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中国の研究評価改革の世界への影響は？ 

2020年11月13日  

船守 美穂 

（国立情報学研究所・情報社会相関研究系） 

 

概 要 

今日は，「中国の研究評価改革の世界への影響は？」ということでお話をしたいと思います。 

 

 

 

小林先生から，「中国がSCI至上主義を排除する方向に進んだことが，世界の出版状況や，高額な

講読料問題（または投稿料問題）などにどのような影響を及ぼすか」について，見通し，臆測など

を披露してもらいたいと，非常に高い目標のリクエストをいただきました。私の見通し，臆測で良

いのかという感じもしますが，この話をしたいと思います。 
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小林先生から今，「一風変わった話」をしてもらうという話がありましたが，このリクエストの

中の不自然な点、皆さんお気づきになられたかと思います。SCI主義云々というのは「研究評価」

に関する問題なわけです。それについて、その世界に及ぼす「研究評価」への影響はどうなのかと

問うのではなく，「高額な購読料問題」にどのような影響を及ぼすかという，少しねじれたような

質問をいただいているのです。 

  

なぜ私が、中国の研究評価改革と「購読料問題」の関係についての議論をご用命いただいている

かというと，それは私が今いる国立情報学研究所という組織のミッションによります。 

国立情報学研究所（NII）は皆さんも御存じのように，「SINET」というインターネットのインフ

ラを国内全ての大学に提供しています。また，NIIはもともと学術情報センターとして，図書館総

合目録のオンライン版を作るところから始まっているため，現在では，「CiNii」などの学術文献検

索サービスを提供しています。 

 

これらのサービスは、私には当初、耳慣れない言葉でしたが，「学術情報流通」という分野に当

たります。 

学術情報流通というのは，「学術情報」、すなわち印刷体の時代では図書であったり論文であった

訳ですが、これらを流通させるという意味です。インターネットのあるデジタルの時代においては、

論文などのデジタルコンテンツを流通させるために、SINETなどのインフラと共に，図書目録や論

文検索サービスなどの検索ツールなどを提供することを意味します。 

日本語では学術情報流通ですが，英語ではscholarly communicationと表現され，主に大学図書

館コミュニティ，それからインターネットのインフラを提供するITセンターなどが，この学術情報

流通コミュニティに属します。 
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日本のように、インターネットインフラとコンテンツ流通の双方を一機関が担う国は実は珍しく，

他国ではばらばらにやっていて，両者の連携が悪い。このためNIIが他国において両コミュニティ

の仲立ちをすることなどもしています。 

私は，前職では東大のIRを10年間やってきたので，もともとは大学運営や高等教育政策などに関

わっており，NIIに移ってから、学術情報流通などの科学技術政策に携わるようになりました。 

この新しいコミュニティでとても違和感があるのは，学術情報流通コミュニティの人たちが，

「研究評価は変わらなくてはいけない」とか，オープンサイエンスを推進するため，あるいは研究

データを公開・共有するためには，「研究データを評価項目にして，研究者が研究データを公開す

るようにインセンティバイズしなくてはいけない」だとか，強く主張していることです。学術の営

みの中心にあるのは研究者のはずなのに、研究評価について研究コミュニティではなく、学術情報

流通コミュニティが中心的に議論をしていることに，とても違和感があります。 

 

 

 

しかし，５年間ここで働いているうちに，学術情報流通基盤というものと研究の在り方の関係性

が本当に表裏一体といいますか，切っても切れない関係にあると気づくに至りました。 

 というのも，研究成果は「学術情報流通基盤上に形成され、流通」しているわけです。我々は研

究の伝達手段として論文を書き，研究評価も，論文を読んでもらうことにより成り立つと思い込ん

でいるわけですが，それは印刷体の時代に，それ以外に学術を隣人や後世の人に伝達する手段がな

かった時代に生まれた慣習です。デジタル時代になって，インターネットのクラウド上にデータや

プログラムコードなど，多様な形態の学術情報を共有できる時代において，必ずしも論文のみが学

術を伝達するのに一番ふさわしい媒体ではないのです。 

 皆さんも論文を書く過程でお気づきかと思いますが，8,000字など字数を切られた中で論文を書

くという行為は，研究のある一側面を切り出し，その研究に密接に関わっていない人も読んである
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程度分かるようにストーリーをスリム化して，分かりやすく記述することを意味しています。 

