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　中国国家図書館（NLC）は、1995 年から世界にお
けるデジタル図書館研究とその発展動向のフォロー
アップを図り、技術や経験を大規模に蓄積してきた。
2002 年、政府関連部門の承認を経て、「国家図書館
第二期工事ならびに国家デジタル図書館プロジェク
ト」が立ち上がった。このプロジェクトは二つの部分
から成っており、その一つが中国国家図書館第二期工
事、もう一つが中国国家デジタル図書館プロジェクト
である。

1. 中国国家図書館第二期工事
　NLC は現在 2 館に分かれており、総面積は 17 万
平方メートルである。そのうち、本館である一期館は
1987 年、分館である古籍館は 1931 年に建設された。
　第二期工事は 2004 年末に竣工し、2008 年 3 月に
落成、2008 年 8 月に開館の予定である。新館は一期
館の北側に位置し、総面積は 80,353 平方メートルで
ある。完成後の館全体の収蔵能力は 3,200 万冊（点）
に達する予定で、今後 30 年の需要を満たすものとなる。
　完成後の二期新館は、主に一般図書、雑誌、新聞の
閲覧・貸出サービス、および電子資料の閲覧サービス
の提供を行う。また、国家デジタル図書館の多くのハー
ドウェア設備や研究開発センターも、新館内に敷設さ
れる予定である。
　新館は、幅広い利用者に良質のサービスを提供する
ことを目標とし、その目標を実現するためにいくつか
の技術手段を採用する計画である。具体的には、(1)
RFID システムを全面的に採用することで、新館内の
貸出閲覧に供する 100 万冊（点）近くの資料を IC チッ
プによって管理し、貸出と閲覧の管理を一本化して自
動貸出・返却を行う、(2) 無線 LAN を提供し、持ち
込んだノートパソコンで、利用者が手軽に NLC のデ
ジタル資源を利用できるようにする、(3) 携帯電話を
使っての予約、返却督促、延長手続き、館内案内など
のサービスを提供する、などである。

2. 中国国家デジタル図書館プロジェクト
　NLC の策定した中国国家デジタル図書館プロジェ
クトは、2005 年に着手され、2009 年の完成を予定
している。プロジェクトの目標は、中国語デジタル資
源を重点的に収集、作成、長期保存するとともに、国
内および世界各国に向けて提供し、中国国家デジタル

図書館を世界最大の中国語デジタル資源の保存・サー
ビス拠点とすることである。

2.1 プロジェクトの主要な計画
　プロジェクトの主な計画は、以下のとおりである。
(1) ハード、ソフト両面のシステム構築を通じて、膨
大なデジタル資源の収集、加工、保存、管理、サービ
スを技術的にサポートするプラットフォームを構築
する、(2) 特色ある所蔵資料のデジタル化に重点を置
き、重要なデジタルアーカイブやネットワーク資源を
収集・保存して、国家レベルの学術的デジタル資源長
期保存センターを設立する、(3) 中国語情報資源サー
ビスプラットフォームを構築し、政府機関、教育機関、
科学研究機関、企業および社会公衆に情報サービスを
提供するとともに、他のデジタル図書館システムへの
サービス支援を行う、(4) デジタル図書館に関する標
準規格の研究を推し進める。まずは、国家デジタル図
書館標準規格体系を構築し、中国語情報処理に関する
コア技術および規格の研究開発を進める。

2.2 プロジェクトの進展状況
　NLC は、1987 年より機械可読目録データ（MARC）
の作成を開始し、現在ほとんどの所蔵資料が、Web 
OPAC で検索可能である。利用者はインターネットを
通して、NLC の所蔵状況を調べられるだけでなく予
約や延長手続きも行うことができる。
　より多くのユーザーに、インターネット上で手軽に
特色ある所蔵資料を利用してもらうために、2000 年
から計画的に、それらの資料のデジタル化を進めてい
る。主に全文画像データ、全文テキストデータおよび
音声・画像データを作成しており、これまでのところ
デジタルデータの総量は、120TB にのぼる。その内
容は、現代の中国語図書、中華民国期の資料、博士論
文、館蔵の地方志資料、甲骨文献、石刻拓片、敦煌文
書、音声デジタルデータ、学術講座および展示などで
ある。これらのデータは、既にインターネット上に公
開されているものもあり、その他のものも、国家デジ
タル図書館プロジェクトにおけるソフト・ハードシス
テムの構築にしたがい、順次提供していく。目下、こ
れらの資料についてナビゲーションシステムを構築中
であり、それによって、オンラインでの総合ナビゲー
ションを実現させる。
　このほか、さらにインターネット資源の長期保存実
験を展開しており、これまでのところ試験的に、中国
の政府機関サイト 2 万余り、中国語電子新聞 113 紙、
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およびオリンピックや中国学を含む 7 つの主題に関
する資源を保存している。その中で、著作権保護の問
題がないものや既に許諾が得られているものについて
は、国家図書館インターネット資源サービスプラット
フォームを通じて利用に供している。
　利用者の電子資料利用への要望に応えるため、NLC
はさらに大量の電子資料データベースを購入してい
る。その内訳は、中国語・外国語データベース 101 点、
西洋古典籍 8,000 点、中国語電子図書 15 万点、中国語・
欧文全文電子ジャーナル 1,900 余誌、中国語・欧文
全文電子新聞 1,100 余紙、AV 資料 11 万余点、電子
出版物 2 万点である。これまでは、データベースの数
が多いことから、ユーザーはデータベースごとに何度
も検索しなおさねばならず、非常に不便であった。そ
こで、2006 年 5 月、NLC は国家デジタル図書館サー
ビスポータルを開始した。これにより、ユーザーは利
用者カードによってシステムにログインすれば、複数
のデータベースを横断検索でき、検索結果も一覧可能
となり、NLC の膨大な情報資源を効率的に利用でき
るようになった。
　NLC は、図書館界へのサービスにも重点をおいて
おり、全国総合目録センターを設立することで、国内
の他の図書館が書誌データおよび所蔵データを共有で
きるようにした。現在、総合目録データは 190 余万件、
ユーザーは 600 余館に達している。また、総合目録
システムを基盤とした図書館資料相互利用システムの
構築を計画しており、このシステムを利用することで、
全国の図書館が他のどの図書館からでも図書館間貸出
や文献提供サービスが受けられるようにする。
　さらに、現在バーチャルレファレンスサービス
プラットフォーム（「ウェブレファレンスデスク」

（CA1636 参照）の発展形）構築の準備作業を進めて
おり、国内の各図書館と連携して、総合バーチャルレ
ファレンスサービスを提供する計画である。と共に、
他の図書館へのレファレンスサービス支援や、レファ
レンス担当者の研修プラットフォームも提供する予定
である。
　中国の大都市の家庭ではすでに、デジタルテレビが
広まりつつある。NLC はデジタルテレビの運営機関
との間で協議を始めており、デジタルテレビシステム
内に専門チャンネルを開通し、多くの利用者にデジタ
ル資源サービスを提供する計画である。
　自国の文化遺産の長期保存は、一貫して各国の国立
図書館の重要な任務の一つである。NLC は、伝統的
な紙媒体資料の保存・保護においては多くの実績があ

るが、デジタル資源の絶え間ない増加に伴い、この種
の資源の長期保存の問題についても検討しており、こ
の問題への対処として、国家デジタル図書館システ
ム内に長期保存システムを設計した。このシステムは
OAIS 参照モデルに準拠して構築され、重要なデジタ
ル資源やインターネット資源の長期保存を実現する。
　目下、中国国家デジタル図書館プロジェクトは重要
な時期にさしかかっている。NLC は、デジタル資源
の統合を進めることで、有用な資源を使いやすい形で
利用者に提供し、その科学研究、教育、生活や仕事に
おける情報や知識への需要を満たすことを目標として
いる。
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Ref:
国家图书馆二期工程暨国家数字图书馆工程数字图书馆系统部分初步设

计（内部资料）. 2005.
孙一钢 et al. 我国主要国家级数字图书馆工程项目介绍. 数字图书馆论

坛 . 2006, 2006 年第 1 期, p.47-62.
中国国家图书馆. “ 国家图书馆二期工程暨国家数字图书馆工程”. http://

www.nlc.gov.cn/ndlc/gcgk.html, (accessed 2007-09-06).
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全世界のデジタル図書館の統合ポータルを目指して
 ～韓国国立デジタル図書館の概要～

知力強国のデジタル的基盤の建設
　2005 年に政策ビジョン「国立中央図書館 2010」(1)

を策定した韓国国立中央図書館（NLK）（CA1578 参
照）。そのスローガンである、「知力強国」実現のため
のデジタル的基盤として、現在、NLK 本館に隣接し
て国立デジタル図書館（NDL）を建設中である（E457
参照）。
　韓国には、既に、国内 8 機関が構築した電子化資
料を閲覧できるポータルサイト、国家電子図書館 (2)

が存在しているが、NDL は、そのようなインターネッ
ト上のサービスだけではなく、多用なデジタル資料を
収集・整理・保存し、かつ、その情報を用いたサービ
スを研究・開発・提供するための拠点として計画され
たものである (3)。
　2006 年度、この NDL で行われる事業の運営戦略
基本計画が策定され (4)(5)、国民向けのセミナーも催さ
れるなど (6)、NDL が目指しているサービス内容が明
らかになってきた。そこで、本稿では、これらの計画
やセミナーでの報告資料、NDL のウェブサイトなど
から、予定されているいくつかのサービスについて概
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観していくことにしたい (7)。

自然との調和　～建物の概観～
　まず、建設中の建物について見ておくことにしよう。
近隣の公園にある自然との調和がコンセプトとなって
いるこの建物の総事業費は 1,208 億ウォン（約 140
億円）で、2008 年 12 月には、地上 3 階、地下 5 階、
総面積約 38,000㎡からなる建物が完成する予定だ。
　建物は、既存の NLK 本館からの視界を遮らないよ
うに計画されており、利用者用スペースは NLK 本館
前の広場の真下、地下 1 階から 3 階にかけて設けら
れる。専用通路を通って、NLK 本館へと向かうこと
も可能だ。このほか、地下には施設管理設備、駐車場
に加え、1,200 万冊収蔵可能な自動集密書庫が設置さ
れる。2008 年には満架が予想される NLK 本館の書
庫不足問題解消のため、非図書資料、パッケージ系電
子出版物のほか、電子化済の紙媒体資料が収納される
ことになるという。

