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VI. 電子ジャーナルを中心とした学術雑誌の収集と提供 
VI.1. はじめに 

VI.1.1. 電子ジャーナルの特徴 

電子ジャーナルは、輸送によるタイムラグがなく郵便事故が起きないため、従来入手に

収集間から 1 ヶ月近くかかった外国雑誌でも出版国の研究者と同じタイミングで論文を読

むことができ、冊子よりも格段に速報性に優れている。また、図書館の開館時間や研究室

の開閉時間に関係なく 24 時間いつでも利用可能である。さらに、査読中・編集中の論文

がオンラインでいち早く掲載されることや、冊子には掲載されない詳細なデータがオンラ

インで公開されること、様々な検索機能や関連文献へのリンクが付加されているなど電子

版ならではのサービスが年々向上している。 
このように速報性、利便性に優れ、時間や場所を問わず利用可能であることから、電子

ジャーナルはいまや教育・研究活動にとって必要不可欠なものとなっている。 
 
VI.1.2. 電子ジャーナルの普及と契約モデルの変遷 

1990 年代にインターネットが普及し、そのネットワーク網に乗り電子ジャーナルは徐々

に発展した。当初一部の出版社から、冊子を購読していれば電子ジャーナルを無料または

小額のアクセス料金だけで閲覧できる契約モデルが提示された。また、OVID 等のデータ

ベースで電子ジャーナル本文が提供される形態も提供され始めたが、当初は PDF ファイ

ルではなくテキストファイルのみであったため、冊子と同価値の電子ジャーナルとは看做

されにくい面があった。 
1999 年にエルゼビア社は「SD-21」というプロジェクトを展開した。このプロジェクト

は、同社の冊子を購読している研究機関に対し電子ジャーナルを無料で提供するもので、

外国雑誌価格の高騰に悩み購読タイトルを減らしつつあった各研究機関はこぞって参加し

た。一出版社が発行する雑誌がほぼすべて電子版で見られることは研究者にとっても図書

館職員にとっても、かなりのインパクトがあった。このプロジェクトによって大量の雑誌

論文を閲覧できた経験が、その後のパッケージ型の電子ジャーナルの普及にかなりの影響

を与えたといえる。本学でも「SD-21」を導入したため、利用可能な電子ジャーナルタイ

トルが一挙に増加し、研究者が電子ジャーナルの有用性を実感する契機となった。「SD-21」
は翌年も冊子購読を維持している機関には提供されたが、2002 年からは有料となった。  

国立大学では、2000 年に外国雑誌冊子価格の高騰化に対する大手出版社との交渉を行っ

たのを契機に、国立大学図書館協会の下に電子ジャーナル・タスクフォースを設置し、国

立大学図書館協会でコンソーシアムを形成し、より有利な条件で外国雑誌を講読できるよ

う各出版社との交渉にあたる枠組みが作られ、今日に至っている。 
このように、当初、電子ジャーナルは冊子の付録のような形で提供されたが、次第に有

料化され、冊子＋オンライン、オンラインオンリー、パッケージでの提供等、様々な契約

モデルが提供されるようになった。また、近年では電子ジャーナルのみの雑誌も現れてい
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る（後掲図表Ⅵ-9 参照）。 
電子ジャーナルの契約モデルをまとめると図Ⅵ-1 のようになる。 
冊子の付録的なものと電子ジャーナルとして別個に購入可能なもの、1 タイトル毎に購

読する場合と、パッケージでまとめ買いできるもの、また、Pay per View といった論文単

位での購入が可能なものと、様々な購読形態が提供されている。 

電子ジャーナル 

購  入 非 購 入 

パッケージ 雑誌各タイトル オープンアクセス 論文単位(Pay per view)

冊子＋EJ 冊子主体（冊子＋EJ）

E-Only EJ主体（E-Only） 

EJ 主体＋冊子割引 
図表Ⅵ-1  

電子ジャーナルを数十から数百タイトルの単位で購入するパッケージ型の契約モデルは、

当初冊子を主体とする契約モデルが大手出版社から提案されたが、次第に冊子の購読の有

無に左右されない電子ジャーナル主体の契約モデルが提案され、主流となってきている。 
参考文献（電子ジャーナルのわが国への導入経緯に関しては下記の文献に詳しい） 

１．電子ジャーナルで図書館が変わる / 土屋俊 [ほか] 著 （情報学シリーズ 6）丸

善 , 2003 
２．電子情報環境下における科学技術情報の蓄積・流通の在り方に関する調査研究 

（図書館調査研究リポート No.2 ）国立国会図書館関西館事業部図書館協力課 

2004 
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★電子ジャーナルの契約モデルとは？ 
電子ジャーナルのパッケージ契約モデルには、主として次の二種類のモデルがある。 
１．冊子主体の契約モデル 
２．電子ジャーナル主体の契約モデル 

●冊子主体の契約モデル（冊子＋オンライン） 
・ 冊子と電子ジャーナルを組み合わせて一つのパッケージを購入するプラン 
・ 価格は、ある年の購読実績を基準として、その購読規模を維持する条件である 
・ 冊子をキャンセルした場合は、キャンセル分に相当する E-Only タイトルを購入

