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2020年度⼤学図書館近畿イニシアティブ初任者研修

⼤阪市⽴⼤学学術情報課

中村 健

電⼦リソース管理
【講義４】

2020年5⽉27⽇（⽔）
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1.電⼦リソースとは
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定義
• 電⼦ジャーナル

電⼦版の雑誌
例）Science Direct、Nature、J-STAGE

• 電⼦ブック
電⼦版の図書
例）Maruzen eBook Library、E-Book Central

• データベース
書誌情報・⼆次情報を検索する
例）聞蔵Ⅱ、Web Of Science、Cinii Articles
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定義
形式 識別⼦

電⼦ジャーナル PDF

HTML

XML︓データ互換

e-issn︓雑誌

doi︓論⽂

電⼦ブック PDF︓
主に学術書

HTML︓
EPUB（フィックス）

画像・本⽂検索不可、
主に雑誌、実⽤書

EPUB（リフロー）
閲覧・可変性・本⽂検索可、

主に⼀般書、⽂芸書

e-ISBN︓図書

4
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定義
定義はプリント版とつながっている

⽬録情報の基準（第四版）
2.2.1 図書と逐次刊⾏物

本基準において図書とは，いわゆる図書及びパ
ンフレット等の印刷資料には限定せず，さまざま
な資料形態の単⾏資料全てのことをいう。また，
逐次刊⾏物とは，資料形態の種別にかかわらず，
終期を予定せずに逐次刊⾏される資料全てのこと
をいう。
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特徴 電⼦リソース全体
• 電⼦版のメリット

1.頻繁に変化する情報を扱う場合
2.情報を再編・加⼯する必要がある場合
3.膨⼤な情報の中から特定の語句等を検索しようとする場合
4.遠隔地にある資料の通覧を可能にしたい場合
5.情報内容の迅速な伝達が要求される場合

• プリント版のメリット
最も古くからある記録メディアとして、すでに完成の域に達している。

1.情報へのアクセスのしやすさ→内容を読み取るのに何の装置も不要
2.読み⼿の主体的な対応が可能→読み返し・ページ送りなどが⾃在

⾼⼭正也 他『図書館情報資源概論』（現代図書館情報学シリーズ8）樹村房、2012年、P24‐25
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特徴 電⼦リソース全体

保坂睦『はじめての電子ジャーナル管理』日本図書館協会 2017年、P9-12

メリット
（冊⼦と⽐較）

場所を選ばない即時性／同時アクセス／リンク参照
デバイスや管理ツールへの取込楽／検索機能

デメリット ・デバイスがないと利⽤できない
・所属のネットワーク認証がいる
・ネットワークトラブルやメンテナンスにより利⽤不可に
なる
・線を引く、しおりを付ける作業が、⼿軽にできない
・⼀度の複数の論⽂を参照しにくい

メリット 場所をとらない/受⼊・装備が不要／⽋号管理不要／
製本不要／利⽤統計がとれる

デメリット 価格体系、販売体系、利⽤条件が複雑／広報が必要／トラ
ブル対応、メンテナンスが必要

利⽤者

管理者（図書館員）
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歴史
1980年代 ⼆次情報検索データベースの時代

（オンライン・CD-ROMを使った検索）

2000年〜 ⽇本の⼤学が電⼦ジャーナルを導⼊
（1996年より電⼦ジャーナル導⼊実験あり）

2005年〜 CiNii Artclesのサービスが開始される

2005年〜 国⽴・私⽴⼤学が機関リポジトリで紀要を公開しだす
（1997年より電⼦図書館で公開していたが…）

2010年〜 電⼦ブックの普及

最近〜 情報端末でのマンガ・⼩説・雑誌・新聞を読むのが⼀般的に
8
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マニュアルからガイドラインへ
NACSIS-CAT 機関リポジトリ ERDB-JP

