
目 次

米国愛国者法の制定と図書館の対処 [CA1547] / 中川かおり ２
最後の拠り所としての政府情報コレクション[CA1548] / 筑木一郎 ４
カナダの刑務所内図書館 [CA1549] / 山口昭夫 ５
経営戦略としての図書館ブランディング

－英国図書館のリ・ブランディング事例から－
[CA1550] / 南山宏之 ７

「2004年ダブリンコア・メタデータ応用国際会議」（DC-2004）
開催される [CA1551] / 坂本博 ９

動向レビュー
ＭＡＲＣとメタデータのクロスウォーク [CA1552] / 佐藤康之 11
図書館コンソーシアムのライフサイクル [CA1553] / 尾城孝一 15

「情報哲学（the Philosophy of Information）」の誕生
：図書館情報学理論研究における新たな動向

[CA1554] / 松林正己 18

研究文献レビュー
レファレンスサービスの新しい潮流 [CA1555] / 小田光宏 21

……
………
………

………

…………

………
………

………

………



１．はじめに

図書館は，利用者が，図書館で何を読むかや，図書

館のコンピュータでいかなる情報にアクセスするかに

関知しない。こうした読書の自由を含む表現の自由は，

民主主義の基礎といえる。他方で，図書館は，利用者

が明白な法律違反行為を行う場合には，当然通報義務

を負う。

2001年９月11日の同時多発テロ事件から２か月足ら

ずで制定された米国愛国者法（USA PATRIOT ACT,

Pub.L.No.107-56.，以下，「愛国者法」という）は，

これまでの図書館の捜査協力義務を大幅に拡大した。

この拡大により，図書館は，捜査協力義務と表現の自

由の保護との間で，一層難しい舵取りを迫られている。

２．図書館に影響を与える愛国者法の主要規定

図書館に関わる愛国者法の規定として議論の焦点と

なっているのは，同法215条である。この条は，1978

年外国諜報監視法（Foreign Intelligence Surveillance

Act of 1978, 以下，FISAという。）の501条から503

条を削除し，新たに501条および502条を定める。この

うち，特に501条のａ項およびｂ項が問題とされる。

新しい501条ａ項は，「連邦捜査局長又は同局長が指

名した者（特定代理人補佐レベル以上）は，合衆国の

人が関係しない外国諜報情報を取得し，又は，国際テ

ロリズム若しくは秘密諜報活動の防止を目的とする捜

査のために，有形物（帳簿，記録類，書類，資料その

他の物品を含む。）の作成を求める命令を請求するこ

とができる」と定める。この「有形物」には，図書館

の利用者記録，貸借記録，コンピュータ利用ログ，検

索ログ等が含まれると解されている。

愛国者法215条は，上記501条を新設することで，図

書館が保有する業務記録をFISAの適用下に置く。し

かし，図書館が保有する業務記録は，必要な場合には，

通常の犯罪捜査手続きに則り，捜査令状や大陪審の罰

則付召喚令状により押収されうる。それでは，なぜ，

図書館が保有する業務記録を，FISAの適用下に置く

のか。それは，FISAが，外国人のテロ活動等を主な

捜査対象とするために，米国民に対する捜査であれば

科される制約が緩和されるためである。FISAは，そ

れに基づく捜査に対する許可命令等を発する特別裁判

所を設置する。この裁判所の審理や発せられた命令は

原則非公開であるため，FISAの適用下に置かれるこ

とで，通常の犯罪捜査よりも捜査の秘密性が高まるの

である。

また，FISA501条ｂ項は，「何人も，連邦捜査局が

この条に基づき有形物を捜索し，又は取得したことを

他の者（この条に基づく有形物の作成に必要な者は除

く。）に漏らしてはならない。」と定める。そのため，

図書館関係者は，この条の問題を議論するための前提

となる，この条に基づく捜査の有無さえも把握できな

い状態に置かれることになる。

愛国者法215条は，2005年12月31日までの時限規定

とされている（愛国者法224条）。

３．主要規定の図書館にとっての意味

これらの規定について，図書館として特に注目すべ

き点は，次の二点である。

第一は，議会が，連邦捜査局（FBI）に対し，図書

館の業務記録をFISAに基づき捜査する道を開いた点

である。これまでも，FBIが，図書館における利用者

の行動を把握しようとする動きをみせたことはある。

よく知られているのは，冷戦中に行われていた図書館

覚醒プログラム（Library Awareness Program）で

ある。これは，FBIが，国家安全保障上の懸念を引き

起こす可能性のある図書館利用者，特にソ連の科学技

術スパイを発見するためのプログラムであった。FBI

は，知的でリベラルな外国人が多く居住する地域の図

書館の利用記録等を重点的に調査した。多くの場合，

こうしたFBIの行動には，法的根拠がなく，図書館員

の側もそれに従う義務を負っていなかった。それに対

し，愛国者法による今回のFISAの改正は，FBIによ

る図書館の業務記録の調査に法的根拠を与えるもので

ある。このことは，図書館と利用者の関係や図書館の

方針に大きな影響を及ぼす。

第二は，図書館員に，FISAに基づくFBIの捜査が

あったことを口外してはならないとしたことが，図書

館研究のための調査を行いにくくする可能性がある点

である。上述したように，愛国者法の制定は，図書館

政策に大きな影響を及ぼすために，調査の必要性は高

まっている。しかし，口止め規定が存在することによ

り，（1）様々な諜報機関や捜査機関から情報の請求を

受け，どの情報がどの機関により請求されたかを理解

できない図書館員は，口止め規定に違反することを避

けるために，あらゆる情報請求について調査に応じな

い可能性があること，（2）研究者は，調査にあたり，

回答者が愛国者法215条違反に問われないような質問

文を作成しなければならないこと，（3）研究者の所属

する団体が，所属研究者によるこうした調査を嫌うこ

と等の事態が予測される。こうした調査が行いにくく

なることで，結果的に，図書館が愛国者法にいかに対

処すべきかについての政策策定も遅れることが懸念さ

れている。

４．米国図書館協会（ALA）の対処

ALAは，愛国者法の制定過程で，連邦議会に対し，
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図書館に対する影響を減らすための修正案の可決を働

