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オープンアクセスとオープンリサーチ
シュプリンガー・ネイチャーは、世界で最も包括的なオープンアクセス（OA）ポートフォリオを有しており、その出版件数は全世
界で出版されている OA 論文の約 4 分の 1 を占めています。シュプリンガー・ネイチャーと、その関連ブランドは長年にわたり、

OA 分野のパイオニアとして市場を牽引してきました。BMC が初めてゴールド OA 出版モデルを開拓してから 20 年近くの間、
当社では、公開性とイノベーションを核とする事業を行ってきました。当社では、OA とオープンリサーチが、研究者が交流し、
協力し、発見のペースと質を進展させる方法を再構築する重要な力のひとつになり得るというビジョンをもって取り組んでい
ます。
当社のミッションは、発見を進展させることです *。OA とオープンリサーチには、科学と研究の進展を実現するという特長が
あり、シュプリンガー・ネイチャーは、オープンリサーチ技術の利用拡大に向け、OA 出版に積極的に取り組んでいます。

オープンアクセスに関するいくつかの数値
当社は、世界で最も包括的な OA ポートフォリオを通じてジャーナルや書籍を出版し、研究データを共有する OA オプションを
研究者と研究機関、ならびにその出資者に提供しています。
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OA への持続可能な道の推進
シュプリンガー・ネイチャーは、持続可能で競争の激しい OA 市場への移行を加速するために取り組んでいます。研究成果にい
ち早く、迅速にアクセスすることが科学と発見を進展させる基盤となると確信しています。

当社は、2014 年より転換契約（Transformative Deals）のパイオニアとして、
あらゆる規模での OA への移行を実現するうえで非常に重要と考えて進めてきました。
Read & Publish 契約を通じ、他の出版社を上回る件数の OA 論文の出版を実現しています。
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研究者や機関が OA で出版することを支援するため、
シュプリンガー・ネイチャーの完全 OA ジャーナルを対象として、
研究機関が OA 出版費を賄うことを可能にする契約も提供しています。

2019 年には、この種のものとしては初となる契約を
BIBSAM（スウェーデン）と締結しました。
*Advancing Discovery については springernature.com/jp/advancing-discovery をご覧ください
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研究の公開
シュプリンガー・ネイチャーは、科学、技術、医学、人文科学、社会科学の各分野にわたるコミュニティーとの提携とイノベーショ
ン、協力を通じ、学術研究に自由にアクセスし、検索することを可能にします。また、オープンリサーチへの取り組みを通じ
てジャーナルや書籍を出版し、研究データを共有する OA オプションを研究者と研究機関、ならびにその出資者に提供します。
当社は、研究者が各々の研究結果へのアクセスやその理解、検索、利用、再利用、共有を可能な限り実現するためのサポート
を通じ、OA とオープンデータへの移行を推進する取り組みを行っています。
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2019 年には、無料閲覧リンクへのアクセス
数が 750 万回を超えました。
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OA の効果
事例や市場調査、当社独自のポートフォリオデータの分析を通じ、オープンパブリッシングの効果について紹介する取り
組みを行っています。
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報道では 1.9 倍増、
政策文書では 1.2 倍増
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