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新しい時代の大学図書館のありかた
—情報技術による支援を中心として
深澤 良彰1,a)
受付日 2017年5月31日, 採録日 2017年7月1日

概要：大学図書館は，新しい研究方法ならびに新しい教育方法の普及により，新しく生まれ変わらざるを
えない状況になっている．大学図書館として最も重要なことは，この事実をきちんと認識し，どのように
変わっていくべきなのかを考えることである．また，その変革を支える情報技術についても，深い洞察が
要求される．本稿では，この変革とは何であり，大学図書館としてどのような対応が要求されるのかにつ
いて述べていく．新たな情報技術をどのように採り入れることによって，その効果を活かしていくのかに
ついても言及する．
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Abstract: With the spread of new research methods and new education methods, university libraries are
forced to rebirth newly. The most important thing as university libraries is to recognize this fact properly
and to think about how to change. In addition, deep insight for information technology is also required to
support the change. In this paper, I will discuss what this change is and what kind of correspondence is
required as university libraries. I will also refer to how to take advantage of the new information technologies.
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1. はじめに
大学図書館は，中世後期（13 世紀）のヨーロッパに端

所在情報を記載した紙のカードを，計算機処理可能な形
（機械可読目録，MARC（MAchine Readable Catalog）
）に
変形，蓄積したものである．利用者は，インターネットを

を発する．この大学図書館に対する第 1 の波は，16 世紀

利用して OPAC を検索し，その結果に基づいて貸出しを

の活版印刷の発明による印刷物の普及であり，これにより

行うという利用形態が一般化している．

蔵書数が急速に増大した．第 2 の波は，1980 年代の ITC

そして，今，第 3 の波が大学図書館に押し寄せてきてい

の普及・発展による波であった．冊子体の資料だけでな

ると考えている．第 3 の波は，教員，学生などによる図書

く，電子ジャーナル/電子データベースが広く利用されるよ

館の利用方法の変化によって引き起こされる変革である．

うになってきていること，および，OPAC（Online Public

本稿では，この第 3 の波は，何であり，なぜ発生し，大

Access Catalog）の普及である．OPAC とは，図書館にお

学図書館は何を考えていくべきかについて述べる．また，

いて作成されてきた図書目録カードと呼ばれる書誌情報・

どのように情報化技術を考えていくべきかについても述
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2. 教育方法と研究方法の革新
第 3 の波が産まれざるをえなかった原因は，大学におけ
る教育の方法ならびに研究の方法が大きく変わってきたか
らである．

を見出していく能動的学修（アクティブ・ラーニング）へ
の転換が必要である」とされており，この答申が行われて
から，徐々にではあるが，これに沿った教育方式の革新が
行われてきている．
このような能動的学修を実践していくためには，教員側
のさまざまな授業方法の改善が必要である．これらについ

2.1 教育方法の革新
従来，大学における多くの授業は，教員が，黒板などを
利用して一方的に講義をし，学生は，それを聞くことに
よって理解し，必要に応じてノート，メモなどをとること
によって記録するという形式で行われてきた．近年，授業

ては，教育学の見地からの文献が数多くあるので，そちら
を参照されたい [3], [4]．本稿では，これについては，これ
以上触れない．
このような新しい学習方法に対して，図書館は対応しな
ければならない．

支援システムから，さまざま講義資料をダウンロードでき
るようになってきているという変化はあるものの，教員と
学生との役割分担は変わってきていなかった．
これに対して，能動的学修（アクティブ・ラーニング）
，

