
早稲田大学中央図書館開館 25周年記念シンポジウム 

 

日本における学術出版社と図書館の役割、

その未来 

日  時：2016年 12月 12日（月） 14：00 ～ 16：30 

場  所：早稲田大学 大隈記念講堂 小講堂（東京都新宿区戸塚町 1-104） 

 

受 付 13：30～14：00 

   

開会挨拶 早稲田大学図書館長 深澤 良彰 14：00～14：10 

 

第一部 講演 14：10～15：10 

総合学術センターとしての研究大学図書館 

            ― 図書館における「出版サービス」 

14：10～14：40 

           ミシガン大学大学院図書館日本学研究司書 横田カーター 啓子 氏 

   

出版流通の変化からみた大学出版の課題 14：50～15：10 

           東京大学出版会営業局長 橋元 博樹 氏 

 

           《 休 憩 》 15：10～15：30 

 

第二部 パネルディスカッション 15：30～16：25 

ファシリテーター 早稲田大学図書館事務部長 荘司 雅之 

パネリスト ミシガン大学大学院図書館日本学研究司書 横田カーター 啓子 氏 

 東京大学出版会営業局長 橋元 博樹 氏 

 岩波書店新書編集部編集長 永沼 浩一 氏 

 早稲田大学教育・総合科学学術院教授 和田 敦彦 氏 

 

閉会挨拶 早稲田大学図書館副館長 田中 久稔 16：25～16：30 

   

           《 終 了 》 16：30 
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総合学術センターとしての研究大学図書館 

― 図書館における「出版サービス」 
 

横田カーター 啓子 

ミシガン大学大学院図書館日本学研究司書・日本研究センター所員 

 

ミシガン大学での図書館サービスの向上を中心に、北米・欧州・日本の図書館関

係者、資料スペシャリスト、デジタル人文学研究者、電子資料開発者と協力して、

人文・社会科学分野における多様な形態の日本語資料の収集と保存、アクセス保証、

研究成果発信促進に努め、日本研究学術資料のグローバルな普及と日本研究発展に

従事する。日本研究センター所員として日本理解の深化にも努めている。 

経 歴 

津田塾大学国際関係学科卒業。西ワシントン大学フェアへヴンカレッジで女性学を専攻。大阪府立高校

にて英語教諭。スタンフォード大学教育大学院国際開発教育修士号取得。コーネル大学、アマースト大学、

スミス大学、ハーバード大学・ミドルベリー大学（夏季）で、日本語講師。その後、ミシガン大学情報大

学院図書館情報学修士号を取得し情報スペシャリストになる。OCLC の公立図書館向け日本語図書業務委

託に従事。ワシントン大学図書館日本学研究司書（1999-2012）を経て、現職。 

 

東アジア図書館協議会日本資料委員会委員長（2004-2008）、 北米日本研究資料調整協議会(NCC) 電子

資料委員会委員長(2008-2009)、会長（2011-2013）を務める。 

講演要旨 

人文・社会科学分野でもデジタル資料が多く利用されるに伴い研究方法も変化している。人文

学研究で「データ」は、デジタル化されたテキスト、地図、設計図を含む画像、映像、音源、統

計などを対象にする。すべての研究者は資料収集や電子テキストの利用など、何等かの形で「デ

ジタル学術」に従事している。デジタル学術時代での図書館サービスの重要課題は、（１）資料

の収集と保存、（２）研究課程で作成されるデータと研究成果としてのデータは助成金取得と論

文出版条件として保存・共有が義務付けられているため、さらなるデータの再利用のためにも半

永続的な基盤保証が必須化、（３）デジタル研究のリサーチデザインとツールの技術的サポート、

（４）資料・データに付随するライセンスの整備、などである。 

北米学術コミュニティでは publishing は「public、公けにする」という意味で、scholarly 

communication、図書館資料や研究成果のオープンアクセスによる共有化も含んでおり、商業的な

「出版」よりも広い意味で使われる。デジタル学術時代の研究の新しい出版形態として、ミシガ

ン大学プレスによるマルティメディア電子書籍プラットフォーム、Flucrum を簡単に紹介する。 

参考資料 

○ ミシガン大学図書館 Deep Blue https://deepblue.lib.umich.edu/ 

○ Fulcrum.org  https://www.fulcrum.org/ 

○ 横田カーター啓子. 知の創造基盤としての図書館 : ミシガン大学大学院図書館. 図書館雑誌. 2016, 

vol.110, no.7, p.436. 

