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令和 4 年 11 月 7 日 
November 7th, 2022 

 

研究大学コンソーシアム（RUC）のメンバーを中心とする国内 10 大学と 

Springer Nature とのジャーナルの転換契約パイロットに関する合意書 

 Joint Statement between ten universities, mainly members of the Research University 

Consortium (RUC), and Springer Nature concerning a Pilot Journal Transformative Agreement. 

 

研究大学コンソーシアム（RUC）の幹事機関である自然科学研究機構の小泉周特任教授及び

RUC のメンバーを中心とする国内 10 大学（以下「プロジェクト参加大学」という。）の図書

館長は連名で、Springer Nature とジャーナルの転換契約に係るパイロットプロジェクト（以下

「本プロジェクト」という。）を実施するにあたり、本合意書を交わす。ただし、本合意書に

法的拘束力はないものとし、英語と日本語の間に齟齬がある場合は、日本語の内容が優先する

ものとする。 

 

This Joint Statement (JS) for executing a pilot journal Transformative Agreement (Pilot TA) with 

Springer Nature will be signed in the joint names of Dr. Amane Koizumi, Project Professor of 

National Institutes of Natural Sciences (NINS) who is the sole Executive Member of RUC and 

Library Directors of ten universities, mainly of RUC members (hereinafter referred to as 

“Participating Universities”). This Joint Statement shall not be legally binding. However, the 

Japanese-language version of this Agreement shall prevail in the event of any conflict between the 

English- language version and the Japanese-language version. 

 

１．目的と方針 

本プロジェクトは日本の学術研究の発展のため、研究コミュニティ内の格差を是正し、よ

り多くの研究者にオープンアクセス論文出版の機会を提供するとともに、プロジェクト参加

大学からの研究アウトプット及びそのグローバルプレゼンスの向上に資すること、併せて、

学術ジャーナルの安定的なアクセス環境の継続を可能にすることなどを目的とする。 

この実現のため、プロジェクト参加大学及び Springer Nature は協力し、本プロジェクトの

取り組みを実施するものである。 
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プロジェクト参加大学においては、こうした取り組みを安定的・持続的に続けるために、

大学図書館だけでなく、研究力強化に取り組む教員、URA、職員にも働きかけ、オープンア

クセスの機会を広げることに努める。また、これは、将来有望な若手研究者の新たな学術出

版の機会を広げることにつながる。 

 

1.    Purposes and Policy 

The purposes of the Pilot TA project are for the further development of Japan’s academic research 

capability by means of 

 narrowing the gap in the research community 

 providing more researchers with more opportunities to participate in “Open Access” 

publishing 

 contributing to the improvement of research outputs and the global presence of 

Participating Universities and 

 facilitating sustainability of access to academic journals, etc. 

In order to realize the above purposes, Participating Universities and Springer Nature will work 

together to execute the Pilot TA project. 

In order to continue these efforts stably and sustainably, Participating Universities will reach out 

not only to their libraries but also to academics who strive to improve research quality, including 

members of the URA departments, aiming at further expanding opportunities for open access 

publication and thereby generating better chances for young researchers to publish articles open 

access in the future. 

 

２．転換契約パイロットプロジェクト参加大学 

プロジェクト参加大学は、以下の 10 大学とする。 

東北大学 

東京大学 

東京工業大学 

横浜国立大学 

福井大学 

大阪大学 
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神戸大学 

岡山大学 

早稲田大学 

東京理科大学 

 

※注：東京理科大学は、RUC 構成機関ではないが、RUC 幹事機関と Springer Nature の合意の

もと、本プロジェクトへ参加するものである。 

 

2.   Participating Universities of the Pilot TA project 

The following ten universities are participating in the Pilot TA project. 

Tohoku University 

The University of Tokyo 

Tokyo Institute of Technology 

Yokohama National University 

University of Fukui 

Osaka University 

Kobe University 

Okayama University 

Waseda University 

Tokyo University of Science 

 

(Note) Tokyo University of Science is a non-RUC member but it is agreed by Executive Member 

of RUC and Springer Nature that it will be among Participating Universities.  

 

３．転換契約パイロットプロジェクトの期間 

本プロジェクトの期間は、2023 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日とする。 

 

3.    Period of the Pilot TA project 

The Pilot TA project will start on January 1st, 2023 and end on December 31st, 2025. 
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４．Springer Nature が提供する内容 

本プロジェクトにおいて、Springer Nature は、プロジェクト参加大学に対して、各大学が

現在契約している同社の対象ジャーナルへのアクセス（購読誌には継続的アクセス）を提供

し、併せて、プロジェクト参加大学のオープンアクセス出版を飛躍的に増やすため、転換契

約対象ハイブリッドジャーナルでの OA 出版枠を提供する。 

  

4.    Contents/Access to be provided by Springer Nature 

For the Pilot TA project, Springer Nature will continue to provide Participating Universities with 

access to the journals of Springer Nature currently subscribed to by each of Participating 

Universities (continuous access to subscribed journals), and in addition will enable Participating 

Universities to publish open access in hybrid journals covered by the Pilot TA project for the 

purpose of significantly advancing open access publishing by Participating Universities.  

 

５．今後の展開 

プロジェクト参加大学及び Springer Nature は誠意をもって、自然科学研究機構の小泉周特

任教授とともに、本プロジェクトを協力して実施し、日本発の研究成果発表の OA 化の取り

組みを促進させ、日本全体の大学の研究力強化の推進を目指す。 

なお、本合意書への署名後に、RUC 構成機関の中から本プロジェクトに加わる大学につい

ては、本合意書の内容に書面（メール等を含む）で賛同することを条件とするが、合意書へ

の追加署名を求めないこととする。 

 

5.    Future Development 

Participating Universities and Springer Nature, together with Dr. Amane Koizumi, Project 

Professor of NINS, will cooperate in implementing this project in good faith, with the aim of 

promoting initiatives for OA for the publication of research results from Japan and promoting the 

strengthening of research capabilities of universities throughout Japan. 

After this JS has been signed, any RUC university member who wishes to participate in the Pilot 

TA project will need to agree to the JS in writing (including e.g., by e-mail) but will not be required 

to additionally sign the JS.  


