JSA ライブラリサーバのご案内
1. JSA ライブラリサーバとは
日本規格協会（以下「JSA」とする）では、JIS 規格(日)、JIS 規格(英)、ISO 規格、
IEC 規格、BS 規格、ASTM 規格をインターネット経由でのデータベースにアクセスし
て検索・閲覧できる JSA ライブラリサーバというサービスをご提供としております。
2008 年 12 月に JIS 規格(日)、ISO 規格、IEC 規格で提供を開始した本サービスも 6
年を経過し、提供規格も新たに BS 規格、ASTM 規格が追加され、多くのお客様のご
利用をいただいております。

2. サービス内容の変更について
運用開始から 6 年経過しお客様からのご意見・ご要望などを参考にしつつ、2015 年 4
月より以下の新しいサービス内容でご提供となります。
・
・
・
・

同時アクセス数１が選択可能になります。
JIS 規格の利用期間が 1 年単位になります。
事業所として関連子会社が追加可能となります(※1)
契約書から注文書方式に手続きが簡素化されます。
変更点
最少同時アクセス数
JIS 利用期間
事業所に関連子会社含む
申し込み手続き

※1

新
1
1年
可
注文書+利用規約

旧
2
3年
不可
契約書

対象となる関連子会社は「総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他
の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」と
なります。
関連子会社を含める場合は、事業所詳細欄に子会社名と住所をご記載の上、
上記を満たしていることを示すものをあわせてご提出いただきます。
関連子会社は、申し込み法人と同じ住所でも別事業所として取り扱いします。

ご利用に当たっては「JSA ライブラリサーバの使用に関する利用規約」をご確認・ご同
意の上、JSA ライブラリサーバ専用注文書をご提出ください。
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図 1．JSA ライブラリサーバの概念図
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3. JSA ライブラリサーバのご利用方法 (JIS 規格の場合)
JSA ライブラリサーバは、ログオン後（図 2-A、参照）、次の各方法でご注文部門の PDF
ファイルを閲覧いただけます。
・

・

・

「JIS 検索」
規格番号、標題、ICS、制定改正年月日、廃止年月日、引用 JIS 規格、引用国際
規格、対応国際規格、状態（有効・廃止）の各条件で検索できます（図 3 参照）。
「最新発行」
毎月の最新発行一覧からご覧いただけます。直近 3 ヶ月分の「最新発行」画面へ
のリンクもあります（図 4 参照）。
「部門別一覧」
JIS の A～Z の部門ごとに一覧を表示いたします。部門一覧内で、規格番号と標
題から絞込み検索も可能です（図 5 参照）。
図 2-A．JSA ライブラリサーバ ログオン後画面(JIS の場合)
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図 2-B．JSA ライブラリサーバ ログオン後画面(ISO の場合)

・

・

「ISO 検索」
規格番号、標題、ICS、制定改正年月日、廃止年月日、引用 JIS 規格、引用国際
規格、対応国際規格、状態（有効・廃止）の各条件で検索できます。
「ISO 最新発行」
毎月の最新発行一覧からご覧いただけます。直近 3 ヶ月分の「最新発行」画面へ
のリンクもあります。

※ISO、IEC、BS、ASTM 規格の場合は上記のような画面になります。
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図 3．JIS 検索画面

検索条件を入力して検索
ボタンをクリックします。
（例では標題にキーワード）

「廃止｣にチェックを
入れると，旧規格も
検索・閲覧できま

ご注文いただいた部門の規格であ
れば，規格閲覧ボタンが出ます。
（この画面は Q 部門のご注文の場
合）
クリックすると別ウィンドウで PDF を

（図 3 続き／規格詳細画面）
ここをクリックすると規格詳細画
面（次ページ参照）へ進みます。

-5-

Ver20150701

ご注文いただいた部門の規格であれ
ば，規格閲覧ボタンが出ます。（この
画面は Q 部門のご注文者の場合）
クリックすると別ウィンドウで PDF を
閲覧できます。