きかけた。これは成功しなかったが，ALAはその後

も，同法の検討およびその結果の公表を行っている

（CA1474参照）。

2002年１月には，図書館員のための愛国者法のガイ

ドラインを公表し，（1）前もって弁護士に相談してお

くこ とや利 用者デー タの収 集方針を 見直すこ と，

（2）捜査官がきたときには弁護士を呼んだうえで対処

すること，（3）捜査官が立ち去った後は弁護士に捜査

についての情報公開の範囲等について相談すべきこと

等を勧告している。また，同年4月には，図書館に関

係する愛国者法の主要規定の解説を公表している。さ

らに，同年6月に公表したQ&Aにおいては，愛国者法

に基づく捜査ができるのはFBIのみであることに注意

を喚起した。2003年１月には，愛国者法および他の定

めが図書館利用者の憲法上の権利を侵害しているとし，

連邦議会にその改正を促す決議を行っている。

５．図書館の対処

愛国者法への公共図書館の対処については，イリノ

イ大学図書館研究センターによる調査が存在する。こ

れは，2002年10月に，5,000人以上の利用者を擁する

5,094館の公共図書館の中から，1,505館の館長を選び，

郵送調査で行われたものである。このうち，906館の

館長（60.2％）から回答を得た。

この調査によれば，図書館資料や館内でのインター

ネットの利用についての方針を変更した館はそれほど

多くない。利用者のインターネット利用規則を変更し

た館は9.7％，テロリストを支援するために用いられ

うる資料を自発的に除籍した館は1.3％にとどまる。

また，愛国者法についてスタッフ等に訓練を行った館

は約６割に及ぶが，同法に即して図書館の方針を変更

した館は１割以下である。

ただ，図書館員が自発的に利用者を監視するといっ

たことはあるようである。利用者が返却した資料に以

前より注意を払うようになった館は8.5％，テロ関連

で捜査官に自発的に情報を提供した館は4.1％である。

なお，この調査によれば，連邦の捜査官または州の

捜査官の訪問を受け，記録の提供を求められた館は

10.7％，FBIの訪問を受けた館は3.5％となっているが，

上述の口止め規定が捜査に関するあらゆる回答を控え

させる可能性があるため，実際の訪問数はさらに多い

と考えられている。

この調査とは別に，愛国者法への公共図書館および

学術図書館の対処については，ALAが，フロリダ州

立大学およびシラキュース大学の研究者に委託した調

査が進行中であり，2005年のALA年次大会で成果が

公表される予定である。

６．おわりに

ALAは，愛国者法の危険性について広報に努めて

いるものの，現場の図書館の対応は鈍いように見受け

られる。他方で，司法省は，2003年９月時点において，

愛国者法215条に基づく捜査事例はないことを公表し

ている（E133参照）。

しかし，こうした中でも，ALAは，FISAの規定の

適用対象から図書館の業務記録を除外させるための連

邦議会に対する働きかけを継続しており，第108議会

には，この趣旨の法案が複数提出された。主なものに，

サンダース（Bernard Sanders）議員が提出した下院

法案 （H.R.1157） やボクサー （Barbara Boxer） 議

員が提出した上院法案（S.1158）がある。

これに対して，愛国者法215条を含むいくつかの規

定に設けられた2005年12月31日の期限を削除し，これ

らの規定を恒常化するための法案も複数提出されてい

る（E213参照）。

2005年１月に始まった第109議会においては，この

時限規定の延長を中心とする愛国者法改正をめぐる攻

防が本格化することが予想される。FISA501条の改正

については，ファインゴールド（Russell D. Feingold）

議員がすでに法案（S.317）を提出している。また，新

たに就任したゴンザレス（Alberto R. Gonzales）司法

長官は，愛国者法がこれまでのテロ捜査に役立ってき

たことを認める発言をした。これは，愛国者法の時限

規定の延長を支持する意図であるとみなされている。

今後の動きに注目したい。

（調査及び立法考査局海外立法情報課：中
なか

川
がわ

かおり）
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１．変革の中のGPO

米国政府印刷局 （GPO）は政府刊行物の印刷事業

を担ってきた連邦議会附属機関であり，同時に，全米

の市民に対して無償で政府情報へのアクセスを保証す

る連邦政府刊行物寄託図書館制度（FDLP）を管轄し

てきた存在でもある。

近年，ネットワーク環境の進展に伴い，政府情報の

デジタル化も進んでおり，すでに50％以上の政府情報

がデジタル形式でのみ発行されているともいわれてい

る。こうした中，GPOの印刷事業は苦戦を強いられ

ており，印刷物の部数，売上，収入のいずれも減少を

続けている。そこで，GPOのコンサルティングを続

けてきた米国会計検査院（GAO）は，GPOの事業に

ついて，その軸足をデジタル時代に適応した政府情報

の提供・普及活動 （dissemination） に移すよう促し

ている（E202参照）。

デジタル環境への対応について，GPOは10年以上

前から取り組んでおり，議会資料や法令，主要な政府

刊行物へのアクセスを提供するGPO Access（CA1149

参照）を構築している。GAOもGPO Accessを強化

する形での変革を推奨している。ただ，電子政府構想

の進展に伴い，行政省庁各自のウェブページによる情

報提供も増大しており，GPO Accessを経由しない政

府情報の流通についても無視できない状況となってい

る。また，ネットワーク上の情報が消滅してしまいや

すいことも大きな問題と捉えられている。

２．GPOのデジタル化戦略

2004年に入り，GPOは民間企業から著名な情報技

術の専門家を招き，デジタル情報の取り扱いを軸にし

た事業の再構築を検討してきた。その結果，12月に発

表された将来計画『21世紀への戦略ビジョン』では，

GPOはさらなるデジタル化への転身を図り，政府情

報を主にデジタル形式で作成，収集，管理，保存，提

供していくことが打ち出された。

その中核に考えられているのが，OAIS参照モデル

（CA1489参照）のリポジトリとしてのデジタル・コン

テンツ・システムであり，すでに運用概念（Concept

of Operations）が作成されている。政府情報をデジ

タル形式で収集するところから，コンテンツを管理し，

提供するところまでのトータルシステムとして設計さ

れている。2007年末までに完成させ，実用化する予定

となっている。

コンテンツの管理機能としては，改訂の多いドキュ

メ ン ト の ラ イ フ サ イ ク ル を 管 理 す る 版 の 管 理

（Version Control），ドキュメントがオリジナルであ

ることを担保する真正性の保証（Authentication），

長期保存，アクセス手段の提供などを備える予定であ

る。MARCやメタデータによる書誌コントロールや，

DOI（CA1481参照）による永続的リンキングといった

組織化機能も考えられている。

３．最後の拠り所としてのコレクション

システムを設計する一方，コンテンツの形成・管理

の計画も立てられている。2004年６月に訂正版ドラフ

トが提示されている「最後の拠り所としてのコレクショ

ン（Collection of Last Resort：CLR）」計画である。

CLRは，有形出版物（tangible publications）とデ

ジタルオブジェクト（digital objects）の両方で，過

去の発行物を含めた網羅的な政府情報コレクションを

形成しようという計画で，長期保存とパブリック・ア

クセスの両機能を同時に満たすことを目的としている。

長期保存に関しては，専ら保存することに特化した，

利用 を 前 提 と しな い ダ ー ク ・ アー カ イ ブ （Dark

Archive）をワシントンD.C.に建設し，ひとつの情報

を有形出版物とデジタルオブジェクトの両方で保存す

る。また，FDLP参加館の中から設備面で基準を満た

した寄託図書館をダーク・アーカイブに指定すること

も検討されている。

有形出版物は印刷物のほか，マイクロフィッシュや，

デジタルオブジェクトを納めたCD-ROMなども相当

する。デジタル形式で生産された情報（born digital）

であっても，保存用に有形出版物のコピーが作成され

る。

デジタルオブジェクトは，テキストやHTML，PDF

などに限らず音声資料，映像資料など全てのフォーマッ

トに対応するとしており，またオリジナルのフォーマッ

トとともに保存用あるいはアクセス用のフォーマット

への変換も行われる。収集は，政府諸機関やGPOな

ど作成者に登録してもらうほか，各省庁のウェブサイ

トなどから ハーベス ティング を行ったり ， GPO と

FDLP参加館が協働で紙媒体からデジタル化すること

も考えられている。デジタル化の対象には，これまで

カレントアウェアネス NO.283（2005.3）

4

CA1548
最後の拠り所としての政府情報コレクション



FDLPに寄託されてきた約220万タイトル（6,000万ペー

ジを超える）の政府刊行物が予定されており， 総額

5,000万ドル（約50億円）をかけて３～５年での完了

を見込んでいる。

パブリック・アクセスの面では，デジタルオブジェ

クトについてはアクセス・コピー（アクセス用に最適

化したPDFなど）をGPO Accessで提供することに加

え，オンデマンド印刷や，CD-ROMやPDAなどデジ

タル・メディアでの提供も考えられている。

有形出版物については各地の寄託図書館での利用を

原則とする。また，寄託図書館の中から，ダーク・アー

カ イ ブ を 補 完 す る ラ イ ト ・ ア ー カ イ ブ （Light

Archive）を選定し，保管と利用を両立させることも

考えられている。ダーク・アーカイブの有形出版物は

利用に供されない。

GPOは，2003年８月に米国国立公文書館（NARA）

との間で政府情報へのパブリック・アクセスと永久保

存について責任を分有する協定を結んでおり，CLR

はこの協定の一環でもある。

４．FDLPの模索

全米市民の政府情報へのアクセスを確保するという

FDLPの理念から，FDLP参加館はCLR計画に概ね賛

同している。ただし，災害などのリスク，デジタル・

デバイドなどを考慮すると，現在のような地理的分散

の仕 組みは必 要との意見 は出され ている。 また，

GPOがデジタル・コンテンツ・システムの完成を待

たず，2005年10月から無償配布プログラムを縮小させ

ようと企図していることについては反対の声が挙がっ

ている（E298参照）。

CLR計画はGPOとFDLP参加館の協働によるもの

だが，この計画が完成するとFDLPの物理的ストック

を通じた政府情報提供という機能はその意義の大きな

部分を失ってしまう。GPO Access構築時から囁かれ

てきたこうした危機（CA1474参照）に対し，現在，

FDLPはいくつもの変革案を検討し模索を続けている。

共通するのは，モノの提供からサービスの提供へ軸足

を移さなければならないという認識であり，レファレ

ンスの強化など付加価値をいかに提供していくかに焦

点が当てられている。

例 えば， 寄託 図書館 会議の 委員を 務めた アリゴ

（Paul A. Arrigo）は，寄託図書館を主題別に再編し，

政府諸機関との密接な関係を築くことで，遺漏のない

コレクションの形成と質の高いバーチャル・レファレ

ンスの提供が可能になると提案しており，そのための

研修プログラムを実施するようGPOに求めている。

農務省とマン図書館の例（CA1268参照）や国務省と

イリノイ大学図書館の例（CA1388参照）のように，

パートナーシップを確立する試みはすでに行われてお

り，その経験が今後のFDLPの再編にどのような影響

を与えるのか，展開が注目される。

５．おわりに

GPOは，紙媒体のデジタル化やハーベスティング

といった意欲的な手段を用いて，最後の拠り所として

の政府情報コレクションを形成しようとしている。政

府情報へのパブリック・アクセスと長期保存を保証す

るという公共的機能（図書館的機能）を果たすことで，

自らを連邦政府の情報提供・普及を担う機関へと位置

付け直そうとする試みといえる。

FDLPの模索は，一次情報へのアクセスが保証され

た上で，図書館サービスとして，また図書館ネットワー

クとしてどのような付加価値が提供できるのか，その

課題に挑むものといえる。

むろん，原則として政府情報に著作権が適用されな

い米国の事情を考慮する必要はあるが，デジタル時代

において，一般市民の日常生活にも密接に関わる政府

情報について，図書館界がどのような図書館サービス

を提供できるかということを考える上で参考となる動

向であり，展開から目が離せない。

（関西館事業部図書館協力課：筑
つづ

木
き

一
いち

郎
ろう

）

Ref: 古賀崇. アメリカ連邦政府寄託図書館制度の電子化への過程とそ

の背景. 日本図書館情報学会誌. 46(3), 2001, 111-127.
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(online), available from <http://www.gpo.gov/congressional/
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Anachronism or Necessity? North Carolina Libraries. 62(1),
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１．はじめに

カナダの矯正保護法第３条は，連邦刑務所が正義に

基づき，平和で安全な社会を維持するために運営され
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ることを明確にし，この目的のために，「刑務所およ

び社会においてさまざまな企画を実行し，犯罪者が法

を守る社会人として再び社会において活動できるよう

に，受刑者の社会復帰を援助する」ことを定める。

刑務所が実施する社会復帰計画には，教育，芸術，

作業および奉仕活動などがあり，ある企画は刑務所内

で行われ，ある計画は地域社会の資源を活用して実施

される。このような活動を支えるのは情報であり，特

に自由に情報に接する機会が許されていない受刑者に

とって，図書館の重要性は一般人が感じている以上に

高い。受刑者の図書館利用率が一般社会よりも格段に

高いのは，単純に余暇が多いということよりも，情報

を求める意欲が高いからであるといえよう。

カナダには，連邦刑務所が68，州刑務所は153か所

ある。2001年現在１万2,700人の受刑者たちが連邦刑

務所に収容されている。このほかに２年未満の刑を宣

告された者および未決の者は，１万8,670人が州刑務

所，4,560人は青少年刑務所に収容されている。連邦

矯正局（Correctional Service Canada）は連邦刑務

所を管理し，各州の矯正局は州刑務所を含むその他の

拘禁施設を管理運営する。

２．刑務所図書館の全国調査

最近カナダで刑務所図書館に関する全国調査が行わ

れたので，本稿ではその概要を紹介したい。

国際図書館連盟（IFLA）は，1991年に「矯正施設

被拘禁者に対する図書館サービスのためのガイドライ

ン」を作成している。米国や英国においては，図書館

協会によって刑務所図書館運営基準が定められている

が，カナダにおいては図書館協会や連邦矯正局がこの

ような基準を整備していないので，刑務所図書館の司

書は，所属管区の規則か，それがなければ勤務先刑務

所の規則に従って業務を行っている。

今回の質問票は，連邦矯正局が所管する51の矯正施

設にある図書館の担当者に直接送付された。矯正施設

には軽警備，中警備，重警備および複合警備のすべて

が含まれる。カナダでは，受刑者の危険度に応じて受

刑者を分類し，外塀や個室の状態，所内での行動規制

などについて異なる警備度の施設を用意し，適合した

受刑者を収容している。少年施設および州刑務所は州

の監督するところなので，調査の対象とされていない。

３．調査結果の概要

送付した51施設のうち，37施設（73％）から回答が

あった。カナダの矯正施設は米国や英国と比較して，

大規模ではない。過半数の矯正施設は収容人員が100人

から300人程度である。

3．1 図書館利用者と図書館管理者

刑務所図書館の利用者は誰かという質問に対しては，

当然ながら受刑者という回答が圧倒的であるが，回答

のうち80％は職員も利用するといい，受刑者の家族や

面会者も利用するとの回答も６％ある。

司書の能力を持つ職員が図書の管理に当たっている

と回答したのは全体の30.5％であった。また，８％は

図書館情報学修士の学位を持ち，22％は図書館情報学

士の学位を有している。受刑者が，刑務所図書館の管

理に大きく関与していることも判明した。83％の施設

で，受刑者が図書館に就業している。受刑者である図

書管理者の中には，医師，弁護士，会社重役なども見

られた。警備担当職員や無報酬のボランティアが図書

を扱っているという回答はなかったが，これは他の国

ではよく報告されている状況である。

3．2 蔵書の状況

蔵書の規模については施設により大きな差があるが，

約半数の施設は1万冊以上の蔵書を保有している。

新聞を備えている刑務所図書館は全体の81％，同じ

く雑誌を購入している図書館も81％であった。ビデオ

やCDを備えている図書館は20％に満たないが，59％

はCD-ROMの利用が可能であった。インターネット

を許可している刑務所がないのは，受刑者にパソコン

を使用させることによって生じる警備上の困難な問題

を回避するためであろう。

資料の選定方法について方針を定めている施設は30

％である。購入がほとんどであるが，３分の１の施設

では図書館間相互貸借（ILL）を活用して利用者の要

求に応えている。また公共図書館の廃棄図書を受け入

れているところも一か所あった。

年間図書購入予算の平均は施設当り4,051カナダド

ル（約34万円）で，図書の購入予算は十分ではないと

の回答がほとんどである。

図書の内容は，大体において公共図書館と同様であ

る。一般小説，ミステリー，ホラー，空想科学小説に

ついで，歴史小説，恋愛小説などがあり，同性愛を扱

う小説などは少ない。ノンフィクションでは歴史，法

律関係図書，伝記，美術，科学，人生論，歴史などが

ある。83％の図書館では，カナダインディアン関係図

書を整備していた。

特に法律関係図書の整備に関しては，連邦矯正局通

達720号により，主要な法律，法律関係資料（実例と

して権利章典，受刑者移送法，刑法，人権法，情報公

開法がある）を整えることが定められているが，この

要件を満たす施設は全体の62％であった。ただし，重

警備施設は例外なくこれらを整備していた。

また，どの刑務所においても受刑者からの購入希望

を受け付けている。受刑者の好む図書としては，小説，

新聞，報道関係雑誌が上位にあり，法律図書，一般教

養雑誌，ノンフィクションがこれらに次いでいる。
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3．3 図書の検閲

逃走を防止し所内の安全を確保することは，施設管

理者にとって重大関心事である。このため施設管理者

は，逃走を計画し暴力を助長する図書は許可しないが，

検閲の基準があまりに厳しくならないように注意して

いるのが実務上の扱いである。最も頻繁に不許可とな

る図書は，露骨な性的描写を含む図書および人種に関

する侮辱的表現を含む図書である。

連邦矯正局の通達では，武器製作，犯罪の手口，特

定集団の抹殺をそそのかす文書，暴力や幼児を含む性

的図書などは，閲覧が禁止されている。逃走を防ぐた

め，地図の閲覧を禁止している施設も少数ある。なお，

検閲をしないと回答した施設は１施設であった。

3．4 図書館の運営について

教育，文化，趣味活動，教養などの分野において，

どの程度役立っているかを質問したところ，58％の施

設は，図書館が受刑者の活動に大きく貢献していると

回答し，あまり役立っていないと回答したのは34施設

のうち３施設に過ぎない。

なお，カナダ図書館協会は刑務所図書館の運営基準

を定めていないが，多くの図書館関係者はその必要性

を認めていない。むしろ予算の増額や図書館運営の強

化のほうに関心が高い。

４．調査結果のまとめ

この調査結果によると，大多数の図書館担当者は職

員を充実させ，古くなった図書を新しい図書に替える

ための資金が必要だと感じている。また，米国や英国

ほどではないが，異文化，多言語の図書を備える必要

にも迫られている。私見であるが，図書整備の予算を

獲得するためには，刑務所図書館の役割についての理

解を広く外部に求め，最低基準などを定めた運営基準

の策定が望まれるところである。しかしながら，本調

査で図書館の担当者は，識字教育，生活指導，職業教

育，読書指導などの活動によって，刑務所に蔓延する

不安で退屈な雰囲気を緩和するという図書館の教育的

かつ心理的な役割が理解されていないことに不満を感

じている一方，カナダ図書館協会が刑務所図書館の運

営基準を作ることにはさして関心を示していない。

この調査によって，社会ではごく普通に利用されて

いるインターネットや参考図書，教育教材などが利用

できないために，受刑者は情報不足の状態におかれて

いることが明らかになった。受刑者にインターネット

の利用を許可することは保安警備上の問題が生じてく

るが，受刑者がこれから受ける利益は非常に大きい。

パソコンの発達により，将来はファイアーウォールな

ど適切な配慮を施すことにより，刑務所図書館がイン

ターネット利用を認めることになるであろう。

受刑者の多くは基礎学力とパソコン操作能力が十分

ではない。この状態で再び社会に戻ることになれば社

会に適応できない恐れがある。

最近の判決（ソービ対カナダ事件2002年）において，

カナダ最高裁判所は，受刑者の選挙権を認める判断を

示している。受刑者の権利保護の流れからみると，刑

務所内において，適切な図書館サービスなど社会復帰

のための援助をいっそう行う必要が増している。

５．おわりに

これらの調査結果を参考にして，わが国の現状をみ

るとどうであろうか。

カナダと比較して，市立図書館などの公共図書館の

蔵書を利用している刑務所は非常に少ないのが現状で

ある。日本図書館協会の調査によると，公共図書館の

図書を利用しているのは，わが国にある74か所の刑務

所のうち，13か所程度である。近隣公共図書館から廃

棄図書を受け入れている刑務所は多いが，一般的には，

刑務所管理者の間で，図書に対する関心は少ない。市

原刑務所などごくわずかの例外を除き，所内に図書閲

覧室はなく，完全開架式の図書室がある刑務所も女子

刑務所などに限られている。職員についても司書など

の専門職が配置されている施設はないのではなかろう

か。一方，公共図書館の側から見た場合であっても，

果たしてどれだけの数の職員が，勤務する図書館の周

辺にある刑務所に収容されている受刑者に思いをめぐ

らすことがあるであろうか。

刑務所図書館の充実を図り，受刑者が読書に関心を

持って社会復帰できるように励ますためには，刑務所

の職員の側からの要請を待つということよりも，まず，

公共図書館の職員が積極的に刑務所と接触を図ってゆ

くことが必要なのではないだろうか。

（財団法人矯正協会国際協力部：山
やま

口
ぐち

昭
あき

夫
お

）

Ref: Curry, Ann et al. Canadian federal prison libraries: a national

survey. Journal of Librarianship and Information Science.

