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古本屋における福祉作業所との連携について
On Cooperation with Welfare Workshops in Used Bookstores

片田康一郎＊

し、就職活動を支援し、就職後の本人・就職先
のフォローアップです。
今の古書の販売と全く関係ございません。以
前の勤務先の上司に起業することを相談した際
には、その上司から「片田君がやろうとしてい
ることはベンチャーではなくアドベンチャーだ」
と揶揄されたものです。収益性と公共性の兼ね
備えた自分なりのビジネスモデルを創造したい
そんな思いで起業いたしました。

１．弊社の概略
１）沿革
弊社は神奈川県の秦野市にある古本屋です。
最寄の駅は小田急線の東海大学前駅、丹沢と湘
南海岸に挟まれた風光明媚な場所に位置してい
ます。地元の秦野市の水は全国的に有名で環境
省が行った「名水百選」選抜総選挙で地元「お
いしい秦野の水～丹沢の雫」が全国 1 位になっ
たことがあります。
店舗は平成 17 年 10 月 1 日に開店しました。
当初はコミック、文庫を中心とした品揃えで大
手新古書店と似た店づくりをしていました。書
籍発行数の減少やタブレット端末の普及等の影
響により店舗売上が減少、それに伴い売上の中
のコミック・文庫の販売比率が減り専門書・学
術本等の比率が増加しました。平成 22 年に株式
会社として法人化いたしました。また同年に大
学図書館様と取引を始めました。それから延べ
２７の大学図書館様と取引をさせていただいて
います。

２．作業所について
現在、秦野市内の“かがやき作業所”と“ち
っちゃな星の会作業所”に業務の一部をお願い
しています。２つの作業所ともに就労継続支援
Ｂ型の作業所です。就労系の障害福祉サービス
は①就労移行支援、②就労継続支援Ａ型、③就
労継続支援Ｂ型の 3 種類があります。就労移行
支援と就労継続支援Ａ型が雇用の可能性のある
者、雇用契約に基づく就労が可能である者を対
象であるの対して就労継続支援Ｂ型とは雇用契
約を結んで働くことが困難な方が対象です。軽
作業などの就労訓練を行い作業の対価である工
賃をもらいながら、自分のペースで働くことが
できます。ちなみに平成 28 年の厚生労働省の調
査によるとＢ型施設の平均工賃は月額 15,295
円、時間給で 199 円となっています。

２）起業までの経緯
私事で大変恐縮ですが起業する以前はジョブ
コーチという障害者就労に関する仕事に従事し
ていました。ジョブコーチとは障害者及びその
家族に対して職場適応に向けたきめ細かな支援
を提供する職種を差します。障害者が円滑に就
労できるように職場内外の支援環境を整え、障
害者の雇用の促進および職業の安定に資するこ
とが大きな目的です。具体的にはハローワーク
と連携し本人の適正に合った職種・職場を開拓

１）ちっちゃな星の会
昭和 60 年 4 月に発足した秦野市肢体不自由児
者父母の会が母体になって平成 10 年 5 月 1 日に
「ちっちゃな星の会作業所」が開所、利用者が
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増えたこともあり平成 22 年に現住所に移転、同
年 6 月に特定非営利活動法人に移行し、現在で
は定員は 22 名、職員 9 名となり就労継続支援Ｂ
型として活動中です。活動内容は手芸品の作
成・販売、お菓子の製造販売を行っています。

【写真 3】かがやき作業所外観

【写真 4】かがやき作業所もちつき大会

【写真 1】ちっちゃな星の会外観

３．障害を持った方々との接し方
一緒に働くうえで心がけていることは下記の
3 点です。障害の程度は個々により異なります。
それぞれの理解の度合いに合わせて言語指示・
ジェスチャー・見本の提示・手添えを組み合わ
せながら教えています。

【写真 2】ちっちゃな星の会作業風景

２）かがやき作業所
平成 12 年 4 月に神奈川県総合リハビリテーシ
ョンセンター七沢学園元施設長の渡邊氏が創立、
翌年ＮＰＯ法人取得、平成 24 年就労継続支援Ｂ
型作業所認可取得、定員 20 名、職員 6 名の作業
所です。手芸品の作成・販売、大根・じゃがい
も・白菜等の農作業、また日常的に山歩き・プ
ール等体力維持活動を日常的に行っています。
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１）オアシス運動の徹底
オアシス運動の徹底はジョブコーチ時代に企
業の人事・人材開発の方々に口を酸っぱくして
言われました。障害者の離職の原因の殆どは身
近な人との人間関係です。一般的にあいさつが
できないと社会的な評価は低くなります。逆に
あいさつができれば人間関係が円滑になり本人
にとっても働きやすい環境になります。笑顔で
大きな声で「おはようございます」
「ありがとう
ございます」「失礼します」
「すみません」を習
慣づけるようにしています。
２）わかりやすいコミュニケーション
障害を持っている方の多くは抽象的な指示を
理解するのが不得意です。また判断を要する仕
事も苦手です。
「あれをやっておいてください。」
といった指示は意識的に避けるようにしていま

古本屋における福祉作業所との連携について

す。簡単な言葉に置き換えたり、センテンスを
短くする、質問も「はい」
「いいえ」で答えられ
る質問をするようにしています。

④ダンボールの搬出
本人の特性・体調を勘案し下記のいづれかの
作業を行っています。本の運搬は肉体労働なの
で細目な休憩・水分補給、声掛けによる体調確
認を意識しながら対応しています。

３）仕事の創出
どの仕事でも一緒ですが一日の仕事でも難易
度の高い仕事も難易度の低い仕事があります。
こうした日々の業務のなかで比較的難易度の低
い業務、また本人の障害特性に合った業務を組
み合わせ、仕事を創り出しています。

Ju

４．作業内容
作業所の利用者の方々が行っている仕事は書
籍の発送と出張買取同行の 2 つです。具体的な
作業の手順は下記のとおりです。

【写真 5】ブックエコ外観

１）書籍の発送
現在、軽度の知的障害の方が作業を行ってい
ます。弊社で働き始めてすでに 10 年近く経過し
ます。働き始めて最初の半年位は遅刻・作業中
の居眠り等がありましたが現在は陰日向無く作
業をしていただき大変助かっています。具体的
な作業工程は下記のとおりです。
①売れた書籍を所定の書棚から取りだす。
②除籍印の確認(押されていなかった場合は
除籍印を押印)
③大学名をマジックで消す
④梱包材(プチプチ)で梱包する
⑤クラフト梱包で梱包する
⑥納品書を封入
⑦宅急便等の送り状の貼り付け
働き始めて最初の半年は④と⑤の作業のみ行
っていました。その後少しづつ職域を広げ現在
では①～⑦すべての工程を完璧にこなしていま
す。

【写真 6】ブックエコ代表片田康一郎
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２）出張買取の同行
大学図書館様とのお取引等、買取冊数が多い
際は作業所のスタッフ・利用者に同行をお願い
しています。作業を細分化すると下記①～④に
分けることができます。
①ダンボールの組み立て
②書籍の分類
③書籍をダンボールに入れる

【写真 7】ブックエコ店内

５．今後について
弊社はもちろん収益事業なので売り上げを伸
ばし利益を残さないと潰れてしまいます。
そうした中で大学図書館様・障害者関係団体
様・弊社の３者が、WIN-WIN-WIN の関係を築き
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収益性と公共性を兼ね備えた事業を継続するこ
とが事業目的です。
弊社と関わりのある障害のある方々1 人当た
りに 3 万円以上の業務を提供することが弊社の
目標です。3 万円以上の工賃を支払えれば障害
者基礎年金と合算してグループホーム等での地
域で自立した生活が可能になります。微力なが
らも障害者の自立の一助になれたらと考えてい
ます。収益を確保しつつ常に社会を意識した事
業でありたいと強く思っています。
最後に宣伝になりますが、現在は当店は複数
の大学図書館様とお取引させていただいており
ます。専門書・学術書につきましては大学名の
刻印があるもの、廃棄印のあるもの、カバーが
ないもの、イタミがあるものも引取り対象とさ
せていただいております。また梱包作業・梱包
道具の準備も当店負担でさせていただいており
ます。まずはご相談いただけたらと存じます。
また書籍の買取以外にも障害者施設への業務委
託のご相談があれはご一報いただけたら幸いで
す。

-4-

海外図書館の最新動向 第 15 回
A Series on the Current Trend of Overseas Libraries: The15th part of the series

新たなサービスに取組むマレーシアの図書館
Challenges for Creating New Library Services in Malaysia

長塚

隆＊

原田智子＊

マレーシアは日本とほぼ同じ面積（約 33 万平
方キロメートルで日本の約 0.9 倍）に、約 3,200
万人（2016 年マレーシア統計局）が生活してい
る。首都はクアラルンプールで、マレー系（約
67％）、中国系（約 25％）
、インド系（約 7％）
の多民族国家で、そのため言語もマレー語（国
語）、中国語、タミール語、英語が使用されてい
る１）。
今回のマレーシアの図書館への訪問は、国際
図書館連盟（IFLA）年次大会およびサテライト
会議がマレーシアの首都クアラルンプールや北
部の世界遺産の都市ペナンで開催されたのに合
わせて実施された。
マレーシアで最初に創設された図書館は、英
国治世下で英国人により、1817 年にペナンに作
られた小さな会員制の図書館であった。その後、
同様な図書館がマラッカやクアラルンプールに
も建設された。1957 年の英国からの独立後、最
初に大学図書館が建設された。その後 1972 年に
国立図書館が設立され、公共図書館が大きく発
展し今日に至っている２）。
マレーシアの公共図書館は社会の急速なデジ
タル化の進展により、地域のコミュニティが変
化するなかで、地域の利用者の要望に応えるた
*

