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V. 図書館資源の整備 
V.1. 1Bコレクションの構築 

－京都大学に相応しい、学習・教育・研究のバランスの取れた、体系的で網羅性のある

コレクションを構築する 
京都大学では 50 余の図書館・室があり、図書の収集もそれぞれの部局が担っている。部

局図書館・室では教員の研究に必要な図書資料が収集され、結果としてそれぞれの部局の

研究傾向を反映した蔵書構成となり、大学全体として見た場合、多様な分野の研究用図書

が収集されてきたと言われている。しかし、近年、分野によっては、図書の受入冊数が減

る傾向にある。図表 V-1 に示したのは、学部をもつ７つの部局と附属図書館、全学の 1970
年からの 35 年間の年間受入冊数の増加比率の推移である。1970 年から 72 年の 3 年間の平

均受入冊数を 1 とし、その後の 3 年間平均との増加比率を見ると、全学の増加比率はほぼ

横ばいであり、人文社会科学系の部局は多少の波はあるが、横ばいかやや増加傾向である。

しかし、自然科学系の分野では、減少傾向が続いている。受入冊数の中には製本雑誌も含

まれるため、図書の冊数はより少なくなる。自然科学系で必要とされる資料は迅速性のあ

る学術雑誌が主流であり、雑誌価格の高騰や電子ジャーナル経費負担は図書の収集を困難

にしている。しかし自然科学系の分野でも収集すべき図書は多くあり、大学として分野の

バランスのとれた学術図書の収集に努める必要がある。

受入冊数の増加比率推移（1970-2005）
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図表 V－1 

 
V.1.1. コレクション構築方針の策定 

従来より京都大学では、学内各図書館室が独自の選書をおこなっており、それぞれが選

書基準や体制を持っている。しかし、明文化された選書基準や体制によって運営されてい
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る図書館室は少ない。これは、附属図書館や旧教養部図書館を除いて、教員の研究と直結

していたために、あえて基準や体制を整える必要がなかったという結果だともいえる。ま

た、学問の領域が部局単位で割とはっきり区別可能であったために、資料構成の面でも「調

整された分散」が予定調和的に維持されてきた。 
近年、学問の領域はかなりクロスオーバーしており、領域の境目が明瞭でなくなってい

る。また、学内に複合的な研究拠点がいくつか形成されている。こういう状況下では、「調

整」を意図的に行わない限り、単なる「調整されない分散」に陥る可能性が高い。 
機構としては、大学全体の選書基準は大枠的、理念的なものにせざるを得ないが、コレ

クション形成における学内調整についての権能をはっきり謳った方針を打ち出す方向で検

討し、さらに、「調整された分散」を維持するために、各図書館室で明確な基準と体制を整

えていく必要がある。 
 

V.2. 2B図書資料の収集 

V.2.1. 学生用図書の整備 

図書館機構は学部学生用図書の整備拡充を重点課題とし、少なくとも毎年学生 1 人当た

り新刊図書 1 冊の提供を目標としている。 
附属図書館では従来より、学生用図書購入経費を補填するために 1996 年度以降 2004 年

度まで、毎年学長裁量経費（総長裁量経費）を要求し、その配分を受けて学生用図書を整

備してきた。2005 年度は全学共通経費が措置され、学部・研究科の図書館・室にも配分を

行い、大学院生の学習支援も行うことができた。しかし、従来の総長裁量経費、全学共通

経費は、毎年度予算要求を行い、配分が決定するのは年度の後半になるため、計画的な収

集が困難であり、新刊図書の提供の遅れ、重要な学術図書の収集漏れが生じていた。 
2006年度に図書館機構に基盤強化経費が措置され、2009年度までは学生用図書に経常的

な予算が配分されることになり、計画的な収集が可能となった。図書館機構は学部学生の

学習支援を強化する目的で、学部学生の利用が多く、利用環境が整備されている附属図書

館と人環・総人図書館に基盤強化経費を配分し、学生用図書の整備を行った。基盤強化経

費と各々の図書館の学生用図書予算を併せて12,648冊、学部学生1人当たり0.95冊となり、

学生1人あたり年間1冊の図書を提供するという目標に近づいている。2010年度以降も、引

き続き学習支援の基盤経費として経常的な経費の確保が必要である。（図表V-2） 

図表Ⅴ-2

2006年度学生用図書購入実績

冊数 購入額 冊数 購入額 冊数 購入額

附属図書館 7,443 40,189 2,760 19,189 4,683 21,000

人環総人図書館 5,205 22,467 2,899 10,467 2,306 12,000

合計 12,648 62,656 5,659 29,656 6,989 33,000

（金額：千円）

学生用図書購入実績
経費による内訳

図書館学生用予算 基盤強化経費
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附属図書館では選書委員会委員及び学部から選出された選書委員と図書館職員の連携に

より全分野にわたる基本的学習用図書と教養教育に必要な図書の収集を行っている。全学

共通科目の教科書、参考図書についても網羅的に収集に努めているが、今後は KULASIS
と KULINE の連携を視野に入れて、高等教育開発推進機構の協力を求めてより迅速に提供

できるよう努めていく。学部の専門科目に必要な教科書、参考図書についても部局図書館・

室の収集状況や学生の利用傾向に応じた収集を行う。また貸出予約状況を参考に利用の多

い図書については複本を購入するなど、潜在的なニーズをくみ上げることも必要である。 
図表 V-3、V-4 は附属図書館で 1983 年度から 2006 年度に受け入れた図書の分野別比率と

貸出図書分野別比率である。引き続き分野バランスに考慮し、利用状況に応じた適切な収

集に努め、蔵書構成の補強を図っていくことが重要である。 

附図蔵書分野別比率
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2006年度貸出図書分野別比率
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図表 V-3

図表 V-4

 
 

 - 61 -



 
部局図書館・室では、教員の専攻や研究に沿った収集が行われ、図書購入費に占める学

生用図書購入費の割合は低い傾向にある（図表V-5）。学生の専門科目の履修に必要な図書、

各分野の基礎的な資料を収集するための予算の確保が必要となっている。 

2003年度学生用図書費の割合

0

50,000

100,000

150,000

200,000

附
属
図
書
館

文
学
研
究
科
図
書
館

教
育
学
研
究
科
図
書
室

法
学
部
図
書
室

経
済
学
部
図
書
室

理
学
部

医
学
図
書
館

薬
学
部
図
書
室

工
学
部

農
学
部
図
書
室

人
環
総
人
図
書
館

千円

図書以外の資料

学生用以外の図書

学生用図書

 

図表 V-5 

V.2.2. 大学院学生用図書の整備 

 2003 年度までは人文社会科学系の大学院生を対象として文部科学省から措置された特別

図書費と学生用図書経費の一部を大学院学生用図書の整備費に充てており、2004 年度も同

様の整備を行った。2005 年度は全学共通経費の学生用図書の一部を院生数に応じて研究科

に配分し、部局図書館・室の図書整備の拡充を図った。2006 度は学生・院生用の図書予算

が十分ではない図書館・室の要望を受けて、大学院生用図書を整備するため、全学共通経

費を要求したが、残念ながら配分されなかった。部局図書館・室では、図書は在籍してい

る教員の研究傾向に左右されがちである。研究科の大学院学生に適した図書の整備には、

図書館・室に配備する図書購入費を経常的に確保することが必要となる。 
 
V.2.3. 留学生用図書の整備 

附属図書館では学生用図書と同様に1996年度以降2004年度まで、毎年学長裁量経費（総

長裁量経費）の配分を受けて留学生用図書を整備してきた。2005年度は全学共通経費1,291
万円が措置され、学部・研究科の図書館・室にも配分を行い、大学院留学生の学習支援も

行うことができた。 
2006度は基盤強化経費から792万円の配分を受け、学部留学生の学習活動を支援するため

の基本図書、学生の国際性の育成と留学生との交流を活発化する国際教育プログラム

（KUINEP）に必要な資料の整備を行った。また、国際交流センターと連携し、留学生ラ
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ウンジ「きずな」に日本語教育、日本文化への理解を高める資料を配備し、日本語学習の

支援を強化した。（図表V-6） 

総長裁量経費等による留学生用図書配分実績

配分額 冊数 配分額 冊数 配分額 冊数 配分額 冊数 配分額 冊数

留学生用 4,000 362 3,000 303 3,000 289 12,913 1,302 7,924 965

*2005（全学共通経費）は学部研究科図書室配分を含む

2005

（金額単位：千円）

区分
2002 2003 2004

図表V-6

2006

 

