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1. はじめに
　オープンアクセスの目的は、科学者や一般市民が学
術成果に無料で自由にアクセスできるようにすること
である。そのための手段として⑴オープンアクセス雑
誌、⑵機関リポジトリの 2 つが大きく取り上げられて
きた。これらは現在もオープンアクセスのための主要
な手段であることは事実であるが、最近はその変化形
態としての⑶オープンアクセス・オプション、⑷研究
助成機関リポジトリが大きく注目されてきている。本
記事はオープンアクセス・オプションを中心に最近の
動向について解説するとともに、オープンアクセス・
オプションの効果に関する最近の研究にも触れる。な
お、本稿以前のオープンアクセス雑誌の動向について
は時実⑴、機関リポジトリと研究助成機関リポジトリ
の最近の動向については時実⑵などを参照されたい。
2. オープンアクセス・オプション
2.1 オープンアクセス・オプションの普及
　オープンアクセスでない学術雑誌において、著者や
著者の所属機関、著者の研究に助成した機関等が掲載
料を支払うことにより、特定の論文だけをオープンア
クセスにすることをオープンアクセス・オプション、
またそのようなオプションを有する雑誌をハイブリッ
ド誌（Hybrid Journal）あるいはハイブリッドオープ
ンアクセス誌（Hybrid Open Access Journal）と呼ん
でいる。すでに主要な出版社のほとんどがこのオプ
ションを設けており、日本でも 2005 年 7 月から実施
している日本化学会⑶のほか、2008 年 1 月に日本物理
学会⑷、2008 年 9 月に応用物理学会⑸も採用した。英
国の SHERPA/RoMEO プロジェクトはこれを“Paid 
Options”と呼び、これを設けている出版社の一覧を
掲載している⑹。2008 年 12 月現在で 61 出版社が掲載
されている。
2.2 マックス・プランク協会と Springer 社の合意
　このオープンアクセス・オプションに関し、最近注
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目される動きとしては、ひとつはドイツのマックス・
プランク（Max Planck）協会が Springer 社と交わし
た合意である。マックス・プランク協会は 2007 年 10
月、雑誌の講読価格をめぐって Springer 社と合意が
できず、同社の雑誌約 1,200 誌をすべてキャンセルす
ると発表した⑺。しかし翌年 1 月末になって両者は一
転して合意に達した⑻。その条件のひとつが、今後、
マックス・プランク協会の研究者が Springer 社の雑
誌に投稿した論文については、同社のオープンアク
セス・オプション“Open Choice”を適用し、直ちに
オープンアクセスとする、というものであった。マッ
クス・プランク協会は従来からオープンアクセスの主
要な旗振り役であり、また Springer 社は著者支払い
型ビジネスモデルの採用に積極的であったことから
して、この合意は両者にとって Win-Win であったと
想像される。2008 年 11 月に来日したマックス・プラ
ンク協会のロマリー（Laurent Romary）氏によれば、
この合意のポイントは、Springer 社が、同協会から
投稿された掲載論文を同協会のリポジトリに自動的に
登載するよう手配してくれることが大きいとのことで
あった⑼。また他の出版社から同様の提案があれば検
討するとのことであった。なお、マックス・プランク
協会は 2008 年 8 月、所属研究者が PLoS（CA1433 参
照） に投稿する場合、その費用を負担することにも合
意している⑽。
　このマックス・プランク協会とほぼ同様の契約が
2009 年 1 月、Springer 社とカリフォルニア大学図書
館との間に締結された⑾。この契約でオープンアクセ
ス・オプションが適用されるのは、カリフォルニア大
学 10 キャンパスの全研究者であるため、規模として
はマックス・プランク協会よりもはるかに大きいと考
えられる。またこの契約の特徴のひとつは、投稿論
文に対してクリエイティブ・コモンズの「表示－非営
利」ライセンスが適用される点である。これが適用さ
れるということは、著作権は著者に残されていると思
われる。
　なお Springer 社は、オープンアクセス出版社の
BioMed Central 社（E682 参照）を 2008 年に買収す
る⑿など、オープンアクセスをビジネスモデルとして
確立することに積極的であることを補足しておきた
い。
2.3 SCOAP3
　またオープンアクセス・オプションに関して最近注
目されるもうひとつの動きは、欧州原子力研究開発
機構（CERN）を中心とした、高エネルギー／素粒子
物理学における著者支払い型ビジネスモデルによる
オープンアクセス出版推進プロジェクト“SCOAP3”

