
 

Annals of Oncology 投稿規定 
（本投稿規定は英語版が原本となります。本和訳と原本との間に差異があった場合に

は、英語版が優先されます。） 
 

 

 

 

 

 

January, 2012 



（本投稿規定は英語版が原本となります。本和訳と原本との間に差異があった場合には、英語版が優先されます。） 

日本語訳投稿規定 

(ご投稿時・お問い合わせ時は英語でご連絡ください) 

 

January 2012                                                                                                                                                             -1- 

 

著者の皆様には、オンラインによる著作物出版許諾書のご提出をお願いしています。 

 

編集長（Editor-in-Chief） 

Professor J B Vermorken, Oncology, Antwerp University Hospital, Wilrijkstraat 10, 2650 

Edegem, Belgium  

目的と範囲 

Annals of Oncology は、臨床腫瘍学および臨床指向のがん基礎研究に関連する分野において特に

重要性の高い新知見を発表する論文を出版しています。採択基準は、知見の独創性と科学的な

質です。他誌に未投稿であって、かつ著者全員が投稿を了承している旨をカバーレターに明記し、論

文の投稿時に添付する必要があります。臨床研究に関する論文の場合、倫理委員会の承認のもと

に研究が行われた旨を適宜記載しなければなりません。実験動物の福祉を無視した論文は却下さ

れます。研究は、国および地域の関連ガイドラインに従って進める必要があります。  

編集室では、新知見を迅速に公表するため、投稿論文を速やかに審査します。審査の優先度が低

いと判断された論文は、できる限り 3 週間以内に著者に返却され、検討すべき論文は外部審査に

回されます。通常、投稿から 6 週間以内に採用、不採用、または要改訂の通知をいたします。著者

には電子メールで校正原稿（PDF ファイル形式）をお送りしますので、校正原稿の受領後、2 営業日

以内に電子メールまたはファックス（+44-(0)1865-355-739）で訂正内容を返送してください。この納期

を過ぎますと、当編集室で校正作業を引き継ぐ場合がございます。  

論文投稿 

オンライン投稿 

下記の指示に従って論文の準備が整いましたら、オンライン投稿サイトにアクセスしてください

（http://mc.manuscriptcentral.com/annonc）。このオンライン投稿の手順は、Annals of Oncologyホ

ームページ上でも確認できます

（http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/submission_online.html）。新

規アカウントを作成する前に、すでにアカウントをお持ちでないかご確認ください。確認するには、[パス

ワードのヘルプ（Password Help）] 項目に電子メールアドレスを入力し、青色の [GO] ボタンをクリック

すると、ご本人のログイン情報をメールでお送りいたします。前回 Annals of Oncologyデータベースに

http://mc.manuscriptcentral.com/annonc
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/submission_online.html
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アクセスしたときから電子メールアドレスが変更された場合は、ScholarOne Helpdesk までご連絡くださ

い。新しい電子メールアドレス宛てにログイン情報をお送りします。送信依頼を出すには、ページ右上

にあるオレンジ色の「ヘルプデスクへのお問い合わせ（Get Help Now）」リンクをクリックして、依頼内容を

ご記入ください。  

テキストおよび図の電子ファイルは下記の通り作成し、指示に従ってアップロードしてください。  

投稿に関してご不明な点がありましたら、編集室までお問い合わせください。  

編集室連絡先 

Annals of Oncology  

Via Luigi Taddei 4  

CH-6962 Viganello-Lugano 

Switzerland 

Telephone: +41 (0)91-973-1908/10 

Email: annals1@esmo.org 

英文校閲 

英語が母国語でない場合は、論文の投稿前に英文校閲を受けることをお勧めします。これは必須で

はありませんが、英文校閲によって、論文誌編集者および査読者が論文の学術的内容を十分理解

できるようになるものと考えられます。ただし、英文校閲によって論文の採用が保証されるわけではあり

ません。英文校閲サービスに関する情報は、

http://www.oxfordjournals.org/for_authors/language_services.html をご参照ください。同様の英文

校閲サービスを提供する会社は他にもありますので、そちらをご利用いただいても構いません。料金は

すべて著者の実費負担となります。  

倫理 

ヒト被験者を使った臨床実験を報告する際は、臨床実験に関する（所属機関または地域の）管轄

委員会の倫理規定、または世界医師会（WMA）ヘルシンキ宣言（1964 年採択、1975 年、1983 

年、1989 年、1996 年、2000 年修正）で定められる手順に準拠している旨を明記してください。特に

実例資料では、患者の氏名、イニシャル、病院番号などを使用してはいけません。動物実験の報告
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に際しては、実験動物のケアと使用に関する所属機関または米国学術研究会議（NRC）の指針、あ

