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講演要旨
有限な資源の活用のしかたとその結果を分析するのが経済学です。そのような研究に従事する経済学者は、オープンアクセス
の恩恵を受けると同時に排他性の財のもつ問題点、特に長期的な持続性について考えられずにはいられません。経済学で定着
しているオープンアクセスを紹介しつつ、制度の経済学的な評価を試みたいと思います。
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私はアメリカで Ph.D.を取ってしばらく教えていた

経済学者は Humanities and Sciences や School of Arts and

経験があり、またニュージーランドの大学とイスラエ

Sciences に所属しています。スタンフォードでは

ルの大学にも行ったことがあります。世界のいろいろ

Humanities and Sciences、ハーバードでは Arts and Sci-

なところでの経済学を少し把握していることから、そ

ences です。私が教えた州立大学だと School of Behav-

れによって日本の経済学を特徴付けられるのではない
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かと思います。経済学はどこでも共通なのですが、自
分たち経済学者は誤解されているという気がしていま
すので、まず経済学者がどのように研究を行っている
かをお話ししながら、情報の流通にどのような意味が
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あるかということを説明します。
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日本では、経済学部には経済学科や経営学科があり、
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そこに経済学者が所属しています（図 1）。北米では、
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ioral Sci-ences や Social Sciences でした。もちろん経済

の過程に影響があると言えます。

学の Ph.D.を持ってビジネススクールで Marketing や
Labor、Finance をやっている人もいます。それから、
エンジニアリング（OR）にもいますし、経済学者で

