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公共図書館に対する市民の意識調査
：英国，米国における2つの調査の視点と方法

⒈はじめに
　近年，公共図書館およびそのサービスに対する市民
の意識調査の結果が相次いで発表されている。これら
の中には，単に利用の状況やサービスの認知度あるい
は満足度等を把握するにとどまらず，利用（非利用）
の背景の把握等，より踏み込んだ内容の興味深い分析
がある。以下では，2006年に英国と米国で実施された
2つの調査について紹介する。

⒉『公共図書館の今後の発展に向けた14歳から35歳
　の人々を対象とする研究調査（1）』
　英国の公共図書館の貸出者数および貸出冊数は減少
を続けている。これに対し，文化・メディア・スポー
ツ省（DCMS）は2003年に『将来への枠組み』（E056
参照）を発表し，また2004年には全国基準を改訂する
など対応策を展開してきた（CA1568参照）（2）。こう
した一連の動きの中で重要な対象の1つとされたのが，
図書館サービスを最も利用していないグループ，すな
わち14歳から35歳の若年層である。『将来への枠組
み』でも強調された，万人に対する必要な情報源，情
報，知識へのアクセスの保証という役割を図書館が
担っていくためには，これらのグループのニーズと期
待を考慮に入れた整備が必要とされた。2004年には英
国読書協会（The Reading Agency）によって「若者
の潜在的利用可能性への対応プロジェクト」（3）が実
施された。しかし，このプロジェクトの対象は11歳
から19歳の年齢層であり，また調査の被験者には実
際の利用者や今後に見込まれる利用者が比較的少数で
あったため，英国博物館・図書館・文書館国家評議会

（MLA）によって，新たに14歳から35歳の若年層を
対象とした研究調査が企画されることとなった。
　この調査の主たる目標としては，対象グループの生
活スタイルや興味・関心，図書館の利用状況，図書館
利用の障害要因（心理的・情緒的要素を含む）等につ
いて理解するとともに，今後望まれるサービスについ
て探ることであり，このためのふさわしい方法として
フォーカスグループ・インタビューが選択された。対
象の若年層における多様性が反映されるよう，それぞ
れのグループは性別，年齢，職業や社会経済的階層，
図書館利用状況（現在の利用者，過去の利用者，非利

ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=3366 〉，（accessed 
2007-05-24）. を参照。
なお，韓国においては，発行日から5年以内の
販売用図書を除いて，図書館等が図書を電子
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る。（韓国著作権法第28条による。）この点につ
いての詳細は以下を参照。文化庁．韓国におけ
る著作権侵害対策ハンドブック．（オンライン
版），入手先〈http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/
kaizokuban/pdf/korea_singai_handbook.pdf〉，

（参照 2007-07-12）.
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（online）， available from 〈http://ec.europa.eu/
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pdf〉，（accessed 2007-04-13）. を参照。プレス・
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avai lable from 〈http ://europa .eu/rapid/
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欧州研究評議会（European Research Council：
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動性の促進，「知」に基盤を置く地域や中小企業
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は，EU の第７次研究枠組み計画（FP7）．（オン
ライン），入手先〈http://jpn.cec.eu.int/relation/
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2007-04-13）. を参照。
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用者）等の面で，できるだけ同質の集まりとなるよう
配慮され，結果的に1グループあたり7 ～ 8名構成の
15のフォーカスグループ・インタビューが実施された。
　分析の結果，若年層の利用を引き出すために対応が
必要な一連の障害が確認され，そこから「最新の資料
を中心とする蔵書構成」，「備品や装飾の刷新」，「Eメー
ルによる予約，貸出期間の延長，返却ポスト等の対応
とその周知」，「カフェの併設，イベントの開催等による
図書館に出向く価値の向上」，「利用目的別のスペースの
分割（騒音対策）とそれによる禁止事項の削減」それ
に「図書館の利点や価値を伝え，サービスの周知を図
るマーケティング活動」等による対応が提言されている。
　また，サンプル間のニーズや認知の異なりから調
査対象の若年層を「貸出利用者（borrowers）」，「学
生（students）」，「家族で活用したい人たち（family 
activity seekers）」，「実用面で軽い関心を抱く人た
ち（functional dabblers）」，「居場所の欲しいティーン
エージャー（teen space seekers）」，「接点の見出せな
い人たち（disconnected）」の6つのセグメントに分割
して，それぞれのセグメントにおける利用上の障害や
必要な対応が検討された。

