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文献紹介

雑誌の総合目録と要覧一英国の一例一

生島芳郎

社会科学文献は利用寿命が長いことから， 誌が除外されていること， (2)所蔵機関のない

学術雑誌の役割は極めて大きく，所要文献を 雑誌でも主要なものは示したこと， (3)政府機

求めてその所在を知るために，いわゆる総合 関，民間企業，大学，研究所など主要77機関

目録が相互利用のトウールとして活用され の所蔵調査であることなどである。

る。これらはわが国の「学術雑誌総合目録」 収載誌名は全部で 1，099で，これを 49の地

(文部省〉でも見られるように，誌名，発行 域，国別に配列し，各アイテムの記載型式は

所，所蔵機関別所蔵状況を記しているが，経 誌名，発行所(地)，創刊年，刊行経歴，所

済資料協議会が1964年に当時の会員機関の継 蔵機関略称，所蔵巻号(年〉である。収録誌

絞備付雑誌をまとめて刊行した「社会科学雑 はアルゼンチン122誌，ブラジノレ174誌でこの

誌総合目録」のように，特定分野の総合日 中にはラプラタ，プエノス・アイレス，コノレ

録は，その専門分野の研究者にとって甚だ有 γパ， ミナス・ゼライス， リオ・カトリック

用である。 などの各大学刊行誌がそれぞれ， 26， 24ある

最近英国で刊行された TheCommittee が，特に多いのは各国の政府機関，中央銀行

on Latin America: Latin American Eco- などの刊行物で，統計年鑑なども入ってい

nomic & Social Series. London， Clive る。このように相当広範囲に採録しである

Bingley， 1969. 189p. は地域研究の 1分野 が，そのうち所蔵機関のないタイトルがプラ

をまとめた総合日録の事例である。 ジルで60，アノレゼンチンで20ある。これらに

この編集委員会の母体である Hispanic は政府機関の月報が多いが，中には Estudos

CounciI， Luso BraziIian CounciI f主，ラ Sociais，Sociologia， Sintesis Politica， 

テン・アメリカ，イベリア諸国の経済，文 Economica， Socialのような学術誌が入っ

化，言語事情を英国内に広報する組織であ ているのは調査の不備とも考えられる。

り，このうち特に経済事情について政府機 所蔵調査機関は大学関係図書館42，資料機

関，大学，研究所などで構成した上記委員会 関18，公共図書館13，その他4であるが，

が， British Union Catalogue of Perio 各国別アイテムの所蔵機関を見ると，全地

dicals (BUCOP)の協力で英国の主要図書 域にわたり所蔵教の多いのはロンドン大学

館所蔵のラテン・アメリカの経済，社会領域 (Univ. CoIIege London)， ロンドンスグ

の定期刊行物をまとめたのがこのユニオンカ ール (LondonSchool of Econ. & Polit. 

タログである。 Sci.)，オックスフォード(Inst.of Econ. & 

この目録の特徴は， (1)1945年以前Iの休廃刊 Statistics， Univ. of Oxford)， cc.己ックス
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(Univ. of Essex)，王立国際問題研究所

(RIIA)などであり，特に金融，産業関係で

はロンドン南米銀行(BOLSA-Bankof Lo-

ndon & South America Ltd.)が多く，

ジャマイカやリーワード諸島のようなカリ

プ海諸島のはロンドン大学 英連邦研究所

(Inst. of Commonwealth Studies)に多

い。従来これら各機闘がラテン・アメリカ研

究の諸分野ですぐれた成果を出していること

が背けるし，英国の地域研究態勢を知る手が

かりを与えているとも考えられる。

わが国でも，アジアについては，昭和30年

代の数年間に?O数機関が備付けた資料に限定

した「アジア地域総合研究文献目録」があ

り，これには雑誌も含まれているが，全般的

な総合目録はないようである。わが国のラテ

ン・アメリカ研究には英国程の機関と資料蓄

積はないが，地域研究を行なうには，やはり

このようなユユオン・カタログが常備されて

始めて資料の利用も出来，研究も進歩すると

いえる。そのための基礎リストとして本書を

活用することが出来よう。

二次刊行物はその利用目的によって種々な

ものが作成されるが，学術雑誌の誌名，性

格，内容構成などを知るためには，雑誌リス

ト，雑誌総覧といった目録がある。各国の社

会科学分野の主要学会誌，大学機関誌の一覧

としては，既に周知の国際社会科学ドキュメ

ンテーション協議会編 WorldList 01 So-

cial Science Periodicals， 3rd ed. & enl. 

