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１．第三者評価委員会 
 

 平成１３年１０月２９日付け手紙1により、大学点検・評価委員会小委員会（図書館）幹事の

今関源成教授から、 

 慶應義塾大学三田メディアセンターの加藤好郎事務長 

 千葉大学の土屋俊教授(附属図書館長) 

 国際基督教大学図書館の長野由紀図書館長 

 図書館情報大学の溝上智恵子教授 

 東京大学の落合卓四郎教授(附属図書館長) 

は第三者評価委員会（以下では委員会と称す）を組織し、早稲田大学における第１回大学点検・

評価の一環として図書館の第三者評価をすることを要請された。さらに、「大学自己点検・評価

報告書（図書館）」（以下大学報告書と称す2）を事前に読んでおくことを前提に第１回の委員会

を平成１３年１１月２１日に開催することとし、評価の進め方についてはそこでの検討に委ねる

ことが表明された。 

この任務を遂行するために委員会委員は、平成１３年１１月２１日、１２月８日の両日に早稲

田大学中央図書館会議室・館長室で委員会を開催した。図書館側より以下の方々が参加した。 

 

 今関源成教授（早稲田大学大学点検・評価委員会小委員会（図書館）幹事） 

 浦川 道太郎教授（図書館館長） 

 大塚 栄吉（同事務部長） 

 旭  英樹（同事務副部長） 

 中元  誠（同総務課長） 

 奥村 佳郎（同総務課） 

 

１１月２１日の委員会における要点は次の通りである。 

 

１．協議により、落合委員を本第三者評価委員会の代表に選出した。 

２．大学報告書から判断して、 

    １）組織・運営 

    ２）学習支援機能 

    ３）研究支援およびデジタル化への対応 

    ４）学術資料のコレクション 

  の４項目は少なくとも第三者評価委員会報告書に盛り込むこととし、それぞれ加藤委員、 

  長野委員、土屋委員、溝上委員が担当することとし、それらを代表がまとめることとした。 

３．下記の資料にもとづく大学（小委員会・図書館側）からの説明を委員側は受けた。 

(a)大学自己点検・自己評価委員会小委員会（図書館）報告書   

(b)図書行政懇談会（第二次）設置3 

(c)早稲田大学における図書館サービスの現状と課題4 

４．施設見学として法学部学生読書室を見学した。 

５．次回１２月８日の委員会までに、早稲田大学第三者評価にかかる諸資料、および大学が学   

  生を対象として行なった「学生生活調査報告書」等の資料が各委員まで送付されることとな 

  った。さらに１１月末をめどに早稲田大学図書館・中元宛に質問・要望等をメールにて依頼   

  することにした。（依頼された事項は参考資料５に記録してある。） 

                                                  
1 参考資料 1 
2 参考資料 2 
3 参考資料 3 
4 参考資料 4 
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１２月８日の委員会における要点は次の通りである。 

 

  １．図書館・図書室見学、担当者インタビュー 

  (a)高田早苗記念研究図書館（担当課長・千葉） 

  (b)大学院法学研究科学生読書室（係員・学生アルバイト） 

  (c)法律文献情報センター 

  (d)商学部教員図書室 

  (e)理工学図書館（担当課長・北風） 

  (f)理工学部学生読書室 

  (g)理工学部映像情報ライブラリー 

  ２．図書館スタッフとの質疑応答  

(a)学生読書室規約等について資料請求があり、後日事務局より各委員まで送付するこ 

   ととした。 

(b)IDEAL アクセス統計について不足資料の指摘があり、後日事務局より各委員まで送

付することとした。 

 図書館の現状を丁寧に説明した「早稲田大学における図書館サービスの現状と課題」、「大学自

己点検・評価報告書（図書館）」および補充の資料は我々の報告書をまとめるにあたって役立っ

た。我々はそれぞれ自由な立場で評価を表明できることとしたが、当図書館サービスについての

共通の認識とスタンスは必要であり、それらを、第１回会議で、参考資料４「早稲田大学におけ

る図書館サービスの現状と課題」に基づき浦川館長から受けた説明を基調とすることにした。読

者の便宜を考え「２．序」においてそれを評価委員会の責任において要約し、さらに我々が評価

するさいの共通スタンスを「３．自己評価報告書へのコメント」で明らかにした。 

 この報告書は、この共通のスタンスに基づき、我々がインタビュー、実地見学、準備資料を通

して見出したことおよび勧告から成り立っており、それらの所見および勧告は次の４表題のもと

に述べられ、小委員会幹事の今関源成教授の要請に答えようとするものである。 

 

１．管理、運営、予算 

２．大学図書館の学習支援機能 

  ３．研究支援機能の現状と課題 

  ４．学術資料のコレクション 

 

また報告書の別冊として７つの参考資料を集める。 
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２．序 
 

 早稲田大学は大規模私立大学であり、９つの学部、１２の大学院研究科（うち３研究科は独立

研究科）、２０以上の研究所、研究センター、博物館を擁し、2001 年度では学生総数 49,952 名

（学部 43,992、修士 4,575、博士 1,385）、専任教員数 1,597 名からなる。我々が第三者評価を

受け持つ当大学の図書館は、その構成員である教職員・学生によって展開される教育・研究活動

の支援を目的としている。その図書館サービスは 1882 年の東京専門学校（４学科、学生数８０

名）の創立と同時に設置された図書室に始まり、長い歴史を経て大規模大学になった現在４種類

の図書館群によって提供される。すなわち中央図書館、４ヶ所のキャンパスそれぞれに設置され

たキャンパス図書館、西早稲田キャンパスに設置されている６つの箇所図書館・室と９つの学生

読書室である。 

 当大学の規模の拡大は戦後の高度経済成長と第１次、２次ベビーブームによってもたらされた

高等教育の大衆化に始まり今日に至る。この間、教育・研究体制の拡充、キャンパスの分散・拡

大、教職員・学生数の量的増加に対応した図書館サービスの組織的、施設的整備は、箇所5を単

位とした図書館サービスの整備を基本として対処療法的にすすめられた。箇所を基本としたこと

により、研究支援、学習・教育支援等の図書館サービスの分散化、図書館組織・業務の分散化が

もたらされた。この教育・研究を単位とした図書館サービスの箇所への分散・拡大は現場に密着

し柔軟なサービスの展開を可能とする利点はあるものの、すでに 1960 年代から、全学を視野に

いれた図書館政策ないし図書行政の不在を訴える学内世論があった。その背景があり、1980 年

代に入って、分散の利便性を大きく損なうことなく人的・物的資源の効率化をはかれる分岐点を

探るための箇所間の調整を計ることを図書館長は堅持することができた。その結果として現在の

４種類の図書館群に図書館サービスを集約できることになった。さらに昭和６２年(1987 年)よ

り整備に着手した全学的学術情報ネットワークシステム（WINE）は現在一部の学生読書室を除い

て箇所間の図書館サービスの機能的統合を実現している。 

 いわゆるＩＴ革命の進行により図書館のコレクションの基軸媒体が多様化し、図書館サービス

は、従来の紙媒体を基軸とした学術情報資源に加えて、電子媒体による学術情報資源の収集・維

持・管理・提供もはからねばならなくなった。新たな電子媒体コレクションの構築は、これまで

の紙媒体コレクションの構築にあわせて構成されてきた箇所を基本とした図書予算制度をふく

めた現行の図書館組織・制度そのものが急速に疲弊していることを顕在化させつつある。このこ

とは共同利用（ネットワーク利用）がもたらした利便性からも、または費用対効果といった財政

効率の面からもあきらかである。これまでの図書館サービスをささえてきた、箇所を基本とした

図書館組織・制度、業務処理体制の見直しは必至である。 

 上記の現状をふまえ、浦川館長は、以下の改革の必要性を表明された。 

 

１．総合的かつ統合的なアクセスの提供を、より効率的におこなうために必要な制度的基盤の 

  整備が急務である。 

 ２．本学の箇所を基本単位とした図書予算制度については、実効性をもった箇所間の調整機構 

   の整備とあわせて、すくなくとも箇所間の垣根をこえた、より柔軟な図書予算の執行の枠 

   組みを緊急に検討する必要がある。 

 ３．電子媒体による学術情報資源の共同利用・共有にたいして当大学における現状の分散型図 

   書館制度が、より効率的に対応できるような、そして、さらに総合性・一体性を発揮する 

   ために、実効性をもった箇所間の調整を可能にする諸制度の見直しが求められる。 

                                                  
5 国立大学では部局と呼ばれる 
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３．自己評価報告書へのコメント 
 

 大学のもっとも基本的な使命である教育研究活動にとって、学術情報が必要不可欠なものであ

ることは論を待たない。早稲田大学において、この学術情報を安定的に提供する機能を担ってき

たのが早稲田大学図書館であり、大学における学術情報提供のインフラとしての役割を果たして

きた。一方で、どの大学でも種々の制約があり、十分には機能していないのも事実であるが、参

考資料２，４によって早稲田大学図書館が自己評価のうえ、現状を正確に分析し、問題点を把握

し、その解決に向けての方向性が前ページ(６ページ)の１、２、３に紹介した提言として明らか

にされていることに、まず我々は敬意を表する。 

 しかしながら自己評価ではさまざまな背景からストレートに表現しにくいことがらがあるこ

とも我々は十分承知している。その意味で、我々の共通のスタンスとして以下に述べる４つの所

見は一見厳しいようであるが、誤解を恐れずいえば、参考資料２，４の行間から読み取れること

である。 

 