めに図書館内にメイカースペースを設置するな
ど新たな試みに挑戦している。また、大学図書
館では学術論文のデジタル化による電子ジャー
ナルの普及やスマートフォンで多くの情報を入
手する学生への学習支援などデジタル環境での
新たな図書館のサービスへの対応に努力してい
る。マレーシアの図書館は時代に対応して行く
ために、どのようなことを試みているのか、い
くつかの試みについて紹介したい。
１．マレーシアの図書館の現状
マレーシアには、情報コミュニケーション文
化省の下に、国立図書館と、国立図書館が管理
する 507 の地方の公共図書館がある。さらに、
14 の州政府が管理する 600 の地方の公共図書館、
および、州立図書館や都市の公共図書館があり、
州立図書館等は地方の公共図書館の発展をサポ
ートしている。
また、専門図書館は 2017 年で、542 の政府機
関の専門図書館と 408 の私企業の専門図書館が
ある。
2017 年で約 1 万の学校図書館があるが、教育
省の管轄なので、国立図書館は直接的な関係は
ない。しかし、政府から国立図書館は学校図

鶴見大学名誉教授 〒230－8501 神奈川県横浜市鶴見区鶴見 2－1－3
Takashi NAGATSUKA & Tomoko HARADA, Professor Emeritus, Tsurumi University, Tsurumi 2－1－3,Tsurumi－
ku,Yokohama, Japan 230－8501
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国立図書館は主に管理機能、図書館の発展、
情報サービスの 3 つの役割を持っている。管理
機能としては、管理サービスや人的資源、人材

書館との連携を強めることを要望されている。
大学は教育省の下にあり、20 公立大学と 452 の
私立大学があり、図書館が設置されている３）。
マレーシアでは知識をどこでも利用できるよ
うにする「u-Pustaka 」プロジェクトが情報コ
ミュニケーション文化省の下で国立図書館の支
援によりスタートしている。
「u-Pustaka」ポー
タルでは会員登録すれば、マレー語と英語の２
か国語で「いつでも、どこでも」様々な情報と
サービスを利用できる。マレーシアを知識社会
に転換して行くために、知識源がいつでもどこ
でも利用できるようにすることにより、生涯学
習、仕事や生活の質の向上が期待できる。この
ポータルではウェブ出版、コンテンツ管理、図
書館間の相互貸借などの機能を利用でき「一種
のユビキタス（どこでも）図書館」を目指して
いる４）。また、マレーシアの図書館事情につい
ては少し古くなるが日本語での紹介もある５）。

~

.
.
.,
写真２ マレーシア国立図書館新館

２．マレーシア国立図書館
マレーシア国立図書館は 1956 年にマラヤ図
書館グループがマラヤ連邦の公共図書館サービ
スについての覚書を提出したことによりスター
トし、1966 年に図書保存法が成立し、マレーシ
ア国立アーカイブの下に国立図書館が設置され
た。最近では、2008 年にサービスを拡充するた
めに新館の建設が承認され、本館と新館が一体
のものとして運用できるように設計された６）。
本館は、地下にカフェテリアと子ども図書館、
1 階に展示室と“SAMSUNG SMART Library”など
があり、2 階から５階はオフィスになっている
（写真１）
。新館は 16 階建てで、貴重書室、閲
覧室、書庫などがある(写真２)。

育成、情報技術の導入などであり、図書館の発
展に関しては情報知識インフラの整備や情報資
源の拡大などである。3 番目の情報サービスに
ついては、情報・リファレンスサービスや支部
やコミュニティ図書館への支援、国立デジタル

.

~
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写真３ SAMSUNG SMART Library

写真１ マレーシア国立図書館本館
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図書館の展開などが目標とされている。
マレーシア国立図書館は、2014 年に１階奥の
スペースに、“SAMSUNG SMART Library”を官民
パートナーシップにより、電子書籍の閲覧スペ
ースを開設した（写真３ 上下共）
。
設置目的は、主に子どもや青少年に新しいイ
ンタラクティブな読書体験を提供することであ
った。さまざまなモデルのタブレットや大型デ
ィスプレイを含む 60 台以上の SAMSUNG 製デバ
イスを設置し、電子書籍を利用することを可能
にしている７）。ICT を活用し知識ベースの社会
に変える政府の取り組みを支援し、国立図書館
の年間訪問者数が 40 万人を超えるように設定
されたものである。

写真４ マレーシア科学大学図書館入口

３．大学図書館
前述したように、大学は教育省の下にあり、
20 公立大学と 452 の私立大学があり、図書館が
設置されている。マレーシアの大学を紹介する
「Malaysia University Portal」 サイトもある８）。

層
~

（１）マレーシア科学大学
マ レ ー シ ア 科 学 大 学 （ Universiti Sains
Malaysia）は 1969 年にマレーシアの 2 番目の
大学としてペナンに創立された国立総合大学で、
自然科学、応用科学、教養系、医学・薬学・健
康、建築工学、社会・人文科学、教育などの 26
学部と 3 箇所のキャンパスを有しており、学部
生と大学院生とで約 3 万人の学生が在籍してい
る。また、研究大学でもあり 17 の研究センター
が設置されている９）。
マレーシア科学大学の中央図書館には大学の
初代副学長名が冠され Hamzah Sendut Library
と呼ばれている（写真４）10）。この他に工学部
キャンパスの Engineering Library、健康関連
キャンパスと知識情報センターに図書館がある 1 1 ）。
学生の学習環境を図書館内に設置することに
注力しており（写真５）
、24 時間利用できる読
書室も設置されていたのが印象的であった。ま
た、学生や教職員が質問しやすいように入口の
目立つところにインフォメーションコーナーが
設置されていた（写真６）
。より多くの書籍を提
供するために図書館の利用者である学生や教職
員に利用済みの書籍の寄付を強く呼びかけてい
-7-

写真５ 図書館内のグループ学習コー
ナー

』
鳳 ""'rl
写真６．図書館内のインフォメーショ
ンコーナー

写真７ 利用済みの書籍の寄附ボック
ス
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真８）
。
図書館の１階には来場者への展示コーナーが
あり、学生がプログラミングを楽しみながら学
べるようにロボットなどが用意されている（写
真９）。
図書館には 1,275 の座席と 50 万冊以上の印刷
図書が所蔵されており利用できる（写真 10）。
図書館内には、様々なグループ授業がやりやす
い空間が用意されている（写真 11）。現在、学
生が自分のスマートフォンから図書館のサービ
スを利用しやすくするために iOASIS など図書
館サービスへのポータルとなるアプリを開発し
学生が利用できるようにしている 14）。

た（写真７）。これらの努力が実り、図書館は国
際的にも評価され、受賞している 12）。ラーニン
グコモンズなどは今後検討して行きたいとのこ
とであった。
（２）ペトロナス工科大学
ペトロナス工科大学(UTP)は、1997 年に設立
された新しい私立大学で、マレーシア西海岸の
北部に位置するペラ州にあり、4 平方キロメー
トルの広いキャンパスを持っている。大学はマ
レーシアの石油ガスの供給を行う国営会社ペト
ロナスが所有している。工学、科学技術関連分
野の学部・大学院が中心の大学で、企業との共
同研究も盛んに行われている。学生は学部生が
6,000 人、大学院生が 1,200 人で世界の 60 か国
以上から集まっている。マレーシアの私立大学
で QS Stars 大学ランキング 5 スター以上を得る
唯一の大学である 13）。
ペトロナス工科大学図書館は大学の大きな複
合建築の一部であるが、外観もユニークで外か
ら図書館内部が見通せるようになっている（写

写真 10

図書館内の個人読書コーナー
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写真８ 外部から図書館内部が見通せ
る
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写真 11 図書館内でのグループ授業

（３）スルタン・イドリス教育大学
スルタン・イドリス教育大学(UPSI)はマレー
シ ア 西 海 岸 の 北 部 に 位置 す る ペ ラ 州 に あ る
1957 年に設立された教育大学である（写真 12）。
学部学生が約 11,700 人で大学院生は約 6,500
人である 15）。スルタン・イドリス教育大学図書
館は、大学の拡大に伴い設備を充実させており、
広い読書室（写真 13）や幅広いコレクションを
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図書館内のロボットの体験コ
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有している（写真 14）16）。

写真 12
図書館

書館である。パハン州は、マレー半島中央部か
ら南部の東側に位置しており、マレーシアのマ
レー半島部における最大の面積を持つ州である。
クアンタンキャンパスには、医療・健康系学部
（医学、薬学、歯学、看護学、健康科学、科学）
があり、約 1,000 人の学生が学んでいる。大学
全体で５つの図書館を有するうち、クアンタン
キャンパスにある医学系図書館は、パハン州に
おける唯一の医学系図書館でもある。
３階建ての図書館は大きく Wing A と Wing B

スルタン・イドリス教育大学

写真 15
ーナー

l
:
l
'
I

図書館入口両側の男女別コ

写真 13 図書館内の読書室

写真 16 広い閲覧スペース（男女別テ
ーブル）

写真 14 図書館内の開架書架

（４）マレーシア国際イスラム大学
マレーシア国際イスラム大学（IIUM）は、1983
年にマレーシア政府によって設立された州立総
合大学であり、大学全体の学生数は約 24,000
人である。キャンパスは３箇所に分かれ、メイ
ンキャンパスはクアラルンプール郊外のゴンバ
（Gombak）にある 17）。ここに紹介するのは、ク
アラルンプールから約 250km 離れたパハン州東
部の州都クアンタン（Kuantan）にある医学系図

写真 17
-9-

グループ学習室
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とに分かれており、全体に広々とした空間であ
るが、イスラム教の教えから、ソファのあるス
ペース、閲覧席、個室、学習室等はすべて男女
別指定となっている（写真 15）
。例えば、閲覧
用テーブルの上には、BROTHERS、SISTERS とい
う張り紙がしてある（写真 16）
。また、個室や
グループ学習室も設置されている（写真 17）
。
この図書館には 28 名の図書館職員が勤務し
ているが、そのうち司書有資格者は 7 名である。
閲覧席に沿って、開架書架が設置されているが
書籍が中心で印刷形態の雑誌は少なく、主に電
子ジャーナルの利用が中心となっている。書籍
の分類は LCC（米国議会図書館分類法）を使用
している。