2.2 研究方法の革新
研究方法は，学問分野によって大きく異なるので，一概
にどのような形態がどのように変化したとはいいにくい．

プロジェクト型学習，反転学習などというキーワードに

従来から，工学系の研究分野においては，複数の研究者

よって代表される新しい教育/学習方法が広まってきてい

（大学院学生なども含む）が集まってプロジェクトとして

る．中央教育審議会の答申によれば，能動的学修とは，
「教

ある研究を行うことが多かった．しかし，近年，これ以外

員による一方向的な講義形式の教育とは異なり，学修者の

の分野でも，プロジェクト型の研究が広く行われるように

能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称．

なってきている．これを助長しているのが文部科学省を中

学修者が能動的に学修することによって，認知的，倫理的，

心とする省庁の大規模な研究費の配分である．従来は，個

社会的能力，教養，知識，経験を含めた汎用的能力の育成

人研究を中心としていたが，最近の大学単位で獲得するよ

を図る．発見学習，問題解決学習，体験学習，調査学習な

うな大型の研究費では，社会科学系，人文科学系でも，プ

どが含まれるが，教室内でのグループ・ディスカッション，

ロジェクトを作り，多くの教員が参加する形式を要求する

ディベート，グループ・ワークなども有効なアクティブ・

のが普通となってきている．

ラーニングの方法である」と定義されている [1]．これらを
図式化すると，図 1 のようになろう [2]．

プロジェクト型の研究では，その研究に携わっている研
究者が，自らの研究成果を持ち寄り，議論をしながら，さ

前記の答申では，
「生涯に亘って学び続ける力，主体的に

らなる研究成果を創出していく．各自で，自らの研究成果

考える力を持った人材は，学生からみて受動的な教育の場

をまとめるまでは，個人による従来型の研究であるが，そ

では育成することができない．従来のような知識の伝達・

の後は，議論を行い，必要に応じてさまざまな学術資料を

注入を中心とした授業から，教員と学生が意思疎通を図り

参考にしなから，成果をまとめていくことが要求される．

つつ，一緒になって切磋琢磨し，相互に刺激を与えながら

図書館としては，このすべての過程を支援しなければなら

知的に成長する場を創り，学生が主体的に問題を発見し解

ない．

3. 大学図書館の対応
前章で述べたように，大学における教育・研究方法が変
わるにつれて，大学図書館の在り方も変わらざるをえない
状況となってきている．
従来，大学図書館は，書籍や雑誌を読む人々が集う静か
な空間（「館（やかた）」）というイメージが強く，図書館
もこれを実現すべく努力を重ねてきた．すなわち，蔵書規
模を大きくし，かつ，図書，雑誌，電子ジャーナル，電子
データベースなど，形式を問わないあらゆるタイプの学術
資源を充実させ，個人を中心に提供してきた．ただ，この
スタンスはあくまでも受動的なものであり，図書館という
「館」を充実させ，ここに教員・学生が吸い寄せられるよう
図 1 能動的学修の様相 [2]

Fig. 1 The structure of active learning methods [2].
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に集まり，研究の場，学習の場として利用することが前提
になっていた．

2

情報処理学会論文誌

教育とコンピュータ

Vol.3 No.3 1–7 (Oct. 2017)