旧版規格は PDF がある場合
のみ，閲覧ボタンが出ます。

（閲覧ボタンクリック後／PDF 表示）
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お客様のアカウント名・注文法人名
（会社名）・利用日付等がウォーター
マーク（電子透かし）として入ります。
ユーザは PDF を印刷する事ができま
す。ご利用規約上，印刷した紙コピー
は，使用後破棄していただく必要がご
ざいます。また，印刷した紙コピーを会
議用資料・報告書資料等，二次利用の
ために複写する事は認められておりま
せん。
PDF はユーザの PC に保存不可となっ
ております。
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図 4．JIS 最新発行画面
ご 注 文 いただ い た部 門の 規 格で あれ
ば，規格閲覧ボタンが出ます。
（この画面は B 部門のご注文者の場合）
クリックすると別ウィンドウで PDF を閲覧
できます。

以前の発行月毎の情報からも
閲覧可能です。
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図 5．JIS 部門別一覧画面

ご注文部門

ご注文のない部門
閲覧ボタンなし

ご注文いただいた部門の規
格であれば，規格閲覧ボタ
ンが出ます。 （この画面は B
部門のご注文の場合）

クリックすると別ウィンドウで
PDF を閲覧できます。

一覧内で絞り込み
検索もできます。
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4. JSA ライブラリサーバの申込みについて
ご注文する規格によって申込みできる内容が違いますのでご注意ください。
規格比較表
規格名称

JIS 規格(日)

JIS 規格(英)

ISO 規格

IEC 規格

BS 規格

申込み単位

部門単位

部門単位

規格単位

規格単位

規格単位

利用期間

1年

1年

1年

1年

1年

閲覧範囲

有効規格
旧規格
廃止規格

有効規格
旧規格
廃止規格

有効規格のみ

有効規格のみ

有効規格のみ

JIS 規格の部門（2011 年 7 月現在）
A
H 非鉄金属
S 日用品
土木及び建築
B
K 化学
T 医療安全用具
一般機械
C
L 繊維
W 航空
電子機器及び電気機械
D 自動車
M 鉱山
X 情報処理
E
P パルプ及び紙
Z その他
鉄道
F
Q 管理システム
船舶
※全 19 部門
G 鉄鋼
R 窯業
※JIS 規格(英)の W 部門はございません(全 18 部門)。
また JIS 規格(英)は JIS 規格(日)の約６割程度の発行率となっております。
5. 提供規格について
JIS 規格(日)、JIS 規格(英)
・
制定・改正された有効な JIS 規格だけでなく、2002 年時点で有効であった JIS 規格は
現在旧・廃止でも閲覧できます。
・
JIS 規格(日)規格本体だけでなく解説も閲覧できます。なお、JIS 規格(英)には解説は
含まれておりません。
・
規格票の差し替えなど、メンテナンスの手間が不要になります。
・
ユーザは各自の PC でその場で閲覧できます。また、ご注文いただきました同時
アクセス数に応じ(注 )、同時に複数の方のアクセスが可能です。
・
規格書に付随している色見本や物品に関しては、サービス対象外となりますので
ご注意ください(規格本体の PDF 自体は閲覧可能です)。
ISO 規格、IEC 規格、BS 規格、ASTM 規格
・
現在有効な ISO、IEC、BS、ASTM 規格が閲覧できます。JIS 規格と違い旧・廃
止は閲覧できません。なお、利用期間中に改正をされた場合は旧・新規格共に閲
覧が可能ですが、規格番号自体が変わった場合は対象外となります。
・
規格票の差し替えなど、メンテナンスの手間が不要になります。
・
ユーザは各自の PC でその場で閲覧できます。また、ご注文いただきました同時
アクセス数に応じ(注 3)、同時に複数の方のアクセスが可能です。
・
規格書に付随している色見本や物品に関しては、サービス対象外となりますので
ご注意ください(規格本体の PDF 自体は閲覧可能です)。
また、邦訳版は電子化されていないためサービス対象外となります。
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JSA ライブラリサーバのご利用料金
JSA ライブラリサーバのご利用料金は、ご利用いただく規格・同時アクセス数・事業所
数によって変動します。なお、JIS は部門、ISO、EC、BS、ASTM 規格は規格団体ごと
のご申込みです。
ご注文や見積をご希望の場合は以下の項目をご連絡ください。
■JIS の場合は以下の項目をご連絡ください。
①JIS 部門