るいは国内法に準拠している旨を明記してください。  

原稿の体裁 

論文誌で用いる言語は英語とします。英国英語、米国英語のいずれのスペルおよび専門用語を使

用しても構いませんが、論文の中ではいずれか一方に統一してください。全頁に通し頁番号を付し、

先頭頁には下記を記載します。  

 論文の種類  

 論文の表題  

 著者名一覧：名のイニシャルの後に姓を記す（例：J. E. Smith）  

 所属機関一覧：所属機関一覧は以下の形式で記す：部門/部署/ユニット名（英語）、所属

機関、市区町村、国  

 責任者の連絡先：以下の形式で記す：責任著者の肩書等（Mr/Mrs/Ms/Dr/Prof.）（MD、

PHD 等の学位名は除く）、部門/部署/ユニット名（英語）、所属機関、住所、市区町村、郵

便番号、国、国コード、電話番号とファックス番号、電子メールアドレス 

 

概要（Summary） 

200 ワード以下の短い概要を添えてください。未定義の略語や未指定の参考文献は記載しないでく

ださい。概要には、（1）背景（Background）、（2）被験者および手法（Patients and methods）、（3）結

果（Results）、（4）結論（Conclusion(s)）の見出しを付けて、それぞれに内容をまとめます。Review論

文または基礎研究論文の概要においては、「被験者および手法（Patients and methods）」の代わりに

「設計（Design）」または「資料と方法（Materials and methods）」を使用しても構いません。  

キーワード（Key words） 

索引に適したキーワードをアルファベット順に 6 語まで記載してください。 
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略語（Abbreviations）  

初出時には正式名称を付してください。  

小数点以下の表示  

本文と図表を読みやすく明確にするため、P 値を除き、小数点以下は（意味が変わらない範囲におい

て）可能な限り四捨五入してください。「N」値と「P」値は必ずイタリック体で表示します。  

論文の種類 

Annals of Oncology では、論説（Editorial）、原著（Original article）、レター（Letter）、Review 論

文（Review）が出版されます。  

論説（Editorial）：編集者の依頼により、通常同じ号の論文に関して執筆されるものを指します。文

字数と形式は編集者と著者との間で取り決められます。  

原著（Original article）：本文全体の文字数は 3,000 ワード以内とし、さらに投稿論文の表題、抄

録（Abstract）、参考文献（References）（件数に制限はありませんが、妥当な範囲内とすること）、謝

辞（Acknowledgements）、研究資金（Funding）、図表を掲載する必要があります。補足資料

（Supplementary Material）がある場合、オンライン限定で公表することが可能な資料であるかどうかを

明記してください。オンライン公表が可能な場合はファイルを別途アップロードしてください（「付録

（Appendices）」セクションを参照のこと）。図表の数に制限はありませんが、論文誌はスペースに限りが

ありますので、一部オンライン限定の補足データ（Supplementary Data）として公表される場合がありま

す。詳細は ウェブサイトをご確認ください

（http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/suppdata.html）。同様に、オン

ライン限定で追加文献目録を公表することも可能です。 

図表と参考文献は、下記の指示に従って作成します。文字数と併せて、使用した文書作成ソフトウ

ェアとそのバージョンを明記してください。 

編集者へのレター（Letter to the editor）：著者から寄稿されたレターは、内容が適切な場合のみ出版

されます。文字数は 500 ワード以内、参考文献数は 5 件以内とし、図表は必要性が高い場合に限

り 1 件掲載可能とします。抄録は不要です。  

Review 論文（Review）：Review 論文（Review）は通常、編集者が執筆を依頼しますが、投稿され

たものも選考対象となります。特定分野における最新の研究情報を 4000 ワード以内で概説し、さら

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/suppdata.html
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に投稿論文の表題、抄録（Abstract）、参考文献（References）（件数に制限はありません）、謝辞

