
(online), available from <http://www.ifla.org/VII/s24/pub/

iflapr-82-e.pdf>, (accessed 2005-01-14).

（3）Bruce, Harry et al., ed. Emerging Frameworks and Methods:

CoLIS4 : Proceedings of the fourth International Conference

on Conceptions of Library and Information Science. Seattle,

USA, 2002-07, the Information School, University of Washington,

Libraries unlimited, 2002, 336p.

本書に関して，ワシントン大学のスミスが紹介の論説を寄稿して

いる。

Smith, Martha Kellogg. Emerging Frameworks and Methods:

Fourth International Conference on Conceptions of Library

and Information Science (CoLIS4): 21 - 25 July 2002, Seattle,

Washington. D-Lib Magazine. 8(9), 2002. (online), available from

<http://www.dlib.org/dlib/september02/smith/09smith.html>,

(accessed 2005-01-14).

本稿に連関する論文は下記の2本であるが，伝統的な認識論の議

論を超えてはいない。

Hj rland, Birger. Principia Informatica: Foundational Theory

of Information and Principles of Information Services. ;

Tuominen, Kimmo, Talja et al. Discourse, Cognition, and

Reality: Toward a Social Constructionist Metatheory for

Library and Information Science.

（4）Floridi, Luciano. On defining library and information sci-

ence as applied philosophy of information. Social Epistemology.

16(1), 2002, 37-49. 本号は情報学を特集している。

Floridi, Luciano. Afterword LIS as Applied Philosophy of

Information: A Reappraisal. Library Trends, 52(3), 2004, 658-

665. 本号は「情報哲学(The Philosophy of Information)」を特

集している。

上述の２誌に図書館情報学理論に関する論説が掲載されている。

紙幅の都合上目次は割愛した。

PIの著者フロリディのHPは下記にあり，大半の論文を公開して

いるので，参照されたい。

Luciano Floridi, University of Oxford. (online), available from

<http://www.wolfson.ox.ac.uk/ f̃loridi/>, (accessed 2005-01-14).