・今後も国際交流推進機構と連携して、自学自習に必要な、新鮮で多様かつ調和のとれた

留学生用図書を充実させる。 
・留学生用図書の充実に際しては留学生からの購入希望に応えるとともに、各国の新聞や

日本語学習教材、日本に関する資料についても収集する。 
 
V.2.4. 研究用図書の充実 

コレクションの構築の項でも述べたが、部局での図書の受入冊数が減少傾向の分野があ

る。これには、実際には購入されているが、登録されない図書が多いという状況も影響し

ている。本来、大学で購入された図書は、大学の資産としてコレクションを構築し、共同

利用されるべきものであるが、研究に必要な図書は研究室で専有する傾向がある。また、

基盤となるべき運営費交付金の逓減、外部資金の会計法的な制限（一定の期間は資産とし

て登録できない、資産登録が認められていない等）もあり、費用として購入されるケース

が多い。図表 V-7 は図書館業務システムを通して資産として登録された図書と、費用で購

入された図書の冊数の割合を示したものである。さらに、費用による図書の購入には教員

発注によるもの等、図書館業務システムを経由しないケースがあり、この場合には、消耗

品として扱われるため、図書館側ではどのような図書が購入されているか全く把握できな

い。本学のコレクションとして構築されるべき図書の散逸が危惧される状況である。 

2006年度図書受入状況
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図表 V-7 

 - 63 -



図書館室の研究図書館機能を十全に果たすために、教員の協力の下に選書体制や基準を

整え、図書館・室に備付ける研究用図書の整備を進めるとともに、研究室で所蔵している

図書の共同利用を目的とした図書館・室の利用環境を向上させることも重要である。（図表

Ⅴ-8） 

2006年度図書配備状況
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図表 V-8 

V.2.5. 大型コレクションの整備 

 大型コレクションの整備は、1978 年から文部科学省からの経費措置によって進められ、

本学には 32 点のコレクションが整備された。しかし、2002 度以降の予算措置が廃止に

なったこと、および 2004 年度からの国立大学法人化により予算制度自体が変更になった

ことから、2000 年の購入以降大型コレクションの整備は途絶えていた。2003 年度に附属

図書館商議会政策委員会において「部局単独で購入することが困難でかつ共同利用にふさ

わしい大型コレクション等の整備を図ることを目的に、大型図書資料のニーズを把握し、

所要額の確定にあたる」こととして図書館協議会への申し送りがされており、その申し送

りを受けて、2006 年度図書館協議会は、大型図書資料の整備を今後の学術情報基盤整備

課題の一つとすることを確認し、そのための制度設計及び経費確保について検討した。 
2006 年度に図書館協議会第一特別委員会は全部局に対し大型コレクション（稀覯書コ

レクション、学術雑誌バックナンバー、電子ジャーナルバックファイルなどの一次資料）

の希望調査を実施し、部局間の調整を行った。その結果をうけて図書館機構は 2007 年度

の全学共通経費を要求し、予算配分を受けて、4 点のコレクションを購入することができ

た。図書館機構では、引き続き全学のニーズを把握し、部局単独では購入できない高額資

料の整備を行う。 
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V.2.6. 電子ブックの充実 

ここ数年で、学術出版における電子ブックのフォーマットやビジネスモデルがかなり明

瞭になった。また、提供タイトル数も日々増加してきている。電子ブックには 
・ 電子ジャーナルと同様に図書館に来館することなく、研究室等のパソコンから24時間

利用できる。 
・ 同時に複数の利用が可能な場合が多い。 
・ 検索機能やリンク機能により即座に求めるチャプターや記述にたどりつける。 
・ 物としての管理が不要で、利用統計が簡単に採れる。 
・ 書架スペースが不要。 

などの多くの利点がある。 
一方で、冊子体に比べ、タイトル毎の価格も高価であり、タイトルの選定も容易ではな

い。個別タイトルの選定が不要なサブジェクトコレクション単位の契約モデルでは、1タイ

トルの単価は下がっても、利用率が低いタイトルが多いと費用対効果が期待できない面も

あり、本学のような総合大学では、コレクションの選定には慎重にならざるを得ない。 
欧米では学生用の電子ブックが数多く提供され、学習用図書として活用されているが、

日本語でオンライン提供されているものは辞書や事典、新聞等の全文データが主であり、

学術図書の提供は始まったばかりで、学生用図書として選定できるタイトルが少ない。今

後、日本語の学術図書の電子ブックは増加すると考えられ、教科書を中心に電子ブックコ

レクションの充実を図る必要がある。 
電子ブックは提供者別には出版者系、アグリゲータ系があり、内容的には、図書、シリ

ーズもの、百科事典などのレファレンスものがある。（図表V－9） 
京都大学では、定評のあるシリーズものが、数部局から全学提供されている。代表的な

シリーズに「Lecture Notes in Computer Science」があり、2007年1月から8月の間に1234
タイトル、4343件の利用があった。 
個別にタイトルを選定している例として、医学図書館が挙げられる。医学系の学部生か

ら研究者まで、冊子体として利用実績のあるタイトルを選定しており、一定の成果をあげ

ている。（図表V-10）（図表V-11） 
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●主な海外 E-Book：出版社系        図表 V-9 

出版社 商品名 内 容 分野 契約 タイトル数 契約単位 価 格 同時アクセ

ス数 備 考 

Blackwell 
Blackwell 
Reference 
Online 

人文・社会科学系 6 分野の Handbook、Companion、
Dictionary 等のアカデミックなレファレンス約 300
タイトルを一括もしくは分野単位で提供。 

人文

社会
買切

277 タイトル 
（2007 年 10 月現

在） 

コンプリートコレ

クション/分野別コ

レクション 
FTE で規定された価格 無制限 未導入 

Elsevier ScienceDirect 
eBooks 

Academic Press、Pergamon、Elsevier、
North-Holland、Butterworth-Heineman などのイン

プリントを含む、エルゼビア Science & Technology
部門のほぼすべての学術書籍を搭載（ただし、テキス

トブックは除く）。コンプリート・コレクション（全

タイトル）、サブジェクト・コレクション（18 分野）、

個別タイトル単位での契約が可能。 

理工 買切 約 4,000 タイトル 

コンプリート・コレ

クション/分野別コ

レクション/個別タ

イトル 

タイトル単位での購読：冊子

体価格比 150％（FTE25,000
～の場合） 
＊パッケージ単位での購読

の場合、個別タイトル総額よ

りさらに割引 

無制限 未導入 
トライアル実施済 

購読 FTE、タイトルにより異なる 未導入 
Elsevier 

ScienceDirect
レファレンス

ワーク 

Academic Press や Pergamonなどのレファレンスワ

ークを収録。タイトル単位での契約となる。 

社会

理工

医 買切

約 60 タイトル 
（2007 年 10 月現

在） 
個別タイトル 

FTE、タイトルにより異なる
無制限 

附属図書館にて 1
タイトルを導入 

購読
FTE、パッケージにより異な

る 未導入 
Elsevier ScienceDirect

ハンドブック 

レビューを提供。シリーズ単位での契約となる。「年

間購読モデル」のほか、1 年目に多めに支払い、2 年

目以降は小額のメンテナンス料を支払う「前払いモデ

ル」がある。 

理工

前払

6 シリーズ シリーズ 
FTE、パッケージにより異な

る 

無制限 
未導入 

Oxford 
University 
Press 

Oxford 
Reference 
Online 

OUP の各種の英語辞典や外国語辞典、引用句辞典か

ら各分野における専門辞典や参考書 100 種類をまと

めたオンラインデータベース。収録分野は人文科学・

社会科学・自然科学・医学等すべての分野をカバー。

100 タイトル以上を提供する Core Collection と、こ

れに Oxford Companion シリーズや World 
Encyclopedia、World Maps などを追加した

Premium Collection がある。 

人文

社会

理工

医 

購読 100 種以上 コレクション Collection, FTE により異な

る なし？ 未導入 

購読

851 
（2007 年 9 月現

在） 

個別タイトル/パッ

ケージ/コレクショ

ン（1 タイトルから

購読可） 

同時ユーザ数による 契約した同

時ユーザ数

医学部にて 2 タイ

トルを導入 
※2007 年 JANUL
コンソーシアム提

案あり 
Ovid Books@Ovid 

Lippincott Williams & Wilkins, Fact & 
Comparisons, McGraw Hill, Oxford University 
Press などの出版社の医学・看護学・薬学分野の信頼

