
学術情報流通をめぐる動向と今後の展望

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター

尾城 孝一



2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会1

JUSTICEと電子ジャーナル価格交渉



JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合）
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設立 2011年4月1日

前身
国立大学図書館協会コンソーシアム（2000年～）
公私立大学図書館コンソーシアム（PULC）（2003年～）

目的
電子ジャーナル等の電子リソースに係る契約、管理、提
供、保存、人材育成等を通じて、わが国の学術情報基盤
の整備に貢献する

会員 536館（2018年4月1日現在）



JUSTICEの組織
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事務局

JUSTICE
連携・協力の枠組み

国立情報学研究所（NII）

運営委員会

• 35名（図書職員）
• 交渉作業部会

調査作業部会
広報作業部会

WG WG WG

委員

出向

会員館

会員館

会員館

国公私立大学図書館
協力委員会

国立大学図書館協会

公立大学協会図書館協議会

私立大学図書館協会

連携・協力推進会議

• NII図書館連携・協力室
• 3名（フルタイム）

• 15名（図書館管理職）



JUSTICEの活動
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出版社交渉を通じた電子リソースの購入・利用条件の確定

EJバックファイル、電子コレクション等の拡充

電子リソースの管理システムの共同利用

電子リソースの長期保存とアクセス保証

電子リソースに関わる図書館職員の資質向上

広報・普及、情報収集等の活動
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出版社交渉（2017年度）
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交渉・協議対象出版社数 64社

海外 56社

国内 8社

直接対面交渉回数 80回

合意済提案書数 120提案

• オプトイン・コンソーシアム
‒ JUSTICEは交渉のみを行い
‒ 契約を結ぶかどうかは参加館の判断

• 交渉作業部会
‒ 64社と80回に及ぶ交渉



JUSTICEの購買力

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会6

181.7 194.7 204.8 215.9 235.8 
269.3 

295.9 306.3 290.7 

46.3 
49.0 51.0 

52.0 
59.3 

62.5 

68.0 69.4 
67.7 

6.4 
6.2 

6.6 
7.0 

7.8 

7.9 

8.8 
10.4 

6.4 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

億円

E-Journal Database E-Book

（予測値）



海外ジャーナルへの支出
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28.3%

12.5%

12.2%
Publisher C

 上位 3社で50％

 上位10社で60％

Publisher A

Publisher B

Others
38.5%

2017年海外ジャーナルへの支出割合（出版社別）
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ビッグディール



ビッグディールとは
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 電子ジャーナルの契約モデルのひとつ
 ある出版社が刊行している全ての電子ジャーナルに、契約機関

の全ての構成員がアクセスすることのできる契約

 パッケージ契約と呼ばれることもあり

 価格の仕組み
 ［契約開始時の購読誌に対する支払額＋非購読誌アクセス料］

＋毎年の値上げ

⇒ 全タイトルアクセス

 ビッグディールについての誤解
 出版社の全タイトルから構成されるパッケージ商品というもの

が存在し、それにある価格が付与されているわけではない

 抱き合わせ販売ではない
 タイトル単位での購読も選択可能

 ビッグディール契約を強制されているわけではない



ビッグディールの概念図
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A大学（大規模） B大学（中規模） C大学（小規模）

購読額1.8億＋
非購読誌アクセス料0.2億
＝2億

購読誌
（300誌）

非購読誌
（1,700誌）

購読誌
（500誌）

非購読誌
（1,500誌）

購読誌（100誌）

非購読誌
（1,900誌）

購読額0.9億＋
非購読誌アクセス料0.1億
＝1億

購読額0.25億＋
非購読誌アクセス料0.05億
＝0.3億

●いずれの大学も2,000誌にアクセス可能
●ビッグディールの価格は大学により大きく異なる
●契約開始時の購読額に左右される



利用可能なタイトル数の伸び
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文部科学省「学術情報基盤実態調査結果報告」に基づき作成



情報格差の是正
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文部科学省「学術情報基盤実態調査結果報告」に基づき作成



電子ジャーナルの定価の推移（自然科学系）
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“Library Journal”誌に毎年掲載される“Periodicals Price Survey”による（JUSTICE事務局作成）



電子ジャーナルの定価の推移（人文社会科学系）
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“Library Journal”誌に毎年掲載される“Periodicals Price Survey”による（JUSTICE事務局作成）



