
CA1622
図書館サイトの現状

－再点検の必要性と危機感の欠如－

図書館サイトの普及

図書館のウェブサイトの普及が進んでいる。上田修

一の調査によれば ， 年には全国 大学のうち(1) 2005 704
％にあたる 大学で図書館サイトが公開されて89.8 632

いる。また，日本図書館協会の各種調査によれば，
(2)2006 1,369年度に公共図書館を設置していた 自治体

のうち ％にあたる 自治体 で図書館サイトが72.1 988 (3)

公開されていると推計できる。

図書館サイトの普及とともに，図書館サイトのあり

方にも関心が集まっている。 年には長谷川豊祐2004
らが「大学図書館トップページのガイドライン」を発

表し ， 年には松山龍彦がこのガイドラインを踏(4) 2005
まえたサイト作成のひな型である （むーMoogaOne
がわん）を公開している 。こうした関心は決して一(5)

部に留まるものではない。 年の専門図書館協議2005
会全国研究集会で “使える”図書館ホームページ「

，を考える」を掲げた分科会が開催されたことや ( 6 )

年には岡本真 や林賢紀 が図書館のウェブ発信2006 (7) (8)

に関し様々な図書館関係団体で発言していることが，

その一つの証明となっている。

一連の動向は，図書館サービスの一角を担うものと

して，図書館サイトがあるという意識の浸透を示すも

のだろう。だが図書館サイトの「全公開時代」を迎え

た現在においては，利用者を巻き込んだコンテンツの

生成と発信の意義と効果を強調する「 」のよWeb2.0
うな新たな課題に対応するのと同時に， 年以上に10
渡る歴史を振り返り ，図書館サイトが置かれている(9)

状況を見つめ，図書館サイトのあり方を再点検するこ

とが必要ではないか。

抜本的な見直しの提案

早くから図書館サイトの分析や評価が行われてきた

欧米の図書館では，図書館サイトの現状に対する厳し

い評価が示されている。

2005 Janたとえば， 年に発表されたピザンスキ（

）らの研究 は，ヨーロッパ か国の国立図Pisanski 9(10)

書館サイトの比較分析に基づいて 「各国の国立図書，

館サイトは及第点にあるが，依然として理想には程遠

い」ことを指摘している。この研究は図書館サイトの

発信内容と発信方法について，各 項目，計 項目12 24
の評価指標を定めて行われた厳密なものであるだけに，

現状に満足すべきではないという指摘は，説得力を持

っている。

2006 Brianまた， 年に発表されたデトロール（

）らの研究は，既存の図書館サイトを肯定的にDetlor
評価しつつも，最終的にその脆弱性を指摘し 「確固，

たる（ 」図書館サイトの構築を訴えている 。robust） (11)

この提言は，北米研究図書館協会（ ）の会員館ARL
のうち 館を対象に 項目からなるチェックリスト107 33
を用いた調査を行った結果に基づくだけに，極めて重

い意味を持っている。

背景にある危機感

このような挑戦的な問題提起を含む研究がなされる

背景には， に象徴される検索エンジンの台頭Google
がある。実際，検索エンジンと対等に伍していく「確

固たる」図書館サイトを実現する条件として，デトロ

ールらは極めて難易度の高い課題を掲げている。

利用者ニーズにあわせたサービスの実現1.
検索を中心としたインターフェースへの移行2.
利用者へのカスタマイズ機能の提供3.
インターフェース改善に重点化した資源配分4.
情報アクセスに留まらない情報活用の支援5.

ここにあるのは， の加盟館ですら，この つをなARL 5
しえないことには検索エンジンの前に敗れ去るのでは

という危機感であろう。

図書館と図書館サイトを取り巻く現状に対する危機

感は，マーケティングや広報の手段としての研究図書

2005 Jeanie館サイトの可能性を説いた 年のウェルチ（

）の研究にも現れている 。ウェルチの提起は，Welch (12)

寄付による資金調達や図書館友の会制度への参加とい

った図書館支援の獲得を目的としており，厳しい財政

状況の中で研究図書館による自館サイトの有効活用が

求められている現状をよく伝えている。

日本における再点検の視角とその課題

もちろん日本の図書館サイトにも，同様の問題意識

や提起がないわけではない。前述の をMoogaOne
useful usable「 （便利）なウェブページは多いのに，

使いやすい）ではない」 という問題意識に基づい（ (13)

