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 08 図書館および図書・電子媒体等 

 

＜はじめに＞ 

戦後の高等教育制度の拡大期に展開された「分散」型の図書館サービスは、全学的図書館施

設と箇所の枠組みをこえた図書館サービスの提供の立ち遅れをもたらし、予算執行にかかわる

非効率、全学的な図書行政の不在が長年問題とされてきた。それに対して図書館は、分散した

研究コレクションの利用にかかわる調整を進め、横断的な予算執行の柔軟性を担保することを

目的として、全学的な調整をはかることにより、「分散」型図書館サービスの予算執行にかか

わるより柔軟な調整を可能とした。施設においても、全学の共同施設たる中央図書館をハブと

して、各キャンパス図書館が整備されている。 

図書資料の収集にあたっては、図書館、図書室の設置母体によって委員会組織が設置され資

料収集のための意思決定がおこなわれるにいたっている。また、利用に関わる諸規則の標準化、

開館時間の延長も実施され、一定の条件を必要とするものの研究者，市民の受入も積極的に行

っている。 

学術情報へのアクセスの面では、本学創設以来築き上げてきた蔵書コレクション、近年急速

に広まってきた電子媒体による学術情報を体系的に整理し、広く提供することにより、教育・

学習活動を支援するとともに、学術研究の一層の振興に貢献することを目的に整備を推進して

きた。また、図書館資源共有の理念に基づき文献複写を中心に大学図書館間相互協力を積極的

に推進しているほか、学術研究情報の安定した基盤整備を図ることを目的として電子ジャーナ

ル・データベースの導入に関わるコンソーシアムにも参加している。 

 

（図書、図書館の整備） 

ⅠＡ群 図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的

整備の適切性 

ⅠＡ群 図書館施設の規模、機器・備品の整備状況とその適切性、有効性 

ⅠＡ群 学生閲覧室の座席数、開館時間、図書館ネットワークの整備等、図書館利用者に対す

る利用上の配慮の状況とその有効性、適切性 

ⅠＡ群 図書館の地域への開放の状況 

【理念･目的】【実態】 

 本学図書館は、本学の前身である東京専門学校が設立された 1882 年、ほぼ時期を同じくし

て施設内に設置された図書室をもってサービスを開始した。その後、早稲田大学と改称された

1902 年には独立した施設をもつ大学図書館となった。わが国の私立大学図書館としては比較的

長い歴史をもち、幸いにも関東大震災や第二次大戦の災禍をまぬがれた数少ない大学図書館と

される。1960 年代にはじまる本学の拡大期をむかえるまでは本学における教育・研究活動は西

早稲田キャンパスにおいて集約的に展開され、これを支援する図書館サービスも 1902 年に設

置された図書館施設において集約的に提供されてきた。戦後の高等教育制度の拡大期にあって、

本学でも教職員、学生数の拡大に対応してキャンパスの拡充を繰り返し、文学部、理工学部、

高等学院等の別キャンパスへの移転をはじめとして、西早稲田キャンパスにおいても施設の再

整備が繰り返し実施されることとなった。この間、学内の学部、大学院、研究所等において必

要に応じて図書室を設置することとなり、大学からの手厚い予算交付、国による大型設備補助
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などの私学振興政策とあいまって、さながら箇所の図書室は「専門研究図書館群」の様相を呈