（Acknowledgements）、研究資金（Funding）、図表を掲載する必要があります。補足資料

（Supplementary Material）がある場合、オンライン限定で公表が可能かどうかを明記の上、オンライン

限定で公表が可能な場合はファイルを別途アップロードしてください（「付録（Appendices）」セクション

を参照のこと）。図表の数に制限はありませんが、論文誌はスペースに限りがあり、図表によってはオン

ライン限定で公表しても問題の場合があることご理解ください。 同様に、オンライン限定で追加文献

目録を公表することも可能です。文字数と併せて、使用した文書作成ソフトウェアとそのバージョンを

明記してください。 

臨床試験 

臨床試験の報告には、Simon と Wittes の報告書内に記載されているガイドラインが有用です

（Simon R, Wittes RE.Methodologic guidelines for reports of clinical trials.Cancer Treat Rep 

1985; 69: 1–3）。生存率分析を正しく利用し提示することはとりわけ重要であり、そのための有用なガ

イドラインは、D. G. Altman 他による報告書の付録に掲載されています（Altman DG, De Stavola 

BL, Love SB, Stepniewska KA.Review of survival analyses published in cancer journals.Br J 

Cancer 1995; 72: 511–518）。  

ランダム化臨床試験による報告データの質は、CONSORT 声明（CONSORT 2010 声明：ランダム化

並行群間比較試験報告のための最新版ガイドライン（Updated Guidelines for Reporting Parallel 

Group Randomized Trials）.Schulz KF, Altman DG, Moher D et al.Ann Intern Med 2010; 152: 

1–7）の規則とチェックリストに基づき評価されます。必要であれば、本声明の資料を送付いたします。

1997 年 1 月 1 日以降に開始されたランダム化臨床試験は、試験結果の公表に関する 

CONSORT 声明の規則に準じ、厳密な監視下において実行する必要があります。掲載候補となっ

た投稿論文に対しては、統計学上の審査が実施されます。  

第 III 相臨床試験 

第 III 相臨床試験は、スピード出版（fast track publication）の対象となる可能性がありますので、編

集室にご相談ください。  

図表 
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オンライン投稿および査読用の図を準備するにあたっては、ウェブサイトの「原稿の作成について

（Instructions and Forms）」項の指示に従ってください。  

表の提出  

表は編集可能な形式で、投稿論文テキストの最後部に掲載するか、あるいは Word/テキスト文書と

して別途添付してください。「N」値と「P」値は必ずイタリック体で表示します。Excel ファイルが認められ

る場合もありますので、提出前に編集室までご相談ください。PDF ファイル形式は受け付けておりませ

んので、ご注意ください。表題中または表中の説明文が長くなる場合には、脚注とすることが望ましい

とされています。脚注は上付き文字で分かりやすく表示し、表の真下に挿入します。  

電子ファイルでの図の提出 

著者は Photoshop と互換性のあるソフトウェアで図の電子版を作成し、TIFF または EPS

（Encapsulated PostScript）フォーマットで提出する必要があります。上記以外は望ましいフォーマット

ではありませんが、Microsoft PowerPoint、Microsoft Postscript、図を埋め込んだ Word ファイルなど

の各種フォーマットもご使用になれます。  

図は表題なしで別ファイルとして保存し、表題は論文中に含める必要があります。ファイル名は DOS 

変換に応じて「figure 1.tif」などとしてください。ベクタグラフィックスには EPS を用いることが望ましいとさ

れています。線幅は 0.25pt 以上とし、塗りつぶしと網掛けの濃さは 10% 以上とします。フォント関連の

問題を避けるため、Times Roman や Helvetica などの標準フォントを使用してください。ビットマップ画

像には TIFF を用いることが望ましいとされていますが、EPS でも構いません。  

最適な解像度は次の通りです。白黒線図は 600～1200 dpi、灰色または色付きの線が含まれる線

図は 600 dpi、写真は 300 dpi、スクリーンショットはそのままとします。これ以上に解像度を上げても出

力の質は向上せず、ファイルサイズのみ増大して、印刷上問題となる可能性があります。一方、解像

度が低い場合（300 dpi 未満）は出力の質が低下する恐れがあります。論文誌の活字領域に収まる

サイズにしてください。特に灰色領域などの網掛けがある画像では、原図の 10～15% の縮小で画質

が大幅に低下する可能性があります。  

画像ごとに番号を付して本文中で言及し、説明のための凡例を併記する必要があります。図の凡例

は分類し、別の頁に掲載してください。白黒で印刷する図はカラーで提出しないでください。カラー印

刷の費用は著者の実費負担となります。  

http://mc.manuscriptcentral.com/annonc
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表題中または表中の説明が長くなる場合には、脚注とすることが望ましいとされています。こうした脚

