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活動をサポートするには，職員の資質の向

を設置し，利用内規に従い「本学教官が行

なう視聴覚資料による教育・研究活動，お

上，研修が重要である。このため新館に
は，図書館学，情報科学の文献を備えた調

よび館長が学術研究または教育・研修上特

査室を新設した。

新館3階には新しくA

（5）保存図書館としての機能の拡充

に認めた行事等」の利用に供する。

また，展示室（3階，188㎡）では，本学

附属図書館では，これまでも官報・内外

に所蔵する数々の貴重書，珍らしい文献資

の新聞などを保管し，保存図書館としての

料などを，定期的にまたは随時展示する。

機能をある程度まで果してきたが，新営に

iii）

ともない約40万冊の資料を収容する保存書

図書館ネット・ワーク・センターと

庫を設け全学の保存図書館として，大幅に

しての活動
全国規模の学術情報システムに対応する

機能が拡充されることとなった。保存図書

ため，近い将来本館に電子計算機を導入

館機能は，バックナンバー・センター計画

し，学内および地域の図書館ネット・ワー

として具体化の運びとなった（本号「京都

クのセンター館としての機能を整備する。

大学バックナンバー・センターの設置計画

これの詳細については，改めて紹介する予

について」参照）。この計画の実現により，

定である。

本館の研究図書館としての機能は格段に充

iv）

実されることとなり，その成果が期待され

職員の研修

利用者の多様な要請に応え，教育・研究

るQ

京都大学バックナンバー・センターの設置計画について
京都大学の蔵書数は，昭和58年3月末現在で約

冊を収容しうる保存書庫を設置した。

ている。これに対し，全学の書庫の収容力は，す

問題は，この40万冊の保存書庫の利用法であ
る。後述のように，各部局の稀用単行書を中央館

でに蔵書量をかなり下回っている。このため，部

に移管し，保存書庫に収納するには，莫大な勇力

415万冊にのぼり，年々約11万冊の割合で増加し

局によっては，書庫内の通路部分にまで書架を仮

と経費を必要とする。一方，バックナンバーは，

設したり，あるいは書架の天板の上に図書を並べ

年々減少する利用率や各部局間での多面的利用，

るなど，苦心して当座をしのいでいる現状であ

さらには移管に必要な経費が単行書に比べて極め

り，今後の増加に対応することは到底不可能であ

て少なくてすむことからも，全学的規模で集中し

るQ

共同利用に供するのに適した資料である。

このような深刻な書庫不足に対処し，長期的な

以上の趣旨に沿って，昭和58年3月18日開催の

展望の下での全学的図書収納計画を可能にするた

附属図書館商議会において，各部局ごとに単行書

めに，中央館の新営に当って，

を収容する電動集密書架を配置するための調査を

「附属図書館の蔵

書・資料はもちろんのこと，各部局の要望に応じ

行なうことを諮り，次いで同年6月24日の商議会

て部局図書館（室）の稀用単行書，・バックナンバ

において，この調査にもとづく「電動集密書架設

ーを収容する大規模な書庫及び保存書庫を設け
る」ことが，昭和56年3月27日の附属図書館商議

置計画」の承認を得た。この線に沿う事務的な諸

会において決定された（『静脩』号外，1981年6

約47万冊の単行書を収容しうる電動集密書架を配

月参照）。この決定にしたがい，新館に，合計75

置する運びとなった。

万冊を収容する書庫・開架室等のほかに，約40万

準備をへて，昭和58年度末には，各部局に，合計

以下に述べる保存書庫計画は，このような経緯
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で設けられた，中央館のバックナンバー・センタ

