
カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

2

　インターネットの急速な進展により、誰もが、どこ
からでも情報の発信と利用が可能な社会が到来し、急
速に拡大している。電子情報資源はその媒体や形式を
多様化し、その数は爆発的に増加している。検索エン
ジンが普及し、ユーザはネットワーク上の情報資源へ
の依存度を高め、情報提供機関としての図書館の存在
は危機的状況に直面しているという認識が広がってい
る。米国議会図書館（LC）は、これまでも、デジタ
ル情報時代に取り組むべき課題について、調査・検討
を続けてきたが、2006 年 11 月に「書誌コントロー
ルの将来ワーキング・グループ（Working Group on 
the Future of Bibliographic Control；E634参照、以
下 WG と略）」を立ち上げた。

書誌コントロールに関連する LC の主な取り組み（WG
設置以前）
　本章では書誌コントロールに関する、2000 年以降
の LC の取り組みについて、簡単に概観したい (1)。
　2000 年は、LC の書誌政策に現在も影響を与えつ
づけている、2 つの大きな出来事が起こった。1 つは
LC 創立 200 周年記念行事として開催された「新千年
紀のための書誌コントロールに関する 200 周年記念
会議」(2) であり、他方は LC 館長ビリントン（James 
Billington）の依頼により結成された「LC の情報技術
戦略に関する委員会」による報告書『LC21：LC のた
めのデジタル戦略』(3)（CA1343 参照）の発表である。
　前者では 5 分科会における討議が行われ、その結
果、専門部会を結成して「ウェブ資源の書誌コントロー
ル：LC 行動計画」(4)（CA1431 参照）の策定を進め
ることとなった。2006 年 3 月に公表され、米国議会
図書館件名標目表（LCSH）の廃止など、衝撃的な内
容で大きな反響を呼んだコーネル大学のカルホーン

（Karen Calhoun）による報告書『目録の変化する本
質および他の情報発見ツールとの統合』(5)（CA1617
参照）は、この行動計画の一部として企画されたもの
である (6)。
　後者では、1998 年から約 1 年半かけて行われた、
LC の全組織に対する横断的な点検の結果として、電
子資料の収集・保存・組織化・提供のための戦略や、
国内外協力機関との協力関係構築など、増大する電
子資料に対応した改善を LC に提言している。とりわ
け第 5 章「知識アクセスのデジタル情報への組織化：

目録からメタデータへ」(7) では、メタデータの構築に
言及している。
　一方、ウェブ検索技術はこの数年で、長足の進歩を
遂げ、さらに従来からの検索エンジンに加え、学術
情報に特化したウェブ検索エンジンや、出版物そのも
のをデジタル化するプロジェクトが登場するに至った

（CA1564、1606、E473 参照）。
　このように検索エンジンによるウェブ検索のカバー
領域が広がりをみせていた 2005 年 1 月、図書館サー
ビス担当副館長マーカム（Deanna Marcum）が、電
子情報アグリゲーターのエブスコ（EBSCO）社主催
のセミナーで、「目録業務の将来」(8)（CA1617 参照）
と題する講演を行った。マーカムは目録からウェブ検
索エンジンへの利用者のシフト、大規模デジタル化プ
ロジェクトの進行という流れに言及し、費用対効果の
低い現状の目録業務への危機意識を顕わにした。
　一方 2006 年 4 月には、LC はシリーズ典拠の廃止
を発表した (9)。この方針には図書館界から強い反発の
声が挙がったが、当初予定通り同年 6 月から、施行
されるに至った (10)。
　WG 発足にあたり LC は、ウェブ検索エンジンの進
化、インターネット環境の充実、電子情報資源の爆発
的増加に伴い、図書館業務が大幅な変革を迫られてい
ることを指摘している (11)。高コストな上に、ウェブ
上の電子情報資源に対するアクセス手段として不十分
である現在の図書館目録のあり方、ひいては知識情報
提供機関としての図書館の将来に対する LC の危機感
の表れであるといえよう。