があり， 92国， 1500タイトルを収めている。

そして各Fイトルについて編集刊行事項

(編集刊行者，所在地，創刊年，経歴，刊行

頻度〉と内容構成事項(頁数，論文数，論文

の平均頁数，主題分野，及び覚書，書評，文

献集，要約の有無など〉の記述がある。わが

国の大学機関誌を扱った「全国大学研究機関

誌要覧J (日本学術振興会編)では内容事項

に欧文目次，欧文抄録，年間索引などの有無

が加わっている。

このような項目で学術誌の大略の構成は知

ることが出来るが，学術誌以外の市販誌，業

界誌，団体誌及び資料などは，その種類も多

く，内容構成も雑多でありこれらのリストが

必要となる。産業，経営関係の資料レファレ

ンスを取扱ったものとしては，例えば Co-

man (1)， Davinson (2)， McNierney (3)， 

Wasserman (4)など図書， 定期刊行誌を含

んでをり，それぞれ主題内容，刊行頻度，価

格なと・を記述した要覧である。これらの中で

はω)が米国の産業，企業資料〈約1，∞o種〉
を多く収録した専門図書館協会 (SLA)の刊

行物として特色がある。

Trade & Technical Media Planneγ;A 

directory 01 the editorial content 01 

British trade， and technical journals. 

London， Trade & Technical Clipping 

Service， A Division of Romeike & Cur-

tice Lid， 1966. 194p. 

これは副題に業界誌，技術誌の編集内容要

録とある通り，これら定期刊行物の編集内容

項目について，それぞれ記号で表示して一覧

表とした点を特色とする要覧である。収録誌

はすべて英国で刊行される 1，131誌で，業種

別(64種〉に分類配列してある。各タイトノレ毎

の型式は次のようである包誌名欄に誌名，発

行地，刊行頻度などを記し，次に15調査項目

についてそれぞれ記号で特徴を示している。

その項目は次の15である。 1)新製品紹

介， 2)人の消息， 3)会合予告， 4)企業

財務記事， 5)署名論文， 6)編集者への通

信， 7)書評， 8)取引資料，リスト， 9) 
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契約，入札， 10)産業教育フィリム 11)

招待会議， 12)企業一般記事， 13)写真， 14) 

凸版， 15)原稿締切日

記号は f，事を用い， f (fea tured)は特

に呼び物にしているセグショ γ，コラム， ホ

は特定頁はないが誌上に散在することを示

し，末尾の備考欄には特色，定期的附録，そ

の他の事項が記入されている。例えばAcco-

untancyでは， (1-3)， (6-7)がf.

(4 -5)， (13-14)が*， Board of Tra-

de Journalでは(仏 (8-10)がf. (6-

7)， (13-14)が*となっている。これらは

各誌の編集者の記入に依っているので，記号

の表示に多少の不一致があるように見受けら

れる。いずれにしても，このような編集者に

よる雑誌の構成内容のタイプ分類とその一覧

リスト型式は珍らしいといえよう。

雑誌・資料要覧は，研究者，資料担当者に

とって，個々の内容構成，経歴などを知るた

めに必要な目録であり，わが国でも最近各分

野毎に刊行されている。経済，産業分野では

例えば，総合マーケティング資料年報〈日本

能率協会)， 民間統計調査資料一覧(経済団

体連合会〉などが継続刊行され，最近では日

本経済学雑誌総覧(日本図書館協会〉が刊行

経済資料研究

1970年9月30日印刷・発行

編集
発行

印 刷

発売元

されている。経済資料協議会でも，一昨年

「経済学文献季報」の採録誌，主として内外

の学術誌約900種について調査を行なってい

る。

総合目録，雑誌要覧などは，いずれもドキ

ュメンテーション活動のトタールであり，資

料関係者の協力によってこれらの完備を図り

たいと思うのである。
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