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論⽂投稿で
後悔しない
ために

附属図書館講習会

2019年7⽉8⽇(⽉)

⾝に付けておくと差が付く
ジャーナルの知識

附属図書館利⽤⽀援掛
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本⽇の構成

・論⽂投稿とは

・Impact Factor

・査読

・オープンアクセス

・注意が必要な「怪しいジャーナル」
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論⽂投稿とは
★ “Publish or Perish!”

＝ 論⽂としてアクセプとされないと研究は意味を持たない。

論⽂がジャーナルに掲載される意義
1. 登録 （先取権の確⽴）
2. 品質保証 （査読による質の保障）
3. 報知 （成果を広く世に知らしめる）
4. 保存 （後世の研究者が参照可能に）

Crow, R.“The Case for Institutional Repositories : A SPARC Position Paper．” SPARC, 2002, 37p．（online）,
available from＜http://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/instrepo.pdf＞,（accessed 2016-06-15）．

3



最適なジャーナルの選定

❖ 検討要素
・ジャーナルが扱う領域との合致
・ジャーナルの認知度（＝インパクトファクター）
・査読の迅速さ etc

→ ジャーナルの投稿規定や ”Aims & Scope”を確認

4



Impact Factor
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Impact Factor（ＩＦ）とは︖

ジャーナルの影響⼒を表す数値
ジャーナル掲載論⽂の合計引⽤数 / ジャーナル掲載論⽂数

Ex:  2015年の IF の算出式

Ａ ÷ (B+C)

A = 2013年・2014年の掲載論文が2015年に獲得した被引用数
B =  2013年に掲載した論文の数
C =  2014年に掲載した論文の数
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Impact Factor（ＩＦ）とは︖（2）

IFが⾼いジャーナル ≒ その分野のコアジャーナル

⼀般的に・・・
❖ IFの⾼いジャーナルほどAccept率が低い。
❖ どれだけIFの⾼いジャーナルに掲載されたかが

研究業績評価の⼀つの指標になってしまっている。

論文が

掲載される
メリット

査読に

費やす時間
のロス
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JCR(Journal Citation Reports)
Clarivate Analytics社提供のジャーナルの重要度を分析する
データベース

Impact Factor の調べ⽅

8



9

JCRへのアクセス

データベース
タブをクリック

ブルダウンメニューで
“Journal Citation Reports”

を選択

京都⼤学 図書館

京都大学図書館機構
Webサイト



JCR: ジャーナル名から調べる

① 画⾯右上の「Go to Journal Profile」
にジャーナル名を⼊⼒。

② 検索BOX下に候補語が表⽰されるので、
選択してクリック

③ 該当雑誌の詳細情報が表⽰される
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JCR: 分野から調べる

① 画⾯右「Select Categories」
をクリックし、分野を選択する
② 画⾯右下「Submit」をクリックする
③ 選択分野のジャーナルリストが表⽰さ

れる
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JCR: ジャーナルの詳細情報

この雑誌に関する指標と数値
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Impact Factor の落とし⽳

1.  引用の不均一
少数の論文が集中的に引用を稼いでIFを上げている。

2.  分野間の差異
分野毎に引用の文化が異なる。
(＝ 分野が変わればIFの平均値が変わる)

3.  速報性
3年という時間が経たないと得られない。
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分野間のImpact Factor の差異

全235分野の平均Impact Factorを一覧

最大分野：Nano Science & 
Nano Technology

最少分野： Psychology 14



査読（Peer Review）
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査読(Peer Review)とは・・・

1.ジャーナルへの論⽂の掲載
2.研究助成⾦の交付
3.学会での発表

などの際に、同分野の研究者(査読者)から受ける審査。
(通常、査読者は無償で引き受ける)
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査読の問題点

・査読者(同分野のライバル)による、不条理なクレームによる
意図的な刊⾏遅延

・査読者という⽴場で⼊⼿した情報の不正利⽤。

★2005年に起きた研究不正のうち、約3%は査読者によるもの
The COPE Report 2005. Committee on Publication Ethics. 2005, 23p.
http://publicationethics.org/annualreport/2005, (accessed 2016-06-15).
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査読の形態
○ Single blind 

査読者は誰の論⽂か知っているが、著者は誰が査読して
いるかわからない

○ Double blind
査読者も誰の論⽂か知らされない

○ Open Review
著者も査読者も明らかで、Web上で査読の過程を公開
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Sample of Open Review