WG の検討経過
　2006 年 11 月 2・3 日の両日にわたり、WG の創立
会議が LC で開催され、論点として次の 3 点を取り上
げることが確認された (12)。

（1）進化しつづける情報環境の下で、図書館資料の
管理と利用者からのアクセスに対する効果的なサ
ポートを可能にする、書誌コントロールや目録作
業の方法に関する調査と知見の提示

（2）(1) で得られたビジョン達成のための図書館コ
ミュニティ全体としての実現方法の勧告

（3）ＬＣの役割と優先事項についての助言
　また WG の具体的なテーマや進め方に関する議論
も交わされた。席上では、図書館界のあらゆる意見を
くみ取る機会をもつことが決定的に重要であるとし
て、3 回にわたり、テーマごとに複数の地域で公開ミー
ティングを実施することを決定した。なおテーマ・開
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催日時・開催場所は下記の通りである (13)。

第 1 回（2007 年 3 月 8 日）
テーマ：書誌データのユーザと利用
会　場：カリフォルニア州マウンテンビュー；グー

グル本社（E634 参照）

第 2 回（2007 年 5 月 9 日）
テーマ：書誌データの構造と標準化
会　場：イリノイ州シカゴ；米国図書館協会（ALA）

本部

第 3 回（2007 年 7 月 9 日）
テーマ：書誌データの経済性と組織
会　場：ワシントン D.C.；LC

　この公開ミーティングの会場として、グーグル本社
や ALA 本部が選ばれたことは、特筆されるべきこと
であろう。一方では、ウェブ上の情報資源と利用者を
結びつける重要なツールであるウェブ検索エンジン大
手の本社で、他方では利用者と情報を結びつける機関
であることを自負する図書館の職能団体の本部で、デ
ジタル情報時代における図書館の課題が議論されたわ
けである。第 3 回公開ミーティングの会場となった
LC とともに、公開ミーティングの会場設定には重大
な意味が含有されていると考えずにはいられない。
　これら 3 回の公開ミーティングを経て、2007 年
11 月 13 日に、LC で報告書草案のプレゼンテーショ
ンが開催された（E720 参照）。この模様はウェブキャ
スティングにより、全世界に生中継された (14)。11 月
30 日には報告書草案 (15) が公開され、翌 12 月 1 日か
らパブリックコメントの募集が開始された。パブリッ
クコメントの募集期間は 12 月 15 日までの短期間で
あったが、総計で 100 ページを超える分量の意見が
寄せられたという。
　2008 年 1 月 8 日、WG は 最 終 報 告 書 “On the 
Record：Report of The Library of Congress 
Working Group on the Future of Bibliographic 
Control”(16) を LC に提出した（E749 参照）。

最終報告書の内容
　序説において、WG は、書誌コントロールの将来を、
相互協力的で、分散化され、国際的で、ウェブを基本
とするものであると予想する。それは民間部門も含む
広範囲のユーザとの積極的な相互協力、相互連携によ

り実現されるものであり、ウェブ技術への対応が必須
であるとする。
　また指針となる原則として、（1）単なる目録作業
より広い概念としての書誌コントロール、（2）図書館、
出版者、データベース提供者を越えた広がりをもつ書
誌的世界、（3）LC の役割の 3 点について再定義を行い、
LC が担い、図書館コミュニティが依存してきた役割
の分担の再検討を呼びかけている。
　報告の中心となる勧告は、1. 書誌レコード作成の
効率性の拡大、2. 貴重資料、図書館に固有の資料や
その他の秘蔵資料へのアクセスの拡大、3. 将来的な
技術の位置づけ、4. 将来的な図書館コミュニティの
位置づけ、5. 図書館情報学専門職の強化の 5 つの領
域からなり、あわせて 114 の勧告が提示されている。
　1. では、相互協力、書誌レコード共有の拡大、初
期段階で得られる情報の有効利用の手法として、1.1 
冗長性の排除（5 項目、15 勧告）、1.2 書誌レコード
作成の責任分担の拡大（4 項目、13 勧告 )、1.3 典拠
レコード作成・維持の協同（3 項目、10 勧告）が挙
げられ、2. は 5 項目、13 勧告が挙げられている。3.で
は、3.1 基盤としてのウェブ（3 項目、8 勧告）、3.2 
規格（5 項目、14 勧告）、4.では、4.1 現在と未来のユー
ザのためのデザイン（3 項目、7 勧告）、4.2 FRBR の
実現（１項目、4 勧告）、4.3 利用と再利用のための
米国議会図書館件名標目表（LCSH）の最適化（4 項目、
13 勧告）、また、5. では、5.1 エビデンスベースの確
立（2 項目、8 勧告）　5.2 現在と将来のための図書館
情報学教育のデザイン（3 項目、9 勧告）が挙げられ
ている。

