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Q.16 電子ジャーナルに今後どのような機能が必要と考えますか？
I. アクセス環境
1. 所属機関からだけではなく，自宅からのアクセス ; to have the access at home not only from my
institution 【教員, 工学, 国立大学】
2. 大学で複数の同時アクセスができれば，複数の学生が電子ジャーナルを見ることができる ; Multiple
concurrent access at the uni so several students can browse the journals 【大学院生, 社会科学, 国立大
学】
3. ダウンロード可能にしてほしい ; downloadable 【大学院生, 工学, 公私立大学】
4. パスワード設定などで，自宅からもアクセスできるようにする 【教員, 人文学, 国立研究所】
5. ほとんどの電子ジャーナルに対して，学内と同様に自宅でもアクセスできるようにしてほしい 【大学
院生, 社会科学, 国立大学】
6. 印刷禁止の解除

【大学院生, 人文学, 国立研究所】

7. 印刷不可やコピー不可のような余計なプロテクトは利用の妨げになるので極力避けるべき 【教員, 医
学, 公私立大学】
8. 海外のものに比べ，日本国内のジャーナルの閲覧には制限が多いように思われる。各図書館経由でジャ
ーナルを閲覧する場合には，最新版まで全て自由に閲覧できるようなシステムにしてもらいたい 【教
員, 農学, （不明）
】
9. 海外調査の際に有用なので，どこからでもアクセスできること 【教員, 社会科学, 公私立大学】
10. 学外からでもアクセスできると嬉しい 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
11. 学外からのアクセス ; Access from not only inside the University 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
12. 学外からのアクセスがしやすいこと 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
13. 学外からのアクセス可能性 【教員, 生物学, 国立大学】
14. 学外からの閲覧をしやすくすること 【大学院生, 数学, 国立研究所】
15. 学外からの閲覧可能な電子ジャーナルが増えて欲しい。
（ライセンス契約の種類の問題かもしれませんが）
【教員, 社会科学, 国立大学】
16. 学外からログインしていて，引用先に飛ぶときに，認証なしに飛べること 【教員, 社会科学, （不明）
】
17. 学外でもみれるようにすること，卒業後もみれるようにすることなどを検討して欲しい 【大学院生, 畜
産学・獣医学, 公私立大学】
18. 学外など，外からのアクセスでも，学内とほぼ同様に閲覧できると，非常に効率的に論文を書くことが
できると思われる 【教員, 歯学, 国立研究所】
19. 学外のネットワークからでも利用可能なものであれば利用を検討したいと思います 【大学院生, 総合
領域, 公私立大学】
20. 学術団体を運営するに当たり，会員，非会員の閲覧制限があってもよいと思う 【大学院生, 人文学, （不
明）
】
21. 学生のスマートホンへの文献のダウンロード可能化 【教員, 農学, 国立大学】
22. 学生や研究者相手に対する閲覧の無料化， 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
23. 学内・学外の区別なくアクセス可能にしてほしい 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
24. 学内からだけではなく，自宅などからもアクセスできるようにしていただきたい（ID やパスワードを発
行するなど工夫の余地はあるのではないかと思います） 【教員, 社会科学, 公私立大学】
25. 学内からでなく学外からでもユーザーは電子ジャーナルにアクセスできるようにする 【教員, 生物学,
公私立大学】
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26. 学部の図書館だけで購入している雑誌についても Web 閲覧できるようにしてほしい。キャンパスが離れ
ていると複写依頼を出さねばならず面倒 【大学院生, 薬学, 国立大学】
27. 機関が一度購入したら未来永劫読めるようにしてほしい 【教員, 化学, 国立大学】
28. 月並みな意見かもしれませんが，学術的な機関だけでなく，広く一般の方々にも閲覧できるようにし，
【教員, 人文学, 公私立大学】
29. 研究機関の人間が，個人認証すれば機関以外の場所でもダウンロード，閲覧が可能になること 【教員,
畜産学・獣医学, （不明）
】
30. 現在は学内からのみアクセスができるようになっておりますが，パスワードの設定などで，自宅などか
らもアクセスができるようになればよいと思っております 【教員, 人文学, 公私立大学】
31. 使用する PC を認証して大学以外で(例えば自宅等で)も電子ジャーナルをダウンロードできるようにし
て欲しい 【教員, 物理学, 国立大学】
32. 自宅からでもアクセスできるようにしたい。たぶん，今でも可能だと思うが，うまく接続できない 【教
員, 薬学, 公私立大学】
33. 自宅からも無料でダウンロードできるオンラインジャーナルを増やしていただきたい。たとえば JSTOR,
Springer など 【大学院生, 人文学, 国立研究所】
34. 自宅での利用 【教員, 人文学, 公私立大学】
35. 自宅でもっと簡単にダウンロードしたい 【教員, 歯学, 公私立大学】
36. 自宅でも見れるようになるとありがたい 【教員, 総合領域, 公私立大学】
37. 自宅でも大学と同じ環境で利用したい 【その他, 農学, 国立研究所】
38. 自宅でも読めるようになること．過去のものが消えないこと 【教員, 数学, 公私立大学】
39. 自宅でも無料でアクセス可能 【教員, 総合領域, 国立大学】
40. 自宅でも利用したい 【教員, 農学, 国立大学】
41. 自宅に帰った時でも大学で契約しているジャーナルからならばダウンロードできる 【大学院生, 医学,
公私立大学】
42. 自分のロケーションによるアクセス制限の緩和。いつも読めている雑誌が，出張先で読めないのは不都
合である。

【教員, 物理学, 公私立大学】

43. 出張先でも所属機関の図書館で購読していたら閲覧可能にする仕組み 【教員, 物理学, （不明）
】
44. 出張先など，外部からのアクセス・ダウンロードサービス 【教員, 化学, 国立研究所】
45. 所属の大学だけだはなく，家でも利用できること 【教員, 社会科学, 公私立大学】
46. 所属機関で購読している場合に，所属機関の外からでもアクセスできること 【教員, 地球惑星科学ほ
か, 公私立大学】
47. 所属機関に依存せずどこからでもアクセスできること 【教員, 社会科学, 公私立大学】
48. 大学で利用可能な電子ジャーナルがすべて自宅で利用できるようになると良い 【教員, 歯学, 公私立大
学】
49. 大学院院生であれば，自宅でもダウンロードして印刷できるようにしてほしい 【大学院生, 人文学, 国
立大学】
50. 大学内だけでなく自宅や移動先で利用できる 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
51. 電子ジャーナルのアクセス環境は日米の大学でずいぶん差があります。大きくは外部からのアクセスが
できない，メタ検索ができない，の 2 点が最も大きく劣る点です。米国の大学の環境に一日でも早く近
づけるべきです 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
52. 電子ジャーナルの学外での使用を全面的に許可 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
53. 電子ジャーナルを契約している所属研究機関からだけでなく，自宅，移動中などにおいても，ダウンロ
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ードが容易にできる機能 【教員, 工学, 国立研究所】
54. 登録ユーザは，自宅等からでもアクセスできる 【教員, 生物学, （不明）
】
55. 登録期間以外からも閲覧できること 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
56. 特に現在困っていることはありません。可能であれば，サインインして所属機関外からのアクセスが可
能となるとうれしく思います 【大学院生, 物理学, 国立大学】
II. オープンアクセス
1. １〜３ヶ月後に無料化するなどの措置を進めて欲しい 【教員, 生物学, 国立研究所】
2. Free で全文検索できるジャーナルをより多くすること 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
3. free 化 【教員, 総合領域, 公私立大学】
4. JSTOR が，論文掲載後すぐに読めるとよい。
（現在は３年後ぐらい） 【教員, 人文学, 国立大学】
5. open access になる事 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
6. Open access で研究機関以外からでも読める 【教員, 物理学, 国立大学】
7. Open access の推進 【教員, 医学, 公私立大学】
8. Open acces のサービスが重要です 【教員, 化学, 国立大学】
9. Pub Med で検索して所属機関ですぐ読める電子ジャーナル以外は，図書館を通して手にいれようとはな
かなか思わない。しかし，所属機関の図書館では雑誌の値上がりで年々購読雑誌，購入電子ジャーナル
を減らしている。すべての雑誌は電子化し，pdf は無料でダウンロードでき，個人の PC に保存できるよ
うにしてほしい 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
10. PubMed で Free とされているが，ジャーナルのサイトで Free でない物が多い。特に新しい論文 【教
員, 農学, 公私立大学】
11. アカデミックの場合，全ての情報が無料でダウンロード出来ること 【教員, 農学, 国立大学】
12. アクセスとダウンロード ; Access and download 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
13. アクセスの完全なフリー化および pdf ダウンロードのフリー化 【大学院生, 畜産学・獣医学, 公私立大
学】
14. アクセスの自由性 【教員, 物理学, 公私立大学】
15. アクセスフリーの電子ジャーナル 【教員, 化学, 公私立大学】
16. アクセス可能な雑誌の拡大 【教員, 物理学, 公私立大学】
17. あらゆる電子ジャーナルの閲覧制限の撤廃にむけた仕組みづくり 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
18. いつでも，どこでも，どのようなパソコンでも負荷なくよめて，自由にダウンロードできて，文字情報
と図の情報を引き出せる 【教員, 化学, 公私立大学】
19. エンバーゴ（出版後１年はアクセスできない等）は，不便である ; Embargoes (i.e. articles available for
access one year after they come out) are not useful 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
20. オープン アクセスにして欲しい 【教員, 生物学, 国立研究所】
21. オープンアクセス 【大学院生, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
22. オープンアクセス ; Open access 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
23. オープンアクセス ; Open access 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
24. オープンアクセスの割合を増加していく必要がある 【教員, 生物学, 公私立大学】
25. オープンアクセスを徹底して欲しい 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
26. オープンアクセス化 【教員, 医学, 国立大学】
27. オープンアクセス化をもっと推進すること 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
28. オープンソースをもっと増やしてほしい 【教員, 人文学, 国立大学】
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29. さらなるオープンアクセスジャーナルの増加が必要だと思う 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
30. ジャーナルは，無料でアクセスできる論文を増やしてほしい ; I want that journal gave more access to
free articles 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
31. 出版年にかかわらず，雑誌の全ての版にアクセスしたい。また，オンラインジャーナルに無料，または
ごくわずかな金額でアクセスしたい。我々の研究は世界を豊かにし，あらゆる分野の将来の発展に貢献
していると思う ; I want access to ALL editions no matter how many years prior the journal has been
published. I also would like the access to journals online to be free or at a MUCH reduced rate. I thought
the purpose of our research is to enrich the world we live in and contribute to the future advancement in
all fields 【教員, 人文学, 国立大学】
32. すべての学術雑誌の電子版の完全無料化を望む。電子情報はデータが壊れれば読み出せなくなる。そん
なものに金を払う気にはなれない。一方，印刷体は喜んで購入したい 【大学院生, （不明）, 公私立大
学】
33. すべての電子ジャーナルが，オープンで利用できるようにしてほしい 【大学院生, 農学, 国立大学】
34. すべての論文を大学や研究機関ならば無料で閲覧できる機能が必要だと思う。そのほうがもっと研究が
発展する。ほかの研究者の研究内容を自分のものにしようとする人間がいなければ可能だが，現状はそ
れは難しいのか・・・？ 【大学院生, 生物学, 国立大学】
35. すべて無料 【教員, 歯学, 国立研究所】
36. すべて無料で読めるようにすべき 【教員, 数学, 公私立大学】
37. すべて無料化，古い雑誌の利用 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
38. 全文へのフリーアクセス ; Free fullpaper 【教員, 医学, 国立大学】
39. だれでもが利用できるようにして欲しい 【教員, 生物学, 国立研究所】
40. 知的財産権の徹底的な整備は，著者により多くの自由と権利を与え，利用者はより便利に[利用できるよ
うに]なる。ジャーナルに簡単にアクセスできるようにする。対価を求めない研究者たちの背後にいる主
要出版グループによる不当利益行為を減らす ; Significant overhaul in intellectual property rights giving
authors more freedom and rights, and readers more ease. Less hurdles to access journal content. Less
profiteering by major publishing groups on the backs of researchers who do work not for profit 【大学
院生, 物理学, 国立大学】
41. できる限り，学会員でなくても，電子ジャーナルで閲覧できるように，オープン化を希望する 【教員,
社会科学, （不明）
】
42. 特 に 最 近 の出 版 物 へ の無 料 ア ク セス ; Available free‐of‐charge access, especially to the recent
publications 【教員, 化学, 公私立大学】
43. どこからでもフリーアクセス ; free access everywhere 【大学院生, 農学, （不明）
】
44. どの雑誌も誰でタダでも見られること。契約金が高いと実質的には見られない 【教員, 農学, 国立研究
所】
45. どの文献も購読料なくダウンロードできること 【教員, 農学, 公私立大学】
46. どんな雑誌でも無料にすぐ利用できるということ 【教員, 歯学, 公私立大学】
47. フリーアクセス 【教員, 工学, 公私立大学】
48. フリーアクセス 【教員, 総合領域, 国立大学】
49. フリーアクセス 【教員, 農学, 国立研究所】
50. フリーアクセス ; Free access 【教員, 人文学, 公私立大学】
51. フリーアクセス ; free access 【教員, 生物学, 公私立大学】
52. フリーアクセス。特に出版してから暫く経ったものは公開して欲しい。また，過去の論文を電子化し，
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アクセスしやすいデータベース化して欲しい 【教員, 数学, 国立大学】
53. フリーアクセス，フリーダウンロード（学内アクセスに限り） 【大学院生, 医学, 公私立大学】
54. フリーアクセスが前提 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
55. フリーアクセスを期待したい 【教員, 総合領域, 公私立大学】
56. プレプリントサーバ(http://arxiv.org/)のように無償で利用できることが望ましい。科学の研究結果は全て
の研究者，研究者予備軍が共有すべきである。学生の身分では有償で所属大学が購読していない論文を
読むことができない 【大学院生, 物理学, 公私立大学】
57. より多くの論文の無料公開 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
58. 異なる専門分野の研究者も容易に参照できるような，オープンアクセスの電子ジャーナルが主流になる
べきだと思います 【教員, 総合領域, 国立研究所】
59. 一定期間を過ぎた論文は全て無料でアクセス可能にする 【教員, 生物学, 国立大学】
60. 価格の無料化 アーカイブの蓄積 【教員, 医学, 国立研究所】
61. 会員制限のないアクセス 【教員, 工学, 公私立大学】
62. 学術情報に関しては，可能な限りオープンアクセスの方向に向かうべきだ 【教員, 生物学, 国立研究所】
63. 検索した論文をすべて無料で全文読めるようにしてほしい。そして，印刷利用できるようにしてほしい
【大学院生, 歯学, 公私立大学】
64. 原則として，open access 【教員, 化学, 国立大学】
65. 原稿／査読／編集がボランティアベースなのだから，購読も無料で公開されるべき 【教員, 工学, 公私
立大学】
66. 全てオープンにする 【教員, 総合領域, 公私立大学】
67. 全てのジャーナルがすべて無料で読むことができる。また，すべてのジャーナルで発刊される前に電子
版で読むことができる 【教員, 農学, 公私立大学】
68. 全てのジャーナルに，オープンアクセスのオプションがあるといい 【教員, 医学, 国立研究所】
69. 全ての論文を無料で PDF が入手可能にすること 【教員, 複合新領域, 国立大学】
70. 全て無料で読めるようにしてほしい 【大学院生, 生物学, 国立大学】
71. 多くのジャーナルを無償にして欲しい 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
72. 著者が，別刷りではなく，オープンアクセスにするような選択がほしい 【教員, 工学, 国立研究所】
73. 無条件で文献を見ることができる 【教員, 歯学, 公私立大学】
III. 価格設定・契約
1. Special issue（特集号）などに対して，pay per issue があると良い 【教員, 医学, 公私立大学】
2. 価格 【教員, 化学, 公私立大学】
3. 価格が高騰しないこと 【教員, 工学, 国立大学】
4. 価格の圧迫による弊害を防ぐような技術革新や価値観の変化，あるいは国全体としてのサポート 【教
員, 化学, 国立研究所】
5. 価格の抑制 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
6. 価格低下 【教員, 工学, 公私立大学】
7. 現在と同様のサービスを，より低コストで提供できる機能が必要 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
8. 現在の機能に満足している。購読料が高いのが困る 【教員, 複合新領域, 国立大学】
9. 現状で十分便利．コストが安くなるとよい 【教員, 数学, 国立研究所】
10. 購読を無料にしてほしい 【教員, 生物学, 公私立大学】
11. 購読料の無料化あるいは値下げ 【教員, 工学, 国立大学】
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12. 購読料を安くして（場合によっては国としてバックアップもあり）
，様々なジャーナルをどの研究機関で
も見れるようにしてほしい 【教員, 化学, 公私立大学】
13. 購読料を下げる 【教員, 工学, 国立研究所】
14. 高額な金額を要求する出版社に対していかに対抗するか 【教員, 複合新領域, （不明）
】
15. 国内の大学からは，無料でアクセス可能にする 【教員, 化学, 国立大学】
16. 大学の価格負担が小さい．所属機関が継続して購入可能である 【教員, 総合領域, 国立大学】
17. 大学側がまとめて契約し，従量制で課金されるシステム（１部あたりの金額も，現行の 32 ドル/部など
といった高額でないようになってほしい） 【教員, 畜産学・獣医学, 国立研究所】
18. 単価を下げること 【教員, 工学, 公私立大学】
19. 値段を安くして欲しい 【教員, 医学, 国立大学】
20. 値段を下げてほしい。だんだん Open Journal が増えてきてはいるが，読めないものや講座負担金が増え
るのは困っている 【教員, 医学, 国立大学】
21. 低価格化 【
（不明）, 物理学, （不明）
】
22. 電子ジャーナルそのものに機能を求めることは考えていないが，この分野の市場が独占・寡占化してい
く中で将来的に論文を見れなくなってしまう状況が生まれないか危惧している。これはこのアンケート
調査の本項以降の設問とも関連するものだと考えている 【教員, 生物学, 公私立大学】
23. 電子ジャーナルの普及とともに，そのコスト負担が大きくなっている。雑誌数を増やそうにも，研究費
が限られるので，安価な提供が求められる 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
24. 日本で一括して購入，日本の税金で運営する，など，紙媒体のときとは異なる，効率的な（税金の節約
になる）運営 【教員, 物理学, 国立大学】
25. 非会員などでも，“最新の”論文を有料で容易に DL できるようになること 【教員, 総合領域, 公私立大
学】
26. 必要とする論文が電子ジャーナルに無い場合，その論文だけ複写コピーと同等の価格で入手可能なシス
テムが欲しい 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
27. 必要に応じて私費から捻出し予算を増額できる機能 【大学院生, 生物学, 国立大学】
28. 未契約サイトからの有料ダウンロードを校費で処理したい 【教員, 生物学, 国立大学】
29. 無料 【教員, 人文学, 国立大学】
30. 無料サービス 【教員, 総合領域, 公私立大学】
31. 無料でアクセス可能なシステムを構築してほしい 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
32. 無料であると使いやすいがそうもいかないだろう 【教員, 社会科学, 国立大学】
33. 無料で閲覧できる機能 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
34. 無料で閲覧可能 【教員, 工学, 国立研究所】
35. 無料で購読できること 【教員, 工学, 公私立大学】
36. 無料で電子ジャーナルを読めるようにして欲しい（少なくとも２年以上の過去のものを無料化する）
【教員, 総合領域, 公私立大学】
37. 無料で読めるものが増えると助かる 【教員, 医学, 公私立大学】
38. 無料にダウンロードできること や すぐに本文が読めること 【教員, 医学, 国立大学】
39. 無料の閲覧 【教員, 化学, 国立大学】
40. 無料閲覧化 【教員, 工学, 国立研究所】
41. 無料化 【大学院生, 総合領域, （不明）
】
42. 無料化 【教員, 畜産学・獣医学, 公私立大学】
43. 無料化 【教員, 生物学, 国立大学】
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44. 無料化が重要 【教員, 物理学, 国立研究所】
45. 無料化の拡大（できれば） 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
46. 無料観覧可能な論文を充実してほしい 【教員, 工学, 国立研究所】
47. 有料でもいいが，簡便な決算方式 【大学院生, 工学, 国立大学】
48. 有料のものは，より安くするべき 【教員, 医学, 国立大学】
49. 有料ページをなくす 【教員, 歯学, （不明）
】
50. 利用料金の値下げ 【教員, 化学, 公私立大学】
51. 利用料金を安くして欲しい。35 ドルで 24 時間しか利用できないなんて高額すぎる 【教員, 畜産学・獣
医学, 国立大学】
52. 料金の値下げ。あるいは，オープン化 【教員, 物理学, 国立大学】
53. 料金の定額化 【教員, 社会科学, 国立研究所】
54. 廉価販売 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
55. 論文を download した場合，公費請求可能な領収書の発行機能（操作簡単である必要がある） 【教員,
工学, 国立研究所】
IV. 利用可能範囲の拡大
1. 10 年以上過去の論文が電子ジャーナル化されていない場合があるので，電子ジャーナル化を望みます
【教員, 工学, 国立大学】
2. 1930 年代〜1970 年代くらいの，戦前・戦後の論文の電子化 【教員, 複合新領域, 国立大学】
3. 1970 年代などの古い文献もオンラインで購読・コピー可能にして欲しい 【大学院生, 畜産学・獣医学,
公私立大学】
4. 1970 年代以前の未掲載論文の PDF 化 【教員, 歯学, 公私立大学】
5. 1970 年代以前の論文も電子体で提供されると助かる。一部は既にそうなっているが全部ではない 【教
員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
6. 1990 年以前の論文の場合，電子化されていないものが多い 【教員, 農学, 国立大学】
7. 1990 年代以前の記事もダウンロード可能となること 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
8. 1 つの論文を検索した際，それに関連する論文を提示する「レコメンド」機能 【教員, 社会科学, 公私
立大学】
9. 2000 年以前のバックナンバーの pdf 化が進むこと 【教員, 化学, 国立大学】
10. 2000 年以前の電子化の充実 【教員, 薬学, 国立研究所】
11. 2000 年以前の論文も PDF 化される必要がある 【教員, 医学, 国立大学】
12. contents のみ公開されている雑誌がありますが，フルで読めるようにしていただけたら助かります 【教
員, 化学, 国立研究所】
13. Free ではダウンロード出来ない論文も，今後は読めるようになると良いのだけれど 【教員, 生物学, 国
立大学】
14. Full page を閲覧できる雑誌数を増やしてほしい 【教員, 社会科学, 国立研究所】
15. full text が読めるようになること 【教員, 社会科学, 国立大学】
16. fulltext を充実させてほしい 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
17. Hein On Line の閲覧できる領域を広げてほしい 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
18. Journal of Geophysical Research の電子版を充実させてほしいです 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立
大学】
19. Nature, Cell, Science，あるいは各姉妹誌は生物系研究者にとって重要な研究資料ですが，これらが読め
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ないということは研究をするなということを言われているような気さえします。Naute の最新号が読め
ない大学・研究機関は他に聞いたことがありませんし，知りません。オンラインで読めるようにして欲
しいです 【教員, 生物学, 公私立大学】
20. SCI 認定されているのに，本文の PDF 取得に経費を要するものがある．これは大変に不便であり，解消
してほしいが，出版側の都合があるのであろう 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
21. Surface Science のように，過去 10 年分程度しか本文の PDF ファイルを公開しない電子ジャーナルがあ
る。過去に刊行された分は，すべて見られるようにすべき 【教員, 化学, 国立大学】
22. アーカイブ機能の拡充(使いにくいジャーナルもあるので） 【教員, 看護学, 国立大学】
23. アーカイブ機能の強化（過去の論文の収蔵） 【教員, 農学, 国立研究所】
24. アクセスできない（ｐｄｆファイルをダウンロードできない）ジャーナルについて，簡単に，ダウンロ
ードできるように（研究費等を用いて）してほしいです 【教員, 生物学, 国立研究所】
25. アクセスできないジャーナルを少なくしてほしい（日本の大学の全体で契約するなど） 【教員, 物理
学, 国立大学】
26. アクセス出来ない論文がある ; some are not accessible 【教員, 複合新領域, 公私立大学】
27. アメリカ・中国での学術雑誌・一般雑誌（過去 100 年を含む）の電子化データベースを日本ではほとん
ど利用できない。日本学術会議あるいは国立大学図書館協議会が，交渉して，その利用ネットワークに
参加すべきだ 【教員, 人文学, 国立大学】
28. アメリカ化学会出版の journla of the american chemical society や Inorganic Chemistry, Langmuir 等の良
質な雑誌が読めないので，それらを図書館で購読して，電子ジャーナルとして読めるようにしてほしい
【教員, 化学, 国立大学】
29. あらゆる雑誌の購読ができると良い。まだ購読でいないものがある 【その他, 医学, 国立大学】
30. あらゆる文献のオンライン・ダウンロード 【教員, 社会科学, 公私立大学】
31. あらゆる論文の pdf がデータベースからダウンロードできるようになると有り難い 【教員, 社会科学,
公私立大学】
32. あらゆる論文の網羅 【大学院生, 人文学, （不明）
】
33. イギリスの国立図書館のように，論文を広く検索でき，必要な論文を有料で電子的にダウンロードでき
るシステムになっているとよい 【教員, 人文学, 国立研究所】
34. オンラインジャーナルのタイトルを増やす ; more online journals 【教員, 工学, 公私立大学】
35. オンラインでダウンロードできる 【大学院生, 医学, 公私立大学】
36. カバーするジャーナルの数を増やす 【教員, 人文学, 国立大学】
37. カバー率が広いこと 【教員, 複合新領域, （不明）
】
38. 国際的な電子ジャーナルへのアクセスの増加 ; More acess of international Journals 【大学院生, 工学,
国立研究所】
39. 個々の論文が PDF ファイルとしてダウンロードできることと，ダウンロードした PDF ファイルが論文
を識別できる情報を含んでいること ; The ability to download individual articles as pdf files, and for
those pdf files to contain some kind of information that clearly identifies the article 【教員, 人文学, 国
立大学】
40. コンソーシアムの関係だろうが，人文社会系の雑誌をもっと多く含めてほしい 【教員, 総合領域, 公私
立大学】
41. 最新号・バックナンバーへの迅速で簡単なアクセス。/ハイパーテキストリンク。/ ; Quick and easy access
to back‐ and current issues 【教員, 人文学, 公私立大学】
42. 冊子体の雑誌と同様に，さらにアーカイブを含む全てのコンテンツにオンラインアクセスできること ;
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Same as in paper journals plus online accessibility to all contents including archives 【教員, 生物学, 公
私立大学】
43. 雑誌の古い，または新しい号が利用できない場合がある。/また，抄録にしかアクセス出来ない場合があ
る。/もし，私が少なくとも週に 1 本の論文が必要な場合，大学は図書館から E メールで提供可能だろう
か ; in some cases old or new version of journal are not available. Some times there is just access to
abstract. It would be possible if I need at least one paper per week university provide for me by sending
email to organization responsible in library 【大学院生, 総合領域, 国立研究所】
44. 様々な出版者の，より多くのオンラインジャーナル ; More of online journals from different publishers
【教員, 化学, 国立研究所】
45. さらにメジャーな雑誌の閲覧ができるように 【教員, 社会科学, 公私立大学】
46. 残念ながら最大の問題は解決が難しい，というのも私が必要としている雑誌の多くは大学で購入されて
いない。私は非常に広範な分野で研究しており，大量の雑誌の中からわずかな論文を選ぶので，解決が
困難である ; Unfortunately the biggest problem is not an easy one to solve ‐ that many of the journals I
want are not subscribed to by the university. I work in a wide variety of fields and take one or two
articles from a wide range of journals, so this is hard to solve 【教員, 人文学, 国立大学】
47. ジャーナル数の充実，検索機能の簡素化（より細目化された分野のリスト化など）
，電子本のダウンロー
ドの充実 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
48. すぐに入手して読めること 【教員, 工学, 国立大学】
49. すべてのジャーナルが電子化される必要がある 【教員, 総合領域, 国立大学】
50. すべてのジャーナルのすべての年代の論文を電子版化してほしい 【教員, 農学, 国立大学】
51. 全ての論文の検索性 ; Searchability of complete articles 【教員, 人文学, 国立研究所】
52. すべての学術雑誌が読めるわけではないので，時折他大学への文献複写申し込みなどをしています。全
て読めたらありがたいです 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
53. すべての雑誌を読めるようになるとよい 【教員, 生物学, 公私立大学】
54. すべての書籍の電子化 【大学院生, 人文学, 国立大学】
55. すべての年代を閲覧できる機能 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
56. すべての論文が PDF でダウンロードできること 【大学院生, 人文学, 国立研究所】
57. すべての論文全文が見られること 【教員, 社会科学, 公私立大学】
58. すべて電子ジャーナルで得たい 【教員, 歯学, 国立研究所】
59. 制限なく全てのバックナンバーを遡って見たい ; Can browse all time journal, not limited 【大学院生,
工学, 国立大学】
60. セキュリティ保護の解除(注釈) 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
61. タイトルの増加 【教員, 社会科学, 公私立大学】
62. タイトル数の充実 【教員, 社会科学, 公私立大学】
63. ダウンロードがしやすい。発行年度（特に古いもの）の充実 【教員, 人文学, 国立研究所】
64. ダウンロードサービスの拡充：無料，あるいは，組織単位での登録により，個々に会員登録等しなくて
も文献が入手できるようにしてもらいたい 【教員, 化学, 国立大学】
65. ダウンロードできる雑誌数を増やしてほしい 【教員, 畜産学・獣医学, （不明）
】
66. たくさん読めること 【教員, 複合新領域, （不明）
】
67. データベースについて・・・CiNii のような横断検索の可能なデータベースが，より広範囲の雑誌をカバ
ーできると，後期課程の院生には非常に助かる。他方，前期の院生などは，研究領域の動向を知らない
ままに検索ワードだけで論文を探してしまう傾向を助長してしまう部分もある。そのようなメリットと
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デメリットの両面を考慮しながらも，データ量については拡充していくことが重要であると考える 【大
学院生, 社会科学, 国立大学】
68. できるだけおおくテキストがダウンロードできるようになってほしい 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
69. できるだけフリーのアクセス 【教員, 医学, 国立大学】
70. できるだけ全文を見れるようになってほしい 【教員, 医学, 国立大学】
71. できるだけ多くのジャーナルやプロシーディングなどを閲覧できるようにしてほしかったのです．時々
読みたい論文があっても PDF 全文を開けないのは非常につらいのことだと思います 【大学院生, 総合
領域, 国立大学】
72. できるだけ多くのバックナンバーへのアクセス ; Availability of as many back numbers as possible 【教
員, 社会科学, 公私立大学】
73. できるだけ多様な論文が電子ジャーナルで読めることを期待したい 【教員, 人文学, 公私立大学】
74. できる限り収録年数を増やし，当該ジャーナルの論文に引用されている他のジャーナル論文全てに，ア
クセスできるようにして欲しいです 【教員, 人文学, 国立大学】
75. できれば「日本語版」のものが増えて欲しい 【大学院生, 人文学, 国立大学】
76. できればどんな瑣末な報告書，雑誌，学会口頭発表要旨，紀要，メーカー等の技術報告でも pdf 化され
ていると非常にありがたいです 【教員, 工学, 国立研究所】
77. 電子ジャーナルの全論文へのアクセス（初号から最新号まで） ; Access to entirety of a journalʹs output
(i.e. from its first publication to its most recent publication) 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
78. 電子ジャーナルの論文を「キーワード」で検索し，抄録を読み，必要な論文をダウンロードしたい ; I want
to be able to access journal articles using ʹkew wordsʹ, and be able to read the abstracts, and down load
the articles which I require 【教員, 人文学, 国立大学】
79. ドイツ語，フランス語のジャーナルに限りがある。英語のジャーナルに加えて，充実してほしい 【教
員, 社会科学, 公私立大学】
80. とにかく大学における購読の継続が最優先 【教員, 工学, （不明）
】
81. どの大学/機関にどんな電子ジャーナルが利用できるか，わかりません 【大学院生, 人文学, 公私立大
学】
82. とりあえず最新の情報を提供できるようにしていただくのが一番ありがたいです。また，個人のダウン
ロード履歴など，プロフィール化することや，マークしている雑誌の新刊情報がメールで届くなどの機
能もあれば便利です 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
83. なるべく多くのジャーナル（医学分野でも著名なもの）が閲覧可能かつＰＤＦにてダウンロード可能で
あればより利用しやすいです 【教員, 歯学, 国立研究所】
84. バックナンバーの拡充 【教員, 人文学, 国立大学】
85. バックナンバーの収録を充実させること。収録されている雑誌の検索が容易であること 【教員, 人文
学, （不明）
】
86. バックナンバーの充実 【教員, 工学, 公私立大学】
87. バックナンバーの充実 【大学院生, 人文学, （不明）
】
88. バックナンバーの充実。バックナンバーのテキスト化 【教員, 生物学, （不明）
】
89. バックナンバーの全てが電子ジャーナルで見られると助かります 【教員, 工学, 国立研究所】
90. バックナンバーの電子ジャーナル化 【教員, 人文学, 国立大学】
91. バックナンバーの電子化 【大学院生, 人文学, 国立研究所】
92. バックナンバーの電子化 【教員, 複合新領域, 公私立大学】
93. バックナンバーの電子化，低価格化 【教員, 数学, 国立研究所】
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94. バックナンバーへのアクセスの保障。最新号の購入をやめた場合，バックナンバーも含めて読めなくな
るケースがある 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
95. バックナンバーへのフルアクセス ; Full access to back numbers.

【大学院生, 工学, 公私立大学】

96. バックナンバーを収録する場合でも，本文検索ができる形式が望ましい 【教員, 人文学, 国立大学】
97. バックナンバーを全てそろえて欲しい 【教員, 社会科学, 国立大学】
98. バックナンバー充実させてほしい 【教員, 工学, 公私立大学】
99. バックナンバー全文のテキストデータ化 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
100.フランス語やイタリア語などの英語以外の言語による電子ジャーナルが少ないことに不満を持っており
ます 【教員, 人文学, 公私立大学】
101.古い（1995 年，またはそれ以前の）
，しかし極めて重要な論文にアクセス出来ない場合がある。こうし
た文献に大学図書館がアクセス出来れば良いのだが，せめて第一級の論文には（といっても各分野の第
一級の論文を特定するのは難しいだろうし，だからこそアクセス出来ないのだろうが） ; Sometime, I
couldnʹt access old articles (back to 1995 or before) but classic one. I would love if the university library
would have that access, at least to significant‐classic paper (maybe it would be difficult to define ʹclassicʹ
for each field, so thatʹs why, there was no access until now 【大学院生, 農学, 国立大学】
102.古い論文へのアクセスのし易さ ; More access to older issues 【教員, 人文学, （不明）
】
103.ほしい資料が手に入りやすくなると（良いと）思う。また電子版の資料があればコピーする必要もなく
なり，環境にいいと思う 【大学院生, 人文学, 国立大学】
104.まず，バックナンバーを電子ジャーナルで完全に閲覧できる様にしてほしい（数十年以上前の号は電子
化されていないことがある）
。また，最新号の掲載も常に迅速に行ってほしい 【大学院生, 人文学, 公
私立大学】
105.ますます多量な論文が利用できればありがたい 【教員, 人文学, 公私立大学】
106.まず自分の専攻領域の電子ジャーナル又は有料の電子情報検索サービスを導入していただくことが重要
【教員, 社会科学, 国立大学】
107.まだ電子化されていない雑誌やバックナンバーを充実させてほしい 【大学院生, 化学, 国立大学】
108.みんなが読めるように，購読料を安くする 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
109.メジャーな海外論文は掲載していただいているが，マイナーなものがないこと。より多くの雑誌を掲載
していただけるとすぐに入手できてありがたいです 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
110.もう少し，種類を増やしてほしい 【教員, 医学, 国立大学】
111.もう少し雑誌数を増やしてほしいです 【大学院生, 歯学, 国立大学】
112.もっとジャーナルの電子化が進み，cinii などで検索したものがすぐに読めるようになると研究者だけで
はなく卒論資料の入手などで学生にも大きな利益がある 【教員, 人文学, 国立大学】
113.もっとたくさんの雑誌がみれるほうがよい。歯科以外の分野の雑誌がみれると便利である 【教員, 歯
学, 公私立大学】
114.もっとフルテキストをダウンロードできる雑誌を増やしてほしい 【教員, 歯学, 公私立大学】
115.もっと最新の論文も閲覧できたらいい 【大学院生, 医学, 国立大学】
116.もっと多く閲覧できればよい 【教員, 医学, 国立大学】
117.もっと多数の電子ジャーナルを読みたい 【
（不明）, 総合領域, 国立大学】
118.もっと利用できる雑誌数を増やして欲しい 【大学院生, 農学, 国立大学】
119.もっと論文が多く載せていただきたいです 【大学院生, 社会科学, （不明）
】
120.やはり，契約しているジャーナルとしていないジャーナルで差がでる。修得知識の差となって現れる。
現状ではアブストラクトで我慢する場合が多い 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
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121.より安価に契約でき，同じ総予算で，多数の電子ジャーナルを閲覧できるようになる機能 【教員, 物
理学, 国立大学】
122.より検索できる文献の数を増やしてほしいです 【大学院生, 農学, 国立研究所】
123.より広範な読者層に配布できる機能，より緩やかな著作権規定による 【教員, 人文学, 国立大学】
124.より広範な分野のジャーナルを収録すること．年次の限定を減少させること 【教員, 社会科学, 公私立
大学】
125.より広範囲に学術雑誌を収録して欲しい 【教員, 人文学, 公私立大学】
126.より多くの学術雑誌が電子化され公開されるべきだと思う 【大学院生, 人文学, 国立大学】
127.より多くの雑誌（バックナンバー含む）が網羅されると良いと思う 【教員, 歯学, 公私立大学】
128.より多くの雑誌にアクセスできること 【教員, 薬学, 国立大学】
129.より多くの雑誌の掲載 【大学院生, 医学, 国立大学】
130.より多くの雑誌の購読を可能にすること 【教員, 薬学, 公私立大学】
131.より多くの雑誌の電子ジャーナル化をお願いしたいです 【教員, 複合新領域, 国立大学】
132.より多くの論文が掲載されることを望む 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
133.より多種のジャーナルの収録 【教員, 工学, 国立研究所】
134.より多様な分野に関する学術雑誌が，古い時代から，電子化されてほしい 【大学院生, 社会科学, （不
明）
】
135.より網羅的な電子媒体化 【教員, 人文学, 国立研究所】
136.より論文をふやすべき 【大学院生, 生物学, （不明）
】
137.論文[本文]を読めるようにする ; being able to read the article 【教員, 人文学, 国立研究所】
138.私の研究に関連した，そしてジャーナルクラブのランチセミナーに必要な最新の論文をダウンロードし
たい ; To download latest articles, which is related to my research and for journal club, lunch seminar
【大学院生, 総合領域, 国立大学】
139.以前の論文の電子化（画像ではなくテキストデータしての電子化） 【教員, 社会科学, （不明）
】
140.医学部と連携して獣医学だけでなく人医療方面の文献もダウンロードできるようにしてほしいです
【大学院生, 畜産学・獣医学, （不明）
】
141.一部の雑誌が高くて買えない。重要な雑誌でもそのようなことがあるので何とかして欲しい。図書館連
合など大きな単位で購読できないのか？ 【教員, 物理学, 国立研究所】
142.一部の雑誌で直近のものが手に入らないものがあるので，雑誌社と契約するなどして，そのあたりを減
らしていただけると助かります 【教員, 社会科学, 公私立大学】
143.英語の雑誌が増えてほしい 【教員, 社会科学, 公私立大学】
144.英語の雑誌は充実しているので，日本語の雑誌論文も電子ジャーナルで閲覧したい 【教員, 人文学, 公
私立大学】
145.英語圏以外の雑誌について，過去の論文の電子化をすすめる。英語以外で書かれた優れた論文が埋もれ
ていくのを危惧する 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
146.英文雑誌以外の文献がほしいです。(日本語とフランス語を使います） 【教員, 社会科学, 国立研究所】
147.閲覧できないものがなくなればよいと思う 【教員, 農学, 国立大学】
148.閲覧できるジャーナルの増加 【教員, 人文学, 国立大学】
149.閲覧できるジャーナル数の加増 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立研究所】
150.閲覧できる雑誌の種類を増やして欲しい 【教員, 総合領域, 国立大学】
151.閲覧できる雑誌の数が少ない。特にヨーロッパで発行されている学術雑誌が限られているのに不満を感
じます。比較的アメリカで発行されている雑誌の論文は見つけやすいため，今後はヨーロッパの雑誌も
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閲覧可能なものを増やしてほしい 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
152.閲覧できる日本の雑誌を充実させてほしい 【大学院生, 看護学, 国立大学】
153.閲覧できる論文数を増やしてほしい。工学などの他分野も増やしてほしい。古い論文も電子化してほし
い。検索しやすくしてほしい 【大学院生, 物理学, 国立大学】
154.閲覧可能で，専門的な雑誌を増やして欲しいです 【大学院生, 農学, 国立大学】
155.閲覧可能なジャーナルの拡張と再検討 【教員, 薬学, 国立大学】
156.可能な限り過去のものを掲載する 【教員, 工学, 公私立大学】
157.科学史や歴史学の分野からすれば，古い情報が利用できるようになること 【教員, 人文学, 公私立大学】
158.課金されないで見られるようにしてほしい 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
159.課金無しの全文ダウンロード 【教員, 工学, 国立研究所】
160.過去（１８００年代）の論文も電子ジャーナルで見れるようにしてほしい 【大学院生, 歯学, 国立研究
所】
161.過去に印刷体で発表された論文のデジタル化の推進 【教員, 人文学, 国立大学】
162.過去の vol も電子化されていることが重要です 【教員, 生物学, 公私立大学】
163.過去のジャーナルも購読出来るようにして欲しい 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
164.過去のすべてにわたって電子化し，それらを恒久的に使用できるようにすべき。今のやり方では，電子
体の発行所と中継ぎ業者が不当に利益を売る道具に過ぎない。学術情報の入手の迅速性が，すべての学
問分野の必須条件ではない 【教員, 人文学, 公私立大学】
165.過去のデータベースの整備。ただし，過度に望んではいない 【教員, 数学, 公私立大学】
166.過去のバックナンバーに掲載されている論文の PDF ファイル化 【教員, 社会科学, 公私立大学】
167.過去の印刷物のさらなる電子化による保存と利用の簡便化 【大学院生, 薬学, 国立研究所】
168.過去の学術雑誌を電子ジャーナルで読めるようにして欲しい。まだ電子化されてないものがあるので
【教員, 総合領域, 公私立大学】
169.過去の記事，論文，コラムなどに，容易にアクセスできること 【教員, 社会科学, 公私立大学】
170.過去の古い時代の論文もすべて検索可能にするべき 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
171.過去の古い論文についての電子化と，アクセスフリー 【教員, 複合新領域, 国立大学】
172.過去の全ての雑誌が見られるようにしてほしい 【教員, 物理学, 公私立大学】
173.過去の全ての論文を閲覧できる機能 【教員, 工学, 国立大学】
174.過去の電子化されてない論文の電子化 【大学院生, 化学, 国立大学】
175.過去の文献の電子化と公開 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
176.過去の論文の検索法がジャーナル間で微妙に異なる。統一されたプラットフォームがあればもっと使い
やすくなるのでは 【教員, 農学, 国立研究所】
177.過去の論文の収録 【教員, 社会科学, 国立大学】
178.過去の論文へのアクセス権の保証制度。電子版の購読だけにした場合，数十年後にライセンス契約が変
更され，例えば過去の文献へのアクセス権が剥奪される（あるいは，別契約になる，など）ことを危惧
する 【教員, 工学, 国立大学】
179.過去の論文も，すべて PDF にして読めるようにして欲しい 【教員, 生物学, 国立研究所】
180.過去の論文も閲覧できるようにしてほしい 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
181.過去の論文をすべて電子化することと 【教員, 物理学, 公私立大学】
182.過去の論文を取り扱っていないものが多いので，その点を改善して欲しい 【教員, 歯学, 国立研究所】
183.過去論文の電子化 【教員, 工学, 公私立大学】
184.画像で採録されている過去の文献の文字化 【教員, 工学, 国立大学】
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185.会計と監査に関する電子ジャーナルをもっと購読して欲しい ; I need more subscriptions on accounting
and auditing journals.

【大学院生, 社会科学, 公私立大学】

186.海外の文献でもすぐに手に入り，国際的な学術水準が時差なく維持できる 【大学院生, 社会科学, （不
明）
】
187.開示情報をもっと多く 【教員, 工学, 国立大学】
188.学際的な研究により利用しやすくなるように，さまざまな分野で電子化が進めば良いと考える 【大学
院生, 人文学, 公私立大学】
189.学術・研究機関からの完全フリーアクセス 【大学院生, 生物学, 国立大学】
190.完全無料化 【教員, 工学, 国立研究所】
191.関連文献へのアクセスをフリーにする 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
192.企業で利用する場合は，高額のため，利用料金を安く設定してもらいたい（社会人博士課程に在籍し，
今はとても利用環境がよく，研究がはかどるため） 【大学院生, 工学, 公私立大学】
193.基本的には，契約本数の増大．既に契約されているジャーナルについても，契約年数の幅を広げる 【大
学院生, 工学, 国立大学】
194.本学のような弱小大学では主要論文の電子ジャーナルすら高価で手元ですべて取り寄せられる環境にな
くフラストレーションがある。価格的に利用しやすい状況にしてほしい 【教員, 化学, 国立大学】
195.希望するジャーナルを参照できる（まだ参照できないものが多い） 【教員, 社会科学, 国立大学】
196.機能ではないが，料金を安くして，入手しやすくすべき 【教員, 化学, 公私立大学】
197.機能というより，収録範囲について，既に手に入らなくなっているような古い雑誌論文を電子化して，
今後，多キャンパス化等で印刷体の現物が分散したり，そもそも図書館に所蔵されていないものについ
ても，入手可能な状態にしてほしい 【教員, 社会科学, 国立研究所】
198.機能というより誰にでも利用しやすくなること。具体的には契約料・更新料を廉価にしてどこの図書館
でも契約できるようになること。さらに，所属図書館の大学所属者以外であっても自由に利用できるよ
うになること 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
199.機能としては現状として満足しているが，Full でみれる論文の数が増えてくれると嬉しい 【大学院生,
歯学, 国立大学】
200.機能の付加よりも価格を引き下げることが必要である 【教員, 社会科学, 国立大学】
201.機能は現在のままで不満はない。不満があるのは，電子化されているのが２０世紀末のバックナンバー
にかぎられていること，第一号からすべてのバックナンバーを電子ジャーナルで利用できるようにして
ほしい 【教員, 社会科学, 国立大学】
202.機能は十分だが，本学で契約している電子ジャーナルのリストが不十分なことが最大の問題。かなりの
頻度で検索し fulltext にアクセスしようとすると「貴機関では読めないので購入してくれ」となる。キャ
ンパス購入関連予算にくらべれば微々たる額で電子ジャーナルを大手国立並に整備できるのに残念なこ
とである 【教員, 数学, 公私立大学】
203.機能は十分であるが，値段が高くて大学でお金を支払えない(=閲覧できない) 【教員, 工学, 国立大学】
204.機能より，雑誌の数を充実してほしい 【教員, 工学, 国立大学】
205.機能面で不満はないが，読みたいと考えていた雑誌が登録されていない場合に不便を感じることがまま
ある 【教員, 化学, 国立研究所】
206.勤務校の電子ジャーナルが，私の分野ではまだまだ充実しておらず，非常勤先の図書館の電子ジャーナ
ルに頼っている。勤務校でバックナンバーの充実も含めて，さらなる導入が見込めない場合は，他大学
との共同利用の可能性などがでてくれば助かる 【教員, 人文学, 公私立大学】
207.近年の論文も早期に検索可能なようにする 【大学院生, 工学, 国立大学】
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208.近年発行された論文で無いもののアーカイブ化．現状では少ないので 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
209.契約が切れた場合，過去のものに遡って利用ができなくなることがないようにしてもらいたい。印刷体
であれば，例えば，1995 年から 2009 年まで契約していた場合，契約期間中のものはそのまま手元に残
るが，図書館で契約している電子ジャーナルについて契約を止めた場合，過去のものが使えなくなる場
合があるが，それを考慮して印刷体の契約を切れない状況があると思います 【教員, 社会科学, 国立大
学】
210.契約していないため，全文閲覧が不可のジャーナルで希望数をカウントする機能があれば今後の契約更
新等に役立つ 【教員, 薬学, 国立研究所】
211.契約している雑誌の種類自体が少ないので改善してほしい。(化学/物理化学/化学物理系) 【教員, 化学,
国立大学】
212.契約を更新しなかった場合，契約期間のバックナンバーも読めなくなることがないようにして欲しい。
（印刷体の場合は契約期間のバックナンバー図書室（館）に残る。
） 【教員, 化学, 国立研究所】
213.契約を切ったときに契約していた期間の論文だけはオンラインで読める機能（現在あるかどうか，調べ
ていませんが，
，
，
） 【教員, 工学, 国立大学】
214.契約期間終了後の，購読期間中の記事の閲覧権が各社まちまちなので，統一して可能にしてほしい 【教
員, 数学, 国立大学】
215.掲載雑誌数の更なる拡張 【大学院生, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
216.掲載雑誌数の増加 【教員, 医学, 国立大学】
217.掲載論文に引用されている論文がすぐにみることができるようになっているとよい。たとえば契約して
いない電子ジャーナルでもある程度古い論文ならすべてみることができるようになっているとよい
【教員, 数学, 国立大学】
218.経済学分野のジャーナルはほとんどみつからないに等しいです．また，検索機能がないと意味がないで
す．経済なら EconLit がありますが，大学には入っていないので，個人で海外の学会に所属して使用す
る権利をえています．が，大学所蔵とは接続していないので不便です．海外の大学などでは，EconLit
でヒットしたものが，そのまま大学の所蔵の有無，場合によっては PDF まであがってきます．検索して
大学図書館の所蔵で探して，コピーしにいって・・・とやるとなると，よほど必要なもの以外は Google
で著者が公表してないか，とか探してしまいます．今の時代，お金を掛けてもいい部分ではないでしょ
うか 【教員, 農学, 公私立大学】
219.継続性（出版社などの発行母体が倒産・解散しても，データを図書館等の公共機関が公開可能な形で引
き継げる） 【教員, 生物学, 国立大学】
220.研究会や会議報告などの論文の充実 【大学院生, 工学, 国立大学】
221.研究機関（大学含む）間のシェア機能 【大学院生, 工学, 公私立大学】
222.研究機関，大学内からのアクセスは自由にできるようにしてほしい（研究機関，大学は契約しなければ
いけないので大変でしょうが） 【教員, 化学, 国立研究所】
223.研究史的研究の場合，バックナンバーの充実をのぞむ 【教員, 社会科学, 公私立大学】
224.研究室での購読の重複を防ぐ 【大学院生, 医学, 国立大学】
225.研究者以外（民間企業や行政で働いている人，中高の先生など）が研究論文にアクセスできるような気
軽さ 【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
226.見たい論文をいつでも見られる 【教員, 複合新領域, 国立大学】
227.原稿本体へのリンクをクリックしたにも関わらず，リンク切れだったり，有料だったりしてダウンロー
ド出来ない場合があります（主に Web of Science と CiNii を利用しています）
。これら（ダウンロード不
可の論文）がより分かりやすくなれば，検索の効率が良くなります 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
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228.現在でも満足しているが，見れる雑誌がもっとふえるとうれしい 【大学院生, 生物学, 国立大学】
229.現在は見られないジャーナルも見られるように，ライセンスを拡充してほしい 【教員, 生物学, 国立大
学】
230.現状の維持を前提に，量的にも質的にも拡充することが必要と考えます 【教員, 社会科学, 国立大学】
231.個人が簡単に利用できるようにすること 【教員, 人文学, 国立研究所】
232.古い volume のものも利用可能になって欲しい 【教員, 数学, 国立大学】
233.古いバックナンバーへのアクセス。より簡単に自宅からの利用可能性 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
234.古いバックナンバーを含めること 【教員, 農学, （不明）
】
235.古いものが自由に閲覧できるようになること 【教員, 数学, 国立研究所】
236.古いものは pdf 形式のないものがあるのが不満。ネット上で全文読めるようにしてほしい 【大学院生,
生物学, 公私立大学】
237.古いものもどんどん電子化してほしい 【教員, 歯学, 国立研究所】
238.古いものも完全に網羅してほしい 【教員, 化学, （不明）
】
239.古い号でも閲覧できるように希望 【教員, 薬学, 国立大学】
240.古い雑誌やマイナーな雑誌の PDF 化を早急に進めて頂きたいです 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
241.古い書籍，論文の電子化 【大学院生, 工学, 国立研究所】
242.古い年代のものをもっとアップして，幅広い利用ができるとよい 【その他, （不明）, 国立大学】
243.古い年代の雑誌も電子ジャーナル化して欲しい 【教員, 歯学, 国立大学】
244.古い年代の文献の電子データ化を望みます 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
245.古い年代の論文も読めること 【教員, 数学, 国立大学】
246.古い文献が電子化されていない 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
247.古い文献の収録・無料公開範囲の拡大 【教員, 化学, 公私立大学】
248.古い文献の電子ジャーナル化 【教員, 歯学, 国立大学】
249.古い文献の電子化 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
250.古い文献の網羅．継続性 【教員, 物理学, 公私立大学】
251.古い文献もカバー 【教員, 農学, 国立大学】
252.古い文献も閲覧できるとよい 【
（不明）, 化学, 公私立大学】
253.古い文献も電子化して欲しい 【大学院生, 看護学, 国立大学】
254.古い論文が電子化されていない場合がある。古い物についても，電子化されるのが望ましい 【教員, 複
合新領域, 国立大学】
255.古い論文の pdf 化 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
256.古い論文の PDF 化 【教員, 工学, 公私立大学】
257.古い論文のフルテキストも閲覧できればといいと思います 【教員, 歯学, 国立大学】
258.古い論文の電子化。英語以外の言語の英語への翻訳 【教員, 生物学, 公私立大学】
259.古い論文の電子化が必要。新しい論文はほとんど電子化されているが，古い論文はほとんどが電子化さ
れていない 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
260.古い論文は無料購読とするなどのサービスがあるとよいと思います 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立
大学】
261.古い論文もインデックス化する 【大学院生, 物理学, 国立大学】
262.古い論文もカバーして欲しい 【教員, 生物学, 国立研究所】
263.古い論文もできるだけ電子化してほしい 【教員, 歯学, 国立大学】
264.古い論文もできるだけ電子版に掲載するようにしてほしい 【教員, 工学, 公私立大学】
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265.古めのバックナンバーも利用可能にしてほしい。
（契約の問題？） 【教員, 数学, 国立大学】
266.公開されている内容の一層の拡充が必要と考える 【教員, 社会科学, 公私立大学】
267.更なるタイトル数，利用可能範囲の充実 【大学院生, 物理学, 国立大学】
268.購読してなく，アブストラクトしか読めない電子ジャーナルが多いのが，なやみ 【教員, 物理学, 国立
研究所】
269.購読可能な出版年に制限をかけているものが多いが，その制限を撤廃して，全ての論文を購読可能にし
て欲しい 【教員, 社会科学, 国立研究所】
270.購読できる電子ジャーナルのタイトル数を増やすことが，決定的に重要 【教員, 化学, 国立大学】
271.購読料が安くたくさんの雑誌にアクセスできる 【教員, 化学, 国立大学】
272.高解像度の図表を含む，デジタル化される前の論文へのアクセス ; access to back issues from before the
digital era with high quality figures 【教員, 農学, 公私立大学】
273.国際電子ジャーナル種類がもっと多い方がいい 【大学院生, 工学, 国立大学】
274.国内，国外，出版元をとわない，検索や表示。機関の負担でなく，国の負担としてほしい。大学によっ
て，情報の格差がうまれつつあり，それが研究成果にも結びつくのは本末転倒 【教員, 農学, 国立大学】
275.国内の学術論文を，少なくとも研究者が，英語圏の状況並みに容易に読む事ができる環境の整備 【大
学院生, 社会科学, （不明）
】
276.今ので良いが，大学が Journal との契約数を増やし本文まで読めるようにして欲しい。電子ジャーナル
ではなく，大学への不満の方が大きい 【教員, 農学, 公私立大学】
277.今後，なるべくたくさんの雑誌論文が PDF で全文読めるようになれば，大変ありがたい 【教員, 人文
学, 公私立大学】
278.最近，ファイルに落とせない論文が多くなっている印象なので，ファイルに落とせるようにしてほしい。
カバーする文献の幅を広げてほしい 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
279.最近のだけでなく，
「過去の論文」も電子ジャーナルで，入手可能にして頂きたい。一々図書館に行って
コピーすると多大の時間の無駄が生じる。電子ジャーナルは，研究室で内容を見て，必要な物を取捨選
択でき，直ちに論文を入手できるという点において研究進行に想像以上に便利である 【教員, 数学, 国
立大学】
280.最近の論文のみではなくて，雑誌が創刊の年から載っていた論文も，電子ジャーナルに入れて頂ければ，
ありがたく存じます 【教員, 複合新領域, 公私立大学】
281.最近の論文ばかりでなく，古い論文も PDF で入手できるとありがたい 【教員, 数学, 公私立大学】
282.最新のから古い物まで閲覧できるように 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
283.最新のものでも内容すべてが読めるようにしてほしい 【教員, 総合領域, 国立大学】
284.最新の情報も無料で閲覧できると良い 【大学院生, 工学, 国立大学】
285.最新の報告は読めるようにしてほしい 【大学院生, 化学, 国立大学】
286.最新の論文に誰でもアクセスできる 【教員, 生物学, 国立研究所】
287.最新の論文は最悪自分で購入することもできるが，古い論文はそもそも日本にない場合が多い。これは
私が歴史を研究していることにも起因していますが，どちらかというと古いジャーナルを強化して頂き
たいと思います 【大学院生, 人文学, 国立大学】
288.最新号からバックナンバーまで欠号無く読めること 【教員, 人文学, （不明）
】
289.最新号も電子ジャーナルで見られるように 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
290.冊子体しか存在しなかった時代の過去の論文の電子化 【教員, 総合領域, 国立研究所】
291.雑誌ではないかもしれないが，シリーズ物の実験書などもたまに有料でしかダウンロードできない時（多
分 springer のものだったとおもいます）がありましたので，さらなる充実を望みます 【教員, 薬学, 国
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立大学】
292.雑誌の種類の増加のほか，一般書籍 （教科書・実験マニュアルなど） の電子媒体を利用できれば有難
いです 【教員, 医学, 公私立大学】
293.雑誌の数を増やして欲しい 【大学院生, 生物学, 国立大学】
294.雑誌の年代の古いものまで購読できるようになればよいと思う 【大学院生, 薬学, 国立大学】
295.使っているものの場合，最新号が掲載されないので，その点の改善があるとよい 【教員, 人文学, 国立
大学】
296.私の関連分野（会計学）に関しては，国内の電子ジャーナルは，海外のものほど収集されておらず，非
常に使いにくい状況です。電子ジャーナルの機能を強化する以前に，電子ジャーナルの収録数を増やし
て欲しいと思います 【教員, 社会科学, 国立大学】
297.紙媒体の雑誌と同じ内容のものを購入できる形態になればいいと思う 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
298.誌面を PDF 化して，印刷できるようになることが望ましい 【大学院生, 社会科学, （不明）
】
299.資料の拡充 【教員, 人文学, 公私立大学】
300.時々煩雑な手続きを経ないと PDF ファイルが見られないジャーナルがある。もっと酷いのだと PDF フ
ァイルを見るのが有料のジャーナルもある。こうなるにはそれなりの事情もあるのだろうが，もっと簡
単にファイルを見られるようにして欲しい 【教員, 化学, 国立研究所】
301.時折読めない文献がある 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
302.自宅から閲覧できる大学の機関レポジトリ等もあるが，図書館以外（自宅やモバイル環境）からアクセ
スできない場合も多く，結局，国会図書館等で紙にコピーして利用することが多い。大学図書館以外か
らアクセスできる環境が欲しい 【大学院生, 人文学, 国立大学】
303.自分が興味があっても引けないのが一番問題。ほとんどの雑誌を電子ジャーナルで読めると助かる 【教
員, 農学, 国立大学】
304.自分が読みたいジャーナルの一つが登録されていないこと 【教員, 農学, 国立大学】
305.自分の専門とする分野（中国学）は，研究者は，日本・中国・それ以外の諸外国に大別される。それぞ
れの国毎に電子ジャーナルの在り方が異なる。日本は，電子ジャーナルの数が少なく，また電子ジャー
ナルがあるものでも，大学の紀要（リポジトリ登録のもの）などが殆どである。査読誌・トップレベル
の学術誌は，基本的に電子ジャーナル化されていないので，電子ジャーナルを使う機会が少ない。研究
の効率化のために，今後，より多くの学術雑誌が電子ジャーナル化されることを望む。
（有料提供される
場合大学側の加入を希望する） 【大学院生, 人文学, 国立大学】
306.自由に PDF ファイルを利用できるように 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
307.自由に原文を読めるように。(一部雑誌で実現されていない） 【大学院生, 医学, 国立大学】
308.実際の雑誌を探して複写する時間の節約，タブレットなどで読めるので便利，紙の節約 【大学院生, 社
会科学, 国立研究所】
309.主要なジャーナルでもアクセスできないものがあり，査読や研究の進展上，支障がある 【教員, 複合
新領域, 公私立大学】
310.種類を増やしてほしい 【教員, 化学, 公私立大学】
311.種類を増やしてほしい 【教員, 総合領域, 公私立大学】
312.収集している学術雑誌の充実 【教員, 社会科学, 国立大学】
313.収録されていないジャーナルの論文を入手するために，緊急に必要な場合は個人が直接，入手できるよ
うにして，大学経由で入手まで時間がかかる状況を変えてもらいたい。お盆休み等が入ると，数週間も
手に入らないことになる。長期休みが論文執筆の絶好のチャンスである。機関が休みの場合，その機関
に所属する個人でも入手できる方法を一考していただきたい。プロジェクトの規模が大きな研究の場合
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は，100 本近く論文が必要になることもある。個人で購入すると，数倍の値段になってしまい，コピー
を入手するための経費が馬鹿にならない 【教員, 社会科学, 公私立大学】
314.収録している論文数の拡大 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
315.収録範囲の拡大、特に過去の戦前・戦中のものを探しています 【その他, 社会科学, 国立研究所】
316.出版社側の問題ですが，古い論文でオンラインで入手できないものがよくあるので，よく引用される重
要な論文はオンラインで公開して頂けたらと思うことがあります。Journal of Physical Society of Japan
でそのような取り組みがあり，重要な論文は無償公開されています 【教員, 物理学, 国立大学】
317.出来るだけ多くのジャーナルの利用が出来ることを歓迎します．また，各々のジャーナルによって検索
方法が違うのでわかりにくいことが多々あります 【教員, 歯学, 国立研究所】
318.出来る限り，論文が多めに電子ジャーナルで搭載すれば，時間の節約にもなると思う 【大学院生, 人
文学, 国立大学】
319.出来る限り広く，古いのも含めて収録してほしい 【教員, 化学, 国立大学】
320.所属機関の問題ではあるが，アクセスが限られている場合が多い．full paper にアクセスしやすいように
価格が安くなると良い 【教員, 物理学, 国立研究所】
321.新しいものだけでなく，1900 年代のものも電子化してほしい 【教員, 工学, （不明）
】
322.人文系論文雑誌の充実 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
323.図書館にある雑誌を電子化して欲しい 【大学院生, 医学, 公私立大学】
324.図書館に頼まなくても自分のパソコンで読めるような機能を欲しいんです 【大学院生, 畜産学・獣医
学, 国立大学】
325.数があればよい。新しい機能は現状では不要だが，たとえばキーワードを登録しておいて，そのキーワ
ードがある論文が掲載されると知らせてくれるような機能があると便利かもしれない 【教員, 工学, 公
私立大学】
326.数の拡大，価格の低下 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
327.昔(1960 年代とか）の論文が読めればよい 【大学院生, 化学, 国立大学】
328.昔の雑誌をイメージで PDF 化すると，本文をキーワードでの検索ができない。難しいとは思うが，何と
かしてほしい 【教員, 工学, 国立研究所】
329.全てが無料で DL できること。過去の論文も全て DL 出来ること 【教員, 農学, 国立大学】
330.全てのジャーナルにアクセスでき，必要な論文が WEB 上で得られること 【教員, 総合領域, 公私立大
学】
331.全てのジャーナルのおける最新巻号のデータ入手。
（数か月遅れのジャーナルだと最新情報の入手に支障
をきたす） 【教員, 総合領域, 国立大学】
332.全ての学術雑誌に電子ジャーナル化を義務づけてほしい 【教員, 工学, 国立研究所】
333.全ての雑誌を電子ジャーナル化して大学図書館などで利用できるようにしてほしい 【教員, 社会科学,
公私立大学】
334.全ての論文にコンテンツが付いていて関心のあるセクションがすぐ見れるようになるといいと思います。
それからなるべく古い論文も電子化されると入手しやすいのでそうしてほしいと思います 【教員, 人
文学, 国立研究所】
335.全ての論文の本文が読めるようになると良い 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
336.全学術ジャーナル記事情報の掲載 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
337.全部の雑誌が閲覧できるような機能 【教員, 医学, 国立研究所】
338.全文が読めないものを無くして欲しい。電子化されていれば印刷媒体はいらないのだが，有料契約に依
存しない，包括的利用可能なシステムがあると良い 【教員, 社会科学, 国立大学】
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339.全文ダウンロードの更なる普及を望みます 【教員, 複合新領域, 国立大学】
340.全文の掲載 【教員, 社会科学, 公私立大学】
341.全文をオンラインで読めるようにする 【教員, 歯学, 国立研究所】
342.全文読める雑誌を拡充 【教員, 総合領域, 国立大学】
343.全文配信 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
344.全論文の PDF 化 【教員, 農学, 公私立大学】
345.創刊以来の全ての論文を PDF でダウンロードし閲覧出来る機能があればもっと便利になると思います。
例えば，Metroeconomica は近年のものがダウンロード出来ますが，それ以前のものが閲覧出来ません
【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
346.創刊号からのバックナンバー，幅広い学術雑誌の無料購読 【教員, 社会科学, 公私立大学】
347.他の大学・研究機関と連携し，利用可能な電子ジャーナル数を増やすこと。電子ジャーナル化されてい
ない雑誌については，複写リクエストごとにスキャンした pdf を提供すること 【教員, 総合領域, 国立
研究所】
348.多くの記事をチェックしなくて済むように学術分野の細かい分類に分けられていてほしい。もっと広い
範囲の学術雑誌を入れてほしい。たとえば英語学の音声学関連など 【教員, 人文学, 公私立大学】
349.多くの種類を，大学間でシェアして使える。大学が契約している雑誌は限られてしまうので， 【教員,
社会科学, 公私立大学】
350.多くの論文がオンラインで使用できる 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
351.台湾の電子ジャーナルが日本で簡単に検索して，入手できるようになれば良い 【教員, 人文学, 公私立
大学】
352.大学によって，契約期間や雑誌種類が決まっているようですが，できるだけ多くの情報を入手したいで
す。図書館が閉まった後，夜間でもプリントアウトでき，本当に助かっています 【大学院生, 社会科
学, 公私立大学】
353.大学の箇所図書館で電子ジャーナルで代用し，現物は購入していないが，そうすると他箇所所属の人は
それを詠むことができないので困る（わざわざ他大学から請求するのが現状） 【教員, 社会科学, 公私
立大学】
354.大学の紀要は，最新巻からバックナンバーまで，すべて本文を閲覧できるようにしたい。電子ジャーナ
ルの概念とは，異なるかもしれないが 【教員, 社会科学, 公私立大学】
355.大学紀要等を網羅 【教員, 総合領域, 公私立大学】
356.大変便利になりました。著書と違い，ジャーナルが電子版になってからというもの，自宅から VPN 接続
で読めるようになったのは画期的であるものの，どうしても最新号はハードコピーしかない 【教員,
】
（不明）, （不明）
357.蓄積量 【その他, 総合領域, 国立研究所】
358.中国は殆どの学術雑誌が電子ジャーナル化されており，
「CNKI」などのサービスを通じてインターネッ
トで提供されている。しかし，例えば CNKI は日本の代理店を通しており，個人で使用する場合，単価
が非常に高額である。また中国側の論文は，水準がまちまちで，ダウンロードして読んでみるまで，自
分に必要な論文かどうか判断できない。そのため，高額なダウンロードとの費用対効果を考えると，ダ
ウンロードに踏みきりにくい状況がある。その一方で，早稲田大学や北海道大学を始め多くの有力大学
では，この CNKI に大学単位で加入し（その場合定額制となる）
，研究者・院生に負担のない研究環境が
保証されている。こうした研究インフラ格差の拡大により，今後，本学の研究が他大学に置いて行かれ
ることを危惧している。可能であれば，大学側での加入を希望する。その他の諸国における状況は，研
究テーマ毎にことなるため，不明であるが，あまり整備が行き届いていないように思われる。回答者本
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人の理解が及んでいないという危惧もあり，人文学研究者向けのガイダンスなどを希望する 【大学院
生, 人文学, 国立大学】
359.著作権がきれたものを，もっと公開していくこと 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
360.著作権を保持する側（学協会）において可能な限り早く雑誌内容を公開できるための規約整備（半年程
度は非公開でも仕方ないと思うが，２年以上待つものは考えてしまう） 【教員, 総合領域, 国立大学】
361.著名な学会などのプロシーディングの電子化をお願いしたいと思います 【大学院生, 複合新領域, 国立
大学】
362.提携している電子ジャーナルが少ないので，提携数を増やしてほしい 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
363.電子ジャーナルそのものにこれ以上の機能付加はいらない。全ての論文が電子ジャーナル化すれば良い
【教員, 生物学, （不明）
】
364.電子ジャーナルで検索できる雑誌の種類をわかりやすく公表していただきたい 【教員, 工学, 国立研究
所】
365.電子ジャーナルになっていない雑誌の電子ジャーナル化 【教員, 歯学, 国立大学】
366.電子ジャーナルになっていない媒体も，有料でもよいのでオンラインで読めるようになるとよい。図書
館で取り寄せるのは日数がかかるため 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
367.電子ジャーナルには不満はない．むしろ電子化されていない論文を入手するのに困難を感じる．できる
だけバックナンバーも含めて電子化して閲覧できるようにして頂きたい 【大学院生, 総合領域, 国立研
究所】
368.電子ジャーナルの購読を打ち切っても，バックナンバーについてはアクセス可能な機能が必要。ジャー
ナルによってはバックナンバーを含めて全内容が全く閲覧できなくなるものがある。印刷体が図書館な
どにない場合には文献複写サービス等に頼る必要があり，時間と費用がかかる 【教員, 化学, 国立大学】
369.電子ジャーナルの種類を増やしてもらいたい 【教員, 複合新領域, 国立大学】
370.電子ジャーナルの特質は，発信の速度，管理者から見た場合の管理しやすさ(保存スペース)だと思う。理
系分野等では大いに活用すべきと思うが文系分野では電子ジャーナルはあまり役に立たない事も多いと
思う。文系の雑誌の場合，
「雑誌」でも一次資料の報告が中心の実質報告書のものもある。そういったも
のは早さよりもそろっていることの方が重要で，たとえ出版年が古くとも読まなければならないし今後
も引用されつづける。しかし一方で古い雑誌は劣化していたりするので，電子ジャーナルによって古い
雑誌を自由に閲覧できると非常に助かる。また，英語以外の外国語雑誌が電子ジャーナルで入ってくる
ようになれば活用の機会もふえるかもしれない 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
371.電子ジャーナルの量はまだ少ないと思います。外国に行く時に新刊と博論はほぼ見られなくて悔しいで
す 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
372.電子ジャーナルは，授業用にはピンポイントで目当ての論文を探して自宅からでも読める点が助かって
いる。抜粋も作り易く，学生に配る資料づくりにも便利。しかし，最も重要なのは，研究目的での利用
価値。所属大学で書いた著書，論文，現在執筆中の論文は，全て電子媒体（学術雑誌，新聞・雑誌記事）
をヘビーに活用している。とくに研究に専念出来る夏休みや春休みには，ここに挙げている数字では済
まないほど，大量に検索し，閲覧ないしダウンロードして利用する。その際は，テーマやキーワード等
で検索し，関係がありそうであれば，手当たり次第に目を通すので，どの雑誌を使うかは限定できない。
出来る限り多くの雑誌を，できるかぎりバックナンバーを古く迄遡って広く渉猟できるようになること
が（バックナンバーのカバーがまだまだ不十分な雑誌も多い）
，研究にとっては不可欠。あらかじめセレ
クトされたデータベースを提供されるのは，むしろ研究の幅を限定するので，有害。ちなみに著者が許
可していない論文は，電子媒体になっていないので，そういうものは印刷体のバックナンバーで探すし
かない（そういうことがときどきある）
。なので，印刷体も１セットは残しておくべき 【教員, 社会科
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学, 公私立大学】
373.電子ジャーナルはたいへん便利であるが，契約が継続できなくなったときに，今までに使えていたもの
が全部見れなくなる．これは冊子体の場合に契約を打ち切った後も以前の文献はいつまでも見ることが
できるのに対して，大きな不便な点である．特に，最近の（たとえば 1990 年以後）の文献については，
雑誌が見れなくてもプレプリント・アーカイブに文献があることが普通なので，研究者としては余り困
らないが，それ以前の文献は冊子体がなければ全く見れなくなってしまう点が困る．ある期間契約して
あれば，その期間の電子ジャーナルが契約終了後も見れるような契約方式があるべきではないだろうか
【教員, 物理学, 国立大学】
374.電子ジャーナルは比較的最近のものしか up されていない。
古典にあたる論文にも素晴らしいものが沢山
ある。過去に遡ってデータ構築して頂きたい 【教員, 人文学, 国立大学】
375.電子ジャーナル化されていない学術分野の論文も多い。そららの電子ジャーナル化を押し進めることが
必要だ 【大学院生, 人文学, （不明）
】
376.電子ジャーナル自体には満足しています。しかしながら，読める電子ジャーナルの種類を増やしていた
だきたいと思います 【教員, 歯学, 公私立大学】
377.電子ファイル化される以前の古い論文についても，何らかの形で電子ジャーナルとして利用できれば有
り難いです 【教員, 工学, 公私立大学】
378.電子化されていない古い雑誌の論文はアブストラクトしか読めないため，結局複写を頼んでいます。困
難だとは思いますが，PDF になっているとありがたいです 【教員, 社会科学, 公私立大学】
379.電子化される前の論文（図書館に冊子体しか無いような論文）の電子化の促進（図書館のスペースなど
を考えると，古い論文の遡っての電子化が不可欠と思う。
） 【教員, 化学, 国立大学】
380.電子媒体で読める雑誌の数をふやしてほしい 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
381.登録雑誌の拡充 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
382.当然のことながら，各学術領域の主要雑誌１０誌ほどについては創刊まで遡ってアクセスできること
【教員, 物理学, 国立大学】
383.特に機能の追加はいらない。多くの（できればすべての）電子ジャーナルを読めるようにしてほしい。
あとは，検索サイトの力で十分 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
384.特定の出版社に限定せず，幅広い検索・閲読を可能として欲しい 【大学院生, 農学, 国立大学】
385.特別な機能は要らない。読める論文を増やしてくれれば 【教員, 農学, 公私立大学】
386.読める雑誌が増えるとうれしい 【大学院生, 化学, 国立大学】
387.難しいと思うが，可能な限り無料で利用できること 【教員, 工学, （不明）
】
388.日本の主要論文誌を，欧米誌と同程度に，電子的にかつ低価格で取得できるようにしていただくとあり
がたいと思います 【教員, 総合領域, 国立大学】
389.日本語の雑誌閲覧機能の追加（新しい投稿論文で一般の web 経由では閲覧不可となっているようなもの
を見れるようにしていただけるとありがたいです。
） 【大学院生, 工学, 国立大学】
390.日本語の電子ジャーナルの充実化 【教員, 社会科学, 公私立大学】
391.日本語版の電子ジャーナル（特に論文集）の増加 【教員, 工学, 公私立大学】
392.日本語文献の徹底的な電子化 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
393.日本語文献も読めるようになると助かります 【大学院生, 複合新領域, 公私立大学】
394.日本語論文の拡充 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
395.年数に制限を持たせずに利用できるようにして欲しい 【教員, 化学, 国立大学】
396.年度によっては最近の論文でも，アクセスできる内容が限られている場合があるので，アクセスできる
範囲を拡大してほしいです 【大学院生, 薬学, 国立大学】
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397.非常に古い論文も早くデジタル化してほしい 【教員, 農学, 国立大学】
398.必要なときにすぐに読めること 【教員, 総合領域, 国立研究所】
399.必要な論文をすぐにオンラインで入手できること 【教員, 工学, 国立研究所】
400.品切れ・絶版となっているような（海外含む）雑誌・文献・史料の閲覧機能 【教員, 人文学, 国立大学】
401.負担金が大きい。個人的に支払いをしないと購読できないジャーナルがある 【教員, 医学, 国立大学】
402.文献のダウンロード ; Download literature 【教員, 工学, 国立研究所】
403.本学では医療関連雑誌が殆どないので，今後ライフサイエンス分野の研究を行うためには研究の支障が
出る可能性がある 【教員, 農学, 国立大学】
404.本文 PDF のダウンロード可能な雑誌を増やしてほしい 【教員, 化学, 公私立大学】
405.本文が全文読めるアクセス数を増やすべきである 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
406.本文が表示される電子ジャーナルの媒体をもっと増やしてほしい 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
407.本文まで読めるとありがたい。本文まで読めるのは会議録等が多く，原著論文では少ない 【教員, 看
護学, 国立研究所】
408.本文をもっと読めるようになると良い 【教員, 医学, 公私立大学】
409.無償化あるいは，複数大学での購読の共有が重要である。これまでは，紙媒体だったから，所属大学が
購入する／しない，が閲覧できるかそうでないかに直結していたが，いまでは，
「所属大学がお金を払っ
ていないから閲覧がブロックされる」という状況であり，紙媒体の頃の感覚のままで納得することが難
しい。これまでは，所属大学が購入していない場合，相互利用を利用してジャーナルを購入している大
学でコピーをしてもらい，その代金を支払っていた。しかし，現在では”そもそも”紙媒体のようにコピ
ーをとらないと複製できないものではなく，電子媒体をダウンロードするのであるから，複数大学をユ
ニットとして電子ジャーナルを購読すれば，相互利用をつかうこともない。また，カラーも増えている
ので，コピーされてもよくわからんということもあるが，それも解決される 【教員, 生物学, 国立研究
所】
410.網羅性が重要と考えます 【教員, 工学, 国立研究所】
411.目的の論文の探しやすさではスコーパス，ウェブオブサイエンスなどが上なので，そこから直接読める
ものが増えると便利 【大学院生, 医学, 公私立大学】
412.有機合成に関する論文を増やしてほしい。たとえば，Synthesis,Synlett など。研究を進める上で必要に
なることが多い 【教員, 化学, 国立大学】
413.有料サービスの雑誌を入手できないので，情報が不足することがある 【教員, 農学, 公私立大学】
414.予算的な問題が大きいが，多くの関連学術雑誌にオンラインでアクセスできるようにしてほしい 【教
員, 工学, 国立大学】
415.容易に読むことができるジャーナルが増えること 【教員, 生物学, 公私立大学】
416.容易に本文にアクセスできるようにしてほしい 【教員, 社会科学, 公私立大学】
417.容易に論文が閲覧できるようにする（有料のものも） 【大学院生, 工学, 国立大学】
418.利用料を安くしていただき，なるべく多くの雑誌が閲覧できるようにしていただきたい 【教員, 生物
学, 国立大学】
419.理学系の雑誌ばかりではなく，工学系の雑誌の充実 【教員, 総合領域, 国立大学】
420.論文がもっとみれるようにお願いします 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
421.論文集書籍の充実が必要であると考える。雑誌についてはかなり充実していると感じている 【教員, 人
文学, 公私立大学】
V. システム機能の改善
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1. （引用文献へのリンクにとどまらず）関連する論文を自動的に抽出する機能の拡充 【教員, 化学, 国立
大学】
2. 「過去の閲覧履歴が保存され，さらに一覧にしてそれを表示する」
「閲覧履歴の Keyword から内容の近
い論文を紹介する」等 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
3. Author 名などからの検索がスムーズにできるようになるとなおよい 【大学院生, 薬学, 国立大学】
4. CiNii などと連携して，検索性を向上させる 【教員, 総合領域, 公私立大学】
5. citation がどのくらいされているか見る機能 【教員, 工学, 公私立大学】
6. Citing‐Cited ネットワークをコンピューターに軽負担な形で表示する機能 【教員, 工学, 国立大学】
7. Download 機能の簡便性 【教員, 社会科学, 公私立大学】
8. Elsevier の機能は，
ほぼ必要な機能が備えられていると感じる 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
9. IF 値の年次推移（過去 5 年間くらいの情報）を添付し，わざわざ IF 値の調査を行わなくてもわかるよう
にして欲しい 【教員, 工学, 国立研究所】
10. Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌで始まるものなど たくさんある雑誌の中を探しやすくする（色をつける
とか） 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
11. Log in のプロセスを簡単にして欲しい 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
12. Movie，音声データ，シミュレーションソフトなどとの連動 【教員, 総合領域, 公私立大学】
13. PDF ダウンロードまたは閲覧が可能でないジャーナルのダイジェスト機能（要は Abstract だけではデー
タが見えないので，ペーソスだけでも図表などの閲覧が可能な機能があると，有料であっても取得すべ
きかどうかが判断できる） 【教員, 農学, （不明）
】
14. RSS の配信があると便利と感じた 【大学院生, 医学, 国立大学】
15. RSS への登録方法の統一 【教員, 化学, 国立大学】
16. Science Direct などウェブで電子ジャーナルを利用することが多いが，検索キーワード入力欄が 2 個程度
では少なく，絞り込めない場合がある 【教員, 工学, 国立大学】
17. ＳＣＩのような被引用情報 【教員, 社会科学, 公私立大学】
18. Scopus（電子ジャーナルと言うより,検索エンジンですが）
：著者が機関を移転した際に，同じフルネー
ムでも別人扱いされて著者検索で見つからないことがある。このあたりを整理整頓して検索能力を向上
させてもらいたい。また，検索されない雑誌が結構ある。特に欧米以外のもの。Elsevier の雑誌に投稿
させようという意図が有るのではないかと疑ったりする。機関リポジトリに公表されている電子情報を
検索しない。これも ScienceDirect を買わせようという意図を感じる。その点,Google Scholar の方が近頃
は使い勝手がよく，利用頻度が増えている 【教員, 工学, 国立大学】
19. SNS 的な機能 【教員, 医学, 国立大学】
20. SNS 的な機能があると面白いかもしれない。この論文についてどう思うかなど，議論のコミュニティが
オンラインでできると，新たな発想に結びつくかもしれない（思いつきのアイデアです） 【教員, 総
合領域, 国立研究所】
21. SSRN のように，アクセス数がわかるとよい。また，当該論文のリファレンス数などがわかると，当該
エリアで重要な論文なのかどうかがわかるため参考になりそう 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
22. Update の通知 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
23. volume, page からダイレクトに論文が得られる機能（この機能がまだ搭載されていない論文誌が多い）
【教員, 物理学, 国立大学】
24. Web of science と SciFinder の融合により，目的文献の絞り込み精度を高める 【教員, 化学, 国立大学】
25. web 上にあるすべての電子ジャーナルで研究内容に沿ったアラート機能 【大学院生, 医学, 国立大学】
26. web 版限定の動画機能があれば，記載内容の理解がスムーズになると考えられる 【教員, 化学, 公私立
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大学】
27. あいまいな単語でも検索できるようにしてもらいたい 【教員, 工学, 公私立大学】
28. あいまい検索…キーワードを複数指定して，すべてを含む論文を検索する 【教員, 総合領域, 国立大学】
29. あいまい検索機能，高速なプレビュー機能 【大学院生, 工学, 国立大学】
30. アクセシビリティ 【教員, 化学, 国立研究所】
31. アクセシビリティ。
類似の，
または関連する論文へのリンク？ ; Accessibility. Linking to similar or related
articles? 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
32. アクセシビリティの向上。ある程度統一された構造などが必要ではないか（現状ではジャーナルごとに
様々な様式を取っているため，必要な情報にたどり着き難い場合がある） 【教員, 地球惑星科学ほか, 国
立研究所】
33. アクセシビリティの向上を求む 【教員, 社会科学, 公私立大学】
34. アクセスしやすくして欲しい 【教員, 医学, 国立大学】
35. アクセスしやすさと検索性能 ; accessibility and searchability 【教員, 社会科学, 公私立大学】
36. アクセスのしやすさ 【教員, 人文学, 国立大学】
37. アクセスのしやすさ 【教員, 社会科学, 国立大学】
38. アクセスのしやすさ（わかりにくい） 【教員, 工学, 公私立大学】
39. アクセスの容易さと，論文の内容の正確さ ; ease of access and accurate detailing of article contents 【教
員, 工学, 公私立大学】
40. アクセスの易しさ 【教員, 社会科学, 公私立大学】
41. アクセスの早さ 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
42. アクセスへの利便性と時間短縮 【教員, 社会科学, 国立大学】
43. アクセスや動作が遅いので高速化が求められる 【教員, 社会科学, 公私立大学】
44. アクセス速度が速くなってほしいです 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
45. アクセス速度の向上 【教員, 化学, 国立研究所】
46. アクセス方法をもう少し容易に 【教員, （不明）, 国立研究所】
47. アクセス容易性 【教員, 薬学, 国立大学】
48. あまり機能が増えてもそれが使われるとは思わない。内容がわかれば良い 【教員, 工学, 国立大学】
49. アラート機能の強化 絞り込みの効率 【大学院生, 医学, 公私立大学】
50. アルゴリズムによる提示 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
51. アルファベット検索ではなく，分野ごとに雑誌を検索できる機能 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
52. ある研究者が，研究費申請などを行う場合，過去の著作や論文業績の記載が求められるが，その作業が
効率的に行えるような機能が求められる。申請書を査読する側も，研究者が記載している業績の真偽を
チェックする必要がある。論文誌を横断的に検索し，ある著者の業績一覧が自動生成できるような機能
があれば，多くの研究者の膨大な時間の節約になると思います 【教員, 工学, 国立大学】
53. ある程度の種類の論文雑誌について受理済みの論文を素早く横断的に一覧できる機能 【大学院生, 化
学, 公私立大学】
54. ある特定の論文を検索した場合に，それに関連するものを同時に出力する機能を充実してほしい 【教
員, 農学, 国立大学】
55. ある分野の雑誌や論文をインパクト・ファクター等で並び替える際に，検索対象の分野をさらに細分化
して設定できるようにすること 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
56. インターフェースの改善 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
57. インパクトファクターによる絞り込みフィルター 【教員, 生物学, 国立研究所】
25

58. 引用情報で検索するなど，詳細検索のオプションを含む優れた検索性能 ; Good search functions, incl.
advanced search options, search by citation, etc.