しかし，自分自身としては，より多様なことを研究しており，更にいろいろなことも表現できる。

研究を開始する前に収集した豊富な学術情報も，研究室であればゼミ生と共有できるわけですが，

これらも研究室の枠を超えて全部共有し、後世に継承できたほうが本来は良いのではないでしょう

か。 

そのような意味で，学術情報基盤の形態が変わることにより，学術の伝達手段あるいはコミュニ

ケーションの手段も変わるため，評価する対象も変わりうるのです。 

 それからもう一つ言いますと，今，我々は，論文数や，インパクトファクター，被引用数，h-

indexなどに振り回されています。論文数や被引用数をカウントしたいという要求は印刷体時代に

もありましたが，印刷媒体であったときには論文数をカウントするといっても，カウントするのも

大変だったでしょうし，被引用数に至っては，カウントしようがない状態だったと思います。これ

も電子的な論文出版サービスと言いますか、論文掲載サービス，「Scopus」や「Web of Science」と

いった電子的なeインフラが形成されたことにより自動計算が可能となり，それが評価指標として

浮上したというわけです。 

ですので，そういった学術情報基盤や研究コミュニケーションの形態が、研究評価と密接に関係

しているものであるということを御認識いただければと思います。 

 

１．中国の研究評価改革の概要 

前置きが非常に長くなってしまいましたが，「中国の研究評価改革」について話を進めていきた

いと思います。 

 

 

 

皆さんもこのニュースは聞かれているかと思いますが，2020年の２月，中国が非常に大きな政策
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を打ち出し，世界的に驚きが走りました。 

具体的には，SCI論文を抑制するという政策を打ち出しました。 

中国はこれまで，改革開放の中で国内の学術を発展させる政策を多数打ち出しており，論文数も

研究者数も非常に増えています。また、論文数が増える中で，より質の高い論文をということで，

トップジャーナル，彼らはSCI論文と呼んでいるわけですが (「Web of Science」のSCI Indexに収

録された雑誌に投稿された論文のことをSCI論文と言います) ，そこに論文が載れば大学が研究者

にボーナスを出すようになりました。ボーナスを通じて研究者にインセンティブを与え，研究者を

トップジャーナル，トップコンファレンスに向かわせた訳です。 

 それが大分功を奏して中国の学術水準はよく伸びましたが、一方で今度は弊害も出てきたので，

それを抑制する政策を打ち出したわけです。 

 ２つ文書がありまして，１つ目の「教育部と科学技術部」のほうが2020年２月18日に出ています。

こちらは正規の通知として発表されています。実はその前日に，「科学技術部」から単独で、同様

の内容の発表がなされていますが、こちらはパイロット（試用版）として出ています。 

両者はほぼ同じ内容ですが，科学技術部のほうが評価方法等について具体的です。これについて

は後にまた説明します。 

 

 

 

１－１．教育部＆科学技術部の通知 

 まずは，１つ目の「教育部と科学技術部」の中身を軽く紹介したいと思います。前文があります。 

「現在の科学研究評価におけるSCI関連指標の一方的で過度に歪んだ使用を逆転させる」とあり

ます。「定性的及び定量的な評価を組み合わせた包括的な評価方法を奨励します」、その目的として

は，「科学的精神，革新性，サービスへの貢献を強調して，大学を本来の学術的な探求に復帰」さ

せると言っています。 
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この政策文書は10項目あり，それぞれの項目を軽く紹介していきます。 

１点目，「SCI関連指標の正しい理解」とあり，SCI関連指標は，学術レベルとイノベーションへ

の貢献度を評価するための直接的な根拠ではない、としています。 

２点目，「SCI至上主義の影響」とあり，SCI至上主義が過度に追求され、価値追求が歪んでいる

としています。 

３点目，「基礎研究と応用研究の評価方法を区別」すると言っています。具体的には，基礎研究

は論文を中心に，応用研究は論文ではなく、実質の貢献を評価すると言っています。なお，基礎研

究においても，論文数などの量的指標ではなく、真の貢献を評価すると言っています。これについ

ては後にもう少し詳しく説明します。 

４点目，「ピア評価の改善」については，質への転換等をするとしています。 
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５点目，「各種評価を標準化」。ここで「各種」と言っているのは，論文の評価だけではなく，プ

ロジェクトの評価であったり人物の評価，学科や大学の評価であったりを指します。このように、

いろいろな場面において評価はなされるわけですが，そういったところも全部含めて、評価を標準

化することを意味しています。 

具体的には，評価項目を大幅に削減し，代表的な成果を評価するとしています。業績リストは長

いものを出せばよいのではなく，厳選したものを出させるとしています。それから，十分な評価時

間を確保することで，査読疲れへの配慮もしています。 

 ６点目，「学科・大学評価を改善」については，ランキングを減らすとしています。「絶対評価」

という言葉は使っていませんが，ランキング評価は用いないと言っています。そして，「イノベー

ションの質と実際の貢献度を強調」し，SCI関連指標を評価の直接的な根拠としては使用しないと

しています。 

 ７点目，「専門職（役職）の評価方法を最適化」。例えば専攻長や，学部長，学長，それから，職

員の方々について，職務特性と役割等と互換性のある評価指標を確立するとしています。ここにお

いても，SCI論文は評価指標として使用しません。 
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８点目，「評価報奨の功利主義的な傾向を逆転」ということで，部局・教員の業績と、在職期間

