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はじめに 

デルタ シンク（Delta Think）社はこのほど、2019年か

ら2020年にかけてオープンアクセス（OA）市場が25%

成長し、学術ジャーナル市場全体の成長率を大幅に上回

っているとの試算を明らかにしました。政策レベル、契約レベ

ル、ジャーナルレベルでの推進力の結合が世界の特定地

域における具体的なOA義務化と組み合わさり、新型コロ

ナウィルス感染症の大流行と相まって、科学情報の共有に

対する緊急性が高まる中、近年のOAの成長を促す触媒

として機能しています。このことは、転換契約の大幅な増加

にもつながっています。転換契約とは、機関に対し、この契

約の下で出版されたすべての成果物をただちにOAに転換

する機会を提供する、という契約の一種です。運用方法や

個々の詳細は機関やコンソーシアムと出版社によって異な

る場合があります。 

 

2022年初めの時点で、ESAC Registry of 

Transformational Agreements（ESACレジストリ）

には360件以上の契約のデータが存在し、これは今も増

加を続けています。これらの契約は30か国以上の40を超

える出版パートナーとの間で交渉されてきました。 

転換契約は履行が複雑で、往々にして機関と出版社と

の連携方法を変えなければならない場合があります。ま

た、制度上の優先順位、図書館（および図書館員）

の業務方法、影響力の測定方法を変化させる可能性

があります。全く同じ取引はふたつとないため、移行は困

難に思えるかもしれません。 

 

Wileyでは、OAと転換契約に精通することの重要性を認識

し、世界中の機関、図書館、コンソーシアムと連携して歩ん

できたWiley独自のOAへの取り組みから得たさまざまな見識

やベストプラクティスを蓄積してきました。私たちは、これらの発

見を機関のコミュニティと共有することが重要だと痛切に感じ

ています。それによって、すべての関係者が広く転換契約の機

会を活用する手助けとなることを期待しているからです。

Wileyの見識についての詳細は、OA出版の明らかなメリット

に関する当社のホワイトペーパーおよびインフォグラフィックをご

覧ください。また、WileyのOA追求の取り組みについては、

私たちのこれまでの道のりを示したビジュアルガイドをご覧くだ

さい。 

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/
https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/
https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/
https://www.wiley.com/network/researchers/researcher/demonstrating-the-advantage-of-publishing-open-access-with-wiley
https://www.wiley.com/network/researchers/10-oa-celebrate-openness-with-ten-years-of-fully-open-access-journals/there-are-clear-advantages-when-you-choose-to-publish-open-access-with-wiley
https://www.wiley.com/network/researchers/10-oa-celebrate-openness-with-ten-years-of-fully-open-access-journals/wileys-transition-to-open-access-a-visual-guide
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OAは研究に重点を置くほとんどの機関や組織の戦略目標に基本的なレベルで一致するため、OAが研究にもたらすより広

範囲へのリーチとより肯定的な影響を理解することが重要です。 

 

 

所属機関が質の高いOA論文の出版を 

更に増やすことができれば・・・ 

・・・その機関が生み出す研究はより多くのアクセスと

読者を生み出し・・・ 

・・・その研究がより多く引用され、注目を集め・・・ 

・・・研究、研究者、機関の注目度を高めるのに役

立ち・・・ 

・・・より多くの研究助成金を獲得するのに役立

ち・・・ 

・・・最終的に、あなたの所属機関が求めるグローバ

ルな研究影響力の強化に役立ちます。 

 

これらのダイナミクスを理解し、数値化し、所属機関の関

係者に伝えると、OAの成功に必要な賛同と参加の促

進に役立てることができ、転換契約に関する議論を始め

る出発点となるでしょう。 

More 

Research 

Funding 

Increased 

OA 

Output 

Elevated 

Profile of 
 

Institution 

GLOBAL 
RESEARCH 

IMPACT 

Your 
Institution’s 

Part 
More 

 

More Cities, 

More Attention 
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多くの機関（特に研究中心の機関）にとって、転換契約

は購読料の一部をOA出版に移行することによってOA目標

に貢献できる素晴らしい方法です。転換契約においては、

各機関がジャーナル購読料への支出を、相当量の研究成

果物についてのarticle processing charge（論文出版

料金、APC）への支出へと移行します。 

ただし、転換契約は多くの機関に適しているものの、すべての

機関にふさわしいわけではありません。地理的にOA義務のな

い地域に所在する機関、出版論文数の少ない機関、OAが

優先課題とみなされていない研究分野に焦点を当てている

機関は、現時点では、購読料モデルを継続したいと考えるか

もしれません。 

そのため、機関と図書館は、OAをめぐる現在の立ち位置を

理解し、どのような要因によって転換契約が自機関にふさわ

しいか、またはふさわしくないものになっているのか認識した上

で、今後どのような方向性を取るのかを理解することが重要で

す。 

 