35(3), 2003, 141-152.

Kaiser, Frances E. ed. (中根憲一訳) 矯正施設被拘禁者に対する図

書館サービスのガイドライン. 現代の図書館. 32(1), 1994, 50-55.

はじめに－ブランド／ブランディングとは何か？

「ブランド(brand)」の語源は，「焼き印（burned）」

である。放牧する牛を識別するために施された。その

後，12世紀の中世ヨーロッパはギルドの時代，自社製

品の品質を保証するために，陶器やウイスキーといっ

た製品に自社の「焼き印」を押すようになった。強い
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ブランドは，長期間にわたり熱狂的な支持者を生み出

し高いロイヤリティを保持した。期待を超え続けるブ

ランドには，強いアイデンティティが形成され，価格

も自由に設定できるようになった。かくして，ブラン

ドは，安定的な成長と高収益を生み出す無形の資産と

して位置づけられ，現代では企業の価値をはかる指標

にすらなろうとしている。

本稿では，2000年から始まった英国図書館（BL）

のリ・ブランディング（ブランド再構築）のプロジェ

クトを紹介しながら，「図書館に何故，ブランディン

グが必要なのか？」「図書館のブランディングの固有

性」について考察し，論述する。

１．プロジェクト・スタート－コア・プリンシプルの

作興から

プロジェクトは，「BL自らの存在意義」と「１つの

図書館を創り出している価値とは何か？」を議論する

ことから始まった。議論は図書館全体におよび，ワー

クショップ形式をとりながら，外部専門機関からのア

ドバイスのもと，横断的な意見交換がなされた。

プロジェクトの推進者であるジル・フィニー（Jill

Finney）戦略マーケティング・コミュニケーション

局長は次のように述べている。

「ワークショップで初めに明確になったのは，各部門が自

分の仕事を説明するミッション・ステートメントをもちな

がらも，それらは実にバラバラで整合性がないということ

だった。１つにまとめられたBLの目的（存在意義）を，

関係者全員が理解・共感している状況を早くつくることが

求められた。」

１年をかけて合意を得ることができた新しいコア・

プリンシプルは，次のとおりである。

[BLのコア・プリンシプル]

● 本質的な目的：世界の知識への道（a gateway to

the world's knowledge）を提供す

ること。

● ビ ジ ョ ン：サービスが人々の生活を豊かにす

る。

● ミ ッ シ ョ ン：人々が生活を豊かにするために，

知識をより活用することを支援する。

● 組織の価値観：図書館全体が 「コア・プリンシプ

ル」にプライドをもつこと。／それ

ぞれの関係者（顧客，従業員，社会）

にむけて最適な活動を行うこと。／

図書館が前進するために技術革新を

絶やさないこと。

２．表象開発－ブランド名称とデザイン開発導入

プロジェクトでは，次のステップとして，ブランド

を象徴するコア要素の開発導入に入った。コア要素は

大きく二つに分けられる。

第一には，言語的表象としての「図書館の名称」や

「サービス名称」，「ブランド体系」である。BLは，

「図書館」という既に既得価値がある名称をブランド

に選択した。フィニーは，「図書館は，図書館自身を

別の名称（ex.学習センターやアイデアストアなど）

で呼び始めたとき，誤った方向に歩み始めた例がある。」

と語っている。名称変更は，新しい名称とその内容を

認知させるのに，多額の投資が必要であり，むしろ

「これが新しい図書館」であると訴求するほうが有利

であるとしている。

第二のコア要素は，それらを視覚的に表象するシン

ボルロゴやカラーシステム，タイポグラフィ，デザイ

ンプリンシプルやレイアウトデザインのルールである。

フィニーは，ワークショップで明確になった「１つ

にまとめられた図書館の目的を，関係者全員が理解・

共感している状況をできるだけ早くつくる」という

２つめの課題についてこう述べている。

「従来の図書館コミュニケーションは，表現に一貫

性がなく，受け手の立場ではデザインされていなかっ

た。タイポグラフィも15世紀のものがそのまま使われ

ていたり，イメージ（知覚品質）も良くなかった。デ

ザインは，特にこれからの新しい顧客を魅了しつつ関

係者に共感をもたらす必要がある。そのために，我々

はデザインを基本から大胆に変更することを決めた。」

ウェブサイトから図書館のサイン計画，備品から利

用案内にいたるまで，あらゆる顧客接点において，新

しい図書館のコア・プリンシプルを表象する新しいデ

ザインシステムが，徹底的に導入された。

デザインシステムを一つの目的に沿って作り上げる

ことにより，顧客や従業員を含む関係者全てに新しい

メッセージとイメージが配達され，それが結果として

新しい顧客層を開拓するのである。

３．大規模なインナーコミュニケーション

新しいシンボルロゴの導入にともない，大規模な組

織内への浸透計画が始まった。

全ての部門責任者に，「コア・プリンシプル」 と

「新デザインシステム」の意味が伝えられ，新しいブ

ランドの本質を，どのように日常のサービスに反映し，

利用者に明快に伝えていくか，一つひとつの業務項目

のチェックが求められた。

いままでの現場での議論は，「どのようにサービス

するか？」が中心であったが，それ以降は「我々のサー

ビスは，どのような結果や期待が獲得できるか？」に

変わっていった。ブランドの価値を顧客に伝えるのは，

一人ひとりの従業員であり，それを継続的に促進し，

マネジメントする組織体系が構築されたのである。

４．経営変革とブランディング

2000年より始まったBLの経営変革（CA1382，1417，
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1424参照）は，いままでの伝統と歴史を打ち破り，

「図書館のリ・ブランディング」を軸足にすえて断行

された。『第31回年次報告書 2003-2004』のタイトル

には，興味深い次のような言葉が添えられている。

「Making the measurable difference はかるこ

と（客体化）ができる差異（BL固有の価値）をつく

る。」

この言葉には，未来の図書館に求められる次の３つ

の意味が込められていると考えられる。

１つめは，BLは利益を生み出すプロフィットセン

ターとして自立する，ということである。図書館の活

動が英国経済にどのような価値を生み出しているかを，

定量的に説明することによって，自らの存在意義を関

係者に訴え，経営計画のよりどころにしようとしてい

るのである。

２つめは，BLとしての固有の価値を生み出すこと

に集中しようとしていること。ブランドの価値の源泉

は，そのユニークネスにある。BLならではのユニー

クネスと，他機関との「差異」をいかにつくるかに戦

略をシフトすることによって，ブランドの価値は高ま

るのである。

３つめは，魅力的でわかりやすい伝達方法をとるこ

と。図書館の活動とその哲学を明快なメッセージに置

き換え，関係者に積極的に伝え，理解，共感を得よう

という努力がなされていることである。

おわりに

そこに図書館がある限り，ブランドは既に存在して

いる。問題は，そのブランドにどのような生命を吹き

込み，マネジメントできるかである。もし，図書館が

強いブランドを持つことができるなら，顧客（利用者）

や社会，出資者から期待と共感を獲得し，強い心理的

な絆を形成することができるだろう。それを生み出す

組織は活力にあふれ，そこで働く人々は，仕事に誇り

と自信を見出すことができるだろう。

わが国の図書館も，戦略としての「図書館のブラン

ディング」に着手する時期が訪れようとしている。

（AXHUM Consulting：南山
みなみやま

宏
ひろ

之
ゆき

）

Ref: Finney, Jill. Brand values at the BL. update. 2(2), 2003, 54-

55.

南山宏之. 戦略的ブランンド経営－ポストCIの地平を求めて . 21世

紀CI展望：企業価値とアイデンティティ. 東京, 自分流文庫, 2000,

237-249.

南山宏之. 新しいブランディングの地平へ . ブランディング・デザ

イン. 東京, グラフィック社, 2004, 2-3.

British Library. Thirty-First Annual Report and Accounts 2003-

2004 . (online), available from <http://www.bl.uk/about/annual/

latest.html>, (accessed 2005-02-15).

アクサムコンサルティング. (オンライン), 入手先<http://www.axhum.

co.jp>, (参照2005-02-15).

平成16年10月11日から14日まで上海図書館において

開かれた標記会議に出席したので報告する。

この会議は上海図書館が主催し，中国科学院文献情

報センター，中国国家科技図書文献センター，ダブリ

ンコア・メタデータ・イニシアティブ(Dublin Core

Metadata Initiative: DCMI)の他， 上海の二大電子

メーカーがスポンサーとなっている。

中国から68人， 海外から92人の合計 21か 国160人

の参加者があった。会議は講演・報告，理事会，顧問

会議，運営委員会，ワーキング・グループ会議，研修

会 (Tutorial) から構成されていた。 同図書館では，

一部並行して （12日～15日）16か国から70余名を集

めた第２ 回上海国 際図書 館フォー ラム （Shanghai

International Library Forum: SILF）が行われたた

め，13日午前の基調講演プログラム3件は両会議共通

に行われた。この共通プログラムの基調講演をIFLA

次期会長のバーン（Alex Byrne）氏に依頼してしま

うのが上海図書館の凄いところである。同時に二つの

国際会議を進める事務方の能力もあなどれない。

日本で行われた2001年の同会議については中井の報

告（1）を，日本から10数名の発表があったSILFについ

ては『図書館界』の記事（2）を参照されたい。DC-2004

の報告部分の会議録（3）は上海科学技術文献出版社から

発行されている（200元：約2,500円）。報告とそれ以

外の会議の内容はDCMIのホームページ（4）からのリン

ク（後述）でも見ることができる。ただしよくあるこ

とだが，提出したペーパーをなぞるように報告する人

もいれば，ペーパーにこだわらずに報告を行う人もい

る。行われなかった報告もある。また，DC研修会の

資料も同ホームページで見ることができ（5），ダブリン

コア入門の資料として大変便利である。

言うまでもなくダブリンコア（CA1506参照）は，

1995年にOCLCがその所在地であるダブリン市で開催

したワークショップ（研究会）から生まれたメタデー

タ記述要素セットである。その後７回にわたるワーク

ショップ（1996～2000年）を経てダブリンコアは進化

（複雑化？）し，図書館に限らず様々な分野で用いら

れるようになった。もちろんダブリンコア以外にもメ

タデータ記述要素セットは開発されている。

それまでのダブリンコアのためのワークショップを

発展させ，図書館関係者にもダブリンコアにも限定せ

ず，幅広くメタデータの開発・応用についての報告と

意見交換の場として開催されたのがDC-2001（東京）
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であった。今回の参加者も図書館関係者は半分以下で