の評価において，大学はSCI論文関連指標を定量的な要件として課してはいけないとしています。

インパクトファクター○以上のところに出さなくてはいけない，論文数は幾つ以上でなくてはいけ

ないなどの要件を設定してはいけないということです。また資源配分においても，SCI関連指標を

直接リンクしてはいけないとしています。日本政府に聞いてもらいたい発言です。 

９点目，「学位授与の品質基準を設定」ということで，そもそも大学というのは大学院生等の才

能を伸ばす上で，草の根レベルのメンターと品質管理の役割を果たすのだから，例えば学位論文を

出すためには３本の論文を出さなくてはいけないといった数を求めるのではなく，質をより評価し，

学問の特性に応じた合理的な品質基準を設定すべきとしています。 

 10点目，「正しいポリシー指向を確立」。SCI論文とかESI指標のランキングを大学は公表してはい

けない，正しい方向に学術文化をリードしなくてはいけないとしています。 
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 ポイントとしては，いろいろな場面において，「SCI関連指標の評価を慎む」ということと，「SCI

論文の発表実績が少なくても，学位，昇進の妨げにしない」ということです。具体的にどうするか

というと，「実際の貢献を評価する」ということで，応用研究の場合は，論文を評価するのではな

く，産業上の効果や実質の効果を評価し，大学ランキングではなく、実質を評価することになりま

す。それから，「評価疲れへの対応」というところも配慮があります。 

これが「教育部と科学技術部」の通知の内容です。 

 

１－２．科学技術部の通知 

 

 

次に，「科学技術部」からの試用版のダイジェストを少し説明します。これは９項目から成って

おり，非常に細部にまで書いてありますが，見出しのみ訳しました。 
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 １点目，「基礎研究と応用研究を区別」します。 

 ２点目，プロジェクト評価においては，「イノベーションの質や包括的なパフォーマンスを強調」

します。 

 ３点目，これはNII的には本当にそうしてもらいたいと思いますが，国家の科学技術革新基盤の

評価は，「サポートサービスの能力を強調」します。 

SINET等のインフラを提供するのはとても労力がかかるわけですが，論文であなたの教授への昇

進が決まるなどと言われると，サポートサービスのほうに力を十分割けなくなってくるのです。ど

ちらかといえば，そういうサービスのところでイノベーションを起こすなど，より質の高いサービ

スを提供したほうがいいわけで，この中国の政策は非常に的を射ていると個人的には考えています。 

 ４点目，研究機関のパフォーマンス評価は，「ミッションの完了を強調」します。論文が何本で

きたというよりは，研究機関の使命が全うできたかを強調します。 

 

 

 

 ５点目，科学技術賞の審査においては，「結果の質と貢献を評価」します。 

 ６点目，卓越人材促進計画の評価では，「科学的精神，能力，パフォーマンスを強調」します。 

 この辺りまでは前出の文書と大体似た方向性ですが，ここに加えて，科学技術部の通知には，

中国の学術情報流通基盤の話が出てきます。「中国で高品質の科学雑誌を発刊，構築」する，「論文

の出版費用の管理を強化」するとしています。 

まとめです。先ほど、評価方法についてはより詳しく説明すると述べましたが，具体的には以下

のようなことが書いてあります。 
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評価対象となる「代表的な作品の数」を制限します。研究者の場合は年間５点まで，プロジェク

トの場合は10点までなどいろいろありますが，基本的には５点までという感じです。 

 その５点も，「３種類の高品質の論文」とありますが，３タイプの「雑誌」に出してくださいと

言っています。２点目，３点目はトップジャーナルとトップカンファレンスなので，おおよそイメ

ージがつきますが，１点目は「国内の学術雑誌」を指定しています。 

 さらに，３つの媒体のうち，「国内の学術雑誌」に最低３分の１発表しなくてはいけないとして

います。つまり論文を５点発表する場合，２点の論文は国内の学術雑誌に出さなくてはいけないわ

けです。これはとても大きな意味を持つと思います。 

 それから，「基礎研究」については，先ほどから何度も申しているように，インパクトファクタ

ーなどのSCI関連指標ではなく，論文の革新性や学術的な貢献を評価します。 

 「応用研究は，論文を評価指標としては一般に使用せず」，実際の技術的課題への貢献等を評価

するとしています。 
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 先ほど，科学技術部の文書に学術情報基盤の話が出てくると言いましたが，７点目の「中国発の