３．１ 箇所ありきの分散 
 

 大学創立の時代から図書館関係者は時代時代に求められる新たな役割を果たすべく、いろいろ

と困難な状況の下に創意工夫をもって可能な選択肢の中から最良な選択をすることにより大学

図書館を守り育てきた結果が、我々が評価する早稲田大学図書館である。各時代のそれぞれの労

苦の積み重ねが、まず良くはあったがかなり弊害の多かった「箇所ありきの分散」のシステムと

なった。その弊害を取り除く基本方針としてシステムの「機能的な統合と組織的な分散」を図る

とされ、その第一段が昭和６２年(1987 年)に所沢図書館として具現され、現在の中央図書館と

４つのキャンパス図書館として実現されている。西早稲田キャンパスの６つの箇所図書館・室と

９つの学生読書室についても引きつづき「機能的統合」に向け努力中ということである。 

 しかしながら、各箇所図書館が、固有の論理に基づいて収集方針、利用規則等を定め、それを

支える予算、施設、職員定数も箇所によって賄うなど独自に図書館を整備してきた期間が長くあ

ったということと一部それがまだ残っているという歴史的背景によることが大きいと判断する

ところだが、学術情報提供機能について大学全体としての長期的な展望に基づく明確な計画を確

立することができず、大学全体として見た場合、必ずしも有効で効果的な図書館の整備が行われ

てきたとは言えない。われわれも強く支持する館長の「機能的統合と組織的分散」がとくに「箇

所の選書権」を前提になっているもとで、全体的な整備をいかにはかるかがあきらかでない。 

 

３．２ 学術情報流通環境の急激な変化 
 

 学術情報を取りまく環境は大きく変化している。学術情報そのものが従来の紙媒体から電子媒

体へとシフトしつつあり、また通信技術と情報機器の飛躍的な発展により、インターネットに代

表される情報流通システムが急速に普及してきている。この電子化された学術情報とインターネ

ットの組み合わせの代表的なものとして電子ジャーナルがあるが、これは空間的、時間的な制約

を受けずにしかも同時に複数のアクセスが可能であるという、従来の冊子体にはなかったメリッ

トを有している。一方で、電子化された学術情報を提供する出版者は、自社で刊行する電子ジャ

ーナル群を１つのパッケージとして販売する方針を導入しつつある。このことにより、従来購入

していなかった雑誌にもアクセスすることが可能になるが、価格は冊子体とは比較にならないほ

ど高価なものとなり、個々の箇所ではとうてい購入できず大学全体として対応せざるを得ない状

況が現出してきている。 

 この学術情報流通環境の急激な変化が、参考資料２，４で明らかにされているように図書館長

の現状への危機感とその抜本的な改革への意欲となっている。それにもかかわらず、電子ジャー

ナルなどの電子的１次、２次資料の導入に関する包括的な政策が表明されていない。 
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３．３ 学術情報のボーダレス化の進展 
 

 学術研究分野においては研究の多様化・複雑化が急速に進展しており、２１世紀の学問分野と

言われているバイオ、環境、情報などはその例である。これらの学術分野における動向は、研究

活動を支えるために必要とされる学術情報のボーダレス化を招き、既存の学術分野を前提とした

箇所図書館ごとによる学術情報提供システムでは、対応が困難になってきている。 

 この学術情報のボーダレス化の進展に伴う現在の「箇所ありきの分散」の不具合性の分析が表

明されていない。 

 

３．４ 教育改革への対応 
 

 わが国の少子化および福祉の高度化に伴い、大学進学率が５０％をこえることや、また生涯教

育の需要が高まることなどに対応すべく各大学はその生存をかけて教育改革に取組みはじめて

いる。約５万人の学生を擁する早稲田大学もその例外ではないと信ずる。 

 当大学の全学的視点にたった教育改革の進行状況について我々は知る機会がなかったが、研

究・教育のための学術情報に責任をもつ図書館が学術・教育支援機能の整備・充実に寄与する役

割についての認識が表明されていない。 

 

 上記で述べたこれら４つの所見とそれらに対する勧告は、大学図書館の基本機能である、 

 

１．組織、管理・運営、予算 

２．大学図書館の学習支援機能 

３．研究支援機能 

４．学術資料のコレクション 

 

の４つの分類にしたがい、それぞれの担当委員が記す。 
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４．主な勧告の要約 
 

「まず箇所ありきの分散を改め、グローバリゼーションのなかの大学改革をせまられる時代にふ

さわしい、図書館サービスの統合と分散の調和を図る」と表明された館長の認識と改革意欲を

我々は強く支持するものであり、その実現にむけ本報告書が貢献できれば、我々は責任を十分は

たしたことになると信じる。 

 この報告書は多くの勧告を含むが、主な勧告は以下の４つにまとめることができる。 

 

学術的資料・情報の収集・提供に関する方針の確立 

 

 早稲田大学の学習・教育・研究に関する長期目的・目標にあわせて、学術的資料・情報の収集・

提供について大学全体としての長期的な展望に基づく明確な計画を確立する必要がある。 

 

学術的資料・情報の電子化への対応 

 

 学術的資料・情報とその流通・サービスが急速に電子化される時勢にかなり乗り遅れている。

早急な全学的な視点に立った対応が必要である。 

 

図書館関係予算管理の一元化 

 

 多様な資料群を効率よく購入するために有機的な図書予算の運用が必要であり、図書館関係予

算管理を一元化する必要がある。 

 

図書館職員の養成・育成 

 

 多様化し量的拡大を続ける学術的資料・良質な情報の収集・サービスを限られた人員で対応す

るために、職員の能力の向上と構成員へのリテラシー教育を確保するシステムの構築が必要であ

る。 

 

 評価委員会は、勧告の前提として以下に述べることを強く要請したい。 

 

 全学的な図書館関係予算管理の一元的な責任体制の明確化を図るととともに、その中で図書館

運営に関する図書館長の任務と権限を明らかにする。 
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５．所見と勧告 
 

５．１ 組織、管理・運営、予算 
 

5.1.1 序 
 

 大学図書館経営に携わっている立場から、図書館の専門性と実践的な見地から評価を行った。

その意味では、現状のチェック機能よりも近い将来におけるあり方について、その方向性に対す

る助言的な色彩が強くなっているが、全体を通して客観性の確保に心がけた。 

 

5.1.2 事業計画の具体化について 
 

 基本概念として、機能的な統合と組織的な分散が設定されている。このことは次のような歴史

的な背景を考慮しながらの具体的な取り組みとして評価できる。 

 

 １）昭和３５年(1960 年)  学生読書室の整理 

 ２）昭和３５年半ば  部局図書室への出向制度開始 

 ３）昭和３５年  指定図書室の設置 

 

 1980 年代後半の創立１００年記念事業審議会において、学術情報の発信、収集、蓄積、提供

等が中央図書館を一体とした有機的な関連のもとに行おうとする基本的なコンセプトが確立さ

れている。この基本コンセプトの一部が以下のとおり実現されていることも大いに評価できる。 

 

 １）昭和６２年(1987 年)  トータルシステム WINE の構築 

 ２）昭和６３年(1988 年)  テクニカル・サービスのアウトソーシング 

 ３）平成３年(1991 年)  総合学術情報センター開館 

 ４）平成４年(1992 年)  書架整理業務、マイクロ業務のアウトソーシング 

 ５）平成８年(1996 年)  カウンター業務のアウトソーシング 

 ６）平成１２年(2000 年) 図書館の全学的共同利用促進のため共通利用規程として運用開始 

 ７）平成１３年(2001 年)  統合マルチアーカイビングサービス（ＩＭＡＳ）の導入 

 

  今後は、更なる図書館サービスの機能的な統合のために、組織の機能的な統合と組織的な蔵書

構築を含めた役割分担が必要だと思われる。このことについては、下記のとおり既に一部につい

ては実現されておりその方向性が示唆されている。 

 １）理工学図書館担当課が、中央図書館の一課であること 

 ２）所沢図書館の館長を、中央図書館の館長が兼ねていること 

 

  上記のように組織的には、その管理・運用を中央図書館中心に展開していく事が望ましいと思

われる。そのためには、以下の点の見直しと調整が必要になるであろう。 

 

・諮問委員会のあり方 

 図書館長の諮問機関として図書館協議員会が設置されており各学部、各研究所から参加してい

るが、構成メンバーは現状のままとしても、今後は中央図書館が各箇所を統合した事業計画、そ

れにともなう予算案を提出して、承認を得る運用が考えられる。そのためには、以下の組織作り

も必要になる。 

 

・課長会（２週間に一回）のあり方 

 現在は、事務分掌中にないとの事であるが、この機能は図書館運用上不可欠であるので次のよ
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うな組織運営が考えられる。中央図書館（事務部長、総務課長、総合閲覧課長等の課長職）、高

田早苗記念研究図書館課長、理工学図書館課長、戸山図書館課長、所沢図書館課長で構成される

事務長会議（仮称）を定例で開催し、この会議において、事務的な調整、事業展開の確認、サー

ビス向上（電子ジャーナル導入、サービス規程の調整等）のための予算配分、運用上の調整をは

かることとする。この結果については、図書館長に報告し、最終的な承認を得る事は勿論必要で

ある。 

 

・課員の意見の集約と課員への上記会議の報告について 

 勿論現状においても、意見集約と報告については行われていると思うが、諮問委員会や課長会

が上記のとおり改組された場合、オーソライズされたボトムアップのための組織体が必要になる

と思われる。以上のことで、今後は、現状よりもよりボトムアップとトップダウンの擦りあわせ

が必要になり、そのことで組織がより活発に機能するようになると思われる。 

 

5.1.3   予算管理について 

   

  既に前述していることであるが、早稲田大学図書館の長い歴史的な経緯を見たときに、現在、

分散している図書・資料に基づく予算立ては充分に理解できる。しかしながら、今後の予算管理

については、ブック（紙）としての資料だけではなく、インターネット環境下でのサービス展開

をするための各種データベース、電子ジャーナルそしてＣＤ―ＲＯＭ等の電子媒体の購入も考慮

しなければならない。また、大学図書館の予算は大きく２つに分ける事ができるが、それは教員

用の資料購入費にあたる研究室図書予算と学生のための図書館図書予算である。今後、前述した

資料群を効率よく購入するためには、有機的な図書予算の運用が必要になってくる。予算の執

行・管理を一元化して、図書館はその事務処理にあたり、選書機能は現状どおり、教員および研

究者が責任を取るかたちが望ましいと思われる。そのためには、現状においては次の課題がある

と考えられる。 

 

・早稲田大学の図書費のうち研究費等の占める予算（約６億円）の取扱いの再検討 

 コレクションビルディング、コレクションデベロップメントを大学図書館全体で考えた場合、

現在の財政上の制約を考慮しながら、予算管理の集中化に取り組まなければならない。そのため

には、上記の減額ではなくて、予算の一部を中央図書館（箇所も含める）に切り分け、その蔵書

構築のために選書（推薦）して頂く方法が考えられる。 

 

