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CA1700■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「偽学術雑誌」が科学コミュニケーションに

もたらす問題

　科学関係の大手出版社である Elsevier 社発行の The 
Australasian Journal of Bone and Joint Medicine はじ
め 6 誌が、2000 年から 2005 年の間に他の雑誌からの
転載論文を掲載し、かつ、その転載論文が医薬品メー
カーであるメルク社から資金を受けて研究された論
文であったにもかかわらずそのことを公表していな
かった、という事実が 2009 年 4 月から 5 月にかけて
発覚した（1）（2）。これに対し Elsevier 社は、十分な情
報開示をせずにふつうの雑誌論文のようにみえるよ
うな出版をおこなったことを謝罪し、今後情報開示
のルールを徹底することを明言した（3）。この事件はと
くに The Scientists 誌のウェブ版で多くの議論を呼ん
でいる。問題は、この雑誌が、ピアレビューされた論
文のようにみせかけてそれら転載論文を載せていたこ
と、および論文のスポンサーをきちんと公開しなかっ
た点である。このスキャンダルを、出版社の倫理の問
題として論じることは簡単である。しかし、本稿では、
この事件の提起する問題が学術コミュニケーションに
対してもつ意味、また学術コミュニケーションと社会
の関係など、科学コミュニケーションの側面から考え
てみたい。なおここで、学術コミュニケーションとは、
学者の共同体のなかに閉じられたコミュニケーション
を指し、科学コミュニケーションとは、学者の共同体

の境界をこえて、広く社会とのコミュニケーションを
ふくんだものを指す。
　まず学術コミュニケーションに対してもつ意味に
ついて考えてみる。本事実は、メルク社に対する
訴訟（メルク社製の薬 Vioxx 服用中に心臓麻痺で
死亡した患者に関する訴訟）のプロセスで明らかに
なった。そこで、世界医学雑誌編集者協会（World 
Association of Medical Editors）のメンバーである
イェリネク（George Jelinek）氏は、「かの出版物は、
メルク社によって資金供与され、かつメルク社の製
品に対しポジティブな結果を導く論文のみが掲載さ
れているにもかかわらず、ピアレビューされた論文
のように誤解されやすい状況だった」と証言した（4）。
つまり、情報を受け取る医師の側から言えば、医師
らは、医薬品の使用を促進するようにデザインされ
た出版物を、まるでピアレビューされた論文誌かの
ように Elsevier 社から受け取っていたことになるの
である。これは、ピアレビューによって維持されて
いる真面目な医学雑誌群に対する侮辱であると同時
に、学術コミュニケーションにおいてピアレビュー
がもっている認知的権威（学者集団のなかである見
解や考え方が幅広く用いられ、権威をもったものと
して考えられていることを指す）を汚す行為である。
問題の雑誌群には、編集委員会のもとで書かれたと
いう誤解を与えるような表現があったことから、ピ
アレビューされた論文が一つの認知的権威であるこ
とを逆手に利用していたことが示唆される。学術コ
ミュニケーションにおいて形成されていた信頼や認
知的権威を脅かすことになる行為といえよう。
　次に、学術コミュニケーションと社会の関係、ひい
ては科学と社会のコミュケーションの問題として捉え
てみよう。学術コミュニケーションのみならず、一
般社会においても、「ピアレビューのある雑誌に載っ
た論文は妥当性の保証がされている」という前提が共
有されている。ピアレビューされた論文は、社会に
おいても 1 つの認知的権威なのである。この事件は、
この前提および社会からの信頼や認知的権威に対し
てどのような意味をもつのだろうか。
　学術コミュニケーションと社会の関係を考える際、
本事件と韓国のファン（黄禹錫）らによる捏造事件