高品質な科学雑誌の発刊・構築」については，この白枠の中に示したことが書いてあります。 

１点目の「高品質な英文雑誌を出す」，「中国語の雑誌について英語の抄録等をつける」というの

は，日本でもやっていたようなことですが，もう一つ，目新しいのは，「出版支援を得た論文は，

中国国内の高品質な科学雑誌に掲載するように誘導する」と言っています。ただ単に国内発のトッ

プジャーナルを出すというのではなく，論文出版料（APC）等が国外に流出するのを防ぐというよ

うな意味合いも持つわけです。それから，「ハゲタカ雑誌対策」もあります。 

 白枠の下に示したのは，この文書とは別に起きている動きですが，2019年11月に中国政府が，ブ

レークスルーにつながる世界の革新的な研究の多くを「中国の学術雑誌」から出版したいという意

向を示しました。そのために，年間約30億円を５年間投じると言っており，海外からの投稿を拡大

すべく，てこ入れをしています。 

中国の最も権威ある「国家自然科学賞」に応募するには，国内学術雑誌の論文を研究業績に含め

なければいけないとも言っています。これは明らかに，国外にいる中華系研究者のトップサイエン

ティストの方々に国内の科学雑誌に投稿してもらうことにより，国内の科学雑誌のレベルを引き上

げ，ビジビリティーを高めることを意図しています。こういった動きとこの文書が連動しているわ

けです。 
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それから，８点目，「論文の出版費用の管理強化」とあります。日本では，出版費用の管理強化

といえば，これは論文掲載料（APC）が国外に流出することを防ぐためだと思うわけですが，そう

ではなく「論文のみに偏重した評価を制限するため」にこれを行うとしており，そのために論文数

を制限するのです。 

ハゲタカ雑誌に出版した場合には，出版費用だけでなく，研究費も没収すると言っています。 

それから，「出版支援の必要性を検証」する中で，「プロジェクトと論文発表の関係性を検証」す

るとも言っています。 

 

 

 

まとめですが，中国研究評価改革の３つの狙いとして，「行き過ぎたSCI論文熱を抑制」すること
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と「国内学術雑誌を振興」する。これらは両者セットで動いているということになります。 

それから，「学術出版コストの流出を抑制」するということになります。 

 

２．「権威ある雑誌」からの離脱の流れ 

今述べたのは中国の話でしたが，世界においても「権威ある雑誌」から離脱するという流れがあ

ります。 

インパクトファクターや，関連する量的指標が強調されてしまったことにより，学術が歪んでい

るという認識があります。御存じかと思いますが，「研究評価のためのサンフランシスコ宣言

（DORA）」において，インパクトファクターのみに依存した評価はやってはいけないと，多くの機

関が署名をしました。このように、論文が掲載された雑誌のみに依拠した評価はしてはいけない、

という流れがあります。 

 

２－１．プランSの引き起こした研究評価の議論 

 

 

この宣言（DORA）が今また大きく取り沙汰されている要因として，「プランS」と呼ばれる計画の

発表があります。学術雑誌の購読料問題に起因し，これまで二十年来、出版社と大学が一生懸命綱

引きをしていましたが，そこに研究助成機関が乱戦し，資金提供者の力で購読料問題に口を出すよ

うになっています。 

公的資金を得た研究というのは，できるだけ迅速にオープンになり，いろいろな方に共有され，

学術の加速にも役に立たなくてはいけない。だからこそ「即時オープンアクセスを義務化」すると

欧州中心の当初11の研究助成機関（今は20機関ぐらい）が言い出したわけです。 

 彼らは学術出版を，高額な購読料を必要としない、A)オープンアクセスジャーナルという，論文

掲載料を払うとオープンアクセス出版される雑誌形態へ誘導しようとしています。 
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B），C)は従来型の購読誌，つまりクローズな雑誌で，読者が購読料を払うことにより出版の運営

を持たせている雑誌です。 

論文著者が論文掲載料を払うと，自分の論文だけオープンアクセスにできるのが「C)ハイブリッ

ド雑誌」ですが，そうすると，特定の論文に対して購読料と論文出版料の両方が出版社に入るわけ

で，出版社からしたら二重取りをできるような出版媒体になっています。これが特にまずいという

ことが認識され，プランSはここへの投稿を当初禁じていました。しかし，出版社からのいろいろ

な反撃や譲歩があり，今は「移行契約」というものに応じると，ハイブリッド雑誌にも出版できる

こととなっています。 

いずれにしても、この「プランS」というのは、「A）オープンアクセスジャーナル」に出版を誘

導しようするものであると御理解ください。 

 

 そこに研究評価がどう関わってくるかを説明したいと思います。 

研究者というのは基本的には自分の分野の「権威あるジャーナル」に論文を出したいわけです。

権威あるジャーナルは多くの場合，ハイブリッド誌あるいは購読誌として出版されています。 

 

 

 

オープンアクセス誌には，「PLOS」や「Scientific Reports」などがありますが，プランSはそち

らへの出版を強制的に誘導するわけです。 

（購読料が高額すぎるのは困るという点ではプランSに共感するものの）、権威あるジャーナルか

ら無理矢理引き剥がされることに対しては，研究者から反発もあります。特に若手研究者にとって

みれば，自分が昇進していくときに，権威あるジャーナルに論文を出したことで評価されて上がっ

ていくはずなのに，それを妨げられてしまうのはおかしいのではないかという反発がありました。 

このためプランSの研究助成機関は，そうではなく、研究助成をするに当たり、論文が掲載され
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た雑誌名や、そのインパクトファクターばかりを考慮するのではなく，研究の質を評価することを

