


CA1622
図書館サイトの現状

－再点検の必要性と危機感の欠如－

図書館サイトの普及

図書館のウェブサイトの普及が進んでいる。上田修

一の調査によれば ， 年には全国 大学のうち(1) 2005 704
％にあたる 大学で図書館サイトが公開されて89.8 632

いる。また，日本図書館協会の各種調査によれば，
(2)2006 1,369年度に公共図書館を設置していた 自治体

のうち ％にあたる 自治体 で図書館サイトが72.1 988 (3)

公開されていると推計できる。

図書館サイトの普及とともに，図書館サイトのあり

方にも関心が集まっている。 年には長谷川豊祐2004
らが「大学図書館トップページのガイドライン」を発

表し ， 年には松山龍彦がこのガイドラインを踏(4) 2005
まえたサイト作成のひな型である （むーMoogaOne
がわん）を公開している 。こうした関心は決して一(5)

部に留まるものではない。 年の専門図書館協議2005
会全国研究集会で “使える”図書館ホームページ「

，を考える」を掲げた分科会が開催されたことや ( 6 )

年には岡本真 や林賢紀 が図書館のウェブ発信2006 (7) (8)

に関し様々な図書館関係団体で発言していることが，

その一つの証明となっている。

一連の動向は，図書館サービスの一角を担うものと

して，図書館サイトがあるという意識の浸透を示すも

のだろう。だが図書館サイトの「全公開時代」を迎え

た現在においては，利用者を巻き込んだコンテンツの

生成と発信の意義と効果を強調する「 」のよWeb2.0
うな新たな課題に対応するのと同時に， 年以上に10
渡る歴史を振り返り ，図書館サイトが置かれている(9)

状況を見つめ，図書館サイトのあり方を再点検するこ

とが必要ではないか。

抜本的な見直しの提案

早くから図書館サイトの分析や評価が行われてきた

欧米の図書館では，図書館サイトの現状に対する厳し

い評価が示されている。

2005 Janたとえば， 年に発表されたピザンスキ（

）らの研究 は，ヨーロッパ か国の国立図Pisanski 9(10)

書館サイトの比較分析に基づいて 「各国の国立図書，

館サイトは及第点にあるが，依然として理想には程遠

い」ことを指摘している。この研究は図書館サイトの

発信内容と発信方法について，各 項目，計 項目12 24
の評価指標を定めて行われた厳密なものであるだけに，

現状に満足すべきではないという指摘は，説得力を持

っている。

2006 Brianまた， 年に発表されたデトロール（

）らの研究は，既存の図書館サイトを肯定的にDetlor
評価しつつも，最終的にその脆弱性を指摘し 「確固，

たる（ 」図書館サイトの構築を訴えている 。robust） (11)

この提言は，北米研究図書館協会（ ）の会員館ARL
のうち 館を対象に 項目からなるチェックリスト107 33
を用いた調査を行った結果に基づくだけに，極めて重

い意味を持っている。

背景にある危機感

このような挑戦的な問題提起を含む研究がなされる

背景には， に象徴される検索エンジンの台頭Google
がある。実際，検索エンジンと対等に伍していく「確

固たる」図書館サイトを実現する条件として，デトロ

ールらは極めて難易度の高い課題を掲げている。

利用者ニーズにあわせたサービスの実現1.
検索を中心としたインターフェースへの移行2.
利用者へのカスタマイズ機能の提供3.
インターフェース改善に重点化した資源配分4.
情報アクセスに留まらない情報活用の支援5.

ここにあるのは， の加盟館ですら，この つをなARL 5
しえないことには検索エンジンの前に敗れ去るのでは

という危機感であろう。

図書館と図書館サイトを取り巻く現状に対する危機

感は，マーケティングや広報の手段としての研究図書

2005 Jeanie館サイトの可能性を説いた 年のウェルチ（

）の研究にも現れている 。ウェルチの提起は，Welch (12)

寄付による資金調達や図書館友の会制度への参加とい

った図書館支援の獲得を目的としており，厳しい財政

状況の中で研究図書館による自館サイトの有効活用が

求められている現状をよく伝えている。

日本における再点検の視角とその課題

もちろん日本の図書館サイトにも，同様の問題意識

や提起がないわけではない。前述の をMoogaOne
useful usable「 （便利）なウェブページは多いのに，

使いやすい）ではない」 という問題意識に基づい（ (13)

FAIR UP Findability, Aggregation,て始めた松山や「 」（

をIntegration, Resource, Usability, Presentation） (14)

キーワードに大学図書館サイトの課題を指摘した岡本

らの取り組みは，既存の図書館サイトの再点検を迫る

ものだろう。

このうち「 」をキーワードにした岡本にFAIR UP
よる図書館サイト分析では，京都の主だった大学図書

館のサイトを対象に具体的な評価が行われている。た

とえばサイト上での情報の見つけやすさ／見つけられ

やすさを意味する という観点から，京都Findability
造形芸術大学芸術文化情報センターに高い評価が与え
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られている。多くの図書館サイトでは， はリンOPAC
クをたどってアクセスするように配置されているのに

対し，京都造形芸術大学芸術文化情報センターのサイ

トでは，サイト内のどのページを開いても常にページ

の左側に の検索キーワード入力欄と検索ボタンOPAC
が表示されているためである。 がサイト内のどOPAC
こにでも常に表示されているということは， がOPAC
見つけやすく見つけられやすいということであり，当

然いつでも を検索できるということを意味してOPAC
いる。見つけやすさ／見つけられやすさを考慮したこ

のような図書館サイト構築の背景には，図書館サイト

において はきわめて重要であるという京都造形OPAC
芸術大学芸術文化情報センターの認識を表すものだろ

う。

逆に龍谷大学学術情報センターは， にデータOPAC
が含まれていない和漢古典籍目録と との間にリOPAC
ンクがないことを厳しく批判されている。重要なコン

テンツが別個に存在して統合されていないこと，せめ

てリンクによって相互の存在が明示されていないこと

は，情報の見つけやすさ／見つけられやすさの重要性

が龍谷大学学術情報センターのサイトでは考慮されて

いないことを示すものだからである。

このように，なんらかの尺度や指針に準じて図書館

サイトを一つずつ具体的に評価していく取り組みは今

後欠かせないものとなってくるだろう。だが，そのよ

うな取り組みは，デトロールにみられるような根底か

らの転換を促す問題提起には至っていないこともまた

事実である。彼我のこの差は，日本の図書館サイトの

先進性を示すものでは当然なく，現状認識の甘さから

来る危機感の欠如に由来するものだろう。無論，危機

感を煽る必要はない。だが，それでは冷徹な現状認識

がなされていると自信を持っていえるだろうか。図書

館と図書館サイトを取り巻く現状に対する危機感が欠

けていること，そして危機の存在がデトロールらのよ

うに説得力ある形で提起されていないことこそが真の

危機であるかもしれない。

（ ）ACADEMIC RESOURCE GUIDE ARG（ ）：岡本 真
おかもと まこと
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CA1623
ファインダビリティ向上を実現する

フォークソノミー

情報検索のためのファインダビリティ1.

インターネットの普及にともなって 「秒進分歩」，

の勢いで増大を続けるコンテンツをいかに利用者にと

って見つけ出しやすく整理するかは，情報管理者にと

っての最大のテーマである。そのような中，昨今，情

報アーキテクト の間で「アンビエント・ファインダ(1)

ビリティ（ 」という考え方に注ambient findability）
目が集まっている。アンビエント・ファインダビリテ

ィ（見つけやすさの環境）とは，情報の提供者が情報

の所在を定めることや利用者にとって探索可能になっ

ているかどうかを定める指標としての「ファインダビ

リティ」を，私たちを取り巻く環境の中心に捉えてい

こうとする営みのことを指している。すなわち，特定

の情報や事物がどの程度，発見でき，見つけ出しやす

くなっているか，ということである。

ファインダビリティ向上のためのアプローチは，

情報のアイテムレベル」と「情報のシステムレベ「

ル」から構成される。「情報のアイテムレベル」とは，

情報の組織化（分類・整理の方法 」や「ラベリング「 ）

名前付け 」のことである。一方「情報のシステムレ（ ）

ベル」とは，私たちの身体をとりまく物理的な環境や

デジタル環境が，どの程度，特定の情報への「ナビゲ

ーション」しやすく 「検索」しやすい仕組みになっ，

ているかのことである。
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このような中で，両方のレベルを横断する役割を担

うのが「メタデータ」である。メタデータは，コンテ

ンツを分類・整理するために用いられるとともに，コ

ンテンツの主題を記述する単語やフレーズも使うこと

で，コンテンツを検索しやすくするためにも活用され

る。いわば，メタデータの管理がファインダビリティ

向上のための鍵を握っているとも言えるだろう 。(2)

タクソノミーからフォークソノミーへ2.