ペナン州立公共図書館では、過去の地域新聞や
資料などを保存と公開のためにデジタル化して
いる（写真 18）
。

４．公共図書館
マレーシアの公共図書館は、
「マレーシアの図
書館の現状」で紹介したが、情報コミュニケー
ション文化省の下にあり国立図書館が管理する
507 の地域の公立図書館と、14 の州政府が州立
図書館や 600 の地域の公立図書館、および都市
の公立図書館に分かれている。州立図書館は地
域の公共図書館の発展の中心になっている。
（１）ペナン州立公共図書館
ペナン州は、マレーシアの北西岸に位置して
おり州都ジョージタウンがあるペナン島がユネ
スコの世界遺産に指定されており、人口は約
169 万人である 18）。
ペナン州立公共図書館（Penang State Public
Library）は、1973 年にペナン州政府により創
設された 19）。ペナン州立公共図書館は電子図書
館サービスを提供することで、都市と農村部で
の知識獲得の格差やデジタルデバイドの解消に
向けて努力している。ペナン州にはペナン州立
公共図書館の他に、6 つの分館、2 つのタウン図
書館、3 つのショッピングモール内にある図書
館、49 のコミュニティ図書館、12 の移動図書館
などで構成されている。12 の移動図書館の内 2
つは障がい者にサービスを提供している。
ペナン州立公共図書館では毎年 7 万冊の書籍
と 6,000 のメディア資料を新規に蔵書に加えて
いる。これらの 60％はマレー語の資料である。
図書館としては様々な要望や問い合わせに対し
て、短時間で対応できることを目標としている。

児童が遊びながら学習したり、地域でのつな
がりを作れるように「i-Play Toy Library」が
開設されている。年会費 12RM（日本円で約 320
円）で会員になれる。この他に、最近、児童や
青少年を対象にサイエンスコーナーが開設され
た（写真 19）、児童や青少年のためにロボット
操作などを通じてプログラミングを楽しみなが
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写真 18
成室
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写真 19

新設のサイエンスコーナー
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写真 20

サイエンスコーナー
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ら学べたり、天体模型や理科実験などが体験で
きる「サイエンスコーナー」はプログラミング
などに詳しい専任のスタッフにより運営されて
いる（写真 20）
。
（２）パハン州立公共図書館
パハン州立公共図書館（State Library of
Pahang）は、1973 年に制定された公共図書館法
の下で設立され、1976 年にパハン州の州都であ
るクアンタンの古いレストハウスビルで一般

写真 21

パハン州立公共図書館

写真 22 Petrosains Play Smart

写真 23 バナナの繊維で紙を作成す
る生徒たちの発表

公開されたのが始まりである。その後何回か
の 移 転 の 後 、 2017 年 9 月 に 現 在 の 場 所 にP
etrosains Play Smart のような科学教育センタ
ーも含む複合施設としての新館が開館した（写
真 21）20)。
この建物は 5 階建てで、1 階には、受付カウ
ンター、カフェテリア＆レストラン、ライブラ
リーショップ、Petrosains Play Smart がある。
Petrosains Play Smart は、国営石油会社ペト
ロナスが運営する科学教育センターで、さまざ
まな装置やゲームを使用して子どもたちが実際
に科学的な体験ができる部屋になっていて人気
が高い（写真 22）
。
５階には図書館事務室があり、２階から４階
が図書館サービスのエリアとなっている。図書
館利用登録料は、市民は大人も子どもも 10RM
（日本円で約 270 円）、その他は 20RM である。2
週間で 5 冊借りることができるが、延長は予約
者がいなければ１回 2 週間可能である。返却が
遅れると 1 日 1 冊につき 0.5RM が科せられる。2
階には、児童図書室があり、生徒たちが、バナ
ナの木の繊維で紙を作成する方法をグループ発
表していた（写真 23）
。漫画や子ども用雑誌も
所蔵しており人気が高い。この階には小説の部
屋（複本を 4 冊開架している）
、点字図書室、３
D 映画鑑賞室、ギターや電子オルガン、アンク
ルンなどの民族楽器を演奏できる音楽室、CD や
DVD 室、PC 室がある。3 階には、パハンに関す
る図書やレポートなどの郷土資料、ロイヤルコ
レクション室などがある。4 階には、ゆったり
とした閲覧室があり、入口すぐ横には、セルフ
サービスのコーヒーセット（有料）と休憩でき
る小さなスペースがある。
（３）ソーク村第２コミュニティ図書館
ソーク村はマレーシア西海岸の北部に位置し
ているペラ州の中でも北に位置しており、最も
近い町からも 20km も離れている。
最近、マレーシアでは各地にコミュニティセ
ンターを兼ねた小さな図書館を設置している。
児童が放課後に本を読んだり遊戯をしたりして
集まれる場所として新築された。図書館の建物
はこの地域の伝統的な様式を採用し（写真 24）、
図書館内には書籍だけでなく伝統的な遊戯を楽
- 11 -
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しんだり寛げる場所も多く設けられている（写真 25）
。
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写真 26
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（４）べントン公共図書館
べントン（Bentong）は、パハン州の西側に位
置し、クアラルンプールから約 70km のところに
ある町である。ベントン公共図書館は、1983 年
に開館し、2003 年に現在の場所に移転した。蔵
書は約 7 万冊で、学生や一般利用者に対する読
書指導やアウトリーチプログラムを定期的に行
っている。2 階建ての図書館は入口を入ると正

A. lN‑
4̲クク

︑
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写真 27

写真 25 コミュニティ図書館の内部
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ソーク村第２コミュニティ
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写真 24
図書館

面に受付カウンターがあり、利用者登録はここ
で行う。登録料はパハン州立公共図書館と同じ
である。
1 階の正面左側の閲覧室には、Smart Shelf
が設置されている（写真 26）
。スマートフォン
で書架の脇にある QR コードを読み取ると、排架
された図書の分類情報が得られるという仕組み
で、実験計画の一環として一部の所蔵図書につ
いて実装中である。
１階の反対側の入口を入ると児童図書室とな
っている。恐竜をテーマとした展示を行うと同
時に、幼児に恐竜を発掘する体験学習を行って
いた（写真 27）
。

子どもたちの恐竜発掘体験

２階には、レファレンスコレクション、子ど
も用プレイルーム、マルチメディアギャラリー、
歴史的地域資料、新聞等の部屋があり、地域に
根ざしたサービスが展開されている。
５．まとめ
マレーシアでは、近年の経済的な発展もあり、
より文化的な社会を実現するために図書館の充
実に力を入れている。マレーシアを知識社会に
転換して行くために、知識源がいつでもどこで
も利用できるようにすることで、仕事や生活の
質の向上を図るために、マレー語と英語の２か
国語で「いつでも、どこでも」様々な情報とサ
ービスを利用できる「u-Pustaka 」プロジェク
トが国立図書館の支援によりスタートしている。
「u-Pustaka」ポータルは
「一種のユビキタス（ど
こでも）図書館」を目指したものになっている ４ ）。
国立図書館は 16 階建ての新館を増設し(写真
２)、さらに、サムスン社の支援を得て電子書籍
の閲覧ができる“SAMSUNG SMART Library”を開
- 12 -
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設している（写真３ 上下共）
。これらの国立図
書館の取り組みは、ICT を活用してマレーシア
を知識ベースの社会に変えたいという政府の方
針と連動している。
マレーシアの多くの大学では英語で授業が行
われて、多くの国から留学生を積極的に受け入
れている 21）。訪問した大学では研究と教育を発
展させるために図書館の充実に注力していた。
特に、どの大学でも学術雑誌の電子ジャーナル
への切り替えは大きく進んでいた。また、マレ
ーシア科学大学では 24 時間学習ができる場を
図書館内に設置して学生の学習支援を図るよう
な試みが実施されていた。ペトロナス工科大学
では学生や教職員の要望に対応するためにすべ
てのサービスがスマートフォンから利用できる
ように、複数のアプリを開発し、利用できるよ
うにしていた。さらに、図書館１階の展示コー
ナーでは、学生がプログラミングを楽しみなが
ら学べるようにロボットなどが用意されており、
今後、学生の創造的な物作りを支援できる「メ
イカースペース」へと拡大していきたいとのこ
とであった。
ペナン州立公共図書館では、過去の地域資料
などを保存と公開のために積極的にデジタル化
して公開している（写真 18）。また、最近、児
童や青少年のためにロボット操作などを通じて
プログラミングを楽しみながら学べたり、天体
模型や理科実験などが体験できる「サイエンス
コーナー」が開設され（写真 19）
、プログラミ
ングなどに詳しい専任のスタッフにより運営さ
れている（写真 20）。また、パハン州立公共図
書館でも同様にさまざまな装置やゲームを使用
して子どもたちが実際に科学的な体験ができる
部屋「 Petrosains Play Smart」が国営石油会
社ペトロナスの協力で設置されている（写真 22）
。
このような州立図書館での青少年・児童に向
けた「サイエンスコーナー」や「 Petrosains
Play Smart」のような科学教育に図書館として
深くコミットして行く新たな試みの他に、べン
トン公共図書館のような町の図書館でもスマー
トフォンで書架の脇にある QR コードを読み取
ると、排架された図書の分類情報が得られる
「Smart Shelf」が設置されている（写真 26）
など、公共図書館への様々なデジタル技術の導

入が積極的に試みられていることが分かる。
さらに、マレーシアでは各地のコミュニティ
により多くの図書館を設置する努力をしており、
紹介した「ソーク村第２コミュニティ図書館」
は最近建築されたコミュニティセンターを兼ね
た小さな図書館のひとつである。
最後に、クアラルンプール国際空港に設置さ
れている無料で電子書籍を利用できる電子書籍
スタンドを紹介する。これは、Bluetooth ビー
コンを利用して、利用者のスマートフォンから、
電子書籍の仮想図書館にアクセスできるように
している（写真 28）。英語・マレー語・中国語
の電子書籍が、利用者はスマートフォンなどに
同時に 2 タイトルダウンロードでき、個人のデ
バイス内に 2 日間保存できるようになっている 2 2 ）。

