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はじめに 

平成 27 年にオープンアクセス・オープンサイエンス思潮は新たな転機を迎えた。3 月に

内閣府 1から、9 月には文部科学省 2から、それぞれオープンサイエンス推進に関する方針

が打ち出された。 

学術情報流通の一端を担う大学図書館界はこれまで、草の根的に研究成果のオープン化

を推進するオープンアクセス運動や、それに研究過程で生産されるデータを含めた広義で

の学術情報のオープン化としてのオープンサイエンス推進の活動を行ってきた。主に論文

の著者である研究者や機関リポジトリ運用担当者への支援を重点的に行ってきた。一方、学

術雑誌の刊行元である学協会へは「学協会著作権ポリシーデータベース（以下 SCPJ とす

る）」にて情報発信を行ってきたが、このことがどの程度学協会に対して有効に作用してい

るのかは明らかになっていない。 

しかし、国全体としてオープンサイエンスを推進していく方針が打ち出された今、より効

果的に学術情報のオープン化を推進していくためには、学協会への支援についても重点的

に行っていく必要があるのではないだろうか。そのためにはまず、学協会がどのような支援

を必要としており、その中で当委員会としてどのような支援ができるのか検討する必要が

ある。 

しかし、国内学協会のオープンアクセス及びオープンサイエンスへの対応については団

体あるいは雑誌ごとに異なっており、国内全体としての傾向は明らかになっていない。そこ

で当班では、国内学協会の現状や課題等を把握し、学協会に対する支援策の検討材料とする

ために本調査を実施した。 

本報告書において国内学協会のオープンアクセス・オープンサイエンスへの対応状況や

現在抱えている課題を明らかにすることにより、国内学協会への必要な支援が十分に行わ

れ、ひいては学術情報のオープン化を一層推進するきっかけになれば幸いである。 

 

本報告書の構成 

国内学協会のオープンサイエンス対応状況調査（報告） ..................................................... 0 

はじめに ................................................................................................................................. 1 

1. 調査の概要 ...................................................................................................................... 3 

2. 集計に当たっての注意点 ................................................................................................ 3 

3. 調査結果 .......................................................................................................................... 3 

質問 1. 団体名（法人格があれば法人名もご記入ください） ...................................... 3 

質問 2. 団体情報............................................................................................................ 3 

質問 3. 事務ご担当者情報 ............................................................................................. 4 

質問 4. 内閣府等のオープンサイエンス推進の方針はご存知ですか。 ........................ 4 



 

2 

 

質問 5. 内閣府等のオープンサイエンス推進の方針を受けて（あるいはその前から）オ

ープンアクセスやオープンサイエンスについてどのような対応をされましたか（複数回

答可）。 5 

質問 6. オープンアクセス方針はどこで確認できますか（複数回答可）。 .................. 6 

質問 7. オープンアクセスはどのような手段で実現していますか（複数回答可）。 .... 7 

質問 8. オープンアクセス化に年間どの程度コストがかかっていますか。概算で結構で

す。 8 

質問 9. オープンアクセス化のために学協会費は値上げしましたか。 ........................ 9 

質問 10. オープンアクセス化の主な財源は何ですか。 ................................................. 9 

質問 11. 質問 10で(2)と回答された学協会に伺います。公的資金を出している主体はど

こですか。 ........................................................................................................................ 10 

質問 12. オープンアクセス化したことによるメリットは何ですか（複数回答可）。 ... 11 

質問 13. オープンアクセス化したことによるデメリットは何ですか（複数回答可）。

 12 

質問 14. オープンアクセス方針を検討中、または検討予定の学協会に伺います。最終的

な意思決定はどこで行われますか。 ................................................................................ 13 

質問 15. オープンアクセス方針を検討中、または検討予定の学協会に伺います。次の意

思決定の機会はいつ頃ですか。 ....................................................................................... 14 

質問 16. 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)では学協会の著作権ポリシー（オ

ープンアクセス方針）を掲載しています。これまでに SCPJをご存知でしたか。 ....... 14 

質問 17. 質問 16で(1)を選択した学協会に伺います。これまでどのように利用されまし

たか（複数回答可）。 ........................................................................................................ 15 

質問 18. 今後 SCPJにデータ（著作権ポリシー）を掲載したいと思いますか。 ....... 16 

質問 19. 質問 18 で(2)を選択した学協会に伺います。(2)の理由を具体的にご記入下さ

い。 17 

質問 20. SCPJ にデータ（著作権ポリシー）を掲載する場合どのようにしたいですか。

 17 

質問 21. 現在、学協会のオープンサイエンスへの対応等で困っていること、課題となっ

ていることがあれば、自由にお答え下さい。 ................................................................. 17 