（5）フロリディは，その後応用PIとしてのLISに寄せられた「「社会」

的には十分ではない」という批判に対して，現実の図書館に関わる

社会的な側面を3層に分けて検討することで応答とする。その3層は，

下記のとおりである。

第１層 図書館を対象に扱う

第２層 図書館情報学総体にかかわる 学習から実践まで

第３層 少数の人のみが関心を持つ根本的なもの たとえば数学の

哲学とか図書館情報学の場合にはPIを示唆する

１．レビューの対象

本稿は，レファレンスサービスに関する日本語の研

究文献をレビューするものである。ただし，標題が示

すように，近年の研究状況を明らかにすること，とり

わけそれを，「新しい」動向に着目して整理すること

を意図している。

レビューの対象となる文献は，過去５年間，すなわ

ち，文献の出版・発行年が，2000年から2004年までの

ものとする。ただし，このテーマに関しては，図書館

員養成の教科書を意図して刊行されたものや事例集を

除くと，図書としてまとめられた論考は極めて少な

い（1）。それゆえ，レビューの中心となるのは，雑誌な

らびに紀要に掲載された記事および報告書である。な

お，理論的な考究ばかりではなく，個別の図書館にお

ける実践報告の形式を取っていても，単なる紹介に終

わらず，著者による考察や提言が明確に示されている

ものについては，取り上げることとした。さらに，大

学等の紀要において，形式的に学術文献となっている

ものについては，文献の存在を整理することに意義が

あると考え，質を問わず触れるよう努力した。

研究文献をレビューする際には，研究手法に着目す

ることがよく行われる。例えば，動向研究，調査研究，

事例研究，事象研究，理論研究といった具合に文献を

識別し，それぞれの状況を説明するものである。しか

し，本稿では「新しい潮流」に焦点を合わせることか

ら，研究手法ではなく研究テーマや研究トピックを明

確にすることを試みた。

この試みにおいては，レファレンスサービスとはど

のような活動であるのか，また，どこまでの活動がレ

ファレンスサービスとなるのかといった，概念ないし

定義が問題となる。本稿では，『図書館情報学用語辞

典』（第２版）の解説（2）に基づく理解を行い，関係文

献を渉猟し，取捨選択した。ただし，利用者教育や情

報リテラシー育成支援については，本誌においてすで

に対象となっているので取り上げない（3）。また，ビジ

ネス支援，医療支援といった表現で扱われるサービス

は，特定主題のレファレンスサービスとしての性質を

持つが，これについても除外した。さらに，他の諸サー

ビスの説明の中で関係する記載を読み取れたとしても，

その活動を執筆者がレファレンスサービス（読書案内

を含む）と明確に意識していると解釈できる論考だけ

を残した。
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２．サービス実態の考究

レファレンスサービスに関する調査が多数行われ，

サービス実態の把握が進められている。公共図書館に

関しては，全国公共図書館協議会による公立図書館対

象の質問紙調査が行われた（4）。全国規模の詳細な調査

は，過去十数年に遡っても実施された形跡はなく，基

礎データの提示という点で特筆すべきである。また，

図書館および図書館司書にかかわる全国規模の質問紙

調査において，レファレンスサービスに関係する項目

を多数確認することができる（5）。大学図書館に関して

は，東洋大学におけるプロジェクトとして，全国の大

学図書館を対象に調査が行われ，集計ならびに分析結

果が公表されている（6）。

また，調査対象を限定して行われた調査も少なから

ずあり，このサービスに対する関心の高まりを表して

いる。公共図書館に関しては，図書館サービスの先進

地域として滋賀県と東京都多摩地域を位置づけた上で，

それぞれの特性を解明しようとした杉江の調査があ

る（7）。また，東京に関しては，都立中央図書館の事例

調査（8）や区立図書館を対象にした質問紙調査（9）がある。

さらに，調査手法はやや粗いものの，任意抽出した全

国の24館を対象にした調査も行われている（10）。大学図

書館に関しては，東京大学附属図書館を対象にした実

態調査（11）や，レファレンスサービスにおけるデータベー

ス利用に焦点を合わせて実施された調査（12）がある。

３．レファレンスサービスのモデル