・中央図書館での予算執行 

 中央図書館で各箇所の予算も集中管理するかたちでの調整運用を行う。その際、考慮しなけれ

ばならないのは、学部・研究室図書の各箇所での選書機能の維持、理工学図書館では、７０％が

外国雑誌購入予算であるという現状からその特性を考慮すること、高田早苗記念研究図書館と中

央図書館の重複調整（重複率４３％）と高田早苗記念研究図書館の選書機能の維持等が考えられ

る。           

 以上については、学生読書室のデータが WINE に反映されると同時に、図書費の一元化を目指

すことが望ましいと思われる。その意味は、予算管理を一元化するというのと同時に、発注業務

の一元化という業務の合理化を可能にすることでもある。発注の段階での重複図書の発見や、意

識的な重複購入が可能になり、また集中処理することでの職員の削減等の効率化、またシステム

によっては、発注時の簡易書誌の入力も可能になり、業務遂行上の流れがスムーズになる可能性

が考えられるからである。 

 

5.1.4   サービス体制の構築について 

 

  図書館サービスの機能的な統合が、共同利用（ネットワーク利用）とそれにともなう利便性（サ

ービスの向上）をもたらすが、その際、その費用対効果といった財政的な面も考慮しなければな
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らない。インターネット環境下のサービス提供であれば、２９箇所図書館に共通のサービス体制

を組む事ができるので、前述の図書予算の集中管理は、サービス体制の確立においても不可欠の

ものと考えられる。蔵書構築の面からの現在の問題点は、中央図書館のそれであると考えられる。

箇所図書館には、専門的な蔵書・資料はかなり充実しており、その事自体は非常に評価できるこ

とである。一方、教養書については各箇所図書館の現在の蔵書構成および将来的な財政面と重複

を避けることから判断すると、中央図書館が教養書の集中購入と管理の役割を担うことが効率の

よい蔵書構築につながると考えられる。 

 

5.1.5   図書館員の養成・育成について     

 

  大学図書館の使命には、大きく分けてふたつある。一方は、教育支援で他方は研究支援である。

教育支援の対象は、学部生と修士課程の学生、研究支援は博士課程の学生および教員・研究者で

ある。各大学図書館は、1980 年代に入り学生の図書館利用を促進するために、新図書館建設、

およびその新しいコンセプトのもとで学生に対して、魅力のあるサービス内容を提供し続けてき

た。大学間の格差はあるにしても、そのことで学生の図書館利用率は高まっている。図書館を利

用しないと卒業できないという、アメリカの大学図書館に近づきつつある。一方、教員・研究者

に対するサービスについてはまだ不十分といわざるを得ない。その原因についてはいくつかある。 

 １）教員・研究者がもともと図書館を使う習慣がない 

 ２）図書館に充分な資料がない  

 ３）図書館に研究支援サービス体制がない 

 ４）研究支援に耐え得る図書館員がいない 

 

  ここでは、研究支援に耐え得る図書館員の養成・育成について評価してみたい。専門職として

の図書館員とは、次のとおり定義できる。 

 

 １）ビブリオグラファー 

 ２）アーキビスト 

 ３）システム・ライブラリアン 

 ４）カタロガー 

 ５）レファレンス・ライブラリアン 

 ６）シリアルズ・ライブラリアン 

 

主題については、 

 

 １）メディカル 

 ２）サイエンス 

 ３）ロウ 

 ４）ビジネス 

 

の４つが考えられる。 

 上記の専門職を確保するには、経験者を採用する方法と、ＯＪＴによる研修の実施と充実が必

要になる。そのためには、以下の問題を解決する必要があると思われる。 

 

 １）リクルートのために法人（人事）からの人事権の獲得 

 ２）育成のための計画性を持った、箇所も含めた有機的で適切な異動計画の確立 

 ３）専門職として養成するための研修内容の充実 

 ４）アウトソーシングにともなう、専任職員の少数精鋭化と専任職員の人事管理能力の育成 

 

  以上については、中央図書館が企画、予算化してその権限を中央図書館に集中化し展開するこ
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とで、事業の継続性と効率性が高められるであろう。勿論、これらのことは今後ひとつの大学図

書館が実施するのではなく、有機的な繋がりの中で養成・育成することが必要になる。その意味

では、人的育成のための相互協力が今後は必要になると考えられる。 

 

5.1.6   勧告 

 

活発に機能する組織の構築 

 

 現行の諮問委員会、課長会の有り方を見直し、それに応じた新たにオーソライズされたボトム

アップのための組織体の創設が必要である。 

 

予算管理の一元化を図る 

 

 多様な資料群を効率よく購入するために有機的な図書予算の運用が必要であり、予算管理を一

元化する。それは、発注業務の一元化という業務の合理化を可能にすることでもある。発注の段

階での重複図書の発見や、意識的な重複購入が可能になり、また集中処理することでの職員の削

減等の効率化、またシステムによっては、発注時の簡易書誌の入力も可能になり、業務遂行上の

流れがスムーズになる可能性が考えられるからである。 

 

サービス体制の構築 

 

 教養書については、各箇所図書館の現在の蔵書構成、将来的な財政面、および重複購入の回避

ということから判断すると、中央図書館が教養書の集中購入と管理の役割を担うことが効率のよ

い蔵書構築につながると考えられる。 

 

図書館員の養成・育成 

 

 人事権を中央図書館が持ち、企画、予算化してその権限を中央図書館に集中化し展開すること

で、事業の継続性と効率性が高められるであろう。勿論、これらのことは今後ひとつの大学図書

館が実施するのではなく、有機的な繋がりの中で養成・育成することが必要になる。その意味で

は、人的育成のための相互協力が今後は必要になると考えられる。 
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５．２ 大学図書館の学習支援機能 
 

5.2.1   序 

 

大規模な大学図書館のコレクションの構築と図書館サービスは、歴史的に主として研究者を対

象とし、学部学生（以下学生）のためには中央図書館や付属図書館が一般図書や学習書を提供し、

学習支援の役割を担ってきた。早稲田大学図書館の学習支援機能の評価にあたって、理解を共有

するために、米国の大学・研究図書館協会（Association of College and Research Libraries 

(ACRL)）の The Mission of a University Undergraduate Library: a Model Statement6

                                                 

 および

Guidelines for University Undergraduate Libraries7 を参照する。大学図書館の学習支援は

その大学に特有なかたちで行われるが、この２つの文書は大規模な大学でとくに学生のために設

立される学部図書館（Undergraduate Library）のさまざまな役割を適切に表現し、大学図書館

の学習支援機能を明確に説明したものである。 

 まず、研究者の図書館利用と異なる学生の特徴を ACRL は以下のように述べている。 

 １）研究における図書館の可能性を活用するような高度な研究技術をもっていない。 

 ２）大規模な図書館システムの複雑さや規模に威圧されている。 

 ３）図書館の利用方法について、質問しない傾向がある。 

 ４）大学図書館の提供する多くのサービスや資源について知らない場合が多い。8 

 

 大学図書館の学習支援機能とは、このような特徴をもつ学生が効果的に図書館を利用して学習

し、研究者、社会人、職業人となる準備をするために、個人、あるいは集団に向けたさまざまな

枠組を設け、学習を支援することを意味する。主要な役割は学生向けの資料の収集と提供、資料

の利用に関する指導、施設の整備で、最近のネットワーク環境では、電子形態の資料へのアクセ

スをはかり、その利用を促進することも重要な一部となっている。学習支援の活動とは図書館利

用が学習の一部として定着することを目的とするということができる。 

 私立大学における学生サービスの重要性が近年とくに強調されている。ACRL は大規模な大学

において、「学生は資料、図書館サービス、図書館員の時間という図書館資源を十分かつ公平に

与えられるべきである」9 と述べているが、図書館はもっとも直接的な学生サービスに携わる組

織として学習支援機能を重視していかなければならない。研究支援と学習支援は互いに補完して、

大学図書館の活動を形成するものであると考えたい。 

 以下で早稲田大学図書館全体としての学習支援と、学習図書館機能をもつ中央図書館、キャン

パス図書館、および学生読書室を中心に、 

  １．早稲田大学図書館の学習図書館機能 

  ２．学生を対象とする蔵書と提供方法 

  ３．情報の電子化への対応  

  ４．施設 

  ５．指導とガイダンス 

  ６.学生読書室 

について述べる。 

 

5.2.2   早稲田大学における学習図書館機能 

 

 戦前の早稲田大学の図書館群全体はわが国の他大学と同じように研究図書の収集を基本とし

 
6 参考文献 1（邦訳は参考資料 6） 
7 参考文献 2（邦訳は参考資料 7） 
8 参考文献 3（邦訳は参考資料６） 
9 参考文献 4（邦訳は参考資料６） 
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て発展してきた。戦後には、研究費が大学院や研究者に手厚く交付され、箇所ごとの図書館の整

