるわけです。 

 

研究者にとって一番重要なことは、この人が最初にこの研究をやって成果を出したとい

うことを認められることです。それが出版社と査読の間で破られてしまう、ということが起

きるからプレプリントという話がある。これが 1 つの方向、話です。ただ、もう 1 つプレプ

リントに重要なところがあって、査読と出版の間に時間がかかりすぎるわけです。私の経験

からでも出版まで 2 年以上かかったものがあります。その間に、忘れてしまうということ

も当然あるわけです。まずそのやったことをプレプリントで出して、このプレプリントの段

階でコミュニティの中で議論する。だから出版を待たずに次の研究に、モチベーションに入

れる、ということができます。だからプレプリントには 2 面性があって、個人のプライオリ

ティを確保するということと、学術流通を促進するという意味があります。だから出版、あ
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るいは査読という出版社が持っている過程では、これは対応出来ないわけです。あとは出版

されたものがオープン化されてないものが非常に多いわけです。今、APC を払えば出版で

きるかもしれませんが、Nature、Science だと 120 万というお金がかかる。日本の研究者、

若手の研究者に払えるわけがないです。そういうものではなくて、やはりその研究者が所属

する機関が出してるリポジトリがフリーにオープンにしている、というのが、1 つ安全策と

してあるわけですが、もう 1 つ重要なポイントは、リポジトリというのは、研究者のコミュ

ニティが持っているフリーな論文ソースであるということです。これによって出版社とは

別に、自分たちはコミュニティの間で論文を回す。プレプリントに出したものが、最終的に

どうなったかということの中で、ここでどういう論証がなされて客観性が確保されたかと

いうことが保証されると、この過程があるわけです。これを理解していただかないと、この

出版社と査読の間の関係、あるいはプレプリントが出版に対してどう影響するかとか、リポ

ジトリはやって良いのか悪いのか、この部分の話が多いんですけども、このずっと全体の研

究のサイクルを回すために何が必要かという議論をしていただく必要があるということで

す。 

 

先ほど申し上げましたが、ジャーナル出版というのは、出版、査読の部分（図 3）です。

この部分がだいぶ今変わりつつあります。しかしプレプリントを含んだ意味で査読をしよ

うという方向はありますけれども、それは、プレプリントというのは存在感が出てきたから、

出版社が焦っているという状況になるわけです。プレプリントを含んだものとして、という

ことになるんですが、学会のコミュニティとかプレプリントを、最近は推奨しています。そ

れは arXiv とかが非常に頑張った結果としてあるので、存在感が無ければそんなことやるは

ずはないわけです。ですから、コミュニティがもっと自分たちで自主的に、どうやって研究

を回していくか考えない限りは、個々の学術流通の流れは変わらないということを、その次

に理解していただく必要があるかと思います。それでプレプリントの位置づけなんですが、

これは査読に対するプライオリティの確保という、査読者に対していらないことしないで

ね、っていう防衛策も採れます。それから論文誌決定が、論文誌をどうするか悩んだ時に

やっぱり間違ってしまうケースもありますから、ダメでも一回出してみて、そのプレプリン

トにあるから、そこのタイムスタンプを使ってほかのところに出し直すということもでき

るという、そういう意味の動きもできます。プレプリントもバージョンアップができますの

で、下書きとしての精度を上げていくということも、この中でやることができます。プレプ

リントの位置づけとしては、その後、下流と上流に対して、ある位置づけを確保する。「あ

る」というのは出版に至るまでの位置づけを確保する、ということになるかと思います。

データジャーナルっていうのが、最近話があるかと思うのですが、データジャーナルがプレ

プリントと同じように考えられるケースがあるんですけれども、データというのは先ほど

申し上げましたようにキュレーションを経たものがデータなのか、キュレーション前のも

のがデータなのか、そこはちょっと微妙なところがあります。ゼロ次データ、1 次データに
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対して、これは論文になるわけではなくて、思考の段階の周辺データなわけです。それに対

してキュレーションを経るというのは結局、理論と数値計算と実験データが合致するどれ

かが、3 つのうち 2 つ合致するということが保証された段階で論証を経るわけですから、そ

れがデータになる、論証されたものだったら使えるわけです。 

 

データ駆動型研究 

この部分が重要なんですが、今ここにデータ駆動型研究というのがなされていて、論証を

経ないまま数値データをデータ駆動させてモデルフィッティングして出てくる。 

 

 

図 4 研究のライフサイクルにおけるデータジャーナルの位置づけ 

 

モデルができましたというのが、特許になる、特許にするという話も出てくるわけですけ

ども、それは権利を確保するという意味ですが、プライオリティを確保するのでなく、この

データの、あるいはモデルの、権利を確保するというのが、ここに現れてきている。だから、

データジャーナルっていうのはどこを目指すかというのは非常に難しいところでして、

データの権利なのか、それからデータによるモデリングフィッティングの権利なのか、ある

いはデータが論文に行くときのソースとしての権利なのか。ここの話を非常に混ざった議

論を今皆さんがされているというのを私は感じています。オープンデータの認識はこちら

のデータは今、データジャーナルの話なんですけど、この研究の、再現性という意味では

オープン化することによって、より強いデータになるだろうということです。ですから、そ

の為に一次データ処理、二次データ処理というのが標準化されないとこの話はできない。あ

りとあらゆる人が別の方法で測ったものが、データ集めても、それは使い道がありません。
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最近は、東工大の細田先生とかがやられましたその磁性材の統一した測定法によるデータ、

色んな種類の材料のスキャニングというか、特性把握をやられています。そうすると、うま

くいったもの、うまくいかなかったものっていうデータベースができて、それが皆さんに対

して新しい研究を生み出す。その過程は何かというと、この計測実験からデータ処理のとこ

ろが共通化されて、ここはベースになっていて、残りの検証ができるからです。ここに入る

もの、入らないもの、というクラスタリングすることによって、研究を生み出す。そういう

ことがオープンデータの重要なポイントだと思います。やってダメだった、というのを集め

たらなんとかなるという発想は大間違いでして、共通の方法というのが固定されるかどう

かです。DNA のスキャニングなどもそうです。シーケンサーなどが同じ方法でやってるか

らできるんで日本にシーケンサーが数少ないということの何が問題かというのはよく言わ

れますけれども、シーケンサーが少ないことによって数を打てないということで、この一般

化、あるいは処理が貯まらない、思考にならない、ということになるわけです。 

 

研究者が求めること、求められてきたこと 

話がずれましたので、元に戻します。一方、研究者は、このサイクルを回すわけですが、

この回す中で、研究者が求められていることは何かと言いますと、もうあまり時間をここに

費やしたくはないんですが、新しい関係を生み出しなさいと言われているわけです。ブレイ

クスルーを作りなさい。オリジナリティはそうやってその研究創成して展開して成熟させ

ていく。この絵もよく使うわけですけれども、予算がなくて研究を生み出して行く過程と、

うまく行き出したらみんなが集まってきてやたらやる、という状態。これは展開の段階。そ

してもう結果が出た段階、ここ出した論文が出るっていうので、みんなが集まってくる、と

いうそんな段階があるわけです。 
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図 5 研究者が求める・求められてきたこと 

 