3.1 図書館におけるラーニング・コモンズ機能
2.1 節で述べたような能動的な学習を，大学として支援

に存在する．もちろん，このような図書館職員の考えを全
面的に否定するものではないが，今，その大学図書館に，

するために，ラーニング・コモンズと呼ばれるスペースを

どのような機能が要求されているのかについての冷静な判

用意することが普通になってきている．文部科学省の調査

断を期待したい．

報告によれば，ラーニング・コモンズ（調査報告書では，

分散型の場合には，教職員の目が届かないので，ラーニ

「アクティブ・ラーニング・スペース」となっている）の整

ング・コモンズのスペースが，特定のサークルの溜まり場，

備・活用を行っている大学数は，453 大学（全 778 大学の

カードゲームなどを楽しむ場，あるいは睡眠の場になり，

58.2%）に達し，この 5 年間で約 2.5 倍に増加している [5]．

真面目な利用者を阻害することもある．このようにしない

特に，国立大学においては，その 91.9%で整備が終了して

ためには，一定の見回りなどをするしかない．

いる．

(2) 汎用と専用

ラーニング・コモンズはその内容・形式から，以下のよ

従来の多くのラーニング・コモンズでは，机，椅子など

うな諸軸で分類をすることが可能である．

の什器などを用意し，そこでは，どのような形式で，どの

(1) 集中型と分散型

ような内容の学習をしてもよかった．

学内のどこかに大規模なラーニング・コモンズを設置し，

これに対し，特に分散型の場合に，あるいは集中型の

研究者・学生がそこに集まってくることを想定しているの

ラーニング・コモンズの一部に，一定の制約を前提とする

が集中型である．この場所は，学内の便が良い場所（たと

ことにより，研究・教育の支援を行おうとするケースが出

えば，キャンパスの中心部）が優れており，教員・学生の

てきている．たとえば，そのスペースでは，日本語などの

動線にマッチしていることも望ましい．この条件を満たす

使用を禁止し，英語のみの使用を許し，英語学習の場とす

場所として図書館のスペースが利用されることも多い．

るとか，留学用の資料などを豊富に用意し，留学について

これに対して，学内のさまざまな場所に，小規模なラー

の勉強を行う場とするとかである．従来は，実験室・演習

ニング・コモンズを設置したものが分散型である．建物の

室・実習室などとして使用されてきたものを公開すること

片隅に，机と椅子を数個置き，適切な照度を保ち，電源を

などもここに含まれよう．

用意し，インターネットを利用可能にするなどというごく
小規模なものから，教室を改造し，ラーニング・コモンズ
とするような規模のものまでさまざまであるが，このよう

3.2 能動的図書館の実現
図書館は知の宝庫といわれてきた．この宝庫に研究者・

なラーニング・コモンズをキャンパス内の多箇所に設け，

学生が足を踏み入れ，自らの研究・学習の役に立てるとい

特に学生に対して便利な環境を提供しようとするもので

う形式で，図書館は研究・教育に貢献してきた．このため

ある．

に，十分な図書・雑誌などを揃え，十分な機能を持った検

明らかに，集中型と分散型の併用が優れているが，この
各々にもそれぞれ問題点がある．
集中型の場合には，その場所および建築・運用コストを
どのようにして捻出するかが最大の問題である．特に，都
市型のキャンパスと呼ばれているような場合には，大規模
なスペースを用意するのはきわめて難しい．

索システムを用意し，十分に長い時間開館するなどの努力
を，これまでの図書館は永年にわたり着々としてきた．も
ちろん，これらは未来永劫必要なことであり，今後も継続
していかなければならない．
しかし，図書館の利用者（来館者）は確実に減少してき
ている．インターネットの普及に代表される ICT の進化・

ラーニング・コモンズとして，図書館を利用する場合に

浸透，特に Web の普及により，教員や学生は，インター

は，参考となる図書・雑誌を近くに置いたラーニング・コ

ネットに接続された PC さえあれば，世界中にあるさまざ

モンズを実現することができるという大きなメリットがあ

まな情報を瞬時に検索・閲覧できる時代になってきている

る．また，ラーニング・コモンズにおいては，
「研究・学

からである．こんな時代に，
「さぁ，いらっしゃい」と待つ

習をする場である」という雰囲気を醸し出すことが必要不

だけでは，図書館の真の価値は，利用者に伝わらない．つ

可欠であり，このためにも図書館はふさわしい環境である

まり，
「“館” から出る」ことが今後ますます重要になる．

といえる．しかし，通常は図書館にも余分なスペースがあ

このように図書館から出るアプローチとしては，従来，

るわけではなく，書庫であった部分や個人の研究・学習ス

初年次の授業の中の 1 コマあるいは数コマで，いわゆる図

ペースをラーニング・コモンズに変更することとなり，容

書館リテラシと呼ばれる内容の説明をすることが広く行わ

易ではない．冊子体と電子媒体の双方を持っている場合に

れてきている．これにより，図書館機能や資料探索法につ

は，冊子体を廃棄するなどの方策が有効であるものの，す

いての知識を与えることができ，図書館の有効利用，図書

ぐに限界に達してしまうのが現状である．

館利用者の拡大にとって必要なことである．また，研究室

従来型の図書館スペースを減らし，そこにラーニング・

やゼミとも個別に連携し，学習・研究内容に応じたカスタ

コモンズ機能を入れることを是としない図書館職員も一部

ムメイドの講習も有用である．これらは，教育の現場と図
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書館との距離を縮めるという視点で重要ではあるが，これ

3.3 積極的な情報発信

だけにとどまっていてはいけない．受動的な図書館の殻を

従来，大学図書館は，積極的な情報発信をしてきたとは

破り，より積極的に研究・教育に貢献していく新しい図書

いえない．この理由は，情報発信をしなくても，教員・学

館の姿が必要である．

生が，研究・学習のために，図書館に来ざるをえなかった

たとえば，研究者は学外の研究資金を獲得するため，多
くの申請書を書く．これを図書館としての立場から支援
し，より説得力のある申請書に仕上げ，外部資金獲得率を
向上させることは考えられないだろうか．従来は，論文数
が研究者の評価であった．これに対して，近年は，外部資