備が進んだ。その中で、学習支援としては、昭和３５年(1960 年)代から運営費の一部が学生の

負担とされる学生読書室が整備されてきた。学生読書室の運営は箇所にゆだねられ、施設および

図書が授業に密着しているという点できわめて利用や貸し出し冊数が多く、全国でも特徴ある存

在となってきた。所沢、大久保、戸山の各キャンパスではキャンパス図書館に統合されているが、

キャンパス図書館に学生読書室が統合された現在も、中央図書館がある西早稲田キャンパスの学

生読書室は存続している。学習支援を明確に打ち出した図書館政策は昭和３５年(1960 年)代か

らのキャンパスの拡大をきっかけとしている。所沢、戸山、理工学図書館は、その学部のニーズ

を満たす図書館として、学習に必要な図書の充実がはかられ、学生と研究者が同じ図書館を利用

することができるようになった。これらのキャンパス図書館は学生読書室を統合し、綜合的な図

書館サービスとして学習支援機能を強めてきた。平成３年(1991 年)に設立された中央図書館は

学習図書館としての性格も併せもち、一般書が充実し、開架で提供される研究書は手続きをふめ

ば、学生も利用でき、学習スペース、情報アクセスの設備をもつすぐれた図書館である。 

  このように多くの点で学習支援機能が進み、早稲田大学図書館の自己点検評価報告書からは、

研究者支援に傾いてきた図書館がどのように学習支援機能を強化していくかという視点をくみ

とることができる。しかし、大学図書館全体としての学生に対する図書館政策、あるいは図書館

行政は現在もあまり明瞭ではない。図書館の責任者の中で、学生のニーズを代表し、図書館行政

に反映させるのは誰か、また反映させるシステムがあるか、学部の違いがあっても学生がすべて

同じレベルの図書館サービスを受けることを保証するシステムがあるかという点は検討の途上

にあるといえる。現在、学生に対する情報アクセス環境の整備はきわめて大きな課題であり、自

己点検評価報告書では歴史的な経緯による運営の分散についての課題を報告し、連携の必要性を

指摘している。米国の例をあげると、大規模な大学では図書館行政の責任者が University 

Librarian として置かれ、各図書館の館長(Director)はこの University Librarian に報告義務

がある。一貫した図書館政策を実施するために歴史的に構築されてきたシステムである。 

 しかし、指摘された多くの課題があっても、学習支援は着実に成果をあげている。学生が学内

の蔵書を知り利用することは学習支援のもっとも基本的なものだが、WINE の整備によって、全

学の所蔵図書が即時にわかるようになった。自己点検評価報告書では WINE の整備によって図書

館にさまざまな変化がおき、連携の必要性が強まっていると述べているが、利用規則の平準化は

その中でも連携が実際にはかられた例として画期的なものであり、学生の図書館利用を促進し、

学習支援を強化する基盤ができあがりつつあることを表している。 

 

5.2.3   学生を対象とする蔵書と提供方法 

 

5.2.3.1 学習支援の蔵書の特徴   

 キャンパス図書館および他の図書館の主要な役割である学生を対象とする蔵書は、WINE が整

備された環境ではどのような特徴をもつべきだろうか。ACRL のガイドラインは学部図書館の蔵

書について次のように述べている。 

 １）多くの学部の授業は多数の学生が履修するため、同じ資料を必要とする。直接的な授業の  

   サポートのためには指定図書と複本が必要である。 

 ２）多様なフォーマットで提供するレファレンス資料をとおして、情報資源に効果的なアクセ  

   スができるようにする。学部図書館のレファレンス・コレクションはより基本的で学際的  

   なインデックス類を中心とする。雑誌はこれらのインデックスがカバーしている雑誌を中 

   心とする。 

 ３）学部図書館は学生が履修する幅広く多様な授業で要求されるレポート、発表およびプロジ 

   ェクトの情報ニーズにこたえる主題を網羅する。 

 ４）学生の図書館経験は個人的な興味による情報探索も促進するものでなければならない。カ 

   レントな事件や出来事、文化的な興味、職業、レクリエーションのための読書など、毎日 

   の生活の一部としての発見を促進する資料収集も方針にふくまれるべきである。学部図書 

   館の性質として、廃棄も方針にとりいれるべきである。コレクションは変化するカリキュ 
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   ラムとサービス対象者のニーズにこたえ動的であるべきである。10 

 

 早稲田大学には研究図書館が多数存在し、学生の進んだ学習にはそのような図書館を利用する

ことができる。したがって、学習支援を目指す図書館ではコレクションの特徴として、複本など

によって、大勢の学生が不自由なく図書を利用することが強調される。キャンパス図書館はその

学部に特化した蔵書をもち、蔵書が現在の授業に直接的なものであることを優先する蔵書構成が

望ましい。自己点検評価報告書ではキャンパス図書館の書庫の不足を述べているが、WINE が整

備された現在、重複図書の扱いも検討されていくと思われる。蔵書は上限を決め、選書方針には

定期的な除籍や廃棄方針をふくむことも必要である。書架はブラウジングができる開架書庫が望

ましいが、早稲田大学において、ほとんどのキャンパス図書館や学生読書室、中央図書館におい

て図書が開架で提供されていることを評価することができる。 

 

5.2.3.2 指定図書制度  

学習支援のもっとも直接的な制度である指定図書制度について自己点検評価報告書は数カ所

で、実施が難しいと述べ、指定図書は理工学図書館では１２０冊、戸山では２５件とあまり活用

されていない。指定図書制度は一般の貸し出しと異なる事務手続きがふえ、図書館側での負担が

大きいにもかかわらず、活発に利用されないのが現状である。しかし、指定図書制度は教員が授

業に必要な図書の利用を義務づけることによって、学生の図書館利用を動機づけることができ、

教員と図書館の連携をはかるもっとも直接的な方法である。教員との連携をはかるためには、伝

統的な方法ばかりではなく、図書館システムに教員の指定する図書のページ，雑誌記事へのリン

ク、授業と関連のあるウエブサイトへのリンクなど、現在の情報環境に合った方法を使った実験

的な試みも必要である。 

 

5.2.3.3 蔵書の利用度 

 学部図書館の蔵書の規模や選書基準は評価が難しく、蔵書の評価方法があるとしても、図書館

員の莫大な時間を必要とし、実施例はあまりない。その中で、貸し出し統計は蔵書の有効性の１

つの指標である。中央図書館は一般図書約１６万冊を持ち、年間約１.５倍の２４.５万冊を貸し

出している。キャンパス図書館の貸し出し冊数はきわめて多く、とくに理工学図書館の学生読書

室は蔵書約１０.７万冊に対して、ほぼ１.３倍の１４.３万冊を貸し出している。西早稲田の学

生読書室の貸し出し冊数もきわめて多い。貸し出しには高いニーズがあり、WINE の整備によっ

てさらに貸し出しが増える事が予測され、図書館はそのための人手の確保をし、貸し出しを奨励

することが望ましい。 

 西早稲田にある学生読書室は学生の希望図書を優先して購入し、貸出冊数も多い。必要な図書

が短い時間で購入され、近いところで借りられるという点で、学生のニーズに応えている。各図

書館の選書の予算枠には、引き続き学生の希望図書が一定枠確保されることを望みたい。 

 

5.2.3.4 研究図書と一般図書について  

 中央図書館と所沢図書館を除くキャンパス図書館は研究書と学習書を区別している。理工学図

書館は主として製本雑誌と洋書を研究図書という扱いとし、一般図書は学習図書として理工学図

書館学生読書室が提供している。中央図書館では最近学生に日本語の研究図書を貸し出すように

なり、大学全体としてはほとんどの場合、研究図書も手続きをふめば、学生も借りることができ

るようになっている。中央図書館の自己点検評価報告書で、一般書と研究書の区別はあまり明確

でないと述べているが、研究図書と学習図書の区別は必ずしも図書の内容の学問的なレベルで決

められるものではなく、購入予算による区別であることが多いと想像する。WINE が整備され、

利用規則の平準化が進められている中で、純粋に図書が学問的なレベルを基準として区別される

場合を除いて、学生のためにはできるだけ蔵書を一元的に管理し、提供する方向を望みたい。 

 

                                                  
10 参考文献 5 （邦訳は参考資料７） 
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5.2.3.5 キャンパス図書館のゲートウエイ機能 

早稲田大学の学生はわが国で有数のすぐれた蔵書をほぼすべて利用できる環境にいる。小規模

な大学の学生と比べると学習における最大の特典であるといえる。キャンパス図書館は自己完結

型ではなく、図書の取り寄せや文献入手という他の図書館の資料を活発に利用するためのゲート

ウエイ機能を強め、学生の資料利用の機会を拡大する活動が今後の方向ではないかと考える。 

 

5.2.4   情報の電子化への対応 

 

5.2.4.1 データベースの導入 

 オンラインの雑誌記事索引など電子化された参考資料は検索の速さや大量の資料の検索という

意味で、学生には欠かせないものとなり、もっとも効果的な参考資料を媒体の区別なく提供する

とすれば印刷物に代わる可能性が大きい。法学部の学生のための判例集、経済学部のさまざまな

データ類も同様である。データベースの導入とともに情報端末や情報コンセントの設置と維持管

理、指導、スペースという利用のサポートに関する問題が起きる。現在は中央図書館の利用者用

端末数は９３台、戸山ではインターネット端末４台、理工学図書館には４台が用意され、学生読

書室には図書館目録用の端末が数台用意されている。この他に、各学部単位で約１００台規模の

端末が設置されているコンピュータルームがあり、学生は自由にアクセス可能である。 

 図書館が全学生の情報利用をサポートすることはできず、学生が自分のパソコンで情報を利用

することを前提としても、図書館で情報アクセスが行える利点は、学生が検索した資料を印刷物

の資料と関連づけることができることである。研究者と異なって、この点は情報アクセスへの動

機をつくり、図書の利用も促進するという効果がある。数年後の社会の情報化を視野に入れた計

画が必要である。学生にとっては、図書目録に次いで、雑誌や新聞記事索引が直接的に必要性が

高いものである。検索した資料の入手について、簡便で迅速な支援が求められる。従来文献複写

サービスは付加的なサービスとして、図書館員の煩雑な事務手続きを必要としてきた。学生のた

めには情報アクセスの一部として、図書館が費用を負担してでも簡単な方法を提供することが望

まれる。 

 

5.2.4.2 意思決定の仕組み 

中央図書館が全学を対象として契約するデータベースに加えて、それぞれの学部が必要とする

データベースは異なる。その選択と契約、情報システムの維持管理については、１つの図書館の

枠を超え、図書館行政全体の方針や大学のコンピュータセンターおよび他部署との連携が必要と

なる。誰がどのように意思決定にかかわり、新しい形態の資料の提供に関する方針を決めるかと

いう点は、従来の図書館組織にはなかったもので、情報アクセス予算およびそれに関連する費用

の負担も明確ではない。情報技術の進展とデータベースの増加は急速で、学生のニーズを反映す

る仕組みが検討されることを望みたい。 

 

5.2.5 施設 

 