ブレイクスルーというのは、ここから抜け出して新しいところを作るわけで、この成熟期

のデータを集めたらブレイクするんじゃないか、という発想があるわけですが、今まで過去

においては、ここにものすごく熟達した人がいればこういう可能性があったわけです。とこ

ろが、異なる分野だと、なかなかそれができなかったんですが、今そこに新しい方法論が生

まれだしています。それが AI と呼ばれるもので、異なる分野のデータをかけることによっ

て、何かここを抜け出して、手がかりが得られる可能性が出てきてるんじゃないかというの

が、多くの世界で言われていることなのです。今まで研究者の天下の宝刀だった部分が新し

い方法論の中に取り込まれる可能性があります。IF 礼賛フェーズ（図 5）で集まっているこ

と、論文になったもの、もうはるかに過去のことであって、そうじゃなくて、その前の段階、

先ほど言いました、このデータのここの赤い部分（図 6）、再現性のあるデータがきちんと

得られることが重要なのではないかという話になりつつあるわけです。 
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図 6 研究のライフサイクルにおけるオープンデータの認識 

 

間違ったデータを食わしたら、当然 AI も深層学習しても間違った結果しか出さないわけ

ですが、それをデータがきちんとあるクラスタの中に入っているものであればそこのモデ

ルはきちんとできる。最小二乗近似ができるという話になるかもしれませんけども、そうい

うものが出てくる。そうすると、今まで、研究者が自分の、その生まれてきた何 10 年かの

経験の中でブレイクスルーしたものが、ある方法論の中でできるようになるという可能性

が生まれている。チャージアップが生むというのが、本当はブレイクスルーになるとは言え

なかったんですが、人がやった場合はそうならないんですけども、そうじゃない方法論、客

観的な方法が生み出されてきているというのが現状だと思っていただいても良いかと思い

ます。 

 

評判と評価 

COVID-19 におけるケーススタディーがありまして、レビューが流動化したということ、

読者が拡大したこと。それから評価（Review）と評判（Reputation）が混在化してしまった。

迅速性と商品化のスピードがものすごく速くなった。それから知識の消費が早かった。とい

うことが言えるかと思います。これは標語的に書いています。レビューの流動化というのは、

その内容、誰が正しいかわからないので、いろんな方がレビューされるんですが、分野分野

で違う観点でレビューされますから投稿されて査読を受けたからといって、それがある分

野で、狭い範囲で正しいといっても、ほかの分野で正しいと言えない可能性が高いというの

が、しきりに言われたわけです。一般の方々、って言い方おかしいですけども、科学技術を

生業としない人たちも読者になる。最近は翻訳ソフトがいっぱいありますから、英語で書か
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れていようが、ほかの言語で書かれていようが、簡単に翻訳されて読めるわけです。そうす

ると、興味があるものにみなさんが集まって行くという傾向があって、読者が拡大すること

によって reputation、要するに評判が良かったらそれが正しいんだ、という間違った判断が

生まれ始めた。評価ではなく reputation が全てだということになるわけです。迅速設定を

早くやったもの勝ちで、それが商品化につながる。だから、例えば、こんな所で言っていい

かどうかわかりませんが、マスクに効果があるというとある特定のマスクの商品化がス

ピードアップして売れていく。品薄になると、そこで儲ける。そういうような商品化という

のが、そこでからお金が絡んでくるということがあります。その回り方が非常に早くて消費

されてしまう。 

 

去年の今頃、何を皆さんが議論をしていたかということを思い出していただければいい

と思うんですが、ほとんどが忘れられていると思います。去年の 10 月頃は何なんだったん

でしょうね、COVID-19 はもう終わると言ってた人もいれば、マスクがまだまだって言っ

てた人もいますし、もう後期の授業を始めてもいい、と言うような話もあったわけです。で

すから知識の消費というのが非常に早い。ではその中で、アカデミアっていうのが本当に既

得権、権威を持っているかということですが、権威というのは既得権なんですが、それを

持っているかどうかということが問われ始めたと言えます。問われ始めた結果として、学術

情報の選抜基準、キュレーションですね、それが混乱しているのが現状起きたことです。

COVID-19 が過ぎてしまって忘れてしまうとまた、元に戻る可能性もありますけれども、

多くの方々が疑問を持ったということが言えるかと思います。それは、アカデミア、すなわ

ちジャーナル、先ほどの研究のサイクルがありましたけども、それによって正当化されてき

たフィールドが失われてしまう危険性をはらんでいるわけです。それは時間としても、現代

という時間で見ても、場所、例えば日本でという場所、あるいは過去に蓄えたデータが正し

いかどうかという意味でもいろんな意味で失われている可能性があります。 

 

従来型の研究というのは外で行われたもの、論文とか関連するのを集めて、サイクルを回

すことです。サイクルを回すということはなにかというとパラダイムという言葉をトーマ

ス・クーンが言ってますけども、既得権として学会が生まれ論文誌があり研究費が得られて

権威が生まれるという、これを作り上げることが過去のパラダイムだったわけですが、要す

るに閉鎖系を作り上げたらそれで終わりだったわけです。それに対して論文誌出版が成立

した。これが回り続ければ定常的にお金が入ってくるということになるわけです。どうなっ

ているかというと、タコツボ化していく、ということになる。日本なら、日本の国だけ、そ

れぞれの国にアカデミーがあったわけですが、それがタコツボ化していて、だんだんそれで

は面白くないということが出てきて、外に流れ始めた。それが情報の流れなんですけど、人

が流れ始めると不安定化しますから、流動化します。そういう人たちが新しい論文誌を作り

ましょう、それを拾って、論文誌が出版社で公開され作られていく。その今、出されている
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多くの雑誌というのは、インターナショナルなものがほとんどで、特定の国で回っているわ

けではないわけです。回っているものもたくさんありますけれども、それは場が持っている

フローが閉じたもの、既得権を守るものではなくなってきているわけです。流れた結果とし

てどうなるかというと、必ずどこかに溜まると思うんです。その溜まり方が非常に今異常に

なっている。何が異常になってるかというと、その評価、あるいはそのお金っていうものが

新しい別の回し方をして、無理やり回すためにインパクトファクターであるとか、それから

metrics とか、いろんなものを持ち込んで、これをだんだん大きくするようなことを考えて

いるわけです。それがいつまで続くかわからない、というわけです。 

 

トータルにはバランスをとると思いますけど、それは何かというと、結果と成果がバラン

ス取るところでしか人はこう動きませんから。回ればいいんですが、釣り合いがなくなった

時点で、人は離れていきます。プレプリントというのは、そこに入ってくる人、出て行く人

の、一つの、入り口で示す成果なわけです。まだそこで成果を上げてないかもしれませんけ

れども、私はこんなことをやってきました、ということを示すという意味もあります。その

新しい分野に何も実績は無いんだけど、まだ論文出てないんだけど、こんなことが出来てま

す、ということが言える可能性もあります。これをどう取り込むかっていうのは、この回り

方を大きくする 1 つの手なんです。私がどの立場でものをしゃべるかで異なり、出版社側

になれば、これをうまく利用すると思いますし、研究者側で言えば、これ使われたらたまら

ん、という話になります。だから、どういう世界をこの後に続けるか、作り上げるかという

ことになるかと思いますが、プレプリントというのはそういう意味では 1 つの大きな、研

究者が持っているポテンシャルだということが言えるかと思います。 
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図 7 学術情報：閉鎖した世界観（評価の固定化） 

 