形式 CAT-P junii2
JPCOARスキーマ

K-BART

担当 整理・雑誌管理 システム・整理 雑誌管理

書誌単位
（雑誌）

誌名、資料種
版、原本・複製本
巻号体系、出版者

論⽂・章単位 網羅性
無料/有料で各書誌
巻号体系が別
誌名変遷は別タイトル

タイトル TR(誌名＆責任表
⽰）

title(主に論⽂名）
jtitle（主に収録誌
名）

Publication title(雑誌
名）

⼊⼒ ⼤⽂字表記法 転記 転記

マニュアル コーディングマニュ
アル

junii2ガイドライン
JPCOARスキーマガイドライン

ERDB-JPデータ作成
ガイドライン

メタデータ
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検討事例 電子ジャーナルJ of A は、1997年から最
新号まで閲覧ができる。NACSIS-CATとERDB-JPガイ
ドラインの推奨形式、それぞれの方式で表示しよう

HLV HLYR

3‐26 1997‐2020

提供最古巻 最古オンライン巻号の
出版年⽉⽇

3 1997

NACSIS-CATは、所蔵年・所蔵巻の開始と終了（現在）を書く。
ERDB-JPは、閲覧開始年・閲覧可能巻、つまり開始だけを書く。

また、年⽉次ではなく、出版年⽉を書く。

・NACSIS‐CAT ・ERDB‐JP

電⼦版のメタデータは、記述が簡素 ⇔ リッチな書誌

メタデータ

10
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2.管理⽅法
契約→提供→評価→著作権
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契約⽅法
契約単位 契約⽅式 図書館の担当部署

EJパッケージ
アグリゲータ
データベース

ビッグディール契約
パッケージ契約

電⼦リソース担当
雑誌契約担当
受⼊担当

電⼦ジャーナル
電⼦ブック

個別タイトル契約
セット契約

冊⼦体購読を起源に

雑誌契約担当
図書受⼊担当
電⼦リソース担当

論⽂／章 PPV
前払いPPV
DDS(ドキュメントデ
リバリ―サービス）

ILL担当

集約型 ⇔ 部⾨横断型（部⾨連携型） 12
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契約⽅法
・電⼦ジャーナル・電⼦ブック

データベース契約
➡いわゆる学術版サブスクリプション契約

・電⼦ブック
ＰＤＡ（よく使ったものだけ購⼊する）
ＤＤＡ（⼀定料⾦を前払い、購⼊額に達するまで

購⼊する）
➡「２週間無料」のようなお試し販売が近い︖
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契約⽅法
・コンソーシアム契約

複数の機関が共同して電⼦ジャーナルなどの電⼦リソースの
契約・交渉・購⼊を⾏うこと。コンソーシアムはその実⾏組織

⽇本の主なコンソーシアム
JUSTICE ⼤学図書館コンソーシアム連合
JMLA/JPLA コンソーシアム
※JMLA︓⽇本医学図書館協会 JPLA︓⽇本薬学図書館協議会

・Read and Publishing （移⾏契約）
購読費+APC（OA投稿料）を組み合わせた契約

⾖知識︓⽇本で最初の⼤学図書館コンソーシアム契約は1999年、サンメディアがJMLAに⾏っ
たProQuest提案（2000年契約）といわれている。その後、国⽴⼤、私⽴⼤、公⽴⼤の各設置
⺟体ごとにコンソーシアムができた。 14
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契約条件
電⼦ジャーナル・ブックを読む＝アクセス権

○カレント契約 et cetera
・通常の契約

1997-present
・エンバーゴあり 例）EBSCO ,ProQuest, Gale
1997-Present(1year embergo)

・ローリング 例） Nature
2015-present ➡(年が変わる）2016-present

・カレント+無料の過去分
（創刊―）1997-Present

○バックファイル契約
15

契約条件
・注意すべき契約条件

アクセス期間／同時アクセス数／利⽤者範囲／
利⽤統計の取得／契約終了時のアクセス権／禁⽌事項

・利⽤サービス部⾨と共有すべき契約条件
ILLの可否／授業やe-learningの利⽤可否／MARCの
提供

・研究⽀援部⾨と共有すべき契約条件
テキスト・データ・マイニング利⽤の可否
論⽂の公開・共有に関するもの／オープンアクセス

16
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提供⽅法
• ディスカバリーサービス
• リンクリゾルバー、A to Zリスト
• OPAC