写真 28

空港の無料電子書籍スタンド

本年、国際図書館連盟（IFLA）年次大会を開
催したマレーシアの図書館の動向については、
今後とも注視してゆく必要があろう。
参考資料
1. 外務省：「マレーシア（Malaysia）基礎デー
タ」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/malay
sia/data.html (2018 年 10 月 8 日 参照)
2. シン ディリジット・田原 裕子 [訳]「IFLA
クアラルンプール大会へのおさそい(4)マレ
ーシアの図書館」
『図書館雑誌』112(7), 468,
2018.
3. 「ANNUAL REPORT OF NATIONAL LIBRARY OF
MALAYSIA」CDNLAO, Annual meeting 2018.
http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings
/pdf/AR2018_Malaysia.pdf (2018 年 10 月 8
日 参照)
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4. 「u-Pustaka Portal」
http://www.u-library.gov.my/portal/back
ground(2018 年 10 月 8 日 参照)
5. 「【連載】アジア・オセアニアの図書館事情：
(6)マレーシア」カレントアウェアネス-E
No.91 2006.09.20
http://current.ndl.go.jp/e544 (2018 年 10
月 8 日 参照)
6. 「マレーシア国立図書館」
http://www.pnm.gov.my/ (2018 年 10 月 8 日
参照)
7. 「マレーシア国立図書館、
“Samsung SMART
Library”を開設」Posted 2014 年 6 月 19 日
カレントアウェアネス-R
http://current.ndl.go.jp/node/26394
(2018 年 10 月 20 日 参照)
8. 「Malaysia University Portal」
http://www.malaysiauniversity.net/priva
te-universities/ (2018 年 10 月 11 日 参
照)
9. 「マレーシア科学大学」
http://www.usm.my/index.php/en/ (2018 年
10 月 11 日 参照)
10.
「マレーシア科学大学図書館」
http://www.lib.usm.my/index.php/en/(201
8 年 10 月 13 日 参照)
11. 「マレーシア科学大学図書館紹介パンフレ
ット」
http://eprints.usm.my/41722/1/buku_libra
ry_2018.pdf(2018 年 10 月 13 日 参照)
12. 「Gold for USM at International Library
Innovation and Design Competition」
http://news.usm.my/index.php/english-n
ews/5955-gold-for-usm-at-international
-library-innovation-and-design-competi
tion(2018 年 10 月 13 日 参照)
13. 「ペトロナス工科大学」
https://www.utp.edu.my/(2018 年 10 月 13
日 参照)
14. 「ペトロナス工科大学図書館」
https://ulibrary.utp.edu.my/(2018 年 10
月 13 日 参照)
15. 「スルタン・イドリス教育大学」
http://www.upsi.edu.my/(2018 年 10 月 13

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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日 参照)
「スルタン・イドリス教育大学図書館」
https://ulibrary.utp.edu.my/ (2018 年 10
月 13 日 参照)
「マレーシア国際イスラム大学」
http://www.iium.edu.my/ (2018 年 10 月 27
日 参照)
「ペナン州政府」
https://www.penang.gov.my/en/
(2018
年 10 月 11 日 参照)
「ペナン州立公共図書館」
http://www.penanglib.gov.my/index.php/
ms/ (2018 年 10 月 11 日 参照)
「パハン州立公共図書館」
http://www.pahanglibrary.gov.my/mengen
ai-ppap/latar-belakang (2018 年 10 月 22
日 参照)
秋庭裕子「マレーシアの教育事情－留学生
受入れ大国を目指して－」ウェブマガジン
『留学交流』2013 年 1 月号,22, 1-6
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/relate
d/kouryu/2012/__icsFiles/afieldfile/20
15/11/19/akibahiroko.pdf (2018 年 10 月
11 日 参照)
「マレーシア・クアラルンプール国際空港、
利用者へ無料で電子書籍の提供を開始」
Posted 2016 年 4 月 27 日 カレントアウェ
アネス-R
http://current.ndl.go.jp/node/31469
(2018 年 10 月 11 日 参照)

東京農業大学学術情報センター[オホーツク]
Tokyo University of Agriculture, Faculty of Bioindustry, Information Center for
Education and Research

佐藤

1．はじめに
東京農業大学生物産業学部（北海道オホーツ
クキャンパス）は、北海道網走市周辺を一望で
きる大観山の山頂に設置されています。
東京農業大学の創立は、1891 年に榎本武揚に
よって現在の東京都の JR 中央線飯田橋駅近に
創設された徳川育英会育英黌農業科まで遡り
ます。その後、榎本武揚の招聘で、明治農学の
第一人者である横井時敬が参画し、東京都渋谷
の常盤松御料地への校地移転、大日本農会への
経営委託など、様々な改革に取り組み、1907 年
には大日本農会附属私立東京高等農学校の校
長に、1911 年には私立東京農業大学の初代学長
に就任し、本学の建学の理念となる「稲のこと
は稲に聞け、農業のことは農民に聞け」など、
実学を重視する多数の言葉は今なお東京農大
の教育の根底に息づいています。その後長らく
農学部の一学部のみで広範な農業分野全体を
網羅してきました。しかし、大きく変化する時
代の要望に対応するため、1989 年、創立者、榎
本武揚の初志に帰るように北海道の網走の地
に、生物産業学部（北海道オホーツクキャンパ
ス）を設置しました。開設当初は、一次産業を
学ぶ生物生産学科、二次産業を学ぶ食品科学科、
そして三次産業を学ぶ産業経営学科の 3 学科が
連携して、当時まだ一般的でなかった六次産業

広顕＊

化を学ぶ体制がスタートしました。その後数度
の改組を経て現在は、北方圏農学科、海洋水産
学科、食香粧化学科、自然資源経営学科の 4 学
科、
大学院生物産業学研究科
（博士前期 4 専攻、
博士後期 1 専攻）体制となっています。1998 年
には農学部の改組があり、神奈川県厚木市に農
学部厚木キャンパスが開設され、現在では、3
キャンパスに 6 学部 24 学科、大学院 2 研究科
20 専攻の研究体制が整備されています。
2．東京農業大学学術情報センター[オホーツ
ク]の概要
東京農業大学には、各キャンパスに図書館が
設置されており、学術情報センター[オホーツ
ク]はその内の一つであります。網走市に東京農
業大学生物産業学部が設置されたのと同時期に
設置され、当時は、東京農業大学農学部世田谷
キャンパスの図書館の分館としてスタートしま
した。その後、現在の学術情報センター[オホー
ツク]になるまでに、何度かの改修や増築を経る
と共に業務内容も図書館業務から情報サービス
業務まで拡充され、名称も東京農業大学図書館
生物産業学部分館から東京農業大学生物産業学
部教育研究情報センター、その後、東京農業大
学学術情報センター[オホーツク]へと変更され
ています｡ 現在の学術情報センター[オホーツ

東京農業大学学術情報センター[オホーツク] 〒099-2493 北海道網走市八坂 196
Hiroaki SATO Tokyo University of Agriculture, Faculty of Bioindustry, Information Center for Education and
Research, 196 Yasaka, Abashiri, Hokkaido 099-2493, Japan
＊
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ク]は、生物産業学部の 4 号館を中心に拡張時に
連携建設された 8 号館の一部まで延伸し、一部
吹き抜けの 2 階建てとなっています。主な奉仕
対象は東京農業大学生物産業学部・同研究科の
構成員ですが、地元網走市とも連携しているた
め、一部、市民へのサービス提供も行っていま
す。蔵書冊数は 123,010 冊（2017 年度末現在）
です。
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【写真 1】大観山に広がる北海道オホー
ツクキャンパス

【写真 2】 学術情報センター[オホーツ
ク]入口

3．施設・資料
天井の高い閲覧ホールが特徴の一部二階建て
の建物で、1,350 ㎡の床面積があり、約 200 席
の閲覧スペースと棚板総延長約 4.2km（収容可
能冊数約 12 万冊）の収容能力を有しています。
1 階と 2 階は書庫と各種閲覧室になっており、
書庫には電動式移動棚が並んでいます。基本的
に全て開架式閲覧方式であり、利用者は直接書

架から本や雑誌を手に取って閲覧して戴くこと
が可能です。
1 階には出納カウンター、事務室、各種新聞
雑誌閲覧コーナー、レポート作成や DVD 等デジ
タル資料閲覧用にデスクトップ PC31 台、AV 視
聴コーナーにはビデオテープなど旧媒体資料も
閲覧できるようテレビデオ 1 台を設置していま
す。その他 OPAC 専用の PC4 台、共有プリンター
3 台、閲覧用デスク、コピー機 1 台を完備して
おり、書架には学習資料だけでなく映画やドキ
ュメンタリーを中心とした DVD などもあります。
一方、2 階の書架には雑誌のバックナンバー
や比較的刊行年の古い図書、レビュー誌、学会
誌、学位論文等の他、書庫内で検索も出来るよ
OPAC 専用 PC も 3 台設置しています。また、学
生用、教職員用など 3 ヶ所の閲覧室を設けてお
り、情報検索だけでなく、レポート作成などの
ためのデスクトップ PC43 台や共有プリンター1
台が設置されています。
なお、1 階 2 階ともに Wi-Fi が使用でき、設
置デスクトップ PC 以外に持参のノートパソコ
ンなども自宅同様の環境で使用できる他、貸出
用ノート PC も 135 台準備され、手軽に情報検索
やレポート作成が行える環境を提供しています。
また、電子ジャーナル（EJ）
や電子ブック（eBook）
の類は、3 キャンパス（世田谷、厚木キャンパ
ス）共用で導入されており、ほぼ同等のものが
利用可能です。EJ は Serials Solutions 360 で
管理・提供し、リンクリゾルバ(360 Link)によ
り二次文献データベースから EJ・OPAC・オンラ
イン学外文献申込のシームレスな連携を実現し
ています。更に、出張先や自宅など学外からキ
ャンパス限定の EJ・eBook や各種データベース
が利用できるリモートアクセスサービスも提供
しています。
また、学術情報センター[オホーツク]では、
限られた空間を有効に活用するため、館内のオ
ープンスペースに東京農業大学創設者である榎
本武揚に関する様々な貴重な資料等を展示し、
訪れた人に本学並びにその創設者に関する情報
を提供しています。
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4．サービス
開館時間は授業期間中の平日が 8：30～18：
00（授業期間外の平日は 8：30～17：00）、土
曜日（授業開講日のみ）は 9：00～17：00 とな
っており、また、試験期間（定期試験前一週間
と試験期間中）は平日が 8：30～20：00、土曜
日は 9：00～18：00、日曜日は 9：00～17：00
で開館しています。2017 年度の利用状況は、入

