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ている。
　さらに書店サイドのコメントとして、バーンズア
ンドノーブルのパッサナンテ（Donna Passannante）
やボーダーズのレヴィ（Nancy Levy）の発言を紹介
し、「私は、本や読書へとより大きく興味をかき立て
るために、図書館が私たちの店と協働する多くの方法
がある、と信じる」（パッサナンテ）、「書店と図書館は、
一緒に活動することによって双方とも益を得ることが
できる。本や読書への関心に火を点けることに努めて
いる点では同じである」（レヴィ）といった声がある
ことを取り上げている。
　サガーは最後に「公共図書館と私的セクター間の協
働が、ポジティヴな結果をもたらすということは明白
である」と述べ、公共図書館と大型書店との共同活動
が、優れた結果を招くとしている。

3. 日本でも協働の息吹が
　先に触れたとおり、「階級社会」や住民投票の習慣、
再販制といったバックグラウンドの違いが、日米の図
書館と大型書店の関係に違いをもたらしていることは
間違いないであろう。しかしながら国全体の「格差社
会」化や、「新古書店」と呼ばれるディスカウントショッ
プの出現などを思うと、「10 年後に（最近はもっと早
いか？）米国をあと追いする」と言われる日本にあっ
て、米国の事例にあらかじめ学んでおくことは有益で
はなかろうか。
　図書館流通センター（TRC）会長の石井昭もまた、
図書館と書店の協働の必要性を主張している。TRC
は川口市立中央図書館の業務委託を受注しているが、
川口市立中央図書館のある「キュポ・ラ川口」は川口
市の再開発ビルであり、書店やシネコンも入居してい
る。図書館・書店・映画館が共存するこの空間の、具
体的な協働実績は未だしであるが、一つのビル内に、
図書館・書店・映画館が集まる状況は、読書家にとっ
て、とても魅力的な空間ではなかろうか。そして、そ
うした魅力にひかれて本好きの人たちが集まることこ
そが、図書館の存在意義を高め、書店の生業を支えて
いくことは間違いないと思う。

（ジュンク堂書店大阪本店店長：福
ふく

嶋
しま

　聡
あきら

）
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打破！変わらない組織と動かないシステム

～パイレーツ・オブ・ライブラリアンを目指して～

1. 国内市場の行き詰まりと先細り
　近年、国内の大学図書館は、大学全体の緊縮財政や
電子ジャーナルを含む雑誌価格のさらなる高騰等によ
り、図書館予算が逼迫している。それに呼応するかの
ように、国内の図書館システム市場にも行き詰まり感、
先細り感がある。我々図書館側が次期の図書館システ
ムについて、明確な方向性が打ち出せないでいるため
に、ベンダーとしても身動きの取れない状況にいるの
であろう。
　一方で、2007 年にはリコーとユサコが Ex Libris
社製品の国内販売を連携して促進することを発表し
た (1)。また慶應義塾大学が、国内で初めて Ex Libris
社の電子資源管理システム Verde の利用ライセンス
契約を締結するとともに (2)、欧米以外の地域で初めて
Google ブック検索図書館プロジェクトと連携した (3)。
これらのニュースに見られるように、今後ますます海
外ベンダーの国内台頭が激しくなるだろう。ややもす
ると、国内市場は海外パッケージで埋め尽くされる
ことになる。Ex Libris、Google、さらには Elsevier、
OCLC、といった「黒船」への対応は、国内の大学図
書館界全体の共通課題である。
　このような状況をいかに解消するかは、図書館の大
胆な再構築に懸かっている。利用者サービスとバック
ヤード業務の全体最適化を目指し、ひと・もの・かね・
情報といったマネージメントリソースの再定義・再配
置が急務である。とりわけ、国内の大学図書館界で最
近声高に叫ばれている「利用者指向の図書館サービス」
を実現するには、外部の環境変化や高度な利用者要求
に耐えうる強固で柔軟なシステム基盤が必要となる。
換言すれば「今後 20 年使える図書館システムモデル」
が描けるかが図書館・システムベンダー双方にとって
大きな勝ち残り戦略となろう。
　そこで本稿では、システム構築やパッケージ導入時
に直面する、理想と現実のギャップを分析し、どこに
フォーカスすればよいのかを模索したい。