ある。その他の参加者は企業，政府機関，アーカイブ

ズ，大学，教育関係，コンピュータ関係，国際機関か

らであった。要するにインターネットを通じた情報提

供に関心を持つ者のメタデータ国際会議である。その

せいか，図書館員の集まりなら当然の上海図書館見学

コースというものは設定されていなかった。

会議の構成

委員会等を含めれば９日から15日にわたった会議の

プログラムとほとんどの内容は，ホームページで見る

ことができる（6）。内容は次のように分けることができ

る。

・国際会議としての基調講演・報告(plenary paper

sessionとshort paper session)。

・ダブリンコア・ワークショップとしての理事会(Board

of Trustees)，運営委員会(Usage Board)，顧問会

議(Advisory Board)，および行政，コレクション

記述，教育，企業，日付，基準，図書館，カーネル

(Kernel)/ERC，アーキテクチャ，アクセス，国際

化，保存，利用案内，レジストリの各ワーキング・

グループの会議。

・セマンティック・ウェブへの応用，提携・協力プロ

グラム，IFLA関係，LOM（教育コンテンツ・メタ

データ），NISOメタサーチ，LOMとダブリンコア，

をテーマとした会議(special session)。

これらがコンパクトに詰め込まれているため，総て

の会議に出ることはできないが，全参加者への報告の

時間が設けられていた会議もある。総てのワーキング・

グループが何らかの結論を出したわけではないが，グ

ループによってはDCMIのホームページで報告を見る

ことができる（7）。運営委員会の決定もDCMIのホーム

ページで見ることができる（8）。

会期中連日の早朝の研修会と，10日のプレコンファ

ランス・ワークショップ（世界規模企業間相互利用の

ためのメタデータ）は別会費の設定となっていた。後

者には別のスポンサーもあり，そのスポンサーへの出

席報告文書に署名をさせられた。13日午前の基調講演

等は前述のようにSILFと共通に行われた。この部分

は講演者と順番がプログラムとは異なっている。

報告の内容

公式発表によれば，５件の基調講演，10件のplenary

paper session報告，21件のshort paper session報告

が行われた。

plenary paper session報告

Ⅰ．メタデータのフレームワーク，Ⅱ．メタデータの

利用者，Ⅲ．メタデータの管理とハーべスティング，

の３部に分けられていた。

Ⅰ．では，メタデータ・スキーマ・レジストリの機

能拡張，ダブリンコアの語彙の整備，相互利用のため

のメタデータ・スキーマ言語に関する報告があった。

メタデータの相互利用のためには，メタデータ・ス

キーマがそのターム，コンテクスト，セマンティック

およびシンタックティックな制限を正確に伝えられな

ければならない。それでこそ，アプリケーションやマ

シンがメタデータを分析，理解，利用することができ

る。３番目の報告は，このメタデータ・スキーマが必

要とする言語の要件を5つ提示し，OWL/XDD（Web

Ontology Language と XML Declarative Description

の複合言語）の適合性を検証したものである。

Ⅱ．では，イタリアの多言語アクセスのための法律

文献ポータルに関する報告があった。これは，法律情

報理論技術研究所の法律文献ポータルが提供する，法

律情報への多言語アクセスについて研究したものであ

る。異なる法システム間での専門用語の関連付けには，

法システムの特異性を考慮しなければならない。法の

分野が必須のメタデータになっているレポジトリに対

して，言語に関係なく一度でアクセスを果たす方法を

検討し，質問を異なる言語に翻訳する際にマシンの学

習により，最終的に曖昧な単語を曖昧でなくしていく

方法を導入している。

Ⅲ．では，ニュージーランド国立図書館のデジタル

化情報とメタデータ管理，科学デジタル図書館のメタ

データ改善，コレクションとサービスのレジストリと

メタデータ，記録保存のためのメタデータセット，

P2Pベースのデジタル図書館におけるメタデータ・ハー

ベスティングに関する報告があった。最後の報告は，

分散した電子図書館環境において，メタデータ・レコー

ドのハーベスティングに関する主な研究をレビューし，

その長所と問題点について，報告者のアプローチと比

較したものである。P2Pベースの環境で，メタデータ

を統合する一般的方法を，共有スキーマ，同一コミュ

ニティの別スキーマ，スキーマもコミュニティも別，

という３つの状況で提示している。

short paper session報告

（1）語彙と適用条件(application profile)，（2）モデ

ル，（3）事例研究，（4）トゥールとメソッド，の４部に

分けられていた。その報告の内容テーマは以下の通り

多岐にわたっている。

（1）AGRIS（農業科学技術に関する国際情報システ

ム）のメタデータ交換。カナダ政府のメタデータと統

制語。音楽映像情報のメタデータ。ドイツの電子化学

位論文のメタデータ。分類表メタデータの相互利用。

（2）デジタル図書館システムのためのMETS（Metadata

Encoding and Transmission Standard）ベース目録

キット。人物とエージェントに関するダブリンコア。

メタデータ・モデルの方法論。構造化デジタル情報に
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基づくメタデータ・モデルとデジタル図書館。中国軍

事大学デジタル図書館の保存関係メタデータ・スキー

マ（報告は行われなかった）。メタデータと帰納的・

主観的探索。（3）中国文化人手稿図書館のためのメタ

データ・スキーマ。フランス高品質保健ゲートウェイ

のメタデータ。日本の画像史料ビュアーとメタデータ。

中国教育情報ライブラリーとダブリンコア教育メタデー

タ。マレーシアのメタデータ管理システム。ドイツ連

邦環境庁のメタ情報システム。（4）既存電子化学習情

報の正規化トゥール。分散デジタル・コレクション管

理のためのオープン・ソース・ソフトウェア。ソフト

ウェアによるメタデータ・データベースの生成とアク

セス性評価。セマンティック・ウェブのための環境健

康分野学際シソーラス。

次のDC-2005は，来る９月12～15日にスペインのマ

ドリッドで開催される予定である。

（書誌部書誌調整課：坂
さか

本
もと

博
ひろし

）

（1）中井万知子. 「2001年ダブリンコアとメタデータの応用に関する

国際会議」報告. 国立国会図書館月報. (491), 2002, 18-21.

（2）第3回国際図書館学セミナー. 図書館界. 56(5), 2005, 294-309.

（3） DC-2004: Proceedings of the International Conference on

Dublin Core and Metadata Applications. Shanghai, 2004-10.

（4） Dublin Core Metadata Initiative. (online), available from

<http://dublincore.org/>, (accessed 2005-01-26).

（5）Dublin Core Metadata Initiative. Metadata Training Resources .

(online), available from < http: //dublincore. org/r esources/

training/>, (accessed 2005-01-26).

（6） DC-2004 Conference Program . International Conference on

Dublin Core and Metadata Applications 2004. (online), available

from <http:// dc2004. library. sh. cn/english/prog/ >, (accessed

2005-01-26).

（7）Dublin Core Metadata Initiative. DCMI Working Groups .

(online), available from <http://dublincore.org/groups/>, (accessed

2005-01-26).

（8）Dublin Core Metadata Initiative. Summary of DC Usage

Board Meeting in Shanghai, October 2004 . (online), available

from <http://dublincore.org/usage/meetings/2004/10/Meeting-

summary.shtml>, (accessed 2005-01-26).

１．はじめに

今日の学術情報を取り巻く環境においては，ウェブ

や電子ジャーナルなどの電子資源の拡大に伴い，個々

のコミュニティやそのニーズに対応する多くのメタデー

タが開発されている。これらのメタデータの拡大によ

り図書館員の感じる不安の多くは，メタデータの一種

であるMARCやその前提とされるAACR2といった伝

統的な図書館のプラクティス（図書目録を基礎として

築き上げてきた記述規則や典拠および主題などアクセ

スポイントの統制，レコードフォーマットの標準など

に沿った実務慣習）が，メタデータとどのようにかか

わり，どのような影響を受けるのかという点ではない

だろうか（CA1506参照）。メタデータの出現によって

図書館の目録は時代遅れであるといった主張がある一

方で，図書館の伝統的なプラクティスが電子資源の利

用や保存といった側面におけるメタデータ作成におい

ても重要な位置を占めることも論じられている。渡邊

はセマンティックウェブと図書館コミュニティの関係

を 紹 介 す る 記 事 の 中 で ， ア ダ ム ス （Katherine

Adams）らの論考を紹介してセマンティックウェブ

における典拠管理の必要性や主題アクセスとオントロ

ジとの関係性について言及している（CA1534参照）。

典拠管理や分類・件名・シソーラスといった主題アク

セス機能は図書館が情報の組織化を目的に築き上げて

きたものであり，現在これらの機能はMARCという

レコード形式によって表現されている。

さらにエデン（Bradford Lee Eden）は「メタデー

タとライブラリアンシップ：MARCは生き残るだろ

うか？」という論説の中で，この新しい情報時代の中

でMARCが確固たる位置を占め続けることができる

のか？という課題を提起し，いくつかの論考をまとめ

ている（1）。これらの論考において，MARCはメタデー

タに取って代わられるのではなく，図書館の伝統的な

プラクティスを継承し，図書館以外のコミュニティが

持つメタデータのニーズにも広く対応できるように，

メタデータと融合しなければならないとされ，その方

法のひとつとしてMARCとメタデータのクロスウォー

ク（Crosswalk）が取り上げられている。これらの論

考における文脈でのクロスウォークは，MARCとメ

タデータ間において各々の項目が持つ意味（seman-

tics）を継承しながら相互利用を可能とすることであ

り ， 項 目 間 の 意 味 照 合 （mapping） と 記 述 変 換

（translation）の二つのプロセスによって実現される。
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カース（Martin Kurth）らは，意味照合はメタデー

タ担当者の仕事で記述変換は情報技術担当者の仕事で

あるとして相互の違いを説明している（2）。さらにMETS

のようにXMLの特徴を活用してMARCの持つ意味を

そのまま包含するようなクロスウォークの形態も登場

している。

今日においてMARCは単なる書誌記述のためのメ

タデータとしてだけではなく，書誌ユーティリティや

数多くの図書館システム，Z39.50通信プロトコルなど

を通じて書誌レコードの運用基盤，流通基盤として存

在している。一方でメタデータは新しい技術として優

れた特徴を有してはいるものの，図書館がMARCと

同様に業務基盤として活用するには未成熟な部分も残

している。この課題に対する対処としてMARCとメ

タデータ間のクロスウォークを実現することにより，

MARCの運用基盤や流通基盤を活用しながらメタデー

タの有効性を享受するだけでなく，図書館以外のコミュ

ニティとの間での相互利用も期待できるだろう。マッ

カラン（Sally H. McCallum）は，XMLメタデータ

の一つであるMODSを紹介する論考の中で次のよう

に述べている。

「図書館コミュニティは存在するMARC21レコードと新し

いXMLレコードの間の継続性と接続性を提供しなければ

ならない。（中略）レコード構造の違い（ISO2709対XML）

は重大ではない。既に制作されたレコードおよびレコード

内容の意味の互換性が重要である。」（3）（筆者訳）

本稿では，エデンの紹介する論考を中心にMARC

とメタデータのクロスウォークに関連する動向を取り

上げ， MARCの生き残り戦略とも言うべき活動を確

認する。なお本稿で取り上げるMARCは米国議会図

書館（LC）が維持管理するMARC21（4）を指すことを，

あらかじめご承知おきいただきたい。

２．なぜXMLなのか？

最初に，メタデータを記述する際に使用されるXML

の特徴をクロスウォークという観点で確認する。XML

とその関連仕様については宇陀らが紹介している（5）が，

筆者は以下の２つの機能が重要と考えている。

（1）記述の変換機能

（2）記述構文（スキーマ）の継承機能

XMLはXSLT（eXtensible Style sheet Language

Translation）という記述変換機能を持っている。ス

タイルシートの仕組みはXMLの元となったSGMLで

は組版変換などの印刷機器に対応した複雑なものであっ

たが，XMLではHTMLなどの別のスキーマへの記述

変換を目的として利用されている。XSLTスタイルシー

トは，それ自体がXMLで記述された記述変換プログ

ラムのようなものであり，XSLTスタイルシートを使

用することによりクロスウォークに必要な記述変換を

容易に実現することができる。カースらは基本的な

XSLTスタイルシートの雛型があれば図書館の目録担

当者が必要な機能の追加を行うことは容易であるとし

ている。

XMLで は， メタデータを記 述する際に名前空 間

（Namespace）に対応したタグを用いることによって，

特定のスキーマによる記述の中に，別のスキーマを使

用した記述を含めることができる。これにより一つの

スキーマによる記述の中に，必要に応じてパッケージ

化された複数の異なるスキーマによるメタデータを記

述することができるため，別のスキーマを継承する新

たなスキーマの設計が容易となる。後述するMETSで

は，この機能を利用して記述メタデータや管理メタデー

タとして別のメタデータを包含するように設計されて

おり，カンディフ（Morgan V. Cundiff）はMETS

の紹介記事の中でMARCに準拠するXMLメタデータ

としてMODSを取り上げ，METSの記述メタデータ

として包含する例を示している（6）。

MARCが様々なXMLベースのメタデータとのクロ

スウォークを実現するために，これらの機能が実現で

きるXMLに対応することは妥当な選択といえるだろ

う。

３．MARCXMLとMODS

MARCXML（7）とMODS（8）は米国議会図書館ネット

ワーク開発・MARC標準局（Library of Congress

Network Development and MARC Standard Office）

が開発したXMLスキーマである。

MARCXMLは，MARCとXMLとの相互交換の標

準として開発され，MARCのレコード構造であるISO

2709をXMLに置き換えることによりXMLで記述され

た完全なMARCレコードを表現することができる。

キース （Corey Keith） は， MARCXMLはISO2709

とXMLの境界に位置し，MARCXMLによってXML

化されたMARCレコードはXSLTを活用することによっ

て様々なXMLメタデータとの相互変換を可能にする

MARCXMLバス（bus）として機能するとしている。

また具体的なXMLスタイルシートの事例やソフトウェ

アツールを挙げ，XML化されたMARCレコードの操

作の実際を紹介し，これらのツールがLCによってイ

ンターネット上のウェブサービスとして公開される可

能性に言及している（9）。

MODSは，MARCXMLによってISO2709の境界を

越えたMARCレコードを，図書館のプラクティスを

継承しながら，さらに容易なメタデータとするために

開発されたXMLスキーマである。MARCXMLでは

ISO2709との完全な互換性を維持するためにMARCの

タグやインディケータ，サブフィールドという内容識

別指示子（content designators） をそのまま残して
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いた。このためにXMLスキーマであるもののMARC