公共図書館におけるレファレンスサービスの位置づ

けや設計にかかわる検討も続けられている。2000年度

および2002年度の全国公共図書館研究集会参考事務分

科会研究集会では，基調講演ならびに研究協議の中で，

サービスの構造の問題が話題となっている（ 13）。また，

貸出サービスと対比した新たな議論が生まれているこ

とは興味深い。根本は，これまでの貸出サービス論を

批判した上で，レファレンスサービスを図書館サービ

スの核に据えることの意義を強調している（14）。糸賀は，

レファレンスサービスは貸出サービスの延長上にある

とする従来からの認識に対して，問題点を提示してい

る（15）。その一方で，貸出サービスを進展させればレファ

レンスサービスも伸びるという捉え方を前提とした主

張も，相変わらず見受けられる（16）。

また，サービスの構造の点では，公共図書館が設置

自治体の行政各部門に対して，問い合わせに基づいて

情報提供を行うことの可能性が検討され（17），今後の実

践活動が期待される。また，読書案内は，公共図書館

の貸出部門におけるレファレンスサービスと認識すべ

きであり，レファレンスサービスの性質に関する議論

の一部として，見逃してはならない（18）。

レファレンスライブラリアンの養成や研修に関して

は，単なる報告にとどまらず，能力開発という視点か

らの考察が現れており，同時に，技能を効果的に育成

するための方法が検討されている。とりわけ，公共図

書館の専門研修に関しては，都立中央図書館での実践

事例から，多様な問題意識を得ることができる（19）。ま

た，地域の図書館員有志が，レファレンス質問を互い

に出し合い，それを解決することを通して，情報源に

関する知識を広げるとともに，検索方法に関する技術

を高めていく「レファレンス探検隊」の活動は，図書

館員の自己研修と捉えることができるが，名古屋と神

奈川における実施の様相が報告されている（20）。図書館

員養成教育との関係では，レファレンスサービスの能

力が図書館員に必須であることを，カリキュラム改訂

に基づいて明示した小田の考察があるほか，教育実践

の様相を報告した論考がある（21）。

レファレンスサービスの技法に関係するものとして

は，レファレンスプロセスの研究が進展している。浅

野は，神奈川レファレンス探検隊の取り組みに基づい

て，検索プロセスに対する考察を行なっているし（22），

渡邊は， 検索プ ロセスに 関する 調査を実 施して い

る（23）。また，これらの論考に関連して興味深いのは，

利用者の情報検索行動や認知行動に関する考察であ

る（24）。さらに，プロセスの諸段階の中では，レファレ

ンスインタビューに対する関心が高く，とりわけ専門

図書館からの報告が特徴的である（25）。

４．ネットワーク環境下でのレファレンスサービス

ネットワーク環境のもとで，デジタル技術を活用し

たレファレンスサービスに対する研究は，今回レビュー

の対象とした期間における最大の関心事である。しか

も，DRS（Digital Reference Service），VRD（Virtual

Reference Desk），e-reference serviceなど，このテー

マを表す多様な語が使用され，時間の経過とともに，

論考のテーマも変化している。すなわち，初期には概

念や概 要を考 察する ことに 主眼を 置いて いたも の

が（26），やがて，問題設定を明確にした議論となり（27），

現状分析に至るようになっている（28）。そして，こうし

た研究を基盤にして，さらなる細分化がなされる。

第一に，技術や方法に関する研究がある。福田は，

デジタル技術をレファレンスサービスに適用した場合

のサービスの変容に対する考察を行なっている（29）。阿

部は，デジタル環境下でのレファレンスインタビュー

の技術的な面を考察している（30）。また，比較的早い時

期から，電子メールを利用したレファレンスサービス

の方法の問題が指摘されている（31）。

第二に，ネットワーク上で協同してレファレンスサー

ビスを行う可能性の追究が行われている。日本におい

ては，専門図書館協議会の「共同レファレンスサービ

ス」に対する取り組みが先行しているが（32），他の館種
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における実験的な試みもある（ 33）。海外の事例について