【教員, 工学, 公私立大学】

59. 引用マップ ; citation map 【教員, 工学, 国立大学】
60. 英語での説明を増やして欲しい，適当な語でも検索できること（タイプミスなど）
，新着論文を全て収録
して欲しい ; more instructions in english, not too word sensitive (typo error), include all newest ariticles
【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
61. お気に入りの論文をリスト化すること ; create a list of my favorite articles 【大学院生, 畜産学・獣医学,
国立大学】
62. 同じ分野のジャーナルの迅速な発見，正確なアプローチ，簡単な参照 ; Quickly finding, exactly
approaching and conveniently referring to the same fieldʹs journal 【大学院生, 農学, 国立研究所】
63. 音声読み上げ機能 ; function of reading aloud 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
64. 概念やキーワードによる簡単な検索 ; easy search for concepts, keywords 【大学院生, 総合領域, 国立
大学】
65. 簡易検索機能，キーワード検索 ; Easy search functions, search for keywords 【大学院生, 人文学, （不
明）
】
66. 簡単で迅速なアクセス ; Convenient, timely access 【教員, 物理学, 国立大学】
67. 簡単な印刷 ; Easy to print 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
68. 簡単な検索 ; easy to find out 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
69. 簡単に，関連分野の最新情報や研究のレビュー記事を入手できること ; Can get some development of
related research field and some research review articles easily 【大学院生, 薬学, 国立大学】
70. 簡単に印刷できること ; Able to print out hard copies easily 【教員, 社会科学, 国立研究所】
71. かんたんにプリントアウトできるようにして欲しい 【教員, 人文学, （不明）
】
72. 完璧な検索機能，アクセシビリティ，引用のためにコピー可能であること ; thorough searchability,
accessibility, possibility of copying for citations 【教員, 社会科学, 国立大学】
73. キーワードからのリンクで関連論文の検索の充実 【大学院生, 農学, 公私立大学】
74. キーワードからの検索のしやすさ，速さ，わかりやすさ 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
75. キーワードからの検索の充実 【教員, 総合領域, 国立大学】
76. キーワードが同じ論文のリンク 【大学院生, 生物学, 国立大学】
77. キーワード検索機能 ; keyword searching function 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
78. キーワードと著者で検索できること ; Keyword/author searchability 【教員, 化学, 国立研究所】
79. キーワードなどから，関連する論文をリンクさせる 【教員, 社会科学, 公私立大学】
80. キーワードによる検索 【教員, 人文学, 国立研究所】
81. キーワードによる検索機能の向上。year，vol，no，pp などの情報による簡易な検索機能 【大学院生, 総
合領域, 公私立大学】
82. キーワードに合致した論文をメールでしらせてくれる機能 【教員, 社会科学, 国立大学】
83. キーワードの自動生成 【教員, 社会科学, 国立大学】
84. キーワードの表記ゆれへの対応した全文検索 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
85. キーワードフィルターを通した更新情報の配信．抄録の訳文 【教員, 農学, 国立研究所】
86. キーワードをもっと増やしてほしい 【大学院生, 人文学, 国立大学】
87. キーワード検索 【教員, 社会科学, 国立大学】
88. キーワード検索であらゆるジャーナルの関連論文がヒットし，簡単に閲覧できる機能が必要である 【教
員, 社会科学, 国立研究所】
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89. キーワード検索によって，複数のジャーナルを横断して関連資料を入手する機能。Mendeley などはオー
プンリソースだが，その手の機能も充実している（ダウンロードできる資料は限られるが検索機能は優
れている）
。大学研究機関内部にあるものは，それに匹敵するような検索力が望まれる。さもないとあま
り活用されなくなってしまう 【教員, 人文学, 国立研究所】
90. キーワード検索に代わる検索機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
91. キーワード検索の際，論文の「内容」についての検索がより精度良く行えると良い 【教員, 複合新領
域, 公私立大学】
92. キーワード検索の充実 【教員, 工学, 国立大学】
93. キーワード検索の充実（類縁語を検索対象にするなど） 【大学院生, 農学, 公私立大学】
94. キーワード検索の正確性を上げてほしい。入力した単語と無関係な論文がよくヒットするので 【大学
院生, 生物学, 公私立大学】
95. キーワード検索の対象に本文も含める 【大学院生, 畜産学・獣医学, 公私立大学】
96. キーワード検索機能強化希望。狙った内容の関連論文を探す時に，絞り込めなかったり，よけいな論文
が邪魔したりする時がある 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
97. 興味のあるトピックに関する E メールのアラートの改善 ; Better email alerts on topics of interest 【大
学院生, 生物学, 国立大学】
98. グラフィカルアブストラクトと，”一定のフォーマットに従った”RSS の提供がぜひ欲しい 【大学院生,
化学, （不明）
】
99. 検索性能（特にバックナンバー）
，最近の研究やレビュー等の最新情報を更新すること ; Searchability
(especially back issues of journals); and keeping up‐to‐date with recent research, reviews, etc 【教員, 人
文学, 公私立大学】
100.更新，検索，トピック ; update, search, topics 【大学院生, 工学, 国立大学】
101.効率良く特定の論文を参照する方法（例えば，ブラウジングや巻・ページ番号の入力） ; Efficient ways to
look up specific articles (e.g., browsing and volume/page number input) 【教員, 化学, 公私立大学】
102.コメントの記入（著者に届く）が可能 【教員, 生物学, 公私立大学】
103.コンピュータグラフィックス系の研究をしているので，過去の論文については代表的な図で検索できる
と有難いです 【教員, 総合領域, 国立大学】
104.サーバーの強化 【大学院生, 化学, 国立大学】
105.サイトにおける雑誌の検索機能 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
106.サイトを軽くする 【大学院生, 化学, 国立大学】
107.さらに使いやすい検索機能 【教員, 農学, 国立大学】
108.さらに容易にアクセスできる機能 【教員, 社会科学, 国立研究所】
109.自分の研究分野についての新しい論文の検索 ; search for new articles about my research field 【大学院
生, 薬学, 国立大学】
110.ジャンルやキーワード（例，臨床研究，疾患，など）で検索できる機能 【大学院生, 薬学, 国立大学】
111.迅速さ ; Quick 【大学院生, 工学, 国立大学】
112.迅速なアクセス ; fast access 【教員, 物理学, 国立大学】
113.迅速なアクセスと自分の主要研究に対するより多くの論拠 ; Quick access anf more evidences for my
main research 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
114.新着情報の迅速な拡散 ; Rapid proliferation of new information 【教員, 工学, 公私立大学】
115.シンプルで長時間閲覧していても目が疲れにくいような色使いのデザイン 【大学院生, 総合領域, 国立
研究所】
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116.シンプルなページ 【教員, 化学, 国立大学】
117.すでに目を通した文献を表示しない機能 【教員, 工学, 公私立大学】
118.すべての PDF ファイルについて，
「検索」をかけられるようにする 【教員, 社会科学, 公私立大学】
119.ソートの順序の多様化 【大学院生, 総合領域, 国立研究所】
120.その雑誌の全体像が見いだせるような機能 【教員, 総合領域, 公私立大学】
121.タイトル・著者・キーワードだけでなく，本文から検索できる機能が欲しいです 【教員, 数学, 国立大
学】
122.タイトルや論文キーワードに基づく検索機能の拡充と検索対象論文集の増加 【教員, 人文学, （不明）
】
123.ダウンロード＆閲覧速度の向上 【教員, 総合領域, 国立大学】
124.ダウンロードの迅速性 【教員, 物理学, 国立大学】
125.ダウンロード箇所がよく分からない電子ジャーナルがある 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
126.ダウンロード回数の明示による執筆インセンティブの向上 【教員, 社会科学, 公私立大学】
127.ダウンロード件数など 【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
128.ダウンロード速度の向上 【教員, 工学, 国立研究所】
129.たとえば Oral Tradition 誌のように，写真や動画，音声を貼り付けた形で pdf 化して頒布する機能 【教
員, 人文学, 公私立大学】
130.著者，トピック，タイトル等による迅速で効率的な検索 ; Fast and efficient searching for author, topic,
title etc 【教員, 工学, 国立研究所】
131.テーマごとの関連論文のまとめ 【大学院生, 物理学, 国立研究所】
132.的確な検索 ; precise search 【教員, 工学, 国立研究所】
133.テキストサーチ。簡単な印刷。別の参考文献へのリンク ; ability to search text; easy printing; links from
references to other articles 【教員, 社会科学, 公私立大学】
134.電子ジャーナルは，あらゆる情報をもっと簡単に検索できるようにすべきだ ; The journals should
provide easier way to search all information 【大学院生, 化学, 公私立大学】
135.電子ジャーナルを利用する方が簡単 ; It will be easier to access e‐journals 【大学院生, 畜産学・獣医学,
国立大学】
136.特定のトピックで検索 ; search the specific topic 【教員, 工学, 公私立大学】
137.とにかく，全部読めるようにしてほしい。電子でスムーズに読めるものと，いろいろ試行錯誤で探して
電子で探し至る場合があります。試行錯誤なくスムーズに本文が読めるように，わかりやすく導いてく
れる誘導システムがほしい。紙なら読めるモノについて，その紙がどこにあるか，
「どこの地域で探しま
すか？」という質問が出てきて，
「東京」と答えると，東京で所蔵している大学図書館（または国会図書
館などの非大学図書館など）のリストがでてくる，誘導システムがほしい 【大学院生, 複合新領域, 公
私立大学】
138.どの雑誌が検索できて，それらの検索できる年代の把握がどこかでわかるようにして欲しい 【教員, 物
理学, 国立研究所】
139.ネット検索でのヒットが簡易なシステムになれば，今後利用度も高くなるように思えた。さらに，難し
いことと思われるが，類似論文も何らかの形で系統化された形で提示されるシステムになればさらに利
用率が高くなるように思える 【教員, 総合領域, 公私立大学】
140.パソコン画面上でも読みやすい構成であること（書体や大きさなど） 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
141.ばらつきのないデータベースの整備・公開までの迅速性。加えて検索ツールの充実。難しいと思われる
が，有効なｶﾃｺﾞﾗｲｽﾞ。さまざまな研究機関に普及しうる価格設定 【教員, 人文学, 公私立大学】
142.パラパラ読みができる機能。検索機能の向上（高速化，検索精度の向上，など） 【教員, 工学, 国立大
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学】
143.必要な情報を見つけるのに役だつこと ; It can help me find the information i needed 【大学院生, 薬学,
国立大学】
144.ビブリオメトリック・サーチやデータの編集 ; bibliometric search/data compilation 【教員, 地球惑星
科学ほか, 公私立大学】
145.プリントアウト，保存ができなくても，プレビューくらいできれば，論文をもっと読めると思う 【教
員, 医学, 国立研究所】
146.マイページなどで，以前印刷（あるいはチェック）した内容が閲覧・参照できたりするとより便利に感
じます 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
147.メールアラート，メールでの index の送信 【教員, 物理学, 公私立大学】
148.メールアラートだけでなくＲＳＳもきちんと整備を。
（Science direct など，RSS は形だけでいい加減な
電子ジャーナルが多い） 【教員, 社会科学, 公私立大学】
149.メモの記入など，実際の紙媒体のものに記入出来る落書きができること，それがオンラインで保存され
ていること，相互関連付け，ヒストリー 【教員, 工学, 国立大学】
150.メモの書き込み 【教員, 社会科学, 国立研究所】
151.メモを付けられること．RSS や検索で文献を見つけて，後で読もうと思っていると，後になって忘れて
しまうことが多いから．現在は書誌項目をコピーして使っているが，不便である 【教員, 歯学, 公私立
大学】
152.メモ書きなど 【教員, 総合領域, 国立研究所】
153.もう少しサイトをわかりやすくしてもらえば，検索しやすくなる 【教員, 生物学, 公私立大学】
154.もっと簡単に印刷・参照できるようにしてほしい 【大学院生, 農学, 国立大学】
155.もっと簡単に操作できればよい。雑誌によって検索方法が違う。統一できれば使いやすい 【教員, 生
物学, 公私立大学】
156.もっと高性能なサーチエンジンが必要である。正しく機能していないことがある ; i need more
intelligential searching engine. Sometimes it not working properly 【大学院生, 工学, 国立大学】
157.やはり画面上でも負担なく閲覧できるように，さらなる利用媒体の改善，アウトラインの工夫などを求
める 【大学院生, 工学, 公私立大学】
158.やはり検索語について「あいまいさ」や「スペルミス」に対応できる機能がある（ないし充実される）
とよいのでは 【教員, 農学, 国立研究所】
159.ユーザーインターフェースがもう少し統一されたり，利用しやすくなるとありがたい 【教員, 複合新
領域, 国立研究所】
160.有用な部分をマークしたり，コピー&ペーストできるようにしてほしい ; Ability to mark useful passages
or copy & paste them 【教員, 人文学, 公私立大学】
161.読みやすさとテキスト検索 ; Readability and text search.

【教員, 社会科学, 公私立大学】

162.より正確な検索 ; More precise search for some title 【教員, 工学, 公私立大学】
163.より便利な検索 ; More convinient for seeking 【大学院生, 工学, 国立研究所】
164.より効率的な検索機能，参考文献の紹介 【教員, 工学, 国立研究所】
165.より高性能な検索機能 【教員, 化学, 公私立大学】
166.より高度な検索オプション 【大学院生, 薬学, 国立大学】
167.より高度な検索機能 【教員, 化学, 国立大学】
168.より柔軟な検索機能 【教員, 工学, 公私立大学】
169.より柔軟な検索機能 【教員, 物理学, 公私立大学】
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170.より詳細な見出し検索が可能であると，リサーチがより容易になると思う 【大学院生, 人文学, 国立研
究所】
171.より迅速かつ簡便な論文の検索と表示 【教員, 化学, 国立大学】
172.より分かりやすく高度な検索機能 【教員, 物理学, 国立大学】
173.より便利な検索機能 【教員, 生物学, 国立大学】
174.レスポンスが悪いと余計な所でストレスを感じるので###高性能なネットワーク・サーバの整備###不要
なデータ(e.g. 表紙の画像)を廃した閲覧モードの選択 【大学院生, 総合領域, 国立研究所】
175.ロード時間の短縮 ; FASTER LOAD TIMES 【教員, 化学, 国立大学】
176.論文が，どこに，何回引用されているかが分かれば，その論文が「必読」か，よく読まれているのか，
面白くないのかが判断できる ; where or how many citations an article has. It helps to idetify ʺmust
readʺ, popular, or uninteresting articles 【大学院生, 工学, 国立研究所】
177.論文内容に基づく自動キーワード生成 ; automatic keyword generation, depending on inside article
search 【教員, 総合領域, （不明）
】
178.論文の PDF 版に素早くアクセスできること ; Rapid access to pdf version of required article 【教員, 化
学, 国立研究所】
179.論文の正確な索引と，雑誌の分野の特殊性も重要 ; good indexing of the papers is essential, also, the
specificity of the field of the journals 【大学院生, 工学, 国立研究所】
180.一度チェックしているものなどを分かるようになっていると使いやすい 【大学院生, 社会科学, 公私立
大学】
181.一部で行われているが，関連論文の検索が分類項目を通して行えるとうれしい 【教員, 化学, 国立大学】
182.印刷しなくても読みやすいように，雑誌体とは異なる独自の体裁にしてほしい 【教員, 医学, 公私立大
学】
183.印刷しなくても目が疲れず読める位の画面のクリアーさが（PC の画面を含めて）改良されると良いと思
います 【教員, 工学, 国立大学】
184.印刷の十分な機能 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
185.印刷時のレイアウトを十分に考慮した画面。ブラウザに左右されないことも大事。発行が不定期な学会
誌や専門誌は，最新刊のアラートがほしい 【教員, 複合新領域, 公私立大学】
186.印刷体では実現できない，デジタル・ネットワークを活用した表現方法 【その他, 総合領域, 国立大学】
187.印刷体と同様に，ぱらぱらと頁がめくれる感覚でブラウズできるようになってほしい 【教員, 生物学,
国立研究所】
188.印刷体のジャーナルであれば，そのジャーナルが所蔵されている図書館に出向けば無料，もしくは安価
に立ち読みができるが，電子ジャーナルの場合には，購入しなければアブストラクト程度しか読めない．
電子ジャーナルでも購入前に気軽に立ち読みできるようなシステムが欲しい 【教員, 人文学, 国立研究
所】
189.印刷媒体のほうが利用しやすい。なぜなら，短時間で数百件の論文調査ができる。海外で英語教育を受
ければ，英文速読法の専門訓練を習熟しているので，約１０分で１０件ぐらいの印刷媒体の論文は読破
する。電子ジャーナルは速報性に冨むが，読破する操作に手間がかかる欠点を有する。電子ジャーナル
の操作方法を容易にすること，一過性を避けて電子出版することが必要 【教員, 工学, 公私立大学】
190.引用に関する独自の評価機能 【教員, 工学, （不明）
】
191.引用数などの評価指標 【教員, 総合領域, 国立大学】
192.英単語だけでなく記号や数式などでも検索できるとなおよいと思います 【教員, 数学, 国立大学】
193.閲覧性と一覧性に優れている 【教員, 社会科学, 公私立大学】
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194.閲覧履歴(参考文献含む) 【大学院生, 化学, 公私立大学】
195.閲覧履歴の保存 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
196.応答の速さ 【教員, 工学, 国立研究所】
197.横断検索システムの充実 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
198.欧州の雑誌で，もっと検索し易いといいなと思う場合がある 【教員, 物理学, 公私立大学】
199.音声読み上げ機能 【教員, 人文学, 公私立大学】
200.下線や注釈を入れることができる 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
201.可能な範囲で，検索時に引用頻度が分かるとよいと思います 【教員, 人文学, 公私立大学】
202.所属大学図書館の使い勝手についての意見です。現在の図書館ＨＰでは，印刷体は OPAC で検索，電子
ジャーナルは各 INDX ごとに検索するようになってますが，そうではなく全雑誌をまとめて検索するよ
うな機能が必要だと思います。アルファベットごとに図書館で，紙・電子版にかぎらずアクセスできる
ものをリスト化もしていただければ，より便利になるのではないでしょうか 【大学院生, 人文学, 国立
大学】
203.外国人にも簡単に使えるような機能です 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
204.各分野別に，最新記事などもお知らせや広告のような，内容にふれやすい，アクセスしやすい環境が必
要であろう 【大学院生, 社会科学, （不明）
】
205.各論文のハイライトが一目でわかるような工夫 【教員, 工学, 公私立大学】
206.各論文の先頭ページを順送りに閲覧できる機能 【教員, 工学, （不明）
】
207.学校の電子ジャーナルが多いのは存じているのですが，テーマ別の検索機能ができるインターネット検
索（pubmed)に頼っている気がします。その方がほしいデータが直ぐ手に入るので。もしかしたら，学
校の電子ジャーナルも同じ機能があるのかもしれませんが 【教員, 医学, 国立大学】
208.簡易，詳細な検索機能がそれぞれあると論文を探しやすい 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
209.簡易にアクセスし印刷できる 【教員, 看護学, 国立大学】
210.簡単さ ; Convenience 【大学院生, 工学, 国立大学】
211.簡単な検索，すなわち様々な条件で検索できるようにする ; Easy search, i.e. to be able to search by using
many different criteria 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
212.簡単な検索機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
213.簡単な検索機能 ; Easy to search and retrieve functions 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
214.簡単に，メモやマークなどの書き込みができ，並べて比較一覧できること 【教員, 歯学, 国立研究所】
215.簡単に，多くの雑誌の目次のみを見る 【教員, 社会科学, 公私立大学】
216.簡単に印刷できる機能 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
217.関連分野の文献情報の自動通知機能 【教員, 医学, 国立大学】
218.関連論文の検索機能の充実 【教員, 物理学, 国立大学】
219.所属機関の図書館の頁からでなくても，一般のブラウザーから，直接ブックマークをつけたり，検索出
来たりする機能 【教員, 物理学, 国立研究所】
220.機能ではないですが，HP はデザイン性が高く，操作方法はシンプルで，目に優しい色彩であるといい
【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
221.機能を増やすことよりも，速い動作を期待します 【その他, 化学, 公私立大学】
222.技術分野による検索ができると良い 【教員, 工学, 国立研究所】
223.掲載図の high resolution 化によって論文ファイル
（PDF 閲覧時）
の容量は重たくなる傾向にありますが，
ネット環境によっては閲覧までに非常に時間を要することもあるため，既に実現しているものもあると
は思いますが，低解像度だけど軽いバージョンなども提供されると便利なように思います 【教員, 化
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学, 公私立大学】
224.軽快に動く検索システム 【教員, 薬学, 国立大学】
225.検索 【教員, 人文学, 国立大学】
226.検索 【教員, 工学, 国立大学】
227.検索，引用など 【教員, 人文学, 国立大学】
228.検索エンジンを分かりやすくすること 【大学院生, 物理学, 国立大学】
229.検索がもっと便利になって欲しい 【教員, 化学, 国立研究所】
230.検索が早い，必要な論文が容易に見つかる 【教員, 工学, 国立研究所】
231.検索が容易であること，書誌情報の利用が容易であること 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
232.検索システム. ジャーナル横断的な検索システムが必要 【教員, 総合領域, 国立研究所】
233.検索しやすいもの 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
234.検索しやすく ダウンロードしやすく 【教員, 医学, 国立大学】
235.検索しやすくしてほしい 【大学院生, 医学, 国立大学】
236.検索しやすさと精度向上 【大学院生, 工学, 国立大学】
237.検索しやすさは重要と考える 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
238.検索し易いといいと思います。(Science Dierect のようにキーワードや著者などの組み合わせで検索でき
るような) 【教員, 工学, 国立研究所】
239.検索すると文献が列挙されるが，文献のタイトルを見たときに必要ないと判断しても，次に絞り込み or
広域の検索したときにまた要らない文献が表示されてしまう。これをはじく機能 【教員, 工学, 公私立
大学】
240.検索とダウンロードのわかりやすさ 【教員, 農学, 国立大学】
241.検索にかかる率の向上が挙げられると思います。例えば検索エンジンは主に PubMed を利用しています
が，PubMed では検索したい言葉が論文の「Title」
「Abstract」に含まれている場合に認識されます。一
方で，
「Keyword」の項に含まれている場合は認識できないようです。この点はデフォルトで行えた方が
良いかと思います 【大学院生, 生物学, 公私立大学】
242.検索によって自分の必要なものが今以上にうまくヒットすること 【教員, 化学, 国立研究所】
243.検索のしやすさ 【教員, 歯学, 国立大学】
244.検索のしやすさ 【教員, 看護学, 公私立大学】
245.検索のしやすさ 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
246.検索のヒット率の向上 【教員, 社会科学, （不明）
】
247.検索の簡易化。ある研究がどの程度調べられているかを調査するのに大変な労力を要しますので，それ
を解決できれば研究を進めるのに大変役に立ちます。この研究はもう行われているのか，あるいはほと
んど行われていないのか，そして行われているならば関連論文はこれらで全部です，と分かればとても
楽です。研究がなされていない，と言い切るのが難しいので 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
248.検索の簡便さ 【教員, 社会科学, 国立研究所】
249.検索の簡便さ。現在は多様な利用に答えるためにあまりに多くの機能を盛り込んでいる電子ジャーナル
があるように見受けられる 【教員, 社会科学, 公私立大学】
250.検索の向上。関連論文や参考文献へのリンクがあると便利だと思う 【大学院生, 農学, 国立大学】
251.検索の絞りやすさ 【教員, 工学, 公私立大学】
252.検索の絞り込みの精度 【大学院生, 複合新領域, 公私立大学】
253.検索の充実と翻訳機能 【教員, 農学, 公私立大学】
254.検索の精度 【大学院生, 看護学, 国立大学】
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255.検索の精度の向上です。とくに，もともと紙媒体の雑誌をスキャン等して電子化した資料の場合，キー
ワード等による検索が正確にできないことがあります 【教員, 人文学, 公私立大学】
256.検索の精度を上げる 【大学院生, 化学, 国立大学】
257.検索の目的予測（検索語以外の関連語の自動発生） 【教員, 農学, 国立大学】
258.検索の容易さ 【教員, 化学, 国立研究所】
259.検索の容易性の向上 【大学院生, 社会科学, （不明）
】
260.検索や全文入手に時間が掛からないこと，どの検索エンジンでどの雑誌が検索できるかなどが分かりや
すくなっていることなどが大切だと思います 【教員, 人文学, 公私立大学】
261.検索をより容易に 【教員, 物理学, （不明）
】
262.検索機能 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
263.検索機能 【大学院生, 複合新領域, 公私立大学】
264.検索機能 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
265.検索機能，key words の充実 【教員, 化学, 公私立大学】
266.検索機能，リンク機能（すでに備わってるジャーナルもあるが） 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
267.検索機能があれば便利かと 【教員, 人文学, 公私立大学】
268.検索機能の一層の充実 【教員, 数学, 国立大学】
269.検索機能の改善，充実 【教員, 社会科学, 国立大学】
270.検索機能の改善（アルファベット順に並んでいるが，検索窓を設けて一発で飛ぶようにしてほしい） 【大
学院生, 工学, 国立大学】
271.検索機能の強化 【大学院生, 物理学, 国立大学】
272.検索機能の強化 【教員, 歯学, 国立研究所】
273.検索機能の強化 【教員, 工学, 公私立大学】
274.検索機能の強化 【大学院生, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
275.検索機能の強化 【教員, 農学, 公私立大学】
276.検索機能の強化； Google 等の関連公告のように，検索者が必要としている（キーワード等と関連する）
可能性が高い関連論文の提案機能があればうれしい 【教員, 工学, 公私立大学】
277.検索機能の強化 【教員, 社会科学, 国立研究所】
278.検索機能の強化（絞込みなどを確実に行えるとよい）
。古い文献の電子化（画像としてではなく，テキス
トデータとして取り込んであると検索できてうれしい） 【教員, 工学, 公私立大学】
279.検索機能の強化や，データベースの連携機能のようなものがあると，便利になるのではないかと思いま
す 【教員, 総合領域, 国立大学】
280.検索機能の向上 【教員, 工学, 国立研究所】
281.検索機能の向上 【教員, 農学, 公私立大学】
282.検索機能の向上（キーワード等） 【大学院生, 薬学, 国立大学】
283.検索機能の向上（詳細検索など） 【大学院生, 数学, 国立大学】
284.検索機能の充実 【教員, 化学, 国立大学】
285.検索機能の充実 【教員, 工学, 国立大学】
286.検索機能の充実 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
287.検索機能の充実 【教員, 工学, 国立研究所】
288.検索機能の充実 【教員, 農学, 国立大学】
289.検索機能の充実 【教員, 化学, 国立大学】
290.検索機能の充実 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
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291.検索機能の充実 【教員, 人文学, （不明）
】
292.検索機能の充実 【教員, 工学, 公私立大学】
293.検索機能の充実 【教員, 農学, 公私立大学】
294.検索機能の充実 【教員, 人文学, 公私立大学】
295.検索機能の充実 【教員, 化学, 国立研究所】
296.検索機能の充実 【教員, 数学, 国立大学】
297.検索機能の充実・簡略化 【教員, 工学, 国立大学】
298.検索機能の充実，被引用文献の表示 【
（不明）, 工学, 国立大学】
299.検索機能の充実 【教員, 農学, 国立研究所】
300.検索機能の充実（関連したトピックを扱った論文の自動的な提示など） 【大学院生, 社会科学, 公私立
大学】
301.検索機能の充実化 【教員, 工学, 国立研究所】
302.検索機能の多様化 【教員, 生物学, 公私立大学】
303.検索機能をより充実させて，無駄なく必要なジャーナルに行きつくようにシステム改善に尽くしてほし
い 【教員, 社会科学, 公私立大学】
304.検索結果の画像を閲覧ができるように，
， 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
305.検索項目の改良 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
306.検索時のキーワードの，いわゆる“あいまい検索”に近いような機能があると助かります 【教員, 物理
学, 国立研究所】
307.検索性の向上，保存性（容易に印刷できる，端末等にダウンロードして保存できる，メールでコピーを
送れる）
，内容の増加（昔に出版された分の電子化） 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
308.検索精度の向上 【教員, 工学, 国立大学】
309.検索精度の向上 【教員, 工学, 国立大学】
310.検索精度の向上 【教員, 工学, 公私立大学】
311.検索範囲を広げることが必要だと思います 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
312.検索便利にしてほしい。論文の全部が読めるようにしてほしい 【教員, 歯学, 国立研究所】
313.検索方法の簡素化 【教員, 歯学, 公私立大学】
314.研究・教育等に必要な論文を検索する時間を短縮できるようなシステム 【教員, 歯学, （不明）
】
315.研究分野の発展がわかること ; Know development of research field 【教員, 工学, 国立研究所】
316.見やすくなってほしい 【大学院生, 物理学, 国立大学】
317.見やすさ，検索しやすさ，関連論文へのアクセス制限の緩和など 【教員, 医学, 国立大学】
318.現在のインパクトファクターの表示 【教員, 複合新領域, 国立大学】
319.現在まで発行された文献をテーマごとに分けて閲覧できるようにしてほしい 【大学院生, 生物学, 公私
立大学】
320.個別の論文ページに，引用情報を表示する（ʺ...に引用されたʺ機能） ; Information on the citations of
articles (ʺCited by...ʺ function) on the individual article pages 【教員, 工学, 公私立大学】
321.効果的なジャーナル検索機能 【大学院生, 工学, 国立大学】
322.口コミをいれる 【大学院生, 歯学, 国立大学】
323.更新情報を twitter でつぶやいてほしい 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
324.構造検索機能 【大学院生, 化学, 公私立大学】
325.絞り込みの機能，特に分野別 【教員, 工学, 公私立大学】
326.購読していないものも含め，電子出版社をまたぎ，公表と同時に可能な横断検索。特に著者名で最新を
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追いかけられる検索。トピックのマッピングによる論文のブラウジング 【教員, 人文学, 国立大学】
327.高度な検索機能 【教員, 総合領域, 国立研究所】
328.高度な検索機能，リファレンスからのハイパーリンク，サブスクライバー契約の簡易化 【教員, 総合
領域, 国立研究所】
329.今はキーワードでネット上のＨＰなどを検索して，それを一つひとつ確認して論文を探している状態な
ので，電子ジャーナルだけの検索ページがあるとありがたいです 【教員, 社会科学, （不明）
】
330.今もうとても便利ですが，もっと検索しやすければと思います 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
331.最新の情報を得られる共通の機能 【教員, 生物学, 公私立大学】
332.最新論文の閲覧 【教員, 複合新領域, （不明）
】
333.索引の充実 【教員, 社会科学, 国立大学】
334.冊子ジャーナルをパラパラめくりながら偶然面白い論文が見つかった様な機会が電子ジャーナルの場合
には起こりにくい．偶然面白い論文が目に入るような機能があると助かる 【教員, 工学, 公私立大学】
335.冊子体では必要な論文以外にもぱらぱらながめて偶然目に留まる論文にぶつかることがあるが，電子ジ
ャーナルでは狙った論文のみに触れるため，意識せず入ってくる情報が減ったと感じる。このため，現
機能に追加して，冊子体をめくるようにすべてのページが見れるような機能があればいいと考える 【教
員, 化学, 国立大学】
336.冊子体と同様に，当該論文が記載された，号・巻の構成が，簡単にみられること。すなわち，そのジャ
ーナルの編集者(編集会議）の思想が，伝わることが必要であると考えます。個別の論文のみを，かんた
んに読めるというだけの存在では，各学問分野の研究発展に資することがなくなっていくと危惧します
【教員, 社会科学, 公私立大学】
337.雑誌横断のわかりやすいキーワード検索 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
338.雑誌社ごとに（エルゼビアとそれ以外，の様な）検索するのではなく，すべて検索できるシステムで，
かつ，ダウンロードできる範囲が広いものが望まれると思います 【教員, 物理学, 国立研究所】
339.雑誌内での索引 【教員, 複合新領域, （不明）
】
340.使いやすいインデックス機能 【教員, 人文学, 国立大学】
341.私の分野（法学）では，英米の法状況を調べるにあたり，Hein On Line などで横断的に検索をしますの
で，個々の雑誌を通読することでテーマを探すということは，電子媒体では実施していませんでした。
書棚のような一覧性に優れた形で電子ジャーナルのタイトル・目次が見ることができれば，利用度が上
がるように思います 【教員, 社会科学, 国立研究所】
342.紙の資料だとコピーすることができます。重要な内容に付箋をつけたり，コメントをつけることができ
るに対して，電子ジャーナルはそれができません 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
343.紙ベースのジャーナルのように斜め読みやぱらぱらめくりながら眺めることができる 【教員, 工学, 国
立研究所】
344.紙媒体とは違い文面をキーワードで検索できるのが良いと思う 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
345.時代は Cloud コンピューティングなので，パソコンにダウンロードして読むのはもう古いです。自分の
アカウントをサーバー上に置き，そこに pdf や論文情報を保持できる形になってほしいです。電子ジャ
ーナル自体の問題ではないですね 【教員, 工学, （不明）
】
346.自分が登録したジャーナルを一斉検索する機能 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
347.手書きの書き込みが紙媒体のように自由にできる機能 【教員, 工学, 公私立大学】
348.種名(species names)といった特定の文字列による本文検索 ; searching the main text for certain text
strings such as species names 【教員, 農学, 公私立大学】
349.充実した検索機能 【教員, 化学, 公私立大学】
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350.十分便利になってきていると思う．アクセスのあった論文，記事のアクセス数の表示などあると面白い
【教員, 工学, 国立研究所】
351.重要なキーワードのハイライト機能 ; Highlight important keywords function 【大学院生, 総合領域,
国立大学】
352.出版社にとらわれない検索システムの構築と詳細検索の強化 【教員, 農学, 公私立大学】
353.出版社の枠を超えた検索・アラート機能 【教員, 生物学, （不明）
】
354.出版社や雑誌ごとの検索方式以外に共通で用いられる検索エンジンがあれば便利かもしれない 【教員,
化学, 国立大学】
355.出版物への書評が，どのジャーナルに掲載されているかを簡単に知ることができればよい 【教員, 人
文学, 公私立大学】
356.処理のいっそうの軽さ 【教員, 社会科学, 国立研究所】
357.少なくとも同一出版社内の刊行物として雑誌と書籍の横断検索。できれば出版社間を横断した無料検索
（書誌・要旨を検索対象とするだけでもよいので。商用検索は収録漏れがあったり，収録に時差があり，
最新の発表論文を確実に調べる手立てが欲しい 【教員, 工学, 公私立大学】
358.詳細なキーワードの検索 【教員, 社会科学, （不明）
】
359.新しい論文や，論文に関連する似たようなトピックを簡単に見つけられること ; Easy to find new
articles, indications of similar topic related articles 【大学院生, 医学, 国立大学】
360.迅速に検索できる機能 【教員, 農学, 国立大学】
361.図をちら見できる機能 【教員, 工学, 国立大学】
362.世界中の雑誌の中から，関連するキーワードを入力すると，論文をリストアップできる機能 【大学院
生, 農学, （不明）
】
363.正確な検索機能 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
364.全文検索 【教員, 社会科学, （不明）
】
365.全文検索 【教員, 工学, 公私立大学】
366.全文検索，アブストラクトの文章だけでも可能になれば嬉しい 【教員, 人文学, 国立大学】
367.全文検索，雑誌間横断検索，関係論文への容易なアクセス，その論文を参照した論文の表示 【教員, 人
文学, 公私立大学】
368.全文検索ができる検索サイト 【教員, 生物学, 公私立大学】
369.全文検索機能 【教員, 歯学, 国立大学】
370.全文表示可能なものだけを抽出するフィルター機能などがあると便利だと思う 【教員, 生物学, 公私立
大学】
371.他の人が作った要約を載せておく 【大学院生, 歯学, 国立大学】
372.他者のコメントの共有機能 【教員, 総合領域, 国立大学】
373.多彩な検索機能と Google からの検索が可能になること 【教員, 工学, 国立研究所】
374.大抵の機能はあるので，機能の使いやすさ，検索速度などの利便性を求めます 【教員, 工学, 国立研究
所】
375.大量の論文を一括ダウンロードできる機能 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
376.探している研究内容が書いてある論文を迅速に発見する機能。最近の雑誌サイトでは，
「関連する論文」
として同様なタイトルの論文をいくつか候補としてあげてくれる機能をもっと進化させてほしい。関連
論文だけでなく，関連する基礎的な総説や教科書などを推薦してくれるとよい 【教員, 化学, 公私立大
学】
377.探しにくいので，もっと探しやすい検索機能があればよい 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
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378.探索のしやすさ向上 【教員, 工学, 国立研究所】
379.知りたい情報が迅速に得られる 【教員, 医学, 国立大学】
380.知的な検索機能 【教員, 工学, 公私立大学】
381.著者からのメッセージや，既に購読された方からの評価を記述するページ．例えばアマゾンの本屋雑誌
のコーナーでは，読者からの寸評が掲載されている．各論文についても，同じように評価しあう機能が
必要である 【教員, 工学, 国立大学】
382.著者ごとのインデックス 【大学院生, 社会科学, （不明）
】
383.著者と意見交換する機能 【教員, 総合領域, 国立大学】
384.著者と分野による絞り込み 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
385.著者に気軽に質問できる機能 【教員, 工学, 公私立大学】
386.著者のトラッキングシステム（著者名では同姓同名が区別できず，またイニシャルになればもっと区別
がつかない。しっかりと所属などの区別までつけて，検索時に単一の著者のアクティビティがわかるよ
うにしたい。科研費番号のような研究者番号をしっかりを管理していくことが理想か。
） 【教員, 物理
学, 国立大学】
387.著者の絞り込みの正確性，PDF 版はすべてカラーで対応してほしい 【教員, 医学, 国立大学】
388.著者の所属などが変わるとデータベース上では同じ著者が複数名いることがある。著者の統一ができれ
ばよい 【教員, 工学, 国立大学】
389.著者の詳細情報へのリンク機能 【教員, 工学, （不明）
】
390.電子ジャーナルのいいところは，早いことはもちろんだが，広い範囲から必要な論文を拾い上げ，引用・
被引用論文を見つけ出す検索機能にあると思う。いわゆるデータベースと重複するが，必要だ。特殊な
装置，物質などや特定の地域名は検索キーワードとして有効だと思うが，アイディアや仮説などはうま
くない。研究を進める上で，アイディアや仮説は重要であり，今後，ゆるくヒットさせる機能を望む 【教
員, 農学, 国立大学】
391.電子的な情報は，利用者が不確実なものであっても将来求めるであろうものを予測して，提供すること
はあるかも知れないが，メールと同様，情報が向こうから多量にやってくる感を受ける利用者立場から
は，欲しいときに欲しいだけの情報が必要で，そのためのデーターをとることからの，利用者の利用回
数が多いことを求められるのでしょうが，向こうからやってくる情報は，必ずしもその時に必要として
いないことが多く，目を通す時間をいらないものにかけなければならない利用者の状況を考えてほしい。
それがあって信用度が増し，見てみようという気になる 【教員, 総合領域, 公私立大学】
392.登録したキーワードからの自動検索 【教員, 工学, 国立大学】
393.同じテーマの他の論文を紹介してくれる機能など 【教員, 社会科学, 公私立大学】
394.同じような内容の別の雑誌の論文の推薦 ; Suggestions for similar articles in other journals 【大学院生,
工学, 公私立大学】
395.同じ名前のヒトの識別方法 【教員, 歯学, 公私立大学】
396.同一の研究トピックに関連する，ジャーナル間の情報共有 【教員, 社会科学, 国立研究所】
397.同一の分野について多数のジャーナルが出され，相互につなげてタームの検索ができること 【教員, 人
文学, 公私立大学】
398.同一人物が発表した論文がリスト化されること 【教員, 農学, 国立大学】
399.同一著者の検索機能。同姓同名の別人を区別して検索できるとより便利でよいと思う 【教員, 工学, 国
立大学】
400.同姓同名者の区別 【教員, 生物学, 国立研究所】
401.特に「新しい機能」は必要ない。次々と新しい機能を付け加えられ，それを価格上昇の理由にされ，結
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果として大学図書館による継続購入が困難になっている。研究者はタブロイド紙の Web 版読者とは違う
のであって，情報の押し売りに等しい最近の新機能のメリットは非常に限られており，昨今の「お任せ
機能重視」の状況は異常。学術雑誌は掲載されている中身が時代背景に左右されていない本質を示して
いることが重要なのであって，電子的な機能による装飾は付加的なものであり必須とは思えず，単に商
業的な利益至上主義に翻弄されているだけではないかと思う 【教員, 工学, 国立大学】
402.特に今は思いつきませんが，もう少し検索しやすいような機能があればありがたいと考えます 【大学
院生, 人文学, 国立大学】
403.特に不満はありませんが，ジャーナルごとに検索システムが異なるため，より簡便な検索システムがあ
ればよいかと思いました 【大学院生, 化学, 国立大学】
404.読んだ人が論文の評価を出来るようにしたいと思います 【教員, 工学, 国立大学】
405.読者による論文評価機能； 簡単な評価とコメントを残せる機能 【教員, 工学, 公私立大学】
406.内容の抄録表示機能 【教員, 工学, 公私立大学】
407.内容の詳細検索機能 【教員, 工学, 国立研究所】
408.内容検索への対応 【教員, 人文学, （不明）
】
409.入手したい資料が特定できていても，検索方法がわかりにくくヒットするまでに時間がかかることが多
いので，理解しやすい検索方法を提供していただけると助かります 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
410.反応の高速化。検索や頁の移動に時間がかかり，集中が途切れることがある 【教員, 総合領域, 国立研
究所】
411.反応時間が速い 【教員, 社会科学, 公私立大学】
412.筆者に簡単に意見交換できる場（掲示板）などがあると助かります 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
413.表示の速さ 【教員, 工学, 国立研究所】
414.幅広い雑誌を横断的に論文検索できるシステムがほしい 【教員, 工学, 国立大学】
415.複数ジャーナルの串刺し検索 【教員, 社会科学, 国立研究所】
416.複数のジャンルの横断検索をより網羅的にするような機能。出来うるかぎり，全文 PDF ダウンロード可
能に 【教員, 人文学, （不明）
】
417.複数の出版社による電子ジャーナルの横断検索機能 【教員, 工学, 国立大学】
418.複数の電子ジャーナルを一括して所蔵するデータベース（CiNii など）の拡充 【大学院生, 社会科学, 公
私立大学】
419.複数の論文に同時にアクセスでき，比較できるような機能 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
420.複数ページや複数論文を同時に閲覧できる機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
421.分野横断的な（複数ジャーナルにまたがった）
，検索機能 【教員, 総合領域, 公私立大学】
422.分野別に雑誌をまとめたページ 【大学院生, 化学, 国立大学】
423.文献検索サービスとの連携強化 【教員, 工学, 公私立大学】
424.文字が小さいので，大きな文字の雑誌を望みます 【教員, 工学, 公私立大学】
425.文字での検索ではなく，物質としての検索機能。たとえば，biliverdin と文字を入れると biriberudin
reductase などたくさん引っかかってしまうので，biliverdin という物質に関する論文のみを検索できる
機能 【教員, 生物学, 国立大学】
426.文字の検索機能。沢山の PDF から特定のキーワードや著者が探せると有り難い 【教員, 地球惑星科学
ほか, 公私立大学】
427.文字拡大機能： 老眼が進んできたので，ワンクリックで必要箇所が大きな文字になったり，小さくな
ったりが素早くできる機能 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
428.文字検索やイメージ検索等への対応 【大学院生, 生物学, 国立大学】
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429.便利な検索 【教員, 医学, 国立大学】
430.本文のキーワード自動登録 【教員, 生物学, 公私立大学】
431.本文の内容を複数のキーワードで検索できる 【教員, 工学, 公私立大学】
432.本文も含めた全文キーワード検索 【教員, 薬学, 国立大学】
433.本文検索の機能 【教員, 人文学, （不明）
】
434.本文検索機能 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
435.本文中のワード検索機能 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
436.名字しか分からないときに同姓の人がいても，それぞれに人物ごとに分けてまとめて表示してくれる機
能 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
437.目的の論文がなかなか見つからないことがあるので，検索機能を強化して欲しい 【大学院生, 社会科
学, 公私立大学】
438.目的の論文のさらに検索しやすくなるとよいと思います 【大学院生, 総合領域, 国立研究所】
439.容易簡単な検索機能 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
440.様々な分野の中から関連性のある論文を簡易的に検索できる機能 【大学院生, 農学, 国立大学】
441.欲を言えばキリがないが，強いて言えば，求める論文をダウンロードするスピードが抜本的に早くなり，
かつ，アクセスを阻害する諸々の現象が軽減されること 【教員, 化学, 公私立大学】
442.類語検索 【教員, 工学, 国立大学】
443.類似論文の推薦 【教員, 総合領域, 国立大学】
444.例えば，探している論文のタイトルや収録されてい雑誌が分からない，あるいは曖昧な場合，キーワー
ドを入力するだけで発行年度別に区分された状態で検索できる機能があれば，研究上，とても助かりま
す 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
445.例えば，論文のウェブサイトや ISI web of science の検索において，機能が増強されることによって検
索時間が多くかかるようになっている。コンピューターの速度が速くなっても，無駄な機能を増やすこ
とによって検索速度が遅くなるようでは，全体の効率が下がってしまう。シンプルでいいから検索時間
がかからないようにしてほしい 【教員, 総合領域, 国立研究所】
446.論文キーワードを用いた検索の強化 【教員, 社会科学, 公私立大学】
447.論文にたどり着くまでに時間がかかるので，もっとシンプルなアクセス法にしてほしい 【大学院生, 社
会科学, 国立大学】
448.論文の検索をもっと使いやすくする必要がある 【教員, 複合新領域, （不明）
】
449.論文の検索方法をわかりやすくして欲しい 【教員, 社会科学, 国立研究所】
450.論文の所在について，高度で，幅広い検索ができる機能などがあればよいと思います 【教員, 人文学, 公
私立大学】
451.論文の番号から雑誌横断的により確実に検索できる機能 【教員, 工学, 国立研究所】
452.論文概要の検索のしやすさを向上してほしい。キーワード検索でさらに検索が絞り込めるようにしてほ
しい 【大学院生, 人文学, 国立大学】
453.論文検索時に，可能な限り早くその論文の本文にたどりつけるよう，システムを極力簡素化すること
【教員, 人文学, 公私立大学】
454.論文誌の号数とページ番号を指定して，直接 pdf をダウンロードできる機能 【大学院生, 物理学, 国立
大学】
455.和文学会誌の検索機能 【教員, 工学, 国立大学】
456.曖昧語による検索，同義語による検索 【教員, 医学, 国立研究所】
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VI. システム間／文献間のリンク
1. （すでにあるかもしれませんが）文献末尾の文献リストのうち，電子ジャーナルとしてアクセスできる
ものについては，その文献へのリンクをつけ，文献をたどっていくことが出来るようにして欲しい 【教
員, 複合新領域, 国立研究所】
2. （既に，一部のジャーナルでは実装されているが）文献リストやフットノートに記されている論文をク
リックすると，当該論文が表示される（つまり，リンクが設定されている）機能 【教員, 社会科学, 公
私立大学】
3. Abstract が読める Reference リンクがつながっている 【大学院生, 総合領域, 国立研究所】
4. ACS で実現しているような巻号とページ番号から直接ジャンプできる機能の充実 【教員, 化学, 公私
立大学】
5. CiNii での論文検索からダイレクトに論文本文へのアクセスができるよう，今後ますます論文の電子ファ
イル化とアクセスフリーな状況の整備がされることを希望する 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
6. CiNii で実現されている，引用，被引用論文の参照 【教員, 総合領域, 国立大学】
7. citation 機能の充実（特に，オンラインになる前の分） 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
8. cross reference の機能 【教員, 社会科学, 国立大学】
9. cross reference 機能が電子ジャーナル間で可能であればより望ましい 【
（不明）, 社会科学, 公私立大
学】
10. Direct Link，eTBLAST のような検索機能 【教員, 医学, 公私立大学】
11. DOI の完備 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
12. Genbank とのデータとの相互性の強化 【大学院生, 畜産学・獣医学, 公私立大学】
13. Google などの検索に上手くかかること 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
14. Google scholar search との密接な連携 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
15. google scholar などの検索サイトと連動して，ワンクリックで必要な論文にアクセスできると便利です
【教員, 数学, 公私立大学】
16. Google などの一般の検索にもっと引っかかりやすくしてほしい 【教員, 工学, 公私立大学】
17. MLA など有名なデータベースで検索できること 【大学院生, 人文学, 国立研究所】
18. ｐｄｆファイルでフルテキストを読みながら，そこに掲載された参考文献リストのなかの一つをクリッ
クすると，その文献の情報にリンクするような機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
19. PDF ファイルの参考文献欄から，当該文献へのリンク 【教員, 歯学, 公私立大学】
20. pdf 文献からの引用文献の相互ウェブリンクの充実 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
21. pdf 論文の参考論文の欄から直接子引きの論文にアクセスしたい 【教員, 化学, 国立大学】
22. Print out に至るまでの手続きの容易さ（リンクが複雑でわからないことが多いです） 【教員, 社会科
学, 公私立大学】
23. Pubmed からのリンクの統一。特に pdf をみるまでに多大なステップを踏むシステムは回線の遅い当大
学にとっては大変な時間的ロスにつながる 【教員, 化学, 国立大学】
24. PubMed からはダウンロード出来なくても，雑誌のページからはダウンロード出来ることがあるときに
は，両方ともダウンロード出来るように統一してほしいです 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
25. pubmed や RSS リーダから雑誌サイト以外の電子ジャーナルコレクションへのリンク 【教員, 薬学,
（不明）
】
26. PubMed や他のサーチエンジンのすべての論文を含む機能リンク，
（冊子体でしか出版されていない論文
を含む）あらゆるバックナンバー論文への無料アクセス，刊行中の論文は最低でも抄録への無料アクセ
ス ; Functioning links, inclusion of all articles in PubMed and other search engines, free availability of all
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older articles (including articles published only in paper), free availability of at least abstracts of current
articles 【その他, 生物学, （不明）
】
27. PubMed や他のジャーナルとのリンク向上 【教員, 医学, 国立大学】
28. reference へのリンク機能 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
29. Scopus のように，引用が Alert で届くシステムと，電子ジャーナルの本文（pdf）が直接，リンクするよ
うな（例：PubMed のリンク）が合体した機能・仕組み 【教員, 歯学, 国立大学】
30. search engine をもっと強く欲しい 【大学院生, 工学, 公私立大学】
31. Web of science からワンクリックで PDF を読みたい 【教員, 化学, 国立大学】
32. Web of Science または google scholar との結合。
（たとえば，読んだ論文が，誰によってその後引用し
ているかを調べるため，何回引用されているか） 【教員, 物理学, 国立大学】
33. WoS を開かなくともそこに掲載されている論文であれば，当該論文（今読んでいる論文）から最新の関
連論文や，過去５年間でよく引用されている関連論文が紹介されるというような機能 【教員, 農学, 国
立大学】
34. アーカイブとして過去に発行された論文が保存されているので，キーワードだけで，絞り込み検索がで
き，フル論文を読むことができるスタイルをどこでも使えると良い 【教員, 人文学, 国立研究所】
35. アクセスできるならば，今読んでいる論文を引用した論文を見られること ; Ability to see ‐‐ and if
possible access ‐‐ what articles cited the article I am reading 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
36. あらゆるジャーナルが電子化され，cross‐reference ができれば，論文検索の手間を省くことができ，時
間的効率の面から研究成果向上に繋がると思う 【教員, 人文学, （不明）
】
37. ある文献が引用した論文と，引用された論文に簡単にリンクできること，および相関図 ; Easy links and
diagram of other references which cite this article or were cited by this article 【教員, 工学, 公私立大学】
38. 引用 ; Citation 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
39. 引用情報，入手可能性，関連論文の情報 ; citation information, reachable, similar articles information
【教員, 数学, 国立大学】
40. 引用情報の提供 ; Supplying citation info of their papers 【教員, 工学, 国立研究所】
41. 引用文献のダウンロード ; Cite paper download 【大学院生, 工学, 公私立大学】
42. 引用リストからオリジナル文献への直接リンク ; direct access from reference list to original source 【大
学院生, 人文学, 国立大学】
43. オンラインジャーナルの脚注にハイパーリンクが付いていたら，脚注に挙げられている文献でどのよう
に述べられているのかがすぐに簡単に確認できて良い ; It would be nice if online journals had
hyperlinks in their footnotes so that I can easily check what the footnoted article says on the matter at
hand 【大学院生, 社会科学, （不明）
】
44. オンラインで閲覧できない論文の入手方法を表示する機能 【大学院生, 農学, 国立大学】
45. 機能‐>特徴?。‐引用情報の doi へのリンク。‐各論文の表紙に doi と全引用を表示する。‐著者情報へのリ
ンク，特に問い合わせ情報と氏名の発音 ; functions ‐> features? ‐ links to doi of cited resources, ‐ doi and
full citation printed on front page of each article, ‐ links to author information, especially contact info and
pronunciation of name(s) 【教員, 人文学, 公私立大学】
46. クロス・レファレンス機能があると良い ; It would be great if they have cross‐reference functions 【教
員, 社会科学, 公私立大学】
47. クロスレファレンス ; cross references 【教員, 化学, （不明）
】
48. これを読んだ人は他にもこんな論文を読んでいます機能 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
49. 参考文献への自動リンク ; automatic links to referenced articles 【教員, 生物学, 国立大学】
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50. 参考文献へのリンク ; Links to the papers in the reference 【大学院生, 工学, 公私立大学】
51. シームレスな相互参照機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
52. ジャーナルが引用している文献に，クリックして直接アクセスしたい ; the references cited on the
journal can be accessed directly by clicking on them 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
53. ジャーナルを越えてのキーワード等による検索抽出 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
54. ジャーナル横断的な情報提供，検索機能の向上 【教員, 数学, 公私立大学】
55. ジャーナル間での統一された規格 【教員, 化学, 国立大学】
56. ジャーナル間の連携，索引論文へのリンク 【教員, 農学, 国立大学】
57. ジャーナル記載のリファレンスにクリックするだけでとべる機能 【大学院生, 薬学, （不明）
】
58. 迅速なアクセス。クロス・インフォメーション。クロス・レファレンスへの迅速なアクセス ; quick
accessibility, cross information, quick access to cross‐references 【教員, 工学, 国立研究所】
59. すでにある機能であるが，引用文献へのリンクや関連文献へのリンク機能の充実 【教員, 化学, 公私立
大学】
60. すでに採用しているところもあるが，その論文がどの論文で引用されているかの引用関係を雑誌の違い
を超えて広く教えてくれると助かる 【教員, 人文学, 国立大学】
61. すべての電子ジャーナルで単語検索できるとありがたい 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
62. すべての電子ジャーナルを含む，電子ジャーナル専用のポータルサイトがあれば便利に思う 【大学院
生, 化学, 国立大学】
63. せめて同じ出版社の論文については，引用文献が実際の文献とリンクして得られるようにしたい（契約
分だけでも） 【教員, 化学, 公私立大学】
64. その引用文献についても閲覧可能であること 【教員, 農学, 公私立大学】
65. その著者のほかの論文や，その分野の著名論文などへのリンク 【教員, 工学, 公私立大学】
66. その論文に関連する論文を自動で連絡してくれる機能。アマゾンとかでこの商品を購入した人はこれら
の商品を購入しています的な機能 【大学院生, 生物学, 国立大学】
67. その論文は他の論文に引用された数を表示してくれれば助かります 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
68. その論文への関連度が高い論文（当該分野でよく参照されている論文）のサジェスチョンがあれば便利
と考えられる 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
69. その論文を引用した論文（被引用論文）の表示（リンク） 【教員, 農学, 公私立大学】
70. その論文を引用している文献のデータベース。出版社によっては備えていないことがあるので 【教員,
物理学, 国立研究所】
71. データベースのさらなる統合 【教員, 社会科学, 国立大学】
72. データベース化 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
73. デジタル化される以前の古い論文との正確なリンクを確立して欲しい 【教員, 工学, 国立大学】
74. どの論文がパイオニア的でそれに続く論文はどのような発展をしたのかが分かるようなデータベースの
構築。 枝葉末節の論文からどんなに古くてもおおもとの論文にたどり着けることが需要 【教員, 物
理学, 公私立大学】
75. ハイパーテキストリンク ; hypertext links 【教員, 人文学, 公私立大学】
76. ほかのジャーナルとの連携．たとえば，ほかのジャーナルであっても，リンクが張ってあり，クリック
して参照できるなど 【大学院生, 数学, （不明）
】
77. より優れた引用・被引用情報の保持 ; Better track‐keeping of which articles cite which, also from other
journals 【教員, 物理学, 国立大学】
78. リファレンスからの該当論文への直接リンクの充実 【教員, 化学, 国立大学】
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79. リファレンスから論文が検索できる機能 【教員, 工学, 国立研究所】
80. リファレンスをクリックするとそのジャーナルを読めるようにして欲しい 【教員, 化学, 国立大学】
81. リファレンスを介したリンク機能 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
82. リンクをたどれるようにすること 【教員, 化学, 公私立大学】
83. リンクを緊密にする。文献リストから飛べるようにするなど 【教員, 物理学, 国立大学】
84. リンク機能，しおり機能 【教員, 医学, 国立大学】
85. リンク機能の強化 【教員, 化学, 国立大学】
86. リンク情報の掲載と，ジャーナルのサイト以外での閲覧数情報の収集 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
87. 異なるデータベース間のクロスリファレンスの更なる徹底 【教員, 社会科学, 公私立大学】
88. 異なる出版社で発行されている雑誌に掲載されている論文へのリンク 【教員, 工学, 国立大学】
89. 一部ですでに導入されていますが，引用されている論文へのハイパーリンクがあるとありがたいです
【教員, 社会科学, 国立大学】
90. 一部で実装されているが参考文献の電子媒体へのリンク 【教員, 社会科学, （不明）
】
91. 一部の電子ジャーナルで実施されている引用や関連の深いと思われる論文とのリンク 【教員, 化学, 国
立研究所】
92. 芋蔓式検索。利用した論文が挙げている参考論文へ飛べる機能。関連する論文が検索しやすくなる絞り
込み機能 【教員, 人文学, 公私立大学】
93. 引用・被引用関係の検索効率の向上 【教員, 社会科学, 公私立大学】
94. 引用，被引用の関係にある論文以外の関連論文とのリンク 【教員, 物理学, 国立大学】
95. 引用，被引用先の検索機能の充実 【教員, 薬学, 公私立大学】
96. 引用リンク 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
97. 引用関係を整理した，メタデータがあるとよい 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
98. 引用先のジャーナルへのリンクが設定されていて，引用元・引用先を柔軟に行き来できるようなシステ
ムがあれば望ましい 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
99. 引用等の相互リンク 【教員, 物理学, （不明）
】
100.引用文献および被引用文献のクロスリンク 【教員, 生物学, 公私立大学】
101.引用文献からその引用先へのリンク（既に行われているジャーナルもある） 【教員, 化学, 公私立大学】
102.引用文献からのリンク(すでにそのような機能を有するものもあるようですが) 【教員, 地球惑星科学ほ
か, 国立研究所】
103.引用文献とのリンク 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
104.引用文献のリンク，コメント，修正等記録，被引用論文のリンクなど。また，あらゆる人，組織がアク
セス出来る形が望ましいと思います 【教員, 農学, 公私立大学】
105.引用文献の検索や DL が，より簡単にできればよい 【教員, 農学, 国立大学】
106.引用文献の相互リンク 【教員, 社会科学, 国立研究所】
107.引用文献へのダイレクトアクセスする機能 【教員, 化学, 公私立大学】
108.引用文献へのリンク 【教員, 生物学, 国立大学】
109.引用文献へのリンク，新規掲載論文の通知，被引用論文へのリンク，論文内で利用しているデータやプ
ログラム，機器等へのリンク 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
110.引用文献へのリンクを充実させること 【大学院生, 生物学, 国立大学】
111.引用文献へのリンク機能の充実 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
112.引用文献へのリンク等 【教員, 総合領域, 公私立大学】
113.引用文献への自動リンク機能 【大学院生, 生物学, 公私立大学】
43