（E812 参照 ) である。CERN はマックス・プランク協

会と並ぶ、欧州におけるオープンアクセス運動の推進
者である。
　このプロジェクトの始まりは、2005 年に CERN に
オープンアクセス出版に関するタスクフォースが結
成されたところとされている。その報告書⒀が 2006
年 6 月に発表され、これに基づき準備会“SCOAP3 
Working Party”が結成された。2007 年 4 月に発表さ
れた準備会の報告書⒁によれば、現在高エネルギー／
素粒子物理学分野の「主要論文」は年に 5,000-7000 論
文が出版されており、そのおよそ 80％が、同分野の
論文を主に掲載している「主要誌」5 誌と、他分野の
論文も掲載している「ブロードバンド誌」1 誌に掲載
されている。SCOAP3 はこうした雑誌における高エ
ネルギー／素粒子物理学関連論文をオープンアクセ
ス・オプション価格で買い上げ、世界の研究者に無料
公開するというものである。これを実現するには毎年
約 1,000 万ユーロが必要であると計算されているが、
その費用は図書館等が従来予約購読に用いていた資
金を転用する形で集めることになっている。2009 年 1
月 13 日の段階では、そのおよそ 53％が集まったと発
表されている⒂。
　SCOAP3 には現在のところ、CERN などの高エネ
ルギー／素粒子物理学関係の研究所のほか、マック
ス・プランク協会などの研究機構、カリフォルニア大
学、オハイオリンクなどの図書館が参加を表明してい
る。
　出版社側は、コア論文の多くを掲載している 6 誌
の出版社 4 社の 1 つ、Springer 社がいち早く支持を
表明したが、同じく 4 社の 1 つである米国物理学会

（APS）はいまだに態度を明らかにしていない。APS 
のセリーヌ（Joseph Serene）氏からの私信によれば、

「理念は理解するが、本当に継続性が保証されている
かどうかに懸念がある」とのことであった。出版社
としては、このプロジェクトに参加することにより、
オープンアクセス・オプションによる収入を得る一方
で購読料による収入が減少することになる。万が一、
将来このプロジェクトが終了したとき、購読料収入が
元に戻らない恐れがある、との理由からである。
　SCOAP3 は高エネルギー／素粒子物理学分野の論
文掲載数に応じた分担金の負担を、各国に求めている

（E812 参照）。日本では、日本物理学会を中心として
検討が行われているが、現時点では要請されている資
金の調達はめどが立っていない。SCOAP3 が実現す
れば、主要誌による論文の囲い込みが起き、日本発の
雑誌は不利をこうむるのではないか、という心配の声
も挙がっているのが現状である⒃。
3. オープンアクセス・オプションの被引用効果
　オープンアクセスを推進する側の議論として、オー
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プンアクセスにすれば閲覧機会が増加し、したがって
引用も増加するはずである、というものがある。ロー
レンス（Steve Lawrence）による 2001 年の論文⒄を
はじめ、オープンアクセス論文の方がダウンロード
や被引用が多いという結果を提示する研究は数多い

（CA1559 参照）⒅。
　その一方で、オープンアクセス論文と非オープンア
クセス論文とで、大きな違いは見られないという研究
結果もある（CA1559 参照）⒆。この立場の代表的な
論者であるデーヴィス（Philip M. Davis）が、オープ
ンアクセス・オプションの効果に関する研究を行って
いる⒇。
　これは、一定の猶予期間後に全論文が無料公開され
る（embargo）生物医学関係の 11 誌に、2003 ～ 2007
年に掲載された全論文 11,013 件について詳細な分析
を行ったものである。このうち、オープンアクセス・
オプションにより早期に公開された論文は 1,613 件で
あった。分析の結果、オープンアクセスによる被引用
の増加の効果が有意に見られたのは、11 誌中 2 誌の
みであった。全体では、オープンアクセス論文の方
が 17％被引用が多いという結果になったが、このよ
うなオープンアクセスの優位性は早期公開の影響が大
きく、長期的に見ると差が小さくなるとされている。
例えば 2004 年刊行分について見ると、被引用数の違
いが 2004 年の 32％から 2007 年には 11％へと、差が
縮まっている。また著者が優れた論文をオープンアク
セスにするため、被引用が高めに出ているのではない
かとも述べている。このほか、著者にとってのオープ
ンアクセス・オプションの経済的効果（ 1 引用あたり
のコスト）も計算しており、全体としてオープンアク
セス・オプションの効果について疑問を投げかけてい
る。
　とはいえ、オープンアクセス・オプションの効果に
関する研究はまだ少なく、オープンアクセスそのもの
の効果についても正反対の結果が出ていることから、
引き続いての調査が必要と思われる。
4. おわりに
　上記のデーヴィスの研究において、オープンアクセ 
ス・オプションにより公開された論文は全体の約 15％ 
であった。また 2008 年の倉田らによる生物医学分野
対象の調査21によれば、調査対象の 37.2％がオープン
アクセス論文であったが、そのうちの約半数は非オー
プンアクセス誌に掲載されたものであった22。
　SCOAP3 や Springer 社の積極的な姿勢により、オー 
プンアクセス・オプションによって公開される論文は
さらに増える傾向にある。その被引用に対する効果に
ついては否定的な結果も出ているものの、広く研究成
果へのアクセスを提供するというオープンアクセスの

意義を考えると、オープンアクセスそのものの広がり
と共に、その手段のひとつとして確立しつつあるオー
プンアクセス・オプションの動向にも注目していく必
要があろう。
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