他機関との連携と納本　～価値ある蔵書の構築～ 
　さて、NDL では蔵書の構築をサービスの根幹とし
て重視しているという。運営戦略基本計画によると、
蔵書は保存の観点からレベル分けされており、後述す
る NDL ポータルで提供される電子情報を「奉仕水準
の蔵書」と呼び、活用される可能性や、利用者の要求
を鑑みて構築していく方針である。構築の手段として
は、資料の製作・収集・納本の 3 つの方法が考えら
れている。
　資料の製作とは、NLK が所蔵するアナログ資料を
デジタル化すること、収集とは電子ジャーナルなど
の NLK 以外で作成された資料を入手すること、納本
はオンラインデジタル資料を NLK に納本させること
を意味する。蔵書構築に当たっては、図書館、文書館、
研究機関、出版社など、国内のデジタルアーカイブ運
営機関との利害関係を調整し、NLK 主導のもと国内
におけるデジタル蔵書構築における役割分担を明確に
していく予定だという。
　このほか、厖大に生み出される地域資料の効率的な
アーカイブ実現のため、公共図書館との協力ネット
ワーク網の構築も目指されており、注目に値する。
　デジタル資源構築の役割分担のなかで、NLK 自身
は、特に、オンライン出版されたデジタル資料収集に
ついて国家的役割を果たすことを目指しているようで、
既存の紙資料の納本義務を規定した「図書館法」（第
20 条及び同施行令第 13 条）とは別に、オンライン

デジタル資料の納本を義務化させる「デジタル資料納
本及び利用に関する法律」の制定を目指すなど、その
役割を果たすための準備を進めていることがうかがえ
る (8)。
　このように構築された蔵書（「奉仕水準の蔵書」）は、
利用者に提供された後、利用統計を中心に価値評価が
なされ、この中から「保管水準の蔵書」と呼ぶ長期保
存される蔵書が選択されることになる。

未来接続可能性の保障　 ～蔵書の長期的保存～
　「保管水準の蔵書」とされた蔵書は、2005 年 6 月
から運用が開始され、既にウェブサイトやウェブ文書
が保存、公開されている、OASIS（E457 参照）のシ
ステム内に保存される計画となっている。
　ただ、現在のシステムは、収集した電子情報を CD-
ROM に保存しているため、長期保存には向いておら
ず（E555 参照）、マイグレーションやエミュレーショ
ンの運営戦略と保存のための標準フォーマットについ
て検討することになっているという。
　また、デジタル情報の長期保存に必須のメタデータ
および情報流通のためのパッケージについても検討が
加えられており、開館後には、NDL 内に国立メタデー
タセンターを設置、メタデータ開発や標準化の、また、
普及活動の拠点としての役割を果たしていくという。

統合と開放　～ポータルサイトの構築～
　構築された NDL の蔵書は、全世界のデジタル図書
館の統合ポータルを謳う NDL ポータルを通じて提供
される予定となっている。
　ポータルのテーマである統合と開放を実現するため、
検索方式としては、メタデータ統合検索、標準 API
基盤の分散検索、OpenURL 基盤の連携検索などの導
入が予定されており、また、各種機関や民間の検索ポー
タルからの検索や携帯電話など各種デジタル機器から
の検索を可能とするための標準化要件についても検討
することになっている。また、Library 2.0（CA1624 
参照）と呼ばれている機能なども取り込むという。
　この他、NDL ポータルからは、SDI サービス（E368
参照）、複写依頼、レファレンス依頼などが可能なほか、
登録利用者になると、情報教育サービスを享受し、個
人用リポジトリが利用できる計画となっている。
　画面のカスタマイズも可能で、主題別、資料別、子
ども青少年図書館（E506 参照）などの分館別のポー
タルが予定されているほか、注目されるものとして、
地域別公共図書館向けポータルと、障害者、外国人、
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高齢者などの情報弱者向けポータルが計画されている。
前者は、上述した蔵書構築時における公共図書館との
協力とともに、地域資料アーカイブ構築の手助けとな
ることが予想され、後者は、あわせて計画されている
アウトリーチサービスとあいまって、既存の視覚障害
者用国家電子図書館以上のサービスが提供されること
が予想される。

館内サービス　～インフォメーションコモンズ～
　一方、館内でもインフォメーションコモンズと呼ば
れるサービスが提供される（CA1603 参照）。そこで
は、ポータルを基盤としたサービスに加え、デジタル
クラスター空間、デジタルラーニング空間を実現する
ため、デジタル映像館、メディアスタジオ、ブックカ
フェ、グループ学習室などが設けられるとされている。
各種デジタル機器も設置され、ネットワークへの接続
環境が提供されるほか、ユビキタス社会を体験できる
u- ラウンジなどが計画されている。
　このほか、NDL では次の 3 つの国家的なセンター
機能を果たすことも考えられている。
　一つ目は、国家情報リテラシーセンターとしての機
能である。知力強国実現のための教育プログラムを策
定し、国民の情報資源、情報機器活用能力を強化する
役割を果たすという。二つ目は、国家情報レファレン
スセンター機能である。レファレンス専門司書を配置
し、NDL ポータルを基盤としたレファレンスサービ
スを行うことになる。そして最後は、国家情報政策サー
ビスセンターとしての役割である。政府が発表した多
用な情報に対する統合検索を可能にし、国民は政府情
報に迅速にアクセスできるようになる。
　また、NDL ポータルと同様、情報弱者へのサービ
スも考えられており、デジタル機器の貸与や、外国語
支援用、高齢者用インタフェースなどが用意される。
教育プログラムとしても、情報教育プログラム、韓国
の文化を知るための韓国文化教室、生活支援プログラ
ムなどが計画され、ユビキタス社会における情報弱者
への情報福祉を実現するための準備を進めている。

おわりに
　以上、NDL の運営計画を紹介してきた。計画からは、

「図書館法」第 18 条で国家を代表する図書館として
位置付けられている NLK の、国民の情報活用能力を
高める強い意志が感じられる。一方、NLK は、国際
インターネット保存コンソーシアム（IIPC）への参加
を検討するなどウェブアーカイブにおいて世界的な役

割を果たすことも考えているようである。
　建物完成後は、2 部 1 センター 9 チーム 218 名か
らなる組織として始動することになるという。NDL
および NLK の動向については今後も引き続き注目し
ていく必要があるだろう (9)。

（関西館電子図書館課：武
たけ

田
だ

和
かず

也
や

）

(1)	 국립중앙도서관. 국립중앙도서관 2010. 서울, 국립중앙도서관, 
2005, 150p.

(2) NLK をはじめ、国会図書館、法院図書館、韓国科学技術情報研
究院、韓国教育学術情報院、韓国科学技術院科学図書館、農村
振興庁農業科学図書館、国家知識ポータルの 8 機関が構築した
デジタル資料を検索することができる。国家電子図書館につい
ては、曺在順. 韓国国立中央図書館の現状. 情報の科学と技術, 
2007, 57（1）, 9-14p, http://ci.nii.ac.jp/naid/110006152407/, 
(参照 2007-10-18). も参照のこと。

(3) 建設に至るまでの経緯については、李治周. 第６回日韓業務
交流における韓国国立中央図書館の報告, 知識基盤社会の
ための国立デジタル図書館設立（基調報告）. アジア情報室
通報. 2003, 1(1). http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/
asia/publication/archive/bulletin1_1_3_3.html, （参照 
2007-10-18）. に詳しい。

(4)	 국립디지털도서관운영전략팀. 국립디지털도서관 운영전략기본
계획최종보고서. [서울 ], 국립중앙도서관, 2006, 193p.

(5) 基本計画をもとに運営に必要な人員・予算を算出した詳細計画
もまとめられている。基本計画、詳細計画策定の詳細については、
下記を参照すること。
국립중앙도서관. “9.2 국립디지털도서관운영전략수립”. 2006년
도국립중앙도서관연보. 서울, 국립중앙도서관, 2007, p151-152. 
http://www.nl.go.kr/pds/research_data/year_2006/seji_
report.html, （参照 2007-10-18）.

(6) 2007年3月29日、NLKの国際会議場にて開催された本セミナー
では、
・최경호. 국립디지털도서관	운영전략	세부계획
・류희경. 국립디지털도서관	포털서비스	구축방안
・박현주. 새로운	디지털	열람황경, 인포메이션코먼스
の 3 報告が行われた。報告時の資料は以下の URL から閲覧する
ことができる。
2007년 1회열린정책세미나. 2007-03-29. 서울, 국립중앙도서
관. 2007.  http://www.ndl.go.kr/board/doc/content.asp?colu
mn=RNAME&searchString=&IDX=25&GotoPage=1&num=, 

（参照 2007-10-18）.
(7) このほか、2007 年 6 月 13 日から 20 日にかけて行われた NLK

と国立国会図書館の業務交流時の記録も参考にしている。報告
および質疑応答の要旨については、下記参照。
第 11 回韓国国立中央図書館との業務交流：電子情報の収集・
提供・保存. 国立国会図書館月報. 2007, (559), 1-5p. http://
www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/pdf/geppo0710.pdf,（参
照 2007-10-26）.
また報告の全文については、下記ウェブサイトで閲覧できる。
国立国会図書館. “国立国会図書館と韓国国立中央図書館と
の 業 務 交 流 概 要 一 覧”. http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/
cooperation_chronological_korea.html, （参照 2007-10-18）.