の分かりにくさを解消するには至っていない。一方

MODSではレコード形式としてのMARCとの互換性

に決別してMARCで表現される意味の継承に配慮し

た「言葉に基づくタグ」を採用し，一般的なXMLス

キーマとの類似性を考慮し設計されている。MODS

の場合，MARCの目録規則であるAACR2を継承する

だけでなくAACR2によらない記述も容認し，さらに

柔軟な記述が可能なように配慮されている。ガンター

（Rebecca S. Guenther）によれば，MODSは特定の目

録規則の使用を前提とするものではなく，必要であれ

ば AACR2 に 基づ く MARCレ コ ー ド も 選 択で き る

MARC21のサブセットであるとしている。またMODS

と記述メタデータとして一般的なDC（Dublin Core）

とを比較し，MODSがDCよりも詳細な記述を可能に

するとしている（10）。鹿島はこのDCとMODSとの比較

に関してガンターの論考を紹介し，MODSの基本的

な視点が図書館目録の原点にあることに言及してい

る（11）。さらにガンターはMODSのガイドラインや応

用事例について述べた論考で，DCのようなシンプル

なメタデータとのクロスウォークのためにMODSの項目

（element）を簡素化したMODS Liteの可能性につい

て言及している。またLCが中心となって展開するウェ

ブアーカイブプロジェクトであるMINERVAプロジェ

クトでのMODSによる記述メタデータ構築の事例を

取り上げ，MODSで記述されたレコードをMARCへ

変換しLCのオンライン・カタログへ搭載できるよう

に準備していることを紹介している（12）。

筆者はおそらくMARCXMLで直接書誌レコードが

記述されることはないと考えている。MARCXMLは

キースの論考にあるようにMARCに対してXMLの有

効性をもたらすものであり，既に作成されたMARC

レコードのXML版と位置付けることができよう。こ

れに対してMODSはMARCの持つ意味を継承した新

しいXMLスキーマであり，ガンターはMODSを直接

記述作業に使用できるように設計されていると述べて

いる。MODSの重要なポイントはMARCの持つ意味

を継承すること，すなわち従来のMARCによる書誌

レコードとXMLメタデータを融合させることのでき

るXMLメタデータスキーマであることといえるだろ

う。

MARCXMLとMODSにより図書館の伝統的なプラ

クティスとその表現であるMARCは，1960年代後半

に開発されたISO2709の殻を破り，最新かつ多くのコ

ミュニティが支持するXMLへの歩み寄りを開始した

といえる。 ガンターはXML構文への移行により，

MARCは引き続き何百万という書誌レコードに対し

複雑かつ多様な検索を可能にする基準として利用価値

を維持し続けるとしている。

４．METSにおけるXML化されたMARCの継承

電子図 書館連合 （Digital Library Federation：

DLF）は，OAIS参照モデル（OAIS Reference Model；

CA1489参照 ）（13）に準 拠し た電 子資 源 保存 （Digital

Preservation）のためのXMLメタデータスキーマで

あるMETS（14）を開発した。

METSはOAIS参照モデルに定義される情報パッケー

ジ（Information Package）の中のデジタルコンテン

ツの実体であるデジタルデータ（bit stream）を除く

メタデータ部分の表現形式を意識して開発されている。

METSは，記述メタデータ（Descriptive Metadata），

管理メタデータ（Administrative Metadata），ファイ

ルセクション（File Section），構造マップ（Structural

Map），動作記述（Behavior）の各メタデータ部分で

構成され，この中の記述メタデータ部分に XML の名

前空間機能によって別のメタデータを包含する構造を

持っている。カンディフは，METS における記述メ

タデータの管理方法の一つはMETSで記述されたメタ

データに既存の書誌レコードを埋め込むことだとし，

METSにおける<xmlData>というタグは異なった名

前空間のタグを接続する受け口（socket）のように機

能する とし てい る。 ま たMODSを METSの 拡張 ス

キーマ（extension schema）として例示し，同様に

MARCXMLやDCもMETSの記述メタデータの拡張

スキーマとして利用できるとしている。METSを利用

すること により， 電子資 源の保 存の側面 におい て

MARCで記述した書誌レコードをMODSに変換し再

利用することも可能となる。また書誌レコードを包含

したデジタルコンテンツの交換という側面でも活用が

期待される。

５．メタデータ管理の視点

MARCとメタデータのクロスウォークにより， メ

タデータを維持管理する側面でのMARCの活用も検

討されている。

カリーニ（Peter Carini）らは，マウント・ホール

ヨーク大学のアーカイブ（Mount Holyoke College

Archives）での事例を紹介して，MARCからアーカ

イブコミュニティで一般的なメタデータスキーマであ

るEAD （Encoded Archival Description） への変換

を報告している。この事例における変換プロセスでは，

MARCレ コ ー ド を MARCXMLレ コ ー ド に 変 換 し

XSLTスタイルシートを使用してEADへ変換する方法

を採用している。カリーニはEADからMARCへの変

換よりもMARCからEADへの変換の方が，典拠の参

照や件名付与といった作業がMARC上の通常の目録

作業と共通化できる点で有利であり，より問題となる

ことが少ないとしている（15）。
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スミスらは，アイゼンハワー・ナショナル・クリアリ

ングハウス（Eisenhower National Clearing-house）

における教育カリキュラム資源のためのUSMARCの

拡張 を例に， MARCXMLと XSLTを使 用したOAI-

PMH（Open Archival Initiative Protocol for Metadata

Harvesting；CA1513参照）やIEEE LOM（Learning

Object Metadata）で使用されるメタデータへの対応

を紹介している。MARCのタグを教育カリキュラム

向けに独自に拡張し容易な変換手法を使用することに

よって，目録システムを通した資源管理のためのワー

クフローの最適化やデータ登録の合理化が実現できる

としている（16）。

コーネル大学図書館では過去に実施したメタデータ

を利用するデジタル化プロジェクトにおいて，図書館

システム内のMARCレコードを電子テキストのメタ

データとして使われるTEI（Text Encoding Initiative）

ヘッダーやDCへ変換し，デジタル化プロジェクトの

公開システムへ提供する方法が選択された。カースら

はこれらのプロジェクトを通じて二つのシステム上で

のメタデータ管理の重複が問題となり，メタデータ管

理について確立された処理の流れをもつMARCベー

スの図書館システムに集中させたことを紹介している。

この経験によってカースらは，デジタル化プロジェク

トの記述メタデータとしてMARCの役割を見直す必

要があることを提案し，この見直しを通して，図書館

におけるMARCやその他のメタデータを対象とした

メタデータ管理計画に検討内容を拡大する必要がある

ことを指摘している。

ここにあげた事例は，いずれもクロスウォークによ

りMARCから各種メタデータへの変換によるメタデー

タ管理を模索したものである。メタデータの維持管理

にあたり，MARC上での目録規則に沿った記述作業

や典拠および主題などの付与作業がメタデータに適切

なアクセスポイントを与え，メタデータの運用基盤を

補完することが示されている。

６．おわりに

メタデータにおけるXMLの優位性は，その機能だ

けでなく多くのコミュニティに支持されている点にお

いても明らかである。一方でMARCが表現してきた

図書館の伝統的なプラクティスや書誌レコードの運用

基盤が電子資源の時代においても引き続き重要となる。

図書館コミュニティが図書館の伝統的なプラクティス

をXMLで表現されるメタデータの世界へ移行させ，

新しいメタデータ運用の基盤を作り出すことも可能か

もしれない。しかし，これにはスキルの再構築や書誌

ユーティリティを含めたレコード流通の再構築を含め

て多くの課題があり現実的ではないように思える。テ

ナント（Roy Tennant）は，21世紀の書誌的メタデー

タ基盤を展望する論考で以下のように述べている。

「データ移行が容易だという以外に特別の理由がないなら，

他の多くのメタデータ標準を扱うにあたって同等の能力を

持つ，MARC（MARCコードよりもむしろXMLでコード

化されるだろうが）を処理できる基盤を創造しなければな

らない。言い換えれば，MARCをより広い，豊かな，多様

な組み合わせのツールや標準，そしてプロトコルと同化さ

せなければならないのである。」(17)（筆者訳）

テナントは，この論考で新しい基盤で必要とされる

要件や提案， 課題などを挙げている。例えばMARC

の拡張によるレコード形式の多様性に対応する際の問

題や困難で慎重な対処が要求されるシステム移行，ス

タッフの再教育などの指摘については大変興味深い。

一方で彼自身が述べているように新しい基盤の構築は

長く困難な作業になることは間違いない。テナントが

提案するような新しい基盤を展望しながら，現時点で

はクロスウォークによる既存のMARCとメタデータ

の融合を目指すことが図書館コミュニティにとって現

実的な選択肢かもしれない。
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はじめに

今日の大学図書館は，急速に電子情報資源中心の環

境へと移行しつつある。例えば，米国研究図書館協会

（Association of Research Libraries：ARL）による

調査（1）によれば，1994/95年度から2001/02年度にかけ

て，典型的な大学図書館における資料購入費の総額は

61％しか増加していないにもかかわらず，電子情報資

源への支出は，400%近く増加し，ほぼ140万ドル（約

１億５千万円）に達している。特に電子ジャーナルに

対する支出の伸びは顕著であり，1994/95年度以来，

712%増加している。

一方，継続的な価格高騰の結果，大学図書館は学術

雑誌の大幅な購読中止を余儀なくされてきた。大学に

おける研究活動を支援するために必要とされる学術雑

誌をいかにして確保するかが図書館にとって喫緊の課

題となっている。

こうした状況を背景として，過去10年来，電子ジャー

ナルを中心とする電子情報資源の共同購入をめざした

図書館コンソーシアムが世界各地で形成されてきた

（CA1438参照）。わが国においても，2000年９月に国

立大学図書館協議会（現在の国立大学図書館協会）の

もとに，出版社との一元的な交渉窓口としての電子ジャー

ナル・タスクフォースが設置され，本格的なコンソー

シアム活動が開始された。私立大学図書館も2003年に

私立大学図書館コンソーシアム（Private University

Libraries Consortium：PULC）を結成し，海外の主

要な出版社との契約交渉をスタートさせた。また，大

学図書館のコンソーシアムと平行して，日本医学図書

館協会と日本薬学図書館協議会も，それぞれの加盟館

を対象とした電子ジャーナル・コンソーシアムを形成

し，一定の成果を挙げている。

ところで，図書館コンソーシアムに関する過去の研

究は，コンソーシアムのメリットを強調し，最適な実

践例（ベストプラクティス）を提唱する実務的な研究

と，コンソーシアムの発展史に焦点を合わせた歴史的

な研究に大別することができる。

しかしながら，コンソーシアム研究には未踏の領域

が 残 さ れ て い る 。 2003 年 に 発 表 さ れ た シ ャ カ フ

（Pnina Shachaf） の論考（2）は，コンソーシアムのラ

イフサイクル論という未開拓の課題のひとつに取り組

んだ興味深い研究のひとつである。

本稿では，まずシャカフが提唱するライフサイクル・

モデルについてその概略を紹介する。次いで，日本の

図書館コンソーシアム，とりわけ国立大学図書館協会

（Japan Association of National University Libraries：

JANUL）のコンソーシアム（3）を取り上げ，シャカフ

のモデルを適用しつつその発展段階を概観したい。

１．ライフサイクル・モデル

1．1 比較分析

シャカフがライフサイクル・モデルを策定する際に

用いた方法論は，いくつかの指標に基づく比較分析で

ある 。 指 標 と して は ， ポ ッ ター （William Gray

Potter）の６つの基準（参加館数，コア・プログラム，
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図書館コンソーシアムのライフサイクル

表１ 対象コンソーシアム

（出典） Shachaf （2003）

国 名 名 称 設立年 参 加 館
事例研究の

発表年

英国
JISC DNER/NESLI （Joint Information System Committee,
Distributed National Electronic Resources / National Electronic
Site Licensing Initiative）

1996 175大学図書館 1999

スペイン REBIUN（Committee of the Conference of Spanish University
Principals）

1996 47大学図書館 2000

イスラエル MALMAD（Israel Center for Digital Information Systems） 1997 8大学図書館 1999

オーストラリア
CAUL CEIRC (Council of Australian University Librarians
Electronic Information Resources Committee) 1998 39大学図書館 1999

中国 CALIS（China Academic Library and Information System） 1998 70大学図書館 2000
イタリア INFER（Italian National Forum on Electronic Information Resources） 1999 15大学図書館 2000