キャンパス図書館は学生にとって使いやすい図書館をめざし、図書館の面積や席数はキャンパ

スの学生数に対してほぼ適切であると思われる。平成２年(1990 年)に完成した中央図書館は学

習を促進する環境としてすぐれた施設であり、学生の満足度が高いが、西早稲田キャンパスの学

生全部を対象とすると席数が十分とはいえない。西早稲田の学生読書室の利用者数や貸出冊数は

手近にある学習図書館（室）へのニーズが高いことを示しているが、施設はかなり制約的なもの

である。 

学習を支援する図書館は資料だけではなく、学習ができる環境を整えることも必要である。各

図書館に共通しているのは、増えつづける蔵書が学習スペースや情報アクセススペースを圧迫し

ていることである。一定のスペースに多くの席を置いているために、学生がプライバシーを守り

勉強できる環境としては快適とはいえない。また、情報アクセスのためのスペースをとる余裕が

ない。パソコン利用の情報コンセントの設置も１個あたり机と椅子の適当なスペースが必要で、
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できるだけ広く快適な場所を用意することが図書館を活性化させ、学生の図書館の利用を定着さ

せることになる。 

学習支援の図書館では学習用のスペースを作り出すだめに、手元におかなければならない図書

の選択や一定の蔵書量を超えた場合の除籍の仕組みなどの新しい蔵書マネージメント方法をと

りいれ、よりよい学習環境をつくることが望ましい。伝統的な図書や雑誌の配架や提供方法は

WINE の整備の中で再検討し、雑誌のバックナンバーを学内で集中的に管理し、文献複写業務を

充実させることも１つの例としてあげたい。 

 

5.2.6   指導とガイダンス 

 

研究者と異なり、資料の探索や利用に熟練していない学生への指導は学習支援の重要な１つの

機能である。現在、学生はかつてない大規模な情報源にアクセスする機会がある一方、情報の多

さに圧倒され、情報の質や内容を判断することができない。また、学生は他の図書館や研究図書

館の構成や資料の利用方法を理解しておらず、自館にない資料やみつけられない資料は利用しな

いですまそうとし、質問もしない。 

 指導としては配布物や掲示によるもの、個人の質問に答えるレファレンスサービス、グループ

を対象とする図書館オリエンテーションがある。現在、配布物や掲示は図書館ホームページの情

報サービスがより直接的である。利用者の動向は変化しており、米国の大学図書館においても、

カウンターで質問を受ける伝統的なレファレンスサービスは現在再検討を迫られている。また、

一般に図書館オリエンテーションは伝統的な方法から抜け出しておらず、学生の知的な興味を喚

起することができない。 

 所沢では学生全員に目録検索のオリエンテーションを行っている。その他の図書館の利用指導

は WINE の使い方が主となっているが、自由参加の場合には参加者が少ない。学生は情報検索に

はすでに経験をもち、必要性を感じていないと思われる。図書館目録の検索は大学の情報教育の

一部として短い時間でも全学生に行うことがより効果的ではないだろうか。今後の図書館の指導

は電子的に提供される情報と紙媒体の資料の関係、主題による文献の検索や収集方法を中心にす

る必要がある。 

 主題別のデータベースの指導は、授業の関連の主題や学習方法について授業の一部として行う

のが理想的である。理工学図書館では教員の要請に応じて研究室単位でオリエンテーションを行

っている。図書館が扱う情報が多様化し複雑になっている中で、図書館員の削減によって、指導

を行う図書館員の養成は難しく、効果的な指導方法を研究し、実施する機会も少ない。自己点検

評価報告書でも、指導についてあまり触れられていない。キャンパス図書館に配属されている専

任職員数から、有効な指導を行うことはほとんど不可能と思われる。しかし、大学が情報環境を

整備し、データベースを導入する理由は学生の情報アクセスをはかり、情報リテラシーの向上を

はかるためで、効果的な利用を進める責任の一端は図書館にある。また、図書館員が効果的な指

導方法の経験を蓄積して初めて教員の要望に応え、連携が始められるのではないだろうか。司書

職の中で指導を専門とする図書館員の養成を望みたい。 

 

5.2.7 学生読書室について 

 

 西早稲田に存続する学生読書室は以下の点で学習支援の図書室としてきわめてユニークであ

る。 

 １）箇所に所属し、学生から図書費を徴収し、図書を購入する。 

 ２）閲覧は他学生に開放されている場合もあるが、貸し出しは当該の箇所の学生に限られる。 

 ３）図書館業務は図書館員ではなく、学生が自主的に行っている場合もある。 

 ４）WINE による目録作成を検討しているが、現在は独自の目録を作成し、提供している。 

 ５）開架書庫と閲覧席の広さは限定されている。 

 

 西早稲田にある５つの学生読書室の総蔵書数は約２６万冊で、中央図書館の一般図書約１６万
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冊を上回り、年間購入冊数は約８千冊でほぼ同数、貸し出し冊数は中央図書館の学生への一般図

書の貸し出し２４.５万冊に対して３.９万冊となっている。学生読書室は学生のニーズに応え、

西早稲田キャンパスで大きな役割を果たしているが、自己点検評価報告書があまり触れていない

のは、歴史的なさまざまな経緯によるものと思われる。学生読書室は学習用図書の収集と提供に

特化したサービスを行い、西早稲田の学生のニーズに対応している。しかし、引き続き現在のか

たちで個々の学生読書室が独立して学生にサービスすることには限界があると思われる。学生読

書室を含めて学内の図書の管理と提供は、WINE による目録の整備、利用の平準化という基盤に

おいて進めていくことがもっとも効率的であり、学生は全体の中での学生読書室という理解がで

きる。しかし、他図書館との連携が少なく、専任で図書館業務を行う職員がいなければ、さまざ

まな技術的な問題に対応することが困難で、図書館の進展に歩調を合わせていくことも難しい。

そのときに学生のニーズに応えていけるだろうか。 

 西早稲田の学生が中央図書館と学生読書室を併用しているのか、学生読書室で充足しているの

かは興味深い。学生読書室の今後の方向を求めるため、学生の動向調査やアンケートも必要と思

われる。それを参照し、学生読書室の方向の検討が始められる時期ではないだろうか。 

 

5.2.8 おわりに 

 

 ACRL は「学部教育は変化するものである。したがって、学部図書館も変化しなければならな

い。学部図書館は革新的で実験的、変化する学生のニーズに敏感で、伝統的ではない図書館運営

方法も必要である」11と述べている。 

 学生が毎年レベルの上がった情報技術や情報アクセスの経験をもって入学し、データベースは

増加の一途にある。大学図書館は現在の情報化の中で、従来になく時宜性と柔軟性が必要とされ、

図書館の学習支援機能に関してはさまざまなレベルでの連携が求められる。WINE の整備は従来

の図書館利用に関するさまざまな取り決めや制約を見なおす機会となり、利用の平準化も実現し

ている。早稲田大学のすぐれたコレクションと情報環境の整備の中で、新しい試みや実験が進め

られ、困難を越えてさらに必要な連携がはかられていくこと期待したい。 

 

5.2.9 勧告 

 

学習図書館機能の強化 

 

WINE の整備、利用規則の平準化によって全学的に図書館サービスが向上している。早稲田大

学の学生に対する学習支援の方針を明確にし、その実現のために組織的な連携をはかることが望

まれる。 

 

学生を対象とする蔵書と提供方法 

 

 学生の授業を支援し学生の教養や興味を深めるために一定の方針のもとで蔵書の充実をはか

り、複本、指定図書など学生に特有の制度を充実させる。開架書庫は除架や除籍によって、でき

るだけ学生にとって魅力のある書架をつくる配慮も必要である。学内の蔵書の有効な利用をはか

るために、各図書館はゲートウエイ機能を強化し、図書館間の貸借を積極的に進め、資料利用の

機会を拡大することが望まれる。 

 

情報の電子化への対応 

 

学生に提供する参考図書や雑誌記事索引などは、その時にもっとも適切な形態で提供をはかる

必要がある。研究用のデータベースとは別に学生向けの電子形態資料の提供に関して、選択や意

                                                  
11 参考文献 6（邦訳は参考資料６） 
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思決定の方針を明確化すると同時に、導入したデータベースのガイダンスや指導をはかる。また

検索結果である雑誌記事の入手などの手続きを簡略化し、積極的な利用をはかる。 

 

施設 

 

 学習支援の図書館は資料の提供とともに、快適な学習スペースや情報利用のスペースがある施

設が望ましい。そのようなスペースを確保し、維持するために、蔵書が増加し一定量を超えた場

合の方針が必要である。 

 

指導とガイダンス 

 

 学生は図書館利用と情報利用について指導を必要としているが、従来型の指導やガイダンスは

現在の環境に合っているのだろうか。さまざまな形態の資料と導入される各種のデータベースの

利用をはかるために、授業に関連して、図書館および図書館資料の利用方法を指導できる図書館

員を養成し、教育と図書館の連携を深められるようにする。 

 

学生読書室について 

 

西早稲田の学生読書室の蔵書の合計は中央図書館を上回り、貸出も多く、学生の利用がきわめ

て多く、学習資料へのニーズが高いことを表している。しかし、施設の制約、専任職員がいない

こと、箇所に所属し他の図書館との連携がつくられていない点から、今後の方向性を求めて検討

が望まれる。 

 

参考文献 
1. Association of College and Research Libraries, The Mission of a University Undergraduate Library: 

Model Statement, C&RL News, Oct. 1987. pp.542-544. http://www.ala.org//acrl/guides/mission.html （翻

訳添付 [参考資料６]）  
2. Association of College and Research Libraries, Guidelines for University Undergraduate Libraries, 

C&RL News, May 1997. pp.330-333,341. http://www.ala.org/acrl/guides/uniundlb.html.（翻訳添付［参考資

料７］） 
3.C&RL News, Oct. 1987. p. 543（翻訳添付 [参考資料６]） 
4.C&RL News, Oct. 1987. p.542（翻訳添付 [参考資料６]） 
5.C&RL News, May 1997. p.332（翻訳添付［参考資料７］） 
6.C&RL News, Oct. 1987. p.544（翻訳添付 [参考資料６]） 
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5.3   研究支援機能の現状と課題 
  

5.3.1   早稲田大学における研究資源と研究成果 

 

現在の早稲田大学は、９つの学部、１２の大学院研究科(うち３研究科は独立研究科)からなり、

それに加えて２０以上の研究所、研究教育センター、博物館が研究機能を有している。2000 年

度において、これらの組織に、1,597 人の専任教員が所属しており、大学院修士課程に 4,575 人、

博士課程に 1,385 人の学生が所属している。学部学生が全体で 43,992 人いることと、専任教員

１人あたりの学部学生数が４０人以上であることを考慮するならば、教育の負担の大きい大学と

して特徴づけることは可能であるが、同時に、研究に従事する教員・大学院生の絶対数の大きさ

は研究大学としての貢献が社会的に求められていることを正当化する。 

実際、1999 年度においては、科学研究費補助金の総申請数は５９３件であり、教員の総数か

らみてかならずしも多いとはいえないが、そのうち半数近くが採択される(全国平均は３０%強)