注は上付き文字で分かりやすく表示し、表の真下に挿入します。  

章節の表題 

章節は第 1、2、3、4 の順に明確に区分する必要がありますが、番号は振りません。  

付録（Appendices） 

補足資料（Supplementary material）は付録として、参考文献（Reference）の前にまとめて掲載しま

す。補足データ（Supplementary Data）としてオンライン限定で公表することも可能です。  

クロスリファレンス 

文中では、著者名の形で参考文献を示し、その後ろに角括弧で文献番号を付します。著者が 3 名

以上の場合は筆頭者の名前のみを記し、その後に「et al.」を付します。  

例： 

Winograd [1]  

Bullen and Bennett [2]  

Wilson et al. [3]  

謝辞（Acknowledgements） 

人々、助成金、資金援助などへの謝辞は章を改めて参考文献の前に置きます。  

研究資金（Funding） 

論文に関係する資金源の詳細はすべて、章を改め「研究資金（Funding）」として「謝辞

（Acknowledgements）」の後に置きます。  

下記の規則に従ってください。  

o 書き出しは、「This work was supported by …」とします。 

o 資金援助団体の正式名称を掲載します。たとえば、「National Cancer Institute at 

the National Institutes of Health」あるいは「National Institutes of Health」と記すもの

とし、「NCI」（27 の下位機関のいずれか）や「NCI at NIH」としてはいけません（RIN が

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/suppdata.html
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承認する英国の資金援助団体の一覧は、http://www.rin.ac.uk/our-

work/research-funding-policy-and-guidance/acknowledgement-funders-journal-

articles を参照してください）。助成金番号は、下記の通り角括弧内に記載します：

[grant number xxxx] 

o 助成金番号がいくつかある場合はコンマで区切ります：[grant numbers xxxx, yyyy] 

o 団体名はセミコロン（最後の団体名の前に「and」を付します）または「助成金番号 to 

[著者のイニシャル]」で区切って列挙します。  

o 特定の資金源に対して個人名を明記する必要がある場合は、該当する団体名また

は助成金番号の後に「to [著者のイニシャル]」を挿入します。 

記載例は次の通りです：This work was supported by the National Institutes of Health [AA123456 

to C.S., BB765432 to M.H.]; and the Alcohol & Education Research Council [hfygr667789].  

Oxford Journals は、NIH より資金援助を受けたすべての論文を PubMed Central に登録いたします。

詳しくは、http://www.oxfordjournals.org/for_authors/repositories.html をご覧ください。NIH より資

金援助を受けた場合は、上記のガイドラインに従い投稿論文にその旨を明記してください。  

開示（Disclosure） 

利益相反が存在しなければ、開示（Disclosure）項目に「The authors have declared no conflicts of 

interest.」と記載します。  

著者の中に開示すべき相反事項を持つ者がいる場合は、その旨の記述に加え、相反事項のない者

に関して「All remaining authors have declared no conflicts of interest.」等の記述を添えます。 

参考文献（References） 

書籍、論文誌中の論文、論文集、学会やワークショップの議事録、技術報告書などの参考文献は、

論文の最後に、Index Medicus スタイルで番号順に一覧表示します（下記の例を参照のこと）。抄

録（Abstract）および編集者へのレター（Letter to the editor）を引用した場合は、その旨を記載します。

著者数が 4 人以下であれば全員掲載し、5 人以上の場合は筆頭者 3 人のみを挙げ、その後に「et 

al.」を付します。投稿準備中または投稿済みの論文、未公表の観察結果、私信などは参考文献に

含めず、本文中で言及するにとどめてください（例：T. Moore, personal communication）。  
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書籍を引用した場合は著者名、発行年、書籍名、必要であれば頁番号、発行者、発行場所を下

記の順序で記載します。  

1. Girling DJ, Parmar MKB, Stenning SP et al.Cancer Clinical Trials:Principles and 

Practice, Oxford:Oxford University Press, 2002.  

編集された論文集（Edited collection）の論文を引用した場合は著者名、発行年、論文表題、編

集者名、論文集表題、最初と最後の頁番号、発行者、発行場所を下記の順序で記載します。  

1. Brennan MF, Alektiar KM, Maki RG.Soft tissue sarcoma.In DeVita VT Jr, Hellman S, 

Rosenberg SA (eds):Cancer:Principles and Practice of Oncology, 6th edition.Philadelphia, 

PA:Lippincott Williams & Wilkins 2001; 1841–1980.  