からである．しかし，前述のように，状況は変わり，積極
的な情報発信が必要となってきている．
この情報発信には，さまざまなレベルのものがある．

(1) 貴重書などの Web 発信
多くの大学図書館は，その図書館しか所有していない，

金の獲得も評価基準の中に入ってきている．すなわち，外

または，ごく少数しか世に出ていない貴重書などを所蔵し

部資金の獲得支援も，その研究者の育成支援と考えること

ている．これらは慎重に保管され，必要最小限の公開をし

ができる．

てきた．もちろん，本物に触れなければ分からない研究な

たとえば，学生たちの協調学習において，図書館の視点

ども存在する．しかし，一般には，一定以上の精度で撮影

からの指導ができないであろうか．これまでも図書館は，

した画像を提供すれば十分である．このような視点から，

レファレンスサービスなど学習の支援を行ってきた．レ

自らの持つ貴重資料を積極的に発信し，自らの図書館のア

ファレンスサービスとは，利用者の情報探索を図書館職員

イデンティティを高めることが重要である [6]．

が支援するサービスのことであり，利用者の質問や依頼に

古典籍の本文のみであれば，著作権などの問題ははい．

応じて情報・資料そのもの，あるいは探索方法などを提示

しかし，写本や刊本からの翻刻，さらには注釈が付けられ

するものである．しかし，レファレンスサービス担当者が

ているものについては，著作権があるため，著作権の処理

時間を持て余していることに遭遇することもある．そんな

に留意しなければならない．

ときには，レファレンスサービスのコーナーを出て，ラー

近年は，情報技術の発展を活用し，単なる画像として公

ニング・コモンズ内の学生が協同で学習をしている場で，

開するのではなく，教員・学生に興味を持ってもらえるよ

押し売り的であっても，参考図書の提示や読むべき論文誌

うな表現形式も考えるべきである．たとえば，早稲田大学

を教示するなどを期待したい．

図書館では，中央図書館 25 周年記念事業として，通常は

さらに，インターネットを利用することにより，積極的

見ることができない地下自動書庫から本が利用者に渡さ

な活動を行うことも重要である．たとえば，レファレンス

れるまでの過程をバーチャル・リアリティ技術を用いて 3

サービスそのものを充実させるために，メールフォームを

次元表現 [7] したり，図書館が所有する「四季源氏」，
「小

利用し，図書館に足を運ばなくてもよいオンラインレファレ

敦盛」といった巻物をバーチャル・リアリティ化したりす

ンスなども実施すべきである．さらには，ILL（Interlibrary

るという試みを実施した．利用者からはとても好評で，特

Loan の略．自館では利用者の求める資料が提供できない

に，原資料としての巻物との比較は大きな反響があった．

場合に，他の図書館の協力を得て提供する，図書館間協力

これらは，一大学図書館の中だけで公開するのではなく，

の仕組みの 1 つ）についても，ネットワーク経由で申し込

YouTube 上でも公開しており，数千円程度のビューアさ

んで，利用者の近くの拠点で受け取れるサービスの展開も

え購入すれば，誰でも新しい表現の世界と接することがで

必要である．

きる．

もちろん，図書館職員が，蔵書に関する専門知識を養う

(2) 図書館職員と学生との協力体制の構築

ことは大切であるものの，それと同時により積極的に利用

利用者接点業務を行う図書館職員（
「アカデミック・リエ

者と向き合い，図書館を有効利用してもらうための提案や

ゾン」などと呼ばれることもある）は，講習会の企画立案・

サービスの精神も求められてくる．図書館利用を促進する

運営，教員との連携，講習会の講師を担当する体制を確立

ためのプレゼンテーション能力，あるいは利用者をサポー

することが必要であり，これまでも図書館はこのような努

トするホスピタリティ，イベント企画力など，今までの図

力をしてきた．このようなサービスの向上のためには，図

書館職員には縁の薄かったスキルを磨いていかなければな

書館の各拠点に散らばっている担当職員がオンライン上で

らない．

つながり，情報共有や意見交換できる仕組みを整えること

大学の研究・教育は，急速に変わってきている．この変
化に対応し，かつ，自らこの変化を引き起こしていく推進

が肝要である．
このように多くの図書館職員は，利用者のためを考え，

力となるような能動的な機能を持つ図書館が，新しい図書

さまざまな情報発信を行ってきている．しかし，今の教員

館の姿であると考える．

や学生のニーズに応えるためには，当事者である教員や学
生に意見を求めざるをえない．
このためには，以下が有効であることが知られている．
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• 学生アシスタントを雇用し，大学院生による学部生向け