など全体として高い評価をうけるものであり、総額約７億円が交付されている。これは全国的に

みて１大学に交付される金額としては、第２３位である。また、博士の学位を毎年５０件以上授

与しており、早稲田大学における研究に社会が期待していることは明白であると考えられる。 

そのような事情をおそらく反映して、研究費をすべて(科学研究費、受託研究費、共同研究、

寄付研究、学術振興資金、学内研究費)あわせるならば、この１０年間で３倍弱の伸びを示して

総額約７０億円にまでなっている。学内研究費だけをみても、この１０年間で着実に増額され、

約５０％増となっている。 

 早稲田大学は、９学部中、いわゆる理工系学部は理工学部だけであり、３つの独立研究科のな

かでも情報通信研究科だけが理工系であるといえる。このことは、大学全体としての研究のスタ

イルに大きな影響を及ぼしていると考えられる。たとえば、上述した科学研究費補助金の申請件

数の絶対数の少なさはその一端であるということができる。しかしいずれにせよ、日本において

理工系と人文社会系の研究スタイルが大きく異なることは認めざるを得ない事実であり、以下に

おいて図書館の研究支援機能について考察する際、人文・社会系における研究支援と理工系にお

ける研究支援に分けることの必要性は正当化されるであろう。 

 一般に学術研究は共同的な営為であり、研究資料と研究成果を共有することは、学界にとって

も大学にとっても重要なことである。また、研究成果を社会と直接還元することは、現代の日本

の大学にとって重要な課題であるといえる。しかし、日本における人文社会系の学問遂行スタイ

ルが、どちらかといえば、個人志向的であったことは否定できない。すなわち、研究者は資料を

自分の研究室または書斎に囲い込み、研究成果は、ほとんどつねに単著論文あるいは単著の著書

として発表される。発表の場所も、学会が主催する学術雑誌よりもむしろ、出版社から刊行され

る単行本であることが多い。これらの状況は、容易に変えられるものではないが、現在の学術情

報流通の電子化の動向は、この研究スタイルの継続可能性を脅かしているともいえる。大学図書

館の研究支援機能を考えるとき、この問題を避けて通るわけにはいかないので、最後にこの点に

ついてとくに一節を設けて議論する。 

 なお、早稲田大学図書館は、日本の大学図書館としてはめずらしくアメリカに本拠を置く

OCLC(Online Computer Library Center)に完全参加しており、その結果、早稲田大学の研究者・

学生はその提供する書誌ユーティリティを利用したり、図書館間協力による文献複写サービス

(ILL)を利用するなど国際的なひろがりをもつサービスを亨受する環境にある。この環境の存在

がどの程度研究を促進し、研究成果を増大させているかという点の評価を行なうことを当初はひ

とつの目的と考えたが、ILL の運用実態と研究成果とを結びつける資料を作成することができな

かったので、その点にかかわる評価を今回は断念した。 

 

5.3.2   人文・社会系研究への支援 

 

5.3.2.1 はじめに 
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早稲田大学は、理工学部を除けば、人間科学部を含めても、全体として人文・社会系学部が大

半を占める文系優位の大学であると考えられる。文系の研究スタイルは、共同研究というよりは

個人的関心中心であり、論文重視というよりは著書志向的である。この結果、個人毎の研究室あ

るいは自宅の書斎の本棚が最重要の関心事項であり、その蔵書構成を完成させることのほうが、

共同利用する図書館の蔵書構成を改善するよりもはるかに重要であることになりがちである。と

くに、「本邦初入手、初公開」の翻訳、紹介を尊重する全般的気風は、そのような意識を当然の

こととしたように思われる。したがって、図書館の出番はほとんどない。 

 さらに、そのような形で研究資料が個人的関心に基づくようになっている結果、研究を直接的

に支援するサブジェクト・ライブラリアンがわが国において育ってこなかったことも否定できな

い。教員自身、研究者自身がサブジェクト・ライブラリアンである世界では、もはや図書館員が

サブジェクト・ライブラリアンである必要も可能性もなくなってしまうことは当然であろう。 

 このことから、日本のほとんどすべての大学において、図書館の重要な研究支援機能である蔵

書構築とレファレンスとのふたつの側面において、図書館本来の機能をはたし得ていないことが

指摘できる。 

 

5.3.2.2 早稲田大学における状況 

早稲田大学の西早稲田キャンパスには、法学部、政治経済学部、商学部、社会科学部という社

会科学系学部が集中しており、また、教育学部の教育の相当部分は文科系として特徴づけること

が可能である。このような物理的集中は、通常であれば図書の共同利用を推進することになると

想像されるが、早稲田大学にかぎらずほとんどの文系キャンパスではそのようにはなっていない。 

 しかし、早稲田大学の場合は、高田早苗記念研究図書館の設置によって、各学部に分散してい

た研究用資料が集中化され、重複の事情が明確に認識されるようになったことは有意義であった

と考えられる。もちろん、基本的資料について、利用の便を考えて重複させて購入、配架するこ

とは意味のあることであるが、調整システムが存在しないために偶然的に滅多に利用されない図

書等が重複購入されることは明らかに無駄を含む予算執行であると思われる。現在の高田記念図

書館における購入図書決定システムは、自己点検・評価報告書から判断するかぎりでは、明示的

な調整機能をもっていないように思われる。すなわち、各学部(箇所)はみずからの予算で図書の

購入を決定するのであって、図書館は購入・契約の窓口であるにすぎない。もちろん 窓口があ

ることによって、インフォーマルな調整が行なわれているようではあるが、強制力のある調整で

はないことはあきらかである。 

 このような共同意思決定システムの不在がはたして西早稲田キャンパスにおける研究機能を

阻害しているか否かの判断は難しいところであるが、たとえば、1999 年、2000 年度において高

田記念図書館の貸出冊数が約 26,000 冊、約 27,000 冊であるのに対して、中央図書館の研究図書

の貸出冊数が学部学生、その他を除いても 6,000 冊近いことを考慮するならば、高田記念図書館

の蔵書構成が西早稲田キャンパスの教員、学生のニーズに応えていないという可能性が示唆され

る。 

 戸山図書館については、実地において検討する機会を得なかったので、軽率な所見を述べるこ

とは避けたいが、統計数字から見るかぎりでは、その主たる機能は学習支援にあると考えられる。

すなわち、たとえば貸出冊数を見るかぎり、教職員による研究図書の借り出しは、1,000 冊にも

満たない。これは、すでに指摘したようにわが国の文系、とくに文学部系の研究者が個人研究室・

書斎の蔵書構成を最優先させることに由来すると考えられる。しかし、このような慣行が共同利

用を前提とするネットワーク提供型の電子的資料の導入において決定的な障害となることを指

摘しないわけにはいかない。 

 

5.3.3   理工系研究への支援 

 

5.3.3.1 はじめに 

 理工系の研究における文献資料の利用は、専門分野ごとに大きく異なる。たとえば情報系の研

究分野では、研究開発が急展開することが常であることから、雑誌よりも会議予稿集(プロシー

 22



ディングズ)類の価値と比重が大きい。化学系の研究分野では、原著論文掲載の学術雑誌が重要

であるが、同時にデータベース利用も不可欠の研究プロセスである。したがって、理工系研究へ

の図書館による研究支援においては、これらのさまざまな需要を限られた予算内でバランスをと

って提供するという課題に対応することが重要となる。 

 また、どの分野においても、学術雑誌が主要な役割を果すことは無視できない要素となる。 

 

5.3.3.2. 早稲田大学における状況 

 理工学図書館、中央図書館の動向を検討すると、当年度の購入タイトル数が一時期減少したも

のの、1999 年、2000 年ではほぼ維持されていることが注目に値する。1990 年代前半に較べると

大幅に減少しているが、このように最近はその減少をくいとめていることは評価できる。 

問題は、これからもこの状況を維持できるかということであるが、この問題は、次節の電子的

資料にかかわる問題であるので、節を改めて議論する。 

 

5.3.4   電子的資料の一般化への対応状況といわゆる「電子図書館的機能」 

 

5.3.4.1 はじめに 

現在、学術情報の電子化、とくにオンライン提供への移行が顕著な動向である。すなわち、い

わゆる電子図書館が、1999 年代には、資料を電子化して保存、利用することを中心に展開した

のに対して、2000 年にさしかかるあたりから、主要海外出版社を中心として、自社サーバから

インターネット経由でワールドワイドウェブ(WWW)の仕組みを使ってオンライン提供することが

一気に普及した。主要出版社、主要学協会が刊行するほとんどのタイトルが電子的資料となり、

オンライン提供されているといって過言ではない。しかし、このような状況は、これまで、教員・

研究者の個人の意思決定により全体調整なしに雑誌購入を決定してきた構造上の問題を露呈さ

せることになっている。この傾向は、国立か私立かを問わない全国的問題であるが、早稲田大学

のような有力な大学が一定の範を示すことによって、全国的状況の改善が加速されることが期待

される。 

とくに早稲田大学は WINE システムの導入と運用において、さまざまな意味で先駆的な成果を

あげ、また、同システムを利用して、学内図書資料の一元的な管理運用を実現してきた。目録所

在情報システムの次の課題は、一次資料の電子化への対応である。 

 

5.3.4.2 早稲田大学における導入状況と問題点 

 2000 年度の「早稲田大学図書館年報」によれば、2000 年までに導入されているウェブ提供に

よるデータベース類は以下の通りである。 

 

  DNA(朝日新聞全文) 

  NNA ニュース(アジア、EU 関係ニュース) 

  日経テレコン２１(新聞、全文) 

  LEX/DB(日本の全判例) 

  Congressional Universe(アメリカ議会情報全文) 

  lexis.com(法律、ビジネスなど、抄録+全文) 

  SourceOECD(OECD 刊行物全文) 

  ネットで百科(平凡社世界大百科事典デジタル版) 

  LINK(電子ジャーナル) 