質問 22. その他、機関リポジトリ推進委員会に対し活動の要望等あれば、自由にお答え

下さい。 18 

4. まとめと今後の展望...................................................................................................... 18 

5. 参考文献 ........................................................................................................................ 19 

 

付録 質問項目一覧         20 



 

3 

 

1. 調査の概要 

実施期間：平成 28年 1月 25日～平成 28年 3月 11日 

実施方法：メールまたは郵送により依頼文書を送付、Webフォームを用いて回答を収集。 

配布数：2289件 

回答数：531件 （回答率：23.2%） 

 

2. 集計に当たっての注意点 

団体、事務担当者の名称、住所、連絡先等は個人情報保護の観点から省略した。また、記

述については回答内容に含まれる事項ごとに分類し集計した。 

問いの回答内容によって次に回答すべき質問が異なるが、選択肢で想定していた内容の

回答を「その他」として回答しているケースがあり、回答内容によって次の質問の回答対象

者を定義することが困難であるため、回答対象者を限定しての集計は行わないこととした。

そのため、「無回答」の割合が多くなっている。 

 

3. 調査結果 

質問1. 団体名（法人格があれば法人名もご記入ください） 

（省略） 

 

質問2. 団体情報 

研究分野の記述回答を元に分類、集計したところ、生命科学系分野からの回答が最も高い

割合を占め（45%）、次に人文・社会科学系分野（37％）、理学・工学（19%）の順であった。 

分類には「学会名鑑 3」の分野を使用した。 

調査を依頼した中には「学会名鑑」に情報が掲載されていない団体も多数含まれるため、

純粋な比較はできないが、「学会名鑑」掲載学協会と今回回答のあった学協会の分野ごとの

比率では、人文社会科学系分野の回答率が若干低く、生命科学系分野の回答率が若干高くな

っている。 
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質問3. 事務ご担当者情報 

（省略） 

 

質問4. 内閣府等のオープンサイエンス推進の方針はご存知ですか。 

依頼文書中で内閣府等のオープンサイエンス推進の方針として以下 2 点を示し、認知度

を問うたところ、「(1)はい」（知っている）と答えた学協会が 52%と過半数を占めた。 

・内閣府国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会「我が国におけるオープ

1452

42%

1247

36%

749

22%

（参考）「学会名鑑」掲載学協会数

人文・社会科学

生命科学

理学・工学

言語・文学 哲学

心理学・教育学 社会学

史学 地域研究

法学 政治学

経済学 経営学

基礎生物学 統合生物学

農学 食料科学

基礎医学 臨床医学

健康・生活科学 歯学

薬学 環境学

数理科学 物理学

地球惑星科学 情報学

化学 総合工学

機械工学 電気電子工学

土木工学・建築学 材料工学

人文・社会科学系 

生命科学系 

理学・工学系 

192 

37% 

233 

45% 

98 

19% 

※2016年 5月 10日調べ 
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ンサイエンス推進のあり方について～サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け～」 

http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/index.html 

・文科省学術情報委員会「学術情報のオープン化の推進について（中間まとめ）」 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10

/06/1362565_1.pdf 

 

 

 

質問5. 内閣府等のオープンサイエンス推進の方針を受けて（あるいはその前から）オープ

ンアクセスやオープンサイエンスについてどのような対応をされましたか（複数回答

可）。 

内閣府等のオープンサイエンス推進の方針を受けて、「(1)論文のオープンアクセスについ

て方針を作成した」と「(3)研究データのオープンアクセスについて方針を作成した」のい

ずれかを選択した回答は重複を除くと 162 件であった。また、論文又は研究データのオー

プンアクセス方針を「検討中または今後検討予定」との回答は重複を除くと 214 件であっ

た。 

なお、「(6)その他」では、内閣府等から方針が公表される前から既にオープンアクセスに

関する方針を策定済みであるという回答や、規定として明文化はしていないもののオープ

ンアクセス化しているという回答が複数見られた。 

 

276

52%
219

41%

36

7%

04_内閣府等のオープンサイエンス推進の方針

(1) はい

(2) いいえ

無回答

http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/index.html
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/1362565_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/1362565_1.pdf
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質問6. オープンアクセス方針はどこで確認できますか（複数回答可）。 