元来メタデータとは「データのためのデータ」のこ

とであり，対象であるコンテンツに対して内容や属性

となる索引やキーワードなどを付与する行為を意味し

ている。いわばコンテンツに対して「タグ付け（タギ

ング 」を行うことであり，従来からのタグ付けの基）

準には「タクソノミー（ 」による情報管理taxonomy）
が採用されてきた。タクソノミーとは，ものごとを分

類して理解するといった，人間の意識の根底にある分

類体系としての階層構造に従って，コンテンツ管理者

が予めタグ付けを行うために用いられている。

それに対してフォークソノミー（ ）とfolksonomy
， ） ）」は 「 （民衆，人々 」と「 （分類法folks taxonomy

との造語で，インターネット上のコンテンツの利用者

である閲覧者や投稿者自らが，閲覧・投稿するコンテ

ンツに自由にタグ付けすることで，検索のためのシス

テムに役立てることを表す。フォークソノミーが従来

のものと大きく違うのは，タグを付けた人の個人的な

思い入れや，一定のコミュニティによって認められた

タグ付けであることから，タグを介してさまざまな利

用者やコミュニティの関心を共有でき，情報検索の方

法を学ぶことができる点にある。また，タグ付けにお

いても，個人の感覚や印象によるものやコンテンツに

対する事後的なアクションを付与するなど，人の感覚

や時間のような従来になかった属性を採用できること

にも特徴がある。

フォークソノミーによるタグ付けの効用は，利用者

が任意のキーワードを検索する際に，他の利用者がタ

グ付けを行ったコンテンツを検索結果に表示できるこ

とで，検索性が向上していくこととされている。また，

タグの多さに応じて文字列の大きさを変化させて表示

する「タグクラウド」を用い，タグの人気や優劣を示

すことで，あらたな検索行動を引き出すことにもつな

がる 。(3)

フォークソノミーの応用分野3.

フォークソノミーが活用されている分野には，ソー

シャルソフトウェアとも総称される一連のサイトサー

ビスがある 。代表的なものに，多くの人々が写真を(4)

共有する『フリッカー（ 』 や，興味あるブロFlickr） (5)

グ記事やニュースへのリンクを共有するソーシャルブ

ックマークの『デリシャス（ 』 ，ウDel.icio.us） (6)

ェブページのアーカイブサービスの『ファール

』 などを挙げることができる。現在では，コ（ ）Furl (7)

(8)ミュニティ・ ィルターブログの『メタフ （ ）』MetaFilter
(9)やブログ・ ティインデックスの『テクノラ （ ）』Technorati

でも活用されている。また国内でも 『はてなブック，

マーク』 に代表されるソーシャルブックマーク・サ(10)

ービスがよく知られている。

ビジネス分野においては，企業のウェブサイトやイ

ントラネットでの採用が活発化してきた。ウェブサイ

トでは，コンテンツに対する利用者のさまざまな傾向

を掴むことができ，製品やサービスに対するマーケテ

ィングデータとしての利用が進んでいる。たとえば，

特定の製品に対してどのような言葉が用いられている

かをチェックすることで，製品コンセプトの見直しや

開発に活かす等である。またイントラネットでは，企

業内の情報を従来からの事業別や製品別の分類方法に

加えて，従業員の行動やその時々の嗜好に基づいた情

報分類が可能になることで，検索性の向上と同時に従

業員の興味などを把握できる効果につながっている。

学術分野では，米国を中心に図書館や美術館などで

の実践の取り組みが急激に進展してきた。米国ミシガ

ン州アナーバーの地域図書館における情報検索システ

ム『 （ 』では，アカウントを持SOPAC Social OPAC）
つ利用者が書誌データにタグをつけることで，利用者

の嗜好や人気度から 検索することができる 。図書情報を (11)

また，メトロポリンタン美術館やグッゲンハイム美術

館などを中心とした米国の つの美術館による『アー8
トミュージアム・コミュニティ・カタロギング・プロ

The Art Museum Community Catalogingジェクト（

』では，これまで個別に行ってきた館内の作Project）
品に対するメタデータを統合する試みに加え，各ウェ

ブサイトを介して来館者が個々の作品にタグ付けを行

うことで，来館者が作品を見つけだしやすくするため

の研究が進んでいる 。(12)

フォークソノミーの課題4.

フォークソノミーをファインダビリティ向上に活用

していく上での課題には，一般の利用者によるタグ付

けに際して，言葉における曖昧さや正確性に関する次

の点がある。たとえば，同義語や多義語を多数入力し

てしまうことや利用者の勘違いから無意味な言葉を入

れることは，利用者にとっての検索能力を著しく下げ

てしまう結果につながりかねない。同時に，サイトの

運営者にとっては，好ましくない言葉が付くことに対

する管理面での問題が浮上することになる。

これらの課題の克服として，タグ付けの入力の際に

4
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同義語や多義語などを整理するためのエンジンを併用

することや，利用者に対して積極的に意味のあるタグ

付けを促すための仕掛けを講じる策などが試みられて

Google Image Labelerいる。 よるたとえば， 社にGoogle
では，ゲーム形式で利用者に画像のタグ付けの精度を

競わせながら，より正確なタグ付けを促す仕組みとな

っている 。その他にも，タグの利用頻度による変化(13)

を表示するタグクラウドにおいて，時間軸の要素を付

加することで，タグ付けの適性さを収斂させていく試

みがある 。(14)

フォークソノミーは，従来からの制限語彙によるト

ップダウン型のタクソノミーに比べ，分散されたボト

ムアップ型のアプローチであることから，コストをか

けずに効率的に運営できる大きなメリットにつながっ

ている。そのことから，フォークソノミーは従来から

の手段を補完しながら，利用者にとっての情報のファ

インダビリティ向上を実現する方法として，今後より

一層注目され，普及していくに違いない。

）（ソシオメディア株式会社：篠原稔和
しのはらとしかず

(篠原稔和監訳) 情報アーキテク(1) Rosenfeld, L. et al. Web
. , , 2003.チャ 東京 オライリー・ジャパン
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CA1624
次世代の図書館サービス？
― とは何かLibrary 2.0

猫も杓子も「 」2.0

近年，世界の 業界・ビジネス界を席巻した言葉IT
に「 」がある。これは 年頃，当時急速にWeb 2.0 2004
発展・増殖していた新世代のウェブサイトを総称する

言葉として生まれた。具体的には，オンライン地図ツ

ール“ 参照）やオンライン書Google Maps CA1607”（

店 ，画像共有サイト“ ，オン“ ” ”Amazon.com Flickr
ライン百科事典“ ”といったサービス，まWikipedia
たより一般的にはブログ， ，タギング（フォークRSS
ソノミー; ， 参照）といったツールや機E595 CA1623
能など，利用者の参加（ ）や相互の協調participation

）を基盤にしてコンテンツを提供するウ（syndication
ェブサイトが， に当たるとされる 。そして，Web 2.0 (1)

これらより以前のウェブサイトは 「 」と， Web 1.0
呼ばれている。

ソフトウェアのバージョンアップになぞらえたネー

ミングの妙もあってか，この という言葉は，ウWeb2.0
ェブの世界の外側にも急速に広まった。同時に，単に

技術要素だけではなく，参加・協調といった中心思

， 」想や 「従来の「 」は時代遅れであり，新しい「1.0 2.0
の波に乗り遅れてはならない」といった流行の意識を

も含む，幅広くあいまいな概念に成長した。そして周

辺領域に 「何々 」という派生語を，真面目なもの， 2.0
から戯れのものまで多数生み出した 。このような(2 )

」の一つとして，図書館界に真面目に導入された「2.0
ものが「 」である。Library 2.0

始まりはブログから

」という業界用語（ ）が初め「Library 2.0 buzzword
て使用されたのは， 年 月 日，米国ジョージア2005 9 26
州グィネット郡公共図書館（ 参照）で技術サーE513
ビス部長を務めるケーシー（ ）のブログMichael Casey

LibraryCrunch Library“ ”だとされる 。これ以後，(3)

という用語，また とは何か，何をなすべ2.0 Library 2.0
きかについての議論は，瞬く間に図書館ブログ界に広

がり，さらには，実社会にも乗り出していく。ブログ

界の論客たちによるシンポジウムや会議の開催，新兵

訓練（ ）と称した初心者向けワークショッBoot Camp
プの実施など， 年には米国を中心に世界各地で2006
も多くのイベントが開催されている。

百家争鳴

しかしながら現在に至るまで， には，確Library 2.0
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固とした定義がない。と言うよりも，論者によってま

Waltちまちに定義されている。クロウフォード（

）によれば， 年 月の段階でまとめたCrawford 2006 1
だけでも 「 とは…である」という型の定義， Library 2.0
が，批判的なものも含めて あり，その作者は 名62 36
・団体に上っている 。その後も定義は増え続けてい(4)

」「 」る上，各館種別の や「2.0 Librarian 2.0 OPAC 2.0
など，派生形もたくさん登場して「 」Open Access 2.0

いる 。(5)

このような議論を追っていくと紙幅がすぐに尽きる

ので，本稿では 「外延が広すぎる」といった批判も，

ある ことを承知の上で， とは「評価を頻(6) Library 2.0
繁に行い，利用者のインプットを活用し，利用者に確

実に届くようなあらゆる図書館サービス」 であると(7)

する用語の発明者ケーシーらの最近の定義を，暫定的

・便宜的に採用しておく。

事例あれこれ

ケーシーは， の実践例として，いくつかLibrary 2.0
の米国の事例を好例として挙げている 。ここから，(8)

とされるサービスをいくつかの類型に整理Library 2.0
してみたい。

のツールを利用する1. Web 2.0

の典型的な事例は，この言葉の元となっLibrary 2.0
Web 2.0 Webた の技術を利用したものである。既存の

のツールを，大きく手を加えることなく利用して2.0
いる例として，お知らせをブログで配信しているテン

プル大学図書館 ，ウェブサイトそのものがブログで(9)

構成されているアナーバー地域図書館 ，ウィキ( 1 0 )

を使ってサブジェクト・ガイドを作成してい（ ）wiki
るセント・ジョゼフ郡公共図書館 が挙がっている。(11)

いずれも， の中心思想である「利用者の参Web 2.0
加」を可能とするもので，利用者からのコメントや書

き込みを活用し，利用者とともにコンテンツを作って

いくことができる。

従来のツールを改良し， の中心思想を実2. Web 2.0

現する

Web 2.0従来の図書館サービスのツールを改良し，

の中心思想を実現するという，より高度な事例である。

ケーシーは， で表示される目録データに利用者OPAC
がコメントをつけられるようにしているヘネピン郡図

書館 の例を挙げている。これは， の代表例(12) Web 2.0
として挙げられる のインターフェースAmazon.com
他の利用者の評価を参考にできる）と同様のアイデ（

アであるといえよう。

オープンソースのソフトウェアを作り，公開する3.

