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CA1602 

利用者のセグメンテーション： 

シンガポールにおける利用者志向の図書館戦略 

 

1. シンガポールにおける公共図書館の発展 

シンガポールでは 1990 年代から，国家情報基盤

（National Information Infrastructure: NII）を整備

し，インテリジェント国家を目指す“IT2000”計画を

推進してきた（CA1136 参照）。この政策の下，シンガ

ポール国立図書館委員会（National Library Board：
NLB）は，“Library2000”という青写真をもとに，公

共図書館を大きく発展させてきた。 
数値的に見ると，この 10 年間で公共図書館数は 4.9

倍，総蔵書冊数は 2.4 倍，総貸出冊数は 2.7 倍，来館

者総数は 5.6 倍に，それぞれ増加している。 も伸び

率が高いのがレファレンスを含む図書館への質問で，

12.4 倍と大幅な増加を示している。コア・コンピタン

スをレファレンスであると位置づけてきた戦略の成果

であろう（CA1499 参照）。そして，その成功の根底に

あるのは，マーケティングの手法を応用した利用者志

向の図書館戦略である。 
2. マインドシェアとタイムシェア 

 マーケティングの基本戦略は，「セグメンテーショ

ン」，「ターゲティング」，「ポジショニング」であると

いわれる。図書館サービスについて考えると，1) 「セ

グメンテーション」とは，利用者をいくつかの同質な

セグメントに細分化すること，2) 「ターゲティング」

とは，どの利用者セグメントを対象に図書館サービス

を展開させるかということ，3) 「ポジショニング」と

は，対象とする利用者セグメントの中に図書館サービ

スが独自の位置を占めることを目的に，図書館サービ

スとそのイメージをデザインすること，となろうか。 
NLB のマーケティングの目的は，「マインドシェア」

及び「タイムシェア」を高めることとされている。つ

まり，利用者（潜在的利用者を含む）の心理に占める

図書館の占有率，利用者の時間に占める図書館の占有

率を高めることである。心理的に気にかけられるもの

は限られるであろうし，1 日に使うことのできる時間

もまた限られている。限られた利用者の関心や時間を，

いかにして図書館に向けることができるか，いいかえ

れば，ポジショニングを確定することをその目的とする。 
以下，マインドシェア及びタイムシェアを高めるた

めの前提となる「利用者セグメンテーション」につい

て紹介したい。 
3. 利用者セグメンテーション 

3.1. 読書・学習態度による 7 つのセグメンテーション 

カウ（Kau Ah Keng）らは，2003 年，シンガポー

ルにおける図書館利用者セグメンテーションに関する

研究を発表している。この研究では，15 年以上のシン

ガポール在住者約 800 名を対象に，パーソナル・イン

タビューを行い，その結果をクラスター分析すること

によって利用者セグメンテーションを行っている。 
質問事項は，1) 生活に対する一般的姿勢，2) 学習

や読書に対する姿勢，3) どの位の頻度で図書を読むか，

図書館に登録しているか，図書館によく行くか，など

図書館利用に関する生活様式，4) 年齢や性別など，人口

統計学上のプロファイル，の 4 セクションに分別される。 
一般的に図書館は，読書や学習を目的として利用さ

れるものである。よって，読書や学習に対する姿勢や

欲求，学習の重要性への認識，図書館の利用，情報検

索や学習のための情報通信技術を使いこなす能力，な

どに関する質問に対する回答を分析することによって，

利用者セグメンテーションを行うことができると考え

られる。カウらは，この読書・学習態度に関する質問

の回答を中心に利用者を，1)キャリア志向型（Career 
minded），2)積極的情報探索型（Active Info-Seeker），
3)自己供給型（Self-Supplier），4)カジュアル読書型

（Casual Reader），5)目的学習型（Narrow-focused 
learner），6)低意欲型（Low Motivator），7)ファシリ

テーター（Facilitator）の 7 つのセグメントに分けて

いる。 
図書館登録の割合を比べると，「カジュアル読書型」

及び「目的学習型」が比較的高い。このことから，ナ

ラヤナン（Narayanan, N. Varaprasad）らは，NLB
は“Library2000”以降，「カジュアル読書型」及び「目
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的学習型」の利用者を主たるターゲットとしてサービ