オープンアクセス方針の確認手段としては、「(2)学協会ホームページ等の Web サイト」

が 99件と最も多く、次いで「(1)ジャーナル（冊子体）掲載の投稿規定」が挙げられた。 

 また、複数選択のパターンとしては、(2)のみの回答が 47件と最も多く、(1)、(2)、(3)全

てで確認できるという回答は 11件であった。 

 「(4)その他」の回答の詳細については、J-Stage や雑誌発行元の出版社の Web サイト、

議事録等の内部文書、明文化されていないなどの回答が複数見られた。 

 

161

152

7

87

97

44

(1) 論文のオープンアクセスにつ

いて方針を作成した（→質問6

へ）

(2) 論文のオープンアクセスにつ

いて方針を検討中あるいは今後

検討する予定がある（→質問…

(3) 研究データのオープンアクセ

スについて方針を作成した（→

質問6へ）

(4) 研究データのオープンアクセ

スについて方針を検討中あるい

は今後検討する予定がある…

(5) 論文・研究データのオープン

アクセスについて検討する予定

はない（→次のページへ）

(6) その他(具体的に)

0 50 100 150 200

05_内閣府等のオープンサイエンス方針への対応
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質問7. オープンアクセスはどのような手段で実現していますか（複数回答可）。 

オープンアクセスの実現手段としては、「(2)J-Stage Lite」によるとの回答が 87件と最も

多く、次いで「(4)その他」57件、「(1)自機関独自構築サイトで無償公開（学協会Webペー

ジを含む）」、「(3)機関リポジトリ」がほぼ同数となった。 

なお、J-Stageの簡易Web搭載機能を以前は「J-Stage Lite」と呼称していたが、現在は

「J-Stage」に統合されており、選択肢としては「J-Stage」と記載すべきであった。「(4) そ

の他」で「J-Stage」と回答したものも加えると、(2)に該当する回答は 95件となる。 

また、「(4)その他」のうち「J-Stage」以外の回答としては、出版社のWebサイトや CiNii、

NII-ELS が多く挙げられたほか、該当分野の論文データベースについても複数回答があっ

た。CiNiiとの回答については「NII-ELS」を意味していると推測されるが、これらを含め

て NII-ELS を挙げたものは 12 件であった。これらのうち J-Stage を同時に選択している

か J-Stageへ移行予定・移行申請中と記載のあったものが 6件、「(3)機関リポジトリ」を同

時に選択している学協会が 3件、「(1)自機関独自構築サイト」等を同時に選択しているもの

が 3 件であり、NII-ELS が平成 29 年 3 月をもってサービス終了した際の移行先としては

J-Stage、機関リポジトリ、及び自機関独自サイト等で明らかな偏りは見られなかった。 

「(4)その他」も含め、何らかの方法によりオープンアクセスを実施している機関は、重

複を除いて 175機関であり、回答者全体の約 33%であった。また、「(4)その他」で著者のセ

ルフアーカイブによりオープンアクセスを実現しているとの記述は 4件あった。 

66

99

39

32

(1) ジャーナル（冊子体）掲載の投稿規定

(2) 学協会ホームページ等Webサイト

(3) 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)

(4) その他(具体的に)

0 20 40 60 80 100

06_オープンアクセス方針掲載場所
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質問8. オープンアクセス化に年間どの程度コストがかかっていますか。概算で結構です。 

「(1)0円」が 8%と最も多く、次いで「(4)10万円以上 50万円未満」が 7%、「(2)1円以上

5万円未満」が 6%であった。 

 

 

 

49

87

41

57

(1) 自機関独自構築サイトで無償公開

（学協会Webページを含む）

(2) J-Stage Lite

(3) 機関リポジトリ

(4) その他(具体的に)

0 20 40 60 80 100

07_オープンアクセス実現手段

42

8%
29

6%

20

4%

39

7%

18

3%
16

3%

7

1%

360

68%

08_オープンアクセスコスト

(1) 0円

(2) 1円以上5万円未満

(3) 5万円以上10万円未満

(4) 10万円以上50万円未満

(5) 50万円以上100万円未満

(6) 100万円以上500万円未満

(7) 500万円以上

無回答
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質問9. オープンアクセス化のために学協会費は値上げしましたか。 

 「(1)はい」は 6件で約 1%である一方、「(2)いいえ」が 32%であり、オープンアクセス化

するために学協会費を値上げした団体は少数であった。 

 

 

 