(8) パク・ソンチョル. ” 国立中央図書館の電子情報サービス及び
保存 ”. 第 11 回日韓業務交流. 東京. 京都, 2007-06-13/20, 国
立国会図書館, http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/pdf/
nlk11_4_park.pdf, （参照 2007-10-18）. も参照のこと。

(9) 近年の NLK の動向については、前掲注 (2) 曺論文、および、ヨ・
ウィスク. “新しく変化する国立中央図書館”. 第 11 回日韓業
務交流. 東京. 京都, 2007-06-13/20, 国立国会図書館, http://
www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/pdf/nlk11_1_yeo.pdf, （参照 
2007-10-18）. に詳しい。
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CA1642
図書館と書店のコラボレーション
～淘汰と対立を越えて～

1. 大型書店は図書館を淘汰するか？
　「経済学の法則によれば、公共サービスは、市
場が社会が要求するサービスを手頃な価格で提供
することに失敗したがゆえに、提供されるもので
ある」。“Household use of public libraries and 
large bookstore” を、ヘムメーター（Jeffrey A. 
Hemmeter）はこう語り起こす。
　大型書店の伸長が、米国の公共図書館の存続を脅か
しているといわれている現状は、まさにその命題の

「裏」である。果たして、それは本当にそうなのか？
　ヘムメーターは、55,000 件以上の家庭への電話取
材の結果、得たデータを集計し、丁寧に検証していく。

「大型書店の出現は、実際に近隣の人々の図書館利用
を減少せしめているのか？」。
　結論をいえば、—それぞれの理由はまったく別であ
るのだが—、上流階級と下流階級においては図書館利
用に対する大型書店の影響は比較的小さかったものの、
中流階級においては大きかった。米国の公共図書館に
とって、このことは我々が想像する以上に忌々しき問
題だという。何故ならば中流階級こそが、公共図書館
の存続や予算、基金について、賛否を問う投票の主要
な票田だからである。
　この結論には、米国と日本のバックグラウンドの違
いが表れていると思う。そもそも集計段階で標本を収
入や居住地域などではっきりと分類するところは、ア
メリカが階級社会であることを明確に示している。ま
た是非はともかく、日本で図書館の存否を決定する住
民投票が行われる可能性は、今のところ低く、図書館
の新設・存続・予算の決定に対して、住民は首長や議
会を通じて、間接的に関与するに過ぎない。また書籍
の再販制度がなく、値引き販売が可能である米国にお
いて、大型書店チェーンは商品のディスカウントを期
待され、現にその期待に応えており、図書館利用に及
ぼす影響も、決して小さなものではないだろう。書籍
の再販制度を採用する日本とは、ずいぶん様子が異な

るだろう。とはいえ、日本においても格差社会が具体
的でかつ切迫した問題として議論され始め、政府・地
方公共団体を問わず財政の逼迫が喫緊の課題となって
いる昨今、米国の状況は、決して対岸の火事ではない。
　もとより、ヘムメーターの分析結果においても、収
入や階級のみが図書館利用状況に直結する要因ではな
い。だが仕事がらみの利用、求職のための利用は図書
館から大型書店に流れているという。それは何よりも、
図書館の持つ「資料」と書店の持つ「商品」の間に存
在する情報の鮮度の違いに起因する、ある程度不可避
なものと考えられる。一方、子供のいる家庭、とりわ
け子供の多い家庭にとっては、大型書店が存在しても
図書館利用は影響をさほど受けない。いかにコスト負
担を背負いきれない収入状況であっても子供への教育
投資は最重要課題であり、そこに「（階級間の）情報
分断状況に架かる橋」としての図書館の存在意義があ
ることを、ヘムメーターも述べている。

2. 淘汰から協働へ
　そもそも「裏」命題は、もとの命題と同値ではない。
もとの命題が真であっても真であるとは限らない（「対
偶」命題は同値である）。ヘムメーター自身、「図書館
と書店はまた相補的でもあり得る」と述べる。
　Public Libraries の コ ラ ム “Professional Views” で、
執筆者のサガー（Donald J. Sager）がその具体例を
いくつか紹介している。
　イリノイ州エバンストン公共図書館で館長を務める
ナイ（Neal J. Ney）は「書店の目的は本を売って利
益を得ることにあり、図書館のそれは我々が奉仕する
コミュニティの情報ニーズに応えることにある」、「多
くの人々にとって本の世界は二つに分けられる。図書
館から借りられれば嬉しい本と、どうしても所有して
いなければいけない本と」と述べ、図書館と書店の役
割の違いを明確にする。一方、書店チェーンのバーン
ズアンドノーブルと提携し、同館が若い詩人たちによ
る朗読会の開催した例を紹介し、「私は、私たちが今後、
広く、多くの新しい隣人たちと協力し合う方法を見い
だしていくであろうことを、確信している」と結んで
いる。
　イリノイ州ライル図書館のエモンス＝クローガー

（Suzan Emmons-Kroeger） と シ ョ ー（Jane Balon 
Shaw）は、「有能で、頼りがいがあり、知識も豊富な」
書店チェーンのボーダーズのスタッフたちと連携した

「図書館における作家ライブ」が、図書館の存在をコ
ミュニティにアピールする効果的な方法であったとし

Ref：
국립중앙도서관. http://www.nl.go.kr/, （参照 2007-10-18）.
국립디지털도서관. http://www.ndl.go.kr/, （参照 2007-10-18）.
국가전자도서관. http://www.dilibrary.go.kr/, （参照2007-10-18）.
시각장애인용국가전자도서관 .  http://sigak.nl.go.kr/dl/,  （参照 

2007-10-18）.
OASIS. http://www.oasis.go.kr/, （参照 2007-10-18）.
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ている。
　さらに書店サイドのコメントとして、バーンズア
ンドノーブルのパッサナンテ（Donna Passannante）
やボーダーズのレヴィ（Nancy Levy）の発言を紹介
し、「私は、本や読書へとより大きく興味をかき立て
るために、図書館が私たちの店と協働する多くの方法
がある、と信じる」（パッサナンテ）、「書店と図書館は、
一緒に活動することによって双方とも益を得ることが
できる。本や読書への関心に火を点けることに努めて
いる点では同じである」（レヴィ）といった声がある
ことを取り上げている。
　サガーは最後に「公共図書館と私的セクター間の協
働が、ポジティヴな結果をもたらすということは明白
である」と述べ、公共図書館と大型書店との共同活動
が、優れた結果を招くとしている。

3. 日本でも協働の息吹が
　先に触れたとおり、「階級社会」や住民投票の習慣、
再販制といったバックグラウンドの違いが、日米の図
書館と大型書店の関係に違いをもたらしていることは
間違いないであろう。しかしながら国全体の「格差社
会」化や、「新古書店」と呼ばれるディスカウントショッ
プの出現などを思うと、「10 年後に（最近はもっと早
いか？）米国をあと追いする」と言われる日本にあっ
て、米国の事例にあらかじめ学んでおくことは有益で
はなかろうか。
　図書館流通センター（TRC）会長の石井昭もまた、
図書館と書店の協働の必要性を主張している。TRC
は川口市立中央図書館の業務委託を受注しているが、
川口市立中央図書館のある「キュポ・ラ川口」は川口
市の再開発ビルであり、書店やシネコンも入居してい
る。図書館・書店・映画館が共存するこの空間の、具
体的な協働実績は未だしであるが、一つのビル内に、
図書館・書店・映画館が集まる状況は、読書家にとっ
て、とても魅力的な空間ではなかろうか。そして、そ
うした魅力にひかれて本好きの人たちが集まることこ
そが、図書館の存在意義を高め、書店の生業を支えて
いくことは間違いないと思う。

（ジュンク堂書店大阪本店店長：福
ふく

嶋
しま

　聡
あきら

）

Ref:
Hemmeter, Jeffrey A. Household use of public libraries and large 

bookstores. Library & Information Science Research. 2007, 
28(4), p.595-616.

Sager, Donald J. Professional Views: Super Bookstores and Public 
Libraries. Public Libraries. 1994, 33(2), p.75-76, 78-79.

CA1643
打破！変わらない組織と動かないシステム

～パイレーツ・オブ・ライブラリアンを目指して～

1. 国内市場の行き詰まりと先細り
　近年、国内の大学図書館は、大学全体の緊縮財政や
電子ジャーナルを含む雑誌価格のさらなる高騰等によ
り、図書館予算が逼迫している。それに呼応するかの
ように、国内の図書館システム市場にも行き詰まり感、
先細り感がある。我々図書館側が次期の図書館システ
ムについて、明確な方向性が打ち出せないでいるため
に、ベンダーとしても身動きの取れない状況にいるの
であろう。
　一方で、2007 年にはリコーとユサコが Ex Libris
社製品の国内販売を連携して促進することを発表し
た (1)。また慶應義塾大学が、国内で初めて Ex Libris
社の電子資源管理システム Verde の利用ライセンス
契約を締結するとともに (2)、欧米以外の地域で初めて
Google ブック検索図書館プロジェクトと連携した (3)。
これらのニュースに見られるように、今後ますます海
外ベンダーの国内台頭が激しくなるだろう。ややもす
ると、国内市場は海外パッケージで埋め尽くされる
ことになる。Ex Libris、Google、さらには Elsevier、
OCLC、といった「黒船」への対応は、国内の大学図
書館界全体の共通課題である。
　このような状況をいかに解消するかは、図書館の大
胆な再構築に懸かっている。利用者サービスとバック
ヤード業務の全体最適化を目指し、ひと・もの・かね・
情報といったマネージメントリソースの再定義・再配
置が急務である。とりわけ、国内の大学図書館界で最
近声高に叫ばれている「利用者指向の図書館サービス」
を実現するには、外部の環境変化や高度な利用者要求
に耐えうる強固で柔軟なシステム基盤が必要となる。
換言すれば「今後 20 年使える図書館システムモデル」
が描けるかが図書館・システムベンダー双方にとって
大きな勝ち残り戦略となろう。
　そこで本稿では、システム構築やパッケージ導入時
に直面する、理想と現実のギャップを分析し、どこに
フォーカスすればよいのかを模索したい。

2. 理想と現実のギャップ（現状把握）
　人は欲張りな動物なので、システム導入に際して、

「あれもこれも」と要求仕様に盛り込もうとする。ま
た「システムさえ導入すれば何でも自動で簡単にでき
る」という幻想を見てしまう。しかし、システムといっ
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ても所詮人間が作るものなので、決まりきった動きや
想定される動きは得意だが、レアケースや急な割り込
みに対しては、人間のように臨機応変な対応はできな
い。当たり前のことだが、このようなことを理解して
いる人はどのくらいいるだろうか。また、システム構
築やパッケージ導入を失敗し、「動かないシステム」
となってしまう可能性について考慮している人はどの
くらいいるだろうか。
　一方前述のとおり、緊縮財政により IT にかけられ
る予算も減額せざるを得ない状況である。すなわち、
新しく何かを始めるには、既存の何かを捨てなければ
ならない（いわゆるスクラップ・アンド・ビルド）状
況下にある。とりわけ、新システムを導入する場合に
は、システムに合わせて業務の見直しが必要となる場
合が多い。しかし、システム導入に伴う業務の再検討
に対して、図書館スタッフから否定的な反応が示され、
新システムへの移行が立往生してしまうことも間々あ
る。それまでの慣れ親しんだ業務のための便利な機能
を維持するよう求める人が多いのである。
　このような「かゆいところに手が届く」システムを
負担なく導入したい、という理想に対して、現実は
決して甘くない。ゴールド（Robin Gauld）の調査 (4)

によると、情報システムの開発は、その 20 ～ 30％
が「完全に失敗して諦め」、30 ～ 60％が「一部失敗
して納期・コストを超過、または別の問題に波及」し、

「完全に成功する」のは 10 ～ 30％に過ぎない。日本
の IT 業界でもほぼ同様であるという (5)。つまり、「大
半のシステム開発は失敗する」のである。
　「システムは思ったようには動かない。作った通り
にしか動かないものだ」。これは、20 年程前、私がま
だ新米システムエンジニアだった頃、とある「動かな
いシステム」のバグと格闘していた時に当時の上司か
ら頂いた言葉である。「きっと動くはず、という思い
込みは捨てよ。何事も疑って掛かれ！」ということだ
と解釈したが、これをユーザーの立場に置き換えると、