学術情報、査読というのは、ある権威がいっぱいいて、そこに新しい X1 という 1 つの中

心の学理があったら、そこに新しいもの、X2 を持ち込んだ時に、その学理が、距離が自分

のところにあるから出しましょうと、これが査読なわけです。Y1 だったら距離がありすぎ

るからこれはもう違う、クラス化してるわけではない、それが査読の世界だと思います。も

ちろん持説というのは、同じ空間にいることが前提（絶対距離）なので、そんなものを比べ

る必要はないかと思います。その結果として、例えば Y1 が新しくて関連するというのが分

かったら、過去の学理は新しいものを共存します。そのうち、どちらかが包含して行くと言

うことをやります。あるいは、1 つあったものが何かここの間に大きな学理の違いがあって

分離するということもあります。閉じた世界で起こるのは、このコミュニティの、分離と融

合というこの過程に論文誌というものがひっついてきたわけですが、これがデータの世界

でこんなことが言えるかって話です。 

 

データの世界というのは、データが誘導する別のメジャーがあるわけです。そのプラット

フォームで見た時にこの集団なんて言うのは、自分のデータを利用している 1 つのコミュ

ニティにすぎないわけです。このコミュニティに合致したから、このデータくださいと言わ

れても、絶対そんなことはなくて、このデータ自身は別のコミュニティにも有効なものです。

こういうものを通して評価する、あるいは価値を見出すという評価機構が、今の論文誌、あ

るいは学会と言われるコミュニティにあるかというと、ないと言えます。データというのは
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さらにいろんなものが流れていきます。それに対して、固定化された世界、国だとか、学会

とか大学とか図書館あるいは研究所、果ては研究室とか、そういうものが 1 個 1 個で見て

たって、それは何も見えなくて、これは機能、あるいはその機能の連携を、転換を図らなけ

れば見えないわけですが、その見えるところが 1 断面にすぎないということが今起きてい

ることなのです。だから、この中でこの丸のところ、○か球かわかりませんが、これを維持

することが今の日本の多くの学会がやってきたことで、こんなもので他が見えるはずもな

い。だから焦っているわけですが、データ何とかしなさいとか学会どうしましょうとかいう

話になるんですが、そもそも研究者が、こんな所にとどまっていく必要がないんじゃないか、

学会誌の特定のところにある必要はないんじゃないか、という根本的な疑問に対して、新し

く手を打っていないというのが現状じゃないでしょうか。バーチャルな世界でありますか

ら、この今日も Zoom ですけども、Zoom でお話している中で見た時に、本来今まで聞かな

かった、聞いていただくことができなかった人たち、みなさんが、この私のたわごとを聞い

ていただけるわけです。そのバーチャルな世界が実在性を持って現れるかどうかが次のス

テップだと思います。それをするためには、何らかのこんな講演したやつはだめだ、という

ような評価がちゃんとした形で、定着しないといけない。その過程がまだない訳です。だか

らバーチャルで以前のコミュニティを潰してしまうとかやめさせてしまうということには

まだ足りない現状があります。多様な分野と融合していく、あるいは距離を、どう図ってい

くということが重要でして、その距離を保った中で、どういうプラットフォームを作るかと

いうことをこれから考えないといけないんではないかなと思っています。 

 

多分、これも最後ぐらいになると思うんですが、メトリックというのは、先ほどのこの距

離を測る物差しだったわけです。本来は研究活動っていうのは、研究のアカデミックデータ

そのものであるということは忘れられて、その中のアウトプットの論文になった部分、ある

いは測定した知性、残っている部分だけを研究データのように思われますけれども、その研

究のサイクル全体が、研究活動全体がアカデミックデータそのものなのです。その中に埋も

れている研究の萌芽を引っ張り出す能力、この部分が本当は 1 番重要なところだと言えま

す。それを今の論文誌、インパクトファクター等で測られる論文誌が、何の能力ももってい

ないというのが、私が言いたいことです。論文における関連分野の展開っていうのが今まで

のことが出来るかどうか、それから論文の成果から将来の転換というのは、その研究者の能

力経験とか、想像力があたるところが論文誌の中で見出すことができるか、そういうものが

やっぱり考えられないといけない。その論文誌が今ないということであるならば、新しいア

カデミックジャーナル、あるいはその学術情報流通が見出せる可能性があるところだと思

います。時間もございませんが、査読者の能力というのは当然ながらこれはもう低いです。

分野が限られている。だからそれをどうするかというと、査読自身は可能性を見出すもので

あって、距離、そこに必要かどうかっていうのは、もう判断はほかの人に任せればいい。オー

プン査読というのはあり得ると思います。インパクトファクターの真性の評価というのは、
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これはきちんとやっぱり出版社やらないといけなくて、それをやらずにやってるのは、単な

るあの資本主義の儲け主義であって、そういうインパクトファクターをもって研究支援し

ているということ自身が大きな間違いだと思います。絶対やらないといけない、こういうと

ころに触れることはできない、ということを自覚しないといけないかと思います。APC の

価格の透明化。こういうのは避けて通れなくて、もっとそれに代わるような方法を研究者あ

るいは大学、国が作りあげないといけないと思っています。 

 

おわりに 

最後は、論文と知財が二重構造を持っています。これがノーベル賞と知財の反り、とか、

あるいはあの大学における研究の歪みを生み出しています。その二重構造が日本の場合だ

と、文科省と経産省の反り、縦割りっていうことになってきてしまう。フェアユースがいま

だに日本では無い。だから国際協約を結んでもフェアユースができない。その現実を持って

これは仕方ないんだ、というふうにはいかないです。こういうものを超えていかないといけ

ないんですが、ひとりひとりがきちんとそこを把握するということが、最初ではないかと思

います。言いたいことは、我々が既得権を管理して、それに甘んじている限りは、新しい場

は作れないと思います。あとはその研究者のサイクルにいるだけではダメで、その中にいれ

ば搾取されて隷従するだけだ、ということも現実を研究者が知らないといけないと思いま

す。我々研究者は論文生産システムの家畜ではないわけですから、そのところをやはり、家

畜の主である大学であるとか、研究所が認識しないといけないだろうと思います。新興世界

は絶対この順番で発展しません。一挙に最後の段階まで飛んで、そこから始まりますから、

例えば日本がやってきた順番の積み上げが研究には大事だっていうけども、そんなものを

飛び越していきなりゲノムエディティングというか、ゲノム編集をやってしまう。そういう

ものを勘違いしないほうがいいと思います。アカデミアっていうのは学問というのは蓄積

の上で発展するかもしれませんけれども、それは 1 つの方法であって最後から発展したっ

て別にかまわないんだ、ということは認めないといけないかと思います。以上でございます。 
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2.2  

【プレプリントと学術誌の関係性：一研究者と学術誌編集委員長の立場から】 

 高井 研氏 

（海洋研究開発機構） 

はじめに 

みなさん、こんにちは。「はじめまして」の人も多いかと思いますが、海洋研究開発機

構（JAMSTEC）の高井研と申します。最初の引原先生の講演を聞いていろいろ深く考え

させられることが多く、すこし話をする気がなくなってしまいました。引原先生の講演は

かなり概念的に深い話だったんですが、私の講演は非常に浅い話で、実際にプレプリント

を公開したらこういうことがあった、というエピソードだと思って聞いていただければと

思います。私は、J-STAGE ではまあまあの優良ジャーナルといわれている Microbes and 

Environments 誌の編集委員長をやっていまして、その編集委員長の立場として、プレプリ

ントや J-STAGE の立ち位置をどう考えているか、みたいなことも少しお話しできればと

思います。ただ、基本的には経験談ですので、すんなりと聞いてください。 

 