宣言しました。具体的には、DORAへの賛同を表明することにより，研究者からの反発を緩和したの

です。 

 「プランS」自体が世界に大きなインパクトを与えているので，彼らが「DORA」（研究評価に係る

サンフランシスコ宣言）の精神に資する方向で研究助成を評価すると宣言したことが，ほかのとこ

ろにも大きな影響を及ぼしているわけです。 

 

 

 

一方で，「プランS」とは独立して，学術雑誌への論文投稿があまりにも権威あるジャーナル，大

手商業出版社が運営する雑誌に流れてしまうことにより，多様性が失われていることを危惧し，こ

の「Jessieu Call for Open Science and bibliodiversity（書誌多様性）」の宣言がフランスを中

心に採択されています。 

本来「プランS」はこういった精神に合致しているはずですが，「プランS」がオープンアクセス

ジャーナルへの出版を強調し過ぎるあまりに多様性を失わせていることもあり，Jessieu Callの後，

さらに、この宣言を行動に移すための「Call for Action」が発表されており，そちらではどちらか

というと「プランS」に対抗するような形で，各国に醸成されている雑誌を大事にすべきと言って

います。 

 このCall for Actionの中では，単にAPCなどへの弊害だけではなく，例えばアフリカの研究者が

欧米の権威あるジャーナルに論文投稿を目指すことにより，アフリカ国内で貧困を削減する事や，

感染症対策などの，地域の課題に資する研究から離れていってしまい，研究が何のためにされてい

るのかよく分からない状態になってしまっていることを指摘しています。これへの危惧として，地

元の学術雑誌を大事にしなくてはいけないと言っています。 

 また，それぞれの国ごとに、学術雑誌を維持するためのファンディングのスキームが違うので，
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そのような点も考慮し，学術出版の多様性を維持することは、学術の発展のためにも大事だと言っ

ています。 

 

２－２．商業出版社から離れる必要性 

 

 

これは国内の論文投稿について私の見解を示したものです。 

今オープンアクセスになっている論文は約50％と言われていますが，数十年後には恐らく論文の

100％がオープンアクセスになります。論文が全てオープンアクセスになったとき，そこから購読

料は得られないので、購読料からは出版コストが賄えません。このため，出版コストは研究者の負

担する論文出版料（APC）で賄うことになるわけです。しかし，欧米のオープンアクセス誌にみん

ながどんどん出版すると，APCが海外に絶えず流出してしまいます。 

日本にはせっかく、「J-STAGE」や「機関リポジトリ」というAPC不要な基盤があるので，それを

大事にしましょうと私は主張しています。 

ちなみに，皆さんは，「Web of Science」や「Scopus」に比べて，「J-STAGE」はあまり冴えない，

と思われるかもしれませんが，こういった国家レベルで政府が補助した学術情報基盤があるのは日

本と南米ぐらいなのです。他はなかなかなく，これは非常にうらやましがられます。 

大手商業出版社から逃れるという意味においても，国内の学術出版を維持するという意味におい

ても，こういう基盤があるのはうらやましいと言われ，日本はそこをもう少し大事にしていくべき

だと思います。 
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欧米ではそういった政府ベースの論文出版インフラがないということもあり，図書館が少しずつ

クラウドファンディングしては，例えば人文系のみのための学術情報基盤を作るというような形で，

大手商業出版社から離れた出版をしようとしています。日本の政府補助の基盤に比べると、どれも

規模が小さく、かつ、運営のサステイナビリティが脆弱です。 

 

 

 

これは２章最後のスライドです。欧州大学協会（EUA）などでも、「権威ある雑誌」志向から離れ

ていかなくてはいけないと声高に主張しています。例えばオランダであれば，国レベルで研究評価

をオープンサイエンスの方にシフトさせています。 

この欧州大学協会報告書の前文にあるように，オープンサイエンスはパラダイムシフトとして捉
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えられています。これまでの競争パラダイムを排除し、協調のパラダイムに移行すると、研究のイ

ノベーションを生まれると考えられています。 

このような研究スタイルは長期的に見ると標準になりますが，研究評価が変わらないと，どんな

に努力してもオープンサイエンスは実現しない。特に若手研究者は自分のキャリアをリスクに冒す

ことができないため，大学協会レベルで研究評価を変えていかなくてはいけない。 

オープンサイエンスというデジタル時代にフィットした研究の在り方，協調ベースにより「チー

ムサイエンス」にやり方をシフトしていくためにも，研究評価を変えていかなくてはいけないと言

っています。 

 