114.引用文献までひとまとめでファイルされており，いつでも引用文献がみれる 【教員, 歯学, 国立大学】
115.引用文献も入手できるリンク 【教員, 複合新領域, 国立大学】
116.引用文献リストから当該文献に直接アクセスできる機能 【教員, 生物学, 国立大学】
117.引用文献をクリックしたときに，その論文の full text が表示される 【教員, 農学, 公私立大学】
118.引用文献をクリックすると，オンラインで本文や要旨が閲覧できたり，ダウンロードや文献複写申し込
みなどの入手方法がわかる 【教員, 生物学, （不明）
】
119.引用文献をすぐにアクセスできるようにしてほしい。
（一部の雑誌はすでにそうなっている。
） 【教員,
物理学, 国立大学】
120.引用文献を孫引きする際，すぐにリンクできると効率的である 【その他, 医学, 国立大学】
121.引用文献等とのリンク機能の強化 【大学院生, 生物学, 国立大学】
122.引用論文に簡単にリンクができる。過去の論文にとぶのではなく，同内容の最新の知見も簡単に得られ
る 【教員, 歯学, 公私立大学】
123.引用論文の階層化 【教員, 生物学, 国立大学】
124.引用論文の網羅的な相互リンク機能 【教員, 化学, 公私立大学】
125.引用論文や引用文献をすぐに参照できる機能 【教員, 社会科学, 国立大学】
126.閲覧サイトが多数あるため，ひとつのサイトに統一して欲しい．また，どのブラウザからでも閲覧でき
るようにウェブ環境を整えて欲しい 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
127.横断検索サービスの推進 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
128.可能な範囲で，参考文献へのリンク 【教員, 総合領域, 国立研究所】
129.課金等の問題はあるかも知れないが，リファレンスにある論文の電子ファイルに直接アクセスできる機
能があれば都合がよい 【教員, 工学, 国立大学】
130.該当論文「を」引用している論文のリストにも，手軽にアクセスできるようにしてもらいたい 【教員,
生物学, 公私立大学】
131.各種論文検索システムへの書誌情報の登録・公開 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
132.各論文に対する，その論文を引用している論文のリストと電子媒体へのリンク 【教員, 数学, 国立大学】
133.各論文の reference から，直接当該論文へのリンク 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
134.各論文の引用文献リスト情報を組み合わせて，文献マッピングみたいなことができたら素晴らしい 【教
員, 社会科学, 公私立大学】
135.関係ありそうな論文を自動的に推薦してくれる機能（すでにありますが）は大変役に立ちます 【教員,
工学, （不明）
】
136.関連する雑誌論文もすぐに参考にできるようにすること 【教員, 社会科学, 国立大学】
137.関連する情報を一括して読めるような機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
138.関連する論文，レビューなどを自動的に探索できる機能などが必要だと考えられます 【大学院生, 畜
産学・獣医学, （不明）
】
139.関連する論文のおすすめとリンク 【教員, 化学, 国立大学】
140.関連する論文へのリンクの充実 【大学院生, 化学, 国立大学】
141.関連検索や横断検索，引用された履歴等も見れたら大変便利になる 【大学院生, 人文学, （不明）
】
142.関連研究へのアクセスを容易にする機能を強化してほしい 【教員, 農学, 公私立大学】
143.関連文献との連結が容易であること 【教員, （不明）, （不明）
】
144.関連文献へのリンクと 関連文献のアクセスを可能とする機能。新たな課金を要求するものがあり，こ
れは困る 【教員, 総合領域, 国立大学】
145.関連論文がわかるといい 【教員, 社会科学, 公私立大学】
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146.関連論文の recommendation 【教員, 数学, 国立大学】
147.関連論文の中での重要度がわかるような指標の提供，サイテーションされている数など，グーグルスカ
ラーなどにはすでにある機能 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
148.関連論文の提示機能：ショッピングサイトの「これを購入した人はこれも見ている」のような機能 【教
員, 工学, 国立研究所】
149.関連論文へのジャンプ機能など 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
150.関連論文へのリンク 【教員, 医学, 国立大学】
151.関連論文へのリンク機能 【教員, 社会科学, 国立大学】
152.既に一部実現しているようだが，Web of Knowledge とのリンクの強化 【教員, 社会科学, 国立大学】
153.既存検索エンジンとのより密な連携，もしくは独自の検索エンジン開発（関連・類似論文検索の高度化）
【教員, 複合新領域, 国立研究所】
154.脚注等の引用文献について，クリックするとその論文にアクセスできるようになるとさらに望ましい
】
【大学院生, 社会科学, （不明）
155.検索，リンク機能の充実 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
156.検索システムとの連動性の強化 【教員, 農学, 国立研究所】
157.検索した論文の内容と関連，または内容が酷似する論文のサーチと表示 【大学院生, 生物学, 国立大学】
158.検索結果から，本文にすぐ飛べるのはたいへん助かっています 【教員, 化学, 国立大学】
159.現在進行しているが，リンクの充実 【教員, 化学, 国立大学】
160.個々の論文ファイルからの，引用文献へのリンク機能があると大変助かります 【教員, 工学, 国立大学】
161.国内の学術雑誌の電子ジャーナルは，J.Neurosci などと比べて貧弱。J.Neurosci.にある関連研究，参考文
献などへのリンクはとても役にたつ。学会を越えて相互にリンクが行われている状況が望ましい 【教
員, 工学, 公私立大学】
162.最後に載っている文献リストの番号をクリックすると，その引用文献が開くようになってほしい 【大
学院生, 化学, 国立大学】
163.冊子体へのリンク（どこに行けば入手できるかの情報） 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
164.雑誌間の、時にはテキストブックとの間をシームレスな環境で利用できるように，機能をさらに追及し
てほしい 【教員, 医学, 国立大学】
165.雑誌間の相互リンクの充実／既読の論文等の履歴サービス 【教員, 化学, 国立大学】
166.雑誌発行主体を越えた reference のウエッブ上でのリンク 【教員, 工学, 国立研究所】
167.参考文献が web 上にリンクされること 【教員, 人文学, 国立研究所】
168.参考文献などへのリンクがあればより便利だと思います 【教員, 総合領域, （不明）
】
169.参考文献に挙げられている他の電子ジャーナルにリンクを貼って欲しいです 【教員, 総合領域, 国立研
究所】
170.参考文献に電子的にリンクしていて，クリックすると参考文献が読める（印刷もできる）
。その論文を参
考文献としている論文を表示し，電子的にリンクしていて，クリックすると参考文献が読める（印刷も
できる） 【教員, 工学, 公私立大学】
171.参考文献のツリー化 【教員, 農学, 国立大学】
172.参考文献のリンク 【教員, 工学, 国立大学】
173.参考文献のリンク 【教員, 社会科学, 公私立大学】
174.参考文献のリンク 【教員, 化学, 国立大学】
175.参考文献のリンク化 【教員, 工学, 国立大学】
176.参考文献の相互リンク 【教員, 総合領域, 国立大学】
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177.参考文献へのリンク 【教員, 総合領域, 公私立大学】
178.参考文献へのリンク 【教員, 総合領域, 公私立大学】
179.参考文献へのリンク 【教員, 工学, （不明）
】
180.参考文献へのリンク ; Links to referenced articles 【大学院生, 工学, 公私立大学】
181.参考文献へのリンクが徹底されるとよい 【大学院生, 複合新領域, 国立研究所】
182.参考文献へのリンクを強化すること 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
183.参考文献や類似論文へのリンクが貼られている事 【教員, 歯学, （不明）
】
184.参考文献リストから，直接該当論文の PDF 版へのリンクが便利（一部実施されている）
。この機能が広
まって欲しい 【教員, 工学, 国立研究所】
185.参考文献リンク 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
186.参考文献リンク機能の充実，一回大学図書館のページに飛ぶ必要をすべてなくしてほしい 【教員, 化
学, 公私立大学】
187.参考文献をクリックしたら，その文献をダウンロードできること 【教員, 化学, 国立大学】
188.参考文献間のリンク機能の充実 【教員, 社会科学, 国立大学】
189.参考論文の孫引きが容易になる事 古い論文でも容易に手に入れば，助かる 【教員, 工学, 国立大学】
190.参考論文へのリンク 【教員, 薬学, 公私立大学】
191.参考論文へのリンク機能 【教員, 化学, 国立大学】
192.参照文献がＵＲＬになっていて，すぐダウンロードができること 【大学院生, 工学, 公私立大学】
193.試薬をクリックしたときに，その性質，構造式等が表示される 【教員, 農学, 公私立大学】
194.出版社や年代をまたぐ相互リンク。
（DOI の利用が進み，順次改善中なのだろうとは思います） 【教員,
工学, 国立大学】
195.出版社を越えた連携 【教員, 農学, 国立大学】
196.書籍などとのシームレスな運用 【教員, 社会科学, 国立大学】
197.専門分野にとらわれず，有機的なリンクを検索ができるような仕組み 【教員, 工学, 公私立大学】
198.全ての論文の引用文献にウェブサイトへのリンクを付けると論文検索のスピードが増す 【大学院生,
物理学, 国立大学】
199.相互リンクの拡大（引用文献に素早くアクセスできるよう） 【教員, 工学, 国立研究所】
200.相互レファレンス， 引用回数， 著作者の情報 【教員, 社会科学, 公私立大学】
201.相互連携。一つのページで，関連する分野のジャーナルが全部読めるとよい。arxive はそれに近いこと
になっているが，commercial な雑誌はサイトがバラバラで面倒 【教員, 物理学, 国立研究所】
202.測定原理や装置原理の表示してあるサイトに行くことができる 【教員, 農学, 公私立大学】
203.孫引きの際，リンクから直接論文 pdf が得られる機能 【教員, 物理学, 国立大学】
204.孫引き機能（関連論文の検出能） 【教員, 歯学, 公私立大学】
205.他の雑誌などとのリンク機能の拡大 【教員, 人文学, 国立大学】
206.他の雑誌への引用件数の記載 【教員, 人文学, 国立大学】
207.他の出版社とも協定を結ぶことで，参考文献のリンクをより充実させるべきだと考える 【教員, 数学,
国立研究所】
208.他の電子ジャーナルへのリンク 【教員, 化学, 公私立大学】
209.他の電子ジャーナル論文へのリンク 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
210.単に冊子体を電子化しただけでなく，参考文献などへのリンクがあればなおよいと思われる 【教員, 工
学, 国立大学】
211.著者との共著をしらべてどのような人的ネットワークで研究をしているかが示せると有効 【教員, 工
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学, 国立研究所】
212.著者のホームページや論文リストへのリンク 【教員, 生物学, 国立大学】
213.電子ジャーナルから，その中の引用文献や関連文献の電子ジャーナルに直接リンクされていると便利（す
でに，あるていど実現されていると思うが）
。その際，リンク先の論文が非公開だったり課金が必要だっ
たりすると，不便。オープン化がもっと進んで欲しい。今後もオープン化が難しく課金が必要な場合に
は，Amazon のワンクリックのような，電子的に課金が簡易に済むようなシステムが埋め込まれている
と便利。所属研究機関での研究費等から自動的に引き落とせるようにならないか 【教員, 総合領域, 国
立大学】
214.電子ジャーナルが出版社別に収録されているため，探しにくいことがある 【教員, 総合領域, 公私立大
学】
215.電子ジャーナルの参考文献のリンク機能 【教員, 工学, 公私立大学】
216.電子ジャーナル発行者へもたらされた掲載論稿への意見の閲覧や公にされた評論など閲覧出来るサイト
へのリンク 【教員, 人文学, （不明）
】
217.当該の論文を引用している（引用されているのではない）文献の検索が可能なら良いな（もしかしたら
出来るようになっているのか？） 【教員, 人文学, 公私立大学】
218.当該論文で引用されている論文へのリンク機能があれば便利 【教員, 複合新領域, 国立大学】
219.同じ著者の論文とのリンクや，引用した文献およびその論文を引用した論文とのリンクが１クリックで
参照できること 【教員, 農学, 国立大学】
220.同一あるいは他の雑誌からリファレンス以外で関係ある論文をサーチできる機能 【教員, 総合領域,
（不明）
】
221.同一著者の論文間，リファレンス間のリンク・連携の強化（ウィキペディアの記事間リンクくらい） 【教
員, 社会科学, 公私立大学】
222.同時に参照される論文等の検索 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
223.特に，CiNii に収容されている論文以外の論文への参照等，複数サービス間の連携 【教員, 総合領域, 国
立大学】
224.読んだ論文で参照されている論文に簡単にアクセスできるようにしてほしい 【教員, 医学, 公私立大学】
225.発行体を超えた利用方法の統合 【教員, 総合領域, 公私立大学】
226.被引用回数の併記 【教員, 総合領域, 公私立大学】
227.被引用数が必ずしもすべてのジャーナルで利用できないので，ジャーナルの形式等をできるだけ統一し
て欲しい 【教員, 農学, 国立研究所】
228.被引用数の精緻化 【教員, 工学, 公私立大学】
229.被引用文献の情報が載っているとよい 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
230.被引用文献の提示 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
231.筆者の過去の全ての論文へのリンク 【大学院生, 生物学, 国立大学】
232.文献中の関連キーワードなどにリンクが張ってあると（ウィキペディアのように）広がりがでていいか
と思います 【教員, 医学, 国立大学】
233.文献末尾の文献名と，その文献の pdf ファイルとの関連付け 【教員, 総合領域, 公私立大学】
234.本文で引用されている参考文献へのジャンプ機能があると便利です 【教員, 生物学, 国立研究所】
235.本文内のリンクの充実 【教員, 社会科学, 国立研究所】
236.本論文から Erratum へのリンク 【教員, 工学, 公私立大学】
237.論文サイトのリンクを増やしてほしい 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
238.論文とデータベースの連携 【教員, 物理学, 国立大学】
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239.論文と論文のいろいろな関係の情報（一部のサイトにはすでにある） 【教員, 総合領域, 公私立大学】
240.論文に関係する過去の文献（参考文献など）だけでなく，最新のものについても掲載予定も含めて紹介，
表示する機能 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
241.論文のリファレンスにダイレクトにアクセスできるようになる 【教員, 化学, 国立研究所】
242.論文の引用文献をすぐに見ることができる機能 【大学院生, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
243.論文中に記載されている引用文献にリンクがあり，クリックすると，その論文へと飛べる機能（書誌情
報が記載されているデータベースや，その論文の PDF などへのリンク）
。もし可能なら，研究が効率化
する 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
244.論文中の引用文献に，すぐ移動できる 【教員, 歯学, 国立大学】
245.論文中の引用文献に直接アクセスできるようにして欲しい 【教員, 農学, 公私立大学】
246.論文内で引用されている論文にすぐにアクセスできるようにする機能 【教員, 社会科学, 国立大学】
247.論文内の引用文献から直にオンラインアクセスが可能となるリンクが欲しい 【教員, 工学, 公私立大学】
VII. パーソナライゼーション
1. apple の iTunes を中心としたシステムのように，デバイス間でシームレスに DL した論文の閲覧・同期・
文献リスト構築が為される機能 【教員, 工学, 国立研究所】
2. DL した論文の整理が簡単にできるような機能 【教員, 生物学, 国立研究所】
3. Endnote などに pdf を放り込むだけで，タイトルや巻号，著者情報をデータベースに追加してほしい。
今は，先に web of science などから，citation 情報を落としてきてから，pdf をダウンロードしてなど，
非常に面倒です 【教員, 工学, （不明）
】
4. EndNote への対応 【教員, 化学, 国立大学】
5. EndNote や RefWorks へのインポートがもっと楽になるといいです 【教員, 薬学, 国立大学】
6. EndNote 形式やテキスト形式で参考文献をエクスポートできること ; exportability of references as
Endnote files and as text 【教員, 農学, 公私立大学】
7. EndNote 等のコンピュータソフトとのリンク化 【教員, 農学, 公私立大学】
8. ＥＰＵＢ形式への対応 【教員, 総合領域, （不明）
】
9. Evernote のように後から内容を読み出せる機能やメモ書き 【教員, 総合領域, 国立研究所】
10. ipad などの電子機器への対応 【教員, 社会科学, 国立大学】
11. iPad のような端末用に読めるようになるといいと思います 【教員, 総合領域, 公私立大学】
12. iPad や iPhone で読む機会も増えているため，EPUB 形式での提供等も視野に入れて頂きたいです 【大
学院生, 社会科学, 国立大学】
13. iPad 等，移動端末での閲覧が必要不可欠であると思います。場所を制限されないことは，書籍を外に持
ち出すように大事なことであると考えます 【大学院生, 工学, 国立研究所】
14. ＩＴ機器の操作に不慣れでもアクセスし易い，書き込みができる，論文全体に 1 つのページで目をとお
せる，複数前のページにすぐに戻れ比較できる 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
15. Keywords 集を簡単に作れる機能：これはと思う Keywords を，別 Window で，単語集として集めて，
その用語の解説もついているもの 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
16. Mendeley みたいな機能 【大学院生, 化学, 公私立大学】
17. Mendeley のような共通の研究領域に関心のあるリサーチャーを自発的にまとめ上げる機能 【大学院生,
社会科学, 国立大学】
18. Mendeley や Papers といった文献管理ソフトで利用できる，著者名やタイトルなどのメタ情報の整備
【教員, 工学, 公私立大学】
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19. my page のようなもの。
たとえば，
お気に入り論文リストなどを備えた，
読者個人向けのWeb ページ 【教
員, 工学, 公私立大学】
20. PC にダウンロードした電子ジャーナルを管理するソフト，たとえば zotero (zotero.org)のようなソフト
を充実させる。特に複数の機器で情報を sync する機能（クラウド？） 【教員, 物理学, 国立研究所】
21. PDA からの簡易な閲覧 【教員, 工学, 国立研究所】
22. PDF と引用情報が Zotero[文献管理ソフト]（または EndNote か Mendeley）に自動的にダウンロードさ
れないと不満だ ; If it doesnʹt automatically download the PDF along with the citation information to
Zotero (or Endnote or Mendeley), itʹs frustrating 【教員, 人文学, 国立研究所】
23. PDF ファイルから，EndNote で文献情報が読み取れる 【教員, 化学, 公私立大学】
24. ref works との interaction のよさ

【教員, 医学, 公私立大学】

25. Reference 作成用の統一されたデータ 【大学院生, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
26. VPN を使った学外からのアクセス（制限無し） 【教員, 化学, 国立大学】
27. Web のパーソナライズ化 【教員, 工学, 国立大学】
28. オンラインブックマーク，クラウド的な管理方法 【教員, 総合領域, 公私立大学】
29. オンライン上で書き込める機能。Nature が似た機能を開始したとうかがっている 【教員, 生物学, 国
立研究所】
30. お気に入りの論文などを管理する機能 【大学院生, 工学, 国立大学】
31. 簡単なアクセスと，iPad に迅速・簡単にダウンロードできるようにしてほしい ; I want easy access and
the ability to get them onto my iPad quickly and easily 【教員, 農学, 公私立大学】
32. キーワードによる新着アラート機能 【教員, 医学, 公私立大学】
33. クラウド形式の管理ツール（EndNote などのクラウド版） 【教員, 薬学, 国立大学】
34. クラウド上のアーカイビング 【教員, 社会科学, 国立大学】
35. コメント，ハイライトを含む個人の閲覧履歴の保存。/これら履歴を分類してグループ化する ; Saving of
personal reading records/history with comments and highlights and categorize them into groups 【大学
院生, 農学, 公私立大学】
36. こちらからＷｅｂｓｉｔｅにアクセスするのではなく配信サービス 【教員, 工学, 国立研究所】
37. コピー・アンド・ペイストで電子ジャーナルの記事の一部を引用すると，執筆中の本文の注や参考文献
に出処が表示される機能 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
38. 個別の研究分野における世界の最新の研究動向を反映させること。/自分の対象とする分野の研究動向に
ついて知らせること。/ビブリオメトリック・サーチ。/データの編集 ; Update about latest research trends
worldwide in the particuylar subject area 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
39. コメントをつけたり，その論文につきディスカッションを許すような機能(掲示板など) 【教員, 人文学,
国立大学】
40. これまでに電子ジャーナル上で読んだ論文のリストや特定ページの付箋 【その他, 化学, 公私立大学】
41. コンピューターに自動的に引用もダウンロードしたい ; download with automatically citation saving in
my computer 【大学院生, 農学, （不明）
】
42. 最新の研究を知らせてもらい，自分の研究に役立つアイデアを得たい ; to know recent works, and to get
the ideas that would be helpful to my research 【大学院生, 数学, 公私立大学】
43. サイテーションのフォーマットをターゲット論文によって変えてカットアンドペーストで自分の論文に
エクスポートが簡単にできる機能 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
44. サイテーションをもっと細かく行い，それをみることで，簡単なデータベースを作れるように出来たら
いいと思います 【教員, 工学, 国立大学】
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45. 冊子体と機能は同じだが，付加価値として，いつでもどこでも読める ; Exactly the same functions as in
paper copies but with the added convenience of being able to read them anytime and anywhere 【教員,
社会科学, （不明）
】
46. さまざまなネットワーク環境からのアクセス 【教員, 化学, 公私立大学】
47. 参考文献を簡単に編集できると時間を節約できる（たとえば，論文執筆の際に EndNote を使うなど） ;
Safe the time, easy to arrange the references (for example using end note when writing a manuscript)
【大学院生, 農学, 公私立大学】
48. しおり機能，メモ機能，それらの各種リーダーでの同期機能 【教員, 総合領域, 公私立大学】
49. しおり機能でしょうか 【大学院生, 医学, 公私立大学】
50. 自分の研究分野における新しいイノベーションを知りたい ; To know what other people are innovating
in my field of research 【教員, 工学, 公私立大学】
51. ジャーナルよりは読むためのデバイスの開発が必要 【教員, 総合領域, 公私立大学】
52. シングルサインオン 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
53. スマートフォンからの利用 【大学院生, 生物学, 国立大学】
54. スマートフォンから見れるような機能。どこからでも調べられるように 【教員, 工学, 国立研究所】
55. スマートフォンで読んで，そのままコピーとかできれば助かります 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
56. ソーシャルブックマーク機能 【大学院生, 化学, （不明）
】
57. ソーシャルメディア連携 【
（不明）, （不明）, （不明）
】
58. タイトルと著者とアブストラクトと雑誌名等の情報を一括して保存する機能がほしいです 【教員, 工
学, 国立研究所】
59. ダウンロードした PDF ファイル名を保存するに，論文の著者名，題名が自動的に含まれていれば便利は
である 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
60. ダウンロードしたものにマークや書き込みメモ 【教員, 医学, 公私立大学】
61. ダウンロードした論文が簡便にデータベース化できると良い 【教員, 農学, 国立大学】
62. ダウンロードしなくても各ユーザごとにリストを作成した上で，当該ユーザが閲覧したいときはリスト
の記載に従ってサーバ上のものをいつでも参照できるシステム 【教員, 社会科学, 国立大学】
63. ダウンロード可能な PDF ファイル等にし，ツイッター等による情報の即時伝達のことが必要だろうと思
います 【大学院生, 社会科学, （不明）
】
64. ダウンロード時の名前の統一 【教員, 工学, 国立大学】
65. タグをつけて共有できる機能 【教員, 総合領域, 公私立大学】
66. タグ機能 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
67. たとえば Google のアラート機能（もうなくなりましたが）のような，特定のタグを知らせてくれる機能
【教員, 人文学, 公私立大学】
68. タブレット PC に対応したブラウザがあれば便利と思います 【大学院生, 工学, 公私立大学】
69. タブレット端末で読み易くなるとありがたいです。(タブレット端末へのダウンロードを容易に。見易い
配置，など) 【教員, 工学, 国立大学】
70. チャットのような，論文に対する意見交換機能 【教員, 工学, 国立大学】
71. テキストが，ワードなどのファイルに貼り付けが可能であるとよい。字が小さく読みにくいものもある
ため 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
72. 電子ジャーナルからダウンロードしたら常にアクセス・携帯可能に ; Accessible and portable with
computer once downloaded from the journal 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
73. どこからでもアクセスができる 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
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74. どこでも閲覧できるとありがたい 【教員, 歯学, 国立研究所】
75. パソコンのモニタ画面よりも読みやすい閲覧環境（タブレットなど？） 【教員, 地球惑星科学ほか, 公
私立大学】
76. モバイル端末との連携，ウェブ上でおおまかに全体を閲覧できるサービス（タイトルだけでなく，中身）,
引用元の関連検索 【教員, 総合領域, 国立研究所】
77. リコメンド機能（この論文を読んだ人はこの論文も読んでいます。というような機能） 【大学院生, 総
合領域, 国立大学】
78. リスト作成（論文のリファレンス項目構成）に便利なように統一した引用文献スタイルでの表示がどこ
かに欲しい。また，ファイル名にその出典が明確になる情報量が欲しい。今は各社バラバラ 【教員, 工
学, 公私立大学】
79. 論文執筆の際の引用文献管理機能 ; reference and bibliogrphy function when we write articles 【教員,
社会科学, 公私立大学】
80. 論文の閲覧・読了・ダウンロード・保存の個人履歴 ; personal records for which articles I have
seen/read/downloaded/saved 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
81. 引用情報のエクスポート ; export citation 【教員, 化学, （不明）
】
82. 閲覧した論文などの履歴やそれを通じたソーシャルネットワークシステム 【大学院生, 医学, 公私立大
学】
83. 閲覧した論文を関係づけたり，付けた注釈を一覧したりするような，知識の整理に役立つ機能 【教員,
薬学, 公私立大学】
84. 閲覧論文の管理機能； 後から自分が読んだ論文が検索しやすいまたは管理しやすいようにする機能。
例えば論文データを保存する際，保存ファイル名が「作者名_年号_タイトル.pdf」のように決まったフ
ォーマットに自動でなるとうれしい 【教員, 工学, 公私立大学】
85. 過去に読んだ論文を，一覧にする機能・ 【教員, 総合領域, 国立研究所】
86. 過去に利用した論文から興味があると想定される最近の論文のリストアップ（Amazon の様に） 【教
員, 生物学, 国立大学】
87. 過去に利用した論文の記録 【教員, 生物学, 国立大学】
88. 過去の検索履歴の保存・参照 【教員, 工学, 国立大学】
89. 過去ログ。プリントアウトしておかなくても，一旦検索したものはすぐに読みに行けるシステム。これ
があれば，手元に印刷物があるのと同じになる 【教員, 人文学, 公私立大学】
90. 既読（ないし既ダウンロード）を示すブックマーク機能 【教員, 総合領域, 公私立大学】
91. 記録，ジャンルごとに整理できる機能 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
92. 興味のある分野の論文のリリースを自動的に知らせてくれる機能 【教員, 工学, 国立大学】
93. 掲載論稿内に引用された文献や参考文献へのリンク(2 次的・3 次的も含め）を利用者が書き込み，公開
することによりより利用する付加価値を付けること 【教員, 人文学, （不明）
】
94. 携帯や PDA で読めるようにして欲しい．PDF では小さな画面では読みづらい．電子書籍（EPUB 形式）
のようにモニターサイズに依存しない形式を導入すべき．カラーや動画も積極的に入れるようにして欲
しい 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
95. 検索せずとも関心のある論文を提示してくれる機能 【教員, 物理学, 公私立大学】
96. 検索履歴を残せる機能 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
97. 研究者間での情報共有 【教員, 工学, 国立研究所】
98. 研究者同士が交流できる場（同分野，他分野の研究者同士で） 【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
99. 個人 ID でもって，読んだ文献リストをつくる 【教員, 化学, 公私立大学】
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100.個人でログインできるページなど。履歴管理などができるように 【大学院生, 薬学, 国立大学】
101.個人のデータベース 【教員, 生物学, 公私立大学】
102.個人の興味・関心，研究分野に応じて論文情報等を通知してくれると助かる。Google scholar や Pubmed
などに定期的に同じキーワードで検索を掛け，最新の情報を得るようにはしているが，実験繁忙期にな
ると自分で情報収集する時間が取れなくなったりするので。電子ジャーナルのメルマガ配信も受けてい
るが，個別のジャーナルではなく，複数の電子ジャーナルから横断的に，個人の関心に沿う情報を提供
してくれるようなメルマガ等があると大いに助かる 【大学院生, 生物学, 公私立大学】
103.個人の書庫に書誌情報およびアクセス先を整理して蓄積する機能が有れば，後で探し回らなくて済むの
で非常に助かります 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
104.個人登録した場合，閲覧の履歴とそのリンクがあれば，後になって確認したい場合に，素早くできそう
ですね。
（こういったサービスはもうやっているところもあるのでしょうか？） 【教員, 人文学, 国立
研究所】
105.個人費用での購入は限界。図書館での貸し出しの形にしてほしい 【教員, 社会科学, 国立大学】
106.個人別 Bookmark(お気に入り)機能 【教員, 医学, 国立大学】
107.個人用の文献データベースに数クリック程度で登録できるようになると便利 【教員, 物理学, 国立研究
所】
108.個別のページ設定により，ジャーナル毎の論文閲覧履歴を示す機能を作って頂きたいです 【大学院生,
数学, 公私立大学】
109.個別のユーザーを認識した上での，ポータブルデバイス等での閲覧性の向上 【教員, 工学, 公私立大学】
110.今までの検索などはもちろん，Paper を書くため引用機能などがあればもっと便利です 【大学院生, 生
物学, 国立大学】
111.最新の論文を迅速に入手できること。キーワードを登録して引っかかるものについて（精度が高いこと
が望ましい）
，知らせてくれる機能を充実させること 【教員, 社会科学, 国立大学】
112.最新号が出たらメールで知らせてくれる 【教員, 社会科学, 公私立大学】
113.最新号が発売されたときに自動的に目次をメールや SNS で知らせてくれるようなシステム 【教員, 人
文学, 国立大学】
114.参考にしている著者の新しい論文が出たら，メールで知らせてほしい 【その他, 工学, 国立研究所】
115.参考文献として引用するための APA 形式などでの出力機能 【大学院生, 医学, 公私立大学】
116.似たような論文を suggest してくれるような機能(amazon や他のマーケティングサイトで既に実装され
ている機能) 【教員, 化学, 国立大学】
117.自身の研究に関するデータマイニングを自動で行なってくれる機能。おすすめ論文の紹介 【教員, 工
学, 国立大学】
118.自動ライブラリ化。自己のリファレンスを簡単迅速に作成できる （web 版の endnote は迅速性に欠け
る） 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
119.自分が閲覧した履歴 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
120.自分でタグをつけ，好きなように分類する機能。ジャーナル閲覧のクラウド化（複数の端末で読みかけ
の論文にアクセスできるようにする）
，参考文献リストの生成機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
121.自分に合うジャーナルを推薦してほしい 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
122.自分のメモなどを書き込める，自分のログをオンライン上に残す仕組み 【教員, 物理学, （不明）
】
123.自分の関心のあるテーマに関する新刊図書のお知らせが自分のメールに送られてくる 【大学院生, 人
文学, 公私立大学】
124.自分の興味があることを素早く仕分けてくれる機能 【教員, 物理学, 国立大学】
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125.自分の研究に関する情報がほしい 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
126.自分の研究や視野を広げてほしい ; to improve my research and open my mind 【大学院生, 工学, 国立
大学】
127.自分の研究分野に関する最新情報収集 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
128.自分の研究分野に関連する論文が掲載された時にメールでお知らせが送られてくる機能 【大学院生,
人文学, 公私立大学】
129.自分の対象とする分野の研究動向について知らせてくれること ; Awareness about the research trends
in the region of my focus 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
130.自由にメモ（書き込み）を残せるような閲覧環境（pdf リーダの改良など？） 【教員, 地球惑星科学ほ
か, 公私立大学】
131.邪魔にならないコンテンツ配信サービス 【教員, 化学, 公私立大学】
132.手軽に読めるクライアントアプリ 【教員, 総合領域, 公私立大学】
133.重要箇所に傍線あるいは下線をつけたり，マークする機能 【大学院生, 人文学, 国立大学】
134.書き込み，ハイライト，小さな容量，自分用の書庫 【教員, 医学, 国立大学】
135.書き込み，メモが容易にできるもの 【教員, 社会科学, 公私立大学】
136.書き込み機能 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
137.将来は印刷ジャーナルは不要と考えますが，目次程度を，HTML メールで配信すべきと思います。一部
の学会ではすでに，そうしているが，まだ多くのジャーナルがそうしていない 【教員, 工学, （不明）
】
138.新しい論文を自動配信する機能 【教員, 社会科学, 公私立大学】
139.新たに関心を持ったトピックについてのアラート機能が欲しい ; Abble to give alert on new interested
topic 【大学院生, 総合領域, 国立研究所】
140.新刊の発行を知らせてくれるメールの送信 【大学院生, 化学, 国立大学】
141.新着をメールで通知する 【教員, 総合領域, 公私立大学】
142.線を引ける。書き込みができる 【教員, 社会科学, 公私立大学】
143.選択した論文（たとえば，あるキーワードを含む論文）を一括で保存する機能 【教員, 数学, 国立大学】
144.選択した論文の印刷・製本・配送サービス（有料でも可） 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
145.他サービスとも混同していそうなので良く分からない．契約している雑誌は検索でも見ることが可能な
ので重宝している．最新号到着の連絡やトピックスを含んだメールがあると遅れずに済みそう 【
（不明）,
工学, 国立大学】
146.他の研究者から見たその論文の評価。論文によっては非常にくだらない，まわりくどいものもあるため
【大学院生, 生物学, 公私立大学】
147.多量の PDF ファイルを効率的に整理，検索するシステム 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
148.体系的なファイル名の命名を行う方法があると，ダウンロードしたファイルの検索が楽になる可能性が
あるのではないか 【教員, 畜産学・獣医学, 公私立大学】
149.大量にたまった電子ファイルを著者名で検索できるようにタグがついたファイル形式にして欲しい。文
献ソフトでいちいち管理するのが大変 【教員, 化学, 国立大学】
150.電子ジャーナルと言いますか，読むために用いる端末のソフトウェアの問題ですが，単語をタップする
と意味がポップアップしてほしいです。Amazon の Kindle のイメージです 【教員, 工学, （不明）
】
151.電子ジャーナルの情報をかんたんに書き出せる機能。文化系の人間でも使いこなせるようなものが望ま
しい 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
152.電子ファイルを整理しておく個人用のソフトウェア 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
153.統一した web フォーマットで，どの電子ジャーナルでも欲しい情報がすぐに手が届く。もしかしたらこ
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れはローカルのアプリケーションで解決すべき問題かもしれない。
（End note，bibtex のような文献管理
ソフト） 【教員, 工学, 国立大学】
154.特定の領域・キーワードに対応した RSS フィードの実装 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
155.読んだ論文に合わせておすすめ論文を推薦してくれるようなレコメンデーション機能。大事な論文の読
み落しを防ぐ意味で 【教員, 工学, 国立大学】
156.普段読んでいる論文の関連論文が Publish されたとき，自動でお知らせしてくれる機能 【大学院生, 化
学, 公私立大学】
157.文献ソフトからのデータ自動抽出 【教員, 生物学, 公私立大学】
158.文献管理ソフトとのより綿密な連携，
論文内の参考文献から web ジャーナルにリンクする機能など 【教
員, 生物学, 国立研究所】
159.文献管理ソフトに現在以上に容易に取り込めるようになるとよい 【教員, 人文学, 国立大学】
160.文献情報のより容易な取り込みの機能 【教員, 社会科学, 国立研究所】
161.文献情報の収集などについて，API を共通化して，文献管理ソフトが，その情報を利用しやすいように
してほしい 【教員, 工学, 国立研究所】
162.文献整理ソフト（EndNote, Mendeley 等）との連動 【教員, 工学, 公私立大学】
163.文献整理ソフトとの連携 【教員, 工学, 公私立大学】
164.目録を簡単に蓄積・作成できる機能 【教員, 社会科学, 国立大学】
165.様々な文献管理ソフトに対応して，論文の情報や PDF の WEB 上からの取得を容易にする，シンプルな
UI の整備 【大学院生, 薬学, 国立大学】
166.利用者が個人単位で興味を持った論文を保存，整理できる機能 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
167.利用頻度の多い雑誌を記憶しておけること 【教員, 工学, 公私立大学】
168.履歴（キャッシュ）が残るような機能 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
169.例えば，ncbi のサイトにおいて，マイページを設ける。そこで個人が登録したキーワードに引っかかる
文献が発表された時に，その旨を伝えるメールが届くなどと行った機能があると便利です 【大学院生,
薬学, 国立大学】
170.論文ダウンロードの履歴情報などから，利用者に関係のある論文が掲載されたときにメールで案内が届
くなどのサービスは可能だと思う。一方で，図書館に足を運んで印刷体を閲覧していた頃には，目的の
論文とは異なるものの有用な情報が目に止まることもしばしば経験した。
（無関係な論文の実験装置図が
目に入り，実験方法の改良のアイディアを得たり。
）電子ジャーナルは便利だが，意外なものが入手でき
る可能性は排除される。その面での雑誌の価値の毀損をどう補えばよいのか，難しい問題である 【教
員, 総合領域, 国立大学】
171.論文を整理するための機能 【教員, 工学, （不明）
】
172.論文を読んで，思いついたメモを，希望する箇所に簡単に貼り付けられる 【教員, 社会科学, 国立研究
所】
173.論文管理ソフト（Mendeley など）への対応の良さの向上。ソフトにアップしてもページ数などがうまく
反映されないことがある 【大学院生, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
174.論文執筆のための支援を充実させて欲しいと思います。例えば孫引きが自動的に出来るとか 【教員, 工
学, 国立大学】
VIII. インターフェース
1. サイトのインターフェイスの向上 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
2. 海外の雑誌の査読の時に，著者やテーマに対する関連論文のサーベイが非常に効率よく行えるシステム
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が提供されている。この機能自体は現在のシステムを利用することでも出来るが，それほど機能の精度
や使いやすさが良いとはいえない。研究者にとってそのような機能は非常に重要である 【教員, 複合
新領域, 国立大学】
3. 各種媒体での読みやすさ（印刷物，パソコン，iPhone，iPad など） 【教員, （不明）, （不明）
】
4. 各電子ジャーナルの使用（検索等）にかんするある程度の統一性と使いやすさ 【教員, 工学, 国立大学】
5. 検索画面がわかりずらいので，ユーザービリティーをもっと考えてくれると，より使い勝手が良くなる
【大学院生, 人文学, （不明）
】
6. 雑誌によって検索機能が今ひとつで，巻号ページがわかっていてもたどり着くのに時間がかかることが
ある。手早く目的の論文を開けるようにインターフェイスを整えた方がよいと思う 【教員, 医学, 公私
立大学】
7. 使いやすいインターフェイス 【大学院生, 人文学, 国立大学】
8. 使いやすいこと 【教員, 工学, 国立大学】
9. 使いやすい電力消費の少ないタブレットの普及 【教員, 工学, 国立研究所】
10. 使いやすさ 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
11. 使いやすさ 【教員, 社会科学, 国立大学】
12. 使いやすさ，信頼性，質向上，など 【教員, 社会科学, 公私立大学】
13. 紙媒体のようにパラパラとめくって読めるような感覚・スピード感 【大学院生, 化学, 国立大学】
14. 紙版に似て読みやすくなること 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
15. 人間の行動パターンに即した，拡大表示と，全体表示のスムーズな切り替え 【教員, 工学, （不明）
】
16. 誰でも簡単に使えること 【教員, 人文学, 公私立大学】
17. 電子ジャーナルというよりは，閲読ソフトの問題かもしれないが，より冊子体に近い感覚で読める媒体
を望む。
（今は，PDF を 1 ページずつ順番に読むくらいしかできない。
） 【教員, 工学, 国立大学】
18. 電子ジャーナルに到達するまで所属大学図書館の OPAC から入ると，３‐４の違うウィンドウを開かなけ
れば論文を見ることができなく，不便である 【教員, 人文学, 公私立大学】
19. 電子媒体のままで読むことが苦にならないようなインターフェイスと端末が充実することを期待します
【大学院生, 物理学, 国立大学】
20. 読みやすい鮮明な内容 【教員, 工学, 国立研究所】
21. 読みやすさ 【教員, 社会科学, 国立大学】
22. 読みやすさ 【教員, 複合新領域, 国立大学】
23. 読みやすさ，一覧性 【教員, 社会科学, 国立大学】
24. 読みやすさの向上 【教員, 社会科学, 公私立大学】
25. 本文へ早くたどりつけるよりよいインターフェイス 【大学院生, 物理学, 国立大学】
26. 目的の物を見つけやすいような UI 【大学院生, 総合領域, 国立研究所】
27. 論文のタイトルを目につきやすくしてほしい，検索のしやすさ 【教員, 農学, 国立研究所】
IX. コンテンツ・ファイル形式
（不明）, 医学, 国立大学】
1. figure, table の生データ(画像)をダウンロードできる機能 【
2. OCR の精度を上げて全文検索を容易にしてほしい。複数の電子ジャーナルを一括管理して，自分がダウ
ンロードした論文を保存したり，気になる論文をブックマークできたり，検索情報を保存できたり，web
上で文献管理ができるとよい。または，もっと使いやすくなるとよい 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
3. OCR を利用した，全文検索機能 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
4. Online Supplemental を PDF に統合すること 【大学院生, 生物学, 国立大学】
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5. PC，スマートフォン，電子ブックリーダーなど様々な解像度のデバイスで目を通すので，簡単に拡大縮
小できるフォーマットでの提供が望ましい 【教員, 工学, 国立大学】
6. PC で見やすいような形。横長の画面の PC に対し縦長の pdf はどうかと思う 【大学院生, 化学, 公私
立大学】
7. PDF とテキストベースの両方の提供 【教員, 社会科学, 国立大学】
8. PDF のファイル名をつけやすくした方が自分でファイリングしやすい。拡散の追跡 【教員, 医学, 国
立大学】
9. PDF‐X/A 準拠データの公開 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
10. PDF だけでなく，ePUB などにすることによって，ファイルサイズの縮減とハイライト（線引き）が容
易になることへの対応 【大学院生, 社会科学, 国立研究所】
11. PDF ですぐに見れるようになるとよい。いまは取り寄せることが多い 【教員, 総合領域, （不明）
】
12. PDF でダウンロード・印刷できることが重要。/HTML でプレビューすることしか出来ない。/自分の研
究に役立つ論文には，多くのことを書き込むので ; The ability to download and print PDF is essential. I
only preview using HTML. When the topic is useful to my research, I write many trhings on a paper
copy of the article 【教員, 総合領域, 国立研究所】
13. PDF でダウンロードできるものがもっと増えてほしい 【大学院生, 農学, 国立大学】
14. PDF で印刷したときに，あまり鮮明でないので，この点を解決して欲しい 【教員, 畜産学・獣医学, 国
立大学】
15. PDF で見れる雑誌を増やしてほしい 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
16. PDF で全論文が読めるようになればもっと活用できる 【教員, 歯学, 国立研究所】
17. PDF で単語が検索できればより一層よいです。しかし，機能の向上よりも，まだ電子化されていない雑
誌の電子化を望みます 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
18. PDF で入手できないものの数を減らす 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
19. PDF で入手可能な論文数を増やして欲しい 【教員, 社会科学, 国立大学】
20. PDF とテキスト両方の全文にアクセスしたい ; available both full pdf and text 【大学院生, 農学, 公私
立大学】
21. PDF の容積の縮小。例えばタブレット端末などで閲覧を試みる場合に，ファイルの容量が大きすぎて端
末が動かなくなることがたまにあり，ストレスを感じてしまうので。特に，画像として取り込んでいる
場合には，そうしたストレスが顕著になってしまう 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
22. PDF は，読みにくい 【教員, 医学, 国立研究所】
23. PDF ファイルが添付していると助かる 【教員, 社会科学, 国立研究所】
24. PDF ファイルで供給されることが多いので，PDF ファイルに特別なソフトがなくても，簡単にタグがつ
けられる機能 【教員, 農学, 国立大学】
25. PDF ファイルに長いファイル名をつけられるようにする 【教員, 生物学, 国立大学】
26. pdf ファイルのタブレットへの転送が容易であること 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
27. pdf ファイルのファイル名の統一

【大学院生, 化学, （不明）
】

28. ＰＤＦファイルへのアクセスの拡大（電子ジャーナル自体の機能ではないと思いますが） 【教員, 社
会科学, 国立大学】
29. PDF ファイル名が初めから論文タイトル＋年号になっていると整理しやすい 【教員, 複合新領域, 公私
立大学】
30. ＰＤＦファイル名の規格化 【教員, 生物学, 国立大学】
31. pdf をもっと読めるようにして欲しい．自分で読んだ文献の管理がオンライン出来るシステム（いまは
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mendeley を使っていますが，不満も多いです） 【大学院生, 医学, 国立大学】
32. PDF を一つひとつ開いたり個別に検索することなく，ブラウザで[複数の]論文の全文を検索できること ;
Searching the full text of articlea from the browser without having to open each PDF file and search
them individually 【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
33. PDF を利用できる範囲を広げてもらいたい 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立研究所】
34. PDF 以外にも，iPad，iPhone，Kindle で推奨されている形式で入手したい ; I would like that the type
of the document not only in PDF. Formats that are complible with my iPad, iPhone and Kindle are
encouraged 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
35. PDF 以外のデータ形式への対応。印刷しなくても読みやすい形式（というのがどのようなものかは具体
的には分からないが）が嬉しい 【大学院生, 物理学, 国立大学】
36. PDF 形式でその場で閲覧できる文献の数（種類）が，少しでも多いことが一番重要 【大学院生, 農学, 公
私立大学】
37. PDF 形式でのダウンロード 【大学院生, 工学, 国立大学】
38. PDF 形式で保存すると，ファイル名が数字の羅列等になってしまい，管理が大変です。いちいち「著者」
「年」
「論題」
「媒体」
「卷号頁」が分かるようにファイル名を直しています。電子ジャーナルのファイル
名が統一されるよう，ルールを作ってほしいです 【教員, 社会科学, 国立大学】
39. PDF 形式の全文 ; full article in pdf format 【教員, 化学, （不明）
】
40. power point 等のプレゼン用に使用するための Figure のファイルがあればいいと思う 【大学院生, 生
物学, 公私立大学】
41. RSS リーダー，サプリと本文を同じ PDF で。アラートの精度を上げる 【大学院生, 医学, 公私立大学】
42. Supplement information を text と共に一括ダウンロードすることを可能にすること 【教員, 総合領域,
公私立大学】
43. supplemental data について，個別にするのでなく，一つの PDF でまとめて欲しいと感じる。ジャーナ
ルによってはまとまっているが，そうでないものもある 【大学院生, 農学, 公私立大学】
44. Supplemental information は pdf に添付して欲しい。一緒でないと見づらいし，DL 後に管理しにくい
【教員, 生物学, 国立大学】
45. supplement 情報が収集しにくいものがある 【教員, 生物学, （不明）
】
46. Video や Sound 【教員, 工学, 公私立大学】
47. アブストラクトの掲載 【教員, 社会科学, 公私立大学】
48. アブストラクト以上のところを読めれば，はずれがなくて助かる 【教員, 医学, 国立研究所】
49. イメージ PDF ではなく，すべてボーン・デジタルであると良い 【大学院生, 人文学, 国立研究所】
50. オンラインジャーナルは，最新の科学ニュースと研究論文を提供すべきである ; online journals should
provide the latest scientific news, and research articles 【大学院生, 工学, 国立大学】
51. オンラインで，すべての図表をパワーポイント形式で入手したい ; I want all figures and tables can
available on line in form of power point 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
52. 解像度の高い画像を見たい ; wanna see clear pictures 【教員, 生物学, 国立大学】
53. カラー 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
54. 研究 ; research 【大学院生, 工学, 国立研究所】
55. 研究情報 ; research information 【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
56. 研究に有用な情報の提供 ; provide useful information to the research 【教員, 工学, 国立研究所】
57. 高解像度の画像と動画 ; High resolution images and movies 【教員, 生物学, 国立研究所】
58. サマリーだけをまとめた目次のようなものがあればよいと思います。電子版となり，目的とする論文を
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探して読むのは簡単になりましたが，印刷媒体である雑誌をぱらぱらとめくっていて，良い論文に目が
とまるといった事が減りました。また，論文 1 本だけを手ごろな価格でオンライン購入できれば，契約
雑誌数が少ない小さい研究所や，個人の方にはありがたいのではないかと思います 【教員, 複合新領
域, 公私立大学】
59. 実験の詳細と結果の明快な議論 ; details about experiments and clear discussion of results 【大学院生,
生物学, 国立大学】
60. ジャーナルアーカイブ，CiNii のような，電子ジャーナルを統合しているウェブサイトにかんして。雑誌
ではなく本の中に収められているような論文も電子媒体で検索可能になるとよい 【
（不明）, （不明）,
公私立大学】
61. ジャーナルの低ファイルサイズ化（特にページ数や画像数の多いジャーナル） 【大学院生, 化学, 公私
立大学】
62. ジャーナルの表紙画像と，目次の画像がほしい。論文によっては，ＰＤＦのページ内に雑誌の発行年な
ど記されていないことがあり，これを調べる手間がかかる 【
（不明）, （不明）, 国立大学】
63. ジャンルごとに大別された目次 【大学院生, 化学, 国立大学】
64. スキャンした pdf をおいてある場合には OCR を行ったものもおいて欲しい。その方が検索できて便利
である 【教員, 物理学, 国立研究所】
65. タイムリーなアップデート 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
66. ダウンロードした際に，ファイル名がもっとわかりやすくなると（著者 et al, 年代, 雑誌タイトルの略）
，
整理しやすい 【教員, 生物学, 国立大学】
67. ダウンロードした際の PDF ファイルの名前の付け方の統一(DOI ナンバーにするなど）【教員, 化学, 国
立大学】
68. ダウンロードして PDF 形式で保存できること ; Ability to download and save as PDF 【大学院生, 社会
科学, 国立大学】
69. ダウンロードして保存する際に雑誌名と出版年，著者などわかりやすく自動で入力される機能。また，
可能であるならば web 上に文献を保存できるサービスがあると便利だと思う。その際には検索機能や最
近ダウンロードした履歴表示などの機能があると使いやすいと思う 【大学院生, 化学, 国立大学】
70. ダウンロードする際，自動的に適切な名前（ジャーナル名，年巻号やタイトルなど）がつくように設定
されていると良いと思う 【教員, 生物学, 公私立大学】
71. たまに内容が保護されていて OCR テキスト認識できないジャーナルがあるが，非常に不便なのでやめて
ほしい。無意味 【教員, 人文学, 公私立大学】
72. テキスト検索可能な PDF ダウンロード 【教員, 社会科学, 公私立大学】
73. テキスト込みでの PDF 化された資料をダウンロードできる電子ジャーナルは必須だと思われます 【大
学院生, 社会科学, 公私立大学】
74. なるべくファイルの容量が大きく，データのやり取りがスムーズにできる工夫をしていただきたい 【教
員, 化学, 公私立大学】
75. ファイル規格の統一。
（以前利用したもので，ＰＣによって開けないＰＤＦファイルのものがあった）
【大学院生, 人文学, 国立大学】
76. ファイル名の付け方の規則性。特許の番号のようなもの 【大学院生, 複合新領域, 公私立大学】
77. フォントの統一 【教員, 複合新領域, 国立大学】
78. プロトコールの反応式が表示される 【教員, 農学, 公私立大学】
79. 方法と議論 ; method and discuss 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
80. 目次 ; table of contents 【教員, 総合領域, 国立大学】
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81. もし出来たら，動画などもリンクして見れるようになるといいと思います 【教員, 畜産学・獣医学, 公
私立大学】
82. より内容がわかりやすい見出し（目次） 【教員, 工学, 国立研究所】
83. レビュー記事 【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
84. 一般ユーザに対する impact factor の明示。科学的情報の信頼性の目安とするため 【教員, 工学, 国立
研究所】
85. 印刷したときのクオリティーを高めること。特にカラー写真など 【教員, 工学, 国立研究所】
86. 印刷体のコピーではない独自の書式のファイル（印刷体は詰め過ぎでフォントや余白が小さすぎる）
【教員, 社会科学, 公私立大学】
87. 印刷体の雑誌に比べ，写真などの画質が劣るものもある。印刷体と同程度の画質を期待したい 【教員,
総合領域, 公私立大学】
88. 印刷版では不可能な，アニメーションやビデオといったマルチメディアコンテンツを含めることを提案
する ; For submissions: the ability to include multimedia content such as animations and video files, not
available in the print versions 【教員, 工学, 公私立大学】
89. 可能なら査読者との遣り取りや経緯内容の記載 【教員, 工学, （不明）
】
90. 過去に作成された記事を，よりファイルサイズが小さく，きれいな状態での再収録 【教員, 生物学, 国
立大学】
91. 画像が粗く，見にくいときがあるので，より鮮明化できる機能があると助かります 【その他, 人文学, 公
私立大学】
92. 画像解像度の向上 【教員, 農学, 公私立大学】
93. 各ジャーナル間の横断検索がスムーズにいくようにせめてフォーマットをそろえる事のできる機能
【教員, 医学, 国立大学】
94. 各論文のファイル名を reference 情報と一致させてあると便利 【教員, 総合領域, 国立研究所】
95. 各論文雑誌について・・・
「Online first」のように，発行前から各論文をよめる形式は，研究を効率的に
進めるために重要であると考える。特に，掲載決定から実際の発行までに時間のかかる雑誌については，
その効果は顕著である 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
96. 旧い論文の画像の鮮明化 【教員, （不明）, 国立大学】
97. 共通のフォーマットとデータの容量のスリム化 【大学院生, 人文学, （不明）
】
98. 掲載プロセスの迅速性， 【教員, 物理学, （不明）
】
99. 掲載までの期間をできるだけ短くする 【教員, 社会科学, 公私立大学】
100.掲載までの時間短縮 【教員, 工学, 国立大学】
101.検索されやすいこと 【教員, 工学, 公私立大学】
102.検索に引っかかりやすいようにしてほしいです 【大学院生, 人文学, 国立大学】
103.検索可能なテキスト。キーワード。抄録 ; searchable text. Keywords. abstracts 【教員, 人文学, 国立研
究所】
104.権利の問題で難しいかもしれませんが，論文に掲載されている図表を画像ファイルで提供する機能（授
業の教材づくりにも役立つ） 【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
105.現在でも紙の雑誌では白黒のものがカラーになっていたり高解像度の画像や動画が別に置いてあったり
して助かっているけれど，もっと増えて欲しい。また，グラフならば元の数値データやフィッティング
のパラメタ，簡単なものならソースコード等が共有できるとありがたいと思う 【大学院生, 物理学, 国
立大学】
106.古い雑誌の場合，ときどき背景が黒ずんでしまったり，手書きのコメントが記入されたものが，PDF と
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してファイルされているようですが，もう少し見やすくなると便利だと思います 【大学院生, 社会科
学, 国立大学】
107.古い雑誌の電子化促進と画像の質の向上。バックナンバー利用に関する契約の整備。
（現在利用中の雑誌
が契約中止となった場合，契約していた期間の部分について，そのまま利用できるか？） 【教員, 工
学, 公私立大学】
108.古い時代の論文の OCR 化を進め，読めるようにして欲しい 【大学院生, 生物学, 国立大学】
109.古い文献を見やすいように再構成する 【教員, 化学, 国立研究所】
110.古い論文における写真の質の向上 【教員, 工学, （不明）
】
111.古い論文の OCR による文字化 【大学院生, 物理学, 公私立大学】
112.査読による品質の維持は必須。Web 検索にヒットすることは期待したいが，完全公開はしばしば安易な
電子ジャーナル乱立を招くので必ずしも良い結果を招かない可能性がある 【教員, 総合領域, 公私立大
学】
113.査読過程の公開（査読者の匿名性は維持する） 【教員, 生物学, 国立大学】
114.最近の論文は，サプリメンタルデータが非常に膨大になってきている。多くの場合，サプリメンタルデ
ータは，ファイルが一つ一つ独立しており，全部一つずつダウンロードしなくてはならない。非常に手
間がかかる。せめてオンライン版は，論文本体とサプリメンタルデータを合体させた一つの PDF ファイ
ルでダウンロードできると助かる 【教員, 医学, 国立大学】
115.最近は可能な電子ジャーナルもあるが，本文のダウンロードの際に supplemental information も一緒に
ダウンロードできると手間が省けてよい 【教員, 歯学, 公私立大学】
116.最新版の電子ジャーナルについては，ほぼ必要な機能は保持されている。過去のジャーナルを電子化す
る際，画像を高精細に取り込みつつファイル容量を抑える工夫が必要。できれば電子化する際にテキス
ト化もされているとありがたい 【教員, 医学, 公私立大学】
117.材料データベース（ファクトデータベース）の開発に取り組んでいるので，電子ジャーナルの更なる構
造化を期待する。数値情報の表の構造化，式の共通フォーマットの導入，物質・材料名，物性値名の構
造化表示など，ダブリンコアで記述された情報より豊富な情報を構造化しマシンリーダブルとすること
を期待する 【教員, 工学, 公私立大学】
118.昨今様々な学術データベースがあるが，論文のデータベースという意味ではなく，論文の内容（つまり
科学的知見）をそのまま各データベースに格納していく機能。好例として，生物学の場合，遺伝子情報
を論文に掲載する場合には事前に DDBJ 等に登録が必要であるのでこれが達成されている 【その他, 生
物学, 国立大学】
119.紙（雑誌）版の単なる PDF 化にとどまらず，パソコン（ディスプレイ）で読みやすく，管理しやすい形
態になること 【教員, 物理学, 国立大学】
120.字が見やすく写真がもっときれいであるといい 【その他, 生物学, 公私立大学】
121.写真などの解像度が悪いことがあり，もっと解像度を向上させる必要がある 【教員, 複合新領域, 国立
大学】
122.写真などの情報の質を向上， 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
123.写真など画像の高精細化 【教員, 医学, 公私立大学】
124.写真の画質が悪いものも多いので，改善していただきたい 【教員, 生物学, 国立大学】
125.手早くダウンロードできる状態（回線が太くても，最近の論文 pdf は容量が大きいために DL に時間が
掛かり，ストレスを感じる） 【教員, 化学, 国立研究所】
126.充分な画質の顕微鏡写真を閲覧できるようにする必要がある。写真だけ分離して別途（電子媒体が無理
なら印刷体で）提供するなど，工夫してもらえればありがたい 【教員, 医学, 国立研究所】
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127.出典論文の URL 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
128.出版日や内容が改変されていないことを保証する仕組みは必要だと思います 【教員, 複合新領域, 公私
立大学】
129.小学生大学生に対して最新の研究成果を紹介する機能（写真，動画なども利用してビジュアル的にも分
かりやすく）
。研究成果が具体的にどのように社会に生きているのかを紹介するようなページ。つまり，
未来の研究者を発掘し，子供たちに夢を与え好奇心をうえつける機能。大学生がレポートを書く場合，
Google をはじめとした検索サイトで情報を収集していることが多いと思われます。それだけでなく，少
し背伸びをしてみたい学生が，電子ジャーナルを利用してみようと思えるようなサイト作り，情報発信
をしていくことも期待されるかもしれません 【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
130.証拠を省略しないこと 【教員, 社会科学, 公私立大学】
131.情報が整理されることと，扱う側（私たち）にとって整理しやすいような機能 【大学院生, 人文学, 公
私立大学】
132.情報系の研究では「CG」や「アニメーション」などのサンプルデータが閲覧できると，より研究内容も
理解しやすくなると思う 【大学院生, 工学, 国立大学】
133.信頼性に足るだけの執筆者 【教員, 人文学, 国立大学】
134.図，写真が Web 掲載の pdf 形式のファイルでは，解像度が不足してよくわからないことがある(特に過
去の雑誌ではスキャンしたものが多いため)。できれば，きれいな形で入手できると好都合 【教員, 工
学, 公私立大学】
135.図のダウンロード機能 【教員, 生物学, （不明）
】
136.図版掲載の問題。日本では文化財の所有権が慣例的に主張されているので，図版を掲載許可なしに媒体
にのせることは難しく，また，許可されても費用がかかる。その問題を解決する専門機能が必要かと思
われる 【教員, 人文学, 公私立大学】
137.図表について詳細な表示が機能があると良い 【教員, 総合領域, 公私立大学】
138.図表のスライド化 【教員, 医学, 国立大学】
139.図録・表などと連動性を高めること。また，論文自体からえた注記項目の資料へのアクセスを目指して
いくこと 【教員, 人文学, （不明）
】
140.昔の文献の図面のスキャン状態が悪いものがある。改善してほしい 【教員, 工学, 国立研究所】
141.昔の論文データでも SEM や TEM の写真は高画質で閲覧できるようにして欲しい 【教員, 工学, 国立
研究所】
142.専門領域ごとの分類 【教員, 総合領域, 国立大学】
143.速報性 【教員, 生物学, 国立研究所】
144.速報性 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
145.速報性。アクセスのしやすさ 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
146.大量に論文 PDF があるが整理が億劫になり，いざ探す時になかなか見つからない。DL 時の名前をある
程度分かりやすいように統一してくれるとありがたい（PMID などの No.がどこかに振ってあると助か
るのであるが）
。一応仕分け用アプリを使用しているが認識が甘くて手入力が多くなり完全には整頓出来
ていないのが悩み 【大学院生, 農学, 国立大学】
147.著作権を侵害しないかたちで，図や表を引用と共にコピーできること 【教員, 複合新領域, （不明）
】
148.電子ジャーナルに限らず，学術論文誌の形態（査読システム等々）を変えていく必要がある 【教員, 工
学, 国立研究所】
149.電子ジャーナルに限らないかもしれないが，重要と考えられる写真が小さかったり，解像度が低い場合
があり，改善がされればよいと思う 【教員, 畜産学・獣医学, （不明）
】
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150.電子ジャーナルのページ規格を統一 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
151.電子ジャーナルや，論文をダウンロードしたときに，そのファイル名が番号などの記号で付けられてい
る。このため，整理するときにファイル名をつけ直すなど手間がかかる他，ファイル整理が難しいので，
機能というよりは，タイトルなど具体的なファイル名を付記するなどの一手間をかけたサービスが必要
であると考える 【教員, 工学, 公私立大学】
152.電子ジャーナル毎の表記，機能の統一性 【教員, 総合領域, 国立大学】
153.電子ブックリーダで読みやすい形式も用意してほしい 【教員, 総合領域, 国立大学】
154.電子化が一般的になる以前の時代の論文に関して，Supporting Information などがオンライン利用しに
くい場合がある。古い時代の論文の電子対応を強化してもらえると助かる 【教員, 化学, 国立大学】
155.電子化されていない古い論文も OCR 等電子化し，検索できるようになるとうれしい 【教員, 農学, 国
立研究所】
156.電子書籍と同様に，携帯できる端末で論文が読めると便利 【教員, 物理学, 国立大学】
157.電子書籍のような形での配布もあれば良い。論文一つ一つの独立した PDF でなく。印刷体のかなりの部
分を表現できるのでは？ 【教員, 生物学, 公私立大学】
158.電子書籍形式への対応をして欲しい．現在の体裁は基本的に印刷を前提として作られており，必ずしも
ディスプレイ上で読むために最適化されているとは言えない．タブレット端末，スマートフォンなどで
の閲覧がしやすいように， カラム数を変更したものや図表のサイズを調整したものがあると便利だと思
う 【大学院生, 物理学, 国立大学】
159.電子版の場合，図表等が省略されることが多く，印刷媒体でそれを確認することが必要になることがあ
る 【教員, 社会科学, 国立研究所】
160.動画によるデータの提示が可能になれば良いと思います 【教員, 医学, 公私立大学】
161.動画の掲載 【教員, 歯学, 公私立大学】
162.動画や音声とのリンク 【教員, 社会科学, 国立大学】
163.動画閲覧 【教員, 総合領域, 国立大学】
164.動画機能 【教員, 化学, 国立研究所】
165.動画機能，参考文献のネット上のリンク先の掲載， 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
166.特に古い論文でテキスト検索機能（日本語の場合）があると良い 【教員, 社会科学, 公私立大学】
167.内容を表す的確なキーワードの掲載 【教員, 化学, 国立大学】
168.日本語サービス 【教員, 工学, 公私立大学】
169.日本語での要旨を添付してほしい 【その他, 医学, 公私立大学】
170.日本語の学会誌の情報が遅い様に思われる 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
171.日本語の学会予稿が（学術会議によっては）オンラインで公表されていないので，所属機関内だけでも，
ＰＤＦがあると嬉しいかもしれません 【教員, 物理学, 国立研究所】
172.日本語の要約が充実すると，資料収集がスピードアップするので良いと思う 【大学院生, 農学, 国立大
学】
173.日本語の論文について，英語サマリーをつけるなど，検索を容易とするべき 【教員, 社会科学, 国立研
究所】
174.日本語本文と英語概要，本文検索 【大学院生, 工学, 国立研究所】
175.日本語訳が欲しい 【大学院生, 歯学, 国立大学】
176.日本語論文の全文検索機能，日本語論文の一箇所からの網羅的な検索機能，Cinii 等から本文へのリンク，
日本語論文の出力フォーマットの選択(例えば，もとの論文のスキャンを PDF で手に入れる) 【大学院
生, 社会科学, 国立研究所】
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177.必要に応じて容量を抑えるために図の圧縮率を上げたものと容量が増えてでも図の画質を落とさないも
のを選択できるようにしてほしい。電子媒体では図が粗くて読めない場合もあり，そうなると印刷体が
ないと困ることになる（従って問 17・18 は「印刷体に匹敵する画質が確保される場合」という条件がつ
く回答になる） 【教員, 社会科学, 国立大学】
178.筆者がもっとも言いたい部分をピックアップしてほしい 【教員, 生物学, 国立研究所】
179.分野ごとの細分化された分別 【大学院生, 化学, 国立大学】
180.文字透過式 pdf で読めること 【教員, 社会科学, 公私立大学】
181.法学系の電子ジャーナルは HeinOnline 以外は図表やデータが省略されている。しかも一部の人はそれで
電子ジャーナルが入っていると言い出して重複する Heins は廃止すべきという。無論，Heins に掲載さ
れている雑誌の価値自体が低いと判断されたのであれば（それ自体異論があるので戦うつもりではある
が）
，それは決定がなされたものとしてしょうがないが，そうではなく内容を理解せずに機械的に廃止を
考える人は本当にいなくなってほしい。私が転勤するべきなのかもしれないが。だいたいデータ，図表
なしに論文だと思っているのか？ 【教員, 社会科学, 国立研究所】
182.本文と supplemental data を一括してダウンロードできるシステム 【教員, 生物学, 国立研究所】
183.様々な媒体で読みやすいように，書式をある程度改変できること 【大学院生, 歯学, 公私立大学】
184.要約の充実 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
185.利用可能な論文を素早く確認するための明確なコンテンツページ ; Clear contents pages for rapid
scanning of papers available 【教員, 化学, 国立研究所】
186.論文だけでなく，参考書等の書籍の電子化の推進を期待します 【大学院生, 農学, 国立大学】
187.論文に用いたデータ等の開示 【大学院生, 生物学, 国立大学】
188.論文の情報（著者，雑誌名，発行年など）のリストが添付されていればいいと思う 【教員, 社会科学, 国
立大学】
189.論文の信憑性や時間が経った後の評価 【教員, 生物学, 国立大学】
190.論文の図表などを，パワーポイントのファイルにしてダウンロードできると良い 【教員, 医学, 国立大
学】
191.論文の内容の全てを pdf として閲覧できること 【教員, 工学, 公私立大学】
192.論文を PDF 形式でダウンロードする ; download paper in pdf format 【教員, 物理学, 公私立大学】
193.論文をオンラインで参照できる（読める）様になる機能。現在，一部の論文のみ.pdf 等で利用出来ない
ので 【大学院生, 人文学, 国立大学】
194.論文執筆にあたり，同じ分野や似ている研究の論文がどのようにしてアクセプトされたか（レビュワー
からの質問など）を参考にし，レベルの高い論文を仕上げるために，レビュワーのコメントとそれに対
する著者の回答を見れるような機能が必要だと思う 【大学院生, 農学, （不明）
】
195.論文本文以外のオンライン上で提供される素材（Supporting Online Material や Auxiliary Material とさ
れるもの）の閲覧が不便なので，これらを簡便に見られるような機能を充実させてほしいと考えます
【教員, 複合新領域, 国立研究所】
X. その他・全般
1. JACS beta のようなバーチャルな特集号の充実 【教員, 化学, 公私立大学】
2. nature のような abstract の日本語訳機能。急いでいる場合に，英語を読み返すのは慣れてはいても，面
倒 【教員, 複合新領域, 国立大学】
3. Online first のアラート。
（最新号より Online first の方が重要） 【教員, 社会科学, 公私立大学】
4. 新しいアイデアを想起させること。明快な説明と良い提示は，読者の理解を速める ; Inspire novel ideas.
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Clear explanation and good presentation that makes reader faster to understand 【大学院生, 工学, 国
立研究所】
5. 英語によるサポート ; English language support 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
6. オンラインジャーナルは，特定のトピックに関する重要で基本的な情報源である。図書館は，この重要
なサービスを提供し続けるべきだ ; Online journals are good sources of primary and basic information
on a given topic. They should continue providing this important service 【教員, 人文学, （不明）
】
7. 該当著者に，簡単に直接アクセスしたい ; connect the corresponding author conveniently and directly
【大学院生, 複合新領域, 国立大学】
8. カスタム性 【大学院生, 生物学, 国立大学】
9. 出版科学 ; publish science 【教員, （不明）, 国立研究所】
10. 第一に，印刷物より時間を節約できる。第二に，必要な箇所がすぐに見つかる。画像と論文をダウンロ
ードできると，とても助かる ; firstly, it save time more than paper dates. Secondly, it is easy to find the
point what i need. it will very nice if it can be downloaded. which should contain picture and article
【大学院生, 工学, 国立大学】
11. 楽しい ; Fun 【その他, 人文学, 公私立大学】
12. たまにｐｄｆでしか全文が見られない雑誌（論文）があるが，そうすると何か技術的な問題でｐｄｆを
開けない場合は本文が見られないので困ります。そのようなことがないように見られなかったときのサ
ポートシステムまたは雑誌側にフィードバックシステムがあるとよいと思います 【大学院生, 医学, 公
私立大学】
13. デジタルであることを活用した，読むに堪えるレベルでの自動翻訳 【教員, 薬学, 公私立大学】
14. 安価な PC（端末）でつないでも，すらすらと読めるように，してほしい 【教員, 数学, 国立大学】
15. 以前は，電子ジャーナルをよく利用しており，特に，論文のサーベイに非常に役立った。便利な機能が
付加されて来ていると思う 【教員, 工学, 国立大学】
16. 一元化 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
17. 印刷体と同じ 【教員, 物理学, 国立大学】
18. 印刷体の雑誌の交代となる 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
19. 永続的な URL の保証 【教員, 総合領域, 国立研究所】
20. 英語だけでなく，日本語にも適応してほしい。アブストを訳していると楽である。
（英語力を上げるべき
かも知れません） 【大学院生, 畜産学・獣医学, 国立大学】
21. 英語論文抄録の日本語翻訳（自動化） 【大学院生, 工学, 国立大学】
22. 英国英語か米国英語か，が識別できると良い 【教員, 総合領域, 国立大学】
23. 英文のものについては，その概要の日本語版 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
24. 英文の論文は，ある程度電子ジャーナルでとれますが，日本語の論文は電子ジャーナルではとれないの
で，日本語の論文も電子ジャーナルで読めるといいと思う 【教員, 人文学, 国立大学】
25. 英文を翻訳出来る機能がほしい 【教員, 医学, 公私立大学】
26. 欧米をはじめ海外の研究者にもどのようにすれば国内のジャーナルに目を向けてもらえるか考える
【
（不明）, （不明）, 公私立大学】
27. 価格等の問題があるが，大学はなるべく多くのジャーナルを継続して購入する。購入価格云々の話があ
るが，紙媒体をやめたことによって，チェックインや配架は省力化され，書庫の狭隘化問題にも寄与し
たことをきちんと数字で認識する（させる） 【教員, 社会科学, 国立研究所】
28. 科学者でない一般人に科学の最新の成果を伝達する広報的な役割 【教員, 工学, 国立研究所】
29. 課金するのならそれでもいいが，公費で円滑に支払えるようにしてください 【教員, 工学, 国立研究所】
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30. 海外論文の自動翻訳機能（英語を含め，フランス語やドイツ語といったヨーロッパ圏やアジア圏の外国
語を中心に） 【教員, 歯学, 公私立大学】
31. 外部への情報発信に役立つ 【教員, 人文学, 国立大学】
32. 各ジャーナルの top page に来た場合，多くの方の意図は，読みたい論文が決まっていて，それに出来る
だけ早くアクセスしたいことだと思います。少なくとも，その雑誌や，その雑誌の出版社が出している
複数の雑誌内で，topics 検索をすることを目的としている人は少ないと思います。そのような検索は，
Web of Science などを使って行う人が多数だと思います。よって，読みたい論文にすぐにアクセスでき
るように，top page に分かり易いように，Vol と page を入れて，その論文をすぐに見られるようにして
欲しい。一部の出版社の雑誌ではそのようになっているが，そうでないものもある 【教員, 物理学, 国
立研究所】
33. 各分野で普及すると良いと思う 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
34. 基本的に，冊子体の雑誌と同じです。情報を提供してもらいたいし，研究や授業のためのアイデアが欲
しい。教育学分野の研究をしているため，授業は重要です ; Basically exactly the same as printed journals.
To help keep me informed, and give me ideas for research and teaching. Teaching is important because
one area of my field is pedagogy 【教員, 人文学, 国立大学】
35. 機能ではないが，PC のモニター上では綺麗に見えるのに，紙に印刷すると画像の解像度が極端に悪くな
るのだけは勘弁して欲しい 【大学院生, 複合新領域, 国立研究所】
36. 機能として可能かどうかは分からないのですが，使い方についての丁寧な説明が必要でしょうか。私の
ように少々機械に弱い人間には，電子ジャーナルの使用に抵抗があるのは確かです。担当の方に口頭で
でも説明いただいた時には分かったのですが 【大学院生, 社会科学, 公私立大学】
37. 機能は今のままでも十分。下手に機能追加して改悪になってしまう場合があるので，そのようにならな
いようにして欲しい 【大学院生, 化学, 国立大学】
38. 逆に，利用度の低い雑誌を Institutional に購読するのもどうかと思います 【教員, 工学, 国立研究所】
39. 契約されていない雑誌に掲載されている論文の電子版取り寄せサービス 【教員, 工学, 国立大学】
40. 掲載ジャーナルについての審査評価などがあれば，より必要な情報を引き出しやすくなると思います
【大学院生, 人文学, 公私立大学】
41. 掲載論文数を減らす。または，５分程度で研究のあらすじを説明したプレゼン動画の添付。要するに，
分野の最新の動向を一研究者が現実的な労力の範囲内で収集できるシステム作り 【大学院生, 物理学,
国立大学】
42. 検証用のデータやソフトウェアの公開 【教員, 複合新領域, 国立大学】
43. 研究の進展のための情報提供 ; to provide a reference for further research activities 【教員, 総合領域,
国立研究所】
44. 研究機関である大学や研究所でうまくリンクさせて，効率よく研究者の手元に文献が届くシステムを作
って欲しい。合法的な形で出来るのか分からないが，図書館間で PDF をやりとりできれば文献取り寄せ
の時間が大幅短縮できる。これにより購読できる大学と出来ない大学の情報格差が少しは縮小されるも
のと思う。また費用面で見た場合，取り寄せにかかる費用の大部分（場合によってはほとんど）を占め
る郵送費用が節約できる 【教員, 化学, 国立大学】
45. 研究室（Lab）とか図書館のインタネットを利用する場合，暗証番号を要らなくてもよろしいですか？と
てもとても不便であります 【大学院生, 総合領域, 公私立大学】
】
46. 見直させて頂くが海外論文を参照できるならば有効と私は､考える 【大学院生, 工学, （不明）
47. 現在，本学よりも，前任校の電子資料を利用しているが，今後，学内のものも活用する予定である。ま
だ，操作に慣れてないので，今後，利用頻度を増やす予定である 【教員, 社会科学, 公私立大学】
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48. 現在の「電子ジャーナル」を定義が分かりませんので，回答できません 【
（不明）, 社会科学, 公私立
大学】
49. 現在の機能で十分満足しており，これ以上の機能が加わることは，むしろ弊害となる 【大学院生, 社
会科学, 国立研究所】
50. 現在の機能を知らないので，この質問への回答は行わない 【教員, 人文学, 国立大学】
51. 現在の仕事状況では，時間をかけて電子ジャーナルをみるためのＰＣに向き合っている時間が取れない。
本学の図書館での検索で，今のところ間に合っている 【教員, 総合領域, 国立研究所】
52. 現状でも使いこなせていません 【大学院生, 工学, （不明）
】
53. 現状でよい。パーミッションをわかりやすく。リンクにより，読めないことがある 【教員, 化学, 国立
研究所】
54. 現状で機能的には特に不便がない 【教員, 人文学, 公私立大学】
55. 個々のジャーナルというよりは，どのようなジャーナルがあり，どんな論文がどの程度更新されたのか
という情報を手軽に入手できる横断的・網羅的なポータルサイトや，facebook 等の SNS ページがあれば
便利だと思います。もうあるのかもしれませんが，私は利用できていない（知らない）ですし，周辺で
も活用したという話を聞きません 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
56. 効率の良い成果の発信 【教員, 総合領域, 国立大学】
57. 購読するジャーナルを予算枠内で個人で選択出来る機能 【大学院生, 生物学, 国立大学】
58. 今の状態で，充分だと思います。これ以上機能が増えても，読める量が増える訳ではないので 【教員,
社会科学, 国立研究所】
59. 今後の論文出版における主要なものとなる 【教員, 人文学, 公私立大学】
60. 最新の研究成果が迅速に反映されること 【大学院生, 工学, 国立大学】
61. 最新号等の掲載時期の早期化 【教員, 地球惑星科学ほか, 公私立大学】
62. 雑誌社が倒産したとき，もしくは廃刊になったときのためのアーカイブサーバー 【教員, 薬学, 国立大
学】
63. 参考文献が，発行時には未発表（private communications や to be published.）であったり，引用が間
違えていることがあるが，それらを著者や閲覧者が指摘・修正できるような仕組みが欲しい。また，
citation と reference だけを追っていても，重要な論文を逃してしまうことがあるので，別の仕組みで関
連論文やレビュー論文を推薦してもらえるとうれしい 【大学院生, 物理学, 国立大学】
64. 使いやすいため，特に必要な機能は無いと思う 【大学院生, 歯学, 国立研究所】
65. 指導教官から必要な電子ジャーナル文献はコピーしてもらえている 【
（不明）, 社会科学, 国立研究所】
66. 紙媒体のように，１００年以上経っても論文を読むことができる信頼性 【教員, 総合領域, 公私立大学】
67. 自動翻訳 【教員, 総合領域, 公私立大学】
68. 式に含まれる情報のコピー。コピー・ペーストで例えば Mathematica などのソフトで利用できる機能
【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
69. 取り寄せや図書館でのコピーは大変すぎる 【大学院生, 畜産学・獣医学, 公私立大学】
70. 手に入らない論文をメールにて取り扱う場所を設置し（図書館のカウンターのようなサービスがネット
上にあれば理想であるという意味である）
，そこから入手方法を教えてくれるサービスがほしい。例えば，
可能であればその論文をメールで添付してもらい，有料である場合は後日振り込むなどのサービスがあ
るとよい。検索しても手に入らない論文については，どのくらい読む価値があるか不明なため，そこで
検索をあきらめてしまう場合がある 【教員, 人文学, 国立大学】
71. 手早く情報を入手できる 【教員, 社会科学, 公私立大学】
72. 所属する研究所が契約している電子ジャーナル以外では課金される場合があるが，雑誌によって方法が
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異なる。課金されるシステムが一元化（できれば）すれば，より使い勝手が良くなると思う 【教員, 工
学, 国立研究所】
73. 所属機関で取り扱いのない電子ジャーナルについても図書館を通じて院生そのほかの希望によりジャー
ナル新規契約を検討できるよう，進めていただけたら助かります。また，電子ジャーナル自体ではあり
ませんが，図書館での資料取り寄せの際にＰＤＦでファイルを送付できるようにしていただけたら助か
ります 【大学院生, 人文学, 公私立大学】
74. 情報量が増えすぎて自分が欲しい情報に行き着くまでに時間が掛かっている。しかし時間をかけないと
情報の取りこぼしがありそうで怖い。より短時間で欲しい情報が得られる方法が必要と考えている 【大
学院生, 工学, 国立大学】
75. 迅速な学術情報の提供 【教員, 社会科学, 国立研究所】
76. 専門的な解釈をしっかり捉えた無料翻訳サービス 【教員, 歯学, （不明）
】
77. 大学が契約しておらず，閲覧できない雑誌に関して，今後の利用を可能にするようリクエストするため
の，窓口のようなものを用意して欲しい 【大学院生, 人文学, 国立大学】
78. 大学の講義に使えるようにすると良い 【教員, 農学, 国立大学】
79. 鳥瞰できるようになれば良い 【教員, 農学, 国立大学】
80. 電子ジャーナルがあるから，資料が早く手に入れます 【教員, 人文学, 国立研究所】
81. 電子ジャーナルで手軽に閲覧できることを，サービス開始直後は「とても便利だ」と感動して利用して
いた。なんといっても足を運ばずとも手元にない印刷体の論文を閲覧して勉強ができるのだ。ところが，
最近，学生からｃｉｎｉｉの全文検索（ベータ版）があることを聞いて，利用してみた。本当に「すご
い」技術だと感心したけれども，こうやって便利になっていくことが，
（学問の進展という以外のもっと
説明しにくい人生観のような観点で）本当にいいことなのだろうかと，疑問に感じるようになってきた。
学問や世間はこのような技術の進展によって進化していくのかもしれないけれども，僕はそこから離脱
して行くことを目指していくような気がしてきた。そういう意味で，非常に考えさせられている 【教
員, 人文学, 公私立大学】
82. 電子ジャーナルで情報交換が速いと便利です 【大学院生, 医学, 国立大学】
83. 電子ジャーナルと Web of Science のような検索機能がリンクしたシステムで利用しており，非常に役立
っている 【教員, 工学, 公私立大学】
84. 電子ジャーナルとしての機能は，現在十分な機能を提供していると考えられる。必要なのは，電子ジャ
ーナルを対象としたデータベースの機能の向上，あるいはさまざまなデータベースの機能の統一化 【教
員, 社会科学, 国立大学】
85. 電子ジャーナルと印刷体の雑誌の両方が必要である 【教員, 畜産学・獣医学, 国立大学】
86. 電子ジャーナルには期待していない 【教員, 社会科学, 国立大学】
87. 電子ジャーナルの論文PDF をクリックすると，
ダウンロードできるもの，
お金を要求されるものがある。
クリックする前，web of science 等で検索結果をリストアップした時点で，本学で無料（大学が契約済み
を含め）でダウンロードの可否一覧がわかったほうがいい。お金を要求される論文を検索する手間が無
駄になる 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
88. 電子ジャーナルを介してのアクセス数等を記録，公表して，雑誌や研究分野ごとに電子ジャーナル利用
の重要性の評価指標を新たに設定する等ができるのではないか 【教員, 生物学, 国立大学】
89. 電子投稿，copyright permission など出版社ごと，雑誌ごとにまちまちにしないで統一してもらいたい。
以前はコピーを郵送して投稿してきたので，電子投稿には不慣れであって，誤操作することが多い 【教
員, 生物学, 国立大学】
90. 特になし。ダウンロード時間が短くなって欲しい 【教員, 工学, 公私立大学】
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91. 特殊な機能は付けないべき 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立大学】
92. 読みたいときにすぐ読めるようなシステム 【教員, 工学, 国立研究所】
93. 読めればよいので，現状，不満はありません 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
94. 難しいとは思うが，図書館でふと雑誌をとってぱらぱらと目を通すような，新しいアイデアを練るため
に役立つ機能 【教員, 化学, 国立研究所】
95. 日本のものは使いません。全文が載っていないからです。結局は，雑誌を購入させる仕組みなのではな
いでしょうか 【教員, 社会科学, 公私立大学】
96. 発行に関するお知らせ 【教員, 社会科学, 国立大学】
97. 本文全体ではなく，必要な部分のみを PDF 化して表示・印刷できる 【大学院生, 生物学, （不明）
】
98. 翻訳 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
99. 翻訳 【大学院生, 総合領域, 国立大学】
100.翻訳機能 【教員, 工学, 国立大学】
101.翻訳機能がほしいです 【大学院生, 社会科学, 国立大学】
102.未だ十分に使いこなせていないので，更に必要な機能について言及出来るだけの知識が無い 【大学院
生, 化学, 公私立大学】
103.矛盾しない結果が出ると良い ; I wish not to finding something ambivalent 【教員, 人文学, 国立大学】
104.目次の表示，論文の検索，本文の表示があればよい 【教員, 総合領域, 国立大学】
105.目次やダイジェストが印刷体であるとよい 【教員, 総合領域, 国立研究所】
106.優れた翻訳機能 【教員, 工学, 国立研究所】
107.利用しやすさ 【教員, 人文学, 公私立大学】
108.利用不可のときにどうすれば，あるいは，どのくらいで利用可能になるかの案内がほしい 【大学院生,
社会科学, 公私立大学】
109.利用方法，保存方法の確認 【教員, 総合領域, 国立大学】
110.利用方法の周知 【大学院生, 歯学, 国立大学】
111.利用方法の知らせ 【大学院生, 工学, 国立大学】
112.利用方法等を広く情報発信すること 【大学院生, 工学, 国立大学】
113.論文表記が日本語でない場合，抄録の日本語訳があると便利 【教員, 地球惑星科学ほか, 国立研究所】
114.贅沢ではありますが，読み込む場合には紙媒体の方が使いやすいため，iPad のような紙に順ずる媒体を
広く(できれば無償で)配布する 【教員, 複合新領域, 国立研究所】
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Q. 23 学術情報、研究情報の利用に関し問題となっている事項、あるいは図書館や出版社への要望があれば、
ぜひ記入してください
I. コレクション
I‐1. アクセス範囲
1.