「このぐらい言わなくてもやってくれるだろうと他力
本願的に願うのではなく、きちんと要求を整理し、優
先順位を付け、どこまで実装すれば本質的な要求を満
たせるか、何を捨てて何が必要かを見極めること」と
いうことになるだろう。
　システムに求める理想と、現実とのギャップが大き
ければ大きいほど、システムの失敗率は上がる。これ
は単に経費の無駄遣いに留まらない。利用者サービス
の低下やスタッフのモチベーション低下など、組織の
成長を阻む主要因（すなわち、成長障壁）となり得る

ものである。

3. なぜ失敗するのか？ 
　「動かないシステム」と一言で言っても、「プログラ
ムが仕様どおり動かない」、「レスポンスが出ない」な
ど、その症状はさまざまである。またその原因につい
ても、「仕様を決める責任者が不明確／優柔不断で仕
様が決められない」、「プログラム作成者の技術が低い」
など、いろいろ考えられよう。システムベンダーとユー
ザーでそれぞれ言い分が異なる場合も多い。
　ここで重要なことは、「動かないシステム」ができ
る要因が、ユーザー側に存在していることが少なくな
いことである (6)。もちろん、システムベンダー側の要
因で失敗する場合も多い。だが『30 のプロジェクト
破綻例に学ぶ「IT 失敗学」の研究』で紹介されてい
るように、ユーザー要因による失敗事例は、ユーザー
が想像する以上に多く存在している。
　また、ベンダー任せにせず、ユーザー自らオープン
ソースソフトウェア（以下 OSS）での開発にチャレ
ンジした結果、サービス開始当初に致命的な障害が発
生したケースもある (7)。このケースでは、失敗の原因
としては「OSS を利用した開発に不慣れだったこと」、

「十分なテスト期間が取れなかったこと」に加え、「きっ
ちりとプロジェクトを仕切れる人がいなかったこと」、

「Web アプリケーションの開発に慣れた人が少なかっ
たこと」というユーザー＝開発者側の問題が挙がって
いる。
　ここでは図書館システムに限定して、「動かないシ
ステム」を招いてしまうユーザー＝図書館側の要因を、
探ってみたい。

(1) システムの硬直性
　近年のトレンドとして、図書館システムに対する見
方と役割が変わってきた。従来は、目録や閲覧、ILL
といったスタッフ業務の効率化がシステムに求められ
てきたが、最近は利用者のニーズに応えるべく、リッ
チなコンテンツやインターフェースを継続して提供す
ることも求められている。時代の変化や利用者のニー
ズに対応するスピードが必要であるが、現在の図書館
システムの多くは、それ自体が変化に耐えられる構造
になっていない。すなわち、大学や機関が個別にシス
テム開発を進め、独自の仕様でかゆいところに手を届
かせ過ぎてしまった結果、改修をしようにも柔軟に変
更できない状況に陥っているのである。
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(2) システム開発の費用不足
　大学全体が緊縮財政の中、図書館システムの改修に
コストを掛けることが困難となっている。とりわけ大
学における図書館の価値が低いと、予算割当てはさら
に低くなる。ベンダー側の提案・開発成果物のレベル
も、費用相応に陥ることが少なくない。

(3) システム担当者の不足
　近年、国公立大学を始めとして、大学図書館におけ
るシステム担当者（システムズライブラリアン）が激
減している。元々図書館にいたシステム担当者が、情
報基盤センターや IT センターなど大学の IT 部門に
吸収されてしまうケースが多いためである。その結果、
これまで図書館の現場とベンダーの橋渡し役を担って
きたシステム担当者が図書館から去ってしまい、図書
館側は背景や要求を十分に踏まえた要求仕様を提示で
きなくなる、またベンダー側も、図書館側の要求を十
分に理解できず、要求を反映していないシステムを提
案するという事態が発生してしまう。また提案された
システムを評価できる人材が図書館側にいないため、
適切な評価ができず、その結果意思決定が遅れたり、
不適切な意思決定を下すという結果を招くことも多い。

(4) 組織の硬直性
　前章でも述べたとおり、システムを使って図書館業
務を行う運用サイド（＝現場）は、変化を受け入れに
くいことが多い。これは、人の意識の問題であると同
時に、「チャレンジしない組織・責任を取らない組織」
という根の深い問題でもある。システム移行に際して
は、もはや不要となったり、時代遅れとなった業務を
切り捨てたり、見直すことが必要不可欠となるが、何
かを捨てることは相当な痛みを伴うことである。皆が
痛みを避け、役割分担や責任の所在が不明確な状況で
はチャレンジは生まれず、「ハイリターン」は期待で
きない。この状況はベンダーから見れば、逆に「ハイ
リスク」なものとなる。

(5) 安易なシステムの導入
　「世界有数のシステムベンダーが作ったものだし、
名のある大規模大学で数多く導入されているから安
心」など「寄らば大樹」の考えで、しっかりと評価を
行わないまま、名ばかりでシステムを導入してしまう
図書館もあろう。しかし、まず「システムありき」で
はサービスは動かない。世の中でどんなに評判の良い
システムを自分の組織に入れたとしても、何もしない

で動くわけではない。特に、海外パッケージの場合は
日本語環境への対応という問題もあり、かなり手を入
れないと実運用には耐えられないことが多い。カスタ
マイズやローカライゼーションが不適切であると、図
書館スタッフはもちろんのこと、利用者にも相当の負
担を強いることになりかねない。利用者指向のシステ
ムを目指すばかりに、スタッフや利用者が使いにくい
システムになってしまうのは本末転倒である。

4. 対策
　成功の鍵を一言で表すならば、「幻想に惑わされず
にシステム導入手順に沿って当たり前のことを当た
り前にやる」ということに尽きる。すなわち組織全体
のミッション・ビジョンを明確にし、役割分担・責任
の所在をはっきりさせ、決定権限を有する専担のプロ
ジェクトチームを作る。そして具体的に何をどうした
いのか要求仕様を明確にし、概算費用を見積もり、内
容・スケジュールを含む導入・運用方針を策定する。
これに際しては、市場を読み、導入候補のシステムを
挙げ、現場レベルでのトライアル評価を行うことも必
要だろう。評価結果を分析し、システムの内容を決定
する際には、カスタマイズ範囲をできるだけ最小限に
留めることが望ましい。そして十全なテストを行い、
契約内容も十分に把握して契約する。契約・導入後
も、定期的に利用者（エンドユーザー）の評価を調査
し、改善ポイントの決定→実装→提供を繰り返すプロ
セスにフィードバックしていく。このような「泥臭い
作業」を面倒がらずに淡々とこなすこと、すなわち王
道が、結果的には一番の近道になる。
　また基本的に、利用者サービスと業務サービスは分
けて考えるべきだろう。利用者指向に重点を置くから
といって、業務基盤をおろそかにしていいことにはな
らない。業務基盤の部分がしっかりしていないと、そ
の上に成り立つサービス部分も脆弱なものになってし
まう。まさに「砂上の楼閣」である。予算面でも、IT
予算のみのスクラップ・アンド・ビルドでは立ち行か
ない。資源配分や人件費も含めた、図書館運営全体の
見直し（全体最適化）が必要になってくる。利用者満
足度を得るために、組織として何を捨て、何を優先す
るのかを明確にすることが必要とされる。
　そして、できない理由を並べたり、誰かのせいにし
ないこと、責任をもってチャレンジすること、チャレ
ンジと責任は常にセットなのである。
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5. おわりに
　私立大学図書館協会では、コンテンツ共有とシステ
ム統合など連携の機運が盛り上がってきており (8)、一
部で「図書館競争不要論」まで囁かれている。とは言え、
大学全入時代の中、大学図書館も特色や競争力を打ち
出さなくてよいのか、また大学全体の予算がジリ貧の
中、図書館の価値を向上しないでよいのか、Google
に呑みこまれてよいのかなど、まだまだ議論の余地が
多い。
　次期システムをどうするべきかについては、国立情
報学研究所や国立国会図書館、国立大学図書館協会、
公立大学図書館協議会などでも、それぞれ悩みを抱え
ていることであろう。新たなシステム導入にあたって
は莫大な費用が掛かる上、とりわけ図書館システムで
は、他大学や他機関との連携にも考慮を払う必要があ
り、嫌が上にも慎重になる。その一方で教員を含めた
利用者や大学の本部組織といったステークホルダーを
気にし過ぎて、思い切った方針が打ち出せない場合も
多い。しかし、いつまでもそうは言っていられない。
誰かが「海賊」となって、大海に船を漕ぎ出さないと
いけない。まさに「パイレーツ・オブ・ライブラリア
ン」だ。
　真に利用者指向の図書館システムを実現するには、

「既存の図書館資産の棚卸し」と「従来の図書館員に
はない視点や発想」の両輪が必要になる。このために
は、世界標準の仕組みを取り入れるとともに、組織構
造を少しフラット化して、大学内・大学間を横断的に
動ける組織体や民間企業の協力を得られるような体制
を作ることも一案であろう。
　今こそ、図書館が MARC データや特殊コレクショ
ン、レファレンスノウハウといった図書館資産を引っ
下げて、外界に働きかけるときではないか。Google
にはない、よりリッチで、よりセマンティックな世界
を提供できるシステムを導入していければ、利用者か
らの支持を集めることもできよう。教育・研究に必要
不可欠な「知のインフラ」として、図書館が図書館の
枠を越えるとき、そこに次世代の図書館の在り方や新
たな価値が生まれてくるのだと信じて止まない。

（慶應義塾大学メディアセンター本部：田
たな
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CA1644
欧米における図書館、文書館、博物館の連携
―Cultural Heritage Sector としての図書館―

