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の改善・推進のためにマーケティング戦略を導入する

という考え方自体，決して目新しいものではない。し

かし，今回，レファレンス・サービスの分科会のテー

マとしてマーケティングが選ばれたことや，図書館を

めぐる環境の変化によって，図書館はもはや唯一の情

報提供者ではなくなっている，という現状がどの報告

においても繰り返し強調されていたことを考えると，

レファレンス・サービスを提供するうえでは，マーケ

ティング活動の重要性がますます高まっていると言え

るだろう。 
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IFLA ソウル大会報告 

－視聴覚・マルチメディア分科会を中心に－ 
 
はじめに 
 2006 年の IFLA ソウル大会に参加する機会を得た。

現在国立国会図書館の電子資料課という部署において

音楽・映像資料室を担当していることもあり，公開セ

ッションは視聴覚・マルチメディア分科会のものを中

心に聴講した。今年は単独ではなく，情報技術分科会

や国立図書館分科会，公共図書館分科会との合同公開

セッションとして開催された。このうちいくつか興味

深かった発表について紹介したい。 
Global Memory Net 

 国立図書館分科会との合同セッションで，“Global
Memory Net”（GMNet）(1)についての発表があった。

これは，全米科学財団（NSF）の助成を受けた世界中

の図書館，美術館等のデジタル文化遺産コレクション

へのポータルサイトであり，80 以上の国から提供

されているデジタル・コレクションを 8 か国語（11 月

14 日現在）で閲覧することができる。静止画像に加え，

動画も一部含まれている。またコンテンツを提供して

いる各参加機関に対し，GMNet は汎用検索システム

の提供による支援をも行っている。これは，技術水準

のそれほど高くない機関向けのものから GMNet と同

程度の機能を持つ高水準のものまで 3 種類用意されて

いる。これらの検索システムにより，各参加機関は自

らのデジタル・コレクションの機能の充実を図ること

もできるようになっている。 
 利用者サービスにおける GMNet の特徴の一つは，

様々な検索手段を提供していることであろう。メタデ

ータのみでなくコンテンツベースの検索，提供国別の

検索などを利用することができる。また個々のコレク

ション別の検索に加え，全てのコレクションを横断検

索することも可能になっている。 
 コンテンツベースの検索とは，画像の色，形等の特

徴が類似した画像を検索し，表示する機能である。例

えば，秦の始皇帝の兵馬俑の画像に興味を持った場合，

similar というボタンを 1 回クリックするだけでそれ

に類似する色，形の画像（すなわち同様の兵馬俑の画

像）を一覧表示させることができる。この機能を利用

すれば，ある文化遺産について何も知らなくても，連

鎖的に表示される画像やその解説等により容易に知識

を深めていくことが可能だという。GMNet は，

SIMPLIcity（Semantics-sensitive Integrated Matching
for Picture LIbraries）(2)と言う画像検索システムを

利用してこの検索機能を実現している。 
 この GMNet に日本から唯一参加している鶴見大学

からも発表があった。“Tsurumi Collection”として

現在和歌や古地図等の貴重書コレクションを公開して

いる。現在は日本人であっても解読できる人はそう多

くないということで，和歌の資料については音声ファ

イルが付けられ，原文の朗読を聴くことができるよう

になっている。 
 “Tsurumi Collection”の検索，解説文の表示等は

日本語，英語の 2 か国語対応である。古典文学等に関

する専門用語が使用されているため，英文版作成は困

難が伴ったという。しかし，日本の文化遺産を英語で

紹介するデジタル・ライブラリーはあまり多くなく，

所蔵している貴重書を世界へ向けて発信するためには

必須のことであったという話が印象的であった。 
Moving Image Collections 

 米国議会図書館等によって構築されてきた動画の総

合目録 MIC（Moving Image Collections；E135,
CA1558 参照）(3)を多言語対応にしようという事業が

現在進められている。この MIC は，全世界の動画総

合目録となることを目指しているが，インターフェイ

スは英語のみで，参加機関も多くは米国内に存在する。

現在北米以外からは 16 か国の機関が部分的に参加し

ているが，目録を提供しているのはすべて米国内の

11 機関である。この現状を打破するため，フランス語，

スペイン語，アラビア語での利用を可能にする事業が

進行中とのことだった。この事業により，今後参加国，

参加機関がどのくらい増えるのか楽しみである。 
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Bibliotekernes Netmusik 

 デンマークの公共図書館においては，2004 年より

“Bibliotekernes Netmusik”という音楽配信サービス

が行われている(4)。このサービスを利用すると，音楽

ファイルは利用者のパソコンへ直接配信される。現在

提供されているのは約 11 万曲で，その 3 分の 1 は国

内版 CD をデジタル化したものである。コストは実際

の CD を購入・提供するよりかなり安いという。 
 利用者は無料で 1 日ないし 7 日間，曲を「借りる」

ことができる（1 日貸出はいずれ無くなる予定である）。

音楽ファイルは，デジタル著作権管理処理をされたウ

ィンドウズメディアオーディオのフォーマットによっ

て配信される。貸出期間がすぎるとそのファイルは機

能しなくなる仕組みになっている。現在著作権者と貸

出期間を 30 日間に延ばせないか等協議中だが，まだ

結果は出ていないそうである。予想よりは利用が延び

ていないが，デンマークの公共図書館の実に半数以上

に相当する約 130館がこのサービスに参加していると

のことであった。 
また，まだ実験段階ではあるが，デンマークでは

“Bibcast”という図書館による映画の配信サービスも

構築されつつあるとのことである。 
スコットランドにおけるデジタル・ライブラリー・プ

ロジェクト 

 他には，スコットランドにおけるデジタル・マルチ

メディア・サービスについての発表もあった。その中

核となっているのがスコットランド文化資源アクセス

ネットワーク（SCRAN；CA1459 参照）である。参加

機関は図書館に加え，文書館，博物館，美術館等多岐

にわたる。資料保存というよりは教育的利用を第一の

目的とするこの SCRAN では，参加機関の教員，司書

等の利用者は，画像，動画，音楽を自由にダウンロー

ドでき，必要であれば加工して使うことができる。も

ちろんこのような利用に関しても著作権処理がなされ

ている。2005 年 12 月に政府の予算措置は終了したが，

このようなデジタル・ライブラリー・プロジェクトが

有用であるという認識は浸透しつつあるとのことであ

った。 
おわりに 

 以上が興味を持った発表の紹介である。デジタル・

ライブラリーについては上記で触れたもの以外にもい

くつかの発表があり，多くの事業が計画，実行されて

いることを知った。例えばスイスでは，異なる画像情

報を統合的に整理・管理・検索できるようにする“Living
Memory”(5)という事業が現在進行中だという。また，

美術図書館分科会の公開セッションでも，ネパールの

建築保存プロジェクトに関するハーバード大学図書館

の発表の中で，そのプロジェクトに関するデジタル・

ライブラリーが構築されていることについて言及があ

った(6)。 

 個人的な感想となるが，この IFLA ソウル大会に参

加することで，様々な国の様々な現状，事業等を知る

ことができたのは貴重な経験であった。実際に発表さ

れる場にいるということで，発表者の熱意，或いはあ

る会場においてはその場全体の熱気のようなものを肌

で感じられたのも得がたい経験だったと思っている。 
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