ミクロネシア
FSM（Federated State of Micronesia Library Service Plan
1999-2000）

1999 全図書館 2000

ブラジル ANSF（Academic Network of Sao Paulo） 2000 6大学図書館 2000



形成理由，財源，大規模大学図書館の参加の有無，管

理運営組織）（4）を使用している。

1．2 サンプルリング

図書館コンソーシアムのタイプ，目標，組織，会員

制度，財源はさまざまであるが，シャカフは，ライフ

サイクル・モデルを構築するに際して，電子ジャーナ

ルやデータベースといった電子情報資源の共同購入と

ライセンシングを目標とした，全国規模のコンソーシ

アムをサンプルとして選択した。比較分析の対象となっ

た８つのコンソーシアムの名称，設立年，参加館の規

模を表１に示す。

これらの全国規模のコンソーシアムの参加館数，年

齢（活動期間），運営管理の仕組みには明らかな差が

ある。しかしながら，８つコンソーシアムは全て，全

国規模の共同購入方式を活用し，単館当たりの経費を

削減し，電子情報へのアクセスを向上させるという共

通の目標を持っている。

1．3 発展段階の理論化

８つの全国規模のコンソーシアムに関する比較分析

を通じて，系統的な発展段階が浮かび上がってきた。

各コンソーシアムを取り巻く環境は異なるものの，コ

ンソーシアムの発展は予測可能なライフサイクル・モ

デルに従っていることが明らかになった。各サンプル

の事例研究が発表された時点（1999～2000年）での，

発展段階の一覧を表２に示す。

（１）萌芽期

萌芽期は本格的なコンソーシアム活動に先んじる準

備段階であり，イタリア，ミクロネシア，およびスペ

インのコンソーシアムがこの段階に位置している。萌

芽期の活動は，ボランティアによる非公式なネットワー

ク活動および図書館間相互貸借によって特徴づけられ

る。こうした活動を基礎として，主導的な大学図書館

や他の利害関係者からなる委員会が設立され，全国的

な協調活動のための公式な機構を作り出そうという作

業が始まる。この段階を次のステージに推し進め，正

式なコンソーシアムの設立を可能にするには，政府に

よる予算措置が必要とされる。また，この段階では，

コンソーシアムの内部に強力な指導力が求められる。

（２）初期発展期

初期発展期は，萌芽期から発展期，さらには自立し

た成熟期への移行の段階である。ブラジルのコンソー

シアムがこの段階の典型的な事例を提供してくれる。

また，中国やイスラエルの事例も参考にすることがで

きる。この段階において，コンソーシアムには設置綱

領に掲げた目標を達成し，発展期に結実する利益を証

明することが求められる。初期発展期に位置するコン

ソーシアムが提供するサービスには，書誌ネットワー

ク（総合目録）や図書館間相互貸借のみならず，電子

的情報資源の共同購入が含まれる。この段階には，差

別化と統合化に向けた努力が認められる。すなわち，

コンソーシアムは自らのアイデンティティを確立する

と共に，外部との連携を積極的に模索することとなる。

（３）発展期

第３の段階において，コンソーシアムは外部資金を

確保することによって存続を確かなものにし，内部の

参加館の参加意識を高めることに努力を払う。この段

階に達しているコンソーシアムとしては，中国，イス

ラエル，および英国の事例を挙げることができる。発

展期には，参加館の間で共有される電子情報資源の数

は増加し，さらに新たなサービスが追加される。この

段階は，最大５年間持続し，コンソーシアムの有効性

と効率性の追求に努力が集中する。

（４）成熟期

このステージに達していると認められるのは，オー

ストラリアのコンソーシアムのみである。しかしなが

ら，ポッターが比較分析の対象として取り上げた米国

の５つの州のコンソーシアム（バージニア州，ジョー

ジア州，テキサス州，ルイジアナ州，オハイオ州）も

成熟期に移行しているとみなしうる。これらのコンソー

シアムは，「電子情報資源に焦点を合わせた，新しい

コンソーシアム」であり，全国規模の共同購入コンソー

シアムに類似している。この段階のコンソーシアム活

動には，総合目録，図書館間相互貸借，共同購入を通

じた電子情報資源へのアクセス，インターネット接続

支援，および基盤となるハードウェアの提供などが含

まれる。参加館は拡大し，サービス対象には大学図書

館以外の図書館も含まれる。成熟期には，参加料とサー

ビス料がコンソーシアムの運営資金の主要な部分を占

め，コンソーシアムは財政的に自立した組織となるこ

とが想定される。コンソーシアムは，独立した組織と

して運営され，電子情報資源のライセンス契約のため

の重要な交渉機関として認められるようになる。この

段階のコンソーシアムは業務の合理化に努め，統計的

測定に基づく品質評価を迫られる。コンソーシアムは

安定し，明確なアイデンティティを維持しつつ，他の

コンソーシアムとの協同によるサービスを模索する。
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発展段階 該当コンソーシアム

１．萌芽期 イタリア，ミクロネシア，スペイン

２．初期発展期 ブラジル

３．発展期 中国，イスラエル，英国

４．成熟期 オーストラリア

５．ａ．解消

ｂ．メタコンソーシアム

ファーミントン・プラン，CISTI（カナダ）

ICOLC，eIFL

表２ コンソーシアムのライフサイクル

（出典） Shachaf （2003）



（５）解消またはメタコンソーシアム

成熟期に達したコンソーシアムは，長期間に渡って

活動を続ける可能性があるが，さらに２つの方向に進

化を続けることが考えられる。

１つの方向はコンソーシアムの解消，あるいは活動

の停止である。この段階は必ずしも成熟期の後に続く

ものではなく，コンソーシアムの生存能力が低下した

場合には，成熟期に達する前にこの段階に至る可能性

がある。しかしながら，この段階に達したコンソーシ

アムは，８つのサンプルには存在しない。全国規模あ

るいは州単位のコンソーシアムの崩壊の例としては，

米国のファーミントン・プランとカナダのCISTIを挙

げることができる。

もうひとつはメタコンソーシアムへと至る道である。

メタコンソーシアムはコンソーシアムのコンソーシア

ムであり，共通の目標を達成するために，いくつかの

コンソーシアムの協調に基づいて創設される。メタコ

ンソーシアムの典型例は，国際図書館コンソーシアム

連合（International Coalition of Library Consortia：

ICOLC）とeIFL（Electronic Information for Libraries）

である。ICOLCは1997年に最初の会合を開き， その

後，世界中の約150のコンソーシアムによる非公式な，

自立的な団体活動を続け，コンソーシアム間のコミュ

ニケーションと議論を促進する役割を果たしている。

メタコンソーシアムは，全国規模のコンソーシアムの

ライフサイクルとしてこれまでに同定された発展段階

の後に続くステージとなる可能性がある。また，メタ

コンソーシアム自体が，４つの発展段階をたどって成

長していく可能性もある。いずれにしても，メタコン

ソーシアムについては，更なる研究が必要とされる。

２．JANULコンソーシアムの発展段階

2．1 萌芽期（1998年～2000年）

1990年代後半から，国立大学附属図書館では，電子

ジャーナルの共同購入を目標としたさまざまな実験的

な試みが行われた。例えば，東京工業大学と長岡技術

科学大学は，1998年からイントラネット型の電子ジャー

ナルであるElsevier Electronic Subscriptions（EES）

の共同利用を開始した。1999年には，長岡技術科学大

学が高等専門学校10校と共に，アカデミック・プレス

のIDEALコンソーシアムをスタートした。また，九

州地区国立大学図書館協議会による，全国の国立大学

を対象としたIDEALの無料トライアルも実施されて

いる。さらに，国立大学図書館協議会図書館電子化シ

ステム特別委員会の下に，関東・東京地区の６大学を

中心としたワーキンググループが設置された。当ワー

キンググループは，「電子ジャーナル契約のモデルケー

スの検討」を課題のひとつとし， 2000年３月には，

IDEALオープン・コンソーシアム（JIOC/NU）がス

タートした。

この時期は，後の本格的なコンソーシアム形成に備

えた萌芽期ととらえることができよう。特に，図書館

電子化システム特別委員会のもとの関東・東京地区ワー

キンググループの取組みは，後の電子ジャーナル・タ

スクフォースの設立に至る重要な活動である。なお，

JIOC/NU自体は，2001年度には17機関，2002年度に

は49機関にまで拡大したが，アカデミック・プレス社

の親会社であるハーコート・ジェネラル社がリード・

エルゼビア社とトムソン社によって買収され，IDEAL

がScienceDirectに統合されたことに伴い， 2002年12

月に解消した。

2．2 初期発展期（2000年～2002年）

萌芽期の準備段階を経て，2000年９月の電子ジャー

ナル・タスクフォースの設立をもって，コンソーシア

ム活動は初期発展期に移行することとなる。タスクフォー

スの設立には，いくつかの大学図書館の館長および部

課長を中心とした強力なリーダーシップが不可欠であっ

た。また，東京大学附属図書館が事務局の機能を果た

すことにより，コンソーシアムの組織が確立された。

この期間を通じて，タスクフォースは，国立大学を代

表する交渉窓口としての使命を果たすべく，積極的な

活動を展開し，その結果，2002年４月にはエルゼビア

他4社との間にコンソーシアム契約が成立した。

2．3 発展期（2002年～2003年）

2002年以降，交渉の対象となる出版社の数は，一気

に拡大し20数社に達した。一方，文部科学省はこれま

でのタスクフォースの取組み，および世界的な電子ジャー

ナルの普及状況を踏まえ，2002年度から「電子ジャー

ナル導入経費」の予算措置を開始した。この予算措置

を契機として，コンソーシアムは発展期へと移行し，

2003年にはコンソーシアム契約の対象出版社は13社に

拡大し，国立大学では平均3,800タイトルの電子ジャー

ナルの利用が可能となった。

また，タスクフォースの活動は，出版社交渉に留ま

らず，電子ジャーナルの利用動向調査，利用促進，永

続的なアクセスの保証といった広範な事業に拡大して

いった。具体的には，大学における電子ジャーナルの

利用の現状と将来に関する調査，電子ジャーナルユー

ザー教育担当者研修会，さらに，国立情報学研究所と

の協働による永続的アクセスの保証に向けた取組み

（NII-REO）などを挙げることができる。

こうした活動範囲の拡張に伴い，タスクフォースの

組織も大幅に強化され，出版社協議担当のほかに，地

区連絡担当，電子ジャーナル利用教育担当を置き，さ

らには電子ジャーナルの利用統計の標準化に関する国

際的な動向に対応するために，利用統計データ検討グ

ループを設置した。
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2．4 成熟期への移行（2004年～）

シャカフによれば，成熟期に到達したコンソーシア

ムは財政的に自立した組織となっていることが想定さ

れている。タスクフォースの運営は，親組織である

JANULからわずかな補助金を獲得しているものの，

基本的には設立以来いくつかの大学図書館のスタッフ

のボランティア的活動によって支えられている。現段

階のJANULコンソーシアムは，2004年４月の国立大

学の法人化による環境の変化を踏まえ，自立的な組織

への脱皮を図るとともに，他の国内のコンソーシアム

との連携によるメタコンソーシアム（例えば，日本国

公私立大学コンソーシアム連合（5））の形成の可能性に

ついて模索を開始した段階として位置づけることがで

きよう。

おわりに

本稿では，シャカフによるコンソーシアムのライフ

サイクル理論の概要について紹介し，そのモデルを援

用しつつ国立大学図書館協会のコンソーシアムの発展

段階についてレビューした。

シャカフの研究は，従来の単なる事例研究あるいは

歴史研究に留まらず，生態学的なアプローチを援用し

つつ，ライフサイクル・モデルに基づいてコンソーシ

アムの発展段階に関する理論的枠組みを提供するとい

うユニークなものである。もちろん，今から見ると，

サンプルとしたコンソーシアムの事例が古い，あるい

は，比較分析から理論を導く際の実証過程に難がある

といった限界を指摘することができる。シャカフ自身

も述べているように，これはあくまで予備的なモデル

とみなすべきであろう。

しかしながら，日本のコンソーシアムも含めた最新

のデータを含む定量的調査を追加し，さらには定性的

なアプローチによって補強することによって，図書館

コンソーシアムの発展段階を理解し，今後のコンソー

シアムの展開を予測する上で有効なモデルに発展して

いくのではないかと期待される。

（千葉大学附属図書館：尾
お

城
じろ

孝
こう

一
いち

）

（1）Case, Mary M. A Snapshot in Time: ARL Libraries and

Electronic Journal Resources. ARL Bimonthly Report. (235),

2004. (online), available from <http://www.arl.org/newsltr/235/

snapshot.html>, (accessed 2005-01-06).

（2）Shachaf, Pnina. Nationwide Library Consortia Life Cycle.

Libri. 53(2), 2003, 94-102.

（3）国立大学図書館協議会. 電子ジャーナル・タスクフォース活動報

告. 東京, 国立大学図書館協議会, 2004, 62p. (オンライン), 入手先

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/projects/ej/katsudo_report.pdf>,

(参照2005-01-06).

（4）Potter, W. G. Recent Trends in Statewide Academic Library

Consortia. Library Trends. 45(3), 1997, 416-434.

（5）近内丈巳. 日本国公私立大学コンソーシアム連合(JCOLC－Japan

Coalition of Library Consortia－)の発展に向けて. 大学図書館研

究. (70), 2004, 63-69.

