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JaLC DOI先行大学事例報告 (1)

北海道大学附属図書館 学術システム課 システム管理担当
平成28年12月2日

著作権ポリシーの読解

北海道地区機関リポジトリ実務担当者研修
「出版社の著作権ポリシーを読む」



著作権ポリシー（おさらい）
公開許諾条件→著作権ポリシー
著作権が学協会・出版社に譲渡されているとわかれば、後はその利用許諾が得
られれば公開できる。しかし、許諾をするとしても公開のための条件を指定し
ている学協会・出版社は多い。

学協会・出版社の「著作権ポリシー」

•機関リポジトリでの公開OK
•著者個人のホームページに載せてもOK etc

•雑誌に掲載されたレイアウトのPDFを公開してもよい
•著者自身の最終原稿なら公開してもよい etc

•出典・著作権に関する注記が必要
•猶予期間（エンバーゴ）を遵守して
•出版社版（DOI）・雑誌HPなどへリンクして etc



著作権ポリシーの確認方法

•論文が雑誌に受理された後、責任著者（Corresponding 
Author）が編集者に様式を提出
•⇒これが見られれば確実（以下サンプル）
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/dscaongoingrevision.pdf

•著作権譲渡契約書

•雑誌のウェブサイト

•投稿を予定する著者向けに公開
•著作権譲渡契約書のサンプル、セルフアーカイブ・ポリシーなど
•⇒今日の説明はココ

•直接、学協会・出版社に問合せ

•上記２点が確認できない場合
•機関リポジトリに登録することの許諾を求め、条件があれば教え
てもらう

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/dscaongoingrevision.pdf


1. 著者向けのページを探す
• American Institute of Physics (AIP) “For Authors”
• Springer “For Authors and editors”
• ほか、“Author Instructions”など

2. 著作権譲渡、またはセルフアーカイブの項目を探す
• AIP “Web posting guidelines”

• Springer “Copyright Information”
• ほか、“Self-Archive policy”など

3. 著者版（査読前・査読後）、出版社版ごとに読む
• リポジトリ登録の可否、付帯条件

•雑誌のウェブサイト

著作権ポリシーの探し方

基本的に読みやすく、理解しやすく、誤解の発生しないように書かれている。
専門的な内容である分、使用される用語の種類は限られるので慣れることが肝心

ポイント



1. 雑誌のウェブサイトにアクセス
• http://www.springer.com/medicine/neurology/journal/415

Journal of neurology

2. 著者向けのページを探す
• Copyright Information

3. セルフアーカイブの項目を探す
• Authors may self-archive the Author‘s accepted manuscript of their 

articles ... 

http://www.springer.com/medicine/neurology/journal/415


Copyright information: journal of neurology (1)

• パラグラフ3；The copyright to this article, （略）, / is assigned / for good and 

valuable consideration / to Springer / effective if and when the article is accepted 

for publication ...

• 著作権はSpringerに譲渡される（assign to）

• パラグラフ4；The copyright assignment includes（略）
• 著作権の譲渡は以下を含む……（略）

• パラグラフ5；Authors may self-archive / Author's accepted manuscript of their 

articles / on their own websites. 

• 著者は、著者の受理された原稿（accepted manuscript）を/自身のウェ
ブサイトに/セルフアーカイブしてよい。

※赤字のスラッシュは、英文を読みやすくするために入れたものです



Copyright information: journal of neurology (2)

• Authors may also deposit / this version of the article / in any repository, / provided

/ it is only made publicly available 12 months after official publication or later.

• 著者はまた、同じ版（受理原稿）を/リポジトリに/寄託（deposit）し
てよい。
/ただし（provided）/公式の出版から12ヶ月以降に公表可とする。

• He/she may not use the publisher‘s version (the final article), which is posted on 

SpringerLink and other Springer websites, for the purpose of self-archiving or 

deposit.

• 出版社の版（the final article）は、セルフアーカイブや寄託の目的に使
用してはならない。



Copyright information: journal of neurology (3)

• Furthermore, the Author may / only post his/her version provided / 

*acknowledgement is given to the original source of publication / and a link is 

inserted to the published article on Springer’s website.
*acknowledgement は通常、論文の謝辞などを指すが、acknowledgement to the original source of   publication

について、簡単に出典と理解している。

• 著者は以下の場合にのみ（only ... provided）ポストしてよい
• 出典の明記（acknowledgement）
• Springerウェブサイトの刊行された論文へのリンクの挿入

• The link must be accompanied by the following text: "The final publication is 

available at link.springer.com".