館者数が 110,367 人、貸出冊数が 10,890 冊とな
っています。

【写真 3
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【写真 6】二階 閲覧室

一階 AV 視聴コ
ーナー

【写真 7-1】
一階 榎本武揚
書 北海鎮護

【写真 7
‑
2】

一 階 榎本武 揚 書
北海鎮護

【写真 4】一階 閲覧室
［写真 5
‑
1】

一階 第一書庫
【写真 11】二階 東京農業大学および榎
本武揚資料展示コーナー

【写真 5-2】
一階 第二書庫

5．職員
学術情報センター[オホーツク]のスタッフは、
センター長（教授兼任）、室長（事務部長兼任）、
専任職員 1 名、嘱託職員 1 名、臨時職員 2 名の
計 6 名体制となっており、カウンター業務、Ｉ
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ＬＬ業務、図書・雑誌の受入や目録業務、図書
の分類装備、雑誌の製本、蔵書点検などの他、
各種情報検索サービスサポート、各種情報検索
講習会などの図書情報関連サービスやキャンパ
スネットワーク、コンピュータ教室、インター
ネットラウンジなどの情報システム関連サービ
スなども担っています｡
【問い合わせ先】
TEL 0152-48-3818
http://www.bioindustry.nodai.ac.jp/~librar
y/index.html
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図書館員のためのお役立ち情報
平成 30 年 7 月から 9 月に発表された図書館員に役立ちそうな情報を掲載します。業務の一助
にお使いください。記事の情報源はそれぞれの項目ごとに明示してあります。

【水田域の豪雨被害のリスクを評価する手法
を開発- 将来の気候変動を見越した減収被害
対策・排水計画が可能に-】
2015年の鬼怒川決壊や2017年の九州北部豪雨
のように、豪雨による水害は様々な地域で発生
しており、農業分野においても大きな被害をも
たらします。特に水稲では、豪雨による冠水被
害が主な減収要因の一つとなっています。さら
に今後は気候変動により、豪雨によるリスクが
増大すると見込まれています。水田の冠水被害
を低減するには早めの排水が効果的であるため、
将来のリスクに応じた規模の排水施設の整備や
排水計画の策定が重要となります。しかし、将
来の気候を正確に予測することは困難なため、
精度の良いリスク予測と、それに基づいた適切
な対策をとることも難しいのが現状です。
そこで農研機構は、(1) 現在や将来について、
特定の地域で発生しうる豪雨の強度と発生頻度
を推定する方法の開発、(2) (1)の結果を用いて
対象とする水田域の冠水被害を予測し、さらに
その結果を水稲減収の量(トン)や割合(%)でわ
かりやすく評価する方法の提案を行いました。
複数の気候変動の予測結果を基に統計的な検討
を加えることで、その水田域で起こりうる平均
的な被害や最大規模の被害を定量的に推定でき
ることが特徴。本手法は全国の水田域に適用で
き、農地排水や農村防災に関わる行政部局や民
間コンサルタント、土地改良区等が将来的にも
安全性の高い排水計画を検討するために役立ち
ます。また、特定の地域で豪雨の強度と発生頻
度を予測できるため、水稲被害リスクの推定だ
けでなく、農地浸水ハザードマップの作成など
にも役立ちます。
情報源：農研機構農村工学研究部門（プレス
リリース）
2018年7月5日

【フランスパン加工適性に優れた暖地・温暖地
向け 準強力小麦新品種「さちかおり」】
九州地域で栽培されている「ミナミノカオリ」
は、食パンに適する強力小麦品種ですが、実需
者から強力小麦品種だけでなくフランスパンに
適する準強力小麦品種開発の要望がありました。
そこで、農研機構は鳥越製粉株式会社と共同で、
フランスパン加工適性に優れる準強力小麦新品
種「さちかおり」を育成。「さちかおり」は、
「ミナミノカオリ」に比べて収量が約1割多い多
収品種。「ミナミノカオリ」より早生・短稈で、
穂発芽に強く、栽培しやすくなっています。さ
らに、フランスパン加工試験で「ミナミノカオ
リ」よりパンの膨らみが大きく、焼き色が濃く、
うま味および甘味成分が高く、おいしいフラン
スパンがつくれます。栽培適地は温暖地以西の
平坦地。現在、佐賀県みやき町を中心に一般栽
培が開始されています。小麦粉や加工品は、平
成30年から販売される予定。
情報源：農研機構九州沖縄農業研究センター
（プレスリリース）
2018年7月6日
【ゲノム編集により鶏卵を使って有用な組換
えタンパク質を大量生産－「金の卵」を産むニ
ワトリ生物工場の実現の見込み－】
この技術は、次世代の遺伝子操作技術として
さまざまな動植物で研究がなされているゲノム
編集技術のクリスパー・キャス9（ナイン）法を
ニワトリに適用し、卵白の主要なタンパク質の
オボアルブミンの遺伝子座に有用タンパク質の
モデルとしてヒトインターフェロンβの遺伝子
を挿入（遺伝子ノックイン）する技術である。
また、遺伝子を挿入した雌のニワトリ（ノック
インニワトリ）が産む卵は、卵白にヒトインタ
ーフェロンβタンパク質を大量に含むこと、ま
た、雄のノックインニワトリを利用して繁殖で
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きることが確認された。今後、さまざまなノッ
クインニワトリを作製することで、ヒトインタ
ーフェロンβに留まらず、バイオ医薬品や酵素
タンパク質など高価な有用組換えタンパク質を
極めて安価に大量生産する技術に繋がるものと
期待される。
情報源：国立研究開発法人産業技術総合研究
所（プレスリリース）
2018年7月9日
【害虫から植物を守る新タイプのタンパク質
機能を発見-クワの葉に含まれ、食べた害虫の
消化と成長を阻害 -】
植物は動くことができないので、昆虫などの
生物に食べられることを防ぐために、"毒"のよ
うな作用を示すタンパク質などの物質を生産す
ることが知られています。このような物質は害
虫を防除するための薬剤として利用できる可能
性があります。旧来の薬剤が効かない害虫も出
現しているため、新しい製剤の開発につながる
資材として注目されています。クワの葉はカイ
コの餌としてよく知られていますが、カイコ以
外のほとんどの昆虫はこれを利用することがで
きません。農研機構は、クワ乳液に含まれる特
定のタンパク質(MLX56様タンパク質3))が、これ
までに報告されたことがない全く新しいメカニ
ズムで害虫の成長を阻害することを発見。この
タンパク質は、ガ類の幼虫の消化管内に存在す
る囲食膜という薄膜を異常に肥厚させて消化機
能不全を起こすことが分かりました。しかも、
0.01-0.04%という極めて低い濃度で餌に加える
だけで、幼虫の成長を顕著に阻害。MLX56様タン
パク質は害虫から植物を守る新しい技術開発の
資材として有望な候補です。
情報源：農研機構生物機能利用研究部門（プ
レスリリース）
2018年7月17日
【開発した電子制御ユニットで ISOBUS(イソバ
ス)認証を取得- 国産技術として初のグローバ
ルスタンダード適合 -】
農研機構では、株式会社農業情報設計社と共
同で農業機械用の ECU(電子制御ユニット)の開
発を行い、この度、通信制御共通化技術の国際

標準である「ISOBUS」の正式な認証を国産技術
として初めて取得。「ISOBUS」とは、国際規格
ISO 11783 の実装技術を国際農業電子財団 AEF
が一定のガイドラインに沿って認証するもので、
欧米ではトラクタや作業機の接続互換性のグロ
ーバルスタンダードとして大型農業機械を中心
に広く普及。今回認証を取得したのは粒剤散布
機用の ECU であり、
「ISOBUS」対応の操作用端末
(バーチャルターミナル)を持つ世界のどの車両
と接続しても、機器相互間の通信が保証され、
共通の操作で作業機の状態表示や動作指示が可
能になります。
情報源：農研機構農業技術革新工学研究セン
ター（プレスリリース）
2018年7月19日
【迅速・高い空間解像度で土壌型を判定―西ア
フリカの砂漠化防止と飢餓撲滅を目指して―】
最貧国が集中する西アフリカのスーダンサバ
ンナ)で砂漠化と飢餓の問題を解決するために
は、土壌を適切に保全しつつ、持続可能な方法
で農業生産力を高める必要があります。現地で
は、これまで土壌保全、品種改良、栽培管理等
に関する多くの研究が実施されてきました。し
かしスーダンサバンナは、数百m程度離れただけ
でも土壌型と土地生産力が大きく異なるという
特徴があります。このため、ある調査地点で得
られた試験結果をどこまで適用できるかわから
ず、せっかくの研究成果を実用的に利用できな
い要因となってきました。一方、土壌型と土地
生産力を知るには高度な専門知識と多大な労力
と時間が必要なため、大規模な調査を実施する
ことが難しく、スーダンサバンナで農業技術の
開発を進める際に大きな障壁となっていました。
国際農研はブルキナファソ国・環境農業研究所
との共同研究の下、市販の地中レーダーにより
スーダンサバンナで主要な三種類の土壌型と土
地生産力を迅速に高解像度で評価する手法の開
発に世界ではじめて成功。本手法により、例え
ばこれまで高度な専門知識を持った研究者が1
年という時間を要していた土壌調査を、専門知
識を持たない人でも数日で実施できるようにな
り、また従来法に比べて空間解像度も数百倍に
なります。さらに、地中レーダーで詳細に土壌
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型を把握できるため、土壌条件に応じて試験結
果の適用範囲を決定することが可能になります。
今後スーダンサバンナで土壌型と土地生産性を
踏まえた土壌保全、品種改良、栽培管理等の技
術開発が加速され、砂漠化と飢餓の問題が解決
に向けて大きく前進することが期待されます。
情報源：国立研究開発法人国際農林水産業研
究センター（プレスリリース）
2018年8月8日
【高CO2濃度条件下で米の収量を増やす形質を
特定- 将来のCO2濃度が上昇した環境に適した
多収品種の育成に貢献 -】
大気のCO 2(二酸化炭素)濃度は、18世紀後半の
産業革命以降から今日に至るまでの約250年間
で1.4倍になり、今後も上昇すると予想されてい
ます。水稲は、大気CO 2 濃度が上昇すると、光合
成産物が増加し、収量や生育が高まることが知
られています。しかし、将来の高CO2 濃度条件下
で、収量を増やすために品種が備えるべき形質
は特定されていませんでした。そこで農研機構
は、屋外で高CO 2濃度を実現できる開放系大気
CO2濃度増加(FACE)実験施設を用いて、約50年後
を想定した高CO 2濃度(現在の約1.5倍)の環境を
作り、水稲の多収品種が持っている籾数を増や
す遺伝子を「コシヒカリ」に人工交配で導入し
た系統を栽培し、その収量や生育を調べました。
その結果、この籾数を増やした系統については、
高CO2 濃度条件下で増加した光合成産物を大き
な穂により多く転流できるため、高い収量が得
られることを明らかにしました。多収品種が持
つ籾数を増やす遺伝子は、「コシヒカリ」等の
既存の品種に人工交配で容易に導入できます。
このため、今回の研究成果は、将来的に予想さ
れているCO2 濃度が上昇した環境に適した多収
品種の育成に貢献できます。
情報源：農研機構九州沖縄農業研究センター
（プレスリリース）
2018年8月10日
【実際の育種集団を活用した効率的なゲノム
育種法の確立〜ニホンナシにおけるゲノムワ
イド関連解析とゲノミックセレクション〜】
近年、ゲノムワイドマーカーを利用した、