経済学のオープンアクセス・ジャーナル
経済学のオープンアクセス・ジャーナルをウェブで

エンジニアリングの Ph.D.を持っている人もいます。

調べてみると、Directory of Open Access Journals に 600

ゲーム理論を専門にしている人は経済学部にもいます。

あり、そのうち英語のものが 497 あります（図 2）。

もちろん数学科、応用数学科などにも多くいます。こ

EconLit という非常に普及している経済文献のデータ

れは北米の話ですが、ヨーロッパやオーストラリア、

ベースには 800 ジャーナルが入っています。ですから、

ニュージーランドもどんどん北米化していっていると

それと比べると、オープンアクセス・ジャーナルは、

言っていいと思います。

数はあると言っていいのではないかと思います。もち
ろん参入コストが低いことが非常に大きいです。

経済学研究のやり方

また、私はオープンアクセスと聞いたときにはオー

経済学研究をどのように行うか。情報発信には二つ

プンアクセス・ジャーナルを考えたのですが、リポジ

の意味があります。一つは研究の最終成果の発表です。

トリや文献のデータベースもオープンアクセスに入れ

日本ではもともと大学の紀要などが非常に発達してい

る場合もあるようです。

たので、それが中心で、大作になると本にまとめるの

その例としては、Social Science Research Network の

が伝統的な最終成果の発表でした。それに対して北米

中の Economic Research Network があります。これは

では、査読付きの専門誌にどんどん発表していくとい

1994 年にでき、以来ずっとワーキングペーパーのリ

うことが経済学においても昔からされていました。

ポジトリとして広く使われており、文献のアップロー

もう一つ、お互いに研究の途上で情報を流通して切

ドにも使われます。今では、人名とサブジェクトを

磋琢磨していくことも非常に大事で、研究会や学部の

Google で検索してよくヒットするのが、SSRN にアッ

ワークショップ、セミナーで報告して意見をもらいま

プロードされたワーキングペーパーという感じです。

す。夏休みなどには学会ではなくて、狭い専門の人た

また、Research Papers in Economics というリポジト

ちが 1 週間ぐらい集まるワークショップを通じて、研

リもあります。これは、リポジトリのリポジトリ的な

究の初期にあるアイデアを発信してフィードバックを

ところもあります。昔、ハードコピーしかないころは、

もらいます。このように情報を流通しています。日本

ワーキングペーパーの段階で情報を広めるという伝統

の場合、大きな学会は年に 1～2 回あります。それは

がありました。それで、よく世界中の主な経済学部と

「私はこんなことをやっていますよ」というコマーシ
ャルのような発表が多くて、長くて 30 分の発表をど
んどんしていきます。アメリカの経済学会は年に 1 回
あり、就職市場になっているという特徴があります。
決定的なのは、この北米の市場に買い手も売り手も世
界中から行くようになってきたことです。それによっ
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て、情報の流通の仕方も最終成果の発表形式もどんど
ん北米化しています。
オープンアクセスという新しいテクノロジーは、最
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終成果の発信と、研究途中で情報を流通していく両方
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図書館にそれぞれの経済学部がワーキングペーパーを

announcements や Letter to the editors のようにすぐアッ

送っていたのですが、電子ファイルの形でアップロー

プロードしてくれるものと、サブミッションフィーは

ドしてリポジトリなどに登録することで、もうそんな

ないけれども、エディトリアルボードがあって、ピア

ことは全く不要になってきました。昔はどこの経済学

レビューを通して出版されるアーティクルやショート

科にも、世界中のワーキングペーパーが並んだ部屋が

コメントのようなものがあります。

一部屋あったのですが、そういうものはなくなってき
ています。

この「Economics Bulletin」は主にゲーム理論などを
専門にしている人が関わっているジャーナルで、その
人たちの多くは海外の数学科の先生です。そこから、

オープンアクセスの例

「あの人たちはこういうことをやっているからわれわ

オープンアクセスの例を二つ挙げます。一つは、非

れもやろう」と言ったということが、今回の報告を準

常にクオリティーも高く、今までのジャーナルと同程

備している段階でよく分かりました。偶然、ゲーム理

度の質を保っているもので、「Theoretical Economics」

論の人が始めたのではないということです。

と「Quantitative Economics」です（図 3）。これは

オープンアクセスの在り方

Econometric Society という非常に権威のある学会が発
行しています。レフェリー、ピアレビューがもちろん

経済学者から見てオープンアクセスにはどんな原理、

あり、サブミッションフィーはありませんが、メンバ

理屈があるか。一つは、情報というものには排他性が

ーでなければサブミットできません。昔から

なく、誰が何回使っても消耗しないので、経済効率か

「Econometrica」という権威あるジャーナルを

ら言うと無料で提供するのが一番いいのです。しかし、

Econometric Society が出しているのですけれども、結

商業価値のある情報だと、無料で提供していると誰も

局そのエレクトロニック版になっていると言えます。

投資をしてくれなくなるので、知財というものがある

「Econometrica」は原則としてメンバーにしか送って

わけです。ただ、成果の報告や自分の研究のフィード

こないのですが、オープンアクセス・ジャーナルのも

バックをもらうために情報を公開することは研究者に

のは誰でもアクセスして読めます。

とっては非常に大事なので、オープンアクセスで情報

もう一つの例としては「Economics Bulletin」があり

を、その真の価格、つまりゼロに近い価格で提供する

ます（図 4）。これは 2001 年にできたもので、rapid

ということは非常に理にかなっています。商業的見返

scientific communication が一つの目的です。もちろんフ

りがなくても情報を提供してくれる人、つくってくれ

リーです。「Economics Bulletin」の中には Conference

る人はいて、それが研究活動の重要な要素となってい
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経済学と経
経済学者にとっ
ってのオープン
ンアクセス
ます。例えば Econometric Society など
どが資源を投じ
じて

はず
ずだというのが
が、経済学者か
から見たオープ
プンアクセ

オープンアクセスのジャーナルをつくり、経済的に正

ス・
・ジャーナルで
です。

しい価格、つまり無料で提供しているのは、一つのオ
ープンアクセスの経済的な意味だと思います。
最近、ttwo-sided markeet という概念が出てきました。

