
オープンアクセス出版： 
著者のためのガイド



Informa社の一部門であるTaylor & Francis Groupは、 
世界最大級の学術出版社として、2003年からオープン 
アクセスで出版をする著者の方に専門知識とサポートを
提供しています。

Taylor & Francis Group について
About us



現在Taylor ＆ Francis Groupは、複数のインプリントから多岐分野に 
渡り、250誌を超えるフルオープンアクセスジャーナル、2,500誌を超える
ハイブリッドジャーナルを出版しています。また、書籍の著者の方にも 
オープンアクセス出版のオプションを提供しており、現在300を超える 
書籍タイトルがオンラインで自由にアクセス可能となっています。 
Taylor ＆ Francis Groupは、著者の方がオープンアクセス出版の資金を
得られるよう、世界中の学術機関やコンソーシアムと協力し、オープンア
クセス出版を牽引しています。

このガイドでは、著者および研究者の方々にオープンアクセス出版に 
関するガイドラインを提供します。近年、多くの機関および資金提供者が
オープンアクセスでの出版を義務付けている今こそオープンアクセス 
とは何か、それが研究キャリアの現在、そして将来にとって何を意味する
のかを知る時です。

このガイドラインが出版の際、皆様のお役に立つことを願っております。



オープンアクセスは、誰もがどこからでもオンライン上で自由かつ恒久的に学術研究
または学術コンテンツを読んだり参照できるようにすることです。

Taylor ＆ Francis Groupでは、著者、彼らの所属機関、そして資金提供者にオープン
アクセス出版のオプションを提供しています。研究内容を”ゴールド・オープンアクセス”で
出版するか、”グリーン・オープンアクセス”で出版するかを選ぶことができます。

What is open access?
オープンアクセスとは



Green 
open access
出版前の論文や書籍の章は、リポジトリやデータベースに
保存することができます。
• 通常、著者最終稿 を保存したり共有したりするまでには、

エンバーゴ（公開禁止期間）があります
• エンバーゴ（公開禁止期間）が終了したら、オンラインで

自由に著者最終稿を共有できます
• 一般的に研究の著作権は出版社に譲渡します
• 出版料の支払いは不要です

Gold 
open access
校閲と組版を経て出版された最終版の論文、または書
籍(“出版社版”と呼ばれています。)は、出版直後にオン
ラインで自由にアクセス可能となります。
• 出版後すぐに、研究をどこででも共有できます
• 資金提供者からの”オープンアクセスでの出版”

という条件を満たすことができます
• 出版後、自らの研究の著作権を保持できます
• 通常、論文掲載料（APC）または書籍出版料（BPC）の

支払いが必要となります



認知度と読者数の増加のため
オープンアクセスで出版された研究は、世界中
の誰もがいつでも利用可能です。より高い認知
度は、あなたの研究の読者数の増加と引用に
つながり、これらはあなたのキャリアと資金調
達を助けるものとなります。

学問の世界を超える影響を与える
オープンアクセス出版された研究に政策決定
者がアクセスすることにより、研究を認知、そ
こから政策が打ち出され、結果人々の日常生
活が向上します。研究をオープンアクセスで
出版することは、政策決定者、非政府機関、メ
ディア、教育者、専門家が研究(または研究結
果)を実行に移しやすくなります。

資金提供者からの支援条件を満たす
より多くの著者が、資金提供者や機関から、
ゴールド・オープンアクセスでの出版を求め
られています。ジャーナルや書籍のゴールド・
オープンアクセスによる出版は、これらの条
件を満たすことができます。

自由に研究を共有する
読者層やアクセスを限定しないことにより、自
身のオープンアクセスの論文や書籍を世界中
の専門家、同僚、機関、組織に制限なく、自由
に共有することができます。

Why publish in open access?
なぜオープンアクセスで出版するのか



Taylor ＆ Francis Groupでのオープンアクセス出版
私たちは、著者の方々に優れた出版経験を提供するため、以下の項目を保証します。

質の高い査読
私たちは厳格で建設的かつ迅速な査読をすべての原
稿に提供します。Taylor ＆ Francis Groupのオープンア
クセスコンテンツを読んだり、弊社でオープンアクセス
出版する人にはいずれも、従来の出版モデル同様、高
水準の査読を保証します。

クリエティブ・コモンズ・ライセンス　オプション
Taylor ＆ Francis Groupは、クリエイティブ・コモンズ
のライセンスに関する多数の選択肢を提供していま
す。出版物がどのように使用され、参照されるのかを 
選択肢の中から著者の方、また出版物に合わせてお 
選びいただけます。

全てのページにメトリクスデータ掲載
ジャーナル論文出版後は、論文のダウンロード数、引
用数を始め、オンライン上のアクティビティの確認が出
来、自身の論文がどのくらいの人に閲覧され、反応を
得たかを知ることができます。