ジョージア公共図書館サービスが開発している，オ

ープンソース（ 参照）の統合図書館CA1529 CA1605,

システム“ が，この例として挙げられEvergreen” (13)

ている。先行するオープンソースのソフトウェア

の場合は ， など）を組み合（Evergreen Linux Apache
わせ，皆の知識を集めてソフトウェアを作る。そして，

そのソフトウェアもオープンソースとして開放する。

」コンテンツではなく，それが稼働する基盤を「参加

Web 2.0と「協調」で作り上げるもので，さらに高度に

の中心思想を体現している。

利用者のニーズを満たせるような新しいサービス4.

を提供する

Library 2.0 Webもっともケーシーらによれば， は

を利用したサービスや，オンラインで提供される2.0
サービスだけには限られない。評価を頻繁に行い，利

用者のフィードバックを反映し，利用者に確実に届く

サービスは何でも である，とされる 。こLibrary 2.0 (14)

の例として，自身が所属するグィネット郡公共図書館

の音楽・動画・オーディオブックダウンロードサービ

ス や，サウス・ハンチントン公共図書館のオーディ(15)

CA15オブック入り“ ”貸出しサービス（iPod Shuffle
参照 ，セシル郡公共図書館が実施したティーン95 ）(16)

向けゲーム大会“ ” が挙げられてTeen Game Nights (17)

いる。

時代についていくために

一見すると， は，流行を追っかけた軽いLibrary 2.0
サービスのように見えるかもしれない。また，従来の

図書館サービスを軽んじるものであると見えるかもし

れない。実際のところケーシーは，従来の図書館サー

ビスを，次のように批判している。「どんなに頑張っ

たって，図書館サービスの多くは，コミュニティの大

多数の住民には使われないじゃないか 。」(18)

これは極論・暴論のように見える。しかし，ケーシ

ーほど単刀直入ではないにしても，同じような問題意

識は米国図書館界に広く見受けられる。米国図書館協

会（ ）は，図書館の重要性を再認識してもらうALA
ための全国規模のキャンペーン“ ”を@ your library

年から展開している 。また が 年中の2001 ALA 2007(19)

National制定を目指している「全米図書館行動計画（

参照）でも，図書館を取りLibrary Agenda E596）」（

巻く環境の変化に伴う危機意識から始まり，広くコミ

ュニティに資するような図書館に変わる必要性が訴え

られている。とりわけ， や図書館蔵書の大規Web 2.0
模デジタル化の進展により 「図書館が人々から時代，

遅れのものと見なされるのではないか」という危機意

識 参照）は，米国図書館界の随所に見られる。（E601
はこのような危機意識に対し，時代につLibrary 2.0

」いていくこと― の中心思想で言えば「参加Web 2.0
協調 ―を選ぶ。時代は などのウェブサー「 」 Web 2.0
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ビス全盛であり，このウェブサービスは空間・時間や

費用の壁を突き破ることができる。また の典Web 2.0
型とされる“ ”など， の利用者は増加MySpace SNS
の一途をたどっている（ ， 参照 。そのCA1618 E593 ）

参加者の中には，これまで図書館を利用してこなかっ

た人々もたくさん含まれている。 はこの状Library 2.0
況をチャンスだと見る。図書館は のツールをWeb 2.0
積極的に活用するとともに， が作り出すオンWeb2.0
ライン・コミュニティに乗り出し，その住民やその住

民の知恵を図書館に取り込み，同時にそこから生まれ

る新しいニーズに応えていくべきだ，としているので

ある。

このような立場のもと， の議論・実践はLibrary 2.0
日々，時流を追って増え続けている。少し目を離すと，

すぐに「時代遅れ」になってしまうほどである。しば

らくはこの動き，収まりそうにない。

）（関西館事業部図書館協力課：村上浩介
むらかみこうすけ
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CA1625
動向レビュー
根拠に基づいた図書館業務の設計

－実践家の成果の共有を目指す の動向－EBLIP

図書館員自身の問題解決のあり方への問いかけ0.

例えば，患者も出入りする医学図書館で働くあなた

がこんな場面に出くわしたとしよう。

最近，館内の本の紛失率が高い。そのことを憂い

館議で発言したところ，どのような新セキュリティ

システムを導入すべきか，あなたの責任で判断する

ことになった。もちろんセキュリティシステムは非

常に高額であり，軽率な判断をすれば，利用者や雇

い主に非難されてしまうだろう。あなたならどうす

る？

テレフォン（最近セキュリティシステムを導（ ）a
入した図書館員の友人に電話する 。）

オーディエンス（図書館員のメーリングリス（ ）b
トなどに選択候補を示し，投票してもらう 。）

（単純にどっちがいいか選ぶ 。（ ） ）c 50-50
文献調査をし根拠に基づいて決断を下す。（ ）d

答えは決まっただろうか 。(1)

図書館で働く図書館員の多くが，新しい技術の導入

や革新的なサービスの導入について，何らかの意思決

定を行うことを求められている。政策的な決定のみな

らず，資料の購入，利用者からのレファレンス質問に

対する対応，読み聞かせの本の選定など，様々な業務

において，利用者の嗜好性とニーズに合致したサービ

スを提供するため，常になんらかの意思決定を行って

いる。

専門知識と経験だけでは判断できないような状況に

直面したとき，図書館員はこれまでどのような行動を

とっていただろうか。上記に示した事例であれば，電

話を使い，同僚や図書館員の友人に意見や情報を求め

たり，メーリングリストを使い先行事例の成功例・失

敗例を参考にしたりしてきたのではないだろうか。そ

れ自体，悪いことではなく，むしろ有効に機能してき

たといえよう。しかしこれらの情報は偏っている可能

性も高く，自分の判断に対する不安を軽減するもので

しかない。専門家としての説明責任を問われれば，こ

れだけでは少々頼りないものである。

では，専門家として，図書館員は何を拠り所に，ど

のように判断を下せばよいのだろうか。

1. EBP EBM EBLIPの展開：医学の と図書館の

）意思決定を科学的根拠（ エビデンスEvidence=
EBP Evidenceに基づいて行うべきだとする考え方を， （

）と言う。 年頃から，意思決定Based Practice 1990
の説明責任がより厳格に求められてきた医療分野にお

いては，インフォームドコンセントの機運の高まりに

応じて， として普EBM Evidence Based Medicine（ ）

及した。医者は，個人の経験に依拠して治療を施すの

ではなく，医療の研究文献に基づき，患者に根拠を示

し理解を得ながら治療を施すべきだという考えにより，

研究文献の階層が整理され，医者の迅速な意思決定を

CA1536 EBM支援する仕組みが整備された（ 参照 。）

は のコンセプトを最も体現した成功モデルとしEBP
て，その後多くの分野に移植され，看護（ 参照 ，E365 ）

ソーシャルワーク，公共政策，学校教育などにおいて

エビデンスに基づく実践のあり方が模索されるに至っ

ている 。(2)

において，医学図書館員は文献検索の専門家EBM
として，臨床支援情報サービス，研究支援情報サービ

ス，患者支援情報サービス，さらには情報リテラシー

教育などの高度な情報サービスを行い，重要な役割を

果してきた 。 年代後半になり，彼ら に貢(3) 1990 EBM
EBP献してきた医学図書館員を中心に，図書館実務に

の考え方を導入することを模索する動きがおこったの

は，当然の流れであろう。

EBP EBLIPこの図書館情報専門職による の実践を，

Evidence Based Library and Information Practice:（

通称「エブリプ ）と言う。すなわち， とは図」 EBLIP
書館情報専門職が研究成果を活用して業務を行う

E BLという，意思決定の枠組みである。当初は

）等という呼称が用（Evidence Based Librarianship
いられていたが，情報リテラシーや情報システム構築

などの業務も含むものとなったことを受けて，中心的

Andrew Booth EBLIP提唱者であるブース（ ）らは，

を標準的な呼称として使用している 。現在広く受け(4)

入れられている の定義は以下のとおりである。EBLIP

は ）図書館情報サービスおよび実践（ ，EBLIP
を，利用者のニーズや嗜好性に合わせて行った活

動から抽出された利用可能な最良の科学的根拠及

び洞察を援用して改善を図ろうとするものである。

は，回答可能な質問を立て，日々の実践EBLIP
に関係する領域から研究によって導かれた科学的

根拠を発見し，批判的に評定し，活用する。さら

に，利用者の声，実践者の観察，研究者の研究活

動による科学的根拠を，意思決定の明確な根拠と

して統合しようとする試みでもある 。(5)

8
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ここからわかるように， においては，図書EBLIP
館員はエビデンスを活用するだけでなく，自らエビデ

ンスの作成も行う存在であり，さらにサービスを評価

・設計していく存在でもある。このため の理EBLIP
論的枠組への理解を深めるためのフォーラムやツール

開発が盛んに行われている。その動きは医学図書館員

のみならず，公共図書館，大学図書館等に勤める多く

の図書館員から理解が示され，コミュニティは順調に

拡大している。 年の英国シェフィールドでのフ2001
ォーラム以降，カナダ（ 年，エドモントン ，オ2003 ）

ーストラリア（ 年，ブリスベン）を経て， 月に2005 5
は米国ノースカロライナでの国際フォーラムが開催さ

れるに至り ，いまや国際的な広がりを持つ動きに成(6)