　「家族で活用したい人たち」には利用できるサービ
スに気づいていない人が多く，また図書館内における
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図　図書館利用増の可能性と必要な対応に関する基本的戦略

子どもや家族の行動の許容範囲への懸念が見られた。
これに対し，子ども向けの活動スペースの分割，グ
ループ活動の機会や落ち着いた場所で読書ができるよ
うな支援の提供等が提言されている。
　ほとんどが25歳から35歳の就業者である「実用面
で軽い関心を抱く人たち」は，小説等には関心が薄く，
図書館を仕事や意思決定の支援のための情報源と考え，
豊富な情報源を無料で利用できる点や静かで自分と向
き合える場所であることに，潜在的な価値を見出して
いる。しかし，利用しやすさ（特に，開館時間）が大
きな問題であり，またほとんどは図書館の新たなサー
ビスに気づいていない。夜間や週末の開館時間の設定
の見直しの必要性が強調されている。
　「居場所の欲しいティーンエージャー」に対しては
現状でもさまざまなサービスが提供されているが，よ
り魅力的な内容が必要である。特に貧しい地域におい
てはインターネットの提供が重要であり，一般の利用
者とは別個の場所と扱いが求められるとしている。こ
のグループは生活スタイルに見合った，小説よりも
もっと軽い読みものに強い興味があり，音楽や最新技
術（ハードウェア，ソフトウェア）への関心が高い。
こうした特有のニーズへの対応にあたっては，専用の
スペース，時間帯といった他の利用者との「分離」が
提案されている。
　「貸出利用者」と「学生」の場合は前述した全般的
な対応で充分であるとされた。また，「接点の見出せ
ない人たち」はニーズを持たないか，ニーズの解決を
図書館ではなく他の選択肢に委ねる人々であり，その
背景には「高いインターネット利用率」，「多忙」，「豊
かな社会生活」，「質の高い生活スタイルへの関心」，

「便利さ指向」，「自己啓発への関心の薄さ」，「社会や
コミュニティへの意識の低さ」等のある程度共通する
属性が見出された。結果として報告書では，図書館が
上記の他のセグメントへの対応を行いながら，年齢，
生活スタイル，社会経済的階層等の点でも多様なこれ
らの人々を図書館に向かわせる方策を準備するのは難
しいと結論されている。

⒊『ロング・オーバーデュー： 市民とリーダーたち
　が抱く21世紀の図書館像を見つめ直す（4）』
　米国では，マリスト大学による調査（2003年；
E171参照）（5），OCLC による6 ヵ国（オーストラリア，
カナダ，インド，シンガポール，英国，米国）調査

（2005年）（6），それに米国図書館協会（ALA）がキャ
ンペーン “@ Your Library” の一環として実施した調

出典：A Research Study of 14-35 year olds for the  
       Future Development of Public Libraries Final 
         Report. 2006, p45.
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査（2002年および2006年）（7）等，近年はとりわけ多
くの意識調査が実施されている。これらの中でも『ロ
ング・オーバーデュー』（E511参照）は，以下に示す
ように，量的調査，質的調査を多面的に展開し，それ
らの結果を総合的に分析している点で注目される。
　マリスト大学や ALA の調査結果においても，市民
が公共図書館に対し非常に好意的であり，より多くの
財源の拠出も支持されていること等が報告されてい
る。しかし，現実的には，2007年4月に無期限閉鎖の
状態に陥ったオレゴン州ジャクソン郡図書館（E649
参照）や，閉鎖寸前の事態に陥り，市民による強力な
支援運動の後に漸く増税による予算措置が投票で認め
られたカリフォルニア州サリナス公共図書館（8）等の
ように財政難の下でサービスの維持に苦しむ図書館も
多い。こうした個々の図書館の状況は，全国的な統計
やアンケート調査のいわゆる量的分析の結果において
必ずしも把握されるわけではなく，その結果，そこか
ら導かれる戦略は通り一遍の平板なものに陥る危険性
がある。
　『ロング・オーバーデュー』は，さまざまな政治的
課題の調査を手がける非営利組織のパブリック・ア
ジェンダが図書館のための米国人協会（Americans 
for Libraries Council），ビル＆メリンダ・ゲイツ財団