大手3社の契約機関数の推移
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ビッグディールをやめると何が起こるか？
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 タイトル毎の価格交渉をJUSTICEが行うことは不可能
 各図書館が個別に出版社と交渉する必要あり

 毎年、契約タイトルの見直しを迫られる
 そのための人件費を確保できるか？

 ノウハウはあるか？

 アクセスできなくなった論文の入手のために新たな
経費が発生する
 ILLやPPV（論文単位での購入経費）

 当面は支出を抑えることができるが、いずれは上昇
する
 タイトル数が減り続ける

 維持するためには支出を増やす必要あり



ビッグディール中止の影響
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購読誌
（300誌）

非購読誌
（1,700誌）

購読誌
（300誌）

購読誌
（250誌）

0.9億円
300タイトル

1億円
2,000タイトル

0.9億円
250タイトル

冊子体時代の
雑誌購入

電子ジャーナルの
ビッグディール

電子ジャーナルの
タイトル単位契約



ビッグディールの功罪
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（長所）
• アクセス可能なタイトル数の大幅な増加
• 大学間情報格差の緩和

（短所）
• 毎年の値上がり
• 中止すると

• アクセス環境が劣化
• タイトル単位の契約のコスト負担が増大
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購読モデルの限界



購読モデルとは
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 購読モデルとは読者にアクセス権を販売するモデル

 出版社は、著作権を握ることにより、自由にアクセス権
の値付け（購読料）ができる

 さらに、購読モデルにおけるジャーナルは代替財で
はなく補完財

 同じ分野のA誌とB誌は代替可能ではなく、互いに補完し
合う関係

 両誌を購読しなければならない

競争原理が働かない不健全な市場形成



購読料の交渉
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“We are treating symptoms not
causes ...”（Tom Sanville）

対症療法にとどまる



著者支払いによるオープンアクセスモデル
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購読モデル

オープンアクセスモデル

著者 出版社
読者
||

購読者論
文

雑
誌

購読料

論文処理費用著者 出版社

読者
||

万人論
文

雑
誌

投稿 販売

投稿
オープンアクセス

投稿料が課されるケースもあり

APC



OAモデルへの期待

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会23

 オープンアクセスのモデルでは、出版社が著者に売
るのは出版サービス

 著者から見ると、学術雑誌というのは、補完財では
なく、代替財になる

 より質が高く、より出版費（APC）が安い雑誌に論
文を投稿するというインセンティブが生まれる

• 出版サービスの質とAPCについて、ジャーナル（出版
社）間で競争が生まれる可能性

• APCの上昇を抑え、適正な価格が維持される
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OA2020をめぐる動向



OA2020
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各国が歩調を合わせて、現在の
購読料をAPCに振り替えれば、追
加のコストを発生させることな
く、200万本の論文のOA化は即座
に実現できる

• 世界の100の研究機関やコンソーシアムがEoI（関心表明）に署名
• 日本の署名団体

• JUSTICE
• 物性グループ・物性委員会

（Max Planck研究所の提案）



Publish and Readモデル
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• 機関に所属する研究者の全ての論文をオープンア

クセスで出版

Publish

• 出版社が刊行する全ジャーナルへの永続的なアク

セス権を獲得

Read

「OAビッグディール」と呼ばれることも



ドイツとオランダ
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 ドイツ（Project DEAL)

 ドイツ科学機構連合（Alliance of Science Organizations in 
Germany）とドイツ大学長会議（German Rector’s 
Conference）による取組み

 大手3社とPublish and Readモデルについて交渉

 オランダ

 2024年までにオランダの研究者による論文を100％OA化
するという政府方針の下、Publish and Readモデルによる
契約をめざして出版社と交渉

 交渉合意した出版社は、大手3社に加えて、ACS、SAGE、
Taylor & Francis、CUP、OUP等



出版社の対応
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 Elsevier
 OAと購読モデルは異なるビジネスモデルであり、両者を

セットにした提案を行わないという姿勢

 各国・地域による最適な方法でOAへの移行を進めていくべき

 欧州はゴールドOAが最善なので欧州内だけでOAに

 日本、アメリカ、中国は購読型／グリーンOA路線との認識

“Working towards a transition to open access”（Elsevier  Connect, 2017/9/26）

 Springer Nature
 OAに関して柔軟な姿勢

 Springer Compact（Publish and Readモデル）をオランダ、
オーストリア、ドイツ、イギリス、スウェーデンと締結



JUSTICEの取組み
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 論文公表実態調査

 国内研究者が公表する論文のゴールドOA率やAPC支払推
定額の把握のため、WoS（Web of Science）からデータを
抽出し集計作業を実施（2015.9～）