定期刊行物中の論文を引用した場合は著者名、発行年、論文表題、定期刊行物の表題の略称、

巻番号（必要に応じて号番号）、最初と最後の頁番号を下記の順序で記載します。  

1. Folprecht G, Lutz Mp, Schoffski P et al.Cetuximab and irinotecan/5-fluorouracil/folinic 

acid is a safe combination for the first-line treatment of patients with epidermal growth 

factor receptor expressing metastatic colorectal carcinoma.Ann Oncol 2006; 17: 450–456. 

引用した論文がオンラインで公表されており、まだ号番号や頁番号が付されていない場合は、下記の

ようにデジタルオブジェクト識別子（Digital Object Identifier、doi）番号を使って参照します。  

1. van Oosterwijk J G, Herpers B, Meijer D et al.Restoration of chemosensitivity for 

doxorubicin and cisplatin in chondrosarcoma in vitro:BCL-2 family members cause 

chemoresistance.Ann Oncol 2011; Nov 23 [Epub ahead of print] 

doi:10.1093/annonc/mdr512. 

校正 

PDF ファイル形式の校正用原稿は、電子メールで著者に送付されます。訂正した校正用原稿は、な

るべく電子メールで、受領後 2 日以内に発行者までご返送ください。  

別刷り 

著者には、すべての論文に無料でアクセスできる URL を提供します。Oxford Journals の著者向けの

サービスサイトでは、「編集者へのレター（Letter to the editor）」を除く論文につき、25 部の別刷りを無
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償でご依頼いただけます。このサイトでは別刷りの追加注文も受け付けています。「編集者へのレタ

ー」（Letter to the editor）の著者であれば、ご自身のレターの別刷りを購入することが可能です。  

ページ料金およびカラー図 

ページ料金が著者またはその所属機関に請求されることはありません。ただし、カラー印刷の費用は著

者の実費負担となります。  

利益相反 

Annals of Oncology の方針に基づき、あらゆる経済的利益や関係、または報告される研究、もしくは

その結論、結果、意見に関して公平性が疑問視されるような状況が存在する場合、著者は投稿時

にその旨を開示する義務を負います。こうした状況の例として、著者個人もしくはその所属部門・組織

に対する民間またはその他の研究資金源、個人的な関係、学術上の直接的な競争関係などが挙

げられます。相反する利益または関係を申告する必要があるかどうかは、利益相反に関する次の設

問に従って判断してください。（申告しなかった場合、論文発表後に明らかになってあなたご自身や共

著者が困るような取り決めはありませんか）。  

オンライン投稿の過程で、責任著者は申告すべき利益相反がないことを共著者全員に確認し、ある

場合はその詳細を報告する必要があります。責任著者は、論文投稿手続き（Author Centre/Main 

Menu/Author Dashboard/論文投稿/ステップ 5）の中で、投稿論文ファイルと併せてオンラインの利益

相反申告書（Conflict of Interest Form）をアップロードしなければなりません。 

アップロード手順は次の通りです。 

 

1）利益相反申告書（Conflict of Interest Form）を印刷します 

2）必要事項を記入します  

オンライン投稿記録（Author Centre/Main Menu/Author Dashboard/論文投稿/ステップ 4）と同じ情

報を記入してください  

3）申告書に署名します（電子署名や手書き署名を印刷したものは認められません） 

4）申告書をスキャンします 

5）Adobe Acrobat ファイル形式（.pdf）で保存します 

6）ファイルをアップロードします 

（オンライン投稿：Author Centre/Main Menu/Author Dashboard/論文投稿/ステップ 5）  
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共著者全員を代表して責任著者がこの情報を確認できない場合は、該当する著者が入力済みの 

利益相反開示フォーム（Conflict of Interest form）

（http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/conflict_of_interest.pdf） を制

作担当者まで提出する必要があります。責任著者による責任のもと、本方針の遵守を徹底してくださ

い。 

 

責任著者は著者全員を代表し、あらゆる利益相反状態、または利益相反が生じる可能性のある

資金源について報告する必要があります。 

 

利益相反状態がなければ、開示（Disclosure）項目に「The authors have declared no conflicts 

of interest.」と記載します。 

 