長している。

の仕組み：エビデンスの活用と作成2. EBLIP

前節に示した定義からもわかるとおり， はEBLIP
図書館員の実務における研究成果の活用と研究の実践

を進めるものであり，エビデンスの活用と研究文献の

作成が一連の円環をなす仕組みとなっている。

基本的に，図書館業務におけるエビデンスの活用は，

）問題の定義 （ ）エビデンスの発見 （ ）発見さ（ ， ，1 2 3
れたエビデンスの適用性評価 （ ）適用性評価の結果， 4
の実務への応用 （ ）応用による変化の評価，という， 5
手順で進められる。問題の定義においては，図書館実

務に関する厳密で焦点の絞られた課題を定義する。次

出典 三根慎二ほか. エビデンスベーストライブ
ラリアンシップの再検討.第 回日本図書54

2006, p13.館情報学会研究大会発表要綱.
を基に加筆修正

図 の概念図EBLIP

に公開されている研究文献などから利用可能な最適な

エビデンスを探し，さらにその厳密性や妥当性を判断

し，直面している課題に応用する。その上で実際に課

題に取り組み，最終的にはそれによってどのような変

化がもたらされたのかを評価し，その成果を公表する 。(7)

エビデンスが不在のとき，あるいは既存のエビデン

スが適用され実践されたときのいずれもが，新しい研

究文献の作成の契機となる。この，図書館員はエビデ

ンスを利用するのと同時に研究文献の作成も行うとい

う点は，重要である。

従来，図書館情報学の学術研究は実務から乖離し，

実務には役立たないといわれてきた。研究文献が学術

研究者によるものに偏り，実務に必要なエビデンスが

決定的に少ない状況では，本稿冒頭の事例のような状

況で頼ることのできる最上のエビデンスは，同業者た

る図書館員の意見であった。 はこの現状に疑EBLIP
問を投げかけ解決を模索する。図書館員に対し，単に

学者の研究成果を待つ解決を待つ受動的な存在ではな

く，自らの実践結果を評価し，成果を公表する存在と

なることを求めている。

ブースは，図書館員が自らに必要なエビデンスを生

（ ）み出す必 ，ショーン要性とその着眼点を Donald A. Shone
の考えを引いて理論的根拠を確認している 。(8)(9)

ショーンは，旧来の専門家像としての「技術的熟

）達者 （」に対し「反省的実践家， 」 Reflective Practitioner
としての専門家像を示し，その後の専門家像の形成全

体に大きな影響を与えたと評価される。その著書『専

門家の知恵』では，アカデミックな研究により正統化

されてきた専門家の知に対し，それまで非科学的なも

のと考えられてきた実践の中に埋め込まれた知，ある

いは実践者自身が生み出すインフォーマルな知を正統

化し，その有用さを明らかにした。大掴みにまとめれ

ば，ショーンは以下のように専門家像を描き出してい

る。

従来の専門家像は，技術的熟達者というものであっ

た。彼らは現実の問題があれば，それ対処するために

専門知識や技術を合理的に適用し解決することができ

た。しかしながら，現代社会が抱える諸問題は複雑で

あり，また価値が葛藤する場合が多いため，細分化さ

れた専門知識と技術の適用だけでは問題を解決できな

いケースが多々現れるようになった。また，問題を解

決することはできても，状況を分析し問題を定義する

ことはできなくなってきた。反省的実践家は，このよ

うな状況に対処する過程で問題を定義することができ

る専門家である。彼らは，現実の問題解決の実践の中

: knowing inでダイナミックに知 行為の中の知（「 」

）を産み出し，それを記述し，共有していくこaction
とができる 。(10)(11)

9
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ブースは，ショーンが描き出した新しい専門家像が，

当然図書館情報専門職にもあてはまることを確認する。

すなわち，エビデンスの欠如を発見し，問題を定義す

ることができるのは，現場で働く図書館員であり，ま

た実践を評価しその結果を公表することを通じて知の

生産を行うことは専門家としての図書館員の役割であ

るという。

はこのような理論に依拠しつつ，図書館員EBLIP
によるエビデンスの生産の必然性を説き，ナレッジベ

ースが成長する仕組みを整えている。

エビデンスの利用：オープンアクセスと体系化3.

いかなるナレッジベースにおいても一般的にインプ

ットの質と量の確保は活用の根源的な動力となるが，

一方で，利用の容易さは恒常的な活用の潤滑油となる。

が他者の研究文献を利用すること，そして自EBLIP
らの研究成果を他者から利用可能にさせることを基本

としている以上，利用の容易さを追求することは不可

欠である。このため， は研究文献への利用をEBLIP
）可能な限り容易にしようとするオープンアクセス（OA

の動きとは不可分の関係にある 。これは の進(12) EBM
展において医療文献の 化が不可欠であったことかOA
らも容易に理解できよう（ 参照 。CA1600 ）

図書館情報学の 化は，海外では比較的順調に進OA
んでいるといってよい。 化の動きには，大きく分OA
けて ジャーナルでの出版と非 ジャーナルで出版OA OA
された論文のセルフアーカイビングの つの方向性が2
ある。 ジャーナルでの出版については，その総合OA

DOAJ Directory of Openリンクを構築している“ ”（

）に登録されている図書館情報学系雑Access Journal
誌は 誌あり ，また“ 等で図書館71 Open J-Gate(13) (14)”

情報学関係の研究文献のタイトルや著者名を検索する

ことも可能になっている。一方アーカイビングについ

ては，例えば“ に研究文献はもちろん，プE-LIS” (15)

レゼンテーション資料やプロシーディングなども蓄積

されており，ある程度一元的に，容易に入手すること

が可能になっている。この 化の流れが を下OA EBLIP
支えしている。

この の思想に従って， 年にアルバータ大学OA 2006
（ ”カナダ）が にフォーカスした 誌“EBLIP OA EBLIP
（ ）Evidence Based Library and Information Practice
を立ち上げた 。オープンソース・ソフトウェア( 1 6 )

”を使用した査読つき電子“Open Journal Systems
ジャーナルである。現在 号まで刊行されており，エ4
ビデンスの公表を保障する場として，エビデンスの流

通の要として，重要な役割を果している。

また， がより発展するためには，的確なエEBLIP
ビデンスをより迅速に発見できる仕組みが必要である。

において，医療研究文献のエビデンスレベルがEBM
定義され，文献のヒエラルキーが構築され，必要なエ

ビデンスに迅速にアクセスできるようなデータベース

が構築されたが， でも当初からこれをモデルEBLIP
とした図書館情報学研究文献の体系化が模索されてい

る。

エルドリッジ（ ）は， のJonathan Elgredge EBM
枠組みを参考に， のエビデンスレベルについEBLIP
て，高いものから（ ）体系的レビュー （ ）メタ分1 2，

析 ）探索的データの結合 （ ）無作為化臨床比較，（ ，3 4
試験 （ ）コホート研究 （ ）調査， ）ケ（ ）， ， （RCT 5 6 7
ーススタディ （ ）専門家の意見，の 階層に階層化， 8 8
した 。しかし必ずしもこのモデルが唯一絶対のもの(17)

というわけではなく，それ以外の見方も提案されてい

る 。(18)

一概に研究文献といっても，図書館実務に対する関

連度は均質ではなく，エビデンスとしての強さも一定

ではない。また必ずしも の単純な模倣が図書館EBM
員に役に立つとは考えられない。図書館員の意思決定

に真に役立つようエビデンスの体系を洗練させること

は，注目度の高い研究テーマといえるだろう 。(19)

の定着へ4. EBLIP

このようにして， が図書館の実務に導入さEBLIP
れる段階となった。

年 月に，ニューカッスル大学（オーストラ2006 10
リア）が中心となり 「エビデンスを活用する図書，

Libraries Using Evidence館」の “ための情報共有サイト

”が開設された 。このサイトの中心と-eblip.net.au (20)

なるコンテンツは“ ”であるが，ここEBLIP Toolkit
には の手順がわかりやすく整理されている。EBLIP
また 誌“ ”掲載のエビデンスをジャンルごOA EBLIP
とに分類して掲載するなど， コンテンツを有効にOA
利用し，図書館が実務に を導入しやすい仕組EBLIP
みが整いつつある。

実際 を通じ，図書館が により図eblip.net.au EBLIP
書館業務の意思決定を効率的に行った成功例も顕在化

してきている。 化した図書館業務への変革のEBLIP
道筋として紹介され始めている 。(21)

さらに， を実践する図書館情報専門職へのEBLIP
後方支援も進んでいる。図書館情報学研究の主導力た

る専門職協会については，オーストラリア図書館協会

）が『研究における の役割に関する声（ALIA ALIA
明 を 年に改定したことは注目される。ここでは』 2006

の世界的潮流を鑑み，協会として実務家の研EBLIP
究の促進とそのための環境の整備を行うことが宣言さ

れている 。(22)(23)

さらに の研究手法を図書館員の基礎的技能EBLIP

10
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として定着させる動きもある。米国図書館協会

）認定校の大学院教育でも， に基づいた（ALA EBLIP
研究スキルを身に付けるための講座が開講され始める

動きもみられる。その先駆けとして， 年度には，2005
ノースカロライナ大学チャペルヒル校情報図書館研究

科で修士課程の研究手法に関するカリキュラムとして，

に重点を置いた講座が開講されている 。EBLIP (24)