  IDEAL(電子ジャーナル) 

  OUP(電子ジャーナル) 

  IOP(電子ジャーナル) 

  ScienceDirect(電子ジャーナル) 

  Enjoy JOIOS(科学技術文献速報データベース) 

  Digital Dissertations(学位論文書誌情報データベース) 
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  Web of Science(引用文献情報データベース) 

  雑誌記事索引(目次情報) 

  IBZ Online(ドイツ語圏雑誌目次情報) 

  FirstSearch(所蔵情報等) 

  MathSciNet(数学関係二次情報) 

 

 これらの導入は、早稲田大学の規模考えるとかならずしも十分とはいえないが、それにもかか

わらず、同年報においては、「昨今の電子媒体による学術情報導入にかかる予算執行にかんして、

現在の図書関係予算交付と執行のみがおおきな障害となりつつある。大学全体の財政状況が厳し

さをます昨今、学内における学術情報資源の共同利用をさらに促進する方策を検討する一方で、

学外諸機関との共同ないし連携を模索する必要が生じている。電子媒体による学術情報の導入と

いった事例にとどまらず、学術情報資源の共同利用という観点から、大学全体の図書館関係予算

のあり方について検討する時期にきている」と指摘されている。ここに引用した表現は慎重なも

のであるが、要するに、箇所ごとあるいは教員個人ごとの判断で図書資料を購入する時代はおわ

り、図書館に予算を集中し、共同利用を前提として全体的なニーズに応じた導入を行なわなけれ

ばならないという判断が示されているのである。この図書予算集中化あるいは図書予算中央経費

化の問題は、現在、国立大学、公立大学、私立大学を問わず、主として総合大学においてきわめ

て緊急の検討課題となっており、早稲田大学も例外ではないといえる。あるいは、たんに例外で

ないという以上に、他大学にもまして深刻な問題となっているかもしれない。 

 実際、上に示した電子ジャーナルのうち、IOP と OUP は、国立情報学研究所がナショナルサイ

トライセンスを試行したものであり、早稲田大学の費用によるものではない。また、IDEAL は、

2002 年中に ScienceDirect に併合される予定である。また、この状況は 2000 年度のものである

が 2001 年度では、IOP の試行が終了しているなどのこともあり、状況は悪化しているといえる。

また、2002年度には、相当数の国立大学で、ScienceDirect, InterScience, LINK,Synergy,(IDEAL)

の全タイトル約 2,500 にアクセスできるようになっていることを考え、早稲田大学の規模と研究

のひろがりを勘案するならば、電子ジャーナル導入について期待に応えていないことは歴然とし

ている。この解決のためには、現段階においては、予算の集中化と、他大学と協力した共同交渉・

共同購入による価格の抑制とのふたつの方法を併用することしかあり得ない。 

 さらに、すでに導入している電子的資料の利用状況はかならずしも活発といえない。たとえば、

2001 年度の LEX/DB は、１月あたり最大５００回程度のログインしか記録されていない。拒否数

などをみてもこの程度の利用需要しか存在しないと判断できるが、早稲田大学の規模を考えると

多いとは思えない。また、理工系について、たとえば、IDEAL のダウンロード数は、2001 年６月

で約４００であり、これもまだ十分に利用できているとはいえない。このような状況は、２つの

意味で大学にとって好ましくない。第一には、大学全体として学術情報流通の電子化という動向

に取り残される結果になり、研究者にとっても、学生にとっても魅力のないキャンパスとなる公

算が大きいということである。第二には、実際の利用が少ないことからこれまでの電子化への努

力が無駄であったという判断がなされ、さらに一層電子化において遅れをとることになるという

ことである。 

 このような利用状況を改善するには、利用者教育、ガイダンス等において電子的資料の利用へ

の誘導を効果的に行うことが必要であり、それのみがとりうるすべての対策である。 

 

5.3.5  勧告 

 

高田早苗記念研究図書館の運営方式の抜本的改善 

 

共同的な選書方式を導入することが必要である。このためには、図書館が中心となって箇所間

の意思疎通を改善するための委員会、協議会を設立し、そこが一定の予算執行の権限をもつよう

にする必要がある。 
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電子的資料導入のための図書館への予算集中化 

 

出版者との交渉においても、実際の執行においても、共同利用の実態が明確である電子化資料

の導入のために、大学本部の協力を得て、図書館が自分の判断で執行できる相当額の予算を確保

することが必要であり、2002 年度からその方向での実施を図らなければならない。 

 

電子ジャーナル共同購入のための大学間協力へのイニシアティヴ 

 

 すでに国立大学図書館では、国立大学図書館協議会に電子ジャーナルタスクフォースを設置し

て、共同交渉を行ない相当の成果を挙げている。私立大学においても同様の取組みが可能である

と考えられるが、そのためには、主要大学によるイニシアティヴが必要であり、早稲田大学がそ

の一翼を担うことが期されている。 

 したがって、早稲田大学図書館には、全学的バックアップを得て、他大学との協力関係を確立

することを望む。とくに、国立大学では容易にできない方策を実現することが望まれる。たとえ

ば、電子ジャーナル交渉・契約実務の専門家を海外派遣などによって、短期的、集中的に養成す

ることなどである。 

 

電子資料利用促進のための利用者教育の強化 

 

ガイダンス、パンフレットなどを開発して、利用者教育を推進する必要がある。とくにこれら

について北米の図書館に一日の長があるので、これまでに培われた協力関係を利用して優れた教

育方法を導入する必要がある。 
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5.4   学術資料のコレクション 
 

5.4.1   早稲田大学図書館群の蔵書構成について 

 

早稲田大学における図書館サービスは、1882 年の東京専門学校創立とともに、図書室が設置

されたことから開始される。さらにその後、大正期の関東大震災や第二次世界大戦期における空

襲等の被害からも免れるという幸運にも恵まれ、創立当初から収集された図書館資料がほぼ現在

にいたるまで所蔵されている。日本の都市型大学において、非常に貴重なコレクションを有する

大学図書館が、早稲田大学図書館といえよう。  

現在、図書館所蔵冊数は、平成１２年(2000 年)度の『早稲田大学図書館年報』によれば、所

蔵図書資料（図書）が 4,540,885 冊、雑誌数が 46,372 タイトルとなっている。この内、早稲田

大学中央図書館が約７５％（図書）を有し、残りは各キャパス図書館や学習読書室などにおいて

所蔵されている。ただし、これらの蔵書にはシステムに登録されていない図書も含まれており、

システム登録済冊数は 3,179,593 冊（平成 12 年 12 月 4 日現在）となっている。様々な歴史的経

緯や予算負担上の問題もあろうが、学生や研究者の利用に供するという大学図書館の使命を考え

るならば、システム登録への冊数を少しでも増やすことが望まれるところであろう。 

ところで、早稲田大学のみならず、現在多くの大学では、財政状況が極めて厳しい状況下にお 

かれている。なかでも図書館関係予算が大幅に削減される一方で、外国雑誌の購入費用は高騰し、

資料等のデジタル化に対応するための新たな予算支出が求められるなど、図書館をめぐる状況は

いずこも「冬の時代」を迎えている。よって多くの大学図書館では、予算支出の面では統合化を

余儀なくされているところである。 

こうした時代に、早稲田大学の図書館は、 

（１）全学に開かれた総合図書館である中央図書館 

（２）所沢図書館、理工学図書館、戸山図書館や高田早苗記念研究図書館（高田記念図書館） 

    からなるキャンパス図書館 

 （３）西早稲田キャンパスの各学部等の教員図書室や各研究所図書室等からなる研究図書室グ 

    ループ 

 （４）主に西早稲田キャンパスの学生読書室と大学院生読書室からなる学生読書室等学習読書  

    室グループ 

という４つのグループに分類され、予算面でいえば別々に運営されていることは、早稲田大学固

有の歴史的経緯があるとはいえ、大学全体として総合的なコレクション形成に関していえば、大

きな障害になりかねない危険性も有している。 

ゆえに、早稲田大学図書館関係者が『大学自己点検・自己評価小委員会（図書館）報告書』に

おいて述べているように、早稲田大学図書館が「機能的統合と組織的分散」をめざすことにより、

「大学の冬の時代」にあっても、図書館資料の充実を図らんとすることは、早稲田大学図書館関

係者の時代認識と対応を示すもので、高く評価されるべきであろう。  

もちろん、４つのグループが存在することによるメリットも存在する。すなわち各グループで

は、その利用対象層や利用目的が明確になっているので、蔵書構成にもそれぞれの特徴がでてお

り、個性的な図書館として運営されている点である。この点は、やはり高く評価すべきであろう。  

ついては、まず、コレクション形成といった観点から、上記のグループごとに検討していくも

のとするが、研究室グループは西早稲田キャンパスのみで、他のキャンパスではキャンパス図書

館に含まれているため、ここでは、キャンパス図書館に含めて検討するものとする。 

 

5.4.2   早稲田大学中央図書館について 

 

中央図書館は、蔵書数２００万冊をこえ、早稲田大学学術情報ネットワークシステム（WINE）

をはじめとする情報ネットワーク施設を管理・維持するなど、文字通り早稲田大学の研究・教育

を支える図書館の中心的存在である。 
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同館は、全学の学生に開かれた総合図書館ではあるが、蔵書構成からみると、人文科学系図書

が中心で、社会科学系図書は後述する高田記念図書館を補完する収集を行っている。雑誌の蔵書

構成についても概ね図書と同様である。これら蔵書のなかでは、歴史・文学関係資料が質量とも

に秀でていることは特筆に値しよう。こうした歴史・文学関係資料は、日本国内においても非常

に貴重な資料が多く含まれており、書店等と共同で行われる貴重資料のマイクロフィルム化、あ

るいは大学として冊子目録の出版という形で公開されている。広く国内外の研究者の利用に供し

ていることは大いに評価すべき点である。 

さらに、大学学内はもとより日本国内の図書館や海外の大学図書館においても、大学図書館所

蔵の資料が、展覧会などを通じて、社会に公開されている。平成１２年度はこうした展覧会の件

数が 11 件にも及んでいる。これらの事業は、大学の社会貢献の１つともいえる活動であり、図

書館業務として今後も積極的に展開されることが期待されるところである。 

なお、近年著しく増加している電子媒体資料の収集は、早稲田大学のみならず、全国の大学図

書館関係者の検討課題である。電子媒体資料の収集を個別の箇所で行うことは難しく、全学の利

用という観点から、いづこの大学図書館においても、中央図書館がその選択や予算措置を一括し

て扱わざるを得ない状況になりつつある。ところが、早稲田大学中央図書館の平成８年(1996 年)