最も目的に叶うものであるとの結論に達した。こ

ーともいうぺき，40万冊にのぼる学術雑誌のバッ

の二種の保存書庫に収める資料や収納方式等は，

クナンパーの保存書庫と，各部局ごとに配置し稀

概略次表の通りである。

用単行書を収容する集密書架との，二つの相補的

一−『

＼

バニ置架

局設置の集密書架分の47万冊と合わせると，127

中央館での
款嚇鱒（供用 全学共同利

換え）

ナンバー

馨用単行貸棚

40万冊

用

部局毎の利
用を中心と 47万冊
す．る

と，実効上80万冊の保存書庫に匹敵するので，部

一

資料の利用

の区別

ンタ一配書
ナン一に密
クセ㎜毎集
ッ・一局る

である。中央館に設置するバックナンバー・セン
ターは，50％以上の重複誌の除籍・整理を考える

隈二『一項自

保存舗＼舗する収納方式ホ 収容された 収納冊数
バニ部す

な性格と目的を持つ保存書庫の組合わせからな
る，全学の図書館システムとしての保存書庫計画

．

＊

万冊の保存書庫の新設と等価である。本学におけ

3．資料の収納の項参照

る蔵書の増加は年々11万冊が見込まれるから，本

バックナンパー・センターには，各部局の要望

計画は，昭和70年度までの12年間を対象とする中

に応じて，雑誌のバックナンバー約40万冊を移管

期計画とも言うぺきものである。

方式により収容するが，バックナンバー所蔵数の

今後の25〜30年を見込む長期計画は，将来新館
の周囲の道路部地下に「地下保存書庫」

（約100

50％以上を占める重複誌の除籍・整理を考える
と，実効上，約80万冊の収容力と等価である。全

万冊収容）の設置を立案する。この「地下保存書

学では，蔵書415万冊の約20％に当る80〜85万冊

庫」計画は，用地計画としては，すでに昭和58年

がバックナンバーと推測されるが，バックナンバ

1月の本学敷地利用委員会において承認が得られ

ー・センターの収容力は，この量に見合い，全所

ている。以下，今回の中期計画について説明し，

蔵タイトル各1セットを収容するに足るものであ

学内関係者各位の理解と協力をお願いする次第で

る。

限られた書庫の収容力を有効に利用するために

ある。

は，重複資料の整理は欠くことのできない条件で
1．

あるが，バックナンバーの重複整理は，単行書に

計画の概要

本学には，50を超える図書館（室）があり，ハ

比較してはるかに容易である。また，学内にはバ

ーバード大学方式とも呼ばれる「調整された分散

ックナンバーが重複して各部局間に保管されてい

方式」により，教育・研究の支援機構の中核をな

る反面，それぞれに欠巻・欠号があり，完全なセ

している。保存書庫計画は，このような体制の下
ることを目的とした，蔵書配置の調整の意味を持

ットとして維持されているものはむしろ稀であ
る。バックナンパー・センターへの移管にともな
い，重複部分を整理すると共に，欠巻・欠号を相

っものである。

補うことによって・各誌の完全なセット化を計れ

での，逼迫した各図書館（室）の書庫状況に対処す

「調整」は，常に，何が利用者に

とって，最も便利であるかとの観点に立って行な
われるぺきものであるが，この計画に当っても，

ば，利用上の効果は非常に大きなものとなろう。

学術雑誌は，利用の実態からみると（挿入図参

利用者の便宜を第一とし，単行書やバックナンバ

照），学問分野により程度の差はあっても，時間

ー等のどのような配置が，本学の教育・研究体制

の経過とともにその利用頻度が漸減する反面，各

にとって最も望ましいかの視点に立ち，蔵書や書

分野の研究成果が相互に波及し合い，利用者の範

庫の数量的な条件，収納方式（移管と貸棚），ま

囲が他分野にも拡がる性格を持つ。刊行後一定期

た経済性など，多くの条件を総合的に比較・検討

間をへた雑誌（バックナンバー）は，この意味か

した。この結果，中央館に置くバックナンバー・

らも，広く共同利用に供するため，全学共有の場

センターと，各部局ごとに配置し稀用単行書を収

である中央館内のバックナンパー・センターに集

容する集密書架との，二つの相補的組合わせが，

中するのが望ましい配置形態である。
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J，Exp。〕Biρ

なお，単行書の所蔵量が多く，書庫事情の逼迫
度の高い，文学部をはじめとする人文・社会科学

一方，各部局に配置する電動集密書架には，部
局ごとに，．単行書（合計約47万冊）を収容する。

の図書館（室）にあっては，上記の趣旨をふまえ，

後述の3，「資料の収納」に述べるように，もし
「移管方式」によって40万冊の単行書のみを中央

今後とも保存書庫の増設・配備が必要である。

館の保存書庫に収容するとすれば，数億円にもの
ぼる経費を必要とする。またもし，単行書に「貸
棚方式」をとれば，実効上の収容力を大きく減少・

させるばかりでなく，中央館での一元的検索は不

可能となり，今回の中期計画ばかりでなく，長期

2．蔵書数の推移と書庫の収容力
本計画は，新館の完成から昭和70年度までの12
年間をカバーする蔵書収納・配置計画である。こ
の期間内における蔵書量の推移・書庫の収容力等