今日の話題は、2020 年にたまたま、Nature 誌に非常におもしろい研究を発表すること

ができたという話です。そのテーマですが、われわれ人間は真核生物であり多細胞生物

で、この真核生物というのは核をもっている生物なんですが、これはだいたい 25 億年前

から 20 億年前に生まれたと考えられています。その誕生の鍵をにぎるといわれていた

アーキア（古細菌）の培養に成功し、その生理、増殖、形態などの研究から真核生物の起

源について新しいシナリオを提出することができたという話です。ここにプレプリントが

かかわっていた、ということで、そのお話をさせていただきます。 

 

世界最高の微生物ハンターになりたい！ 

今日は私が話していますが、この研究の主役は、JAMSTEC の主任研究員である井町寛

之です。私はあくまで彼の経験を代弁しているだけ、という程度に思ってください。ここ

に示すのは JAMSTEC の広報誌に掲載された井町さんのインタビューなんですが、彼は非

常におもしろい人で、とにかく世界最高の微生物ハンターになると言いつづけてきた人で

す。いまどき、なかなかこういうシンプルな思いで研究者になる人って少ないと思いま

す。ちょっとめずらしい、いってみれば、ちょっとあの頭が悪いんじゃないかと思っちゃ

うぐらいシンプルなんです。私が井町さんを学会でみかけまして、才能があるということ

でヘッドハンティングしました。井町さんが最初に私に会ってヘッドハンティングされた

とき、彼自身も、私がそういう同じタイプの人間だと思っていたそうで、なんか少し恐

かったといっています。じつは私は『微生物ハンター』という本を書いています。 
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井町さんは 2007 年ぐらいに JAMSTEC にきたんですが、本当に最初から、まだだれも

とっていない未知の重要なアーキアを単離する、ということだけを研究目的としていまし

た。そんなの失敗したらおわり、何年もかかって失敗したらおわりで、もちろん当たれば

大きいんですけど、でも、彼はやりたいということでした。当時、海洋には、もっとも重

要でもっともわかっていないといわれている嫌気的メタン酸化細菌という微生物がいると

考えられていて、そいつを単離できたら、おそらく一躍大スターになれるということはわ

かっていました。これは 1980 年代から、この微生物のおかげで地球が温暖化しないって

いわれるぐらい重要な微生物なんですけど、機能はわかっていましたが実態は全然わから

ない状況でした。2001 年くらいに、ようやくメタゲノム解析の手法で何者かということが

わかってきて、さまざまな応用もあることがわかったんですが、本体自体はだれも培養で

きなくて、これをとったらすごいスターだぞといわれていました。それをアーキアの有名

な研究者が争っていたのですが、井町さんはそれに挑戦したんです。井町さんは土木工学

の出身なんですが、彼の秘策は、水質改良とかで使われている水処理リアクターというの

を作って、これは簡単にいうと、スポンジみたいなものに上から水を垂らして、その水を

回収してまた上から垂らすというだけのものです。 

 

 

図 8 秘策はあった…、ただ覚悟が… 

 

海底の微生物は何十年とかけてこれをやっているので、少ない基質をくり返しあたえる

ことによって、試験管では培養できないような微生物が培養できるんじゃないかという秘

策というかアイデアでした。ただし、これを何年つづければ成功するのか、だれにもわか

りません。ましてや、低温の非常に静かな世界である海底の微生物ですので、これをつづ

けたことで本当に培養できるかはまったくわかりません。なので、覚悟をもって 14 年前

にはじめました。 
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それから 3 年ぐらい、ひたすらがんばってこのリアクターを運転しつづけました。最初

は、そのだれもがほしい嫌気的メタン酸化細菌を狙ったんですが、なかなかむずかしくっ

て、この緑色で示したのが最初の試料中の DNA の比なんですが、3 年たつとこの緑色の

ものがザクザク増えてきました。これは、メタン酸化細菌ではなくてメタン生成細菌なん

ですけど、このようなアーキアを培養することができたということで、当初の狙いではな

かったけれど、いままで培養できなかった海底の微生物が培養できるということまでは論

文にすることができました。いまどき、毎年 1 報は論文が要求されるこの世知辛い研究業

界において、3 年もひたすら待つという技はなかなか使いにくいんですけれども、まあそ

こは上司、私のことですけど、が非常に優れていていろいろうまく説明したり、あるい

は、本人がうまく進捗をこまめに論文にするとか、そういうことができたりしたので、な

んとか続けられました。 

 

生物の超祖先、DSAG の培養に成功 

そして 6 年後、目的の嫌気的メタン酸化アーキアが、この赤いところなんですけど、元

の比率から増えてきました。微生物の単離っていうのは、もうその本体そのものだけにし

て、いつでもどこでも再現培養ができるといったことなんですけど、単離まではいかない

けれど、少なくとも海底じゃない実験室のリアクターの中で培養することができるという

ところまできました。6 年かけて、ということで、まあもうそろそろこれは無理だし、お

わりにしようや、今後これを続けてもなかなか成功の見込みもないし、っていう話で論文

を書きました。ですが、そのときにうん？と思うデータが 1 個ありまして、この青いとこ

ろなんですが、ずっと赤いところが増えてきているんですが、もともといるんですけど死

なずに、とくに RNA のデータがその証拠なんですけど、6 年間ずっと運転してても一応

ずっといるなぁという微生物がいたんですね。これが DSAG（Deep-Sea Archaeal 

Group）という微生物で、この赤色は嫌気的なメタン酸化で、この微生物はメタンという

無機化合物からエネルギーを産生するんですけど、比率的にいうと、その微生物が作った

有機物を食べていそうだというデータもあって、当初の目的の嫌気的なメタン酸化は無

理っぽそうだけど、もしかするとこの青い方はいけるんじゃない、みたいな話になりまし

た。 

 

2015 年の段階で事態が急変してきて、この DSAG という微生物が俄然注目されるアー

キアであるということになってきました。ちなみに、この DSAG というアーキアを最初に

みつけたのは、ウィキペディアにも伊豆諸島近海の水深 1330m から発見した 16S rRNA

配列が最初の例だと書いてあって、この論文の筆頭著者は私ですので、じつは、この

DSAG の最初の発見者は私なんです。この DSAG が 2015 年ぐらいから脚光をあびてきた

理由のひとつが、真核生物の起源らしいことです。真核生物というのは、近年、2010 年以

降は、バクテリアとアーキアが合体してできた生物であることはほぼまちがいないといわ
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れているんですが、その合体の仕方であったり、あるいは、何と何が合体したかっていう

のがめっちゃ議論になってきています。まさにその合体するアーキア側、しかも取り込む

側こそが、この DSAG あるいはロキアーキア、アスガルドアーキアといわれるアーキア

だったということでした。われわれの超祖先が海の底にいて、しかもそれがだれにも培養

されることなく、その生理がわからないまま存在しているということがどんどんわかって

きて、一躍、微生物界の大スター微生物といわれるようになりました。 

 

そこにかかわっていたのがオランダとほかの国々の研究者で、非常な論争が盛り上がり

ました。得られていたデータはメタゲノムだけで、そのメタゲノムを調べると真核生物に

あるような配列がいっぱいとれて、はじめて得られたものなのでこいつなんだということ

なんですけど、メタゲノムだけで培養ができないままゲノム情報だけで議論され、なかな

か決着がつかない状態が 2015 年から続いていました。そうすると、科学商業誌がそれに

煽りをかけて記事にするっていう状況もあって、実際に、研究者のあいだでも最初に培養

するのはだれか、みたいな注目がありました。われわれはこの状況を知りながら、じつは

その段階ではもうほぼ培養ができていて、もう論争に勝ったと思っていました。あとは、

いかに自分が最初の勝利者であることをアピールするかということが重要でした。 

 