○ プロファイル http://www.lib.umich.edu/users/kyokotac  
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出版流通の変化からみた大学出版の課題 
 

橋元 博樹 

東京大学出版会営業局長 

 

1967 年生まれ。㈱青土社営業部勤務を経て、2000 年東京大学出版会入職、書

店営業、取次営業、HP運営、電子書籍事業などを経験し 2010年より現職。日本

出版学会理事、大学出版部協会理事、NPO法人本の学校理事、人文会幹事。共編

著に『白書出版産業 2010』（2011年、文化通信社）、『読書と図書館』（2008年、

青弓社）。論文に「学術書市場の変化と電子書籍」（『情報の科学と技術』,2015）、「2000年代の出版流通論」

（『出版研究』,2014）がある。 

 

一般財団法人東京大学出版会は 1951年創業の大学出版部。南原繁総長の発意のもと東京大学教員の有志

によって設立され、現在では人文・社会・自然分野の学術書を中心に年間 100点強の書籍を刊行している。

創業以来の刊行点数はおよそ 7000 タイトルにおよぶ。最新の電子出版事業に『三菱社誌』NetLibrary 版が

ある。 

講演要旨 

日本における大学出版部は一般財団法人、株式会社、大学の部局など、その組織形態は多様で

ありながらも、一様に独立採算制の商業出版社として存在してきた。大学のなかに軸足をおきな

がらも、一般の学術出版社ないし他分野の商業出版社とならぶ出版産業の一員として学術書を刊

行してきたのが日本の大学出版である。しかし、昨今の「出版不況」による流通危機から、活動

の持続性を疑問視する声もある。本講演では、学術書の刊行にあたって、日本の出版流通が総体

としてひろく果たした役割を、歴史的経緯をもふまえながら論じ、その変化の様相と、直面して

いる危機を明らかにする。そして、東大出版会の電子書籍の取り組みもあわせて紹介し、印刷本・

電子書籍ともに出版活動の持続性を担保するための条件を、おもに流通の側面から考える。 

参考資料 

○ 橋元博樹. 学術書市場の変化と電子書籍. 情報の科学と技術. 2015, vol.65, no.6, p.244-250. 
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早稲田大学図書館の歴史は、大学が東京専門学校として創立され、その建物の一部に図書室が

設置される 1882年に始まります。1902 年には東京専門学校が早稲田大学と名称を変更し、大学

として組織の整備がすすめられるなかで「図書室」ははじめて独立した施設を持つにいたり「早

稲田大学図書館」は新たなスタートをきることになりました。 

そして 1991年、「総合学術情報センター」の一部として現在の中央図書館が開館しました。2016

年は開館 25周年という節目の年にあたり、これを記念して各種記念事業を実施するものです。 

 

25年間の『進化』 ～新しい革袋に盛れない新しい酒 

早稲田大学図書館長 深澤 良彰 

 

現在の中央図書館ができて、早いもので 25年が過ぎました。 

 

この中央図書館の場所には、1902 年開設の安部球場（戸塚球場）があ

り、日本野球の草創期に学生野球を中心に使用されていました。日本で

初めて照明が設置され、ナイターが行われたり、1943年 10月 16日には、

戦地へ赴く学生たちによる出陣学徒壮行早慶戦が行われたり、単に一大

学の野球部の練習グラウンドとしては表すことができない重要な施設で

した。 

 