するにいたる。また、各学部、大学院においては、学生の学習支援を目的とした学生読書室が

つぎつぎに設置され、文字通り、組織的に重層構造をなす「分散」型の図書館サービスが各箇

所を単位として展開されることとなった。こうした箇所における固有の図書室の整備・充実に

むけた努力は、本学の教育・研究の現場である箇所としては当然のことであった。したがって、

ここでは図書館サービスの「分散」がある意味で当然でありむしろ有意義であったということ

になるだろう。しかし、一方でこれら図書室では箇所における教育・研究支援がその運営をは

かる上で最優先とされたため、全学共同利用施設としての図書館の整備は立ち遅れ、箇所間で

の横の連携ないし箇所の枠組みをこえた図書館サービスの提供という意識は希薄なものとな

った。また、「分散」による各図書館、図書室独自の予算執行にかかわる非効率が長年問題と

され、横断的な調整を可能とする全学的な図書行政の不在が学内世論となっていた。 

 1980 年代後半より本学創立百周年記念事業の展開にともない、1987 年には所沢キャンパス

の所沢図書館設置、さらに 1991 年には西早稲田キャンパス安部球場跡地に総合学術情報セン

ターが竣工し、新中央図書館が開館する。これにつづく西早稲田キャンパスおよび戸山キャン

パスの再整備により、高田早苗記念研究図書館、戸山図書館が開設されることとなった。これ

らの図書館施設の新設・再整備により、すでに組織的な整備のすすんでいた理工学図書館をあ

わせて、旧図書館施設（2 号館）より総合学術情報センターに移転した中央図書館を中心とし

て、それぞれのキャンパスに学習・研究図書館機能をあわせもつ図書館群が形成されることに

なる。すなわち、全学の共通施設たる総合図書館である中央図書館をハブとして、人間科学部

（所沢キャンパス）、文学部（戸山キャンパス）および理工学部（大久保キャンパス）には各々

の学生読書室、教員図書室のサービスのすべてを統合したキャンパス図書館が、また、西早稲

田キャンパスには政治経済学部、法学部、教育学部、商学部、社会科学部の５学部および系統

箇所の教員図書室のサービスの一部を統合した高田早苗記念研究図書館（2 号館書庫部分）が

成立することになった。 

図書館サービスが箇所の図書室・読書室を単位として展開・分散していく過程で、図書館で

は、1961 年から図書館職員による部局図書室（各学部に設置された教員図書室など）出向制度

を開始し、分散した図書館サービスの組織面からの連絡・調整がはかられた。この制度により、

たとえば全学雑誌総合目録や部局洋書総合目録の編纂など、分散した研究コレクションの利用

にかかわる調整がすすめられることとなった。現在では、こうした出向制度から一律に図書館

を本属とする一元的な人事制度と改められ、図書館、図書室間の調整がより効率的にはかられ

るようになった。 

 「分散」に対応して資料購入にかかわる図書予算は、基本的に図書館、図書室の設置母体に

対応して縦割りの制度となっているが、この間の電子ジャーナルに代表されるネットワーク情

報資源にかかわるサービスの浸透にともない全学共同利用を前提としたサイト契約に対応す

るため、横断的な予算執行の柔軟性を担保することを目的として、2003 年度より中央図書館を

機軸として全学的な調整がはかられることとなった。このことにより、「分散」型図書館サー

ビスの予算執行にかかわるより柔軟な調整が可能となった。 

 本学が全体として所蔵する図書館資料は、中央図書館における国宝、重要文化財に指定され

た貴重書コレクションをはじめとして図書 478 万冊余、学術雑誌 5万種におよぶが、これら所

蔵資料は、上で述べた「分散」型図書館システムによって全学の構成員の利用に供されている。
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また、図書館資料の収集にあたっては、図書館、図書室の設置母体によっておおむね委員会組