１．はじめに くり返す学的危機

図書館情報学（LIS）に関わる新たな理論探究は，

LISの危機と併せて議論される傾向が強い。図書館界

においても情報技術の影響が極めて大きいために，情

報技術自体への関心とその随伴現象の様々な問題の現

出に追従するだけに時間を費やさざるをえないのは世

界共通であろう。ゆえにLISの危機は現実の彼方に吹

き飛び，情報技術に追従することに邁進せざるをえな

い時期が一面では続いている。その極論が電子図書館

的機能の充実による無人図書館論であり，これは専門

職不要論としてLISの制度的危機への予感を孕んでい

る。その動向の不安定感が多少とも安定した方向を模

索しはじめ，LISの確立をまっとうしそうな研究が現

れている。本稿で「理論」とはLIS総体もしくは一般

を定義しうる言説を指す。LISの各論の理論，たとえ

ば計量書誌学のそれなどは対象にしない。連関して日

本の現状を見ておくのは学理上有益なので，管見の及

んだ範囲内で主要な成果を参照しておく（1）。

２．最近のLIS理論研究動向

理論研究動向一般を評論したモノグラフとしては，

ロチェスター（Maxine K. Rochester）とヴァッカ

リ（Pertti Vakkari）が国際図書館連盟（IFLA）の

図書館理論調査分科会の委託でとりまとめた「国際的

な図書館情報学研究：国別動向比較」がある。対象国

がスカンディナビア諸国，オーストリア，中国，スペ

イン，トルコ，英国に限られているが，対象論文を計

量的に分析しており，ここ20～30年の趨勢を見るには

参考になる。また昨年のIFLA大会でも図書館理論調

査分科会が活発な研究報告をしている（ 2）。

この調査報告と前後して2002年にはシアトルで米国

とフィンランドのLISの教員を中心に理論研究の国際

会議が開催され，報告書も刊行されている（3）。

また同時期に雑誌Social Epistemology誌で情報学

が特集された。本誌は社会認識論（SE；社会的認識

論とも訳される）の専門誌であるが，特集編集主幹の

ドン・ファリス（Don Fallis）が指摘しているように，

Social Epistemology誌は図書館学研究者ジェシー・

シェラ（Jesse H. Shera） の用語をそのまま引用し

て創刊された。この特集においても，シェラのSEの

再検討と再評価を試みる論考が複数ある。

LIS専門 誌で 理論 をと りあげ たも のに はLibrary

Trends誌の 「図 書 館情 報 学の 最 新 理論 （Current
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Theory in Library and Information Science）」が

ある。しかしながら各論の動向であり，本稿の対象で

ない。

これらの論考をみると，LISに関わる近年の理論研

究 は ， 情 報メ デ ィ ア を 中 心 と し た マ クル ー ハ ン

（Herbert Marshall McLuhan） の 流れ を汲む 理論

（社会情報学），米国を中心としたSEの再検討・再評

価の動き，認識論一般の再検討の３つの流れに集約さ

れるように思われる。そこで本稿では，3番目の領域

で独創的な「情報哲学（philosophy of information：

PI）」の概要を紹介したい。

３．フロリディの「情報哲学（PI）」：情報学のブレ

イク・スルー

PIを提唱したイタリア人哲学者ルティアーノ・フ

ロリディ（Luciano Floridi）の「応用情報哲学とし

て図書館情報学を定義することについて」は上述の

Social Epistemology誌に掲載され，LIS研究者から反

響を呼び，Library Trends誌に「情報哲学」が特集

されるにあたり，フロリディは「応用情報哲学として

の図書館情報学あとがき」を著して，LISとPIとの問

題構制(problematics)を描き出した（4）。

PIの革新的な成果は，情報をアリストテレス形而

上学の第一哲学（philosophia prima）に相当すると

した上で，LISを応用PIと位置付けたことである。

情報学と称する領域は，定義がまちまちなために情

報概念すら共有できていないのが現状である。特にメ

ディア論としての社会情報学からコンピュータ・サイ

エンスを経てバイオインフォマティクスを含む，情報

に関わる森羅万象を知悉するものなどいない。この困

難さを克服するためにフロリディは＜デジタル＞に着

目して，情報を定義するために，デジタルによる認識

論革命をカントのコペルニクス的転回に倣って＜計算

的転回(computational turn)＞と名づけた。演算は，

数学的にみれば，デジタル計算機での演算誤差の発生

率が10万分の１と云われる高精度にある。この数学的

精密さを駆使して今われわれが使っているPCは作動

している。その具体的な応用ソフトであるワープロ，

通信，画像等を通して人間の哲学的命題である＜存在

（あること）＞をどのように精確に記述するのか，すな

わちどのように精確に認識するのか，という知識論の

至上命題に回答を与える認識論的枠組みとその存在論

が情報哲学なのである。フロリディも指摘しているよ

うに，情報哲学において問題を検討する基本は＜知＞

であるが，現象としてのデジタル化された情報を認識

対象の基本単位として扱うか，または見做すことによ

り，さらに確実な議論が可能になる。いわばデジタル

というもの的明証性の強さが，従来の哲学が依存した
・・

思弁をさらに論理的に強化し得る可能性がある。

彼はLISの再検討をめぐる議論を次のように始める。

「LISはSEとPIの両方に厳密に関与しているが，SEが

LISに満足しうる基盤を提供しえない」ことを最初に

示し，三者の関係を家族に例えて（下図参照），「LIS

とSEは兄弟の関係にあり，PIという共通の両親を共

有していると了解されるべきである」と自らの立論を

説明した上で，「LISは既存の哲学的基盤の受容を必

要としないばかりか，哲学的基盤を形作るなかでPI

における重要な役割を演じうる」と指摘した。さらに

哲学と科学の関係性にも言及して「LISと哲学は主に

百科全書的展望を共有しているが，これは科学一般に

も当てはまる。哲学は科学ということば同様学問領域

の大きな多様性を現す包括的なことばである」として

LISが哲学同様の位置づけを獲得する必然性を論証す

る。

図 基礎的な三角形（The foundational triangle）

（出典）Floridi（2002）

ところが，「LISはもちろんSEに近接しているし，

両者の領域内で対象の社会的ダイナミックスに関心を

寄せており，両者には広い視野と経験的な指向性があ

る。にもかかわらずこの方法は完全に失敗してきた」

ので「SEはLISの基盤を提供できない」と断言する。

その理由は「知識社会学とは異なり，LISは規範的な

スタンスを持ち，それゆえ純粋に記述的な方法論以上

のものを要求している。図書館は教育や伝達の必要性

や価値を満たし，守り育む場所であり，そのコンテン

ツは公共のために評価され，選択されている。そこで

は目録作業のような中立的で，評価からは無縁な活動

がなされている。この規範的なスタンスがLISを社会

知識の認識論に傾かせている」ためとされ，LISがSE

的傾向を帯びざるをえないとの解釈を与えている。

これらの失敗を克服する認識論としてPIの有効性

を指摘するために，学問的領域とその構成を説明した

上で「PIは計算よりも情報を重視している」とその

もの的明証性としての特徴をあげる。 応用PIとして
・・

のLISは，ドキュメントに関わる領域を中心に，「ド

キュメントやそのライフサイクル，そしてドキュメン

トを作成，管理，統制するための手続き，技法および

周辺機器に関する領域である」と再定義される。

以上の概要から，「情報分析と設計の基盤的哲学と
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して理解することで，PIはわれわれの知的環境の合

目的的構築を説明しかつ誘導し，かつまた現代社会の

体系的な取り扱い方を提供しうる。 PIは人間性に関

して世界の意味付けを可能にし，世界を確実に構築し，

存在の意味論付けに新しい舞台を準備する」というの

がPIの全構想である。

LISとPIの関係においては，本章の冒頭で指摘して

おいたように情報メディアの多様化による社会情報学

のゆれをLISも被ってきたが，情報を可能な限り精確

に定義することで，このゆれを安定させ，＜学＞とし

ての危機を最小に抑えることが可能になる。また学と

しての自らの百科全書的知の位置づけも明確になり，

LISの各論の精緻化や学際性を情報哲学（すなわちデ

ジタルによる計算的転回）のもとに一貫して規定でき

るメリットもある（5）。

４．情報哲学から図書館情報学へ

PIの理念と領域は「広範囲な現象と実践の説明可

能性を探求すべきであり，これを前向きに精密に推し

進めたい。PIは原理主義である」 とフロリディは宣

言する。

PIの目的は「存在を情報的に分析しようとするア

プローチであり，人間存在にかかわる最小の共通存在

論に適応」することにある。すなわち計算的転回を適

用して情報を精査する一方で，人間存在を含めて全存

在の意味を情報を通して解釈しようという野心的な試

みがPIなのである。

PIの認識論的に自立した強さについては，カント

が自らの認識論的革命を「コペルニクス的転回」と呼

び，近年ではリチャード・ローティ（Richard Rorty）

が自らの認識論を「言語論的転回(linguistic turn)」

と呼んだように「計算的転回」と名づけたところに，

PI創案の自負のほどが伺える。 LIS関係では同様に

「認知的転回(cognitive turn)」（1）もある。いずれの認

識論の革新性が今後の諸学に最も影響力があるかは明

白であろう。諸学を百科全書的に位置づけうる視点に

立つことが最低必要条件である。今後どのように補強，

精緻化，検証されてゆくのか，実に楽しみな哲学革命

が起きたといえよう。社会生物学者のエドワード・O・

ウィルソン（Edward O. Wilson）が著書『知の挑戦

(Consilience: the unity of knowledge)』で，分子生

物学的視点で諸学の再構築可能性を予見しているが，

これはもの的世界観からのパラダイム転換の指摘であ
・・

り，第一哲学を再構成する要因にはなりえないので，

PIの上位を占める可能性は少ない。よってPIが哲学

以外の諸科学（学問）のマッピングにも大きな影響を

及ぼすと想定できよう。

最後にPIがLISに及ぼす影響を見ておこう。学とし

ては哲学と同等に存在する自らの百科全書的知の位置

づけが明確になり，LISの各論の精緻化や学際性を情

報哲学（デジタルを認識単位においた情報概念による

計算的転回）のもとに一貫して規定できるメリットも

ある。哲学は普遍学でもあり，諸学の知を学的体系と

分類において明確なデジタル単位の情報を用いてマッ

ピング（たとえば情報の視覚化などの手法で）するこ

とを可能にする。一方でLISは諸学が生産する知をド

キュメントとして取り扱う相補的な関係性を明確にし

た。つまりLISは自らの存在理由を哲学的に規定する

ことができ，従来甘受していた諸学の補助科学として

の地位を脱却，自律できる学的根拠を獲得し得る契機

が明示された。この延長上で専門性および専門職制度

の必然性をも説明可能にする場と契機を得たことにな

る。LISが哲学から自立するのは無意味だが，学際的

界面において不即不離の関係を確認することで，たび

たび招来する蟻地獄的な学的危機を脱することが可能

になる。

情報哲学は技術ではないので情報を具体的に加工し

たり，処理したりすることはない。＜計算的転回＞と

いう認識論的転回を経て，この哲学がLISを含めて関

連する情報学の分岐諸学をも傘下に展開することで，

合理的な世界のもとにさまざまな問題構制が透過にな

る。あくまでも諸＜学＞のディシプリンの一つに過ぎ

ないが，その果たす機能は知を基礎付ける際に，情報

レベルから知の新しい物理的あり方を規定する。よっ

て情報哲学の理解いかんで，展開する世界が異なると

考えるべきであろう。

（中部大学附属三浦記念図書館：松林
まつばやし

正
まさ

己
き

）

（1）影浦峡. 情報媒体構造論の構想と方法的考察. 第52回日本図書館

情報学会研究大会発表要綱. 2004, 21-24. ; 西垣通. 基礎情報学. 東

京, NTT出版, 2004, 235p. ; 野家啓一. 「情報内存在」としての人

間 : 哲学から見た情報概念 . パラダイムとしての社会情報学. 東京，

早稲田大学出版部，2003. ; 斉藤孝. 「記録・情報・知識」の世界:

オントロジ・アルゴリズムの研究. 八王子, 中央大学出版部, 2004,

322p. ; 米山優. 情報学の基礎: 諸科学を再統合する学としての哲学.

東京, 大村書店, 2002, 448p.

いずれの議論もLIS以前に情報学（論）を前提している。西垣は

情報を意味作用に求め，米山は秩序ととらえている。メタサイエン

スとしても基礎付けと位置付けの中心に哲学がおかれているのは，

哲学の基本問題が知識論にあるからに他ならない。知識論の本質は，

精確な認識をどのように獲得するのかである。しかしLISは人間の

情報探索行動をも対象化することによって，情報学の領域を必然的

に獲得した。その背後にはハイデガーの頽落概念があり，いわゆる

認知学派の認知的転回(cognitive turn)を基礎づけた。同様の文脈

で人間を＜情報―内―存在＞と定義したのは野家であるが，これは

認知学派が依拠するハイデガーの存在了解を敷衍したものだ。斉藤

の議論は存在論的アルゴリズムであり，PIに類似するが，認識論的

革新性はない。影浦の分析準拠枠がPIに最も近い。

（2）Rochester, Maxine K. et al. International Library and Information

Science Research: A Comparison of National Trends.

Amsterdam, International Federation of Library Associations

and Institutions, 2004. 54p. (IFLA Professional Report; Nr.82)
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(online), available from <http://www.ifla.org/VII/s24/pub/

iflapr-82-e.pdf>, (accessed 2005-01-14).

（3）Bruce, Harry et al., ed. Emerging Frameworks and Methods:

CoLIS4 : Proceedings of the fourth International Conference

on Conceptions of Library and Information Science. Seattle,

USA, 2002-07, the Information School, University of Washington,

Libraries unlimited, 2002, 336p.

本書に関して，ワシントン大学のスミスが紹介の論説を寄稿して

いる。

Smith, Martha Kellogg. Emerging Frameworks and Methods:

Fourth International Conference on Conceptions of Library

and Information Science (CoLIS4): 21 - 25 July 2002, Seattle,

Washington. D-Lib Magazine. 8(9), 2002. (online), available from

<http://www.dlib.org/dlib/september02/smith/09smith.html>,

(accessed 2005-01-14).

本稿に連関する論文は下記の2本であるが，伝統的な認識論の議

論を超えてはいない。

Hj rland, Birger. Principia Informatica: Foundational Theory

of Information and Principles of Information Services. ;

Tuominen, Kimmo, Talja et al. Discourse, Cognition, and

Reality: Toward a Social Constructionist Metatheory for

Library and Information Science.

（4）Floridi, Luciano. On defining library and information sci-

ence as applied philosophy of information. Social Epistemology.

16(1), 2002, 37-49. 本号は情報学を特集している。

Floridi, Luciano. Afterword LIS as Applied Philosophy of

Information: A Reappraisal. Library Trends, 52(3), 2004, 658-

665. 本号は「情報哲学(The Philosophy of Information)」を特

集している。

上述の２誌に図書館情報学理論に関する論説が掲載されている。

紙幅の都合上目次は割愛した。

PIの著者フロリディのHPは下記にあり，大半の論文を公開して

いるので，参照されたい。

Luciano Floridi, University of Oxford. (online), available from

<http://www.wolfson.ox.ac.uk/ f̃loridi/>, (accessed 2005-01-14).