質問10. オープンアクセス化の主な財源は何ですか。 

主な財源としては「(1)学協会費」が 24%（129 件）と最も多かった。質問 9 でオープン

アクセス化のために学協会費を値上げした団体はごく少数であり、質問 8 でオープンアク

セス化にかかるコストが 0円と回答した団体は 42件であったことから、大部分の学協会は

冊子体刊行時にかかっていた費用やその他の予算を振り替えることでオープンアクセス化

に対応しているものと考えられる。 

一方で、「(2)公的研究資金」の回答が 8件、「(3)投稿料」の回答が 10件あった。これらに

ついてオープンアクセス化前後で予算額の変化の有無を調査していないため不確実ではあ

るが、オープンアクセス化のために新たな財源を確保している団体も少なからず存在する

のではないかと推測される。 

 

6

1%

168

32%

357

67%

09_オープンアクセス_値上げ

(1) はい

(2) いいえ

無回答
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質問11. 質問 10で(2)と回答された学協会に伺います。公的資金を出している主体はどこで

すか。 

「(1)日本学術振興会」が 10件と最も多く、その次に科学技術振興機構であった。科学研究

費助成事業の研究成果公開促進費等の制度を利用する学協会が多いのではないかと推測さ

れる。 

 

129

24%

8

1%

10

2%

19

4%365

69%

10_オープンアクセス_財源

(1) 学協会費

(2) 公的研究資金（競争的資金及

び公募型の研究資金）

(3) 投稿料（オープンアクセス誌

へ論文を掲載するためのAPCを

含む）

(5) その他 (具体的に)

無回答
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質問12. オープンアクセス化したことによるメリットは何ですか（複数回答可）。 

「(1)研究成果の可視性の向上」をメリットとして挙げた団体が 154 件と最も多かった。

また、「(4)共同研究の活性化」も比較的多くの回答が得られ、「(6)その他」では被引用数の

増加や海外からの投稿増加等を挙げる団体が複数見られた。 

研究成果の社会への還元や社会貢献、学術情報流通の促進等、従来挙げられてきた機関リ

ポジトリのメリットについても複数挙げられたが、それ以外にも学会や新領域研究の認知

度向上や学会員の文献検索の利便性向上等、これまで殊更に強調してこなかった部分にメ

リットを見いだす団体もあることが分かった。 

また、分野別に見ると、「(1)研究成果の可視性向上」や「(4)共同研究の活性化」は分野に

関係なく挙げられている一方、生命科学系分野では「(5)追試のしやすさの向上」が複数挙

げられ、理学・工学系分野では「(2)講演や原稿依頼の増加」や「(3)研究の外部資金の獲得

しやすさの向上」などが複数挙げられるなど、分野や研究スタイルの特徴により、メリット

を見いだす部分に偏りがあるのではないかと推測される。 

 

10

2%

3

1% 1

0%

517

97%

11_公的資金主体

(1) 日本学術振興会

(2) 科学技術振興機構

(3) その他 (具体的に)

無回答
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質問13. オープンアクセス化したことによるデメリットは何ですか（複数回答可）。 

電子公開にあたって「(1)編集・公開の負荷が増えた」との回答が 87 件で最多であった。

次に多いのは「(4)その他」であるが、その内訳は「デメリットは特にない」と回答するもの

が 26 件と約半数を占めた。一方、質問 12 でメリットを「特にない」と回答した団体は 4

件であり、今回の調査に回答した学協会に関しては、オープンアクセス化に関して前向きな

団体が多いと言える。 

(1)、(2)、(3)いずれも分野ごとの回答に目立った偏りは見られなかった。 

 

154

9

2

22

10

27

(1) 研究成果の可視性の向上

(2) 講演や原稿依頼の増加

(3) 研究の外部資金の獲得しやすさの向上

(4) 共同研究の活性化

(5) 追試のしやすさの向上

(6) その他（具体的に）

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

12_オープンアクセス化_メリット
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質問14. オープンアクセス方針を検討中、または検討予定の学協会に伺います。最終的な意

思決定はどこで行われますか。 

意思決定は理事会や総会等で行われる学協会が多く、オープンサイエンス・オープンアク

セス推進のためには学協会上層部への働きかけが必要であると考えられる。 

 

 

87

15

19

53

(1) 編集・公開の負荷が増えた

(2) 研究成果の盗用、剽窃が行われる懸念が増え

た

(3) 繊細な情報を入れにくくなった（著作権、肖

像権、個人情報等への配慮の増加）

(4) その他(具体的に)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13_オープンアクセス化_デメリット