織が設置され、図書館の支援により調整された収集のための意思決定がおこなわれている。 

 例えば戸山図書館では、開館当初から第一文学部・第二文学部・文学研究科の教員なら

びに早稲田大学図書館職員からなる戸山図書館運営委員会を組織してその運営にあたり、

予算的な基礎とは別個に資料全体を学習図書・研究図書の二つのカテゴリーに分けて体系

的・量的に長期的な整備を図った。また 1996 年度より、各学部の講義要項に記載された参

考文献をすべて自動的に購入したうえ、さらに戸山図書館運営委員会のなかで学習図書選

書ワーキンググループを組織する等して、選書の効率化をはかり速やかな資料提供を実現

している。 

 一方、1987 年より整備に着手した本学学術情報ネットワークシステム（ＷＩＮＥ，Waseda 

University scholarly Information NEtwork System）は、中央図書館およびキャンパス図書

館、学部等が設置する学生読書室等が所蔵する図書資料のほぼ全てを網羅する図書所蔵目録デ

ータベースとしては、全国でも有数の規模にまで成長している。 

 高田早苗記念研究図書館が 1994 年に設置されたことにともない、従来から指摘されてきた

中央図書館における和洋図書の滞架処理に加えて、高田早苗記念研究図書館に集約された西早

稲田キャンパス各箇所における和洋図書の遡及整理業務、ならびに新たに受け入れられる和洋

図書の整理業務などをより効率的にすすめることを目的として整理業務を集約的におこなう

べく担当課の再編が構想された。このことにともない、中央図書館において整理業務を中心と

した関連業務に人的資源を集約的に投下する必要から、2003 年度において、図書館組織総体に

おける資料の発注から受入、整理、配架までの業務処理にかかわる一連のデータ処理体制の構

築をはかることを目的として資料管理課が設置され現在に至っている。 

 こうした図書館施設および図書館ネットワークなどの基盤的整備と歩調をあわせ、従来、図

書館、図書室等がその設置母体との関係で独自に運用していた利用にかかわる諸規則について

も平準化のための努力がはらわれ、現在では、中央図書館およびキャンパス図書館間と西早稲

田キャンパスにおける学部学生読書室等については、同一条件の利用規則が運用されることと

なり、文字通り本学の構成員全体が同じ条件で全学の図書館所蔵資料を利用している。 

 また、開館時間については、中央図書館における日曜開館の実施とあわせて、学部、大学院

等の事情に対応して必要に応じた開館時間の延長がはかられてきており、現在、中央図書館お

よびキャンパス図書館においては、基本的に夜間は午後 9 時ないし 10 時を閉館時間としてい

る。 

 地域開放については、中央図書館、キャンパス図書館を中心として所属する機関の紹介状持

参を条件としながらも年間 5万余りの研究者、市民を受け入れている。また、所沢図書館にお

いては、キャンパスが所在する所沢市と周辺自治体との覚書により市民の利用を認めている。 

【長所】【問題点】【改善の方法】 

  既述のとおり、本学の図書館サービスは「分散化」によって特徴づけられる。資料収集の面

でも、部局図書室（一部はキャンパス図書館に改組）が各学部等の教員のニーズを吸収してき

た。大学も部局に対して厚く予算措置をした結果、それら図書室は、各分野の専門図書および

雑誌の充実したコレクションを有するにいたった。若干の例をあげれば、法学部（法律文献情

報センター）における法令資料と各国法関連文献、商学部における企業関係資料、理工学図書

館における理工系国際会議録の収集などは国内でも有数のものである。また教育学部において
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は、教科書およびその指導書、さらに地方自治体の教育研究所等が刊行する紀要類を系統