（5）フロリディは，その後応用PIとしてのLISに寄せられた「「社会」

的には十分ではない」という批判に対して，現実の図書館に関わる

社会的な側面を3層に分けて検討することで応答とする。その3層は，

下記のとおりである。

第１層 図書館を対象に扱う

第２層 図書館情報学総体にかかわる 学習から実践まで

第３層 少数の人のみが関心を持つ根本的なもの たとえば数学の

哲学とか図書館情報学の場合にはPIを示唆する

１．レビューの対象

本稿は，レファレンスサービスに関する日本語の研

究文献をレビューするものである。ただし，標題が示

すように，近年の研究状況を明らかにすること，とり

わけそれを，「新しい」動向に着目して整理すること

を意図している。

レビューの対象となる文献は，過去５年間，すなわ

ち，文献の出版・発行年が，2000年から2004年までの

ものとする。ただし，このテーマに関しては，図書館

員養成の教科書を意図して刊行されたものや事例集を

除くと，図書としてまとめられた論考は極めて少な

い（1）。それゆえ，レビューの中心となるのは，雑誌な

らびに紀要に掲載された記事および報告書である。な

お，理論的な考究ばかりではなく，個別の図書館にお

ける実践報告の形式を取っていても，単なる紹介に終

わらず，著者による考察や提言が明確に示されている

ものについては，取り上げることとした。さらに，大

学等の紀要において，形式的に学術文献となっている

ものについては，文献の存在を整理することに意義が

あると考え，質を問わず触れるよう努力した。

研究文献をレビューする際には，研究手法に着目す

ることがよく行われる。例えば，動向研究，調査研究，

事例研究，事象研究，理論研究といった具合に文献を

識別し，それぞれの状況を説明するものである。しか

し，本稿では「新しい潮流」に焦点を合わせることか

ら，研究手法ではなく研究テーマや研究トピックを明

確にすることを試みた。

この試みにおいては，レファレンスサービスとはど

のような活動であるのか，また，どこまでの活動がレ

ファレンスサービスとなるのかといった，概念ないし

定義が問題となる。本稿では，『図書館情報学用語辞

典』（第２版）の解説（2）に基づく理解を行い，関係文

献を渉猟し，取捨選択した。ただし，利用者教育や情

報リテラシー育成支援については，本誌においてすで

に対象となっているので取り上げない（3）。また，ビジ

ネス支援，医療支援といった表現で扱われるサービス

は，特定主題のレファレンスサービスとしての性質を

持つが，これについても除外した。さらに，他の諸サー

ビスの説明の中で関係する記載を読み取れたとしても，

その活動を執筆者がレファレンスサービス（読書案内

を含む）と明確に意識していると解釈できる論考だけ

を残した。
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２．サービス実態の考究

レファレンスサービスに関する調査が多数行われ，

サービス実態の把握が進められている。公共図書館に

関しては，全国公共図書館協議会による公立図書館対

象の質問紙調査が行われた（4）。全国規模の詳細な調査

は，過去十数年に遡っても実施された形跡はなく，基

礎データの提示という点で特筆すべきである。また，

図書館および図書館司書にかかわる全国規模の質問紙

調査において，レファレンスサービスに関係する項目

を多数確認することができる（5）。大学図書館に関して

は，東洋大学におけるプロジェクトとして，全国の大

学図書館を対象に調査が行われ，集計ならびに分析結

果が公表されている（6）。

また，調査対象を限定して行われた調査も少なから

ずあり，このサービスに対する関心の高まりを表して

いる。公共図書館に関しては，図書館サービスの先進

地域として滋賀県と東京都多摩地域を位置づけた上で，

それぞれの特性を解明しようとした杉江の調査があ

る（7）。また，東京に関しては，都立中央図書館の事例

調査（8）や区立図書館を対象にした質問紙調査（9）がある。

さらに，調査手法はやや粗いものの，任意抽出した全

国の24館を対象にした調査も行われている（10）。大学図

書館に関しては，東京大学附属図書館を対象にした実

態調査（11）や，レファレンスサービスにおけるデータベー

ス利用に焦点を合わせて実施された調査（12）がある。

３．レファレンスサービスのモデル

公共図書館におけるレファレンスサービスの位置づ

けや設計にかかわる検討も続けられている。2000年度

および2002年度の全国公共図書館研究集会参考事務分

科会研究集会では，基調講演ならびに研究協議の中で，

サービスの構造の問題が話題となっている（ 13）。また，

貸出サービスと対比した新たな議論が生まれているこ

とは興味深い。根本は，これまでの貸出サービス論を

批判した上で，レファレンスサービスを図書館サービ

スの核に据えることの意義を強調している（14）。糸賀は，

レファレンスサービスは貸出サービスの延長上にある

とする従来からの認識に対して，問題点を提示してい

る（15）。その一方で，貸出サービスを進展させればレファ

レンスサービスも伸びるという捉え方を前提とした主

張も，相変わらず見受けられる（16）。

また，サービスの構造の点では，公共図書館が設置

自治体の行政各部門に対して，問い合わせに基づいて

情報提供を行うことの可能性が検討され（17），今後の実

践活動が期待される。また，読書案内は，公共図書館

の貸出部門におけるレファレンスサービスと認識すべ

きであり，レファレンスサービスの性質に関する議論

の一部として，見逃してはならない（18）。

レファレンスライブラリアンの養成や研修に関して

は，単なる報告にとどまらず，能力開発という視点か

らの考察が現れており，同時に，技能を効果的に育成

するための方法が検討されている。とりわけ，公共図

書館の専門研修に関しては，都立中央図書館での実践

事例から，多様な問題意識を得ることができる（19）。ま

た，地域の図書館員有志が，レファレンス質問を互い

に出し合い，それを解決することを通して，情報源に

関する知識を広げるとともに，検索方法に関する技術

を高めていく「レファレンス探検隊」の活動は，図書

館員の自己研修と捉えることができるが，名古屋と神

奈川における実施の様相が報告されている（20）。図書館

員養成教育との関係では，レファレンスサービスの能

力が図書館員に必須であることを，カリキュラム改訂

に基づいて明示した小田の考察があるほか，教育実践

の様相を報告した論考がある（21）。

レファレンスサービスの技法に関係するものとして

は，レファレンスプロセスの研究が進展している。浅

野は，神奈川レファレンス探検隊の取り組みに基づい

て，検索プロセスに対する考察を行なっているし（22），

渡邊は， 検索プ ロセスに 関する 調査を実 施して い

る（23）。また，これらの論考に関連して興味深いのは，

利用者の情報検索行動や認知行動に関する考察であ

る（24）。さらに，プロセスの諸段階の中では，レファレ

ンスインタビューに対する関心が高く，とりわけ専門

図書館からの報告が特徴的である（25）。

４．ネットワーク環境下でのレファレンスサービス

ネットワーク環境のもとで，デジタル技術を活用し

たレファレンスサービスに対する研究は，今回レビュー

の対象とした期間における最大の関心事である。しか

も，DRS（Digital Reference Service），VRD（Virtual

Reference Desk），e-reference serviceなど，このテー

マを表す多様な語が使用され，時間の経過とともに，

論考のテーマも変化している。すなわち，初期には概

念や概 要を考 察する ことに 主眼を 置いて いたも の

が（26），やがて，問題設定を明確にした議論となり（27），

現状分析に至るようになっている（28）。そして，こうし

た研究を基盤にして，さらなる細分化がなされる。

第一に，技術や方法に関する研究がある。福田は，

デジタル技術をレファレンスサービスに適用した場合

のサービスの変容に対する考察を行なっている（29）。阿

部は，デジタル環境下でのレファレンスインタビュー

の技術的な面を考察している（30）。また，比較的早い時

期から，電子メールを利用したレファレンスサービス

の方法の問題が指摘されている（31）。

第二に，ネットワーク上で協同してレファレンスサー

ビスを行う可能性の追究が行われている。日本におい

ては，専門図書館協議会の「共同レファレンスサービ

ス」に対する取り組みが先行しているが（32），他の館種
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における実験的な試みもある（ 33）。海外の事例について

は，国際文化会館におけるワークショップ報告が記録

として公刊されており，スウェーデン，韓国，米国の

事例を確認することができる（ 34）。また，米国議会図書

館が中心となり開発が行われた代表的な先進的事例の

QuestionPointや，その他の類似のシステムの動向に

ついては，紹介記事から確認することができる（35）。

第三に，レファレンス質問およびその処理にかかわ

る事例のデータベース化が進み，さらに，そうした事

例をネットワーク上で共有し，サービスの質や図書館

員の能力向上に役立てようとする試みが，公共図書館

や大学図書館で開始された（36）。また，国立国会図書館

では，レファレンス協同データベース実験事業を2002

年度に開始し，館種を問わず全国から参加館を募り，

その有効性を検証している（ 37）。この実験事業は2004年

度で終了し，2005年度からは同館の事業の一環として

展開することが予定されているが，日本における極め

て貴重な取り組みであり，その重要性は強調してし過

ぎることはない。さらに，レファレンス事例に基づい

てナレッジベースシステムや自動回答システムを構築

するための研究が行われている（38）。

第四に，インターネット上の情報源を活用したレファ

レンスサービスの有効性や限界に対する考察が，活発

となっている（39）。ただし，情報源の構造にまで踏み込

んで議論しているものは少なく，その点で，福田の論

考は貴重である（40）。なお，本稿では割愛したが，有用

な情報源の紹介や基本的な使い方までを含めると，数

十の文献を数えることができる。

第五に，レファレンスサービスの一環として，ネッ

トワーク上への情報発信について扱った論考がある。

ただし，東京都立中央図書館における「ニュースレファ

レン ス」（41）， 北海道北 広島市に おけるSDI（選択的

情報提供）（42），東京学芸大学附属図書館における「パ

スファインダー」（43）といったように，事例報告として

の性格が強い。

５．レファレンスサービスの歴史・図書館事情

基礎的な研究として，歴史研究の進展も見られる。

田村は，日本図書館文化史研究会の2003年度研究集会

のシンポジウムにおいて基調講演を行い，連続と断絶

という二面からこのサービスの日本における経緯を考

察した（44）。また，戦前におけるレファレンスサービス

については，北原をはじめとする一連の論考（45）がすで

に存在するが，金津は，先行研究で対象とされなかっ

た新たな資料（史料）に基づき，このサービスの導入

期の様相を分析している（46）。さらに，国立国会図書館

の立法レファレンスサービスに関しては，春山の論考

が，創始期の状況を扱っている（47）。医学図書館に関し

ては，戦前からの変遷の歴史を，奈良岡が簡潔に整理

している（48）。

最後に，図書館事情という観点から，これまで取り

上げなかった文献を眺めると，公共図書館における協

力レファレンスについての実践事例が目立つ（49）。ただ

し，このテーマは，今後はネットワーク環境下での議

論として展開するものと予測される。このほか，本格

的な研究ではなく，書きぶりも多様であるが，レファ

レンスサービスに関係する様々な課題を，各図書館固

有の事情に沿って指摘したり，具体的に整理した文献

が，公共図書館（50），専門図書館（51），国立国会図書館（52），

その他（53）と多数存在する。

６．潮流の方向

以上，過去５年間の文献を展望し，レファレンスサー

ビスの研究における動向を，テーマに焦点を合わせて

整理した。最後に，こうした「新しい潮流」が，これ

から先にどのような展開を見せるか，あるいは，今後

の研究においていかなる可能性を秘めているか，私見

を記すこととしたい。

第一に，レファレンスサービスの実態に関しては，

現在のところ，公立図書館と大学図書館に関しては基

礎データの収集が進んだ。すなわち，レファレンスサー

ビスの実際をさらに追究するための側面や着眼点が明

確になり，多様な問題意識を生み出す土壌が形成でき

たことになる。したがって，レファレンスサービスに

ついて，研究が深化することは大いに期待される。

第二に，レファレンスサービスのモデルとの関係で

は，図書館サービスの構造と図書館員の能力に関する

議論や考察が増加する可能性が高い。現在，図書館業

務の外部委託や経営形態の変容が急速に進みつつあり，

関係者の間には，専門的能力を持つ図書館員の役割や

存在意義に関する危機意識が強くなっている。この危

機意識を背景に，専門的業務の充実に対する期待が高

まり，レファレンスサービスの位置づけに対する検討，

ならびに，サービスを実践する図書館員の能力に関す

る研究が進むものと予想される。

第三に，ネットワーク環境下でのレファレンスサー

ビスに関しては，試行や模索の段階を終了し，実際的

なシステムが構築され，事業化が進むものと考えられ

る。そうした状況をもとにして，技術開発にかかわる

研究の深まりが予想される。また，現実的な仮説を提

示した実証研究や提案型の理論研究が進むことが大い

に望まれる。

ただし，上記のいずれの方向においても，図書館の

レファレンスサービスを有効に実践することだけを目

指すのでは，研究の基盤は強化できない。今後は，レ

ファレンスサービスにかかわる知識や技術が，他の領

域にも確実に応用できることを明らかにするための研

究が必要であり，また，このサービスに特徴的な知見
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や技能を，広く社会に普及させるためのしくみを作り

上げる努力が，関係者に求められる。そのためには，

図書館界での閉鎖的な意見交換にとどまるのではなく，

異なる分野の研究者との交流ないし協同を活発にし，

さらに新たな潮流を生み出すことが重要である。

（青山学院大学文学部：小
お

田
だ

光
みつ

宏
ひろ

）
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