草案からの変更点
　最終報告に対する100ページを越えたとされるパブ
リックコメントは、一般的な語句修正として、また勧
告項目の追加・訂正として最終報告に反映されている。
　草案からの変更が大きかったものとしては、「3.2
規格」の勧告、「4.3 LCSH の最適化」の序説部分と「5. 
図書館情報学専門職の強化」の勧告の追加がある。
　「3.2 規格」では、勧告項目の順序が変更され、「RDA
策定作業の中断」は最後に移された。ここでは記述内
容が詳細化され、中断がより強く勧告されている。ま
た、「3.2.1 より大きい書誌的仕組みのための一貫し
た枠組みの開発」と「3.2.2 規格開発工程の改善」が
追加された。今後ますます増大し、重要となる規格の
開発を合理化するために、規格の部品化、開発工程情
報の公開など、開発工程の改善が勧告されている。
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　4. 将来的な図書館コミュニティの位置づけとして
は、書誌コントロールの将来に係わる多くの勧告が
提示されている。「4.1.1 外部情報とのリンクの拡大」
では、これまで書誌情報と見なされなかった書評、ラ
ンキング情報などの評価情報も含む外部情報とのリン
クの拡大やユーザ作成データの統合、「4.2FRBR の実
現」では、FRBR を実現するためのテストプランの開
発、「4.3 利用と再利用のための LCSH の最適化」では、
カルホーン報告ではその廃止が提案され、反響を呼ん
だ LCSH については、統制語による主題アクセスに
おいて有効ではあるが、管理と機械化の観点で扱いに
くい構造であり、その複雑さはユーザの利用を妨げて
いるとしている。その改善のため、LCSH の変換、米
国国立医学図書館医学件名標目表（MeSH）など他の
統制語件名標目の適用と相互参照の促進、主題分析に
おける自動索引の可能性の調査などが勧告されている。

おわりに
　WG の報告は、LC にのみ向けられたものではない。
LC と同様の使命を負う他国の国立図書館も含めて、
広く関係者に向けられたものである。
　今後、LC と他の関係機関は、勧告に対して、それ
ぞれの立場で優先順位を設定し、実行に移すことにな
ろう。国立国会図書館も、国立図書館として LC と共
通する部分については、引き続きその動向に注視する
必要がある。
　また、国立国会図書館書誌部では、書誌データの作
成及び提供の新しい方針の平成 19 年度策定に向けて、
2007 年 11 月 16 日、「書誌データの作成及び提供：
新しい目標・方針の策定」をテーマに、平成 19 年度
書誌調整連絡会議 (17) を開催し意見交換を行った。平
成 20 年以降の実行計画策定では、WG 勧告に対する
今後の LC の対応が大いに参考になるものと思われる。
こちらの観点でも、引き続き注視していきたい。
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アフォーダンス理論に基づく
情報行動研究の可能性