2. 理想と現実のギャップ（現状把握）
　人は欲張りな動物なので、システム導入に際して、

「あれもこれも」と要求仕様に盛り込もうとする。ま
た「システムさえ導入すれば何でも自動で簡単にでき
る」という幻想を見てしまう。しかし、システムといっ
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ても所詮人間が作るものなので、決まりきった動きや
想定される動きは得意だが、レアケースや急な割り込
みに対しては、人間のように臨機応変な対応はできな
い。当たり前のことだが、このようなことを理解して
いる人はどのくらいいるだろうか。また、システム構
築やパッケージ導入を失敗し、「動かないシステム」
となってしまう可能性について考慮している人はどの
くらいいるだろうか。
　一方前述のとおり、緊縮財政により IT にかけられ
る予算も減額せざるを得ない状況である。すなわち、
新しく何かを始めるには、既存の何かを捨てなければ
ならない（いわゆるスクラップ・アンド・ビルド）状
況下にある。とりわけ、新システムを導入する場合に
は、システムに合わせて業務の見直しが必要となる場
合が多い。しかし、システム導入に伴う業務の再検討
に対して、図書館スタッフから否定的な反応が示され、
新システムへの移行が立往生してしまうことも間々あ
る。それまでの慣れ親しんだ業務のための便利な機能
を維持するよう求める人が多いのである。
　このような「かゆいところに手が届く」システムを
負担なく導入したい、という理想に対して、現実は
決して甘くない。ゴールド（Robin Gauld）の調査 (4)

によると、情報システムの開発は、その 20 ～ 30％
が「完全に失敗して諦め」、30 ～ 60％が「一部失敗
して納期・コストを超過、または別の問題に波及」し、

「完全に成功する」のは 10 ～ 30％に過ぎない。日本
の IT 業界でもほぼ同様であるという (5)。つまり、「大
半のシステム開発は失敗する」のである。
　「システムは思ったようには動かない。作った通り
にしか動かないものだ」。これは、20 年程前、私がま
だ新米システムエンジニアだった頃、とある「動かな
いシステム」のバグと格闘していた時に当時の上司か
ら頂いた言葉である。「きっと動くはず、という思い
込みは捨てよ。何事も疑って掛かれ！」ということだ
と解釈したが、これをユーザーの立場に置き換えると、

「このぐらい言わなくてもやってくれるだろうと他力
本願的に願うのではなく、きちんと要求を整理し、優
先順位を付け、どこまで実装すれば本質的な要求を満
たせるか、何を捨てて何が必要かを見極めること」と
いうことになるだろう。
　システムに求める理想と、現実とのギャップが大き
ければ大きいほど、システムの失敗率は上がる。これ
は単に経費の無駄遣いに留まらない。利用者サービス
の低下やスタッフのモチベーション低下など、組織の
成長を阻む主要因（すなわち、成長障壁）となり得る

ものである。

3. なぜ失敗するのか？ 
　「動かないシステム」と一言で言っても、「プログラ
ムが仕様どおり動かない」、「レスポンスが出ない」な
ど、その症状はさまざまである。またその原因につい
ても、「仕様を決める責任者が不明確／優柔不断で仕
様が決められない」、「プログラム作成者の技術が低い」
など、いろいろ考えられよう。システムベンダーとユー
ザーでそれぞれ言い分が異なる場合も多い。
　ここで重要なことは、「動かないシステム」ができ
る要因が、ユーザー側に存在していることが少なくな
いことである (6)。もちろん、システムベンダー側の要
因で失敗する場合も多い。だが『30 のプロジェクト
破綻例に学ぶ「IT 失敗学」の研究』で紹介されてい
るように、ユーザー要因による失敗事例は、ユーザー
が想像する以上に多く存在している。
　また、ベンダー任せにせず、ユーザー自らオープン
ソースソフトウェア（以下 OSS）での開発にチャレ
ンジした結果、サービス開始当初に致命的な障害が発
生したケースもある (7)。このケースでは、失敗の原因
としては「OSS を利用した開発に不慣れだったこと」、

「十分なテスト期間が取れなかったこと」に加え、「きっ
ちりとプロジェクトを仕切れる人がいなかったこと」、

「Web アプリケーションの開発に慣れた人が少なかっ
たこと」というユーザー＝開発者側の問題が挙がって
いる。
　ここでは図書館システムに限定して、「動かないシ
ステム」を招いてしまうユーザー＝図書館側の要因を、
探ってみたい。