（CA1582 参照）とを比較してみると、興味深いこと
が明らかになる。2005 年の Science 誌上に載せた 2
本の論文がファンによる捏造であることが発覚した
際、ピアレビューの果たす役割についての議論が多
くまきおこった。Nature 誌のエディトリアルは、ピ
アレビュー（査読）システムは論文に書かれている
ことは事実であるという前提のもとに作動しており、
不正を検知するためにデザインされているわけでは
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ない、と明言している（5）。それに対し、NY タイム
ズ紙は、科学ジャーナルが虚偽の報告をふるいわけ
するゲートキーピング機能をもつことを期待する（6）。
このように、雑誌の内側（編集委員会）の考えるピ
アレビューの実態と、外側（刊行された雑誌論文を外
からながめる一般のひとびと）によるピアレビューの
受け取り方との間には、大きなギャップがあることが
示唆された。それに対し、今回の事件は、ひとびとの
ピアレビューへの信頼、研究者のピアレビューへの信
頼を逆手に利用していたという点は悪質ではあるが、
ファンの事件のときのように、ピアレビューのゲート
キーピング機能への疑いの目、あるいはピアレビュー
自体への根本的見直し、といった議論まではいってい
ない。出版社が守るべきこと（ピアレビューしてい
ない論文をピアレビューしたかのように装ってはい
けない、スポンサーがついていることは公開しなく
てはならない）を守っていなかったことが指摘され、
一連の議論はそのような出版社の行為を社会的に罰
することによって、実はピアレビューの認知的権威
を守ろうとしているように観察される。その意味で、
つまり出版社レベルの話で終えられる、という意味
ではファンらのケースよりは学術コミュニケーショ
ンに対して社会のもつ信頼へのダメージは軽症とい
えるかもしれない。
　これらの事件の提起する問題を、倫理の問題として
論じることは簡単である。たとえば、ファンのケース
は、投稿者の倫理の問題であり、今回の事件は、出版
社の倫理の問題である。しかし、科学コミュニケー
ションの問題として捉えると、より根源的な問いが
喚起される。ピアレビューによって生まれている認
知的権威を、ほんとうに不問のまま信頼してよいの
だろうか。雑誌の内側の考えるピアレビューの実態
と、外側によるピアレビューの受け取り方との間に
あるギャップをこのまま放っておいてよいのだろう
か、そもそも何故ピアレビューされた雑誌論文に認
知的権威が生まれているのだろうか、などの問いで
ある。Elsevier 社の倫理の問題として片付けるだけ
でなく、彼らを非難することによって守られている
科学コミュニケーション上のシステムとは何なのか、
という問いが喚起される。
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CA1701■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
韓国の図書館における電子書籍の提供

1. はじめに
　図書館において、紙媒体資料のみならず、CD-
ROM などのパッケージ系電子資料、電子ジャーナル
などのネットワーク系電子資料が提供されるように
なって久しい。
　韓国では、電子書籍を提供・貸出している図書館
も多い。 以下では、韓国における電子出版事情（1）を
概観した後、図書館での電子書籍の提供（2）の現状に
ついて述べる。

2. 電子出版事情
　文化体育観光部（3）発行の「2008 文化産業白書 : 年
次報告書」（2008 문화산업백서 : 연차보고서）によ
ると、韓国の電子出版産業の市場規模は、2008 年で
5,551 億ウォンであり、2009 年には 5,786 億ウォンに
なると推定（4）されている。
　また、韓国ソフトウェア振興院（한국소프트웨어

진흥원）の調べ（5）では、ゲーム・デジタル放送・デ
ジタル音楽などを含むデジタルコンテンツ産業全体
に占める電子書籍業種の割合は、2007 年で約 0.5%で
あり、2008 年は 0.4％と推定されている。一方、電子
書籍業種の市場規模でみると、2008 年が 473 億ウォ
ンであり、2009 年は 506 億ウォンと予想されている。
デジタルコンテンツ産業全体に占める割合は依然低
いものの、電子書籍業種の市場規模は増加傾向にあ
るといえよう。
　韓国内の主な電子書籍業者として、これまでブッ
クトピア（북토피아）が主導的な役割を果たしてき
た（6）。ところが、2008 年に同社は出版社に対する著
作権料 58 億ウォンが支払えなくなり、不渡り危機に
陥った（7）。近年では、国内でも指折りの大規模書店
である教保文庫（교보문고）が「デジタル教保文庫」
を運営するなどして台頭してきている。教保文庫は、
このほか、マンション内の「電子図書館」事業（E487
参照）にも積極的に進出している。
　「2008 文化産業白書 : 年次報告書」によると、電子