1. 図書館、博物館、文書館間連携の必要性
　図書館、博物館、文書館の三者をまとめて、欧州
では “cultural sector”、“cultural heritage sector”、
“memory sector” などと呼ばれている。これらの呼
称は、三者のみを指すわけではないが、文化的活動を
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支援する機関の代表として、三者を同等に中心的存在
として位置付けるものである。三者は、類似した所蔵
資料を保管し、資料に関する情報を各機関の方針に基
づき作成し、各機関の目的に適した資料提供の方法を
開発してきた。その一つである図書館は、同一の資料
が同時に複数生産される出版物を網羅的に収集し、貸
出という方法で現物提供し、書誌情報の作成を通して
資料利用の機会を増やすよう努めてきた。一方、博物
館と文書館は唯一無二の資料を収集・保存し、保存の
妨げにならないことに留意しながら展示という方法で
資料提供を行ってきた。特に文書館では、保存上の理
由に加え機密を要するために資料提供を制限せざるを
得ない場合も多い。そのため資料に関する情報は、資
料保存と管理を円滑に行うことを目的に作成されてき
た。このように資料提供の目的が異なっていることか
ら、これまで図書館、博物館、文書館はその協力関係
を築く機会を持たずにいた。
　しかし、独自の方針に基づき発展してきたこの三者
にも電子化という共通の課題が大きく圧し掛かってい
る。博物館は、収蔵品の電子画像を自館の公式サイト
に掲載することから展覧会への集客率を高めようとす
るが、収蔵品情報の公開は多くの来館者を呼び込むと
同時に、美術愛好家たちの情報要求に対応できるだけ
の、収蔵品に関する情報の公開という新たな課題を生
み出した。文書館は貴重な歴史資料を電子化すること
から、史料の収集と長期的保存の重要性への理解を求
めようとし、図書館は書誌情報の電子化によって、所
蔵資料の書誌データをネット上に公開し、潜在利用者
の来館を促そうとしている。
　このように所蔵資料の電子化は、図書館、文書館、
博物館の共通の課題であると同時に、図書館資料、博
物館資料、記録資料の違いを超えた情報共有化の機会
を提供しているとも言えよう。
　それでは、図書館、博物館、文書館間の協力はどの
ような段階でどのように行われるのが望ましいのであ
ろう。図書館と文書館が一体化し、歴史史料から最新
の電子資料までを保存し提供することや、ディレブコ

（Juris Dilevko）が紹介したように、図書館が博物館
を融合し、図書と博物を特定テーマで関連付けて提供
すること (1)、あるいは三者が融合することなく独立し
ながら、たとえば市民がインターネットを介して情報
源を活用できる情報拠点として同じ役割を持つことも
考えられよう。その参考となるのが欧米での連携であ
る。
　欧州においては、図書館、文書館、博物館を “Cultural 

Heritage Sector” として捉え、各機関が所蔵する文
化遺産を電子化し、ネットを介して一つの情報空間を
築くために連携することが求められている。欧州連合

（EU）の欧州委員会（EC）にある情報社会メディア
総局のレディング（Viviane Reding）は 2005 年に開
かれた欧州国立図書館長会議（CENL）において、「情
報社会における図書館の役割」と題した講演を行って
いる。その中で、EC が計画する欧州デジタル図書館
は、欧州中の異なる機関に存在する複数のデジタル図
書館からなるネットワークであるとしている (2)。これ
にかかわる機関は、欧州市民がオンラインで、図書か
ら地方史料、記録フィルム、博物館資料までを同時に
アクセスし利用できるようなサービスを提供するもの
であるとし、欧州の各機関が支柱となった「仮想の神
殿」を築こうとする計画だと述べている。そのために
各機関は重複を除くために協力し、ネットを介して書
誌データ作成の基準を構築しそれに準拠することで協
力し、より費用対効果のある共通の方法に基づいて、
三者が持つ課題の解決のために協力することが必要で
あるとしている。
　一方米国でも、ディレブコが述べたように、博物館・
文書館・図書館が、来館者の娯楽、教育、体験のため
の公共サービス機関として、また教育を支援する機関
として同じ役割を果たすことが求められている。三者
がその役割を果たすため、協力し、特定テーマの電子
教材を作製する試みがみられる。そこでは、文書館も
博物館も、図書館のように情報と娯楽の提供が求めら
れており、保存や展示に固執するのではなく唯一無二
の神聖な資料への直接的なアクセスを可能とする保管
庫へと変わりつつある (3)。
　これらの例からは、三者が融合するのではなく、各
機関が独自にあるいは共同で所蔵資料を電子化し、そ
の電子プロダクツをネット上で融合させ、一つの情報
空間を共に築くという連携の形を見ることができる。

2. 米国における教育支援のための連携
(1) 博物館図書館サービス法による連携
　米国政府は、2002 年電子政府法導入ガイドライン

（Implementation Guidance for the E-Government 
Act of 2002）(4) において、オンラインによる市民へ
の情報やサービスの提供を具体的な方針として掲げ
ている (5)。その情報とサービスを提供する拠点として
図書館が期待されたことは、図書館が潤沢な予算を
確保するためのよい事由となった。米国の図書館界
は、公共図書館振興政策への予算がゼロ査定されたこ
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と（CA1171 参照）を教訓として、1996 年制定され
た Museum and Library Services Act（博物館図書
館サービス法、以下 MLSA と略）の 2003 年改正に
力を注ぎ、その結果、助成の継続に成功した。MLSA
制定において、図書館と博物館は教育支援機関とし
て共に助成の対象として位置付けられただけではな
く、MLSA 2003 年法においては特に、「高度情報化
への対応と情報格差の是正という共通課題」(6) を共に
抱える機関としても位置付けられ、両者が協力する絶
好の機会が与えられた。ただし、両者の協力の必要性
について言及されていたのは、MLSA を構成する博物
館サービス法の部分でのみ見られ、図書館サービス法
の部分では全く触れられていなかったことは、両者に
とって連携への期待が異なることを表している。

(2) 検索システムと教材作成のための連携
　MLSA で設置が定められた博物館図書館サービ
ス機構（IMLS）(7) は、米国における図書館、博物
館、文書館の連携の契機となる重要な役割を果たし
ている。全米人文科学基金（NEH）の下に設置され
た IMLS は、Library Grant の中に Library-Museum 
Collaboration という部門を設けて図書館、博物館間
連携プロジェクトへの支援を積極的に行った。1998
年から 2004 年までの 7 年間に 99 件の連携プロジェ
クトへ活動助成金を提供した。このうち、2004 年が
最も多い 19 プロジェクトが補助金を受けた活発な時
期であった。プロジェクトの内容を見ると、同一地域
内の図書館と博物館の連携と、同じテーマのコレク
ションを所蔵する図書館、博物館、文書館の連携が多
く見られた (8)。特に後者の場合には、複数の州に及ぶ
機関が協力してデジタルコレクションを構築した事例
も含まれていた (9)。いずれも構築したデジタルコレク
ションは、教育支援のための電子教材として、あるい
は所蔵資料の検索システムとして利用されるもので
あった。これらは、電子環境下における図書館、博物
館、文書館間協力の典型的な実施事例となっていった。
　しかし、2005 年と 2006 年には Library-Museum 
Collaboration が助成金を提供した事例はなく、2007
年度には新たに “Advancing knowledge: the IMLS/
NEH digital partnership” と い う 基 金 が 設 け ら れ
た (10)。 こ の 基 金 は、IMLS の Digital Connections 
Initiative と NEH の Digital Humanities Initiative と
の共同プログラムであるが、その申請の条件として、
図書館、博物館、文書館のいずれか１館が必ずプロ
ジェクトチームの代表となることと、科学技術ではな

く人文科学関連のテーマであることが設けられた。ま
た、プロジェクトそれ自体が図書館、博物館、文書館
と人文科学関連機関との連携モデルとなるように指示
されている。プロジェクト１件あたり最低 5 万ドル
から最高 35 万ドルが提供される予定である。
　このように、米国においては、IMLS が経済的な支
援を行って三者の連携を後押ししていたと言えよう。
助成によって各機関は協力して複数のコレクションか
らなるデジタルコレクションを構築することができる
と同時に、その活動を通して新たな協力体制が生まれ
た。しかし、米国は州ごとの連携に対する方針の多様
性を重んじており、各州でのプロジェクトから連携の
モデルを集めることは行ったが、国家レベルの統一し
た連携モデルでのプロジェクトの実施を求めるもので
はなかった。
　次に述べる欧州での連携事例は、各州の多様性を重
んじる米国の場合とは様相が異なる。多様な文化と多
様な言語を持つ国々が欧州連合という単一体としてよ
り密接な協力関係を築く必要があることから、そこで
の連携は国家レベルだけでなく EU 諸国間においても
求められている。

3. EU における知識基盤経済社会構築のための連携
(1) EU の eEurope 行動プラン
　EU の情報技術政策は、主に EC の一部門である情
報社会総局（2004 年以降、情報社会メディア総局と
改称）が担当し、政策提言を行っている (11)。1999
年 12 月に EC が発表した「すべての EU 市民のた
めの情報社会」と題する通達に基づいて 2000 年に
eEurope2002（電子欧州行動計画）が策定され、欧
州市民がより安価で高速で安全なインターネットを
活用できる環境作りが目標とされた。2002 年には
eEurope2002 を 引 き 継 ぐ eEurope2005 を 発 表 し、
公共サービスや教育の革新を図ることやグローバルな
情報社会に誰もが参加する機会を得られるようにする
ことが目指された。具体的にはオンライン上の公共
サービスとして電子政府、電子学習、電子医療などが
提案されているが、特に電子学習の項目では、教育機
関と同様に博物館や図書館も重要な役割を果たすとい
う言及がある。

(2) MINERVA プロジェクト
　eEurope 行動計画の一つに、情報社会総局の文
化遺産担当部が提案した “MINERVA（Ministerial 
Network for Valorising Activities in Digitisation）”
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プロジェクト (12) があるが、その目的は、2001 年 4
月にスウェーデンのルンド（Lund）で開かれた会議
での決議であるルンド原則 (13) に拠っている。それは、
eEurope 行動計画に EU 各国が協力して取り組み、デ
ジタル化技術の向上とその適切な実践を行うように定
めたものであった。またこの背景には、欧州連合の結
束を強めることを意図した、欧州の文化財と科学知識
という情報源は EU 諸国にとって唯一の共有財産であ
るという理念があり、その理念に則り、情報源の電子
化事業を支援するという方針が立てられた。そして
1998 年に発表された EU の「第 5 次研究開発フレー
ムワークプログラム」(14) から MINERVA プロジェク
トに資金援助がなされた。
　MINERVA の活動には、文化財自体の電子化とと
もに文化財の識別や管理のためのメタデータ “DC. 
Culture” の開発や、電子情報源へのアクセスや保
存に関するガイドライン作成も含まれていた。DC. 
Culture とは、ダブリンコア・メタデータのエレメ
ントに対応した、文化遺産に適したメタデータで (15)、
文化遺産の発掘、制作、出版、入手、展示、保存といっ
たあらゆる場面を記載できるように工夫されたもので
ある。
　MINERVA プロジェクトは、2001 年から 2003 年
までの 3 年間に、EU からの助成を受けて進められた。
次いで 2004 年からは、“MINERVA Plus” と改称され、
主に EU 内の発展途上国へ予算配分を行い、EU にお
ける電子化を普及させた。さらに、2006 年 11 月に
2 年間の新たなプロジェクト “MINERVA eC”(16) が
MINERVA、MINERVA Plus の目的を継承した。その
目的は、文化遺産の電子化、文化に関するウェブサイ
トの質の向上、文化的情報資源のためのシステム間の
共同運用化である。このプロジェクトは、参加国の文
化省と EC の 150 の文化機関間のネットワークによっ
て実行されている。実際の活動は、各国の “Cultural 
and memory sector” と呼ばれる図書館、博物館、文
書館が担うこととなり、所蔵資料の電子化を始めとし
て文化関連の電子コレクションを集めた “Inventory”
や文化関連情報資源を紹介するポータルサイトの構築
が行われている。

