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事例報告	

名古屋大学附属図書館医学部分館における外国雑誌の廃棄について

浅見沙矢香*

元名古屋大学附属図書館医学部分館，現名古屋大学教育発達科学図書室

書架は800 kg／m2の床荷重が必要とされているが，床荷

重は300 kg／m2である。このように，とりわけ雑誌をおも

に配架している3階フロアにおいて，床荷重の適正化を図

ることは避けられない喫緊の課題だった。

Ⅲ．雑誌廃棄の基本的な考え方

1．冊子体から電子ジャーナルへの移行によりスペース

の有効活用を図る

現在では冊子体を中止して電子ジャーナルを購入して

いる外国雑誌のタイトルが多い。当館を含む医学系研究

科と附属病院（以下，当部局）で2012年に経費負担し

た外国雑誌428タイトルのうち，電子ジャーナルのみを

購入し，冊子体を購入しなかったタイトルは327タイト

ル（76％）を占めている（図1）。

一方で利用できるタイトルで考えると，冊子体を購入し

た外国雑誌は101タイトルであるのに対し，最新号を使え

る外国雑誌の電子ジャーナル（名古屋大学（以下，本学）

全体での購入分）は医学・生命科学（当部局に関係する

分野）のタイトルだけでも2,900タイトルに上った。この

ように，当館におけるカレント分の外国雑誌提供は電子

ジャーナルが中心になっている。

また近年本学附属図書館ではElsevier社のScienceDirect 

など複数の電子ジャーナルバックファイルを導入した。こ

のため当館の書架にあった冊子体バックナンバーにも，電

Ⅰ．はじめに

名古屋大学附属図書館医学部分館（以下，当館）では，

2012年12月に電子ジャーナルで代替可能な当館所蔵外

国雑誌を大量に廃棄した。これにより長年の課題であっ

た床荷重問題解消に一定の効果を上げるとともに，図書

館スペース再編の第一歩を踏み出すことができた。以下

にその報告をする。

Ⅱ．雑誌の廃棄の必要性

当館は1971年に竣工した。それから40年以上経過し

て資料は増加し，書架の増設や，固定書架から集密書架

への変更等により，収蔵能力の増強を図ってきた。しか

し，このような対応が限界を迎えており，今後の資料増

加にも対応できるスペースの捻出が必要であった。

一方で，書架の収容力を超えるたびに書架増設や別置

で対応してきた結果，資料の配置が利用者に分かりにく

い複雑なものとなった（表1）。

固 定 書 架 電動集密書架

5階 図書［その他］

4階 洋雑誌［－1976］ 図書［医学史・本学の史料］

図書［戦前の資料］

図書［地方の医学史］

3階 洋雑誌［1989－］ 洋雑誌［1977－1988］

和雑誌［1976－］ 和雑誌［1976－］

2階
［メインフロア］

和洋カレント雑誌
 ［最新－1・2年］

図書［学習用・研究用］

和雑誌［－1975］ 図書［二次資料・研究用］

和雑誌［5年・10年保存］

和雑誌［その他］

1階 図書［その他］

表1．フロア別の資料配置

また当館では2001年度に耐震改修を実施したが，床は補

強されなかった。このため雑誌を配架している3階の集密書

架スペースの床荷重は，文部科学省の基準で1,200 kg／m2

が必要とされているところ，500 kg／m2である。また固定
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最新号が利用できる 
医学・生命科学の電子ジャーナル 