FAIR UP Findability, Aggregation,て始めた松山や「 」（

をIntegration, Resource, Usability, Presentation） (14)

キーワードに大学図書館サイトの課題を指摘した岡本

らの取り組みは，既存の図書館サイトの再点検を迫る

ものだろう。

このうち「 」をキーワードにした岡本にFAIR UP
よる図書館サイト分析では，京都の主だった大学図書

館のサイトを対象に具体的な評価が行われている。た

とえばサイト上での情報の見つけやすさ／見つけられ

やすさを意味する という観点から，京都Findability
造形芸術大学芸術文化情報センターに高い評価が与え
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られている。多くの図書館サイトでは， はリンOPAC
クをたどってアクセスするように配置されているのに

対し，京都造形芸術大学芸術文化情報センターのサイ

トでは，サイト内のどのページを開いても常にページ

の左側に の検索キーワード入力欄と検索ボタンOPAC
が表示されているためである。 がサイト内のどOPAC
こにでも常に表示されているということは， がOPAC
見つけやすく見つけられやすいということであり，当

然いつでも を検索できるということを意味してOPAC
いる。見つけやすさ／見つけられやすさを考慮したこ

のような図書館サイト構築の背景には，図書館サイト

において はきわめて重要であるという京都造形OPAC
芸術大学芸術文化情報センターの認識を表すものだろ

う。

逆に龍谷大学学術情報センターは， にデータOPAC
が含まれていない和漢古典籍目録と との間にリOPAC
ンクがないことを厳しく批判されている。重要なコン

テンツが別個に存在して統合されていないこと，せめ

てリンクによって相互の存在が明示されていないこと

は，情報の見つけやすさ／見つけられやすさの重要性

が龍谷大学学術情報センターのサイトでは考慮されて

いないことを示すものだからである。

このように，なんらかの尺度や指針に準じて図書館

サイトを一つずつ具体的に評価していく取り組みは今

後欠かせないものとなってくるだろう。だが，そのよ

うな取り組みは，デトロールにみられるような根底か

らの転換を促す問題提起には至っていないこともまた

事実である。彼我のこの差は，日本の図書館サイトの

先進性を示すものでは当然なく，現状認識の甘さから

来る危機感の欠如に由来するものだろう。無論，危機

感を煽る必要はない。だが，それでは冷徹な現状認識

がなされていると自信を持っていえるだろうか。図書

館と図書館サイトを取り巻く現状に対する危機感が欠

けていること，そして危機の存在がデトロールらのよ

うに説得力ある形で提起されていないことこそが真の

危機であるかもしれない。

（ ）ACADEMIC RESOURCE GUIDE ARG（ ）：岡本 真
おかもと まこと
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CA1623
ファインダビリティ向上を実現する

フォークソノミー

情報検索のためのファインダビリティ1.

インターネットの普及にともなって 「秒進分歩」，

の勢いで増大を続けるコンテンツをいかに利用者にと

って見つけ出しやすく整理するかは，情報管理者にと

っての最大のテーマである。そのような中，昨今，情

報アーキテクト の間で「アンビエント・ファインダ(1)

ビリティ（ 」という考え方に注ambient findability）
目が集まっている。アンビエント・ファインダビリテ

ィ（見つけやすさの環境）とは，情報の提供者が情報

の所在を定めることや利用者にとって探索可能になっ

ているかどうかを定める指標としての「ファインダビ

リティ」を，私たちを取り巻く環境の中心に捉えてい

こうとする営みのことを指している。すなわち，特定

の情報や事物がどの程度，発見でき，見つけ出しやす

くなっているか，ということである。

ファインダビリティ向上のためのアプローチは，

情報のアイテムレベル」と「情報のシステムレベ「

ル」から構成される。「情報のアイテムレベル」とは，

情報の組織化（分類・整理の方法 」や「ラベリング「 ）

名前付け 」のことである。一方「情報のシステムレ（ ）

ベル」とは，私たちの身体をとりまく物理的な環境や

デジタル環境が，どの程度，特定の情報への「ナビゲ

ーション」しやすく 「検索」しやすい仕組みになっ，

ているかのことである。
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