プレプリント投稿後、SNS で情報が拡散 

という状態で 2019 年になりました。この段階ではもう本体の微生物が培養できてい

て、細胞形態が観察でき何を食べるとかも全部わかっていました。とくに形態を観察する

とおもしろいことがわかってきて、この微生物ですが、普通は球菌なんですけど、生育の

後半になると触手みたいなものを伸ばしいろんなものを巻きつけて引っ張りこんでくるみ

たいな性質がありました。これこそ、最初の真核生物が生まれる機能だったんじゃないか

という、真核生物の誕生シナリオ最新決定版にまでいたったわけです。 

 

あとはさきほどいったように、ここからどうやって論文にして公表していくかというと

ころになりますが、ここで、われわれはプレプリントの勢いをみせつけられました。そも

そも、ずっと Nature とか Science とか、いわゆるトップの商業誌で議論されてきて、世界

中のだれもがその培養を待ち望んでいた微生物なので、まあどっかのジャーナルには掲載

されるだろうと思っていたわけですが、競争が激しいので、そういうところに投稿したあ

と出版されるまでのあいだに、自分たちのほうが先っていう奴が絶対でてきそうと危惧し

ていました。さきほどの引原先生の講演にもあったように、先取権の取得が重要である

と。なぜなら、われわれはこの分野でそれほど有力な研究者ではなかったので。そこで井

町さんが、とられたら困るので生命科学分野のプレプリントサーバである bioRxiv に先に

だしちゃいましょう、と言い出しました。じつは、そのときすでに Nature 誌に投稿して

たんですけれど、bioRxiv にも投稿しすぐに公開することで、プライオリティの確保を図
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りました。最初はそれだけのつもりだったんですけど、次の日からバズっちゃいました。

SNS でこの論文すげえみたいなことをめちゃくちゃいわれて、研究コミュニティのだれか

が反応してくれたのがきっかけだと思うんですけど、アポロの月面着陸に匹敵するとか、

外国人って、ほめるときはめっちゃ大げさなんですね。そういうおかげで、2 日後には、

Cell 誌と Nature Microbiology 誌からぜひ投稿してくれというメールがきました。じつは

こんなことって私の研究人生でほとんどなくて、いままではこちらが載せたくても一見さ

んお断りみたいにされてきた経験があるのに、むこうから出してくれなんてはじめてで、

すげえな bioRxiv、すげえな SNS と思いました。実際にジャーナルに掲載される前から、

もうあっという間に講演依頼とか取材依頼とかファンディング依頼とかくるんですね。だ

からさきほどの引原先生のおっしゃる重要性ですけど、査読（review）より評価

（reputation）のほうが重要な時代なんだなと思いました。もちろん、われわれの研究は

すごいしっかりしているので査読も絶対通ると思っていましたけど。 

 

さらにですよ、ビックリするのが bioRxiv にしかまだ公開していない段階で、Science 誌

が選ぶ 2019 年の 8 大事件（Breakthrough of the Year 2019）に選ばれました。まだ査読も

へていないのに、あたかも事実として受け取られる世界みたいなことをはじめて痛感しま

した。そのあと、いちおう査読も通って Nature 誌に掲載されて、ようやく査読を経た正

式な報告ということができるようになりました。これがいままでどおりだと、査読にもっ

と時間がかかっていただろうし、もしかしたらパクられたかもしれないし、そう思うと、

プレプリントの新しい使い方というのを、われわれはまざまざと感じることができたイベ

ントだったと思います。 

 

プレプリントという新しい発信方法 

さて、講演が予定時間より早く終わりそうなので、時間調整のためのエピソードとし

て、みなさんが楽しんでいただければということでお話しします。「織田がつき、羽柴が

こねし天下餅、座りしままに食ふは徳川」っていいますね。今回の講演の話は、これまで

もあちこちで話しているんですが、これをもじって「井町がつき、井町がこねし DSAG、

プレプリントしままに食ふは井町」と話しています。DSAG の最初の発見者は私なんで織

田のところには高井と入れたいとも思うんですが、じつは私、何もやってないんで、本当

にこれ、最初から井町さんがついて、やはり井町さんがこねて、井町さんが成果にしたと

いうところです。あの時代遅れな考えをもった研究者が、愚直に 12 年間かけて、研究者

人生をかけてやっと得られた成果が最高の結果となったわけですが、この最高の結果を得

られるきっかけになったのがプレプリントでありました。このプレプリントがもたらす新

しい世界があることを痛感しています。 
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さて、すでに引原先生からめちゃくちゃいい論考をお話いただいているので、私が付け

加えることもないんですけれども、プレプリントはいままでの閉鎖的な研究者社会におけ

る学術誌と著者のパワーバランスを変えていると考えます。いままでは、圧倒的な強者が

学術誌側あるいはメジャーな媒体だったわけです。Elsevier とかは利益率が 40%を超えて

いて、まあ不透明なままやっているわけで、それをわれわれ研究者は学術誌に掲載しても

らうためにヘコヘコしているわけですが、今回の一件は、そのパワーバランスを変える大

きな出来事だったと思います。実際、私は、もう普通のジャーナルに掲載されている論文

自体にはあまり価値を見い出していなくて、もう出世もしたし評価も得ているので、もは

や Nature とか Science とかに掲載されたから、そういう問題ではないみたいなところが自

分の中ではあります。しかし、若い人はそうではなくて、先日、自分の研究所の若い人と

も話しましたけど、Science Advances 誌と Nature Communications 誌のちがいですら、研

究費に差が生じてくるんだとみたいなことを言っていました。やっぱり、彼らにとっては

それが大きな違いなんですが、いずれそういう考え方は変わっていくのだろうと。まさに

これからプレプリント、あるいは、データジャーナルみたいなのがでてきて、要するに、

権威にしたがわない、既得権をもった人たちのルールにしたがわない発信方法っていうの

がでてきた。 

 

図 9 プレプリントは学術誌と著者のパワーバランスを変える可能性 

 

おわりに 

私は YouTuber でもあるんですが、科学のアウトリーチのひとつとして、プレプリント

は既存メディアに対する YouTube じゃないかと思います。要するに、そこで独自の評価

を得られたらメジャーコンテンツから頭を下げてくるよ、というところで、まさにプレプ

リントは YouTube、あるいは、動画配信に似ていると感じています。そういう意味では、

こういったところにワクワクドキドキするような若者が、新しいこの学術発信という世界

をつくっていく、というふうに思っています。なので、まったく専門性もないですけど、
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私が J-STAGE のみなさんに提供できる話はこんなところかな、ということでおわらせて

いただきます。ありがとうございました。 
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2.3  

【Japanese Journal of Infectious Diseases 誌（JJID）における 

プレプリントポリシーと今後の展望】 

 阿戸 学氏 

（国立感染症研究所） 

はじめに 

皆さま、こんにちは。国立感染症研究所の阿戸と申します。前のお二人が非常にユニーク

で、かなり先端的なお話をしていただきましたが、こちらのジャーナルは医学系ジャーナル、

特に感染症ということで、まさに新型コロナウイルス感染症の発生によってずいぶん、大き

く変わってしまいました。そこについても触れながら、そしてプレプリントポリシーを最近

導入しようとしていますが、なんと日本で初めてなんじゃないかということなので、逆に

びっくりしている状況であります。それではお付き合いいただきたいと思います。 

 