（約 2,900 タイトル） 

当部局で購入している外国雑誌 
（電子のみ：  327 タイトル） 
（冊子と電子： 60 タイトル） 
（冊子のみ：  41 タイトル） 

図1．当部局の外国雑誌（2012年）



浅見沙矢香

314 医学図書館　2013；Vol．60　No．3

確認画面に，電子ジャーナルへリンク誘導するアイコン

が表示される。しかしOPACに登録されているデータは

書誌データと冊子の所蔵データである。電子ジャーナル

の利用可能範囲に関するデータは登録されていない。電

子ジャーナルに関しては，別途ExLibris社のSFXで管

理しており，SFXのリンクリゾルバ機能によってOPAC

でのアイコン表示が実現している。このためOPACで書

誌がヒットしない（冊子体を所蔵していない）タイトル

は，OPACで電子ジャーナルを探すことができない。ま

た，書誌データにISSNが入っていない等の理由でリン

クリゾルバ機能が有効に働かないタイトルがあり，この

場合もOPACで電子ジャーナルを探すことはできない。

そこで本学で電子ジャーナルを利用する場合は，SFX

の利用者向け画面である，電子ジャーナルアクセスサー

ビス1）を併用するように推奨している。電子ジャーナル

アクセスサービスでは，本学で利用できる電子ジャーナ

ルのすべてを雑誌タイトルやISSNで検索することがで

きる。

この他に，本学ではSFXのリンクナビゲーター機能

が利用できる。これはPubMedなど文献データベースの

検索結果に「NULink2）」と表示されるアイコンを表示

させ，利用者がこのアイコンをクリックすれば簡単に電

子ジャーナルにたどり着くことができるよう，リンクで

誘導する機能である。

以上のように，利用者が電子ジャーナルの論文へアク

セスする複数の手段が存在することを確認できたので，

電子ジャーナルで代替できるタイトルを廃棄候補とした。

3）ILLやWalk	in	userへの提供確認

電子ジャーナルは，利用できる対象や利用方法が契約

により定められている。利用できる対象者はおおむね購

読機関のメンバーである。機関のメンバーではない人が

図書館に来館して利用する（以下Walk in user）場合の

提供可否やILLでの提供可否などについては，機関メ

ンバー向けの利用条件とは別に記載されている。そこ

で，廃棄候補タイトルの電子ジャーナルについてWalk 

in userへの提供やILL提供できるかどうかを確認した。

その結果，ある1社のタイトルはWalk in userへ提供

することを認めていなかった。しかし，すべてのタイト

ルがILLで印刷物を学外者へ提供することが認められて

いたことから，電子ジャーナルを冊子体の代替とするこ

とが可能であると考えた。

これら3つの条件を満たす電子ジャーナルに対応する

冊子体の雑誌を廃棄することとした。

子ジャーナルで利用できるものが非常に多くなった。

一方，利用者は冊子体と電子ジャーナルのどちらを必

要としているのであろうか。これについて2011年度に当

部局で外国雑誌の購入見直し調査を行った結果を紹介す

る。この調査では，当館が中心となって購入経費を負担

した238タイトルについて冊子体の購入を希望するかどう

か，電子ジャーナルでの購入を希望するかどうかを聞き，

回答は講座単位で求めた。その結果，冊子体の購入希望

があったタイトルは88タイトル（37％）にすぎず，各タ

イトルへの購入希望講座数は最多で4講座にとどまった。

電子ジャーナルは，238タイトルすべてについて購入希望

があり，10講座以上から希望が出たタイトルも136タイト

ル（57％）であった。このように利用者は，冊子体より

電子ジャーナルでの購入を希望している。

以上の通り，外国雑誌については冊子体から電子

ジャーナルに提供や利用の重点が移っている。冊子体を

排架する書架を整理する時期がきたということでもある。

2．	電子ジャーナルが永続的に利用可能な雑誌を廃棄する

2011年度第2回医学部分館運営委員会において，電子

ジャーナルが永続的に利用可能な当館の雑誌は，廃棄可

能であることが決定していた。これに従い廃棄にあたっ

ての基本的な考え方を以下3つの観点で検討した。

1）	契約でアーカイブ権（永続的利用権）が認められて	

いる電子ジャーナル

永続的に利用可能である電子ジャーナルとして，次の

2つを想定した。

・本学で購入した電子ジャーナルバックファイル（以下，

バックファイル代替可能タイトル）

・カレント契約で購入した電子ジャーナルのうちアーカ

イブ権があると認められているもの（以下，カレント

分アーカイブ権ありタイトル）

なおカレント分アーカイブ権ありタイトルについて，

アーカイブ権が不明（契約形態が不明，もしくは契約上

の規定が不明）な年代があったタイトルは，廃棄対象と

しなかった。

また，和雑誌は上記条件に該当するタイトルがない

上，昨年再配置を行ったばかりであるため除外した。

2）論文へのアクセス手段が整備されていること

電子ジャーナルに掲載された論文にたどり着くまでの

アクセス手段が，冊子体と同等以上に整っているかどう

か検討した。

論文へたどり着くための目録機能については，まず

OPACが挙げられる。本学の場合はOPACの冊子体所蔵
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Ⅳ．廃棄雑誌の選定

