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毎年８％もの外国学術雑誌の単価増による資料購入予
算の恒常的逼迫

当館単独での6,000タイトルのコア・ジャーナル収集は

困難

「国立国会図書館は、（中略）外国雑誌の購入タイトル数を、我が国
の科学技術研究にとって必要不可欠なコアジャーナルを網羅する
約6千誌までに回復させるべきである。」

（当審議会「電子情報環境下における国立国会図書館の科学技
術情報整備の在り方に関する提言」平成16年12月）

当館、JST、各大学図書館の補完・連携体制が不可欠

当館が果たすべき役割の明確化が必要

第50回科学技術関係資料整備審議会
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平成21年度は、約400タイトルの購入打ち切り
（電子ジャーナルと冊子体で重複契約のタイトルが対象）

東京本館及び関西館の現有書庫は、平成30年
を待たずして満架状態に！

関西館の新設書庫（第2期）の収蔵能力は10年

外国雑誌の収集は冊子体から

電子ジャーナルへの移行が必然的な流れ
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科学技術関係逐次刊行物に対する遠隔複写申込数（１か月平均）

平成14年10月～
平成15年12月

平成19年5月～10月

件数 構成比 件数 構成比

大学図書館 1,025 23.2% 1,117 12.1%
公共図書館 324 7.3% 407 4.4%
専門図書館 981 22.2% 2,474 26.9%

個人 2,089 47.0% 5,196 56.4%
海外図書館 14 0.3% 15 0.2%

計 4,435 100% 9,209 100%

5



6
第50回科学技術関係資料整備審議会



7

第50回科学技術関係資料整備審議会

全申込に占める企業からの申込の比率（6日間のサンプル調査）

全申込数 企業からの申込数 比率

和 1377 306 22%

洋 828 449 54%

計 2205 755 34%

企業関係者からの申込みは全体の3分の1超（外国雑誌に限

定すると半分以上）

電子ジャーナルが存在するタイトルに対する申込みは全体の
3分の1（企業関係者からの申込みに限定すると半分以上）

当館の科学技術関係逐次刊行物（特に外国雑誌）に対する
ニーズは、企業等において研究・開発・調査に従事するユー
ザからのニーズが大きな部分を占める
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【対策】
・購読契約に際して、各サービス・プロバイダーから遠隔複写への
活用に対する許諾を得る。

・次世代のNDL-OPACにおいて、OPAC上の書誌情報から直

接、遠隔複写申込が可能となるようシステム面での整備を行う。

【現状】主要な外国雑誌について冊子体と電子媒体が重複、
ただし、電子ジャーナルは一部を除き来館利用に限定

【長期的課題】重複契約を解消し、電子ジャーナルを中心とした
契約へと移行

【問題点】電子ジャーナルを遠隔複写サービスの資源
として活用するための条件が整っていない。
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商業出版社等による学術情報の電子的流通に対抗する動きとして
現われたのが、オープンアクセスジャーナルや機関リポジトリ

オープンアクセスの動きは着実に進展
【オープンアクセスジャーナル】
・DOAJ（http://www.doaj.org/）の収録タイトルは、2002年の27タイ
トルから2008年の3,808タイトルへ（毎年500タイトル以上の増加）

【機関リポジトリ】
・2006年に、その数は世界で400件とも700件ともいわれていたが、
DOAR（http://www.opendoar.org/）によれば、2009年1月には
1,300件超に

しかし・・・

学術雑誌の単価増は、電子媒体においても、冊子体
以上に資料購入予算を圧迫
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その理由として、考えられるのは

依然として学術雑誌の価格高騰は続き、商業出版社
の地位に揺るぎはない
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◆当館が外国雑誌（電子または冊子）を打ち切った場合
◆電子ジャーナルで導入していても、遠隔複写に利用できない場合

利用者が取りうる選択肢は、

しかし、

・大学図書館の利用は、当該雑誌を所蔵している大学図書館が地域に
存在し、かつ市民に対してサービスを公開していることが前提

（学外の利用者への遠隔複写サービスの提供は、未だ一般的ではない。）
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・出版社等によるペイ・パー・ビューサービスは、定期購読契約を結
ぶことなく必要な論文を個別に入手可能で、その利便性から広く普
及しつつあるが、料金設定はかなり割高
・国内外の他の文献複写サービスも同様の傾向

当館の遠隔複写サービスに比較して、利用者の負担感は大きい。

ペイ・パー・ビューサービスの価格比較（2009年1月現在）

出版社またはジャーナル・タイトル 1論文の価格

Elsevier Science $31.50
Springer $34.00
“Applied Physics Letters” (AIP) $24.00
“Nature Medicine”（Nature Publishing Group） $32.00
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3のまとめ

●なお、電子ジャーナルの長期保存については、当館が国立図書
館としての役割を果たすべく、国際的なプロジェクトとの連携を図る
などの検討を開始する必要がある。



外国雑誌の価格高騰に対するJSTとの連携・協力の可能性

「外国誌購入に関するJSTとの意見交換会」の開始

・両組織の実務担当課（外国雑誌の選書・DB作成）が参加

・平成20年8月～ （平成21年1月までに5回開催）
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JST購入誌からみた当館購入誌との重複状況