できる教科書とレファレンスブックを提供。 
その他、LWW 主要タイトルのパッケージ「LWW 
Essential Book Collection」（買切りのみ）もある。

医 

買切

LWW、Springer、
OUP のタイトル

のみ 

個別タイトル 
（ 低 5タイトルか

ら購入可） 
約 10 万円/1 タイトル 無制限 

医学部にて 6 タイ

トルを導入※2007
年 JANUL コンソ

ーシアム提案あり 
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Springer 
Springer 
sBook 
Collection 

モノグラフ、テキストブック、ハンドブック、アトラ

ス、レファレンスブック、ブックシリーズなど、

Springer から出版されるあらゆる書籍コレクション

を提供。毎年 3,000 点以上の電子ブックが追加され

る。13 の分野別パッケージに分類されている。パッ

ケージ単位での契約となる。 

人文

社会

理工

医 

購読
18,000 点以上 

（2007 年現在） 
分野別コレクショ

ン パッケージにより異なる 無制限 

附属図書館にて

"Behavioral 
Science 
Collection"のみ導

入済み。 
※2007 年 JANUL
コンソーシアム提

案あり 

Safari 
Books 
Online 
(ProQuest) 

Safari Tech 
Books Online

IT・コンピュータ関連書籍をインターネット上で閲

覧可能にする年間購読型の電子ブックサービス。

O'Reilly & Associates および Pearson Technology 
Groupを中心とした IT関連書籍の出版社から刊行さ

れた 4,000 以上のタイトルを提供。購読期間中のタイ

トルの入替えや追加を一定条件下で行うことが可能。

理工 購読
4,000点以上（2006
年 10 月現在） 

個別タイトル/パッ

ケージ 

同時アクセス数と書籍の購

読オプションの組み合わせ

により算出（100 タイトル、

同時アクセス数１の場合、約

33 万円／年程度） 

契約した同

時ユーザ数
未導入 

Safari 
Books 
Online 
(ProQuest) 

Safari 
Business 
Books Online

ビジネス関連書籍をインターネット上で閲覧する年

間購読型のサービス。約 860 のタイトルを収録。購

読期間中のタイトルの入れ替えや追加を一定条件下

で行うことが可能。 

社会 購読

約 860 点 
（2005 年 9 月現

在） 

個別タイトル/パッ

ケージ 

同時アクセス数と購読タイ

トル数の組み合わせにより

算出（100 タイトル、同時ア

クセス数１の場合、約 35 万

円／年程度） 

契約した同

時ユーザ数
未導入 

購読 個別タイトル？ 未導入 
Wiley 

Wiley 
InterScience 
Reference 
Works 

Wiley が冊子体で刊行した Kirk-Othmer 百科事典等

の主要レファレンス約 70 タイトルを提供。 
理工

医 
買切

83 点 
（2007 年 10 月現

在） 個別タイトル 
FTE で規定された価格 無制限 

未導入 

購読

個別タイトル 
（ 低 20 タイトル

から購入可） 

FTE で規定された価格

（＄60～＄80／1 タイトル）
未導入 

Wiley 
Wiley 
InterScience 
OnlineBooks 

Wiley が出版した書籍のオンライン版。年間購読の場

合、契約更新時にタイトルの追加、削除、入れ替えを

することが可能。 

人文

社会

理工

医 
買切

2,500 点以上 
個別タイトル 

（ 低 20 タイトル

から購入可） 

冊子と同価格（ディスカウン

トあり） 

無制限 

医学部にて約 70
タイトル導入 
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●主な海外 E-Book：アグリゲーター系        

提供者 商品名 内 容 分野 契約 タイトル数   価 格 同時アクセ

ス数 備 考 

購読
個別タイトル/コレ

クション 
購読方法（パッケージ/カスタ

ム）、FTE 数により異なる
無制限 未導入 

ebrary ebrary 

220 以上の大手出版社(学術、STM、専門)から

提供される、書籍全文、各種レポート、地図な

ど 120,000 以上のタイトルを収録。アカデミッ

ク・コレクションや分野別・出版社別などのパ

ッケージ購読、タイトルを自由に選択できるカ

スタムコレクション購読のほか、買取型コレク

ションといった購読方法がある。 

人文

社会

理工

医 買切

約 120,000 

個別タイトル 

年間保守料（196,875 円）＋

eBook 料金（タイトル数、

FTE、同時ユーザー数により

異なる） 

シングル/ 
マルチ 未導入 

Thomson Gale 
Gale Virtual 
Reference 
Library 

世界的に定評のあるレファレンスから、文学・

宗教・哲学・教育・医学・法律・芸術など幅広

い分野にわたる約 900 以上のタイトルを提供。

自動翻訳機能もある。Thomson Gale 
Macmillan Reference USA、Charles Scribner’
s & Sons、Cambridge、St. James、Sage、Wiley
等のタイトルを収録。1 タイトルからの契約が

可能。 

人文

社会

医 
買切

900 以上 
（2007 年 5 月現

在） 
個別タイトル 

アクセス料金（年間：FTE
により価格が異なる）＋

eBook 料金（購入時のみ：

FTE により価格が異なる）

無制限 未導入 

OCLC OCLC 
NetLibrary 

Blackwell Publishing、Kluwer Academic 
Publishers、Oxford University Press、
Cambridge University Press 等、世界の主要な

出版社や大学出版局による学術書、レファレン

ス、専門書、一般書などを幅広く提供。タイト

ル数は全体で 120,000 以上で、分野はビジネ

ス・コンピュータ・教育・政府と法・健康・歴

史・人文・科学・テクノロジーなどに重点が置

かれてる。2007 年に和書の学術書の搭載を開始

した。 
初回オーダーは 200 タイトル（冊）以上から。

また、追加オーダーは 1 回につき 25 タイトル

（冊）以上。 

人文

社会

理工

医 

買切
120,000 タイトル

以上 

個別タイトル 
（ただし、オーダー

は 1 回につき 25 タ

イトル（冊）以上。）

各タイトルごとの価格＋メ

ンテナンス料 

1 
（1 つの

Book につき

アクセス数

は「1」。同

一タイトル

を複数購入

すれば、同時

アクセス数

も増える）

医学部にて Allied 
Health Collection 
37 タイトル導入。 
そのほか、人文系、

フィクション等を

含む約 3,400 タイ

トル（publicly 
accessible 
eBooks）も無料で

利用可能 

購読
個別タイトル/コレ

クション 
プラットフォーム利用料＋

eBook 料金 未導入 

MyiLibrary MyiLibrary 

Taylor & Francis、Springer、Wiley、CUP な

ど 250 以上の大手学術・専門出版社から出版さ

れた、50,000 タイトルを超える全分野の eBook、
WHO、ILO、IAEA 等の国際的機関からの会議

録、年鑑、ジャーナル等を搭載。コレクション

単位での契約、1 タイトルからの契約が可能。

人文

社会

理工

医 買切

50,000 以上 

個別タイトル/コレ

クション 
プラットフォーム利用料＋

eBook 料金 

契約した同

時ユーザー

数/ 
無制限 未導入 



Books＠Ovid　アクセス統計 資料V-10

 Book Title 2006計 2007 計
Arthritis & Allied Conditions － 39
Atlas of Vascular Anatomy: An
Angiographic Approach

－ 4

Berek & Novak's Gynecology － 23
Cancer: Principles & Practice of Oncology － 38
Clinical Imaging: An Atlas of Differential
Diagnosis

－ 1

Harrison's Principles of Internal Medicine 364 194
Head & Neck Surgery - Otolaryngology － 23
Washington Manual(TM) of Medical
Therapeutics, The

87 35

計 451 412

2

8

 

 
 

NetLibrary：Allied Health Collection 37タイトル　アクセス上位タイトル一覧
Title Subject Publisher Year 2006 2007

The American Medical Association Guide to Home
Caregiving Social ScienJ. Wiley & Sons, 2001 21 15

Clinical Pharmacology {9Th Ed.} Medicine Churchill Livingstone 2003 11 21
MRI From A to Z : A Definitive Guide for Medical
Professionals Medicine Cambridge University Press 2005 11 9
Writing Skills in Practice : A Practical Guide for
Health Professionals Literature Jessica Kingsley Publishers 2002 8 4
Applying Quality Management in Healthcare : A
Process for Improvement Social ScienHealth Administration Press 2003 7

ECG Diagnosis Made Easy Medicine Martin Dunitz 2003 5 8
Ophthalmology : A Medical Dictionary,
Bibliography and Annotated Research Guide to Medicine ICON Health Publications 2004 5
Pain Medicine and Management : Just the Facts Medicine McGraw-Hill, Medical Pub. D 2005 5 5