スを展開してきたのではないかと類推している。一方

で，「低意欲型」「自己供給型」「ファシリテーター」の

図書館登録の割合は低く，これらを対象としたサービ

スの展開が今後の課題であるとしている。特に，「ファ

シリテーター」の 53％は，図書館に行ったことすらな

いと回答しており，潜在的利用者（非利用者）をいか

にして図書館へ向かわせることができるかが問われる

ところである。 
3.2. 潜在的利用者のセグメンテーション 

全シンガポール国民をサービス対象とする NLB で

は，潜在的利用者の把握が不可欠である。2004 年には，

潜在的利用者を対象とした調査“NLB Non-User 
Survey & Segmentation Study”が実行され，シンガ

ポール人口の 38％が潜在的利用者であることが明ら

かになった。この調査では，13 歳以上の潜在的利用者

を５つ，12 歳未満の潜在的利用者を４つのセグメント

に分け，それぞれについて図書館を利用しない要因を

分析している。 
3.3. Library2010 によるセグメンテーション 

 “Library2010”は，2005 年 7 月 27 日，シンガポ

ール国立図書館委員会（National Library Board：
NLB）が発表した図書館政策である。1994 年に発表

された“Library2000”の後継であり，知識経済社会へ

の貢献を掲げ，生涯学習支援を目的とした今後 5 年間の

国立図書館及び公共図書館の戦略を示したものである。 
 “Library2010”では３つの指針として，1) 生活の

ための図書館，成功のための知識（Libraries for Life – 
Knowledge for Success），2) 全コミュニティへのサー

ビス，3) 知識情報経済・社会での重要な役割，を掲げ

ている。「生活のための図書館，成功のための知識は，

“Library2010”のサブタイトルにもなっている指針

であり，ライフステージに応じたサービスを展開して

いこうというものである。 
 “Library2010”では，それぞれのライフステージ，

あるいは目的に応じて利用者を「子ども・青少年」「高

齢者」「成人」「ビジネス・政府」の 4 つのセグメント

に分けている。アウトカムはそれぞれ，「自己啓発」，

「自己信頼」，「自己実現」，「競争上の優位性」とされ，

図のように，「生活のための図書館」に当てはまるセグ

メントとして「子ども・青少年」「高齢者」を，「成功

のための知識に当てはまるセグメントとして「成人」

「ビジネス・政府」を位置づけている。 
NLB は，図書館サービスを通じて，生活の質の向上

を目指すだけでなく，ビジネス関係のニーズにも応え

ることを目標としている。世界有数のビジネス・ハブ

であるシンガポールでは，ビジネス界からのニーズも

多様である。 
4. さいごに 

カウらの読書・学習態度をベースとした利用者セグ

メンテーション，NLB による潜在的利用者のセグメン

テーション，“Library2010”におけるセグメンテーシ

ョンについて紹介した。 
1994 年の“Library2000”以降，シンガポールの図

 

セグメント セグメントの主な特徴 図書館登録 
キャリア志向型 
（Career minded） 

仕事関係やレクリエーションに関する読書に熱心。自己向上

を望み，学習意欲が高い。家庭をもつ中年層中心。 
79％ 

積極的情報探索型 
（Active Info-Seeker） 

仕事に関連するものも関連しないものも読む。企業家精神を

もち，物質主義であり，社会的地位を重視する傾向にある。 
66％ 

自己供給型 
（Self-supplier） 

高所得の若年層。ほとんど図書館を利用しないが，多

くの図書を読む。図書は借りるより買うことを好む。 
77％ 

カジュアル読書型 
（Casual reader） 

独身の若年層。娯楽関連の読物に対する要求が大きい。

読書に対する態度が最も積極的。 
84％ 

目的学習型 
（Narrow-focused learner） 

学生層。主としてカリキュラムに関連する資料を読む。友達

と連れ立って，来館する傾向にある。 
88％ 

低意欲型 
（Low Motivator） 

学習・読書に対する意欲があまりない。家族や伝統には無関

心な傾向がある。 
63％ 

ファシリテーター 
（Facilitator） 

高年齢層。主婦，肉体労働者，退職者を含む。比較的，低所

得。伝統を重んじる。しばしば子どもを連れて来館する。 
33％ 

表 シンガポールにおける図書館利用者セグメンテーション 

出典：Kau, A.K. et al. Segmentation of libraries in Singapore: learning and reading related lifestyles. 