 それから，もう一つだけ指摘しておきたいのは，彼らがオープンサイエンスにおける活動領域と

してグレーの囲みに示した中の２番目において，「購読料問題」や「Read & Publish契約」に対応す

るためにも研究評価を変えていかなくてはいけないと言っていることです。小林先生のリクエスト

として冒頭で述べた，購読料問題と研究評価のが密接に関連することを彼らも意識しています。 

 

 

 

 いずれにしろ，商業出版社が今，出版を担っているだけでもジャーナル問題はとても大変なわけ

です。それなのに彼らは今、スライド左に示した「研究のワークフロー」全体をサポートしようと

しており，いろいろなプラットフォームを買収しています。気がつくと，特に理系の研究において，

彼らのプラットフォーム，サービスを使わなければ研究ができなくなる寸前の状態で，「エルゼビ

ア社にお金を払い続けないと研究ができない」状況になりかねないので，そこへの対策を考えてい

かなくてはいけません。 

 このような様々な理由が，権威ある雑誌から離脱するという背景にあります。 
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３．今後の見通しと示唆 

 今後の見通しです。 

 

３－１．中国と世界の見通し 

 

 

「中国の研究評価改革は成功するか？」についてですが，個人的な見通しとして，表面的なとこ

ろはクリアできると思っています。 

SCI論文を抑制する，論文数を厳選して５点以内にする，国内学術雑誌へ誘導する，出版コスト

を抑制する，などに関しては，目標だけを掲げれば，中国のことですので，そこは実現すると思わ

れます。 

 国内発の学術雑誌や中国発の論文の国際的な評価がどうなるかというところですが，先ほど年間

30億円を５年間投じるという施策があったように，欧米で活躍する相当数の中華系研究者からの論

文投稿等も誘導することにより，一定の国際的プレゼンスは望める可能性があるのではないかと思

います。 

 それから，実際に真の貢献を評価することにより，「真に優れた学術」や「意味のある研究」に

つながることも期待したいと思いますが，「質的に評価をする」というところで癒着や不正が起き

てしまうと，少し危なくなってくる可能性もあるのではないかと思います。 

 

 



大学・科学相関ＷＰ２０－０２ 

 - 21 - 

 

 

 現在の世界の論文の出版状況（NSFのScience and Engineering Indexの資料）を見ると，論文数

はこのような形で伸びており，中国の論文は今，科学技術分野で世界の大体２割程度（約60万本／

年）を担っていると言われています。 

 

 

 

権威ある雑誌に掲載された論文から、それほどでもないものも含めて，約60万本の論文が中国か

ら年間出ているのですが，水増し的に執筆されていた論文を中心に、例えば論文の半数ぐらいがな

くなると考えると，約30万本になります。そのうち３分の１は国内学術雑誌に出さなくてはいけな

いとなると，このスライドのような配分になるわけです。 

 そのような状態になったとき，棒グラフの紫の部分が大分縮小するわけですが，世界の論文投稿
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の見通しはどうなるのでしょうか。 

 

 

 

「伝統ある分野」に関しては，やはり権威ある雑誌というのは引き続き存在感を持つと思われま

す。中国もトップジャーナルやトップカンファレンスを完全に否定しているわけではないので，そ

れは残ると思います。 

それから，「ニッチな分野」，「新興分野」，「学際領域」など，権威ある雑誌がそれほど明確に存

在しない分野については，二通りのシナリオが考えられます。 

トップジャーナルほどインパクトファクター（IF）が高いわけではないにしても，専門誌があり，

一定のコミュニティが確保される分野においては，その専門誌が生きていくと思われます。 

 一方、一定のコミュニティが確保されない分野では，今何が起こっているのか。 

メガジャーナルと呼ばれる「PLOS」や「Scientific Reports」などのオープンアクセス雑誌は，

特定の分野を持たず，誰でも論文投稿ができますが，そこへの論文投稿が非常に伸びているので

す。なぜなら，オープンアクセス誌はIFが比較的に高いのです。研究コミュニティが小規模だと，

IFは被引用回数の平均値ですから，そのコミュニティにおける専門誌のIFどうしても低くなりま

す。 

研究者の立場から見ると，自分が大学の中で評価されるためにはIFの高いところ，あるいはビジ

ビリティーの高いところに投稿しなくてはいけません。このため，専門誌から離脱し，「PLOS」な

どのメガジャーナルに投稿する流れが生まれてしまっています。 

これは，学問分野を発展させていくという意味でとても危機的な問題です。皆さんも，学会に入

会する若手研究者が少なくなり，学会運営が非常に困っていると聞いたことがあると思います。 

学会が成り立たなくなると，分野というような「枠」，フィールドが形成されてこないので，こ

のような状態で本当に分野，学術というものが伸びていくのか、不安を感じます。 
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いずれにしても，そのような流れがあり，「ニッチな分野」「新興分野」「学際分野」に関しては

