
カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

5

of Congress Working Group on the Future of Bibliographic 
Control. 2008, 44p. http://www.loc.gov/bibliographic-
future/news/lcwg-ontherecord-jan08-final.pdf, (accessed 
2008-02-18).
国立国会図書館 . “ 書誌データの基本方針と書誌調整：書誌調整(17) 
連絡会議 ”. http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/conference.
html, （参照 2008-02-18）.

CA1651

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)
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「実際のアフォーダンス」とは図書館員によって意図
された図書館の利用法であり、「知覚されたアフォー
ダンス」とは利用者が実際に図書館を使ってみて知覚
した図書館の利用法である。「図書館員の意図」と「利
用者の図書館に対するまなざし」とのずれを通して、
図書館利用の実態を把握しようというのが彼女らの意
図である。聞き取り調査の結果は、図書館側の意図を
横軸に、利用者による知覚を縦軸にしたマトリックス
で表現されている（図 2）。
　(1) は図書館の意図に利用者が気づいている事柄で
ある。オンライン目録やレファレンス・ライブラリア
ン、電子ジャーナル・データベースや ILL については、
利用者にもよく知られ利用されていることがわかる。
　(2) は利用者が図書館の意図とは外れたところで図
書館を知覚している事柄である。電子ジャーナルを学
外の友人に不正に提供し且つそれを悪いことだと思っ
ていないことや、最新技術の導入により学生が不安を
覚えていることは、図書館が意図したものではない。
　また本稿冒頭でも触れたが、業務以外で図書館員が
図書館の案内役となっていることも、必ずしも図書
館員が意図したものではないだろう。友人の父親が図
書館員であったり、友人が図書館情報学修士の学生で
あったりすることで、オンライン目録の存在を知った
り、実際に図書館員にレファレンスを依頼するように
なったという実例が紹介されている。このように、業
務外でも情報検索や図書館利用について相談すべき存
在として、図書館員はアフォードされていることを、
サドラーらは指摘している。
　(3) は図書館が意図した利用法のなかで、利用者に
気づかれていない事柄である。新しいサービスを提供
した場合、ウェブサイトに新しいアイコンをつけたり
告知を行ったりするが、利用者にあまり気づかれてい
ない。情報リテラシー講座は図書館が重要な位置づけ
をしてウェブサイト上で宣伝しているにも拘らず、利
用者にはあまり気づかれていない。ウェブサイトの作

りに問題があり気づかれていない場合もあるが、それ
以上に構造的な問題が存在しているとサドラーらは考
える。すなわち、利用者は図書館のウェブサイトを訪
れた際、自分自身の目的に関心を集中させている。そ
のなかで新しいボタンや告知はノイズとなり見落とさ
れる可能性が高くなる。情報リテラシー講座の案内は
トップページに存在したにも関わらず、ほとんどの利
用者の目には入っていないことを示している。
　上記 (2)、(3) の分析より、個人的な関係からウェブ
サイト上での告知まで、図書館員が利用者に対して持
つコミュニケーションの手段は多様であるべきである
という意見が導き出されている。

3 分析と私見
　サドラーらの論文を読んでまず感じたことは、取り
立ててアフォーダンスという概念を使用しなくても分
析が可能ではなかったかということである。彼女らが
使用しているアフォーダンス概念（「実際のアフォー
ダンス」及び「知覚されたアフォーダンス」）は、実
はノーマンがコンピュータなどの日常品のインター
フェイスを考えるために単純化したものである (8)。ギ
ブソンの『生態学的知覚論』では、アフォーダンス概
念は様々な知覚経験や知覚実験をもとに提示されてお
り、特に光と知覚を巡る考察はアフォーダンス概念を
考える上で重要であると筆者は考えている。しかしサ
ドラーらはそういったアフォーダンス概念の「深み」
には入らず、アフォーダンス概念を道具的に利用し分
析を行っている。情報行動研究にアフォーダンス概念
を用いることの有効性については、サドラーらの論文
からはよくわからないと筆者は考える。
　しかしながらサドラーらの論文は、重要な観点を提
示していると筆者は考えている。それは図書館を部
分や機能から捉えるのではなく、「複雑で絶えず変容
する生態システム」(9) と捉える点である。ギブソンが
ゲシュタルト心理学に影響を受けたことについては 1