何がプレプリントかという事につきましては、もう既にご存知の方が多いと思いますけ

れども、この定義がはっきりしてきたのは、私の知る限りでは、2016 年 Science にプレプ

リントに関するコミュニティの議論が掲載されたというところで確定しつつあったのでは

ないかなと思います。基本的には査読を経ないままに公的なサーバに作者によってアップ

ロードされた科学論文という風に考えられています。その場合、後で述べますけども、最近

はプレチェックが、そのサーバの運営者等によって入れられているというのが実情だと思

います。 

 

プレプリントの歴史 

では、簡単にプレプリント、特にバイオメディカル研究におけるプレプリントの歴史を考

えてみますと、実はこれも文献に載っていたわけですが、1966 年に Exchange Groups が

Health Science、Medicine 分野で、アメリカの NIH が運営したプレプリントがあったとい

うことですが、残念ながら一年後に閉鎖されてしまいました。皆さんよくお分かりなのは、

物理、あるいは数学分野における arXiv が 1991 年にコーネル大学で運営が開始されて、今

も非常に威力を発揮したものになっているわけです。2007 年に Nature Proceedings とい

うのができましたけれども、こちらも 2012 年に閉鎖されています。また、同時に OSF 

Preprints は Center for Open Science が作ったわけですけど、こちらは現在も大いに活動

されています。そして先ほどの話にもありました bioXiv ですとか medRxiv は 2013 年ある

いは 2019 年にできました。PeerJ もありましたけど、これは 2019 年になくなっています。

ちょっとユニークなのは ChemRxiv ですけども、これは 5 つの国の化学学会が合同で運営

しています。最近になりますとローカルなコミュニティ、例えば、IndiaRxiv というインド

でのアーカイブであったり、言語に基づいたプレプリント、ArabiRxiv といったものもでき

ています。さらに最近になると、特に出版社が運営するプレプリントサーバは Research 
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Square、これは Springer Nature ですけれども、F1000 あるいは Under Review なども今

認められているところです。 

 

 

図 10 バイオメディカル分野におけるプレプリントの歴史 

 

2016 年の ASAPbio meeting があって、そこでそれぞれのステークホルダーが集まって

議論しました。例えば、研究者にとってどういう利益あるいは特徴があるのか、それから資

金配分機関にとってプレプリントはどうなのか、それからジャーナルの運営者としてはど

うなのか、という 3 つの部分を持ち寄ったというところになります。先ほど言われたよう

に、科学者としては論文の成果を直ちに利用できる、それから非常にプライオリティを出せ

るということもあります。SNS でバズったという話もありましたが、原稿についてのコメ

ント、あるいはコミュニケーションで、査読を経なくても十分に反応があって、それをさら

に成熟化させられるというところもあります。それからタイムスタンプが付きますので、こ

れはよく判断できるということで、特に若い科学者に対して、査読に時間がかかるようにな

りましたので、昇進やキャリアデベロップメント、グラントの申請に速やかに使えるという

ことは、非常にベネフィットであるといえます。 

 

資金配分機関としては、応募者のアイデアが非常に正確に、そしてオンタイムで見ること

ができるということ、あるいは申請者の成果、そのプログレスがすぐ評価できます。それか

ら Nature とか Science という話もありましたが、ジャーナル名のバイアスだとか雑誌のレ

ピュテーションに惑わされることがないということは、若いあるいは無名の科学者にとっ

て非常に良いといえます。ただしいくつか懸念もあります。やはりお話にもあったクオリ

ティの問題、また 1 つの論文の様々な成熟段階があって、そのバージョン管理というのは

問題が大きいです。それからグラントの査読者にとってはそれをいちいちチェックしてい

るのが非常に重荷になっているということもあります。ですからそのグラントの査読者が
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プレプリント原稿にきちんとアクセスできるということを保証してほしいというのは、そ

の時の資金配分機関の意見でした。 

 

査読とプレプリントの違い 

一方、雑誌社として、これが私の立場となる訳ですけど、ピアレビューとプレプリントと

いうのは、そもそも目的が全然違うのだということが当初の段階ではございました。プレプ

リントというのは、初期段階において科学的な知見であるとか成果をシェアしたい、そして

その先取権を表明するんだというプライオリティが非常に大きいといえます。ピアレ

ビュージャーナルは基本的には科学の進歩に貢献するのだと、つまりどちらかというと、再

現性であったり正確性であったりデータの完全性であったりを重視する。こういうところ

はプレプリントと相反する目的にあるということになるわけです。ですから、今プレプリン

トがなかった時代に戻ることは絶対できないわけですから、むしろプレプリントはレ

ビュープロセスもアシストするのだ、あるいは、助けるプロセスの 1 つという考え方も当

然成り立ちます。やはり 1 つの懸念としてはバージョニングが、特にその雑誌を運営して

いる場合には非常に問題となります。最終バージョンが当然、雑誌でピアレビューを経たも

のにならなければいけない。そこの管理、あるいは運営というのはどのように維持するのか、

これが非常に雑誌を運営していて、難しいところになります。それから高井先生もちらっと

おっしゃいましたけれど、例えば、特に医学関係ですと倫理、あるいはその個人のプライバ

シーをきちんと尊重したものになっているかどうか、科学的なスタンダードを守っていら

れるかという、査読前ですから、玉石混淆になるということになります。そしてこういった

非常に問題の大きな、特にその研究不正を防ぐ、あるいは全く正確でない知見を載せてくる

というようなことが、特に新型コロナウイルス感染症に関連して、このような治療法がある

と掲載されました。1 番有名になってしまった論文が今でもプレプリントのままだというこ

とは、科学的に認められていないということになってしまいますので、こういったものを、

どのように科学界としては使っていくのかということは大きな問題になっています。それ

から当然、それを引用する場合にも、これはプレプリントで論文ではないのだということを

きちんとさせなければいけないという話もございました。 

 

プレプリントに対する、アカデミアの出版者の反応については、このウィキペディアにき

れいにまとめられ、しかもアップデートされている状態です。大体において無制限にプレプ

リントサーバに関してアクセプトするという場合もありますし、条件をつけて non profit の

部分をアクセプトする、あるいはですね、もう臨床に関する論文は一切受け付けないという

風にしている雑誌も見られます。これはこちらからもしお時間あるときに見ていただきた

いと思います。もう 1 つは、バージョンについてです。バージョンについては全く問題ない

という雑誌から査読中のバージョンをプレプリントに載せてはいけませんという雑誌もあ

ります。あるいはバージョンとしては、プレプリントをそのまま投稿してはいけませんと、
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新しい知見がなにか加わってから、投稿してくださいとしているケースもあります。そうで

なければ、我々はそれを新しい未発表の知見とは認めませんよというような雑誌もありま

す。ライセンスについても雑誌によりますが、全く問題ないというところから、オープンア

クセス費用としてチャージする、あるいは CC BY-NC-ND にしてくださいとか、こちらに

ついても様々になっています。臨床系雑誌、特に整形外科、あるいは放射線科の雑誌ではこ

ういった事項についてかなり厳しく対応しているというのが、現状です。 

 