迅速な出版
原稿が投稿されると、私たちは品質や公正性について
妥協することなく、迅速に審査結果を下すことに注力し
ます。研究がオンライン上で出版され、読まれ、引用さ
れるのに不必要な遅延のないよう、作業を進めます。



書籍の場合
著者は誰でも、書籍をTaylor ＆ Francis Books Open 
Accessを通して出版することができます。
人文社会学系に関する研究は、Taylor ＆ Francis Group
のインプリントの一つであるRoutledgeからのオープン
アクセス出版が可能です。また、理工学、医薬学系のタイ
トルはCRC Pressインプリントでオープンアクセス出版す
ることができます。
現在、300タイトルを超える書籍がオープンアクセス出版
されており、タイトル数は増え続けています。
書籍の特定の章のみをオープンアクセスで出版すること
も可能です。

What are your publishing options?
どのような出版オプションがあるのか



ジャーナルの場合

160+ 
OPEN 

JOURNALS

2,500+ 
OPEN SELECT  

(HYBRID) JOURNALS

オープンアクセス 
および 

購読コンテンツの 
両方で出版

2017年には 
5,000件を超える 
オープンアクセス

論文をハイブリッド
ジャーナルで出版

Taylor & Francis
およびRoutledge
のインプリントの
もと、多岐分野に

渡り出版

2017年には 
4,300件を超える 

論文をフルオープン
アクセスジャーナル

で出版

ゴールドオープン
アクセスのみで 

研究を出版

人文社会学系 
ジャーナル

30誌以上

理工学系 
ジャーナル

80誌以上

医薬学系 
ジャーナル

50誌以上

オープンアクセスジャーナル、オープンセレクトジャーナルについてはtandfonline.com/openaccessをご覧ください。

Part of Taylor & Francis Group

• 多岐分野に渡る、フルオープンアクセスジャーナル15誌
• 「Freedom APC」モデルによる、低価格設定

cogentoa.comでジャーナル一覧をご覧いただけます。

Part of Taylor & Francis Group

• 医学研究の領域における、90誌を超えるオープン 
アクセスジャーナル

dovepress.comでジャーナル一覧をご覧いただけます。

tandfonline.com/openaccess
cogentoa.com
dovepress.com


論文をオープンアクセスで出版する場合、通常研究者は論文掲載料
（APC）の支払いが必要となります。同様に、オープンアクセス書籍の

著者も書籍出版料（BPC）の支払いが必要です。
しかしこれらの出版費用をサポートする、様々な助成金オプションが
あります。

Fees and funding
出版費用と助成金



オープンアクセスの 
助成金を受ける資格が 
あるかどうか、定かで 
ない場合
ご所属機関の図書館員に相談する 
ことをお勧めします。 
または、ジャーナルの場合は
tandfonline.com/openaccessで、
書籍の場合はroutledge.com/info/
open_accessでオープンアクセス出
版に関する詳細をご確認ください。

助成オプションは以下の通りです：

国、または国際的な
研究費助成団体
多くの資金提供者は、研究助成金がオ
ープンアクセスの書籍やジャーナルの
出版費用として使われることを認めて
います。

所属機関
Taylor & Francis Groupは、研究者が論
文をゴールドオープンアクセスにより、
フルオープンアクセスジャーナル、そし
てハイブリッドジャーナルのどちらでも
出版できるよう支援するため、世界中
の機関と提携しています。

OA agreements
OA agreementsにより、著者は、論文
掲載料（APC）の割引、またはTaylor & 
Francis、Routledge、Cogent OAのジャ
ーナルの中から自らが費用負担するこ
となくオープンアクセス出版することが
可能です。
ご所属の機関がOA agreementsを
結んでいるかは、 authorservices.
taylorandfrancis.com/oa-
agreementsからご確認いただけます。

OA memberships
ご所属の機関がOA agreementsを結
んでいない場合は、オープンアクセス
出版のための助成制度が機関にある、
またはTaylor & Francis GroupのOA 
membershipsを持っているかもしれま
せん。メンバーである機関所属の研究
者は、自身による費用負担なく、Taylor 
& Francis Groupのジャーナルでゴール
ドオープンアクセス出版できる場合が
あります。
OA membershipsについての詳細
は、tandfonline.com/openaccess/
membersからご確認いただけます。

新興地域の研究者
のための割引およ
び免除
世界銀行の定義に基づく貧困国、低・中
所得国の研究者は、ゴールドオープン
アクセスで研究を発表する際APCまた
はBPCの免除または割引を申請するこ
とができます。
詳細は、authorservices.
taylorandfrancis.com/apc-discounts-
and-waiversからご確認いただけます。

authorservices.taylorandfrancis.com/oa-agreements
tandfonline.com/openaccess/members
authorservices.taylorandfrancis.com/apc-discounts-and-waivers
tandfonline.com/openaccess
routledge.com/info/open_access