Basic Allied Health Statistics and Analysis Medicine Delmar/Thomson Learning, 2000 3 5
End of Life in Care Homes : A Palliative Approach Social ScienOxford University Press 2003 1 4
Leading Your Healthcare Organization to
Excellence : A Guide to Using the Baldrige Criteria
{Management Series (Ann Arbor, Mich.)} Social ScienHealth Administration Press 2004 4
Dental Health : A Medical Dictionary, Bibliography
and Annotated Research Guide to Internet Medicine ICON Health Publications 2003 3 3
and Annotated Research Guide to Internet
References Medicine ICON Health Publications 2003 3 3

130 99総アクセス数

資料V-11

 
 
 
 
附属図書館では、全学で利用が見込まれる参考図書を電子ブックに置き換える方式で提

供を開始している。学部学生を対象とした日本語の「化学書資料館」、「理科年表」、研

究者用に「Encyclopedia of Life Sciences (Wiley) 」、「Comprehensive organometallic 
chemistry III (Elsevier)」である。図表V-12は「化学書資料館」の利用統計である。年間1
万件以上の利用があり、月平均では1000件に近い利用があった。 
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化学書資料館　利用統計　2007年
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資料V-12

 
今後は、試行でのアクセス統計などを利用して利用者動向の分析をした上での選定基準

を確立していく必要がある。また、機構、附属図書館、部局図書館室における役割分担や

調整の基準も必要とされる。さらに、教員への広報を充実させ、講義に使う教科書や参考

図書として、また研究用図書として利用を薦めることも重要である。 
また、電子ブックへのアクセスを容易にするために、通常の図書と同様に KULINE で検

索できるように電子ブックの目録整備も進めていく必要がある。 
 

V.2.7. 京都大学らしい、特色あるコレクションの構築 

拠点図書館は京都大学や京都大学構成員、京都大学支援組織の出版物や、京都大学に関

連する出版物等の収集に努め、京都大学らしい、特色あるコレクションを構築する。 
 

V.2.8. 点字資料や録音資料等の収集 

拠点図書館は障害を持つ利用者にも通常の利用者と同等の図書館利用を保障するため、

必要に応じて、利用者本人と調整の上、点字資料や録音資料等の、障害に応じた資料の収

集に努める。 
 

V.2.9. 収書業務の集中化 

収書業務の集中化は、業務の拠点化と全学資料の集中発注・支払をシステム上で実現す

るという一種の仮想集約という 2 つの構想がある。 
（1） 収書業務の拠点化 

小規模図書室では、図書業務をすべて 1 人で担っているところが多い。教員からの購入

依頼に始まる図書の発注、検収、登録、支払用のデータ作成までを担う図書や雑誌の購買

業務は、金額や書類のチェック等の会計事務に加えて、教員、業者、会計担当との連絡調
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整も必要で、他の業務と兼任で行うには負担が大きく、効率も上がらないため、図書の目

録業務とあわせた整理業務の拠点化の必要性は高くなっている。 
複数の部局に亘る収書業務を拠点化する場合、問題となる点は、図書館業務システムと

財務会計システムとの連携が実現していないという点と部局によって運用や体制が異なる

会計事務に対応した業務を要請されることである。図書担当、会計担当双方の業務の平準

化を進めることにより、拠点化による業務の効率化を図ることができる。 
さらに収書業務の拠点化には、教職員がオンラインで拠点図書館に購入依頼ができるシ

ステムの提供が前提となる。 
（2） 全学資料の発注・支払の集約化 
・ 全学の資料発注の集中化による業務の効率化 
・ 大量発注による価格の低減化 
・ 業者との交渉窓口の一本化による図書館、業者、双方の省力化 
・ 支払処理の簡素化 
これらのメリットを前提に、書店等からの購入価額の値引率拡大を図るというものである。

（ただし、このために、システム改修に多額の費用を投じたり、システムマネージメント

に新たな人員をはりつけると、節減効果はほとんど消えてしまう可能性もある。） 
これら、拠点化と集中発注化のそれぞれについて、充分に検討し、理想の業務モデルを

提示し、実現していくことが望まれる。 
 

図書館業務システムと財務会計システム 
法人化以降、図書・雑誌の受入業務は全ての図書館室において、図書館業務システムに

よって行われている。収書担当者は、教員からの購入依頼の受付に始まり、業者への発注、

図書の検収・登録を行い、支払用のデータを出力して会計担当者に渡し、会計担当者は財

務会計システムで支払業務を行うという流れである。 
図書館業務システムと京都大学の会計業務を行う財務会計システムはそれぞれ独立した

システムとして運用しており、データ連携は図書館業務システムから出力された支払用の

データを会計担当に渡すところだけである。教員からの購入依頼を受けても、図書担当者

はシステム上で予算の妥当性や執行状況を把握できず、図書の発注金額も財務会計システ

ムには反映できないため、会計担当者と頻繁に連絡をとる必要があり、業務の煩雑さを増

加させている。また、膨大な外部資金の予算情報を図書館業務システムに搭載する必要が

あり、システムに多大な負荷がかかっている。 
財務会計システム経由の購入依頼を図書館業務システムに取り込んで発注し、図書館業

務システムからの発注情報や検収情報を即座に財務会計システムに反映させることができ

るシステム間のシームレスな連携は、図書館業務、会計事務の合理化にとって不可欠であ

り、実現に向けて取り組まなければならない重要な課題である。 
 



V.3. 3B目録情報の整備 

京都大学が所蔵する図書、雑誌などの図書館資料を有効に利用するために目録情報の整

備は図書館機能の根幹となるものである。1985 年に開始した目録情報の電子化は図書館の

情報提供機能を躍進させ、全国的な共同利用を促進してきた。20 年を経て目録情報業務を

取り巻く環境はどう変化したのか、現状の問題点と今後のあり方について述べる。 
 

V.3.1. 目録所在情報サービスの問題点と今後のあり方 

V.3.1.1. 目録データの品質問題について 

国立情報学研究所(NII)の目録所在情報サービス(NACSIS-CAT/ILL)の品質管理の問題が

取り上げられて久しい。いわゆる、NACSIS-CAT/ILL｢図書書誌レコードの重複率の上昇率

に代表される総合目録の品質の劣化、雑誌所蔵レコードの未更新率の上昇、ILL の謝絶率の

上昇に見られる ILL サービスの品質劣化等｣である。これらの問題は、NACSIS-CAT/ILL
の参加機関の増大、また遡及入力を含む目録業務に対する非正規職員、特に外注業者や派

遣業者への依存増大により、実はある程度、予想されていたことでもあった。 
NII が 2004 年、書誌ユーティリティ課題検討プロジェクトを立ち上げ、

NACSIS-CAT/ILLの課題について調査・検討を行い、その問題解決に取り組み始めたのは、

｢全国規模で大学図書館を結ぶ我が国唯一の書誌ユーティリティ｣であるNACSIS-CAT/ILL
の上記品質面での信頼性が揺らぎ、その危機意識がより深刻となった結果と考えられる。 
それでは本学がサービスに与している目録所在情報の上記品質問題はどうだろうか。NII

では 2003 年度分より、各参加機関宛に NACSIS-CAT/ILL 業務分析表を送付している。こ

れを見ると、2003～2005 年度、各部局により若干の差があれ、大学全体として見た場合に

は、ほぼ全国平均を保っている。（特に ILL 業務では、複写謝絶、貸借謝絶、平均所要日数

共に、機関として平均に対する指数が上がっており、改善がなされている結果がうかがえ

る。）新規書誌レコードの作成件数が多くなると、その分、重複作成のリスクも大きくなる

のであるが、本学においては平均で満足することなく、少しでも評点をあげることができ

るよう、今後とも登録時の検索を怠らず、書誌レコードを作成した際には、CREATE 後、

再度検索を行い、重複作成でないことを改めて確認する慎重さが、引き続き求められよう。 
 
     本学の NACSIS-CAT/ILL サービス品質数値     図表 V-13 

対全国平均 
図書書誌

重複指数 
雑誌所蔵

更新指数

ILL 複写

謝絶指数

ILL 貸借

謝絶指数

ILL 平均

所要日数 
2003 年度 3.0 3.2 2.7 2.5 2.7 
2004 年度 3.0 3.2 2.9 2.6 3.1 
2005 年度 3.0 3.1 3.1 3.0 2.9 