の仕組みとその提唱する研究の実践は，図EBLIP
書館業務に定着しつつあり，また図書館員の知識・技

能の つであるとの認識が広がっていることが窺える。1

5. ？ ？流行か 定着か

以上， の仕組みと普及の背景にあるものをEBLIP
確認してきた。簡単にまとめれば， の根底にEBLIP
は，図書館情報学における研究と実務の乖離の解消，

図書館情報専門職の専門性の確立，あるいは利用者志

向の図書館情報サービスの追及という課題意識が底流

している。これらは多くの図書館員がそれぞれの文脈

で解決を模索してきたことであり， は同じ方EBLIP
向性を向く他の動きと共鳴しながら成長を遂げている，

といえるだろう。

しかしながら， はそもそも個別のクライアンEBP
トと向かい合う実践家のための仕組みである。今のと

ころ が機能し始めているのは，経営管理におEBLIP
ける意思決定に偏っているが，果たしてレファレンス

サービス等の対個人のサービスにおける意思決定にお

いても，エビデンスを利用者との合意のためのツール

に据えることができるのか。この点は今後の課題とな

ろう。

さらに言えば， 参照） に，Library 2.0 CA1624（ のよう

利用者のニーズと嗜好を中心に据えた革新的なサービ

スを開発する運動が活発化しているが，サービスの品

質評価の枠組（ 参照）などともにこれらに力CA1526
を与えるような新サービス開発の道具となりえるのか

どうか，真価を問われるところであろう 。ブースが(25)

総括しているように， という方法論自体の有EBLIP
効性・経済性を立証するエビデンスが示されるのはこ

れからである 。(26)

が今後さらに普及してゆくのかどうかは，EBLIP
わからない。ただ，図書館員の多様な実務の成果を共

有しようとするこの動きは，意味のある挑戦である。

）（関西館事業部図書館協力課：依田紀久
よ だ のりひさ
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CA1626
動向レビュー
日本における機関リポジトリの展開
：学術情報流通と蓄積の変容

学術情報流通の変貌1.

年代後半から学術情報流通はインターネット1990
を基盤として展開している。学術雑誌は （科学STM
技術医学分野）を中心にその多くは電子ジャーナルと

なった。

年代から続いた雑誌価格の高騰は円高等の要1970
因により，日本への影響は諸外国より遅れて現れた。

年頃からその影響は顕著になり，予算の制約か1990
ら冊子体の購読を打ち切る図書館が増え，日本国内で

アクセスできる学術雑誌数は急減した。これは購読料

の値上がり→購読数の減少→さらなる購読料の値上が

りといったいわゆる「雑誌の危機（シリアルズクライ

シス 参照 」の日本版であった。; CA1543 ）

年以降，電子ジャーナルとそのビッグディー2000
ル契約が普及した結果，国内の学術情報アクセス状況

はかなり改善された。アクセスできる電子ジャーナル

タイトル数が増加し，学術情報流通を巡る段階は次の

ステップに入ったといえる。日本においても科学技術

振興機構（ ）の 等により，国内学協会JST J-STAGE(1)

の学術雑誌の電子化 が進んでいる。しかし，和雑誌

全体ではオンライン化とビジネスモデル確立の遅れか

ら，対応が遅れており，その結果，図書館間相互協力

における和雑誌文献複写の件数の増加が続き，洋雑誌

文献の比率を上回るようになった 。(2)

電子ジャーナル等のオンライン情報資源は購読契約

に基づいて出版社のサーバにアクセスするのが通例で

あり 「一次資料本体」は図書館に蓄積されない。こ，

のことは伝統的な図書館機能である「蓄積・保存機

能」概念の変化も意味するものである。

さらに世界的なオープンアクセス運動により学術情

報流通の在り方が見直されつつある現在，その一翼を

担う機関リポジトリ（ 参照）構築は重要な段CA1561
Registry of Open Access階にさしかかっている 。(3)

（ ）によれば ，世界で の機関Repositories ROAR 844(4)

リポジトリが立ち上がっており，その数は毎週のよう

に増加を続けている。 年 月時点でここには日本2007 2
の 機関リポジトリが登録されている。24
オープンアクセスの在り方については，米国あるい

は英国においては議論が活発に行われており（ ，E222
， ， 参照 ，議会でもとりあげられE241 E297 CA1600 ）

ている（ 参照）が，日本での理解はまだまだCA1544
低調である。

12
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学術情報そのものだけでなく，学会や関連行政・業

界の情報がインターネットを通じて公開され，メーリ

ングリストあるいはブログで議論され，パブリックコ

メントが集められるのが一般化している。学術情報流

通にかかわる現代的特徴である学術出版社・サービス

の 等の情報もインターネットを介して世界同時M&A
的に発信されている。ウェブ情報源とそれを探すサー

チエンジンは学術情報の流通を理解するのに不可欠な

ものになっている。

本稿ではこの学術情報流通と蓄積について日本の機

関リポジトリ構築を中心に記する。

電子図書館から機関リポジトリへ2.

日本では 年代，電子図書館振興策が積極的に1990
展開された。

通商産業省（当時）が国立国会図書館（ ）とNDL
協力して 年に開始した「パイロット電子図書館1995
実証実験 ，また 年には「国立国会図書館電子」(5) 1998
図書館構想 が策定され， 年の納本制度調査会」 (6) 1999
答申を受けて ， 年からは国立国会図書館法の改(7) 2000
正により などのパッケージ系電子出版物がCD-ROM

の収集対象となった。NDL
学術情報資源を中心としたものには 年に学術1993

審議会学術情報資料分科会学術情報部会から「大学図

書館機能の強化・高度化の推進について（報告 が）」(8)

出された。ここでは大学図書館のさまざまな機能の強

化について記述されているが，その一つとして電子図

書館的機能の整備充実が挙げられていた。さらに情報

通信技術の発展に対応し 年には学術審議会から1996
「大学図書館における電子図書館的機能の充実・強化

について（建議 （以下 「 年建議」と記載））」 ，(9) 1996
が出された。ここでは電子図書館を「電子的情報資料

を収集・作成・整理・保存し，ネットワークを介して

提供するとともに，外部の情報資源へのアクセスを可

能とする機能をもつもの」と定義し，電子図書館的機

能の整備の必要性を述べ，資料の電子化の推進，施設

・設備の整備，電子図書館にかかわる研究開発の推進，

組織体制の整備，図書館職員の研修の充実，情報リテ

ラシー教育への支援，著作権への対応を電子図書館的

機能の整備の方策として示した。

それより先， 年からは奈良先端科学技術大学1992
院大学において電子図書館構築の研究開発が進められ

ていた。学術情報センター（当時）においても，

年から と呼ばれる電子図書館シス1995 NACSIS-ELS
テムの構築・試行サービスが行われていた。

年建議」は，これらの先駆的試みをいっそう「1996
促進するとともに電子図書館プロジェクトを推進する

ことになった 「先導的電子図書館プロジェクト」と。

して国立の 大学，さらにその後 年には「電子的5 2000
情報の収集・検索システム」として国立 大学で重10
点的に電子図書館プロジェクトが進められた。他大学

2図書館においても様々な電子図書館化が実施され，

年度には一次資料の電子化を行っている大学は全001
体で ％，内訳は国立大学 ％，公立大学 ％，25.1 59.6 12.0
私立大学 ％になった 。20.3 (10)

しかしここまでの電子図書館の多くは本来持つべき

機能が十分 には備えられていなかった。その理由と

しては大学全体の教育研究活動との連携の欠如，電子

化対象資料の偏り，標準化等永続的な蓄積保存体制の

不備，不十分なメタデータ，検索機能の弱さなど，イ

ンターネット時代の電子情報の特長を活かしきれてい

ないことが挙げられる。

年，こういった状況と科学技術創造立国とい2002
う国家ビジョンおよび第二期科学技術基本計画 にお(11)

いて示された研究情報基盤の整備の必要性を踏まえ，

学術情報の流通基盤の充実について（審議のまと「

め （以下 「 年審議のまとめ」と略す）が出）」 ，(12) 2002
された。ここで打ち出された方策には学術情報の体系

的な収集，電子ジャーナルを安定的に利用できる体制

2002の整備，学術情報発信機能がとりあげられた 「。

年審議のまとめ」には「機関リポジトリ」の文言は記

されていないが，その内容は大学図書館が学内で生産

された学術情報の積極的な発信を行うほか，情報処理

関連施設等との協力により情報発信体制の確立を図る

こと，情報発信機能の整備に関して総合的な企画・立

案を行うこと，発信される情報のポータル機能を担う

こと，システム開発の情報などを共有するための連携

の枠組を構築すること等，機関リポジトリの概念が多

く含まれている。

文部科学省研究振興局情報課では，これを受けて

年 月から「学術情報の発信に向けた図書館機能2002 5
改善連絡会」を設置し，電子図書館機能整備のために

予算措置を受けた国立大学附属図書館に対して，情報

発信機能強化にむけた電子図書館機能の改善に必要な

取り組みを促した。その結果は「学術情報発信に向け

た大学図書館機能の改善について（報告書 にまと）」(13)

められている。

オープンアクセスと学術情報流通3.

近年話題になっているオープンアクセスには様々な

考え方があるが，この運動の理念は 「学術論文の無，

料で制約のないオンライン利用を認める」ことに集約

される。この理念は，論文生産者である研究者が，論

文の出版から直接経済的な利益を得ることがないにも

かかわらず投稿するのは，その研究成果としての学術

論文の内容は人類にとって共通の知的資産であり，そ

13
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の内容を必要とするすべての人に知ってもらいたいと

思っていることを主たる論拠としている。このような

主張が唱えられた当初は，高額な学術雑誌の刊行によ

り，学術情報を寡占的に支配する少数の商業出版社か

ら，その主導的立場を研究者側に取り戻そうという目

的もあった。しかし，多様な機関，組織がそれぞれの

立場からこの運動に対応しているため，商業出版社対

研究者という単純な構図では理解できない複雑な状況

となっている。

オープンアクセスを実現するには「セルフアーカイ

ビング」と「オープンアクセス雑誌刊行」の二つの方

式がある。この二方式は性質が異なるものであり，相

互に対立するものではない 「セルフアーカイビン。

グ」は従来の学術情報流通のモデルはそのままにして

補完的にオープンアクセスを実施するというものであ

り 「オープンアクセス雑誌刊行」は，購読者支払い，

に頼る従来の学術雑誌刊行モデルとは異なる学術情報

流通を行おうとするものである。機関リポジトリ構築

はこの「セルフアーカイビング」の一部と位置づけら

れる。

機関リポジトリ構築事業４.