資料内容 重複内容 誌数

重複購入 1,134
抄録・索引誌

JSTのみ購入 808
重複購入 499

書誌のみ誌等
JSTのみ購入 697

NDL独自購入誌 NDLのみ購入 2,011
（平成20年度、JSTの調査に基づく）



資料内容 重複内容 誌数 備考

NDLと重複購入 1,134 JSTからNDLへ寄贈（段階的に実施）JSTの

抄録・索引誌 JSTのみ購入 808
103 JSTからNDLへ寄贈（段階的に実施）

NDLと重複購入
396 JSTがDB作成のためNDL所蔵誌を利用

JSTの

書誌のみ誌等
JSTのみ購入 697

NDL独自購入誌 NDLのみ購入 2,011 JSTがDB作成のためNDL所蔵誌を利用
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4.科学技術振興機構（JST）との協議

JSTとの連携の方策
①JSTから当館への抄録・索引作業後の外国雑誌の段階的寄贈

⇒対象誌は単価増に伴い当館が購入を打ち切るタイトル
平成21年度から試行的に開始

②JSTが書誌データベース作成事業のために当館の外国雑誌を利用
⇒対象誌はJSTが購入を打ち切る書誌のみ誌、当館独自購入誌の一部

準備が整い次第、関西館で作業を開始
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5.大学コミュニティとの関係

大学コミュニティの現状

①NACSIS-ILLの普及
・2006年度のILL参加機関数は、国立大学87校（100％）、公立大学

84校（94％）、私立大学525校（92％）、参加組織総数1,514

②レア・ジャーナルの重点的収集
・外国雑誌センター館の全収集誌におけるレア・ジャーナルの占める
割合は、2007年で93.2％

・レア・ジャーナルも含め、NACSIS-ILLを活用した外国雑誌の分担

収集・共同利用が国・公・私立大学全体に浸透

・当館の遠隔複写サービスに対する大学のニーズは、和雑誌が中心
・和洋比は、過去2回の調査とも85対15 （スライド6ページ参照）

外国雑誌は、大学コミュニティ内で自足的傾向にあるように見えるが・・・
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5.大学コミュニティとの関係

大学コミュニティにおいても電子ジャーナル
価格高騰への対応は喫緊の課題！

今後、各大学は・・・
・学内ユーザのニーズに合致する電子ジャーナルを厳選して契約
・自館が所蔵しないタイトルは、NACSIS-ILL等で文献入手

大学に対する当館の役割は・・・

・引き続き、遠隔複写サービスへのニーズに対応する。
（特に、電子ジャーナルの遠隔複写対応への条件整備を進める）
・当館の収集方針、収集実績を積極的に広報し、当館の資源の有
効活用を促すことにより、各大学のリソースの最適化に寄与する。

しかし・・・
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まとめ（当館が採るべき当面の方向性）

①冊子と電子の整備方針

②コアユーザの設定

・外国雑誌の収集において、長期的には冊子体から電子ジャー
ナルの契約への移行を基本方針とする。
・ただし、当面の間、遠隔複写サービスに必要なタイトルは冊子
体で整備する。
・現時点で、利用実績が低く、今後も利用が見込めないタイトル
は、媒体を問わず打ち切る。

・外国雑誌の収集において、長期的には冊子体から電子ジャー
ナルの契約への移行を基本方針とする。
・ただし、当面の間、遠隔複写サービスに必要なタイトルは冊子
体で整備する。
・現時点で、利用実績が低く、今後も利用が見込めないタイトル
は、媒体を問わず打ち切る。

・今後、各情報提供機関は、コアとなるユーザのニーズを優先し
て収集対象を絞り込むことが不可避。
・当館のコアユーザは、国会・行政等のほか、遠隔複写利用動
向調査等から（特に科学技術関係外国雑誌については）、企業
等において研究・開発・調査に従事するユーザであるといえる。

・今後、各情報提供機関は、コアとなるユーザのニーズを優先し
て収集対象を絞り込むことが不可避。
・当館のコアユーザは、国会・行政等のほか、遠隔複写利用動
向調査等から（特に科学技術関係外国雑誌については）、企業
等において研究・開発・調査に従事するユーザであるといえる。
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まとめ（当館が採るべき当面の方向性）

・JSTから当館への外国雑誌の寄贈を、平成21年度から段階的

に実施する。
・JSTは、当館の所蔵資料を利用した外国雑誌の書誌データ作

成事業を、可能な時点から開始する。

・JSTから当館への外国雑誌の寄贈を、平成21年度から段階的

に実施する。
・JSTは、当館の所蔵資料を利用した外国雑誌の書誌データ作

成事業を、可能な時点から開始する。

・当館、JST、大学の各機関間での電子ジャーナルの活用にお

ける将来的連携を視野に入れるとともに、当館が国立図書館とし
て果たすべき役割として、電子ジャーナルの長期保存について
検討を開始する。

・当館、JST、大学の各機関間での電子ジャーナルの活用にお

ける将来的連携を視野に入れるとともに、当館が国立図書館とし
て果たすべき役割として、電子ジャーナルの長期保存について
検討を開始する。

・大学コミュニティに対しては、当館のリソースの積極的活用を、よ
り一層促すことにより、大学側の蔵書構築の効率化に資する。

・大学コミュニティに対しては、当館のリソースの積極的活用を、よ
り一層促すことにより、大学側の蔵書構築の効率化に資する。

③JSTとの連携

④大学コミュニティとの連携

⑤電子ジャーナルのアーカイブについての検討



国全体の科学技術情報整備において、
当館が果たすべき役割

当館と関係機関との望ましい連携・分担
の在り方
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