     全国平均に対する本学の各指数(平均からのばらつきの度合い)。 
平均を 3 とし、数値が大きいほど上位、つまり優であることを示す。 
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V.3.1.2. 目録業務担当者の縮減 

｢国立大学では，従来から遡及入力は，非常勤職員・外注によっているケースが多くあっ

たが，近年は，専門性が高いとされてきた通常の目録業務も，非常勤職員・外注（派遣）

に依存する大学が増え，目録作成能力の継続・維持に懸念を表明する大学も少なくない｣と、

NII｢書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト 終報告｣では述べられている。 
NACSIS-CAT/ILL 参加機関数が増え、総合目録データベースに搭載されるデータ量が増

すにつれ、目録業務は、既存書誌レコードへの所蔵入力だけで登録が済むようになるケー

スが増加、｢目録は単純｣なものとして受け入れられるようになり、その結果、人員削減、

外注化の対象となった。皮肉にも、NACSIS-CAT/ILL は、｢人減らし｣の手段となったので

あるが(NACSIS-CAT/ILL 自身、業務の効率化という観点も含んでいたので、仕方ないので

もあるが)、その一方で置き去りにされたのが、上の品質問題、そして共同構築・相互利用

という基本理念であった。 
本学でも、数次にわたる定員削減の中、図書館職員も例外でなく、部局により様相は異

なるとは言え、目録業務に携わる要員は縮減されてきた。例えば、附属図書館では、1997
年度に 8 人いた目録業務要員が、2005 年度には 4 人にまで減ってきている。しかもその途

中には、掛長以外の常勤職員（定員）がいない、という期間もあった。部局分の代行入力

がなくなったとは言え、10 年間での要員半減と、常勤職員の目録業務における確保困難な

現状では、上で述べられた、｢目録作成能力の継続・維持に懸念｣が示されるのも頷ける。 
各目録現場での要員が少なくなる中では、これまで維持・継続してきたきめ細かな目録

情報の管理はどうしてもおろそかになり、現場の運用方針も NACSIS-CAT/ILL の基本理念

が後回しにされてしまう、そのような雰囲気が、図書館経営側のみならず、担当者にも生

まれてきているのではないだろうか。目録要員が少なくなる中、目録情報の品質管理・維

持が一方で声高に叫ばれていることに、矛盾を感じている目録担当者も多い。 
附属図書館の目録要員者数の推移           図表 V-14 

年度 要員数 掛長 掛員 日々(有期)雇用 時間雇用 

1997 8 1 2 2 3 

1998 7 1 1 2 3 

1999 7 1 1 2 3 

2000 6 1 1 1 3 

2001 6 1 1 1 3 

2002 5 1 0 1 3 

2003 5 1 0 0 4 

2004 5 1 0 0 4 

2005 4 1 0 0 3 

2006 4 1 1 0 2 
(2005 年 10 月に常勤掛員 1 名配置、時間雇用職員 1 名減で、2006 年度に至る) 
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V.3.1.3. 目録業務を経験することの大切さ 

目録担当要員が減少してきているということ、またその部門に外注等の職員が充てられ

るケースが増えてきているということは、ますます、(内部の)図書館職員が、業務としての

目録に携わる機会が少なくなっていることも示す。目録業務をこなすためには、和洋の目

録規則、(主題による)分類、言語に関する知識が必要である。加えて 近はオンライン目録

が主である故、入力に際しての規則、システムに関する知識も要求される。自館で閉じて

いたカード目録時代と異なり、NACSIS-CAT/ILL を利用しての目録作業では、NII を含め

た他図書館との連絡・調整も必要となる。 
もっとも総合目録データベースに書誌レコードが登録済みで、所蔵レコード登録だけの

操作ということになれば、格段の｢専門性｣は必要でなくなる、とも言えよう。しかし、カ

レントで多くの資料を受入れ、また遡及入力がこの先も続く本学の現状では、新規書誌作

成の機会が他学より多いことも事実であり、「図書館職員として目録業務を遂行する」には、

やはり十分な訓練と実務経験が必要な業務であることは言うまでもない。 
一方、目録所在情報は図書館サービスの根幹を成す要素の一つであるため、この業務を

経験することにより、レファレンス、閲覧、ILL といったサービス業務をより正確に、効率

よく行うことも期待できる。逆に、上記サービス業務系だけにいると、目録の根本を学ぶ

機会がなく、上っ面な知識だけで、利用者応対することになる恐れもある。その図書館の、

そしてそこで働く図書館職員の将来のためにも、図書館は政策をもって目録業務に図書館

職員を配置することが望まれ、NII で懸念が表明されている、その図書館、大学がもつ目録

作成能力の継続・維持を、組織的に計ることが必要と思われる。 
 

V.3.1.4. 今後の本学目録業務の体制について 

1)高度な目録業務に対応できる要員の育成 
上述したように、附属図書館では、一時期、常勤職員掛員が目録担当掛に不在の時代が

あった。これはその時代の事情もあり、いたしかたなかった、のかも知れない。ただそれ

が図書館にとってよいことであるわけはないことは、誰の目にも明らかではないだろうか。

法人化の進行により、人員縮減の圧力は更に今後増すことと考えられ、目録業務だけの話

では済まされない図書館全体での問題であることは十分承知ではあるが、目録業務が時代

を越えて、図書館の仕事の中での基幹業務の一つであり続けるのであれば、図書館サービ

ス、その運営上も、その要員の確保は必須と思われる。 
例えば、本学では和装本の目録入力が遅れており、専門知識をもった要員の確保は必須

のものとなっている。和装本の目録に関する専門部署を設置し、専門知識をもつ人材を配

置し、育成する。また、機関リポジトリのコンテンツや、貴重画像データ、電子ブック等

のデジタルデータを扱える要員の育成も必要である。これらのことは、本学図書館におけ

る人材育成や研修体系と併せた人事政策に関わるものであるが、その基本方針が中・長期

的にしっかりと考えられ、掲げられておくべきであると思われる。 
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2)派遣・外注業者のレベル底上げ 
派遣・外注業者の導入は、目録情報の品質低下を予想させたことは上に述べた。これは

NACSIS-CAT/ILL システムの利用が急速に拡大したことに、派遣・外注業者が追いつけて

いけなかったことも考えられるが、発注者側も NACSIS-CAT/ILL システムに準拠をした仕

様書の作成できず、また現場での外注業務管理も、目録要員の手薄さもあり、十分にでき

なかったことも大きく影響していると思われる。 
請負における目録外注単価は、以前と比して安くなってきたとはいえ、まだまだ高い。

良い外部人材を投入するには、お金がかかる故、どうしても安い業者へと図書館の発注は

傾くのであるが、業者は安くに請けた分、抱える人材の教育・育成への投資に動かず、結

局は外部業者においても人が育たないという状況になっている。 
NII では、外注業者等に対する CAT/ILL 講習会、目録外注化のための仕様書モデルの策

定を計画している。発注者側の我々もきちんと現場管理を行い、業者が NII システムに準

拠した目録作成をしているかを、監督する必要があろう。 
もちろん、こう言ったからといって、目録の外注化を勧めているわけではもちろんない。

先のとおり派遣にも請負にもお金はかかるのである。図書館のあるべき将来に向けて、近

視眼的にそれら業者に任せてしまうのか、それとも大学が学問の 高学府であり、教育の

機関であることに思いを至らせ、職業人（プロフェッショナル）としての図書館員の育成

に目を向けるのかは、大学人・図書館人の良識にもかかることであろう。 
 

3)NACSIS-CAT/ILL の役割の再評価と NII との連携 
NII 大学図書館等関連事業説明会-2004｢NACSIS-CAT/ILL の現状と課題｣の報告の 後

では、次の 3 つのポイントが述べられた。 
 ＊総合目録データベースの｢質｣と｢量｣ 
 ＊だれのための仕事か 

＊利用者から信頼されるサービスを目指して 
である。 
総合目録データベースにおいては、近年その抱えるデータ｢量｣が膨大になり、一方で｢質｣

が見過ごされる傾向が見られる。私たちは、縮減される人員の中、ついつい仕事に追いか

け回され、自分が何のため、｢だれのため｣に仕事をしているのかを忘れてしまいがちであ

る。しかしながら、私たちは学術情報に携わる職業人として、そのことをいつも意識しな

がら、わが国の大学図書館等を結ぶ学術書誌ユーティリティである NACSIS-CAT/ILL シス

テムを共同して構築し、それが利用者からの信頼に耐えうるよう、｢質｣を備えたデータベ

ースを維持していかなければいけない、という内容であった（と記憶している）。いずれに

せよ、ここでは NACSIS-CAT/ILL の基本理念の再確認、原点回帰が述べられていることは

間違いない。 
NII では現在の問題状況を打破すべく、アクションプランの策定、WG での討議が進めら
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れているが、私たち図書館側も、基本に立ち返り、NII との連携のもと、NACSIS-CAT/ILL
の役割を今一度、考えてみる時期にきているかと思われる。このことは現場担当者だけで