的にみても，図書館システムの将来に大きな悔い

は次表に示す通りである。この表においても，重

を残すことになる。このように，経費や書庫収容

複資料の除籍が重要な前提となっており，もし除

力の有効利用の観点からみても，単行書は，各部

籍を行なわなければ，計画の12年間の2／3に当る

局ごとの集密書架に収納するのが最も実際的であ

約8年間しかカバーできないことになる。

り，また有効である。

昭和58年度（新館完成；

蔵書冊数（見込）

中

央

館

憐書館（ぎ
ム・

計

56
370

万冊
1

での増加冊数

16

万柵

万冊
1

0

1（≒・・3×・2）1

113

△40

129

△40

（≒9．4×12）

426

＊

部局への集密書架配置

時）の全学書庫収容力
③除翻翻 鯉摯講末1

②昭和70琿度ま

、①昭和58年度末1

72

万冊「
新館内書庫

万冊
75

バックナンバー・センター

40
1（撃婁堅） 現有の部局書庫合計356
部局に配置する集密書架
47
518
515

バックナンバー重複分

た方法である。しかし，経済性からみれば，単行

3．資料の収納：移管方式と貸棚方式
保存書庫に資料を収納するには，「移管」と
「貸棚」の二方式がある。前者は，資料を各部局

から中央館に移管（供用換え）し，中央館での一

元的管理の下で利用に供するものであり・後者
は，部局ごとに書庫スペースを適宜割当て，各部

書の場合にはほとんど実施不可能とも言うべき巨

額の経費を必要とするが，バックナンバーの場合
には移管に要する経費は比較的軽微である。

深刻な書庫不足に対処するためには，全蔵書の
80％を占める単行書の収納計画が緊要であるが，

局の管理下にある資料の収納に棚を貸す方法であ

経済性から考えて貸棚方式をとらざるを得ない。

る。本計画では，バックナンバー・センターは移

もし貸棚を中央館に置けば，所蔵記録と配置場所

管方式により，部局ごとに配置する集密書架は貸

とが異なり，検索は極めて不便となる。しかし，

棚方式により運営する。この二つの方式の特徴は

配置場所を各部局ごととすれば，経費面からのマ

次頁の表の通りである。

イナス要因を最小限に止めることができる。一

この表から明らかなように，移管方式は貸棚方

方，バックナンパーに関しては，中央図書館への

式に比べて，経済性を除けば，検索の便，出納と

移管に当っての経費も単行書にくらべて軽微であ

の関係，共同利用，書庫スペースの有効利用，ま

り，表に掲げた他の諸条件との関連からみて，移

た，長期計画との関連等すべての点において優れ

管による効果は極めて大きいものがある。
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記号：各条件に照らし，○適当，×不適当，△中間的なもの
＼各条件との
＼、 関連

上

同

上

同

×．

×

重複資料め除籍
もなく，利用ス
ペースは大巾に

上

なし

減少。

×．

○．

と

同

なし

混乱が生じる。

不便。

×

X

×

料しる︒
資乏よい

ナ

単行書

貸棚方式

X

X

⁝るがにな
△⁝れ性続少

べて劣る。

きる。

⁝的針な◎

差・正要部移央局︐費

△
△
収納される図書に 重複資料の整理
体系性がなく，バ に多額の経費と
ックナンバーに比 勇力を要する。

き貫継は
納一︐果
収にく効

同上

⁝︐部にす局管剛館図合を

書

訂録訂ををへ㎜中部円総
あ目の費冊館︵︶︐億の
×菓合録経万央はて円4円︒
0中にし億で億る
帳総目の8
計学用額︒らると4室8す

行

一会全局多るかす冊で書計要

単

O

○

ツノマ

4．ま

○

全学総合目録・部
局用目録を訂正す
れば容易に検索で

し︐望
貫れが
二と果
○にが効

きい。

長期計画
との関連
⁝長た大め

性力〉ら，非常に大 有効。

資料の運搬に要す 所蔵記録と実際の 各部局の職員がそ
る経費のみで，最 配置場所が異な れぞれ行なう。長
も軽微。
り，検索は極めて 期の間には管理の

ク1

書庫スペース
の有効利用

ットの維持・網羅 が容易で非常に

う。

約500万円。

ノ寸ン

便・効果

O
O
○
本館め職員が行 体系的で完全なセ 重複資料の整理

にで
⁝灘

移管︵供用換え︶方式

バックナンバー

△
移管に当って会計
帳票の訂正を必要
とするが，所蔵記
録は冊子目録の改
訂で済む。経費は
80万冊の再整理に

共同利用の

期方きる

・⁝禦
自容︒
子りる
冊よき

収納方ま＼

出納方法

検索の便

経済性

を表わす。

同

×

×
上

同

上

同上

積があり，質・量ともに，国内屈指のコレクショ

め

上述の通り，中央館のバックナンバー・センタ

ンである。この体系的かつ網羅的なバックナンバ

ーと，各部局に配置し部局ごとに単行書を収納す

ー・センターの設置は，ひとり学内に止まらず，

る集密書架とは，互いに相補って，はじめて本学

広く全国的規模においても，その研究活動への貢

の教育・研究体制に望ましい資料配置を可能にす

献は計り知れない。このように考えれば，本計画

る。一

におけるバックナンバー・センターの実現の意義

本学には，和雑誌（11，500種），洋雑誌（14，500

は，まことに大なるものがある。

種），合計26，000種の学術雑誌の長年にわたる蓄

新館への移転計画について
附属図書館では，本年10月に予定どおり新館の

られてその機能も一新するので，内部整備に約4

か月を要するものと思われる。また，開館と同時

竣工を迎えることになった。

この新館の完成に伴い，これまで5か所に分散

に閲覧・貸付業務を電算化することに伴い，各種

していた事務室をできるだけ早期に新館に移転さ

の準備作業が輻軽すること等により，利用者各位

せ，開館準備を急ぐことにしたいと考えている。

の利用に供しうる態勢を整えるには相当の日時を

しかし，旧館の約3倍の面積をもっ大規模な図書

要する。殊に，毎年の学生の開架閲覧室の利用状

館となり，これまでになかった施設，設備が設け

況からみて，学年末試験のほぽ終了する時点まで

一10一