　ある日、旧友からどこの大学図書館で A という本
を所蔵しているのか知りたいという電話がかかってき
た。Webcat の存在を彼に教えるとともに、所蔵につ
いて調べてあげた ― 図書館員ならば業務とはいえな
いが友人の役に立った経験は 1 つや２つあるのでは
ないだろうか。
　情報探索や情報利用、情報伝達といった領域の研究
は、図書館情報学では情報利用研究 (user’s study) と
呼ばれ盛んに研究が行われている (1)。本論では、ア
フォーダンス理論 (affordance theory) に基づき大学
院生の情報行動分析を行った論文を紹介しつつ検討を
行う。その際、先ほどの日常的な場面が分析の俎上に
上っているのを目にすることになるだろう。

1．アフォーダンスとは
　アフォーダンスとはアメリカの心理学者ギブソン

（James J. Gibson）が提唱した概念である (2)。本章
では本論に必要な範囲内で、アフォーダンス概念を説
明する。
　ギブソンは知覚の研究を行うにあたって、当時先端
であったゲシュタルト心理学より大きな影響を受けた。
ゲシュタルト心理学以前の心理学は、末梢神経に与え
られる局所的刺激と要素的感覚の間に１対 1 対応が
存在すると仮定し、要素的感覚が統合されることで知
覚が可能になると考えていた。ゲシュタルト心理学は
この既存の心理学の思考法では、ある事象（仮現現象）
を説明できないと批判する。
　たとえば夜、工事現場の LED チューブ内の光点が
移動しているように見えた経験はないだろうか。この
光点は実際に運動しているのではなく、2 つの点が一
定の時間間隔を置いて明滅しているに過ぎない。しか
し私たちには光点が運動しているように見える。既存
の心理学の考え方ではこの運動視を説明できない。知
覚の土台に刺激があるとするなら、運動視が生じるた
めには 1 点からもう 1 点への実際の刺激の移動が必
須の条件と考えられるからである (3)。

　ゲシュタルト心理学は、2 光点の刺激をそれぞれ分
離した刺激として考えるのではなく、2 光点及びその
運動自体が、一つの形態（ゲシュタルト）として、全
体的に知覚されていると考えるべきであると主張した。
このような部分からではなく全体から知覚を考える方
法を、ギブソンも踏襲することになる (4)。
　ではギブソンは知覚をどのように考えたのだろうか。
ギブソンも刺激が知覚の原因ではないと考えた。ギブ
ソンによれば、環境のなかに情報が実在し、情報をピッ
クアップすることが知覚なのである。アフォーダンス

（affordance）とは、環境が知覚に与える（afford）情報
のことである。例えば椅子を見れば「座ることができ
る」という情報が、橋を見れば「渡ることができる」と
いう情報がアフォードされていると考えるのである (5)。
　このアフォーダンス概念は、デザインやインター
フェースの領域に影響を与えている。たとえばドアの
取っ手のデザインとアフォーダンス概念の関係につい
て考えてみよう（図 1）(6)。アフォーダンス概念による
と、取っ手が縦に配置されている A のドアは、引く
ことと押すこと双方の行動をアフォードしていると説
明することができる。しかし取っ手が横に配置してあ
る B の場合、押すことのみをアフォードしていると
考えるのである。
　このような行動への影響はすべての人に妥当するわ
けではないが、ほぼ客観的に観察されている。従って
利用者にドアを押してもらいたい場合には、B のデザ
インとする方が適切であるといえるだろう。アフォー
ダンス概念はこのようにユーザビリティーを考える際
のコンセプトとなるものである。

2. アフォーダンス概念と大学院生の情報行動分析
　サドラー（Elizabeth Sadler）とギブン（Lisa Given）
は、大学図書館の利用について社会科学系の大学院
生（8 人）及び図書館員から聞き取り調査を行い、ア
フォーダンス概念を用いて分析を行った (7)。
　サドラーらはアフォーダンスを、「実際のアフォー
ダンス」と「知覚されたアフォーダンス」とに分けた。

図 1.　ドアの取っ手のアフォーダンス

(A) (B)