 国際連携

 OA2020への関心表明（EoIに署名）（2016.8）

 ベルリン13会議へ出席、運営委員会委員長が日本のNCP
（National Contact Point）に就任（2017.3）

 活動体制

 OA2020対応検討チームの設置（2017.6～）

 国内外のゴールドOAの動向に関する情報収集・提供

 OA2020モデルの実現可能性の検討



JUSTICEによる試算
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OA化必要経費と購読料（JUSTICE会員大学）
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■JUSTICE会員大学のうち、2014年発表論文があり、購読料が判
明している300大学を抽出して集計

■OA化必要経費は、論文数×EUR2,000×141.85（2014年レート）
で算出

■購読料は、JUSTICE契約状況調査からカレントEJ購読料を取得
■a>b＝39大学



OA2020に対する懸念

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会32

 出版社が交渉に応じるかどうか疑問だ

 1論文2,000ユーロというAPCは安すぎる

 今以上に少数出版社の寡占（ベンダーロックイン）
が進む

 出版される論文数が増え続けると、いずれ現在の購
読料の振替だけではコストをまかなえなくなる

 人文社会学系のジャーナルには適用できない
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図書館のクラウドファンディング
によるOA推進

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会



非APC型OAモデル（図書館共同出資モデル）
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 図書館のコンソーシアムを作り、参加館から出資金を集
め、それを財源としてジャーナルや単行本（モノグラ
フ）を発行するというビジネスモデル

 著者にAPC負担を強いることなく、オープンアクセスを
実現できる

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会

図書館によるクラウドファンディング



arXiv.org
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expenses and revenue sources for 2018–2022

https://confluence.cornell.edu/display/arxivpub/2018-2022%3A+Sustainability+Plan+for+Classic+arXiv

日本からは、東京大学、京都大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、高エネ研、早稲田大学、
国立天文台、東京工業大学、北海道大学、九州大学、広島大学、東京理科大学、筑波大学が貢献

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会

物理学、数学、計算機科学、量的生物学等のプレプリントサーバ



SCOAP3
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高エネルギー物理学（HEP : High Energy Physics）分野の学術論文の
オープンアクセス化をめざした国際的なプロジェクト



Open Library of Humanities（OLH）
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 図書館のコンソーシアムを作り、参加館から出資金
を集め、それを財源としてオープンアクセスジャー
ナルを発行するというビジネスモデルを採用

 人文系を中心に20種の雑誌を刊行

 現在、北米や英国を中心として200を超える図書館が
OLHを支援

 各図書館が拠出する毎年の出資金の平均額は、1,000
ドル程度

 1図書館が1誌に対して支払う額は、年間約55ドルと
推定

https://www.openlibhums.org/

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会



Knowledge Unlatched（KU）
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 2012年に英国で設立された非営利団体で、主に人文
社会科学系の学術書のオープンアクセス化をめざす

 図書館からの出資金によって学術書をオープンに出
版するモデルを採用

 参加図書館は、参加出版社が提示する学術書のリス
トからオープン化の対象とするタイトルを選定し、
資金を出し合って、選定された学術書のオープンア
クセス化を実現

 500+のタイトルの学術書をOA出版

 STEM分野の学術書やジャーナルにも範囲を拡大

http://www.knowledgeunlatched.org/

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会



KUモデル
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出版社 図書館

①出版社がタイトル
リストをKUに提出

②KUの選定委員会が
タイトルを選定

③KUが図書館に
選定結果の情報を提供

④図書館が出資を確約し
KUにオーダー

⑤KUが出版社にオーダーし、
図書館から出資金を回収

⑥KUが出版社に支払い

⑦単行本がOAになる
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商業出版社による寡占の真の脅威
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「私たちは実験から論文発表まで科学者の日
常のワークフロー全体を支援する」