Wileyでは、系統立てられたOAプログラム、そして潜在的な

転換契約への準備度を示す５つの典型的な要素があること

に気づきました。下に示す各要素の尺度表においてあなたの

所属機関が右側に近ければ近いほど、転換契約に適してい

る可能性が高くなります。 

 

 

初期段階 転換契約に適した 

段階 

 

 

 

 

この尺度表において、あなたの所属機関や地域の立ち位置はどこですか？
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優先度：ひとつ目の要素は、OAの優先度です。初期

段階にある機関や図書館は、OAの利点や理想に思想

的観点から同意しているかもしれませんが、OAへの移行

によって研究者や図書館、機関の運営方法が変えられる

ことはないと見なしている可能性があります。一方、「転換

契約に適した段階」にある機関はたいてい、国・地域・コ

ンソーシアムの一部として、または内部のリーダーシップの

下で、助成支援や正式な意思決定を通じたハイレベルで

広範な変化を推進しています。 

 

論文出版数：この尺度表において初期段階にある機

関はたいてい、研究がその機関の中核ではないといった理

由により、論文の出版数やその増加が少ない機関です。

一方、研究とその成果出版の優先度が非常に高い機関

は、往々にして系統立てられたOAプログラムや転換契約

を模索しています。 

 

支持：主要な関係者の支持のレベルは、OAの導入に

あたり重要なバロメーターのひとつとなります。OAへの支持

が場当たり的で調整されていない場合、OAの導入は初

期段階にあることが示されます。一方、OAが機関関係

者（図書館、研究事務局、教授陣、学術コミュニケーシ

ョン、学長など）を取り込んだ系統的なプログラムになって

いる場合、この尺度表はOA転換に向けた有意義な進

展があることを示しており、機関が転換契約を模索する

準備が整っていることを示すサインと見なすことができま

す。 

費用負担：初期段階においては、OA出版のための

費用は主に研究者によって負担されます。個々の研究

者が確保した研究助成金以外に、OAのための追加の

費用援助はありません。転換契約に適した段階では、一

元的なOA予算を支援できる資金源がある場合（研究

助成団体や相当な購読料予算など）、機関はOA出版

を推進し追跡するために、出版社との転換契約の締結を

選択することができます。APCの資金を提供するマルチペ

イヤーモデル（機関と研究助成金の双方から支出する）

も、この尺度表において転換が進んだ段階にあることを示

します。 

 

認知度：OA導入の初期段階にある機関は通常、近

年の傾向を含め、OA出版活動について詳しく把握してい

ません。OA出版が一元的に認知されておらず、APCの

支払いは往々にして「野放し」状態になっています。転換

が進んだ段階では、機関は持続可能な方法でOA出版

を支援し、資金を提供するプログラムを正式に導入してい

ます。そうすることによって、一元的な追跡が行われるよう

になり、機関関係者はAPC支出とOA出版数を容易に

把握することができます。さらに、組織化されたOAプログラ

ムを持つ機関はたいてい、論文出版数とその成長に留ま

らず、更なる成果を記録しており、読者数、引用数、注

目度スコア（Altmetricスコアなど）の増加といったイン

パクトを確認することができます。 
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転換契約パートナーを選ぶための最初のステップは、貴機関の出版プロフィ

ールを明らかにすることです。 

私たちは、以下の質問に基づいてデータを収集し（可能であれば3-5年分）、意思決定と交渉に役立てることを推奨しま

す。 

 

■ 機関の論文はどのくらいOAで出版されて

いるか？ 

■ 機関の著者は論文をどのジャーナルで最も頻繁に

出版しているか？ 

■ 機関の著者が最も頻繁に研究結果を出版してい

るのはどの分野か？ 

■ 機関の論文出版数のうちどのくらいの割

合が特定の出版社によって出版されてい

るか？ 

■ その論文の割合は現在出版社に支払われている

購読料予算の内訳とどのように関係しているか？ 

■ 個々の出版社によって出版された論文の引用パ

フォーマンスはどのようになっているか？ 

■ 機関の著者らはどのくらいの頻度でOAジャーナル

（ハイブリッドまたはフルOA）での論文の即時公開

を選択しているか？ 

■ 機関の著者らが「野放し」状態でどれだけの金額のAPCを

現在支払っているか測れるか？ 

 