（Bill & Mellinda Gates Foundation）の支援を受けて
行った調査の報告書である。
　この調査では，3つの手法を用いて収集したデータ
を総合的に分析する方式がとられた。手法の1つは個
別のインタビューである。政治，ビジネス，教育，公
衆衛生，図書館サービスの全国的なリーダーおよび
コミュニティのリーダー 34名に対し，詳細なインタ
ビューが実施された。2つ目はフォーカスグループ ･
インタビューであり，ケンタッキー州ルイスビル（中
年の図書館利用者），アリゾナ州フェニックス（図書
館利用者，非利用者），ロードアイランド州プロビデ
ンス（図書館利用者，非利用者），カリフォルニア州
サリナス（一般市民），ジョージア州コロンバス（田
園地帯の図書館利用者）の5か所でのべ7回実施され
た。米国の公共図書館は，運営方式，財源，それに利
用対象者の収入のレベルや，人種構成，教育水準もさ
まざまであり，恵まれた環境にある図書館とそうでな
い図書館の差は大きい。フォーカスグループ・インタ
ビューの対象図書館の選定は，そうした多様性の反映
をできるだけ考慮した結果であろう。
　そして，上記の2つの調査結果を受け，RDD（ラン
ダム・ディジット・ダイアリング）方式による電話イ

ンタビューが実施された。RDD 方式とは，電話番号
により無作為にサンプルを抽出し，自動的に電話をか
ける方式である。米国では，住民基本台帳に相当する
ような個人を網羅した名簿が利用できないこと，人口
密度の低さ，治安の悪さから訪問調査が行いにくいこ
とから，こうした電話調査がよく利用されてきた（9）。
前述のマリスト大学，ALA の意識調査も RDD 方式に
よるものである。
　電話インタビューでは，一般市民からのサンプル
のほかに，「影響力のある市民（civic infuentials）」

（報告書では「コミュニティの戦士（community 
soldiers）」「市民活動家（civically engaged）」という
表現も併用されている）のサンプル収集が目標とされ
た。「影響力のある市民」とは，公式の地位にあるか
どうかは別として，コミュニティに問題が生じたとき
に何らかの形で行動を起こす人々を指し，調査上の判
定基準としては「地方選挙にほぼ必ず投票」し，かつ

「コミュニティ組織を介したボランティア活動」，「市
民団体への所属」，「慈善運動への寄付」のいずれかに
該当する者を対象とすることとされた。こうしたサン
プル設定は，「影響力のある市民」の図書館の支援者

（advocates）としての可能性に着目した結果と考えら
れる。
　電話インタビューは2006年3月2日から14日にかけ
て実施された。最初に全国の18歳以上からランダム
に抽出した1,000名（10）が対象とされ，次いで「影響
のある市民」の追加収集が行われ，結果的に全体で
1,203，影響力のある市民で458のサンプルが収集された。
　報告書では，以上の3つの手法から収集したデータ
を総合的に分析した結果は，以下のように3つのセク
ションに整理されている。