的に収集している。それら部局図書室・キャンパス図書館では特に、各研究分野の外国語図

書および雑誌のコレクションを充実させてきた。 

  中央図書館は、学習支援機能を主に「一般図書」が果たし、大学院生以上のニーズには主と

して「研究図書」で応ずるおおまかな区分を設けている。一般教養および各分野の基本的な新

刊日本語図書は、ほとんど購入しえている。外国図書と雑誌については、単独館としてみれば

十分とはいえないが、部局図書室・キャンパス図書館との役割分担による相互補完がなされて

いる。中央図書館自体は伝統的に歴史、文学等の人文科学の蔵書が充実している。貴重書も豊

富であり、特に洋学資料と江戸時代の文芸資料は著名である。一方、学習支援面では、各学部

の学生読書室が、カリキュラムに密着した資料収集を行っている点も留意すべきであろう。ま

た最近では、急増するオンラインデータベースおよび電子ジャーナルのサービスもさかんに導

入し、利用者のニーズに応えている。全学での蔵書冊数は 478 万冊強（うち中央図書館 229 万

冊）、逐次刊行物 5 万種強を中核とするコレクションは、日本全国でも屈指のひとつである。

本学の図書館群は総体として、多岐にわたる教育研究活動に対して有効な支援を、予算と人員

の許す限りでなしえていると評価できる。 

  他方で問題点としては、学内の各箇所に配分される予算が縦割りになっていて、有効な調整

がなされていないことが指摘できる。外国雑誌など資料の重複購入は以前からその問題を指摘

され、WINE システムによる目録情報の共有化も契機となって一定の改善を見てはいる。しかし

ながら根本的に、箇所ごとの縦割り（およびさらに、箇所内の縦割り）が、効率的な予算運用

を妨げていることを指摘せざるをえない。資料購入予算の困窮度は箇所によって異なるにもか

かわらず、その差異は基本的に放置されている。データベースなどのように高額で、全学での

共同利用を促進すべきサービスをさらに充実するためにも、改善が求められるであろう。 

  施設については、中央図書館の開館は、２号館の旧図書館（由緒ある建物ではあるが）と比

較すると、資料収蔵能力、閲覧環境、コンピューターやＡＶ等の機器類、そして当時の学生用

スペースではまだ限られていた完全空調を実現するなど、あらゆる面で施設の劇的な改善をも

たらした。その後、西早稲田キャンパスの再整備によって、学生読書室なども改善された。学

生数に比しての座席数は学内すべての図書館・図書室で 10％を下回り、5％に届かない箇所も

少なくない。改善を図ることが必要である。資料の電子版の利用が増大していることから見れ

ば、近年充実を見た学内のコンピューター室などに「閲覧環境」が広がっているとも考えられ

る。資料の増加は宿命であり、収蔵スペースの問題を抱えない図書館はない。中央図書館では

2000 年に、地下 3階に無人の自動書庫を増設し、利用者がＷＩＮＥから資料請求ができる仕組

みを実現した。これにより、資料収蔵能力が約 50 万冊分増加した。電子ジャーナルの拡充に

伴い、対応する冊子体資料の別置に着手するなど、さらに工夫を重ねようとしている。キャン

パス図書館の施設は新旧まちまちであるが、概して資料の収蔵能力が乏しい。 

  中央図書館は国際会議場側に展示室を持っている。館蔵資料を用いた催しが節目ごとに行わ

れ、学内外からの参観者に好評を博している。引き続き有効活用すべきであろう。また、4 階

特別資料室の貴重書庫は、温度湿度の管理の行き届いた施設であり、文化遺産の保存に好適で

ある。他方、同じく 4階のＡＶホールは、立派な施設のわりに利用が乏しい。 

近年の大学図書館建築にはいくつかの傾向が認められる。ひとつは、情報リテラシー教育を

行うためのセミナー用空間の設置である。中央図書館では専用の空間は設けておらず職員用の
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研修室をこれに充てた経緯があるが、現在は利用していない。いまひとつの傾向は、図書館内

の限定された場所に飲食（特に飲料摂取のための）スペースを設けることである。一般的には

館内での飲食は厳禁されてしかるべきだが、広い館内のどこか限られた場所で飲料を摂る余地

を認めるのはありうることである。いずれも、費用の問題などもあって簡単には扱えないが、

一考には値するであろう。 

 

（学術情報へのアクセス） 

ⅠＢ群 学術情報の処理・提供システムの整備状況 

（２）情報インフラ 

ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性  

【理念･目的】 

 本学図書館は、本学創立以来、孜々営々と築き上げてきた蔵書コレクションはもとより、近

年急速に広まってきた電子媒体による学術情報をも体系的に整理し、本学をはじめ国内外に広

く提供することにより、教育・学習活動を支援するとともに、研究活動の推進を図り、学術研

究の一層の振興に貢献することを目的にシステムを整備している。 

 