電子ジャーナルを増やしてほしい

【教員，公私立大学，数学】

2.

電子ジャーナル化になっている雑誌の種類を増やしてほしい

3.

50 年前くらいの時代の文献の電子化（PDF 化）がもっと欲しい。私の専門は心理学で，ここ 10，20 年

【大学院生，国立大学，医学】

程度の研究成果は PDF 化して公開されているものが多く，あるいは 100 年くらい前の古典的な文献も
何かの形で見つけられることが多い。しかし，その間くらいの時代の文献が意外と電子化されておらず
（かつ所蔵もなかったりする）
，少し不便に感じられることがあるので，検討を願いたい

【大学院

生，公私立大学，社会科学】
4.

Abstract しか見られない雑誌も多く，不便である

【教員，公私立大学，歯学】

5.

Antimicrobial agents and chemotherapy という雑誌が読めないので，読めるようにしてほしい

【教

員，国立大学，薬学】
6.

A ジャーナルの Organization science がダウンロードできないのは問題がある

【大学院生，公私立

大学，社会科学】
7.

Cambridge から出ている Econometric Theory 誌について，古いもの（８０年代から９０年代後半にか
けて）も Web 上で利用できるようにしてほしい

8.

【大学院生，公私立大学，社会科学】

Cell Biology の Method の雑誌を見たいことがよくあるが，入手することができないので困っている
【大学院生，国立大学，生物学】

9.

CELL を読めるようにして欲しい

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

10. chemical 系（特に American Chemical Society 系）の雑誌を増やして欲しい。化学系と言うだけでなく，
ナノテクノロジーや電子デバイスを作製するなど，工業系でも必要な知識が載せられているから
【教員，公私立大学，工学】
11. e‐journals へのアクセスがもっとしやすいと良いと思う。また，発行年の古いバックナンバーを
e‐journals で利用できるようにして欲しい（紙版は無くなってもよい）

【教員，公私立大学，人文

学】
12. Elsevier：世の中全部が電子ジャーナルになった途端に料金をドンと上げるのだけは勘弁して下さい。
アーカイブの電子化を早く進めてください。読者は待ってます。ポータルサイトのポップアップ表示が
Mac では化けており，読みたい部分が隠れます。色々なブラウザで検証してください。科学者は Mac
使いが多いのです

【教員，国立大学，工学】

13. Journal of Physiology の本年度分をオンラインで入手できるようにしてほしい

【大学院生，国立大

学，総合領域】
14. Nature Chemistry を購読してください

【教員，国立大学，化学】

15. nature など主要な雑誌ほど，長くさかのぼって利用できるようになっているべきだが，残念ながらそう
なっていない

【教員，国立研究所，生物学】

16. ＰＤＦで入手できる論文・書籍数が少ない
17. PDF をダウンロードできない雑誌がある

【教員，公私立大学，社会科学】
【教員，公私立大学，歯学】

18. WEB 閲覧できる雑誌数を減らすのは避けて欲しい。多少の制限（同時アクセス数を減らすとか）があ
ってもいいので，雑誌数は維持して欲しい。私見では，SciFinder が潤沢過ぎる気がする

【大学院生，

（不明）
，化学】
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19. Web 上で学術情報が入手できるようになってきているが，未だできないものもある。そこで，英語，日
本語問わず，一つでも多くの論文等の記事を Web 上から入手できるようにしてほしい

【教員，公

私立大学，農学】
20. アクセシビリティが中心課題のようだ。私は少数の統合データベースがあれば満足だ ; accessibility
seems to be a central issue; I would be very happy with a few, very integrative, databases

【教員，国

立大学，社会科学】
21. アブストラクトしかよめなかったり，検索したら結局他大学に問い合わせ，資料請求しなければならな
いのは不便である

【大学院生，公私立大学，歯学】

22. アメリカ化学会などのインパクトファクターの高い出版物ほど電子ジャーナルで手に入りにくい状況
なので何とかしていただければ，と思います

【教員，国立大学，化学】

23. アメリカ化学会出版の journal of the american chemical society や Inorganic Chemistry, Langmuir 等の
良質な雑誌が読めないので，それらを図書館で購読して，電子ジャーナルとして読めるようにしてほし
い

【教員，国立大学，化学】

24. オンラインジャーナルが時々契約期間の問題なのか，アクセスできない期間や途切れることがある。す
べての号が揃って閲覧可能で，最新のものがすぐに見られなければオンラインの意味が半減する
【教員，国立大学，人文学】
25. オンラインジャーナルの充実を希望します

【教員，国立大学，医学】

26. オンラインでダウンロードできるものとできないものがあること．有料でもかまわないのですべてオン
ラインダウンロード可能となるようにしてほしい

【教員，国立大学，農学】

27. オンラインで電子形式の雑誌や学術図書にアクセスすることは，情報を簡単に検索でき，冊子体の図書
や論文を探しまわる時間のロスを減らせるため重要だと思う ; I feel that the availability of journals and
academic books in electronic format online is important to simplify the search for information and
lessen the time loss involved in hunting down books and articles in printed format

【
（不明）
，
（不明）
，

（不明）
】
28. オンラインで入手できるべき ; Should be available online

【大学院生，国立大学，工学】

29. オンライン上やネットワーク上で，網羅的に論文を検索出来，且つ，pdf などで閲覧・印刷出来るよう
にして欲しい

【大学院生，公私立大学，人文学】

30. さかのぼって古い文献も電子ジャーナルでアクセスできるようにしていただきたい

【教員，国立研

究所，化学】
31. さらなる電子ジャーナルの追加

【大学院生，国立大学，薬学】

32. ジャーナルによっては最新号の論文が読めません（契約の問題で）
．これは非常に困り，研究のスピー
ドを落とします

【教員，公私立大学，総合領域】

33. すべての論文が電子データ化される必要があることはしばしば研究者の間で話題にのぼります．また，
その電子データ化された論文が OCR 処理されたものであるならばなおのこと便利であると考えます
【大学院生，公私立大学，人文学】
34. たいへん残念なことに，自分自身の専門分野の電子ジャーナルが高価なので，自分自身の不満は図書館
に導入されていません。これが非常に残念です

【教員，国立大学，総合領域】

35. ダウンロードしたい論文にアクセス出来ない場合がある ; sometimes the paper that I want to
download are not available

【教員，国立研究所，工学】

36. ダウンロードできるものを増やしてもらった方が，検索する際に手際が良くなると考えます

【大学

院生，国立大学，人文学】
37. ダウンロード可能な論文（雑誌）を増やす。新しい論文こそ必要なのに，1 年くらい経たないと見られ
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ない雑誌が非常に多いと思います。経費の関係上あきらめるしかないのでしょうか？研究，教育のため
にも新しいものは高額なお金を払わないと見れないというシステム（なのかどうか詳しくは知りません
が）をやめて欲しい。他大学と共同で購入するとかできないのでしょうか？

【教員，国立大学，畜

産学・獣医学】
38. たとえば本学から Science や Nature が見れないなど，分野外だと世界的に重要な雑誌すら購読されてい
ないのは問題である。他にも学部内に専門とする先生や専攻科がある分野の学術雑誌すら購読されてい
ないことが多々ある。電子媒体があるなら紙媒体ではなく早々に電子媒体に切り換えて，購読書誌数を
増やしてほしい。また日本の学会（特に人文・社会系）が欧米や中国など海外と比べて著しく電子化に
消極的なのはなんとかしてほしい。学会で予算が計上されているにも関わらずいつまで経っても過去の
論文が電子化されない悪質なケースすら多く，非常に問題。私をはじめ若い研究者は論文をほとんどネ
ット上で探しており，紙媒体だと取り寄せ料を嫌って読まない。学問の振興を謳い学会のプレゼンスの
減少を嘆いているのに，論文の電子化に積極的でない理事会は正直理解できない。図書館や出版社の関
係者はそのへんについてもっと積極的に働きかけて欲しい

【教員，国立大学，人文学】

39. たまに見れない雑誌があるときがあるので，もっと多くの自然科学系雑誌を充実してほしい

【教員，

国立大学，化学】
40. できるだけ多くのジャーナルを閲覧可能にしてほしい．Nature 系の論文（Nature Materials, Nature
Photonics）が読めない（最近はどうなんだろう？）
41. できるだけ多くの学術論文を閲覧可能にして頂きたい

【大学院生，国立大学，工学】
【教員，公私立大学，生物学】

42. とにかく雑誌数を増やしてほしい（国立大レベルまで）
。特に「Annual Review 」をオンライン購読で
きるようにしてほしい

【大学院生，公私立大学，生物学】

43. なるべく多くの雑誌の論文が閲覧できることを望みます

【教員，公私立大学，人文学】

44. ネット上で過去の論文を閲覧したいが，できない場合が多い。特に 1990 年以前。情報的には古いです
が，実験方法などは以前のものを参照といった記載が多いので・・

【その他，国立大学，医学】

45. ネット上の論文検索で，検索できる（PDF を取得できる）論文に年度で区切っているものがあることが
問題である

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

46. バックナンバーが揃っていない電子雑誌が多いのが困る

【教員，公私立大学，社会科学】

47. プロシーディングスがしっかりとアーカイブされていないことがある

【教員，国立研究所，工学】

48. ほぼ全ての論文をオンラインジャーナルの PDF 版で読むので，そういうことがあると非常に不便であ
るし，オンラインジャーナルの信頼性に関わる。全ての論文について，アクセスできない（または閲覧
できない）論文がないかどうか，出版社側にチェックして欲しい

【教員，国立大学，化学】

49. マイナーな雑誌や，古いバックナンバーがオンラインで見れないのは不便である。とはいえ，図書館に
足を運べば見れるものも多いし，お金の問題もあると思われるので，強い要望という訳ではない

【大

学院生，国立大学，医学】
50. メジャーなジャーナルは全て網羅してほしい。新しく発刊されたジャーナルにも迅速に対応してほしい
【教員，国立大学，化学】
51. もっとアメリカのオンラインジャーナルを無料で読めるようにしてほしい

【教員，公私立大学，社

会科学】
52. よりハイクオリティなジャーナル ; more high quality journal

【大学院生，公私立大学，工学】

53. ルネサンス研究に欠かせない第一次文献である EEBO を他大学と共有で図書館に入れていただきたい
【教員，公私立大学，人文学】
54. 医学系の電子雑誌のアクセス数が十分でない

【教員，国立大学，薬学】

55. 医学系の論文がオンラインで閲覧できないことが多いので，改善されると助かります

【大学院生，
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公私立大学，工学】
56. 医学系雑誌の購読契約数の更なる増加をお願いしたい
57. 医療関係の雑誌を増やしてほしい

【教員，公私立大学，総合領域】

【教員，国立大学，農学】

58. 閲覧できる電子ジャーナルの種類を増やしていただきたいと思います
59. 閲覧できる電子ジャーナルの数が不十分である

【教員，公私立大学，生物学】

60. 可能ならすべての論文の電子化とデータベース化を要望する
61. 可能な限りの電子化を望む

【教員，公私立大学，歯学】

【大学院生，公私立大学，社会科学】

【教員，国立大学，社会科学】

62. 科学雑誌としては古い年代（少なくても過去２５年）の物は電子ジャーナルで検索できるようにして欲
しい（出来る物もあるが，限られている）

【教員，公私立大学，物理学】

63. 課金制のジャーナルおよび海外新聞の電子アーカイブを気軽に利用できる環境づくりをしてほしい
【大学院生，公私立大学，社会科学】
64. 過去の雑誌の電子書籍化

【大学院生，国立大学，化学】

65. 過去の雑誌論文を電子化すること。その場合，単なる画像ファイルでなく，単語検索できるような形式
にすること

【教員，国立大学，生物学】

66. 過去の文献についても，オンライン化，OCR 化が進むと非常に助かります

【教員，国立大学，農

学】
67. 過去の論文の PDF 化

【大学院生，国立大学，総合領域】

68. 過去の論文も PDF にして欲しい

【教員，公私立大学，総合領域】

69. 回答者の分野（中国学）で最近問題になっているのが，データベース環境の格差である。特に，資料の
大規模全文検索データベース（
「中国基本古籍庫」
「六府文蔵」など）については，他大学での導入が進
んでいるが，本学では導入はごく一部に限られる。これにより生じる研究インフラ格差の拡大も相当に
危惧されるものであるので，加入及びトライアルの導入を検討してほしい。特に，
「中国基本古籍庫」
は機関単位のトライアルを常時受けつけているので，強く希望する

【大学院生，国立大学，人文学】

70. 学術雑誌のバックナンバーは可能な限り PDF 化して入手できるのが望ましい。過去の研究を参照する
ために費用と時間をかけねばならない体制は各所に疲弊を招くため

【教員，国立大学，人文学】

71. 学術雑誌の種類を増やしてほしい。 印刷物のデジタル化を進めてほしい

【教員，国立大学，人文

学】
72. 学術雑誌の電子化はまだ必ずしも統合的には進んでいないので，雑誌によって利用媒体がそれぞれ異な
ることに伴う不便さがあります

【教員，公私立大学，人文学】

73. 学術書籍に関しても，PDF を容易に入手できるようにして欲しい
74. 学内 LAN から利用できる雑誌・論文を増やしてほしいです

【教員，国立研究所，薬学】

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医

学】
75. 学内から閲覧出来ない雑誌がある

【大学院生，国立大学，工学】

76. 学内でダウンロード，または閲覧できる雑誌を増やして欲しい

【教員，国立大学，化学】

77. 学内で閲覧できない電子ジャーナルがある．日本内であれば，大学によらずに閲覧できるよう望む
【教員，国立大学，工学】
78. 学部内なら，自分のパソコンからすべての論文を検索して，その場で見られるようにして欲しい
【
（不明）
，
（不明）
，総合領域】
79. 緩和医療関連の雑誌（電子媒体でも可）をもっと採用してください

【大学院生，
（不明）
，医学】

80. 教科書の電子書籍化。電子ジャーナルのバックナンバーの充実。日本の出版社の不透明な版権管理の慣
行の廃止。何故日本で電子書籍化がすすまないのか，出版業界に大いに問題あり。日本語離れがますま
す進むであろう
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【教員，公私立大学，社会科学】

81. 近い将来，学術論文誌は基本的にすべて電子媒体で発刊されると良いと思う

【教員，公私立大学，

数学】
82. 契約が切れてもバックナンバーをみることができるようにしてほしい

【教員，公私立大学，数学】

83. 契約ジャーナルの範囲を広げてほしい。学部ごとの契約になっているジャーナルを大学全体で閲覧でき
るようにしてほしい

【大学院生，公私立大学，畜産学・獣医学】

84. 契約で閲覧できない雑誌と論文もあるので．
．

【教員，国立大学，工学】

85. 契約の関係で難しいとは思うが，かなり以前の文献について，最近の電子ジャーナルの論文は読めても
古いものは読めないことがあり不便なことがある

【教員，国立研究所，化学】

86. 契約の問題のために，電子ファイルを入手できない場合がある

【教員，公私立大学，農学】

87. 経費削減のために，大学や研究機関の図書館でジャーナルが入手できなくなる事態は絶対避けないとい
けない

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

88. 経費節減で，年々購読できる電子雑誌数が減っていて読みたい雑誌がすぐに入手できない（図書館経由
で蔵書 機関へコピー依頼する）ことが増えてきた

【教員，国立研究所，総合領域】

89. 検索で見つけた論文のうち，有料の電子ジャーナルを利用する場合，事務手続きの煩雑さから，個人の
クレジットカードから持ち出しで購入している人が多いと思います。国内の大学や研究所の研究者向け
に，すべての電子ジャーナルを自由に閲覧できるサービスが出来ればとても助かります。例えば，国立
電子ジャーナル HP にアクセスして，
研究者番号を入れると，
世界の電子ジャーナルにアクセスできて，
支払いは無料，あるいは，後ほど大学や研究所が支払うようになれば良いと思います。雑誌全てでなく，
論文１本であれば＄３０ぐらいなので，研究費としては問題有りませんが，個人の財布としてはやや厳
しいものがあります。
（大学や研究所の制度の話かもしれませんが）

【教員，国立研究所，総合領

域】
90. 研究には学術情報が不可欠だが，必要な情報全てが利用可能ではない ; It is necessary for the research,
but I never think I can get all necessary academic information that is available

【大学院生，公私立大

学，社会科学】
91. 研究所の図書館の場合利用できる論文を「お役人目線」で「お役人様」が研究者の意見を聞かずに制限
しているため，必要な論文が取れないことが多い

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

92. 研究予算の関係で全ての書籍を閲覧できない。自腹で学費を払っている研究者には無料で見せてほしい
【大学院生，公私立大学，複合新領域】
93. 見たい雑誌 IEEE がない

【教員，国立大学，工学】

94. 見れない（機関が契約していない）電子ジャーナルが多い

【教員，国立研究所，化学】

95. 現在，アメリカ化学会の学会誌の電子ジャーナルすべてが機関購読できないため，研究を推進する上で
大きな支障をきたしている。近い将来，機関購読になることを切に願っている

【教員，国立大学，

化学】
96. 現在の本学の電子版の論文雑誌に見たいものが少ない

【教員，公私立大学，人文学】

97. 古いバックナンバーの電子化を進めていただきたいです

【大学院生，国立大学，人文学】

98. 古い学術雑誌も，電子ジャーナルで入手出来るよう，本学で取り扱うようにして欲しい。一々，図書館
に行って関連する論文を沢山コピーするのは，時間の無駄である
99. 古い雑誌も時代をさかのぼって，すべて電子化してほしい

【教員，国立大学，数学】

【教員，国立大学，農学】

100. 古い雑誌記事の電子化が進んでいないこと，すくなくとも目録（目次）の情報を増やしてほしい。国会
図書館の雑誌記事も古いものはあまり進んでいないのでは? 全ての記事が電子化される必要はないが，
冊子体にあたりやすくするサポートをしてもらうことで，紙媒体の保存の重要性が認識されると思われ
る

【教員，国立大学，人文学】
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101. 古い資料の電子化

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

102. 古い年代の文献の電子データ化を望みます

【大学院生，公私立大学，歯学】

103. 古い文献に関しては，電子化されていないことがあるので，もっと古い文献も載せてほしい。印刷体で
の入手もできるが，PC 上で管理できた方が便利
104. 古い文献の PDF 化を望みます
105. 古い文献のオンライン化

【教員，国立研究所，生物学】

【教員，国立研究所，工学】

【大学院生，国立大学，生物学】

106. 古い文献の電子データが見つからず困ることが多々あります。できれば電子版で見れるようにしていた
だきたいです

【大学院生，国立大学，化学】

107. 古い文献の電子化がより進めばよいと思う。数十年前の論文でも重要なものがたくさんあるが，ダウン
ロードができず，図書館にも無いためにあきらめてしまう場合がある。また，文献複写サービスは重要
だが，時間がかかるし有料であるために，結局論文を読むこと自体をあきらめてしまう場合があるため，
出版社には古い文献の電子化を今後も進めて欲しい。また，費用はかかると思うが大学側にもより多く
の雑誌の論文が読めるように，出版社との契約を積極的に行って欲しい

【教員，公私立大学，畜産

学・獣医学】
108. 古い論文の PDF 化を促進してほしい
109. 古い論文の電子化を進めてほしい
110. 古い論文も購読できると良い

【教員，国立研究所，物理学】
【教員，公私立大学，数学】

【大学院生，国立大学，薬学】

111. 古い論文も電子ファイルとして閲覧できるようにしてほしい
112. 購読している雑誌が少なく見たいものがみれない
113. 購読可能な雑誌数を増やしてほしいです
114. 購読雑誌数を増やしてほしい

【教員，国立研究所，工学】

【大学院生，国立大学，生物学】

【大学院生，国立大学，工学】

【教員，公私立大学，生物学】

115. 購読状況の改善あるいは文献取り寄せの柔軟高速化。結局文献は開いてみないとそれが本当に今必要と
しているものかわからない。時間をかけて届いた上，必要としている情報が書いていなかったというこ
とが少なくない

【教員，国立大学，化学】

116. 号(巻)が欠けているものを，電子ジャーナルか印刷物のどちらか一方だけでもいいので，できるだけ本
学に揃えて欲しい

【大学院生，国立大学，社会科学】

117. 国際的学術誌は全部，図書館・internet 経由で，読めるようにしてください

【教員，国立大学，数

学】
118. 国内ジャーナルの電子化を推進し，収録数を増やして欲しい
119. 国内雑誌がガラパゴス化しており使いづらい

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立研究所，工学】

120. 今後，学内で電子書籍を閲覧できる端末が利用できたとしても，文献をプリントアウトして閲覧したの
ち，自宅ではその文献をデータで保存すると考える。書庫のスベースが限られているにもかかわらず，
資料は日々増加していく。とくに国内外の紀要および学会誌は膨大なので，当該大学および学会が紙媒
体で所蔵していれば，他の大学は電子ジャーナルの利用でかまわ（な）い。紙媒体での資料保存は５０
０年以上の歴史があるが，データでの保存はいまだ未知数である。ただ，もしデータが失われたとして
も，紙媒体からデータを復帰させることができるシステムが確立されているのであれば，紀要や学会誌
以外の雑誌も電子化してもよいのではないだろうか

【大学院生，国立大学，人文学】

121. 最近の研究分野では有料のものが多く，論文が入手できなくて困っています。無理かもしれないですが，
少しでも幅の広い Journal を蔵書してもらえればと思います

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医

学】
122. 最新の情報が手に入れない

【大学院生，公私立大学，工学】

123. 最新の論文を電子書籍として公開していない学会が見受けられるが，学会論文誌の論文は速やかに電子
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書籍として公開してほしい

【教員，公私立大学，工学】

124. 最新情報は電子版を公開していない場合があるが，有料でも良いので公開してほしい

【教員，公私

立大学，総合領域】
125. 雑誌「Advanced Synthesis & Catalysis」の電子ジャーナルの利用を希望します

【教員，国立大学，

薬学】
126. 雑誌体でも電子ジャーナルでもいいので，利用できる雑誌・書籍を最大限増やしてほしい。事例研究（自
然科学です）をやっていると，カギとなる重要論文やそうでないものも含め，広い範囲から無数の論文
を読むことが多い。一方，私の分野は日進月歩でなく，どちらかというと息の長いほうなので，比較的
古い文献への需要がある。日常読んでいる論文の 2，3 割は複写サービスに依存しているが，契約範囲
を広げれば電子ジャーナルで読めるものも多い。経常的研究費が乏しく，単独で雑誌購入するのは無理
です

【教員，国立大学，農学】

127. 私が在籍する大学図書館では予算の関係上，実学の英語文献に関しては比較的多数の電子ジャーナル等
が提供されておりますが，英語以外の学術情報データベースに関しては予算の関係もあり，導入は容易
ではないと聞いております。紙媒体ですでに提供されている雑誌に関しては図書館も導入に消極的にな
りがちな印象を受けます。たとえば，私の専門としておりますドイツに関しましては，
http://www.digizeitschriften.de/ という社会科学・人文科学系の雑誌のバックナンバーのオンラインデ
ータベースがありますが，日本の高等学術機関では利用されておりません（アメリカ合衆国の私立大学
並びにドイツの大学では導入されております）
。こうした英語圏以外の学術情報データベースに関する
動向をより綿密に調査し，利用できるものは利用し，またより適切な利用方法などを考究していくこと
が肝要かと思います

【大学院生，公私立大学，人文学】

128. 私は現在情報ベンダーと個人で契約をしています。そのうち，レコフは図書館でも CD‐ROM の媒体で
提供されていると伺っています。私の研究では，レコフから大量のデータを取得し，加工することが必
要ですが，所属研究科の図書館とレコフ間の契約ではエクセル形式などで学生がコピーをすることはで
きないと，レコフの方から伺いました。レコフデータは学内でも COE のプロジェクトで使用していた
りと，ニーズが高いと伺っていますので，私のように使用したい方も他にもいらっしゃるのではないか
と思います。
（私の場合は個人で年間契約をしました。
）レコフに加え，トムソンロイターの「トムソン
ワン」や「Mergermarket]などの情報をデータベースとして（できればクラウドなどの形式で）ダウン
ロードすることができれば，研究の幅がより広がり，また個人の経済的負担が少なくて済むので，導入
を検討して頂ければ幸いです

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

129. 自分が読みたい査読誌の全てにアクセス可能ではない（購読ステータス[がフルテキストを入手できな
い]） ; Not all reference papers that I want to read are available (due to subscription status)

【大学院

生，国立大学，総合領域】
130. 手に入らない論文がある。最近の論文，古い論文のどちらについても
131. 手に入りにくい古い雑誌文献などの電子化を進めてもらいたい
132. 収録雑誌の数を増やして欲しい

【教員，国立大学，工学】

【大学院生，公私立大学，社会科学】

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

133. 重要な雑誌でも契約していないためネット上で閲覧出来ないものがある

【教員，公私立大学，化学】

134. 所属大学でアクセス出来ない雑誌がある。特に PubMed で，生物学やピュアサイエンスに関する雑誌論
文にアクセス出来ない場合がある ; some journals I cannot access from my institution especially papers
related to biological or pure science journals ecpecially from PubMed

【教員，
（不明）
，化学】

135. 所属大学で私の分野の論文の電子版が購読されていないことが多すぎて困ります

【教員，国立大学，

総合領域】
136. 職場で閲覧できない雑誌がある

【教員，国立研究所，工学】
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137. 図書館で MDConsult 契約してくれないかなと思いますが，そのくらい

【教員，国立大学，薬学】

138. 図書館での所蔵が限られているにも関わらず，さらに削減を目的で毎年アンケートをとるのはやめてほ
しい。アーカイブがある事が大事なので，探したい論文が安定して幅広くなければ意味がないのである
【教員，国立研究所，物理学】
139. 図書館での電子ジャーナルの購入はあるていど積極的に行ってくれていると評価するが，さらに積極的
に行って欲しい

【教員，公私立大学，総合領域】

140. 図書館で購入しなくなると，雑誌を閲覧できなくなる

【教員，国立研究所，物理学】

141. 図書館で最新の電子ジャーナルを閲覧できればと思います

【大学院生，公私立大学，総合領域】

142. 図書館に対してはもっと，出版社との契約数を増やして電子ジャーナルとして全文が読める環境にして
欲しい。別刷りは，迅速でなく届いた時には，興味がなくなっている場合も多く，無駄である。出版社
に対しては，学術用途での契約は格安にしてもらいたい
143. 図書館へ：極力情報収集・利用公開を率先してほしい

【教員，公私立大学，農学】
【大学院生，国立大学，総合領域】

144. 図書館内の端末から学術情報検索（各種データベース）を利用可能にしてほしい

【大学院生，公私

立大学，人文学】
145. 生命科学系の論文を読めるようにして欲しい。少なくとも医学部と同じ雑誌が読めるようにしてほしい
【教員，国立大学，生物学】
146. 専門分野の雑誌でよく利用する雑誌（2 誌）にオンラインでアクセスできないため，他大学の友人に頼
っている。研究の効率化の点から改善を望みたい
147. 全ての論文を閲覧可能にしてほしい

【教員，国立大学，工学】

【教員，国立大学，農学】

148. 組織の契約が切れて，自分の分野の主要なオンライン雑誌サービスとオンラインブックサービスが利用
できない場合

【教員，国立大学，総合領域】

149. 多くの論文誌で直近 2 年間あるいは 1 年間利用できないものがありますが，それらも閲覧できるように
契約してほしい。出版社へはそれらが利用しやすいように契約料金などを考慮してほしい

【大学院

生，公私立大学，社会科学】
150. 大学から雑誌についてのサポートをもっと受けたい ; More support from university for reference
journal resource

【大学院生，国立大学，工学】

151. 大学で読める電子ジャーナルで，研究所では読めないものがたくさんある。逆はほとんどない

【教

員，国立研究所，生物学】
152. 大学によって，読めない雑誌がある問題を解決してほしい

【教員，国立大学，医学】

153. 大学によって入手できない雑誌が多いところがあり，情報格差が広がっている

【教員，国立大学，

生物学】
154. 大学の規模でオンラインジャーナルの購読数が異なるので研究者の流動性に困難が生じる。そのため，
国立大学なら国立大学法人でまとめて契約できないものでしょうか。どうせ図書館を介してコピーを依
頼することになるのであるから

【教員，国立大学，物理学】

155. 大学や研究機関によって電子ジャーナルの契約状況に差があり過ぎる。電子ジャーナルの価格交渉や複
数の研究機関による契約などを考慮して欲しい

【教員，国立大学，化学】

156. 大学図書館で研究に必要な電子ジャーナルのコレクションを充実させてほしい。現状，自分の研究に役
に立つものがきわめて少ない

【教員，国立大学，人文学】

157. 地方大学では閲覧できないものが多い気がする。どこかで印刷，郵送してもらうことが多々あり，残念
です

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

158. 中央大学と地方大学で得られる情報量（読むことができる雑誌の巻数）が圧倒的に違う
国立大学，畜産学・獣医学】
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【大学院生，

159. 中途半端論文はいらない。IF が高いレビュー系を充実させるべき

【大学院生，公私立大学，生物学】

160. 転職を考えたとき，転職先の契約誌やデータベースが制限となり，なかなか，ポジションアップできな
い。国立研究機関や大学のネットワークでなんとかならないものか
161. 電子ジャーナルで，利用できない時代があるのは非常に不便

【教員，国立研究所，総合領域】

【教員，国立大学，工学】

162. 電子ジャーナルで利用できる雑誌数をもう少し増やしてほしい。英語のものが多い一方，他の言語のも
のが少ないという印象がある

【大学院生，国立大学，人文学】

163. 電子ジャーナルで利用できる範囲を広げてほしい。特にバックナンバーについては，紙媒体の書籍を保
存するためにも，重要と考える。当大学にある非常に古い書籍はかなりな財産であり，これを閲覧する
ためには，手に取らずに閲覧できる電子媒体は重要と考える

【大学院生，国立大学，医学】

164. 電子ジャーナルなどの学術情報について，ある大学の図書館では利用することができるものが，他の大
学の図書館では利用（アクセス自体）することができないということがあります。各大学の図書館の事
情もあると思いますが，できるだけ利用することができるようにして欲しいと思います

【大学院生，

公私立大学，社会科学】
165. 電子ジャーナルによって，発行年により利用できないボリュームがある

【教員，国立大学，化学】

166. 電子ジャーナルのバックナンバーの充実，およびそれらのオープンアクセス（ないしは大学図書館契約）
を希望します

【大学院生，公私立大学，社会科学】

167. 電子ジャーナルの契約数を増やして欲しい。契約ジャーナル数の大学間の差が大きい

【教員，公私

立大学，社会科学】
168. 電子ジャーナルの購読数の増大と，購読年範囲の拡大

【教員，国立大学，薬学】

169. 電子ジャーナルの場合，過去に購読していたものが見られなくなる場合がある

【教員，国立研究所，

工学】
170. 電子ジャーナルの値上がりで，特に地方大学は利用できるジャーナル数が減少しつつあるので，国内の
高等教育機関（大学・大学院）に所属する教員はすべて同等に，多くの電子ジャーナルを利用できるよ
うな体制を整えてほしい

【教員，国立大学，生物学】

171. 電子ジャーナルは，契約が切れるとバックナンバーを含め，全て閲覧できなくなることが問題。このた
め，どうしても紙媒体から脱却できない

【その他，国立研究所，化学】

172. 電子ジャーナルは大変便利ですが，過去の論文の閲覧が将来にわたって保証されていないことが心配で
す

【教員，国立大学，物理学】

173. 電子ジャーナルを購読しているものでも，直近のものは契約外であったりすると非常に困る

【大学

院生，公私立大学，生物学】
174. 電子ジャーナル数が多くなり，情報が分散されて，購読数が追い切れなくなる

【教員，公私立大学，

物理学】
175. 電子ジャーナル等の利用がのぞめない者は，その分，苦労して文献を収集せざるを得ないため，この解
消をお願いしたい。たしかに理系中心の大学において文系の研究者の数は少なく，さらにその文系も複
数に細分化されるために難しいことはわかるが，理系の教員の置かれている研究環境との差が激しいと
思われる

【教員，国立大学，社会科学】

176. 電子化されていないジャーナルがある，あるいは，大学が契約していない電子ジャーナルがある。すべ
てのジャーナルがオンラインですぐに手に入るようになって欲しい

【教員，公私立大学，社会科学】

177. 電子化されていない論文，されているが入手困難または高額の論文が少なくなれば望ましい

【教員，

国立大学，地球惑星科学ほか】
178. 電子書籍に収録されている雑誌数を増やして欲しい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

179. 電子書籍に無いものでも図書室で入手できたのが最近は電子書籍に押されてか印刷物の購入が激減し
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ている。どちらからも入手できないと高額の複写サービスを利用しなければならないので不便である。
どちらかで全体を確実にカバーできるようにしてもらいたい

【教員，国立研究所，化学】

180. 電子媒体が増えて便利になったが，契約がないなどの理由で電子媒体が手に入らない論文は読まなくな
りつつある。なるべく多くの雑誌の論文が読めたほうが良い

【教員，公私立大学，工学】

181. 電子媒体でより多くの雑誌が見られるようにしてもらいたい

【教員，公私立大学，社会科学】

182. 電子版が古い号の場合は入手できないことがある．オンライン化を進めて欲しい

【教員，国立研究

所，地球惑星科学ほか】
183. 特に，新規学術雑誌購入

【大学院生，国立大学，人文学】

184. 読みたい雑誌がすぐ手に入らない

【教員，公私立大学，薬学】

185. 読みたい論文があるが，所属研究機関で購読していないので，入手が出来ない

【教員，国立研究所，

工学】
186. 内容の閲覧が有料の場合，閲覧のための僅かな経費のやりとりのために時間がかかるため，わざわざ見
ない

【大学院生，国立大学，総合領域】

187. 日本の学術雑誌は電子化がほとんど進んでいない印象を受けます（特に社会科学）
。印刷媒体だけでな
くオンラインでも閲覧できるように，電子化の加速を希望します

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

188. 日本の雑誌の電子化が遅れている印象を受けます。なるべく積極的に電子化して頂ければ嬉しいです
【大学院生，公私立大学，社会科学】
189. 日本語の雑誌の電子ジャーナル化が遅れている
190. 日本語の論文も充実させてほしい

【教員，国立大学，社会科学】

【教員，国立研究所，工学】

191. 日本語雑誌の学術論文の電子化が遅れている。特に過去のものについて

【教員，公私立大学，社会

科学】
192. 日本国内の学術雑誌の電子ジャーナル化を進めてほしい

【教員，国立大学，化学】

193. 日本国内の大学図書館のサービスとして，中国知識資源総庫（CNKI）を，タイムトライアルではなく
恒常的に利用できるようにしてほしい。CNKI の恒常的な利用が保証されれば，中国の最新動向の把握
はもとより，研究の無用な重複といったアクシデントを事前に回避でき，より生産的な研究活動が可能
となる

【大学院生，国立大学，人文学】

194. 年数などの閲覧の制限

【大学院生，国立大学，薬学】

195. 必要な雑誌が無いことが多い。また，購読雑誌の数が毎年減少する
196. 頻繁に利用するが，閲覧できず不便なジャーナルがある

【教員，国立研究所，化学】

【教員，国立大学，農学】

197. 本学で引ける論文が他大学に比べて少ないので，増やしてほしい。Small, Chemistry An Asian Journal
など

【大学院生，公私立大学，化学】

198. 本学に関して言えば，IEEE の電子論文検索にも組織として入会して欲しい（今は個人でお金を払い検索
している）

【大学院生，国立大学，工学】

199. 本学は入手できる論文の数が少なすぎる。一刻も早く改善されるべき

【大学院生，国立大学，生物

学】
200. 本学付属図書館の有料電子書籍の利用は非常に進んでおり，大変満足している。ただ，当然電子書籍化
していない論文は利用できないので，全ての雑誌を電子書籍する方向で，出版社，関連行政はじめ努力
してほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

201. 毎年度の購読料の値上げにより，現在ではほとんどの雑誌の購読が中止になりました。毎年値上げを続
けなければいけない理由は何でしょうか。研究所・大学間で，自由に雑誌が閲覧できるところと，ほと
んどの雑誌の閲覧ができないところに，二極化しています
202. 目次，要旨の情報しか得られず，大変困っている
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【教員，公私立大学，化学】

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

203. 問題となっている事項はない。全ての学術雑誌をオンラインで見えるようにしてほしい。iPad を用いる
と，こんなに便利なものはなく，管理する時間の節約にもなる

【教員，公私立大学，歯学】

204. 予算の関係で Taylor&Francis はオンラインジャーナルが読めない。今後はどのようにしてオンラインジ
ャーナルを維持するのか，あるいは読めないオンラインジャーナルを読めるようにするのが問題となる
であろう

【教員，国立大学，工学】

205. 予算削減のため，商用論文誌を減らす傾向があり，必要なときにすぐに論文が入手できない。海外のも
のだと取寄せ費用等が発生することがあり，入手を断念することがある

【教員，国立研究所，工学】

206. 利用している大学の閲覧できる雑誌が少なすぎて非常にイライラする。いちいち文献を取り寄せるのは
非常に面倒くさい

【教員，公私立大学，化学】

207. 利用可能な雑誌の充実

【教員，国立研究所，工学】

208. 利用対象雑誌を可能な限り多くして欲しい

【教員，公私立大学，農学】

209. もっとオンラインで読めるように，どんどん進めてほしい。アメリカの大学では，2 週間など決まった
期間だけ，専門書 をまるごと電子版で借りられるというサービスもあります。日本ももっと便利にな
ってもらいたいです

【教員，国立研究所，工学】

210. もっと多くの雑誌が学校から見られるようにしてほしい
211. もっと多くの雑誌を無料で見られるようにして欲しい
212. もっと多くの論文を安い価格で読めるようにしてほしい
213. もっと多数の電子ジャーナルが必要です

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】
【大学院生，公私立大学，歯学】
【教員，国立研究所，医学】

【
（不明）
，
（不明）
，総合領域】

214. もっと電子ジャーナルで読めるようにしてほしい

【大学院生，国立大学，社会科学】

215. もっと日本語の学術情報を読みたいです

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

216. より多くの雑誌の購読を可能にすること

【教員，国立大学，薬学】

217. より多くの電子学術論文雑誌の購読ができるように，オンライン電子ジャーナルの数を増やしてほしい
です

【大学院生，国立大学，人文学】

218. 英語圏以外の雑誌について，過去の論文の電子化をすすめるべき。英語以外で書かれた優れた論文が埋
もれていくのを危惧する

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

I‐2. 契約・価格問題
1.

（組織として加入する場合）電子ジャーナルは，明朗な価格体系にして欲しい

【教員，国立研究所，

総合領域】
2.

１報だけ読みたい場合などの価格の値下げ

3.

1 本ダウンロードするごとに課金されるよう制度が変わるとのお話もあります。利用しにくくなるので
困ります

4.

【教員，国立研究所，物理学】

E‐Journal の値段が高すぎる。出版社が経営していけるようある程度の利潤は必要だと思うが，現在は
高すぎるように思う

5.

【教員，公私立大学，薬学】

【教員，国立大学，薬学】

Elsevier：世の中全部が電子ジャーナルになった途端に料金をドンと上げるのだけは勘弁して下さい。
アーカイブの電子化を早く進めてください。読者は待ってます。ポータルサイトのポップアップ表示が
Mac では化けており，読みたい部分が隠れます。色々なブラウザで検証してください。科学者は Mac
使いが多いのです

6.

【教員，国立大学，工学】

Elsevier などの雑誌の値段がどんどん上がったり，価格上昇の予想がたたず維持が難しい。 学会系の
雑誌との値段の格差も激しいので商売と直接関わらない分野のジャーナルについては一定の値段の上
限があってもよいのではないか

7.

【教員，公私立大学，物理学】

pay per view では費用見積もりに不確実性が生じるため避けたい。subscription base の充実が必要
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【教員，国立研究所，総合領域】
8.

エルゼビア等，外国の学術出版社がやっている悪徳商法を何とか国家規模で対応してほしい。このまま
ではたぶん予算なくなるでしょう

9.

【大学院生，公私立大学，社会科学】

オンラインサービスは限界費用が極めて逓減的だと思われるので，個人単位でも有料で利用可能な料金
設定をして欲しい。現状では概ね論文一本で 20USD 程度だと思われるが，これでは厳しい

【大学

院生，公私立大学，社会科学】
10. オンラインジャーナルのサブスクライバ?契約が複雑でわかりづらい時があります。また，1 記事のみの
購入が高価になっていることも多く，気軽に利用しづらいです。アブストラクトだけでなく，イントロ
や図もフリーで見ることができると，購入の判断がしやすいです
11. オンラインジャーナル等のサービスの価格が高すぎる

【教員，国立研究所，総合領域】

【教員，国立大学，総合領域】

12. オンラインでの雑誌記事 pdf 購入代金が高すぎる。数ページの論文に数千円の支払いが必要なのはいか
がなものか。値段が数百円程度にまで下がれば，もっと気軽にたくさんの文献を注文するようになるだ
ろう

【教員，国立研究所，化学】

13. オンライン化を進めて共同所有とすることはできないか？近年学術雑誌の価格の高騰が著しい。日本の
大学全体で共同契約とすることで値下げもしくは長期的に安定した契約を実現できないか

【教員，

公私立大学，数学】
14. ジャーナルの購読料，論文の投稿料，二重投稿の明確な基準，オンラインジャーナル化におけるバック
ナンバーの利用

【教員，国立大学，工学】

15. ジャーナルの購読料が高すぎて，契約する雑誌数を絞らないといけない

【教員，国立大学，化学】

16. ディスプレー上で読むのに疲れることがある。印刷可能な利用とディスプレーでの電子媒体とが，別料
金でない包括的課金システムがあると良い

【教員，公私立大学，社会科学】

17. データベースが高額になり，図書予算で充分に購入できなくなっている。出版社と大学の姿勢の両方の
問題。研究にとっては死活問題

【教員，公私立大学，化学】

18. できれば，利用料をもう少し安くしていただきたい

【教員，公私立大学，工学】

19. ネット上で本文が手に入らないのだけが困るので，課金すればすぐに閲覧できるシステムを整えて，可
能な限り多くの文献をオンラインで入手できるようにしてほしい
20. 安い価格で利用できるようにしてほしい
21. 安く，またはオープン化をしてほしい

【教員，公私立大学，人文学】

【教員，国立大学，人文学】
【教員，国立研究所，物理学】

22. 以前，研究所内で利用できた WILEY‐BLACKWELL の電子ジャーナルが，経費がかさむ一括購入の
条件に改悪されたため，

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

23. 一図書館が購入できるジャーナル数が限られているので，大学を超えた利用ができるとありがたい
【教員，公私立大学，社会科学】
24. 音楽の場合，かなりの曲が曲単位で簡単に購入できる。学術論文１本の PDF ファイルも機関を通して
より簡単に入手できるシステムを構築してほしい
25. 価格

【教員，公私立大学，工学】

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

26. 価格が高すぎる

【大学院生，国立大学，総合領域】

27. 価格が高すぎる。個人での電子ジャーナル購入は大変。利用者の研究分野の雑誌（電子ジャーナル）を，
大学の経費で取り寄せて欲しい
28. 価格の高騰
29. 価格の低廉化

【教員，国立大学，工学】

【教員，国立大学，化学】
【教員，公私立大学，工学】

30. 価格を低く抑えて欲しい．学術出版において，論文の執筆，査読など多くの部分は研究者が（出版社に
対しては）無償で行っているもので，出版社が多くの利益を求めるのは間違っている．図書館は出版社
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(Elsevier など）の利益主義に連携して対抗して欲しい

【教員，公私立大学，数学】

31. 価格高騰により地方大学の人などがどんどん利用できなくなっていると聞きます．何とかならないかと
思います

【教員，公私立大学，数学】

32. 価格上昇の圧縮

【その他，国立研究所，総合領域】

33. 海外の学術雑誌会社による電子媒体の閲覧料の高騰により，ある日突然文献の閲覧ができなくなる可能
性がある。そういう危険を回避する意味では閲覧期限のつかない電子媒体での雑誌の購入，あるいは紙
媒体での購入も必要と感じる
34. 海外の論文が高い

【教員，国立研究所，総合領域】

【大学院生，国立大学，総合領域】

35. 外国雑誌の購読料金が大変高くなり，図書室で十分な雑誌を提供できなくなっている

【教員，国立

研究所，化学】
36. 学協会と比べて，出版社は高すぎる。出版社は不要な雑誌を価格つり上げの手段として抱き合わせで一
緒に購入させすぎる

【教員，国立大学，化学】

37. 学術・研究機関からの完全フリーアクセス

【大学院生，国立大学，生物学】

38. 学術ジャーナル利用料金が高額のためか利用できるジャーナル数が減ってきている．情報共有を重視す
るのであれば利用料金を下げて広く周知できるようにするべき

【教員，国立研究所，工学】

39. 学術研究情報とは，研究活動の中核に位置し，入手は必要，発表も必要なものであるにも関わらず，入
手はできず（購読できない）
，発表はできるというアンバランスな状態になっている。ひとえに出版社
の学術情報の提供の仕方に問題があり，出版するときは親切だが，購入するときは不親切という問題の
犠牲に，研究者が陥っている。出版にセマンティックな手法を取り入れるような投資をするよりも，出
版を読める可能性を拡げる取り組みをすべきである

【教員，国立研究所，工学】

40. 学術雑誌のオンライン購読が非常に高価で，小規模研究機関では主要雑誌でも購読が十分にできない，
という話を聞きます。出版社側で，研究機関の規模ごとに購読料を変えるなど，購読しやすくする工夫
があればと思います

【教員，国立大学，物理学】

41. 学術雑誌の購読料が高すぎる。この IT 時代なんだから，もっともっと安くしなければならない。時代
について来い

【教員，国立大学，生物学】

42. 学術雑誌の購読料が大変高いのは疑問です。執筆料は無料であり，むしろ投稿料をとるぐらいですから，
いったいどこにそんな高額な支出があるのか，極めて不自然に思います。もっと安くできるはずと思い
ます

【教員，国立大学，物理学】

43. 学術雑誌の高騰により必要な雑誌を買えなくなってきている。商業出版とアカデミックの両立は不可能
ではないか

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

44. 学術雑誌の出版は，特にエルゼビアの寡占状況になっている。その結果，それらの購読料はエルゼビア
の都合が最優先される状況である。学術雑誌は公共的な意味を持っていることを踏まえると，この状況
は変わらなければならないと考える

【教員，国立大学，薬学】

45. 学術雑誌購読の価格が高くなりすぎている。もっと科学技術の普及のためにも，価格を引き下げてほし
い

【教員，国立大学，社会科学】

46. 学術誌の値上げ，電子版ライセンスの複雑な条件

【教員，国立研究所，複合新領域】

47. 学術情報，研究情報の利用はできるだけ低コストにしかもシームレスにしてほしい

【教員，国立大

学，医学】
48. 学術情報の費用が高いと，利用にハードルがあり，内容の価値が高いものでも敬遠されがちになってし
まう恐れがある。内容を限定したコンテンツの無償提供等があったほうがよいように感じる

【教員，

国立大学，工学】
49. 学術情報は基本的に無料で入手できるようにしてほしい．あるいは，公費払いしやすいような支払方法
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にしてほしい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

50. 学術情報は広く知らされるべきであり，安い費用で閲覧できるようにしてもらいたい

【教員，国立

大学，医学】
51. 学術情報は読者にはできる限り無料または安価に提供して欲しい。著者側に費用負担が発生する方法も
よいのでは無いか

【教員，国立研究所，化学】

52. 学術専門書を教科書的に，始めから終わりまで読み通す場合は，印刷された書籍を購入するが，一部（一
つ，または，いくつかの章）を読みたい場合は，電子情報として，ダウンロード，もしくは，プリント
アウトして，読みたい。このような場合，１冊分の購入でなく，必要分の購入が可能であればありがた
い。学術専門書は，所属研究機関における契約により，読むことができるようになっていることが望ま
しい。学術専門書は，フェア・ユースに基づく，公開が進められると良い

【教員，国立研究所，工

学】
53. 学内で自分の研究分野に近い教員は 2,3 名程度であり，教員のずっと多い大学に比べて相対的にオンラ
インジャーナルの値段が高いと感じる。アクセス数に基づいた契約形態があると良いと思う

【教員，

公私立大学，地球惑星科学ほか】
54. 学内に同じ領域の研究者が少ない場合，対費用効果の面から利用したい電子ジャーナルが契約されない
場合がある。例えば，日本全国の大学図書館で一括してすべての電子ジャーナルを契約し，どの大学の
どの部局に所属していても，すべての電子ジャーナルが利用可能になるような仕組みは考えられないで
しょうか？

【教員，国立大学，人文学】

55. 韓国人の無料ダウンロード。韓国では当然のように Nature や Science の雑誌が無料でダウンロードされ
ていること。どうかと思う

【大学院生，公私立大学，化学】

56. 期間 契約でなく，個別論文ごとの購入ができると便利

【教員，公私立大学，社会科学】

57. 機関購読していないジャーナルの論文を読みたいとき電子書籍等を購入する必要がありますが，一本が
高い上，海外出版社にクレジットカード決済するしかないと購入を躊躇することがある

【教員，国

立研究所，工学】
58. 機能というより誰にでも利用しやすくなること。具体的には契約料・更新料を廉価にしてどこの図書館
でも契約できるようになること。さらに，所属図書館の大学所属者以外であっても自由に利用できるよ
うになること

【大学院生，国立大学，社会科学】

59. 契約などに要する費用を安くして，もっと多くの人が読めるようにしてほしい

【教員，国立研究所，

生物学】
60. 契約を結んでいない雑誌の PDF を DL する際に，個人負担が増加する。提携している図書館へコピーの
依頼をすると時間が掛かるのでやむを得ず利用する場合がある
61. 契約金を下げてほしいです

【教員，国立大学，化学】

62. 契約単価が高いと思います

【教員，国立大学，社会科学】

63. 契約料が高すぎて，図書館で網羅できる journal の数が少なすぎる

【教員，公私立大学，歯学】

【教員，国立研究所，複合新領

域】
64. 契約料を下げてもらいたい

【教員，公私立大学，医学】

65. 契約料金が高額なため小さい組織（学部，研究室等）では購読できない。複数の大学などが共同で契約
できると有難い

【教員，国立大学，社会科学】

66. 結局は所属研究機関が個々の出版元と契約をしないと電子版の論文の全文を入手できない。図書館で本
を調べるときのように，多くの雑誌に自由にアクセスできるような契約はできないものか

【教員，

国立研究所，化学】
67. 研究機関の図書館の電子ジャーナルは，特定の雑誌がパッケージになっているため，広範囲での検索や
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閲覧が難しい。定期購読ではなく，必要な論文だけを購入できるシステムがあった方がよい

【教員，

公私立大学，人文学】
68. 研究者であれば，所属機関のライセンスに関わらず，自由にアクセス出来るようにすべきだ

【教員，

国立研究所，生物学】
69. 研究発表会等の予稿の目次などは無料で公開してほしい．本文の有料は仕方がないと考える

【大学

院生，公私立大学，工学】
70. 研究目的の文献アクセスにかかる様々な制約を完全除去していただきたい。特に不当な課金は困る
【教員，公私立大学，総合領域】
71. 現在の学術出版システムは価値を提供しておらず，終わらなければならない。１本の学術論文に$30 課
金しているが，出版者は研究にも，著者にも，雑誌の編集者にも，査読者にも全く出資しておらず，単
にサーバにある電子コピーを配信しているだけだというのは，非常に遺憾だ。出版者による，印刷した
雑誌を郵送することは，環境を破壊し，天然資源の浪費につながるという強弁は，彼らの法外な料金を
正当化しているに過ぎない。課金の壁の向こうにある知識の恩恵を誰も受け取る事ができずにいる ;
The current academic publishing system, which provides no value, must end. Charging $30 for a single
research article, when the publisher paid nothing for the research, nothing to the writer, nothing to the
journal editor, nothing to the reviewers, and which is simply hosted as an electronic copy on a server, is
outrageous. The publishersʹ insistence upon mailing physical copies of the journals‐‐damaging our
ecosystem and wasting our natural resources‐‐only to justify their exorbitant fees is unforgivable. No
【教員，公私立大学，人文学】

one benefits from knowledge being locked behind paywalls
72. 個人で利用するには価格がこなれていない

【教員，国立大学，複合新領域】

73. 個人としても図書館としても雑誌の価格が高すぎる。そのうえ，ほぼ毎年値上げがあり必要と思われる
雑誌購読を中止する場合も生じている。このままでは読者，出版社が共倒れにもなりかねないので，そ
うならないように努力して頂きたい
74. 個人負担するには単価が高すぎる

【教員，国立大学，化学】
【教員，公私立大学，地球惑星科学ほか】

75. 購読価格の高騰を何とかして欲しい

【教員，国立大学，化学】

76. 購読契約なしの，一冊あたりの PDF 購入の価格を下げてほしい，もしくは学割価格を設定してほしい
【大学院生，国立大学，生物学】
77. 購読料が異常に高いので，一部の雑誌しか見られない，また，現在購読しているものも打ち切りの可能
性が高い。大学での利用は本来無料に近くすべき

【教員，国立大学，化学】

78. 購読料が高いために所属研究機関の購読打ち切りなどがおきること

【教員，国立研究所，地球惑星

科学ほか】
79. 購読料が高すぎる。限られた予算では継続購入が困難な雑誌が出てきている。入手しやすい雑誌としに
くい雑誌の差が激しくなっている。読者が少なくとも専門性の高いものは，関連する担当機関が購入・
保管すべき

【教員，国立研究所，工学】

80. 購読料の引き下げ。出版後 1 年経てば無料で公開する，また Open access 誌にするなど，さまざまなモ
デルが今後も広がってほしい

【教員，国立大学，医学】

81. 購入にかかるコストの増大，学内外・組織間の格差が今後ますます問題になると思います

【教員，

国立大学，農学】
82. 高価

【教員，国立研究所，農学】

83. 高価すぎる。より安価での提供が望まれる

【教員，国立研究所，工学】

84. 高額な金額を要求する出版社に対していかに対抗するか

【教員，国立大学，複合新領域】

85. 国内教育研究機関全体として海外出版社への価格交渉力の増強が不十分と感じるので，もう少し大同団
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結して国として窓口を一本化する努力が必要だと思われる

【教員，国立大学，工学】

86. 冊子および電子ジャーナルが高すぎる。もっと自由に簡単にどんな雑誌でも，制限無く読めるようにし
てほしい

【教員，国立大学，化学】

87. 雑誌などのコストが高くなっており，研究費を圧迫している。このような状態が続けば，役に立つ雑誌
が少ない図書館ばかりになってしまう恐れがある

【教員，国立研究所，複合新領域】

88. 雑誌によっては文献入手が有料の為，図書館での入手の手間が掛かり断念することもある。 出来るだ
け利用範囲を広げて欲しい
89. 雑誌の購読料が高い

【大学院生，国立大学，化学】

【教員，国立研究所，複合新領域】

90. 雑誌の購読料が年々高額となり，継続購入を断念することが多くなった。文系の場合，紙媒体の雑誌を
揃えておくことも重要であるが，それが困難になりつつある。電子ジャーナルで発行されていても，所
属機関が購入しているパッケージに入っていない雑誌は購読が難しい

【教員，国立大学，人文学】

91. 雑誌の電子化によって，より廉価にいろいろなサービスが受けられるようになればありがたいと思いま
す。
（雑誌の投稿料，購読料など。
）

【教員，国立研究所，複合新領域】

92. 雑誌をもっと安くすべき。研究関連の雑誌は，研究者が自ら手にした資金で研究した内容を発表する場
であるので，出版社が中間マージンをとるにしてもあまりにも高い。これが図書予算を逼迫し，間接的
に研究の妨げになっている

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

93. 雑誌価格等に起因する閲覧可能な学術誌数上の制限は，解決が困難であるが極めて重要な問題であると
思います

【教員，国立研究所，工学】

94. 雑誌購読料の値下げ

【大学院生，国立大学，医学】

95. 使用目的，閲覧場所（たとえば大学内限定等）を限定して，全ジャーナルを無料で購読できるとありが
たい

【大学院生，国立大学，農学】

96. 市場の独占・寡占化によって将来的に論文を見れなくなってしまう状況が生まれないようにしてほしい
【教員，公私立大学，生物学】
97. 自由に使えることは望ましいが，著作権や体制維持のための金銭的な支援を確立していく必要があるの
ではないか

【教員，公私立大学，農学】

98. 重要な雑誌(Nature Physic, Nature Nanotechnology, Nature Materials など)が大学で購読されていない。
購読料が高すぎることも問題かもしれない

【教員，国立大学，物理学】

99. 出版社：研究遂行の負担となるような過度に高額な論文投稿料および論文閲覧サービスを改善して頂き
たい。研究者側金銭的負担を軽減するようなビジネスモデルの構築をお願いしたい

【教員，国立研

究所，物理学】
100. 出版社には subscribe の額を減らしてほしい．その分図書では subscribe している雑誌を増やしてほしい
【教員，国立研究所，工学】
101. 出版社にも依るが，古い文献の電子情報を，公開から一定期間後に，かなり高額な金額で利用可能にす
ることがある。これは，総説などを書く際に，かなり不便に感じている。
（例えば，1990 年以前の電子
ファイルは，別料金になっているなど）

【教員，国立大学，化学】

102. 出版社に対してですが，学術情報はもっと安価であるべきと考えます

【教員，国立大学，化学】

103. 出版社の年間購読料が高すぎて，定期購読を断念し始めた大学図書館が散見されるので，研究活動継続
のために何らかの救済をしてほしいです

【教員，国立研究所，物理学】

104. 出版社は，大学等の公的研究機関に対する電子ジャーナルや電子書籍の閲覧するための契約料をもう少
し割り引いていただきたいです。その上で，大学等はより多くの電子ジャーナルへのアクセス権を購入
していただきたいです

【教員，国立大学，化学】

105. 出版社へ。学術雑誌はできるだけ安価に図書館などへ公開し，適当な時期がきたら，完全公開するよう
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にしてほしい

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

106. 出版社へ：ある程度の年限のたった情報は，無料公開に踏み切ってほしい

【大学院生，国立大学，

総合領域】
107. 出版社への要望。値段を安く。そうしないと学術情報にアクセスできないことが増えてきてしまう
【教員，国立大学，医学】
108. 出版社への要望：電子書籍，電子ジャーナルはまだまだ利用コストが高いので，できるだけ安価に提供
できることが望ましい

【教員，公私立大学，人文学】

109. 出版社への要望：電子書籍をもっと廉価に利用できるようにしてほしい

【教員，公私立大学，総合

領域】
110. 出版物や印刷物の学術利用に関しては，料金を安くして欲しい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

111. 所属している機関が契約している電子ジャーナル（特に英文雑誌）が少ない，他機関からの取り寄せを
しなければならず不便である

【教員，
（不明）
，社会科学】

112. 所属する研究機関によって読める文献，雑誌が異なるのは困る。普通の図書館は誰でも使え，コピーサ
ービスもあるのだから，電子書籍もどこからでも誰でも読めるようにするべきである

【教員，国立

研究所，地球惑星科学ほか】
113. 所属機関がライセンスを取得していない。ライセンスのバリエーションを増やしてディスカウントして
ほしい。
（読めるサイトが増えるので。
）

【教員，国立研究所，化学】

114. 所属機関での図書予算が伸びないのに，雑誌の値段ばかりが毎年上がって，購読可能な雑誌数がどんど
ん減っている。出版社は研究機関の足下を見ないで誠実な値段設定にして欲しい。あるいは，大学間，
研究機関でつくるコンソーシアムと出版社との交渉でより多くの雑誌が読めるようにして欲しい。ここ
での記述内容は以下の設問への回答かもしれないが。
。
。

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

115. 所属機関で契約していない文献のダウンロード単価が高額な雑誌があり，入手をあきらめざるを得ない
場合がある。適正価格を設定し，出版社と交渉してほしい

【教員，国立研究所，農学】

116. 所属機関で利用できない電子ジャーナルを発注する場合，非常に高い金額で個人で購入することがあり
ます。機関（図書館）等を介して電子ジャーナルを研究費（立替払い以外の方法で）でダウンロードで
きると助かります

【教員，国立大学，工学】

117. 所属機関で利用できる雑誌・巻号を増やしてほしいです。電子，紙媒体のいずれでも構いません。他の
機関から取り寄せることが可能なことは承知していますが，お金や事務手続きの問題から所属機関で入
手できる雑誌ほど気軽には利用できません。大抵の論文は入手して読んでみるまで本当に必要なものか
どうか判断がつかないので申請に二の足を踏んでしまうことが多いのです

【教員，国立研究所，地

球惑星科学ほか】
118. 所属機関の購読雑誌数が少なくて，入手を諦める論文が多い。所外からダウンロードできない。ファイ
ル名が分類に適切でなく，再度名前を付けるのが面倒

【教員，国立研究所，工学】

119. 所属機関の財政事情により閲覧できない電子書籍があること

【教員，国立研究所，物理学】

120. 商業出版社雑誌の研究機関に対する購読料が，毎年値上がりするのが問題

【教員，国立研究所，複

合新領域】
121. 商業的な目的もあるので仕方がないとは思いますが，やはり電子ジャーナルの購読料は高いのではない
かと思います．もう少し安価になると助かります

【教員，国立研究所，人文学】

122. 小さい大学であるため，契約する出版社数に限界がある。このため，論文検索しても論文がすぐに見ら
れないものがある。小さい研究機関にはなるべく値段設定を安くして，学術雑誌の知の共有化を進めて
いただきたい。同様に古い雑誌の論文の電子化も進んでいるが，これをなるべく適正な金額で教育機関
で利用できるよう普及を目指していただきたい

【教員，国立大学，化学】
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123. 詳細は知らないが「印刷媒体が少なくなっているのに査読料も払わず高い購読料を取っている」という
話を聞くと現在のシステムに疑問を抱く

【大学院生，国立大学，物理学】

124. 世界的な電子ジャーナルの高騰化は，全ての研究機関にとって大きな問題となっている。既に研究環境
格差が出ている

【大学院生，公私立大学，人文学】

125. 先にも記載したが本学のような弱小大学では学術情報の入手には忍耐が必要である。多くの情報を大学
の図書館がカバーできない一番の問題は価格の高騰と聞いている

【教員，国立大学，化学】

126. 大学で契約している電子ジャーナルやデーターベースの契約料が高すぎて全体の研究費を圧迫してい
ます

【教員，国立大学，工学】

127. 大学として継続的に資料の利用ができるように努める。電子ジャーナル価格の高騰化に対して何らかの
対応策を考え出す

【教員，公私立大学，社会科学】

128. 大学などの機関でないと購入できない，高額の電子版資料を，必要箇所だけ一部分の費用で購入できる
サイトとシステムがあればありがたい
129. 大学の契約範囲が狭いこと

【教員，公私立大学，人文学】

【教員，国立大学，
（不明）
】

130. 大学等の教育機関へは，無償で公開してほしい

【大学院生，国立大学，医学】

131. 大手電子雑誌業者の寡占状態による利用費の理不尽な値上げを規制する仕組みが作られるべき。著作権
についても，著者の研究活動および成果公表に不利にならない形で運営されるべき

【教員，国立大

学，人文学】
132. 大量に論文をダウンロード・印刷するのでその整理が難しい。 出版社は雑誌の購読料をとりすぎだと
思う

【大学院生，国立大学，薬学】

133. 端末の費用, コンテンツの費用を公費等で払えるかどうか分からない
134. 値段が高く，図書館で充分に揃えることができないのは問題である
135. 値段を下げてほしい

【教員，国立大学，医学】
【教員，国立大学，工学】

【教員，公私立大学，人文学】

136. 低レベルの学術雑誌が多く出版され，抱き合わせ販売により維持されていることは，憂慮されるべきこ
とである。一方で，電子ジャーナル等の価格設定に関しては，学術情報，研究情報を生み出す過程にお
ける，査読等のプロセスで，コストがかかることも，考慮されるべきである

【教員，国立大学，化

学】
137. 低価格化

【教員，公私立大学，数学】

138. 電子ジャーナル，データベースの値段が高額すぎる。安い金額で契約し，年々引き上げていく方法はフ
ェアではない

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

139. 電子ジャーナルおよび電子書籍が高価である。電子媒体と印刷媒体，あるいは電子ジャーナルの最新版
とバックナンバーの両方購入することによって２重に支払っている。電子ジャーナルには著者として，
査読者として無償で協力しているにもかかわらず，本学が高価な費用を支払って購入するのはおかしい
【教員，国立大学，農学】
140. 電子ジャーナルがあれば紙媒体の雑誌はいらないので，電子ジャーナルの利用料金を下げて欲しい。職
場で必要な雑誌が 1 タイトルでも多く閲覧できるようになっていて欲しいので

【教員，
国立研究所，

化学】
141. 電子ジャーナルが無料で利用できる図書館があるとよい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

142. 電子ジャーナルになってから，購読費（内訳）の内容が，出版社の言い値で不透明に感じる

【教員，

国立研究所，工学】
143. 電子ジャーナルの一部では，購読を中止するとバックナンバーまで閲覧できなくなるが，これは非常に
困る

【教員，国立大学，社会科学】

144. 電子ジャーナルの閲覧費用が高い
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【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

145. 電子ジャーナルの価格が高すぎる

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

146. 電子ジャーナルの価格が高騰しているという噂を聞くことがあり，将来の学術情報の入手に漫然とした
不安がある

【教員，国立研究所，複合新領域】

147. 電子ジャーナルの価格低減

【教員，国立大学，農学】

148. 電子ジャーナルの契約形態は，利用者の側にたったものとは思えない
149. 電子ジャーナルの契約料が高すぎる

【教員，国立大学，工学】

【教員，国立大学，生物学】

150. 電子ジャーナルの購読契約に関し，年々契約料が高くなるため１大学で同じ雑誌の購読を継続し続ける
ことが難しい．図書館自体というよりも地域自治体，またはもっと大きなグループ（国？）による契約
金の補助などにより，学術研究情報を確保することが強く期待される．そうでなければ，日本における
サイエンスを含む学術や研究が世界の先進国から遅れを取り，特許取得やその他の面についても大きな
損失をこうむっていくことになりかねない．日本から出版される雑誌，電子ジャーナルを増やし，海外
のジャーナル契約料を少しでも軽減できるようにしたい

【教員，公私立大学，生物学】

151. 電子ジャーナルの購読料が高く，機関契約で図書購入費を圧迫していると聞きます。電子媒体で保存し，
検索・閲覧するために必要なコストは紙媒体よりも少ないように思われます。一部の企業が独占的に電
子ジャーナルのサービスを提供しているために，不当に高い価格で閲覧せざるを得ないのではないでし
ょうか。公的な機関によるデータベースの構築と閲覧にかかるコストの削減を強く求めます

【教員，

公私立大学，社会科学】
152. 電子ジャーナルの購読料が高額で学科単位ですら購読できない。司書の数を減らして電子ジャーナルを
増やすべきではあるまいか

【教員，国立大学，工学】

153. 電子ジャーナルの値上げが多く場合によっては購読できなくなる可能性がある

【教員，公私立大学，

農学】
154. 電子ジャーナルの値段を下げたり，Nature 系の新雑誌数ジャーナルをまとめて購読すると割安になるパ
ック等を設けて機関購読しやすいようにしてほしい
155. 電子ジャーナルの無料化

【教員，国立研究所，工学】

【教員，公私立大学，物理学】

156. 電子ジャーナルの利用料が高い。ある程度客観的な指標を用いることで出版社間の格差を低減するよう，
適切に設定すべき

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

157. 電子ジャーナルの利用料金が高すぎる

【教員，国立研究所，総合領域】

158. 電子ジャーナルの料金が高すぎる。Scifinder などの利用料金が高すぎる

【教員，公私立大学，化学】

159. 電子ジャーナルは便利だが，高価であるため，将来も古い文献が利用できるか心配です

【教員，国

立大学，生物学】
160. 電子ジャーナルを利用できない文献に行き会った際の不便さが，利用できる際の利便性の高さとのギャ
ップから非常に気になる。出版社は学術雑誌についての電子ジャーナルをもっと安価で提供するべき。
出版のほとんどは研究者のボランティアであるので，印刷を必要としない出版社はそれほどのリスクを
負っていないはずなのに価格が高すぎるように感じる
161. 電子ジャーナル契約料を安くしてほしい

【教員，国立大学，生物学】

【教員，国立大学，生物学】

162. 電子ジャーナル購読料の値上げの影響で，所属研究機関で購読する電子ジャーナルの種類・範囲（年数）
を抑える必要が生じている。このままでは将来的に研究に支障が出る可能性もあるため，出版社には現
状と同等のサービスで良いので低コストで提供することを要望したい

【教員，国立研究所，地球惑

星科学ほか】
163. 電子ジャーナル等で，ある出版社が独占的な状況となっており，電子ジャーナル利用の整備が高額とな
っていること

【教員，国立大学，工学】

164. 電子ジャーナル等の購読料が高く，図書館で入手できないものがあるので，もっと安価にし，多くの研
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究者が利用できるようにして欲しい。特に，書籍に関しては，良いものを web 上で見つけても，外国の
ものを購入すると，高価であるばかりでなく，郵送に１ヶ月近くかかる場合もあり，さらに，紙ベース
のため読みにくい。図書館に電子書籍が入り，気軽に読めるようにして欲しい

【教員，公私立大学，

農学】
165. 電子化は利便性を向上させたが，経費も高騰させた。出版社系の電子ジャーナルの経費は，非常に高い
【教員，公私立大学，社会科学】
166. 電子書籍，電子ジャーナルの利用が高額すぎる

【教員，国立大学，人文学】

167. 電子書籍を含めて，資料を囲い込んで有料化し，高額の対価をもとめる傾向が強く，個々の研究者では
対応できない状況である。できれば，日本各地で利用できるような総合的な窓口をつくってほしい。閲
覧・ダウンロード件数にしたがっての課金であれば，個々の研究者にも負担が可能になる

【教員，

国立大学，人文学】
168. 電子書籍を申請する場合，もっと価格を下げても良いのではないかと思う

【教員，国立大学，農学】

169. 電子媒体で独占した上で，購入金額をつりあげることが無いようにして欲しい

【教員，公私立大学，

工学】
170. 電子媒体の場合，過去の雑誌にも課金されるので（要するに，金を払わないと過去の論文を見られなく
なる。数年分は見られるが，10 年以上前などになると出版社によっては PDF を取る事ができない）
，過
去の雑誌を閲覧できないことが良くある。これは多分に予算の問題だと思われますが，国の研究機関で
あるにもかかわらず過去の論文誌（いわゆる一流紙！）が閲覧できない状況にあるのは，大変問題です。
研究に支障をきたす

【教員，国立研究所，薬学】

171. 日本語の文献が CiNII や J‐STAGE などで取れるようになり，本当に便利になったと実感している．オン
ラインライブラリーに関しては研究所が全て費用を払ってくれているのでありがたい．個人利用は高す
ぎて手が出ない．もう少し安くなるとよい
172. 年々値上げされていく高額な利用料金

【大学院生，国立研究所，複合新領域】

【教員，国立研究所，工学】

173. 費用がかさむので利用しやすい価格に下げてほしい
174. 費用が高額となる

【教員，公私立大学，数学】

【教員，公私立大学，歯学】

175. 費用をやすくして頂きたい

【教員，公私立大学，総合領域】

176. 費用高騰，所内他研究者との分野の食い違い。費用が安くなれば，購読数は増える。電子雑誌は，買い
取りバックナンバーが，本当に将来にわたり購読可能か不安である

【教員，国立研究所，地球惑星

科学ほか】
177. 非営利団体による学術雑誌の出版が広がることに期待を持っている
178. 非商業目的の学術雑誌をサポートしていくことが必要

【教員，国立研究所，化学】

【教員，国立大学，生物学】

179. 文献検索データベースが，OUP や Cambridge UP などの大学出版会を含む海外出版社の独占的提供に
なっているのは問題。価格設定もリーズナブルとは思えない。また，せめて利用量に応じた課金制や，
大学退職後などのフリーの研究者に対する減額使用料など，こまめな対応を考えてもらいたい

【教

員，国立大学，人文学】
180. 文献情報の価格をより安価にして使いやすくしてほしい
181. 未だかなり有料の情報が多く，且つ，利用料金が高い
182. 無償または安価な利用を切望します

【教員，国立大学，工学】
【教員，公私立大学，歯学】

【その他，国立大学，農学】

183. 無償化あるいは，複数大学での購読の共有はできないのだろうか？これまでは，紙媒体だったから，所
属大学が購入する／しない，が閲覧できるかそうでないかに直結していたが，いまでは，
「所属大学が
お金を払っていないから閲覧がブロックされる」という状況であり，紙媒体の頃の感覚のままで納得す
ることが難しい。これまでは，所属大学が購入していない場合，相互利用を利用してジャーナルを購入
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している大学でコピーをしてもらい，その代金を支払っていた。しかし，現在では”そもそも”紙媒体の
ようにコピーをとらないと複製できないものではなく，電子媒体をダウンロードするのであるから，複
数大学をユニットとして電子ジャーナルを購読すれば，相互利用をつかうこともない。実際問題，他大
学に VPN で入れば，その大学に所属する者としてその大学が購読する電子ジャーナルをダウンロード
できるのだから，
「複数大学での購読の共有はできない。大学ごとに購読すべし」というのは有名無実
ではないか？また，カラーも増えているので，コピーされ送られてきてもよくわからんということもあ
るが，それも解決される

【教員，国立大学，生物学】

184. 無料で閲覧できる学術雑誌が年々減っていること

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

185. 有料で論文を取るのが高すぎる。だいたい 20 ドル/論文。もっと安くして欲しい。5 ドルぐらいに

【教

員，国立大学，医学】
186. 有料の場合，一編あたりのコストが高すぎる

【教員，公私立大学，工学】

187. 利用するための維持費と実際の利用コストのバランスが悪い
188. 利用価格が下がって欲しい

【教員，国立研究所，工学】

【教員，公私立大学，生物学】

189. 利用費用の値上げを抑制して欲しい

【教員，国立研究所，工学】

190. 利用料が高いため，地方国立を含む弱小大学での論文調査が困難になっている

【教員，国立大学，

物理学】
191. 利用料をもっと安く
192. 利用料金が高い

【教員，公私立大学，歯学】

【教員，国立大学，化学】

193. 利用料金が高額すぎること，大学によって蔵書に差があるために，利用できない文献があること

【教

員，国立大学，化学】
194. 立ち読みの機能を充実させてほしい。例えば，低料金の定額制にして

【教員，国立大学，総合領域】

195. 留学していた際，そこの研究所では全ての学術雑誌がオンラインで入手可能であった。日本の研究所で
は一部の雑誌にアクセスができなかった。予算や契約上の問題かと思いますが無料で全ての論文が入手
できればと思います。
（図書館や出版社の HP に広告を入れるなど工夫して）

【教員，国立研究所，

地球惑星科学ほか】
196. 料金が高額なものが多い

【教員，公私立大学，歯学】

197. 料金の低減化，アーカイブの低料金利用
198. 料金の定額化

【教員，国立大学，化学】

【教員，公私立大学，社会科学】

199. 料金を安くして，入手しやすくすべき

【教員，公私立大学，化学】

200. 料金を安くして欲しい→より多くの学術誌を見ることができるようにして欲しい

【教員，国立大学，

農学】
201. 論文などを有料でダウンロードする際の料金が高く，ダウンロードを諦めることが多い。１件あたりの
料金をもっと安くすれば，ダウンロードの件数が多くなると思う

【教員，国立大学，医学】

202. 論文の完全な版に簡単にアクセスしたい。アクセスに莫大な費用がかかるならば，電子図書館は失敗で
ある。おそらく，公共図書館のように公的資金を調達すべきだろう。もし，対象分野が狭く，資料が限
られており，無料では見つからなかったり大学のオンラインデータベースに収録されていない場合は，
非常に満足度が低く，高額となる ; Again, I want easy access to complete versions of articles. It defeats
the purpose of online libraries when they cost so much money to access. Perhaps they should be
publicly financed like your public library. It is very frustrating and very expensive if your field is narrow
and the sources limited and not easily found for free or in most university online databases

【教員，

国立大学，人文学】
203. 論文を読むことは研究を遂行するためには必須です。たくさんの電子ジャーナルが読めるように，電子
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ジャーナルのコストを安くしてほしい

【教員，国立大学，看護学】

204. 論文購読の単価を下げて欲しい。一報あたり 3000 円程度かかるが，これは高すぎる。よほど重要な論
文以外は購読しないので，特定のジャーナル以外は読まなくなってしまう。これでは見識が狭くなって
しまうのでは？

【教員，国立研究所，工学】

205. 論文購入価格のディスカウント

【教員，公私立大学，農学】

206. 論文投稿者ですら掲載雑誌を閲覧できないことがあるような今のシステム，研究論文の著作権の扱いに
は問題がある。そもそも投稿料，雑誌の購読料や論文の購入代金など，お金がかかり過ぎる

【教員，

国立研究所，地球惑星科学ほか】
I‐3. オープンアクセス
1.

[学術出版者が]倒産しないために電子ジャーナルで利益を得なければならないことは分かっているが，
発行後６ヶ月を経過した論文は，世界の科学研究の進展のために無料でオンライン公開されるべきだと
主張したい。また，
（もともと冊子体でのみ刊行された，著作権が消滅していない古いテキストを含む）
科学論文の，より多くのタイトルが電子ブックの形式でオンライン購入できることも強く望んでいる。
また，検索可能な電子テキストにすることは情報アクセスに必須であるため，電子ブック形式が望まし
い ; I understand that academic journals must make a profit in order to survive, but I feel strongly that
articles more than six months old should be made freely available on‐line, in order to benefit scientific
research worldwide.