する必要があり、冊子をキャンセルしても購入経費は下がらない 
・ パッケージの規模が大きいと、閲覧可能タイトル数の大幅増になる点が有利であ

る 
・ 機関によっては、講読タイトルの数倍のタイトルが閲覧可能となることもあり、

購読規模維持の制限があっても、各タイトルを個別に購入するよりも安価になる 

●電子ジャーナル主体の契約モデル 
・ 電子ジャーナルを中心としたモデルである 
・ 冊子主体の契約モデルでは冊子体がキャンセルしにくいことから、新たに電子ジ

ャーナル主体のモデルが提案されるようになった 
・ 電子ジャーナル購読価格は、導入時の前年の機関全体の冊子購読料金に、電子ジ

ャーナル接続料を加味して算出される場合が多い 
・ 購読規模を維持するという点では、冊子主体契約モデルと変わらない 
・ 冊子体は DDP（Deep Discount Price）で購入できる出版社が多い。概ねカタロ

グ価格の 25%程度（75%引き） 
・ 冊子体をキャンセルしても、電子ジャーナル料金自体には影響しない 
・ 重複購入が多い大規模大学は、価格が割高になる傾向がある 
・ 過去の冊子購読規模を見積価格にとらない出版社もある。例えば、「Nature.com」

は FTE（機関構成員規模）による見積価格である。人数で価格を算出するのは

分かりやすいが、冊子購読実績をベースにする場合と異なり、1 タイトル辺りの

電子ジャーナル価格がかなり高額になる。人数による見積は、大規模大学にとっ

て必ずしも有利とはいえない 

☆ パッケージ（Big Deal）とは？ 

電子ジャーナルの刊行点数が多い出版社が全タイトルや分野単位で販売し、一定条件

で 全ての電子ジャーナルを利用できる販売形態 
京大の例：Elsevier, Wiley, Springer(Kluwer), Blackwell など 
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VI.2. 本学における電子ジャーナルの導入 

VI.2.1. 外国雑誌問題検討専門委員会の設置と外国雑誌共同購入の開始 

2000 年 6 月に日本学術会議情報学研究連絡委員会学術文献情報専門委員会による「電子

的学術定期出版物の収集体制の確立に関する緊急の提言」が発表され、日本においても学

術雑誌の高騰による講読タイトルの著しい減少傾向があること、それに歯止めをかけるた

めにも電子ジャーナルをはじめとする電子的資料の積極的導入を行う必要があることが示

された。 

本学では 1999 年度図書館商議会の「電子図書館専門委員会」及び「選書分担商議員会議」

において、外国雑誌重複タイトルの見直しと電子ジャーナル共同利用促進を図る必要性が

認識され、翌 2000 年度に附属図書館商議会の下に「外国雑誌問題検討専門委員会」が設置

された。同年に新設された附属図書館宇治分館の分館長が委員長となり、外国雑誌の共同

購入による重複タイトルの削減を行い、同時にその削減費用の一部を電子ジャーナル・デ

ータベース導入経費に充て、電子的資料の充実を図ることを目指した。 

外国雑誌共同購入の当初の目的は次のとおりである。 

・ 冊子体の高騰化、簡便な電子ジャーナルの導入に対応する 

・ 冊子購入部局（研究室単位）で重複を調整する 

・ 重複雑誌の削減費=節約額の一部を電子ジャーナル・データベース導入費用に充

てる 

・ 参加は各部局の判断による 

・ 重要なタイトルが 1冊は大学に残ることを図る 

 
外国雑誌共同購入によって、重複雑誌の減少、対象誌（冊子）の保存、電子ジャーナル・

データベースの全学的導入という具体的成果があげられた。本学研究者間に全学で協力し

て資料を購入し、保存していこうという意識が醸成されたことも成果の一つであった。 
なお、「外国雑誌問題検討専門委員会」は 2004 年度より「図書館協議会第一特別委員会

（情報資源）」に引き継がれている。 

重複タイトルの購読数推移　(外国雑誌一括契約）

848

1,417

1,6331,672
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図表Ⅵ-2 
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VI.2.2. 共同購入の行き詰まりと新たな枠組みの検討開始 

このように一定の成果を挙げた外国雑誌共同購入だが、参加するかどうかの決定は各部

局の裁量に任されたため、法人化以後、運営費交付金の減少に対する警戒感から、資料費

が削減される傾向にあり、共同購入制度からの脱退が相次いだ。さらに、新規に参加する

部局が減少したため、ごく一部の共同購入参加部局が電子ジャーナル導入経費も負担する

という結果になり、いわゆる電子ジャーナル・データベースの「ただ乗り」状況が生じて

しまった。 

2004 年度には、Elsevier 社等の購読規模維持の必要なパッケージ型の電子ジャーナルに

おいて冊子購入中止が増加した。この中止分が電子ジャーナル購入費に跳ね返り、電子ジ

ャーナル購入経費が高騰した。その結果、共同購入による節約額から電子ジャーナル・デ

ータベース経費を捻出することは不可能となり、新たな枠組みの構築が求められた。 

「電子ジャーナル経費」年度推移　2001-2006

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

金額
（千円）

全学共通経費／基盤強化経費 418 39,174 64,867 

文部科学省EJ導入経費 7,800 12,690 13,753 13,000 12,000 

教育研究基盤校費割 2,370 9,857 13,720 13,986 

外国雑誌調整費 5,620 11,101 19,812 25,000 28,140 27,974 

2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

図書館協議会第一特別委員会（情報資源）において、2004 年度から 2006 年度にかけて

各委員により多大な労力と時間をかけて検討が重ねられた。その結果、基本的了解事項と

して、電子ジャーナルおよびデータベースは学術情報基盤整備として欠かせない資料とし

て位置付けることが確認され、費用はなるべく共通的経費を充てるのが望ましいとの意見

が大勢を占めることとなった。 

2004～2007 年度の電子ジャーナル経費分担の方法は、①教育研究基盤校費比率による全

部局負担②外国雑誌共同購入経費または特定出版社購入中止部局による負担といった方法

が取られている。 

なお、データベース経費は、2003 年度より Web of Science 等 7 種が全学的経費（2007

年度は機構基盤強化経費）、SciFinder Scholor 等９種のデータベースが教育研究基盤校費

比率による部局経費が充てられている。 

図表Ⅵ-3 
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VI.3. 外国雑誌の高騰と購入経費の減少 

