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北欧のコミュニティと公共図書館：スウェーデン

1. はじめに
　スウェーデンの公共図書館の源流は、1800 年代の
半ばに活発になった各種の国民運動に見られ、他の北
欧諸国同様、民主主義の理念、特に生涯学習を支える
機関として、その歴史は長い。
　社会の変化に従い当然、公共図書館の使命も、利用
者のニーズも変化する。今日の図書館は本の貸出はも
とより、社会の文化・知識・情報そして文化センター
として多くの役割を担っている。だが移住地、年齢、
学歴、文化・経済的背景にかかわらずすべての住民に
必要な情報を提供するという根本的な目標は変わって
いない。
　北欧の中ではスウェーデンのみ、国としての図書館
政策を有していない。従って図書館活動は主として、
コミューン（自治市、以下コミューン）の責任で運営
されるのであるが、コミューンの大きさ、政治家の関
心度、そして図書館員の教育レベル等により、コミュー
ン間に図書館の質の違いが生じてしまう。たとえば国
立文化評議会（Kulturrådet）の 2006 年度の統計に
よると、開館時間だけでも週 9 時間から 56 時間とい
う差がある (1)。
　唯一全国共通の規定と言えば、1996 年に制定され、
2005 年に改正された図書館法である。本稿では現在
スウェーデン社会が直面している問題を考慮し、特に
身体・視覚障害者、移民や他の少数民族へのサービス
と、図書館間協力に焦点を置いて、優れた実践例を紹
介すると共に今後の課題を考えてみたい。

2. ウーメオ地域の図書館共同プロジェクト
　北スウェーデンのウーメオ地域は６つのコミュー
ンで構成され、9,500 平方キロメートルの面積に人口
14 万人（１平方キロメートルにつき 15 人）を抱える。
そのうち一番大きいウーメオ市に 11 万人、一番小さ
いビュールホルム市に 2,600 人が住んでいる。この
地域の図書館が推進する共同プロジェクト “Bibliotek 
2007” は、2007 年 欧 州 公 共 部 門 賞（European 
Public Sector Award：EPSA）を受賞した。
　この地域の特徴は、通勤のためコミューン間の行き
来が頻繁なことである。そこで誰でも図書館サービス
を平等に受けやすくすることを目的に、まず共通の図
書館カードを発行することにした。このカードによっ
て利用者は居住地にかかわらず、合計 100 万冊のコ
レクションに自由にアクセスできるようになった。も
ちろん地域内のどこで借りても返却しても良い。また
利用者が図書館と初めて出会うのがインターネットの
ウェブサイトであることも多いと考え、共通のウェブ
サイトを作成した。読みやすく、「散策」しやすいよ
うに、ウーメオ大学デザイン学校がウェブサイトのデ
ザインを担当した。
　次に、コミュニティのサイズに左右されない革新的
な技術投資の実現を果たした。共通のコンピュータシ
ステム “LIBRA3” を導入し、身体・視覚障害者に特
に配慮した機能を実装した。その結果、利用者は自分
の家から外に出ることなく、本の貸出、予約、購入は
もとより、ホームページから直接電子ブック、音楽そ
して映画をダウンロードすることが可能となった。さ
らに 2007 年秋からは、利用者の図書館活動への活発
な参加を促すため、利用者が本の評価、感想や推薦文
をウェブサイトに掲載し、そこでグループ議論や読書
サークルを開始できるようにした。またウェブサイト
そのものを人工音声で読み上げ可能とし、コンピュー
タや電話で利用可能とした、さらにウーメオ図書館で
は、「オーディオインデックス」という試作品が録音
図書コーナーと子どもの DAISY 資料のコーナーに備
えられている。コンピュータ端末を棚にそって移動さ
せることにより、視覚障害者は本の内容をヘッドフォ
ンを通して聞ける仕組みである。スウェーデンの全て
の公共施設は、2010 年までに建物・装置のバリアフ
リー対応を義務付けられていることを考えると、この
試みは先進的だと言えよう。
　このプロジェクトの結果、図書館間のみならず他の
機関との協力が深まり、次のような恩恵がもたらされ
た。
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各図書館が地元の利用者の希望に応じて図書を購• 
入する自由度が増した。
システムの共通化でサーバやコンピュータセキュ• 
リティへの投資費用が削減できた。
図書館全館の技術的レベルアップを図ることがで• 
きた。
図書館システムにかかわるソフトウェア、ハード• 
ウェア導入時の、価格交渉力が強化できた。
新収図書の目録 への入力が１回で済むように• 
なった。

