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Wileyでオープンアクセス
出版するためのガイド

ダウンロードが3倍に

平均すると、OA論文のダウン
ロード数は購読モデルの論文の

3倍にもなります

Altmetricスコアは4.5倍に

OA論文の Altmetricスコアは、
購読モデルの論文の4.5倍です

被引用数が2倍近くに

OA論文は、購読モデルの論文の
2倍近く被引用数を獲得しています

http://wileyauthors.com
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オープンアクセスとは?
オープンンアクセス(OA)出版は、世界中の誰もが論文を読み、引用し、共有し、さらに発展させることがで
きることを意味しています。

OA出版は、論文を即時かつ恒久的に、オンライン上で無料で閲覧可能にします。OA論文は、一般的にクリ
エイティブ・コモンズ・ライセンス (CCライセンス）に準拠して出版されます。
（https://authorservices.wiley.com/asset/At-a-Glance-Creative-Commons-License-Guide-PDF.pdf）

CCライセンスの下では、著者物が適切に引用される限り、あらゆる媒体での使用、配布および複製が認め
られます。

論文著者は著作権を保持し、原作として引用されることになります。

Wileyジャーナルに論文投稿するためのステップをご紹介します。

ステップ 1
OA出版の種類を検討してください。ご所属機関や研究助成団体が定めている基準等を確認し、最適なもの
を選択してください。

ステップ 2
ご自分の論文に最適な投稿先ジャーナルをリサーチしてください。

ステップ 3
論文出版費用と研究助成金について、しっかりと理解しておいてください。

ステップ 4
OA出版の義務付け、助成団体機関の基準に準拠しているかも確認してください。

ステップ 5
ご希望のライセンスの種類と著作権の種類を選択してください。

ステップ 6
掲載ジャーナルのデータ利用(open data policy)の基準を満たしていることも確認してください。

http://wileyauthors.com
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ステップ 1
どのOA出版が最も効果的で、ご所属機関や助成団体の要件や基準に合致
するかを決定します
Wileyは、ゴールドオープンアクセス出版が、著者と研究コミュニティの両者にとって最良のもの
になると考えています。

ゴールドOpen Accessの利点

最終版（出版社版）をオンラインで無料公開

公開は即時かつ恒久的

論文をオープンアクセスにするため、助成団体や所属機関のほとんどの要件を満たす

論文出版料金 (Article Publication Charges = APC) への助成の可能性を高める

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス (CCライセンス）の下で公開され、著者権を保持する

約2,000誌の中から、フルゴールド誌・ハイブリッド誌*を選択ができる 

適宜、PubMed Centralなどのリポジトリに最終論文が自動エクスポートされる

グリーン Open Accessの特徴

• 著者自身が論文原稿のバージョンをセルフ・アーカイブ
• 公開できる原稿のバージョンは、ジャーナルの定めによる
• 出版後、一定の猶予期間 (embargo) を要する場合がある (出版社・ジャーナルの定めによる)

‒ 論文公開は即時ではない
• 論文出版料金の負担なし

どちらのオプションも、こちらのサイト(https://authorservices.wiley.com/author-resources/
Journal-Authors/open-access/index.html) で追加情報を確認することができます。
1購読型ジャーナルだが、著者が自分の論文のOA出版を選択できる。

http://wileyauthors.com
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/index.html
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/index.html
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リポジトリとは?
• リポジトリとは、研究成果やデータを共有・保存するための、公開されたアーカイブです。そこ

で公開される論文には、査読前または査読後の著者原稿、さらに最終的な出版社版といった様々
なバージョンがあり、研究助成団体やジャーナルのポリシーによって異なります。

• 特に有名な分野別のリポジトリには、 PubMed Central (PMC) や、その姉妹サイトEurope PMC
などがあります。

* OA出版論文は、適切な場合、Wiley が自動的に最終出版版をPMCに登録します。

論文が、1) NIH の研究助成を受けている場合、2) PMC のパートナーまたはヨーロッパ PMC 
の研究助成を受けてOA論文として公開されている場合、3) MEDLINE 収載ジャーナルでOA
で公開されている場合、 4）PMCと全面的な収載契約を結んでいるジャーナルに掲載され
た場合、最終の出版社版2 が、生物医学および生命科学の科学文献のフルテキスト・アーカ
イブを収載するPMC/Europe PMCで自由に利用可能となる。