 

 

特定の出版社に関する具体的な質問がある場合、

アカウントマネジャーが有用なリソースとなります。 

図書館員や機関は転換契約においてどの出版社が最適

なパートナーになるか優先順位をつける必要があります。

論文出版数のような数量的な検討項目や、学術的ミッシ

ョンとの整合性、フルOAへの取り組み、契約モデルについ

て貴機関と協働する意欲といった質的要因がこの決定に

影響を及ぼすでしょう。 
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貴機関が出版社との転換契約を検討する際には、複数の要因について考察し、貴機関の目標と一致させましょう。以下は、論

文数、コスト、助成金調達方法によって異なるさまざまなアプローチを取る5種類の契約を説明したものです。 

 

 

出版論文数が無制限の契約：提供する出版社は少数で、通常、投稿数が少ないと予想される場合に合意され

る。 

 

承認された論文数の上限を伴う契約：特定の論文数に対して予算が設定される場合、OA出版可能な論文数

が予測しやすくなり、ジャーナル毎のAPCの金額のばらつきによる影響を受けなくなる。 

 

移出額の固定的な上限を伴う契約：総予算のみが規定されている場合、実際の論文数はAPCの金額（ジャー

ナル毎に異なる）に左右される。 

 

一元的または機関ごとの予算を使用したコンソーシアム契約：コンソーシアムが参加機関を代表して契約の交渉

を行う。 

 

マルチペイヤー契約：提供する出版社は少数で、機関が事前に決定された金額を支払い、教員が残額を負担す

る。 

 

 

さまざまな契約タイプとそのメカニズムを理解することに加えて、ジャーナル、著者、その他の要因が転換契約に

どのように影響を与えるか理解することも重要です。以下に主な検討項目を示します。 

 

■ 含まれるジャーナル。一部の出版社は、アクセス可

能な出版物のリストから特定タイトル（一部のトップ

ジャーナルを含む）を除外する場合があります。ま

た、ゴールドOAジャーナルが転換契約に含まれるかど

うか理解し、機関がゴールドOAジャーナルを契約に

含めることを希望するのか、それともハイブリッドジャー

ナルでのOA出版に焦点を当てることを希望するの

か、検討することが重要です。OAモデルの詳細につ

いては、Wileyの著者リソースページをご覧ください。 

■ マルチペイヤーまたは共同出版費用負担モデル。

OA出版費用はかつての購読料予算から負担される

ことが多いですが（転換契約を通じてなど）、機関

や意思決定者はAPCの費用調達において「マルチペ

イヤー」や「費用分担」モデルへの関心を高めていま

す。これらのアプローチでは、機関は図書館予算と研

究者個人の資金の双方からOA出版費用を支払い

ます。これには、アクセプトが決まった時点での論文ご

との高度なワークフローと管理が必要とされます。 

1 

2 

3 

4 

5 

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/index.html
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OAの成功に向かう道を進むには、機関内外の関係者が協調して取り

組むとともに、戦略、組織、運営上の要件を取り込む必要があります。

図書館はこれらの取り組みに中心となって関与しない場合もあります

が、積極的な支持者はこれらの基準を理解して変化の推進を支援す

べきです。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略 組織 運営 

出版パートナー 

方針 

ミッション、 目標 

研究者支援 

コミュニケーション、 
教育 

 論文数の測定と 
   レポート 

データ、 
予算管理事務 

   ワークフロー、  
  コンプライアンス 賛同、参加 
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OA出版プロセスには、研究エコシステムに関わるすべて