I also strongly hope that scientific texts (including older texts originally

published only in paper but still in copyright) will be made increasingly available for on‐line purchase
in e‐book form, since searchable e‐texts are essential to information access

【その他，国立研究所，生

物学】
2.

１〜３ヶ月後に無料でダウンロートできるようにして欲しい

【教員，公私立大学，生物学】

3.

on line で free でできるだけ多くの文献が見られるとよい

4.

open access の原則が広範囲にいきわたることが必要．
一部の商業出版には独占的地位を利用してきわめ

【教員，国立研究所，生物学】

て高価な価格設定をしている出版社が見られる．学術出版は公共性の観点から，open access とするべき
ではないだろうか．文献参照などもワンクリックでできるようになってきているのはよいことだが，独
占化がこれ以上進むことは弊害の方が大きくなると思う．実際には，学術雑誌として出版される以前の
プレプリント・アーカイブという形態が大きな役割を既に果たしている．我々の分野では，日常的な研
究活動にはプレプリントをアーカイブからダウンロードして読むのがほとんどである

【教員，公私

立大学，物理学】
5.

open access 化を進めて欲しい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

6.

pdf をログインなしで公開してほしいと思う

7.

PDF が無料で手に入る環境がなければ入手を諦めてしまうことが自分でも多くなった。自分で出した論

【大学院生，国立大学，数学】

文がオープンアクセスでないものがほとんどなので相手には読んでもらいにくい環境になっているの
ではないかと不安になる
8.

【その他，国立研究所，生物学】

ある期間経過した古いバックナンバーの無料公開を広く展開して欲しい。購読打ち切り後もバックナン
バーの閲覧は出来るようにしてもらいたい

9.

【教員，国立研究所，化学】

ある期限（１年後など）からの電子ジャーナル利用の低価格化または無料化

【教員，国立大学，工

学】
10. ある程度時間が経った論文は無料にするなどの配慮があれば有難い

【教員，国立大学，医学】

11. インターネットがこれだけ普及しているにもかかわらず，情報系の論文誌や電子ジャーナルまでもが従
来のコスト回収手段に頼った旧態依然とした運営を続けていることが非常に疑問
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【大学院生，国立

大学，総合領域】
12. オープンアクセス化をどんどん進めて欲しいと思います

【教員，国立研究所，化学】

13. ジャーナルの pdf などを，利用者に free で公開して欲しい。料金は，論文を投稿する側に，課金して「回
収」すれば良いと思う。研究成果を投稿・公開したくない研究者はいないはずなので，それに多少多大
なお金が必要としても，出さざるを得ないと思うので

【教員，国立大学，歯学】

14. シリアルズクライシスに関して，出版社にはぜひ配慮して頂きたい。このまま雑誌の値上がりが続けば，
購読できるタイトル数は確実に減少するので，将来的に出版社も困った状況になるのでは。研究者にと
って，学術情報及び研究情報は極めて重要な位置づけであるので，継続的で建設的な方針をとって頂き
たい

【その他，国立研究所，地球惑星科学ほか】

15. すべての雑誌を無料で見られるようにしてほしい
16. できるだけ，早く open access にしてほしい

【教員，国立大学，数学】

【教員，公私立大学，総合領域】

17. できるだけ広く共有されるべきだと思う。オープンソースは望ましいが，出版者に莫大な金額を支払っ
ているのはナンセンスである。研究者は，商業出版者に利益を上げ，コントロールすることを許可する
のではなく，（自分たちで生産して）情報を無料でシェアすることを認められるべきだ ; Should be
shared as widely as possible. Open sources are preferred but paying publishers huge sum of money for
that is non‐sense. Researchers should be allowed sharing information (generated by themselves) freely
rathere than allowing the commercial publishers to earn and control it

【教員，国立大学，地球惑星

科学ほか】
18. できるだけ多くの人に広めるべきだ。特に発展途上国では，発展に役立つので。そこでは，オープンソ
ースであるべきだ ; It should reach as many people as possible. In particular in developing countries, so
that they can develop too. There, they should be there OPEN SOURCE

【教員，国立研究所，工学】

19. できれば，すべて無料で全文を閲覧できるようにしてほしい。期間に限りがあっても良いので

【教

員，国立研究所，薬学】
20. なるだけ，オープンアクセスできるようにしてほしい

【教員，国立大学，総合領域】

21. バックナンバーは無料にしてほしい

【教員，国立大学，医学】

22. フリージャーナル化を進めてほしい

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

23. フリーで利用できること

【教員，国立大学，農学】

24. フリーの学術論文を拡充して欲しい

【教員，公私立大学，歯学】

25. もっとオープンアクセスのものが増えてきてほしいと思う

【大学院生，国立大学，医学】

26. より多くの雑誌がオープンアクセスになることが望ましい ; more open source journals would be
desirable

【教員，公私立大学，人文学】

27. リポジトリにおける「author ver.」の論文は，内容の参照になるが，引用時にはページ数などの書誌情
報や，表現の同一性の保持が必要になるので，結局，有償で入手したりしなければならなくなったりす
る

【教員，国立大学，複合新領域】

28. 維持費を発表者あるいはコミュニティ負担にして，オープンアクセスにしてほしい

【教員，国立研

究所，総合領域】
29. 一部の電子ジャーナルでは最新版が利用できないので，利用できるようにしていただきたい。あと，利
用料金の値下げや一定期間後は無料で利用できるようにしていただきたい

【教員，公私立大学，社

会科学】
30. 閲覧の無料化，ジャーナルの多様化に対してのある程度の歯止め

【大学院生，国立大学，総合領域】

31. 閲覧可能電子雑誌数のさらなる充実。そのための，出版社のライセンス費用の圧縮

【教員，公私立

大学，総合領域】
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32. 可能な限りオープン（タイトルだけでなく本文についても）にして欲しい

【教員，公私立大学，社

会科学】
33. 科学と人類の利益のために，無料アクセスにすべきだ ; Should be free access to all for the good of
【教員，国立研究所，農学】

science and humanity

34. 科学の進展のために，学術情報は無料であるべきだ ; Academic information must be free for the
【教員，国立研究所，化学】

advancement of science

35. 各図書館経由でジャーナル等を閲覧する場合には，日本の出版社は最新版まで全て自由に閲覧できるよ
う開放してもらいたい

【教員，公私立大学，農学】

36. 学術雑誌については，4 年を経過した段階で著作権・所蔵権を放棄し，公的な機関で Web 閲覧可能な形
にするべきである

【教員，公私立大学，人文学】

37. 学術情報に無料でアクセスしたい ; Iʹd like to get free access to academic information

【教員，国立

大学，物理学】
38. 学術情報はもっと無料でアクセスできるようになるよう望む ; I wish that academic information
become more free access

【大学院生，国立大学，生物学】

39. 学術情報は出版者グループが出版するためのものではない。特にインターネットでは，出版費用はネッ
トワークサーバーのランニングコストと同じくらい低額なはずなので，受け入れがたい ; Academic
information should not be used for publishing groups to publish. Particularly with the internet, where
potential publishing costs are as low as running a network server, this is entirely unacceptable

【大学

院生，国立大学，物理学】
40. 学術情報は本来，全人類が共有すべき財産で，その配布や閲覧で私企業が利益を上げることは，将来的
には成立し得ないビジネスになると思う

【教員，国立研究所，工学】

41. 学術情報流通が，民間出版社の金儲けの材料となっていることは，問題であり，早急に改善されるべき
【教員，国立大学，化学】
42. 学術的利用の為には，できるだけすべての論文資料を無料で on‐line 上に公開して，ダウンロードでき
る時代が来て欲しい。大学のネットワークを利用しても入手できないものがまだあるので，それが残念
【教員，公私立大学，人文学】
43. 学術目的の論文のダウンロードは全て無料にしてもらいたい

【教員，国立研究所，総合領域】

44. 学術利用のための学術論文のオープンアクセスを支持する ; I support open access of all research
articles for academic use

【教員，国立研究所，化学】

45. 学術利用や研究目的に関する情報の無料公開

【教員，公私立大学，化学】

46. 学術論文については公表が主たる目的であるから，できるかぎり多くの電子ジャーナルの本文をデータ
ベースに保存し，必要に応じてダウンロードできるようにしてほしい。自宅や学外からでもアクセスで
きるようになると研究がはかどる
47. 学術論文は原則無料配布すべし
48. 旧い論文は無料化すべき

【教員，国立大学，社会科学】
【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

49. 教育（授業）利用への無償または廉価での提供を拡大して欲しい

【教員，国立大学，社会科学】

50. 経済的な理由により学術雑誌へのアクセスが困難になることは，社会全体の成長に悪影響を及ぼす。出
版業は公的サービスになってもいいのではないか？

【教員，国立研究所，化学】

51. 購読料の引き下げ。出版後 1 年経てば無料で公開する，また Open access 誌にするなど，さまざまなモ
デルが今後も広がってほしい

【教員，国立大学，医学】

52. 購読料の引き下げ。出版後 1 年経てば無料で公開する，また Open access 誌にするなど，さまざまなモ
デルが今後も広がってほしい
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【教員，国立大学，医学】

53. 最新の資料が有償なのは仕方ないですが，出版後，数年が経過した古い資料は無償で提供してくれる出
版社も見られます。古い資料についてはぜひ，より多くのものが自由に見られるように提供していただ
けると助かります

【教員，国立大学，工学】

54. 雑誌への著作権譲渡の問題。自由に自分の論文をウェブサイトなどで公開し，多くの人に知ってもらう
チャンスがなくなる

【大学院生，国立大学，人文学】

55. 自著論文は一定期間がたてば著者の HP で公開できるようにして欲しい

【教員，国立研究所，工学】

56. 自分たちが働いている国の公的資金を使って学術論文のアクセスのための支払いをすべきではない。合
衆国の NIH は，こうした政策を出版者に施行している ; We should never have to pay to access research
articles done using public funds from the country where we work. I think NIH in US enforced this kind
of policy on publishers

【教員，国立研究所，総合領域】

57. 主に日本の論文について，web における本文公開の進展（海外の研究者から，論文を複写して送ってほ
しいという依頼をよく受けますが，それは需要に比して公開が進んでいないことだと思います）

【大

学院生，公私立大学，人文学】
58. 出版社への要望：学術誌のオープンアクセスの促進。学術誌の高騰の抑制。ビッグディール（パッケー
ジ契約）に代わるモデルの提示

【その他，
（不明）
，総合領域】

59. 商業主義的な著作権保護の観点のために，コピーの入手に時間を要するようになってきた。現実的では
ないが，全てのジャーナルが PDF で公開されてフリーでダウンロードできるようになっているのが利
用者としてはありがたい

【教員，国立研究所，生物学】

60. 無料のオンライン論文を増やして欲しい
61. 無料公開

【教員，国立研究所，医学】

【教員，公私立大学，人文学】

62. 有料期間の設定を短くしてほしい。自身の HP などでもダウンロードを可能にしたい

【教員，公私

立大学，人文学】
63. 洋書購読費が図書経費を圧迫しており，小さな研究機関ではタイトル数を減らす傾向がある．被引用数
アップのためには費用軽減策が必須．電子化のおかげで別刷り代が不要となったので，それを投稿料と
して徴収し編集経費に充てて欲しい．究極的にはフリージャーナル化がベスト．最近ではアクセスフリ
ー権の買い取り（論文単位でのフリー化）もある．次善の策だが拡充してほしい

【教員，国立研究

所，地球惑星科学ほか】
I‐4. 電子化
1.

「自炊」という行為が話題になっています。理系の，ビジュアル性に優れた，しかし，非常に重い書籍
こそ電子化されるメリットが大きく，学生たちに利用させるには良いと思われますが，うまく利用でき
る状況にはなっていないと思います。これは近い将来，ほぼ確実に問題になることではないかと思いま
すので，特に出版社の方には早期の対応をお願いしたいと思います

2.

【教員，公私立大学，農学】

Google Books はキーワードで思わぬ本が発見される。まだアメリカの図書館にしか日本の書籍が電子化
されていない。もっとどんどん書籍の電子化をしないと，研究の速度が遅くなる

【教員，
（不明）
，

社会科学】
3.

PDF ファイルがある場合とない場合があるが，利用する側としては，pdf ファイルがダウンロードでき
ればありがたい

4.

【教員，国立研究所，工学】

オンラインで即座に利用できない論文は，現在において，非常にその価値を低めていると思う

【教

員，国立大学，生物学】
5.

オンライン化を進めないと，世界に遅れる

【教員，公私立大学，社会科学】

6.

ここに書くのはおかしいかもしれませんが所属機関の紀要を電子ジャーナル化してほしい

【教員，
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公私立大学，歯学】
7.

とにかく日本は電子化が遅れていると思う。特に，大学紀要はその性質上利益よりも広く読んでもらう
ことの方が重要であるはずだから，大学紀要だけでも早く電子化を進めて欲しい

【大学院生，
（不

明）
，人文学】
8.

フォーマットは PDF に統一してほしい

【教員，国立大学，化学】

9.

印刷物をすべて電子版でも発売してほしい

【教員，公私立大学，生物学】

10. 印刷物を閲覧することは機会が少ないため，研究室で閲覧できる電子書籍の導入をさらに活性化してい
ただければ幸いです

【教員，公私立大学，薬学】

11. 過去発刊された紙媒体の情報入手が「品切れ」とある文献資料について，できる限り「キィワード」検
索で一部頁が閲覧可能になれば，高価書籍という対象が氷解できること。古書店の主人には嫌われるが，
学術資料の本来の目的はこの点にあると考えたい！

【教員，公私立大学，人文学】

12. 既存蔵書の電子化は遠い道のりかもしれませんが，利用者からは有益と思います

【教員，公私立大

学，総合領域】
13. 現在紙媒体でしか存在しない文献の電子化(かなり古い文献もあるので技術的に難しいかもしれないが)。
現状では紙でしか存在しない文献に関しては文献複写を行い，自前で電子化しています。また他図書館
に対しての文献複写も電子化されていればそういったやりとりも簡便に活発になると思います
【
（不明）
，
（不明）
，医学】
14. 古い書籍は，廃版にするなら無料でアップロードしてほしい
15. 古い書籍も電子化を進めてほしい

【教員，国立研究所，工学】

【教員，国立研究所，化学】

16. 古い文献も電子化され，かんたんに入手できるものも増えてきているが，一方で，冊子体の文献は，紙
の劣化等，保存状態が悪いものが増えている。冊子として利用できなくなる前に，電子化が急務の文献
を，的確に選択する研究者集団が必要と考える

【教員，公私立大学，社会科学】

17. 購入図書を減らしてでも電子媒体の有料の情報を無料で利用できるようにしてほしい

【教員，国立

研究所，薬学】
18. 今は大量の時間を印刷体の論文の探しとコピーに費やしています。そのような時間をもっと研究自体に
有効に使ったほうがよいでしょう。なので，電子データの形で販売してほしいです

【大学院生，公

私立大学，人文学】
19. 最新の論文だけはフリーで読める論文誌（１ヶ月数年ほど過ぎると契約しないと読めなくなる）があり
ますが，どんな論文誌かを知るのにもとても良いと思います

【教員，国立大学，工学】

20. 雑誌も良いが，書籍の電子化を推進して欲しい。専門書は絶版が多く，入手困難なものが多い。電子化
していただけると助かる

【教員，国立大学，数学】

21. 参考書の電子化対応を進めてほしい

【教員，国立大学，総合領域】

22. 私の場合，けっきょく印刷して読むしかない。パソコン上の画面では目が痛くなるし書き込みもできな
いからである。いまのところ，19 世紀の校訂版などで入手が不可能な場合のみ，それが電子書籍化（本
の写真版）されていればありがたたく利用させていただいている

【教員，公私立大学，人文学】

23. 紙の論文として持つのが非常に負担になったため，もう論文を印刷する事は基本的になくなっています。
そのため，論文等は電子媒体で出版してほしい。専門書に関しても印刷物で持った方が使いやすい場合
と，それよりも電子媒体で持った方がかさばらずにメリットが大きい場合があります。基本的に（安価
な）電子書籍として出版し，
（多少高額になっても）必要に応じてオンデマンドで製本できる体制が整
ってくれるとありがたいと思う

【教員，国立大学，工学】

24. 紙媒体での保存も難しくなってくるような古い雑誌のバックナンバーの電子化，紙資料の電子化。1940
年代前後の資料の一発検索化がもっと自由にできるようになるといいと思う
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【教員，公私立大学，

人文学】
25. 紙媒体の書籍が品切れになった場合，古書としては非常に手に入りにくい部類の本がある。そのような
本は，紙媒体の再版の予定がない，困難な場合，電子媒体で出版することも視野に入れてみてはどうか。
古本市場に出回らない，非常に高価な値がつく等，古書市場の傾向を調べてみれば，判断可能ではない
か

【大学院生，公私立大学，人文学】

26. 紙媒体の蔵書を自由に電子媒体で利用可能にして欲しい。理由は１．古いものの劣化が激しい。２．書
籍へのアクセスが時間・場所両方で制限されすぎ(図書館のある場所に，図書館の開いている時間に行か
ねばならない)。３．貸出中の場合の順番待ちが大変

【大学院生，国立大学，物理学】

27. 自然科学の学会では，学会誌の論文本文の PDF がごく普通に手に入るが，人文・社会科学関係は殆ど
そうでは無いようで，調べる必要がある時に唖然とすることがある．日本全体で，学会誌の電子化，全
論文の無料 PDF 化が求められる

【教員，公私立大学，地球惑星科学ほか】

28. 出版社には，専門書を絶版にする際には電子版を図書館のアーカイブに入れるなり，ウェブ上に公開す
るなりしてもらえればうれしい

【教員，国立大学，複合新領域】

29. 出版社は，有料でも雑誌のバックナンバーをオンラインで閲覧できるようにしてほしい

【教員，公

私立大学，社会科学】
30. 所属大学の雑誌の電子化が遅れている。海外の人に読んでもらうには，刊行されたら早急にＰＤＦで公
開してほしい

【教員，公私立大学，人文学】

31. 書籍・雑誌をテキストデータで電子化してもらいたい。電子書籍の研究費での購入が困難であるため，
大学の決済システムとの対応を積極的に行ってもらいたい

【教員，国立大学，社会科学】

32. 書籍に関しては電子化が遅れている。出版をめぐる法的制度が異なるからかもしれないが，アメリカで
は，教科書になっている(有料)書籍が PDF 化され無料で入手できるものもある。古い書籍であれば，図
書館のサーバ上に PDF 化されたものが蓄積されるものもある。
こうした状況が日本でも可能になれば，
わざわざ図書館に行かなくても自宅からアクセスし，学習，研究環境が向上し，学習，研究意欲が向上
する。さまざまな情報に机に座っていながらアクセスできれば，知的に興奮することができる。こうし
た環境を実現できれば，
・・・

【教員，国立大学，社会科学】

33. 書籍の中のチャプター毎の販売を電子ファイルの形で切り売りできるとありがたい

【教員，国立研

究所，工学】
34. 書籍の電子ファイル化はすぐにも利用できるため，非常に便利だと思い，ぜひこの方向へと発展して頂
ければと思う

【大学院生，公私立大学，社会科学】

35. 書籍会社，特に教科書系の書籍会社は電子出版に積極的でない

【教員，公私立大学，総合領域】

36. 書籍中の論文も，購入しなくても閲覧できるようにしてほしい

【教員，国立大学，総合領域】

37. 人文系の雑誌は，紀要等マイナーな雑誌は比較的電子化されているが，学会誌はあまり電子化されてい
ない。私の専門分野である歴史学はほぼ電子ジャーナルがない。とにかく電子ジャーナルの数を増やし
てほしい

【大学院生，公私立大学，人文学】

38. 図書館の存在意義が変化している。米国では，図書館は閑散とし，利用者がほとんどいない。多くの学
生，研究者がネットを経由し，情報を探している。図書館の機能としては，電子ジャーナルとの契約を
進め，利用者への利用の便宜を図る必要がある
39. 図書館は，保有する全書籍をＰＤＦ化するべきだ

【教員，公私立大学，地球惑星科学ほか】
【教員，国立研究所，化学】

40. 図書館へ本を借りに行く時間もないので，オンラインで調べて予約したら届けてくれると助かるが，図
書館業務の手間が増すだけなので，すべての書籍について電子化の推進を希望する

【教員，国立大

学，農学】
41. 図書館宛:紙による閲覧が困難な重要古書を公開して頂けば普遍事項を現代に生かせると私は考えます
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【大学院生，公私立大学，工学】
42. 全ての科学雑誌に投稿された論文を pdf ファイルとしてダウンロードできるようにしてほしい

【教

員，公私立大学，工学】
43. 全ての学会がオンラインジャーナルを発行しているとは限らず，ジャーナルの入手性に差が大きい。で
きるだけ，オンラインジャーナルを発行して欲しい

【教員，国立大学，総合領域】

44. 全ての学術雑誌論文の PDF がインターネットから入手できること
45. 全ての雑誌の電子ジャーナル化を望む

【教員，国立大学，工学】

46. 全ての文献が電子媒体化されることを望む
47. 全論文の PDF 化

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，公私立大学，農学】

48. 多くの分野では，最新の成果，研究の到達レベルが重要であって，古い論文をわざわざほじくり出して
きて読む必要は，ほとんどないのかもしれない。ただ，それが必要な分野では，雑誌の古いバック・ナ
ンバーもどんどん内容をデジタル化して，オンラインで閲覧できるようになれば，とてもありがたい。
しかし，そんなことに投資する余裕は，ないのであろう
49. 多くの文献の電子化を早急に進めて頂きたい

【教員，公私立大学，人文学】

【教員，公私立大学，社会科学】

50. 大学紀要などの研究機関で発行される学術誌の電子化を進めてほしいとおもいます

【大学院生，国

立大学，人文学】
51. 著作を電子化することで，著作を印刷しない方向にしたいならば，まずは PC などのディスプレイによ
る目への負荷を軽くする必要がある。電子ペーパーなどを普及させて始めて，電子化への移行が推奨さ
れるべきであるように思われる

【大学院生，公私立大学，社会科学】

52. 著作権が切れた古い出版物の電子化をお願いしたい。とくに研究の基礎資料となるも原本が入手（閲覧）
しにくい書籍の電子化を希望する

【教員，公私立大学，人文学】

53. 著作権の問題があるとは思うが，出版社も電子出版を積極的に進めて欲しい

【大学院生，公私立大

学，人文学】
54. 電子閲覧できる媒体をもっと増やしてほしい。特に社会科学系の日本語文献は，電子媒体で入手するこ
とが現状ではとても難しく，かつ出されている雑誌が限られた図書館にしか入っていないため，資料集
めにとても苦労する

【大学院生，公私立大学，社会科学】

55. 電子化されていない本や雑誌，バックナンバーをデータ化してほしい

【大学院生，国立大学，化学】

56. 電子化されていない論文，されているが入手困難または高額の論文が少なくなれば望ましい

【教員，

国立大学，地球惑星科学ほか】
57. 電子化を進めてほしい

【教員，国立研究所，工学】

58. 電子化を進めて欲しい

【教員，公私立大学，人文学】

59. 電子書式のフォーマットの共通化と構造化を進めて欲しい

【教員，国立研究所，工学】

60. 電子情報は，一覧性や読みこなすには難があるが，世界との交流にためには今後不可欠

【教員，公

私立大学，社会科学】
61. 電子媒体での閲覧の場合，自由に書き込みができない点に問題がある。そのため，pdf を印刷して閲覧
することも多い。今後，この点をぜひ改善して頂きたい

【教員，国立大学，人文学】

62. 読みたい雑誌が，他の研究科にしかないと，時間の都合などもあり，なかなか入手できないが，電子ジ
ャーナル化してあるととても助かる。もっと多くの文献を電子ジャーナル化してほしい

【大学院生，

国立大学，社会科学】
63. 日本語の学術雑誌や大学紀要を，ScienceDirect なみに使いやすくしてほしい

【教員，公私立大学，

社会科学】
64. 日本語の法学系の論文・雑誌記事・書籍についても，電子媒体で購買できるように改革していっていた
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だきたい

【
（不明）
，
（不明）
，社会科学】

65. 日本語研究書の電子書籍への切り替えがあまりにも遅い。研究，教育，家庭のあいだで時間のやりくり
をしている身としては，ダウンロードで書籍が借りられるシステムが切に欲しい。例えば眠っていて他
の利用者に迷惑をかけないことがわかっていても赤ん坊や子供を背負って図書館へ行くわけにはいか
ず，細切れの時間を有効利用する上で，電子化は鍵である
66. 配信規格の統一化

【教員，公私立大学，人文学】

【教員，国立研究所，複合新領域】

67. 必須の古典，稀少な絶版書のデジタル化

【教員，公私立大学，社会科学】

68. 必要な古い論文が電子化されていない場合，入手が不可能になる

【大学院生，国立大学，畜産学・

獣医学】
69. 品切れになっている本が，文系であれば特に多くなるが，古本市場でも値段が高騰している場合があり，
また図書館に所蔵している本も劣化が激しく，コピーを取るだけで壊れそうになることがある。いずれ
も，電子化によってある程度解決が可能と思われるので，資料の包括的な電子化に向けて舵を切ってい
ただきたい。出版社においても，著作権の問題・デジタルコピーが出まわることによる問題は残るが，
学術研究のため，研究者に無用の負担（古本市場で高騰した価格は，出版社の利益にはならず，もっぱ
ら研究者の負担になる）がかからないよう，電子化にご協力いただきたい

【教員，公私立大学，社

会科学】
70. 分館の蔵書が少なすぎる。電子化をとにかくして欲しい

【大学院生，国立大学，医学】

71. 文学全集の本文検索をしたい場合，本文が電子化されていると非常に便利なので，お願いしたい

【そ

の他，公私立大学，人文学】
72. 文字を画像としてではなく，テキストデータとして埋め込み，拡大できるようにしてほしい

【教員，

公私立大学，社会科学】
73. 法律に関する日本語のデータベースは未だに DVD で配られてるものがあり，インターネット経由でア
クセス出来ないことがある。これは不便(例えば，最高裁判所判例解説 DVD)。また，商事法務や，NBL，
TKC は VPN 経由でのアクセスを許していない。これも不便。博士課程の私には印刷する費用を補助し
ていただけると助かります。(今は，5000 円分のコピーカードをもらっています)。専門分野の英文の教
科書が二三年に一度改定されるが，それについていっていない。どうやって購入してもらえるのかも良
く分からない。最後に，Bloomberg/CapitalIQ/Datastream/Wharton Research Data Services のどれにも
入ってないのは問題だと思います。他の研究科に一部は入っているようですが

【大学院生，
（不明）
，

社会科学】
74. 無断印刷配布ができないシステムの確立

【教員，公私立大学，農学】

75. 有料でもオンラインで見たい論文があるので，早めに電子化してもらいたいです

【大学院生，国立

大学，人文学】
76. 要望としてすべての紙ベースの本を電子化してほしい。そして，汎用の電子端末でそれらを簡単に利用
できるようにしてほしい

【その他，国立研究所，総合領域】

77. 利用に関し問題ということではないが，その前提となり，
， 利用環境の向上に問題がある。１. 科研費
補助の学会雑誌・年報類（例：年報政治学，行政研究，地方自治叢書？）は，３年後には，ネットで読
めるようにしてほしい。したがって，出版社には，この点を了解してほしい。２. 科研費報告書は簡単
な概要だけであり，これでは研究成果が共有できないので，至急，全文をＵＰしてほしい

【教員，

公私立大学，社会科学】
78. 論文が電子化され，web 経由で閲覧できると便利
79. 論文の電子化が進み，アップロードが増えればよい
80. 論文の電子化を更に進めてほしい

【大学院生，公私立大学，社会科学】
【教員，国立大学，人文学】

【教員，公私立大学，総合領域】
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81. 論文は電子化が当然の時代になったのに，書籍の電子化が全く進んでいない

【教員，国立大学，社

会科学】
82. 論文検索で見つかったものの，電子化されておらず，タイトルだけのものがある。やはり古い雑誌でも
論文は電子化して欲しい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

I‐5. 絶版書籍の電子化
1.

使用頻度は少ないが，絶版になった書籍の中には復活して欲しいものがいくつかある。無料か，低価格
で閲覧したい

2.

【教員，国立研究所，複合新領域】

出版社に。長らく絶版となっている重要な書籍，特にマイナーな分野で絶版となっている書籍を再刊し
てもらいたい。また研究成果が学術書ばかりでなく一般書として一般の人々や社会に還元されることが
必要だと思う

【大学院生，国立大学，人文学】

3.

絶版された学術書を電子化して見られるようにしてほしい

4.

絶版で手に入らない，身近な図書館にもないというのが一番困ります。読みたいときに読める，入手で
きるようなシステム作りをして欲しい

5.

【教員，国立研究所，工学】

【教員，
（不明）
，人文学】

絶版とかで入手困難になっている書籍に関しては，web 上で閲覧できるようにしてほしい

【大学院

生，公私立大学，人文学】
6.

絶版となった図書を電子図書として復刻していただきたい

【教員，国立研究所，化学】

7.

絶版となった専門書籍の電子書籍化を推進して欲しい

8.

絶版となった本で古書としても手に入りにくいものを他機関から借りても，５０％までの複写しかでき

【大学院生，公私立大学，社会科学】

ないのは問題がある。例外措置が可能かどうか検討してほしい
9.

【教員，公私立大学，数学】

絶版となっている教科書等の（紙媒体または電子書籍による）オンデマンド出版

【教員，国立研究

所，工学】
10. 絶版になった書籍は出版社が責任を持って PDF ファイルを公開し，入手可能な状態にしてもらいたい
【教員，公私立大学，数学】
11. 絶版になった書籍を電子書籍化してほしい

【大学院生，国立大学，物理学】

12. 絶版になった良書（教科書）は，電子媒体で閲覧できるようにしてもらいたい

【教員，国立大学，

地球惑星科学ほか】
13. 絶版になっている書籍は全てオンデマンド購入が出来るようにして欲しい。絶版になっている書籍の中
でも特に古いものは，禁退出になっていることが多く，図書館経由でも手に入れることができない。本
体を見なければ必要な部分が不明であるため，複写依頼も出来ない

【大学院生，国立大学，社会科

学】
14. 絶版になっている文献は有料でかまわないのでぜひ電子書籍にしていただきたい

【大学院生，公私

立大学，社会科学】
15. 絶版になってしまった図書は電子媒体でダウンロードできるようにして欲しい．
（無料が嬉しいが，そ
）
うも行かないとは思う．

【大学院生，国立大学，生物学】

16. 絶版書籍については，電子版を販売して欲しい
17. 絶版書籍の電子データでの提供

【大学院生，国立大学，社会科学】

【教員，国立研究所，工学】

18. 絶版等になっており購入による入手が困難な（出版社にとって販売・在庫消化の必要がない）本につい
ては，研究・教育目的のために電子化・公開していってほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

19. 絶版本が引用されている場合には非常に困る。そのような本は電子化してほしい
所，複合新領域】
20. 絶版本の電子書籍化
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【大学院生，国立大学，総合領域】

【教員，国立研究

21. 専門書で絶版になっている本も多いので，電子化してオープンアクセスにして欲しいです

【教員，

国立大学，総合領域】
22. 必要な文献が絶版になっていることが多く手に入りづらい

【大学院生，公私立大学，人文学】

23. 邦文の専門書は絶版が多い。日本の出版社は電子書籍化を迅速に進めてほしい。専門書の筆者の多くは
版権の保護よりも広く読まれることを望んでいる

【教員，国立研究所，物理学】

24. 明治期の初版本などの資料をリプリント版などで出版して欲しい

【大学院生，公私立大学，人文学】

25. 欲しい教科書が絶版になっていることがある．印刷体としては絶版になったとしてもせめて電子書籍と
して残して欲しい

【大学院生，国立大学，物理学】

I‐6. 電子書籍
1.

ebrary は心理学関係の書籍の蔵書が限られており，利用したい本が入っていないことがしばしばある。
今後，社会科学の蔵書を増やしてほしい

2.

【教員，公私立大学，社会科学】

学内でもとくに貸出頻度の高い研究書，各分野の必須文献等については，図書館のホームページを通じ
て電子書籍が利用できるようになればいいと思う

3.

【大学院生，国立大学，人文学】

教科書の電子書籍化。電子ジャーナルのバックナンバーの充実。日本の出版社の不透明な版権管理の慣
行の廃止。何故日本で電子書籍化がすすまないのか，出版業界に大いに問題あり。日本語離れがますま
す進むであろう

【教員，公私立大学，社会科学】

4.

今後，書籍は紙媒体版と電子版との２種類を出版してほしい

【教員，国立大学，人文学】

5.

借りたい時に英語の学術図書が充分ないことがある。オンライン版の電子ブックの種類が少ない。大学
図書館は電子ブックを定期購読すべきだ。学生のための電子教科書は，図書館に足を運ばなくても借り
られる ; There are not enough English academic books in my library which is I can borrow. There are
not many variety of free eBooks online. University libraries should subscribe to eBooks/ eTextbooks as
students do not have to go to the library to borrow books

6.

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

従来書籍媒体のものであったものが，現在は電子媒体になったりする場合がありますが，そのつなぎが
学校の図書館などでできていればいいと思います。当の出版社でもできることではありますが

【大

学院生，国立大学，人文学】
7.

出版社は，いかなる分野の印刷書籍といえども，コスト的にペイする出版部数が期待できなければ，ま
ず Go サインは出さないのが普通だ。しかし，これでは，特に現代の英知が結集した学術研究分野の出
版物が，教科書的なものを除いて，一般人の目に触れる機会は，ますます少なくなってしまう。これを
打開するために，有力な出版社，ないしは出版業界が協力して，
「専門知」を「一般知」に転換するた
めの電子書籍を充実させることに努力してほしい

8.

【教員，公私立大学，社会科学】

出版社への要望：電子書籍フォーマットの統一あるいは相互閲覧性の確保を

【教員，国立大学，生

物学】
9.

図書館が電子書籍の和書コンテンツをもっと積極的に導入すべきであると考える

【教員，公私立大

学，総合領域】
10. 図書館で雑誌，書籍を全て揃えるのは予算，スペースの関係で難しいので，kindle など電子書籍を活用
すればよいとおもう。図書館で kindle などの電子書籍の貸し出しなどがあれば，便利だと思う

【大

学院生，公私立大学，社会科学】
11. 正規の電子書籍というより，いわゆる「自炊」した論文や書籍を読むことがほとんどである。
「自炊」
は PDF 化がほとんどであるが，この場合，下線を引きながら読むことやコメントを付しながら読むこ
とが不便である（PC や iPad であればできなくはないが）
。Kindle など，目にやさしい e‐ink 系のデバ
イスで読むことを主としているため，現状の出版状況・図書館でのデータベース状況に対する不満は「不
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足」の一言に尽きる

【大学院生，公私立大学，社会科学】

12. 全書籍を早く電子書籍にして欲しい（Amazon に日本の書籍市場が席巻されても別に構わない）

【教

員，公私立大学，化学】
13. 電子ブックはより広範に利用できるべきだし，電子ジャーナルの論文と同じように，機関内でより多く
のタイトルを利用できるようにすべきだ。同じように会議録を利用できるようにするのも，有益だ ;
E‐books should be more widely available, and in a larger selection of titles, within institutional settings,
similar to the availability of journal articles. Similar availability would be beneficial for conference
proceeding papers as well

【教員，公私立大学，工学】

14. 電子書籍がもっと容易に利用できるようにして欲しい。まだ特定の分野に偏りがち。また値段も高いよ
うなのでもっと安価になれば利用しやすくなると思う

【教員，公私立大学，社会科学】

15. 電子書籍に関しては商用利用と絡めて，DRM 等の利用制限がどの程度かかるか分からず，利用に不安
がある

【教員，国立研究所，総合領域】

16. 電子書籍のさらなる採用
17. 電子書籍の拡充

【大学院生，国立大学，医学】

【教員，公私立大学，生物学】

18. 電子書籍の購入が本学図書館では少ない
19. 電子書籍の充実

【教員，国立大学，農学】

【教員，国立研究所，化学】

20. 電子書籍の出版数を増やしてほしい。また電子書籍は印刷物より安価にしてほしい

【教員，国立研

究所，総合領域】
21. 電子書籍の利用方法については，分野別に案内してほしい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

22. 電子書籍は印刷ができず端末で閲覧するしかないが，研究上は該当部分のみを印刷する等が必須なので，
書籍のコピーと同じレベルなら印刷出力が可能といった機能がないと研究には使いづらい。現在は物理
的書籍をＰＤＦ化したものがもっとも使いやすいように思う

【教員，公私立大学，社会科学】

23. 日本語の電子書籍：流行りものが中心で翻訳ものはわずかであり，点数が少なすぎる。人文科学系の古
典となっているものくらいは，すべてそろえてほしい

【教員，公私立大学，人文学】

24. 本学図書館は，論文だけではなく，電子ブックも大学内のみ利用可能である。ほとんどの図書は冊子体
であり，扱いが不便である ; Not only articles, the my university library should make access to e‐books
at least accessible in the university. Many books are in printed format and is inconvenient to handle
physically

【大学院生，公私立大学，社会科学】

25. 利用する必要のある電子書籍は，図書館等で利用できず，個人で契約せざるを得ない状況にあり，経済
的負担が大きい

【教員，国立大学，社会科学】

26. 利用できる電子書籍が十分でない。特に小さい出版社の雑誌が読めない。日本の出版社の対応が悪い
【教員，国立大学，医学】
I‐7. 研究費等での購入
1.

PDF が利用できる文献でも，大学が契約していない場合個人払いとなる。このような場合，複写サービ
スのように図書館でダウンロード（購入）して，教員に配付して配付してもらえるとありがたい

【教

員，公私立大学，農学】
2.

PPV を研究費で利用できるようにして欲しい

【教員，国立研究所，生物学】

3.

PPV を個人のクレジットカードではなく使えるような，システムがあればよい

【教員，公私立大学，

化学】
4.

研究費で購入できるのかが不明．安価で利用できるなら利用したい

5.

研究費で電子図書の購入を可能にしてほしい。例えば，実験実習費等
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【教員，国立大学，工学】
【教員，公私立大学，複合新

領域】
6.

購読していない論文をネットで購入できる仕組みを整えてほしい。研究費では，クレジットカード決済
が，事実上許されていないので

【教員，国立研究所，工学】

7.

支払いを公費対応にしてほしい

【教員，国立研究所，工学】

8.

出版社で購入する場合日本の出版社ならそのサイトで委託して研究費で購入できるが，外国の場合でき
ないか，または手続きが複雑なので私費で購入することになるので，図書館または出版社が大学と提携
して簡単に研究費で購入できるともっと利用する

9.

【教員，公私立大学，人文学】

所属研究機関の個人研究費が年度単位決算となっているため，他の研究機関から図書館経由で文献の複
写を購入する場合，校費での購入が 12 月までとなっている（１〜３月は私費購入）
。科研費では繰り越
し等の流動的な使用が可能になりつつあるので，このあたりも流動的な運用を可能にして欲しい
【教員，公私立大学，総合領域】

10. 書籍・雑誌をテキストデータで電子化してもらいたい。電子書籍の研究費での購入が困難であるため，
大学の決済システムとの対応を積極的に行ってもらいたい

【教員，国立大学，社会科学】

11. 大学が購読していない場合，出版社から電子ジャーナルの論文を有料でおとせることが多い。その場合
の費用は異常に高額であることが多く，またクレジットカードの支払いを研究費で処理する不便さから，
実際に利用することは少ない。しかし，こうした 1 本単位の論文ダウンロード料を低額化し，かつ費用
を研究費でおとす仕組み（例えば，図書館がダウンロードを代行し，費用を研究者に求めるとか）を整
えることで，有料ダウンロードできる電子ジャーナルの種類を増やすことはできないだろうか

【教

員，公私立大学，総合領域】
12. 電子ジャーナルで購入した論文の研究費での決済の迅速化を切望します

【教員，公私立大学，人文

学】
13. 特に，IEEE 系の Proceedings や Transactions について，必要な分だけを購入するための手続きを分かり
やすく簡便にするべき

【大学院生，国立大学，工学】

14. 発注図書の納入期間の短縮をお願いしたい

【教員，公私立大学，農学】

15. 必要な論文が電子ジャーナルまたは印刷体の雑誌で利用できないとき，公費で購入する場合のタイムラ
グ

【教員，国立研究所，化学】

16. 有料である場合，個人ではなく大学や研究所で支払いをするシステム

【教員，公私立大学，歯学】

17. 論文を download した場合，公費請求可能な領収書の発行機能（操作簡単である必要がある）の整備
【教員，国立研究所，工学】
I‐8. 全般（印刷体を含む）
1.

Web は始まった時から当たり前として使っているが，電子機器を使って「読む」という行為を行わずに
成人した私は，やはり印刷された雑誌も存続して欲しい

2.

【教員，国立大学，医学】

Web 化は便利さの向上に寄与しているが，その一方で，意図的に検索しなければ発見できないというデ
メリットもある。実際，興味深い論文などを発見するときというのは，意識的に探索するケースよりも，
偶然，図書館などで手にとってパラパラと目次に目を通しているときに見つかったというケースのほう
が多いように感じる。その点で，Web 化と同時に紙媒体での公刊というのを維持してもらいたい

【教

員，公私立大学，社会科学】
3.

word を使用して論文の執筆をしますが，それをプリントアウトして読んでみると，ちょっとした誤字
脱字から始まって，論理構成の破綻など，画面上では気がつかなかった問題がいくつも現れてきます。
同様に高度な学術論文も，画面上で読むことはほぼ不可能で，プリントアウトし，書き込みなどをしな
がら何度も読み返さなければ内容の会得には至りません。電子ジャーナルはあくまで「入口」であり，
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並行して紙媒体の出版も確保することが非常に重要です
4.

ウィルスや情報流出が心配でネット上のものは安心して使えない。やはり紙媒体のもののほうがありが
たい

5.

【大学院生，公私立大学，人文学】

【教員，公私立大学，人文学】

オンラインで雑誌は閲覧できるので，本の種類を充実してほしいと思います

【教員，国立研究所，

化学】
6.

コアジャーナルとしての機能を持っていた商業誌が軒並み廃刊・休刊に追い込まれている状況は，学術
振興の観点から望ましくないと思います

【教員，国立大学，人文学】

7.

なるべく新しい本を

【教員，国立大学，生物学】

8.

もっとソフトカバー（廉価版）の扱いやすい本を増やして欲しい。ハードカバーで不必要に立派な装丁
＆立派なお値段のものが多すぎる

9.

【大学院生，国立大学，人文学】

印刷物をこれからも維持していただきたい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

10. 英語で文献を読むことが多いので，やはり最終的には辞書で調べて紙に意味を書きこんでいく形の読み
方になる。ので紙で文献は持っていたいと思う。電子媒体によって便利になるのは良いが，そういうこ
とも配慮してほしい

【教員，公私立大学，人文学】

11. 英語の本がもっと利用できると良い ; english book more available

【教員，国立大学，工学】

12. 過去に冊子体で刊行されていた白書や調査報告書が WEB 上で PDF のみで閲覧可能なように変更された
が，これらは永続的に閲覧可能なのか。もし，アップロード中止というようなことになると，大変困る
【教員，公私立大学，社会科学】
13. 近年のドイツ語の文献（教育分野）を充実させてほしい

【大学院生，国立大学，社会科学】

14. 研究方法（プロトコル）についての蔵書を増やしてほしい
15. 現在，絶版になっている名著の再販を強く希望します

【教員，国立研究所，生物学】

【大学院生，公私立大学，農学】

16. 現在購読中の電子ジャーナルの契約をやめてしまった場合，それ以降に発行される号だけでなく，バッ
クナンバーすら手に入らなくなるのではないかと心配。

【教員，国立大学，化学】

17. 古い書籍が多い。予算の制約はあると思うが，新しい書籍への更新を積極的に進めてほしい

【教員，

国立研究所，工学】
18. 最近数年の学術雑誌は印刷物で，過去の雑誌は電子出版物を保管し，いつでも閲覧できるように。
（キ
ャンパス内には）保管しない

【教員，公私立大学，工学】

19. 紙の媒体はなるべく保存すること
20. 紙媒体の維持

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

【教員，公私立大学，社会科学】

21. 紙媒体の書籍もなくさないでほしい

【大学院生，公私立大学，人文学】

22. 紙媒体はなくさないでほしい。ネット経由の検索は便利なようで，見つかる資料が研究者の興味や知識
の範囲を超えない。図書館で，新しい雑誌も古い雑誌も，手にとってみることで，探していた論文以外
の論文や記事の中に，世界観を広げるきっかけをくれる出会いや発見がある。このことは，実は大学院
生や若い研究者にとってこそ重要な経験である。したがって，多くの学生や研究者の身近に，ひっそり
と眠る膨大な紙媒体資料があることは，サイエンスの進展のみならず，文化の維持発展にとって，重要
なことであると考える

【教員，公私立大学，農学】

23. 資料保存の観点や所蔵場所の容量の問題から，電子化は便利に思われ，学術の進展を期待できそうだと
思う一方，比較的容易に利用できることが，広く浅い研究の蔓延につながらないかと懸念される面もあ
る。また，電子化は閲覧上不都合を感じることも少なくなく，折り合いをつけるのが難しいように思う
【大学院生，国立大学，社会科学】
24. 実際の「本」という文化も絶やさないようにがんばって欲しい．本の装丁やら香りやら好きです
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【大

学院生，国立大学，生物学】
25. 書き込みできない（or 書き込み困難な）電子データは利用が大変不便である．また，リーダ（端末）
も高価で小画面のものしか存在せず，紙媒体のような通読性を持つには至っていない．検索の容易さな
どから電子ジャーナルも大いに発展すべきであるが，紙媒体の完全な代替は不可能であることを認識す
べき．紙媒体と電子媒体の両方がそろって初めて，日本の学術界は大きく発展する

【大学院生，国

立大学，社会科学】
26. 書籍の電子化にともなって，紙媒体の学術雑誌等をすみやかに廃棄する流れがあるが，紙媒体のものも
あるところにはある，というようにしておかなければならないと思う

【大学院生，公私立大学，人

文学】
27. 将来不測の事態に備えるためにも，紙媒体の出版・保存は今後も必要と思います

【教員，国立大学，

農学】
28. 情報の有料化が進んでいるように思われ懸念しております。誰でも情報を得られるよう，紙媒体での図
書は必要と思います
29. 図書，雑誌の充足

【教員，公私立大学，社会科学】
【大学院生，国立大学，人文学】

30. 図書館スペースの狭隘が問題である。やはり紙ベースのものが十分にそろっていて，さらに便利のため
に電子情報環境があるというのが望ましい。出版社については，正誤表や出版後の新たな学術動向を知
らせるサイトがあるといいだろう

【教員，国立大学，社会科学】

31. 図書館に対して： ジャーナル誌について，各図書館ごとばらばらに収集してもいいのですが，どこか
一箇所にすべてが共通して保存，

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

32. 図書館のスペースの問題は避けられない現実であるが，すべてが電子化するのにはいささか抵抗がある。
紙媒体には紙媒体ならではの利点がある。紙媒体は複写すれば一度に複数のページを横断的に見ること
が可能だが，電子ジャーナルの場合はそうもいかず，一度に画面に表示できるのにも制限がある。また，
複写にしても，ある程度の字の大きさを考慮すると，一ページずつプリントアウトする必要性が出てく
るし，一枚に２ページずつ印刷すると，字が小さくなるというジレンマがある。やはり，紙媒体である
程度の大きさを確保しつつ印刷するのがベストだと思う

【大学院生，国立大学，人文学】

33. 地域の研究会の会報や学会支部の雑誌および地域博物館の紀要などは，電子化と無縁な状況にある。グ
ローバルな雑誌の電子化は必要かも知れないが，紙媒体の重要性を認識し，これからは地方出版物の活
性化にもっと力を注いで欲しい

【教員，国立大学，生物学】

34. 電子ジャーナルだけに重点をもつのではなく，書籍本体の保存・活用も重視してほしい

【教員，公

私立大学，人文学】
35. 電子ジャーナルと印刷体の雑誌の両方が必要である

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

36. 電子ジャーナルの利便性はもちろん認めますが，やはりそれぞれの学問分野での主要雑誌は紙媒体も常
置していただきたいと思います。歴史研究者ですが，データベースの利用価値は今後ますます上がって
くると思います。我が国でも利用し始めている図書館コンソーシアムを積極的に用いコレクションの充
実に努めていただきたいです。しかし全体的に見て（所属大学の）学術情報は質量ともに良好と考えま
す。これからもよろしくお願いいたします

【教員，公私立大学，人文学】

37. 電子ジャーナルは概して素晴らしい利益をもたらすが，２つの重要なリスクを挙げられる。上で注記さ
れているように，電子フォーマット，特にクローズの，独自のフォーマットは急速に変化する。従って，
未来の研究者たちは最終バックアップとしてハードコピーのアーカイブがないと，現在の，そして過去
の科学的知識にアクセス出来ないかもしれない。課金の壁と電子ジャーナル。研究者として，雇用主に
要求して常に電子ジャーナルにアクセスしているが，一般の人には適用されない。過去には，一般の人
が（たとえば）歩いて大学図書館に来て，研究資料を利用することができた。大学や国立機関の財源は
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納税者なのに，在野の一般研究者が電子ジャーナルを利用出来ない ; Electronic journals are
on‐the‐whole of great benefit. I can identify 2 key risks; ‐as noted above, electronic formats change
rapidly and particularly with closed, proprietary formats there is a serious danger that present and even
past scientific knowledge may be lost to future researchers unless archival hardcopy is not available as
an ultimate backup. ‐paywalls and electonic journals. While as a reseracher I generally have access to the
electronic resources I require through my employer, this does not apply to the layman. In the past
members of the public could walk into (for example) a university library and access research material.
Even though universities and national institutes are ultimately funded by the tax‐payer, this is not
【教員，

possible with e‐journals and serves to further distance practicing scientists from the public
国立研究所，工学】

38. 電子ジャーナルもどんどん導入してほしいが，冊子体も引き続き所蔵してほしい．物理的に目にとまら
ない電子データは，利用者が優れた情報に出会うことを著しく阻害しており，物理的な形状を持つ冊子
体を所蔵することが絶対に必要である

【大学院生，国立大学，社会科学】

39. 電子ジャーナルや電子書籍は確かに巷で流行っていますが，研究・教育に関しては，結局，印刷体の方
が安心・確実です。図書館や出版社の社会的存在意義をどうか見失わないでください

【教員，国立

大学，社会科学】
40. 電子ジャーナルや電子書籍を導入したからといって，紙媒体の雑誌や書籍の購入を打ち切るのは，将来
的に賢明ではないと思う。今回の震災での経験から明らかになったように，電力の安定的供給とインタ
ーネットサーバーの正常な作動に依存する電子ジャーナルだけでは，万一の場合には，研究活動が全て
中断してしまうことになる（もちろん，紙媒体の情報も火災や水害などに弱くはあるのだが）
。電子情
報と紙媒体が相互に補い合うようなかたちを維持していくことが，
（たとえ短期的には不経済に見えて
も）長期的には，リスク管理の面からも重要だと考える

【教員，国立大学，社会科学】

41. 電子ジャーナル閲覧の有料が多いので，大学図書館にその書籍があるならば，閲覧できるようになると
ありがたい

【教員，公私立大学，農学】

42. 電子化することを担保に，現物を環境の悪い箇所へ移すのはいかがなものかと愚考致します。少なくと
も雑誌媒体が劣化しないような環境を構築することが大事ではないかと考えます

【大学院生，公私

立大学，人文学】
43. 電子化は利便性が高いが，自分のパソコンなどローカルにきちんと保存していないと，所属機関の予算
の都合でいつ閲覧できなくなるかわからないという不便さを持っている。Apple の iTunes および cloud
では一度ダウンロードした電子情報はなんども無料でダウンロード可能になる。電子ジャーナルもこの
ようなサービスが必要ではないか。また，古くなった論文は無料で電子図書館にデータを寄付するよう
な仕組みが必要だろう。そのためには，投稿規定から見直す必要があろう

【教員，国立研究所，工

学】
44. 電子書籍は検索能力の高さにある。それとまったく異なった品質が書籍にあることを忘れないでほしい
【教員，国立大学，社会科学】
45. 電子書籍は使いにくい点がある。無料でダウンロードできれば，印刷する。しかし，一般的にはまず紙
書籍を探し，無い時に電子書籍をさがすことになる。通常は，紙書籍の検索のみですます

【教員，

国立大学，地球惑星科学ほか】
46. 電子書籍は読みづらいので，図書館で読める紙媒体の雑誌をもっと充実させて欲しい

【大学院生，

国立大学，農学】
47. 電子媒体・紙媒体ともに，情報が分散して使いにくい

【教員，国立大学，社会科学】

48. 電子媒体のみならず，今後も引き続き書籍，雑誌も扱って欲しい
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【大学院生，国立大学，人文学】

49. 電子媒体は重要であり，便利であると考えているが，紙媒体の重要性を改めて認識すべきである

【教

員，国立大学，社会科学】
50. 電子版と紙版，双方の優位性の訴求

【教員，公私立大学，社会科学】

51. 日本語の書籍が全滅であるのは甚だ問題である

【教員，国立大学，薬学】

52. 入会しないと文献を見ることができないのでは意味がない

【教員，公私立大学，歯学】

53. 必要な図書が図書館にない場合がある。なるべく各研究分野における重要図書は図書館に入れて欲しい
【大学院生，公私立大学，社会科学】
54. 普遍性，入手可能性の保持が最優先と思います

【教員，
（不明）
，人文学】

55. 副次的に電子媒体を利用するのはよいが，印刷媒体をきちんと残して欲しい。結局のところ，自分でプ
リントアウトして読むことになる。研究の性質上，廃刊になって久しい書籍や古書がよく必要になる。
図書館間での連携を保ってほしい。国会図書館がもうちょっと融通をきかせて書籍を貸し出してくれる
か，もしくは研究目的に限って，全ページコピーを可能にしてほしい

【教員，国立大学，人文学】

56. 本は，それ自体がモノとしての一次資料となっていくものなので，紙媒体で残すことをきわめて重視し
てほしい

【教員，公私立大学，人文学】

57. 目的の論文が明確に定まっていれば電子媒体が便利ですが，最新の情報を更新するために論文を読む
（時間的のはこちらの方が圧倒的に多い）には紙媒体のほうが良いと思います

【大学院生，国立大

学，化学】
58. 利用者が必要とする図書があるならば，大学は提供すべきだ。学生にとっては高額だろう ; if some one
was in necessity for book university should provide us for student it might be expensive

【大学院生，

公私立大学，総合領域】
I‐9. その他
1.

free access となっていても，直接雑誌サイトに入るとエラーになり，Pubmed 経由だと入手可能な雑誌
があること

【教員，公私立大学，薬学】

2.

ISO，JIS 等の規格入手を短時間で出来るようにしてほしい

3.

今，アクセスできる DB が突然なくならないようにお願いします。JSTOR, Dialogue, Lexis Nexus, 毎日
パック

4.

【教員，公私立大学，
（不明）
】

重要な科学出版物には，必ず doi (digital object identifier)を付与すべきである ; Every important
scientific publication should have a doi (digital object identifier)

5.

【教員，国立研究所，物理学】

インフラとしての電子ジャーナルの全国の教育研究機関での完全に平等なアクセス環境を構築して欲
しい

6.

【教員，公私立大学，歯学】

【教員，公私立大学，社会科学】

電子ジャーナルを，国会図書館等で，一元的に管理できないものかと思う。Nature や Science などハイ
レベルな雑誌はどこの機関も持っているが，膨大な普通の雑誌（インパクトファクターが低・中レベル）
は，資金が豊富な研究機関・有名な大学に所属していないとすぐに入手できない

【教員，国立研究

所，複合新領域】
7.

電子媒体（ジャーナルおよび図書)に関してはできるだけ大きな（国家規模の）コンソーシアムを通じて，
(登録した，あるいは，機関に所属した）研究者全体が利用できるような学術情報の平等化が必要である。
学術情報が営利化されていること自体が問題であり，国際的にも平等化に向けて進む必要がある
【教員，国立大学，農学】

8.

psycInfo が，図書館に入っていないので不便

【教員，国立大学，社会科学】

9.

SciFinder がない大学では，研究，教育ができない。SciFinder を導入すれば，電子ジャーナル自体が不
要になる。ScienceDirect (Elsevier)などは ILL（図書館間文献複写）で事が済む。電子ジャーナルやあれ
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これは半減してでも，まずはじめに SciFinder を導入してほしい

【教員，国立大学，工学】

10. scopus に引っかからないことがあり，他のデータベースも利用したい

【大学院生，国立大学，物理

学】
11. synthesis 誌の電子ジャーナルのサービスを利用したい
12. 雑誌の購入（購読）依頼ができないのが不便である

【大学院生，国立大学，化学】
【大学院生，国立大学，人文学】

13. 自然科学系の閲覧できる雑誌がすくない。検索エンジンが少ないと思います

【大学院生，公私立大

学，社会科学】
14. 予算の都合というだけで，書籍等の購入をやめないでほしい。利用者数が基準となることもあるが，そ
もそも学部の規模が違えば，当然利用者数も異なってくるのであり，そのような方針を採っていると，
小さな学部の教員は研究を継続することがきわめて困難となる

【教員，国立大学，社会科学】

. 検索システム・検索機能
1.

OPAC WebCat に搭載されている文献情報が NCBI と同等であれば更に使い勝手がいいように思う
【教員，国立大学，医学】

2.

OPAC で電子ジャーナルにアクセス出来ない場合がある（どうやら，本学が購読していないタイトルら
しい） ; I sometimes cannot access journals using OPAC (apparently those are journals that my Univ.
does not subscribe to)

3.

【教員，公私立大学，社会科学】

OPAC など，検索の信頼性が低い（書名に含まれている単語で検索できない場合があるなど）

【教

員，国立大学，社会科学】
4.

印刷体の図書は重要である。なぜならまとまった基礎知識が得られるからである。ただし，情報が多い
この時代には「何年」に出版・改訂されたのかが重要であり，明記されていない場合があるので，改善
してほしい

5.

【教員，国立研究所，生物学】

学術雑誌の掲載論文は，雑誌論文専用の検索サイトで探すことができますが，単行本の論文集に収録さ
れた個別の論文を web で探すには，google のような汎用の検索サイトに頼ることになります。webcat，
opac などの図書検索サイトでは，単行本の論文集について執筆者と収録論文が検索に掛かるよう，情報
を充実させてほしい

6.

学術書籍のコンテンツ検索・目次検索をもっと提供してほしい，特に英語以外の言語に関しても内容を
充実していただきたい

7.

【大学院生，国立大学，社会科学】

本文 PDF がネット上に無い文献で，書誌情報が不完全な場合（たとえば，第 4 著者以降が記述されて
いない等）があり不便

8.

【教員，国立大学，人文学】

【大学院生，国立大学，社会科学】

Pubmed に登録されていなくても，研究を進める上で大事な雑誌もある。日本の学会誌は，JStage やさ
まざまなデータベースに登録されている。一度のキーワード検索で，さまざまなデータソースを検索で
きると楽である

9.

【教員，国立研究所，医学】

あいまい検索の利用できるデータベースが少ない。 → 研究情報収集機関，出版社

【教員，公私

立大学，社会科学】
10. いろんな検索手段があって，どれを利用すればいいかわからない。すべての論文を検索し，入手できる
包括的な検索手段を確立してほしい

【大学院生，国立大学，生物学】

11. オンラインジャーナルで見たい論文を検索する際の使い勝手を良くしてほしい

【教員，国立研究所，

工学】
12. ジャーナルによっては検索エンジンやデータベースからリンクをたどっても，大学が契約していないた
めアブストラクトだけしか表示されないものもある。全文読めるかどうかを検索時に表示してくれる機
能があると時間の節約につながる
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【教員，国立大学，生物学】

13. なるべく少ないクリック数で得たい情報にたどりつけること．画面に表示された内容に対して，直観的
な入力やクリックでやりたいことを行えること

【教員，国立大学，工学】

14. 以前，他機関に文献の検索依頼をしたことがあるが，中には見つからないものもありました。国会図書
館にはあるのかもしれませんが，このような検索システムを拡充していただきたい

【教員，国立大

学，工学】
15. 一般の検索エンジンでは，ヒットしない。学術用検索エンジン（知らないだけかもしれませんが）が必
要

【大学院生，国立大学，工学】

16. 海外の信頼できる文献センター（例えばロッキード社）で文献検索ができることは極めて重要で，今後
も維持お願いしたい

【教員，公私立大学，工学】

17. 各種データベースが，現状では，必ずしも網羅的になっていないこと
18. 検索がしにくく必要な情報になかなか辿りつけない

【教員，国立大学，社会科学】

【教員，国立研究所，工学】

19. 検索ソフトがバージョンアップすると古いパソコンでは読めなくなることが多いので，古いパソコン
（少なくとも１０年間）でも読めるようにすべき

【教員，国立大学，化学】

20. 検索に引っかかるタームが選べているかどうかが常に疑問である。また，図書館が電子ジャーナルで持
っていると，そこに出向いて行っても，その機関に所属していない人間は，閲覧できないこともあった
【教員，公私立大学，総合領域】
21. 検索に該当する論文数が多くなっており，以前より絞り込みに手間を要する

【教員，国立研究所，

工学】
22. 検索のし易さを追求してほしい

【教員，国立大学，複合新領域】

23. 検索の簡易化。ある研究がどの程度調べられているかを調査するのに大変な労力を要しますので，それ
を解決できれば研究を進めるのに大変役に立ちます。この研究はもう行われているのか，あるいはほと
んど行われていないのか，そして行われているならば関連論文はこれらで全部です，と分かればとても
楽です。研究がなされていない，と言い切るのが難しいので

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医

学】
24. 検索機能の強化

【教員，公私立大学，農学】

25. 検索機能の強化

【教員，国立研究所，工学】

26. 検索機能の充実。利用料の値下げ
27. 検索機能を強化して欲しい

【教員，国立大学，農学】

【大学院生，公私立大学，社会科学】

28. 検索機能を充実させて欲しい

【教員，国立研究所，複合新領域】

29. 検索結果に関連性の低い論文が頻繁に入ってくるようになっている。論文誌数が増加の一途を辿りピア
レビューによる精査が追いついていないと思われる

【大学院生，公私立大学，化学】

30. 検索論文を PDF ファイルで表示できるまで手順がもっと早まってほしい

【大学院生，公私立大学，

社会科学】
31. 研究が学際化しているので，思わぬところで，それまで知らなかった，分野の文献を読む必要が出てく
る。分野を縦横に超えられる，検索，論文入手方法の開発はまだ完成していないと思える

【教員，

公私立大学，社会科学】
32. 古い年代の学術雑誌は現在統廃合が進んでいて，出版社のサイトからはアクセス可能であるが，図書館
や文献検索のウェブサイトからのリンクを用いると，発見できないと表示されることがあるので，検索
サイトからのリンクをよりスムーズにしてほしい
33. 国内検索エンジンの更なる充実

【大学院生，国立大学，化学】

【教員，公私立大学，総合領域】

34. 雑誌横断的に検索できるようにしてほしい

【教員，国立大学，総合領域】

35. 雑誌記事索引やリポジトリで，著者の自分の名前の漢字を誤って登録され，自分の記事が見つからなか
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ったことがあった。検索でき，見つけられる情報が増えて助かっているが，検索用のデータは注意深く
作ってほしい。メールで修正を依頼すると，すぐに対応してもらえるのはありがたいが，修正がなけれ
ばもっとありがたい

【教員，公私立大学，総合領域】

36. 雑誌自体が電子化されていなくても，
（逆に不便なことも多いので。
）同じ雑誌のシリーズで，知りたい
情報がどの号の何ページに載っているのかが，データベース化されていて，Web などから検索できれば
とても便利だといつも思うのですが，自分の研究分野だとなかなかないようです

【教員，公私立大

学，人文学】
37. 雑誌名による検索しかないので，キーワード検索をできるようにしてほしい

【教員，国立研究所，

生物学】
38. 出てくる情報が多すぎることがあるので，細かく絞り込むことが難しい

【大学院生，国立大学，化

学】
39. 出版社ごとのデータベースのため，検索に時間がかかる。アブストラクトだけでも，どのような出版社
であっても検索できるようにしてほしい

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

40. 出版社はアマゾン等のオンライン書店で目次と索引を閲覧できる様にしてほしい

【教員，国立大学，

人文学】
41. 出版社は電子書籍とはべつに，発行する書籍をすべてデータベース化して，全文検索ができるようにし
てほしい

【大学院生，国立大学，人文学】

42. 書籍・雑誌の出版形態が多様化し，出版情報を把握し辛くなっているように思います。書籍・雑誌の出
版情報全般をもう少し手軽に得られるようなしくみがあれば便利だと思います

【教員，国立大学，

人文学】
43. 新しい研究テーマを始める場合に研究動向を知るための文献調査をする。その際に Web of Science 等で
文献検索するが，なかなか良い検索結果を出すことが難しいと感じている。特に自分の専門以外の分野
などではキーワードの設定等で結果が大きく異なったり，必要な文献がヒットしないというようなこと
が起こる。学術情報の利用のために汎用的な検索ソフトの充実と啓蒙に力を入れてほしい

【教員，

国立研究所，工学】
44. 新しい研究テーマを始める場合に研究動向を知るための文献調査をする。その際に Web of Science 等で
文献検索するが，なかなか良い検索結果を出すことが難しいと感じている。特に自分の専門以外の分野
などではキーワードの設定等で結果が大きく異なったり，必要な文献がヒットしないというようなこと
が起こる。学術情報の利用のために汎用的な検索ソフトの充実と啓蒙に力を入れてほしい

【教員，

国立研究所，工学】
45. 図書館に対して： できることであれば，検索画面の書籍情報について可能な限り，目次は付記して欲
しい

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

46. 全国の図書館の学術情報の所在の確認と公開・検索の充実

【教員，国立大学，総合領域】

47. 電子ジャーナルの検索で「ファイル取得不可」のものでも閲覧できる場合がある。ある程度のスパンで
更新して欲しい

【教員，国立大学，薬学】

48. 電子ジャーナル検索方法の効率化が必要と考えています。CiNii などの多くの掲載機関がありますが，
どこにどの雑誌があるか良くわかっていません

【教員，公私立大学，医学】

49. 日本は，Elsevier などの海外雑誌に比べて，学術雑誌の検索，閲覧が利用しにくい，また見れない場合
が多いので，改善してほしい

【教員，国立研究所，工学】

50. 文献検索をもう少し簡単にしてほしい(タイトルだけ入れて，似た結果も含めて検索できる様に)

【教

員，国立研究所，工学】
51. 本学が契約している雑誌かそうでないか，何かボタンを押すと一目瞭然でわかるシステムがあるとよい
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と思います

【大学院生，国立大学，医学】

52. 論文を探す時に複数のオンラインジャーナルを参照したりするのは手間なので，それらを連携・統合・
横断的に取り扱う検索システムとかあると良いかも．その際，提供するのは論文本体ではなく参照だけ
でも良い

【大学院生，国立大学，総合領域】

53. 論文検索機能をもっと強化してほしい

【教員，国立大学，総合領域】

54. 論文内に記されているメソッドの検索も可能になれば研究の助けになる

【大学院生，国立大学，畜

産学・獣医学】
55. 論文入手の費用の発生有無を予め知りたい。無駄な手間を省くため

【教員，国立大学，地球惑星科

学ほか】
. 利用案内・利用支援
1.

2012 年 4 月に，自分の研究分野について大学３年生と４年生にゼミナールを行う予定である。私は長年
ESL のクラスしか担当して来なかったので，自身の分野における最新のトピックや文献の情報が古びて
しまっている。研究分野の最新のテーマについて知識を得るために，適合度の高い雑誌論文にアクセス
するための技術を学ぶ必要がある。しかしながら，オンラインの論文にアクセスする方法を誰に尋ねれ
ば良いのか分からない。新しくやって来る学生にこの情報を常に利用するよう勧めるつもりなので，こ
のことは特に重要である。それで非常に心配している。情報源にアクセスできることは分かっているし，
所属大学が私や学生たちに利用して欲しいと願っていることも分かっている。しかし，この情報源の使
い方をだれに教われば良いのかが分からない ; In April, 2012, I will offer a Seminar (3rd year and 4th
year students) in my particular field. Since I have been teaching only ESL classes for many years, my
familiarity with the present topics in the literature in my field is out of date. In order to get myself up to
date with current issues in my field, I need to get the skills to access the relevant journal articles.
However I donʹt know who to ask to help me become familiar with the procedure of accessing on‐line
articles. This is especailly important, as I will be encouraging my in‐coming students to use this resource
regularly. As a result, I am rather anxious. I know this resource is available; and I know that my
institution wants menus to make use of it. But I donʹt know who can teach me to use this resource
【教員，公私立大学，人文学】

2.

PDF 閲覧ディバイス（各社製品）を同時に試す企画をやってほしい

【教員，国立大学，生物学】

3.

インターネット等で使い方や新たな使い方をはじめとした情報をわかりやすくしてほしい

【教員，

公私立大学，農学】
4.

ウェブ上での提供をもっと増やして欲しい

【教員，公私立大学，社会科学】

5.

どうやって参考文献やオンライン書店を分類するか，といった学習ツールを知りたい ; i wanna know
some study tool, like how to classify reference paper or some on‐line book store

【大学院生，国立大

学，薬学】
6.

学生が本を読まないことへの対策を本のプロとしての図書館に期待したい

7.

学内で入手できる論文等，知的財産の取り扱いについて，もう少し教育が必要であるように思う。特に，
学部生のときからの教育が重要であると感じている

8.

【教員，国立大学，工学】

【大学院生，国立大学，地球惑星科学ほか】

簡単な館内地図，図書利用案内，コピーや館内マナーの案内につき，英語だけでなく，
（可能であれば）
フランス語・ドイツ語・中国語・ハングルがあったらいいなと思います（留学生や招聘教授に問われる
ことがしばしばあるため）

9.

【大学院生，公私立大学，社会科学】

使い方のセミナーをときどきしてほしい。学生用だけでもすれば，こちらも教えてもらえる

【教員，

国立大学，医学】
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10. 私の場合ですが，新しい文献検索の方法は自力で発見しているのが実情なので，新しい方法や良いサイ
トがあれば周知をお願いしたいと思います

【教員，国立大学，複合新領域】

11. 社会人のため図書館をほとんど利用できないのですが，そんな学生のためのサービスがあったら紹介し
ていただきたいです

【大学院生，国立大学，工学】

12. 出版社の宣伝が足りない

【教員，国立大学，物理学】

13. 出版社刊行物の新刊情報（国内，国外）をより迅速に利用したい

【教員，国立大学，人文学】

14. 上記の電子書籍サイトなどは知らないものが多かったため，情報提供をお願いできたら，と思う

【大

学院生，公私立大学，人文学】
15. 情報入手のためのサポート機能が重要

【教員，国立研究所，工学】

16. 新たな媒体やサイト，その利用方法について，知人からの口コミでしか知る機会が無い

【教員，国

立大学，化学】
17. 図書館で，優れた出版物に関するワークショップや講演，紹介などの活動が増えると良い ; more
activities such as workshops or talks or introduction of good publications will be hold in library

【大

学院生，国立大学，畜産学・獣医学】
18. 図書館でデータベースリンクがあれば，もっとわかりやすく教えてほしい
19. 図書館へ Twitter ，Facebook などによる情報発信
20. 宣伝が必要である

【教員，国立大学，化学】

【大学院生，国立大学，複合新領域】

【教員，公私立大学，社会科学】

21. 大きな研究動向や，研究の指針を示すようなサマリーを集めたディレクトリをつくってほしい

【教

員，国立大学，総合領域】
22. 大量の研究報告を迅速に把握するには，抄録程度は母国語訳文の提供は必要と思う

【教員，国立大

学，農学】
23. 電子ジャーナルの宣伝はまだまだ足りないです

【大学院生，国立大学，人文学】

24. 電子ジャーナル利用などについて，一冊で理解できる，しかも長くない冊子があればよい（すでに存在
するのかもしれませんが）

【教員，国立大学，人文学】

25. 電子書籍での公開が一般化されるなら，更新情報にかんして，SNS などを利用した入手方法なども拡充
してほしい

【教員，国立大学，人文学】

26. 電子書籍のリストの情報がほしい
27. 入手方法をよく分かっていない

【教員，国立大学，社会科学】
【教員，公私立大学，総合領域】

28. 配布に関する著作権の問題解決方法が不明であるので，どうしたら良いかわかならい

【教員，公私

立大学，畜産学・獣医学】
29. 便利な使い方の事例を教えてほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

30. 利用可能な情報については，英語でも公開して欲しい ; The information about opportunities should
also be availiable in English

【大学院生，公私立大学，社会科学】

31. 論文に引用する際，注などでの表記の仕方のガイドラインが知りたい

【教員，公私立大学，人文学】

. コンテンツ
1.

1980，90 年代前後，あるいはそれ以前に，特に Elsevier 社で発行されたジャーナルが電子媒体化したと
きに，非常にスキャンが汚く，写真がつぶれているものが多数あります。今，発行されているのは問題
ありませんので，さかのぼって古い情報を電子化する際に，できるだけ綺麗な状態にして欲しいと思い
ます

2.

【教員，国立大学，工学】

Windows ではみれても Mac ではみれないものがあって，Mac ユーザーには不便なことがある。これを
改善していただければありがたいのですが
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【その他，国立研究所，生物学】

3.

ちゃんと全て TEXT で PDF に埋め込んでください・・・

4.

以前からほとんどの研究者が思っていることですが，ジャーナルごとのスタイルの違いを，どこかで統
一できれば，より利用しやすくなると思います

5.

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

【教員，国立大学，農学】

一般に図書や論文の数が多すぎる。もっと内容を精査して，質を高めてほしい。Amazon の rating system
のような図書，論文の客観的な評価が見えるとおもしろい

【教員，国立研究所，物理学】

6.

印刷できる範囲を，本文のみとし，広告まではいらない

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

7.

印刷体の論文誌の見開きサイズがコピー用紙の規格と微妙に一致しないことがあり，不便

【大学院

生，国立大学，社会科学】
8.

過去の文献をスキャンして PDF 化した論文の中に，図面が黒くつぶれて判別できないものが散見され
る。有料サービスなら，そのような低いクオリティのファイルを放置すべきではない

【教員，国立

大学，化学】
9.

画面上の論文がたまにダウンロードすると文字化けしてします

【教員，国立研究所，医学】

10. 刊行物のなかで誤字脱字が散見されると，出版に至るまでのプロセスにおける詰めが甘かったのだろう
かと思ってしまう

【大学院生，国立大学，社会科学】

11. 教科書の正誤表，掲載図表のデータ更新，参考文献のリンク表などの提供を拡大してほしい。 → 出
版社

【教員，公私立大学，社会科学】

12. 具体的な事例ではありませんが，情報の信頼性，質をどのように確認するかが問題だと感じています。
学術情報の迅速な公表が求められる一方で，既存の知見（文献）の引用が十分になされていないように
感じています

【教員，公私立大学，工学】

13. 検索のできない PDF 書類がまれにあるが，検索ができる形式で読み込んで欲しい

【教員，公私立

大学，人文学】
14. 古い文献に載っている図面の鮮明化

【教員，国立大学，工学】

15. 古い文献の PDF 化が進められているが，中には解像度が低すぎたり，うまく複写されていないものも
見受けられる。その場合，どこに相談すべきなのか，改善されるのかが分からない

【教員，国立大

学，生物学】
16. 古い文献の電子化のクオリティが低い。図はもっと鮮明であってほしい。OCR はかけておいてほしい
【教員，国立研究所，工学】
17. 古い論文の OCR サービスの質の向上

【大学院生，国立大学，化学】

18. 古い論文は電子化した際に文字や，図版が劣化して読みにくいことがある

【大学院生，国立大学，

畜産学・獣医学】
19. 私が必要なオンラインジャーナルとデータベースにほとんど全てアクセスできる潤沢な予算のある大
学に所属している。このような状況なので，文献入手については満足している。古いスキャンされた PDF
の中には読みにくいものもあるので，出版者やデータベースの編集者に注意を促すアラートボタンがあ
れば，彼らが原本を再度スキャンできるので良いと思う ; I attend a well‐funded university with access
to almost all online journals and databases that I desire. As such, I am satisfied with availability. Some
older scanned PDFs have poor readability, and it would be nice if there was some alert button to notify
publishers/database editors, so that they could re‐scan the original printed text

【大学院生，公私立

大学，社会科学】
20. 電子媒体と紙媒体との同一性。電子媒体と紙媒体とで，号数や著者名などが異なることがある

【教

員，国立大学，生物学】
21. 法学系の電子ジャーナルのうち LEXIS や WESTLAW は有名であるが，図表やグラフが全部削除されて
いるので，別に HeinOnline が必要となること

【教員，国立大学，社会科学】
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22. 論文や文献における引用箇所や参考文献について，出典の記載が不十分に思われることがしばしばある
【大学院生，国立大学，社会科学】
. 著作権
1.

ソフトコピーに関する著作権の縛りが緩くできないか。教育目的での著作物利用がある程度緩やかであ
るのだから，研究もしくは教育目的で電子出版物をコピーできるなどの対応をしていただけると助かり
ます

【教員，公私立大学，総合領域】

2.

引用（著作権，知的所有権，等）の煩雑さ

【教員，公私立大学，工学】

3.

研究費で購入した書籍の保管が困難なので電子化しているが，電子化することそのもの（いわゆる自炊）
すら著作権法上問題と指摘されたことがあり法的位置づけがあいまい。現実には電子化をしている者は
多いと思われるので，図書館等が責任をもって電子化したうえで，特殊なＰＤＦなどで複製制限がかか
る等の配慮をして，電子化を推進するわくぐみを整備してほしい。また，出版社についても，物理的な
書籍と引換えまたは裁断の証明と引換えに同様の配慮をほどこしたＰＤＦを送付してくれるようなサ
ービスがあるとよい

4.

