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第20回図書館総合展エルゼビアフォーラム

イベントレポート

「オープンサイエンスのミライ」
（2018年10月30日開催）

サイエンスの中心的な役割を担う研究者、それを支援している学術情報関係者が、世
界的な流れである「オープンサイエンス」をどのように協力して進めていけばよいのか。
今回の図書館総合展でのエルゼビアフォーラムはこのテーマに関係者でしっかりと向き
合う会とすべく開催した。講演とそれに続くパネルディスカッションでは、参加者も様々な
立場から真摯に議論し、現在のサイエンスの課題を炙り出した。

写真 左から：エルゼビア 浦口、東京大学 小林教授、
エルゼビア Karlsson、 九州大学 林氏、エルゼビア 高石

講演者
東京大学 定量生命科学研究所 ゲノム再生研究分野 小林武彦教授
九州大学 附属図書館eリソース課 林 豊係長
エルゼビア グローバルリサーチネットワーク Anders Karlsson

モデレーター
エルゼビア リサーチソリューション カスタマーコンサルタント 高石雅人
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今年のテーマは、オープンサイエンス

サイエンスの中心的な役割を担う研究者と、それを支援する学術情報関係者（図書館や学術出版社）がどのよ
うに課題を認識しているのか。課題解決のためにどのようなアクションが必要なのかを、公開された場で討論する
ことで、関係者のアクションのきっかけを作りたい。今回は、自身もオープンアクセス論文を数多く出版していらっ
しゃる東京大学 定量生命科学研究所 ゲノム再生研究分野教授の小林教授と、オープンサイエンスを大学とし
て多面的に取り組まれている九州大学 附属図書館eリソース課の林 豊氏を招いて、パネルディスカッションを
企画した。

フォーラムの前半ではまず、研究者、図書館、学術出版社がそれぞれ行っている取り組みと、その中で見えて
きた課題を提起した。続く後半では、講演内容に基づき参加者からのコメント、質問をベースにパネルディスカッ
ションを実施した。

イベントレポート：第20回図書館総合展エルゼビアフォーラム

オープンサイエンスのミライ

サイエンスの課題

公共科学を目指すための公正性

まず小林武彦教授から、研究者とし
ての課題を提起した。
オープンサイエンスの議論は、研究

者から出てきた発想ではない。サイエ
ンスは本来オープンなものであると理
解しているからだが、今とくに『オープ
ンサイエンス』を考えるならば、その意
味を正確に理解するためにも、訳語が
必要。研究者の立場でみると、やはり
「科学の成果を公共のものとする」とい
うことが目的であり、『公共科学』また
は『公正科学』ということばを前提に考
えていくべきだ。特に、「公正ではな
い」と、「公共にはならない」ということ
強く感じている。

研究者の立場では、「データの質の
向上」が現状の課題であり、「データ」
に求められるものは、
1. きちんと誰もが理解できる
2. 再現できる
--の2点だ。
つまり、不正ではないということが

強く求められる。この2点は論文に採
用されたデータだけではなく、それを
支えるすべてのデータが対象となっ
ており、実際にこれを研究者が行う
のには実質的には不可能である。先
進国で唯一、論文の数が減っている

日本ではあるが、これは研究者の質
の問題ではなく、研究にさける時間
が減っていることが大きな問題であ
る。
データの質の向上のために、研究

のそれぞれのステップとなる、研究活
動、論文作成、論文出版、出版後の
継続的議論の問題点として、

1. 研究活動における情報の収集の
問題
2. 研究の結果としての論文作成時
の、研究データの保存の手段、フォ
ーマットなどの問題
3. 論文出版の不透明性、ジャーナ
ルの過剰なブランディングとジャーナ
ルの評価が研究をゆがめている現
状
4. 論文出版後のきちんと整備された
継続的な議論の場の欠如
--の4点が挙げられる。特に情報収
集の観点では、購読料もしくは投稿
料の高騰により、アクセスへの不公
平が生じていることや、閲覧したい論
文へきちんとアクセスするための技
術の進歩（AI）などが問題となる。

また、出版された論文の評価方法
に問題があり、研究者としてはIF（イ
ンパクトファクター）の高いジャーナル
に投稿しないと研究者自身の価値が
上がらないという問題も提起したい。

オープン〇△□は、研究を支援
できる？

続く学術情報流通の立場として九
州大学図書館の林豊氏からは、サイ
エンス（研究）の主役である研究者は、
どのように考えているのか、それを受
けて図書館としてはどのように取り組
めばよいのか などについての考察を
示した。

「楽しくあるべき研究がつまらなくなっ

てしまっている現状に、オープン〇
△□が支援できるのか」ということを
考えたい。

現状の課題は、サイエンスを支える
基盤としての「学術情報流通の課題」
として、「質保証された学術情報が効
率的に流通し、研究者が適切な評価
を受けられるサステイナブルな仕組
み」が、商業出版社がすべてをコント
ロールしているために崩れていること
である。