（１） 学術情報システム（WINE システム） 

【実態】 

図書館利用者への書誌所蔵情報提供と各図書館業務の機械化を目的とした WINE システ

ムは 1987 年にサービスを開始した。 

しかし 10 年を経た 1997 年には、システムの 2000 年問題対応、利用者インターフェイス

の陳腐化、高額なホストコンピューター維持経費の削減などの課題が顕在化し、また、よ

り効率的な図書館資源の活用と利便性の拡大をはかるため、それまで図書館ごとに異なっ

ていた図書貸出規則の平準化や業務の共通化も求められるようになった。これらの要請に

応えるため検討を重ねた結果、米国 Innovative Interfaces 社の図書館パッケージを WINE

システムとして採用することとなり、1998 年 11 月よりサービスを提供している。 

また、各学部の学生読書室は独自の図書館システムを使用していたが、2001 年より順次

WINE システムに参加し書誌データのオープン化と業務の平準化も達成されている。 

2004 年度には、書誌レコード 1,952,323 件、所蔵レコード 3,698,774 件、雑誌チェック

インレコード 60,731 件、典拠レコード 13,948 件を有し、わが国の大学図書館システムで

は最大規模のデータベースに成長している。 

【長所】【問題点】 

WINEシステムで採用したInnovative Interfaces社の図書館システムは、世界中で1,300

を越える大学図書館で使用されており、それら図書館からの改善要望等は頻繁なシステム

のバージョンアップにより実現されている。これにより、書誌情報から他のインターネッ

ト資源へのリンク、Z39.50 プロトコルによる書誌情報の公開、電子ブックや電子ジャーナ

ルの書誌情報提供等々の国際標準のサービスを WINE システムは日本で最初に提供してき

た。 

しかしながら、WINE システムが処理する貸出・返却・貸出延長・予約処理が月間 250 万

件以上にのぼり、また、書誌情報の検索回数も月間 135 万回を超える本学の定期試験期間
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（図書館繁忙期）においては、システムに高負荷がかかるため、システム応答時間の遅延

が発生し利用者から苦情が出ている。 

また、本学の学生、教職員は、自ら借り出している資料の確認、延長、予約をすること

が可能であるが、このためにはシステムにアクセスする ID とパスワードが必要となる。こ

のパスワードが図書館システム独自であるため、パスワードに関する問い合わせは、図書

館カウンターまで足を運ばなくてはならない。また、カウンター要員が個人情報を扱うこ

とになるためセキュリティー上も好ましくない。 

【改善の方法】 

 図書館繁忙期にも迅速なシステム応答時間を提供できるよう、2005 年度中にハードウェアの

更新を計画し、夏休み中に実施の運びとなった。 

WINE システムのパスワードに関しては、Waseda-net ポータルのパスワードと共通化するこ

とを計画している。Waseda-net 側でのパスワード更新を即時に WINE システムに反映する仕組

みを導入することにより WINE システム利用者の利便性を高めるとともに、よりセキュアなシ

ステムとなる。 

 

（２） 電子ジャーナル 

【実態】 

 学術情報電子化の進展により、図書館サービスのなかで電子ジャーナルの占める比重が急激

に高まってきた。図書館は、そうしたサービスの充実に最大限の力を注いできた結果、ここ数

年で電子ジャーナルの契約を大幅に増やしてきた。 

 

年 度 2000 2001 2002 2003 2004

電子ジャーナルタイトル数 1,100 2,200 3,300 5,500 8,247

 

 タイトル数が急増した電子ジャーナルを使いやすくするため、図書館では現在以下のア

クセス方法を提供している。 

・ 早稲田大学電子ジャーナルポータル（電子ジャーナルタイトル検索・一覧リスト） 

・ WINE システム 

・ Web of Science や SCOPUS といった二次情報データベースから適切に論文に導くシステ

ム（リンク・リゾルバ） 

 さらに、図書館に専用のネットワーク認証サーバを設置し、各々の電子ジャーナルの契

約を遵守しながら、自宅等の学外からも学生、教職員が電子ジャーナルにアクセスができ

るサービスを提供している。 

【長所】【問題点】 

 WINE システムには電子ジャーナルの情報も登録しているため、冊子体ジャーナル、電子

ジャーナルを意識することなく、ジャーナルのタイトルを一つのシステムから探すことが

できる。これは日本で唯一の事例である。 

 一方で、現在、自宅等学外からの利用は Windows, Internet Explorer を使用しなければ

ならない制約がある。このため、Macintosh や Linux などを使用している教職員、学生か

ら改善の要求が多く寄せられている。 
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【改善の方法】 

 本学のメディアネットワークセンターと共に汎用的なネットワーク認証サーバの設置や

Shibboleth など新たな認証・承認システムの導入を検討している。 

 