(3) MICHAEL プロジェクト
　MINERVA プ ロ ジ ェ ク ト が 2003 年 に 終 了 し、
MINERVA Plus と改称した際に、MINERVA プロジェ
クトの参加国の中心であった三か国、すなわち、英国

（博物館・図書館・文書館評議会（MLA））、フランス（文

化庁）とイタリア（文化庁）は、“MICHAEL” プロジェ
クト (17) を立ち上げて eEurope2005 のもとで活動を
開始した。その目的は、主に英国・フランス・イタリ
アの博物館、文書館、図書館から文化遺産に関するデ
ジタル情報を収集し、多言語からのアクセスに対応で
きるサービスを提供することにより、欧州の文化遺産
情報サービスを EU のみならず、世界に発信する契機
となることである。その使命は、世界の人々と博物館、
文書館、図書館の所蔵資料をつなぐことであり、電子
化された文化情報源へ多言語でアクセスが可能なもの
にすることである、と “cross-domain initiative” を
提唱している。すなわち、あらゆる文化遺産セクター

（Cultural Heritage sector）から提供されている文化
情報を探し閲覧できるようなシステム構築を目指し
ている。文化遺産セクターの中心となるのが、博物
館、文書館、図書館である。各セクターからは、文化
関連機関に関する情報、文化的なプロジェクトやプロ
グラムに関する情報、文化情報に関するサービスやプ
ロダクツ、そして所蔵資料の現物から得られた情報が
集められる。この MICHAEL プロジェクトは、博物館、
文書館、図書館がそれぞれ有する特徴や目的とは別に、
欧州にある豊富な文化情報を EU から世界に発信する
という共通の目的のもとに三者の連携を求めるもので
ある。

(4) i2010
　eEurope 計画の一つであった MINERVA プロジェ
クトとその初期の中心メンバーであった英国、フラン
ス、イタリアによる MICHAEL プロジェクトは、図
書館、博物館、文書館の三者が文化財や科学知識の情
報源の電子化事業を通して電子学習に重要な役割を
果たす機関として協力する契機を与えた。また、EC
は、“ デジタル情報技術を用いて、2010 年までに EU
を世界で最も活発な知識立脚型経済社会にする具体的
な行動計画として、まず eEurope 2002 を進め、さ
らに 2005 年から “i2010（欧州情報社会 2010）” を
進めている（CA1632 参照）。その計画を具体化する
ためのプロジェクトの一つとして欧州デジタル図書館

（EDL）がある (18)。このプロジェクトは、文化遺産と
科学遺産に分かれており、特に文化遺産の部門におい
て連携が求められている。EC は、この EDL を通して、
欧州の記憶（memory）をネット上に構築するために、
参加国のすべての国立図書館が連携し、さらにその連
携を博物館と文書館へ拡大するように勧告している
(19)。また参加国は国立機関だけでなく、地域や地方の
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図書館、博物館、文書館をこの活動に参加させるよう
勧告している。

4. EU 諸国における連携事例
　MINERVA の 年 次 報 告 書 で あ る “Coordinating 
digitisation in Europe”(20) は、2002 年度から毎年発
行されている（E020 参照）。参加国ごとに、国内に
おける図書館、博物館、公文書館での文化遺産に関す
るデジタル化活動が報告されている。その 2006 年版
をもとに、参加国の最近の活動を見ることにする。

(1) 英国
　図書館と博物館の管轄省庁で文化政策の国家的最高
機関である文化 ･ メディア・スポーツ省（DCMS）(21) は、
2001 年に『すべての市民のための図書館 ･ 博物館 ･
美術館・文書館』(22) の中で、図書館と博物館は社会
的弱者を無くすために共に活動することこそが、図書
館と博物館が協力するよい機会となるとしている。ま
た文化政策諮問機関である MLA(23) は、図書館と博物
館を、市民と知識、情報、創造性、着想の源を結びつ
ける役割を持つものとして位置付けている。また、そ
の活動目標には、博物館、図書館の境界を越えた連繋・
協力事業に係る政策形成、提言、基準等の提示が掲げ
られており、これは図書館、博物館間協力が政策上に
おいては明確にされているものである。MLA はその
5 年計画である “Investing in Knowledge”(24) におい
ても、図書館と博物館を共に学習支援機関として位置
付けている。
　また英国は、MICHAEL プロジェクトの代表国とし
て、国内に “MICHAEL UK” データベース (25) を構築
し、博物館コレクション 950 点、図書館コレクショ
ン 450 点、文書館コレクション 300（そのうち、国
内コレクションは、博物館 300 点、図書館 200 点、
文書館100点）を収録し、三者の連携を促す活動を行っ
ている。

(2) フランス
　フランスは、文化に関するデジタルリポジトリ
“Culture.fr”(26) を公開している。その中に収録され
ているフランス国立図書館の “Gallica” システムでは、
たとえばフランスの建国から現在までの年表形式から、
歴史的事柄や歴史上の人物などについて、歴史画、肖
像画、初版本の画像、関連資料の書誌情報などのデジ
タルコレクションを検索することができる。このシス
テムは、9 万タイトルの電子図書、8 万点の画像、膨

大な録音情報源にアクセス可能であり、インターネッ
ト上で自由にアクセス可能な電子図書館として、その
最大級のものと言える。

(3) その他の EU 諸国
　ドイツは、文化・科学情報の電子化活動において、
欧州各国とドイツ国内との連携をその図書館、文書
館、博物館に拡大することを目標にして、2001 年に
“EUBAM” という専門家組織を創設した (27)。EUBAM 
の 名 称 は、 欧 州 の EU に 続 い て、B は「 図 書 館

（Bibliotheken）」、A は「文書館（Archive）」、そし
て M は「美術館（Museen）」からなるものである。
　スペインでは、国立スペイン図書館が MINERVA
プロジェクトに代表として参加しているが、国内に
は “FESABID：Federación Española de Sociedades 
de Archivística, Biblioteconomía, Documentación 
y Museística（英語名称：The Spanish Federation 
of Societies of Archive Studies, Library Science, 
Documentation and Museology）”(28) という組織が三
者の連携を支援している。その目的は、図書館、ドキュ
メンテーションセンター、文書館、博物館の各活動を
促進させ発展させることと共に、機関間での情報や経
験知識の交換を行いながら、利用者向けサービスの改
善を目的とした連携を育むことである。
　オランダでは、オランダの国史に関する情報として、
画像、記録、フィルム、テキストからなるデータベー
ス を “Memory of Netherland（Het Geheugen van 
Nederland）” と名付けて提供している (29)。

5. 連携における課題
　欧米の事例を見てきたが、米国と欧州では連携の背
景となるものが異なっていた。州レベルの独自性を尊
重する米国においては、IMLS からの助成が毎年行わ
れていても、国家レベルでの連携を促進させるもの
ではなかった。大きな予算によって特定のテーマに関
するデジタルコレクションが個別に構築され、その時
ばかりは図書館も文書館も博物館も協力するが、事例
単位ではなく国家レベルでの連携に至らないことから、
政策の提言とそれを実行する行動計画の策定が、欧州
のように必要であることを示している。
　また、米国には欧州のような膨大な文化遺産が存在
しないが、建国から現在までの記録を留める写真や史
料を電子学習教材として活用できるよう教育という視
点で三者の協力を可能にしていた。一方欧州は各国が
長い歴史とその遺産を豊富に保持し、異なる文化を維
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持しながらも、国の振興のために EU の構成員として
文化遺産のデジタル化活動において協力する姿勢が見
られる。そのため、国を越えての協力は、異なる機関
を越えての連携をも可能にしようとしている。
　しかし、個別に見れば、国内での図書館、博物
館、文書館間の連携の姿は様々である。英国のように
MLA という専門組織を持つ国もあれば、管轄省庁が
異なるフランスのような国も少なくない。各国が今後
どのように EU の一員として、その政策や行動計画を
通して連携していくかが三者の連携への鍵にもなろう。
それゆえ EU 諸国に共通する「文化遺産」という合言
葉は、三者連携の契機に大きな影響を与えたと言えよ
う。

 ( 愛知淑徳大学：菅
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野
の
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CA1645
電子ジャーナルのアーカイビングの現状：

レポート E-Journal Archiving Metes and Bounds を中心に

1. はじめに
　「電子ジャーナルのアーカイビング」について動向
を報告する機会を与えていただいた。このテーマにつ
いて筆者は論稿を発表し続けてきたが、その後海外で
刊行された重要な文献に『電子ジャーナルアーカイビ
ングの土地境界』（E-Journal Archiving Metes and Bounds: A 

Survey of the Landscape）がある。そこで本稿では、この
レポートを基に当該テーマに関する現状を整理したい。
　なお、アーカイビングとアーカイブという言葉を、
次の意味で用いる。

アーカイビング：ある資料（本稿では電子ジャーナ・ 
ル）を利用可能な状態で保存し続けるための活動。
アーカイブ：電子ジャーナルのアーカイビングを担・ 
う機関や組織。語義を強調するために「電子ジャー
ナルアーカイブ」とする場合もある。

2. 問題の所在
　幅広い読者を本誌は想定しているため、これまでの

筆者の論稿でも分析してきた事項ではあるが、問題の
所在をここで手短に述べておく。
　近年、電子ジャーナルが重要性を増すのに伴い、永
続的保存への関心も高まっている。だがその保障に
対しては、従来の図書館資料と異なり、利用形態自体
が障壁になる。購読機関は通常、出版社のサーバにア
クセスして電子ジャーナルを利用するのであり、それ
をローカル保存することはしない。このため万一出版
社が倒産や災害に見舞われた場合等に、コンテンツが
消失してしまう恐れがあると指摘されている。それゆ
え電子ジャーナルについては、購読と購読機関による
保存が一続きであった従来の図書館資料と異なり、保
存のためのアーカイブを意識的に整備する必要があ
る、といえる。現在まで、複数のアーカイブが各国で
実際に構築され、出版社と協定を結び、電子ジャーナ
ルコンテンツを受け入れている（CA1597 参照）。さ
て、電子ジャーナルのアーカイビングをめぐる状況を
さらに改善するために、各アーカイブ、図書館、出版
社には何が求められるだろうか。『電子ジャーナルアー
カイビングの土地境界』は、この点についての提言を
行っている。