GWAS や GS などのゲノム育種法が注目されてい
ます。GWAS や GS を成功させるためには、非常
に多くのデータセット（マーカー遺伝子型と表
現型情報）を用意する必要がありますが、果樹
は、世代の期間が長く、果実特性の評価に多大
なコストを要するため、データを収集するのが
容易ではありません。 東京大学と農研機構の研
究グループは、育種の現場で実際に育成されて
いるニホンナシの品種・系統に加えて複数の交
配育種集団の情報を活用することで、高精度な
GWAS や GS が可能であることを証明。収穫期、
果実重、果汁酸度などで、GWAS で遺伝子候補領
域の検出に成功し、高精度での GS 予測が可能で
あることを示しました。また、複数の果実特性
を同時に予測する手法の有効性も確認。 今後、
多数の交配育種集団の情報を蓄積していくこと
で、GWAS と GS の精度をさらに向上できる可能
性があります。今回提唱した GWAS、GS の枠組み
は、ニホンナシにおける育種効率の向上に寄与
するだけでなく、他の果樹育種への応用も期待
されます。
情報源：東京大学大学院農学生命科学研究科
（プレスリリース）
2018 年 8 月 15 日
【 コ ム ギ の ゲ ノ ム 配 列 解 読 を 達 成 -コ ム ギ の
新品種開発の基盤完成、新品種開発加速化に期
待 -】
農研機構と国立大学法人京都大学などが参
加した国際コムギゲノム解読コンソーシアム
(IWGSC)は、コムギゲノムの塩基配列の解読に成
功。2005 年に結成された IWGSC は、イネやトウ
モロコシとならぶ世界の三大穀物の一つであ
るコムギのゲノム解読を目指して活動を進め、
2014 年には染色体毎に区分された概要配列を
解読し、公表。しかし、概要配列は細かく分断
されており、染色体内での遺伝子位置が不明で
あったことから、染色体が一本につながった精
度の高い参照ゲノム配列が求められていました。
今回、IWGSC はコムギのゲノムの 94%をカバーす
る参照ゲノム配列の解読を達成し、107,891 個
の遺伝子を見出し、病害抵抗性や小麦粉の品質
に関わる遺伝子群の詳細を明らかにしました。
コムギは世界中の人たちが日常消費している食

- 21 -

農図協会誌 No.192(2018)
物カロリーの約 2 割を占めており、今回の成果
は、人口増加や気候変動による世界的な食糧問
題を解決するための作物改良研究の基盤となる
とともに、我が国においても、縞萎縮病等の各
種病害に対する抵抗性品種や製パン性を向上さ
せた高品質品種等の新品種開発の加速化につな
がります。
情報源：農研機構次世代作物開発研究センタ
ー（プレスリリース）
2018 年 8 月 17 日
【公共図書館における障害者サービスに関す
る調査研究】
国内の全公共図書館を対象として、障害者サ
ービスの実施状況に関する質問紙調査を実施。
1,397 館に質問紙を送付し、その 82.5%に当た
る 1,152 館から回答を得ることができました。
調査結果の分析では、全 14 章からなる報告書
を作成。当館では平成 22 年度にも同じテーマ
で調査研究を実施しており、前回調査結果から
の変化も分析対象としました。報告書には、質
問紙本体と質問紙調査の集計結果も収録。
URL: http://current.ndl.go.jp/report/no17
情報源：国⽴ 国会図書館（プレスリリース）
2018 年 8 月 15 日
【ソルガムにおける乾汁性決定遺伝子の発見
～糖やエタノールの生産性向上に関わる 100 年
来の謎を解明～】
五大穀物の一つであるソルガムは、製糖・エ
ネルギー作物としても、高い潜在能力を有して
います。その茎搾汁液からの糖やエタノールの
生産効率を左右する形質の一つに、茎の水分含
量によって規定される乾汁性が知られています。
乾汁性は、単一遺伝子によって支配される形質
であることが、100 年ほど前から予想されてい
ましたが、その実体は不明でした。 東京大学等
の研究グループは、ソルガムの乾汁性決定遺伝
子を世界に先駆けて単離することに成功。さら
に、その働きにより、茎柔組織の大規模なプロ
グラム細胞死が誘導され、茎水分含量の低下が
起こることを明らかにしました。製糖・エネル
ギー作物における茎水分含量の増大は、糖やエ
タノール生産の原料に用いる茎搾汁液の生産量

や生産効率の向上につながります。今回の研究
成果は、乾汁性決定遺伝子機能の調節を標的と
した、糖やエタノール生産用作物の効率的な品
種改良や、新たな資源作物開発への道を拓くも
のとして期待されます。
情報源：東京大学大学院農学生命科学研究科
（プレスリリース）
2018 年 8 月 28 日
【米麺に適した多収の高アミロース水稲新品
種「亜細亜のかおり」】
農研機構は、米麺に適した高アミロース含有
率の水稲新品種「亜細亜のかおり」を育成。現
在、国内で製造された米麺が関東のエスニック
料理チェーン店などで人気を博しています。米
麺の原料に適した「越のかおり」は、
「コシヒカ
リ」と収穫時期が重なること、収量が「コシヒ
カリ」よりもやや劣ることが問題でした。
「亜細
亜のかおり」は、
「越のかおり」に比べて 20%程
度多収で、
「越のかおり」と同等の米麺が製造で
きます。また、
「コシヒカリ」よりも 2 週間以上
晩生となるため、作期分散が可能。栽培適地は
北陸から関東、東海以西で、当初は新潟県を中
心に普及が進められる予定。
情報源：農研機構中央農業研究センター（プ
レスリリース）
2018 年 9 月 6 日
【西日本向けの多収・良食味水稲新品種「
こいそめし

恋初し 」】
農研機構は、西日本向けの多収・良食味水稲
新品種「恋初めし」を育成。西日本で多く栽培
されている「きぬむすめ」と比較すると、育成
地 (広島県福山市) では出穂期は 3 日ほど、成
熟期は 5 日ほど遅く、"やや晩生"。収量は「き
ぬむすめ」より 2 割程度多収。西日本を中心と
した地域で実施した奨励品種決定調査では、そ
れぞれの地域の対照品種より平均で 13%ほど多
収。玄米千粒重は、
「きぬむすめ」より 3 g ほど
重く、24 g 程度。食味は、「きぬむすめ」に近
い良食味。穂いもちと縞葉枯病に強く、栽培適
地は、西日本を中心とした地域です。多収性を
活かし、業務用としての利用が期待されます。
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情報源：農研機構西日本農業研究センター（プ
レスリリース）
2018年9月6日
【加工・業務用ホウレンソウの機械収穫体系を
構築- 収穫作業時間を手穫り収穫の 1/5～1/10
に短縮し、生産コストも削減 -】
加工・業務用ホウレンソウは近年需要が増加
していますが、国内生産量が需要に追いつかず、
輸入品が大きなシェアを占めているのが現状。
生産の効率化を図るため、大規模生産では大型
乗用収穫機械を中核とした生産体系への移行が
進んでいますが、中小規模生産では機械化が遅
れており、中小規模生産向けの効率的で低コス
トな機械収穫体系の構築が望まれていました。
そこで農研機構は、(株)ニシザワと共同で、加
工・業務用ホウレンソウの中小規模生産に適し
た、既存の野菜収穫機用の連続収穫のためのア
タッチメントを開発。さらに農研機構は宮崎県、
熊本県、(株)クマレイと共同して、開発機を利
用した 2 方式の機械収穫体系「小型コンテナ横
流れ方式」および「メッシュコンテナ・ベルト
コンベア方式」を構築。実証試験等において、2
方式の機械収穫体系による収穫作業時間は、従
来の手穫り収穫の 1/5～1/10 程度に短縮。また
ホウレンソウの生産費は、
「 小型コンテナ横流れ
方式」では手穫り収穫と比べ 20%減。さらに「小
型コンテナ横流れ方式」では一度収穫した刈り
株からホウレンソウを再収穫する「刈り取り再
生栽培」が可能で、
「刈り取り再生栽培」を行っ
た場合、生産費は手穫り収穫と比べ 42%減とな
りました。このように、開発した機械収穫体系
は、加工・業務用ホウレンソウ生産の省力・低
コスト化に貢献します。改良した連続収穫アタ
ッチメントは(株)ニシザワより販売。これらの
機械収穫体系実施に向けた栽培時の留意点や作
業方法などをまとめた「加工・業務用ホウレン
ソウ機械収穫体系マニュアル」を作成。本マニ
ュアル(PDF 形式)は農研機構ウェブページから
ダウンロードできます。
http://www.naro.affrc.go.jp/karc/contents/
tec_manu/index.html
情報源：農研機構九州沖縄農業研究センター
（プレスリリース）