（エルゼビア・ジャパン、アンデシュ・カールソン副社長）

（日本経済新聞2016年10月10日付記事より）



研究ワークフローとElsevier
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先行研究調査

資金確保

実験・解析

新たな研究成果

論文執筆

投稿

出版

アウトリーチ

評価・分析

文献データベース

文献データベース

文献管理ツール

ワークフローツール

デジタル実験ノート

研究データ管理

論文執筆・投稿支援サービス

プレプリントサーバ 機関リポジトリ

出版プラットフォーム

機関リポジトリ

研究分析ツール

業績データベース

研究成果評価分析ツール



商業出版社の真の脅威
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• 大規模商業出版社の寡占の真の脅威は、

出版社がパノプティコンを持つこと。

• 出版社は、科学計量学的なデータを占有

することができる。

• それにより、大学の研究戦略や国の科学

政策を操ることも可能となる。

Jean-Claud Guedon. In Oldenburg’s Long Shadow.
ARL, 2001. pp. 48-49.
http://www.arl.org/storage/documents/publications/in-oldenburgs-long-shadow.pdf

http://www.arl.org/storage/documents/publications/in-oldenburgs-long-shadow.pdf


パノプティコン（ベンサム）
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全展望監視システムの完成

看守

大学

大学

大学

大学大学

大学

抄録・引用文献データベース
電子ラボノート

プレプリントサーバ
研究者SNS・文献管理ツール

ジャーナルパッケージ
研究分析ツール

CRIS（業績データベース）

商業
出版社
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今後の対応シナリオ



シナリオ１
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購読モデルからOAモデルへの転換を進める

購読料にロックインされた予算

OA出版費
（APC）

図書館出資金
（クラウドファンディング）
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 OAを実現できたとしても、学術コミュニケー
ション（学術情報流通）の主導権を商業出版
社に握られたままでは意味がない

 誰がコントロールするのか、学術コミュニ
ティ自らか、それとも商業出版社に依存する
のか？



シナリオ２
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• F1000Researchを活用したファンディング機関
• Open Research Publishing Platform（EC）
• European Open Access Platform

出版社に依存しない学術出版システムを
学術コミュニティが主体的に作る

萌芽的な試み



F1000Research
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https://f1000research.com/about

論文投稿 出版・データ登録
投稿後1週間で論文
と付随するデータを
出版公開

オープンピアレビュー
・ユーザコメント

論文改訂
レビュー後の改訂
論文を登録
主要な文献データベース
に採録

2018/4/19私大図協西地区部会九州地区協議会総会



ファンディング機関の取組み
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Wellcome Open Research

HRB Open Research

Gates Open Research



European Open Access Platform
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http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/04/10/
rather-than-simply-moving-from-paying-to-read-to-paying-to-publish-its-time-for-a-european-open-access-platform/

インフラ層
（大学図書館がホストする機関リポジトリ群）

プロダクト層
（プレプリント、データ、ソフトウェア）

ジャーナル層
（オーバーレイジャーナル）

コミュニティ層
（編集・査読、研究者間コミュニケーション）

商業出版社の学術誌システムから完全に独立した
オープンアクセス出版流通プラットフォーム

論文（プレプリント）の登録と
タイムスタンプ（プライオリティ）；
アーカイブとアクセス

論文の流通

論文の質の保証と評価



EC（Open Research Publishing Platform）
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 Open Research Publishing Platformへの出資を提案
（2017.12）
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/information_note_platfor
m_public.pdf#view=fit&pagemode=none

 Horizon2020の助成を受けた研究の査読済み論文とプ
レプリントのオープンアクセス出版のためのプラッ
トフォーム

 4年間で640万ユーロを投資

 ウェルカム財団やビル&メリンダ・ゲイツ財団の先
例を参考にし、それをさらに発展させる
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まとめ
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 コンソーシアム交渉によるビッグディールは、アクセス可能
ジャーナルタイトル数の大幅な増加と情報格差の是正という
効果をもたらした。

 しかし、毎年の価格上昇によりビッグディールを中止する大
学も増えている。

 電子ジャーナルの価格問題の根本的な原因は、購読というシ
ステムに内在しており、購読に代わるモデルが求められてい
る。

 当面は、これまで購読料として払っていた予算をオープンア
クセスを実現するための経費に振り替えるべきだ。

 しかしながら、OAを実現できたとしても、大手商業出版社に
学術情報流通の主導権を握られたままでは意味がない。

 商業出版社に依存しないエコシステムを学術コミュニティ自
らが作り出す必要がある。