【教員，公私立大学，社会科学】

最近の論文が著作権の関係で，コピーできないので，その場で読んだりメモを書き写したりせざるを得
ないので，近くのところで入手できない場合は，読めなくなっている。雑誌のバックナンバーは，他の
図書館から（他学部にあっても）本のように貸借できないので，困っている

【教員，公私立大学，

人文学】
5.

商業誌で総説を執筆する際に，ある医学雑誌の図を引用しようと問い合わせたら，１つの図につき３０
万円支払うことが必要といわれた。値段が高すぎて引用できなかった

6.

【教員，国立大学，医学】

図の引用に関する著作権が高すぎる。安易に引用できない。引用するのはその価値を認めているのであ
るし，間接的に宣伝にも寄与しているので，もう少し安くして欲しい。例えば，nature 誌などは，一つ
の図に２から３万円の著作権を要求している。あまりにも高い！！

7.

【教員，国立大学，複合新領域】

図や表をもっと簡単にコピーしてパワーポイントで利用できるようにして欲しい

【教員，国立大学，

医学】
8.

大手電子雑誌業者の寡占状態による利用費の理不尽な値上げを規制する仕組みが作られるべき。著作権
についても，著者の研究活動および成果公表に不利にならない形で運営されるべき

【教員，国立大

学，人文学】
9.

著作権がどうなっているのかがいまいち理解していない

【教員，国立研究所，工学】

10. 著作権の取扱いについて，わかりやすく，アナウンスし続けてください
11. 著作権の処理に関する情報がほしい
12. 著作権の所在と厳格化
13. 著作権処理問題

【教員，国立研究所，工学】

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，公私立大学，畜産学・獣医学】

【教員，国立大学，総合領域】

14. 電子利用による利便化と著作権との兼ね合いはすごく難しいことのように感じる。営利を目的とする場
合，しない場合，それぞれどうすべきか，はっきりさせて欲しく思う。電子利用の利便化は恐ろしく進
展しているが，図書館や出版社は旧態依然の著作権の枠組みを「表向きで宣言」して，問題が発生した
場合には利用者に責任をなすりつけようとしている感すら抱くことがある。それは電子利用とは少し違
うが，図書館などでのコピーサービスで特に感じている

【教員，公私立大学，人文学】

15. 論文投稿者ですら掲載雑誌を閲覧できないことがあるような今のシステム，研究論文の著作権の扱いに
は問題がある。そもそも投稿料，雑誌の購読料や論文の購入代金など，お金がかかり過ぎる
国立研究所，地球惑星科学ほか】
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【教員，

. その他（出版者関連）
1.

通常の引用システムでは巻数表示に続いて号数が表示されないので，一部の電子雑誌の利用で各号の対
応ページが一覧表で出ていない場合(例えば Entomological Society of America の雑誌)，号の特定に時間
がかかり，非常に面倒である(Springer, ScienceDirect, Wiley ではこのようなことはない)。また，一部の
雑誌(例えば Forest Products Journal, Scientia Silvae Sinicae, etc.)で号内ページネーションをとっている
場合，引用で号数を省くことが多いので，目的のものに行き当たるのに，これまた時間がかかる。こう
いうシステムはやめてほしい。●通常のページネーションの例：１巻１号(1154 ページ)，１巻２号(155246
ページ)，１巻３号(247372 ページ)，
．
．
． ●号内ページネーションの例：１巻１号(1154 ページ)，１巻２
号(1124 ページ)，１巻３号(1134 ページ)，
．
．

2.

【教員，公私立大学，農学】

出版社に対して： PC サイトがかなり重たい場合があり，閲覧検索に時間がかかってしまう時がある
【大学院生，
（不明）
，社会科学】

3.

出版社の web ページでトップページから目的の文献までなかなか辿りつけない（アーカイブがどこにあ
るのかわからないサイトがある）

【教員，国立研究所，物理学】

4.

出版社の web ページの文字が小さく見にくい

【教員，国立研究所，物理学】

5.

図書館スペースの狭隘が問題である。やはり紙ベースのものが十分にそろっていて，さらに便利のため
に電子情報環境があるというのが望ましい。出版社については，正誤表や出版後の新たな学術動向を知
らせるサイトがあるといいだろう

【教員，国立大学，社会科学】

6.

閲覧ソフトを統一して欲しい

【教員，国立大学，化学】

7.

電子雑誌の創刊が簡便なため，雑誌の数が急激に増えて，投稿依頼が急増している。とても対応できな
い。また，必読雑誌が分散するため，必要な情報が広く分散し，かえって手に入りにくくなる気もする
【教員，国立研究所，工学】

8.

PDF ファイルをダウンロードできないことがたまにあります。ファイルがダウンロードできない時に，
出版社へ報告するのは面倒なので，Web 上で簡単にエラーが生じていることを知らせることができるシ
ステムがあると便利だと思います

9.

【教員，公私立大学，農学】

学術雑誌には，特定の目的を持って研究成果にアクセスする場合と，目的なく最新の研究成果を眺める
場合の２通りの使い方がある。最初の目的については，現在の電子ジャーナルのやり方で満足であるが，
２番目については，必ずしも，現在のような電子ジャーナルがせっかくのオンライン機能を活かしてい
るとは言えない。ぜひ，２番目にもインターネットの威力が感じられるような機能の拡充をお願いしま
す

【教員，公私立大学，数学】

10. 関連する論文や書籍を紹介してくれると良いと思う

【大学院生，国立大学，総合領域】

11. 総説雑誌（Reveiw 雑誌）と総説本との関係は，これまで通りでよいのか？ 本の一章に書かれた総説
は，雑誌中の総説よりも一般的に引用されないので，書き手の質が低下し，結果的に本の質が低下して
いる

【教員，国立研究所，生物学】

12. 必ずしもレベルが高くない情報が流通するようになっている。
（出版側の問題）

【教員，国立研究

所，工学】
13. 出版社宛:専門書は正しく伝えるのが役割で､絶版しても誤りがある場合､正誤表を HP 等で公示すべき
で著作権を変えるべきと私は､考えます｡止むを得ず､私の HP に載せています

【大学院生，公私立

大学，工学】
14. インターネット利用での投稿プロセス，査読プロセスのさらなる合理化を希望します

【教員，国立

大学，工学】
15. 最近の傾向として，オープンアクセス系の学術誌への掲載料が非常に高く（?３０万／一報）
，研究室単
位で支払うのは非常に負担になっている。大学単位で契約して頂けると大変助かります

【教員，国
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立大学，複合新領域】
16. 論文の掲載料金が高い．大学教員等であれば研究費等で賄えても，大学院生等には１部投稿するのに数
万円から数十万円かかるのは負担が大きい．専門機関で優れた研究をしても費用の問題で公に発表でき
ないこともあると思う．出版費用は雑誌の売り上げで補てんするべきだ．投稿費用をかけないと投稿が
増えすぎるのであれば，論文の査読等で審査基準を上げることで対処すればよいと思う

【大学院生，

国立大学，総合領域】
17. 論文投稿費等の経費が上昇している。投稿できる論文数・雑誌が研究費で決まってしまう可能性がある
【大学院生，公私立大学，化学】
18. 最新の論文がなかなか読めないことが問題。音読付き論文（有名なトピックスだけでもよいので）があ
れば絶対利用したい

【大学院生，国立大学，物理学】

19. 出版社への注文：science や nature などのフォーマットに大いに疑問がある。なぜなら，最近の生物関
係の論文では Supplementary figure がメインテキストの figure よりはるかに多く，メインテキストを読
んでいる際に何度も何ページも後ろにある Supplementary figure を参照するためにページをめくり返
さないといけないから

【教員，国立大学，薬学】

. その他（図書館関連）
1.

図書館からのリンクが使いづらいことがある

【
（不明）
，
（不明）
，社会科学】

2.

図書館に対して：電子ジャーナルポータルの情報を最新のものに更新してほしい

【教員，公私立大

学，社会科学】
3.

図書の貸し出し期間を長くしてほしい

【大学院生，国立大学，農学】

4.

貸出冊数の制限をなくしてほしい

5.

アジア歴史資料センターをもっと拡充してほしいし，センターと図書館が連携してほしい

【教員，公私立大学，社会科学】
【教員，

国立大学，社会科学】
6.

図書館に対する経費削減

【教員，国立大学，医学】

7.

大学図書館は，今のところ，的確な研究の手助けができていない ; University libraries, as they now are,
often appear irrelevant to assist research

8.

【教員，公私立大学，工学】

新規購入以来してから手元届くまでのタイムラグが数ヶ月となり自己負担購入する場合が多い。そのた
め，図書予算が有効利用されないので，大学資源の分配方法を変更するか，個人研究費を増額するか，
タイムラグをなくす努力を真剣に図書館職員がおこなうか，いずれかである

【教員，公私立大学，

社会科学】
9.

国立大学の図書館については部局別の研究図書館を廃止し，大学単位に図書購入資金を集中させ，大学
単位で重複なく網羅的に図書・雑誌を購入・契約することを望む。
（現行制度は無駄が多すぎるので「仕
分け」が必要）

【大学院生，国立大学，社会科学】

10. できればコピー代をもっと安くしてほしいです

【大学院生，国立大学，人文学】

11. ３月の地震後，本棚が損傷して取り出せない本があり，困っています。図書の職員の方に頼めば個別に
棚を動かして取ってくれるのですが，毎回そこまでお手数をかけるのも恐縮してしまいます。早く本棚
が直ると（予算がつくと）よいです

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

12. 図書館の和文雑誌コーナーの，古い刊が探しても見つからないことがある

【大学院生，国立大学，

医学】
13. データベース上では所蔵していることになっている資料が実際に閲覧しようとすると紛失していたと
いうことを某国立大学図書館で経験しました。国会図書館も所蔵していない資料で，NACSIS でも当該
図書館しかヒットしないものでした。そのような貴重な資料が館員も知らない間に行方不明になってい
114

るという管理の杜撰さに愕然としました。このようなことがないようにしていただきたいものです。ま
た，行方不明ではありませんが，上記と同様の貴重な資料のマイクロフィッシュの撮影状態が劣悪で判
読不可能なものもあります。しかも現物を所有していないため確認もできないという事例があります
【教員，公私立大学，社会科学】
14. 図書館でも電子媒体を気軽に閲覧できると良い。または，図書館で閲覧した資料の一部を電子化できる
と良い（普段はコピーを取った上で PDF にしている）
15. 図書館スタッフのレベルが低すぎる

【大学院生，公私立大学，工学】

【教員，公私立大学，社会科学】

16. 電子媒体に関して，図書館スタッフの知識・技能を格段に向上させてほしい。現状ではユーザーの方が
詳しく，そうしたユーザーが電子媒体の情報を利用するにあたって，図書館スタッフがむしろブレーキ
になる場面に遭遇する

【教員，公私立大学，歯学】

17. 本学図書館には語学関係の雑誌がほとんど文学部か教育学部や研究室に所蔵されているので，それを利
用するのは不便であり，もし図書館を通して入手できればいいと思います

【大学院生，国立大学，

人文学】
18. 問題と感じていることはとくにありません。Google Scholar にリンクされている リンクリゾルバが大
変便利です。ありがとうございます

【大学院生，国立大学，物理学】

19. 購読の手続きが煩雑なため，学校が契約していないジャーナルはあまり読まなくなる

【大学院生，

国立大学，畜産学・獣医学】
20. 冊子体による新刊情報の場合，発注の際に ISBN を手動で打ち込む必要があり，面倒

【教員，国立

大学，社会科学】
21. 冊子体のコピーに許可が必要になって，とても面倒くさい
22. 手続きが面倒

【教員，国立大学，化学】

【教員，公私立大学，総合領域】

23. 図書館：毎年，書籍購読の資金が不足と言われ，購入書籍の削減が提案される一方で，図書館に自分の
興味がない書籍を見つけることに違和感を覚える。これは基本的に大学自体が購入を決定しているため
だと思う。情報化が進んだ現代では，大学が個々人に対応せずとも，利用システムの構築により，間接
的に個人の書籍利用を管理することが可能である（これは近年のインターネット事情を見れば明らか）
。
図書館の主利用者たる大学生にとって，仮想的な図書館システムの管理の下，個人のデータストレージ
に蔵書を所有する体制は有益に働くと思う。こと研究情報の収集において，実際の印刷物が必要とされ
ることは希であるし，書籍に記載されている情報自体に価値があることを考えれば，書籍を保管する建
物や書籍の管理業務は実際的な研究ニーズと乖離している。図書館の仮想化は既に始まっているが，よ
り積極的に推進していくべきだと思う

【大学院生，国立大学，生物学】

24. 図書館に対して： 閲覧可能な場所を作って欲しい
25. 館内利用限定書の選定に見識を欠く

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

【教員，公私立大学，人文学】

26. いろいろな情報が，バラバラで提示され，使い方などについて共通のルールがないため，本当に必要な
ときしか使う気にならない。大抵の学術情報は，各ジャーナルの HP および Google Scholar などで充
分得られるため，今や図書館の必要性はジャーナルの subscription 契約ぐらいとなっている

【教

員，国立研究所，工学】
27. 是非，現在の図書館のレベル以上を維持願います。情報は小さなサイズの大学こそが充実しないといけ
ない分野と認識しております

【教員，国立大学，農学】

28. 本学の図書館については，配置場所をもう少し検討して欲しい。なぜ同じ分野の書籍が２箇所に分かれ
ているのか，その分類の基準が不明。分けるのであれば，もっと明確な分類基準（ある年代まではこち
ら，それ以降はこちら，など）を設けて欲しい。また，本学の雑誌の製本の仕方もあまりにも利用者の
ことを考慮していない。背表紙に巻や年が記載されているが，その部分に分類のシールが貼られている。
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いちいち取り出して表紙を見なければ年代や巻を確認することが出来ず，非常に手間がかかる。書庫に
戻すときにばらばらにしてしまうこともあるし，逆にばらばらにされていることもあるので，１つ１つ
確認しなければわからない

【大学院生，国立大学，社会科学】

29. 時々雑誌の最近号が図書館に入っていなかったりしますが，電子媒体になったためか，それとも単純に
購読ニーズがなくなったと判断され，購買が中止されたのかよく分からないときがあります。電子書籍
のニーズ調査，書籍雑誌購入へのニーズ調査などを定期的に行ってもいいのではないかと思います
【大学院生，国立大学，人文学】
30. 国内に 1 冊しかない本，かつ，絶版で手に入らない本をすべて複写できないのは不便です。電子化もさ
れていないような本をどうやって手に入れたらよいのでしょうか

【大学院生，国立大学，社会科学】

31. 貸出中の図書の返却期限の通知が非常に便利だ ; The notification for returning the borrowed books is
very useful

【教員，国立大学，工学】

32. 図書館は来館者数やコピー依頼件数で利用率を算出するのではなく，電子媒体の情報利用件数を正確に
把握する努力工夫をして電子媒体を含めた図書購入維持管理予算削減を留まらせるべき。図書館は学術
研究を推し進めるために必須栄養源です

【教員，国立研究所，化学】

33. リクエストできるシステム（リクエストが多い場合は大学が契約を考えてくれるシステム）

【大学

院生，国立大学，医学】
34. ネットワーク環境が悪すぎて，論文をオンラインで利用することに非常に時間がかかる。自宅で検索し
て対象を絞り込み，大学では落とすだけということが多い。緊急時は G３モデムを利用するが，こちら
も遅い。ネットワークインフラがもっとも大切である

【教員，公私立大学，化学】

35. 参加大学であるにもかかわらず部局により eduroam が使えない
36. 図書館に無線 LAN を設置してほしい

【
（不明）
，
（不明）
，
（不明）
】

【教員，国立大学，薬学】

37. 電子ジャーナル，データーベース等の利用実態の把握に課題がある

【教員，公私立大学，社会科学】

38. 自分の知る限りの図書館では，政治学，社会学，行政学，政策科学などの社会科学系の書籍の並び方が，
分かりづらい。これらがバラバラの位置にあったり，逆に混ざっていたりすることがある

【大学院

生，国立大学，農学】
39. amazon のように自分のキンドルに図書館の蔵書や雑誌論文がダウンロードできるようになったら便利
だと思います

【教員，国立大学，人文学】

. その他（全般）
1.

Impact Factor を雑誌の評価に用いないで欲しい

【教員，国立大学，工学】

2.

現在，研究者評価に使われている雑誌のインパクトファクター（IF)は，たとえば放射線関係の専門誌で
はひどく低く，分子生物学分野では同じ論文を投稿しても評価が高く表れるので，専門誌への投稿数が
減り，さらに専門誌の IF が下がる。研究者人口が少ない分野の専門誌(あるいは研究者そのもの）はい
らないということになり，結局おなじような分野に研究内容がひしめくことになる。インパクトファク
ターみたいなものが個人評価に使われ，それが如実に研究費に反映する事を重要視して，公正さ，重要
性が反映されるような，学術雑誌の評価基準をつくってほしい（本末転倒の要望であるが）
。あるいは，
個人評価に IF を使う事の有害性を検証してもらいたい

3.

【教員，国立研究所，複合新領域】

自分の論文の，他の研究者の引用や閲覧に関するフィードバックを希望します

【教員，公私立大学，

総合領域】
4.

著作権などに関する申請のウェブページの入口が分かりにくい，または貧弱なコンテンツしかない
【教員，国立研究所，工学】

5.
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信頼性の高い学術情報と，体裁だけ似ているが信頼性の無い情報（疑似科学）との区別がつかず，世間

一般の方のみならず政策・意志決定層までが惑わされている例が目立つ。信頼性の目安となる情報を一
般に提供する仕組みの整備，および科学的情報の信頼性を高める仕組みの広報が急務

【教員，国立

研究所，工学】
6.

公刊される論文の数が飛躍的に増大しており，各種サービスを利用しても重要な研究・論文・研究者に
はたどりつくことは不可能である。この傾向は出版社等だけのエージェントの問題ではなく，研究に対
する文化の社会・経済・政治的な利害関係者が，
「短期的な研究の評価」へあまりにもシフトしている
ためである。研究者・納税者・学生・出版社・行政にとってもこのような状況は不利益のほうが大きい
（と思う）
。情報の洪水にのまれることなく，せわしく短期的な動向に左右されにくい，広い意味での
科学コミュニケーションのアイデアが求められていると思います

7.

【教員，国立研究所，工学】

将来的に，アマゾンの書評みたいに各論文へのコメント，感想がネット上公開して共有できればいいな
と思います

【大学院生，国立大学，人文学】

8.

Direct LINK による文献の入手が容易であれば良い

【教員，国立大学，医学】

9.

pdf 論文の参考論文の欄から直接子引きの論文の pdf 版を引けるようにしてほしい

【教員，国立大

学，化学】
10. Pubmed の検索結果から提携先の論文にアクセスできるようにしてほしい。SSL‐plugin で Science のサ
イトから Science signaling の論文に飛べるようにしてほしい

【大学院生，国立大学，農学】

11. PubMed や Google scholar から全文リンクに直接繋がらず，図書館のウェブサイトを経由しなくてはな
らない場合がある

【教員，国立大学，医学】

12. いつもパソコン上で利用しております。ovid 経由で利用する Neurology などの雑誌が pubmed から直
接開けず困ってました。最近は Google scholar から図書館リンクを利用して開けていますが，学内から
のアクセスでも雑誌のページからも開けず不便に感じることがあります。また，ほかの雑誌に目を通し
ているといつのまにかタイムアウトしているのも煩わしいと感じますが，便利に慣れすぎたためでしょ
うか

【大学院生，国立大学，医学】

13. リンクフリーが理想

【教員，公私立大学，医学】

14. 各機関，図書館，出版社が連携を取り，相互リンクがあると良い

【教員，国立研究所，工学】

15. 電子情報の特徴は検索が容易なことと，リンクした情報に直ぐにアクセスできることだと思います。後
者に関しては，現状では，とても十分とは言えないので，直接情報元にリンクできるようにしてもらい
たいです。かなり大変な作業でしょうが，改善の余地はかなりあると思います

【教員，国立大学，

地球惑星科学ほか】
16. 日本国内の学術情報の公開スキームに些か不備があるためか，海外の学術ライブラリや検索システムと
の整合性がなく，現状では国内外の学術情報をそれぞれ別々の方法や環境で利用しているという状態で
す。近年では CiNii の書誌情報が整備されてきたことを喜ばしく思いますが，たとえば Google Scholar
とはうまく連携していないようです。この乖離があるので，たとえば Mendeley，Papers，ReadCube
のような研究論文管理ソフトを利用する上で，海外の論文に比べて日本の論文を扱う際に困難を覚える
ことがあります。
（つまり，ソフトの検索機能にマッチしていない。
）

【大学院生，公私立大学，社

会科学】
17. 中国人の著者の論文を欧米人が引用する場合，苗字と名前の区別がつかず，誤った著者名引用が非常に
多い。また中南米人の著者名でもどこまでが名前でどこからが苗字かがわからない場合が多い。従って，
論文の署名には苗字をスモールキャピタルで表示する昔の印字法を復活してほしい

【教員，公私立

大学，農学】
18. 電子化とあわせて，障がい者への情報保障を進めてほしい。その他図書館の相互貸借などの一連のサー
ビス提供は進んできているので良いと思う

【教員，公私立大学，社会科学】
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19. 自然科学系の情報利用と人文科学系の情報利用に対する考え方に大きな差があり，自然科学系の情報利
用方法が前提となったシステムがほとんどであるという点に問題がある

【教員，国立大学，人文学】

20. ネットで検索していきついたページについて，時として掲載誌がはっきりしない場合がある。学会名も
わからないことがあって困っている。きちんと記載するように定めてほしい

【教員，国立大学，社

会科学】
21. 書誌情報を必ず付けて欲しい

【教員，公私立大学，人文学】

22. 同姓同名の著者の識別が困難なケースがあること

【教員，国立大学，社会科学】

23. テキスト内の検索が簡単にできることは，研究の発展におおきく寄与するものと考えます

【大学院

生，公私立大学，工学】
24. インターネット上に掲載されるすべての本の書誌情報に，目次を掲載してほしい

【教員，公私立大

学，社会科学】
25. 盗作，盗用の問題

【教員，公私立大学，社会科学】

26. Web 上の情報を学生が剽窃（コピーペースト）してしまう問題をどう防げばいいかが問題です。雑誌
や書籍の本文ではなく他大学の学生の論文講読報告でしたが，それをそのまま自分のレジュメにしてし
まった学生が回答者のゼミにおり，きつくしかりましたが

【教員，国立大学，社会科学】

27. ジャーナルが氾濫しており，学生が剽窃しているのを簡単に見抜けなくなっている

【教員，公私立

大学，社会科学】
28. より厳格な剽窃のコントロール ; Stricter control of plagiarism

【教員，公私立大学，社会科学】

29. 以前，私の書いた論文を無断で盗用して卒論として提出している者がいるのを，ネット上で偶然に発見
したことがあった。特に図書館などでは，情報提供サービスと同時にこうした違反行為の監視などのサ
ービスも求められる時代が来るのかも知れない

【教員，国立研究所，総合領域】

30. 学生のレポートに，ネットから入手した論文のコピー＆ペーストと思われる記述が多くなったため，自
宅で作成するレポートの課題を廃止した

【教員，国立大学，社会科学】

31. 自分が論文に掲載した写真データを，全く交流のないアジア系研究者によりその人のデータであるかの
ように国際会議の口頭発表で用いられた人が身近にいる。研究者としてのモラルの問題ではあるが，何
か対策を取れないか

【教員，国立研究所，工学】

32. 電子ジャーナルや電子書籍で気軽に文献を手に入れられるようになった事自体は素晴らしいが，問題点
としてだが，剽窃も多くなっている（特に学位論文）

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

33. TogoDOC を研究室でどのように活用するか。院生には進める方向で検討中

【教員，国立大学，農

学】
34. 研究分野をもっと下位の分野まで細かく分類して欲しい ; Classified the research field into more
specified sub‐fields

【大学院生，国立大学，薬学】

35. 英語以外の文献に対する英語翻訳サービス

【大学院生，公私立大学，化学】

36. 古い雑誌記事の電子化が進んでいないこと，すくなくとも目録（目次）の情報を増やしてほしい。国会
図書館の雑誌記事も古いものはあまり進んでいないのでは? 全ての記事が電子化される必要はないが，
冊子体にあたりやすくするサポートをしてもらうことで，紙媒体の保存の重要性が認識されると思われ
る

【教員，国立大学，人文学】

37. 使いやすいこと

【教員，国立大学，工学】

38. 研究発表論文数総数自体が増加の一方で多すぎる

【教員，国立大学，化学】

39. BibTex や EndNote の出力の仕方が雑誌によってマチマチで（ある）

【教員，国立研究所，物理学】

40. E‐ラーニング，遠隔学習，マルチメディア，認知スタイルと学習スタイル，言語学習，アラビア語 ;
E‐Learning, Distance Learning, Multimedia, Cognitive Styles, Learning Styles, Language Learning,
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Arabic Language

【大学院生，公私立大学，総合領域】

41. あまりに情報が多すぎて，探しているものが見つからないと，失望いたします

【教員，公私立大学，

人文学】
42. あらかじめ専門分野を登録しておけば関連の情報を随時配信してくれるサービス

【教員，公私立大

学，社会科学】
43. いかに流通を促進するかということを，まず考えていただけたらと思います。流通を止めようとする力
が働いている場合があります

【教員，国立研究所，工学】

44. いきなり全部が読めなくていいので，さまざまなジャンルの本を最初の 5‐10 ページだけ PDF 等の汎用
形式で読めるようなサービスがあれば便利だと思う

【大学院生，公私立大学，社会科学】

45. オンラインの情報として，良く日本のアーカイブを利用している。「アジア歴史資料センター」
http://www.jacar.go.jp/ ; As on‐line source, I most often use Japanese Archives http://www.jacar.go.jp
【大学院生，公私立大学，社会科学】
46. サイトの使い分けがまだ上手くできない

【教員，公私立大学，複合新領域】

47. そもそも，多くの連絡調整（本件のようなアンケートを含む）に日常の時間の大部分をとられており，
論文やデータ解析は休日にしか行えないのが実状

【教員，国立大学，複合新領域】

48. ダウンロードした論文の保存・整理（アーカイブ化）に多くの問題を感じていますが，個人のレベルの
解決が必要かと考えています
49. パッケージ

【教員，国立大学，生物学】

【教員，国立大学，化学】

50. 会議録や雑誌が必要なときは，Google Scholar を利用している。リンクから，直接コピーを入手できる
場合もある。そうでなければ，IEEE や Springer をよく利用している ; When I need to find a conference
paper or journal i start with scholar.google.com. Sometimes I can find the copy directly through one of
the links. If not I often use IEEE or Springer

【教員，
（不明）
，工学】

51. 学術情報，研究情報の利用に関し問題となっている事項があったとしても，利用者からわざわざそんな
ことを報告することなどないと思うのですが

【
（不明）
，
（不明）
，
（不明）
】

52. 学内業務に追われ論文に目を通す時間が十分確保できない

【教員，公私立大学，農学】

53. 研究者のテーマを本人の了解を得て把握し，関連する情報を直接に提供すること

【教員，公私立大

学，社会科学】
54. 現在の環境で使うことに精いっぱいで，具体的に何か要望するというようなところまで手が回らない
【教員，国立大学，複合新領域】
55. 個人的に今くらいの環境は十分だと感じてはいますが
56. 今のままで十分

（不明）
，人文学】
【大学院生，

【大学院生，国立大学，総合領域】

57. 雑誌の印刷版と電子版の両方が利用可能な場合，電子版には印刷版にあるテキストを要約するような図
表や付属情報が付いていないことは分かっている。しかし，iPad に PDF をコピーすれば，研究のため
に紙を持ち歩いたりコピーのコストを掛けずに済む。このことは非常に重要だと思う。私は世界中の約
25 の機関で調査研究を行ってきたが，私は本学図書館を世界でもベストな図書館の一つだと思ってい
る ; I appreciate the fact that both the printed and e‐version of journals is available as very often the
e‐versions do not contain the pictures and additional info that help digest the text in the print version.
However, I can save on copy costs and carrying papers around for research purposes by downloading
the PDF copies on my iPad. I really treasure these functions. In general, I regard my university library as
one of the best in the world and I have already done research at about 25 institutes worldwide

【大学

院生，公私立大学，社会科学】
58. 自分がダウンロードした論文を自動的にデータベース化し，個人の文献データベースへの取り入れ・重
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複ダウンロードの防止・参考文献作成に使えると良い
59. 充分に便利になっていると思う

【教員，国立研究所，工学】

【教員，国立大学，社会科学】

60. 大量に論文をダウンロード・印刷するのでその整理が難しい。 出版社は雑誌の購読料をとりすぎだと
思う

【大学院生，国立大学，薬学】

61. 電子ジャーナルと電子ブックは何が出版されているのかを把握しやすい。しかし，私は斜め読みの時以
外，雑誌論文をきちんと読みたい場合には，常にダウンロードしてプリントアウトしている。椅子に座
ってコンピュータの画面で読むのは落ち着かないし，疲れてしまう ; E‐journals and e‐books are great
for finding out what is ʺout thereʺ. But unless Iʹm just skimming for information, I ALWAYS download
and print out a hard copy of journal articles I want to read. I find sitting at my desk reading a computer
screen uncomfortable and tiring

【教員，公私立大学，人文学】

62. 電子ブックに対する質問がよく分からない。私は基本的に，科学論文をコンピューターに PDF で取り
込み，ディスプレイに表示して，電子版で読んでいる。私には，電子ブックリーダーは必要ない。特に
Acrobat Reader を導入してからは，テキストにマーカーで印をつけ，メモを書き込むこともできるので，
PDF で満足している。高速かつ簡単に適合性の高い情報を得ることができるが，印刷版は比較にもなら
ない ; Your questions about e‐books are not clear to me. I read essentially electronic version of scientific
papers, many registered as PDF on my computer and displayed on the screen. I do not need e‐books
readers, PDF is just fine, especially since introduction of Acrobat Reader with possibility to mark text as
with a marker and to add notes. I privilege speed and easy search of relevant information. It makes
printed version not competitive
63. 電子図書館 ; e‐libraries
64. 統合

【教員，国立研究所，生物学】

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

【教員，公私立大学，農学】

65. 非常に重要 ; very important

【教員，国立研究所，総合領域】

66. 本学のサービスは極めて満足度が高く，スタッフは資料の入手に非常に役立ってくれる ; I have found
the services at my university to be quite adequate and staff to be very helpful in finding resources
【教員，公私立大学，人文学】
67. 本学は多くのデータベースと契約しているので，不満はない
68. 利用者のことを考えて欲しい

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立大学，工学】

69. 論文が必要なときは，まばらなので，10 年くらい使っていないかぎり，継続してほしい
私立大学，社会科学】
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【教員，公

Q.24 学術研究、高等教育に関連する図書館サービスの今後のあり方について、要望や意見を自由に記入し
てください
I. コレクション
I‐1. 電子コレクション
1.

eBook や pdf ファイルの提供を積極的に進める。印刷物は最小限に留めないと将来的に全ての書物を印
刷物として保持することは，近い将来物理的に不可能となる。理系文献等の場合は特にその必要性が強
い。文系の資料等についても出来る限り，電子媒体での保存を考えるべきであろう

【教員，公私立

大学，生物学】
2.

Google でやり始めた様に，公的ライブラリーの所有している雑誌・書籍等は，ネット上に公開してほ
しい

3.

【教員，国立研究所，工学】

Google や Internet Archive 等との協力により，無駄な情報の重複を避けることが出来るだけでなく，貸
し出しを減らすことも可能かと考えます。また，利用者にとっては，必要な情報が手元ですぐアクセス
できる環境が蓄積されれば，より新しい研究スタイルをきずけるのではないでしょうか

【大学院生，

公私立大学，工学】
4.

iPad を持っている学生が増えてきているので，図書館が学生に対して図書館サイト上などで電子書籍へ
のアクセス・閲覧権を提供できるようになれば，購入の難しい教科書等を多くの学生が同時に電子的に
閲覧できるので素晴らしいのではと思う

【教員，公私立大学，社会科学】

5.

On line サブスクリプション契約の充実

【教員，国立研究所，工学】

6.

PDF で入手できると検索等も容易であり，非常に助かる

7.

Web of Science などのデータベースは大変役立つので今後とも充実して欲しい。電子ジャーナルがでな

【教員，国立研究所，工学】

い場合，文献複写で良いと思う（ただし，急ぎの場合は，速達など御願したいと思う）

【教員，国

立大学，地球惑星科学ほか】
8.

Web で入手できる雑誌がもっと増えるとよいと思います。一方で，比較的古い文献を入手したい時に，
まだ PDF 化されていない場合もあるので，そのような際には実際に図書館へ行って書庫から探すこと
があり，いつもきちんと整理されていてとても気持ちよく利用させていただいております。電子書籍（文
献）も大変便利ではありますが，それが全てだとは思えません。実際に手にとってから興味がわいてく
るタイプの書籍もあると思うので，引き続き蔵書も充実していただけたらと思います

【教員，公私

立大学，農学】
9.

アクセスできる JSTOR の電子ジャーナルを増やしてほしい ; Iʹd like access to more academic journals
on JSTOR

【教員，公私立大学，人文学】

10. アクセスの自由度を高めていただきたいです
11. アクセス可能ジャーナルの増強

【大学院生，国立大学，人文学】

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

12. アメリカの大学で進んでいるデータベース化の速度には驚かされる。著作権のきれた 19 世紀の文献な
どは，どんどんデータベース化されていて，訪米調査をおこなわなくてもダウンロードして読めるよう
になってきている。日本の遅れを感じる。日本でももっとデータベース化にとりくんでもらいたい。し
かも，日本の大学の財政悪化で，契約の範囲がせばまり，オンラインで読めるジャーナルがどんどんす
くなくなっていて，困っている。図書館にもっと予算をつけて，情報収集の簡易化にむけて，購読でき
るジャーナル数を増やしてほしい

【教員，国立大学，社会科学】

13. アメリカの大学などで既に行われていると聞いたが，iPad などで本が見られるようなシステムができれ
ば便利。
（著作権等の問題で難しいかもしれないが。
）

【大学院生，公私立大学，人文学】

14. アメリカ化学会出版の journal of the american chemical society や Inorganic Chemistry, Langmuir 等の
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良質な雑誌が読めないので，それらを図書館で購読して，電子ジャーナルとして読めるようにしてほし
い

【教員，国立大学，化学】

15. イギリスの大学に所属し，大学図書館を利用出来る場合，論文検索からヒットした論文の出力まで一貫
して可能なサービスとなっている。しかし日本では，たとえば Bibliography of British and Irish History
や International Medieval Bibliography など，それぞれ単体で，最低でも年間 16 万円程度の使用料がか
かる。またヒットした論文をダウンロードしたくても，電子ジャーナルが充実していないと無理である。
個人研究費のレベルではとうていまかなえきれず，研究するなと言われているに等しい。せめて大学間
コンソーシアムなどによって，利用できるようにしてほしい

【教員，国立大学，人文学】

16. いろいろ障害はあろうが，今後は電子データ方面を充実させていってほしい

【教員，国立大学，人

文学】
17. インターネットを介した電子書籍検索，ダウンロードサービスは研究の効率化に欠かせない

【教員，

公私立大学，工学】
18. オープンアーカイブの促進。研究者・大学教員・学生が必要としており，良く利用される出版物の購読。
真剣な討議をせずに毎年自動的に契約更新をするべきではない。ほかにもたくさん… ; Encourage open
archives.

Subscribe

the

publications

that

are

really

used

and

are

in

demand

by

researchers/academics/students. Automatic subscription year by year without effective data generated
【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

by serious Q&A must be discouraged. Many more...
19. オンラインジャーナルの充実

【大学院生，公私立大学，社会科学】

20. オンラインジャーナル契約の幅を広げてほしい

【教員，国立大学，医学】

21. オンラインで閲覧できる雑誌は可能な限り多いことが望まれるので，近辺の複数の大学，研究機関など
と協力することで経費を削減しつつ雑誌数を増やすことはできないのでしょうか？

【教員，国立研

究所，工学】
22. オンラインで全ての資料を利用できること ; Everything can be obtained online

【大学院生，国立大

学，薬学】
23. オンラインで利用でき，印刷できること ; online and printable
24. オンラインによる電子書籍の貸出を進めてほしい

【大学院生，公私立大学，工学】

【教員，国立大学，総合領域】

25. オンラインのみの雑誌も増えてくるが，それを検索する際に，実際に掲載されている他の論文や記事に
自然に目が向くようなシステムを構築してほしい。図書館に依頼することではないかもしれないが，上
記と同様の理由で重要なポイントと思われる

【教員，公私立大学，農学】

26. オンライン化されていない資料については補完してもらいたい。また，データベースとして過去の文献
は貴重な資料なので保存していてほしい

【教員，国立研究所，化学】

27. オンライン化されていない文献の pdf コピーのオンデマンド化

【教員，国立大学，物理学】

28. スペースの問題もあるでしょうし，科学雑誌については印刷体はなくし電子ジャーナルのみに移行した
方が良いと思う

【教員，公私立大学，物理学】

29. スペースの関係もあり，希少価値の高い本などの採録はそのまま続けてもらうとしても，雑誌等は電子
版に順次切り替えていったほうがよい

【教員，公私立大学，人文学】

30. すべての書籍を電子化して，内容の検索，閲覧が可能になるようにしてほしい

【教員，国立研究所，

工学】
31. すべての図書館サービスは，個人のワークステーションやモバイル機器でアクセスできるようにすべき
だ ; All library services should be accessible from my workstation and through mobile devices
員，国立研究所，化学】
32. すべて電子書籍にし，書籍は不要
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【教員，公私立大学，生物学】

【教

33. そこへ行かなくても必要な雑誌が読める時代は到来したが，古い重要な書籍については，未だ高い価値
があるにもかかわらず情報として淘汰される恐れがあります。こうした重要な書籍についても，そこへ
行かなくても閲覧できるシステムを期待します

【教員，国立研究所，複合新領域】

34. ダウンロード可能な論文（雑誌）を増やす。新しい論文こそ必要なのに，1 年くらい経たないと見られ
ない雑誌が非常に多いと思います

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

35. できるだけ多くの雑誌の電子ジャーナルを取り扱ってほしい
36. できるだけ多くの電子ジャーナルと契約してほしいです

【大学院生，国立大学，医学】

【大学院生，公私立大学，社会科学】

37. できるだけ多くの論文が pdf 形式でダウンロードできるといい

【大学院生，公私立大学，生物学】

38. できる限り多くの論文誌がオンラインでも見られるようにしてほしい。各分野の Top ジャーナルはもち
ろんのこと，B や C レベルのあまり知名度の低い論文誌もできることなら，閲覧できるようにしてほし
い

【大学院生，公私立大学，社会科学】

39. デジタル化，オンライン化は出来る限り進めて欲しい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

40. どのような文献でも自由にリンクできることが望ましいと思いますが，雑誌自体が商用であることを考
えれば難しいのでしょうね

【大学院生，国立大学，医学】

41. なるべく広い範囲で検索，印刷等ができるようにしてほしい

【教員，国立大学，
（不明）
】

42. なるべく多くの論文を読みたい。古い論文も電子化されれば活用される可能性が広がるので，可能な限
り電子化し広く公開していただければありがたいと思います
43. ネットワーク化

【教員，国立大学，工学】

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

44. ネットをフル活用してより多くの資料がより早くみれたら幸いです

【大学院生，公私立大学，社会

科学】
45. ノートパソコンや電子ブックリーダーで，図書館の蔵書にアクセスできるようになると良いのだが ; It
would be nice if libraries could also allow users to access their collections through their laptops or
e‐book readers

【大学院生，公私立大学，社会科学】

46. ハードコピーで保存すれば，保管場所をどんどん増やす必要が生じるので，今後だけでなく，過去の文
献においても電子化することは必須。そしてそれを妨げる著作権関連の法規や諸制度も時代に合わせて
変更させるべき

【教員，国立研究所，工学】

47. バックナンバー用にすべてのものを電子化で所蔵する

【教員，公私立大学，社会科学】

48. フリーアクセス可能な共同データベースの構築とコンテンツの充実

【教員，国立大学，農学】

49. プレプリントサーバを公共図書館サービスに組みこんで，いろいろな論文に自由にアクセスできるよう
な仕組みが好ましい。また，識者によるプレプリントサーバー内論文のレビューがあるとよい

【教

員，国立研究所，工学】
50. ほかの学校の博士の卒業論文を観覧できればすばらしい
51. ほぼすべての雑誌にアクセスできるようにしてほしい

【大学院生，公私立大学，総合領域】
【教員，公私立大学，人文学】

52. もし図書館が電子ジャーナルなどの積極的利用を普及させなければ，いずれ大学図書館はその存在意義
を失ってしまうだろう．現状でも図書館は，たとえば Google などに比べれば，ほとんど役に立ってい
ない．図書館維持の経費を個人研究費に還元してくれれば，必要な文献は直接買うことで必要はほぼ完
全に満たされると考えている

【教員，公私立大学，地球惑星科学ほか】

53. もっと多くの雑誌が学校から見られるようにしてほしい
54. もっと多くの雑誌の PDF を読めるようにする

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

【大学院生，国立大学，総合領域】

55. もっと電子ジャーナルを増やして欲しい。Nature Medicine などは当たり前のように本文が読めるよう
にして欲しい。紙をすべて廃止して，全てを電子ジャーナルにしてください。それが大学にいる一番の
メリットになります。またお金も節約できます。宜しくお願いします

【教員，国立大学，医学】
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56. もっと電子書籍を購入してほしい

【教員，国立研究所，工学】

57. もっと幅広い論文にアクセスできるようにしてほしい

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

58. もはや，ＷＥＢ上で検索されない情報は誰も見向きもしない状況であり，できるだけ早急に多くの日本
語の古書，古い雑誌，古い論文を電子化し公開するべきである

【教員，公私立大学，畜産学・獣医

学】
59. より多くのリソースがオンラインで使用できるようになるとありがたい ; The more resources available
online, the happier I am

【教員，公私立大学，人文学】

60. より多くの英語の資料。キャンパスの図書館のどこでも見られるワークショップ ; more English books,
a workshop to show the every part of library in the campus

【大学院生，公私立大学，工学】

61. より多くの雑誌の PDF が自由に閲覧出来る様になると良い．また，以前掲載された論文の PDF 版も充
実させていただけることが望ましい．大学により入手可能な論文が異なるので，相互の融通が可能にな
ると良いと思います．図書館間での相互の論文のやり取りがより簡単に出来る様になると良いと思いま
す

【教員，国立大学，医学】

62. より多くの種類の論文が download できるようにして欲しい。出版社に論文の PDF 化を更に進めるよ
う要望して欲しい

【大学院生，国立大学，総合領域】

63. より多くの電子ジャーナルとの提携を進めながら，情報へのアクセスをしやすくするためにリンク等を
工夫し整理して欲しい．また，その利用方法についての教育を積極的に行うべき

【大学院生，公私

立大学，人文学】
64. より多くの電子ジャーナルを購読してほしい ; Subscription of more e‐journals

【教員，国立研究所，

工学】
65. より多くの論文のフリーアクセスができればいい

【大学院生，国立大学，医学】

66. より多の電子ジャーナルを閲覧可能にしてほしい。 リモートアクセスの利便性の向上

【教員，国

立大学，医学】
67. リクエストした図書が手に入るまでに時間が掛かることがあるが，もし，図書館が全ての図書の電子版
を所蔵してオンラインで提供されるならば（数章だけでも）
，より便利になるだろう ; Sometimes it takes
time to wait for the requested book, if libraries had online copy of each book and could provide it to
readers (at least some chapters), it would be much more comfortable

【大学院生，公私立大学，社会

科学】
68. リモートアクセスの充実化

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

69. 医中誌に関連する論文は，料金が発生し閲覧することができないことが多いので，大学内で閲覧できる
ようにしてほしい。文献複写のサービスは，とても充実しているように思う。思ったより早く届いたり，
多くの文献を図書館のサービスによって手元に取り寄せることができたりするので，今後も続けて欲し
い

【大学院生，国立大学，社会科学】

70. 一般向けには電子化されないような情報の電子化。専門書の電子書籍は殆ど売られない。電子書籍で貸
し出せば，期限が無限。リーダーの貸し出し。リーダーごと貸し出し。複製禁止の条件付きな情報もリ
ーダーにいれた状態で貸し出せば

【大学院生，国立大学，総合領域】

71. 印刷媒体は嵩ばりますが，電子媒体は検索も簡単で，整理しやすいので重宝しています。重要論文のみ
印刷してじっくり読むというような方法で利用しています

【教員，公私立大学，薬学】

72. 印刷版を中止して，
電子版を導入 ; Stop hardcopy (paper) editions and go for electronic versions

【教

員，国立研究所，化学】
73. 閲覧できる雑誌の数を多くする。とにかく沢山の雑誌のライセンスを取って欲しい。紙媒体の定期購読
は必要ない
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【教員，公私立大学，化学】

74. 閲覧できる電子ジャーナルがもっと増えるとよいと思っています。検索で論文を見つけた際に閲覧でき
ないときは，非常に残念でなりません
75. 閲覧できる電子ジャーナルの拡充

【教員，国立大学，工学】

【教員，国立大学，工学】

76. 閲覧できる電子ジャーナルの種類を増やしていただきたいと思います

【教員，公私立大学，歯学】

77. 閲覧可能な雑誌の数を増やすことと，閲覧可能な対象年代を拡げることが望まれます。それには莫大な
経費が必要でしょうが改善を望みます。せめてこれ以上対象範囲が縮小になりませんように

【教員，

国立大学，畜産学・獣医学】
78. 閲覧可能な電子ジャーナルを増やしてほしい
79. 閲覧可能誌を増やす

【教員，国立大学，工学】

【教員，国立大学，医学】

80. 可能なら，読める電子ジャーナルを増やし，図書をより充実させ，開館時間を長くしてほしい

【教

員，国立大学，数学】
81. 可能ならば，紙媒体をなくす方向が臨ましいです。検索が可能，省スペースの点から電子化するメリッ
トは多大だと思います

【教員，国立研究所，化学】

82. 科学者として，すべての知識に無料でアクセスできるよう望む。無料でアクセスできる資料（オープン
アクセス）もあるが，料金がかかる場合もある。図書館の将来の役割は，科学者に全ての資料を簡単に
無料でアクセスできるようにすることだと思う（編集者への価格交渉を含む）
。電子版だけで充分だろ
う ; As scientist I expect free access to all possible knowledge. Some of papers are accessible without
fees (open access), some with fees. I think the future role of libraries will be to manage the way
(including price negotiation with editors) to provide to scientists easy and free access to everything.
Electronic versions only will be enough
83. 過去の書籍のデジタル化

【教員，国立研究所，生物学】

【教員，公私立大学，総合領域】

84. 海外の図書館で普通に手に入れることのできる第一次文献（EEBO，ECO）を，他大学と共有で図書館
に入れていただきたい。さもないと，博士課程の学生の研究に支障が出る

【教員，公私立大学，人

文学】
85. 各図書館経由でジャーナル等を閲覧する場合には，最新版まで全て自由に閲覧できるよう，ジャーナル，
出版社等と連携してもらいたい

【教員，公私立大学，農学】

86. 各分野で名の通った雑誌に掲載された論文については，基本的に全て電子化されたものを入手出来るの
が望ましい。そうした現在の利便性と，将来のための文献保存を分けて考え，なるべく両立する方法を
模索し続ける必要があるかと愚考する

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

87. 学術研究には過去の論文を知ることは欠かせないが，図書館が契約する電子ジャーナルの閲覧料が高い
ため，契約する雑誌数が限られるのが問題である

【教員，国立大学，医学】

88. 学術研究には電子ジャーナルの充実は必須。その意味では図書館は不要，つまり電子ジャーナルに置き
換わったサービス部門は図書館には不要です

【教員，国立大学，複合新領域】

89. 学術研究情報には自由にアクセスできるようにして欲しい

【教員，国立大学，生物学】

90. 学術雑誌などではますますペーパーレス化が進み，直接図書館に出向いて文献検索，閲覧することは少
なくなると思う。これからの図書館サービスは，たとえばオンラインでの図書情報提供などにウエイト
が移るべきと思う

【教員，国立大学，工学】

91. 学術雑誌に関しては電子化での公開を全面的に進めるべきだろうと思います。現状では，学会等に必ず
しも潤沢な資金がないため，学会単位での電子化が進んでいないようです（記述者が所属する学問分野
において）

【教員，国立大学，人文学】

92. 学術雑誌のバックナンバーリクエストの受付

【大学院生，国立大学，人文学】

93. 学術雑誌の冊子体を全廃し，過去のジャーナルまですべて電子化することで図書館は合理化されると思
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う

【教員，国立研究所，複合新領域】

94. 学術雑誌の電子化はかなり進んでおり，図書館に紙媒体を蔵書することは減少する。それに伴って見か
けの図書館利用率は減少し，図書館維持管理費用削減が持ち上がることが懸念される。実際は電子媒体
の閲覧数は飛躍的に伸びているはずであり，その意味での図書館サービス利用率は急増しているはずで，
電子媒体購読予算は上がってもよいはず
95. 学術雑誌をＷｅｂ上で自由に見られること

【教員，国立研究所，化学】
【教員，国立大学，農学】

96. 学術誌，専門書に関しては全てオンラインに移行しつつあると思います。学術研究に関しては出版社，
プロサービスを採用，人的資源は学部学生へのサービスに向けるべきではないでしょうか

【教員，

国立研究所，総合領域】
97. 学術情報が，電子化されユビキタスに利用できるようになることを望んでいます

【教員，公私立大

学，社会科学】
98. 学術論文に関しては，多くの研究成果がインターネットでアクセスできるようにすべきである

【教

員，公私立大学，社会科学】
99. 館蔵書籍の電子化を進め，学内では自由に利用できるようにしてほしい。日本の学術雑誌のバックナン
バーについても大学で電子化を進められないのだろうか。今でもコピーして利用するのだから，電子化
して閲覧できるようにしても良いのではないか

【教員，公私立大学，人文学】

100. 基本的にすべての資料を電子媒体で（紙を通さずに）閲覧できるのが理想である

【大学院生，公私

立大学，総合領域】
101. 基本的には全てがオンライン化すれば良い。この分野でネットが出来ないヒトはいないのだから
【教員，国立研究所，生物学】
102. 機関内で印刷物を持っている場合には電子化してダウンロードできるようにしてほしい

【教員，国

立研究所，複合新領域】
103. 稀覯書など冊子体で保管することに意義のある蔵書を除き，蔵書をスキャン等によって電子化していた
だきたい。法令の整備まで含めて，その方向に進むべきと考えます
104. 紀要の電子化・公開を進めてほしい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

105. 教科書などは電子書籍とし，図書館から講義室に配信する
106. 教科書の cloud 化

【教員，公私立大学，医学】

【教員，公私立大学，生物学】

【教員，国立大学，化学】

107. 近隣の研究所同士の書籍の交互利用ができるよう，ネット情報を整備してほしい。可能であれば，他の
研究所まで出向けば，お互いに論文がダウンロードできると助かる

【教員，国立研究所，農学】

108. 繰り返しになりますが，要望としてすべての紙ベースの本を電子化してほしい。そして，汎用の電子端
末でそれらを簡単に利用できるようにしてほしい

【その他，国立研究所，総合領域】

109. 経費，保管場所の問題を解決するための電子ジャーナルならば，以前よりもコレクションが充実してし
かるべきであるが，実際には年々購入数が減っているように感じられる。少なくとも場所の問題は解決
できているはずなので，要望の少ない雑誌についても購入してほしい

【教員，国立大学，人文学】

110. 研究に必要な教科書など，電子化されている雑誌以外のものを紙媒体として置いて欲しい

【教員，

国立研究所，化学】
111. 研究の内容から，古い文献を探すことがよくあるが，電子化され，外部から閲覧検索ができると，コピ
ーが必要か否か判断ができる

【教員，国立研究所，医学】

112. 研究関連分野の電子書籍がもっと広範囲に利用できるようにしてほしい

【教員，公私立大学，総合

領域】
113. 研究機関であるのだから，読める論文に制限がないようにしてほしい
学】
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【大学院生，国立大学，生物

114. 研究室から閲覧できる電子書籍を増やしてほしい

【教員，国立研究所，生物学】

115. 原則フリーアクセス可能とし商業化（営利販売）は廃止すべきであると思う。経費の分担は個人にでは
なく組織や機関を対象に行うとよい

【教員，公私立大学，総合領域】

116. 現状では，大学や研究機関間で利用できる電子媒体の質・量に大きな差がある．可能な限り，こうした
差が是正されていくことが我が国全体の学術水準の向上に資するのではなかろうか

【教員，国立大

学，社会科学】
117. 現状については満足している。電子書籍の充実も以前よりも進んでいるが，重要書籍（JCO，NEJ など）
でも電子書籍で利用できない範囲があり，これは改善してほしい
118. 現状保有している本をスキャンして，それの一般公開すること

【大学院生，国立大学，医学】
【大学院生，国立大学，工学】

119. 現代のネット社会の中で，だれでも目的の書籍にアプローチできる状況を整備してほしい

【教員，

国立大学，工学】
120. 個人で収蔵するには物理的空間に限界がきている程，論文集が溜まってきています。一定期間を過ぎた
ら電子化していただけると，心置きなく捨てられます

【教員，公私立大学，社会科学】

121. 古い結晶構造データを The Cambridge Crystallographic Data Centre からダウンロードしていただける
のか？

【大学院生，公私立大学，化学】

122. 古い雑誌は全て電子書籍化して検索の便を向上させて欲しい
123. 古い文章の電子化

【大学院生，国立大学，工学】

【教員，国立大学，医学】

124. 購読する論文誌を選択する際，利用者の需要を広く調査してほしい

【教員，国立大学，物理学】

125. 購読料を安くするための公的な資金の補てんが必要。無駄遣い，仕分けに科学研究はそぐわない

【教

員，国立研究所，複合新領域】
126. 購入しているはずの電子ジャーナルが閲覧できないことがあった。購入しているかどうかの情報の整理
について，きちんとして欲しいと思った

【大学院生，国立大学，農学】

127. 国としてアカデミー全体が全ての雑誌にアクセスできるようなサポートがあって良いのでは？依然，所
属機関が契約していないメジャーな雑誌や団体にアクセスできない場合があるが，

【教員，国立研

究所，工学】
128. 国の支援がとりわけ電子媒体に対し少なすぎる

【教員，国立大学，農学】

129. 国は，電子版雑誌等の購入に対して，国立大学の図書館へ支援，補助をすべきだ

【教員，国立大学，

工学】
130. 国会図書館の近代デジタルライブラリーの意義は極めて大きい。さらに拡充してほしい

【教員，国

立大学，社会科学】
131. 国際的な学術雑誌のバックナンバーへのアクセスを増やして欲しい。
（個人的には Landscape Journal） ;
Would like to encourage more back number access on international journals. (Personally Landscape
Journal)

【大学院生，公私立大学，工学】

132. 国際的学術誌は全部，図書館・internet 経由で，読めるようにしてください

【教員，国立大学，数

学】
133. 国立大学ではすべての電子ジャーナルを読めるようにしていただきたい

【教員，国立大学，医学】

134. 今は大量の時間を印刷体の論文の探しとコピーに費やしています。そのような時間をもっと研究自体に
有効に使ったほうがよいでしょう。なので，現在既にある印刷体の論文なども電子データにしてほしい
です

【大学院生，公私立大学，人文学】

135. 今後は，使用可能な電子ジャーナルおよびデータベースの量が，研究の質に正比例するとまでは言わな
くても，かなりの影響力を持つ。基本的なデータベースが入っていない大学は，その分野でまともな研
究・教育を行うこと自体がもはや無理ではないか。まず，各分野への基本データベースへのアクセスを
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可能にすること，次にその利用方法を周知する方法の徹底の双方が必要

【教員，公私立大学，人文

学】
136. 今後も電子版論文は研究を迅速に行う上で必須だと思います

【教員，国立大学，化学】

137. 最近のジャーナルはウェブで閲覧できるものが多いが，古いジャーナルや，ジャーナルでない実験書，
解説書，テキストなどもウェブで閲覧したい

【教員，国立大学，薬学】

138. 最近は，電子ジャーナル，検索機能が発達して，欲しい文献がすぐに入手できるようになったが，増加
し続ける電子媒体に関わる費用について，今後も対応できるのかが心配である

【教員，国立大学，

工学】
139. 最新のアクセスを可能にしてほしい。例えば電子図書の共有等。
（Kindle 図書等を図書館のハード図書
と同様に利用できる。
）

【教員，公私立大学，複合新領域】

140. 最新の内容はオンラインで拝見できることは素晴らしいことであるが，古い雑誌の研究内容でも必要で
あったり，大切なものがたくさんある。そのようなものをいかにオンラインで検索し，コンピューター
上で見られるようにしてほしい

【教員，公私立大学，歯学】

141. 雑誌のバックナンバーの電子化を推し進め，図書館スペースを学生に可能な限り開放して欲しい
【教員，公私立大学，農学】
142. 雑誌は電子書籍だけで十分なので，書籍と電子書籍を購入している雑誌は電子書籍のみにする等の工夫
が今後は必要と考える

【教員，国立大学，農学】

143. 雑誌も商売なので難しいと思うが，各大学のソースを共有できればありがたい

【教員，公私立大学，

医学】
144. 雑誌検索・ダウンロードサービスのさらなる充実

【教員，公私立大学，工学】

145. 雑誌類は，すべて電子ジャーナルにすべき。古く冊子体しかないものは，スキャンなどして PDF 化す
べきである

【教員，国立大学，化学】

146. 雑誌論文の電子データ提供とともに，例えば英語圏の EEBO や ECCO のような言語資料そのものの集
成データベースが利用しやすくなれば，学生教育に資する面が大きいと思います

【教員，公私立大

学，人文学】
147. 私が訪れた多くの国と比較して，日本の大学図書館は電子ジャーナルや電子ブックの提供が不十分であ
る。電子版があったとしても，大学からしかアクセスできず，緊急に読みたい場合や休暇中に読みたい
時に困ってしまう ; Compared with many other countries that I visit, I feel Japanese university libraries
are poorly provisioned with electronic versions of journals and books. Sometimes even when something
is available electronically I can only access it from the university itself, which makes things difficult if I
want to read something urgently or during the vacation period

【教員，公私立大学，社会科学】

148. 紙資源の無駄を省き，検索を容易にし，遺漏のない収蔵を図るため，広くデジタル化を進めてほしい
【教員，公私立大学，人文学】
149. 紙媒体での保管は必要最低限で良いので，電子化した雑誌へのアクセス権限を拡げることに，費用を使
って貰いたい

【教員，国立大学，工学】

150. 紙媒体での保存には限度があるので(場所の確保と建物の建設，劣化からの修復）現有のものを含め電子
媒体に移行してほしい

【教員，国立大学，化学】

151. 紙媒体の雑誌は保管に必要な場所も保管に必要な人件費も必要なので，雑誌に関しては今後，オンライ
ンに移行していく方がよいと思います

【教員，国立大学，生物学】

152. 紙媒体はなくなり，電子図書の利用は増加する。よって，web でのサービス提供・向上が求められる
【教員，国立大学，生物学】
153. 紙媒体は探すのが大変です。オンラインで検索＆ダウンロードできるようになれば利便性もあがり，図
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書館まで出向く手間も省けます。また，教養図書や参考書の類よりも，国内外の主要学会の電子媒体の
論文誌を充実させて欲しい

【教員，国立大学，総合領域】

154. 紙媒体は保存用専用にし，情報提供はすべて電子媒体で行うのが望ましい，その際，古いものに関して
も文字を画像としてではなく OCR などを用いて文字情報に変換して提供する様に望む

【教員，国

立大学，地球惑星科学ほか】
155. 紙媒体を管理する機関ではなく，情報を管理する機関へとシフトして頂きたい。利用者がどこにいても
いつでもネットワークを介して全ての情報にアクセス出来るようなサービスを望む

【大学院生，国

立大学，物理学】
156. 紙媒体を減らすのであれば，その分の雑誌をすべて無料でアクセスできるように契約して欲しい
【大学院生，公私立大学，歯学】
157. 自然科学分野の研究においては，希少本などへの対応はほぼ不必要であり，さらには，装丁や印刷形体
へのこだわりもないことから，電子媒体による研究者からのアクセスが最も障害が小さいものと考えら
れる。充実した学術専門書，論文雑誌への，いつでも，どこからでも可能なアクセスを目指していただ
きたい

【教員，国立研究所，工学】

158. 自分の希望する電子媒体の雑誌が，全て得られるようにして欲しい

【教員，公私立大学，複合新領

域】
159. 主として使っているのは，大学の図書館だが，インターネットを通じて提供されるサービスに関して，
大学間の格差が大きい。相互に情報を交換して，よいところを取り入れていくようにしてほしい

【教

員，公私立大学，人文学】
160. 主要な国際学術雑誌のバックナンバーの電子データを日本国内にも保管すべき。何らかの事情で主な学
術雑誌の電子ジャーナルが見られなくなるようなことがあったら，大変
161. 主要な電子ジャーナルの数の検討することが大切と思う

【教員，国立大学，医学】

【教員，公私立大学，物理学】

162. 受益者負担の概念はおかしい。図書館として電子ジャーナルの費用を十分にまかなう予算措置を講じて
ほしい

【教員，国立大学，化学】

163. 出版事業は困難な環境にあるので，独占化がより進むと予想される．その中で，図書館がサービスを提
供し続けていくためには，学術出版を商業ベースだけに任せないで，政府や社会一般に学術出版の公共
性を訴えていく努力が必要なのではないだろうか．国立大学でも地方の中小大学では，エルゼビアなど
の大資本の出版する雑誌は予算的に購入できない状況が多くなっている．多数の図書館がコンソーシア
ムを作って対応の努力をしていることは評価できるが，このままでは，やがて，高価な学術雑誌は一部
の中央の図書館にのみ存在する事態も近いのではないかと感じる．その一方で，プレプリント・アーカ
イブの発達によって，研究者の多くが日常的研究活動には学術雑誌を見ないという状況も多くなってい
る．その状況下で，学術雑誌がこのように高騰すると，雑誌そのものから研究者が離れていくことにも
なるだろう

【教員，公私立大学，物理学】

164. 出版社のオンラインサービスの契約継続を強く希望する
165. 所蔵している古い雑誌・書籍の電子化を進めてほしい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】
【教員，国立研究所，生物学】

166. 所蔵している文献（印刷媒体）の電子化。データになってしまえば，文献複写依頼などの手続きをとる
ことなく，メールで PDF などの形で送信をお願いできるので，より効率的だと思われる。また，視覚
障害を持つ学生への対応という点でも，電子化は望ましいのではないか

【大学院生，公私立大学，

社会科学】
167. 書誌情報の国際標準化を行う。具体的には，学術論文の公開データベースサーバを，国際機関に設置。
学術論文の本体は PDF でそのサーバに蓄積する。研究の秘密を守るため，利用実績記録が漏れない範
囲で，ユーザ登録を行なったユーザが PDF をダウンロードできる。以上の様な体制が構築されるとあ
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りがたい

【教員，国立研究所，生物学】

168. 書籍については，印刷物も貴重な財産。なので大切に保管管理すべき（とくに本学のように社会的使命
のある図書館は）
。他方，大学外のデータベースサービスにサブスクライブするだけでなく，現有の書
籍についても，電子化をどんどん進めて欲しい。どこからでもアクセスでき，読めるので，研究がとて
もはかどる。また利用が電子データを中心に行われるようになれば，原本（印刷物）もいたまず，保管
しやすくなるであろう。ジャーナルについては新しいものは電子媒体のみでよいかもしれない

【教

員，公私立大学，社会科学】
169. 書籍の電子化は非常に重要だと思う

【教員，国立大学，化学】

170. 書籍の電子化をさらに進めていただきたいです（著作権の問題が難しいと思いますが）
。iPad など，PC
よりも電子書籍が閲覧しやすい端末用のサービスの導入を希望します。各大学で整備されている機関リ
ポジトリを横断的に検索できるような総合的なサービスを NII あたりで構築していただきたいです（も
うあるのかもしれませんが）

【教員，公私立大学，社会科学】

171. 少なくとも国立大学間でネットワーク化を考える時期になっているのではないか。個別大学と出版社で
は力関係が違いすぎる

【教員，国立大学，複合新領域】

172. 上記項目と重なるが，SciFinder がない現状では電子ジャーナルも OPAC も使い道がない。高等教育機
関や大学院（学位認定機関）は，SciFinder を導入していただきたい

【教員，国立大学，工学】

173. 情報の電子化も（困難ではあろうと思うが）考慮して欲しい。一例として，一般雑誌類などは一定期間
保存した後に廃棄される図書館が多いと思うが，これを廃棄前に電子化し，保存するといったことは出
来ないのだろうか

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

174. 新しい本もどんどん電子版で読めるようにしてほしいです。

【教員，国立研究所，工学】

175. 人文学分野では，いまだに紙媒体のみの学術雑誌が多い。理系論文の多くがネットでダウンロード・閲
覧できるのに対し，人文系はいまだに多くの論文が，図書館に直接行き，雑誌をコピーすることでしか
入手できない。時間効率・労力の面から言って，あまりに不利益が大きいと言える。安定した研究を行
うため，是非とも電子ジャーナル化の促進とバックナンバーの電子化を進めて欲しい。その一方で，紙
媒体でなくてはならないものまで，電子化されることを危惧している。一律の電子化を画策するのでは
なく，各分野研究者の意見をふまえつつ，柔軟な対応を希望する次第である

【大学院生，国立大学，

人文学】
176. 図書館が研究者の時間を節約するために，はたすべき役割は今後大きくなると思われる。大学の中心は
図書館であるといった発想で電子教材の発信や，ボーンデジタル出版物の積極的な提供，さらには視覚
障害者のためのアクセシビリティの向上などに努めていくべきであると考える

【教員，公私立大学，

総合領域】
177. 図書館が自前のサーバーを持ち，大学のイントラネット経由で教員と学生が全ての電子ブックにアクセ
スできるようにしてほしい ; In my opinion, library may have its own server where all e‐books will be
available and have access permission to every teachers and students through university intranet

【大

学院生，国立大学，工学】
178. 図書館にある書籍が，電子書籍となって，研究室の PC から自由に閲覧できる状態になれればよい
【教員，公私立大学，歯学】
179. 図書館に所蔵してある学術雑誌で，いくつかのバックナンバーが欠けているものは，その巻号を印刷体
ないしは電子ジャーナルで閲覧できるようにしていただきたい

【教員，公私立大学，畜産学・獣医

学】
180. 図書館のサイトから学術誌の公開論文データをつながるサービスがあれば，ありがたいです
院生，公私立大学，人文学】
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【大学

181. 図書館は，情報が存在する場というだけでなく，情報を作り出していく場として進化すべきだと思いま
す。知を積極的に生み出すという意識をもった運営が必要だと思います。今の図書館の機能は，情報の
貯蔵と，その情報の中からいかに目的の情報を引き出すためのサービスを提供するかの２点がメインの
機能だと思います。これは，ほぼ全てインターネットに機能移転できるものだと思います。すでにある
蔵書に関しましては電子化して，サーバー上に検索しやすい（ＯＣＲを使って文字情報として記録して
おく）状態に置いておき，電子ジャーナルとあわせるのが良いかと思います。その分開いたスペースを
利用して，研究情報交換等ができるスペースにしたら良いと思います。カフェ等を併設し（自動販売機
を置くだけでもよい）
，ホワイトボードを置いて研究者が集まって情報交換をしやすい環境ができると，
より進んだ研究機関になると思います。その場で文献検索等ができ，その内容を簡単に導き出せる様に
するとよいかと思います。このようにすると，今まで図書館にいた職員は，その場の管理と研究者が情
報交換や議論をするためのファシリテーターとして積極的に動くことを仕事にすれば良いかと思いま
す。今までの様な図書館で良いとしていたら，存在自身必要無くなる

【教員，公私立大学，歯学】

182. 図書館は，電子ジャーナルの代わりに電子ブックを購読してほしい。可能ならば，研究室やワークプレ
イスのパソコンで学生が提携大学のオンラインのジャーナルや電子ブックを直接使えるようにしてほ
しい ; Libraries should subscribe to eBooks also instead of just online journals. If possible, students
should be able to access online journals and eBooks of other affiliated University library directly on our
computers in our labs/ work place
183. 図書館はデータセンタとなるべき

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】
【教員，国立大学，農学】

184. 図書館は関連する電子ジャーナル，電子論文へのアクセスを増やすべきだ（特に有名誌をもっと購読す
べき） ; Library should provide access to many related e‐journals or e‐articles (more subscriptions
especially the popular one)

【大学院生，国立大学，総合領域】

185. 図書館は殆ど利用しなくなった。オンラインで仮想の図書館に接続できれば，行く必要がない。図書館
もコスト削減で蔵書を増やすことが出来なくなりつつあり，仮想的図書館に一元化されて行くと思う
【教員，国立研究所，工学】
186. 図書館は本を多く場所から電子書籍も含めたメディアの集う場所として再定義するべきだと思う
【大学院生，公私立大学，社会科学】
187. 図書館を介して，より多く(幅広く)の学術論文が入手可能になると良いと思う

【大学院生，国立大

学，生物学】
188. 絶版になった文献こそ電子化し簡単に閲覧できるようにしていただきたい

【大学院生，公私立大学，

人文学】
189. 絶版になっている古い書籍の電子書籍化を検討して欲しい

【教員，国立大学，工学】

190. 先生や学生たちの論文をデータとして保存し，見れるようにしてほしい

【大学院生，国立大学，総

合領域】
191. 全ての重要な雑誌を，古いものも込めて，電子ジャーナルでアクセス出来るようにして欲しい

【教

員，国立大学，数学】
192. 全ての文献に無料アクセス可能に

【教員，国立研究所，工学】

193. 全国の大学間や学会間だけでも，学内紀要や学会誌を見れるようにしてほしい

【教員，国立大学，

社会科学】
194. 全書籍のスキャンとオンライン公開(公開範囲限定でも構わない)

【大学院生，国立大学，生物学】

195. 組織をまたいだ横の連携をもっと強くすべき。所蔵の本の pdf 化をもっと積極的に推進すべきである
【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】
196. 蔵書について，積極的な電子化を行い，スペースの有効活用をはかるべきである

【教員，国立大学，
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物理学】
197. 蔵書の電子化

【教員，公私立大学，歯学】

198. 蔵書の電子化および公開を進めてもらいたい。とくに，PDF などで「画像」としてアーカイブするもの
と，ePUB などで「文章」として利用するものの二側面の「保存」をお願いしたい。本学は図書館が 24
時間開室ではないため，外で仕事をしたあとで図書館を利用することが難しい。特に，書庫の利用には
時間の制限（図書館利用よりも早く閉まる）があるため，外での仕事のあとの利用はほとんど不可能に
なる。こういった場合に，図書館の蔵書そのもののデータベースにアクセスできれば，時間を気にせず
に文献を入手することができる。これは長期の「貸出中」で借りられない状況にも対応できる，必要な
措置であると思う

【大学院生，公私立大学，社会科学】

199. 蔵書の電子化を行って，それを学内ネットワーク上に限定して公開してほしい

【教員，国立大学，

社会科学】
200. 蔵書の電子書籍化を進めるべき

【
（不明）
，
（不明）
，
（不明）
】

201. 多くのジャーナルを電子化し，無料または低額でアクセス出来るようにする。このことは，今後の研究
の発展の一助となる。また，購入する余裕が無い場合に埋もれてしまう，多くの先行研究を無駄に繰り
返すことを避けられる。途上国の研究者にとって，レートの悪い通貨で US ドルや日本円で購入するこ
とは非常に厳しいだろう ; Again, gather as many journals in e form and make them available for free or
for a small fee. It does little to promote future research and prevent unnecessary repeat of studies when
prior research is horded and hidden from view except for to those who can afford it. I can only imagine
how difficult it must be for researchers in developing nations using currencies with very little value
when transferred into US dollars or Yen

【教員，国立大学，人文学】

202. 大学，研究所で契約していないため読めない電子ジャーナルが多い。全ての電子ジャーナルを読めるよ
うに改善して頂きたい。図書館間文献複写を通して入手しても，時間がかかるので，どの様な興味でそ
の論文を読みたかったのか忘れている場合も珍しくない。結局役に立たない場合もある

【教員，国

立研究所，物理学】
203. 大学によって閲覧出来る電子ジャーナルが異なるのは, 出張先で困ることがある

【教員，公私立大

学，総合領域】
204. 大学に物理的に所在していないと利用できない。電子化時代にはどこからでも自由にサービスを受けら
れるようにネット図書館の利便性を向上させてほしい
205. 大学の紀要は電子版だけでよい

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立大学，人文学】

206. 大学の図書館は，電子書籍をメインで扱い，学生などに対してその使い方をサポート＆教育すべき。iPad
など配ってもいい。紙媒体はもはや時代遅れ。時代遅れのサービスや，部署はどんどん潰して時代に即
したものにすべき。かなり思い切った改革が必要だと思われる

【大学院生，国立大学，生物学】

207. 大学図書館でアクセスできる電子ジャーナルや電子ブックが増えると良い。論文を探したりブラウジン
グする時間が短縮されれば，今よりももっと幅広い雑誌にあたることができる ; I would like to see my
university library expand the range of jourmals and books that we can access electronically. The time
saving involved in searching/browsing for aticles would make it possible for us to explore a much wider
range of journals than we can now

【教員，公私立大学，人文学】

208. 大学等はより多くの電子ジャーナルへのアクセス権を購入出来るような環境（または，大学間での複写
サービス等）をさらに充実させるように努力いただきたいです

【教員，国立大学，化学】

209. 大手の出版社等は既に顕著な対応や努力がみられるので，大学や研究所等では，自機関・自施設に固有
の学術情報についての電子化を進めて欲しい。もちろん，過去に遡及する電子アーカイブ化も期待する
【教員，公私立大学，歯学】
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210. 大変，検索がしやすく便利になってきた。雑務が加速度的に忙しい大学教員にとって，これらのシステ
ムは非常に効率的でありがたい。今後もっと幅広く，PDF 版で入手できるようになれば，さらにうれし
い。とても感謝している

【教員，公私立大学，人文学】

211. 著作権との関連もあってむずかいしかもしれないが，電子化を積極的に推進していただきたい。また，
視覚障害等への配慮も重視してほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

212. 著作権上の判断が問われるが，教育関連に使用する目的で印刷物媒体を自炊して PDF ファイルで閲覧
できるようなシステムの構築が可能であれば閲覧機会が増大すると思われる

【教員，公私立大学，

薬学】
213. 著作権切れの本は PDF 化して，オンライン図書館にして欲しい

【教員，国立研究所，工学】

214. 電子サービスをより充実させて安く提供できるようにして欲しい

【教員，国立大学，工学】

215. 電子ジャーナル，書籍のサービスの継続的な提供（リンク切れやサービス打ち切りなどがない）と，過
去の文献の電子的なアーカイブ

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

216. 電子ジャーナル，電子書籍双方の利用機会の拡大。日本の大学では利用できるジャーナル等は少なすぎ
る

【教員，公私立大学，社会科学】

217. 電子ジャーナルが利用できるようになって便利になってきました。著作権などの問題があるかもしれま
せんが，できれば，もっと多くの雑誌など利用できる対処が増えれば便利になるように思います

【教

員，国立大学，工学】
218. 電子ジャーナルとして資金の負担が大きく，打ち切る場合が多くなっているので，学術研究，高等教育
に関連する論文誌，雑誌のサポート

【教員，国立大学，工学】

219. 電子ジャーナルには大変お世話になっており，これなくしては研究が進まないといっても過言ではあり
ません。引き続きの提供をぜひお願いいたします

【大学院生，国立大学，物理学】

220. 電子ジャーナルに加えてファクトデータベースの提供サービスを強化して欲しい

【教員，国立研究

所，工学】
221. 電子ジャーナルの価格が高騰しているので，安くサービスが実現できる仕組みが必要

【教員，国立

大学，総合領域】
222. 電子ジャーナルの過度の信頼は危険であることを自覚してほしい。私自身かなりのヘビーユーザーであ
ると思っているが，信頼性の程度など常に気を遣っている

【教員，公私立大学，数学】

223. 電子ジャーナルの充実，すなわち読める論文の拡充を期待したい
224. 電子ジャーナルの充実および広報

【教員，国立研究所，化学】

【教員，公私立大学，総合領域】

225. 電子ジャーナルの充実によりリサーチにかかる時間が短縮されたように思うのでさらなる充実を期待
しています。あと，専門書も化学の発展により増えているのでそちらの充実もできるといいのではない
かと思います

【大学院生，国立大学，化学】

226. 電子ジャーナルの充実は重要なキーとなるため，今後も一層の充実を期待しています

【教員，国立

大学，医学】
227. 電子ジャーナルの数を増やす

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

228. 電子ジャーナルは契約が更新されて利用できるうちはよいが，契約対象から外されると途端に利用しに
くくなり，不安定感は否めない

【教員，国立大学，工学】

229. 電子ジャーナルへのアクセスは不可欠であり，本学がより多くのアクセスを提供してくれればありがた
い ; I think access to e‐journals is vital and would be happy if my institution had access to even more
【教員，公私立大学，人文学】
230. 電子ジャーナルやデーターベースがより使い易くなるようなサービスを期待しています

【教員，国

立大学，工学】
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231. 電子ジャーナルや検索機能の利用により，私自身非常に利便性を実感しているが，一方でそれにかかる
コストも非常に高いと聞く。そのバランスを考慮して，利用者にとってより良い運営を期待します
【教員，国立研究所，工学】
232. 電子ジャーナルや電子書籍の購読を増やすだけでなく，現在ある書籍も pdf 化し，学内 LAN を通じて，
電子書籍として読めるようにする等，迅速に時代に合った様式に対応できるようにして欲しい