　このプロジェクトは利用者の高い評価を受けたと同
時に、開始から終了まで政治家の理解と支持を得るこ
とができたとされている。

3. 難民・少数民族に対する図書館サービス
　次に難民や少数民族に対する図書館サービスにつ
いて紹介する。スウェーデンには 2006 年 10 月現在、
外国生まれの住民が 1,175,200 人（人口の約 13％）(2)、
亡命希望者は 300,524 人（半数がイラク人）(3) 在住
しており、第 2 次世界大戦後 2 番目に多い数となっ
ている。
　図書館法はこうしたグループに対し、スウェーデン
語以外の言語で資料を提供することを義務付けてい
る。このサービスに関する市町村の公共図書館の支
援は、各地域ごとには各県立図書館、全国的にはス
トックホルム市立図書館内国際図書館が担当する。後
者は元々移民センターであったが、2000 年 5 月、ス
トックホルム市の公共図書館兼多言語図書館相互貸借
センターとして再オープンした。運営にあたり、国
が 50％、ストックホルム県と市が 25％ずつ出資して
いる。同館にはスウェーデン語、他の北欧言語、英語、
仏語と独語以外の 120 強の言語の図書を 20 万冊以上
所蔵し、必要に応じて国内外（北欧内は無料）の図書
館への貸借サービスを行っている。また新規購入した
“Pressdisplay” というデータベースにより、訪問者は
インターネット上で刊行されている、世界 70 か国・
約 500 紙の新聞を母国語で読むことが可能になった。
　国際図書館で特にユニークな点は 2005 年 4 月に公
開されたウェブサイトである。ラテン文字を使用し
ない国から来た人が多いことに配慮し、スウェーデン
語版とスペイン語版のほか、アラビア語版、ペルシャ
語版、ロシア語版、中国語版を提供している。さらに
2004 年以降入力された蔵書は、これらの言語で検索
可能である。また他の図書館をサポートするため、分
類表、一般的な図書館用語や案内を多言語で作成して、

ウェブサイトからダウンロードできるようにしたり、
多言語図書の購入先といった有益なリンク集を提供し
ている。
　2005 年 4 月からは、多言語のオンラインレファレ
ンスシステム “Ordbron2” が稼動している。これは
スウェーデン語の使えない人にも同等の図書館サービ
スを提供し、スウェーデン社会へのより活発な参加
を促進するために、専門的な情報を 12 か国語で提供
する。2007 年 4 月には、利用者への便宜を図るため、
“Frågabiblioteket”（スウェーデン語のウェブサイト）
と統合された（同時に大学・専門図書館用のウェブサ
イト、児童用ウェブサイトも統合された）。

4. まとめに代えて
　複数の図書館がお互いのコレクションを自由に使う
という試みや、利用者のニーズを考慮した使いやすい
ウェブサイトを作成・提供など、図書館のサービスの
向上と利用者の積極的な参加を促す努力は、本稿で紹
介した以外にも行われている。
　とりわけ前者は将来的に県を合併し、その数を減ら
すという政治的提案があることを考えると、今後増加
していくものと思われる。後者に関しては、移民がス
ウェーデン社会にできる限り早く慣れるための援助と
して図書館の役割が大きいこと、一方で現在はまだ言
語の問題から図書館が提供するデジタルサービスを利
用できる機会が少ないことを考えると、このグループ
にあわせた情報提供の徹底と利用指導の充実は、公共
図書館の大切な課題の 1 つとして、引き続き取り組
むべきものであると言えよう。
　一方、図書館は社会の鏡であり、その活動の充実に
あたり社会の支持は欠かせない。2008 年度の政府の
予算案には「将来の社会における図書館の立場を強化
し、その利用の容易性を保障するため図書館法の見直
しを計画する」とある (4)。この見直しにより長年図書
館関係団体が必要だと訴えてきた、国による図書館政
策の実現に近づくとともに、効果を発揮することに期
待したい。
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情報学の知識構造を描き出す試み：
ジンズによる Knowledge Map 研究の概要

　動向レビュー　

1. 概要
　2007 年 前 半、 ジ ン ズ（Chaim Zins） に よ り、
"Knowledge Map of Information Science" という旗
印を掲げる一連の研究論文が発表された (1)(2)(3)(4)。情
報学それ自身を対象とし、その知的枠組みを同定・描
出することを目的としたものである。
　端的に見れば、その成果は、以下の 2 つの側面か
ら見ることができる。

“knowledge map（- mapping）” という概念・(1) 
方法論に伴う貢献
情報学という分野への理解に関する貢献(2) 

　つまり、これらを読むことにより、(1) 目に見えな
い「知識」（または認識）を視覚化する方法について
学べること、また (2) そこで俎上に載せられた情報学
に関する理解を深められることが期待される。
　しかしながら、これら 2 つの効用は内側で交叉す
るものであり、その点にこそ真価があるのかもしれな
い。それ以上に、著者の側におそらく非常に精緻化さ
れた企図がありそうだ。以下では、こうした想定に基
づいて、ジンズの仕事に関して概観したい。

2. 成果
　ここで追究されている “knowledge map”（以下ナ
レッジマップ）とは、個人的知識や社会集団の共有知
識の構造の図式化を意味すると考えられる。そして情
報学のナレッジマップとは、情報学という学術分野を
構成する（帰属する、または一定の関与を持つ）研究
者の集団の共有する知識や共通イメージを何らかの形
で視覚化したもの、と解することができる。
　“Map” という語から連想されるのは、学術分野の
範囲や構成・構造等に関する計量的（経験的）研究で
ある。それは従来から情報学の主題の 1 つに位置づ
けられ、ビブリオメトリックス（計量書誌学）全盛の
時代を経て、現在に至るまで継続している (5)。また情
報学自身を対象とする研究も古くから見られる。ここ
では、情報学の方法論による情報学それ自体を対象と
する研究があること、つまり自己言及性を持つことが
古くから情報学の重要な特性として注目されてきた。