3. レポート刊行の経緯・特徴
　2005年10月、米国研究図書館協会（ARL）は声明「学
術的電子ジャーナルの保存に必要な緊急行動（Urgent 
Action Needed to Preserve Scholarly Electronic 
Journals）」を発表し、電子ジャーナルアーカイブが
提供すべきサービスや図書館が取るべき行動等に関す
る勧告を行った (1)。
　声明を受けて、ARL と図書館情報資源振興財団

（CLIR）は、既存の代表的なアーカイブの調査分析
をコーネル大学に委託した。その結果提出されたレ
ポートが『電子ジャーナルアーカイビングの土地境
界 』（E-Journal Archiving Metes and Bounds: A Survey of the 

Landscape. 以下「レポート」）である。タイトルの「metes 
and bounds」（土地境界）とは、厳密に正確な測量で
なく、地形や地勢に基づいて土地の概要を把握する手
法を指している。本レポートは、そのタイトルが示す
とおり、アーカイブに関する完全なデータを入手・分
析したものではない（電子ジャーナルをめぐる状況は
変化が激しいため、そもそもそれは不可能だと指摘し
ている。例えば、出版社の合併・買収が非常に多いた
め、各アーカイブに加盟している出版社数を正確に把
握し続けることは不可能である旨を述べている (2)。だ
が、既存の代表的なアーカイブへの詳細な調査を基に
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ステークホルダーに対する提言を行っており、本レ
ポートは電子ジャーナルのアーカイビングに関する現
時点で最も完成度の高い文献であるといえる。

4. レポートの概要
　100 ページ以上に及ぶレポートの議論の内、主なも
のを以下に挙げる。

4.1 調査対象
　レポートが調査対象にしたのは以下の 12 のアーカ
イブである。米国内のものに傾斜した感はあるものの、
世界の主要な電子ジャーナルアーカイブをほぼ網羅し
たといえる (3)。

(1) カナダ国立科学技術情報機関（Canada Institute 
for Scientific and Technical Information）（カ
ナダ )

(2) LOCKSS Alliance（米国スタンフォード大学
がソフトウェア開発；CA1597 参照）

(3) CLOCKSS（米国スタンフォード大学がソフト
ウェア開発；E525 参照）

(4) オランダ国立図書館（Koninklijke Bibliotheek）
の e-Depot（オランダ；CA1597 参照）

(5) kopal（ドイツ；E642 参照）
(6) ロスアラモス国立研究所研究図書館（Los Alamos 

National Laboratory Research Library）（ 米
国）

(7) オーストラリア国立図書館 PANDORA （National 
Library of Australia PANDORA）（オースト
ラリア；CA1537 参照）

(8) OCLC Electronic Collections Online （米国）
(9) OhioLINK Electronic Journal Center（米国）
(10) Ontario Scholars Portal（米国）
(11) Portico（米国；CA1597 参照）
(12) PubMed Central （米国；E096, CA1544, CA1600

参照）

4.2 アーカイビングの主体
　各アーカイブを運営主体別に見ると、以下の 3 種
類に分かれる。

国立図書館等の政府系機関によるもの：（1）（4）• 
（5）（6）（7）（12）
図書館コンソーシアムによるもの：（9）（10）• 
個々の会員や電子ジャーナルの購読者に支えられ• 
ているもの：（2）（3）（8）（11）

　なお、法定納本制とオープンアクセスリポジトリの
2 つが電子ジャーナルのアーカイビングに対して果た
す役割について、レポートは次のように判断している。

法定納本制：出版社からのコンテンツ提供が止• 
まった場合に代替アクセスをリモートユーザに提
供する機能が国立図書館にはない、等の理由から、
法定納本制が電子ジャーナルのアーカイビングの
特効薬になるとは考えられない。しかし、出版社
に納本の義務を課すことによって、データ提出用
フォーマットの標準化が推進されること等が期待
できるため、法定納本制が果たす役割は大きいと
考えられる。
オープンアクセスリポジトリ：オープンアクセス• 
リポジトリに登録されない学術論文が多数存在す
る、オープンアクセスリポジトリは必ずしもデジ
タル情報の長期保存のためのシステムではない、
という理由から、現状では電子ジャーナルアーカ
イブとして機能するとは考えられない。

4.3 アーカイブへのアクセス
　各アーカイブが保存するコンテンツを公開する条件
については、次のようにまとめられる (4)。
　アーカイブの中には、利用者にコンテンツを即公開
しているものもある（（1）（6）（8）（9）（10））。これ
らは、出版社と契約を交わし、電子ジャーナルのアグ
リゲータとして機能すると同時に、自らのサーバでコ
ンテンツのアーカイビングをも担っている機関である。
アクセス提供と長期保存は別物であり、両者を担うの
は負担が大きいとして、アーカイブが保存機能に重点
を置くことを推奨する先行研究もあるが、レポートは、
アクセス提供を主機能とする機関がアーカイブの役割
をも担うことを否定しないとしている。
　一方、長期保存を主機能とするアーカイブ（（2）（3）

（4）（5）（11））がコンテンツを公開するきっかけと
なる出来事（trigger event）には以下のものがある

（アーカイブごとに異なる）。
出版社が営業を停止した場合• 
出版社がバックナンバーの提供を止めた場合• 
著作権が消滅した場合• 
雑誌が廃刊になった場合• 
出版社や代理店のシステムに大規模な障害が発生• 
した場合
出版社や代理店のシステムに一時的な障害が発生• 
した場合

　また、出版から一定期間経過後にコンテンツを公開
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するよう定めているアーカイブもある（（7）、（12））。

4.4 ステークホルダーへの提言
　レポートは、上の他にも各アーカイブが保存対象と
するコンテンツの範囲や技術標準の採用状況等を分析
した上で、結論として各ステークホルダーに以下の提
言を行っている (5)。

（1）学術図書館および学術機関への提言
 a. 図書館や図書館コンソーシアムは、ライセンス交

渉の一環として、アーカイブに加盟するよう、ま
た、アーカイビングに必要なすべての権利義務を
譲渡するよう、出版社に強く求めるべきである。
これらの条件が満たされなければ、購読契約の締
結や更新をするべきではない。

 b. 各図書館は、電子ジャーナルのアーカイビングに
関して行っている取り組みについて、情報を共有
すべきである。

 c. 学術機関は、1 つ以上のアーカイブに加盟するべ
きである。出版社からのコンテンツ提供が止まる
事態が生じた場合、アーカイブからの代替アクセ
ス提供は、費用や出版社との契約等の事情のため、
アーカイブ加盟機関に限定される可能性が高い。
そのため、アーカイブに加盟することが、コンテ
ンツへの継続的アクセスを保障する唯一の手段で
ある。

 d. 学術図書館は、あらゆる規模の学術図書館のニー
ズに応えるよう、アーカイブに共同で要請するべ
きである。また図書館は、コンテンツを保存する
ための要件（理想的には、何らかの認定基準）を
アーカイブが満たすことを、アーカイブを支援す
るための条件として要求するべきである。

 e. 図書館は、どのアーカイブがどの電子ジャーナル
を保存しているかを記録した登記簿（レジストリ）
の開発に参加するべきである。このレジストリは、
出版社間やタイトル間の格差を特定するために用
いられる（現状では、アーカイブに加盟していな
い出版社や、アーカイブの対象になっていないタ
イトルは依然多い）。

 f. 図書館はアーカイブにロビー活動を行い、情報の
共有、ベストプラクティスの成文化、電子ジャー
ナルを保存する責任の共有、等のためにアーカイ
ブがネットワークを形成するよう促すべきである。

（2）出版社への提言
 g. 出版社は、アーカイビングへの取り組みを公開す

るとともに、1 つ以上のアーカイブに加盟するべ
きである（非英語圏や科学・技術・医学（STM）
の 3 分野以外の、小規模出版社の取り組みが特に
遅れている）。

 h. 出版社は、アーカイビングの対象になるコンテン
ツ、出版年、タイトル等を記録するための十分な
情報を、アーカイブに提供するべきである。

 i. 出版社は、アーカイビングを行う権利をアグリ
ゲータやコンソーシアムにも認めるべきである。

（3）電子ジャーナルアーカイブへの提言
 j. アーカイブは、自らのコレクション管理やサービ

スが一定水準を満たしていることを示す根拠を明
示するべきである。信頼に足るリポジトリの認証
基準が利用可能な場合は、その基準を満たすべき
である。

 k. アーカイブは、対象にしている出版社、タイトル、
出版年、コンテンツの範囲を公開するべきである。

 l. アーカイブは、コンテンツを受け入れた後は、そ
のコンテンツはアーカイブの所有になり、出版社
やその後継会社がコンテンツを削除したり、変更
したりできないようにするべきである。

 m. アーカイビングに必要な権利義務に関する研究が
行われるべきである。出版社の合併・買収、コン
テンツの作成・配信ならびにテクノロジーに関す
る変化はアーカイビングの権利義務に影響を与え
うるため、アーカイブは定期的に契約内容を見直
すべきである。

 n. アーカイブは、出版社との交渉において、保存す
るコンテンツが最終的にパブリックドメインにな
る可能性を考慮するべきである。

 o. アーカイブはネットワークを形成し、以下の事項
に取り組むべきである。これらの第一歩として、
各アーカイブの責任者が集う会議開催を提言する。

 • 互いがカバーしているコンテンツやテクノロ
ジー、ベストプラクティスに関する情報交換

 • コンテンツの保存やアクセス提供に必要な契
約上の権利獲得

 • コンテンツの継承や 2 次的なアーカイビング
といった、相互のセーフティネット構築

 • アーカイブの対象から現在外れている電子
ジャーナルを特定し、保存の対象にするため
の責任の共有
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5. レポート刊行以降の展開
　レポートは米国外でも反響を呼んだ。例えば、英
国情報システム合同委員会（JISC）は英国の教育界
のニーズにレポートの知見を対応させること等を目
的に、レポートのレビューを発表している (6)。その中
で、JISC は電子ジャーナルのアーカイビングに関す
る諸原則を提言し、それらを議題として電子ジャーナ
ルのアーカイビングに関する国際ワークショップを開
催した (7)。また、オランダ国立図書館（Koninklijke 
Bibliotheek）のウェブサイトに、アーカイビングの
協定を結んでいる出版社および雑誌タイトルの一覧が
明示されるようになった (8)。上の提言 k が影響を与え
たことが推測される。
　一方、出版社がウェブサイト等を通じて自らのアー
カイビングへの取り組みを強くアピールすることをレ
ポートは推奨していた (9) が、本稿を作成した 2007 年
11 月時点で、5 大商業出版社（Blackwell、Elsevier、
Springer、Taylor & Francis、Wiley）のウェブサイ
ト上でそうしたアピールは確認できなかった。レポー
トを作成した側からすれば、出版社の取り組みにはさ
らに改善の余地があるということになる。
　上に述べた JISC のレビューは、数年前に比べて、
現在では電子ジャーナルアーカイブが開発されている
点を強調している (10)。だがそれは、裏を返せば、現
行の電子ジャーナルアーカイブは、ほとんどがまだ数
年の稼働実績しかないということでもある。例えば
アーカイブ自身の財政的持続性等、保証されていると
は断言できない問題も存在する。動向を注視し、状況
を改善するための提言をしていくことが、今後もなお
求められると思われる。