2018年9月6日
【ため池防災支援システム-地震・豪雨時に、
ため池の決壊危険度をリアルタイムに予測-】
東日本大震災などの大地震、九州北部豪雨や
平成30年7月豪雨などの豪雨災害で、ため池が決
壊し、ため池の下流域で人が亡くなる二次被害
が発生しています。これまで、ため池の決壊を
予測したり、その危険情報を伝達したりする手
段はありませんでした。このような被害を防ぐ
ため、農研機構は共同研究グループと共に、こ
のような大地震や、豪雨におけるため池の決壊
をリアルタイムに予測し、予測情報を迅速に関
係者に伝達・共有する「ため池防災支援システ
ム」を開発。早期避難のための情報を提供して
人的被害を防止するとともに、災害情報を全国
の防災機関に共有することにより迅速な災害支
援に役立ちます。本システムでは、地震時には
地震情報を受信してから30分以内、豪雨時には
現在時刻から6時間後までのため池の決壊危険
度を予測して、インターネットで予測結果を地
図に表示します。国や自治体はこの情報を元に、
ため池周辺の住民の避難対策を行ったり、決壊
防止のための緊急対策を行うことができます。
また、スマートフォンやタブレットを用いて、
ため池の管理者が現地で被災状況を入力したり、
被災写真をアップロードすることによって、
国・自治体等の関係機関の間でため池決壊の有
無や被災状況を即座に情報共有できます。平成
31年度から本格運用を開始する予定。
情報源：農研機構農村工学研究部門（プレス
リリース）
2018年9月11日
【岐阜県で検出された豚コレラウイルスの塩
基配列の解析結果について】
豚コレラウイルスは、ウイルス遺伝子の特定
の領域の遺伝子配列によって 3 つのグループ
(Genotype)に 分 け ら れ 、 さ ら に サ ブ グ ル ー プ
(Subgenotype)に細分されています。国際的な塩
基配列のデータバンクに登録されている豚コレ
ラウイルスとの照合から、2018 年 9 月 9 日に岐
阜県で確認された感染豚から検出されたウイル
スは Subgenotype 2.1 のグループに属していま
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した。また、①国内で使用されるワクチン株を
含め、多くのワクチン株は Genotype 1 のグルー
プに属すること、②Subgenotype 2.1 のグルー
プに属するウイルスはこれまで日本で検出され
ていないこと、③Subgenotype 2.1 に属するウ
イルスは、ヨーロッパやアジアで検出されてい
ることから、当該ウイルスは海外から侵入した
可能性が高いと考えられました。今後、当該ウ
イルスについて、抗原性並びに感染試験を含め
た病原性の詳細な解析を行っていくことにして
います。
情報源：農研機構動物衛生研究部門（プレス
リリース）
2018年9月14日
【家畜卵巣用の卵子採取器具の開発- 卵子採
取時間を短縮し、体外受精卵の生産作業者の負
担を軽減 -】
酪農および肉用牛生産では、付加価値の高い
乳用牛の産子生産や肉用牛の増殖のために、受
精卵移植技術が利用されています。受精卵移植
用には、一般的には雌牛の体内から回収した体
内受精卵が用いられています。さらに、近年は、
これまで廃棄されていた食肉処理場由来の雌牛
の卵巣から卵子を採取して体外受精卵の生産が
広く行われるようになってきました。通常、卵
巣からの卵子採取は注射器を用いて手動で行い
ますが、手動吸引では、適正な吸引圧を維持し
ながら卵子を吸引する作業が熟練を要すること、
また、一度に多数の卵巣を処理することが多い
卵子採取は、作業者の負担が大きいことが問題
となっていました。そこで、農研機構らの研究
グループは、今回、携帯型たん吸引器を用いて
適正な吸引圧を維持することにより、卵子の吸
引が可能で、効率的に卵巣から卵子を吸引でき
る器具を開発。本器具は、ストッパーを押すだ
けで卵子の吸引が可能です。手動吸引に比べて
卵子採取にかかる時間も 3/4 に短縮。また卵子
の回収率や採取卵子を用いた体外受精卵の生産
率については、手動吸引と同等の成績が得られ
ました。本器具は、本年 9 月にミサワ医科工業
株式会社より、「OVA-9 Set」として販売開始予
定です(予定価格 5,000 円/1 セット)。
情報源：農研機構畜産研究部門（プレスリリ

ース）
2018年9月14日
【ニホンウナギのレプトセファルス（仔魚）期
間の長さは遺伝する－人工種苗の実用化に向
けたウナギの品種改良が可能に－】
シラスウナギの大量生産を阻んでいる要因
の一つとして、卵からふ化した仔魚（レプトセ
ファルス）がシラスウナギに変態を始めるまで
の期間（仔魚期間）が非常に長いことがあげら
れます。天然環境下では孵化後 110〜170 日程
度、人工飼育下では孵化後 160〜450 日程度か
かります。この期間は飼育が難しく飼育コスト
も高いため、従来から飼育技術や初期餌料の開
発などに取り組んできました。その一方で、仔
魚期間そのものを短くするという全く別の研究
アプローチも望まれていました。今回我々は、
ニホンウナギの大規模な交配試験と遺伝解析に
より、仔魚期間の長さが親から子に遺伝するこ
とを明らかにしました。このことは、選抜育種
による遺伝的改良によって、従来よりも短い飼
育期間でシラスウナギに変態する品種が作出で
きることを示しています。今回の交配試験で得
られた人工集団を用いて、ニホンウナギの育種
を開始。早ければ 2019 年度に第一世代の仔魚
が作出されます。その後は、選抜と交配を繰り
返して徐々に遺伝的改良を重ね、10〜15 年後に
仔魚期間を 20〜40％短縮した早期変態品種の
作出を目指します。また、この過程で生産され
る仔魚は、適宜、様々な試験研究に提供され、
人工種苗生産技術の早期実用化のために活用さ
れます。
情報源：国立研究開発法人水産研究・教育（プ
レスリリース）
2018年9月27日
【タイラギの人工受精方法の開発に成功】
タイラギは大きな貝柱が美味な大型の二枚
貝です。瀬戸内海や有明海を中心に国内の海に
広く生息し、昭和 30 年代には年間の漁獲量が 3
万トンを超えたこともありました。しかし近年、
資源量が激減し、漁獲量は最盛期の数十分の１
になっています。特に国内で最も漁獲量が多か
った有明海ではほとんど採れなくなり、資源保
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護のための休漁を余儀なくされるなど深刻な事
態となっています。水産研究・教育機構では、
これまでにタイラギの人工種苗生産技術を開発
し、生産された稚貝の漁場への放流や養殖を行
うことで資源や生産量を復活させる取組みを進
めています。この種苗生産では、成熟した親貝
を入れた水槽の温度を制御して産卵を誘発して
います。しかし、必ずしも産卵に成功するわけ
ではなく、また産卵をしても産卵時間がまちま
ちで安定した計画採卵（産卵）ができませんで
した。そのため、確実に受精卵を得られる人工
受精の技術開発が強く求められていました。
水産研究・教育機構では大学と協力してタイラ
ギの受精メカニズムの研究に取り組み、タイラ
ギ卵巣から取り出した卵をビタミン A の関連
化合物であるレチノイン酸で処理することで人
工受精が可能になることを発見。この知見を基
に「イノベーション創出強化研究推進事業」
（農
研機構生物系特定産業技術研究支援センター管
轄）の中で孵化幼生を安定して大量に生産する
人工受精技術を開発し、2018 年 8 月には大分
県農林水産研究指導センターの協力で、本技術
を用いて得られた受精卵から孵化した幼生が着
底稚貝まで生育することを確認。この成果は、
タイラギ種苗の計画的な生産や安定供給に大き
く貢献するものとして期待されます。
情報源：国立研究開発法人水産研究・教育（プ
レスリリース）
2018 年 9 月 27 日

花粉化石の記録が少ない東日本の個体群の起源
が古く、氷期後に新たに分布してきたわけでは
ないことがわかりました。現在までに 1 つの種
内でも地域により遺伝子が異なることは多くの
研究で示されてきましたが、それは偶然ではな
く、過去の分布変遷が影響している場合がある
ことが今回の解析により裏付けられました。こ
の結果は地域の遺伝資源の保全や遺伝的撹乱防
止への新たな根拠として活用できる成果です。
情報源：国立研究開発法人森林研究・整備機
構森林総合研究所（プレスリリース）
2018 年 9 月 28 日

【日本の常緑広葉樹は最終氷期をどこで生き
延びたのか ―遺伝的多様性の保全のための新
しい根拠―】
森林総研は、大阪大学らと共同で、日本の常
緑広葉樹林の主要な樹木であるスダジイが、約
2 万 1 千年前の最終氷期最寒冷期に、暖かい南
西諸島や九州南部だけでなく、比較的寒い日本
海および東日本の太平洋沿岸でも生き延びた可
能性が高いことを遺伝的多様性の解析結果から
示しました。これまで、花粉化石の記録から、
最終氷期における常緑広葉樹林は南西諸島や九
州南部の温暖な地域に追いやられ、氷期後に北
上して東日本にも分布を広げたと考えられてい
ました。しかし今回の解析によって意外にも、
- 25 -

