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平成24年度 大学図書館近畿イニシアティブ基礎研修 

                      「初任者研修」 研修4                    

          武庫川女子大学附属図書館  

              情報管理係 雑誌担当 

                   関本 直子 

雑誌業務 
（電子ジャーナルを含む） 
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 アウトライン 

1.雑誌とは 

2.雑誌業務〔冊子体〕 

   選定・購入手続き～目録・製本 など 

3.電子ジャーナルとは 

4.電子ジャーナル業務 

   選定・購入手続き～管理・利用環境整備 など 

5.課題と今後 
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1.雑誌とは 

 一定の方向性を持つ複数の記事を掲載して
いる逐次刊行物 

  

 ・逐次刊行物： 

  完結を予定せず、同一のタイトルのもとに継続して
刊行される資料、雑誌、新聞、年報、年鑑、紀要、
会報、モノグラフ・シリーズ、電子ジャーナル  

        〔図書館情報学用語辞典 2007.12 〕 
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1.雑誌とは 

  実際、大学図書館で扱う「雑誌」 

    ⇒ 学術雑誌・学会誌・紀要が主となる 

       その他専門誌、総合誌など   
 

     国内刊行：和雑誌／国外刊行：洋雑誌 

     ⇒ 選定時期・購入方法など違う 

  

   ＊入手方法 ： 購入または寄贈   
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2.雑誌業務〔冊子体〕  

 

 １．選定 

 ２．発注・契約・支払 

 ３．受入 

 ４. 納品管理 

     （欠号・未着） 

 ５．装備・配架 

  

   

 ６．製本 

 ７．廃棄・除籍 

 ８．目録・ 

     所蔵情報 

 ９．寄贈 
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雑誌購入 年間スケジュール〔例〕 

  和雑誌：原則翌年4月契約。12月には翌年購読タイトルを確定 

  洋雑誌：予約制。11月までに購読タイトル決定。（電子ジャーナル含む） 

 
 月  4   5   6   7   8   9      10     11     12     1      2    3 

 

和雑誌 

                （2013年度） 

              2012年度  受入・支払 

 

洋雑誌 

 

  （2013年度） 

      2012年 受入     2013年 受入 

電子 

ジャーナル 

              （2013年度） 

購入調査 調整・確定・仮発注 

製本（発注・受入・支払） 

購入調査 見積・調整・確定  発注・支払 

製本（発注・受入・支払） 

 ～検討・見積・調整・確定   アクセス設定・確認 

契約・支払 
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2-1.選定 ① 

選定方法〔例〕 

  ・図書館 雑誌担当から各学科・部署へ 

   「購入調査依頼」（継続・中止・新規タイトルの確認） 

   重複タイトルの調整など 

   

   ⇒中止連絡：継続を前提に刊行されているため 

           確定後速やかに連絡が必要 
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購入調査表〔例〕 
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2-1.選定 ② 

＊予算担当者への情報提供  

    調査時点に購入価格は確定していないため、 

    前年度実績を提供し類推 

     

   さらに翌年度予算申請額に反映が必要     

   ・和雑誌：大きな変動はない  

           ・刊行頻度の減少 ・休刊の増加 

   ・洋雑誌：値上がり率 5～10％程度 

         加えて 為替変動に影響をうける 

              （円安⇒価格高騰へ） 



10 

2-2.発注・契約・支払 ① 

 和雑誌 

  ・書店扱いが可能（総合誌・専門誌）⇒書店発注 
      原則：納品後支払い  

      年間購読契約：配送便・データ提供・一括支払                

                 ⇒業務負担の軽減〔メリットあり〕                   

  ・学術誌・学会誌 ⇒ 学会申込み 
      会費として年間一括払い  

      ＊事務局が毎年変わる など事務処理が煩雑 

  ・その他  ⇒ 個〄に取扱いが特定されている 
      出版社直接、インターネット申込みのみなど 
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2-2. 発注・契約・支払 ② 

 洋雑誌 

  ・国内代理店扱い 

    出版社、分野でまとめて代理店を決める（山作り） 

    見積合わせを行う（価格だけでは決められない） 

  ・契約書 

  ・年間一括 前払い 

    ⇒納品管理の徹底 
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2-3.受入 

  納品されたタイトルの巻号・発行日・受入日・価格    

  など記録（チェックイン） 
   ・書店、代理店扱いの場合 

     配送便、チェックインデータの活用 

     ⇒定期的にまとめて納品。チェックインデータの提供 

      があり、図書館システムで一括処理が可能 

   ・上記以外は個〄の受入れ処理が必要 

       （直送・書店納品など） 

   ＊破損・汚損などのチェックも行う 
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2-4.納品管理 

 欠号、未着 

     ⇒定期的に確認し、代理店にクレーム連絡 

   出版社・タイトルによって、クレーム期間が限定される  

   場合もある 

 