Hydrology and Earth System Sciences19



査読にかかる時間の調べ⽅

❖ たいていの論⽂は冒頭に受理までの過程が記されている

Received ︓論⽂が投稿された⽇付
Revised ︓修正版提出の⽇付
Accepted︓受理された⽇付
Published: 出版された⽇付
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査読の留意点
• 編集委員(助成⾦の場合は、審査委員)は、必ずしも、著者

と同じ分野の専⾨家とは限らない。

• 専⾨家以外の⼈間にもある程度理解できる書き⽅であるこ
とが、「受理」の条件の⼀つである⾼インパクトの雑誌も
存在する。
(優れた研究者は、⾃分の専⾨外の論⽂も読むため。)

• 査読者を経験することで、指摘されやすいポイントがわか
り、⾃分が著者になる時の採択率も上がる。
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オープンアクセス
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オープンアクセス

ネットに繋がっていれば、
「いつでも」「誰でも」無料でアクセス可能な状態。

❖ 1990年代から欧⽶で浸透
❖ 特に医学系、理論物理学系で旺盛
❖ 海外ではオープンアクセスを義務付けている

助成機関も多い
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ジャーナル価格のハイパーインフレ

○ 15年間でジャーナル価格が4倍近くに

○ 欧米の有名大学でさえ、ジャーナルの契約の打ち切りが相次ぐ

○ 大手出版社のジャーナルに掲載しても、読まれない恐れがある。

国大図協 学術情報流通セミナー 2013/1/24  の資料より

24



25

A大学

B大学

C大学

D大学

大手出版社
ジャーナル

投稿

高額な購読料

出版社の⾼額な購読料のために
研究者間の情報の流通が阻害されている



オープンアクセスは引⽤を増やすのか︖

2015年に京⼤研究者が発表した論⽂

※ 2018年4⽉3⽇時点でのScopus内のデータによる
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論文数 Citation 1論文あたりの平均被
引用回数

1度も引用されない
論文の割合

オープンアクセス
ジャーナル
掲載論文

352 3,732 10.60 7.95%

それ以外 2,720 21,013 7.72 14.08%



オープンアクセスは引⽤を増やすのか︖ (2)

2015年に京⼤研究者が発表したLife Science分野の論⽂

※ 2018年4⽉3⽇時点でのScopus内のデータによる
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論文数 Citation 1論文あたりの平均被
引用回数

1度も引用されない
論文の割合

オープンアクセス
ジャーナル
掲載論文

234 2,037 8.70 7.26%

それ以外 609 4638 7.61 10.34%



★商業ベースのオープンアクセス
→  オープンアクセスジャーナルへの投稿

・投稿から掲載までのプロセスが早い
・20万円前後の⾼額な投稿料

→  通常の雑誌に、オープンアクセスオプション料⾦を⽀払う
・⾮常に⾼額なオプション料⾦（70万円ちかいことも）
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オープンアクセスの選択肢 その1

A大学
大手出版社
ジャーナル

B大学

C大学

D大学

投稿料
無料で
アクセス



オープンアクセス費のディスカウント
1. ⼤学が購読しているジャーナル

2. ⼤学が有料メンバーシップに参加している出版社のジャー
ナル

3. ⾃⾝が会員である学会刊⾏のジャーナル
などは、オープンアクセス投稿料のディスカウントがあることも︕

例︓ PNAS, Science Advances, Biochemical Journal, RSC (Royal Society of 
Chemistry)刊⾏誌、ACS (American Chemical Society)刊⾏誌 など
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詳しくは、
「京都⼤学図書館機構 オープンアクセス誌投稿料の割引情報について」検索



★⼤学図書館主導のオープンアクセス
→ ジャーナルにアクセプトされた後の論⽂を、⼤学のサーバ

「機関リポジトリ」にて公開

京都大学学術情報リポジトリ
KURENAI
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オープンアクセスの選択肢 その2

A大学

B大学C大学



京都⼤学オープンアクセス⽅針
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（2015年4⽉28⽇採択）

http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/content0/13092

京都⼤学の教員が⽣み出した学術論⽂等の研究成果を、
「京都⼤学学術情報リポジトリKURENAI」によりイ
ンターネット上で原則公開することを定めたもの。

※ 出版社や学会等が発⾏する学術雑誌に掲載された論⽂を、
KURENAIに

登録できるかどうかは、出版社等が設定する条件次第。
（重要）出版社等の条件は附属図書館の担当者が確認します。

※ 共著の場合は、共著者の合意が必要。



注意が必要な
「怪しいジャーナル」
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(英) Predatory Journals