既存の商業出版をベースにしてい
ない、プレプリントサーバーのブーム
やオープンアクセスプラットフォーム
への展開という新しい流通の仕組み
が出てきているが、まだ本流にはな
っておらず、また著作権譲渡などの
問題も解決されていない。

特に今回詳細に紹介した欧州の研
究助成機関での新たなルール作りに
よるオープンアクセスの内容を見ても、
これらの新しい仕組みによって、オー
プンになることで、質の保証がどのよ
うに担保されるのかがカギとなってい
る。また、研究評価の問題点としては、
現状利用されている評価指標の問題、
研究不正防止のための論文のエビ
デンスデータの保存・公開の仕組み
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を構築することによる再現性の担保
が必須である。

また、大学図書館の取り組みの現
状例として、九州大学の状況の紹介
をした。

九州大学のオープンサイエンス関
連の取り組みとしては、2006年の機
関リポジトリの公開に始まり、2016年
の九州大学オープンアクセス方針の
策定、2018年の研究者データベース

とリポジトリのシステム連携、デジタ
ルアーカイブのオープン化を行ってき
た。2018年10月には、キャンパス移

転完了に伴う附属図書館事務組織
の再編を行い、本格的にオープンサ
イエンスを推進する体制を整備した。

表層的なアクセスに関わる問題だ
けを改善しようとしても無理が生じて
しまう。研究論文が増加している中、
商業出版社のいないあたらしい仕組
みづくりの実現はできるのか。現状
は研究の中心を担う研究者の思い、
意識が見えていないので、これを理
解することが一番大事。

研究コミュニティ、図書館コミュニティ
を支援する出版社の取り組み

第一部の最後は、学術出版社の立
場からエルゼビアのAnders 
Karlssonが、その取り組みを紹介し
た。

エルゼビアの最新のミッションステ
ートメントには、「オープンサイエンス
の取り組みを行い、科学の発展に寄
与していくと書かれている」、そのた
めにテクノロジーを活用した取り組み
を行い貢献している。オープンサイエ
ンスの推進のために、包括的、協同
的、透明性のある取り組みが重要と
なっている。

EUでは研究とイノベーションに関わ
る3大政策目標の一つとして、オープ

ンイノベーション、あらゆる世界に開
かれたものとするとならんで、オープ
ンサイエンスが定められている。これ
に従い、１つ１つの研究がより発見さ
れやすくなるために、各機関が機関
レポジトリの構築を進めており、エル
ゼビアでも、 ScienceDirectや
ScopusのAPIを活用機関レポジトリ
構築を支援している。

またオープンデータの取り組みとし

て、研究者が論文投稿時にデータを
オープン化できるような投稿システム
や、論文のデータベースである
ScienceDirectとMendeleyDetaとが

連携し、研究者がデータを再利用し
やすくする取り組みが紹介された。

オープンデータの流れの中では、
論文作成にかかわるアルゴリズムや
ソフトウェアなどの含むあらゆるデー
タが、研究エレメントとして、それぞれ
単体の論文として扱われるようにな
る。最終的にはデータの公開が必須
なっていくという方向性が欧州で議論
されている。エルゼビアではリサーチ
コミュニティ、ライブラリコミュニティを
支援していく。

最後に研究評価について、日本で
は研究者の評価として、 IF（インパク

トファクター）が用いられており、この
ため高いIFをもつジャーナルへの論

文投稿を強いられている現状につい
て、述べた。

IFは本来ジャーナルの評価指標で

あり、研究者の評価指標ではない。
IFの高い論文が偏重されている状況
が必ずしも健康的ではない。

「オープンサイエン
スのミライ」に向けて

チーム一丸となって研究を支える、
進める

パネルディスカッションでは、モデレ
ータのエルゼビア 高石雅人からの
呼びかけで、参加者から「これから日
本の研究力を高めていくために、研
究者を支えるチーム作りが必須にな
る。そのチームの力が弱いと考えて
いるがどのように考えるか？また、米
国では図書館が研究を支援するとい

う流れができているが、日本の図書
館の役割をきちんとしていかないとい
けないと思うが、その点についてどの
ように考えるか」という質問が出され
た。

これに対して小林教授からは、「１
つ１つの研究のサイズが大きくなって
おり、研究者だけで論文を書くことを
できなくなっている。例えば、テクニカ
ルな専門性が必要になってきてい
る」という研究スタイルの変化につい
て今現場で起きている状況の解説が
あった。また、林氏からは、図書館と
して、どこまで踏み込んでいけばいい
のか迷っているのが現状ではあるが、
現場は研究者のサポートをしたいと
思っている」との発言があった。それ
に対して、小林教授は、「分野によっ
て図書館の関わり方に差があるとは
思うが、研究に関わる情報を積極的
に取りに行く、またアクセスの効率化
を支援してほしい。その推進のため
に、人材交流、データの交流がカギ
となるのではないか」と図書館に対す
る研究者からの応答メッセージが出
された。