は，国際文化会館におけるワークショップ報告が記録

として公刊されており，スウェーデン，韓国，米国の

事例を確認することができる（ 34）。また，米国議会図書

館が中心となり開発が行われた代表的な先進的事例の

QuestionPointや，その他の類似のシステムの動向に

ついては，紹介記事から確認することができる（35）。

第三に，レファレンス質問およびその処理にかかわ

る事例のデータベース化が進み，さらに，そうした事

例をネットワーク上で共有し，サービスの質や図書館

員の能力向上に役立てようとする試みが，公共図書館

や大学図書館で開始された（36）。また，国立国会図書館

では，レファレンス協同データベース実験事業を2002

年度に開始し，館種を問わず全国から参加館を募り，

その有効性を検証している（ 37）。この実験事業は2004年

度で終了し，2005年度からは同館の事業の一環として

展開することが予定されているが，日本における極め

て貴重な取り組みであり，その重要性は強調してし過

ぎることはない。さらに，レファレンス事例に基づい

てナレッジベースシステムや自動回答システムを構築

するための研究が行われている（38）。

第四に，インターネット上の情報源を活用したレファ

レンスサービスの有効性や限界に対する考察が，活発

となっている（39）。ただし，情報源の構造にまで踏み込

んで議論しているものは少なく，その点で，福田の論

考は貴重である（40）。なお，本稿では割愛したが，有用

な情報源の紹介や基本的な使い方までを含めると，数

十の文献を数えることができる。

第五に，レファレンスサービスの一環として，ネッ

トワーク上への情報発信について扱った論考がある。

ただし，東京都立中央図書館における「ニュースレファ

レン ス」（41）， 北海道北 広島市に おけるSDI（選択的

情報提供）（42），東京学芸大学附属図書館における「パ

スファインダー」（43）といったように，事例報告として

の性格が強い。

５．レファレンスサービスの歴史・図書館事情

基礎的な研究として，歴史研究の進展も見られる。

田村は，日本図書館文化史研究会の2003年度研究集会

のシンポジウムにおいて基調講演を行い，連続と断絶

という二面からこのサービスの日本における経緯を考

察した（44）。また，戦前におけるレファレンスサービス

については，北原をはじめとする一連の論考（45）がすで

に存在するが，金津は，先行研究で対象とされなかっ

た新たな資料（史料）に基づき，このサービスの導入

期の様相を分析している（46）。さらに，国立国会図書館

の立法レファレンスサービスに関しては，春山の論考

が，創始期の状況を扱っている（47）。医学図書館に関し

ては，戦前からの変遷の歴史を，奈良岡が簡潔に整理

している（48）。

最後に，図書館事情という観点から，これまで取り

上げなかった文献を眺めると，公共図書館における協

力レファレンスについての実践事例が目立つ（49）。ただ

し，このテーマは，今後はネットワーク環境下での議

論として展開するものと予測される。このほか，本格

的な研究ではなく，書きぶりも多様であるが，レファ

レンスサービスに関係する様々な課題を，各図書館固

有の事情に沿って指摘したり，具体的に整理した文献

が，公共図書館（50），専門図書館（51），国立国会図書館（52），

その他（53）と多数存在する。

６．潮流の方向

以上，過去５年間の文献を展望し，レファレンスサー

ビスの研究における動向を，テーマに焦点を合わせて

整理した。最後に，こうした「新しい潮流」が，これ

から先にどのような展開を見せるか，あるいは，今後

の研究においていかなる可能性を秘めているか，私見

を記すこととしたい。

第一に，レファレンスサービスの実態に関しては，

現在のところ，公立図書館と大学図書館に関しては基

礎データの収集が進んだ。すなわち，レファレンスサー

ビスの実際をさらに追究するための側面や着眼点が明

確になり，多様な問題意識を生み出す土壌が形成でき

たことになる。したがって，レファレンスサービスに

ついて，研究が深化することは大いに期待される。

第二に，レファレンスサービスのモデルとの関係で

は，図書館サービスの構造と図書館員の能力に関する

議論や考察が増加する可能性が高い。現在，図書館業

務の外部委託や経営形態の変容が急速に進みつつあり，

関係者の間には，専門的能力を持つ図書館員の役割や

存在意義に関する危機意識が強くなっている。この危

機意識を背景に，専門的業務の充実に対する期待が高

まり，レファレンスサービスの位置づけに対する検討，

ならびに，サービスを実践する図書館員の能力に関す

る研究が進むものと予想される。

第三に，ネットワーク環境下でのレファレンスサー

ビスに関しては，試行や模索の段階を終了し，実際的

なシステムが構築され，事業化が進むものと考えられ

る。そうした状況をもとにして，技術開発にかかわる

研究の深まりが予想される。また，現実的な仮説を提

示した実証研究や提案型の理論研究が進むことが大い

に望まれる。

ただし，上記のいずれの方向においても，図書館の

レファレンスサービスを有効に実践することだけを目

指すのでは，研究の基盤は強化できない。今後は，レ

ファレンスサービスにかかわる知識や技術が，他の領

域にも確実に応用できることを明らかにするための研

究が必要であり，また，このサービスに特徴的な知見
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や技能を，広く社会に普及させるためのしくみを作り

上げる努力が，関係者に求められる。そのためには，

図書館界での閉鎖的な意見交換にとどまるのではなく，

異なる分野の研究者との交流ないし協同を活発にし，

さらに新たな潮流を生み出すことが重要である。

（青山学院大学文学部：小
お

田
だ

光
みつ

宏
ひろ

）

（1）近年の著作としては，公共図書館の実務を紹介・解説した次の図

書があるにとどまる。『まちの図書館でしらべる』編集委員会編.

まちの図書館でしらべる. 東京, 柏書房, 2002, 219p. ; 斎藤文男ほ

か. 実践型レファレンス・サービス入門. 東京, 日本図書館協会,

2004, 162p. これ以前のものとしては，概説書として，長澤雅男.

レファレンスサービス：図書館における情報サービス. 東京, 丸善,

1995, 245p. ; 長澤雅男. 問題解決のためのレファレンス・サービス.

東京, 日本図書館協会, 1991, 259p. があるほか，次の論文集がある。

三浦逸雄ほか編. 現代レファレンス・サービスの諸相. 東京, 日外

アソシエーツ, 1993, 312p. ; 日本図書館学会研究委員会編. レファ

レンス・サービスの創造と展開. 東京, 日外アソシエーツ, 1990,
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