〈セクション1： 図書館に対する市民の見方〉
⑴一般市民にとって，図書館は価値が高く，良く運営
　されている機関である
　図書館に対する評価では，45％が「非常に良い」と
し，対象としたコミュニティ機関のなかでもっとも高
い評価を得た。また，ほとんどの回答者が，図書館は
生産的なコミュニティの維持の面で良いサービスを
行っていると見ており，一般市民の78％，「影響力の
ある市民」の87％が，「もし図書館が資金不足で閉館
されたとしたら，重要で貴重な何かを失ってしまうだ
ろう」と回答した。
⑵ほとんどの米国人は，依然として伝統的な図書館
　サービスに高い優先順位を置いている
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　図書館サービスの優先順位では，無料サービスの維
持，子どものための充分な本の確保，良いレファレン
ス資料，知織を備え親しみやすい図書館員，子どもや
10代の若者のためのプログラムが上位を占めた。さら
に，約8割の回答者が，テレビやインターネット上で
すべてが手に入るにしても，すべての子どもが上質で，
安全で，魅力ある図書館を利用する必要があるとした。
⑶市民は，コンピュータとインターネットアクセスも
　重要だと考えている
　3分の2の人は，充分な数のコンピュータとオンラ
インサービスの確保が地域の図書館において高い優
先度を与えられるべきと回答している。自宅でコン
ピュータを利用する余裕がない人でもコンピュータの
利用スキルを学び，インターネットを利用できるとし
て，10人中7人がインターネット接続の図書館に賛成
している。
⑷コミュニティのさまざまなグループは，図書館を
　違ったレンズを通して見ている
　「影響力のある市民」は，他の市民に比べ図書館に
対してより好意的である。これらの市民として活動す
る米国人は，図書館利用証を保持する割合が高く，図
書館を支援する税を支持し，図書館のサービスに良い
評価を与える傾向が強い。しかし，彼らでさえ，地元
の図書館の財政面での脆弱性にあまり気づいていない。
　18歳から29歳の若年層の多くが，図書館がコミュ
ニティ全体にとってきわめて重要であると回答してい
るものの，その3分の1は図書館の「閉鎖はコミュニ
ティ全体ではなく，少数の人々にだけ影響を与える」
と答えている。また，図書館は若年層が考える最重要
事項，とりわけ都合の良い開館時間とインターネット
アクセスに対応できていない。
　低い教育水準の人々は，静かに集中して学ぶことが
できる数少ない場所の一つとして高く評価するなど，
図書館に対してとても肯定的な見方をしている。また，
このグループには，居住地域に図書館が少なすぎると
する傾向がある。
　「移民を自分たちのコミュニティに適応させる」こ
とを地方政府または図書館が優先すべきとする回答
者は4人に１人程度しかいなかったが，10人のうちの
7人以上は「公共図書館は移民に支援を提供すべき」
と答え，「それが納税者に負担を掛けすぎている」と
考える人（回答者の約4分の１）を大きく上回った。
また，地方および全国のリーダーたちの多くは，移民
が新たなコミュニティの生活に溶け込めるよう支援す
る方法にとても関心があり，図書館をこの目的のため

の重要な手段の一つと考えていた。
⑸市民は犯罪とくに少年犯罪がコミュニティの優先課
　題であると考えている
　ほとんどの人々は自分のコミュニティが良い方向
に向かっていると考えているが，過半数の人々は，
犯罪とくに少年犯罪が生活圏の主たる問題であると
回答した。コミュニティの財産として全般に高く評
価されている図書館は，子どもと若者へのサービス
や成人のリテラシー向上に向けたサービスをさらに
提供することで，基本的な図書館の使命につながる
コミュニティの取り組みに大きく貢献するための準
備を行う必要がある。

〈セクション2： 図書館に対するリーダーの意見〉
⑹ビジネス，教育，図書館その他のセクターにおける
　オピニオン・リーダーたちは，図書館は不可欠だが
　脆弱であると見ている
　リーダーたちは，図書館は財政面に大きな課題を抱
えていると見ている。図書館サービスがコミュニティ
にもっと浸透しなければ，そして図書館の支援者が
もっと精力的に活動し，より強い説得力を持たなけれ
ば，充分とは言えない税源から資金を獲得するために
争えるのか不安視している。
　図書館は現在の栄誉に満足し，変化に充分に対応し
ていないのではないかと心配する人たちもいる。これ
らのリーダーたちは図書館が，経済発展，成人教育，
移民，公衆衛生といったコミュニティにとっての広範
な課題への取り組みを支援する積極的な役割を担うこ
とを望んでいる。
　図書館員を自らの組織の強い支援者になり得ると見
る人もいる。しかし，多くの人は，図書館員が機関の
成長と変化の支援者およびリーダーとなれるよう，よ
り訓練が必要であるので，図書館学教育は変化する必
要があると言う。