この球場を、創立 100周年記念事業として、学の殿堂である図書館、国際会議場へと変えた大

学執行部の高い見識に敬意を払いたいと思います。また、これに際しては多くの皆様からの寄付

金をいただき、感謝の念に堪えません。建設された頃の図書館は、ある企業のテレビコマーシャ

ルに使用されるなど、荘厳な感じさえするものでした。そして、この感覚は今も変わりません。 

 

一方、この 25 年の間に、図書館が保持する学術情報、それらを使用する教員・学生の研究教

育活動には大きな変化がありました。図書館としては、当然、これらの事実・要求に応えなけれ

ばなりません。 

 

新約聖書に基づく諺に、「新しい酒は新しい革袋に盛れ」があります。しかし、図書館の新し

い利用法のために、図書館を新たに作ることは容易ではありません。「新しい酒」でも、「古い革

袋」に盛らなければいけないのです。このためには、「古い革袋」を現在の要望に合うように変

えながら、使いこなしていかなければなりません。そして、それは、新しい図書館を建設するこ

とよりも難しいものだと思います。 

 

これに挑戦していくことこそが、今後の中央図書館の使命だと思います。  

早稲田大学中央図書館開館 25周年記念事業ウェブサイト 

https://www.waseda.jp/library/libraries/central/central25th/ 

早稲田大学中央図書館 
開館 25 周年記念事業 
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記念イベント 

講演会「私と図書館」 

日時：2016年 10月 21日（金） 15:00-16:30 

会場：早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール 

本学出身で芥川賞作家の綿矢りさ氏（教育学部卒）、

堀江敏幸教授（文学学術院）の 2名による、対談形式

の講演会。約 550名の来場者を前に、中央図書館開館

前の旧図書館の思い出や、在学時から現在に至るまで

の図書館の思い出、執筆に対する姿勢などが語られ、

質疑応答を通じ、在学生との交流も行われた。 

シンポジウム「日本における学術出版社と図書館の役割、その未来」 

日時：2016年 12月 12日（月） 14:00-16:30 ※本日開催 

会場：早稲田大学 大隈記念講堂 小講堂 

大学図書館と出版の関係から、日本の学術情報流通を考えるシンポジウム。横田カーター啓子

氏（ミシガン大学大学院図書館日本学研究司書）、橋元博樹氏（東京大学出版会営業局長）の講

演をもとに、永沼浩一氏（岩波書店新書編集部編集長）、和田敦彦教授（早稲田大学教育・総合

科学学術院教授）をパネリストに迎えて議論を行う。※本日の動画、資料などは、後日ウェブサ

イト（https://www.waseda.jp/library/news/2016/10/04/2161/）に掲載いたします。 

 

特別プロジェクト 

360°VR（バーチャルリアリティ）コンテンツ作成プロジェクト 

一般の利用者は普段目にすることのできない中央図書館の

自動書庫と、古典籍の蔵書である『源氏物語絵巻 四季源氏』

『敦盛絵巻』を選定し、360°VR 映像を制作した。専用ビュワ

ーを使用することで、360°かつ 3Dで奥行きのある映像を視聴

可能となる。3D化技術を用いた 360°映像の制作をはじめ、VR

空間での視線の誘導や物語の進行など、実験的な制作・表現手

法を導入している。 

早稲田大学理工学術院の河合隆史教授および河合研究室全

面協力の基、研究室出身の太田啓路氏が代表を務める株式会社

リ・インベンションによって映像およびビュワーが作成された。

図書館と理系研究室という、文理融合・産学連携による体制、

VRの特性を活かした文化財・文化施設のコンテンツを提案・

実証するプロジェクトが実現した。 

 

以下のウェブサイトよりコンテンツを視聴頂けます。 

夢の融合プロジェクト 中央図書館 25周年記念 VR（バーチャルリアリティ）動画 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/10/03/1750/  
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記念展示 