2 OA出版されないNIHの研究助成を受けた論文については、最終の出版社版ではなく、著者

原稿がPMCに掲載される。

http://wileyauthors.com
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出版までのステップ - 
クイックガイド

ゴールド Open Access

1. 論文を投稿したいジャーナルを選択し、その投稿規定に従ってください。

2. OA出版する際、所属機関や研究助成団体が具体的な基準を定めているか確認して下さい。

3. 投稿の際には、研究助成の適正と所属機関名の確認をしてください。
(https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/
affiliation-policies-payments/index.html)

4. 研究助成資格がない場合、出版前にAPC支払いを手配する必要があります。

5. 論文が採択されたら、Open Access Agreementにご記入・ご署名下さい。

6. 最終版の論文は、オンライン出版されると同時に、クリエイティブ・コモンズ(CC)・ライセンス
に従い、 Wiley Online Library上でOA出版されます。

7. ジャーナルに掲載された論文は、適宜PMCなどのリポジトリに自動アーカイブされます。*

グリーン Open Access

1. 自分の論文の基になった研究は、全面的あるいは部分的に支援を受けていますか？

2. 研究助成団体や所属機関が定めるグリーンOAに関するの要件を確認してください。

3. 論文投稿システムでの投稿時に、必要な箇所で研究助成についての質問にお答えください。

4. 論文著者が料金を支払う必要はありません。

5. Wileyの著者サービスまたはジャーナルの編集部から送られる著作権使用許諾同意書に署名のう
え、提出してください。

6. 論文の最終版がWiley Online Libraryで出版されます。

7. 猶予期間 (embargo)の終了後、自分の責任で論文の著者原稿をセルフアーカイブします。

http://wileyauthors.com
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ステップ 2
自分の論文の最適なジャーナルを発表の場としてお選び頂ける様に、Wiley
では複数の選択肢をご用意しています
論文をオープンアクセスで公開したい方は、ぜひご利用ください。

Wiley では…

450誌以上のゴールドOAジャーナル

これらのジャーナルに掲載されたすべての
論文は、誰でも自由に閲覧、引用、共有す
ることができます。

1,400誌以上のハイブリッドジャーナル

購読型ジャーナルで論文著者が論文出版料
金(APC)を支払い、ゴールドOAでの出版を
選択できるオプションです。ハイブリッド
OAとも呼ばれます。

世界中の何万人もの研究者仲間へ、自分の研究成果をOA出版で公開しませんか？

2020年、24,000以上のOA論文が、Wileyの
ゴールドOAジャーナルで出版されました。

2020年には29,000以上のOA論文がWileyの
ハイブリッドジャーナルで出版されました。

130以上の分野でOA出版の機会を提供しています

• 人文社会学から動物学、化学、神経学、人類学から放射線学まで、幅広い分野でOA出版が可能です。

投稿先ジャーナルを正しく選ぶことは、難しくありません

• Journal FinderやJournal Recommendation Serviceを利用して、自分の研究論文に最適な出版先
を見つけることができます。
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/find-a-journal/index.html

http://wileyauthors.com
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ステップ 3
 論文出版料金や研究助成について確認してください

• 通常、OAジャーナルは、論文出版料金を請求しています。これはAPCとして知られています。

• APCは、ジャーナル、出版社、分野によって異なります。

• どなたがAPCを負担するのでしょうか？

• 論文著者‒ 研究助成金を使ってAPCを支払うことができます。APCの免除や減額制度がある場合
もあります。

• 研究助成団体 ‒ 研究助成団体によっては、OA出版に特化した助成を行っています。
• 所属機関 ‒ 多くの研究機関が、出版社と提携してAPCを一括で支払っています。

• APCの請求は、論文が採択された後、および出版前に行われます。

Wileyと所属機関および研究助成団体がAPCの支払い契約に合意している場合
があります
• 1,600を超える機関や研究助成団体がWileyとオープンアクセス契約を結び、APCの全額負担、また
は部分的に負担をしています。