〈セクション3： これからの図書館〉
　ここでは，上記の2つのセクションの結果をもとに，

「図書館の維持，発展のための支援（費用負担）の可
能性」と「コミュニティに対する適合性を向上させ，
コミュニティを活性化するために，図書館が果たすべ
き新たな使命」に関する知見をまとめ，今後の図書館
の方向性について言及している。
⑺市民の間には適切な図書館資金確保のための強い支
　援の可能性がある
　図書館のリーダーが外部に接触し，支援の芽を大切
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に育んでいけば，市民はもっと図書館への財政的支援
を支持するという明確な兆候がある。
⑻図書館にはこれまでよりさらに貢献できる可能性が
　ある
　以下の4つの領域において，図書館が貴重なコミュ
ニティ機関としての役割を果たすことで，市民の
リーダーと一般市民の両方にさらに愛されるように
なり得る。
　・10代の若者へのサービス
　・成人のリテラシーと貧弱な読書能力への対応
　・政府サービスに関する情報への即時的アクセスの
　　提供
　・より多くのコンピュータ利用機会の提供

⒋おわりに
　以上の2つの調査では，フォーカスグループ・イン
タビューおよび個人インタビューから得られたデータ
の質的分析を活用して，知見が引き出されている。こ
うした質的調査は，一般によく用いられているアン
ケートによる意識調査では困難な，意見や選好が生じ
るコンテキスト（文脈），背景，影響関係等の把握を
可能にするとともに，数的には少数であっても重要な
意見を見逃さずに汲み取る可能性をもたらしてくれる。
特に，量的調査との適切な組み合わせによって，より
明確な全体像の理解につながることが期待されるので
あり，パブリック・アジェンダの調査ではそうした取
組みが実施された。
　特徴的であるのは，両方の調査とも，あらかじめ問
題となる対象を絞り，具体的な処方箋を提示するこ
とが目指されていることである。すなわち，最初の
MLA のケースでは，14歳から35歳の人々を対象とし
て，興味・関心，考え方や行動パターンをもとに6つ
のセグメントに分割し，それぞれに必要な方策が提示
されているし，一方，パブリック・アジェンダのケー
スでは，一般市民とともに，特に影響力のある市民，
さまざまな分野のリーダーたちの意見を精査すること
でそれぞれが抱く図書館像を明らかにし，そこから今
後の図書館の展開が導かれている。こうした点で，こ
れらの調査は戦略的なマーケティング調査として位置
づけられるものであろう。
　2つの意識調査に共通しているのは，実際の図書館
の状況を直視し，人々の声に耳を傾け，今後の方向性
を戦略的に考えるという姿勢である。単なる現象の理
解にとどまらず実務の改善につながる調査をめざすと
いう方向性は，近年における EBLIP（CA1625参照）

の流れとも関連しつつ，今後の研究調査のあり方に示
唆を与えるものとして興味深い。ただし，実務的には
特に，市民の図書館に対する今後の行動こそが重要な
のであり，意識そのものではないという反論も容易に
予想されよう。意識と実際の行動にかなりのずれが生
じるのは当然であり，可能な限り行動を捕捉の対象と
すべきである。その点では，前出のサリナス公共図書
館のような特定のケースにおいて誰がどのように行動
したかといった，より突っ込んだ事例研究も必要とな
ろう。
　なお最後に，近年の調査に共通する傾向と思われる
が，2つの調査では，変化の激しい時代の要請に応え，
膨大なデータがきわめて短期間に分析されていること
を特筆しておきたい。
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