なく、図書館(大学)管理者にも啓蒙が必要であり、図書館における目録業務は単に外注化の

スポットではなく、学内はおろか全国の学術情報ネットワークの一翼を担っているのであ

って、ナショナルなレベルで、各大学が意識をもってそれを支えていく認識が必要である

ことを、各館が説明していく必要があると考えられる。 
特に本学のような規模的にも大きな大学（図書館）には、やはり NII や他学からの期待

も大きく、相当分の貢献をすることが求められるのが常であり、またそうでなければいけ

ない。この点、担当者、管理者共に、全国の大学における本学の位置、本学の理念を再確

認する必要があると感ぜられる。 
 

4)目録業務のセンター化 
全学的な図書館・室の専任職員の縮減、中核となる図書館の常勤の目録要員の削減が続

く中で、目録データの品質を維持・管理するには、業務の集中化が必要となってくるであ

ろう。 
小規模な図書室では様々な業務を兼任する職員が多く、目録業務の機会も少ないため、

十分な経験が積めず、必要な知識を習得できない状況にある。書誌の作成・修正や他機関

との連絡・調整を迅速に行えないなど、業務の遅滞も生じている。 
全ての図書館・室で図書館業務システムが利用でき、資料配送体制も整備されつつある

状況では、拠点となる図書館に目録業務センターを置き、業務に習熟した職員が書誌作成

や連絡・調整を担当し、サービスを主体とした図書室では配置場所等のローカル情報の入

力を担当するといった作業の分担が考えられる。 
また、和漢古書、西南・南・東南アジア、アフリカ諸言語などの多言語資料は本学の特

徴をなすものであり、これらの資料を整理する専門部署の設置も必要である。 
各センターは、密接に連携し、これまで蓄積した知識と技術を伝え、新人職員を教育す

る場所として、また目録システムに関する先進的な取り組みや知識を習得し、業務に反映

していく拠点として活動し、古典籍から電子ブック、電子情報へのアクセス手段の確保ま

で多様な媒体を含む本学の図書館資源を有効に利用できるシステム作りを考えることが必

要であろう。 
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V.3.2. 遡及入力の現状と課題 

V.3.2.1. 遡及入力の必要性 

目録の遡及入力はこれまで蓄積してきた貴重な学術資料を有効に利用するためにはなく

てはならないものである。 
従来は図書館にきて著者順、書名順、分類順のカード目録を検索して目的の図書にたど

りつくより他に方法がなかった。目録の電子化は様々なアクセスポイントからの検索を可

能にした。ネットワーク環境が向上したことにより、遠隔地からでも、京都大学に所蔵し

ているかどうか、利用が可能であるかどうかを即座に知ることができるようになった。 
2006 年度末現在、京都大学の蔵書冊数は約 623 万冊で、図書館業務システムに登録され

ている冊数は約 340 万冊、未入力冊数は約 283 万冊、入力率は 54.6 パーセントである。

未入力 283 万冊のうち図書は約 193 万冊、製本雑誌は約 90 万冊であり、図書だけに限って

言えば、約 499 万冊に対し、入力は約 306 万冊、入力率は 61.3 パーセントになる。（図表

V-15） 

 蔵書入力状況と遡及計画
（H19.4.1現在約623万冊)

図書入力冊数

 306万冊

H.19-21年度

入力計画冊数

113万冊

H.22年度以降

入力予定冊数

80万冊

雑誌未入力冊数

90 万冊雑誌入力冊数

 34 万冊

*入力冊数は登録図書（資産）の数

 
未入力の図書の書誌や所蔵の情報は、従来のカード目録や文庫目録等を検索する以外に

方法はない。全ての蔵書を、学内及び学外から簡単に検索でき、利用できるようにするこ

とが遡及入力の目的である。 
遡及入力は蔵書の有効利用を促進するばかりでなく、貸出・返却、相互利用の手続きを

簡素化し、利用状況の把握や統計の出力を容易にするなど図書館サービス業務の効率化を

促進するものである。 
また2004年度に大学法人となり、法人会計の下、図書は固定資産として管理が強化され、

一定の年限内に図書 1 冊毎の所在確認が義務付けられている。遡及入力が進めば、一冊一

図表Ⅴ‐15 
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冊の図書の所在確認をする作業を効率的に行うことができ、書庫等の収蔵スペースの狭隘

化対策として重複資料の整理、利用効率を考慮した資料の適正配置など図書管理業務全体

の効率化を推進する。 
 

V.3.2.2. 遡及入力の経緯 

1985 年の目録の電子化開始時以来、学術情報センター（NII）の遡及入力事業、全学遡

及入力事業、部局の事業等の活動を通して遡及入力を推進してきた。しかし、蔵書規模で

は全国 3 位、100 年余に亘る歴史の中で蓄積されてきた多様な資料の入力作業には莫大な費

用と中長期的な計画が必要であり、継続的予算の確保ができないまま、単年度毎の小規模

なものに終わっていた。 
法人化後の図書館運営のあり方を検討する図書館政策委員会において、遡及入力の促進

は、学術情報基盤整備事業の重点課題の 1 つとして、中期目標期間の事業計画に上げられ

たが、継続的予算の確保はできないままであった。2004 年 4 月の法人移行時、蔵書約 592
万冊に対し、入力は約 204 万冊であり、入力率は 34.5%であった。未入力 388 万冊のうち、

図書は約 290 万冊、雑誌は約 100 万冊であった。 
 

V.3.2.3. 全学遡及入力事業 

2005 年度に発足した図書館機構では、2003 年度から 2009 年度までの中期目標・計画期

間 6 ヵ年を第Ⅰ期として約 210 万冊の図書を対象として、全学遡及入力事業を実施中であ

る。第Ⅰ期は、入力効率と図書の利用率アップを図るために、目録入力が比較的容易な NII
の総合目録データベースに書誌がある図書を対象としている。2006 年度からは基盤強化経

費の措置をうけ、2009 年度まで継続的な予算が確保された。2010 年度からは第Ⅱ期として

書誌作成が必要な残り約 80 万冊が計画の対象となる。 
全学遡及入力事業は、全学経費による計画と部局独自の計画を合わせて実施しているも

のであり、全学遡及入力要員と部局経費、担当職員の努力により 3 ヵ年で約 93 万冊の入力

実績を得ている。（図表 V-16） 
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2004 2005 2006 2004 2005 2006

附属図書館 13,409 8,000 2,605 2,928 26,942
附属図書館宇治分館 2,381 10,300 2,585 15,266
文学研究科・文学部 3,983 32,320 42,000 20,000 88,027 41,276 227,606
教育学研究科・教育学部 5,965 17,634 2,000 10,813 2,250 38,662
法学研究科・法学部 4,262 8,506 14,553 6,000 7,286 21,125 61,732
経済学研究科・経済学部 3,168 9,851 21,894 10,000 53,000 39,936 137,849
理学研究科・理学部 2,182 2,487 3,972 5,000 2,934 4,223 20,798
医学研究科・医学部 2,054 6,706 5,494 4,000 9,940 9,460 37,654
薬学研究科・薬学部 1,569 12,997 14,566
工学研究科・工学部 2,004 2,320 6,426 9,000 4,609 30,471 54,830
農学研究科・農学部 3,290 3,923 10,000 7,568 35,038 59,819
人間・環境学研究科・総合人間学部 14,911 28,391 5,000 14,997 25,874 89,173
エネルギー科学研究科 693 1,050 1,454 3,197
アジア・アフリカ地域研究研究科 0
情報学研究科 2,810 2,800 600 2,913 9,123
人文科学研究所 2,568 8,248 22,781 10,000 13,063 18,180 74,840
経済研究所 6,805 6,231 8,000 1,351 22,387
基礎物理学研究所 2,221 2,221
数理解析研究所 2,003 3,000 980 14,663 20,646
原子炉実験所 2,000 3,308 835 6,143
東南アジア研究所 4,000 883 4,883
高等教育研究開発推進センター 361 361
フィールド科学教育研究センター 500 1,088 772 2,360
生態学研究センター 5,000 1,979 12 6,991
その他の部局 38 38