：

②同時アクセス数

：

③ご利用事業所数

：

④利用期間

：1 年

JSAライブラリサーバ

埼玉

横浜

例)
①JIS 部門

：ABC 部門

②同時アクセス数

：1

③ご利用事業所数

：1

④利用期間

：1 年

■ISO、IEC、BS、ASTM 規格の場合は以下の項目をご連絡ください。
①規格番号
：
②同時アクセス数

：

③ご利用事業所数

：

④利用期間

：1 年

例)ISO 規格の見積希望の場合
①ISO 規格
：ISO 9000:2005、ISO 9001:2008、ISO 9004:2009、ISO
10001:2007 、 ISO 10002:2014 、 ISO 10003:2007 、 ISO
10004:2012、ISO 14001:2004 (計 8 規格)
②同時アクセス数

：1

③ご利用事業所数

：1

④利用期間

：1 年

(BS 規格のみ実利用者数もご連絡ください)

※事業所は当協会では所在地(住所)となります。
※①～③により利用料金が変動いたします。
※ISO 規格と IEC 規格など別団体の規格を一緒に申込みはできません。
※BS 規格のみ実利用者数のご連絡が必要になります。
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ご利用開始までの流れ
JSA ライブラリサーバをご利用するには申込みが必要となります。ご利用開始までの流れ
は以下のとおりとなります。
1.

対象規格を決定し、部門(もしくは規格番号)と同時アクセス数と事業所数を決定の上、
見積依頼してください。

2.

見積結果をご確認いただき、問題なければ JSA ライブラリサーバの利用規約の内容を
ご確認してください。

3.

内容に問題なければ JSA ライブラリサーバ専用注文書に必要事項をご記載の上、申込
みください。

4.

JSA から管理者宛に管理者用の ID、初期パスワード、設定資料等を送付いたします。

5.

利用開始日に管理者様はユーザの ID パスワードを設定していただき利用を開始いただ
きます。

・

JSA ライブラリサーバの年間利用料は年度ごとにご請求させていただきます。

・

現在 JIS 予約会員から同部門の JIS 規格を JSA ライブラリサーバへ切り替えられる場
合は会員割引料金が適用されます。

・

本サービスは、JSA ライブラリサーバを通じて各規格を閲覧・印刷するためのもので
あり、JIS 規格の冊子（追録）を送付するサービスは含みません。
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JSA ライブラリサーバ：Q & A
導入について
Q1
現行の JIS 追録予約会員サービスは廃止される予定なのでしょうか？
A.
いいえ、追録予約会員制度を廃止する予定はございません。従来通りご利用を継
続していただけます。
Q2
JSA ライブラリサーバは、現行の JIS 追録予約会員とは別商品になるのでしょ
うか？
A.
はい、別商品になります。追録予約会員から JSA ライブラリサーバに切り替え
た場合は、JIS 規格の冊子は送付されません。
Q3
現在、JIS 追録予約会員に加入して JIS 規格を購入しています。予約会員を退会
し、JSA ライブラリサーバに切り替えた場合、既に追録予約金として入金して
いる金額はどのようになりますか？
A.
追録予約会員(冊子)を退会し、JSA ライブラリサーバをお申込み頂ける場合は、
「ご返金」または「JSA ライブラリサーバのご請求金額への充当」のいずれか
をご選択いただけます。
Q4
JSA ライブラリサーバは、
「維持会員」または「Web Store 会員」の加入が必要
なのでしょうか？
A.
JSA ライブラリサーバのご利用に際し、当協会 会員制度へのご加入は必須では
ございません。
Q5
申込みは、4 月からになるのでしょうか？
A.
Q1. どの月からでも申込みできます。ただし月の途中(例：4 月 15 日など)から
はできません。なお、ご請求金額は年度単位でとさせていただきます。
例）2015 年 1 月からご注文いただいた場合
1 回目のご請求： 2015 年 1 月～3 月分
(2015 年 1 月に請求書発行)
2 回目のご請求：
Q6
A.
Q7
A.

