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2009 年アジア太平洋図書館・情報教育
国際会議（A-LIEP 2009）開催報告

　2009 年 3 月 6 日から 8 日まで、筑波大学を会
場としてアジア太平洋図書館・情報教育国際会議
（Asia-Pacifi c Conference on Library & Information 
Education and Practice；A-LIEP）が開催された。
この会議の主催者の一員として関わったことから、
開催の経緯と準備状況、会議の成果について報告し
たい。
　会議は、筑波大学大学院図書館情報メディア研究
科、筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター、
日本図書館情報学会の 3 者が共同主催者となり、情
報知識学会など 3 つの学会の協賛と文部科学省など 4
つの公的機関の後援、28 の企業等のスポンサーの財
政支援を受けて開催された。開催にあたっては、筑
波大学大学院図書館情報メディア研究科のスタッフ
が中心となって準備を行った。
　日本の図書館情報学関係でこれだけの規模の国際
会議が開催されるのは久しぶりである。1986 年の国
際図書館連盟（IFLA）東京大会は、もう記憶してい
る人も少なくなった。日本の図書館あるいは図書館
情報学は、この IFLA 東京大会前後の数年がピーク
であったが、1990 年代以降、バブル経済崩壊に伴う
公的資金の減少と情報環境の大きな変化への対応の
遅れがあって、ずっと沈滞していたというのが個人
的な見方である。その意味で、2006 年に京都で開催
されたアジア電子図書館国際会議（ICADL；E587 参
照）などとならんで、日本が国際的に情報発信する
体制がようやく作れるようになってきたものである。
　A-LIEP は 2006 年に最初の会議がシンガポール、
2007 年に第 2 回が台北で開催され、今回のつくば
での開催が第 3 回にあたる。この一連の会議が開催
されることになったきっかけが、日本での LIPER
（CA1599、CA1621 参照）の研究活動にあったとい
うのは今回初めて伺ったことで驚いた。LIPER は
2003 年から 2006 年にかけて、「情報専門職の養成に
向けた図書館情報学教育の再構築に関する総合的研
究」として実施された共同研究（代表者：上田修一・
慶應義塾大学教授）の略称である。その研究の過程
で、アジア地域の図書館情報学教育の現状を把握す
るために、シンガポール、タイ、台湾、中国、韓国
などから専門家を呼んで話を伺った。それがきっか
けとなって、アジア太平洋地域の図書館情報学教育
の協力体制をどのように作るかをテーマとした一連
の国際会議が開催されるに至っているという。これ
は LIPER 関係者としてもうれしいことである。

　さて、準備の過程では原油価格の高騰による航空
運賃の高騰や米国サブプライムローン破綻による金
融危機などの大きな経済問題があって、参加への影
響が心配されたが、結果的にはアジア太平洋地域だ
けでなく、北米、欧州、アフリカを含めて 30 か国か
ら参加があった。全参加者は 186 名で、このうち国
外からの参加は 66 名であった。昨今の経済情勢を反
映してか、南アジアあるいは中近東の諸国からの参
加者が多いことが目についた。
　プログラムは、招待講演としてピッツバーグ大学
情報学部のロナルド・ラーセン（Ronald Larsen）学
部長と国立国会図書館の長尾真館長の講演があり、
公募し査読の結果採用された研究発表 66 件（うち口
頭発表 47 件、ポスター発表 19 件）、パネルディスカ
ッション 1 件、シンポジウム１件が実施された。研
究発表のテーマとしては図書館情報学教育に関する
もの、図書館情報学分野の研究、そして図書館情報
学における実践についての報告がほぼ 3 分の 1 ずつ
を占めた。あまり日本では知られていない国々にお
ける図書館員養成や図書館の実践についての報告が
あり興味深かった。
　パネルディスカッションはラーセン氏の基調講演
とも結びついたもので、インフォメーション・スク
ール（略称 i-schools）を扱ったものであった。米国
で伝統あるライブラリー・スクールの閉鎖が報じら
れたのは 1980 年代から 90 年代にかけてであった。
これは大きな政府から小さな政府への移行によって、
公共部門の図書館員市場が相対的に小さくなったこ
とに基づく。残された学校は情報技術に基づく知識
マネジメントに力を入れ、民間部門でも通用する要
員の育成に力を入れてきた。インフォメーション・
スクールへの移行はそれを端的に示している。また、
シンガポールを筆頭に、アジアの諸国でもそうした
市場志向の情報学教育に対応しようとしているとこ
ろがある。
　長尾館長の講演は、情報工学者であって国立図書
館の館長を務める氏の電子出版と電子図書館に関す
る独自の考え方が参加者の関心を引いた。多くの質
問があり、氏はていねいに答えていた。
　最終日のシンポジウムでは筆者も含めて論者が自
由に意見を述べた。イェール大学図書館副館長のダ
ヌータ・ニテキ（Danuta Nitecki）氏は、図書館マ
ネジメントにおける調査研究の重要性について述べ、
シンガポール・ナンヤン工科大学のクリス・クー・
スー・ガン（Christopher Khoo Soo Guan）氏は、グ
ローバルな知識コミュニティの形成に対応するよう
な知識プロセス管理の専門職育成の必要を述べた。
また、欧州デンマークから参加したレイフ・カイベ



