
強化を実践している。BI独自のビジネス支援ポータ

ル“Best for Business”は月間のサイトアクセス数

が70,000件近くあり（2003年11月現在），図書館による

公的なビジネス情報サイトとして英国内での評価も高

い。多くの利用者に支持されるサービスを提供するに

は，顕在／潜在ニーズの的確な把握と，ニーズの変化

への柔軟な対応が求められる。公共図書館主導のビジ

ネスサービスを行なうBIが，英国の地域経済再生に

向けてどのような戦略を今後展開していくのか注目さ

れる。

（東京大学大学院教育学研究科：桂
かつら

まに子
こ

）

Ref. Birmingham City Council.“Business Insight”. (on-

line), available from <http://www.birmingham.gov.uk/

businessinsight.bcc>, (accessed 2004-04-01).

Business Insight. “Best for Business”. (online), avail-

able from <http://www.bestforbusiness.com/index.

htm>, (accessed 2004-04-01).

Prosser, Catherine. Getting down to business. Update.

2(11), 2003, 42-43.

Black, A. et al. Understanding Community Librarianship.

Ashgate Publishing, 1997, 173p.

ニュージーランドの図書館が共同で電子資料を購入

し ， す べて の 国民 に 提供 す る， とい う 事業 EPIC

（Electronic Purchasing in Collaboration 旧称PER:NA

Purchasing Electronic Resources : a National

Approach）が2004年3月始まった。参加できる図書館

は，大学図書館などの研究図書館だけでなく，学校図

書館や公共図書館，企業図書館のほか情報関連機関な

ど，多岐にわたる。すべての図書館に役立つ電子資料

を調査の上，選定し，パッケージ化することで，参加

図書館はパッケージ化された電子資料すべてを利用す

ることができる。各図書館は，規模等を考慮して設定

された価格表に基づいて，費用を分担する。内容面で

は，伝記や参考図書，郷土資料が充実している。

EPICは， 国立図書 館戦略諮問委 員会 （Te Puna

Strategic Advisory Committee）が国立図書館の支

援部門（Te Puna Support）に電子資料購入コンソー

シアムを計画するよう勧告したことに端を発する。国

立図書館 （National Library of New Zealand：Te

Puna M tauranga o Aotearoa）と各種図書館関係

者で構成されるこの委員会は，国立図書館が提供する

サービスの方針や基準を勧告し，また，国立図書館と

ニュージーランドの図書館界とをつなぐ役割を果たし

てきた。当初，電子資料を目録化する際の書誌事項や

所蔵に関する記述の問題について議論があったところ

へ，2001年ごろからは，ナショナルサイトライセンス

への関心も議題にのぼるようになった。

これを受けて，2002年，委員会は国立図書館に対し

て，各図書館のコンソーシアムへの関心，資金調達の

可能性，必要な電子資料についてのアンケート調査を

命じた。回答率は42％で，１館を除いては自己資金に

よるコンソーシアムへの参加に興味があることがわかっ

た。この結果を受け，資料を選定する評価委員会と導

入モデルを検討する管理委員会が立ち上げられた。

計画をすすめるため，国立図書館は，費用効果があ

り，信頼ができ，使いやすい電子資料を少なくとも2

種類提供できる館種横断型の図書館コンソーシアムを

立ち上げる６か月間のプロジェクト費用を措置するこ

とにした。

評価委員会は調査結果にもとづいて，多くの図書館

の希望を満たす初期導入電子資料として，次の主題を

選んだ。

・ニュージーランドの新聞

・一般／ビジネス，健康（消費者の側から見た）

・一般参考図書（辞書，百科事典など）

・一般科学

これに基づき，EBSCOとGaleのデータベースを導

入することにし，何万件もの伝記，ニュースサービス，

写真，図なども含めたフルテキストが約16,000タイト

ル利用可能となった。ニュージーランドの郷土資料，

新聞，雑誌や伝記，参考図書が豊富な点で際立ってい

る。ほかに，参考書誌，企業情報，健康・医学雑誌，

歴史，文学，論争，女性学，学術雑誌などの電子資料

が用意されている。なお，EBSCOの提供する資料に

は利用者数の制限はない。Galeは，各データベース

につき同時アクセス20人という制限がある。ユーザー

認証は， 図書館またはベンダーの管理により，IPア

ドレス方式でもID・パスワード方式でもどちらでも

良い。

費用負担の原案は，各種図書館の代表からなるPER:

NA実行委員会（The PER:NA Steering Committee）

のサブチームが作成した。館種や規模に応じて，公正

で，受け入れ易く，小規模図書館にも魅力的で，加盟館

になることによる利益があり，価格体系がわかりやす

いこと，PER:NAの管理費用も含むことを原則とした。

図書館はコンソーシアムに参加しなくても，国立図

書館のウェブサイトを通じて電子資料を利用できるが，

コンソーシアムに参加した場合より，利用できる資料

の範囲に制限がある。各図書館は，国立図書館と共同

購入することにより，国民ひとりひとりにきめの細か

いサービスを提供するという意義ある活動に貢献し，

知的社会に役に立つ機関であることを示すことができ

る。コンソーシアムに参加すれば，すべての資料にア

クセスでき，契約の範囲内で各図書館の利用者のニー
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ズに応じたカスタマイズができ，カレントアウェアネ