• リンクには、次の文面を加えよ。: “The final publication is available at 

link.springer.com”



Copyright information: journal of neurology (4)

Springer社のポリシーまとめ
• Author's Accepted manuscript（受理された著者原稿）

• リポジトリ登録可
• 公表は雑誌刊行の12ヵ月後
• 出典の明記
• 電子ジャーナル（出版社版）へのリンク
• リンクにはテキストをつけること

• final published version（出版社版）
• リポジトリ登録不可



HUSCAP登録例

• 出典の明記

• 本家へのリンク
http://doi.org/10.1007/....
（DOIに http://doi.org を追加し、
出版社版のURLにする）

• リンクに加えるテキスト

著者版



Copyright information: journal of neurology (5)

• パラグラフ6；博士論文について
• Prior versions of the article ... （中略）. Author retains / the right to use his/her 

article / for his/her further scientific career / by including the final published 

journal article in other publications / such as dissertations and postdoctoral 

qualifications / provided acknowledgement is given to the original source of 

publication.

• （中略）著者は、自身の更なるキャリアのために/自身の論文を使用す
る権利を保持する。/最終的に出版された論文を他の出版物、例えば博
士論文、に含めることができる。出典の明記は必要。

• ⇒博士論文において使用することができる。ただし、その博士論文を
インターネット公表してよいかは読み取ることができない。

• ⇒インターネット公表を予定する博士論文では、著者版を使用する。



1. 雑誌のウェブサイトにアクセス
• http://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-neurological-sciences/

Journal of the Neurological Sciences

2. 著者向けのページを探す
• Guide for authors → view ‘guide for authors’ online

3. 著作権に関する項目を探す
• Copyright → Open access 

（配布資料）

雑誌ごとにポリシーを持っているが、大多数は
Elsevierで共通した権利譲渡契約を行っているので
共通した著作権ポリシーまで確認する。

ポイント



Guide for authors: Journal of the Neurological Sciences (1)

• Copyright

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing 

Agreement' (for more information  http://www.elsevier.com/copyright on this). 

• 購読契約の論文の場合：論文の受理と共に、著者は雑誌出版同意書（journal 

publishing agreement）の提出を求められる。（詳細はURLを見よ）（後略）
• For open access articles

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete an 'Exclusive License 

Agreement' (more information http://www.elsevier.com/OAauthoragreement). 

・オープンアクセス論文の場合：論文の受理と共に、著者は独占ライセンス契約書
（Exclusive License Agreement)の提出を求められる。（以下略）

• Open access

This journal / offers / authors / a choice in publishing their research: Open access / 

Subscription.

• 雑誌の著者は、出版形態を選択できる。

※雑誌ごとの著者向けのページには、以下のように著作権譲渡契約を行うことが示されている

http://www.elsevier.com/copyright
http://www.elsevier.com/OAauthoragreement


Guide for authors: Journal of the Neurological Sciences(2)

• Open access

• Articles are freely available to both subscribers and the wider public with  permitted 

reuse.(中略)

• For open access articles, permitted third party (re)use is defined by the following 

Creative Commons user licenses (1)

• Green open access

• Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a 

number of green open access options available. We recommend authors see our green 

open access page.(2)

• ⇒論文がオープンアクセスか購読契約かにより、確認するページが異なる。
• ⇒本日は購読契約の論文に関するページ (2) を確認

http://www.elsevier.com/openaccesslicenses
http://elsevier.com/greenopenaccess


Copyright

4. Copyrightのページ
• 著作権に関する全体的なページ（Elsevier共通のポリシー）

5. Self-archive a version of your article

→この先の Article Sharingというページでセルフアーカイブの条件が
示されている

https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing


Article Sharing (1)
6. Article Sharing のページ（ https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing ）
• Authors who publish in Elsevier journals can share their research by posting a free draft copy of their article 

to a repository or website.  

• Elsevierのジャーナルに掲載した著者は、論文のドラフト版のコピーを
リポジトリやWebサイトに投稿することで、研究を共有することができ
ます。

• There are some simple guidelines to follow, which vary depending on the article version you wish to share. 

• いくつか簡単なガイドラインがあり、共有したい記事のバージョンに
より条件が異なります。
• プレプリント
• 受理された著者原稿（AM）
• 出版社版（PJA）



Article Sharing (2)

• Accepted Manuscript : An accepted manuscript is / the manuscript of an article /

that has been accepted for publication / and which typically includes author-

incorporated changes / suggested during submission, peer review, and editor-

author communications. 

• 受理された著者原稿の定義：accepted manuscriptは、出版予定として受
理された論文原稿であり、投稿処理、査読、編集者・著者間の遣り取
りにより示唆された著者自身が組み入れた変更を含んだもの。

• They do not include / other publisher value-added contributions / such as copy-

editing, formatting, technical enhancements and (if relevant) pagination.