109

21%

89

17%

7

1%12

2%

314

59%

14_オープンアクセス_検討_意思決定

(1) 理事会

(2) 総会

(3) 編集委員会

(4) その他 (具体的に)

無回答
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質問15. オープンアクセス方針を検討中、または検討予定の学協会に伺います。次の意思決

定の機会はいつ頃ですか。 

無回答を除くと、平成 28年度中に次の意思決定の機会がある学協会が 53%と過半数を占

めた。オープンアクセス方針を検討中と回答した団体の中には、次回の意思決定の機会に審

議を行う予定との回答が複数見られたため、継続的な調査が必要であると考えられる。 

 

 

 

質問16. 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)では学協会の著作権ポリシー（オープ

ンアクセス方針）を掲載しています。これまでに SCPJをご存知でしたか。 

SCPJ を「(1)内容も含めよく知っている」のは全体の約 17%と、認知度が高いとは言え

ない状況であることが分かった。ただし、「(2)名前だけは知っている」も含めると 53%と半

数を僅かに超える。 

「(1)内容も含めよく知っている」と答えた学協会の分野ごとの割合は人文社会科学系が

27%、生命科学系が 48%、理学・工学系が 25%であった。 

21

4% 30

6%

21

4%

32

6% 11

2%

98

18%
318

60%

15_オープンアクセス_検討_機会

(1) 今年度3月までの間

(2) 来年度4～6月までの間

(3) 来年度7～9月までの間

(4) 来年度10～12月までの間

(5) 来年度1～3月までの間

(6) それ以降（または未定）

無回答
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質問17. 質問 16で(1)を選択した学協会に伺います。これまでどのように利用されましたか

（複数回答可）。 

「(1)自学協会の著作権ポリシーを掲載した」学協会が 83件と最も多く、次に「(2)他の学

協会の著作権ポリシーを参照した」、「(4)利用したことはない」と続いた。 

「(1)自学協会の著作権ポリシーを掲載した」学協会の分野ごとの割合は人文社会科学系

が 19%、生命科学系が 53%、理学・工学系が 29%と、質問 16 の回答と比べて人文社会科

学系の比率が小さくなっていることが明らかとなった。 

 

92

17%

191

36%

201

38%

47

9%

16_SCPJ認知度

(1) 内容を含めよく知っている

(2) 名前だけは知っている

(3) 全く知らない

無回答
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質問18. 今後 SCPJにデータ（著作権ポリシー）を掲載したいと思いますか。 

SCPJ への著作権ポリシー掲載希望については「(3)わからない」が 58%と過半数を占め

た。一方で、「(1)思う」（＝掲載したい）、「(2)思わない」（＝掲載したくない）を比べると、

掲載を希望する学協会が希望しない学協会の 10倍近くあることが明らかとなった。 

 

 

83

27

8

25

5

(1) 自学協会の著作権ポリシーを掲載した

(2) 他の学協会の著作権ポリシーを参照した

(3) CiNiiや学会名鑑へリンク情報を使うため利用

した

(4) 利用したことはない

(5) その他(具体的に)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

17_SCPJ利用目的

161

30%

15

3%
308

58%

47

9%

18_SCPJ_掲載希望

(1) 思う

(2) 思わない

(3) わからない

無回答
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質問19. 質問 18で(2)を選択した学協会に伺います。(2)の理由を具体的にご記入下さい。 

SCPJにデータ掲載を希望しない理由については、SCPJの著作権等の規定が日本の著作

権法と整合していない、ジャーナルのWebサイトと同様の内容を複数の箇所に掲載してい

ると更新漏れ等で混乱が生じる危険性がある、SCPJの意義が不明といった意見が挙げられ

た。 

SCPJの著作権等の規定に関しては、著作権法ではなく機関リポジトリ登録実務上必要な

情報を元に規定されているため、我が国の著作権法と整合していないものである。意義が不

明という意見も挙げられたことを考慮すると、SCPJの目的や項目の設定基準の説明が不十

分であると感じる学協会が存在すると考えられる。 

 

質問20. SCPJにデータ（著作権ポリシー）を掲載する場合どのようにしたいですか。 

SCPJにデータを掲載する方法については、「(3)学協会に連絡、確認の上データを修正し

てほしい」と考える団体が 51%と約半数を占めた。一方で「(1)自学協会で直接データ（著

作権ポリシー）を追記、修正したい」と考える学協会も 24%と少なからず存在している。 

質問 19で更新漏れ等の懸念も挙げられたことからも、今後 SCPJのデータを更新してい

くに当たっては、これまで同様に学協会がポリシーの更新を随時連絡できる窓口を残しつ

つ、悉皆的な調査も定期的に行っていく必要があると考えられる。 

 