  ＊長期にわたる発行遅延や未着の場合〔実務例〕 

   戻入（れいにゅう）：対象となったタイトル、巻号の 

               価格相当を払い戻すこと 
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2-5.装備・配架 

 ・装備    

   バーコード、蔵書印、タトルテープ、付録処理 

   （所在によって装備が違う） 

 ・配架 

   和洋別・主題別・アルファベット順・50音順 など 

 ・研究室 

   貸出手続き（準備・連絡など） 
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2-6.製本 

 製本の目的 

  ・長期保存・散逸を防ぐ 

  ・資産登録 

 作業 

  ・利用に支障のない夏季・春季休業中などに行う 

  ・対象誌抜き取り⇒製本データ作成⇒業者発注 

                 ⇒受入・支払⇒装備⇒配架 

  ・所蔵データの修正 など 
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2-7.廃棄・除籍 

 紛失・破損・汚損・重複など 

  資産登録されている場合⇒除籍処理+ 

                   データ処理 

    〃 されていない場合⇒データ処理のみ 

 

  現物処理 

    バーコード・蔵書印⇒消印 

    リサイクル  

   ＊有効活用：「不要雑誌リスト」公開・学内再利用など 
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2-8. 目録 ①書誌 

 書誌  

   ＊雑誌の特性「完結を予定せず継続して刊行」  

   ・初号主義（または所蔵しているうちの最も古いもの） 

   ・誌名変遷・発行元の変更 などの状態を反映 

    ⇒ 書誌を新しくする場合・注記反映のみの場合 など 

   

   「総合目録データベース」（国立情報学研究所） 

    ・書誌情報の共有⇒目録業務の負担軽減 

     ・目録所在情報⇒資料の共有 

   ＊「コーディングマニュアル」に従ってデータ登録 
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国立情報学研究所  

目録所在情報サービス   http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/                                             

http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL
http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL
http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL
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2-8.目録 ②所蔵情報 

 所蔵情報（ローカル） 

  所蔵している巻号（年）の所蔵範囲  

                   ⇒ OPACで提供 

   ・受入（チェックイン）データを反映 

   ・欠号情報も反映 

   ・製本時、所在変更時には修正必要 
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2-8.目録 ③所蔵 

 ＮＩＩへの所蔵レコード更新 
   定期的にローカルの所蔵情報を反映  

                      ⇒ ＩＬＬ活用 

   ・図書館システム機能： 
      一括アップロード機能の活用 

      「NACSIS-CAT/ILLオプションサービス利用申込み」が必要     

   ・一部手作業 

 

 ＊NACSIS-CAT/ILL 業務分析（毎年12月ごろ） 
   ・未更新リスト添付あり 
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2-9. 寄贈 

 国内大学出版物・学会出版物が主流 

   ⇒ 選定 

   受入・装備・配架 は購入と同じ 

 

 ＊電子版の利用    

   ・ＣｉＮｉｉ 本文公開 

   ・発行元によるホームページでの公開 

   ・機関リポジトリでの公開     
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2-10.雑誌業務（冊子体） 

 冊子体：当分存続 

 ・入手は確実に 

 ・書誌・所蔵データの反映は正確に 

  

 課題：所蔵スペースの確保と資料の取捨選択 

  ・冊子として所蔵 

  ・相互利用の活用 

  ・電子版利用が可能になるもの 
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3.電子ジャーナルとは 

 

 従来は印刷物として出版されていた雑誌、  

 とりわけ学術雑誌と同等の内容を、電子メデ 

 ィアを用いて出版したもの 

           〔図書館情報学用語辞典 2007.12 〕 
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3.電子ジャーナルとは 