2
投稿する
書籍の場合：オープンアクセスで書籍を出版し
たいという希望を明記の上、該当分野担当の編
集者に企画提案書を送付してください。

ジャーナルの場合：ジャーナルホームページに
ある「投稿規定」に従って論文原稿を準備し、投
稿してください。APCの免除や割引を受ける資
格があるかの確認のため、機関および研究助成
金に関する情報は、投稿時に全て入力してくだ
さい。

Cogent OAおよびDove Medical Pressのジ
ャーナルの投稿に関する規定は、各ジャーナ
ルホームページに個別に掲載されています

（cogentoa.comおよびdovepress.com）。

1
投稿の準備をする
書籍の場合：書籍の企画提案書を準備し、編集
者一覧(routledge.com/contacts/editorial)から
該当する担当編集者を見つけてください。

ジャーナルの場合：どのオープンアクセスジャー
ナルまたはハイブリッドジャーナルで出版した
いかをtandfonline.comで確認してください。

The publishing process
出版プロセス

routledge.com/contacts/editorial
tandfonline.com
cogentoa.com
dovepress.com


出版プロセスとオープンアクセスに関する詳
細は、authorservices.taylorandfrancis.com
でご確認いただけます。

審査
書籍の場合：企画提案書は、編集者と少なく
とも他２名の審査員により審査されます。

ジャーナルの場合：投稿された論文は、質の
高い、購読ジャーナルと同じ査読プロセスを
通ります。

書籍およびジャーナルでは、受理の前にい
くつかの変更が必要になる場合がありま
す。

出版決定と支払い
書籍の場合：書籍の企画提案書の受理後、オープ
ンアクセスでの出版に関する契約が結ばれま
す。最終的な原稿が審査され、受理されると、書
籍発行料の支払いを求められます。

ジャーナルの場合：論文掲載料は論文原稿が受理
され次第、請求されます。

制作と出版
書籍：原稿は、通常の出版および制作プロセスを経ま
す。詳細はroutledge.com/resources/authorsでご確
認いただけます。

ジャーナルの場合：組版、校閲がされ、制作チームに
よりデジタル処理された論文は、ゴールドオープンア
クセスによりオンラインで出版されます。

3

4

5

routledge.com/resources/authors
authorservices.taylorandfrancis.com


ゴールドオープンアクセスで出版する主な 
利点の一つは、世界中の誰もがどこからでも、
自由に研究を共有し、読んだり、引用できると
いうことです。ここでは、オープンアクセスで 
出版した研究をプロモーションするための 
主な方法をいくつか紹介します。

Sharing your work
研究を共有する



忘れずに！
グリーンオープンアクセスルートで出版する場合、エンバーゴ（公開禁止期間）が満了
するまで、あなたの著者最終稿をレポジトリ等に保存、保管、共有するのは待たなけ
ればなりません。

ソーシャルメディア
誰もがどこからでもあなたの研究を無料で読むことができます。ゴールドオープンアクセス
で出版した論文や書籍の章を、ソーシャルメディアを通じて共有し、研究のエンゲージメン
ト、読者数、引用数を増加させましょう。
ソーシャルメディアをどこからどう始めたらよいか分からない場合は、authorservices.
taylorandfrancis.comで「social media」と検索して頂くと、ソーシャルメディアに関する様
々な案内やツールをご覧いただけます。

プレスリリース
出版時にプレスリリースを希望する場合、Taylor & Francis Newsroomを通して、出版前に報
道担当にお問い合わせください。必要条件を満たせば、世界中の報道機関と協力し、研究を
プロモーションします。
詳細は、newsroom.taylorandfrancisgroup.comをご確認ください。

アカデミックネットワーキングサイト
ゴールドオープンアクセスで出版した研究を、MendeleyやAcademia.eduといったアカデミ
ックネットワーキングサイトで発信し、読者数を増やしましょう。引用を促進するため、出版
された研究のリンクを含めることを常に推奨しています。

所属機関を通してプロモーション
学術機関は常に、自分たちの研究者による素晴らしい業績をプロモーションしたいと思って
います。担当部門に連絡をとり、あなたの研究を機関全体の同僚と共有してもらえるよう依
頼しましょう。

authorservices.taylorandfrancis.com
newsroom.taylorandfrancisgroup.com


Books 
routledge.com/info/openaccess

Journals 
tandfonline.com/openaccess

Additional resources 
authorservices.taylorandfrancis.com

@TandFOpen

routledge.com/info/openaccess
tandfonline.com/openaccess
authorservices.taylorandfrancis.com