日本において，機関リポジトリ構築に最初に着手し

たのは千葉大学である。先の「学術情報の発信に向け

た図書館機能改善連絡会」を受け， 年 月「千葉2002 8
大学学術情報リポジトリ（仮称 」システム設計の取）

2004り組みを開始，ワーキンググループを設置し，

年には仮公開を実現している 。(14)

年 月からは国立情報学研究所（ ）の2004 6 NII
IRP-Workshop 6 DSpaceが国立 大学を中心に行われ，

参照 ， 等オープンソースの学術機（ ）CA1527 EPrints
関リポジトリ構築ソフトウェアの各大学における試行

運用を通じ，その構築・運用に係る技術情報を蓄積・

公開が行われた 。(15)

年度には国立 大学に早稲田大学・慶應義塾2005 17
大学を加えた国私 大学により 「次世代学術コンテ19 ，

ンツ基盤共同構築事業」が の委託事業として行わNII
れた。

年度には の 事業の一環として，公募に2006 NII CSI
より機関リポジトリ構築が進められている 。(16)

77 47 10 5この公募には 大学が応じ，国立 ，私立 の計

大学が採択され，機関リポジトリ構築事業が行われ7
ている。

ここで特徴的な点は公募という形式での資金配分，

， 」そして構築だけではなく 「先駆的な研究開発事業

として機関リポジトリ構築･運用に係る技術的あるい

は制度的な問題解決の実証的な提案を求められている

点である。

機関リポジトリを含む の活動については尾城がNII
述べているように，今後の機関リポジトリの発展は可

視性，評価とさまざまな要因をはらんでいる 。(17)

次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業」参加大「

学以外でも機関リポジトリ構築は始まっている。大学

以外でも日本貿易振興機構アジア経済研究所等での活

動が行われている 。(18)

学術情報の流通と蓄積の課題5.

で記したとおり，電子ジャーナルの普及とビッグ1.
ディールによる契約体制の進捗により，日本における

を中心とした学術情報流通は大きく変化した。STM
STM査読制度を裏づけとした学術雑誌を中心とした

の流通体制は現段階では維持されているが，これもオ

ープンアアクセス運動により変化が生じつつある。

これに日本の機関リポジトリ構築事業がどのように位

置づけられるかには今なおいくつかの検討課題がある。

The institutionalジョーンズ（ ）らによるRichard Jones
では機関リポジトリの課題としてコンテrepository(19)

ンツ収集，技術，管理，広報，知的財産権を挙げてい

る。

機関リポジトリが対象とするコンテンツは教材から

研究論文，各種史料とその範囲が広い。そのため何を

対象とし，どのようにメタデータを付し，永続的に運

用する体制をどのように構築するかの経営判断は難し

い。 才人口減少により，大学経営そのものが危う18
いとされる環境下で新たな投資を行うことの難しさも

ある。しかし大学（研究機関）がその名に相応しい機

関であろうとする場合，十数年前の ホームページ」「

設置状況を考えても，機関リポジトリは可視性，説明

責任，評価の観点からもその中核となりえよう。機関

リポジトリの主となる研究コンテンツの収集について

は，すでに多くの大学が運用している「研究者業績

」との関係も問題になる。ウェブ全盛の今日におDB
いては書誌情報と所蔵情報だけの提供で情報利用者が

満足するものではない。機関リポジトリが「機関」の

存在理由を示すものであるためにもスマートな運用が

必要である。

研究者からのコンテンツ提供を受けるためには，可

視性の向上が重要である。より多くの引用，より良い

評価につなげるためにも，機関リポジトリに搭載され

たコンテンツが様々な形で検索され，利用されるのが

望ましい。そのためには学術サーチエンジンである

等Google Scholar Windows Live Academic Search，

との関係が一つのポイントとなる 参照 。さ（ ）CA1606
らにリンクリゾルバを活用した情報ナビゲーションを

利用者に便利なように提供する必要もある。

その研究開発動向のひとつとして 次世代学術コNII

14
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ンテンツ基盤共同構築事業の中で北海道大学， 千葉

大学，筑波大学，名古屋大学，九州大学等が共同

AIRway Access path to Institutional開発を行っている （

）プロジェクト がある。Resources via link resolvers (20)

プロジェクトは機関リポジトリに登録されAIRway
たオープンアクセス文献へのナビゲーションを目

的とするものである。文献を一意に特定する情報（ ，ID
引用情報， （ 参照）など）を与えOpenURL CA1482
ると，その文献がどこの機関リポジトリに登録されて

いるかという所在情報（具体的には ）を返すものURI
である。 から自機関のコンテンツを参照してAIRway
もらうためには，機関リポジトリのメタデータを

サーバに登録すればよい。登録のための条件AIRway
は， 参照）に対応した機関リポジOAI-PMH CA1513（

トリを運用していること，すべてのアイテムが文献本

体を伴うこと， もしくは のメタデータフoai_dc JuNii2
ォーマットでハーベストが可能であることの つであ3
る。 はリンクリゾルバ 参照）であるAIRway CA1482（

と誤解されることがあるが， はあくまで知識AIRway
ベースであって，リンクリゾルバは既存のものを使う

なり，独自開発をして， への問い合わせ設定AIRway
を行うことになる。一旦リンクリゾルバを にAIRway
対応させれば，電子ジャーナル購読契約機関所属以外

の利用者でも文献に導くことが可能になる。

おわりに6.

日本の学術情報流通は長く海外学術雑誌の導入と国

内流通体制の整備に力が入れられてきた。 ，日NDL
本科学技術情報センター（当時 ，各大学図書館と学）

術情報政策の多くがそこに傾注されていた。一次資料

の整備だけでなく，総合目録や 体制の整備，二次ILL
資料さらに二次資料 とオンライン情報検索サービDB
スの活用， や 等の一連のサービスがそNDL NACSIS
れに続いた。しかし この 年の学術情報流通の変革10
は利用者の情報利用行動を含め，まさに新世紀のもの

といえる。

今後の学術情報流通を考えるにあたっては情報通信

技術をどのように情報サービスに取り込むかといった

研究開発，またそれをいかに効果的に提供するかとい

う経営活動が必須である。従来からの図書館機能とこ

れからのあるべき情報サービス理念に裏打ちされた学

術情報流通への対応が迫られているのである。

）（筑波大学大学院図書館情報メディア研究科：逸村 裕
いつむら ひろし

科学技術情報発信・流通総合システム： 科学(1) J-STAGE.
. ( , <http://www.jstage.技術振興機構 オンライン 入手先)

jst.go.jp/browse/-char/ja>,( 2007-1-19 .参照 )
佐藤義則ほか 日本の大学図書館における の需給状(2) . ILL
況の変化： ログデータ（ ）の分NACSIS-ILL 1994-2005

. 54 . 105-108.析 日本図書館情報学会第 回研究大会

科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術(3)
情報基盤作業部会 学術情報基盤の今後の在り方につい.
て 報告 東京 科学技術・学術審議会学術分科会研究( ). [ ],
環境基盤部会学術情報基盤作業部会 オンライ, 2006,(

), <http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/ン 入手先
gijyutu4/toushin/06041015.htm>, 2007-1-19 .（参照 ）

(4) Registry of Open Access Repositories (ROAR).
(online), available from <http://roar.eprints.org/>, (accessed
2007-2-23).
ようこそパイロット電子図書館へ 情報処理振興事業協(5) !!.

. ( , <http://web.会情報基盤センター オンライン 入手先)
archive.org/web/20020403030438/www.cii.ipa.go.jp/el/el
/>, 2007-2-1 .（参照 ）
情報処理振興事業協会情報基盤センターのウェブサイト

）がすでに消滅しているため，（http://www.cii.ipa.go.jp
（ ）Internet Archive http://www.archive.org/index.php

より引用した。
(6) . , ,国立国会図書館電子図書館構想 東京 国立国会図書館

1998, ( , <http://www.ndl.go.jp/jp/オンライン 入手先)
aboutus/data/ndlelc-jpn.pdf>, ( 2007-1-19 .参照 )
答申： 世紀を展望した我が国の納本制度の在り方：電(7) 21
子出版物を中心に 東京 納本制度審議会 オン. [ ], , 1999, (

, <http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/cライン 入手先)
_toushin.pdf>, ( 2007-2-1 .参照 )

(8) ( .大学図書館機能の強化・高度化の推進について 報告)
[ ], ,東京 学術審議会学術情報資料分科会学術情報部会

1993, ( , <http://wwwsoc.nii.ac.jp/anオンライン 入手先)
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CA1627
動向レビュー

図書館のもたらす経済効果

はじめに1．

近年，とくに海外において，図書館のもたらす経済

Cost効果への関心が高まっており 「費用便益分析（，

Benefit Analysis: CBA Return on）」や「投資対効果（

」に関する調査事例が相次いで公表Investment: ROI）
されている。とともに，必ずしも網羅的ではないもの

の，そうしたトピックを扱った選択的文献レビューも，

既に幾つか刊行されている 。(1)(2)