の人による新しいレベルの協力が必要です。これらの

人々には、研究者、図書館員、学術出版社、機関、コ

ンソーシアムなどが含まれます。多くの場合、そして特に転

換契約が締結される場合、図書館が機関内のOA活動

の中心となります。OAや転換契約が図書館員の役割に

与えるいくつかの具体的な影響を見てみましょう。 

機関全体での協力体制の強化。転換契約が策定され実施

されていくと、図書館員はOAに関する重要な情報を広め、新

しい優先課題やプロセスへの支持を得るために、学術コミュニ

ケーション室、研究事務局、学部教授会、専門能力開発チ

ームなどの諸部門との協力を増やしていきます。さらに、図書

館では学術コミュニケーション担当図書館員とサブジェクト・ライ

ブラリアンがそれぞれの専門知識や人脈を活用して協力する

機会が増加するでしょう。 

出版社とのパートナーシップ。転換契約が計画され実施さ

れていくと、図書館員は出版社に対して顧客ではなく協力者

としての役割を担うようになります。契約が成功した多くの場

合では、図書館員と出版社が共通の解決策の構築と新しい

ビジネスモデルやプロセスの試験的な導入に向け協働してい

ます。 

出版データの分析。普遍的な職務上の要件ではないもの

の、図書館員は転換契約に関する意思決定において役立つ

データの入手をサポートする上で非常に重要な存在となり得ま

す。これには、機関に所属する著者がどこでどのくらい出版して

いるか、そのコンテンツのうちどのくらいがオープンで現在閲覧可

能なのかを調査することが含まれます。機関が転換契約を計

画、追跡し、管理する際には、データ管理の役割と重要性が

増します。 

 

著者のサポート。転換契約においては、図書館員は頻繁に、

著者にとってのOAの利点について著者と直接コミュニケーショ

ンを取るよう求められます。これには、研究のインパクトや認知

度、引用数、公的政策への影響効果の増大を示す事例や

証拠の共有が含まれます。 

OA予算の管理。機関で正式なOAプログラムが確立される

と、図書館員はOA予算の管理、著者からのAPC支払い申

請の承認、OA出版費用アカウントの残高の管理、予算およ

びOAに関する報告業務を行うよう求められる場合がありま

す。 

コンプライアンス。すでに行われている場合もあるかもしれませ

んが、関係者（図書館員や研究事務局の職員）は調整係

としての役割から拡大して、OAのプロセスやコンプライアンスに

おいて著者をサポートしなければならなくなる可能性がありま

す。これには、著者がOA資格の要件を理解し、研究やデータ

を機関デポジトリに登録するプロトコルを踏襲できるようサポー

トすることが含まれます。また、コンプライアンスはメタデータにも

及びます。一貫性があり、完全で、正確なメタデータがなけれ

ば、OA出版費用のマッピングは困難でコストのかかるプロセス

であり続け、データ分析や意思決定が阻害されます。図書館

員は、例えば各学部がその研究活動を所属機関に適切に関

連付けるため、特定のプロセスにおいては個人のプライベート

なメールアドレスではなく所属機関のメールアドレスを使わせる

などの規律を制定しなければなりません。また、図書館員は著

者が投稿する際に、研究助成金IDなど、細かな分析や帰属

を容易にするデータを含めなければならないといった、著者に

対する依頼事項も管理しなければなりません。 
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転換契約の管理と運用ではワーク

フローが必要不可欠です。 

状況に応じて、転換契約には研究事務局や図書館、その

他職員が直接実務に関与するハンズオン・プロセスと、自

動化されたハンズオフ・プロセスが必要になります。確立され

たものでは、一般に以下の3つのプロセスがあります。 

通常のAPC支払いワークフロー。このワークフローでは、著

者は標準的に（ネットショッピングの様に）、電子上で取

引するワークフローを通じて行い、OAとして出版します。

OA出版のための一元的な予算がないか、著者がその出

版費用を受ける資格を持たないか、著者が自己資金から

支払うことを選択する場合です。このワークフローは従来、

機関で正式なOAプログラムや転換契約が導入される前に

著者がOA出版する場合に使用されてきました。 

OA契約に基づくワークフロー。OA出版のための費用が確立

され、一元的な予算がある場合、著者はAPCを申請すること

ができます。この場合、管理者が投稿およびAPC申請を審査

して承認（または拒否）するのが一般的です。 

自動化ワークフロー。OA出版費の申請に対してAPCを提

供するための運用要件を合理化したい機関は、自動化ワー

クフローを確立することができます。このシナリオでは、機関は

著者による投稿とAPC申請を個別に審査するのではなく、ビ

ジネスルールに基づいて自動承認するようにします。 

 

 

多くの場合、OA出版が増加するとワークフローが複雑にな

るため、機関は拡張可能なプロセスを支える基準と構造を

確立するよう促されます。機関が複数の転換契約とワークフ

ローを管理する場合には、さらに状況が複雑になる可能性

があります。機関は異なる契約におけるさまざまな微細な違

いを理解しなければならず、ワークフローを自動化または合

理化することで非常に効率的になります。そのためのソリュー

ションは、個々の出版社が提供することもあれば、出版社と

協力してワークフローを簡素化し、効率の向上に役立つ

Oableなどの技術を導入することで得られる場合もありま

す。 

 

https://oable.org/
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転換契約パートナーを選択するための最初