(⽇) 粗悪学術誌、悪徳雑誌、
ハゲタカジャーナル

査読誌であるとうたって、著者から投稿料を取りながら、
適切な査読をしない低品質の雑誌。

ハゲタカジャーナルとは︖

こういう雑誌のことではない →
(猛禽類の研究者はいい迷惑)
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• Open Access 形式である
• 投稿料が必要である
• 論⽂の掲載には査読がある

⼀般的な
Open Access 
Journal

• 実際には、適切な査読をしていない

• 著者から投稿料を得ることのみが目的

ハゲタカジャーナルとは︖

ハゲタカ
ジャーナル



論⽂がジャーナルに掲載される4つの意義
1. 登録 （先取権の確⽴）
2. 品質保証 （査読による質の保障）
3. 報知 （成果を広く世に知らしめる）
4. 保存 （後世の研究者が参照可能に）
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問題の背景

5. 業績評価 （採⽤・昇進の際に⼤きく考慮）
これが、近年研究者への⼤きなプレッシャーに
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ハゲタカジャーナルとは︖

「1本でも多く査読誌への掲載実績が欲しい！！」

という研究者の切実な心理に付け込んだ悪質なもの

・投稿者は、発展途上国の若手研究者が多い

・全体の約4% は日本の研究者による投稿

Umlauf, Mary Grace, and Yuki Mochizuki. 2018. Predatory publishing and cybercrime 
targeting academics. International Journal of Nursing Practice 24 (APR): e12656.
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ハゲタカジャーナルが危険な点
・ 著者⾃⾝の信頼・評価が低下する恐れ。

・ 論⽂の完成度が低くなり、他の研究者から引⽤される可能性が低下。

・ 投稿料に関してトラブルが発⽣する恐れがある。

・ 出版社が投稿撤回を認めず他のジャーナルへの再投稿ができなくなる
恐れ

・ 論⽂の⻑期的なアクセスが担保されない恐れ

・ 原資が国⺠の税⾦など公的資⾦である投稿料が、騙し取られる。

・ コミュニティ内で「査読済み」論⽂全体の信頼性が揺らいでしまう。



論⽂がジャーナルに掲載される4つの意義
1. 登録 （先取権の確⽴）
2. 品質保証 （査読による質の保障）
3. 報知 （成果を広く世に知らしめる）
4. 保存 （後世の研究者が参照可能に）

Crow, R.“The Case for Institutional Repositories : A SPARC Position Paper．” SPARC, 2002, 37p．（online）,
available from＜http://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/instrepo.pdf＞,（accessed 2016-06-15）．
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5. 業績評価 （採⽤・昇進の際に⼤きく考慮）

ハゲタカに投稿しても何も得られない︕



ハゲタカジャーナル
への投稿を防ぐために
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ハゲタカジャーナルのブラックリスト

Beallʼs List
Jeffrey Beall（コロラド⼤学デンバー校の准教授）
が作成した、ハゲタカ出版社の世界的に有名なリスト
https://beallslist.weebly.com/

・ Beall⽒の主観に基づくところも⼤きいので、あくまで参考に留める
・ 実際に問題のある出版社が少なくないが必ずしも全てではない。

「この雑誌はハゲタカだ︕」と
断⾔することは難しい
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ハゲタカジャーナルの特徴
・ 論文に不審な点が多い。もしくは対象分野と大きくかけ離れている。

・ 短期間に不自然なまでに多くのジャーナルを刊行している。

・ ウェブサイトに、Editorial Officeの住所が記載されていない。

・ ウェブサイトに、無関係で学術的ではない広告が掲載されている。

・ 編集責任者が明確でない。

・ ジャーナルの名称やロゴが、有名なものに酷似している。

・ 査読の時間が極端に短いことを確約している。

・ 論文の著作権の取り扱いが明示されていない。もしくは著作権は出版社が保
持すると記載されている。

・ 論文投稿料が明示されていない。

・ 研究不正や利益相反についての方針が明記されていない。

・ ジャーナルが刊行停止になった際、論文へのアクセスがどうなるかが明
記されていない。 等
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https://doaj.org/

・オープンアクセスジャーナルの情報を集めたデータベース

・収録されているジャーナルは、厳格な審査を通過したもの。
* 収録の際には、4⼈のスタッフによる審査が⾏われる。

万が⼀、怪しいジャーナルが収録されていた場合の通報も受付。
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査読の形式や

査読にかかる時
間がわかる



44

ここから、収録されている
全てのジャーナルのデータ

がダウンロードできる
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まとめ

• 査読が早い・通りやすい、といった美味しい話に釣られない

• ハゲタカに投稿することは、キャリアにマイナス

• 苦労して書き上げた⼤切な論⽂、慎重に投稿先を選びましょう
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ご清聴
ありがとうございました