• Google Scholar
• 学術系SNS (Mendelay、Research Gateなど)
• プレプリントサーバ

図書館
機関契約をしなくても、無
料でアカウントが作れるな
ど個⼈で利⽤ができるもの

17

提供⽅法 電⼦ジャーナル

•リンクリゾルバー(KB)➡OPAC

古橋英枝「⽇本の電⼦リソースを世界へ ‐ERDB‐JPのパートナーになりませんか‐」
平成27年度⽬録システム書誌作成研修（試⾏）補講資料２

18
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提供⽅法 電⼦ブック
・リンクリゾルバー(KB)データを定期的にOPACにアップする

⼤阪市⽴⼤学の事例
19

評価⽅法
・雑誌の評価指標

Impact Factor（インパクトファクター）
その他の雑誌の評価指標… Cite Score、アイゲンファクター

・論⽂の評価指標
被引⽤件数︓その論⽂があるデータベース内で引⽤された件数
オルトメトリクス︓TwitterやFacebookなどSNSで⾔及された回数を基に算出
例︓Altmetrics（オルトメトリクス）、PlumX（プラムエックス）

・利⽤統計
COUNTER4  (JR1: 論⽂のダウンロード数、ＧOLD OAも含んだダウンロード数がわかる）

↓ 各出版社、移⾏中

COUNTER5 (TR_J1  GOLD OAを除いたダウンロード数がわかる）

・論⽂コストの評価 ︓ 購読料／ダウンロード数

20
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・インパクトファクター=Journal Impact Factor

計算式 その雑誌に収録された論⽂の引⽤された数
収録された論⽂数

雑誌Ａは、2014年、2012年掲載論⽂数598報が2624回
引⽤、2013年掲載論⽂606報が2625回引⽤された。

2624+2625／596+606＝4.36（回/論⽂）となる。
「インパクトファクターの調べ⽅」Journal Citation Reportsクィックレファレンス
を参照

評価⽅法

特定の期間において、あるジャーナルに掲載された論⽂
が平均的にどれくらい引⽤されているかを⽰す尺度で、
ジャーナルの「インパクト」を表す指標の⼀つ

21

・被引⽤回数のカウント⽅法

論⽂Ａ
書誌情報

論⽂Ｂ 書誌情報
reference

引⽤回数︓1

Web of Science
Scopus などのひとつの
データベース内の書誌情
報と引⽤情報をつなぐ

論⽂Ａ
書誌情報

論⽂Ｂ 書誌情報
reference

引⽤回数：2
論⽂Ｃ 書誌情報
reference論⽂が引⽤

されるたび
にカウント
アップ

評価⽅法

22
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著作権
検討事例１ 海外雑誌Ａに掲載された⾃著論⽂。所属⼤
学では雑誌Ａを購読していないため、研究室の学⽣に読ま
せたいができない。みんなに読んでもらうために、雑誌Ａ
に掲載した論⽂を機関リポジトリにアップすることにした。

https://dlisv03.media.osaka‐cu.ac.jp/contents/osakacu/html/repository/copyright.html

・機関リポジトリアップに
関係する著作権法
63条（複製権）
65条2（公衆送信権）

・著作権を調べる。
多くの出版社は著者版の
アップは認めている。

23

著作権

・出版社によっては、図書館間でのPDF送信は可で
あるが、利⽤者にはそのPDFをプリントアウトし
たものを提供することは認めている。

・電⼦版（PDF）を取り寄せる。
図書館経由︓ドキュメント・デリバリ―・サービス(DDS)