著者の中に開示すべき相反事項を持つ者がいる場合は、その旨の記述に加え、相反事項のない者

に関して「All remaining authors have declared no conflicts of interest.」等の記述を添えます。  

著作権 

Annals of Oncology で出版される論文の著作権は、著者またはその被指名人に帰属します。ただし、

著者が ESMO（欧州臨床腫瘍学会）に対して独占的な出版許諾を付与することが論文出版の条

件となります。Oxford Journals で論文が採用された場合、著者にはオンラインによる著作物出版許

諾書のご提出をお願いしています。これにより、第三者機関から論文複製の要望があった場合に一

貫した方法で効率よく対応できるだけでなく、論文をできるだけ広く世間に流布させることが可能にな

ります。許諾契約に関連し、著者は本論文誌が原掲載誌であり、かつ ESMO がその出版権を有す

ることを明記することにより、自身の論文内容を他の刊行物に転載できるものとします。 

 

著者は論文の投稿をもって、ご自身が責任著者/投稿著者であることを認識すると共に、論文に関す

る連絡の手段として、Oxford University Press（「OUP」）が著者の電子メールアドレスを保持すること

を許可したものとみなされます。ご登録情報に変更がありましたら、速やかに OUP までお知らせくださ

い。論文の採用時、ご登録の電子メールアドレス宛てに OUP より連絡を差し上げます。OUP では、

不採用となった論文の原稿は保管しませんので予めご了承ください。  

許可 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/conflict_of_interest.pdf
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未公開資料からの引用、または 1 件で 250 ワードないし全体で 500 ワードを超えるあらゆる著作権

物からの引用、ならびに未公開資料や著作権物から引用した図表もしくは詩の転載については、著

者各自の責任で書面による許可を得るものとします。  

免責事項 

Annals of Oncology 中の論文、Review 論文、レターで表明された意見はあくまでも著者の見解で

あり、ESMO、JSMO（日本臨床腫瘍学会）、発行者、編集室に帰属するものではありません。  

著者、編集者、発行者は薬剤名および服用量に関してできる限り正確を期しますが、論文誌中の

いかなる誤りや脱落から生じた損害賠償についても、一切責任を負わないものとします。  

広告 

人材募集や求職、研究奨励制度、診療所の販売、会合、大学での人材募集などに関する案内広

告は、ESMO 会員であれば無料で掲載できます。広告に関する情報、会合予告や ESMO 会員以

外の方による連絡事項の掲載については、下記にご連絡ください。  

Advertising and Special Sales 

Oxford Journals  

Oxford University Press  

Great Clarendon Street  

Oxford OX2 6DP  

UK 

電話： +44-(0)1865-354767 

ファックス： +44-(0)1865-353774 

その他の情報 

その他の情報については下記にご連絡ください。  

Annals of Oncology 

Journals Production  

Oxford University Press  
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Great Clarendon Street  

Oxford OX2 6DP 

UK 

電話： +44-(0)1865-353116 

ファックス： +44-(0)1865-355739 

ウェブサイト： http://www.annonc.oxfordjournals.org 

セルフアーカイブ/情報公開の方針（Public access policy） 

本論文誌の方針については、セルフアーカイブ方針（Author Self-Archiving policy）のページをご参

照ください。  

著者向けの Oxford Open オプション 

Annals of Oncology の著者には、Oxford Open プログラムの一環として、論文の出版後直ちにオンラ

インで一般公開できる有料のオプションが用意されています。投稿論文が採用されますと、責任著者

との間で出版許諾契約を取り交わす必要がありますので、その過程で、オープンアクセス（有料）のご

利用について確認させていただきます。オープンアクセスをお選びにならなかった場合、論文は通常の

購読ベースで公表され、料金は発生しません。 

オープンアクセスをお選びになった場合、著者向けのサービスサイトで料金をお支払いいただくことになり

ます。サイト上では、クレジットカード/デビットカードでのオンライン決済が可能です。また、電子メールま

たは郵送による請求書の送付依頼も承っております。オープンアクセスの料金について詳しくは、ウェブ

サイトでご確認ください（http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/charges.html）。開発途上国に

居住する著者のために、割引料金もご用意しております（該当国の一覧は以下でご確認ください：

http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/developing_countries_list.html）。カラー印刷の

費用は別途加算されますのでご注意ください。 

英国からのご注文には、現行の付加価値税（VAT）が適用されます。他の欧州連合諸国からのご注

文に関しては、事業目的のサービスとみなされます。VAT を正確に計上いただくため、ご自身または

所属機関の VAT 番号をお知らせください。 

 

http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/self-archiving_policya.html
http://oas.oxfordjournals.org/5c/www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/for_authors/general.html/L22/486077278/Bottom/OxfordJournals/TEMPLATE_ONEBYONE/TEMPLATE_ONEBYONE_CRT/5644667842553679756d554142356a4d