合計 32,319 107,352 186,854 114,300 225,416 271,846 938,087

合計

全学遡及事業入力実績（2004～2006年度)

参加部局名
部局経費・担当者による入力全学経費による遡及入力

図表Ⅴ-16

 
 
V.3.2.4. 遡及入力の課題 

（1） 小規模図書室の遡及入力 
図書業務全般の問題であるが、図書担当者が専任ではない図書室が増えており、遡及入

力まで手が回らないのが実情である。全学遡及入力事業は図書館機構による全学計画と部

局努力による計画を合わせて年度入力計画を設定している。そのため、部局の計画を立案

できない小規模図書室では、遡及入力は停滞している。今後、拠点となる図書館への統合

や、図書の集中化が予測される中で、図書の散逸を防ぎ、管理を容易にするためにも入力

を完了する必要がある。 
（2） 研究室所蔵図書の遡及入力 
図書館・室に配架している図書の遡及入力は、作業が比較的簡単であるが、研究室の図

書の入力は教員の使用状態、保管している場所により入力作業に手間がかかる。また、教

員が専有して使用している場合、遡及入力への理解が得られなかったり、入力後、学内、

学外からの利用希望に対応できない場合も多い。遡及入力を進める際には、研究に支障の

ない範囲において、図書館・室を通した一時的な貸出利用、専有して利用する必要の無く
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なった図書は速やかに図書館・室に返却してもらう等、共同利用の促進と資産管理の両面

から教員の理解を求めることが必要である。 
（3） 目録作成要員の確保 

2009 年度までの遡及入力計画は原則として NII の総合目録に書誌があるものを対象とし

ている。2010 年度からの第Ⅱ期遡及入力はオリジナルな書誌作成が必要な図書、約 80 万

冊を主な対象としている。2007 年度から 2008 年度にかけて調査を行い、2009 年度には全

学計画を策定する予定である。 
既に部局図書館・室の遡及入力も書誌作成が必要な段階に入りつつあり、和漢古書を始

めとして専門知識、技術をもつ目録要員の確保は、緊急のことになっている。V.3.1 で述べ

た目録業務のセンター化を実現し、全学的な書誌作成の効率化を図ることが急務である。 
 

V.4. 4B図書館資料の保存 

V.4.1. 資料保存の現状 

図書という貴重な資産は、現在だけでなく、将来も長きに渡って活用されなければなら

ない。そのためには、いつでも利用できるように、現物そのものの保存が不可欠である。 
しかし、現在の図書館機構は、資料保存政策や施設の不備、危機意識のなさ、スタッフ

の専門知識不足等のために、充分な資料保存業務がおこなわれているとは言い難い。 
現実に、2004 年の人環・総人図書館の水損事故や、附属図書館の貴重書室を含む複数の

図書館・室での水漏れ、カビ発生等の事例が起こっている。これらの事例を教訓として、

全学的な対応の必要性を図書職員も認識しているが、書庫に空調設備がなかったり、継続

的な環境測定・記録がとられていなかったりする図書館室も多く、改善を要する現状にあ

る（図表 V-17）。空調・除湿装置があるのにカビが発生したという事例も有効回答４０館中

の 5 割を超えている（図表 V-18）。原因として、空調機や除湿機を設置していても、運転時

間が平日昼間に限定されているなど、運用面から設備を活用できていないことや、老朽化

やメンテナンス不足により装置の能力が十分に発揮できていないことなどが考えられる。

空調設備を備えるだけではなく、日常的に保存環境の調査・指導や適切な運用を実施して

いないと効果がないという事実を表すものである。また、カビや害虫を確認した場合も、

多くは専門業者でなく、図書館職員が処置をおこなっており、資料の傷みだけでなく、利

用者や職員の健康にも悪影響を及ぼしている恐れもある（図表 V-19）。環境や利用マナーの

悪化により、一般の図書でも日常的な利用に窮するほどの破損があとを絶たない。こうし

た現状に対して、各図書館・室のスタッフは手探りの地道な対応をおこなっているが、対

症療法の繰り返しとなっている。早急に全学的・組織的な対策を確立しなければ、京都大

学だけでなく人類全体の知的財産である図書が永遠に損なわれ、利用不可能な、価値の無

いものになってしまう。定常的予算のもと、継続的な資料管理を実践することは、保存コ

ストの面からも有効である。 
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図表 V-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 V-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 V-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

書庫の空調設備設置状況
(対象館40館中の回答館数)

空調機あり
24

除湿機・
換気扇のみあり

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

書庫のカビの発生と消毒実施の状況
（対象館40館中の回答館数）

カビ発生なし
18

カビが発生
職員が消毒

14

カビが発生
業者が消毒

1

カビが発生
調査中

未処置

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

なし
2

100%

書庫環境の測定・記録状況
(対象館40館中の回答館数)

測定・記録なし
31

測定あり・
記録あり

4

測定あり・
記録なし

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

書庫環境とカビの発生状況

空調有
カビ発生

12

空調有
カビなし

12

除湿のみ
カビ発生

10

除湿のみ
カビなし

4

空調なし
カビなし

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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京都大学図書館・室における資料保存環境調査 
平成１９年２月に全学図書館室を対象に、附属図書館研究開発室のもとに設置された「図

書館資料の保存に関するワーキンググループ」により「京都大学図書館機構所蔵資料保存

環境アンケート」が実施された。図表 V-17、図表 V-18、図表 V-19 は、その回答を基に作

成したものである。このアンケートには、保存環境の悪化に悩む各図書館室の生の声が寄

せられている。代表的なものを以下に示す。 
・現図書室は、教室等の転用であるため、換気、空調、排水ダクト等の設計が資料の保存

に適したものになっていない。また、改修工事や移転が予定されており、ダンボール箱で

の保管などの暫定的な措置が長く続いている。建物、施設、設備の老朽化が進んでいる。

全学的な保存書庫を確保してほしい。 
・カビ発生の際の除去、害虫の駆除、脱酸処理などに必要な経費が確保できない。また、

作業要員に当てる職員の余裕がない。全学的な対策を進めてほしい。 
・カビ除去の手法や資料の補修、環境保全対策にはさまざまな評価があるので、適切な方

法を指導してほしい。 
※なお、図書館資料の保存に関するワーキンググループにより、平成１９年３月２６日に

アンケート集計結果（中間報告）が公開されている。 
 

 
V.4.2. 資料保存政策の策定・実行 

－図書館資料の将来の利用を保障し、貴重な資産を次代に継承するためにー 
京都大学の資産である全学の図書資料は大学レベルの政策により保存管理されなければ

ならない。資料保存政策は、１館（室）ごとの部局独自の努力に依拠するのではなく、全

学の取り組みとして組織的に実行することが、効率的かつ合理的である。今後の有効な政

策の策定と実行のために、以下を早急に実施する。 
 保存環境調査 

全学の資料保存環境の継続的な記録・調査を行い、その結果に基づいて、被害の早

期発見、緊急処置と長期的な視点による保存計画の両方について具体的な政策を立案

する。 
 蔵書とその利用方針に合わせた環境と施設の整備 

全学図書館室の蔵書構築方針および利用方針を明確にし、全学の中での位置づけに

基づいた保存環境・施設の整備のための具体的計画（中期計画・年次計画）を策定す

る。 
 劣化予防対策の強化 

資料の破損防止のための保護処置（修復、保存箱作成など）や紙資料の劣化防止対

策（脱酸処理、虫害防止処置など）に積極的に取り組むとともに、資料の取扱い方等



について利用者への啓発活動・事業を実施する。 
 図書館スタッフの意識教育 

資料の取扱いや保存についてのスタッフ研修を行い、保存への意識を高める。 
 資料保存経費の安定的確保 

上記のような対策を、迅速かつ有効に実現するためには、一定の経費を継続的に確

保することが必須である。保存環境調査の結果や実際の被害などの危機的状況を全学

に具体的に知らせ、全学的経費を安定的に確保するための行動を開始する。 
 

V.4.3. 専門部署の新規設置 

長い歴史をもつ京都大学は、非常に大量の多種多様な資料を所蔵している。また、それ

を管理する図書館・室の数は膨大であり、保存する書庫も広大な面積となる。京都大学と

同様に大量の資料をもつ国立国会図書館や海外の大学図書館、公共図書館では、独立した

部門としての資料保存課をもち、資料保存専門司書（コンサベーター）が保存計画の策定

から資料の修理までを監理している例が多い。京都大学においても、図書館機構に資料保

存の専門部署を設置し、そこに専門的知識をもつスタッフを配置して、全学資料の保存政

策の立案と実行に責任・権限をもつ体制をとることが必要である。図書館機構において、

資料保存専任スタッフは以下のことを行う。 
 全学の蔵書構築方針および利用方針に基づく保存計画の策定 
 全学図書館・室の保存環境・施設調査の指導・実施 
 各図書館・室の保存環境等に関するコンサルティング 
 図書資料の修理計画の策定と実施（外注含む） 
 保存と利用のための資料複製計画の策定・実施（外注含む） 
 