【教

員，公私立大学，農学】
233. 電子ジャーナルを充実させること

【教員，公私立大学，化学】

234. 電子ジャーナルを増やしてほしい

【大学院生，国立大学，地球惑星科学ほか】

235. 電子ジャーナルを中心にしたシステムへの切り替えが必要な時期に来ているのかもしれない

【教員，

国立大学，医学】
236. 電子データが，分野によっては，特定の学部の学生しか利用できないものがあるので，学生全体が利用
できるようにしてほしい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

237. 電子ブックに関する質問を読んでみて，図書館がもっと電子ブックに関する情報を提供すれば良いのに，
と感じた ; After seeing questions about ebooks, it would be good to see more information in libraries
【教員，公私立大学，人文学】

about ebooks

238. 電子ブックへのアクセスを増やして欲しい ; WISHED OUR LIBRARY HAD MORE ACCESS TO
EBOOKS

【教員，国立大学，化学】

239. 電子ブックへの無料アクセスを提供して欲しい ; Please provide free access to ebooks

【教員，国立

大学，物理学】
240. 電子化が進み，購入等で文献を入手したユーザ自身も電子媒体でしかもっていないようになってきてい
る。今後クラウド化がすすめば，クライアントも保管さえしないでポインタだけしかもっていないよう
になる可能性が高い。そうしたとき，文献の保管やアクセスが保証されるのかどうかが心配である。た
とえば，前に参照して重要だと思う論文もリンクが切れたら再度発見できる保証はない。これからは学
会なども電子的に行われるだろう。そうした学会や新興の学会や出版社が何の前触れもなくサイトを閉
鎖したとたん，出版されていた論文や書籍へのリンクは無効となってしまう可能性がある。また，以前
から問題になっている，電子化フォーマット（文字コードや記述言語 ）が時代変化によって変わって
しまい読めなくなる，という問題も心配である。これらの問題に取組み，ロバストな文献参照を保証す
る機関となってほしい
241. 電子化が望ましい

【教員，国立大学，総合領域】

【教員，国立研究所，工学】

242. 電子化された情報の利用や管理を充実させる

【教員，国立研究所，化学】

243. 電子化されてない書籍を PDF 化して届けるサービスが Fair use がきちんと確立されてない環境でどこ
までできるか・・・ですかね

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

244. 電子化した書籍をＰＣなどへデータとして貸し出す「電子図書館」が実現されれば，うれしく思います
【教員，国立大学，人文学】
245. 電子化の波は避けがたいと思います。図書館も紙媒体の貸し出しだけでなく，閲覧時限つき PDF の提
供なども行っていただけるとありがたいと思います

【教員，公私立大学，農学】

246. 電子化は非常に便利であるので進めていただきたいが，コストも考慮すべき

【教員，国立大学，畜

産学・獣医学】
247. 電子化をさらに充実すべき。基本，論文は全てダウンロード出来るようにしてほしい

【教員，公私

立大学，社会科学】
248. 電子化をできるだけすすめて欲しい

【教員，公私立大学，総合領域】

249. 電子化をより一層進めてください．特に古い文献の電子化を進めてください
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【教員，公私立大学，

総合領域】
250. 電子化を更に進めてほしい

【教員，公私立大学，生物学】

251. 電子化を進めつつ，貴重資料の管理保存にとって重要な拠点となりうる

【教員，国立研究所，地球

惑星科学ほか】
252. 電子化を進めて，実際に図書館に行くことは少なく済むようにして欲しいです

【教員，国立大学，

総合領域】
253. 電子化資料を充実させてもらいたいです。１９世紀〜２０世紀半ば頃の古い雑誌（研究雑誌だけでなく，
一般誌も含め。海外の雑誌も。
）がオンラインで手に入ると，より研究が進みます

【教員，公私立

大学，人文学】
254. 電子書籍，雑誌のさらなる拡充。雑誌印刷体の購読中止，バックナンバーの廃棄（労力とスペースの節
約のため）
。学生用図書と学習スペースの拡充
255. 電子書籍に対応したサービスの充実

【教員，国立研究所，物理学】

256. 電子書籍の公共サービスに取組んでほしい
257. 電子書籍の充実

【教員，国立大学，化学】
【教員，国立大学，生物学】

【教員，国立研究所，化学】

258. 電子書籍の充実。間違っても「不必要だから」などと言って電子ジャーナルで見れる論文を減らすよう
なことはしないで欲しい

【大学院生，国立大学，化学】

259. 電子書籍の図書館への収録が，先発の理系分野に偏っており，後発の社会科学系分野がほとんど契約し
ておらず，利用できない。そのわり，図書館の電子書籍の費用の負担を求められるのは，公平性を欠く
【教員，国立大学，社会科学】
260. 電子書籍の貸出サービスを充実させて頂きたい

【教員，公私立大学，社会科学】

261. 電子書籍をインターネットで借りることができると便利と思います
262. 電子書籍を徹底して，時間・空間的なタイムロスをなくすべき
263. 電子書籍重視のサービスを望む

【教員，国立研究所，総合領域】

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

264. 電子図書がオンラインで借りられると便利かもしれない

【教員，国立大学，工学】

265. 電子図書館は将来に向けて非常に重要である ; e‐libraries is essential need for future

【大学院生，国

立大学，畜産学・獣医学】
266. 電子的に閲覧可能な論文の収録数をできるだけ増やして欲しい
267. 電子媒体の利用を前提とした図書館閲覧体制が必要だと思う

【教員，国立大学，工学】
【教員，公私立大学，社会科学】

268. 電子媒体を使うことで，サービスの提供の限界費用はどんどん安くなるはずなのに，ジャーナルの新設
によって図書購入予算が足りなくなるという現象が生じている。新しいジャーナルにも重要な論文が載
るようになっているのでバランスが難しいが，できるだけ研究者が自由に論文にアクセスできるような
環境作りをしていただきたい

【大学院生，国立大学，総合領域】

269. 電子文献にアクセスしやすいホームページの作成をお願いします
270. 読めるジャーナルを増やして欲しい

【教員，国立大学，医学】

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

271. 読める電子ジャーナルをふやしてほしい。印刷体は全て処分して，人的・スペース的・経済的コストを
下げてほしい

【教員，国立研究所，生物学】

272. 日本国内の大学図書館のサービスとして，中国知識資源総庫（CNKI）を，タイムトライアルではなく
恒常的に利用できるようにしてほしい。CNKI の恒常的な利用が保証されれば，中国の最新動向の把握
はもとより，研究の無用な重複といったアクシデントを事前に回避でき，より生産的な研究活動が可能
となる

【大学院生，国立大学，人文学】

273. 非営利研究に関しては，教育機関でなくても購読料をおさえてほしい

【教員，国立研究所，地球惑

星科学ほか】
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274. 非常に良くやっていただいていると思っております。高額な電子ジャーナルへの対応のため，他の機関
との連携などを進めるなどさらにお願いしたい

【教員，国立大学，生物学】

275. 必要な研究に関する学術情報を素早く提供できる機能（より電子化）を促進してほしい

【教員，国

立大学，工学】
276. 必要な雑誌にすぐアクセスできないのは非常にストレスになる。お金の問題もあると思うが，多くの雑
誌の電子媒体にアクセスできるように，研究機関と出版社との間で，包括的な契約ができればよい
【教員，国立研究所，工学】
277. 必要な雑誌に無償で自由にアクセスできる環境の整備

【教員，国立研究所，化学】

278. 必要不可欠だと思うが，IT 技術の発展に伴い研究・教育に限って言えば図書館という場所に行く必要性
はどんどん減ってきている。雑誌だけではなく書籍の Web 閲覧もできるようにインターネット上での
電子書籍のデータベース構築や権利関係の処理に力を入れてほしい

【大学院生，国立大学，薬学】

279. 普通本でもよいものが貴重本扱いになったため，利用が困難になった。デジタル化が極めて後れている
【教員，公私立大学，人文学】
280. 複写や閲覧にかかる費用の研究者側の負担を減らして欲しい。あるいは，もっと手軽に国内の学術論文
を読みたい。たとえば，読みたい論文が，国立国会図書館の関西館にしかない場合，読むには，現地に
行くか，複写を頼むかになる。複写の場合，半分までなどの許可など規制があって，送料や複写代がか
かるわりには，全体を読む事が出来ない。こうしたものをデータベース化してほしい。オンライン上で
大学・機関等の承認で読めるような感じで（ヨミダスや聞蔵のように）

【大学院生，公私立大学，

社会科学】
281. 文献の PDF 化と複写サービスは，特に古い書籍に対して有効で利用頻度が高いので，多くの図書館が
連携して電子化やデータの共通利用ができると良いと感じている

【教員，国立大学，生物学】

282. 文献調査は研究において非常に重要なウエイトを占めるので，より多くの雑誌がオンラインで利用でき
る環境を整えてほしい

【教員，国立大学，数学】

283. 文献複写ではお金がかかるので，電子ジャーナルでダウンロードできる範囲を拡大してほしいです
【大学院生，公私立大学，畜産学・獣医学】
284. 文献複写の無料化．電子書籍の充実

【大学院生，国立大学，医学】

285. 保有する全書籍をＰＤＦ化し，閲覧可能にするべきだ

【教員，国立研究所，化学】

286. 法学系の電子ジャーナルを入れる場合，LEXIS や WESTLAW は有名であるが，Law Review の articles
に図表やグラフが全部削除されているので，別に HeinOnline が必要になるので重複と誤解せずにちゃ
んと入れてほしい

【教員，国立大学，社会科学】

287. 本の OCR 化を進めてくれるとうれしい．特に禁帯出のものや，貴重な本は PDF で閲覧できた方が気持
ちも楽

【大学院生，国立大学，生物学】

288. 本を探すのが面倒くさい。本の取り寄せを依頼するのが面倒くさい。雑誌の詳細情報を書くのが面倒く
さい。図書館に行くのが面倒くさい。こういったオマケの仕事は即座に終わらせて，研究に時間を割き
たいのです。外国の学術雑誌が楽に読めるのは嬉しいです。娯楽雑誌はいつでも買えるからいりません。
でも「料理と健康」は少し面白かったです。お願いですから可能な限り電子化してください。お願いし
ます

【大学院生，国立大学，生物学】

289. 無料閲覧論文数を増やして欲しい
290. 無料公開化

【教員，
（不明）
，農学】

【教員，国立研究所，工学】

291. 予算の問題はあるにせよ，重要なジャーナルは常に読めるような状態にして欲しい
学，化学】
292. 利用できる E‐Journal の数を増やしてほしい
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【教員，国立大学，医学】

【教員，国立大

293. 利用できる雑誌（電子版）を増やしてほしい

【教員，国立研究所，生物学】

294. 利用できる電子ジャーナルの種類と期間をもっと充実していただきたい。また，既存の印刷体のみ利用
可能なジャーナルも PDF 化したり，OCR 検索ができるようにしていただきたい

【大学院生，国立

大学，社会科学】
295. 利用できる電子ジャーナル数を増やして欲しい

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

296. 利用できる電子書籍が十分でない。特に小さい出版社の雑誌が読めない

【教員，国立大学，医学】

297. 利用者のモラルの問題ですが，図書室にあるはずの本が無かったりして困ることがあります。電子化さ
れていないバックナンバーを電子化して内部だけでも検索したり読んだりできるようにしていただけ
ると助かります

【教員，国立研究所，物理学】

298. 利用頻度が低い電子雑誌でも，どこか請け負う機関があって，そこへアクセスできるようにしてほしい
【教員，公私立大学，化学】
299. 歴史的資料を含め著作権が既に満了している書籍などは電子化して公開してもらいたい

【大学院生，

国立大学，総合領域】
300. 論文の電子化が進み，アップロードが増えればよい

【教員，国立大学，人文学】

301. 論文や書籍の電子版をもっと広く流通させてほしい

【
（不明）
，
（不明）
，総合領域】

302. 和洋を問わず，学術論文・学術書籍はデータベース化をさらに進め，検索・閲覧を容易にした方がよい
と思います

【大学院生，公私立大学，社会科学】

I‐2. 全般（印刷体を含む）
1.

（要望）最新の書籍を専門分野を絞って重点的に揃える，その上で大学間での図書の移動（貸し借り）
をし易くする

2.

【教員，国立大学，工学】

Ｗｅｂ化によるサービスで，現物を納入する必要がなくなっている。個々の大学が持つ図書館という箱
ものスペースが不要になるであろうが，一覧性確保のための，印刷は欠かせない

【教員，公私立大

学，社会科学】
3.

アカデミックの場合は基本的に図書は無料で利用できるようになれば良いと考えます

【教員，公私

立大学，歯学】
4.

オンラインジャーナルは取得が容易であり，便利な面は極めて大きいが，学生等，研究初心者は，やは
り，関係する論文誌を網羅的にブラウジングすることが必要であり，そのためには，今後も継続的に図
書館などにおいて論文誌のアーカイブを置いて欲しい

5.

【教員，国立大学，総合領域】

グローバル化が進むにつれ欧米諸国の学術雑誌だけではなく，アジア諸国の学術雑誌の重要性が高まっ
ていると感じている。今後，アジア諸国の学術雑誌も完備していただきたい

【大学院生，国立大学，

人文学】
6.

このアンケートでは職業研究に携わっている者として回答したので，普段の論文調査に印刷物不要でオ
ンラインのみで十分としたが，それも冊子体をかつて利用し知っているからである。特に若い人のため
には，実体のあるものを保存し必要とあればそれを確認できる仕組みが身近に必要なので，単なる電子
情報提供に終わらないようにして欲しい

7.

【教員，国立研究所，化学】

この情報がほしいと思った時に，その情報が載っていそうな本を探して，すぐにその本を読みたいもの
です（もちろん全部では無く，該当しそうなところです）
。結局，印刷版を買わないといけないとなる
と，手に入るころには興味が失われていることも往々にしてあります。すっかりせっかちな世の中にな
ってきてますので，それに応じたスピーディなシステムになってほしいです

【教員，国立研究所，

工学】
8.

すべてのジャーナルを閲覧可能にしていただけるとありがたいです。基礎研究の分野では，例えばライ
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フサイエンスの研究分野だとしても，工学や薬学などのほかの分野の論文を読んで情報や知識を得る必
要がありますので
9.

【教員，国立大学，農学】

すべての雑誌と図書がオンラインで利用できるようになったら，図書館は図書の貸し手，または情報の
プロバイダーとしてサービスをする必要がなくなり，不要なものになってしまうかもしれない。しかし
ながら，印刷された資料を保持することには価値があり，図書館はそれをアーカイブとして提供すべき
である ; If all journals and books were available online, libraries would become redundant in the sense
that they would not have to serve as lenders of books or providers of information. However, there are
benefits to retaining printed matter and libraries should serve as archives for that

【
（不明）
，
（不明）
，

（不明）
】
10. せめて１年分の新聞を取っておいてくれると助かります
11. なるべく新しい本を

【大学院生，公私立大学，畜産学・獣医学】

【教員，国立大学，生物学】

12. バックナンバーにせよ洋書にせよ，学生が利用することはほとんどないが，地下書庫にひっそりとしま
われているのを手に取ったときに，図書館のありがたさを実感する
13. バックナンバーの充実化

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立大学，工学】

14. まず第一に，紙媒体はなくさないでほしいということである
15. もっと契約している雑誌数を増やしてもらいたい

【教員，公私立大学，農学】

【大学院生，公私立大学，歯学】

16. もっと雑誌を増やしてほしい（他大学から取り寄せるとお金と時間がかかる）

【大学院生，国立大

学，社会科学】
17. より多くの雑誌の購読を可能にすること
18. より多くの専門書を入れてほしい

【教員，国立大学，薬学】

【大学院生，国立大学，農学】

19. 安価で資料が手に入るようにしてほしい

【教員，公私立大学，歯学】

20. 一つの機関ですべての学術雑誌をそろえるのは不可能で，他の図書館や海外の文献センターと連携を強
化していただきたい。国内雑誌は国会図書館で必ず閲覧できるように，洋雑誌も他機関との連携によっ
て，必ず閲覧できる体勢を構築されたい

【教員，公私立大学，工学】

21. 一図書館が購入できるジャーナル数が限られているので，大学を超えた利用ができるとありがたい
【教員，公私立大学，社会科学】
22. 印刷された紙媒体も大切にしてほしい。書庫に入って，目的の書物の近くにある本，あるいは特定の雑
誌論文と同じ号にある論文を見て思いがけない知見を得ることがある。また電子媒体は災害，サイバー
テロ，電波障害などで一瞬にして消滅する可能性も否定できない。その意味でも印刷物は重要である
【教員，国立大学，社会科学】
23. 印刷された図書は素晴らしい（いつでも，誰にとっても，目に優しく，印刷する必要もない）が，オン
ラインでアクセス（そして必要に応じてプリントアウト）する便利さは，印刷された図書にはるかに優
っている。電子リーダーのフォーマットが，よりフレキシブルになったら（ページをめくり，テキスト
に注記やハイライトを加え，余白に書き込めるようになり，等）
，印刷物の需要は減少するだろう。従
って，将来の図書館のサービスとは，情報サービスのハブになることだろう（図書の保存庫ではなく）
。
オンラインコンテンツへのアクセス，多様な情報の利用方法についてのセミナー（日本における情報リ
テラシーは一般に非常に低い）
，電子化されていない資料の ILL，色々なタイプの文献の書き方について
のセミナー，その他，様々な目的のための知的で効果的な情報の使い方に関するサービスの提供である ;
Printed books are nice (easier on the eyes, no need to re‐print all the time by multiple people), but the
convenience of accessing something online (and printing it out if necessary) far outweigh the benefits of
printed books. As ereader formats become more flexible (being able to flip through pages, annotate and
highlight text, writing in margins, etc. the need for printed copies will continue to diminish. As such, I
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believe the future of library services lie in becoming a hub for information services (rather than a
repository of books). This would include providing: access to online content, seminars on how to use
various resources (information literacy in Japan is very low on average), inter‐library loans for
non‐digitized materials, seminars on how to write various types of papers, and other such services that
would help people to use information in an intelligent and effective fashion for a variety of purposes
【大学院生，公私立大学，社会科学】
24. 印刷体を購入しない雑誌が多く，今後のバックナンバーの利用に不安がある

【教員，国立大学，化

学】
25. 印刷媒体及び電子媒体のどちらでもよいが，収蔵データの充実に期待したい

【大学院生，国立大学，

複合新領域】
26. 印刷物の保存をこれからも維持して頂きたい

【大学院生，公私立大学，社会科学】

27. 運営交付金が削られ，図書費用も削減されてきてからどんどん環境が悪くなっていて，残念です。一方，
学術論文誌の価格はどんどん高額になっている。これから先，どうなるかとても不安です

【教員，

国立大学，化学】
28. 英語の教科書を増やしてほしい ; I hope our library should purchase much more English text book
【大学院生，国立大学，薬学】
29. 英語の教科書を増やしてほしい ; increase the number of English text books

【大学院生，国立大学，

畜産学・獣医学】
30. 英仏独語以外の雑誌論文も読めるような環境をしっかりと整えてほしい。たとえば，それら以外の言語
圏の論文購入にはいくらかの補助金を出すなど

【大学院生，公私立大学，社会科学】

31. 遠い異国の非常にマイナーな論文でも，容易に入手できるような体制を整えてほしい。それができれば，
少なくとも論文に関しては，図書館という物理的施設そのものはあっても無くてもいい。通常の書籍は，
「物」としての価値があるので，その限りではない

【教員，公私立大学，人文学】

32. 欧米はすでにかなり先行してしまっているが，日本でも人文系の資料をきちんと学術利用できるように
扱うことに，もっと組織的にきちんと力を入れてもらいたい

【教員，
（不明）
，人文学】

33. 過去の古い論文は貴重なので是非取っておいていただきたい。年に 1，2 回は 1990 年よりも古い論文を
読みます。あとどんなマイナーな雑誌や資料でも世界中のあらゆる論文が手に入る場所となっていって
ほしい

【大学院生，公私立大学，化学】

34. 外国の図書や個人に対して入手の難しいものを迅速に（2 週間以内）出来ればと思う

【大学院生，

公私立大学，社会科学】
35. 各研究機関で購読できる雑誌数には限りがあるので，大学などと相互連携する事により，閲覧可能な雑
誌数が増加すると便利だと思う

【教員，国立研究所，工学】

36. 各種出版物を網羅する図書館は今後とも重要であると思う．すべてオンラインのみになってしまうのは
まずい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

37. 学校の図書館には，在学の研究者のために各専門の書籍や雑誌を積極的に収集し，所蔵，公開していた
だきたい。一般書や，手に入りやすい大衆向けのベストセラーを複数所蔵する必要性はないと思う
【大学院生，公私立大学，人文学】
38. 学術，技術情報誌ばかりではなく，世界の標準・規格関連のライブラリーも収集・整備してほしい。現
在の入手方法は，研究室または個人の負担で購入しています。産業界の多くの分野で，国際標準・規格
を主導して自社や日本の利益確保を有利にしようとする動きが起こっています。そのために既存の標準
や規格をすぐに利用できるように，図書館が最新のものまでを収集・整備しておいていただけるとあり
がたいと思います

【教員，国立研究所，工学】
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39. 学術の根拠となる証拠，歴史，文化を保存するという意味で恒常的な収集が常に必要な分野である。ま
た，順次電子データ化し，より利便性を高めることも重要である

【教員，国立研究所，総合領域】

40. 学術雑誌は，今後は電子ジャーナルが基本になると思いますが，それ以外の学術書に関して，蔵書がも
っと充実することを望みます。現時点では，学生にとって役立つ入門的な本，各種教科書，専門書が揃
っているとは思えません

【教員，国立大学，生物学】

41. 学術雑誌は，今後ますます増加する事が予想されるが，おそらく１図書館で全雑誌を用意する事は難し
い。各図書館が所属する機関のニーズを集約した上で提供サービス（雑誌の選択）を検討・実施する機
関であって欲しい。また，今後のデジタル化やその利用に関する教育機関としての機能も期待している
【教員，公私立大学，農学】
42. 学術雑誌は貴重なので，どこかしらの大学はその雑誌があるというのが希望です

【その他，国立研

究所，生物学】
43. 学術雑誌を自由に閲覧して，知を共有できるような仕組みの工夫を進めていただきたい。すべての学術
雑誌の購読契約をすると莫大な金額になるが，一方で，利用回数はまちまちなはずである。特に，小さ
い大学では限られた学術雑誌が閲覧できない不便な状況にあり，日本国の知識の遅れにつながり，情報
後進国化につながる可能性がある。益々アジアの発展に乗り遅れるであろう。このためにも，高等教育
機関では便利にすべての学術雑誌が，限られた予算でスムーズに機能的に利用できる環境，ネットワー
ク作りを早急に進めていただきたい

【教員，国立大学，化学】

44. 学術雑誌等の購入代金の値上げがあって苦しいとは思うが，閲覧できる学術雑誌等の数の維持，できれ
ば増加をお願いしたい

【教員，国立大学，化学】

45. 学術誌をできるだけ読めるようにしてほしい

【教員，公私立大学，歯学】

46. 学術情報が高価であるため，図書館に期待するところは大きい。アクセスがより自由になること，保存
される情報がより広がることを強く望む。また，様々な情報に後から利用出来ることは図書館の大きな
メリットである。国会図書館に行けばなんでもある，というのは事実だが，そういう機関がもっと増え
てくれないかと思う。人文系の研究テーマまで考えれば，あらゆる出版物は研究対象・研究素材となり
うるものである

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

47. 学術情報の迅速かつ適切な提供

【教員，公私立大学，数学】

48. 学術情報は研究を進めていくうえで必要不可欠ですので，利用回数は少ないものでも，広く利用できる
環境にすべきであると考えます

【教員，国立大学，化学】

49. 学術分野の論文は可能な限り閲覧できるようにしてほしい

【教員，公私立大学，生物学】

50. 学術論文を紙（雑誌）として出版するのはコストの面で厳しい時代と認識している．それならそれでこ
ちらも対応できる. ただし，書籍はデジタルでなく紙ベースで出版し続けて欲しい

【大学院生，国

立研究所，複合新領域】
51. 学生に対しては必要な書籍が十分に活用できるように複数蔵書されることを希望します。また，研究や
教育に必要な情報を広くかつユビキタスに収集できるよう，自由度がたかく迅速なサービスを期待しま
す

【教員，公私立大学，農学】

52. 学生の教育的側面からは，図書館の書棚にあって，検索などしなくても，パラパラとめくって見る環境
が必要

【教員，国立大学，複合新領域】

53. 学生個人で購入できる，低価格の図書ではなく，個人の資金では購入がためらわれる高額な図書こそ，
図書館側が購入のうえ架蔵していただきたい
54. 学生対象の本をもっと増やしてほしい

【大学院生，国立大学，人文学】

【教員，公私立大学，人文学】

55. 記録の保存機能を更に充実させる必要があると思う。電子雑誌などは発行元や出版社，データサーバー
管理者の事情で消滅する危険性が高く，必要な情報が消え去る可能性も高い。印刷等を行って，物ベー
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ス（電子データ以外の形）での保存と管理が不可欠と思われる。その役目は図書館がするしかないと思
う

【教員，国立研究所，工学】

56. 貴重書の閲覧・複写を手軽に利用できるようにしてほしい

【大学院生，公私立大学，人文学】

57. 教育学部といった一箇所としてでなく，図書館がイニシアティヴをとって内外の高等教育機関の資料を
蒐集していただけたらと思います。この点で多くの提携大学を持つ本学にアドバンテージがあると考え
ます。また高等教育における図書館の積極的な役割を検討すべく世界の指導的大学の実態をいま以上に
職員の方などを派遣し，調査研究しまたそれをシンポジウムやレクチャー，論文の形でどんどん提供し
ていただけたらと思います。
米国でいうなら，
大学図書館はもちろんですが，
Henry Huntington, Folger
Shakespeare など教育機関を持たない専門学術図書館もわれわれには大いに参考になるでしょう。経済
状況の悪化もあって英米の大学図書館も収書には苦労しているようです。そこで必ずしもベストの方法
ではありませんが高価な本で大学においてはさして需要が見込めないものを思い切って大幅に切り，こ
れらは納本図書館の利用を勧めるといったことが起こっているようです。本学における和書の充実はた
しかにありがたいのですが，西洋研究者としては上の便法を使って和書：洋書のレシオを少し後者に移
すことは出来ないものかというのが率直なところです。洋書の収書については本当によくやっていただ
いて感謝しているのですが，それでもまだお願いしたいことはあります。かつて図書館で Oxford UP,
Cambridge UP などの学術書を集中的にお求めになっていた時期があったと思います。この時期の図書，
いまとても役だっております。洋書の場合は専門色が強く，学術的価値の高い，比較的高価な図書は（こ
れらは和書とは違い納本図書館としての国会図書館に期待出来ませんので）傾斜配分的に中央図書館な
どで優先的に購入し，教科書的な洋書は関係の深い箇所の学読 などに複本で置いてはいかがでしょう
か。また英米では教科書の電子書籍への移行が急速に進んでいるようですが，近々我が国もこれに倣う
かもしれません。比較すると中央図書館の収書は十分プリンシプルを認めることができますが，たとえ
ば他の分館などには分野によって？を感じるときがございます。こうした専門図書館においてもある程
度図書館の方にイニシアティヴをとっていただいてよりバランスのとれたコレクションを目指してい
ただければうれしく存じます。これは NY Times, Time などの高級紙，TLS, THES などの書評欄，各分
野のトップ雑誌の書評欄を定期的にチェックすることでそれほどのエネルギーを使わず実現可能と考
えます。またこれらに重複して取り上げられている図書は価値が高い可能性が高いといえると思います。
こうした書籍を優先購入するのはいかがでしょうか。図書館の実情を知らず勝手なことを並べました。
もうすでに実行に移しておられること，的外れのこと多々あると思いますがどうぞお許しください
【教員，公私立大学，人文学】
58. 教員・研究者や学生の研究テーマに応じた書籍や論文をほとんど網羅した形で提示できる図書館サービ
スを目指していただければ幸いです

【教員，公私立大学，人文学】

59. 近畿圏なら近畿圏内部で大概のものがそろうよう，近隣の図書館が協力して蔵書の充実について役割分
担してくれているとありがたい

【教員，公私立大学，社会科学】

60. 近年の予算圧縮で，蔵書数が伸びなくなっているように感じる。Web 化は一見便利ではあるが，かえっ
て論文などが埋もれてしまって発見されにくくなるということも考慮してもらいたい

【教員，公私

立大学，社会科学】
61. 経費の制約はあると思うが，文献は網羅されていなければ図書サービスとしての存在感が低下してしま
う。地域等も勘案しつつ適当な複数図書館が連携して共同運用する等の工夫で何とか頑張って欲しい
【教員，国立研究所，工学】
62. 経費削減要請があるのは分かるが，研究の遂行のため雑誌数を減らさないでほしい

【教員，国立研

究所，工学】
63. 研究開発の重要な基盤であり，一定の要件を満たす研究機関あるいは研究者は自由に書籍を閲覧できる
141

ようにすべき

【教員，国立研究所，物理学】

64. 研究者・大学教員・学生が必要としており，良く利用される出版物の購読 ; Subscribe the publications
that are really used and are in demand by researchers/academics/students. Automatic subscription year
by year without effective data generated by serious Q&A must be discouraged

【教員，国立大学，

地球惑星科学ほか】
65. 研究上必要で購入を希望し，校費で購入したが，参考図書に指定され，結局は研究室で閲覧できず，研
究上，不便であった。参考図書の指定を柔軟にしてほしい

【教員，国立大学，工学】

66. 現在の電子ジャーナル化を推進してほしい。ただし，単行本は電子化よりも冊子体を望む(読みやすい)
【教員，公私立大学，農学】
67. 現在国内と海外両方の大学院に所属しておりますが，国内の大学院は資料が少なく，現在の自分の研究
には役に立ちません。結局帰国時には通学途中にある他大学の図書館を利用しております。やはり予算
の関係上なのだと痛感しました。これでは自分の大学からはアカデミックポストを得る人間の数が少な
いのも当然だと思いました

【大学院生，国立大学，人文学】

68. 現状のサービスに非常に満足しています。技術的な進歩も早く，ニーズの把握とそれに対する対応も非
常に的確でいつも自大学のサービスには驚かされます。それでも，たまにライセンスがなく入手できな
い文献にいきあたり，どうしようとない場合があります。社会全体で学術文献の在り方について議論す
る必要があると思います

【教員，国立大学，農学】

69. 現状を維持して欲しい。紙媒体のものも，電子版があるからといって，廃棄しないで欲しい

【教員，

国立大学，社会科学】
70. 古い資料で電子化されていないものは，大事に集めて欲しい。電子化されているもの，特に雑誌はなる
べく多くのものが読めるようにしてほしい

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

71. 古い図書／ジャーナルを”自炊”してしまう，といえば聞こえは悪いが，これまでもマイクロフォト（？）
だかなんだか，新聞を小さくして保管する方法はとられていたのだから，その延長として古い図書を保
管し，パソコンで閲覧できるようにするのがよいと思う。現在の大学図書館の書架は，古い本に新しい
本がまぎれて，最新の情報が得にくい。とりわけ，１０年２０年たつと古い情報の価値がほぼなくなる
生命科学の分野では顕著である。古い本を上記のようにしてしまい，新しい本をどんどん購入すべきで
ある。そうでないと，大学図書館の価値がない

【教員，国立大学，生物学】

72. 古い文献を参照することが多いので，専ら印刷媒体を利用しています。ＩＬＬのシステムは大変ありが
たいです。電子媒体はまだ使い慣れていないのですが，入手しやすいという点・場所をとらないという
点はすばらしいと思います。ただ，必ずしも欲しいものが手に入らなかったり，プリントアウトすると
かえって場所をとったりするので，利用しやすくなるのにはもう少し時間がかかるのかなとおもってい
ます

【教員，国立大学，人文学】

73. 広範な蔵書

【教員，国立大学，工学】

74. 高等教育の関連から見れば，学術情報の入手に制限があり手元で得にくいことは，学生自らが研究の合
間に情報の取捨選択をする機会を奪っており，問題だと感じている
75. 国会図書館の書籍を大学図書館を通して個人が借りられるようにする

【教員，国立大学，化学】
【教員，公私立大学，人文学】

76. 国文学資料館か国立国語研究所との提携をしてほしい。うちの大学図書館にはない学術雑誌が結構そろ
っているので

【大学院生，国立大学，人文学】

77. 国立大学の図書館については部局別の研究図書館を廃止し，大学単位に図書購入資金を集中させ，大学
単位で重複なく網羅的に図書・雑誌を購入・契約することを望む。
（現行制度は無駄が多すぎるので「仕
分け」が必要）

【大学院生，国立大学，社会科学】

78. 今も十分増えては来ていますが，獣医系・医学系の専門書を充実させてほしいです。例えば，改定した
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場合は，改定版を早めに入れてほしいです

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

79. 今後ますます電子化が進むと思うが，冊子体のよさの部分の工夫が必要に感じる

【教員，国立研究

所，化学】
80. 最近は，図書館予算の削減で，利用できる電子ジャーナルや印刷物が減少し，参照できない文献があり，
苦労している

【教員，国立研究所，工学】

81. 最終的にプリントアウトして読むので，一つの記事が短いジャーナルは自分で印刷できるので，図書館
に置く必要はないが，大部な書籍は電子書籍ではなく，紙媒体を置いて欲しい

【教員，国立研究所，

工学】
82. 最新図書の入架のスピードアップ

【大学院生，公私立大学，社会科学】

83. 最先端研究に目を向けるのは当然と考える一方で，地域的なものへの配慮を充実させるべきである
【教員，国立大学，社会科学】
84. 雑誌によっては購読できない年代のものがあるので，見ることができるようにして欲しい

【大学院

生，国立大学，薬学】
85. 雑誌のバックナンバーは今後も冊子体で揃えてほしい

【教員，国立研究所，工学】

86. 雑誌ばかりに予算をかけず，単行本書籍を増やし，機関外や地域社会に開放すべき

【教員，国立研

究所，工学】
87. 雑誌を製本する際，あまり大部になり過ぎないようにお願いします

【教員，国立大学，人文学】

88. 使える図書と学術雑誌がまだまだ少ない。基本的な研究書は抑えていただきたい

【大学院生，国立

大学，人文学】
89. 私は精神史の研究をしている。所属している大学の図書館でほとんどの資料が入手できる。ほとんどの
資料はまだ電子ブック化されていない ; I research in intellectual history. Most of my sources are
available in my university library. Further, most of them do not exist as e‐books

【大学院生，公私立

大学，社会科学】
90. 紙の書籍を堆積させる箱としての図書館は既に役目を終えたのではないかと思う

【大学院生，国立

大学，総合領域】
91. 紙媒体の書籍は残す必要がある。 特に文字媒体でないもの。図や写真が研究に直結する分野は，紙媒
体を残さないと研究にならない
92. 自然科学系の雑誌の充実

【教員，公私立大学，総合領域】

【教員，国立大学，化学】

93. 自分の研究に関しては，図書館経由の資料はそれほど必要ではない

【教員，公私立大学，人文学】

94. 自分の専門分野の文献が全くと言っていいほどないため，本学部の図書館はほとんど利用していません。
ですので，どこまで要望を出してよいのか，わかりません

【教員，公私立大学，人文学】

95. 実験系の分野にとっての教育・研究では，書籍に対してなかなか予算を充てられない。そのため，でき
る限りの専門書・専門雑誌の導入をお願いします

【教員，国立大学，生物学】

96. 主要分野に関わらず，その分野の研究者（大学院生等）がいる限りその分野の論文や書籍も主要分野と
同様に導入するべきである．でなければ未開発分野の研究ができない

【大学院生，国立大学，総合

領域】
97. 重複本など，あっさり廃棄する傾向にあるが，所蔵技術の向上・スペースの確保にいっそうの努力が必
要と思われます。学生の書籍離れは大きな問題になります。図書館の教育力の充実に力を注いで下さい
【教員，国立大学，社会科学】
98. 所属している大学の図書館の分類が独特で，書籍を探しにくい。なんとかしてほしいと思うが言っても
駄目だろうと思う。電子化以前の問題である
99. 書籍だけではなく，報告書類の充実化

【大学院生，公私立大学，社会科学】

【大学院生，公私立大学，人文学】
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100. 書籍とデータの双方を継続して行くべき
101. 商業出版社に依存しない体制への移行

【教員，公私立大学，畜産学・獣医学】
【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

102. 情報が電子版の方にシフトするとともに，冊子の保管・管理を軽視する傾向が見られるような気がする。
図書館は雑誌を集積する場所として機能してほしい

【教員，国立研究所，化学】

103. 情報を頂くと言う機能のみを考えれば，電子書籍中心となることが，学術研究には役立つことは間違い
ない。しかし，不思議なことに，居室を離れ図書館で，媒体の種類に関わらず，論文・書籍を閲覧する
と落ち着くことがある。また，紙媒体では，ページをめくる時に垣間見る他の論文との偶然の出会いが
あった。これら，閲覧の空間的，時間的，偶然的出会いが電子書籍の時代に失われていくのが何となく
寂しい気もする

【教員，国立研究所，複合新領域】

104. 植物遺伝分野の資料を増やしてほしい ; I like to get more books related to genetics in plants

【大学

院生，国立大学，複合新領域】
105. 新刊図書のみならず，古書も含めて蔵書数が増えることに期待したいと思う

【大学院生，国立大学，

社会科学】
106. 図書館サービスに最も期待するのは，できるだけ多くの重要書籍を収集し，適切に保存することである。
為替レートがこれだけ円高に振れているのだから，特に外国書籍の購入と収集にあたっては図書館が中
心となって，適切な為替レートで販売するよう取り次ぎ書店に働きかけ，できるだけ多くの書籍の収集
を目指して欲しい

【教員，国立大学，社会科学】

107. 図書館では電子ブックではなく実物を置いておくべきである

【教員，公私立大学，社会科学】

108. 図書館で資料を目にする文化（知的情報に物理的に包まれている充実感）の維持。冊子体をぱっと目を
通す方が，時間的に早い場合もある

【教員，公私立大学，総合領域】

109. 図書館に届いたばかりの学術雑誌の最新号を手に取って目次をめくることは，専門分野だけでなく周辺
分野にも知識を広げることができ，研究者としての基礎力を養う上で大きな助けになった。学術雑誌の
電子ジャーナルが普及して，印刷版の購読がどんどん減らされているのは，コストと利用状況を考慮す
ると避けられないのかもしれないが，可能な限り冊子体の購入も続けていただきたいと切に願う
【教員，国立大学，生物学】
110. 図書館の，きりっとした静寂さと本の匂いが好きなんですが…というような人は，時代に必要とされて
いないのでしょうか？

【大学院生，公私立大学，社会科学】

111. 図書館の英語の資料は非常に限定されている。国際標準を目指す大学としては不適格である。図書館の
オンライン資料や目録にアクセスするための Web プラットフォームは非常に貧弱でアクセスしづら
い ; English resources are extremely limited in our library. This disqualifies the University to claim
international standard. Web platform to access library online resources/ catalogs are also very poor and
difficult to access

【大学院生，国立大学，農学】

112. 図書館の資料に関して，専門家の視野を活かして体系的な収集をし，資料を充実させることが今後の学
術の発展に不可欠だと思う

【大学院生，国立大学，人文学】

113. 図書館の良いところは，調べたい事についてどのような文献があるかさえ不明な時に，参考になる可能
性のある書籍などが書棚に陳列されているため，調査の糸口をつかみやすい点だと考えている。電子媒
体が普及しても，図書館には今後も蔵書の蓄積と，どのような分野の本があるかなどの情報発信を行っ
て欲しい

【教員，公私立大学，畜産学・獣医学】

114. 図書館は，印刷された，またリポジトリのオンライン学術情報に，研究者や学生が簡単にアクセスでき
るようにすべきである ; Libraries should be able to put available printed and online academic
information in their online repositories for easy access by researchers and students
所，地球惑星科学ほか】
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【教員，国立研究

115. 図書館は情報と共にモノとしての本・雑誌を今後も大切にして欲しい。MLA 連携が叫ばれており，博
物館や文書館と図書館との連携がもっと深化していくことで，情報とモノの保全と活用に弾みが付くと
思う。また，司書や学芸員などの専門職を，もっと大切にしていって欲しい

【教員，国立大学，生

物学】
116. 図書館は知の宝庫です。一時的な利用動向の変動やコスト削減圧力に，安易に屈してほしくありません。
開館時間もできるだけ長いほうがうれしいです

【教員，公私立大学，総合領域】

117. 図書館は非常に重要な機関である。印刷物や古い雑誌の廃棄は深刻な問題である。多くの研究所や学校
が，スペースに制約があるために印刷物の廃棄を余儀なくされており，こうした組織の経営者は，定期
的な図書館資料の増加に対する明確なガイドラインを策定しなければならない。図書館は，印刷物は恒
常的に増えていくという事実に対応しなければならない。また，図書館はオンラインジャーナルに簡単
にアクセス出来るようにしなければならない ; Libraries are one of the single most important human
institutions. Removal of printed matter and old journals is a serious problem. More laboratories and
schools need to cease and desist from removal of printed matter due to space constraints, and the
administration of these institutions should put in place clear guidelines for the regular expansion of
libraries. Printed matter is always growing, and thus libraries must reflect this fact. Libraries also need
easy and simple manners to access online journal content offsite

【大学院生，国立大学，物理学】

118. 図書部門は論文や書籍等の技術情報を効率よく提供することに注力してほしい

【教員，国立研究所，

工学】
119. 生命科学系の論文を読めるようにして欲しい。少なくとも医学部と同じ雑誌が読めるようにしてほしい
【教員，国立大学，生物学】
120. 専門書籍が古い（最新の専門書が少ない）
121. 専門書籍の充実

【大学院生，国立大学，工学】

【教員，公私立大学，化学】

122. 前年の論文が電子ジャーナルで入手できない雑誌は印刷媒体も購入してほしい

【教員，公私立大学，

総合領域】
123. 全て電子化，全て紙，という 2 項対立ではなくハイブリッドで，今後も文字文化を形成してほしいと考
える。ただある程度時期のたった古い書籍などは，閲覧時に傷をつけたりする危険もあるので，電子的
なアーカイブを行い，一定のセキュリティが保たれた条件の中で閲覧できるような仕組みがあればよい
と思う。古い雑誌，雑誌論文なども同じ思いである
124. 蔵書の充実，検索の効率化

【大学院生，公私立大学，社会科学】

【教員，公私立大学，工学】

125. 蔵書を増やしてほしい。順次（特に古い雑誌や史資料）電子化して，利用を容易にするとともに，災害
などで失われないようにしてほしい

【大学院生，公私立大学，人文学】

126. 他大学や他機関から借りた書籍については，その後に購入してほしい

【大学院生，公私立大学，社

会科学】
127. 大学の図書館がどういう判断基準で図書を購入しているのか，よく知りません。自分が興味ある図書を
どのようにすれば買ってもらえるのか，それがわかれば助かります。ただ，自分の興味だけで図書を購
入するのが良いわけではないのもよく知っていますので，図書館で働かれている皆さんでよく相談して
決めて頂ければ，それで良いと思います。私としては，電子ジャーナルの充実を望みます

【教員，

国立大学，農学】
128. 大学図書館において，専門の書籍の充実だけでなく，一般の図書の充実もすすめてほしい。専門の知識
だけでなく，幅広い教養を得ることができるよう，図書館を利用したい

【大学院生，公私立大学，

農学】
129. 大学図書館は，公共図書館と比べて，紙媒体と電子媒体を組み合わせて利用すること（ハイブリッド図
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書館）ができているのではないかと思っております
130. 大学図書館蔵書を質量ともに拡大してほしい

【教員，公私立大学，総合領域】

【教員，公私立大学，人文学】

131. 大変だと思いますが，先生と綿密にコンタクトをとり，必要雑誌を検討して頂きたいと思います。どの
ような大学院生を抱えているかによって，必要な雑誌は変わってきます。それを把握して，必要なとき
は契約して，必要がなければ契約しないで，そういう柔軟な対応が可能であれば，理想だと思います
【大学院生，公私立大学，総合領域】
132. 中途半端論文はいらない。IF が高いレビュー系を充実させるべき

【大学院生，公私立大学，生物学】

133. 電子ジャーナル，電子書籍化が進んでいるが，PDF などの電子フォーマットが今後何十年も互換性を維
持するかは疑問の余地もある。図書館は印刷体の収蔵も維持すべきと考える

【教員，国立研究所，

工学】
134. 電子ジャーナルと印刷体の雑誌の両方が必要である

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

135. 電子ジャーナルの契約が切れても確実にジャーナルを閲覧出来るようにするため，今後も紙媒体（，も
しくは pdf のハードコピー）を図書館に残してほしい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

136. 電子ジャーナルはとても便利ですが，検索の対象を定めずに，広い視野で雑誌を読みたい時，やはり印
刷物の雑誌が読みたくなります。図書館は，印刷物を閲覧する場であってほしいと思います

【大学

院生，国立大学，生物学】
137. 電子化される以前の古い文献，資料の閲覧は図書館でしかできないので古い文献を重視した図書館サー
ビスを希望します

【教員，国立研究所，工学】

138. 電子化によって今までのよい部分を捨て去ることになれば極めて危険である。従来の方法と新しい方法
が共存できるように工夫してほしい

【教員，公私立大学，人文学】

139. 電子化進展の一方，保存書庫としての機能が軽視されがちに思います。
（資料の把握が追い付いていな
い，非公開のまま死蔵される…）バランスの良い公開と保存の実現を願います

【大学院生，公私立

大学，人文学】
140. 電子書籍ですべてを網羅できれば図書館は古書の書庫としての役割が主となるでしょう

【教員，公

私立大学，歯学】
141. 電子書籍はこれからますます需要が伸びると思うがやはり紙の書籍の重要性は高いと思う。いかにして
記録を保存していくか。まだハードディスクでは情報が壊れそうで心配である。何千年も先を見るので
あれば大事なものはやはり石版に刻むのがよいのではないか。あれは結構持つことを歴史が証明してい
ます

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

142. 電子情報が支配的になりつつある今，個々の図書館は，電子情報と印刷物を有効活用するための手段に
ついて提案し，差別化を図る必要があるだろう

【教員，公私立大学，工学】

143. 電子図書は検索などが簡単で，図書館の中を動き回らなくて済むが，実際の紙媒体のものは見つけた場
合，コンピュータ上でスクロールするより，全体の内容がつかみやすいことがあるので，両方必要と思
う

【教員，公私立大学，人文学】

144. 電子媒体のみならず，古典籍や一般の紙媒体資料にもこれまでと変わらない量的，金銭的な資源を確保
し続けてもらいたい

【教員，国立大学，人文学】

145. 電子媒体のみの契約であっても，バックナンバーとして紙媒体を図書館に置く意味は未だにあると思う。
著作権的に問題があるのかもしれないが，全体をダウンロード・印刷・製本した上で保管してほしい。
特に，卒業生や学部学生など，学内に自分の PC がない人には必要だと思う。また，大学の財政状況に
よる購読環境の格差が大きすぎる。シンジゲートを作って共同購入する方向性を更に推進すべき
【教員，国立大学，化学】
146. 当該機関の研究者の研究成果をすべて閲覧できるよう，システムを整えてもらいたい
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【教員，国立

大学，社会科学】
147. 特定の分野に偏ることなく，主要な書籍，雑誌を利用できるようにして欲しい

【大学院生，国立大

学，人文学】
148. 年を超えて生き残るような重要な書籍の選択，保存をお願いします
149. 費用がかかる場合はなるべく安くしてほしい

【教員，国立大学，物理学】

【教員，国立研究所，工学】

150. 普遍性，入手可能性の保持が最優先と思います

【教員，
（不明）
，人文学】

151. 幅広く，色々な雑誌が利用できるとうれしいです

【教員，国立大学，生物学】

152. 物理的な図書館への要求は，今のところほとんどない。図書館は冊子体の図書の保存庫として，また，
デジタル情報利用のための仲介者として維持続けて欲しい ; I have no desire, and currently very little
need, to use a physical library. I hope that libraries will be maintained as repositories of physical books,
【その他，国立研究所，生物学】

and as mediators for digital information use

153. 文献など知の集積と有効活用に，役割を果たすことを期待しています
154. 本の充実を希望します

【教員，国立大学，医学】

【教員，国立研究所，化学】

155. 本や雑誌を豊富に取り揃えてほしい

【大学院生，国立大学，総合領域】

156. 本を充実させて欲しい。例えば，学術参考書等の要望に応えて本を購入して図書館に置いてもらいたい
【教員，国立研究所，工学】
157. 本学の学術雑誌および学術情報関連の予算が，少なすぎる。少なくとも他大学と同程度になるよう，も
っと充実させるべき

【教員，国立大学，化学】

158. 本学の場合，研究利用と学生向け利用のバランスをとりつつ図書館運営を行うことが大切。間違っても
学生が望むからと言う理由で，就職活動用マニュアルを購入するようなことがあってはならない。その
辺のバランス感覚がいまはしっかりしていると思うが念のため

【教員，公私立大学，社会科学】

159. 本学は科学と工学分野の自大学出版物を所蔵すべきだ ; My university should have own publications
on Science and Engineering

【大学院生，国立大学，工学】

160. 無料で読めるジャーナルが増えて，新しい本もどんどん入ればいいなと思います

【大学院生，国立

大学，複合新領域】
161. 有名誌のレファレンスリストに掲載された新刊[の購入] ; the new book as on the list of reference in the
popular journal

【教員，国立大学，工学】

162. 予算に限りがあるのは分かるが，できるだけ広い範囲の文献にアクセスできるようにしてほしい
【教員，国立研究所，工学】
163. 予算も人手も限られていると思うが，蔵書の質やバランスを客観的に評価して公表する仕組みがあると
よいのでは

【大学院生，国立大学，人文学】

164. 予算減少と学術雑誌の価格高騰に伴い，購入する雑誌の選択がいつも問題となるが，重要度よりも利用
者数や価格により，どれを購入するのかを決める傾向が強い。特に事務方は最後は価格のみで予算との
帳尻合わせをしようとするように感じる。ある程度の削減と選別はやむを得ないが，利用者数が少ない
分野こそ，自費購入は困難で，利用者数が多い分野は自費購入しても分担すれば軽い負担で済むことも
考慮してほしい。大学の図書館は学内の教員がカバーする研究分野の雑誌等をある程度均等に揃えてお
く必要性があることを重視してもらいたい
165. 利用できるジャーナルを増やしてほしい

【教員，国立大学，化学】
【教員，国立研究所，複合新領域】

166. 利用できるバックナンバーを増やしてもらいたい。利用価値を上げて欲しい

【教員，公私立大学，

工学】
167. 利用の便宜という点では，やはり資料のデジタル化を推進していただきたいと存じます。ただし，紙媒
体の原資料は決して廃棄しないでいただきたい

【教員，公私立大学，社会科学】
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168. 利用者が図書・雑誌を手に取りやすい所蔵方法を希望します

【教員，国立大学，人文学】

169. 利用者はコンテンツを求めている。使いやすい手段をもう一段階検討してほしい

【大学院生，国立

大学，総合領域】
170. 量の充実

【
（不明）
，
（不明）
，社会科学】

171. 論文は基本的にパソコンから pdf で読むが，本となると内容が長大なのでまだ紙媒体で読む必要性が高
い。また本はページ数が多くてプリントアウトするのも大変なので，最初から紙媒体で利用できると有
難い。それに対し学術論文（論文集に収録されているものも含め）は最初から電子化してくれると利用
しやすい。今後は学術誌や論文集は最初から pdf で利用したり，検索できるようにする一方，書籍の購
入を積極的に行なって行くとよいのではないかと思う

【教員，国立大学，人文学】

172. 論文を読めないと研究できません。今のままでは，負のスパイラルになります

【教員，国立大学，

化学】
I‐3. 情報格差の是正（共通ライセンス契約等）
1.

23 とも関連しますが，電子ジャーナルを各大学が個別に契約するのではなく，日本全体で一括購入する
ことはできないものでしょうか？ そうすれば日本国内にいればどこでも誰でも利用できるようにな
ります．どれだけの人数が利用するか分からないと言っても，実際に利用する人数は限られていると思
います．あるいはサイバー攻撃の危険性が増すでしょうか？

2.

【教員，国立大学，生物学】

すべての元国研や元国立大学は，電子ジャーナルなどのサービスを当該機関のみに制限せず，研究者一
般に対しても開放すべきだと思います。電子ジャーナルからの情報は研究推進や情報収集に非常に大き
な役割を果たしています。つまり，電子ジャーナルがなければ，研究活動に大いに制約が生じます。資
金力の乏しい機関（例えば，私立大学や地方の国立大学）に所属する研究者は，電子ジャーナル環境が
充実していないがために非常に不利な立場で研究活動を行っています。このことは，日本全体の自然科
学研究を促進するという観点からはかけ離れた状態であると思います。自然科学研究に関する電子ジャ
ーナルに限っては，研究機関間の利益，不利益を度外視した形で（例えば，国が一括運営するなど）
，
国内研究機関に所属する者であれば，誰でもすべての電子ジャーナルを閲覧できるようにすべきではな
いでしょうか

3.

【教員，国立研究所，工学】

ドイツなどで実施されているナショナルライセンスを利用することによって，個別の学術図書館のオン
ライン学術情報基盤整備の負担を軽減することが重要だと感じております。またドイツと日本とでは大
学ならびに研究機関の数やあり方が異なるために一概に比較はできませんが，外国語文献の収集とその
提供に関しては，たとえばドイツで実施されている特別収集領域制度によって，各分野の専門文献を集
中的に一カ所の専門学術図書館に配置し，ILL によって個別学術図書館に文献を提供するサービスも参
考になるかと考えております。一方，教員を含む利用者へのデータベース自体やその利用方法に関する
情報の通知をより綿密にしていく必要があると感じております。この点に関しては，大学教員や大学院
生が研究を進めるための補助学問としての図書館情報学との情報交換，ならびに相互連携を今後もより
綿密に進めることができれば，よいのではないかと感じております

【大学院生，公私立大学，人文

学】
4.

どの大学，研究機関でも電子ジャーナルが閲覧できるようにしてほしい。大学の規模によって情報量の
偏りがあるのは，不平等である

5.

【教員，国立大学，総合領域】

フィンランドの研究者は，フィンランド内に集中して管理している機関（多分大学の共同利用の機関）
があり，そこから電子ジャーナルでの文献を取ることが出来る。多分，登録している人に限られるのだ
と思われるが

6.
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【教員，国立研究所，総合領域】

学内で閲覧できない電子ジャーナルがある．日本内であれば，大学によらずに閲覧できるよう望む

【教員，国立大学，工学】
7.

韓国では国レベルで電子ジャーナルを出版社と契約し国内のどの図書館からでもアクセスできるとい
う噂を聴いたことがある。日本でも，国レベルで電子ジャーナルや電子図書を購入するというは，現実
性が少しでもあれば，検討いただきたい

8.

機関で契約できる雑誌数が限られているため，他大学等とのネットワークをつくって他機関でも無料で
閲覧可能なようにしていただきたいです

9.

【教員，公私立大学，数学】
【教員，国立研究所，化学】

所属する研究機関によってアクセスできる電子ジャーナルに差があるのは不満．今や研究経費は所属機
関よりも外部資金（主に科研費）が主体であり，競争原理が導入されているにもかかわらず，スタート
ラインが同じでないことが不満である．科研費 ID を持つ国内研究者は一律に同じサービスを受けれる
ようにしてほしい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

10. 大学による格差がうまれないようにしてほしい

【教員，国立大学，農学】

11. 大学の規模により購読できる電子ジャーナル（データベース）数に格差が生じ，大学間の研究条件格差
が拡大することを防いでほしい

【教員，国立大学，社会科学】

12. 大学間格差が少なくなる方向でサービスの向上をはかってもらいたい（カバーする電子ジャーナル数を
できる限り多くする方向で）

【教員，国立大学，生物学】

13. 電子ジャーナルは，予算が無くなると契約が続かなくなり，それ以前に契約していた分まで見れなくな
る恐れがある。そのような事態を避けるためにも，国内全体でできるだけ多くの雑誌の購読を相互に融
通できると有り難い

【教員，国立大学，数学】

14. 電子書籍及び文献については，国が一元管理し，少なくとも科研費ＩＤ所有者については，無料で検索，
全文ＰＤＦで閲覧できるようにしていただきたい

【教員，国立研究所，工学】

15. 必要な電子ジャーナルの文献を，いつでも，どこでも，フリーで利用できるような，我が国全体の体制
を整えてほしい

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

16. 複数の大学，研究機関が合同で，電子ジャーナルなどの提供ができるようになると良い

【教員，国

立研究所，化学】
17. 予算の制約があるのなら，地域の複数の研究・教育機関が協力・分担しながら，地域全体としてあらゆ
る文献サービスを提供するようにすればどうか

【教員，公私立大学，数学】

18. 予算規模の小さい地方大学では価格高騰により購読雑誌数を削る事態が生じている。このままでは同じ
国公立大学間の格差が広がるばかりである。大学等研究機関の図書館全体として出版社との契約を結び，
どの大学・研究機関でも同じ条件で情報にアクセスが出来るようなシステムを築いて頂きたい

【教

員，国立大学，化学】
19. 論文をいつでも閲覧できるのは非常に助かるので，これからも続けてほしい。また，学外の人にも図書
館では論文を閲覧できるようにしたらいいと思う

【大学院生，国立大学，化学】

I‐4. オープンアクセス
1.

オープン（アクセス？） ; Open

【大学院生，国立大学，工学】

2.

リポジトリの積極的な公開を望みます。公開の際には，ある程度の画質を保持してほしい

【大学院

生，公私立大学，人文学】
3.

学術的利用の為には，できるだけすべての論文資料を無料で on‐line 上に公開して，ダウンロードでき
る時代が来て欲しい。大学のネットワークを利用しても入手できないものがまだあるので，それが残念
【教員，公私立大学，人文学】

4.

学術論文は，いつでも，どこでも，誰でも無料で閲覧できるようになって欲しい

【大学院生，公私

立大学，総合領域】
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5.

学問の発展のため，online では原則として open access を希望します

【教員，公私立大学，化学】

6.

機関リポジトリの充実化

7.

商業出版社のやり方はひどすぎる。何らかの行動が必要。オープンアクセスの雑誌は良いが，逆に自分

【教員，国立大学，工学】

の負担は大きくなる。先進国の研究者は（どんどん厳しくはなるものの）どちらでもなんとかなるが，
途上国などお金がない国にとってはどっちみち参加できないだろう

【その他，国立研究所，生物学】

8.

大学図書館においては，機関リポジトリの充実に努めていただきたい

【教員，公私立大学，数学】

9.

大学図書館のサービスに関しては，学生教育に関するものと文献複写に関するものの２つに絞った方が
良いと感じる。特に，最近流行のリポジトリの作成は１００％無駄であり，即刻中止すべき。本来各学
術雑誌が行っている論文収録をわざわざ機関毎に分割して大学のページで公開しても，研究者が異動す
れば連続性は無くなるわけであり，情報の収集と整理に多くのアルバイトを雇用して使用目的が限られ
る中途半端な文献再配列データベースを作成する意味が理解出来ない。図書館のサービスは能動的なも
のではなく受動的なもので高い水準を満たすことが本来の姿であると思うし，特に予算削減で職員が多
忙であると繰り返されている現状では，現在の国立大学図書館の活動方針はピントはずれであると強く
感じる

【教員，国立大学，工学】

10. 大学単位で，図書館自ら検索して大学発の情報を蓄積すること

【教員，国立大学，医学】

11. 大手出版社 Wiley, Elsevier, Springer の e‐journal はもはや手ばなせないであろうが，repository などに
より，無償で入手できる論文情報の充実も必要である。Impact Factor(IF)にも振り回されており，journal
の内容が良いだけではだめで読まれるという付加価値がないと journal の存在価値がないという奇妙な
状況はどう考えたらよいのであろうか

【教員，国立大学，工学】

12. 電子ジャーナル等情報の全オープン化のための方法論を考えてほしい

【教員，公私立大学，総合領

域】
13. 投稿料をとるかわりにフリーで検索，ダウンロードできるような方向性になると思う。冊子体は，廃止
して，投稿料については，安くなる設定が必要だが，
，
，

【教員，国立大学，生物学】

I‐5. その他
1.

academic 会員（仮称）になっていれば個々の雑誌の会員になっていなくても，論文の閲覧，download
が可能な連携システムの構築を望む

2.

【教員，国立研究所，工学】

ゼミ教室で映画やドラマを上映したいが，社会問題や法律問題を扱った映画で，かつ，学生も楽しめる
ような良質のＤＶＤが図書館に少なく，困っています。俗悪アクションものやホラーものを控えるなど，
映画・ドラマＤＶＤのジャンルをいま一度ご再考ください

【教員，公私立大学，社会科学】

3.

新規書籍の迅速な処理，配架（特に教育上の観点から）

4.

教育分野で使用する著作権について，もっと緩やかにして欲しい。たとえば，アクセス権付きのサーバ
に乗せることなど！

5.

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立大学，医学】

教育面：授業で学生に読ませる図書・雑誌論文は，今後，電子媒体が増えると思われる。しかし，とく
に著作権法上の問題を明確に解決しておかないと，授業の資料とかに当該電子媒体を配布できなくなる。
たとえば，本学の契約する電子ジャーナルの論文 PDF を DL し，それを授業の資料として学生に配布す
る場合，著作権法上の問題が生じうる。図書館として，集合的に問題を解決できる部分はしてもらいた
いし，すでにしている場合は，マニュアルをつくり，これこれはしてよいが，これこれはしてはならな
い，といった簡単なガイドラインを教員に示し，授業での円滑活用を補佐していただきたい

【教員，

公私立大学，社会科学】
6.

研究利用の複写の制限を緩和してほしい

7.

広い情報公開が必要であるが，著作権の保護についての明確な情報提示が必要であると思います
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【教員，国立大学，複合新領域】

【教員，公私立大学，工学】
8.

複写において著作権をもっと保護した方がよい

【教員，公私立大学，社会科学】

9.

各種科学データベースの整備・利用（結晶学データ，回折データなど）

【教員，公私立大学，工学】

10. 縦割りではない，総合的･網羅的な索引をめざしてほしい。私の研究分野では，国文学研究資料館の論
文データが有益。国語学(日本語学)のは，年刊論文集の論文データが引けない(論文集自体は引けるが，
意味がない)。この点は，CiNii も雑誌記事索引(国図)も同様。多重に重複する論文データがある一方，
捉えられていない論文データも少なくない。年刊論文集の論文データは国図の書籍索引で覆える 部分
もあるが，完全なものではない。もう少しうまく役割分担をして，有機的な連携をのぞむ

【教員，

国立大学，人文学】
11. 新聞データベースが図書館には導入されていて，非常に便利。研究にも役立てています。日本の三大紙
および日経新聞のデータベースが無料で利用できたらと思います

【教員，国立大学，総合領域】

12. （大学が）契約していない雑誌の場合，今までは図書館などで取り寄せが必要であったが，今後は個人
でオンラインで（クレジット決済なしで）論文をすぐ購入できる（すぐ読める）システムがあるとよい
と思います。
（図書館に行く手間が省けます。また，クレジット決済の手間が省けます。
）または，大学
図書館側が個人に対して論文購読料を請求するシステム（大学が論文の取得と個人の仲介を行ってくれ
るシステム）があると最高です（図書館に電話一本すれば，契約していない雑誌から論文を取り寄せ，
個人が電子ジャーナルで論文を入手できる。お金は先払いか後払い）

【大学院生，国立大学，医学】

13. 閲覧契約をしていない論文の個人購入（校費）を図書館経由で行えるようにしてほしい

【教員，国

立大学，化学】
14. 学内から読めない雑誌に対し，スポット的に読みたい論文を読めるようにする制度はありますか
【大学院生，国立大学，工学】
15. 機関が契約していない雑誌，出版社の情報を入手するための支払いを含む手続きの簡素化

【教員，

国立大学，工学】
16. 電子ジャーナル掲載論文の取り寄せを可能にしてほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

17. 本学で，電子ジャーナルが契約上利用できない雑誌や時代のものについて，校費にて PDF ファイルが
すぐに入手出来るようにして欲しい

【教員，国立大学，工学】

. 利用支援・利用案内
1.

Google Books などの検索方法を図書館サービスで教えてもらい大変助かっています。学内にない英文の
書籍などが読むことができ助かっています

2.

【大学院生，公私立大学，社会科学】

internet をうまく利用し，いかに適切な情報を集め，整理し，output できるかの教育を行っていくべき
【大学院生，国立大学，生物学】

3.

iPad 等の電子書籍端末の研究・教育目的の利用方法を教えてほしい。使いやすいアプリなど

【大学

院生，国立大学，総合領域】
4.

Mendeley 等の文献整理ソフトの紹介や，パワーユーザーによるレクチャーなど企画してはいかがでし
ょうか？！最近，Nature も独自のソフト（確か ReadCube だと．
．
．
）を採用しているようです。英文は
もちろん日本語の文献にも対応しているソフトもあります

5.

【教員，国立研究所，工学】

SciFinder や Mendeley のようなサービスの講習会の充実。特に学部生にとっては研究を始めたばかりの
段階ではちんぷんかんぷんだと思われるので，夏や秋頃にも講習をして欲しい

【教員，公私立大学，

化学】
6.

あちこちでさまざまなサービスが始まっているが，散発的な印象があり，どのようなサービスがあるの
か，どのようにすれば利用できるのかの情報や知識が必ずしも得られない。情報提供や活用事例の紹介
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などもお願いできれば嬉しい
7.

【教員，公私立大学，総合領域】

ある雑誌からの大量ダウンロードに規制がかけられていますが，どうしてもその関連の情報がほしいと
きには偏ったダウンロードをしてしまいがちです。大量ダウンロードとはとのくらいの量なのかも不明
なので明確にしていただけると気を付けられますので助かります

8.

【教員，国立大学，医学】

セキュリティー等の研究・学習環境整備のためのソフトウェアダウンロード

【教員，公私立大学，

工学】
9.

できれば図書館員の方に，オンラインジャーナルの論文にアクセスするための方法を段階を踏んで，ゆ
っくりと，できれば英語で教わりたい。しかし，私はコンピューターが苦手なので，英語で書かれた手
順書があればとても助かる。もし，PC と Mac で手順が違うならば，別の手順書があると良い ; I need
someone ‐‐ preferably a library staffer ‐‐ to walk me through the steps, slowly, preferably in English, to
give me the skills I need to access on‐line journal articles. However since I am very inept regarding
computers, it would be very helpful to have a booklet, written in English, to remind me of the steps to
take. And if the process is different for PCs and Macs, I need to have this information in separate
booklets, if possible

【教員，公私立大学，人文学】

10. どのようなことが図書館サービスとしてできるのか，よくわからない。研究のどの部分に活かせるのか，
などが分かると嬉しいし，どのようなサービスがあるかが分かれば，もっと利用できるように思う
【大学院生，国立大学，社会科学】
11. どんどん利用教育を進めてほしい。便利になっているのに，知らない学生，教員が多い

【教員，公

私立大学，総合領域】
12. もっとも新たな情報を知りたいです

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

13. もっと英語化してほしい ; more english friendly

【大学院生，公私立大学，社会科学】

14. もっと広報活動も重要。公告 媒体という意味で無く，一般の検索システムに対して検索結果が表示さ
れるようにされれば非常に使い勝手が良い。電子データが発達している状態で，図書館に期待される成
果はデータベース提供だと考える

【教員，国立研究所，工学】

15. もっと情報を開示広告して欲しい。例えば，登録制で当該分野に関連する書籍の入荷？情報をアラート
するなど

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

16. もっと情報発信して欲しい

【教員，公私立大学，人文学】

17. より迅速で，丁寧な対応を望む

【教員，
（不明）
，人文学】

18. リファレンスデスクにはよくお世話になっています。サービスには満足しているので，今後もさらによ
いものを利用者に提供できるように，がんばってください

【大学院生，国立大学，人文学】

19. レファレンス・サービスについて，学生にもっと知ってもらうような広報活動を，今後もしていただき
たい

【教員，国立大学，社会科学】

20. レファレンスカウンターのサービスは，とても素晴らしいと思います。大変丁寧で，気づかなかった検
索方法を次々にご提案してくださいます。今後も維持していただきたいです。授業内で，判例・文献の
検索方法，雑誌の略語や著作権に関するルール等を学生に説明するための資料（A３・1 枚程度）の補
助資料があると，授業内や後輩に対するアドバイスにつき，非常にありがたいです

【大学院生，公

私立大学，社会科学】
21. レファレンスサービスが当たり外れがおおきい

【
（不明）
，
（不明）
，
（不明）
】

22. レファレンスサービスのノウハウをデータベース化して誰でも利用できるようにするしくみや，レファ
レンスサービスそのものを推進していっていただけると，研究促進につながっていくと思います
【教員，国立大学，総合領域】
23. レファレンスサービスは大変ありがたいのですが，もう少し安価になるともっとありがたいですし，も
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っと利用すると思います

【大学院生，国立大学，社会科学】

24. 英語圏以外の文献検索の方法に関する情報を提供してほしい

【大学院生，国立大学，社会科学】

25. 英文のオンラインジャーナルの利用方法（詳細な検索方法など）のドキュメントがあれば，利用が増え
ると思う．全体として，そういったサービスの存在が周知されていないように思う

【大学院生，国

立大学，工学】
26. 遠方に住んでいるため，館内で提供されるサービスを利用できません．遠隔利用できるサービス(論文記
事検索など)は既に実現されていると思いますが，それを学外から使うための方法について分かりやすい
チュートリアル，説明サイトなどがあれば非常に助かります

【大学院生，
（不明）
，総合領域】

27. 外国の方から，図書館の方に「こういうことを調べたい」といえば，その目的に適した分野や，本，雑
誌を紹介してもらえるといっていたが，それは本当なんですか？
28. 学習支援を重視し，情報リテラシーの育成を進めてほしい
29. 学術研究に関する最新の情報を，常に発信してほしい

【大学院生，国立大学，社会科学】

【その他，
（不明）
，総合領域】

【教員，国立大学，医学】

30. 学術誌，専門書に関しては全てオンラインに移行しつつあると思います。学術研究に関しては出版社，
プロサービスを採用，人的資源は学部学生へのサービスに向けるべきではないでしょうか

【教員，

国立研究所，総合領域】
31. 学生たちの文献収集サポートの充実

【教員，公私立大学，人文学】

32. 学生の研究テーマを導くガイドをつくってほしい。たとえば，代表的なテーマについて基本文献リスト
など

【教員，公私立大学，社会科学】

33. 学生は，ネットで浅い情報収集ができるようになった反面，きちんとした情報の収集能力がどんどん落
ちてきている。検索のテクニックもさることながら，本棚を前に資料を見つけていくという経験的なノ
ウハウなど，そういう点についても教育できる機会があればよいのではないか

【教員，国立大学，

複合新領域】
34. 教員は，大学図書館がどの分野に関連した電子ジャーナルのアクセスを提供しているかを知るべきだ。
たとえば，私自身の分野は第二言語の獲得と応用言語学である。私は自分の研究分野に関連するどの雑
誌にアクセスできるのかを知りたい ; Faculty should know what field‐related journals are held by the
library for internet access. For example, my own field is Second Language Acquisition and Applied
Linguistics. I would like to know which journals, related to my field, are accessible

【教員，公私立大

学，人文学】
35. 具体的な文献検索の方法を解説する場を設けてほしい。講義（あるいはビデオ講義）
，Web，紙媒体な
んでもいいので

【大学院生，国立大学，医学】

36. 携帯やスマートフォンがここまで普及しているので，新刊の情報など積極的に発信しても良いと思う
【大学院生，国立大学，医学】
37. 研究に役立つサービスをいろいろと紹介していただいていますので，これからも続けてください。また，
研究に役立つソフトの講習会もありがたいです
38. 研究者サポート機能が弱いと存在意義が薄い

【教員，国立大学，工学】
【教員，公私立大学，社会科学】

39. 現在よりもさらなる，レファレンス機能の充実と，サービスの拡充，担当者のノウハウの充実を希望（一
般論としてですので，現状に不満があるわけではありませんが）

【教員，国立大学，社会科学】

40. 個人的にはあまり利用するほうではないが，学生には図書館主催で講習会等を開いて啓蒙したらよい。
その際著作権の問題等にも注意を喚起させて欲しい

【教員，公私立大学，人文学】

41. 効果的な論文検索方法を学部生のうちから教えてほしいです

【大学院生，公私立大学，化学】

42. 今後は，使用可能な電子ジャーナルおよびデータベースの量が，研究の質に正比例するとまでは言わな
くても，かなりの影響力を持つ。基本的なデータベースが入っていない大学は，その分野でまともな研
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究・教育を行うこと自体がもはや無理ではないか。まず，各分野への基本データベースへのアクセスを
可能にすること，次にその利用方法を周知する方法の徹底の双方が必要

【教員，公私立大学，人文

学】
43. 最新号の情報を常に提供して欲しい。英語でより多くの情報を提供してほしい ; regularly information
about new journal issued; more information in English

【大学院生，国立大学，農学】

44. 最新情報の提供。トピックの情報提供。新聞に取り上げられたトピックの情報提供

【教員，公私立

大学，歯学】
45. 在籍している機関が購読しておらず，インターネットで入手できない雑誌や論文を，どうやってリクエ
ストすればよいか，図書館に尋ねたい ; I hope can get information from library about how to request
journals/papers which I can not obtain from internet due to unsubscribe articles from our Institution
【教員，
（不明）
，化学】
46. 紙ベース・電子情報いずれにも対応できるように学生を教育・指導する機能が求められる

【教員，

国立大学，社会科学】
47. 所属機関の図書館サービスについて何も知らない。外国人に向けたサービスの広報を増やすと良い ; I
donʹt know anything about library services in my institution. Creating more awareness about the
services for foreigners would be positive

【教員，
（不明）
，工学】

48. 詳しくはみていないのですが，一般的に，バイリンガル（日・英）対応するのはよいけれどその情報量
に差があってはいけないと思います

【大学院生，国立大学，人文学】

49. 情報が多々あふれる中，その検索方法や信頼性の見分け方についての啓蒙が重要になっていると思われ
ます。国立国会図書館の「調べ方案内」のような取り組みも有効と思います（私自身も，最近時々お世
話になりました）

【教員，国立研究所，工学】

50. 情報が電子化されるのであれば，各利用者の閲覧した情報などをフィードバックして，その利用者にと
って有用だと考えられる情報を入手した場合に自動的にメールで案内を送るなどのサービスが可能に
なると思う

【教員，国立研究所，総合領域】

51. 図書館サイドからの情報発信（利用されている書籍，情報の分析・傾向など）を強化してほしい

【教

員，公私立大学，社会科学】
52. 図書館の ILL は知らない学生が多いと思うので，利用方法のガイドブックなどが出来ればもっと利用者
が増えると思います。ILL のサービスは非常に便利で早く，確実なので今後も続けて頂きたいと思いま
す

【大学院生，国立大学，農学】

53. 図書館側からのアプローチや協力がないと思う。受身の状態と感じる
54. 随時の研修の実施

【教員，公私立大学，歯学】

【教員，公私立大学，社会科学】

55. 設問番号 22 番に掲載されている電子書籍サイトには，初めて伺うものも数多くありました．電子書籍
などのように日進月歩の情報については，フォローし切れていないものも数多くあります．図書館サー
ビスの一環として，このような最新の情報について講習会などを開催して頂ければ多くの方にとって有
益なのではないかと思います

【教員，国立研究所，人文学】

56. 相談した時にアドバイスして欲しい

【教員，国立大学，工学】

57. 大学院生で国会図書館の利用方法を知らない人が最近多い。洋雑誌の名称の省略方法（ＩＳＯで決めら
れている）や専攻ごとに著名な洋雑誌や和雑誌を知らない。このような教育を図書館で行ってほしい
【教員，公私立大学，工学】
58. 大学図書館では各分野の専門家への相談ができる場（ネット上含む）を設けることで，図書館を通じた
学術成果の活用，発信が進むと思う

【大学院生，公私立大学，社会科学】

59. 大学図書館は，教員や学生が利用可能なリソースについて，英語で紹介してほしい ; University libraries
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should let teachers/students know more about the resources available to them in English

【教員，公

私立大学，人文学】
60. 大学等にあっては，最新情報へのアクセス方法を学生に知らせるとともに，実際にアクセスする場を提
供することが最も重要だと思います。また，技術分野に限ったことではありますが，歴史的な技術情報
の収集を絶えず続けることも，同様に重要だと思います

【教員，公私立大学，工学】

61. 探している文献の入手サポート。こんな文献が欲しいと言えば探して，紹介してくれるサービス

【教

員，国立研究所，工学】
62. 定期的に回覧される全国書誌一覧を教員だけでなく，大学院生からのリクエストに対しても積極的に傾
聴できるようなシステムにしてほしい。図書館の HP から一覧を見れるように，または検索できるよう
にしてはどうか

【大学院生，公私立大学，畜産学・獣医学】

63. 定期的に検索の利用講習会を開催して頂けると助かります

【大学院生，国立大学，化学】

64. 定期的に最新の電子書籍などについて，アナウンスしてもらえると助かります

【教員，国立研究所，

総合領域】
65. 電子ジャーナルの充実および広報

【教員，公私立大学，総合領域】

66. 電子ジャーナルや検索サイトは新しい機能がどんどん追加されているため，新入生だけでなく在学生に
向けた，効果的な利用方法を伝えるサービスが必要だと感じる。また，そのサービスがいつでも受けら
れるようにもしてほしい

【大学院生，国立大学，農学】

67. 電子書籍サイトについて知りたいと思った

【大学院生，公私立大学，人文学】

68. 電子書籍サイトの案内をもっとしてほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

69. 電子情報の利用について，研究者に導入，発展など段階をふまえた情報提供を，研修等のかたちで整備
して頂きたい

【教員，国立大学，人文学】

70. 電子情報の利用促進（学生・教員への啓蒙を含む）をお願いします

【教員，国立大学，人文学】

71. 電子媒体の利用方法については，一定世代以上の者には分かりにくいため，初歩的な講習を定期的に行
うなどして欲しい

【教員，公私立大学，人文学】

72. 文献検索，データ検索，情報検索の方法を分かりやすく紹介して欲しい。よく講習会形式で解説して頂
いたりしているが，時間が無いのでなかなか参加できない。分かりやすく解説した冊子（A４で４５ペ
ージ分くらい）を毎月各研究室に配布するなどして欲しい
73. 便利な使い方の事例を教えてほしい

【教員，国立大学，化学】

【教員，公私立大学，社会科学】

74. 利用の説明の時は，なるべく具体的に，できればパソコンなどをいっしょに使用しながら説明して欲し
い

【教員，国立大学，医学】

75. 留学生なので言葉の問題があり，図書館のサービスを活用するのが難しい ; I am a foreign student so I
find difficult in using services provided by the libraries due to language problems

【大学院生，公私

立大学，社会科学】
76. 論文などの情報について，近年様々な検索方法及び入手方法が存在すると思います。そのため，図書館
の方に尋ねることがあります。しかし，対応する方によってかなりの違いがあるようです。学術情報に
関する情報の取扱いについては，できるだけ最新の情報と，できるだけわかり易く，また丁寧に対応す
ることを希望いたします

【大学院生，公私立大学，社会科学】

77. 論文を書くための学生の要望に応える，責任ある組織を作って欲しい。学生の要求を見過ごさないよう
に ; please an organization created to be responsible to response to students necessity for papers. it is
better than ignoring to find by students

【大学院生，公私立大学，総合領域】

78. 贅沢な要望かもしれないが，自分の専門分野に関連する各国主要の電子ジャーナルを紹介する説明会に
参加したいです

【大学院生，国立大学，人文学】
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. サービスの体制・制度等
‐1. 開館時間
1.