• AMには、その他の出版社による価値付加は含めない。校正、フォー
マット、技術向上、ページ付など。



Article Sharing (3)
• Accepted Manuscript: Authors can share their accepted manuscript: 

受理された著者原稿：著者は自身の受理された著者原稿を共有できる
After the embargo period（公開留保期間の後）
・ via non-commercial hosting platforms such as their institutional repository

-機関リポジトリなどの非営利のプラットフォームに掲載すること
・ via commercial sites with which Elsevier has an agreement

-エルゼビアが認めた営利サイトに掲載すること

→ embargo期間については、別表・または”Open access”ページで確認できます
（今回の雑誌は12ヶ月の公開留保期間が設定されている）

This journal has an embargo period of 12 months.

Embargo period list リンク：
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/78476/external-embargo-list.pdf

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/78476/external-embargo-list.pdf


Article Sharing (4)
• In all cases accepted manuscripts should:

受理された著者原稿を掲載するすべてのケースでしなければならないこと
・link to the formal publication via its DOI

- DOIを用いて正式な出版社版へのリンクを貼る
・bear a CC-BY-NC-ND license – this is easy to do, click here to find out how

-CC-BY-NC-NDライセンス表示をする-簡単に表示できます、詳細はこちら
・if aggregated with other manuscripts, for example in a repository or other site, 

be shared in alignment with our hosting policy

-もしその他の原稿と一緒に集約されるリポジトリやサイトで共有する
場合は、hosting policy方針に従ってください

・not be added to or enhanced in any way to appear more like, or to substitute 

for, the published journal article

-出版社版のように見えるよう付け加えたり、よりよい形で掲載したり、
置き換えたりしないでください

https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing/how-to-attach-a-user-license
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/hosting


Article Sharing (5)

Elsevier社のポリシーまとめ
• Preprint（プレプリント）

• リポジトリ登録可
• Accepted manuscript（受理された著者原稿）

• リポジトリ登録可
• Published journal article（出版社版）

• リポジトリ登録不可

※雑誌によっては、最初に見た guide for authors にて、これと異なるポリシーが
記載されている場合がある。必ず、雑誌ごとに guide for authors を確認すること。



SHERPA/Romeo 記述

Elsevierは突然画面構成が変わったり、リンクがあちこち分かれてしまうので、
SHERPA/RoMEOも参考にするとよい



HUSCAP登録例
• Commercial use means:

• （割愛）
• Systematic distribution means:

• （割愛）

著者版

• 出典の明記

• 本家へのリンク
http://doi.org/10.1007/....
（DOIに http://doi.org を追加し、
出版社版のURLにする）

リンクに加えるテキスト

クリエイティブコモンズライセンス表示



研究助成団体のオープンアクセスポリシー

RUCK（英国研究会議） ゴールド・オープンアクセス、または一定期間後の
リポジトリ登録

NIH（米国立衛生研究所） 12ヵ月以内のPMC登録

ウェルカム財団 6カ月以内のPMCまたはヨーロッパPMCへの登録

• 助成を受けた研究のオープンアクセスの義務化が進んでいる
• ⇒出版社ポリシー（の説明文）の複雑化
• ⇒出版社によっては、エンバーゴの追加



版の呼び方

著者版 著者最終稿 出版社版

NISO/ALPSP Author’s Original 
(AO)

Accepted
Manuscript (AM)

Version of Record
(VoR)

Springer Prior versions of the 
article

Author's accepted 
manuscript

Publisher’s version 
(the final article)

Elsevier Preprint Accepted
Manuscript (AM)

Published Journal 
Article (PJA)

• NISO/ALPSP：米国情報標準化機構（NISO）と学会・専門協会出版協会
（ALPSP）が共同で、雑誌論文のVersion（版）に関する勧告

Journal Article Versions (JAV):Recommendations of the NISO/ALPSP JAV Technical Working Group

http://www.niso.org/publications/rp/RP-8-2008.pdf 24

査読前 査読後

査読者

執筆者

出版社

投稿 再投稿 再投稿

受理

レイアウト編集
誤字・脱字校正

校正

雑誌掲載
(EJ含む)

著者版 著者最終版

出版社版

↑最近統一された

http://www.niso.org/publications/rp/RP-8-2008.pdf


電子ジャーナルへのリンク

• よくあるリポジトリ登録条件
• DOIを使用することで、リンク切れを防ぐ

• 出版社版へのリンクには、できるだけDOIを使用
• URL変更によるトラブルを無くすため
• DOI

• Digital Object Identifier

• 10. で始まる英数文字列
• DOIを使ったURLの生成

• DOI: 10.1234/example.12345

• URL: http://doi.org/10.1234/example.12345

• http//dx.doi.orgでも良いが、http://doi.orgが好ましい
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