 メリット 

 ・最新号入手が早く確実 

 ・利用場所、時間に制限を受けない 

 ・保存スペース不要・製本費削減 

 ・利用統計が取得できる 

 ・契約条件によって、利用可能タイトルが 

  劇的に増加 
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3.電子ジャーナルとは  

 課題要素 

 ・価格設定の複雑さ 

   サイト、FTE、Tire ／パッケージ契約 

 ・契約・アクセス管理の煩雑さ 

 ・プリント購読への影響 

 ・バックファイルへのアクセス保証 

   契約ごとに条件が違う  
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4.電子ジャーナル 業務 

 １．選定 

 ２．契約 

 ３．アクセス管理 

 ４．利用環境整備 

 ５．利用統計 
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4-1. 選定 〔例〕 

 ・継続 

  購読規模維持など契約上の制約の中で、学科 

  希望を受け予算の範囲でタイトルを決定 

 ・新規 

  冊子からの変更（出版社の山づくり⇒変更） 

  予算部門の意向（場合によっては折衝が必要） 

      ⇒変更することのメリットを共有 
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4-2. 契約 ① 

 契約先 

  出版社または代理店 

 パッケージ契約が主流 

  コンソーシアムによる交渉と条件提示 

  ・有利な条件を引き出す（価格・特典・契約モデルなど）  

  ・「標準提案書」により出版社・製品ごとの条件を 

   理解しやすく提供 

   ⇒ JUSTICE （大学図書館コンソーシアム連合）2013年契約～  
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JUSTICE      http://www.nii.ac.jp/content/justice/ 

http://www.nii.ac.jp/content/justice/news/2011/0727120740.php
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4-2.契約 ②条件例 （項目抜粋） 
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4-2.契約 ③管理 

 目的 

 ・代理店などと契約関係を適正な状態に保つ 

 ・所蔵情報作成への活用（AtoZリスト作成など） 

 方法 

 ・契約書、ライセンス・アグリーメント：ファイリング  

 ・一覧表の作成 

 ・図書館システムの活用 

 ・電子情報資源管理システム（ＥＲＭＳ）の導入 
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4-3. アクセス管理 

 個別設定が必要 

 ・代理店で設定可能なもの 

 ・情報提供を受け、図書館で設定するもの 

 ・管理ツールで設定・管理 

 ・設定後、アクセス確認 

 ＊契約期間中のトラブル対応 

 ＊メンテナンス情報の広報など 
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4-4. 利用環境整備 

・利用環境についての情報提供 

   館内パソコン：環境設定 

・禁止事項の広報  大量ダウンロードなど 

・説明会の実施 

・マニュアル・資料の整備、提供 

・図書館ホームページからのリンク提供 

・リンクリゾルバなどの導入 

・リモートアクセス：広報・申込み受付・設定 
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4-5.利用統計 ① 

 目的：利用状況把握の手段 

 課題：統計項目・提供方法などにばらつき 

                 ⇒比較検討資料にならない 

 ＊COUNTER準拠統計 

   ベンダーにXML形式の利用統計提供を義務づけ 

     ⇒2011年12月現在 131ベンダーが準拠 

   ・実施規則（リリース3）〔例〕 
    JR1=雑誌レポート1：月別・ジャーナル別フルテキスト論文リクエスト成功件数 

    JR1a=雑誌レポート1a：月別・ジャーナル別アーカイブからのフルテキスト 

                   論文リクエスト成功件数      など 
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JR1a レポートの画面例 （電子資料契約実務必携より） 
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4-5.利用統計 ②活用 

 ・利用実態・状況の把握 

 ・利用動向の把握 

 ・情報アクセス源の把握（学内・学外／経由したツールなど） 

 さらに 

 ・コスト分析⇒予算検討・契約見直し 

 ・分野別利用状況⇒新規検討・コレクション構築基礎資料 

              利用者への情報発信基礎資料 

              利用促進内容検討資料 

 ・ＩＬＬ統計との比較⇒図書館サービス評価の基礎資料 
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5.課題  冊子体から電子ジャーナルへ？ 

・冊子体：今後も存続 

  業務の継承 

  配架スペース確保 

・電子ジャーナル：契約・管理の複雑さ 

  限られた予算内で最大限の効果を引き出したい 

  ⇒管理や利用のナビゲートにも経費がかかる 
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6. 参考資料 

・『電子資料契約実務必携』  

                 大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）2012.3 

   〔ホームページで公開。但し、全文公開はJUSTICE参加館対象  

                        http://www.nii.ac.jp/content/justice/ 〕 

・「情報の科学と技術」  

    Vol.59,No.6(2009)特集：「外国雑誌再考」 （CiNii全文公開あり） 

・『図書館情報資源概論』宮沢厚雄著 理想社 2010.7 

・『図書館資料論』 （JLA図書館学テキストシリーズⅡ 7） 

                            馬場俊明編著 日本図書館協会，2008                    

・『専門資料論』新訂版（JLA図書館学テキストシリーズⅡ 8） 

                           三浦逸雄、野末俊比古共編著 日本図書館協会 2010.3 

                        

 