コロナのパンデミックになって、実はプレプリントはものすごく注目をされるというこ

とになります。コロナのパンデミックによりプレプリント原稿のボリュームが、急激に跳ね

上がります。特に新型コロナウイルス感染症に関するケースレポートから疫学、臨床研究と

いったようなものも様々に出てきたのは皆様もご存知だと思います。もう 1 つは欧米では

ロックダウンになって職場に行けなくなってしまいましたので、査読プロセスについて普

通のジャーナルが非常に障害されてしまった。査読に長時間がかかるようになって 2 ヶ月

経っても 3 ヶ月経っても査読結果が出ない、すみません、ロックダウンしているので、時間

がかかりますというような話が非常に出てきたということです。例えば、2020 年の 1 月か

ら新型コロナ感染症に関するプレプリントが何千報もわずか 1-2 か月のうちに投稿された

というようなこともありました。そしてもう 1 つ先ほど高井先生から取材が来たという話

を聞きました。特にメディアがこういったプレプリントを科学的に証明された事実である

というように報道して、それが、後に取り下げられることもあって、こういったことが非常

に、サイエンティフィック・コミュニケーションに大きく悪影響を及ぼしているというよう

な状況もあります。そういうこともあって、近年プレプリントサーバもこの pre-checking

というシステムをかなり導入するようになりましたし、プレプリントに関してはもう 1 つ

この投稿が急増したということがあって、原則自由、無料だったわけですが、コストが極め

て高くなる、いろんなファンディング等、こういった資金を集めるようにしてはいるものの、

Nature もかなり資金的に苦しくなってきたので、有料化も当然視野に入ってくる、あるい

は non profit ではとても運営ができなくなってくると、営利企業である印刷・出版者が運営

するといったことが徐々に、大きくなっているのではないかというような懸念もございま

す。 

 

JJID（Japanese Journal of Infectious Diseases）誌の役割と目的 

ここからは、我々の Japanese Journal of Infectious Diseases という国立感染症研究所が

発行している医学雑誌についてお話します。こちら、どういう経緯でできたかというと、そ

れまでもずっと存在はしていたんですが、実は 1997 年に感染症法という法律ができて、そ

れまで国立予防衛生研究所という名称であったのが、国立感染症研究所になり、より感染症

にシフトするということになりました。これに基づいて名前も Japanese Journal of 

Infectious Diseases となって、雑誌のスコープもやや変わったということになりました。 
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この雑誌のスコープとしましては、国立感染症研究所が発行するので、ヒトの感染症につ

いての論文であり、主に細菌学、ウイルス学、真菌学、寄生虫学、医学昆虫学、ワクチン学、

毒素学、疫学、サーベイランス、公衆衛生学、あるいは感染症に関係する病理学や免疫学、

生化学、血液およびワクチン等の安全性研究に関する研究・報告を掲載する雑誌となってお

ります。 

 

 

図 11 JJID 誌の役割 
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図 12 JJID 誌の目的 

 

JJID というふうに我々は呼んでいますが、その目的は何か、ということになりますと、特

に我が国の感染症報、感染症に関する研究成果を世界に発信する、それから、それを諸外国

の研究成果とコミュニケーションをとるということが、1 番大きな目的になっています。同

時に、地方衛生研究所、これは各地方自治体にある、感染症の病原体を検出したりする研究

所ですが、その科学知見を育成するということで、雑誌に論文を書いてもらって、それを載

せるということも、運営母体である国の方針として載せていくということになっています。

もう 1 つは、これはかなり重要で、あまり表に出ていないかもしれませんが、低所得の国

で、こういった公衆衛生、あるいは感染症に関する研究をするにしても発表する機会がない、

あるいは発表するのに非常にお金がかかるということもあるので、そういった方々の研究

を支援するという国際支援という形の意義も持っております。したがって雑誌の出版費用

は全額国費でまかなわれておりますけれど、出版投稿料は、全く無料ということになってお

りますし、著作権に関しても作者が持つということになっている雑誌であります。 

 

その歴史としては 1948 年、予防衛生研究所ができてその翌年に The Japanese Medical 

Journal として発足しまして、1952 年に The Japanese Journal of Medical Science and 

Biology という形になっています。それが 1999 年の 3 月 31 日に JJID という名前になって

1 号が出ております。2000 年には今度は MEDLINE/PubMed に掲載され、かなり多くの方

に見てもらえるようになったと考えています。2012 年に 1 つの契機があって、それは AOP
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（Advance Online Publication）が導入され、それ以来冊子体から電子ジャーナルへ変換し

たとことです。そして J-STAGE にも載せていただいて、オンライン投稿、それからオンラ

イン査読といったことが可能になったのが、大きな点です。 

 

すると何が起こったかというと、当然投稿数が非常に大きくなり、また世界中から査読者

も呼べるようになったというメリットがありました。一方、当然副作用というか、あまりよ

ろしくない投稿というのも非常に増えました。特にインストラクションを全然読んでいな

いような投稿論文が 80％を超えているのではないかと思いますけれども、そういったもの

が送られてきて、そこに編集の手がとられてしまうということがあります。これはどの雑誌

でも同じかと思いますが、二重投稿ですとか、二重出版といった事例も時々経験するように

なりました。 

 

 

図 13 JJID 誌への投稿数 

 

そして 2017 年くらいからいろいろと、時流に合わせて改訂をしていくということで、投

稿規程改訂や、ライセンスについてもこれまで明確ではなかった点について、自由度が高い

ということで CC BY 4.0 と定めました。去年に委員会で決まったこととしては、リファレ

ンスにプレプリントを載せてよいということを決めています。まだ正式ではないので、資料

としてお送りしていないのですけれど、形式等もまとまってきましたので、のちほどプレプ

リントポリシーを紹介したいと思います。 
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少しだけですが、それらを実施した結果、雑誌の投稿数がどうなったかということを紹介

したいと思います。ご覧の様に、だいたい一年間に 100 本ぐらいの投稿数だったのが、J-

STAGE に載せたところ 500 くらいまで上がって、さらに COVID-19 の発生でそれが倍に

なって、今、年間で 1000 を超える投稿があるという状態です。そんな、大きな雑誌じゃな

いのですが、このような形になっております。 

 

ではどこから増えたかというと、完全に海外からの投稿数が増えているという状況で、投

稿する国の数も、年々増えています。そうなってきますと採択率はもう今 10%を切るとい

う状況で、これだけを見ると Nature みたいに見えますけど、ほとんどの投稿論文をリジェ

クトせざるを得ないというような形になっています。 

 

 

図 14 JJID 誌の採択率 

 

インパクトファクターは全然違いまして 1 から 1.5 の間を行ったり来たり(2021 年は

2.541)というような状況です。ページ数は必ずしも増えているわけではない、それから掲載

の論文数も増えているわけではないということで、純粋に投稿数が極端に上がっていると

いう状況であります。 

 

プレプリントを作るときに、現在の実際に動いているメジャーなプレプリントサーバ、特

に医学系を受け入れているものについて、まとめてみました。投稿するときのチェックを指

すプレチェックですが、bioRxiv は、攻撃性がある、科学性がない、捏造である、そういう
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ものは最初にはじいているようです。これは、プレプリントサーバは基本的に一旦デポジッ