Library Management. 24(1/2), 2003.より作成 
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書館は大きく発展してきた。その成功の要因は，新し

い図書館の建設や図書への IC タグ全面導入など，ハ

ード面を整備する一方で，マーケティングの手法を導

入し，利用者分析を論拠とした利用者サービスを展開

したことにあると考えられる。 
2005 年の“Library2010”により，シンガポールの

図書館は，第２フェーズを迎えた。知識経済社会を支

える社会的装置を目指すシンガポールの図書館の今後

に注目したい。 

（奈良女子大学附属図書館：呑
どん

海
かい

沙
さ

織
おり

） 
 
Ref: Keng, Kau Ah et al. Segmentation of library visi-

tors in Singapore: learning and reading related life-
styles. Library Management. 24(1/2),2003, 20-33. 

National Library Board (NLB). NLB Non-UserSurvey
& Segmentation Study September - Oc-tober 2004:
Executive Report. Singapore: Pre-pared by Research 
Plus for The National Li-brary Board. Singiapore:
National Library Board.2004. 

Narayanan, N. Varaprasad et al. Gaining Mind-
share and Timeshare: Marketing Public Librar-
ies. In Proceedings SERVIG Research Confer-
ence.Singapore, 2005, 9p. (online), available
from <http://eprints.rclis.org/archive/00004603/01/Gai
ningMindshare&Timeshare_010905_.pdf>, (accessed
2006-07-14). 

National Library Board (NLB). Library 2010: Library
for life, knowledge for success. 2005. (on-line), availa-
ble from <http://www.nlb.gov.sg/L2010/L2010.pdf>, (ac-
cecced 2006-07-15). 

 
CA1603 
動向レビュー 

インフォメーション・コモンズから 

ラーニング・コモンズへ：大学図書館における

ネット世代の学習支援 

 
はじめに：インフォメーション・コモンズの誕生 

 コモンズとは，「共有資源」，「公共の場」を意味する

言葉であり，インフォメーション・コモンズ(1)は，デ

ジタル時代の情報資源を利用するための共有資源・公

共の場として誕生したものである。米国の大学図書館

においてインフォメーション・コモンズが生まれたの

は，1990 年代であった。ウェブブラウザの先駆け的存

在である Mosaic が公開され，欧州原子力研究所

（CERN）により WWW が無料開放された直後の図書

館界には，図書館自体が存続していけるのかという問

題意識があった。そして，入館者数と貸出数が減少し

続けるという現象が，さらに危機感を高めていたので

ある。 
 この問題意識と危機的状況に対する大学図書館側の

解決策として，インフォメーション・アーケード

（1992 年，アイオワ大学）やインフォメーション・コ

モンズ（1994 年，南カリフォルニア大学）などの施設

モデルが提示された。 
 いくつかの事例報告によると，インフォメーショ

ン・コモンズは，それぞれの図書館への導入後，入館

者数を増加させたという実績をあげており，当初の目

的は達成できたものといえる。それではまず，このイ

ンフォメーション・コモンズの代表的な事例を紹介し

よう(2)。 
1. インフォメーション・コモンズの事例 

1.1. 南カリフォルニア大学 

 南カリフォルニア大学リーヴィ（Leavey）図書館は，

も早期にインフォメーション・コモンズを実現した

図書館のひとつである。現在も，主に学生向けに，学

習および知的探求センターとして機能することを目標

としている。設置後 10周年となった 2004 年 9月には，

「インフォメーション・コモンズ：教室を超えた学習

スペース」というタイトルで，国内有力大学とのシン

ポジウムを開催している(3)。 
 リーヴィ図書館では，1 階・2 階のインフォメーシ

ョン・コモンズに 180 台の PC を設置し，図書館で提

供する電子的情報資源・ウェブ・製作用ソフトウェア・

教材などを利用できるようにしている。また，学習上

の助言やソフトウェアの利用支援も行っている。その

ほかに，18 台の AV 機器，34 のグループ学習室，2 つ

の教室，プレゼンテーション室を設置している。また，

英語学科によるライティング・センター（学生の文章

出典：“Library2010:Libraries for life, Knowledge for 

success” p.12 より作成。 

図 Library2010 による利用者セグメンテーション

  生活のための図書館 

Library for Life   
  

・好奇心   
・発見の喜び   
・好学心   
・多様な学習方法   

子ども・青少年   
アウトカム：自己発見 

成功のための知識 

Knowledge for Success

成人   

・個人的成長   
・調査・研究・学問   
・スキルの向上   
・専門性向上・キャリアアップ 

アウトカム：自己実現  

高齢者   
アウトカム：自己信頼   

・精神的刺激   
・社会との関係性構築   
・生産的余暇   
・高度な専門的能力   

ビジネス・政府  
アウトカム：競争上の優位性  

・競争力の強化   
・開かれた可能性   
・機会の確保   
・定期的な情報収集 
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