度から平成１２年(2000 年)度にかけての「総資料費の推移」（『2000 年度早稲田大学図書館年

報』）をみると、平成１２年(2000 年)度は微増しているものの、平成８年(1996 年)度が 479,990

千円と最も多く、年々減少する傾向にある（最近５年間で最も低額だった平成１１年(1999 年)

度は 358,223 千円）。その一方で図書館として備えるべき電子媒体資料は増加の傾向にある。今

後早急に、中央図書館を中心として、早稲田大学全体として同資料の収集方針や予算措置などを

検討していくべきであろう。 

 

5.4.3   キャンパス図書館（研究図書館グループを含む）について 

 

所沢図書館、理工学図書館、戸山図書館および高田記念図書館からなるキャンパス図書館は、

１つの学部もしくは複数の学部に隣接した形で設けられている図書館であるため、その蔵書は関

連した学部の研究・教育内容に対応した形で構成されている。例えば、所沢図書館や理工学図書

館は自然科学系図書が、高田記念図書館は社会科学系図書が主体となっている。 

また、基本的にキャンパス図書館は、所沢図書館を除き、各関連学部や研究所から選出された

教員を中心とする委員で構成される運営委員会における協議にしたがって組織が運営されてい

るため、キャンパス図書館ごとに蔵書内容のみならず、蔵書の種類にも特徴がみられる。例えば、

高田記念図書館では、老朽化と狭隘化という物理的理由もあるが、図書資料主体の収集であり、

雑誌は後述の研究図書室において収集するという分離方式が採用されている。同館は、他のキャ

ンパス図書館とは異なり、政治経済学部、法学部、商学部、教育学部と社会科学部の５学部によ

り運営されていることもあり、図書資料の重複を避けるための工夫がなされている。ただし、図

書館予算が学部等の箇所予算として支出されることもあり、学部の研究者の意向を最大限尊重す

るため、高田記念図書館としての方針に基づいた総合的な選書が難しいという問題も抱えている。 

一方、理工学図書館は、研究図書館としての５1 号館理工学図書館と、学習図書室としての学

生読書室を併せて「理工学図書館」と呼んでいる。これに伴い、５1号館理工学図書館では主と

して雑誌と洋書、学生読書室では授業をサポートする学習図書が収集されている。外国雑誌の蔵

書は質量ともにきわめて充実しており、研究者や学生の便によく供しているが、近年の外国雑誌

購入費の高騰を踏まえると、遠くない将来、図書館の蔵書構成に大きな影響を与えることが憂慮

されよう。実際、理工学図書館では、外国雑誌購入予算が購入費全般の７８％にのぼっているに

もかかわらず、かつてはおよそ 1,400 タイトルの雑誌を購入していたのが、現在では約８００タ

イトルに減っているという（平成１３年 1２月のヒアリングより）。もっとも外国雑誌費用の問

題は、理工学図書館のみならず、すべての図書館に共通する問題でもある。 

後者の学生読書室は、「授業をサポートする」ための学習図書が選書基準となっているため、

利用度の高い図書は複数冊整備されている点が特徴の１つとなっている。利用者の目的に応じた

蔵書の整備といった視点からは、大いに評価すべきであろう。 
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5.4.4   学生読書室等学習読書室グループ 

 

主に西早稲田キャンパスの学生読書室と大学院生読書室からなる学生読書室等学習読書室グ

ループは、早稲田大学独自のシステムである。２号館に大学図書館が置かれていた時、学部生に

対しては貸出しが許されなかったという経緯もあって、学部生や大学院生のために授業をサポー

トする学習図書を整備した図書室から始まっている。このため、まさに授業や大学院生の研究に

直結する形で蔵書が構成されている。各学習読書室により、個性の現れた構成となっている。し

かも「学習読書室」という名称から受けるイメージとは異なり、専門書が質量ともにかなり充実

した形で整備されている学生読書室も存在する。また法学研究科学生読書室のように、選書も含

めて大学院生により運営されている図書室もある。 

このように極めてユニークな存在であるが、学習読書室グループ全体でみれば、著しい重複購

入がないわけではなく（他学部の学生は紹介状がないと利用できないので、重複するのは避けら

れないが）、また「授業をサポート」するための蔵書構成であるがゆえに、どの学生読書室にも

専攻と関係のない分野の蔵書は極めて少ないといった蔵書の偏りなどの点で問題がないわけで

はない。さらに学習読書室のなかには、比較的規模も小さく、よって蔵書数が少ないものも存在

する。学生を対象にした学内アメニティ組織としては確保する必要があろうし、学生サービス機

関としてはよい組織といえるが、こと蔵書構成といった観点からみると、学習読書室グループに

は検討すべき課題も存在する。 

言い換えると、学生というユーザーの利便性を考えるならば、その存在を否定すべきではない

ことは明らかなので、今後は長所をより伸ばしていく方向で、かつ蔵書構成にも教育的配慮して

運営していくことを期待したい。 

 

5.4.5  「分散と統合」と蔵書構成について 

 

早稲田大学図書館は、1882 年の開学当初から図書館サービスを実施するなど、我が国におい

ても有数の歴史を有し、かつ質量ともにすぐれた蔵書を有する大学図書館であり、わが国の大学

図書館を代表する存在である。今後も引き続き、所蔵する図書資料の充実と有効利用をはかるこ

とを望むところである。 

と同時に、組織面からみると、早稲田大学図書館は、機能的統合をめざしつつも、同時に組織

的分散をはかることに、大きな特色を有している。今後は、その特色を生かしつつ、いかに蔵書

を充実させていくかが最大の課題の１つとなるであろう。とりわけ昨今の財政的に非常に厳しい

状況を鑑みると、少ないスタッフと予算のなかで、従来のサービスを維持しつつ、一方で図書資

料のデジタル化と情報ネットワーク化を促進することは決して容易なことではない。そのために

は、蔵書構成の観点からいえば、学部予算に基づくキャンパス図書館や学習読書室と、中央図書

館の両者が、資料の選書や購入（デジタル資料も含む）にあたり有機的な連携をはかることが期

待されるところである。 

大学が有する機能のなかでも、研究と教育の機能はその第一位に上げるべき機能といってよい

だろう。この機能を支えるのが、図書館の蔵書資料である。よい研究とよい教育を行うためには、

充実した蔵書構成こそ欠かせない点といってもよい。こうした視点にたって、今後も蔵書の充実

を望みたい。 

 

5.4.6   勧告 

貴重学術資料の公開促進 

 

早稲田大学図書館が所蔵する貴重な学術資料は、マイクロフルム化や冊子目録の出版という形

で、一部が公開されている。さらに学内のみならず学外においても、展覧会の開催を通じて、広

く国内外の研究者や市民の利用に供していることは高く評価されるべきであろう。今後とも、大

学の社会貢献といった視点から、様々な手段や媒体を通じて、さらなる学術資料の公開促進を期
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待したい。 

 

遡及入力とシステムへの登録促進 

 

図書資料のデータベース化やデジタル化が時代の基調となっている今日、図書館で所有する全

資料の遡及入力と同一システムによる利用者への情報提供は、欠かせないところである。早稲田

大学図書館では、WINE システムへの登録作業を鋭意行っているところではあるが、今後とも引

き続き、所蔵する全資料の遡及入力と同システムへの登録促進に向けて、検討されることを期待

したい。 

 

電子媒体資料の収集方針と予算措置の明確化 

 

これからの大学図書館にとって、最も緊急かつ重大な検討課題である電子媒体資料の収集につ

いては、再度ここでも指摘しておきたい。 

 資料のデジタル化は、量的にみれば飛躍的に高まっており、予算面でみれば大学図書館予算に

大きな負担となっている。印刷資料とは異なり、個別の図書館あるいは中央図書館一館での対応

ではもはや解決不可能な問題であり、一日も早く、全学的に予算措置の方式を検討すべきであろ

う。 

 歴史的に貴重な雑誌コレクションを有している早稲田大学であるからこそ、バックナンバーの

中断という事態が発生しないよう、早急の検討を期待したい。 

 

重複資料の整理 

 

早稲田大学では、各図書館組織が分散されて運営されてきたことに伴い、資料の重複は避けら

れないところである。加えて教員個人研究費で購入された図書資料が、教員の定年などに伴い、

図書館に返却されることもあり、毎年膨大な重複図書が生まれている。 

もとより、重複図書の件は、利用頻度が高い図書は、むしろ積極的に重複して整備すべきこと

もあって、一概に「問題」として論じることはできない。しかしながら、「大学の冬の時代」に

突入し、今後しばらくは図書館の資料購入費の大幅な増額が期待できないことを踏まえると、全

学的に重複図書の問題を検討していくべき時期にきているのではないだろうか。選書を制限する

というのではなく、限られた資金の有効利用と、蔵書充実といった視点からの検討が待たれると

ころである。 

 

教養分野図書の充実に関する責任体制の明確化 

 

現行の各図書館や学習読書室をみると、それぞれ利用者層が明確化に形成されており、その利

用者のニーズに基づいた蔵書構成となっている。この点は、個性豊かな図書館として、大いに評

価すべきである。 

その一方で、この特徴は、当該専門分野とは関係のない他の分野、しかし大学生や大学院生の

教養としては必読書ともいえる図書資料が、身近に整備されていないことも意味する。本来、中

央図書館がその役割を果たすべきではあるが、キャンパスが西早稲田、戸山、大久保と所沢とい

う４つに分散されている現状では、中央図書館のみにその責任を負わせることはできない。各キ

ャンパス図書館（学習読書室も含む）において、運営委員会等で、教養分野の図書充実にかかる

検討が望まれるところである。 

 もとより各図書館間で図書資料の貸出しは可能となり、返却は学内どこでも返却できるようシ

ステムを変更するなど、改善にむけて様々な試みが行われているところではあるが、今後も引き

続き検討されることを期待したい。 
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