もちろん，実際にはこんなに単純ではない．同じ書籍を

学習支援を実施すること：一般的なレファレンスサービス

複数持っていたり，大きな図書館は分館を持っていたりす

は，文献などに関する知識はあるものの，その授業を受け

るので，いわゆる所蔵情報を持たなければならない．しか

たことがない図書館職員によるものである．これはこれで

し，それにしても，複数の図書館で共有された書誌情報の

有用ではあるが，その授業を実際に受講した上級生による

中に，所蔵情報へのリンクを持つだけで十分である．

学習支援は，別な視点からの効果がある．

近年は，クラウドシステムが広く利用されるようになっ

• 図書館に近心感を持つ学生ボランティアを組織し，そこ

てきており，システムが大きくなることに対する投資は，

主催によるイベントを企画すること：学生目線で，今の学

図書館自らサーバを運用することに比べれば少なく，安定

生にとって興味あるイベントを実施することが有用である．

した運用が可能である．つまり，システムの大規模化に対

学生が図書館に触れる機会をあらゆる形で増やすこと
で，足を運ぶきっかけを作ることが重要である．

して，恐れる必要は低減してきている．
このようにして，書誌・所蔵データを作っておけば，

OPAC システムは，その図書館が持っている情報だけを表
3.4 他大学，他部局との連携
利用者の要求は多種多様化してきており，一大学の一図
書館でできることには，自ずと限界がある．図書館が自前

示することによって，これまでとまったく同じ機能を提供
できる．この極限は，日本で 1 つだけ書誌・所蔵データを
持ち，すべての図書館はこれを利用すればよい．

ですべての機能をとりそろえるのではなく，大学内の多様

さて，ここまでの話は，書誌・所蔵データは共有するも

なリソースを活用する姿勢を持たなければならない．大学

のの，各図書館における表示はその大学のものだけにする

ごとに，名称などはさまざまであるが，学部・大学院の事

ということであった．これを，協定を結んだ複数の図書館

務所，情報処理センタ，論文作成を支援するライティング・

において，書誌・所蔵情報を共有化したらどうなるであろ

センタ，博物館など，図書館と親和性の高い各部局と有機

うか．ある書籍が，自らの図書館になければ，協定で結ば

的につながることで，利用者サポートのさらなる充実が必

れているどこの図書館にあるのかが，自らの図書館内で検

要となる．

索する中で知ることができる．後は，他の図書館にしかな

4. 図書館における ICT 技術

いことが分かった場合，書籍の配送のシステムをどのよう

4.1 OPAC 技術の変革
ITC システムの変革は激しく，図書館における各種のシ
ステムもそれにつれて進歩してきている．たとえば，クラ
ウド上に構築された OPAC システムなどは普通のことと
なってきている．

に実現するかを考えるだけである．
ここでの問題は，協定を結ぶ図書館が，同程度の規模で
ないとならないことである．そうでないと，win-win の関
係が成立しなくなってしまう．
では，利用者データは，どのようにすればよいのであろ
うか．直観的には，これまでと同様に，各図書館で利用者