個⼈対応︓クレジット決済によるPPVやDDS

検討事例２ 電⼦ジャーナルとプリント版で出版
されている論⽂Ｂ。ILLで電⼦版を取り寄せたい。

24
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著作権
• クリエイティブ・コモンズ ライセンス

６種類のライセンス
CC-BY(改変、営利⽬的の⼆次利⽤
可能)、CC-BY-NC(改変可能、⾮営
利⽬的での利⽤可能）など

CC0︓著作権を放棄しパブリックドメインで提供することを
⽰すマーク

※最近では、⼤学独⾃に⼆次利⽤⾃由（所蔵表⽰）を定めることもあり

インターネット時代のための新しい著作権ルール。
作者は著作権を保持したまま作品を⾃由に流通させることができ、受け

⼿がライセンス条件の範囲内での再配布やリミックスができる。

25

保存 電⼦リソースの恒久的保存の仕組み

・電⼦ジャーナルのダークアーカイブ
通常はアクセスできないが、不測の事態があったときに
アクセス可能となるシステム

CLOCKSS（クロックス）
PORTICO（ポルティコ）

・⽇本の電⼦ジャーナルアーカイブ
NII-REO（ニー・レオ︓NII電⼦リソースリポジトリ）

26
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3.さらなる理解のために
最近、ニュースなどによく出てくる⾔葉を使って、電

⼦リソースの理解を深めよう

27

オープン化 💡多様化するビジネスモデル

・オープンアクセス出版の将来に漂う懸念材料
「Scientific Reports誌が出版論⽂数でPLOS ONEを逆転」CA-R 2017年4⽉11⽇

https://current.ndl.go.jp/node/33827
「PLOS、2016年は⾚字転落 APC収⼊の減少が影響」 CA-R 2017年12⽉12⽇

https://current.ndl.go.jp/node/35147
「オープンアクセスの採⽤は増加、しかしコストも上昇（記事紹介）」STI Updates 2018年1⽉29⽇

https://jipsti.jst.go.jp/johokanri/sti_updates/?id=10308

⾮営利のOA運営団体が⾚字で、SpringerNatureのOA誌が論⽂数で上回り、
さらにAPCは上昇傾向にある。

・フリーミアム(freemium)モデル︓基本機能は無料、⾼度な機能は有償
宮⼊暢⼦「新世代の学術⽂献データベースが切り拓く可能性」『情報の科学と技術』69（11）2019年

1finder、Dimensions、Scilit、Lensなどの学術論⽂データベースや、ORCID
やPublons、学術系ＳＮＳのように、登録は無料でつかえるフリーの学術系
ツールが広がっている。

28
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グローバル化 💡
中国やインドの躍進が
意味するもの

『科学技術白書』
令和元年版 Ｐ５

（ＷＥＢ 公開）

1 論文数の現状～国際的なシェアの
低下と注目度の高い研究領域への参
画数の停滞～

近年、我が国の論文数の伸びは停滞し、
国際的なシェア及び順位は低下してい
る。被引用数Top10％補正論文数
（※7）の順位で比較すると、この10年の
間に、日本は4位から9位に低下してい
る（第1‐1‐1表）。

29

チーム 💡 図書館を超えた連携の時代へ

船守美穂「学術論⽂発表と研究評価を取り巻く環境の⼤変貌—オープンアクセス誌がもたらすパラダイムシフト」『セ
ミナー「学術論⽂発表を取り巻く最新動向 : オープンアクセスの現在」講演資料（令和2年1⽉24⽇（⾦）開催） 30
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フェイク 💡 図書館の研究⽀援

◇ハゲタカジャーナルとは
査読するというＯＡ誌の体裁をとりながら、まともな査読をせずに投稿料を

集めて公開する悪質な学術誌。粗悪学術誌とも呼ばれる。このような雑誌に論
⽂が掲載した場合、その研究者の学問業績にも響くなどの悪影響を与える場合
もある。

ハゲタカジャーナルへの投稿の多い⼤学を調査し公表するなどした毎⽇新聞
の⼀連の報道は、世間へ「ハゲタカジャーナル」を知らしめた。「近畿イニシ
ア初級研修「電⼦リソース管理」参考⽂献⼀覧」の「新聞記事」を参照

