
海外研修経験から見えた大学図書館(２)

関西学院大学図書館

利用サービス課

瀬戸口 雅士



研修概要

目的：東アジアにおける電子化推進図書館を見る

訪問日：2012年12月3日(月) ～ 9日(日)

訪問機関（韓国５機関、台湾１機関）

①国立デジタル図書館
②韓国教育学術情報院（KERIS）
③国立ソウル大学中央図書館、同医学図書館
④私立延世大学図書館
⑤私立梨花女子大学図書館
⑥國立高雄第一科技大學図書館

※國立台湾大學図書館を訪問できなかった。
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事前質問票

機関種別ごとに作成

国立デジタル図書館、KERIS、大学図書館

作成上の留意点

細かな質問の羅列はやめる

我々が関心を持つ大まかな項目

デジタル化のメリット・デメリット

施設設備

人材育成

事前質問票
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言葉の壁、業務の特殊性

図書館業務は知らない

各機関種毎に、入念な打ち合わせが必要

詳しい議論は難しく、大きな視点から

精一杯、ご尽力いただいたことに感謝

通訳（観光専門の通訳）
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韓国
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韓国の教育情報化推進政策

政策目標

従来は「標準化された知識を画一的に提供」であった

個人のレベルや特性に合わせる「自己主導型学習」へ

情報の活用

学習空間・時間・利便性の拡張

⇒ 情報は国民全体に教育を普及させるための土台の役割

情報の捉え方

情報は「ツール」から「本質的要素」へ

国際競争力の強化⇒国民育成⇒教育情報化
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韓国教育学術情報院（KERIS： Korea Education and Research Information Service）

大学図書館総合リストサービス(Union Catalog）

デジタル学術情報流通体系（dCollection）

eラーニングコンテンツ（KOCW）

学術研究情報サービス（RISS）

教育情報総合サービス・システム（EDUNET）

KERISが提供するサービス
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KERISの諸政策

大学の学術資料を共同利用

利用者向けポータルサイトとして提供

原文の電子資料を提供している場合はダウンロード

海外出版社の資料についてはDDSサービスで提供

エルゼビア等のコンテンツなど幅広い学術資料を展開

いくつかの大学が無料DDSを実施

学術研究情報サービス（RISS）
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Union CatalogはRISSの共同目録情報

自機関の学位論文等の研究成果物や購入した電子ジャーナル等
の学術資料のメタデータをRISSに提供

自機関の図書館システムからのRISSを統合検索対象にできる

Dcube（e-Distribution system）

RISSサービスを介しての文献複写送付サービス

複写物は電子ファイル（PDF）で図書館に送付

利用者には印刷して渡される

申し込みから1日以内に送付

図書館システムとは切り離された独立システム

学術研究情報サービス（RISS）

KERISの諸政策
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国立デジタル図書館（Dibrary）
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国立デジタル図書館
Dibrary（Digital+Library）

ディブラリーポータルという仮想空間と情報広場という物
理的空間を統合的に運営し、デジタルとアナログを融合し
たサービスを提供している

開館日・開館時間
毎週火曜日～日曜日 9：00～18：00

蔵書数（2013年1月）
韓国内出版物612万冊、国外出版物111万冊、
非図書資料142万件、古典27万点、
デジタル資料205万点
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【国立デジタル図書館】

国立デジタル図書館（Dibrary）

（出典：http://www.flickr.com/photos/mosmanlibrary/4978528346/）



所蔵資料のメタデータの作成

貴重図書、稀覯本から適宜対象資料を選定し電子化

⇒著作権消滅資料の公開

オンラインレファレンスサービスの実施
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ディブラリーポータルの運営

国立デジタル図書館（Dibrary）
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【館内予約用PCとキオスク端末】

国立デジタル図書館（Dibrary）
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【デジタル資料閲覧スペース】

国立デジタル図書館（Dibrary）
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【 Digital Newspaper 】

国立デジタル図書館（Dibrary）
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【インテリボード】

国立デジタル図書館（Dibrary）
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【映像・音響・UCC（User Created Contents）スタジオ】

国立デジタル図書館（Dibrary）



近い将来、電子資料についても納本制度を

永続的保存については、PDF、EPUB3等ファイル形式は

規格化されている

⇒上位規格へ移行、可読機器の対応、保存媒体の劣化

永続的保存について検討すべき今後の課題
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電子資料について

国立デジタル図書館（Dibrary）



1946年に韓国で 初に設立された国立大学

学部は、法学/医学/工学/人文/自然科学/農業生命科学/経営学部を

はじめとする16学部、大学院は一般大学院84専攻、専門大学院は、

保健/環境/行政/国際/歯医学/経営/法学の7系列が設置

学生数：学部/大学院合わせて約28,000人

冠岳キャンパスには、本館として中央図書館、分館として社会科学

図書館、経営学図書館、国際学図書館、農学図書館、法学図書館の

計6館が設置、蓮建キャンパスには、医学図書館、歯医学図書館の2

館が設置
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大学概要

国立ソウル大学



座席数

約3,500席

開館時間

平日 9：00～21：00、土曜日 9：00～17：00、

日曜日 13：00～17:00、学習室 6：00～23：00（1室は24時間開館）

蔵書数

図書 4,445,092冊、雑誌・新聞 95,953タイトル

電子ジャーナル 33,000タイトル、非図書資料 215,316点
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国立ソウル大学中央図書館