(1) システムの硬直性
　近年のトレンドとして、図書館システムに対する見
方と役割が変わってきた。従来は、目録や閲覧、ILL
といったスタッフ業務の効率化がシステムに求められ
てきたが、最近は利用者のニーズに応えるべく、リッ
チなコンテンツやインターフェースを継続して提供す
ることも求められている。時代の変化や利用者のニー
ズに対応するスピードが必要であるが、現在の図書館
システムの多くは、それ自体が変化に耐えられる構造
になっていない。すなわち、大学や機関が個別にシス
テム開発を進め、独自の仕様でかゆいところに手を届
かせ過ぎてしまった結果、改修をしようにも柔軟に変
更できない状況に陥っているのである。
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(2) システム開発の費用不足
　大学全体が緊縮財政の中、図書館システムの改修に
コストを掛けることが困難となっている。とりわけ大
学における図書館の価値が低いと、予算割当てはさら
に低くなる。ベンダー側の提案・開発成果物のレベル
も、費用相応に陥ることが少なくない。

(3) システム担当者の不足
　近年、国公立大学を始めとして、大学図書館におけ
るシステム担当者（システムズライブラリアン）が激
減している。元々図書館にいたシステム担当者が、情
報基盤センターや IT センターなど大学の IT 部門に
吸収されてしまうケースが多いためである。その結果、
これまで図書館の現場とベンダーの橋渡し役を担って
きたシステム担当者が図書館から去ってしまい、図書
館側は背景や要求を十分に踏まえた要求仕様を提示で
きなくなる、またベンダー側も、図書館側の要求を十
分に理解できず、要求を反映していないシステムを提
案するという事態が発生してしまう。また提案された
システムを評価できる人材が図書館側にいないため、
適切な評価ができず、その結果意思決定が遅れたり、
不適切な意思決定を下すという結果を招くことも多い。

(4) 組織の硬直性
　前章でも述べたとおり、システムを使って図書館業
務を行う運用サイド（＝現場）は、変化を受け入れに
くいことが多い。これは、人の意識の問題であると同
時に、「チャレンジしない組織・責任を取らない組織」
という根の深い問題でもある。システム移行に際して
は、もはや不要となったり、時代遅れとなった業務を
切り捨てたり、見直すことが必要不可欠となるが、何
かを捨てることは相当な痛みを伴うことである。皆が
痛みを避け、役割分担や責任の所在が不明確な状況で
はチャレンジは生まれず、「ハイリターン」は期待で
きない。この状況はベンダーから見れば、逆に「ハイ
リスク」なものとなる。

(5) 安易なシステムの導入
　「世界有数のシステムベンダーが作ったものだし、
名のある大規模大学で数多く導入されているから安
心」など「寄らば大樹」の考えで、しっかりと評価を
行わないまま、名ばかりでシステムを導入してしまう
図書館もあろう。しかし、まず「システムありき」で
はサービスは動かない。世の中でどんなに評判の良い
システムを自分の組織に入れたとしても、何もしない

で動くわけではない。特に、海外パッケージの場合は
日本語環境への対応という問題もあり、かなり手を入
れないと実運用には耐えられないことが多い。カスタ
マイズやローカライゼーションが不適切であると、図
書館スタッフはもちろんのこと、利用者にも相当の負
担を強いることになりかねない。利用者指向のシステ
ムを目指すばかりに、スタッフや利用者が使いにくい
システムになってしまうのは本末転倒である。