スサービスに利用したり，目録に取り込んだりできる。

また，ベンダーから必要な研修，技術的サポートなど

を受けることができる。学校図書館については，教育

省が１年目の費用負担をするため，すべての学校で費

用負担なしに電子資料が利用できる。提供予定の電子

資料は，パッケージとなっており，一部の資料のみの

利用権利を負担する，といった形での参加はできない。

ただし，利用可能な電子資料を図書館が利用者に提供

しないことはできる。

国立図書館は，ベンダーやコンソーシアムに参加し

ている図書館との契約を処理する役割を果たしている。

しばらくは，EPICの運営に協力する予定である。

コンソーシアムメンバーの共同負担により，あらゆ

る館種の図書館が，委員会が選定した豊富な電子資料

をすべて利用できる，ということにより，国民ひとり

ひとりの電子情報へのアクセスを確保しようというニュー

ジーランドの取り組みは，興味深い。予備調査の段階

では，学校図書館など小規模な図書館では，希望する

コンテンツをアンケートに記入する以前に，電子資料

に対する知識や情報が乏しいといった図書館もあった。

また，電子情報を提供するためのホームページをもた

ない図書館もあった。そういった図書館も含めて，電

子資料に関する情報の提供や紹介といった活動を行い

ながら，全国規模での電子資料の共同購入という事業

を調査・企画し，2002年の予備調査から短期間で実現

させた実行力と熱意は敬服に値する。国民の知的活動

の向上に寄与したニュージーランドの国立図書館およ

び図書館関係者の活動に学ぶべき点は多い。

この度，名称を改めて実行段階に移ったEPICのウェ

ブサイトは，衣替えされた。各図書館が組織内やマス

コミに広報するためのノウハウ，資料をダウンロード

できるページが用意され，ポスター，ロゴマークなど

も取得できる。今後の発展および活動に注目したい。

（関西館資料部文献提供課：柴
しば

田
た

容
よう

子
こ

）

Ref. EPIC. EPIC-Electronic Purchasing In Collaboration.

(online), available from <http://www.epic.org.nz/nl/

epic.html>, (accessed 2004-05-11).

PER:NA. EPIC - Electronic Purchasing In Collaboration.

(online), available from <http://www.perna.org.nz/nl/

perna.html>,(accessed 2004-04-23).

Te Puna Strategic Advisory Committee. (online), avail-

able from <http://subscribers.natlib.govt.nz/contact/

advisory.htm>, (accessed 2004-04-15).

National Library of New Zealand.“A digital strategy for

the National Library of New Zealand (December 2003)”.

(online), available from <http://www.natlib.govt.nz/

en/whatsnew/4digitalstrategy.html>, (accessed 2004-

04-17).

石附実ほか編. オーストラリア・ニュージーランドの教育.

東京, 東信堂, 2001, 247p.

昨年来，新聞紙上をはじめ各種メディアで電子本，

いわゆる“ebook”の特集をよく目にするようになっ

た。国内では電機大手の松下電器，ソニーが電子本市

場へ新規参入，昨年11月には電子出版コンテンツの配

信，レンタルを行うオンライン電子出版事業会社「パ

ブリッシングリンク」が設立された。また今年に入っ

て相次いで読書専用端末が発売されたことも大きな話

題となっている。電子ペーパーの技術革新や急速に普

及するネットワーク環境もあいまって，一躍脚光を浴

び始めた感のある電子本市場だが，2000年にも同じよ

うな盛り上がりを見せたことがある。米の人気小説家

スティーブン・キングが最新作を電子本で発売，これ

がネットワークを一時不通にさせるほどの大反響となっ

た。日本国内でも大手出版社らが次々と電子本業界に

参入，「これからは電子本の時代！」とばかりに期待

されたが，結局のところ，その後もそれほど世間には

受け入れられていない。今回は期待どおりの華々しい

躍進を遂げられるのか，大いに注目されるところだ。

既に学術・大学図書館では電子メディアの導入が一

般化している。電子本ベンダーも市場としての図書館

を重視しており，既存の電子本パッケージも学術図書

館向けのものが多く見られる。一方，電子メディアの

導入に関してはやや出遅れた感のある公共図書館にとっ

ても，近年，電子本の台頭は無視できない存在となり

つつある。国内外の公共図書館での電子本導入例をい

くつか紹介しよう。

１．リッチモンド図書館の導入事例

ロンドンのリッチモンド図書館では国民のネットワー

ク（People's Network；CA1500参照）の支援を受け，

OCLC netLibraryお よ び Safari Technical Books

Onlineの電子本パッケージを導入，2003年3月より本

格的にサービスを開始した。利用者は，自館のPCか

ら電子本にアクセスできるほか，自宅など遠隔地から

もアクセスできる。

netLibraryで提供されているのは，図書館の購入

分であるビジネス， IT，ネットワーク関連，コミュ

ニケーション，マネージメント，医学，心理学，法律

といった分野およそ350タイトル（閲覧可，貸出可）

と， netLibraryのフリーコレクションとして歴史，

文学の古典作品3,000タイトル（閲覧可，貸出不可）。

netLibraryでは紙の出版物同様，電子本を1冊ずつ購

入する形式をとっており，貸出システムも従来の図書

館システムに倣って，ひとつの電子本は一度に一人し

か利用することができない。複数ユーザーに同時に提

供したい場合は，図書館は同じ電子本を複数購入する

必要がある。ここでは貸出期間が24時間（冊数無制限）
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