のステップは、貴機関の出版プロフィールを

明らかにすることです。 

 
図書館員が著者をサポートし、そしてその結果、OA出版数の成長を

支援できるような具体的な領域には、以下が含まれます。 

■ 利用可能なOAリソースについて著者に伝え、一元的な予算が存在

する場合にはどのように転換契約を進め、OA費用を活用すればいい

か、知見を提供する 

■ セルフアーカイビングのベストプラクティスを提供し、OAリソ

ースを活用するよう促す 

■ OAではどのように権利が管理されるか明確にする 

■ 転換契約を締結している場合、助成金ポリシーを明確に

する 

■ 機関レポジトリを管理する 

 

多くの機関では、「学術コミュニケーション室」が著作権とフェアユース、著

者の権利、そして現在のOAといったテーマを扱っています。図書館がOA

への取り組みにおいてより積極的な役割を果たすようになるにつれ、これ

らの部門間の協力がより重要になってきています。 

https://www.wiley.com/network/researchers/10-oa-celebrate-openness-with-ten-years-of-fully-open-access-journals/your-guide-to-publishing-open-access-with-wiley-3
https://www.wiley.com/network/researchers/10-oa-celebrate-openness-with-ten-years-of-fully-open-access-journals/transitional-agreements-an-introduction-for-authors
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing/self-archiving.html
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing/self-archiving.html
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活発なOAプログラムを進めていくには、求められる成

果と成功の測り方を定義することが必要不可欠です。

現在のところ、OAの影響力を測定する業界標準は確

立されていません。成功を測る主要業績評価指数

（KPI）には、OA投稿数とその成長率、OA出版論

文数のほか、論文のダウンロード数、引用数、注目度ス

コアなどの遅行指標を含めています。 

 

OAプログラムが導入されている場合、機関や図書館はもは

や、論文レベルでの１利用当たりの費用(CPA)や引用数と

いった標準メトリクスだけを使用することはできません。今後

は、さまざまなメトリクスに照らして論文レベル、ジャーナルレ

ベル、機関レベルでOAを評価する必要があります。 

 

意思決定者は、一元的なOA費用の影響と効果を評価

するため、読者数、引用数、注目度への影響について論

文レベルのデータを審査します。計数データは、OAに携わ

るコミュニティ（機関内外のもの）、地理的な使用源（ロ

ーカルコミュニティなど）、エンゲージメントを生み出すタイト

ルや論文、エンゲージメントを促進するコンテンツの性質

（論文、データセット、学位論文など）に関する知見を提

供します。この種のデータは意思決定者にとって重要な検

証役割を果たすだけでなく、著者にとっても、OAで出版す

るとより幅広くリーチでき、より高い影響力を得られることを

示すものとなります。 

 

 

 

 

事例 

Wileyは、2019年1月15日に開始したHungarian 

Electronic Information Service Program（ハンガリ

ー電子情報サービスプログラム、EISZ）とのOA契約に基づ

き、このコンソーシアムの3年間のデータ傾向を検証しました。

このプログラムは、OA論文、論文の利用数、引用数において

目覚ましい成長を示しました。Wileyーのジャーナルにおける

OA論文数は2018年から2020年までの年平均成長率が

102％でしたが、すべての出版社を対象とした場合のOA論

文数の年平均成長率は7.6％でした（Web of Science

のデータによる）。同時期にWileyで出版された論文は、被

引用数が28％増加し、読者数（フルテキストダウンロード件

数として測定）も驚異的なペースで増加しました。Wileyの

カスタマーサクセスチームが、移行の過程全体にわたって同コ

ンソーシアムと協力し、これらの傾向と影響を追跡しました。 
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Wileyは、さまざまな機関と著者がOA化を進められるよう支援し、尽力してい

ます。 
 

私たちは、どの機関の道のりも同じものはふたつとなく、進化していくものだと認識しています。過去数年で私たちは30件以上

の転換契約を締結し（そして定期的に新しい契約を締結し続けています）、OAへの私たちのコミットメントと、OAを可能な

限り成功させるための必要なツールやワークフローの提供を通じて、私たちの専門知識を実証してきました。私たちは、研究

のインパクトと公共の利益を最大化するという最終的な目標を達成するため、出版社の中のリーダーとして、そして機関にとっ

て信頼できるパートナーとして、こういった歩みに尽力しています。 

 