やはり，メガジャーナルに流れてしまうということはあるのだろうと思います。 

 応用的な分野に関してですが，希望的には産業，社会への実質的な貢献が評価されるようになる

と良いと思いますが，現在は，専門誌もしくは基礎分野の雑誌への論文投稿が主に行われています。 

 例えば，私は東大にいたわけですが，国内大学の工学系の論文投稿先を見ると，Web of Science

で「エンジニアリング」という分野に分類される雑誌への論文投稿は本当に少数です。どちらかと

いうと，多くは「フィジックス」や「ケミストリー」などの基礎の分野に論文が投稿されています。

それ自体，学問の在り方を反映しているところもあれば，IFなど数値的なところに引っ張られてい

るところもあるでしょう。そういうところが今後どうなるか、という感じはしています。 

 

 

 

 「中国国内誌の行く末」ですが，先ほど説明したように、在外の中華系トップサイエンティスト

の投稿を呼び込むことにより，国際的なビジビリティーは一定以上確保できるのだろうと思います。 

その後，中華系の研究者だけでなく，欧米からの論文投稿も誘発するのではないかと勝手に臆測

しています。多分，国内研究者に対しては論文出版料（APC）はゼロか，とても安価に設定し，国

外の研究者に対しても多分安価に設定するのではないでしょうか。 

今このゼミを聞かれている方々は文系の方が多いので，論文出版料は幾らぐらいかというイメー

ジがないかと思いますが，一般には20万円前後，最高額の「ネイチャー誌」に出す場合は70万円と

言われています。 

 今，購読誌がプランSにより，どんどんオープンアクセス誌に移行しつつあり，論文出版料だけ

で雑誌運営を成り立たせるビジネスモデルになりつつあります。すると、論文出版料を相当高額に

設定しないとビジネスが成り立たなくなるので，今平均20万円のAPCが平均30万円，40万円になっ

ていくことは容易に想像できます。 
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どの国の研究者もそれほど研究費をもらっているわけではないので，そのようにAPCの値段がつ

り上がると，APCが安く，ある程度ビジビリティーも高く，ある程度権威性もある投稿先を探すよ

うになります。そうしたときに，中国の雑誌が一定以上の品質を持ち，APCが安価に設定されてい

れば，そこへの論文投稿も進むだろうと想定されます。 

 

 

 

 購読料問題の出版社への影響ですが，出版社から見ると，「中国からの論文投稿が大幅に縮小」

すると思われ，「権威あるジャーナル」はある程度維持できますが，中堅以下の雑誌には影響が大

きく出てくると思います。 

中堅以下の雑誌への論文投稿数が減ると，雑誌自体，運営し続けられなくなりますし，そこへの

掲載論文数が少なくなると，読者のほうもそれを継続的に購読しなくてはいけないというインセン

ティブが薄れてくるわけです。 

そうでなくても，購読のパッケージ契約は大学にとって非常に重荷になっており，これを解約し，

読む雑誌だけを個別契約したほうが良いのではないかと悩んでいる中，例えば，パッケージ契約の

うち60～70％は大学の大部分の構成員が見ているのであれば，パッケージ契約のまま維持しますが，

中堅以下の雑誌の質が落ちてきて，パッケージ契約の中で30～40％ぐらいしか構成員が読んでいな

いという状況になれば，「パッケージ契約を解約し，個別契約に切り替える」大学は増えてくると

思います。 

そうなると，出版社にとっては収入源が大幅ダウンし、ビジネスが維持できなくなってきますし，

中堅以下の雑誌に関しては，廃刊，もしくは非常に高額になっていくことが想定されます。その行

く先は，大手商業出版社が規模縮小し，最終的には，権威ある雑誌も安価なプラットフォームへ離

脱していくのではないかと想定されます。 
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「応用的な学問の行く末」ですが，中国に関しては，「実質的な貢献が評価されることにより，

産業等への技術移転や社会への応用が進み，イノベーション創出に進む」と思われます。 

 欧米に関してですが，英米などの「工業系の産業を持たない」国の工学系研究者は，自分たちが

出版している雑誌の論文数も非常に減ってきますし，プレゼンスも減ってくるので，肩身の狭い状

態になっていくのではないかと思います。工業系の産業を持つドイツは，ある程度のプレゼンスを

維持できると思います。「医薬系」では、英米も含め、欧米は強いので，引き続き牽引するのでは

ないでしょうか。 

 日本はというと，少し中途半端なような気がしています。先ほど述べたように，「工学系の分野

はピュアサイエンスに寄ってしまい」，せっかく産業が非常に充実しているのに，国内産業は今縮

小されていますし，政策的にトップ10％論文を強調されることにより，産業との連携がどんどん薄

れ，乖離が進んでいるような状態になっています。 

日本には国内産業があるので，中国と同様、日本においても「実質的な貢献を評価」し，研究の

内容が産業に生かされていくようにシフトしていくべきだと思います。 

産学連携というと，産学連携収入目当てのように言われますが，そうではなく，「研究した内容

が、日本の国の産業や社会発展に生かされる」ところに本当につなげていかなくては，公的資金を

投じた意味がないのではないかと思います。 
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「中国の政策から学ぶべき点」ですが，中国の規模で論文投稿が縮小すれば，大手商業出版社の