上記の基本的な考え方に基づき廃棄する雑誌の具体的

な選定を行った。

1．床荷重問題の解消に必要な分量

床の補強工事なく当館の床荷重問題を解消することは

難しいが，当面できることとして雑誌の廃棄による荷重

の軽減を考えた。ここで廃棄分量の目標は，床荷重問題

が最も深刻な集密書架を固定書架に替えると仮定した場

合の収容量減少分，85 cm幅の書架575段分とした。一

方，バックファイル代替可能タイトルの冊子体は825段

分に相当するため，これを廃棄すればひとまずの目標は

達成できることが分かった。

ここへカレント分アーカイブ権ありタイトルも廃棄候

補に加えた。バックファイル代替可能タイトルの電子

ジャーナルで刊行年が最も新しいものは2008年であった

ため，カレント分アーカイブ権ありタイトルも2008年以

前のものを廃棄候補とした。

2．刊行年が1900年より古いものを残す

古い冊子体は医学史研究や書誌的に意味があるとして研

究者からの要望もあり，刊行年次が1899年以前の冊子体

は廃棄候補から外し，1900年以降の分を廃棄候補とした。

3．Supplementの扱い

他大学における雑誌廃棄の先行例3）では，電子ジャー

ナルにはSupplementが収録されていない場合があるとの

指摘があった。しかし製本雑誌からSupplementだけを取

り出す作業が現実的ではないこと，Supplementを含む製

本雑誌を残すと床荷重問題解決の足かせになること，及

び国内所蔵館が他に存在するため，ILLで論文の入手が

可能であることから，当館ではSupplementも廃棄候補に

含めることとした。

Ⅴ．作業

購入雑誌の選定作業を行う4月から8月の間を除いて，

今回の作業は日常業務と並行して行った（表2）。

1．廃棄候補のリストアップ

前述の通りバックファイル代替可能タイトル，および，

カレント分アーカイブ権ありタイトルについて，タイトル

リスト（Elsevier，Springer，Wiley，LWW，JSTOR等

が提供）を入手し，当館の所蔵と照合することによって廃

棄候補を選んだ。また，2011年度末には冊子体廃棄を前 

提にAMA（American Medical Association）およびRSNA

（Radiological Society of North America）のバックファイ

ルを医学部独自に購入し，廃棄候補のタイトルを選んだ。

このときバックファイル代替可能タイトルとカレント

分アーカイブ権ありタイトルは別々に作業を行った。

作業上の問題点として，電子ジャーナル提供元が雑誌

のタイトルチェンジをリストに盛り込んでいなかった事

が挙げられる。電子ジャーナル提供元のリストは，最新

のタイトルだけ掲載されていた。つまり，タイトルチェ

ンジ前の継続前誌は継続後誌のタイトルで記載されてい

た。そのため雑誌変遷マップ表示システム4）を利用して，

各タイトルの継続前誌を調べ継続前誌に該当する分も廃

棄候補に加える作業を行った。このようにして廃棄候補

に追加した場合は，実際に電子ジャーナルにアクセスし

て利用可能であることを確認した。

2011年12月
～2012年3月

4月～8月 9月～10月 11月 12月 1月

廃棄候補のリストアップ

講座照会

委員会での方針決定

譲渡照会（学内・学外）

現物の特定と突合

廃棄対象資料にマー
カーで印を付ける

実際の廃棄処理

雑誌所蔵データの修正

表2．スケジュール表
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2．現物の特定と突合

次に，廃棄候補となる冊子体現物を特定する作業を行っ

た。まず廃棄候補タイトル／年代のリストから，タイトル，

廃棄対象年，作業指示をしるした作業伝票を作り，製本

雑誌の背に張り付けた（写真1，図2）。これはタイトルご

とに廃棄する範囲を指示するものである。この作業伝票

は，雑誌の利用を損なわずに，大量の雑誌の廃棄作業を

進める上で非常に有効であった。また，複数人で作業を

分担しても間違いが起こりにくく，リストが手元になくて

も廃棄候補が分かるので作業効率が良かった。

次に，バーコードリーダーで廃棄候補雑誌1冊ごとの登

録番号を読み込んだ。当館の製本雑誌はすべて所蔵デー

タが入力済みであったため，読み込んだ番号から書誌情

報や巻次年月次のデータを抽出して，1冊単位の廃棄対象

リストを作成した。

3．講座照会

廃棄候補のうち講座予算で購入したと見られる54タ

イトルについて，その経費を負担した22講座にそれぞれ

メールでの照会を行った。メールでは，床荷重問題解消

のために当館での雑誌廃棄が避けられないことを説明し，

廃棄への了承を依頼した。回答は3択（廃棄に了承，講

座で保管，図書館で保管）で求めた。

この結果，廃棄に了承を得たものは35タイトル，講座

で保管することになったものが11タイトルであった。保管

を希望した講座の意見として「冊子体の方が組織の写真

が鮮明であるため，冊子体を参照したいことがある」とい

うものがあった。残りの8タイトルは，調査期間が短いた

め回答ができないと2講座から連絡があり，廃棄候補から

外した。

4．廃棄処理

書架からの現物の抜き出し，搬出，廃棄の作業を業者

に依頼したところ，作業期間は2日間であった。業者が正

確に廃棄対象だけを抽出できるよう，あらかじめ廃棄対象

雑誌の背に白マーカーでラインを引いておいた（写真1）。

5．雑誌所蔵データの修正

雑誌の廃棄後に，廃棄タイトルについてOPACの雑誌

所蔵データを修正／削除する作業を行った。まず所蔵リ

ストと実際の書架を照合して，修正／削除すべき箇所を

確認した。そして当館のOPACとして採用している，富