カレントアウェアネス　NO.300（2009.6）

11

ルグ（Leif Kajberg）氏は比較図書館学的な視点から、
欧州の図書館情報学教育が国際化の状況の中にあっ
て相互の課題を持ち寄って議論し、連携すべきこと
を述べた。韓国・延世大学のムン・スンビン（Moon 
Sung-Been）氏は、同大学文献情報学部の現状と課題
について報告した。筆者は日本の図書館情報学教育
が世界の潮流から孤立しているように見えるが、専
門職教育を確立すべきことと、他方で情報専門職の
レリバンス（養成教育と職との関連性）そのものが
問われていること、という二つの相矛盾する世界的
な課題を担っていることを述べた。
　この会議は、日本のようにテクノロジーで世界を
リードする国の図書館情報学教育がどういうものな
のか知りたいという出席者の期待に、一定程度答え
ることができたのではないかと考える。また、予想
を上回る数の日本の若い研究者が積極的に研究発表
を行った点は将来を考えると大きな収穫であったし、
また準備に当たった筑波大学のスタッフ・学生・大
学院生にとっても、国際会議を経験したことは大き
な財産となったものと思われる。
　これまで、図書館関係の国際的な対応については、
日本図書館協会、国立国会図書館、国立情報学研究
所などが個別にあたってきたが、A-LIEP2009 の準備
をきっかけとして日本図書館情報学会にも国際委員
会（委員長：三輪眞木子・放送大学教授）がつくられ、
対外的な窓口として機能し始めている。ようやく見
え始めた図書館情報学における国際的課題を議論す
る場となることを期待したい。

（東京大学：根
ね
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経済低迷期と向かい合う米国公共図書館

増加する利用
　カウンターに立つ図書館員たちは、経済低迷期に
なると利用が増えることを知っている。ベテランは
過去の経験として、新人は知識として。
　過去いくたびもの経済低迷期に経験された利用増
加の現象（1）は、現在の図書館にも起こっている。そ
れも、一部の地域に限らない。ニューヨーク、ボス
トン、シカゴ、シアトル、ロサンゼルスといった大
都市圏の大図書館ばかりではなく、イリノイ州の小
さな機械工業の町で、ネブラスカ州の酪農地帯の群
落で、フロリダ州の沿岸地域の静かな観光町で、利
用増加が報告されている。
　もちろん、ごく当たり前の日常の積み重ねの中で
積み重ねられた増加であり、内側にいる人間だから
こそわかる程度の変化なのだろう。しかし、検索す
ると、この 1 年ほどの間の増加を伝えるプレスリリ
ースやニュース記事が、何百となくヒットする（2）。
そしてそれらが伝える数値は、確かに報告に値する
ものである。貸出数が前年比 20％以上増えた、利用
カードの登録が 10％以上増えた、そんな数値が並ん
でいる。2008 年 9 月に公表された Harris Interactive
社の調査によれば、米国人のうち図書館利用カード
保有者は 68％で、その 76％が過去 1 年間に図書館を
訪問している（E842 参照）。2006 年の米国図書館協
会（ALA）の同種の調査と比べると、カード保有者
の比率は 5％、図書館訪問者の比率も 10％、高い値
を示している。
　2009 年の現在までを俯瞰することのできる全国的
な統計数値はまだ公表されていないが、増加を伝え
る 200 件、300 件の記事を眺め見ると、利用増加を裏
付ける値が出るのは間違いなさそうである。

何が市民を惹きつけているのか
　経済低迷という図書館を取り巻く環境変化の中で、
この利用増加を牽引しているのは何であろうか？本
だろうか？本だとすればどのような本だろうか？そ
れとも他の資料群やサービスだろうか？
　ニュースやレポートを丹念に読んでいくと、記者
や図書館員は、必ずしも本が利用増加の呼び水であ
ると捉えていないことがわかる。むしろ、彼らが強
調しているのは本の貸出以外の点であり、近年、米
国の公共図書館が、急激に変化する市民の情報ニー
ズに応えるべく改善をはかってきた新しいサービス
領域である（3）。