VI.3.1. 外国雑誌（冊子）のキャンセルと購入経費の減少 

図表Ⅵ-4 に示すように、本学では冊子体の購読部数はこの数年減少傾向にある。一方、

冊子体を中止しているにも拘わらず雑誌購入額はほぼ 6億円～7億円で横ばい、2005 年～

2007 年にかけては微増傾向にある。外国雑誌の 1タイトルあたりの価格が上昇しているた

め、購読部数は落ちているのに購読費が下がっていない。仮に冊子体をキャンセルしなか

った場合、下図「購入額試算（キャンセルなし）」に示すように 10 億円規模に膨れ上がっ

ていたと思われる。 

このように、外国雑誌の高騰が影響し、単に不必要なタイトルを中止したのではなく、

雑誌購読経費を抑制するため、冊子体を中止せざると得なかった本学の苦しい状況が見て

取れる。 

2002-2007　冊子（一括購入）購読状況
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 図表Ⅵ-4
 
VI.3.2. 外国雑誌の高騰化 

外国雑誌、とりわけ冊子は原価ベースで毎年平均８％上昇している。中には前年度比

20％を超える雑誌もあり、特に対ユーロ、ポンドの為替レートの円安傾向も加わって資料

費に深刻な打撃を与えている。原価上昇の理由をいくつかの出版社（日本支社）に聞いた

ところ、主たる要因として論文件数が増加していること、欧米諸国では人件費が高騰して

いること、電子化に伴う設備投資、冊子出版経費・利益の確保のためとの返答だった。 
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VI.3.3. 各部局での電子ジャーナル購入を取り巻く状況 

本学では図書館協議会により 19 種の電子ジャーナルを全学で導入している。それ以外の

電子ジャーナルは、各部局でそれぞれ購読している。一部局で購入している場合もあれば

数部局で共同して購入している場合もある。 

電子ジャーナルやデータベースの接続方法は①ID＋パスワード②IP アドレスによる制

限の二通りがあるが、通常、②IP アドレス制限による接続方法が多い。本学のように主に

プロキシー経由で外部に接続する場合、部局ごとで細かく接続範囲を切り分けることが難

しいため、１部局や１研究室でのみ電子ジャーナルを購入したい場合でも、同一キャンパ

スの構成員全員が利用可能であるため 1大学や１サイトの購読価格が見積もられることに

なり、小部局・小研究室だけの契約が難しい。 

また、ある部局の電子ジャーナル価格が他部局の冊子キャンセルを受けて高額になる場

合もある。本学の中では各部局が独自に契約しているが、出版社からは 1機関と看做され

るため、単一部局で電子ジャーナルを買い支えるには困難な場合がある。 

本学では、利用しやすいように、全学で利用できる電子ジャーナルのリストを附属図書

館で作成し、図書館機構電子情報リソースのサイトにまとめて掲載している。電子ジャー

ナルリストには購読部局から連絡があったタイトルは部局購入のものも掲載しているが、

例年、契約更新時期には各タイトルの契約状況の把握が困難で、リンク切れタイトルの調

査に手間を取られる。各部局の電子ジャーナル購読状況が全学で把握できていないこと、

契約担当係が一本化していないことが、利用者向けリストの整備にも影響を与えてしまっ

ている。 
各部局で個別に購入している電子ジャーナルや、冊子に付随している電子ジャーナルは、

各部図書館室の担当者が電子ジャーナルの利用申し込みを行う。出版社によって直接 Web
サイトで更新手続きを行うものもあれば、代理店経由で設定依頼するものもあり、手続方

法はさまざまである。電子ジャーナル利用登録方法のノウハウが人事異動で引き継がれな

いと、更新手続きがされず、本来利用可能な電子ジャーナルが利用できない状況のまま放

置されている場合も見られる。引継書の未整備という側面もないわけではないが、むしろ

出版社によって、また契約年によって契約形態や利用登録方法がまちまちであり、数多い

電子ジャーナルの各タイトル情報を有用に記録するシステムが、現状の本学図書館システ

ムには備わっていない点が原因に挙げられる。また、従来の雑誌業務に上乗せされる形で

電子ジャーナルに関わる業務が増加していること、電子ジャーナルの手続には案外雑多で

複雑な業務がある点が看過され、現場を圧迫しているという現状も見逃せない。 
このように各部局毎に電子ジャーナルを購読し、登録手続きを行うことは非効率的であ

り、結果的に利用者の不利益にもなりかねない状況が発生している。また、全学導入の電

子ジャーナルについても、契約タイトルの決定に際して、全学の冊子購読タイトルの確認

が不可欠であり、電子ジャーナル並びに冊子の購読状況を全学的に共有すること、手続き

方法等のノウハウを共有すること、効率的安定的な図書事務環境を作ることが望まれる。 
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VI.3.4. 本学で利用可能な電子ジャーナルタイトル数と利用状況 