• APCの負担契約を結んでいる国は、オーストリア、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、アイルラ
ンド、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、オーストラ
リア、米国のいくつかの機関やコンソーシアム、日本の数個の機関です。

所属機関がWileyと、APC支払の契約をしているかどうかは、https://secure.wiley.com/
openaccessでご確認いただけます。

ステップ 4
オープンアクセスに関する最新情報を入手しましょう
OA出版に影響を与える可能性のある義務や規定について知っておく必要があります。

• OA出版の義務付けとは、公的資金で行われる研究の発表方法に影響を与える政策であり、通常、
研究助成団体、機関、政府から出されます。

• これらの義務付けは、ゴールドOAまたはグリーンOAで出版する必要があるかどうかや、データ
の共有をどのように扱うかについての基準を定めている場合があります。

研究助成資格の適正を確認してください

http://wileyauthors.com
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ステップ 5
希望するライセンスと著作権を選択してください
研究論文を広範に配布できるよう、クリエイティブ・コモンズ（CC）ライセンスに基づく利用を可能
にします。CCライセンスにより、あらゆる媒体での使用、配布、複製が許可されます。（https://
authorservices.wiley.com/asset/At-a-Glance-Creative-Commons-License-Guide-PDF.pdf）

著者が著作権を有するので、著作権を譲渡する必要はありません。論文は原作として引用されます。

ライセンスには様々な選択肢（CC-BY、CC-BY-NC、CC-BY- NC-ND）がありますが、最も一般的なのは
CC-BYライセンスで、誰でも好きなように利用できます。このライセンスでは、許諾を受けたり料金を
支払うことなく、論文を別の形に発展させたり、論文を使って興味深いことを試みたりできるので、
多くの研究助成団体に好まれるライセンスです。

著者がWileyでOA出版する場合、著者はOA出版契約書に署名し、またWileyがその論文の出版社である
と示されます。

CCライセンスについての詳細は以下をご覧ください。

http://wileyauthors.com
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Wiley Online Libraryで公開されたOA論文は、Wiley Open Access（ゴールドOAジャーナル）の論文
を含めて、紫色の開いた南京錠のアイコンで示されます。

http://wileyauthors.com
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ステップ 6
オープンデータと引用のオプションを確認してください
Wileyは、研究データは出版された論文と同じくらい重要だと確信しています。責任ある方法で研究
データが発信されると、研究者は、発見について分析や評価を行い、そのペースを加速させることが
できます。

基礎となるデータは出版された論文と同様に重要であり、多くの研究助成機関や学術誌はデータの共
有と保存を期待、あるいは義務付けています。

そのためWileyは、Wileyのジャーナルで論文を出版する著者に対して、研究データの共有を奨励して
います。対象となるデータには、生データ、処理済みデータ、ソフトウェア、アルゴリズム、プロト
コル、メソッド、マテリアルなどが含まれます。
www.wileyauthors.com/datapolicy

Wileyの各ジャーナルは、複数のデータポリシーのうちひとつを採用しています。「奨励する」
（データ共有を奨励する方針）、「期待する」（研究者にデータ利用の宣言を求める）、「義務付け
る」（データ利用の宣言とデータの共有を求める）、「査読データとともに義務付ける」 （データ
の共有と査読データの共有を求める）です。
www.wileyauthors.com/datapolicy

WileyのAuthor Compliance Toolを使うと、プレプリント、データ共有、オープンアクセスおよび
ORCIDなど、個々のジャーナルのポリシーを容易に確認できます。
www.wileyauthors.com/compliancetool

次のリンク先にあるPolicy Finderを使って、投稿先ジャーナルのデータポリシーを確認して下さい。 
www.wileyauthors.com/compliancetool

ゴールドOAジャーナルおよびハイブリッドジャーナルには、非商用のプレプリントサーバーで公開
済みの論文原稿を投稿することができます。

WileyでのOA出版は、下記のサイトをご覧ください。
www.wileyauthors.com

OA出版が研究にどのように役立つかなどの利点についての詳細は、以下をご覧ください。

www.wileyopenaccess.com
https://apac.wiley.com/product/jp-woaa-oa-publishing-advantage-whitepaper

http://wileyauthors.com
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/index.html