 

 

質問21. 現在、学協会のオープンサイエンスへの対応等で困っていること、課題となってい

126

24%

31

6%

271

51%

56

10%

47

9%

20_SCPJ_掲載方法

(1) 自学協会で直接データ（著作

権ポリシー）を追記、修正した

い

(2) 学協会のホームページに掲載

した情報をもとに勝手に修正し

てよい

(3) 学協会に連絡、確認の上デー

タを修正してほしい

(4) その他 (具体的に)

無回答



 

18 

 

ることがあれば、自由にお答え下さい。 

回答内容の主旨により分類したところ、学協会の体制や人員・予算不足、オープンアクセ

ス化することによる財源不足の懸念、個人情報や過去分の著者への権利処理の問題、オープ

ンアクセスやオープンサイエンスに関する情報不足、学協会員へのインセンティブがなく

なるなどの課題が挙げられた。 

学協会の体制については事務局が１～数年で交代するため、オープンアクセス化への継

続対応が困難であるという回答が複数見られた。 

また、オープンアクセス化に対応するための人員・予算の確保が課題であるという団体や、

これまで雑誌の収益により学協会を運営してきたためにオープンアクセス化することで財

源が不足し、団体の存続自体が危ぶまれるという団体が多い。国内学協会誌のオープンアク

セス化推進のためには、オープンアクセス化にあたっての持続可能な学協会経営モデルを

提示する必要があると考えられる。 

オープンアクセスやオープンサイエンスに関する情報不足については、オープンアクセ

スやオープンサイエンスとはどのようなものかを学協会員に説明するための情報やオープ

ンアクセス化するにあたって想定される問題点などの情報が不足しているという回答が複

数見られたほか、NII-ELS から J-Stage への移行に関する手続き等の実務的な情報を求め

る声もあった。 

これらの他に、研究データのオープンアクセス化にあたって、データの蓄積をするための

システムを公的にサポートしてほしいという回答もあり、論文だけではなく研究データの

オープン化に対するサポートを求める団体もあることがわかった。 

 

質問22. その他、機関リポジトリ推進委員会に対し活動の要望等あれば、自由にお答え下さ

い。 

機関リポジトリ推進委員会に対する要望としては、オープンアクセスやオープンサイエ

ンスに関する詳細かつ最新の情報提供を希望する回答が多く見られた。学協会の分野や規

模等により状況が異なるため、直接的な支援ではなく必要な情報を得ることで自学協会の

状況に即した対応を検討したいという希望が多く挙げられた。 

 

4. まとめと今後の展望 

本調査の結果、内閣府又は文部科学省によるオープンサイエンス推進の方針の認知度は

50％以上であり、論文や研究データのオープンアクセスに関する方針を策定済みまたは策

定中である学協会が約半数を占めた。また、自機関独自構築サイトや J-Stage、機関リポジ

トリなど、何らかの手段で学協会誌のオープンアクセス化を実現している学協会が回答全

体の約 33%を占め、国内学協会のオープンサイエンス対応が進みつつあることが明らかに

なった。 

一方で、雑誌をオープンアクセス化することにより、これまで学協会の運営に充てていた



 

19 

 

雑誌の収益が見込めなくなることへの懸念や、オープンアクセス対応への人員及び予算が

確保できないなどの問題点も判明した。 

今後、国内学協会誌のオープンアクセス化をより一層推し進めるためには、学協会の規模

や特性を考慮して持続可能な経済モデルや利用可能なツールなどの情報を提示する必要が

あると考えられる。また、今回の調査ではエンバーゴを設けている場合の期間とその理由や

オープンアクセス論文の公開先、著者によるセルフアーカイブを認めているか等のオープ

ンアクセス対応の詳細を調査項目に含めることができなかった。特に、論文を学協会のWeb

サイトで公開しており CiNii 等に収載されていない場合、論文の視認性が比較的低くなっ

てしまうため機関リポジトリや J-Stage などの適切な公開ツールを案内する必要性がある

と思われる。今後継続して調査する場合の課題としたい。 

 

5. 参考文献 

1. 内閣府国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会. 我が国におけるオ

ープンサイエンス推進のあり方について : サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け. 