事務局報告

（主な取り組み）
平成 30 年度第 2 回編集委員会
日時：平成 30 年 11 月 10 日（土） 11：00
～
会場：明治大学駿河台中央図書館資料室
（議 題）
１. 30 年度会誌編集計画の追加検討
２．その他
第 127 回 農学図書館情報セミナー＆見学
会
（講演テーマ）
「挑戦する世界の図書館 -デジタル社会に
生きる人々に貢献できるために-」
講 師：長塚 隆
開催日：平成 30 年 11 月 16 日(金）
時 間：14 時 40 分～1６時 40 分
会 場：東京農業大学図書館 7 階プレゼン
テーションルーム

第 127 回農学図書館情報セミナー＆見
学会を開催
日本農学図書館協議会は、第 127 回農学図
書館情報セミナーを 11 月 16 日（金）に、東
京農業大学図書館（農大アカデミアセンター
内）において、講師に長塚隆氏（鶴見大学名
誉教授、日本農学図書館協議会会長、国際図
書館連盟（IFLA）アジア＆オセアニア地区委
員会委員）を迎え、
「 挑戦する世界の図書館 －
デジタル社会に生きる人々に貢献できるため
に－」をテーマに開催。参加者は、大学図書
館関係者 14 名、公共図書館関係者 12 名、そ
の他 12 名の計 38 名でした。
講演では、スマートフォンが身近になり、
常 時 イ ン タ ー ネ ッ ト に 繋 が り 、 LINE や
Facebook などの SNS で多くの人々に利用され、
人工知能、クラウドコンピューティング、ビ
ックデータなど情報環境が大きく変化してい
る。人類の情報や知識を伝達する役割を担っ
ている図書館は、このようなデジタル社会で
人々に情報や知識を伝達する役割を果たすた
めに、世界の各地で新しい様々なサービスを
創造し提供していることを実際に訪問した公
共図書館、大学図書館の事例について紹介。
具体的に紹介された図書館は、ケルン市中央
図書館（ドイツ）、サンフランシスコ市中央図

中央公共図書館（シンガポール）
図書館の入口の屋根は回収したペットボ
トルを組み合わせて、段差や周りの台など
も回収した古材を使用。修復した本棚、リ
サイクルしたカーペットや省エネタイプの
LED ランプなどを使用して環境に配慮。
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書館（米国）、コロンバス市中央図書館（米国）、
リトアニア国立図書館（ビルニュス）、ソウル
特別市広津区広津情報図書館（韓国）、ペトロ
ナス工科大学図書館（マレーシア）、広州図書
館（中国）、中央公共図書館（シンガポール）、
アドマス・ミツケヴィチウス図書館（リトア
ニア）、ケープタウン市郊外のコンテナ図書室
（南アフリカ）、デリー南部地区サロジニ・ナ
ガル公共図書館（インド）、デリー中央公共図
書館（インド）、ソウル特別市恩平区立グサン
ドン図書館村（韓国）です。
まとめとして長塚氏は、今後に期待される
図書館とは、海外の図書館での新たな取り組
みに学びつつ、単一のモデルをそのまま取り
入れるのではなく図書館がどのように変われ
ばより多くの利用者の要望に応えることがで
きるかを考えることが大事だ、と強調されま
した。
講演終了後、参加者の名刺交換会、東京農
業大学図書館見学が行われました。
（事務局：田沼）

【写真 1】セミナー会場

【写真 2】東京農業大学図書館を見学

第20 回（2018年）
図書館総合展 みて・あるき
毎年開催されている図書館総合展。今年も
10 月 30 日（火）～11 月 1 日（木）に、パシ
フィコ横浜・展示ホールにおいて開催されま
した。
「何か目新しいものはないものか」と探
索。今年もありました・・・新商品をご紹介
します。

図書館にも実用的なロボットが登場
最近、犬型ロボット「AIBO（アイボ）」の最
新モデルが発表されました。 発売は来年 1
月とか。初代 AIBO は、1999 年に発売され予
約開始から 20 分で日本向け 3,000 台の受注を
締め切るほどの人気だったようです。私たち
のロボットイメージは、テレビ、映画などで
もいろいろなロボットが登場するものの、や
はり鉄腕アトムが原型を作っているように思
われますが、これは年配者の発想か。また、
私たちの目には直接触れることの少ないのが
産業用ロボット。1980 年を普及元年というよ
うだが、現在自動車製造業などでは欠かせな
いものとなっています。少子高齢化・人口減
少社会となって、ロボット化の需要が一層高
まるのではないか、と感じます。それは産業
界だけではなく、サービス業界、家庭内など
でも人の暮しをサポートする分野でロボット
化の波が大きくなるのではないでしょうか。
実は、図書館総合展会場の中央付近ブース
に、何やら自走しながら展示書架を巡回して
いる背の高い物体がありました。なんと、図
書館蔵書点検ロボット。一目ではロボットに
は見えませんでした。案内の女性が「これは
蔵書点検ロボットです」と来場者に説明して
います。筆者が彼女に少々突っ込んだ質問を
すると、詳しいものを呼びますと。来られた
のは（株）大日本印刷（株）（以下、DNP）の
山岡功さん。山岡さんは、
「蔵書点検ロボット
はシンガポールの図書館に導入されています
が、今は世界でそこだけですね」とのこと。
今回展示（写真）のロボットは、既存機器の
自走部分と IC タグセンサーと IC タグ情報の
データ処理（パソコン）は DNP が構築し組合
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【写真】図書館蔵書点検ロボット

せたものとなっています。書籍点検には、す
べての冊子に IC タグを装着する必要があり
ます。
本機を使った実証実験が平成 29 年 9 月に日
本大学経済学部図書館で行われ、32000 冊の
点検時間には何と約 30 分、読み取り率が 99.6
～99.7％との結果を得ています。これまでの
ハンドタイプの読み取り機に比べると格段の
時間短縮となっています。本機を使って夜間
にロケーション点検作業をしておけば、書棚
に誤って戻してしまってもロケーション検索
することで不明本をすぐに見つけることもで
きるといいます。ところで、この機器のお値
段は？山岡さんは「1000 万円を考えています。
人件費を考えれば 5 年程度で償却できるので
はないでしょうか」と。今回の出展では、展
示会場の参加者から意見を聴取し、それを参
考にいろいろな機能を付加していきたいとい
います。図書館業務軽減からも、早い時期の
実用化を期待したいですね。
（事務局 田沼）
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NPO 法人日本農学図書館協議会では、投稿要領及び執筆要領を新たに規定し、読者の皆様に積極
的に投稿していただくための環境を整えました。当面する図書館の課題や日常の図書館員の声など、
自由にご投稿していただくことを願っています。ご不明な点は事務局までお問い合わせください。
【問い合わせ先】℡：03-3408-5077 E-mail:jaald@nifty.com

日本農学図書館協議会誌 投稿要領
１ 趣 旨
この要領は、日本農学図書館協議会誌の投稿に
関する取り扱いについて定めるものとする。
２ 投稿者の資格
本誌に投稿できる者は、農学系図書館の活動に
賛同する者とする。
３ 執筆及び投稿要領
原稿執筆に当たっては、本要領及び別に定める
原稿執筆要領に従うものとする。
４ 投稿原稿の取り扱い
（1）投稿原稿は会誌編集委員会においてその採否
を決定する。
（2）投稿された原稿は、原則として返却しない。
５ 謝礼
（1）執筆者には、原稿が掲載された「日本農学図
書館協議会誌」を３部贈呈する。
（2）投稿及び依頼原稿の稿料は別に定める。
６ 著作権
（1）本誌に掲載する著作物の著作権は、日本農学
図書館協議会に帰属する。
（2）執筆者自身が当該著作物の再利用を希望する
場合、日本農学図書館協議会は、再利用が学術研
究及び農学図書館業務改善の進展に資するもので
ある場合は、これを認めることがある。
（3）第三者から、論文の複製及び転載などに関す
る許諾の要請があり、日本農学図書館協議会が必
要と認めた場合は、許諾することがある。
７ 個人情報
編集の過程において入手した個人情報は、本誌
の編集刊行に関する活動以外の目的には使用しな
い。
（附則）この投稿要領は、平成27年8月1日より施
行する。

日本農学図書館協議会誌 原稿執筆要領
１ 趣 旨
この要領は、日本農学図書館協議会誌の投稿執
筆に関する事項を定めるものとする。
２ 投稿原稿は、次の要領で作成し提出する。
（1）原稿の受付は、随時とする。
（2）原稿は、Ｗｏｒｄ形式もしくはテキスト形式
を使用し、横書きで10,000字程度（図表･写真は1
枚当たり250文字換算）とする。また、図表も原則
として、電子化したデータで提出するものとする。
刷り上りは4ページ程度を想定する。
（3）文中の見出し番号の表記は、１．１）①とす
る。
（4）図表の見出しは、図１及び表１とし、図の下
および表の上に記したうえで、挿入箇所を本文欄
外に指示する。
（5）注記もしくは引用文献等は、本文の該当個所
右肩に1)と記し、原稿の末尾にまとめて記載する。
なお、記載例は①及び②の通りとする。
① 編著者名『書名』（シリーズ名）出版社、出
版年（西暦）、引用ページ
② 執筆者名「論文名」『雑誌名』巻号、発行年
月、引用ページ
（6）原稿には、表題及び英文タイトル、執筆者氏
名及びローマ字名、所属機関の英文名を添付する。
（7）原稿の提出は下記宛てとし、日本農学図書館
協議会事務局が受領した日をもって原稿受付日と
する。
〒156-8502 東京都世田谷区桜ヶ丘1-1-1
東京農業大学 教職・学術情報課程内
NPO法人 日本農学図書館協議会事務局
TEL.FAX.03-3408-5077 jaald@nifty.com
（8）執筆者の校正は、1回を原則とする。
（9）「別刷」を希望する者は、校正の際に必要部
数を日本農学図書館協議会事務局に連絡すること。
なお、経費（実費）については、本人の負担とす
る。
（附則）この投稿要領は、平成 27 年 8 月 1 日より
施行する
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（編 集 委 員）
委員長 惟村 直公

東京農業大学

委
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