（３） 学術情報の電子化および蓄積・発信 

【実態】 

 1999 年に本学が制定した「21 世紀の教育研究グランドデザイン」に図書館は「アクティブ

ライブラリ構想」を提案した。そのアクティブライブラリ構想の一環として、学内に所蔵して

いる学術情報をデジタル化し保存する「デジタル・コンテンツ・アーカイブ」システムを作成

した。このデジタル・コンテンツ・アーカイブには、電子化公開許諾を得た学位論文、図書館

が所蔵している貴重書、研究成果のビデオ資料など多岐にわたる学術情報を蓄積している。 

【長所】【問題点】 

 資料を電子化しインターネットに公開したことにより、コンテンツの視認性があがり、

学内はもとより学外からも利用されコンテンツに関する問い合わせも増えた。 

 しかしながら、インターネット上のコンテンツが指数関数的に増加すると、これらのコ

ンテンツをインターネット上から発見するのは容易ではなくなった。さらに、その当時の

ソフトウェアを使用し電子化し保存してきたため、オペレーティング・システムやアプリ

ケーション・ソフトウェアなどが更新されると、保存したコンテンツが再生できないとい

う問題が発生した。 

 また、貴重書などを電子化する際に、展示会等で展示する場合と同様に資料の特徴的な

部分だけを電子化し公開していたため、資料の全容を知ることは不可能であった。貴重書

などの古典籍資料を全て読むには図書館に赴かなくてはならない。結局、資料の一部を電子化

しても依然としてコンテンツへアクセスするためには、時間・場所の制約や手続きが必要とな

り、アクセスが容易だとは言い難い。 

【改善の方法】 

 学術情報の収集の標準プロトコルに対応し国立情報学研究所などの学術ポータルサイトや

Google などの検索エンジンからアクセス可能とし、また、電子化した情報を半永久的に利用で

きるよう保存するために、実験的に開発を行っていた機関リポジトリの構築を正式に開始す

る。これにより、本学でおこなわれている研究活動が学外から見えることになり、大学として

の説明責任を果たすことが期待される。 

 また、『図書館蔵古典籍データベース化推進プロジェクト』により、資料全ページを電子化

して公開する。さらに、その書誌データを WINE に入力し、現在出版されている関連書誌も一

覧可能とすることにより、学習，教育，研究のために非常に有益なデータベースになると期待

されている。 

 

（２）情報インフラ 

ⅡＢ群 国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条件整備

とその利用関係の適切性 

【理念･目的】 

本学図書館は、図書館資源共有の理念に基づき文献複写を中心に大学図書館間相互協力



Ⅱ－08－ 8

（InterLibrary Loan、以下 ILL と略す）を国内はもとより、海外の大学図書館とも積極的

に推進している。また、学術雑誌の価格高騰などの環境の中で学術研究情報の安定した基

盤整備を図ることを目的として、電子ジャーナル・データベースの導入に関わるコンソー

シアムにも参加している。 

 