本学で利用可能である電子ジャーナルは図表Ⅵ-5 のとおりである。2006 年 4 月時点で

約 11,000 タイトルであるが、本学より小規模の大学でも 2 万タイトルを超える大学があ

り、他大学に比較して見劣りする。 

 

電子ジャーナル（外国雑誌；有料）タイトル数推移

3,890

11,060

8,820

7,640

6,460

3,500

5,500

7,000

8,500

2,500

1,100 1,100

2,700

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

全学（有料） 内、全学導入

 
また、図表Ⅵ-6 のように、電子ジャーナル利用統計を見ると、購読タイトルだけではな

く、非購読タイトルもよく利用されていることがわかる。 
 
 図表Ⅵ-6  

Ｅ社電子ジャーナル利用数 (2006年) 

非購読誌 

375,026回 

35% 

購読誌 

705,834回 

65% 

図表Ⅵ-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
図表Ⅵ-7 は本学の自然科学系の大規模な部局において購入している外国雑誌（冊子体）

について、同じタイトルの電子ジャーナルの有無、学内における導入状況をサンプル調査
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したものである。これによると、冊子のみで電子ジャーナルがないタイトルはわずか 9%
で、ほとんどは電子ジャーナルがある。また、全学で経費を分担したり共通的経費によっ

て導入した「全学導入の電子ジャーナル」が全体の半数を超える。 

自然科学系A部局購読　外国雑誌（冊子体）に対応する
電子ジャーナルの導入状況（2007年）

10,738,000,
17%

33,569,000,
52%

14,452,000,
22%

5,578,000, 9%
冊子（付：無料EJ）

全学導入EJ

学科個別契約

EJなし

 

図表Ⅵ-7 

    

 
VI.4. 2008 年からの新たな枠組み作り 

V

外国雑誌及び電子ジャーナルの安定的供給を本学で図る

た

ナル購読の安定化 

的な冊子及び電子ジャーナル契約状況の把握による出版社への交渉力の強

化 

初案を検討し、さらに 2006 年 11 月に学内アンケートを実施し全

部

括する 

I.4.1. 検討の経過１：2006 年度 

このように外国雑誌及び電子ジャーナルの購読に関しては様々な問題に直面していたた

め、2006 年度図書館協議会では、

めの枠組み作りを検討した。 
対策を講じるべき点として、次のことが挙げられる。 

1. 学術情報基盤としての財政的基盤整備並びに必要経費の共通化 
2. 電子ジャーナル主体契約モデルへの移行による電子ジャー

3. 電子ジャーナル契約情報の一元的把握と提供方法の検討 
4. 冊子の重複調整及び主要な冊子 1 冊の全学的確保・冊子配置部局の検討 
5. 全学

 

図書館協議会では、第一特別委員会（情報資源）での検討を経て、2006 年 11 月開催の

図書館協議会において当

局の意見を募った。 

2006 年度当初案は次のとおりである。 

１．将来電子化されることを念頭に全ての購入外国雑誌を全学的に包
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２．全学的に包括する経費を効率的に活用して値上げ等に対応する 

４．外国雑誌の一元的管理と価格交渉のため、外国雑誌業務センターを設置する 

決定した。これを受け、2007 年 3 月に各部

局に共通化対象誌タイトル調査を行った。 

である。 

体の契約に移行する 

まま 

2007 年 3 月 22 日～4月 27 日） 

V

3 月 22 日付タイトル調査時に部局から出された意見も

踏

電子ジャーナル利用可能タイトルを 2万タイトルに増強するこ

と

ャーナル経費分担検討ワーキンググループにより検討され案

が

事項）、総額約 5億 5千万円に対する残り 3億 5千万円を部局分

担

３．電子ジャーナル主体で冊子体は１冊にする 

 

2007 年 2 月 16 日開催第 4回図書館協議会において、(1)電子ジャーナル主体契約への移

行 (2)移行対象とする購読経費の共通化案を

2006 年度末案は以下のとおり

＜2008-2009（2010）年分＞ 

１．電子ジャーナル主

２．激変を緩和する 

３．全学利用の電子ジャーナルに限定 

４．冊子体 1冊は確保し、重複も現状の

５．固定する経費は 2006 年度を基準 

６．アンケート調査をして固定化する雑誌タイトルの確定（アンケート照会期間：

 

I.4.2. 検討の経緯２：2007 年度 

2006 年度の図書館協議会の検討を経て、2007 年度からは、さらに部局長会議に検討の場

が引き上げられた。先述の 2007 年

まえた上で検討が行われた。 

2007 年 5 月 15 日開催部局長会議において、電子ジャーナル主体契約へ移行することが

了承され、電子ジャーナル主体契約経費（共通化対象誌購読費）約 5 億円強が必要である

ことが認識された。また、

も併せて認められた。 

さらに、2007 年 6 月 12 日開催部局長会議において、冊子体購読の方針が決められた。

全学的には電子ジャーナルを安定的に提供し、冊子体購読は希望部局の独自の裁量とし経

費は部局負担とすることとなった。共通化対象電子ジャーナルの経費については、部局長

会議の下に設置された電子ジ

示されることとなった。 

2007 年 12 月 5 日開催部局長会において、このワーキンググループより経費分担方法案

が提案され、了承された。図書館機構から要求していた電子ジャーナルタイトル強化（2

万タイトル増強）のための必要額 3千万円を含む 2億円が基盤強化経費として措置され（11

月 5 日開催財務委員会了承

とすることとなった。 

各部局の経費分担方法は、利用率による分担率が算出できるようになるまでは、教育研
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究基盤経費比率による分担率を基礎とし、それに共通化対象誌（冊子）の購読率を依存度