その背景的要因としては，まず，第二次大戦後，増

大の一途をたどった公共部門の肥大化の抑制と，公共

サービスの非効率性を改善しようとする， 年代1980
以降の先進諸国における種々の試み（ニューパブリッ

クマネジメント等）を想起することができる。また，

情報環境の大きな変化と，逼迫した財政状況の中で，

改めて，公共図書館の存在意義を確立するために，地

域社会への貢献度を経済的観点から論証することの重

要性が高まってきたものと推察される。

さらに，政府や自治体による財政支出の妥当性や健

全性に対する市民の関心の高まりから，相次いで，行

政評価の実施や情報公開制度が確立されるとともに，

「アカウンタビリティの時代」ともいうべき時代の風

潮が存在することも指摘されるだろう。

方法論および用語に関する省察2．

図書館やそこで提供される情報サービスの経済価値

を測定しようとする試みは，必ずしも目新しいもので

はなく， 年代頃から，理論的・実証的研究が断1970
続的に発表されてきた。その一方で，多くの研究者が，

既存の調査事例の有効性を認めつつも，その中で用い

られた方法論が不完全なものであること，ならびに，

価格を持たない財である図書館サービスの経済価値を

測定することの困難さを再三指摘してきたことも事実

である 。加えて，かねてから，学術図書館や専門(3)(4)

図書館と較べて，公共図書館を対象とした事例は少な

かった点も付言しておかねばなるまい 。(5)

従来，図書館情報学分野では，この種の調査を，費

用便益分析と呼び慣わしてきたが，近年では， とROI
いう語の用いられる例が増えているようである。費用

便益分析とは，元来，公共政策のための意志決定に資

するツールであり，当該プロジェクトのライフタイム

において生じる，あらゆる費用とあらゆる便益とを予

測・比較して，その公共投資の是非を定量的に明らか

にしようとするものである。

一方， とは，会計学用語であり 「投資収益ROI ，

率」などとも訳される。字義通り，投下した資本がど

れだけの利益を生み出すのかを測定するものであり，

企業レベルから個別の商品レベルに到るまで，その事

業の利益率や資本の運用効率を示す基本的な指標とし

て用いられている。また，一般に，投資家等への説明

責任のために，一会計年度ごとに算出されることが通

例である。

すなわち， と は，異なる文脈から生じたCBA ROI
ものであり，異なった概念であることは疑いないが，

その本質は費用（投資）と便益（利益）との差や比を

算出するという点にあり，両者のインターセクション

も大きい。以下に採り上げる公共図書館を対象とした

事例においても，両者を明確に弁別しようと試みたも

のは見受けられないことから，本稿では，これらを概

ね同一の範疇に属するものとして扱うこととする。

ところで，従来の公共図書館を対象としたこの種の

調査と比較したとき，近年の調査事例の特徴として，

単に，図書館サービスの直接的な利用価値を測定する

に止まらず，その計量化がより困難であるとされてき

た間接的価値，あるいは，地域社会への経済的貢献を

も積極的に評価対象に取り入れようと試みている点が

挙げられる。もちろん，このこと自体は評価に値する

のだが，後に見るシアトル公共図書館における調査事

例 のように，図書館のもたらす価値を過剰に評価し(6)

てしまうといった例も見られるようである。

近年，公共図書館に限らず，価格を持たない財やサ

ービス（非市場財）の価値を測定しようとする研究事

例が数多く公表されているが，その要因の一つとして，

方法論の洗練といった点を指摘しておきたい。殊に，

農業経済学や環境経済学分野において確立・発展して

Contingent Valuation Method:きた仮想評価法（

）の普及は無視できない。CVM
とは，非市場財の経済価値を推計するためのCVM

道具立てである。そこでは，回答者（群）は，特定の

仮想的な状況を提示されるとともに，評価対象となる

Willingness To財やサービスに対する「支払意志額（

Willingness ToPayment: WTP）」や「受入補償額（
」を表明することを要請され，そAcceptance: WTA）

のデータを元に対象となる財の便益額が推計される。

は，他の類似の手法と比較して，その適用可能CVM
性が高く，以下に示すように，図書館の経済価値の測

定においてもしばしば用いられている 。(7)

さて，本稿では，公共図書館の経済効果を測定した

事例について，その計量化の手法と，具体的にどのよ

うな値が導かれたのかに焦点を絞り，幾つかの調査結

果を概観する。したがって，定性的な記述については

割愛している点に留意されたい。なお，比較上の便宜
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のため，調査活動の活発な米国における事例のみを採

り上げ，それらを時系列に沿って紹介する。

米国における調査事例3．

クラリオン大学調査3.1.
(8)クラリオン大学のバブレック（Bernard Vavrek）

は，地方における公共図書館の役割や情報ニーズを明

17 3,500らかにするために， 歳以上の地方在住者（約

名）を対象とした図書館利用者調査を行っており，そ

の一環として，利用者がその日に享受した図書館サー

ビスに対する支払意志額を尋ねている（→表 ）。1

1. 1表 図書館サービスへの支払意志額

ドル未満 人 ％1.00 1,527 48.9

ドル－ ドル 人 ％1.00 1.99 978 31.3

ドル－ ドル 人 ％2.00 2.99 315 10.1

ドル－ ドル 人 ％3.00 3.99 81 2.6

ドル以上 人 ％4 233 7.1

未回答など 人406

Vavrek, 1995.出典:

さらに，バブレック は，公共図書館が米国人の一(9)

般生活にどのような効果を与えているかに関する電話

1,057インタビュー調査を行っており（調査対象 :
名），その中でも，やはり図書館利用 回当たりの経1
済価値を尋ねている（→表 。但し，後者について2）
は，回答率の低さや，選択肢の数値が高く設定され過

ぎているといった方法論上の難点が指摘できる。

2. 2表 図書館サービスへの支払意志額

ドル未満 ％20 18

ドル以上－ ドル未満 ％20 40 19

ドル以上 ％40 15

未回答 ％48

Vavrek, 2000.出典:

セントルイス公共図書館調査3.2.

ホルト（ ）ら は，公共図書館協会Glen E.Holt (10)

）の助成を受け，セントルイス公共図書館がコ（PLA
ミュニティに対してどれだけの経済価値をもたらして

320いるのかを明らかにするために，無作為抽出した

名の利用者を対象とした電話インタビュー調査を行い，

その便益額を試算している。

ここでは （ ）消費者余剰（図書館がなければ買っ， 1
ていたはずの資料の量と金額 （ ） （ 及）， 2 CVM WTP
び （ ）機会費用（時間の価値を貨幣価値に置WTA 3），

き換えたもの）といった異なる つのアプローチを用3
いて，導き出された推計値の比較を行っている →表（

。その結果，消費者余剰に基づく一般利用者の便3）
益と， に基づくビジネス支援や教育支援を目的WTA
とした利用者の便益を合算すると，図書館への ドル1
の投資が ドルの効果を生み出すことを報告している。4

表 つの手法による便益額の比較3. 4

消費者余剰 万ドル4,700

億 万ドルCVM（WTP） 1 3,600

万ドルCVM（WTA） 1,500

機会費用 万ドル9,000

Holt et al, 1996.出典:

さらに，ホルトら は，セントルイス公共図書館に(11)

おいて用いられた手法を改良するとともに，その頑強

性をテストするために，博物館・図書館サービス機構

による助成を受け，新たに，ボルチモア・（IMLS）
カウンティ，バーミンガム，キング・カウンティ，フ

ェニックスの四つの自治体を加えて，同様の調査を行

っている（→表 。セントルイス公共図書館チーム4）
は，その後も継続的に調査研究を行っており，それら

の事例は，近年の公共図書館における の初期のベROI
ストプラクティスとして，これ以降に紹介する事例の

中でもしばしば引用されている。

表 1ドルの投資に対する効果4.

ボルチモア・カウンティ － ドル3.00 6.00

バーミンガム － ドル1.30 2.70

キング・カウンティ ドル10.00

－ ドルフェニックス 5.00 10.00

－ ドルセントルイス 2.50 5.00

Holt et al, 2003.出典:

マイアミ・デイド公共図書館調査3.3.

フロリダ州のマイアミ・デイド公共図書館は，その

年次報告の中で， を試算している 。ここでは，ROI (12)

資料の館外貸出をその市場価格の平均値である ド20
ル，館内利用をその半額（ ドル ，レファレンス質10 ）

問一回当たり ドル，様々な図書館主催行事への参加2
を ドル～ ドルなどとして，業務統計等からほ2 5
ぼ機械的にその便益額を算出している。その結果，

1997-1998 1 6.75 1998-会計年度では ドル当たり ドル，

会計年度では ドル当たり ドルの効果をコミ1999 1 6.27
ュニティにもたらしていることを明らかにしている。

フロリダ州図書館調査3.4.