士通社のiLiswaveJに搭載されたNacsisAUTO機能を使

い，NIIの総合目録データベースの雑誌所蔵データ修正

／削除を一括で行った。

Ⅵ．今後の課題

今回の作業では462タイトル17,949冊という大量の製

本雑誌を廃棄した。実際に空いたスペースは幅85 cmの

書架854段に相当し，床荷重問題の解消に一定の効果が

あった。残った課題は以下のとおりである。

1．利用案内

資料探索の場面では，電子ジャーナルか冊子体のどち

らか一方を探して，もう一方を探すことに思い至らない

利用者が散見される。このようなことを減らすために，

冊子と電子ジャーナルの両方を自在に発見できるような

利用案内と検索システムを充実させる必要がある。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図2．作業伝票

写真1．
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2．資料の再配置

利用者に分かりやすく使い勝手のよい図書館にするた

め，資料の再配置を行う必要がある。分散配架している

雑誌バックナンバーは，和洋別にそれぞれ1つの連続的

な配架にするなどの課題がある。

3．利用者スペースの充実

当館が建設された当初は現在より多くの閲覧スペースが

存在した。また当館の位置づけは，建設当時のパンフレッ

トによれば「各教室，学生ら学部の中心に存在し，勉学，

研究の場であると共に，憩と話合いの場」であった。長

年の間に減ってしまった利用者のためのスペースを再び拡

大・整備して，この期待に十分こたえられる図書館を実現

することが必要である。

4．冊子体の有効活用

全国的に廃棄が進む冊子体の有効な保存・利用方法の

確立が必要となっている。北米で行なわれている大規模

な共同保管 5）－7）を日本でも早期に実現されることが求

められている。
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Abstract: This article reports on the disposal of print journals 
at Nagoya University Medical Library in 2012. Because of 
increases in the collection, the Nagoya University Medical 
Library had exceeded its floor weight limitations for many 
years. In addition, users now prefer electric journals to printed 
journals, as shown by the results of a survey conducted in 
2011. Under these circumstances, 17900 volumes of bound 
journals (462 titles) were discarded and 850 shelves were 
emptied in December 2012. The disposal of print journals 
appears to be an effective means of reducing floor weight, 
which can lead to the rearrangement of collections. The 
disposed volumes were restricted to those with electronic 
versions and perpetual access rights. Access routes to the 
electronic journals for authorized users were confirmed, as 

was the ability of the library to fulfill requests from other 
institutions for interlibrary loans. A disposal list was then made 
according to the list of back files that had been purchased and 
the electronic journals to which the library had subscribed. 
For journals with titles that had been changed, the previous 
titles as well as the current titles are often included in the 
electronic journals. Such previous titles were selected and 
added to the disposal list. The list included 54 titles that had 
been purchased by laboratory budgets; of these titles, 19 were 
removed from the disposal list at the request of a laboratory.

Key words: electronic journal back files; disposing journals; 
perpetual access license; floor weight limitations
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