可能なら，読める電子ジャーナルを増やし，図書をより充実させ，開館時間を長くしてほしい

【教

員，国立大学，数学】
2.

開館期間と時間を長くしてほしい

【大学院生，公私立大学，人文学】

3.

休日における開館あるいは夜間開館

4.

休日のサービスも設けて欲しい

5.

休日も図書館をあけてもらいたい

6.

仕事をしているので，土・日の利用時間が長いと助かる

7.

使いやすいもの。できれば 24 時間利用可能がいい

8.

私は大学院生ですが，学部生のために深夜までの図書館開館（部分開館でも）があるとよいと思います

【教員，公私立大学，畜産学・獣医学】

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】
【大学院生，公私立大学，歯学】
【大学院生，公私立大学，社会科学】

【大学院生，公私立大学，社会科学】

【大学院生，国立大学，物理学】
9.

時間制限の延長や制約の緩和

【教員，公私立大学，社会科学】

10. 所属機関の所蔵図書，雑誌の数，レファレンス・サービスなどについては，充実していると思うので特
に不満はない。ただ，今後を考えると２４時間化などは要ると思う
11. 深夜まで開いていると利用しやすい

【教員，公私立大学，社会科学】

【大学院生，国立大学，生物学】

12. 図書館の開いている時間をもうすこし延長してくれると良いかと思います

【大学院生，国立大学，

化学】
13. 図書館の年中２４時間開館

【大学院生，公私立大学，社会科学】

14. 図書館は知の宝庫です。一時的な利用動向の変動やコスト削減圧力に，安易に屈してほしくありません。
開館時間もできるだけ長いほうがうれしいです
15. 図書館を２４時間開放してほしい

【教員，公私立大学，総合領域】

【大学院生，国立大学，化学】

16. 大学図書館，国会図書館共に開館時間を延長していただけるとありがたいです

【大学院生，公私立

大学，社会科学】
17. 長時間開いていることが望ましいです

【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】

18. 日本の大学では，附属図書館の開館時間が短すぎると思います。学期中の土日祝日はもちろん，授業の
ない夏冬春の「休業」中でも，教員・研究員・院生・学生いずれも研究に休業はないはずで，それも昼
夜に及ぶものです。以前に使ったことのあるアメリカの公立大学では，図書館を閉めるのはクリスマス
と正月のみで，一年に何日もありませんでした

【教員，国立大学，人文学】

19. 平日の閉館時間を 11 時までにしてほしいです。9 時 45 分は早すぎると思います

【大学院生，国立

大学，人文学】
20. 本学図書館は，学生のために充分な量の資料を提供している。ただ，中央図書館の開館時間を延長して
もらいたい。大学図書館が，大学院生であっても 9 時から 10 時までしか利用できない（9:45 には退館
するよう促される）のは信じがたい ; I believe my university libraries are great in terms of no. of
volumes and subscriptions for its students; my only hope is the ʺhoursʺ that central library open for
business. It is astonishing that university library is only open between 9‐10 (asked to leave by 9:45) even
for graduate students

【大学院生，公私立大学，社会科学】

21. 夜の入館時間を延長してほしい

【教員，公私立大学，人文学】

22. 夜遅くまで開けておいて欲しい。もっと議論の場として使える環境になってほしい
立大学，生物学】
23. 利用時間の延長
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【大学院生，国立大学，人文学】

【大学院生，国

‐2. 貸出期間
1.

借り入れ期間を長くしてほしいです

【大学院生，公私立大学，社会科学】

2.

貸出期間が長いので，授業の準備や論文に必要な資料が貸出中の場合が多く困っている。貸出期間を１
週間くらいに短縮してほしい。ネットで延長できるので，借りる方も不都合はないと思う

【教員，

公私立大学，人文学】
3.

貸出期間は最低でも 2 週間にしてほしい

【大学院生，国立大学，看護学】

4.

大学院生が図書をかりる期間が 1 週間と短く，他大学にて学外会員としてかりた方が 2 週間と長く，便
利である。なぜ，大学生と大学院生のかりる期間に違いがあるのか，明確にして欲しく，理由がないな
ら，平等に期間を設定して欲しい

【大学院生，国立大学，医学】

5.

長期貸し出しを１年..

【大学院生，公私立大学，数学】

6.

長期貸し出し中の本を回収し貸し出し可能にして欲しい

7.

返却期限が長すぎて，授業の準備など論文で締切で突然参考したい本が貸し出し中の場合で困ったこと

【教員，公私立大学，工学】

が多い。返却期間を１週間など，より短いものにしてほしいです。延長はネット上で可能ですので，借
りている方にとっても，それでもあまり不備が出ないとおもいます

【教員，公私立大学，人文学】

‐3. 全般
1.

「今後の在り方」を考える場合に，現状がどのようにして，そのようになったのかに関する経過に関す
る情報が，まずもってあたえられていないこと，それ自体が重大な問題と考える。専門的に調査・研究
されている皆様方の現状把握と問題認識をきちんと情報発信される，質的調査を実施されることをきぼ
うします。たとえば，学術研究・高等教育に関連する図書館サービスにあたって，小生の勤務校では，
司書の専門家配置がアウトソーシングされていて安定しないこと，レファレンスが学部学生向け程度で
あり，専門分野にまったく対応していないこと，サービス内容が国内向けであって，ＩＴ時代にふさわ
しくグローバル対応できていないこと，使用言語がほぼ日本語であること，日本十進分類法対応である
こと，等を感じています。こうしたことは，他でも同様ではないでしょうか。いずれにしましても，皆
様方の研究成果と，研究現場とが有機的に連携できていないと痛感しております。今回の成果を，学協
会へご報告されるかとおもいますが役員の方に，是非，検討課題を投げかけていただきたいと期待しま
す。以上です

2.

【教員，公私立大学，社会科学】

「図書館」という古典的な立場ではなく，インターネットやデータベースを充実させた「情報管理・提
供センター」的な立場に進化してゆけば良いと思う。本学医学部では，図書館とコンピューター室が別々
だが，それも統合してより機能的な施設になれば良いと思います

【教員，国立大学，医学】

3.

２４時間対応

【教員，国立研究所，化学】

4.

４年ほど前，パリのパスツール研究所に行った時，図書館を改修していた。みんなが電子ジャーナルを
使うので，大幅に縮小して他のスペースにするということだった。その結果，現在どうなっているのか
は知らないが，そのような機関での現状を取材するとよいかもしれない。古い文献は依然として必要な
ので，図書館は収納庫として生き延びるだろう。図書館サービスとしては，各機関独立の図書館ではな
く，省庁の垣根も越えたより有機的な知のネットワーク化を図り，博士論文や科研費等の報告書をも検
索対象としたデータベースの構築と Google なみの使いやすさの追求が必要だろう

【教員，国立研

究所，医学】
5.

JST が行っているアブストラクトサービスと何らかの契約を結んで，研究室 HP 情報を通して売り込み
してくるぐらいの能動的なアクションがあってもいいのでは？

6.

【教員，国立研究所，化学】

on line 上で文献をあたる際に最も問題になるのが，機関契約がなされているかどうかであると思う。高
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等教育機関は，どの journal にどの程度の需要があるのか把握できているのか，疑問に思うことがある
【大学院生，国立大学，薬学】
7.

ある大学で行われていることですが，校費や科研費などで購入した図書が，大学図書館の所有になるこ
とに大変疑問を感じ，憤りを覚えます。希少な文献，高価な図書の場合については，大学内で共有しよ
うという意図は理解できますが，安価な図書，ありふれた図書については事務手続きや管理等，不必要
に煩雑になることを考えると，全く必要のない制度だと思います。また，希少な文献，高価な文献につ
いても，所有を図書館にする必要はなく，オンラインで所在などの情報を公開することで共有すること
はできます

8.

【教員，国立大学，物理学】

いかに効率的にサービスを行なうかが問題になる。例えばアメリカの企業経営大学の図書館が成功して
いるかいないかが参考になる

9.

【教員，公私立大学，社会科学】

いちいちコピーを取るのに誓約書を書かなければいけないのが面倒なので，もう少し簡単にコピーでき
るようにしてほしいです

【大学院生，国立大学，人文学】

10. オンライン図書館となるべきである

【教員，公私立大学，地球惑星科学ほか】

11. お役人目線ではなく，研究者目線での利用に基づいたサービスが求められる

【教員，国立研究所，

地球惑星科学ほか】
12. キャンパス外からアクセスする際，ID ではなくメールアドレスでログインできると助かる。貸出期間が
長いので，授業の準備や論文に必要な資料が貸出中の場合が多く困っている。貸出期間を１週間くらい
に短縮してほしい。ネットで延長できるので，借りる方も不都合はないと思う

【教員，公私立大学，

人文学】
13. コストの低減

【教員，国立大学，複合新領域】

14. コピーサービスの手間の削減（例えば一般的な雑誌などでは申込書への記入が省ける等にしてほしい）
【大学院生，国立大学，工学】
15. コピー機ではなく，スキャナを設置してほしい。文献の取り寄せにしても，コピーしたものを渡すので
はなく，PDF などの電子媒体でメールしてもらえるとありがたい
16. スキャンして電子的に貸出するサービスがあれば利用したい
17. たくさんのサービスを統合していく取り組み

【大学院生，国立大学，物理学】

【教員，公私立大学，数学】

【教員，公私立大学，農学】

18. ポスドク（博士学位取得者，博士課程単位取得修了者）や，研究以外の職業についた博士学位取得者に
は，国公立図書館，私立図書館，大学等の教育・学術機関の図書館を使用する権限が与えられる等の配
慮が行われる必要がある。ILL 等のサーヴィスを使用できないことが研究存続を困難にする分野も存在
し，現在増えている非常勤フェロー等は図書館利用の権限が非常に限られており，困難を感じているは
ずである

【大学院生，公私立大学，人文学】

19. ほとんどの論文が電子的に検索・ダウンロードできるようになって以来，図書館のサービスとして雑誌
の蓄積や担当者による検索等の必要性はほとんどなくなっている．図書館も，博物館と同様に，時限的
に特定のテーマを設定して，関連論文をわかりやすく紹介するなど，キュレーション機能をサービスと
して提供すると，学術的な専門分野への入り口として，サイエンス・コミュニケーションの一部として
重要な役割を果たせると思う

【教員，国立研究所，総合領域】

20. ほぼ毎日，所属研究科教員図書室を利用させて頂いているものです。図書館の女性司書の方々が大変優
秀で，気軽に相談でき，大いに利用させていただいています。図書館サービスの今後のあり方というこ
となのですが，図書館司書の方のお仕事の質が大変変わって来ているのだなと実感しております。電子
媒体による情報の直接の入手や，電子媒体による情報へのアクセスなどが容易になって来ており，司書
の方が「図書」というよりも「情報」をいかに扱うのかといった，提供するサービスの対象そのものが
「検索」といった無機的なものから「情報利用法」といった有機的なものになって来ている様に感じま
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す。例えば，A といった情報を入手したいときに，図書館司書の役割が，情報 A の取得方法だけでなく，
別の方法を用いれば，A に類似する B という情報も入手できるといった，プラスアルファの知識の提供
が図書館の役割になって来ている様に感じます。電子的な環境の発展により，単なる情報 A の取得方法
の提供だけでは，ユーザーの満足度が満たされなくなって来た様に思います。私が書くまでもないので
すが，
「新刊図書を電子ジャーナルで取得すべきか？」とか「過去の印刷物を電子ジャーナルにするべ
きか？」を議論するのではなく，
「図書館として情報をいかに提供すべきか？」を全体から考えるべき
であり，是非，そうした大学としての姿勢を積極的に学内に発信して行って欲しいと思います。新刊雑
誌の取得を電子ジャーナルにするのであれば，雑誌を手にすることは出来なくなるので，ユーザーは図
書館による情報閲覧教育でその雑誌にアクセスするわけですが，その雑誌がどんな雑誌であるのか？と
か，どんな感想が多いか？などを提供できれば，より図書館としての情報提供方針や戦略が反映できる
様に思います。ドクターに進学し，本学の図書館がいかに凄いのかを日々実感しております。皆様の日々
のお仕事の賜物だと思います。是非，今後ともユーザーの視点に立って，良いサービスを提供して下さ
ることを期待しております。一ヨーロッパ研究者の管見です

【大学院生，公私立大学，社会科学】

21. むしろ必要な論文を探すためのデータベースの利用がどの大学でも同様の検索ができるようになると
いいと思う．例えば Scifinder は私の分野ではなくてはならないが，利用できない大学もある．その大
学にいる教員にとっては大変厳しいと思う．購読雑誌を増やすよりかは，データベースの充実をお願い
したい

【教員，国立大学，化学】

22. 一般市民にもアクセスしやすくしていただきたい

【教員，公私立大学，人文学】

23. 一般社会人が，自宅などから無料（低額）で学術雑誌にアクセスできる仕組みの構築

【教員，国立

研究所，地球惑星科学ほか】
24. 一部の大学附属図書館では学外者への一般公開を行っていないところがある。学術研究の必要性からも
一般公開を行っていただきたい

【教員，国立大学，人文学】

25. 院生の場合には，修了後も研究をしたい場合がある。しかし，オンラインサービスや論文検索は，在籍
者しか利用できないようになっているので，修了後や単位取得満期退学後に，なんとか安く利用できる
ようにしてもらえないだろうか？
26. 遠隔地施設に対するサービスの向上

【大学院生，公私立大学，社会科学】
【教員，国立大学，複合新領域】

27. 各研究室の図書館の管理も一元的に行う

【大学院生，国立大学，工学】

28. 学術研究:母校の中央図書館に貸出を認められず､学部図書館では閉館 30 分前に利用できず､利用者本位
の運営に改めることを伝えたが､図書館員本位で改められない｡東工･埼玉大図書館 には貸出して頂き､
東大図書館 にも中央･旧土木工学図書館で閲覧を許され普遍的な知識を得られた｡本学が国立大に無い
本を所蔵していれば､所蔵を公開し信頼できる国立大生等に閲覧を許して構わないのではと考え､閉鎖
性を感じる

【大学院生，公私立大学，工学】

29. 機関に依存しない共通インフラとしての整備発展をのぞむ

【教員，公私立大学，社会科学】

30. 教員推薦図書の募集を毎年行っているが，それらの書籍が実際に購入されたのか連絡が来ない。また，
推薦した図書がどの程度利用されているのかも不明である。これらが明らかにならないと，推薦のし甲
斐がない

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

31. 研究機関に所属していると，何かといろいろいなサービスが受けられて，本当にありがたいと思います。
そうした幸福感の一部は，その周辺の市民や関連研究に関心を持つ方々にも分けて上げられたら良いと
（所属の機関ではすでにそうした取り組みを実践していると思います。
）
思います。

【教員，国立研

究所，複合新領域】
32. 研究者であることが（身分証などで）証明できれば，どの大学図書館も紹介状なしで利用できるように
してもらいたい

【教員，公私立大学，社会科学】
159

33. 広い範囲での協調関係を築き，情報弱者を生まないようにする取り組み

【教員，国立研究所，化学】

34. 国立大学では，相互閲覧制度があり，他大学の図書館が気軽に利用・複写できる。この制度を拡大して
欲しい

【教員，国立研究所，総合領域】

35. 国立大学の図書館は，会計規則その他のルール，学内予算の配分の慣行に縛られ，大学図書館として機
能していない点を強く反省すべきである。英米系の大学図書館のレベルに早く到達すべきである
【教員，国立大学，社会科学】
36. 国立大学図書館は税金の投入によって賄われるのであるから，納税者であれば誰でも利用できる状態に
あるのが望ましい。一部大学で部局ごと割拠し，学内においても他部局に対し貸出を行わない，あるい
は部局外者への開館・利用時間が極端に制限されているものがあり，図書資料が私物化されている点が
残念である。せめて 24 時間開館するべきである

【大学院生，国立大学，社会科学】

37. 今なお東京などの大都市圏に資料が集中している傾向があるが，地方にいても同様のサービス，研究環
境が享受できるような態勢作りを進めて欲しい

【教員，
（不明）
，人文学】

38. 雑誌･論文集を発行する学会･出版社は，その目次(論文データ＝論者名＋論文名)を，国会図書館に電子
媒体で報告するよう，法制化してはどうか(納本制度の発展形)

【教員，国立大学，人文学】

39. 障がいをもつ利用者への対応。一般市民の利用制限の緩和。多言語対応

【大学院生，公私立大学，

社会科学】
40. 情報を集約して提供する国家規模の事業と，個々の研究者や学生(大学院生)に情報を現場で供給する２
元的な体制作りが必要である

【教員，国立大学，農学】

41. 図書の保存という図書館本来の機能と知の交流拠点としての機能とをどのように両立していくかをよ
く考える時期を迎えていると思う

【教員，公私立大学，社会科学】

42. 図書館サービスの合理化を今以上に推し進めていって下さい

【教員，国立大学，工学】

43. 図書館で購入する本や雑誌に関して学生を対象にニーズ調査を行ってもいいのではないかと思います。
電子書籍に関しては，自分がよく調べていない面もあると思いますが，よりその利用可能性が多くの人
に発信されるべきと思います

【大学院生，国立大学，人文学】

44. 図書館のオープン化を他館とのより密接な連携の下で実現すべき。知識の公開と社会還元という視点か
らすると，大学の義務ではないか

【教員，公私立大学，人文学】

45. 図書館は，こうした出版社や学会の独断的な経営方針により，いかに文献入手をしやすくし，また可能
とするか（購読するか）という点に大きく貢献している。しかし，機関内の学術文献利用状況を知るロ
グ分析や，論文価格との対比などの計量的な集計分析をすることができない。図書購入だけで予算が不
足しているからである。その図書購入予算さえ，機関は十分な原資を調達できないでいる。図書館とい
うよりも，機関として図書運営の危機にあるといってよく，単独機関の限界にきており，国が大学だけ
を対象に学術情報資源を支援する政策の立て方には問題がある

【教員，国立研究所，工学】

46. 図書館は，ユニバーサルサービスをになう機関であることを認識し，それを徹底していただきたい
【教員，公私立大学，社会科学】
47. 図書購入サービスを利用したことが何度かありますが，図書館で利用出来るようになるまでに時間がか
かり過ぎている気がします。もう少し，申請から早く利用出来るようになるとありがたいです

【教

員，公私立大学，社会科学】
48. 専攻ごとにある図書室に，もっと他専攻の人が自由に閲覧できるようにしてほしい

【大学院生，国

立大学，物理学】
49. 専門分野によって，情報源も利用方法も，相当に異なるので，理系・経済系一辺倒ではなく，各分野に
相応の配慮をしていただきたいです

【教員，
（不明）
，社会科学】

50. 全国からアクセスできる拠点の形成も検討して欲しい
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【教員，国立研究所，工学】

51. 全国の大学図書館で連携してくれれば尚良いかと。在学中の大学まで 1 時間半以上かかるため，休暇中
などは借りに行くのも一苦労です。自宅から最寄の大学でも自由に図書利用ができれば何と良いことか
【大学院生，
（不明）
，人文学】
52. 全国大学図書館そして研究機関が所蔵する資料を常に即座に閲覧できることで，発想の転換とその実証
性が薄れることを防ぐことができよう。この点で，閲覧できてもその資料の利用に多大な手続きを要す
る研究機関の保守性な姿勢を変えていく必要があると考えたい

【教員，公私立大学，人文学】

53. 組織をまたいだ横の連携をもっと強くすべき。所蔵の本の pdf 化をもっと積極的に推進すべきである
【教員，国立研究所，地球惑星科学ほか】
54. 卒業後も学術情報検索などのデータベースを利用可能にしてほしい

【大学院生，公私立大学，人文

学】
55. 卒業生にも同様のサービスを提供して欲しい
56. 他の機関の情報も閲覧できると有難い

【大学院生，公私立大学，畜産学・獣医学】

【教員，公私立大学，工学】

57. 他の大学の図書館が契約している電子ジャーナルも自由に利用できるようになると良い。そのためには，
大学ごとに異なる運営方針を，一本化するべき

【大学院生，公私立大学，生物学】

58. 他機関所属の研究者にもそこで購読していない雑誌に関して，複写サービスよりも電子版の利用を認め
て欲しい。時間を節約することが非常に重要

【教員，公私立大学，物理学】

59. 他大学の図書館も容易に利用できるようにして欲しい。また，卒業生にも大学図書館に入れるようにし
て欲しい

【大学院生，公私立大学，人文学】

60. 他大学の図書館を気軽に利用できないことは不便です．研究者が他大学の図書館を自由に利用できるよ
うな仕組みができるとよいと思います

【大学院生，公私立大学，人文学】

61. 他大学の図書館利用の利便性をもっとよくしてもらいたい

【教員，公私立大学，人文学】

62. 大学図書館，公立図書館等の連携をより進めていってもらいたい

【教員，国立大学，社会科学】

63. 大学等の研究機関の予算削減が進み，図書館サービスを充実させようとしても，予算的裏付けを得る事
が極めて困難である

【教員，国立大学，人文学】

64. 地域とのコミュニケーションが大切だと思います。一部を大学受験生の自習室として開放するなどの施
策があってもよいと思います

【大学院生，国立大学，工学】

65. 電子書籍の利用については非常に満足しているが，大学付属図書館への入館が，所属大学図書館を介し
て事前申し込みをしたうえでないと，行えない大学がかなり多いのが極めて不便であり，そうしなけれ
ばならない理由が理解できない。本学付属図書館は，他大学学生の入館に事前申し込みは不要であるだ
けでなく，その他市民も閲覧目的であればだれでも利用できる。他大学もこのような入館に関するスタ
ンスを見習うことを切に希望する

【教員，公私立大学，社会科学】

66. 本学と近隣大学の提携で，2 つの図書館で本を自由に貸出できるのが，大変助かっている

【大学院

生，国立大学，人文学】
67. 本学のオンラインでの閲覧サービスは量・質ともにすばらしいと思います。ただし，医局の人事の関係
で，他の施設に勤務することがあり，その際は利用する事ができません。とはいえ，いずれまた本学に
帰ってくることもあり，また，他の病院にいても，本学の研究に携わり，貢献する事がありえます。そ
のような方を対象にした，オンラインでの文献閲覧サービスがうまいこと構築されれば，多少課金され
ても私なら払って利用すると思います

【大学院生，国立大学，医学】

68. 本務校が小規模の大学なので，図書館規模が限られている。そのため，新聞や雑誌でさえ，バックナン
バーが保存されていない。大学は研究機関なので，単に所属する人数で図書館規模を制限するのはやめ
てもらいたい。国立大学にやたらと業務のアウトソーシングを指導し，図書館員をアルバイトばかりに
するのもぜひ，やめてもらいたい。
（これらは法整備の問題なのではあるが。
）

【教員，国立大学，
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人文学】
69. 予算の少ない人文社会系の研究科，学部の負担を軽減する方策を検討導入してほしい

【教員，国立

大学，人文学】
70. 予算増額
71. 連携の充実

【教員，公私立大学，社会科学】
【教員，公私立大学，社会科学】

. ILL（DDS、複写サービスを含む）
1.

ILL が可能な国内大学図書館の数が増え，さらに ILL の館内貸出が可能になれば，大変に有難い。留学
していたドイツの図書館は ILL1 回につき１，５ユーロの料金が発生したが，ドイツ中の州立・大学図
書館から貸出が可能でとても便利だった

【大学院生，公私立大学，人文学】

2.

ILL は文献を PDF で送付してほしい

【教員，公私立大学，化学】

3.

Web 経由で ILL の文献複写依頼ができると助かる。現在は大きな転換点にあり，何が可能なのかよくわ
かっていないし，答えるのは難しい。検索して探すよりも，図書館にある冊子体の雑誌をブラウジング
して分野の記事に常に触れることは非常に重要だが，冊子体がなくなってしまう場合のことを図書館は
どう考えているのだろうか ; It would be helpful if it were possible to order an article on inter‐library
loan through the net. Now is a period of great change ‐ and not knowing a lot of what is available means
that it is hard to answer this. Paper copies of journals in libraries are very important for browsing and
general awareness of issues in areas rather than research, so how libraries plan to do that if paper goes I
do not know

4.

メールで雑誌名，号，著者等を連絡すると PDF ファイルで送ってくれるサービスがあるとありがたい
です

5.

【教員，公私立大学，人文学】

【大学院生，公私立大学，社会科学】

メール等で WEB からダウンロードできない論文等の外部委託ができるようになるといい

【教員，

公私立大学，歯学】
6.

もうすこし図書館間連携があってもいいのではないかと思う。たとえば図書の貸し借りにしても，連携
できる大学図書館に制限があるなどして，必要な図書・資料を入手できない状況に陥ることがままある
【大学院生，公私立大学，社会科学】

7.

医中誌に関連する論文は，料金が発生し閲覧することができないことが多いので，大学内で閲覧できる
ようにしてほしい。文献複写のサービスは，とても充実しているように思う。思ったより早く届いたり，
多くの文献を図書館のサービスによって手元に取り寄せることができたりするので，今後も続けて欲し
い

【大学院生，国立大学，社会科学】

8.

海外から取り寄せる文献が非常に高価である

9.

各図書館の相互利用が容易になってほしい

【大学院生，国立大学，工学】
【教員，国立研究所，工学】

10. 学外に文献複写を依頼することが多いが，将来的には，これらもＰＤＦファイルで送るなど，コスト削
減と利便性の面から電子化してもらえると利用者としても助かるのではないかと思います

【大学院

生，
（不明）
，人文学】
11. 校費での文献取り寄せの費用の支払いをもっと簡便にして欲しい
12. 国外図書館からの史料取り寄せの範囲拡大

【教員，公私立大学，化学】

【教員，国立大学，複合新領域】

13. 最近，大学，非営利研究所等の図書館の連携がスムーズになり，自分の所属する施設の図書館にない雑
誌の論文コピーが速やかに届けられるようになってきていて感謝している。学術目的の論文の入手に関
してはさらに各施設間の連携を深めて必要な論文がスムーズに研究者に閲覧できるようにしてもらい
たい。著作権の問題もあると思うが，それらの論文は，結果的に新たに執筆する論文に引用される可能
性が高まり，雑誌としての評価も高まることに貢献されると思う
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【教員，国立研究所，総合領域】

14. 細かいですが，複写文献をｐｄｆで送ってほしい（ドイツではこのようなサービスがありました）
【教員，国立大学，数学】
15. 雑誌のハードコピーではなく pdf file で入手できるようにしてほしい

【教員，国立研究所，複合新

領域】
16. 資料の取り寄せにかなりの時間がかかる図書館があるので，もう少し短縮をお願いできればと思う
【その他，公私立大学，人文学】
17. 自分が読みたい雑誌や論文を所蔵していないので，図書館を利用していない。図書館のデータベースで
探したり，図書館に直接来館して時間を無駄にするよりも，Web で PDF を探したり，同僚に PDF のコ
ピーを持っていないかどうか尋ねて送ってもらう方が手っ取り早い。多くの場合，誰も必要な論文を持
っておらず，買うべき資料を見つけたり，必要な図書を所蔵している図書館に来館するまで数ヶ月待た
ねばならない。原本のカラー論文や高解像度のカラースキャンが必要でも，ILL では白黒のコピーしか
入手できない。ぜひとも ILL でスキャンサービスを実施して欲しい。個人的には，オンラインジャーナ
ルのアクセスに予算を割くよりは，価値のある図書や論文をスキャンする図書館スタッフに予算を費や
して欲しい。なぜなら，最近出版された論文ならば著者に PDF ファイルをもらうことも簡単だが，古
く，価値のある論文は入手できないからだ ; I have given up on our library as a source of journal articles
because we almost never have the journal or journal issue for which I want to read the article. Rather
than waste my time looking in the library database or physically visiting the library it is more efficient to
search the web for a pdf or ask a colleague if they have a copy as a pdf and for them to send it to me.
Many times nobody has the article and I have to wait months before I can find a copy to buy or when I
visit a library that has the books I want. The inter‐library loan service only gives me access to black and
white photocopies when I need the original colour article or a high resolution colour scan. I would very
much like a scanning service to be available for interlibrary loans. For me I would rather money was
spent on paying library staff to scan valuable books and articles rather than have access to the online
journals since you can easily ask an author for a pdf of a recently published paper but you cannot get
access to older, valuable articles

【教員，国立研究所，農学】

18. 所属の図書館がとっていない雑誌について申請すれば印刷物をとってもらえるが，少し質は落ちても
PDF にしていただけるとありがたい。図書館の文献検索を DOI で統一して欲しい（もしかするとある
のかもしれない）

【教員，国立研究所，工学】

19. 書籍の取り寄せでもよく思うのですが，図書館間で画像でやりとりしてもらえると時間のロスなく文献
を見ることができてとてもありがたいです。最近のコピー機はスキャン機能がついているものが多いで
すので，作業的には難しいことではないと思います。研究と教育のためにその他の問題をクリアできれ
ば，日本全体で情報レベルひいては研究と教育のレベルを上げることができるものと思います

【教

員，国立大学，化学】
20. 情報に迅速にアクセスできるようアクセスへの負担の軽減を支援してほしい，情報の入手依頼に迅速に
対応してほしい，

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

21. 図書館になく取り寄せた紙媒体の文献を図書館で電子化して管理し，取り寄せ重複の防止や，学内限定
で検索可能，かつ web 閲覧ができるようにするなど，個人もしくは研究室単位で行っている文献管理を
使いやすいように管理して欲しい。もしくは，保有している膨大な紙媒体の文献等の電子化し，研究室
の財産となるデータベースの作成作業を請け負って欲しい

【教員，国立大学，化学】

22. 図書館に文献複写依頼したものがコピーされて送られてくるが，結局受け取った文献のコピーをスキャ
ンして電子化しているので，初めから電子化したファイルで受け取れるとスキャンをする手間が省ける
気がする

【大学院生，国立大学，看護学】
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23. 図書館間での複写物のデジタル形式でのやり取り

【教員，国立大学，人文学】

24. 図書館間で紙媒体でなくデジタルデータにて文献の受け渡しができるといい

【教員，公私立大学，

歯学】
25. 図書館間の相互閲覧サービスを充実させてほしい

【教員，公私立大学，人文学】

26. 図書館間文献複写の高速化（電子ファイルをメールで送付など）

【教員，公私立大学，薬学】

27. 図書費は今後も逼迫されることが予想されるので，図書館の連携によって電子媒体による文献入手に融
通を利かせていただきたい

【教員，国立研究所，化学】

28. 相互貸借で本を借りた場合，図書館から持ち出せない場合があり，とても不便なので，図書館から持ち
出せるようにしてほしい

【教員，公私立大学，人文学】

29. 相互複写サービスの利便性を高めてほしい。特に複写 1 枚の単価面で

【大学院生，国立大学，人文

学】
30. 相互利用の促進と無料化サービス

【教員，国立研究所，農学】

31. 他箇所に依頼した文献がすでに最寄りの図書館に到着しているにもかかわらず，まだ届いていないと返
答されたことがありました．こういったことはなるべくやめてほしい

【大学院生，公私立大学，総

合領域】
32. 他研究所の図書館の相互利用サービスをより行って欲しい

【大学院生，公私立大学，農学】

33. 他大学からの賃借本の場合，図書館内での閲覧のみになるので，非常に時間的制約がきつく，研究室で
も読めるようにしてほしい

【教員，公私立大学，人文学】

34. 他大学所蔵の本の貸し出し利用の手続きをもっと簡略化してもらえたらありがたい

【教員，公私立

大学，工学】
35. 大学等はより多くの電子ジャーナルへのアクセス権を購入出来るような環境（または，大学間での複写
サービス等）をさらに充実させるように努力いただきたいです

【教員，国立大学，化学】

36. 単にわが校のみならず，他学校の資料をもう少し安価に入手できるようなシステムがほしい

【教員，

公私立大学，工学】
37. 電子ジャーナルの利用はできるに越したことが無いが，大学で購読していない雑誌は相互利用等でなん
とかなる

【教員，国立大学，化学】

38. 電子版の雑誌論文を ILL として利用することはできないのでしょうか。紙媒体でもらってもすぐにスキ
ャンして捨ててしまうことがよくあります

【教員，国立研究所，社会科学】

39. 特に現状で不満はないが，機関の壁を越えたネットワーク化を促進して，資料の相互利用ができるだけ
可能となるようにしてほしい

【教員，国立大学，社会科学】

40. 日本の大学図書館で現在使われている電子システムは不便である，というのも日本人と外国人研究者の
両方を対象としたサービスでも”日本語のみ”のユーザーインターフェイスだからである。出版物の貸出
サービス[ILL？]は，今のように数週間（もしくは数ヶ月も）コピーを待つ古臭いやり方ではなく，電子
コピー（例：スキャン）して送信したほうが良い ; The electronic systems currently used by university
libraries in Japan have rather inconvenient, ʺJapanese onlyʺ user interfaces that complicates the use of
the corresponding services by both Japanese and foreign researchers. The publication loan service, as is
now, appears outdated‐ rather than spend weeks (and even months) waiting for a printed copy of a
publication, an electronic copy (e.g. a scan) should be prepared and send

【教員，公私立大学，工学】

41. 日本の大学図書館使いにくすぎ。相互貸借は有料 （大学院博士後期）
，遅い，ハードコピー （電子
コピーじゃないから時間がかかる）
，手続き煩雑。他大学の使用にしても規制多すぎ，不親切。英語圏
から日本に帰国してから，論文出版の速度が大幅に遅くなったのは，このせいである。うちの大学の図
書館から閲覧できる電子ジャーナルのラインナップはお粗末すぎる。しかも，本文が見れず，要旨だけ
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とか，ほとんど無意味。こちらで要旨だけみてから，また相互貸借で高くて遅いコピーサービスを申し
込むのは精神的苦痛

【大学院生，国立大学，社会科学】

42. 付属図書館において，他の図書館から郵送で貸し出しする際の郵送料などを負担しなければならない点
を改善していただきたい

【大学院生，国立大学，人文学】

43. 複写サービスを大学の図書館にお願いする際，専用の用紙に手書きで記入し，手渡すことになっている。
しかし複数の文献をお願いするときや，海外文献のときは，手書きで書くのはとても時間がかかる。そ
のため，ネット上でお願いできる形にしていただくか，自分でワード等で記入して図書館に持っていく
形にしていただきたい

【大学院生，国立大学，社会科学】

44. 複写依頼は，非常にお金がかかるため，出来るだけデータで落とせるようにして欲しい。また，コピー
代がもう少し安くなることを切実に希望する。１枚４５０円もかかるのは，科研費をもらっていない院
生にとっては非常に苦痛

【大学院生，国立大学，社会科学】

45. 文献コピー取り寄せで各大学・機関が連携しているが，もっと迅速に対応いただければありがたい（や
や時間がかかる）

【教員，国立大学，化学】

46. 文献を他施設でお願いするときも，もっと早く FAX してほしい

【大学院生，公私立大学，歯学】

47. 文献複写については，現在モノクロのみであるが，組織切片の写真など，カラーでなくては意味のない
文献もある。今後は，必要に応じてカラーコピーのサービスを始めてもらいたい

【教員，国立研究

所，生物学】
48. 文献複写のサービスを，もっと簡潔に・スピーディーにしてほしい。当学だけかもしれないが，他大学
へ文献複写を申し込みする際，個人は申し込み書類を図書館に提出し，図書館が他大学へ連絡する方法
をとる。図書館が間にたってやり取りしてくれるのは有り難いが，紙の申込書類であるため，提出は開
館時間内に限られる上，わざわざ足を運ばなくてはならず面倒である。論文の検索や OPAC，
NACSIS‐WebCat はオンラインで検索しているのであるから，文献複写の申し込みもオンラインで行え
るようにしてほしい。これが本学のみの問題点であるならご容赦ください

【大学院生，国立大学，

生物学】
49. 文献複写の無料化．電子書籍の充実

【大学院生，国立大学，医学】

50. 文献複写の料金がもう少し安くなればいいと思います

【教員，公私立大学，社会科学】

51. 文献複写依頼を使わせて頂くことがあるが，
「コピーして郵送」ではなく「スキャンしてメール」で済
ませて欲しい．郵便屋さんには申し訳ないかも知れないが，資源と時間の節約になり，印刷形式も各自
で揃えられる

【大学院生，国立大学，生物学】

52. 良い意味で「開かれた」サービスを期待したい．たとえば他大学や他研究機関の図書館であっても簡単
な手続きで相互利用できるとか，資料の相互貸借が迅速に行われるとか．これらはもちろんすでに実施
されていることであるが，今後ますますの発展を期待したい

【大学院生，国立大学，社会科学】

53. 論文の取り寄せ方がよく知られていない．あるいは取り寄せの手続きが面倒

【大学院生，国立大学，

工学】
54. 論文取り寄せの時間を短縮してほしい

【大学院生，公私立大学，人文学】

. 検索システム・ウェブサイト等
1.

１カ所で全てが検索できるサービスがあると嬉しい

【教員，公私立大学，総合領域】

2.

，検
Cinii の充実，例えば，フルテキスト閲覧・印刷可能な文献の拡大（機関レポジトリの拡大を含む）
索範囲を一般雑誌と学術雑誌（大学等の紀要・学会誌など）に区分可能にする，などが必要である

【教

員，公私立大学，社会科学】
3.

CiNii や Read などに掲載される情報を図書館サービスと連携する体制を構築し，研究者が情報へのア
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クセスを容易にできるようにするべき。たとえば，一つのテーマを調べるために現状では論文検索と本
の検索を両方しなければならないが，これなどは一元化して表示すべきではないか。その場合，機関・
図書館の登録する情報のみならず，研究者本人が登録する情報も自動で反映されるのが望ましい
【教員，国立大学，人文学】
4.

Webcat に対する feedback システムを作ってほしい。(Webcat は電子ジャーナルの掲載が非常に不十分
で，これを指摘して Webcat に知らせるシステムが存在せず，いつまでたっても不備なままである。)
【教員，公私立大学，農学】

5.

WebOpac の使い方が悪くなりました。もっと整理して使いよくしてください。J‐stage が雑誌ごとに異
なる PW を要求するのは面倒です。研究者番号か何かで購読できるようにしてください。そもそも各学
協会は国から出版促進費をもらっているはずなので，全部オープンアクセスにしてください

【教員，

国立大学，工学】
6.

Ｗｅｂ閲覧と検索アプリケーションの充実

7.

web 上の検索機能が不十分である

8.

アクセスが容易であること，調べやすさ

9.

インデックスを統一化して欲しい

【教員，公私立大学，化学】

【大学院生，国立大学，工学】
【教員，公私立大学，看護学】

【大学院生，国立大学，総合領域】

10. オンラインサービスの充実，学会情報配信

【教員，公私立大学，総合領域】

11. タイトル等を送ると PDF（あるいは印刷物）を用意してくれるサービス。内容を伝えると，オススメの
論文を推薦してくれるサービス

【大学院生，国立大学，物理学】

12. とにかく検索しやすく，本であれ，オンラインジャーナルであれ，存在するものが見つけやすくしてほ
しいです。特に，図書館を通してのオンラインジャーナルへのアクセスがむつかしく，途中で心が折れ
るひとが同僚でも多いです

【教員，国立大学，人文学】

13. もうちょっとネットの最新技術を取り入れて便利で使いたいと思うサービスを提供してほしい

【大

学院生，国立大学，医学】
14. もっと情報を容易にたくさん手に入るようにしてほしい
15. 海外文献検索システムの充実

【大学院生，公私立大学，歯学】

【大学院生，公私立大学，社会科学】

16. 学術情報を容易に検索できるデータベース機能が整備，拡充されると良いと思います

【教員，国立

研究所，薬学】
17. 学術面：リポジトリを作るのは良いが，検索機能が充実していない。Google で見つけるほうが早いこ
とも間々ある。なんとかならないか

【教員，公私立大学，社会科学】

18. 学術論文を手に入れる目的では，図書館よりも IEEE Xplore のような検索のほうが役立っている
【教員，国立大学，工学】
19. 学内からアクセスするとネットワーク情報から Google Scholar で見つけた論文を直接読めるように設
定する取り組みはどの研究機関でももっと積極的にやってほしい

【教員，国立大学，総合領域】

20. 関連ある論文が孫引きできたり，論文Ａを引用している最新論文を検索できるようなデータベースを導
入して欲しい

【教員，公私立大学，社会科学】

21. 携帯端末での検索，プレビューや概要の閲覧
22. 検索サービスの高度化（内容指向の検索支援）
23. 検索ソフトの改良

【教員，公私立大学，人文学】
【教員，国立大学，総合領域】

【教員，公私立大学，生物学】

24. 検索の簡易化。ある研究がどの程度調べられているかを調査するのに大変な労力を要しますので，それ
を解決できれば研究を進めるのに大変役に立ちます。この研究はもう行われているのか，あるいはほと
んど行われていないのか，そして行われているならば関連論文はこれらで全部です，と分かればとても
楽です。研究がなされていない，と言い切るのが難しいので
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【大学院生，国立大学，畜産学・獣医

学】
25. 検索機能の強化

【教員，国立研究所，工学】

26. 検索機能の高精度化

【教員，国立大学，総合領域】

27. 検索機能を向上していただけるとありがたい

【教員，公私立大学，社会科学】

28. 研究者，または教育者が必要としている最新の情報を，図書館から直接電子版で送信したりできるシス
テムが構築できると良い．また，学生が積極的に図書館を利用し，インターネットだけに頼らないより
深い思考の出来る情報（印刷体）の提供が出来るように工夫してほしい

【教員，公私立大学，生物

学】
29. 公立図書館の所蔵情報と大学図書館の所蔵情報を一括で検索できるシステムが欲しい

【教員，
（不

明）
，社会科学】
30. 最近の科学情報は，論文に掲載される背景に関連する図書や実験環境、人的ネットワークが関係してい
る。こうした全体的な環境がみれるとその著者が孤立しているのか，ネットワークの中で研究を進めて
いるかもわかる。こうしたサービスがあってもいい

【教員，国立研究所，工学】

31. 情報検索の労力を少しでも低減するように，サービスを工夫していってほしい

【教員，国立研究所，

地球惑星科学ほか】
32. 図書に関しては，検索機能と図書の概要，案内があると，使い勝手が良い

【教員，国立研究所，物

理学】
33. 図書館の英語の資料は非常に限定されている。国際標準を目指す大学としては不適格である。図書館の
オンライン資料や目録にアクセスするための Web プラットフォームは非常に貧弱でアクセスしづら
い ; English resources are extremely limited in our library. This disqualifies the University to claim
international standard. Web platform to access library online resources/ catalogs are also very poor and
difficult to access

【大学院生，国立大学，農学】

34. 図書館の検索システムについて，電子ジャーナルがある場合の導線がわかりづらい印象を受けます。
「そ
の雑誌の PDF はこの号からこの号まであります」ということを，もう少し直感的にわかりやすく表示
して頂ければ嬉しいです

【大学院生，公私立大学，社会科学】

35. 折角，膨大な書物を持っているのに使い勝手が悪い。どこに本があるのか（大学図書館内でも他大学で
も）一発で判ると嬉しい。出来れば文献検索した時に Web 上で関連書物を追加情報で教えてくれると
ありがたい

【教員，国立大学，医学】

36. 全ての雑誌とデータベースが単一の高性能なサーチエンジンで検索できるようにすべきだ ; All
journals and databases should be searchable using a single advanced search engine

【教員，国立研

究所，化学】
37. 蔵書の充実，検索の効率化

【教員，公私立大学，工学】

38. 蔵書検索時に，該当図書の所在がもっと分かりやすく表示されるとありがたい。慣れていない人は「書
庫」表示を見逃して，無駄足になったりしていることもある。加えて，蔵書検索時にカバー画像の表示
などがあると，さらに探しやすいと思う

【大学院生，国立大学，農学】

39. 多くの電子ジャーナルが図書館経由で利用可能となっていますが，現在，単にアルファベット順に閲覧
出来るだけです。分野ごとの分類があれば，普段あまり目を通していない電子ジャーナル（情報源）も
利用できる可能性が高くなるかも知れません

【教員，国立大学，生物学】

40. 大学・研究機関で共通の電子ジャーナルデータベースがあるとよい
41. 探す資料をもっと見つかりやすくしたい

【教員，国立研究所，工学】

【大学院生，国立大学，複合新領域】

42. 著者検索は，
（時間を節約するために）研究者 ID に統合されるべきだ ; Author searches should be
coupled to researcher ID (to save time)

【教員，国立研究所，化学】
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43. 電子情報をはじめ「検索環境」を充実させることにつとめるべきだと思う

【教員，公私立大学，総

合領域】
44. 同様研究でも他分野から別アプローチで考察されている例があるが，これは，日常読んでいる雑誌から
では分からない。他分野でも横断的に「串刺し検索」できるシステムが必要かもしれない。また，中国
やロシアなどでは，英論文誌に掲載されない論文も多くある。これらの論文のオンライン自動翻訳が可
能になると，便利だと思う

【その他，国立研究所，化学】

45. 日本の大学図書館で現在使われている電子システムは不便である，というのも日本人と外国人研究者の
両方を対象としたサービスでも”日本語のみ”のユーザーインターフェイスだからである。出版物の貸出
サービス[ILL？]は，今のように数週間（もしくは数ヶ月も）コピーを待つ古臭いやり方ではなく，電子
コピー（例：スキャン）して送信したほうが良い ; The electronic systems currently used by university
libraries in Japan have rather inconvenient, ʺJapanese onlyʺ user interfaces that complicates the use of
the corresponding services by both Japanese and foreign researchers. The publication loan service, as is
now, appears outdated‐ rather than spend weeks (and even months) waiting for a printed copy of a
publication, an electronic copy (e.g. a scan) should be prepared and send

【教員，公私立大学，工学】

46. 分野毎の検索の一元化を図り，例えば，医学領域等の一つの学術分野に付，一つの検索エンジンでほぼ
全ての文献資料の検索から電子書籍・電子媒体のダウンロードまでが可能になるようになって欲しい
【教員，公私立大学，歯学】
47. 文献の数が膨大なので，仕分けをしながら検索エンジンの活用は必須となっているので，俊足な検索が
できようお願いしたい。少なくとも大学を通して使うような場合，使用料は不徴収として頂きたい。出
版業界の寡占化は検索には便利と言えるが，膨大な使用料は全ての活動に影響されるので，大変に弊害
を伴っている

【教員，国立大学，地球惑星科学ほか】

48. 文献検索のチャンネルがたくさん増えてきて幸いであるが，逆にどれをとっても，完全ではなく，一つ
一つ調べていかなければならないのは辛い
49. 様々なシステムとのさらなる連携

【教員，国立研究所，工学】

【教員，国立研究所，農学】

50. 論文だけでも情報が氾濫しているので，これを整理・分類する手法を提案して欲しい。web of knowledge
の引用マップなどは面白い試みだと思う

【教員，国立研究所，工学】

51. 論文で解説される内容の(技術的・学術的な)難易度？高度さ？のような指標も取り入れて入れてフィル
タリングすることで，
・初学者向け・導入向けの情報に絞って提供，
・探したい情報が技術的に高度なこ
とがわかっているなら，指標が高度に設定されているものだけを検索などができて，いろいろ捗るかも
【大学院生，国立大学，総合領域】
52. 論文検索エンジンを一つに統一してほしい

【教員，公私立大学，農学】

. 利用環境
‐1. 館内利用環境
1.

高等教育:高校図書館について､私は 1986〜89 年に県立高校に在学し本来の図書館および受験勉強用自
習室として用いたが､後者を主にしている人が多かったと感じ､本来の先人の叡智を身に着ける場に戻
すことに留意すべきと私は､考える

2.

【大学院生，公私立大学，工学】

active learning ができるような設備とソフトウエアの充実を。ただ，正規の授業の合間をぬって短い時
間で苦手な分野や不確かな部分を確認する，勉強できるようになることが望ましいと思いますので，電
子データ，事典，教科書などを揃えた上で短時間に検索できる機能があると便利です
立大学，畜産学・獣医学】

3.
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Free Wi‐Fi の充実化

【教員，公私立大学，農学】

【教員，公私

4.

スペースに余裕が無いのに，図書館への要求は常に増え続けていることと思う。しかし，大学図書館で
冊子体の図書や雑誌を眺め，読みふけるのは，大学生活におけるかけがえのない時間である。ますます
忙しく，プレッシャーに満ちた世界において，図書館は平穏なオアシスであり，学問的インスピレーシ
ョンを得られる学識豊かな源である。; I know that space is tight and demands on the library are great
and growing all the time. Nonetheless, there are few things in academic life more pleasurable than
spending a day browsing and reading hard copies of books and journals in the library. In an
increasingly hectic and pressure‐filled world, the library is an oasis of calm and a profound source of
scholarly inspiration.

5.

【教員，公私立大学，人文学】

できれば図書館に PC を使用しても差し支えないようなスペースがあるとありがたい．キーをたたく音
が気になる人もいそうなので

【大学院生，国立大学，工学】

6.

デバイスの貸出もあればよい

【教員，公私立大学，総合領域】

7.

ネット環境と静かな空間を提供してほしい

8.

一般のコピー機を増やしてほしい

9.

学生の勉強の場にして，PC や IT・ネットサービスを充実すべきだと思います

【大学院生，国立大学，生物学】

【大学院生，国立大学，社会科学】
【教員，国立大学，

工学】
10. 館内にスキャナーを設置してほしい。美術史研究のために図版をスキャンする必要があるのだが，大型
本の貸し出しは非常に大変である。他大学の図書館には写真撮影のための複写台が置いてあったと記憶
する

【大学院生，公私立大学，人文学】

11. 気楽に使えるような雰囲気

【大学院生，公私立大学，複合新領域】

12. 雑誌のバックナンバーの電子化を推し進め，図書館スペースを学生に可能な限り開放して欲しい
【教員，公私立大学，農学】
13. 資料を見ながら，グループで話し合えるような場に移行してもいいのではないか

【教員，公私立大

学，薬学】
14. 自前のＰＣの持ち込み条件の緩和

【教員，国立大学，人文学】

15. 従来の図書館機能としては，バーチャルで，情報センターのような所があれば，ことが足りるように思
えます。その一方で，学生らの自習室としての機能はより重要で，本棚なんかよりは，そういったデス
クの設備（含，附属の休憩室・喫茶室・コーヒーショップ・コンビニなど）を充実させた方が良いので
は，と思います

【教員，国立大学，歯学】

16. 書庫の内容を厳選し，端末スペースを確保してほしい

【教員，
（不明）
，工学】

17. 少なくとも研究に関する図書館のインフラ整備は毎年，進化していると思います。が，学部生が勉強で
きる場所がないからなのか，研究に集中するためには図書館で借りた本をそこでじっくり読む気にどう
してもなれない。学部生が勉強できる場所を確保してあげないと，本来の図書館の機能が果たせない
【教員，公私立大学，
（不明）
】
18. 図書館にある冊子体の論文を複写する際，コピー機が一つしかないため，他の人が使用している場合待
たなければならないので不便である

【教員，国立大学，数学】

19. 図書館には無線 LAN を完備しておくと，スマートフォンでデータベースにアクセスすることができ資
料検索が捗ると思います

【大学院生，公私立大学，社会科学】

20. 図書館は，本の閲覧だけでなく，そこで研究・執筆の可能な場所であってほしい。そのためには，パソ
コンの持ち込みが簡単にできて，無線 LAN なども快適に利用できる環境を整えていただきたい。あと
は研究者用（学生と混じらない）の空間（個室ではない）がそなえられているとありがたい。パリのフ
ランス国立図書館(BnF)その点でじつによくできている

【教員，公私立大学，人文学】

21. 図書館改修が予定されているが，電動集密書架設置の予算が文科省からつかないのが問題である。
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E‐Journal の時代なので，今後の冊子体の増加はそれほどでもないが，日本語の本，E‐Journal 前の雑誌，
などが現在約 20 万冊あり，年間 2000 冊は今後増え続ける予定である。E‐Journal になり，教職員，大
学院生の図書館利用は減少している。今後学生の自習場所としての機能のほうがより重要になると思う
【教員，国立大学，薬学】
22. 総合大学の中には，教員用の個室閲覧スペースが用意されている図書館がある。できれば教員用の個室
閲覧スペースを設けてほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

23. 蔵書について，積極的な電子化を行い，スペースの有効活用をはかるべきである

【教員，国立大学，

物理学】
24. 大学等にあっては，最新情報へのアクセス方法を学生に知らせるとともに，実際にアクセスする場を提
供することが最も重要だと思います。また，技術分野に限ったことではありますが，歴史的な技術情報
の収集を絶えず続けることも，同様に重要だと思います

【教員，公私立大学，工学】

25. 大変充実している。図書館の評判がとても良い。日曜日なども利用できるのが大変良い。夏にエアコン
が入ると良い。広く自由に利用して，教育に貢献していただくことを期待している

【教員，国立大

学，物理学】
26. 調査環境の提供

【教員，国立研究所，複合新領域】

27. 電子書籍，雑誌のさらなる拡充。雑誌印刷体の購読中止，バックナンバーの廃棄（労力とスペースの節
約のため）
。学生用図書と学習スペースの拡充

【教員，国立大学，化学】

28. 夜遅くまで開けておいて欲しい。もっと議論の場として使える環境になってほしい

【大学院生，国

立大学，生物学】
29. 有用であればぜひ研究活動で図書館を利用してみたいと考えている．しかし，現時点でインターネット
（索引データベース）を利用した検索に対して図書館がどのようなアドバンテージを持っているのかが
いまいち分からない．図書館にユニークな利用法をもう少し全面に押し出して欲しい

【大学院生，

国立大学，物理学】
‐2. リモートアクセス
1.

（上にも書きましたが）電子ジャーナル・電子書籍へのアクセス環境は日米の大学でずいぶん差があり
ます。大きくは外部からのアクセスができない，メタ検索ができない，の 2 点が最も大きく劣る点です。
米国の大学の環境に一日でも早く近づけるべきです。私のように社会人編入枠で研究をさせていただい
ている立場ですと図書館に行かないと文献が検索できないのは何もできないこととほぼ同じです。勤務
している会社が米国のある研究大学との共同研究があり，同大学の図書館へアクセスできますので支障
はありませんが，研究の環境としては日本の方が明らかに劣っています。 【大学院生，国立大学，総
合領域】

2.

web 利用が益々増加するので，遠隔地，授業中，など，遠隔地から端末を通して利用できるシステムを
開発してほしい

3.

【教員，公私立大学，社会科学】

アカウントサービスによる，場所やドメインを問わないサービスを拡充して欲しい

【教員，国立大

学，薬学】
4.

いつでもどこでもあらゆるものを読めるようにしてもらいたい。無理なことだけれども，できるだけそ
れに近づけるように

5.

【教員，公私立大学，農学】

いつどこにいてもコンテンツにアクセスできるような体制の構築を希望します

【教員，国立大学，

人文学】
6.

キャンパス外からアクセスする際，ID ではなくメールアドレスでログインできると助かる。貸出期間が
長いので，授業の準備や論文に必要な資料が貸出中の場合が多く困っている。貸出期間を１週間くらい
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に短縮してほしい。ネットで延長できるので，借りる方も不都合はないと思う

【教員，公私立大学，

人文学】
7.

できるだけ多くの，書籍，雑誌等のオンライン検索サービスを使えるようにしてほしい。また，そうし
たオンラインサービスに，自宅からもアクセスできるようにしてほしい

【大学院生，国立大学，人

文学】
8.

学外からのアクセスの容易性向上

【大学院生，公私立大学，社会科学】

9.

学外からもアクセスできるようにしてほしいです

【大学院生，公私立大学，歯学】

10. 学外からも電子ジャーナルにアクセスしたい。アクセスできるのなら，周知してほしい

【大学院生，

国立大学，複合新領域】
11. 学外からも電子ジャーナルを閲覧できるようにしてほしい。他の研究機関と共同研究していて学外にい
ることが多いため，論文検索のためにわざわざ時間を割いて大学に行かなくてはならず，非常に時間が
もったいない

【大学院生，国立大学，総合領域】

12. 学外でもアクセスできるようにしてほしい

【教員，公私立大学，物理学】

13. 現在では，自宅から図書館の契約している電子情報にアクセスすることができない。学内の LAN 環境
からのみアクセスが可能な状態である。ログイン ID・パスワードなどで，学外からもアクセスできる環
境を整えてほしい。現状では，地方でフィールドワークなどを長期間行っている場合には論文にほとん
どアクセスできない

【大学院生，公私立大学，社会科学】

14. 現地に行けない人用のサービスを拡充して欲しい。社会人大学生を増加させたいので有れば，必須の機
能

【大学院生，国立大学，総合領域】

15. 今よりアクセスできるようにして欲しい。多くの雑誌はキャンパスにいなければアクセス出来ないし，
アクセスするためにリモートログインが必要である。共通のログインシステムが必要 ; Better access is
required than now. For many journals you must be on campus to access them or need to use remote
log in first before access is possible. A common login system is required

【教員，公私立大学，人文

学】
16. 自宅から，インターネットに接続しているパソコン，ネットブック，電子リーダーでアクセス出来れば
嬉しい。IOP データベースにアクセスしたいし，信頼の置ける電子ブックにもアクセスしたい ; I
appreciate if it is possible to access it at home, from personal computer also, or any netbook, e‐reader
etc, that has a connection to internet. I would like to have access to IOP data base and also access to
e‐books from certain editors

【教員，国立研究所，工学】

17. 自宅からでも電子ジャーナルにアクセスできるようにしてほしい

【教員，国立大学，生物学】

18. 自宅からの閲覧可能としてほしい（たぶん，その方法はあるのだろうが知らない。
）

【教員，国立

大学，物理学】
19. 自宅で論文や図書を検索できるようにしてほしい ; i hope that i can search articles and books at home
【大学院生，国立大学，薬学】
20. 社会人大学院生です。遠方に在住しているため所属大学の図書館を頻繁に利用することが出来ません。
学外からのアクセスがもっと簡便になればよいと思います。文献取り寄せも不便です

【大学院生，

（不明）
，医学】
21. 図書館経由で自宅でもダウンロードできるので大変に助かっている

【その他，公私立大学，社会科

学】
22. 電子ジャーナル，データベースなどは，学外のパソコンからもアクセスできるようにしてほしい

【大

学院生，国立大学，複合新領域】
23. 電子ジャーナルの利用に関してですが，私が知らないだけかもしれませんが，学外からのアクセスもパ
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スワード認証等で可能になるとよいのですが。

【教員，国立大学，農学】

‐3. その他
1.

ウイルス対策のためスピードが遅くなる，ページをめくるように出てくる必要がある

【教員，国立

研究所，工学】
2.

オンラインが軸になるので，それを活かせるネット環境の整備を望む

【教員，国立研究所，工学】

3.

ココ４，５年前から本学図書館サービスは，過去に例を見ないほど飛躍的に素晴らしい状態（サービス，
サーチ環境，図書館自体の環境など）になったと実感し，感謝しております。今後，建物が新しくなる
チャンスがあるのならば，現図書館の地に情報をも include したセンター化建築物を推進願いたいです。
附属校の図書領域（サービス）や開かれた図書情報網を本学で確立いただけるとありがたいです

【教

員，国立大学，農学】
4.

利用しやすい環境の整備が必要である

【教員，国立研究所，複合新領域】

. スタッフ
1.

いかにコンピュータによる情報管理が進んだとはいえ，資料の所在などつきとめるには，経験で養われ
た勘が必要である。専任の職員を多くして，
「人」の充実をはかってほしい

【教員，公私立大学，

総合領域】
2.

パートではなく，専門的なライブラリアンの存在は必須

3.

各学問分野（例えば学部ごとなど）の学術研究・情報に精通した専門的な司書の養成，配置を希望しま
す

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立大学，人文学】

4.

学生を指導できる法学などの専門性をもった司書を配置してほしい

【教員，公私立大学，社会科学】

5.

契約職員が増えたため，こちら側が図書館員よりも図書館の利用法やサービスを知っているような状況
が時々生じている。レファレンスサービスの場合，職員に専門的な知識がないと，結局利用者が調査す
ることになってしまい，図書館のサービスの向上が難しくなってしまうのではないかと危惧する。大学
図書館での図書館員の職務や役割が利用者から見えにくくなっているので，そうした面をより明確に・
充実させていってほしい

6.

【教員，公私立大学，人文学】

研究者が図書館の図書をどのような形で使っているかについての認識が図書館側に欠けているケース
がある。たとえば，図書館から図書を借り出すのは，その本を最初から最後まで読むためではなく，研
究の道具として用いるのだということを，図書館員が認識していない。図書館員の教育が必要だと考え
る

【教員，公私立大学，人文学】

7.

研究分野ごとの専門家を配置すること

8.

古書の管理は図書の仕事だが，電子ジャーナルや書誌情報の管理はその道のプロを別に雇うのが良いの
ではないか

9.

【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，国立大学，工学】

情報検索，情報分析に関連する授業が充実することを前提として，オンライン検索の専門家たる司書さ
んの数を増やす必要がある

【教員，公私立大学，社会科学】

10. 人的サービス，専門性の向上。更なるＩＴ化

【教員，国立大学，社会科学】

11. 図書に関するより専門的なスタッフを配置する必要がある。最近は入門書が多く出版され，図書館が高
校のものと大差なく感じる。各分野の大学院修了者を多く配置し，良書を取捨選択して図書館の質を高
めて欲しい。書籍・論文検索方法の講習会など，学生にとっても有益な事業を多く行って頂いている
【教員，公私立大学，化学】
12. 図書館サービスの利用は敷居が高いと感じてしまう。リファレンス従事者の方の雰囲気がもう少し柔ら
かければ，もっと気軽に利用する人が増えるのではないか？
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【教員，国立研究所，化学】

13. 図書館サービスは研究にとって相当重要なので，職員数を増やし，職員の待遇を向上させること（具体
的には全員正規化，非正規の場合は時給アップやボーナスの支給）を求めます

【教員，国立大学，

社会科学】
14. 図書館スタッフの育成，充実による研究・教育に対するきめこまかなサポートが望まれる

【教員，

公私立大学，人文学】
15. 図書館には，より高いコンピューターリテラシーを持つ職員が必要だと思う。SNS や対面のコミュニケ
ーションを活用した，バーチャル・リアル両方のコミュニティを作り上げなければならない ; I think
libraries have a role, but they are going to need staff you are much more computer literate. They are
going to need to find ways to create virtual and real communities by using SNS and face to face
communication

【教員，国立大学，農学】

16. 図書館は情報と共にモノとしての本・雑誌を今後も大切にして欲しい。MLA 連携が叫ばれており，博
物館や文書館と図書館との連携がもっと深化していくことで，情報とモノの保全と活用に弾みが付くと
思う。また，司書や学芸員などの専門職を，もっと大切にしていって欲しい

【教員，国立大学，生

物学】
17. 図書館情報員の情報端末にたいする素人ぶりは致命的である。表現は適切でないかもしれないが，ふつ
うの”おじさん・おばさん”程度の図書館職員は，総入れ替えして頂きたい。普段から論文を検索する事
の意義を分かっていない職員は，図書館サービスにたずさわってはいけないと思います

【教員，国

立研究所，物理学】
18. 昔に比べて，優秀な司書がいなくなったように感じる。資料のありかはもとより，出版状況にも詳しい
司書がいたのだが・・・

【教員，公私立大学，社会科学】

19. 専門知識あるいは書籍・学術情報に関する広い情報を有している図書館職員が減ることのないように期
待したい

【教員，国立大学，農学】

20. 専門知識を持ち，学術研究に協力できる図書館職員

【教員，公私立大学，人文学】

21. 大学院卒レベルの専門知識をもった司書をもっと多く配置してほしい。学問分野別の担当司書をおくべ
きである

【教員，国立大学，社会科学】

22. 電子ジャーナルを利用するにしても一定数の図書館人員は必要である。ただし過去のデータがきちんと
した形で安定的に公開されていれば場所をとる雑誌は廃棄していくべきである

【教員，公私立大学，

人文学】
23. 電子書籍についても薦めてくれる司書の方がいるとさらに利用がすすむと思います

【大学院生，公

私立大学，工学】
24. 物理的図書館よりは仮想的図書館の意義・役割は加速度的に増すと思うので，情報関係のスタッフを飛
躍的に拡大して，新しい可能性を模索してほしい

【教員，公私立大学，数学】

. サービス全般
1.

より，便利に簡単になるとよい

2.

より手軽に利用できる体制に努めてほしい

3.

リーズナブルで簡便であればよい

4.

継続して頂ければ幸いです．教育には寄与しているか否かについては分かりません．むしろ個人的な研
究や共同研究に寄与しています

【大学院生，国立大学，複合新領域】
【教員，国立大学，社会科学】

【大学院生，国立大学，薬学】
【教員，国立大学，医学】

5.

研究に必須なので，今後も充実させてほしい

【大学院生，国立大学，農学】

6.

研究に必要な情報は，ますます得られやすい環境が整った。一方，膨大な情報なため，どうやってうま
く整理，使用するかが，研究者自身の問題と思うが，それをサポートできるような（時代に合わせた）
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サービスの改良を続けていただければと思います
7.

【教員，国立研究所，工学】

今日，頻繁に起きる問題は，存在することがわかっている資料を見つけることではなく，すべての情報
を保持し続けることである。自分のパソコンから資料にアクセスできるようになったが，図書館は未だ
に重要な役割を果たしている。それは，情報の保管所ということではなく，その情報へのアクセスを組
織化し，促進することである ; Frequently the problem today is not difficulty in locating information
once one is aware it exists, but simply keeping track of all the information. While we can usually access
materials from our desktops, libraries still play an important role; not directly as a warehouse for
information, but in helping to access organize and promote use of that information

【教員，国立

研究所，工学】
8.

今年後半の図書館のサービスの向上には驚きました。今後とも，このようであれば便利です

【教員，

国立大学，人文学】
9.

実体は別にして，図書館(利用)は手続き的，物理的に面倒である，と言う印象を与えている

【教員，

国立研究所，地球惑星科学ほか】
10. 図書館が充実している研究機関，学校の方が，所属している研究者や学生間のコミュニケーションもう
まく行っているように感じます。図書館に実際に立ち寄って得られる情報（特に専門外の情報）が研究
の幅を広げる役にも立つので，快適に利用できる図書館はありがたいと思います。また，そのような図
書館を希望します

【教員，国立研究所，工学】

11. 図書館サービスが，目指して欲しいこと。
・・・自らの興味の対象を探す人々に，能率的な場を提供し
て下さい。
・・・そのためには，IT 環境を活用した使い勝手の良い，探索マップと検索・印刷機能を実
現していって欲しい

【教員，公私立大学，社会科学】

12. 図書館サービスが不十分

【教員，国立大学，物理学】

13. 図書館サービスは，研究者に必須

【教員，公私立大学，工学】

14. 図書館サービスは研究の世界では空気の様な存在で，なくてはならないものですが，その重要性とコス
トを各研究者に認識させるような努力を行なって頂きたい

【教員，国立研究所，物理学】

15. 図書館サービスは非常に役立っている ; services of libraries can help us very much

【大学院生，国

立大学，生物学】
16. 図書館サービス見直し，全て有料の情報を無料で利用できるようにして欲しい

【教員，国立研究所，

薬学】
17. 図書館のサービスとして現在，利用している実感があまり無い。たいていのものは web 検索で何とかな
っているし，紙媒体しかないと，遠隔地で研究を行っているので，すぐに入手できず，不便を感じる。
図書館は紙媒体の倉庫管理のようなものになってしまうのではないかと思う

【教員，国立大学，生

物学】
18. 図書館は見えにくいサービスを受け持っている。また，学生や研究初心者の成長にとって必須の存在と
考える。見えにくい面でもあるということ，存在感を工夫しながらアピールしてほしい

【教員，国

立大学，医学】
19. 大学の講義でもっと活用できるようになるとよい

【教員，国立研究所，医学】

20. 定期的に利用するものではない(利用頻度に波がある)が，必要なときに必要なサービスを提供できる体
制を維持して欲しい

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

21. 電子ジャーナルと検索システムとコピーの取り寄せ制度を維持していただければ，十分です。いつもお
世話になりありがとうございます

【教員，国立大学，化学】

22. 文系と理系の書籍に対する文化が違い，サービスを画一化するのではなくカスタマイズできるようにし
て欲しい
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【教員，公私立大学，物理学】

. その他
1.

うちの大学の図書館については，非常に充実しており，特に不満はない状態です

【大学院生，国立

大学，人文学】
2.

このままでよい

【教員，国立大学，化学】

3.

ほしい文献がすぐ手に入ることが理想的

4.

暗証が嫌です。非常に不便であります

5.

外国語論文をよめる力を学生につけるべき

6.

学問に費用をかけない国家は衰退する

【教員，公私立大学，人文学】

7.

関連分野の情報サービスのスピード化

【教員，国立大学，畜産学・獣医学】

8.

技術の進展が小さな実験の積み重ねで成り立っていることはわかる。しかし，現状は無秩序状態なので

【大学院生，国立大学，化学】
【大学院生，公私立大学，総合領域】
【教員，公私立大学，社会科学】

はないかと感じる。利便性を追求する態度と，規律の維持の兼ね合いを，しかるべき権限を伴った組織
で責任もって明確化して欲しいと痛感している
9.

研究図書館としての機能の向上を期待します

10. 現行でほぼ満足です

【教員，公私立大学，人文学】
【教員，公私立大学，社会科学】

【教員，公私立大学，社会科学】

11. 現在と同じくハイレベルのサービスを提供し続ければ，世界中から来た留学生に高く評価されるだろう。
多額の費用，労力，その他の資源が必要だが，それは無駄にはならないだろう ; If you can maintain the
current level of high service at your library, it will be appreciated by several students from all around
the world. I know that it takes a lot of money, effort and other resources but it is an investment that shall
not be in vain

【大学院生，公私立大学，社会科学】

12. 現在の図書館各位の努力にいつも感謝している。サービスには十分満足している。もっと積極的にこち
らから利用すべきだと反省している

【教員，公私立大学，人文学】

13. 現在所属している大学の図書館サービスには満足している
14. 現状で良い。質を落とさないことが重要です

【大学院生，公私立大学，人文学】

【教員，国立研究所，工学】

15. 現状のサービスについては満足しています．ありがとうございます
16. 現状のサービスの拡張 ; Expansion of current services

【教員，公私立大学，数学】

【教員，公私立大学，社会科学】

17. 国際化の前に日本語での教育を強化すべき．日本語での利用もままならない学生に英語で利用させるの
は教える方の負担が大きい

【教員，国立研究所，工学】

18. 国際情勢に遅れぬよう維持拡充が重要であると思います

【その他，国立大学，農学】

19. 今のところ概ね満足しています。図書館の担当者もとても協力的で大変助かっております

【教員，

国立大学，社会科学】
20. 今の図書館のサービスには満足している

【大学院生，国立大学，社会科学】

21. 今後とも学生の良い協力機関としてあり続けて欲しい
22. 今後も継続してほしいです

【大学院生，公私立大学，総合領域】

【大学院生，国立大学，生物学】

23. 今後も利用者にとって便利なサービスの提供をお願いします

【教員，国立大学，人文学】

24. 財政など難しいことはあると思いますが，知の宝庫として図書館は今後ますます重要になっていくと思
います。学術研究・高等教育にかかわる図書館でネットワークをつくるなどして，重要性を社会にアピ
ールし，同時に利便性を高めていってください
25. 使いやすいこと

【教員，国立大学，人文学】

【教員，国立大学，工学】

26. 充分に機能していると思う
27. 十分満足しています

【教員，国立大学，社会科学】

【教員，国立大学，農学】

28. 書庫の配列がなっていない。図書館に行っても研究意欲がわかない。そこを抜本的に改善してほしい
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【教員，公私立大学，社会科学】
29. 情報の発信と管理と運営が，電子情報を管理する部署との連携で可能な位置になると思う。そのため，
学生の成績他個人情報の管理，教員の研究活動のフォローアップなどが可能であろう。大学の中心的部
署として図書館を据えることが可能と考える

【教員，公私立大学，総合領域】

30. 情報収集，整理の場として，利用者の利便性を諮る上で，重要
31. 情報伝達

【教員，国立研究所，工学】

【教員，国立大学，化学】

32. 色々と要望を書きましたが，全体としてみれば，大学の情報提供にとてもとても感謝しています。要望
をご検討戴ければ幸いです

【大学院生，
（不明）
，社会科学】

33. 図書館サービスに限らない話ですが，iPad などの高機能携帯端末の搭載機能に対応した設備を全施設で
実現していく必要があると考えます。今後，研究室における論文セミナーなどは一人一台 iPad を持ち，
画面上に必要な情報を映し出し，場合によっては電子上にメモを書き込むなどするスタイルに変わって
いくと思われます。これは会議や，ややもすると講義もそのようなやり方になるかもしれません。これ
らの移り変わりに対応できる環境設定が重要であるように思います
34. 図書館は不要。ネット購読だけでよい

【大学院生，国立大学，生物学】

【教員，国立大学，化学】

35. 図書館員の就業時間外にも利用者自身で資料を借りられるようにして欲しい。セキュリティについては，
ビデオ撮影をすれば良いと思う ; I hope I can borrow books by myself when the receptionist is not
working. For the security concern, it is OK to be videotaped

【教員，国立大学，工学】

36. 図書館機能の完全な仮想化（物理的な図書館はいらない）をしてほしい

【教員，公私立大学，生物

学】
37. 続けてほしいです

【大学院生，
（不明）
，生物学】

38. 貸出のネット予約，できれば研究室までの配送。配送は学生の良い仕事になるかもしれません

【教

員，公私立大学，社会科学】
39. 大学図書館職員のみなさんには，普段から本当にお世話になっていて感謝している。みなさん，財政悪
化や多忙化のなか，本当に親身になって研究情報の収集を助けてくださっている。心から感謝している
【教員，国立大学，社会科学】
40. 地方であればこそ，情報で負けてはいけないと思う

【大学院生，国立大学，畜産学・獣医学】

41. 中央図書館は年に 1〜２回しか利用していない．雑誌論文が最も重要である分野なので，特にない
【教員，公私立大学，地球惑星科学ほか】
42. 電子媒体の増加に伴い，パソコンウィルスなどに対するセキュリティ強化が必要である

【教員，公

私立大学，歯学】
43. 当大学の図書館は，ほとんど利用したことがないので，特にない

【教員，公私立大学，医学】

44. 特になし。図書館サービスは優れている ; no suggestion. The service of library is good

【大学院生，

公私立大学，工学】
45. 特に無し。現状の正常進化でよいと思う

【教員，国立研究所，複合新領域】

46. 入手したい情報が幾雑誌，幾枚数に及ぶので，誰かにコピーをお願いしたいときもあるので，代行でや
ってくれるシステムがあれば利用したい
47. 別段ない満足している

【教員，公私立大学，歯学】

【教員，公私立大学，社会科学】

48. 要望ではないが，感想を。論文数が非常に多く，とても全てをフォローできない状態となっている。重
要な論文もあるが，見てみると，内容が重複していたり，論文を出すことだけが目的になっているので
はと疑いたくなるようなものも多い。学術論文のあり方が，岐路を迎えているように思う。これからは，
研究成果を世に問う際に，論文数を如何に減らすかが，重要になってくるのではないか。とはいえ，論
文数を重視する風潮がすぐに改まるとは思われない。図書館が，読むべき論文を整理するような機能を
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持っても良いのかもしれない

【教員，国立研究所，工学】

49. 利用機会の充実を図るためには，授業や指導のやり方を変えていく必要があるのではないか

【教員，

公私立大学，農学】
50. 良い意味で「開かれた」サービスを期待したい．たとえば他大学や他研究機関の図書館であっても簡単
な手続きで相互利用できるとか，資料の相互貸借が迅速に行われるとか．これらはもちろんすでに実施
されていることであるが，今後ますますの発展を期待したい

【大学院生，国立大学，社会科学】
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