オープンリサーチの理想 ― アクセシビリティ、透明性、開放性 ― は、私たち出版社、機関、図書館がさまざまな経験を開

放的に共有するよう促します。OAの継続的な成長を見越して、私たちは自らが得た洞察と知識の共有に取り組むとともに、世

界におけるOAの使命をさらに前進させるため、機関にも ― 私たちとともに、またより幅広いグローバルコミュニティと一緒に ― 

足並みを揃えるよう推奨しています。 
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オープンアクセス（OA）：研究出版物が自由に利用でき、誰でも無料で読み、利用し、再利用できる出版モデル。 
 

グリーンOA：著者がオンラインレポジトリまたはウェブサイトに有料論文の何らかのバージョンをセルフアーカイブする。通常、12か月または24か月

のエンバーゴ（公開猶予）期間が設けられている。 
 

ダイヤモンドOA：論文がオンラインで即時に自由に利用できるようにされ、誰でも読み、ダウンロードし、再利用し、共有することができる。著者

が著作権を保持する。出版料金はかからない。通常、出版社、スポンサー、非営利組織が出版料金を負担する。 
 

転換契約：この契約の下で出版されたすべての論文を即時にOAに転換する機会を提供する契約の一種。運用方法や個々の詳細は機関やコ

ンソーシアムと出版社によって異なる場合がある。 
 

OA出版枠：契約に基づき、OA出版が承認される論文の上限数（機関と出版社の間の契約で交渉されることが多い）。 

 

転換ジャーナル：OAコンテンツの割合を徐々に増加させることによって（絶対値で5％以上、前年比の相対値で15％以上）、完全OAへの転

換に積極的に取り組んでおり、OAで出版される研究コンテンツの割合が75％に達したらフルOAに移行することを約束しているジャーナル。 

 

CC-BY-NCライセンス：非営利目的においてのみ、また、作者が表示されている場合のみ、再利用者にあらゆる媒体またはフォーマットにおけ

る資料の配布、再編集、改変、構築を認めるライセンスの種類。 

 

 

ゴールドOA：論文がオンラインで即時に自由に閲覧可能となり、誰でも読み、ダウンロードし、再利用し、共有することができる。通常、APCが適

用され、機関または研究助成機関が負担する場合もある。クリエイティブコモンズ（CC）ライセンスで出版され、著者が著作権を保持する。 

ブロンズOA：出版社によって自由に読めるようにされた論文。料金はかからないが、出版社は論文を自由に閲覧できる状態に維持する義務を負

わない。また、論文には再利用のための正式なライセンスがない。 

ハイブリッドジャーナル：ハイブリッドジャーナルは、論文をOAで出版するオプションを合わせて提供する購読型ジャーナルである。OAで出版するに

はAPCが要求される。 

Article publication charge（論文出版料金、APC）： 論文をOAジャーナルまたはハイブリッドジャーナルにおいてOA出版するために著者

に請求される料金で、出版社がその論文の査読を行い出版するための費用を補う。この料金は著者が支払うか、著者の所属機関または研究助成

機関が負担することができる。 

プランS：プランSは、2018年9月に立ち上げられたOA出版のためのイニシアチブである。このプランは、研究助成・パフォーマンス組織の国際コンソ

ーシアムcOAlition Sが支援している。プランSは、2021年以降、公的な研究助成金で行われた研究から生まれた科学出版物を、規約に準拠す

るOAジャーナルまたはOAプラットフォームで出版することを義務づけている。その遵守には3つの方法があり、フルOAジャーナルまたはOAプラットフォー

ムで出版する、レポジトリを通じてCC-BYライセンスで当該論文のコピーを即時に利用可能にする、転換契約に基づいて出版または転換ジャーナル

で出版する、のいずれかである。 

CC-BY-NDライセンス：改変前の状態でのみ、また、作者が表示されている場合のみ、再利用者にあらゆる媒体またはフォーマットにおける資料の

複製と配布を認めるライセンスの種類。当該作品の二次的著作物や翻案物は一切認められない。 

CC-BYライセンス：作者が表示されている限り、再利用者にあらゆる媒体またはフォーマットにおける資料の配布、再編集、改変、構築を認めるラ

イセンスの種類。 


