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われてきた。しかし、ここ数年で状況は大
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全文であり学術研究の成果であること、③
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とを条件にしている。さらに、①査読等で

れるためには、無料で全文を利用できるこ

Ｊ（参考文献③）は、そのリストに登録さ

は、中国、インドなどのＧＤＰの大きな国

版社であるバイオメドセントラル
（ＢＭＣ）

著者払いでは負担が重いので、医学誌の出
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発展途上国の研究者にとって、ＯＡ誌を無

などが支払いに対して支援を行っている。

では著者の負担が大きいので、多くの財団
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容易に電子ジャーナルを発刊できるように

集や査読、システム維持の費用がかかるの

ている。

なり、多数のＯＡ誌が生まれている。その

る。日本は九七タイトルが登録されている

ＤＯＡＪの地域別、年別のタイトル数を

機関や助成団体からの支援、④これらの混

が、二〇〇六年以降の増加は六タイトルに
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オープンアクセスを推進し、賛同者の署
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勢いは二〇〇八年では毎日二タイトル強が

名を求める運動ＢＯＡＩのＯＡ誌に対する

払いのモデルで、例えば、大手出版社であ

図示した（図１、
２）
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でもブラジルの二八八誌という数は、アメ
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ＯＡ誌は、発行されているタイトルの増

加や、それを支援する環境が整いつつある

ことから、科学論文のオープンアクセスを

支える学術情報流通の手段として進展して

いるといえよう。地域別と主題別タイトル

の数値、ＵＲＬへのアクセスは、二〇〇八

年一二月七～一〇日現在である。

（たかぎ としろう／アジア経済研究

所図書館）
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