として傾斜を付けた。ただし、ワーキングでの検討によって一部特殊要因部局は別の指標

が

より、2008 年度全学導入の電子ジャーナルは、40 種約 2万タイトルとなる予

である。 

 

おりである。 

るようになれば、経費分担の指標に利用する 

５．冊子は各部局の裁量とする 

を投入する（既に配分されている基盤強化経費 6,500 万円を 2

本とし、それ

象誌の依存度を割り出し、傾斜をつける 

５．

室・部局も多くあり、単純に分け難いため、分野別の傾斜は取らなか

V

配置されることとなり、附属図書館情報管理

課

用いられている。 

部局導入電子ジャーナルの全学提供への移行と電子ジャーナルタイトル強化策によるタ

イトル増加に

定

2007 年度部局長会議了承案（ 終案）は以下のと

１．電子ジャーナル主体の契約に移行する 

２．全学利用の電子ジャーナルに限定する 

３．経費は、教育研究基盤経費比率による分担に特殊要因と傾斜を加味する 

４．全学認証による利用度が計れ

 

  経費詳細（2008 年度）  

１． 全体の購読費は約 5億 5千万円となる 

２． 共通経費 2 億円

億円に増額） 

３． 残りの 3億 5千万円は、各部局の経費を当てる 

４． 部局経費の分担方法は、教育研究基盤経費比率（当初配分）を基

に各部局内の共通化対

 依存度比率の出し方 

2006 年時点での、各部局における外国雑誌（冊子）購読価格に対する共通化対

象誌（冊子）購入価格の割合を算出し、共通化対象誌の割合＝70％以上=A、40

～70%＝B、40 未満＝Cとし、A:B:C＝3:2:1 とした。なお、傾斜方法には、自然

科学系：社会科学系：人文科学系という分け方もあるが、本学の場合、複合分

野の研究

った。 

I.4.3. 外国雑誌業務センターの設置 

外国雑誌業務の一元的管理、契約業務の強化、電子ジャーナル情報の一元的管理を目指

し、2006 年度に外国雑誌業務センターの設置並びにそのための再配置要員を要望した。そ

の結果、2007 年度 4月から図書系職員 1名が

にセンターが設置される運びとなった。 

外国雑誌業務センターの業務は、図書館協議会 2006 年度当初案では電子ジャーナル及び

電子ジャーナルに関わる外国雑誌（冊子）購入経費の一元化と、外国雑誌の契約／発注業

務の一元化をも目指していたが、2007 年度部局長会議で冊子は各部局の裁量に任すことと
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導入を含む電子ジャーナルタイトル情報の管理を行うことから出発するこ

と

督促・完納処理等を行い、

発するこ

と

督促・完納処理等を行い、

なったこと、センター要員として 1 名の増強に留まったことから、センターの業務は、共

通化対象電子ジャーナルの発注管理、関連する冊子の発注情報のデータ管理、出版情報の

収集管理、部局

となった。 

ただし、2008 年度エルゼビア社発行の雑誌については、本学の場合冊子の購入が多いた

め、まだ電子主体契約には移行しなかった。そのため、発注は冊子主体契約の方法で行う

が（つまり、契約額は冊子フルプライスとなる）、学内分担としては他の電子ジャーナル主

体契約移行出版社と同様に、冊子価格の部局負担額は割引価格相当額（フルプライスの

25%）のみとすることとした。こうした経費分担に関わる複雑さを避けるために、総て一度

電子ジャーナルも冊子体も外国雑誌業務センターで一元的に発注した上で、各部局からは

冊子体 25%の割引価格相当額を各自負担してもらうこととした。そのため、外国雑誌業務

センターでは、エルゼビア社冊子の検収（チェックイン）・欠号

となった。 

ただし、2008 年度エルゼビア社発行の雑誌については、本学の場合冊子の購入が多いた

め、まだ電子主体契約には移行しなかった。そのため、発注は冊子主体契約の方法で行う

が（つまり、契約額は冊子フルプライスとなる）、学内分担としては他の電子ジャーナル主

体契約移行出版社と同様に、冊子価格の部局負担額は割引価格相当額（フルプライスの

25%）のみとすることとした。こうした経費分担に関わる複雑さを避けるために、総て一度

電子ジャーナルも冊子体も外国雑誌業務センターで一元的に発注した上で、各部局からは

冊子体 25%の割引価格相当額を各自負担してもらうこととした。そのため、外国雑誌業務

センターでは、エルゼビア社冊子の検収（チェックイン）・欠号

現現物は図書館専用便により各部局に配送することになった。 

 

契約を電子ジャーナル主体契約に変更した場合のある部

局の試算を下記に示した。 

   

物は図書館専用便により各部局に配送することになった。 

 

契約を電子ジャーナル主体契約に変更した場合のある部

局の試算を下記に示した。 

2006 年度に行った冊子体主体2006 年度に行った冊子体主体

冊子主体契約から電子J主体契約に変更した試算：
自然系部局の例　（2007年購読額による比較）

63,805

54,439

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

冊子主体契約購読額 電子J主体契約購読額千円

    

・ 電子ジャーナル主体契約購読額：電子ジャーナル主体契約に移行した時の電子ジ

ャーナル 分担額（2006 年度分担比率）＋電子ジャーナル共通化非対象誌冊子

・ 仮に全学的経費を 1億 5千万円投入すると仮定して試算 

 