写真展 「図書館今昔」 

会期：2016年 10月 3日（月）～10月 31日（月）会場：中央図書館 2階エントランスホール 

建学当時から中央図書館開館までの早稲田大学図書館の軌跡を振り返る写真展示。1882年東京

専門学校開校当時の図書室から始まり、旧図書館（現在の高田早苗記念研究図書館）時代の閲覧

席や図書館業務の様子、旧図書館から中央図書館への移転作業など、貴重な記録写真を数多く展

示した。 ※本日、会場の廊下にて一部を展示しています。ぜひご覧ください。 

中央図書館開館 25周年記念展示 

早稲田大学図書館では、直に目にする機会の限られる古籍について、「古典籍総合データベー

ス」によって画像を公開してきた。一方、指定文化財原本については、様々な制約から長らく展

観に付すことができなかった。この度、中央図書館展示室を改修し、国宝・重要文化財を含めた

“名品”と、開館後新たに収蔵した資料の中から選りすぐりの館蔵資料を展示する。装いも新たな

図書館展示室で、図書館伝来の貴重な資料の数々をご堪能頂ける機会となっている。 

 会場：早稲田大学総合学術情報センター2階展示室（どなたでもお入り頂けます）  

第 1期（2017年 3月 17日～4月 5日） 

卒業式・入学式に合わせ、国宝 2点、重要文化財 5件を一堂に集めて展示する。今回、20数年

ぶりに国宝原本展示の運びとなる。 

出陳予定：『玉篇 第九巻』（国宝）、『礼記子本疏義巻 第五十九巻端断欠』（国宝）、 

『尾張国郡司百姓等解文』（重文）、など 

第 2期（2017年 4月 10日～4月 27日） 

和書を中心に資料選定し、展示を行う。25周年記念事業として制作したVRコンテンツに使用

されている資料も出陳し、“リアル”な原本との両極をご覧いただける機会となる。 

出陳予定：『敦盛絵巻』、『源氏物語絵巻 四季源氏』、など 

 
『源氏物語絵巻 四季源氏』 

第 3期（2017年 5月 10日～5月 31日） 

漢籍、準漢籍、洋書ほか、海外文化の香りを帯びた資料を選定して展示する。 

出陳予定：『分類補註李太白詩』『Mirrour of the blessed lyf of Jesu Christi』、など  
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ノベルティグッズ 

クリアファイル（全 4種） 

早稲田大学中央図書館、および図書館所蔵資料をデザインにあしらった、特製クリアファイル。

中央図書館セルフツアーに参加した学生に無料で配布。デザインが好評であったため、大隈講堂

前の 125ショップで一般向けにも販売している。 

早稲田大学図書館今昔 

表面に現在の中央図書館、裏面に旧

図書館および早稲田大学校歌（相馬

御風書）を配置。 

素石歳旦：読書猪図 

俳人為山（1804-1878）などによる俳

諧摺り物に、小林永濯（1843-1890）

が、ランプのもと横文字の本を読む

洋装の猪の姿を描き、文明開化をユ

ーモラスに表現している。 

南総里見八犬伝 

第 1輯、第 9輯からさまざまな犬の

挿絵を抜粋。裏面には、曲亭馬琴

（1767-1848）の直筆から、亡き息子宗伯の妻・路の筆へと切り替わる草稿部分を掲載。 

Myrrour of the Blessed Lyf of Jesu Christ（イエス・キリストの祝福されし生涯の鏡） 

『キリストの生涯の瞑想』Meditationes vitae Christi を、15 世紀にイギリスのニコラス・ラヴ

（Nicholas Love）が中世英語に翻訳したものの写本。 

本の防水バッグ 

 

書籍が入る大きさのビニール素材バッグを作成し、図書館内で利用者に配

布。雨の日には、ZIPつきの防水バッグも配布している。本を大切にしてほし

いとの思いから作成され、利用者からも大変好評を得ている。 

 

 

 

 

早稲田大学図書館オリジナル VRビュワー 

VR コンテンツ作成プロジェクトの一環として作成。

新入生歓迎イベント「Library Week」や、10月に開催

した中央図書館開館 25 周年記念講演会などで学生に

無料で配布。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