2015-03-30, http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/index.html 

2. 文科省学術情報委員会. 学術情報のオープン化の推進について（中間まとめ）. 2015-

09, 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015

/10/06/1362565_1.pdf 

なお、2016年 2月に「学術情報のオープン化について（審議まとめ）」が公表された。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1368803.htm 

3. 日 本 学 術 会 議 , 日 本 学 術 協 力 財 団 , 科 学 技 術 振 興 機 構 . 学 会 名 鑑 . 

https://gakkai.jst.go.jp/gakkai/, (2016-05-10参照) 

 

http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/index.html
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/1362565_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/1362565_1.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1368803.htm
https://gakkai.jst.go.jp/gakkai/
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オープンサイエンス対応状況および今後のオープンアクセス方針策定予定についての調査

【質問一覧】 

 

 本調査は、内閣府等から表明されたオープンサイエンス推進の方針*1 を受けて、国内学協会のオープ

ンサイエンスへの対応状況を明らかにするために行うものです。ご回答くださいますようお願いいたし

ます。 

 本調査結果は集計したのち、機関リポジトリ推進委員会のWebサイト*2から公開するとともに、各学

協会の最新のオープンアクセス方針として学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)*3 のサイトにて

公開いたします。 

 各学協会におかれましても、他の学協会の取り組みを知り、それらを参考にすることができます。な

お、期間内の回答が困難な場合は、別途その旨をご連絡いただき、理由等と合わせて集計公開します。 

 なお、回答結果は画面上で再確認できませんのでご注意ください。 

回答可能期間：平成 28年 1月 13日（水）～平成 28年 2月 29日（月） 

 

この調査に関するお問い合わせ先： 

  機関リポジトリ推進委員会 

  課題領域「オープンアクセス方針」ワーキンググループ 

  E-mail: irwg_oa-survey@nii.ac.jp 

 

---- 

*1 内閣府等から表明されたオープンサイエンス推進の方針として、以下が挙げられます。 

・内閣府国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会「我が国におけるオープンサイエ

ンス推進のあり方について～サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け～」 

http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/index.html 

・文科省学術情報委員会「学術情報のオープン化の推進について（中間まとめ）」 

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/136256

5_1.pdf 

*2 機関リポジトリ推進委員会のWebサイト  https://ir-suishin.repo.nii.ac.jp/ 

*3 学協会著作権ポリシーデータベース SCPJ（Society Copyright Policies in Japan）とは、日本の学協

会誌の著作物を機関リポジトリに登載可能かどうか調べることができるサイトです。 

詳しくはWebサイトをご覧ください：http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/ 

 

 

 

Ⅰ．貴学協会（団体）についてお尋ねします。 

* 1. 団体名（法人格があれば法人名もご記入ください） 

                       

* 2. 団体情報 

mailto:irwg_oa-survey@nii.ac.jp
http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/index.html
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/1362565_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2015/10/06/1362565_1.pdf
https://ir-suishin.repo.nii.ac.jp/
http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/
utotscliroot
タイプライターテキスト
付録
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代表者のお名前                            

所在地                                                       

電話番号                                  

Fax番号                                   

E-mail address                                

研究分野                                      

貴会 URL                                                       

 

* 3. 事務ご担当者情報 

お名前                            

電話番号                                  

Fax番号                                  

E-mail address                                  

 

Ⅱ．オープンアクセス方針についてお尋ねします。 

* 4. 内閣府等のオープンサイエンス推進の方針（依頼文書*1参照）はご存知ですか。 

○(1) はい   ○(2) いいえ 

 

* 5. 内閣府等のオープンサイエンス推進の方針を受けて（あるいはその前から）オープンアクセスやオ

ープンサイエンスについてどのような対応をされましたか（複数回答可）。 

※選択した回答にはそれに続いた質問があります。複数選択した場合には対応する質問全てにお答えく

ださい。 

□(1) 論文のオープンアクセスについて方針を作成した（→質問 6へ） 

□(2) 論文のオープンアクセスについて方針を検討中あるいは今後検討する予定がある（→質問 14へ） 

□(3) 研究データのオープンアクセスについて方針を作成した（→質問 6へ） 

□(4) 研究データのオープンアクセスについて方針を検討中あるいは今後検討する予定がある（→質問

14へ） 

□(5) 論文・研究データのオープンアクセスについて検討する予定はない（→次のページへ） 

□(6) その他 （具体的に）（→次のページへ） 

 

質問 6～13は、質問 5で(1)又は(3)を選択した学協会に伺います。 

6. オープンアクセス方針はどこで確認できますか（複数回答可）。 

□(1) ジャーナル（冊子体）掲載の投稿規定   □(2) 学協会ホームページ等 Webサイト 

□(3) 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)   □(4) その他 (具体的に) 