図書館により意図されている 
Yes No

利
用
者
に
よ
り
知
覚
さ
れ
て
い
る

Yes

(1) 意図され知覚されている
　　－オンライン目録
　　－レファレンス・ライブラリアン
　　－電子ジャーナル・データベース
　　－ILL

(2) 知覚されてはいるが意図されていなかった
　　－電子ジャーナルを友人に不正に提供している
　　－技術に頼ることに対する学生の不安
　　　－インフォーマルな情報の保持者としての図書館員

No
(3) 意図されていたが知覚されていない
　　－情報リテラシー講座があることを学生が知らない
　　－学生が（Webの）新しいアイコンや告知を見ていない

図 2.　「図書館員の意図」と「利用者の図書館に対するまなざし」のずれ
　　　（出典：Sadler, Elizabeth. et al. (2007) （ 斜体部分 は坪井追記）)
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章で述べた。ゲシュタルト心理学には「全体は部分の
総和より大きい」という有名なテーゼがある。ウェブ
サイトを、また対人コミュニケーションを単体で考え
るのではなく、それらを図書館利用という全体のなか
で位置づける必要があるということは、当たり前のこ
とかもしれないが重要な観点ではないだろうか。更に
彼女らの論文は図書館利用を全体から捉える方法を通
じて、図書館員があまり意識していないであろう、利
用者との個人的関係の重要性に光を当てている。この
点も意外性があり、興味深い点だと筆者は考えている。

（関西館文献提供課：坪
つぼ

井
い

伸
のぶ

樹
き

）
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1．はじめに
　ICT を活用したレファレンスサービス、すなわち、
デジタルレファレンスサービスは、米国において様々
な様相を見せている。また、その様相に対する分析が
進められ、研究面での蓄積も進んでいる。本稿では、
デジタルレファレンスサービスの一つであるチャット
レファレンスサービス（以下、CRS）に関する研究の
広がりを報告する (1)。ただし、日本においては、この
サービス活動そのものに対する十分な紹介がなされて

対面RS 電話RS EメールRS CRS
場所 図書館 遠隔 遠隔 遠隔
時間 同期 同期 非同期 同期
媒体 話し言葉 話し言葉 文字 文字

（RS：レファレンスサービス）
表 1.　CRS の性質
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チャットレファレンスサービスに必要な
専門的能力

いないことから、その特徴が確認できるように、CRS
に必要な図書館員の専門的能力（competencies）を
扱った論考に焦点を合わせる。

2．チャットレファレンスサービスの性質
　デジタルレファレンスサービスにおいて、ネット
ワーク上に仮想的なレファレンスデスク（レファレン
ス質問の受付窓口）を設け、利用者のニーズに対応し
て情報を提供したり、利用指導を行なったりする活動
をバーチャルレファレンスサービスとよんでいる。単
館で実施する場合もあるし、ネットワーク機能を展開
させて複数館で協同の窓口を開設することもある。
　CRS は、利用者とコンピュータ上で、文字（テキ
スト）のやりとりによる対話（チャット）をしながら
進められる。すなわち、CRS 特有の性質として、次
の 3 つの要素に目を向ける必要がある。

場所• 
時間• 
媒体（コミュニケーションの方法）• 

　これらを、既存の主なレファレンスサービスの形
態と比較して見ると、表 1 のように整理することが
できる。CRS は、場所の点では対面 RS と異なり、遠
隔型のレファレンスサービスである。また、時間の点
では、E メール RS では、利用者からの質問と、それ
に対する回答にタイムラグを生じるのに対して、CRS
は、利用者と図書館員が時間を共有している形態、す
なわち、同期型となっている。さらに、媒体の点では
対面 RS や電話 RS とは異なり、文字によるコミュニ
ケーションが基本となる。
　このように CRS は、従来行われてきたレファレン
スサービスとは異なる性質を持っており、図書館員に
は、新たな能力、あるいは、これまで以上に高めるこ
とが求められる能力があることを予測させる。

3．チャットレファレンスサービスの実際
　米国においては、レファレンスサービスを普及・向
上させ、また、標準的あるいは理想的なサービス提
供のために、指針（guideline）づくりが活発であり、
近年では、デジタルレファレンスサービスに関する指
針も登場している (2)。また、デジタルレファレンスサー


