
３． 図書館用機器類の整備状況ついて 
大学名 内容等 

札幌医科大学 

図書館システム更新  LIMEDIO  V4  
・サーバー  Enterprise450 ( Sun Microsystems)    3 台 

ProLiant ML350 G2 ( Compaq )    2 台 
・業務用端末  Evo Desktop D300SF ( Compaq )  17 台 
・利用者用端末 Windows                         10 台 

Macintosh             6 台  
・プリンター   IPSiO シリーズ ( RICOH )      10 台 

山形県立 
保健医療大学 

図書館システム(ハード)の更新(平成１４年６月より稼動) 
・図書館サーバー TOSHIBA   MAGNIA LITE30     １台 
・WEB サーバー         〃                      １台 
・業務用端末   TOSHIBA   EQUIAM-5050        ６台 
・利用者用端末        〃             ６台 
・ノートパソコン(無線 LAN 対応) FQDN:note01      ２０台 
・カラーイメージスキャナー    EOSON GT9700-F     １台 

会津大学 

図書館システムの更新 LIMEDIO（リコー） 
・業務用サーバー Netra20               １台 
・検索用サーバー Netra20               ２台 
・業務用端末 FMV-7000FL              １０台 
・業務用端末 FMV-7000FL               ６台 

群馬県立女子大学 平成１４年８月に学生用ロッカー（７０人用）をコイン式に更新。 
高崎経済大学 図書館システムを平成１５年２月に更新。 

東京都立 
保健科学大学 

システム LIMEDIO（リコー） 
・サーバー      3 台（業務、検索、アプリケーション用 各 1 台） 
・端末        9 台（業務用 5 台、利用者用 4 台） 
・自動貸出返却装置  １台 

富山県立大学 

図書館システム更新（平成１４年４月より稼動） 
図書館システム：LINUS／NC （日本電子計算） 
・業務サーバー HP NetServer E800           １台 
・検索サーバー SUN Ultra 5                   １台 
・業務用端末  コンパック Evo Desk top D300        ６台 
・利用者用端末 コンパック Evo Desk top D300        ４台 
・プリンタ   キャノン LBP1710              ３台 

山梨県立看護大学 利用者用端末 （インターネット専用） １台増設 
都留文科大学 図書館システム・機器の更新（１４年４月稼動） 

岐阜県立看護大学 無線 LAN アンテナの設置 
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岐阜薬科大学 
情報コーナーの新設 

・利用者用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ端末 富士通              ２０台 

静岡県立大学 

・図書館システムの更新：富士通 ILIS/X-WR→iLis wave 
・館内 OPAC 端末の増設：８台→１４台  
・マイクロ・フィルム室を学術情報検索室に変更し、情報検索用端末１０台を

配置 
・入館管理システムの更新稼働 
・閲覧室書架の増設 
・文献複写機の増設：３台→５台 

愛知県立大学 AＶコーナーに、ＤＶＤプレーヤーを 10 台設置。（平成 14 年 4 月） 

愛知県立看護大学 AV 機器 DVD プレーヤー ２台導入 

京都府立大学 
・利用者用端末の更新 9 台 
・バーコードプリンター 1 台、ハンディターミナル 2 台 

京都府立 
医科大学 

図書館入退館システムの導入（平成１４年４月） 

大阪府立大学 

・図書館業務用電子計算機システム一式のリプレイスを行った。（総情 C） 
NEC LICSU-Pro:データベースサーバ１台、検索サーバ１台、多言語サーバ

１台、認証サーバ１台、ドメインネームサーバ１台、業務用アプリケーション

サーバ１台、ファイアウオールサーバ１台、ウィルスチェックサーバ１台、デ

スク型業務用パソコン４０台、ノート型業務用パソコン１３台、利用者用パソ

コン３０台、カラープリンター１台、レーザプリンター１７台、ポータブル蔵

書点検装置６台） 
・中会議室と小会議室に LAN を配線しプロジェクターを設置して会議室のプ

レゼンテーション環境を整えた。（総情 C） 
・視聴覚室に無線 LAN を設置し、ノートパソコン５０台を設置してモバイル

学習環境を整えた。（総情 C） 
・視聴覚室にテレビ会議システム、ＰＣ、プロジェクター、書画カメラを設置

して、遠隔講義、講演支援、国際交流支援のためのプレゼンテーション環境を

整えた。（総情 C） 
・閲覧室・ｸﾞﾙｰﾌﾟ研究室に情報ｺﾝｾﾝﾄを設置して運用開始した。（総情 C） 
・ブックポスト設置（経、社） 

大阪女子大学 
・２階ホールへの展示ケースの設置 
・書架の増設（複式６連、単式６連） 

兵庫県立看護大学 単式３連６段木製書架１台、単式４段木製書架２台増設 
神戸市外国語大学 新着図書用木製書架の設置 

神戸市看護大学 SINET 接続専用回線を 1.5Mbps に増速、ルータの更新（IP38X/140ｐ） 

県立広島女子大学 カラーコピー機導入 
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広島県立 
保健福祉大学 

雑誌コーナーへの蛍光灯４本の設置 

広島市立大学 DVD２台設置 

尾道大学 

図書館システムの更新（平成 14 年 9 月より稼動） 
・システム     ＮＥＣ ＬＩＣＳＵ／２１ 
・業務用サーバー  Ｅｘｐｒｅｓｓ 5800／120Ｍｄ 
・検索用サーバー  Ｅｘｐｒｅｓｓ 5800／110Eｅ 
・業務用端末    ５台 
・閲覧用端末    ４台 

長崎県立大学 

図書館業務システム LICSU－２１(NEC) 
・データーサーバー 
・WWW 検索サーバー 
・運用管理サーバー 
・利用者用端末器２５台（検索用８台、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ用６台、CD-ROM 用３台、個

室用貸出ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ５台、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式３台） 
・業務用端末器１９台（うちﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ８台） 
視聴覚機器 
・ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾃﾚﾋﾞ６台 
・LD、DVD、ﾋﾞﾃﾞｵ、DVD ﾋﾞﾃﾞｵ一体型ﾌﾟﾚｲﾔｰ 計１４台 
入退館管理システム１式 住友スリーエム 
その他の機器 
・高速多機能ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾗｰ複写機１台 リコー 
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾒｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ２台 富士通 

県立長崎シー

ボルト大学 
図書返却ボックス設置 

熊本県立大学 

入館システムの導入（平成１４年７月） 
図書館システム LIMEDIO(リコー) 
・サーバー     ３台（業務、検索、アプリケーション用 各１台） 
・端末      １５台（業務用 ８台、利用者用 ７台） 

宮崎県立看護大学 
図書館システムの更新（平成１４年９月より） 

ILAS ( 伊藤伊 ) → ILAS （システムナンド） 

宮崎公立大学 

図書館システム NTT データ NALIS  
DELL Power Edge 2300 PERC RAID 

・サーバー     ２台 
・業務用端末    ４台 
・利用者用端末   ４台 
・視聴覚機器ブース ７台 

沖縄県立看護大学 コピー機 ２台設置。学内・学外者が利用。 
 