（１） 図書館協定校との協力 

【実態】 

慶應義塾大学とは 1986 年より相互利用に関する協定を取り交わしており、互いに協力し図

書資源を補足しあう関係を継続してきた。学生は所属大学の学生証の提示による入館および館

内利用、また専任教職員には資料の貸出も認めており、自館に準ずる利用ができる条件を整備

している。また、文献複写や図書借用等の ILL 資料を運搬するための車両を双方の負担のもと

に運用し、学術資料を迅速に提供する環境を実現している。 

さらに協定内容の詳細はそれぞれ異なるが、2001 年から同志社大学と、2004 年からは一橋

大学とも相互利用協定を取り交わしている。 

【長所】【問題点】 

図書館間の相互協力は、双方の所蔵資料を補足しあい対等な相互協力関係を維持するこ

とが望ましい。現在協定を結ぶ三大学については本学図書館と同等の規模を持つ図書館で

あり、量的にも概ねバランスのとれた相互協力関係を継続してくることができた。協定校

を増加させることにより、利用者により広範な学術資料を迅速に提供することは今後も重

要な課題であるが、協定の締結にあたっては上記の条件を熟慮して慎重に検討する必要が

ある。 

また協定校の存在とその利用法の利用者に対する広報については、さらなる改善の余地

がある。 

【改善の方法】 

協定校の蔵書検索システムを、本学図書館の WINE システムと同時に検索することが可能

な OPAC(Online Public Access Catalog)横断検索機能は現在も存在するが、図書館ホーム

ページからのリンク、検索画面のインターフェイスとも利用者に分かり難い状況となって

いる。今後これを改善し、本学図書館の所蔵資料同様に、協定校の所蔵状況を簡便かつ迅

速に確認できる環境を整備する予定であり、早ければ来年度にも実施できる見通しとなっ

ている。 

 

（２） その他大学との協力 

【実態】 

国内大学図書館との ILL については国立情報学研究所が提供する NACSIS-ILL システムに参

加しており、迅速な運用を可能とする環境を整えている。近年の電子ジャーナルの急速な普及

により文献複写の依頼量は減少傾向にあるが、図書の借用依頼および他大学からの複写･借用

の依頼受付は増加しており、システムの整備に伴う相互協力の進展は、図書館サービスの中で

の重要性を増している。 

国外の図書館および研究機関との相互協力については、米国の書誌データベース作成機関で

ある OCLC（Online Computer Library Center）が提供する ILL システムを利用することにより、
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米国を中心として世界の図書館・研究機関との相互協力を実現している。また海外にも協定校

を持ち、相互利用の促進もはかっている。 

【長所】【問題点】【改善の方法】 

OCLCのオンラインILLシステムを利用することにより情報がインターネット上で送受信

されるため、これまで海外の図書館とのやりとりの際にネックとなっていた時差の問題が

解消され、照会を含めて資料到着までの時間が大幅に短縮された。 

しかしすべての資料入手希望を OCLC のシステムだけで実現できるわけではもちろんな

いので、その他の機関との協力関係も引き続き保つとともに、より迅速に資料を利用者に

提供するための方法を模索し続ける必要がある。 

 

＜まとめ＞ 

問題点としては以下の項目が挙げられる。 

１．学内の各箇所に配分される予算が縦割りになっていて、有効な調整がなされていない。  

さらに調整に努め予算運用を効率化することにより、コレクションの充実をはかりたい。

当面、電子媒体資料の導入を契機として、全学的な共同利用および費用負担の実績をいっ

そう拡大することが望まれる。 

２．キャンパス図書館の施設について、収蔵スペース、閲覧環境の改善を早急に検討すること。

その際、関係する学術院等と十分に協議することが必要である。 

３．中央図書館の施設改善について、情報リテラシー教育設備、利用者の休息スペースの是非、

ＡＶホール利用促進等について、しかるべき時期に検討する必要がある。 

４．貸出資料の確認、延長、予約のためにシステムにアクセスする ID とパスワードが必要と

なるが、このパスワードが図書館システム独自であるため、パスワードに関する問い合わ

せは、図書館まで足を運ばなくてはならないこと。また、セキュリティー上も好ましくな

いこと。このことについては、来年度より WINE システムと Waseda-net ポータルのパスワ

ードを共通化することを計画している。 

５．電子ジャーナルの学外からの利用は Windows, Internet Explorer を使用しなければなら

ない制約があること。このことについては、汎用的なネットワーク認証サーバの設置や新

たな認証・承認システムの導入を検討している。 

６．図書館相互協力において協定校の存在とその利用法の利用者に対する広報を改善すること。

このことについては、来年度より、協定校の蔵書検索システムを、WINE システムと同時に

検索可能な OPAC 横断検索機能を改善する。 

 

 