2015 年 4 月～2013 年 3 月分

(2015 年 4 月に請求書発行)

利用期間中に、中途解約はできますか？
1 年間を利用期間のベースとし、年間でご利用しやすい料金設定にしております
ので、恐れ入りますが中途解約はお断りしております。
ISO 規格などの海外規格を、JIS 規格と同様に JSA ライブラリサーバで利用す
ることはできますか？
はい、JIS 規格の他に ISO、IEC、BS、ASTM 規格もサービスをご提供してお
ります。

料金について
Q8 JIS 追録予約会員を継続し、併せて JIS 規格の JSA ライブラリサーバを申込み
をした場合は、年間利用料の値引きはありますか？
A. 追録 + JSA ライブラリサーバの場合の値引きはございません。JIS 追録予約会
員の方が JSA ライブラリサーバをご利用いただく場合は割引料金でのご提供と
なります。
Q9 JSA ライブラリサーバは 年間利用料以外に、閲覧や印刷するごとに別途費用が
かかるのでしょうか?
A. ご利用条件（JIS 部門、事業所数、同時アクセス数）の設定内でご利用であれば、、
年間利用料以外の費用は必要ございません
Q10 JSA ライブラリサーバの利用者が、JIS 規格・国際/海外規格の原本冊子・PDF

- 12 -

Ver20150701

A.

Q11
A.

Q12
A.

などを購入する場合、割引になりますか？
いいえ。JSA ライブラリサーバは、当協会の取扱商品（JIS 規格・国際/海外規
格の原本冊子・PDF）の割引販売の特典を含んでおりません。別途、維持会員
などにご入会されている場合のみ、会員特典の割引が適用されます。
JSA ライブラリサーバの利用者が、JSA Web Store を利用する場合、会員専用
パスワードを発行してもらえますか？
いいえ。Q10.と同様に、JSA ライブラリサーバは、JSA Web Store 会員専用パ
スワードの無料発行の特典を含んでおりません。これらの特典を受けるために
は、別途「維持会員」または「Web Store 会員」等の有料会員制度にご入会いた
だく必要があります。
JIS 追録予約会員と JSA ライブラリサーバは、どちらがリーズナブルなのでし
ょうか？
JIS 追録予約制度と JSA ライブラリサーバは、ご利用いただいた場合の効用が
異なっております。
JIS 追録予約制度は、新規の JIS 規格が発行される都度、冊子をお送りし、ご利
用いただく制度です。
JSA ライブラリサーバは申込みいただいたサイト、同時アクセス数の範囲でい
つでも現行 JIS 規格、旧・廃止 JIS 規格をご利用いただける制度です。どちら
がリーズナブルというのではなく、お客様がどのように JIS 規格をご利用され
るか、あるいはされたいかによりましてご判断ください。

ご利用方法について
Q13 例えば【同時アクセス数 2／事業所数 1】で注文した場合、JIS の部門数が複数
で事業所数１の場合は、同時アクセス数は｢部門数×2｣となるのでしょうか？
A. 部門数が複数であっても、同時アクセス数は「部門数×2」とはなりません。こ
の基本設定では、JSA ライブラリサーバにアクセスできる方が同時に 2 名様と
いうことになります。
Q14 例えば【同時アクセス数 1／事業所数 2】で注文した場合、事業所数 2 の場合
は、それぞれの事業所でアクセス 1 できるのでしょうか。
A 事業所数が複数であっても、それぞれアクセス 1 にはなりません。申込みをし
た事業所 2 か所全体でアクセスできる数が 1 ということになります。
Q15 「学校の場合は「校舎(キャンパス)単位」で１つの事業所とカウントするのでし
ょうか。
A. 当協会では事業所は所在地(住所)にて判断をしております。したがって同じ校舎
(キャンパス)でも所在地(住所)が違う場合は、別事業所とカウントすることがご
ざいます。（例：東京キャンパスと大阪キャンパスで利用する場合は、事業所数
＝2 の申込みになります。
）
Q16 【同時アクセス数 2／事業所数 1】の基本設定で注文した場合、アクセス可能
なユーザは 2 名に固定されるのでしょうか？
A. いいえ、固定はされません。注文書書に記載した会社・事業所の従業員の方であ
ればどなたでもアクセス可能です。ただし、同時にアクセスできる人数には制限
があります。また、アクセス可能なユーザであっても、注文書にご記載された事
業所以外からのアクセスはできません。
実際にユーザが JSA ライブラリサーバへアクセスするための ID／パスワード
は、注文書に記載したお客様の管理者が発行し、ユーザへ配布していただきます
（図 1 参照）
。同時アクセス数２の申込みの場合は、2 種類の ID／パスワードが
発行可能です。これを 1 事業所内でご利用を希望される方全員に配布して、グ
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Q17

A.

