
Statement against Elsevier’s sharing policy 
エルゼビア社の共有ポリシーへの反対声明 

 
Organizations around the world denounce Elsevier’s new policy that impedes open 
access and sharing 
 
世界中の諸機関は、エルゼビア社の新しいポリシーに対し、オープンアクセスと共有を妨

げることを理由として非難を行うものである 
 
On April 30, 2015, Elsevier announced a new sharing and hosting policy for Elsevier 
journal articles. This policy represents a significant obstacle to the dissemination and 
use of research knowledge, and creates unnecessary barriers for Elsevier published 
authors in complying with funders’ open access policies. In addition, the policy has been 
adopted without any evidence that immediate sharing of articles has a negative impact 
on publishers subscriptions. 
 
2015 年 4 月 30 日、エルゼビア社は、自社の雑誌掲載論文に関する共有およびホスティン

グについての新しいポリシーを発表した。このポリシーは、研究成果の普及や利用にとっ

て重大な障害であり、エルゼビア社で出版する著者が研究助成団体のオープンアクセスポ

リシーを遵守する上で無用な障壁をもたらすものである。さらに、このポリシーは、論文

の[出版後]即時共有が出版社の購読契約にとって悪影響をもたらすという証拠を示すこと

なく、採用されたものである。 
 
Despite the claim by Elsevier that the policy advances sharing, it actually does the 
opposite. The policy imposes unacceptably long embargo periods of up to 48 months for 
some journals. It also requires authors to apply a “non-commercial and no derivative 
works” license for each article deposited into a repository, greatly inhibiting the re-use 
value of these articles. Any delay in the open availability of research articles curtails 
scientific progress and places unnecessary constraints on delivering the benefits of 
research back to the public. 
 
エルゼビア社は、このポリシーは共有を促進すると主張しているが、実際には逆である。

このポリシーは、受け入れがたいことに、雑誌によっては最長 48 か月もの長期のエンバー

ゴ期間を課している。また、著者に対して、リポジトリに登録する各論文に[クリエイティ

ブ・コモンズの]「非営利、改変禁止」のライセンスを適用することを求めているが、これ

はそれらの論文が再利用されるための価値を抑制するものである。研究論文のオープンな



利用においては、いかなる遅延も科学の発展を遅らせ、研究の便益を社会に還元する上で

無用な制約を加えることとなる。 
 
Furthermore, the policy applies to “all articles previously published and those published 
in the future” making it even more punitive for both authors and institutions. This may 
also lead to articles that are currently available being suddenly embargoed and 
inaccessible to readers. 
 
さらに、このポリシーが「これまで出版されたもの及び今後出版される全ての論文」に適

用されることは、著者及び機関の双方にとって更なる厳しさをもたらすこととなる。この

ことにより、読者が現在読むことの出来ている論文が、公開延期のため突然アクセス不能

になる可能性があるためである。 
 
As organizations committed to the principle that access to information advances 
discovery, accelerates innovation and improves education, we support the adoption of 
policies and practices that enable the immediate, barrier free access to and reuse of 
scholarly articles. This policy is in direct conflict with the global trend towards open 
access and serves only to dilute the benefits of openly sharing research results. 
 
情報へのアクセスが発見を進展させ、イノベーションを加速し、教育を改善するという原

則にコミットする機関として、我々は、学術論文への即時かつ障壁のないアクセス及び再

利用を可能にするポリシーの適用と実施を支援する。［エルゼビア社の］このポリシーは、

オープンアクセスにむけた世界的な傾向と直接衝突し、研究成果をオープンに共有するこ

との便益を希薄にするだけである。 
 
We strongly urge Elsevier to reconsider this policy and we encourage other 
organizations and individuals to express their opinions. 
 
我々は、エルゼビア社に対しポリシーの再考を強く求め、他の機関や個人に対しそれぞれ

の意見を表明することを奨励するものである。 
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