研究の評価は論文の内容、学会の
発表内容で

次に、「研究費の獲得のためにイン
パクトファクターが直結しているという
事実がある。先ほどインパクトファク
ターはジャーナルの評価指標であっ
て、研究者の評価には使えない旨の
講演があったが、それでは何をもっ
てして評価をしたらよいのか」という
質問に対して、小林教授からは、「根
底にあるのは日本人のブランド好き
気質がある。研究の分野によっては、
必ずしも良い研究を多く引用するわ
けではないので、単純に引用の数で
測るのは難しいということは自明の
理であるが、一方それが常識になっ
ているということは否めない。

Open Science
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事実これによって、研究がゆがめら
れていると感じる。昔は、ジャーナル
ごとに伝統があったものが、安易にイ
ンパクトファクターという数値評価で

投稿ジャーナルを決めている風潮は
よくない。本来研究の評価は、論文
の内容、学会の発表内容を真摯に吟
味できるような意識改革が必要。そ
のうえでインパクトファクターに頼らな
いところに変えていかないといけな
い。」とお話しいただいた。

Karlssonからも、「研究評価には、

複数の指標を組み合わせて行うべき
である。」と重ねて案内した。

ジャーナルを買わないという選択は
あるの？

小林教授からエルゼビアに対して、
「研究者の研究費は、国ごとに大きく
異なっている。これを鑑みて、出版社
の費用の仕組みも国ごとに対応でき
ないのか？」との質問が出された。

Karlssonからは、「エルゼビアとし

ては、利用のコストは論文単位で下
げ続ける努力をしている。また業界
の平均以下となるような取り組みも
継続している。また一方で効率的に
研究を支援していけるような機能を
提供し続けることも使命である」との
見解を示した。それに対して、林氏か
らは、「学術雑誌という商品には価格
競争力が働かないために、適正価格
はないという理解である。反対に、ジ
ャーナルを買わないという選択肢は、
例えば小林先生のいらっしゃる東大

ではあり得るのか。」との質問が投げ
られた。小林教授からは、「東大では
あり得ない。以前いた研究所でも議
論がなされたことはあったが結論とし
てできなかった。」という話があった。

研究コミュニティを支援する
エルゼビア

参加者から、「エルゼビアは、研究
者コミュニティを支援するというポジ
ションで、よいソリューションを提供し
ているが、もう少し大きく研究基盤そ
のものの奉仕として、もっと大きな議
論ができないのか。ナショナルライセ
ンスのような取り組みはできないの
か。」と質問が寄せられた。

Karlssonは、「国によっては、ナショ

ナルライセンスの仕組みを導入して
いる国もあるが、日本の大学のよう
に、国公立と私立が共存する環境で
は難しい。」との認識を示した。「オー
プンサイエンスで、現状のコストの問
題が解決されるわけではなく、誰か
が費用負担をするということは必要
である」と重ねて強調した。

それに対して、小林教授から、「社
会に対する還元の取り組み」につい
ての質問があり、エルゼビア財団と
いう組織が行っている、低所得国へ
のScienceDirectの無料アクセスサ

ービスを行っている
「Research4Life」や、論文を出版し
た研究者に対しては、出版後50日間

のフリーアクセスが可能な特別な

URLの提供などの紹介をした。現在
世界の研究開発費用は年間200兆
円といわれている。エルゼビアでは、
テクノロジーを活用することにより、
研究にかかるコストを下げる。これに
より、SDGを支援、貢献していく」こと
を表明し、フォーラムは無事終了した。

継続的な議論を

講演後、小林教授からは、「図書館
関係の方と大手出版社が意見交換
する機会はほとんどないので、非常
に有意義な会だったと思います。や
はり一般の方の最大の関心事は出
版費の高さのように感じました。信頼
関係を構築するには、値段設定につ
いてより丁寧な説明が必要かもしれ
ません。大きな学会でこのような会を
主催するのも一案かもしれません。」
と継続的な議論が必要である旨のコ
メントがあり、また林氏からも、「イチ
実務者としては、学内の研究者との
こうした率直な対話を増やしていきた
いと感じています。研究成果の質を
高めるという共通の目的のために研
究者・出版社・図書館が協力できる
点があるんだろうと感じました。」との
感想が寄せられた。

エルゼビアでは今後も機会を得て
議論を継続したいと考えている。

フォーラム概要

主催： エルゼビア・ジャパン株式会社
日時： 2018年10月30日（火曜日）15:30～17:00
会場： パシフィコ横浜 展示会場2階 第8会場
参加者： 110名
（内訳）

学術情報関係
研究関係
URA
その他

まとめと構成：エルゼビア 吉永敏子

82名
3名
3名

22名
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オープンサイエンスのミライ