経費は高く

なり、効果が薄れる。また、電子ジャーナル分担比率によっても変化する。 

購入額 

上記のように、電子ジャーナル主体契約に移行した場合、1千万円程度安価になる。 

ただし、共通化対象誌の冊子を多く購入した場合、この試算額にさらに冊子代が加算さ

れる。その場合は、電子ジャーナル主体契約に移行した場合、この部局の購読

表Ⅵ-8 



VI.5. 次期中期計画に向けての取り組み 

VI.5.1. 次期計画時の予算規模 

2006 年度・2007 年度の検討の結果、本学では約 5億 5千万円規模の電子ジャーナルが共

通化された。しかし、先述のとおり、すべての電子ジャーナルが全学導入になり共通化経

費となったわけではない。冊子経費で約 2億円分（2006 年時点での価格）の電子ジャーナ

ルが全学導入できていない。これらは、導入に際して冊子の購読費よりもサイト定義等の

関係で高額になるものや、有用なパッケージがまだ出版社から提供されていなかったもの

である。そのため、導入に際しては、電子ジャーナル経費は冊子経費 2億円より高額にな

ることが見込まれるため、次期の経費は、2008 年度導入分の値上がりも含めて、総額約 8

億の規模を想定する必要がある。 

検討に際しては統計データによる利用状況の把握・分析が不可欠であるが、2007 年 12

月部局長会議において、電子ジャーナル・データベース認証システムにより統計データを

取ることが承認された。出版社提供の統計データと併せて今後有用なデータとなると思わ

れる。認証システムによる統計は、経費分担方法の検討に際しても利用が望まれている。 

 

VI.5.2. 今後の課題 

VI.5.2.1. アーカイブとトランスファー（出版社移動）問題 

冊子は購入すれば大学でずっと保存できるが、電子ジャーナルの場合、通常アクセス権

を購入しているため、極端な話、出版社が倒産したらその版元の電子ジャーナルにはアク

セスできなくなる。こういった危険性については、国内外の図書館や研究者ですでに問題

点として指摘されており、例えば、国立オランダ図書館のエルゼビア社その他のバックフ

ァイルの保存や、PORTICO、JSTOR 等様々な取り組みがある。 

国内では、国立情報学研究所が提供する「NII-REO」に、IEEE や Kluwer 社の電子ジャー

ナルが一部保存・提供されている。2006 年度には、Springer 社や Oxford University Press

と国立大学図書館協会コンソーシアム並びに公私立大学図書館コンソーシアム参加館との

間で話し合いが成立し、国立情報学研究所の協力を得て、NII－REO にそれら出版社の電子

ジャーナルを収載することが出来た。本学もこの事業に参加しており、両社のアーカイブ

は、出版社サイトでも NII でも利用可能となっている。こうした事例を積み重ね、貴重な

データが将来雲散霧消しないよう努力することが重要であり、他大学とも連携して粘り強

く取り組む必要がある。 

また、電子ジャーナルのみの雑誌も増加してきている。データベース「Ulrichsweb.com」

上で公開されている「Ulrich’s Statistics」によると、電子ジャーナルのみの雑誌は 1990

年以降 5,120 誌発行されている。その内 4%に当たる 187 誌が刊行中止となっている（図表

Ⅵ-9）。特に中小の出版社発行の電子ジャーナルのみの雑誌が中止された場合、そのデータ

はどうなるのか。アーカイブについて、コンソーシアムや諸外国の図書館とも協力して対

策を講じる必要がある。 
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         図表Ⅵ-9 （「Ulrich’s Statistics」より引用） 

「Ulrichsweb.com」http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ （参照日：2008/01/22） 

 

また、電子ジャーナルのみの雑誌で有料なものを本学の部局で購入している場合、冊子

体雑誌と異なり、現状の図書館業務用システムの収書システムでは購読の実態がつかみに

くい。そのため、電子ジャーナル管理システムを別途用意し、全学的にどのタイトルをど

の部局が購入しているか把握できるようにしておく必要がある。 

一方、カレント契約の雑誌で電子ジャーナルのトランスファーが毎年数タイトル（1 出

版社につき、3 タイトルぐらい）発生している。トランスファーとは、ある雑誌が例えば

2007年まではElsevier社Science Directから提供されていたのが、2008年1月からNature

サイトへ移る現象を指す。移動元の出版社に、過去に契約した年までのデータが残されア

クセスが保障される場合と、過去分を含めてすべて移動先出版社に行ってしまう場合があ

る。後者の場合、パッケージの１タイトルとして安価に購入できていたものが移動先では

パッケージ外タイトルとなり通常価格で購入しないといけなくなる、パッケージ契約での

冊子割引がなくなる等顧客に不利になる事態が起きる場合が多い。新刊雑誌・新規雑誌の

取り扱いは出版社により様々である。例えば、Elsevier 社や Cambridge University Press

社の場合、他社からの移行雑誌を含む新規雑誌もパッケージに含む場合が多い。一方、

Oxford University Press や Springer Link は、パッケージタイトルがコンソーシアム提

案時に確定しており、例えば 2006 年～2008 年は電子ジャーナル価格が値上がりしない安

価なパッケージ提案であったが、一方新規タイトルはパッケージ外となり必要な雑誌なら

ば追加購入しないといけない（ちなみに個別にタイトルを追加購入した場合、「Nature.com」

等一部の出版社を除き、概ね電子ジャーナルは冊子体価格より概ね 5～10%割引の価格にな

り冊子よりも安価である）。 

トランスファーにより追加購入が必要なタイトルが増加すると、予算を圧迫することと
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なる。また、トランスファーによるサイトの移動は、利用者向け電子ジャーナルリストの