足下を揺るがすことが可能なのではないかと勝手な見通しを立ててみました。 

それから中国は，国内への論文投稿を進めることで，彼らは自国に有利な価値基準で、学問の振

興を可能にさせていると言えます。そして，応用的な分野の実質的な貢献を評価することにより，

産業振興や社会発展につなげています。 

 

３－２．日本への示唆 

 

 

 「日本への示唆」です。 

では，日本はどうすればいいのかと言いますと，論文投稿をするという観点からは，「権威ある
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雑誌」のある分野では，引き続き投稿していかなくてはいけないですし，例えば物理学などの「日

本が強い分野」に関しては，「国内雑誌」をしっかりと振興していかなくてはいけないと思います。 

物理学会の方々とお話ししましたが，雑誌運営に非常に苦しんでいらっしゃいます。湯川秀樹先

生が投稿していた物理学会の雑誌は、国際的ステータスも非常に高く，世界からもよく見えていま

すが，日本国内の若手の物理学研究者にとっては，国内雑誌に出すよりも海外のほうが見栄えが良

い、IFが高いという理由で，海外にどんどん論文投稿が流れてしまう状況にあります。優秀な若手

研究者の論文投稿が海外に流れると、国内誌に掲載された論文の引用が少なくなる。すなわち、IF

が低くなり、論文投稿がますます少なくなるという負のスパイラルに陥っています。これを逆転で

きるように、そのような分野では「国内の雑誌を大事にする」方向で誘導したほうが良いと思うの

です。 

 「ニッチ分野」「新興分野」「学際領域」に関してですが，日本がリードできる分野に関しては，

積極的に国内雑誌を形成していくべきだと思いますし，研究者が「PLOS」などに流れてしまうのな

ら，国内発でメガジャーナルを創刊してみるというのも１つの手ではないかと思います。APCをあ

まり高く設定せず，海外からの投稿を引き込んではどうかと思います。 

 「応用的分野」に関しては，先ほども述べたように，学術だけではなく，産業や社会の発展にも

つなげられるように，実質的な貢献を評価していくべきだと思います。 

 

 

 

 学術情報流通基盤に関してですが，「学術情報流通基盤を制する者は、研究評価の軸を制する」

ので，「J-Stage」や「機関リポジトリ」などの基盤の活用拡大を検討すべきかと思います。今日は

話しませんでしたが，世界にはプレプリントサーバに関連して新しい動きもあり，この点は国内で

未対応なところもあるので，そのような取り組みもやっていくべきだと思います。 

 それから，「実質的な貢献を評価することで，学術の発展とともに，産業と社会の発展を狙う」
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ことを目指して，まずは，論文数などの量的指標だけではなく，実際の学術の「革新性」や「貢献」

を評価すること。さらに，メインストリームの研究者だけではなく，研究を底支えする活動をする

人を十分評価していくことにより研究は伸びていくと思われるので，そういった「ツール開発」や

「データベース整備」などをしている人たちを積極的に評価していくべきだと思います。 

「研究内容の伝達」については，論文だけを評価してしまうと，アカデミアによって評価される

ものだけが評価されてしまいます。しかし、「教科書」や教材等の作成を評価することが次世代の

研究者の育成につながっていきますし，産業への技術移転が進むためには，難しく書いてある英語

の論文ではなく，分かりやすくかみ砕いた「技報」や，「メディア発表」，外部の「講演」，「授業」，

「研修」などが有用ですので，そういった「伝達する」ということも評価していくべきだと思われ

ます。 

 それから，「研究内容の応用」も実際に評価していくべきですし、現状ではあまり指摘されてい

ない視点だとは思いますが，「外部からの評価」の声も評価に取り込んでいくべきだと思います。 

 

 

 

最後になりますが，今我々は「Web of Science」や「Scopus」などの基盤に支えられ，評価にお

いてIFや採択率ばかりを見ています。一方で，国内ではNIIがCiNii等を運営しています。CiNiiは

現在、日本語の論文しかありませんが，来年頃を目指し，研究データや，研究プロジェクト，

KAKENの情報なども含めて，CiNii Researchという形に衣替えをしようとしています。そこに、先

ほど述べたいろいろなコンテンツを収載することにより，研究評価を大きく変えていくことにつな

げられたら良いのではないかと思っています。 

個人的には、CiNii Researchを「ジャパニーズ・アカデミック・アイデンティティー」という形

で売り出していけないかと思っています。 
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 以上です。 

                                     ――了―― 