グリフィス（ ）ら は，フロリJose-Marie Griffith (13)

ダ州全体の公共図書館を対象とした 分析を行ってROI
いる。ここでは，図書館サービスの直接的利用価値だ
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けではなく，州内の経済全体への効果をも含めた網羅

的な価値を定量的に扱うことを試みているという点で

特筆に値する。そのために，種々の統計資料だけでは

なく，住民への電話インタビュー調査，来館者へのア

ンケート調査，企業や学校といった組織体へのアンケ

ート調査など，複数の手法を組み合わせたデータ収集

を行っている。

まず，フロリダ州に公共図書館が存在しない状況を

仮定した ）に基づく分析の結果，年間 億CVM WTA 4（

万ドルの図書館予算に対して， 億 万ド4,890 29 3,366
ルの便益を産出していることを報告している。これは，

ドル当たり ドルに相当するが， のマイアミ1 6.54 3.3.
・デイドにおける調査結果とほぼ一致していることが

分かる（グリフィスらの調査にはマイアミ・デイドも

含まれている 。このほか，地域経済への効果に関す）

る分析では （ ）図書館への ドルの投資によっ， 1 6,448
て，一つの雇用が創出されること （ ） ドルの投資， 2 1
で地域内総生産（ ）を ドル増加させること，GRP 9.08
）同じく ドルの投資で州内の収入を ドル増（3 1 12.66

加させることなどを示している。

サウスカロライナ大学調査（ 参照）3.5. E305

（ ）サウスカロライナ大学のバロン Daniel D.Barron
3 4,700ら は，サウスカロライナ公共図書館が年間 億(14)

1 4.48 ROI万ドルの価値を産出し， ドル当たり ドルの

をもたらすことを報告している。その内訳は直接的効

果が ドル，間接的効果が ドルとなっている。2.86 1.62
直接的効果の算出式は以下の通りである。単行書の

館外貸出については， 件当たり，平均市場価格の半1
額 ドル），音響・映像資料などについては平均市（5
場価格の 分の （ ドル），定期刊行物について4 1 8.76
は購読料そのもの（ ドル）によってその価値を置20
き換えている。また，レファレンス一件当たりの便益

はサウスカロライナにおける平均時給の半額（ ド6
ル）とし，館内利用については， 冊当たりの平均読1
書時間を 分と想定して，利用者調査から得られた30
滞在時間の価値から 冊あたり ドルという値を導1 2.43
いている。そのほか，館内の施設・設備の利用に関し

ては，管理・運営費用の ％に相当するものとして10
算出している。

なお，間接的効果については，想定される多様な価

値を逐一算出することは極めて困難であることから，

過去の経済学分野における事例を参考に， ドル当た1
りの投資に対する効果を一律に設定して試算を行って

いる。

カーネギー図書館調査（ 参照）3.6. E479

ピッツバーグのカーネギー図書館では，図書館の設

置・運営のために投資される金額が，どれだけの付加

価値を生み出すのかを投入産出分析によって算出して

いる 。その結果， 万ドルという結果が得られ(15) 6,344
ている。その中には，利用者がカーネギー図書館を訪

れる際に同時に行う買い物等による支出額も加算され

ているが，これには， 名のオンライン・アンケ1,306
ート調査や，二つのフォーカスグループ・インタビュ

ーから得られたデータが反映されている。

また，利用者が図書館で過ごす時間の価値を貨幣価

値に換算したところ，年間 万ドルに達しており，2,782
経済効果と併せて，ピッツバーグを含むアレゲーニー

・カウンティにおいて， 万ドルの価値を生み出9,127
していることを報告している。これは ドル当たりの1
投資対効果が ドル，住民 人当たりに換算すると3.05 1
ドルに相当する。75
さらに，これとは別に，冊子体資料や音響・映像資

料の貸出，データベースの利用等について，仮に図書

館が存在しなかったとして，それらの情報を市場で入

手しようとした場合の費用が 万ドルになること4,100
を明らかにしており，報告書の中では，それだけの価

値あるサービスを無料で提供していることが強調され

ている。

シアトル公共図書館調査3.7.

年 月に新館が開館したシアトル公共図書館に2004 5
おいても同様の調査が行われている 。ここでは，図(16)

書館の便益を（ ）経済活性化 （ ）地域活動活性化，1 2，

）市のアイデンティティの確立の つの側面から捉（3 3
えようとしている。とくに，市外から訪れる図書館利

用者が，その際に，シアトル市内でどれだけの支出を

しているのかを，図書館による地域社会への効果とし

て計測している。 図書館には， 万 フィート四4 9,000
方の駐車場が併設されており，シアトルの知的アイコ

ンとして，市のイメージの向上と観光への貢献度を測

定しようとするものである。

その結果によれば，最初の 年間に 万ドルの1 1,561
地域経済効果 があったことが報告されている。この

図書館の建設費は約 億 万ドルであるから，今1 6,550
後， 年間で建設費に相当する金額にまで達する計10
算になる。但し，ここで算出された数値は，経済学上，

移転支出（ 」と呼ばれるもので「 ）transfer payment
あり，支出の場所が移転しただけで，厳密には，図書

館はなんらの価値も創出していない。それでもなお，

市民の観点に立てば一種の経済効果であると捉えるこ

とはできるかも知れない。

オハイオ公共図書館調査3.8.

オハイオ州南西部の つの郡に含まれる九つの図書4
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館による共同調査 によれば， ドルの投資に対して(17) 1
ドルの効果であったと報告している。ここでは，3.81

図書館の提供する様々なサービスについて，個別に便

益額を試算し， 億 万ドルという結果を得てい1 9,041
る。これに，米国商務省による経済波及効果に関する

比率を援用し，その数値（ ）を乗じることに1.4894
よって，最終的に， つの図書館がもたらす経済価値9
の合計は， 億 万ドルという値を導いている2 8,360
（→表 。5）

表 オハイオ州 館における図書館サービスの価値5. 9

億 万 ドル1. 館外貸出 1 487 4,725

レファレンス 万 ドル2. 6,456 5,102

万 ドル3. コンピュータの利用 1,911 5,326

コンピュータの指導 万 ドル4. 6 1,900

アウト・リーチサービス ドル5. 46万4,197

万 ドル6. 集会室の利用 31 950

ドル7. GED模擬試験 41万9,670

子守サービス ドル8. 1,950

合計 億 万 ドル1 9,041 3,820

Ｘ 億 万 ドル合計 1.4894 2 8,360 2,343

Southwestern Ohio Study, 2006.出典:

個別のサービスの便益額の算出手法については，同

等のサービスを市場において獲得する場合の費用を基

準値として用いている。例えば，資料の貸出について

は，単純に，市場の平均単価を用いるのではなく，古

書店に売り渡した際の金額との差を，図書館における

借覧の価値であると定義している（但し，ここでは一

律に市場価格の ％と定義して算出している 。また，50 ）

レファレンス質問については，市場で相当するサービ

スを受ける場合の費用を 時間当たり ドルとし，図1 50
書館における回答時間を 質問当たり 分と仮定して，1 6
一件当たり ドルとしている。5

おわりに4．

以上の事例において概観したように，一口に経済

効果と言っても，それらを測定するための方法も単

純なものから複雑なものまで多岐に亘っている。価

格を持たない非市場財の価値を測定するための手法

は様々であるが，公共図書館を対象とした事例にお

いて，しばしば用いられるのは，以下の四つの手法

である。

（ ）代替法a
b CVM（ ）

（ ）トラベルコスト法c
（ ）移転支出d
代替法」とは，非市場財の経済価値を類似の市「

場財の価格で代替的に評価しようとするものである。

これは，かねてから，自治体が図書館の社会的有用

性を喧伝するために，しばしば用いられてきたもの

であり，我が国でも「貸出便益 「行政効果 と」 ， 」(18) (19)

いった図書館評価尺度として知られている。ここで

は，市場価格をそのまま用いる場合と，一定の交換

比率を用いる場合とがあるが（例えば，図書館サー

ビスについては，市場価格の ％と換算する ，基50 ）

本的には同じ考え方であると捉えて良いであろう。

しかしながら，書店等における購読と図書館における

。借覧とを同等の財と捉えることに対する批判もある(20)

冒頭で紹介した「 」については，あくまでもCVM
仮想的な評価であることから，そのリアリティと調

査結果の信頼性に対して，批判的な議論が行われて

きた経緯がある。この点については， 年のアラ1989
スカ沖の重油流出事故とその賠償責任の是非に関す

る議論を引き金に，米国商務省国家海洋大気管理局

National Oceanic and Atmospheric Administration（

）が組織した専門家による数回のパネル・： NOAA
ディスカッションの後に提案された，いわゆる

ガイドライン が，調査設計の段階から実「 」NOAA (21)

行・評価に至るまで，詳細な規準を設けており，こ

の種の調査の際の必携の書となっている。

次に 「トラベルコスト法」とは，図書館に来館す，

るための交通費や，来館・滞在のために費やした時

間を貨幣価値によって評価しようとするものである。

すなわち，利用者がそれだけのコストをかけている

からには，図書館（サービス）には，それに相当す

る価値があるという論旨である。この手法の問題と

しては，あくまでも利用者にとっては費用であるか

ら，図書館の設置・運営のための費用と比較するも

のではないということ，並びに，時間の価値を貨幣

価値に変換することの是非といった点が挙げられる。

最後に，移転支出については，図書館の設置によ

って，利用者の生活動線が変化し，図書館の近隣地

域に対して一定の経済効果が生じる点を定量的に評

価しようとするものである。既に述べたとおり，こ

れは支出の場所が移転しているだけであり，新規に

付加価値を生産している訳ではないから，便益や利

益とは異なる側面の経済効果ということになる。

残念ながら，現時点で，公共図書館の生み出す経

済価値を全て列挙し，それらを過不足なく，また妥

当な方法によって計量化することは，困難であると

言わざるを得ない。しかしながら，過去 年間で，10
こうした調査事例は着実に増加しており，上述のホ

ルトら のように，同じ図書館を対象として，複数(22)

の手法を適用した例も存在する。これらの調査事例

における手法や調査結果を比較・検討することを通
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じて，一定の水準点を導きだせるようになるものと

思われる。

一方，わが国においても，冒頭で述べたような環

境的要因は存在するものの，こうした調査事例はほ

とんどないのが現状である。今後，この種の調査が

活発に行われることを期待したい。

（大東文化大学文学部：池内 淳）
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