★広報
セミナー・講習会の開催、パンフレットの作成、ＨＰの案内

事例）
・粗悪学術誌「ハゲタカジャーナル」に関する注意喚起について（京都⼤学図
書館機構） https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1380558
・投稿先学術雑誌の評価⽅法（⼤阪⼤学附属図書館ＨＰ）

https://www.library.osaka-u.ac.jp/evaluation/
31

私の勉強法
☑ 情報を得る

近畿イニシア初級研修「電⼦リソース管理」参考⽂献⼀覧 参照

☑ 参加する＝⾒地を広げる
JUSTICE、JPCOAR(オープンアクセスリポジトリ推進協会)
実証実験（例 JUSTICE提案書情報のデータ共有に関する実証実験）
各種勉強会

☑ 経験をつむ＝出版社の⽴場や考え⽅を知る場
出版社や書店（代理店）と交渉する

習って覚えて真似して捨てる（真藤 恒）
32



近畿イニシア初級研修「電⼦リソース管理」参考⽂献⼀覧 

 
最近のものを中心に集めています。 

○図書 
・日本図書館情報学会研究委員会編『電子書籍と電子ジャーナル』勉誠出版、2014 年 
・日本図書館情報学会研究委員会編『メタデータとウェブサービス』勉誠出版、2016 年 
・保坂睦『はじめての電子ジャーナル管理』（JLA 図書館実践ｼﾘｰｽﾞ 35）日本図書館協会、2017 年 
・豊田長康『科学立国の危機 : 失速する日本の研究力』東洋経済新報社、2019 年 

・岩本宣明『科学者が消える : ノーベル賞が取れなくなる日本』東洋経済新聞社、2019 年 

 
○雑誌・WEB 
・『情報の科学と技術』／『大学図書館研究』／『図書館雑誌』／『現代の図書館』など 
・カレント アウェアネス ／ STI Updates <学術情報流通ニュース> 

 
○論文 
・大谷周平、坂東慶太「論文海賊サイト Sci-Hub を巡る動向と日本における利用実態」『情報の科学

と技術』68(10)、2018 年 
・飯野勝則「電子リソースデータの「共有」とその先に見えるもの:システム共同調達・運用への挑戦」

『大学図書館研究』111、2019 年 
・「特集 日本の電子ジャーナル」『情報の科学と技術』69(11)、2019 年 

・佐藤翔「妥当なAPC を求めて」(連載オープンサイエンスのいま)『情報の科学と技術』70(1)2020 

 
○新聞記事 
・鳥井真平「粗悪学術誌：ネットで急増」『毎日新聞』2018 年 4 月 3 日 1 面、続報は翌 2019 年まで 
・「学術誌値上げ、大学悲鳴」『朝日新聞』2019 年 7 月 7 日 3 面   
・「開かれた大学図書館へ、貴重書電子化や新しい学習施設」『日本経済新聞』2019 年 6 月 22 日 

 
○統計資料 
・学術情報基盤実態調査 e-stat で公開 
・論文公表実態調査結果（簡易版、2019 年） 

JUSTICE ニュース一覧   https://www.nii.ac.jp/content/justice/news/2020/20200228.html 

 
○WEB 公開資料 
・粗悪学術誌「ハゲタカジャーナル」に関する注意喚起について（京都大学図書館機構） 

                      https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1380558 
・セミナー「学術論文発表を取り巻く最新動向 : オープンアクセスの現在」講演資料 
         （令和 2 年 1 月 24 日（金）大阪大学で開催）大阪大学機関リポジトリで公開 

 
○見解・提言など 
・「大学等におけるジャーナル環境の整備と我が国のジャーナルの発信力強化の在り方について」2014 
ジャーナル問題に関する検討会（文科省学術情報委員会） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/034/gaiyou/1351118.htm 
・これからの学術システム構築検討委員会 https://www.nii.ac.jp/content/korekara/ 
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