●Q
Q1 筑波大学図
図書館情報メデ
ディア系の逸村
村です。

これは買い手と売り手、二つのグループの間に立って

経済
済学のオープン
ンアクセス・ジ
ジャーナルに関
関する質問

もうける市場をつくるというものです。よく出される

です
す。そもそも経
経済学のジャー
ーナルで、商業
業出版社が

例は、デーティングサービスです。売る側と買う側で

出し
していてエスタ
タブリッシュさ
されたものは何
何タイトル

はありませ
せんが、two-sside がいて、そ
それをマッチさ
させ

ぐら
らいあるのでし
しょうか。また
た、挙げられた
たオープン

ます。また、クレジットカードも実際は two-sidedd

アク
クセス・ジャー
ーナルの中で商
商業出版社が出
出している

market です
す。あれはロー
ーンのサービスを売っているの

もの
のがどのぐらい
いあるのかも、お分かりにな
なればお教

ですね。つまり、銀行が消費者にお金を貸してあげて、

えて
てください。

小売店でのセールスが起こるようにしているというマ
ッチングサービスです。

●青
青木

Two-sidded market の特
特徴は、どちら
らにお金を払っ
って
もらってもいいし、両方
方に払ってもらってもいいとい

分かりま
ません。EconL
Lit に出ているジャーナ

ルで
で私たちが普通
通読むのは、ブ
ブラックウェル
ルやエルゼ
ビア
アなどが出して
ているものです
す。

うことです
す。学術誌は、情報を発信したい人と情報を
得たい人の two-sided market だと考え
えた場合には、情

●Q
Q2 人文情報学
学研究所の永崎
崎です。Two-ssided mar-

報を発信す
する人からお金
金を取ってもいいし、情報を受

ket とは、つまり、
、結局どこかが
がお金を出さなければ

け取る人からお金を取ってもいいわけです。情報を発

いけ
けなくて、それ
れを読者の側か
から出さなくて
ていいよう

信する人に費用を負担してもらうのがサブミッション

にな
なったのがオー
ープンアクセス
スにすぎないと
という解釈

フィー、情
情報を受け取る人に負担してもらうのがサブ

でよ
よいのでしょう
うか。

スクリプションフィーです。今まではサブスクリプシ
ョンフィーが主で、雑誌
誌によっては両方から取ってい

青木
●青

「すぎな
ない」というの
のがどういう意
意味か分か

るものもありましたが、ノーサブスクリプションフィ

らな
ないのですが、オープンアク
クセスとしての
のビジネス

ーで、サブミッションフィーだけ取るのがオープンア

モデ
デルとしてどん
んなものがある
るかと考えたと
ときに、そ

クセス・ジャーナルだという解釈もできます。

の一
一つが two-sidedd market として
て解釈するもの
のです。

一方だけからお金を取って成り立っている two-

情報
報が流通すると
ということは、われわれ研究
究者にとっ

sided markket はいくらで
でもあります。クレジットカ
カー

ては
は非常に重要な
なことです。で
ですから、その
のサービス

ドマーケットはまさにその例ですが、デーティングサ

を誰
誰かが提供しな
なければいけま
ません。それを
を学会がし

ービスも男
男の人からだけ、あるいは女の人からだけお

てい
いるわけですが
が、公共財の供
供給になるので
で、お金を

金を取るものや、お見合
合いサービスがあります。お金

集め
めるのが非常に
に難しいわけで
です。それをす
する方法が

の取り方によってクラブに入ってくれる人の質が変わ

あれ
れば、普通、学
学会がバックア
アップしてやれ
ればちゃん

ってくるという別の問題
題もありますが、市場として成

と採
採算が取れると
ということです
す。Two-sided market
m
と

立するためには、どちらから取っても大丈夫です。

は、例えばクレジ
ジットカードの
のように、別に
に公共財の

ですから、ノーサブスクリプションフィーで、情報

議論
論に依存しなく
くても成り立つ
つというもので
です。

発信者に正
正しい費用負担をしてもらえば十分成り立つ
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