国立ソウル大学中央図書館



【エントランス】

国立ソウル大学中央図書館
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【座席予約キオスク端末】

国立ソウル大学中央図書館
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【寄付者銘板】

国立ソウル大学中央図書館



学科担当司書（２人で２～３学科を担当）

⇒採用後、主題別専門知識の取得

Dotori onサービス

インターネット上で利用者の質問を受け付け、ライブチャット

機能等を利用し回答する

オンラインでの利用教育

講習会動画、データベースチュートリアルをWEBで配信
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主題別専門司書
（リエゾンライブラリアン）

国立ソウル大学中央図書館



電子化構築事業の立ち上げ

制約的な側面

対象範囲、選定指針、著作権、知的財産権 etc.

技術的な側面

サービスの質、表現の標準化、メタデータのフォーマット、

著作権・知的財産権の保護 etc.

約49万件のデジタルコンテンツを構築 （2012年12月現在）
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電子化への取り組み

国立ソウル大学中央図書館



座席数

約736席

開館時間

平日 9：00～20：00、土曜日 9：00～13：00、

日曜日 6：30～24：00

蔵書数

図書 212,904冊（国内48,202冊、外国163,858冊、電子ブック844点）

学術雑誌 5,629誌（冊子657誌、電子ジャーナル4,972誌）
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国立ソウル大学医学図書館

国立ソウル大学医学図書館
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国立ソウル大学医学図書館

【無人返却機】 【学生証リーダー】 【モバイルリーダー】
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【個人キャレルの多い閲覧室】

国立ソウル大学医学図書館



電子ジャーナルへの切り替え （2012年）

自宅からでもリモートアクセスして利用できるように

※どれだけ早く情報を取得できるかが重要

建物・施設ではなく、コンテンツの充実を重視
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電子化への取り組み

国立ソウル大学医学図書館



1885年に韓国で 初に設立された私立大学

学部は教養学/総合経営学/経営学/理学/工学/人文学/保険学/

医学等、22学部と18の大学院、133の学科からなる

学生数：学部/大学院合わせて約39,000人

新村キャンパスには、中央図書館、延世・三星（サムソン）学

術情報センター、商経・経営図書館、音楽大学図書館、法学図書

館、連合神学大学院図書館、国際学図書館、医学図書館の8館が

設置、原洲キャンパスには、原洲キャンパス学術情報院が設置。
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大学概要

私立延世大学



座席数

約5500席

開館時間

平日 9:00～22:00、土曜日 9:00～17:00、

学習室 6:00～23:00

蔵書数

図書 約278万冊、雑誌 約16,500タイトル、

電子ジャーナル 約58,600タイトル、

学術的なデータベース 314点、貴重書を含む古書等 100,000点以上
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私立延世大学図書館

私立延世大学図書館



Ubiquitous Library

先端IT基盤のユビキタス図書館

Cultural Library

豊かなコンテンツを楽しむことができる複合文化空間

Convenient Library

快適で多様な用途別オーダーメード研究学習空間
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延世・三星学術情報センター

私立延世大学図書館



【エントランス】

私立延世大学図書館
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【キオスク端末】

私立延世大学図書館
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【大型案内システム】

私立延世大学図書館
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【 Digital Book 】

私立延世大学図書館
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【課題遂行コーナー】

私立延世大学図書館
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【学術情報検索コーナー】

私立延世大学図書館
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【協業室】

私立延世大学図書館



専門分野の修士以上の学位

⇒採用後、4年以内に図書館情報学の修士を取得

該当分野の図書及び電子資料の選書・提供

専攻分野にあったデータベース利用教育の実施

研究支援として、調査及び資料収集サービスを提供
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主題別専門司書
（リエゾンライブラリアン）

私立延世大学図書館
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まとめ

新のIT機器の導入

寄付の文化

電子化への積極的な姿勢

座席予約システム

主題別専門司書

韓国の大学図書館の特徴

アクティブラーニングより
個人での学びの支援
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まとめ

積極的にニーズに答えていく姿勢

各大学の特色・ミッションに適したサービスの提供

図書館員としての専門性

日本の大学図書館では

そのためには…

他部署と協力して、学習空間、
図書館作りを再考していく必要がある



ご清聴ありがとうございました。

2012年度 私立大学図書館協会海外集合研修報告書
（http://www.jaspul.org/ind/committee/kokusai/shugo_report2012.pdf）
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