従来から，すべての図書館は，自らの蔵書に関する書誌・

用のサーバを運用すればよい．しかし，これでは，従来の

所蔵情報および自らの利用者に関する情報をデータベース

サーバ管理の手間を図書館が負わなければならない．利用

化して持っている．そして，この 2 種類の情報を扱うシス

者データはまさに個人データであり，セキュリティを高く

テムとして，蔵書検索システムとか，OPAC システムとか

保たなければならず，その管理の負担は大きい．そうであ

と呼ばれるものを図書館ごとに持っている．どんなに小規

れば，利用者情報もクラウド化してしまうことが考えられ

模な図書館でも，その蔵書はその図書館独自のものであり，

る．貸出し冊数，貸出し期間などは，図書館ごとに異なる

利用者もその図書館独自のものであるので，このような状

ものの，パラメータ化できるものである．クラウドシステ

況に対して何の疑いも持ってこなかった．特に日本の大学

についてのセキュリティについて心配があるかもしれな

図書館では，
「自らの蔵書を自らの利用者で」という「囲い

い．しかし，クラウドベンダーもこれは十分に理解してお

込み意識」が強く，その傾向が著しかった．

り，クラウドのセキュリティも年々高まってきている．

まず，本当に各図書館は，自らの書誌情報を持たなけれ
ばならないのだろうか？

このように考えてくれば，1 つのクラウド型の OPAC シ
ステムを協定を締結した複数の図書館で共有し，そのクラ

複数の図書館で，書誌情報を共有することを考える．基

ウドシステム内に自らの利用者情報も置いてしまうという

本的には，各書誌データの中に，図書館ごとに 1 ビット割

姿が見えてくる．これにより，利用者へのサービスも向上

り当て，たとえば，その図書館で持っていれば「1」
，持っ

し，システムに関するコストおよび目録作成のコストの削

ていなければ「0」とかとしておくだけである．ただし，書

減も可能となる．これを実現するために，早稲田大学と慶

誌データを共有している図書館内で初めて購入した蔵書に

應義塾大学は，図書館システムの共同運用を目指した検討

対しては，その図書館が情報を入力するとかというデータ

に入った [8]．

作成のルールを決めておくことが必要である．
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一化に向けて動いてきている．たとえば，学生に関するシ

に操作・変更することができるなどの機能を有している．

ステム群（授業支援システム，学籍管理システム，授業料

このためには，ディスプレイの裏に PC（もしくはそれに

システムなど）は，学生ポータルとして統合され，利用容

類するシステム）を置き，利用者の PC は，無線 LAN な

易性を増加させるようになってきている．この動きの中で

どを経由して，この PC と情報の交換をするという仕組み

OPAC システムを考えれば，大学の他システムとの連携も

を採用している．このようなシステムは，使い慣れてしま

強化されてこなければならない．

えば有用であるが，使い慣れるまでは，なかなか効果を発
揮しない．特にラーニング・コモンズで利用を考えると，

4.2 ラーニング・コモンズにおける学習への IT 支援
本節では，ラーニング・コモンズにおいて，協同学習を
することを支援する環境について述べる．
ラーニング・コモンズでは，通常，移動可能な個人用の
机と椅子，ファミリーレストランにあるような形状の机と

このようなシステムを利用するには，何らかのソフトウェ
アを利用者の PC にインストールすることが必要であるこ
と，このような機能の使い方が利用者に周知されていない
ことなどにより，設置されていても十分に活用されていな
いことも多い．

椅子，小規模のセミナや発表が可能なスペース，利用者が

今後も，新しいラーニング・コモンズを考える場合，IT

リラックスするためのソファなどが用意されている．しか

を活用したさまざまなさらに新しいツールを用意し，それ

し，積極的に協同教育を支援するには，これだけでは不十

らを学生が有効に利用することによって，されにレベルが

分である．IT を活用したさまざまなツールを用意し，それ

高い協同学習を実現させていくことができる．

らを学生が有効に利用することによって，さらにレベルが

5. おわりに

高い協同学習が実現できる．
協同学習において最も重要なものは，参加者の間での知

多くの大学図書館は，組織の変更に対して，柔軟な対応

識や成果の共有である．ここで，どのような IT 支援が必

が難しい．この最大の理由は，これまで大きな変革を行わ

要かについて考察してみる．

なくてもよかったからである．しかし，今，このような図

教員・学生が自分の PC を持参してきていることを前提

書館ですら，変革を余儀なくされている．大学内における

とするのなら，その表示を行い，参加者で共有するための

諸組織がいろいろな変革を余儀なくされているのと同一レ

大型のディスプレイ（またはプロジェクタ）が必要となる

ベルで考えるべきである．

のは明白である．

本稿では，この状況に対して，その変革の原因となるも

最も単純な方式では，ディスプレイから入力用のアナロ

のは何で，どのように対応すべきかについて述べてきた．

グ RGB ケーブル（D-Sub15Pin）や HDMI（高精細度マル

各々の図書館で，その目指すものは異なる．しかし，図

チメディアインタフェース（High-Definition Multimedia

書館に関連する人すべてが，本稿で述べてきたようなもの

Interface））ケーブルが延びており，それを表示したい利用

について考え，それを自らの図書館でどのように活かして

者の PC に接続する形式である．表示対象者が変わるごと

いくべきかを考えてほしいと思っている．本稿がこの一助

に，ケーブルを抜き差しし，共有が必要な情報はメールで

となれば幸いである．

送付したり，USB メモリで受渡ししたりすることとなる．

謝辞 日頃から，図書館がかかえる問題についての議論

シンプルな方式ではあるが，表示対象者を短い時間で切り

をする機会をいただき，その解決策の実現に向かって日々

替えたい場合には，抜き差しを頻繁に行わなければならず

努力してくださっている早稲田大学図書館の皆様に，謹ん

面倒である．

で感謝の意を表する．

これを改良するために，表示対象の PC 切替え器を用意
し，協同学習に先立って，参加者の PC をこの切替え器に
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