トするとそれを削除するということはほぼできないというところです。もちろん取り下げ

（withdraw）できる、できないということはあるのですけれども、実際は withdraw という

マークが付くけど消せない、あるいはメタデータは当然残ります、というようなものもあり

ます。Research Square は Springer Nature ですから、英語の質、オリジナリティ、メディ

アに対して取材を受けているか、倫理やプライバシーの問題、公衆衛生に対する影響などに

ついて厳しくチェックしています。我々が 1 番ここはどうなのだろうかと気になるのが、

複数投稿（multiple posting）の問題でして、基本的には multiple posting というのはその

バージョン管理だとか、データの正確性、どれが本当なのか最終版なのかということを考え

る上で、非常に大きな問題になってくる可能性がありますが、bioRxiv に関しては推奨しま

せんということになりますし、一方 Research Square では multiple posting でも何でも、

いくらでもやってくださいというような形になっていますので、こうなるとその雑誌に投

稿された時に、どのように管理できるのかというような問題になってきます。ここでは 3 つ

だけですけども、medical research を受け入れているプレプリントとしてはこのようなも

のがあります。 

 

プレプリントポリシー策定へ 

こういったものを参考に我々はプレプリントポリシーのドラフトを今、作成をしている

ところで、ほぼほぼ形が決まってきました。本日の発表までに承認されていればよかったの

ですが、まだですので、暫定的な形ということで紹介します。COPE はこういったプレプリ

ントに対して、どういうことをジャーナルは気をつけなければいけないかということを結

構詳しく書いていて、ジャーナル編集者は過去にプレプリントプラットフォームにポスト

された作品を考慮するか決定しなければいけませんということで、我々としては今のとこ

ろ non profit プレプリントサーバであれば既に発表された原稿ということにはしない、と

いう風に定義をしようと思っております。そして JJID は基本的に著者に著作権があります

ので、プレプリントはアクセプトされるまでは、査読プロセスのいかなるところでもポスト

していいということにしております。もちろん、こういったプレプリントにあること自体が、

何かバズっているからいいとかそういうことではなく、まったく純粋に査読をするという

風になっています。 

 

さらに先ほどの COPE のところで、投稿の時にプレプリントのコピーというものをきち

んと申告しなければいけませんと、ここは非常に大事なところだと思います。ほとんど他の

雑誌とも同じだと思いますけども、カバーレターの中にきちんとプレプリントはどこに投

稿しているかということを宣言しなさいと。それをチェックリストでもやって、それが済ま

ないと進めないような形にしようとしています。そして、もしこの雑誌がアクセプトされた

ときは、バージョン管理として必ず DOI を最終版、すなわち我々の JJID の DOI に置き換え
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る、あるいは DOI を置き変えることができなければ、必ずその最終版が JJID でアクセプト

されたものであったということを、プレプリントのテキストに明記して、それをアップデー

トしてくださいというようなことをやっていただくことを考えています。コピーライトに

ついては、JJID はほかの商業雑誌と違いましてコピーライトは基本的に著者に属するとい

うことなので、著者はプレプリントサーバにポストする時にコピーライトは自分で保持し

ていなければならないということをプレプリントのポリシーの中に入れています。それか

らプレプリントの引用の仕方についてはプレプリントであることが明確にわかるように引

用しているという、これが原案ですけども、多分 PubMed と同じような形になりますが、

プレプリントの DOI がついてそれでプレプリントだということでこれはサイエンティ

フィックにピアレビューを経てコンファームしたものではないということで、作者がもし

何かわからない事があれば、JJID に問い合わせくださいというような形で、以上がこのプ

レプリントポリシーの案と言うことになろうかと思います。まだコンファームされていま

せんが、近々出せるのではないかというふうに思っています。（補遺：JJID のプレプリント

ポリシーは 2022 年 1 月 17 日に公表された 

https://www.niid.go.jp/niid/images/jjid/preprint/JJID_Preprint_policy_20220114.pdf 

） 

 

 

最後になりますけれど、プレプリントが新しいビジネスモデルになるのかというような

ところは、最近のプレプリントを巡る議論でもたくさん出ています。特に先ほどいった、

サーバにどんどん論文が溜まってきて運営コストがかなり高くなると、ゆくゆくはやはり

有料化ということ、あるいは商業化ということを考えなければいけないのではないかと、そ

ういう懸念があり、雑誌社が運営するプリントサーバというのは、やはり自分たちの運営す

る雑誌の投稿に、かなり便宜を図れるような形、それは優良な投稿の囲い込みに繋がるので

はないか、ということがいえるかと思います。それから、やはりそのプレプリントに載ると

いうこと自体が、普通のメディア、あるいは一般の方は、これがその査読者を経て、科学的

コンセンサスを得たものということと、同じに見えているのは、そういったことに対するサ

イエンスコミュニケーションというものを発達させなければいけないのではないかと思わ

れます。先ほど高井先生もおっしゃいましたけども、アカデミアとサイエンスのシームレス

サービスというものを担う可能性も充分にあるという風に思います。一方ピアレビュー

ジャーナルとしましては、プレプリントを受け入れるということは、やはりエディトリアル

オフィスに非常に大きな負担があるということで、そのコストをどのように考えているか

ということ、それから、ピアレビュージャーナルとこのプレプリントというものが、最終的

に将来的に統一をしていくのか？あるいは非常にまた面白い形での進化というも成し遂げ

るのか、そういったことを考えながら、プレプリントジャーナルの役割も変わってくるかも

しれないし、あるいは融合するようなものというのも出来てくるのかもしれないし、その辺

https://www.niid.go.jp/niid/images/jjid/preprint/JJID_Preprint_policy_20220114.pdf
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りは議論が必要なのかなと思います。 

 

おわりに 

最後に言いたいのは、これらの問題がもう海外ではかなり議論されて、色々な試みがなさ

れているところですが、日本はもう周回遅れ、通り越して 2 周ぐらい遅れているじゃない

かと思われることです。これから J-STAGE でプレプリントサーバを作っていただけるとい

うことですので、これらの議論がさらに深まってこの科学っていうものに対する、あるいは

情報発信に対する考え方が日本でも成熟していくということを考えております。ちなみに

これは個人的な考えで、JJID の考え方ではございません。 

最後になりましたけれども、JJID のエディトリアルオフィスの方々に非常にお世話にな

りましたし、一部のスライドは前々編集委員長である倉根先生からご提供いただきました。

私の話は以上です。どうもありがとうございました。 

 

 

図 15 謝辞 
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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 59 件であった。 

◆講演内容について 

「大変参考になった」53%、「参考になった」41%、「あまり参考にならなかった」2%、

「ほとんど参考にならなかった」0%、「その他（見ていない等）」5%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」93%、「よくなかった」0%、「どちらとも言えない・わからない」0%、また、

「講演時間の設定は適切だった」25%、「講演時間が長かった」14%、「講演時間が短かった」

2%となった。 

◆その他コメント 

他に、自由記述で「論文の査読は研究者の一つの仕事として引き受けてきたが，preprint

の時代には役割が少し変わるのかもしれないという感想を持った」「全てのセッションが現

在のジャーナル出版の問題とプレプリントの特性を生きた事例で説明しており、研究の信

憑性とスピード出版の間で新たな出版モデルが必要であると感じさせてくれる貴重なセミ

ナーでした」「今回は、パネルディスカッションを含め、非常に内容の濃いセミナーでした」

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#2111/15 

 

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://youtube.com/playlist?list=PLSXgr8_ZxZT1K1SaxQNhd8d3QNct8vgRL 

https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/News/TAB4/PastIssues/-char/ja#2111/15
https://youtube.com/playlist?list=PLSXgr8_ZxZT1K1SaxQNhd8d3QNct8vgRL
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