4. 対策
　成功の鍵を一言で表すならば、「幻想に惑わされず
にシステム導入手順に沿って当たり前のことを当た
り前にやる」ということに尽きる。すなわち組織全体
のミッション・ビジョンを明確にし、役割分担・責任
の所在をはっきりさせ、決定権限を有する専担のプロ
ジェクトチームを作る。そして具体的に何をどうした
いのか要求仕様を明確にし、概算費用を見積もり、内
容・スケジュールを含む導入・運用方針を策定する。
これに際しては、市場を読み、導入候補のシステムを
挙げ、現場レベルでのトライアル評価を行うことも必
要だろう。評価結果を分析し、システムの内容を決定
する際には、カスタマイズ範囲をできるだけ最小限に
留めることが望ましい。そして十全なテストを行い、
契約内容も十分に把握して契約する。契約・導入後
も、定期的に利用者（エンドユーザー）の評価を調査
し、改善ポイントの決定→実装→提供を繰り返すプロ
セスにフィードバックしていく。このような「泥臭い
作業」を面倒がらずに淡々とこなすこと、すなわち王
道が、結果的には一番の近道になる。
　また基本的に、利用者サービスと業務サービスは分
けて考えるべきだろう。利用者指向に重点を置くから
といって、業務基盤をおろそかにしていいことにはな
らない。業務基盤の部分がしっかりしていないと、そ
の上に成り立つサービス部分も脆弱なものになってし
まう。まさに「砂上の楼閣」である。予算面でも、IT
予算のみのスクラップ・アンド・ビルドでは立ち行か
ない。資源配分や人件費も含めた、図書館運営全体の
見直し（全体最適化）が必要になってくる。利用者満
足度を得るために、組織として何を捨て、何を優先す
るのかを明確にすることが必要とされる。
　そして、できない理由を並べたり、誰かのせいにし
ないこと、責任をもってチャレンジすること、チャレ
ンジと責任は常にセットなのである。
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5. おわりに
　私立大学図書館協会では、コンテンツ共有とシステ
ム統合など連携の機運が盛り上がってきており (8)、一
部で「図書館競争不要論」まで囁かれている。とは言え、
大学全入時代の中、大学図書館も特色や競争力を打ち
出さなくてよいのか、また大学全体の予算がジリ貧の
中、図書館の価値を向上しないでよいのか、Google
に呑みこまれてよいのかなど、まだまだ議論の余地が
多い。
　次期システムをどうするべきかについては、国立情
報学研究所や国立国会図書館、国立大学図書館協会、
公立大学図書館協議会などでも、それぞれ悩みを抱え
ていることであろう。新たなシステム導入にあたって
は莫大な費用が掛かる上、とりわけ図書館システムで
は、他大学や他機関との連携にも考慮を払う必要があ
り、嫌が上にも慎重になる。その一方で教員を含めた
利用者や大学の本部組織といったステークホルダーを
気にし過ぎて、思い切った方針が打ち出せない場合も
多い。しかし、いつまでもそうは言っていられない。
誰かが「海賊」となって、大海に船を漕ぎ出さないと
いけない。まさに「パイレーツ・オブ・ライブラリア
ン」だ。
　真に利用者指向の図書館システムを実現するには、

「既存の図書館資産の棚卸し」と「従来の図書館員に
はない視点や発想」の両輪が必要になる。このために
は、世界標準の仕組みを取り入れるとともに、組織構
造を少しフラット化して、大学内・大学間を横断的に
動ける組織体や民間企業の協力を得られるような体制
を作ることも一案であろう。
　今こそ、図書館が MARC データや特殊コレクショ
ン、レファレンスノウハウといった図書館資産を引っ
下げて、外界に働きかけるときではないか。Google
にはない、よりリッチで、よりセマンティックな世界
を提供できるシステムを導入していければ、利用者か
らの支持を集めることもできよう。教育・研究に必要
不可欠な「知のインフラ」として、図書館が図書館の
枠を越えるとき、そこに次世代の図書館の在り方や新
たな価値が生まれてくるのだと信じて止まない。

（慶應義塾大学メディアセンター本部：田
たな

邊
べ

　稔
みのる

）
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このような機運の盛り上がりを示す事例の一つとして、第 68(8) 
回（2007 年度）私立大学図書館協会総会・研究大会（2007 年
9 月 7 日、立教大学で開催）が、「大学図書館連携の新たな展開」
をメインテーマに開催されている。同総会・研究大会で行われ
た代表的な講演は下記の通り。
・「大学間の図書館システムの統合 - システムモデルと実装 -」
（講演者：明治大学図書館・中林雅士氏）

・「山手線沿線大学私立図書館コンソーシアムに見る図書館連
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CA1644
欧米における図書館、文書館、博物館の連携
―Cultural Heritage Sector としての図書館―

1. 図書館、博物館、文書館間連携の必要性
　図書館、博物館、文書館の三者をまとめて、欧州
では “cultural sector”、“cultural heritage sector”、
“memory sector” などと呼ばれている。これらの呼
称は、三者のみを指すわけではないが、文化的活動を