ケンタッキー州立大学図書館における資料保存対策の状況 
・米国では、多くの大学図書館に「資料保存課」があり、資料保存の管理者や保存・修復

の専門家であるコンサベータが配置されている。 
・ケンタッキー州立大学図書館資料保存課は修理・修復だけでなく、継続的な環境調査を

行い、劣化の予防に努めている。 
・大学に保存書庫を整備している。温湿度の変動が少なく、環境が一定である洞窟を保存

書庫に利用している。保存書庫からキャンパスへの資料配送体制も整備されている。 
・資料保存課は、劣化資料の簡単な修理のためのマニュアルをもち、図書館製本について

も責任をもっている。災害時の保存計画や、マイクロ化やデジタル化などフォーマット変

換計画の策定、保存に関する職員教育などもおこなっている。 
・保存計画や環境調査に基づいて、保存のための必要経費を大学から獲得している。 
 京都大学図書館機構報：静脩 44 巻 1 号 p.11-14 天野絵里子、山田裕子、山本千恵『「資

料保存課」訪問調査 University of Kentucky Libraries in USA』 
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V.4.4. 保存図書館の設置 

多くの図書館・室が資料を収蔵する書庫の狭隘化に悩んでおり、書庫内の書架に限界ま

で資料を詰め込む例が多くなっている。こうした詰め込みや無計画な書架の増設などが、

書庫内の換気や温湿度調節に影響を与え、書庫環境の悪化を招くことがあるため、収納と

環境のバランスへの配慮が必要である。書庫の狭隘化の解消、資料の有効活用、効果的な

保存のための書庫環境の維持を実現するためには、全ての図書館・室から利用の少なくな

った雑誌や図書を移管し、集中して収蔵する保存図書館の設置も検討する必要がある。た

だし、用地・施設・設備の確保など短期的には実現困難な課題も多いため、蔵書構築、利

用、保存についての全学的方針の策定などと併せて、以下の視点から長期的な課題として

取り組んでゆく。 
 コレクション構築方針にもとづいた保存図書館構想の検討 
 全学共通保存図書館の設置 
 設置後の運用、資料配送体制の確保 

 
V.4.5. 分担保存 

書庫の狭隘化等への対応策として、全学的に所蔵資料の除却（廃棄）が進められている（図

表 V-20）。主な除却対象は、学内の他の図書館・室に同一タイトルが所蔵されている資料（重

複資料）や劣化により使用不可能となった資料ではあるが、現状では除却処理の手続き期

間中に同一タイトルが廃棄される場合の全学調整や、劣化資料の重要度の審査などが十分

に実施できているとは言い難い。除却により学内に所蔵がなくなる畏れもあるため、全学

的な資料保存方針と除却時の調整方策の確立が望まれる。 
図表 V-20 

除却冊数の推移 

年度 冊数 

2000 5,140

2001 8,478

2002 8,332

2003 206,301

2004 0

2005 17,461

2006 14,738

特に、電子ジャーナルの普及に伴い、雑誌バックナンバーの

製本保存を取りやめたり、雑誌を優先して除却する図書館・室

が現れている。雑誌の重複タイトルについても積極的に部局間

調整を行なう必要がある。全学的な調整を実施することにより、

保存のためのコストや書架を削減できるメリットもあるので、

全学の保存方針を策定し、拠点図書館を中心として分担保存を

行なうことが有効である。もちろん、分担保存のためには雑誌

製本や保存施設・設備の整備が不可決であり、そのための以下

の方策をとる。 
 全学保存方針と計画の策定 

 分担保存担当図書館・室の調整と施設・設備の整備 ※2003 年度は、国立大学法人化に向け

て承継資産確定のための除却を実施 
 分担保存を維持するために必要な経費（製本費等）の全

学的・継続的確保 
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京都大学における分担保存の試み 
平成 16-17 年度の情報資源管理部会において、雑誌関連業務の合理化と書庫の狭隘化緩和

を検討するため、仮に文学、法学、経済、教育、附属図書館の 5 部局が所蔵する文系雑誌

を分担保存した場合、どの程度棚が削減できるかという試算をおこなった。その結果は以

下のとおり。（換算棚数計算：１棚 90cm、未製本雑誌１冊の厚み１cm） 
○新規受入雑誌の調整による削減の試算 

5 部局で重複しているものを省き、1 タイトルのみ受入すると、2004 年度の受入実績のう

ち、21,498 冊（未製本冊数）、約 230 万円（雑誌購入費相当分）が削減できる。購入費用と

受入業務のための人件費の削減が可能であり、保存スペースについても、棚数に換算して

年間約 239 棚の増加を食い止めることができる。 
○重複製本雑誌の調整による狭隘化の解消の試算 
複数部署で重複所蔵しているタイトルを集中化して、１部署のみの保存に切り替えると、

1,060 棚分を節減することができる。 
○部局間調整の試行結果 
平成１７年度にモデルケースとして、教育学部図書室と附属図書館の紀要類を対象に部局

間調整を実施した。その結果、教育学部図書室の書架に 167 棚分の余裕ができた。また、

附属図書館に移管したことにより、紀要類を平日夜間や土日にも利用できるようになり、

利便性が飛躍的に高まる効果があった。 
 

 
 
 

京都大学における雑誌保存の構想と経緯（BNC と桂図書館保存書庫構想） 
図書館資料の保存方策の 1 つとして、刊行から年月を経て、利用の少なくなった雑誌（製

本雑誌）を集中保存する方法がある。海外の大学図書館では、郊外キャンパスに大規模な

保存図書館・書庫を設置したり、民間の倉庫（洞窟倉庫など）を契約したりして、組織的

な資料保存対策を実施する事例が見られる。（カリフォルニア大学、カリフォルニア州立大

学ノースリッジ校、ケンタッキー州立大学、ハーバード大学など）国内の大学図書館でも

同様の動きが始まっている。（慶応義塾大学山中資料センター、白楽サテライト・ライブラ

リー、東京大学柏図書館、金沢大学自然科学系図書館、九州大学理系図書館など） 
京都大学においては、附属図書館の建て替え時期に合わせて 1985 年に、各部局図書館室

から学術雑誌のバックナンバーを移管し、各タイトルを 1 部ずつ保存・集中管理すること

を目的としたバックナンバーセンター（BNC）が設置された。開設から 20 年以上の年月を

経た現在、和雑誌約 1 万タイトル、洋雑誌約 6,000 タイトルを収容しており、当初予定さ

れた収容可能冊数（約 40 万冊）の限界に近付きつつある。各部局図書館室でも蔵書冊数の



増加による書庫の狭隘化が進行し、所蔵雑誌の移管要望が高まってきたため、2007 年開館

予定であった桂図書館（桂キャンパス）に、自然科学系雑誌の保存書庫を設置する構想が

決定された。桂図書館の建設基本計画では、約 60 万冊を収容可能な自動化書庫を導入し、

BNC 内の自然科学系雑誌約 1 万タイトルを移管して、学内デリバリーや e-DDS のしくみ

の整備活用により保存と有効利用の両立を目指した。2006 年 11 月の桂図書館寄附の無期

延期により、全学的な保存書庫設置の早期実現は困難となったが、保存施設・設備を整備

する必要性はますます高くなっている。 
 

 
 
V.4.6. 資料の複製 

資料の保存に力を入れる目的は、それを永続的に利用することにある。利用と保存の両

立には、現物の代替になる複製を作成することが有効である。特に貴重資料や劣化資料に

ついては、修復と同時におこなうマイクロ化やデジタル化が効率的であるため、修復・保

全と複製を連動させて計画的に推進する。同時に、マイクロ資料やデジタルデータの保存

と利用の環境整備も必要であり、具体的には以下の方策をとる。 
 複製すべき資料の選定と効率的な複製方法の検討、実施 
 マイクロ資料の保存環境の確立と安定的管理 
 デジタルデータの保存と保存媒体の移行 
 複製資料へのアクセス保障 
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