管理を困難にする原因の一つであるが、本学の場合、現在はジャーナルリスト管理ソフト

を導入しているためサイト移動が自動更新されるため、トランスファーが起こっても利用

者支援に遅滞を起こさずに済んでいる。 

トランスファー問題については、UKSG（英国逐次刊行物グループ）が中心となり、出版

社と基本的枠組み作りに取り組んでいる。この諮問委員会には、国立大学図書館協会電子

ジャーナル・タスクフォースのメンバーである千葉大学の土屋教授が参加している。 

  注）UKSG Project Transfer  http://www.uksg.org/transfer (参照日：2008/01/22) 

 

電子ジャーナル管理システムとは何か？  

電子ジャーナル契約には、多様な契約モデルが存在すること、タイトル毎やパッケージ

毎に契約や利用条件が異なること、複数の出版社や代理店に対して利用登録や契約更新手

続を要することなどから、冊子体雑誌の契約とは異なった処理が求められる。また、評価

のためのトライアル実施やアクセス統計管理なども、電子ジャーナルの契約サイクルに含

まれる業務である。一方、提供の側面から見ると、オンラインで利用できるという電子ジ

ャーナルの特性は、出版社側の事情に起因する URL 変更が頻繁に生じること、契約更新

手続の滞りが、即アクセス不能につながることなどと表裏を成す。さらに本学では、4 万

を超えるタイトルの管理を要することに加えて、部局図書館・室に管理業務が分散してい

るという状況があることを指摘しておきたい。 
さて、こうした電子ジャーナルに特有な要件に対して、効率的な管理と機能的な提供を

実現するシステムとして登場してきたのが、電子ジャーナル管理システムである。このシ

ステムには、提供元・契約主体・契約期間・ライセンス条項などの契約情報をオンライン

上で一元管理できる機能を中心として、アクセス統計管理ツールなど、電子ジャーナル管

理業務に必要な機能が求められる。また提供面からみると、電子ジャーナル・リストの維

持管理をはじめとする利用支援機能が必要となる（VII.4.3 コラム参照）。電子ジャーナル

管理システムは、これら諸機能を実現する個別システムを統合して、提供されることが多

い。 
電子ジャーナル管理システムのうち、電子ジャーナル・アクセス管理システムは、既に

本学でも導入されている。これにより、附属図書館における電子ジャーナル・リスト管理

の効率化が図られるとともに、全学の図書館・室で、 新の電子ジャーナル・リストを共

有できるメリットがもたらされている。一方、契約情報管理システム（ERMS）の導入は、

国内外とも端緒についた段階といえる。しかし、電子ジャーナルの契約管理に特化した機

能や契約情報・利用条件等をオンラインで共有できるメリット、また、電子ブック等の電

子リソースも対象とされることなどから、従来の図書館業務システムの機能を補完するも

のとして、今後の導入が検討されよう。 
 



 

VI.5.2.2. 冊子体の調整、分担収集の可能性 

2008 年度の外国雑誌一括購入（冊子体）純タイトルは、前年度に比べて 390 誌減少した

（図表Ⅵ-10）。一方、重複タイトルは前掲図表Ⅵ-2 のように大学全体で、依然として 800

誌以上、概算価格で約 9千万円ある。 

2007 年度部局長会議で、いつでもどこでも大学構成員なら誰でも利用できる電子ジャー

ナルを大学の基盤として整備することが決定され、学術情報の安定的な利用に大きな進展

となったが、冊子体は調整が難しいこともあり各部局の裁量に任せることとなった。その

ため、各部局・各専攻で各々必要な冊子体を購入した結果、純タイトルのさらなる減少と

なった。 

前項で述べたように電子ジャーナルは、保存の点では冊子体ほどの確実性はなく（冊子

も災害等で汚損破損する恐れはあるが）、まだまだ出版社とも協議してデータのアーカイビ

ングを進めていかねばならない発展途上の媒体である。重要な雑誌については将来への担

保として、大学として冊子体を 1冊は維持していく必要がないのか今一度検討をすべきで

あろう。なお、そのためには、拠点図書館や保存書庫の整備を進め、調整した雑誌が確実

に収集提供保存され得るよう体制を整えていくことも重要である。そのためには調整機

関・集中整理機関として、外国雑誌業務センターを中心に拠点図書館と連携しながら、さ

らなる雑誌業務の一元化・合理化を推進していくことも重要である。 

また、予算や場所等の制約があり実現するには様々な障壁を越えなければならないが、

大学間の共同収集・共同保存についての可能性を探ることも必要である。 

  

純タイトル数の購読数推移（外国雑誌一括購入）
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図表Ⅵ-10 

VI.5.2.3. 雑誌の値上がりと予算の確保 

外国雑誌は原価ベースで平均 7～8％の値上がりがある。為替レートがユーロ・ポンド等

円安の影響もあり、円価では 10～12%の値上がりとなる。 

国立大学図書館協会コンソーシアムでは、交渉により値上率を 5～6%以下に留めるよう

条件が付されている（出版社により条件は異なる）。そのため、電子ジャーナルは冊子に比
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べ値上が緩やかであり、本学が 2008 年度から電子ジャーナル主体契約に移行できたことの