 

7. オープンアクセスはどのような手段で実現していますか（複数回答可）。 

□(1) 自機関独自構築サイトで無償公開（学協会 Webページを含む）   □(2) J-Stage Lite 

□(3) 機関リポジトリ   □(4) その他 (具体的に) 
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8. オープンアクセス化に年間どの程度コストがかかっていますか。概算で結構です。 

○(1) 0円   ○(2) 1円以上 5万円未満   ○(3) 5万円以上 10万円未満 

○(4) 10万円以上 50万円未満   ○(5) 50万円以上 100万円未満 

○(6) 100万円以上 500万円未満   ○(7) 500万円以上 

 

9. オープンアクセス化のために学協会費は値上げしましたか。 

○(1) はい   ○(2) いいえ 

 

10. オープンアクセス化の主な財源は何ですか。 

○(1) 学協会費   ○(2) 公的研究資金（競争的資金及び公募型の研究資金） 

○(3) 投稿料（オープンアクセス誌へ論文を掲載するための APCを含む）   ○(4) 寄付 

○(5) その他 (具体的に)                       

 

11. 質問 10で(2)と回答された学協会に伺います。公的資金を出している主体はどこですか。 

○(1) 日本学術振興会   ○(2) 科学技術振興機構 

○(3) その他 (具体的に)                        

 

12. オープンアクセス化したことによるメリットは何ですか（複数回答可）。 

□(1) 研究成果の可視性の向上   □(2) 講演や原稿依頼の増加 

□(3) 研究の外部資金の獲得しやすさの向上   □(4) 共同研究の活性化 

□(5) 追試のしやすさの向上 

□(6) その他 (具体的に)                        

 

13. オープンアクセス化したことによるデメリットは何ですか（複数回答可）。 

□(1) 編集・公開の負荷が増えた   □(2) 研究成果の盗用、剽窃が行われる懸念が増えた 

□(3) 繊細な情報を入れにくくなった（著作権、肖像権、個人情報等への配慮の増加） 

□(4) その他 (具体的に)                        

 

質問 14～15は質問 5で(2)又は(4)を選択した学協会に伺います。 

14. オープンアクセス方針を検討中、または検討予定の学協会に伺います。最終的な意思決定はどこで

行われますか。 

○(1) 理事会   ○(2) 総会   ○(3) 編集委員会 

○(4) その他 (具体的に)                         

 

15. オープンアクセス方針を検討中、または検討予定の学協会に伺います。次の意思決定の機会はいつ

頃ですか。 

○(1) 今年度 3月までの間   ○(2) 来年度 4～6月までの間   ○(3) 来年度 7～9月までの間 
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○(4) 来年度 10～12月までの間   ○(5) 来年度 1～3月までの間 

○(6) それ以降（または未定） 

 

Ⅲ. 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)について 

全ての学協会に伺います。 

* 16. 学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)では学協会の著作権ポリシー（オープンアクセス方針）

を掲載しています。これまでに SCPJをご存知でしたか。 

○(1) 内容を含めよく知っている   ○(2) 名前だけは知っている   ○(3) 全く知らない 

 

17. 質問 16で(1)を選択した学協会に伺います。これまでどのように利用されましたか（複数回答可）。 

□(1) 自学協会の著作権ポリシーを掲載した   □(2) 他の学協会の著作権ポリシーを参照した 

□(3) CiNiiや学会名鑑へリンク情報を使うため利用した   □(4) 利用したことはない 

□(5) その他 (具体的に)                         

 

* 18. 今後 SCPJにデータ（著作権ポリシー）を掲載したいと思いますか。 

○(1) 思う   ○(2) 思わない   ○(3) わからない 

 

19. 質問 18で(2)を選択した学協会に伺います。(2)の理由を具体的にご記入下さい。 

 

 

 

* 20. SCPJにデータ（著作権ポリシー）を掲載する場合どのようにしたいですか。 

○(1) 自学協会で直接データ（著作権ポリシー）を追記、修正したい 

○(2) 学協会のホームページに掲載した情報をもとに勝手に修正してよい 

○(3) 学協会に連絡、確認の上データを修正してほしい 

○(4) その他 (具体的に) 

 

21. 現在、学協会のオープンサイエンスへの対応等で困っていること、課題となっていることがあれば、

自由にお答え下さい。 

 

 

 

 

22. その他、機関リポジトリ推進委員会に対し活動の要望等あれば、自由にお答え下さい。 

 

 

 

 