ループでご利用いただくこともできます。この場合、同時にアクセスできるのは
2 名様になります。
（誰かがパスワード A を利用してアクセスしている時は、パ
スワード B でもう 1 名アクセス可能。）
JSA ライブラリサーバに接続する際の認証方法は、ID／パスワード認証だけで
しょうか？
IP アドレス認証方式はないのでしょうか？
ご注文の際には IP アドレスも固定させていただきます。申込みになる事業所の
グローバル IP アドレスをお知らせいただき、そのグローバル IP アドレスから
のアクセスで、かつ ID とパスワードが無いと利用できません。

PDF の利用について
Q20 閲覧した PDF の印刷回数に制限はあるでしょうか？
A. 印刷回数に制限はございませんが、利用規約上、印刷した紙コピーを保存してお
くことはできません。使用後の印刷物は必ず破棄していただき、必要な場合は改
めて JSA ライブラリサーバから印刷していただく必要がございます。
Q21 印刷する場合には、印刷するたびに費用がかかるのでしょうか？
A. いいえ、閲覧や印刷による従量制ではなく、お客様のご利用の頻度にかかわらず
「年間利用料」として一定の金額をご請求させていただきます。
Q22 ウォーターマークには、社名の他に印刷したユーザの個人名が入るのでしょう
か？
A. JSA ライブラリサーバの場合のウォーターマークは、個人名ではなく、申込み
法人名とアカウント名（お客様に決めていただきます／例：部署名など）が入り
ます。（4 ページ・PDF 表示の図参照）
Q23 閲覧している PDF の文書内で、文字検索は可能ですか？
A. 2002 年以前に発行された JIS 規格の PDF はイメージベースであり、PDF 内の
文字検索ができません。2003 年以降発行の JIS 規格はキャラクターベースの
PDF ですので、文書内の検索が可能です。
なお、規格テキストの無断でのコピー＆貼り付けは著作権保護の観点からお断り
しております。ISO 規格、IEC 規格、BS 規格、ASTM 規格に関しても原則キャ
ラクターベースとなっておりますが、古い規格などの場合はイメージベースとな
っているものも存在いたします。
Q24

閲覧した PDF ファイルは、ダウンロードして PC に保存できないのでしょう
か？

A

JSA ライブラリサーバでは PDF を閲覧・印刷できますが、著作権保護の観点か
ら PDF ファイル自体の保存は出来ない仕組みになっております。
なお、JIS 規格は 2015 年度中に期限付 PDF がダウンロードできる機能を提供
予定です。

Q25
A
Q26

JSA ライブラリサーバで印刷した規格票を、一時的な社内利用として、注文書
に記載した事業所内の関係者に配布したいのですが？
規約上、印刷物を配布することは、著作権保護の観点からお断りしております。
報告書作成などで、挿絵などの画像データや規格のテキストを、部分的な情報と
して使用したい場合、その都度許可申請が必要でしょうか？

A

JSA ライブラリサーバから印刷した規格票の画像やテキストを、無断で二次利
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用することは著作権保護の観点からお断りしております。また、JSA ライブラ
リサーバのご利用に限らず、別途ご購入された各規格の冊子・PDF を引用・転
載される場合は、当協会にご相談いただきたいと存じます。
なお、報告書等に付属資料として規格票を添付したい場合、ご購入いただいた各
規格の原本冊子を、コピーではなくそのまま添付いただくのでしたら問題ござい
ませんが、その場合も当協会にご相談いただければ幸いです。

＜JSA ライブラリサーバに関するお問い合わせ先＞
一般財団法人 日本規格協会
〒108-0073

出版事業部グループ 営業サービスチーム

東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル

電話：03-4231-8550

FAX：03-4231-8665

E-mail：csd@jsa.or.jp
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