意義は大きい。しかし、たとえ 5%以下でも毎年値上がりするため確実に予算は圧迫される

（5億 5千万円の 5%は 2750 万円である）。 

この値上がりにいかに対処していくかが大きな問題であり、国立大学図書館協会でも対

策を講じるべく検討が進められているところである。 

 

VI.5.2.4. 国内の電子ジャーナル 

2008 年度からの共通化対象誌には、国内出版の電子ジャーナルは対象外である。学内雑

誌の整備はひとまず置き、まず高額な外国雑誌への対策を優先した（但し、外国雑誌出版

社発行の国内学会誌は共通化対象のパッケージに含まれていることもある。例えば電子ジ

ャーナル強化経費で新たに導入した「BioOne2」には、国内英文誌「UniBio Press」タイト

ルが含まれている）。 

国内の電子ジャーナルは、J-STAGE（独立行政法人科学技術振興機構 (JST)提供）、CiNii

（Nacsis-ELS）（国立情報学研究所提供）など公的機関が学協会と協力・助成しつつ、提供

しているものがあるほか、各学会や研究機関のホームページで有料または無料で提供され

ているものがある。博士論文やその他大学等の出版物は機関リポジトリにより公開される

事例も増えつつある。 

本学では、CiNii を機関購読しているため、サイト内で提供される有料の学会誌や紀要

の本文情報がアクセス可能である。CiNii はもともと無料公開の雑誌もあるが、一部の雑

誌は機関購読では閲覧できず個別に購入が必要な場合もある。 

学会誌は価格面でも、サイトの構築・論文の査読編集システムの構築といった面でも模

索中であるように窺われる。 

例えば物理系の学会誌には、海外出版社の購読モデルを手本にサイト契約の購読モデル

を決めているところがある。その価格見積方法は、冊子の過去の購読実績に利用人数算定

を加えたものである。本学では、特に国内雑誌は学生用に各部局図書館・室であえて重複

購入していたところが多く、過去の冊子購読実績を算定価格にもって見積価格とするのは

なじまない。国内の学会誌には、国内事情を踏まえた価格モデルをオリジナルに作り出す

ことを望みたい。 

また、日本細胞生物学会は、「Cell Structure and Function」の冊子体を中止し、2005

年度（Vol.30）から完全電子ジャーナル化に踏み切った。フリーアクセスでジャーナルの

経費は学会費で支えられている。さらに、大学あるいは研究機関等図書館または法人向け

に、当面の間は年間の発表論文を全て綴じた冊子体が１冊、年度末に発行されている。「Cell 

Structure and Function」は、本学では 2002 年まで冊子体を購入していた。国立国会図書

館では vol.31 以降も収集されている（NDL-OPAC 検索結果による）。 

さらに、利用条件の側面では、国内の電子リソースは電子ジャーナルに限らずデータベ

ースや E-book についても、図書館間相互利用（ILL）や授業での活用（コースパック）、キ
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ャンパス外からのリモートアクセスについて明確でない場合や許可されていない場合が見

られる。 

このように国内の電子ジャーナルの出版については、購読条件や提供サイトも様々であ

り、今後の動向を見守りつつ本学での方針を検討していくことになるだろう。 

注）中野明彦「学会誌の電子ジャーナル化から冊子体の廃止まで：日本細胞生物学会 Cell 

Structure and Function 誌の場合」（情報管理 vol.48 no.1 p.1-6, 2005） 

 

VI.5.3. 学術雑誌の出版をめぐる状況の変革を目指して：投稿・編集・購読・保存 

後に今後の学術雑誌出版をめぐる状況について考察したい。 

通常の物品は作り手と買い手が別々だが、学術雑誌は著者と編集者と講読者がいずれも

同じ分野の研究者であるという稀有なものである。それなのに、何故このように研究者や

経理担当者、図書館員が皆で全学をあげて雑誌の購買に苦しまなくてはいけないのか。 

どういう取り組みが、これからの外国雑誌の高騰を食い止めることになるだろうか？ 

たとえば、SPARC の取り組みはその取り組みの一つであるし、機関リポジトリのシステ

ムを使った論文の公開による安価な提供方法も解決策に貢献することになろう。 

外国雑誌の高騰にどう対処するかは 5-2-3 で述べたように国立大学図書館協会でも対策

を検討しているところである。 

では、商業出版社がすべて悪者かというと、論文投稿料が安価であること、投稿システ

ムが優れている、提供サイトの見せ方、サーバーの安定度に優れているといった利点もあ

る。評価の高い雑誌を商業出版社が抱えている場合が多い面も見逃せない。また、欧米の

学会誌は商業出版社以上に高額であるところもある。購読機関としては、高ければ買わな

いというのが一番正しい消費行動であろうが、学術雑誌の場合買わないわけにはいかない。

著者としての研究者にとって、商業出版社の雑誌は論文投稿の面から見て何かと魅力があ

る面があるのであって、購読という面に絞って電子ジャーナルを含む学術雑誌の問題を考

える限り出口は見えない。 

投稿者・購読者・学会員・国の補助金等、誰がその雑誌の公開（あるいは購読）にお金

を払うのか？安価なシステムは構築できないのか？学術情報の生成・発信の場としての大

学が何を選択するか、どう取り組んでいくかを意識することが解決の第一歩ではないだろ

うか。 

いずれにせよ、大学図書館では大学の構成員全員に広く平等に学術資料を提供する使命

があり、それは教育・研究の発展のために欠かせない。この点を忘れずに今後とも学術雑

誌の問題に取り組んでいきたい。 
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