（青森中央短期大学：後
ご

藤
とう

敏
とし

行
ゆき

）
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米国における図書館アドヴォカシーの展開
　動向レビュー　

1．図書館アドヴォカシーとは何か
　アドヴォカシー（advocacy）は米国社会において
一般に「生活の質を改善するため、市民が発議してお
こす活動」を意味する。図書館アドヴォカシーとは図
書館と図書館員の存在意義を擁護し、図書館が現在
直面する状況、すなわち、図書館で何がおきているか、
充実したサービスを継続するために何が必要について
のメッセージを様々な手段を駆使して訴え、可能な限
り多くの賛同者を得て、図書館への行財政支援につな
げる活動である。この点において、広報活動よりもさ
らに説得の技術と組織力が必要となる。
　地域でアドヴォカシーを成功に導かなければ、地域
や州および外部からの財政支援を得ることにつながら
ない。米国の公共図書館では 2002 年から 2003 年に
かけて、財政悪化の影響を受け、館長ポストの廃止を
含む職員の解雇による職員数の削減、開館時間の短縮、
ついには閉館といった危機的な事態が様々な州で次々
と起こったため、地域や州以外の財源をこれまで以上
に求めるようになった。図書館アドヴォカシーはこの
ような資金調達だけでなく、住民投票に際し、多くの
賛成票を獲得する基盤を形成する側面もある。
　クラフト（Many Anne Craft）は財政問題を克服
した公共図書館の事例をまとめた著書の中で、図書館
アドヴォカシーの原則として、次の９点を挙げている
(1)。

（アドヴォカシーに成功している図書館の事例か(1) 
ら、そもそも図書館が提供するサービスが）特
出した公共サービスであること

（様々な人々が）協同で活動すること(2) 
財政支援者に対する説明責任を果たすための報(3) 
告を提示すること
一般公衆に対して新たなサービスの市場調査を(4) 
実施すること
 図書館に対し、否定的な人々や組織を説得する(5) 
こと
新たな財政支援者を引きつけること(6) 
新しい施設をつくること(7) 
新しい技術を身につけること(8) 
地域の人々の注意を喚起すること(9) 

　さらに図書館アドヴォカシーには、図書館に係る法
律や条例の制定に対するロビー活動も含まれる。それ

を具体的に示す行動として、毎年 5 月上旬の 2 日間
にわたりワシントン D.C. で、「全国図書館立法の日

（National Library Legislation Day：NLLD）」が開催
されている。期間中、図書館アドヴォカシーに関わる
人々が各州から集結して、近年の図書館関連の法律を
検討し、連邦予算の増額を求め、連邦議会の議員達に
陳情する機会となっている。米国図書館協会（ALA）
の立法に関する委員会が 1960 年代初頭から NLLD
を後援し、2006 年の参加者は 525 名、2007 年に
は 424 名を数えた。このほか、カリフォルニア州な
どおよそ 20 州が「図書館立法の日」を独自に制定し、
Web サイト上でその日程と主な活動について公表し
ている。例えばイリノイ州は州内で展開されたアド
ヴォカシー活動の成果として、1965 年に地域図書館
システム（RLS）を構築する州法を成立させ、州法の
施行後わずか 2 年以内に 18 の RLS を形成した。RLS
には現在、公共図書館だけでなく、学校図書館や大学
図書館も加わり、州議会や連邦議会に対するアドヴォ
カシーを展開している。さらに 1970 年代初頭に「イ
リノイ州図書館擁護の日」を定め、毎年多くの図書館
擁護者達の参加を募っている (2)。またニューヨーク州
では州の図書館協会が「図書館ロビー活動の日」を定
めている (3)。

2．図書館アドヴォカシーの推進者とその戦略
　地域や州において影響力をもつ個人や団体の支持を
獲得することはアドヴォカシーの基本である。図書館
長、図書館員、図書館運営理事会の理事および図書館
友の会の会員など、アドヴォケイツ（advocates）と
称される図書館擁護者達が地域、州、国レベルで図書
館に対する支援を得るため、図書館アドヴォカシーに
関わってきた。その対象は広範囲にわたり、地域の人々
をはじめ、自治体の首長や州知事、公務員、学校長・
学長、地域の有力者や篤志家、州議会の議員や連邦議
員にも働きかけている。また、ロータリークラブ、商
工会議所、宗教団体、高齢者や親達のグループなどの
団体も対象としている。彼らに対しては図書館への協
力や支持について感謝の意を表し、図書館で開催され
る行事へ招待するといった細やかな配慮を欠かさない。
これは住民投票の実施前や資金調達活動の際にもしば
しば使われる手法である。
　24 の公共図書館システムを擁するメリーランド州
では、2005 年度の予算削減をきっかけに、州の図書
館協会が中心となって影響力のある人々に向けたアド
ヴォカシーに着手した。まず、州議会の開催前に議員



カレントアウェアネス NO. 294（2007. 12）

21

達を図書館に招待し、図書館の現状を視察させた。次
に世論調査の会社に依頼して、地域の人々を対象にア
ンケート調査を実施し、その調査結果を議員、公務員
および有力なビジネスマン達に電子メールで配信した。
その反響は大きく、州知事は 2006 年度予算の増額を
認める法案に署名し、2006 年 7 月から公共図書館の
新築と増改築に対する年間 500 万ドルの支出を含む
図書館支援法案が施行された。調査費用として 5 万
7,500 ドルが費やされたが、以後の 4 年間に州政府か
らの予算はおよそ 3,500 万ドル増額される結果となっ
た (4)。
　ヘリング（Mark Y. Herring）は、図書館の資金調
達に関する実践的なマニュアルの中で図書館アドヴォ
カシーについて言及し、ALA が図書館アドヴォカシー
には誰でも参加できるとしているのに対し、小規模の
図書館でアドヴォカシーを成功させるには中心となる
メンバーの選択が非常に重要であると述べている。メ
ンバーの条件として、地域の人々から信頼され、尊敬
され、率先して問題の調査にあたるような人物が求め
られることを指摘している (5)。
　図書館長はアドヴォカシーや資金調達活動におい
て、第一にリーダーシップをとるべき人材とされてい
る。しかし、米国でも図書館員は一般に内向的な印象
をもたれ、しばしばアドヴォカシーに必要な説得力に
欠け、外部への影響力の行使において弱いとみられて
いる。図書館員の中にも自身の弱点を認識し、このよ
うな活動への参加に消極的な者も存在する。クラフト
は顧客相談の専門家を採用して図書館員を訓練し、利
用者サービスを向上させ、財源の獲得に成功した図書
館長の例を挙げている (6)。
　図書館運営理事会の理事と擁護者が加盟する
ALA の下部組織として、「図書館理事と擁護者部会

（ALTA）」が 1890 年に結成され、米国とカナダの会
員数は 1,200 名をこえる (7)。ALTA は近年、アドヴォ
カシー活動の関係者にとって有益な情報を提供する
ため、年会費 25 ドルを徴収して「アドヴォカシー・
レジストリー」への登録を促している。登録すれば、
年 4 回発信される電子ニューズレター “SpeakOut!”
が購読でき、各地で展開されている図書館アドヴォ
カシーの最新情報が入手できる (8)。また、ALTA は
2000 年から図書館アドヴォカシーに際立った功績が
認められる個人や団体を表彰する制度を実施している。
　アドヴォカシーについて広く浸透させるために、新
聞や放送局などメディアからの協力を得ることが重視
されている。図書館の記事やイベント情報を提供する

だけでなく、メディアを通じて図書館利用者が図書館
にまつわる個人的なエピソードを発表したり、図書館
活動を視覚的に訴えるためにビデオや DVD を放映す
ることも奨励されている (9)。ALA の広報部はテレビ
とラジオ向けに、ヒスパニック系の人々に人気がある
コメディアンのロペス（George Lopez）が出演する
図書館の CM を作成しており、ALA の Web サイト上
でその一部が視聴できる (10)。

3．ALA の図書館キャンペーンとアドヴォカシーへの取り組み
　ALA は下部組織として様々な委員会を擁し、それ
らは図書館アドヴォカシーと何らかの関わりをもつ。
2006 年に発表された ALA の「2010 年に向けた図書
館」の中で戦略目標の一つとして「地域、州、連邦レ
ベルで図書館とそのサービスに対する草の根アドヴォ
カシー活動を推進し、支援すること」が掲げられてい
る (11)。そのため、ALA はアドヴォカシー活動を統括
する部門として「図書館アドヴォカシー部局（OLA）」
を 2007 年 9 月に開設した。この組織を地域と州の図
書館擁護者達を結ぶネットワークの拠点とし、図書館
予算の獲得や財政難による図書館閉鎖問題を討議する
場とするため、スタッフを 2 名配置する予定である (12)。
　近年、ALA が展開してきた様々なキャンペーンも
アドヴォカシー活動と連携している。すでに様々な館
種の図書館に浸透している “＠ your library” は、＠の
前に自由なキャッチフレーズをつけられるという手軽
さから、各図書館で様々なスローガンが作成され、こ
れらを図書館アドヴォカシーのブランドとして定着さ
せようとしている。ALAのWebサイトからツールキッ
トが閲覧でき、プレスリリースやポスターのサンプル、
広告やメッセージシートのデザイン、パワーポイント
を使ったプレゼンテーションのサンプルなどが盛り込
まれ、各図書館がこれらを参考にしたり、独自のアイ
デアを加えられるような工夫がほどこされている (13)。
　＠ your library の中でとりわけ図書館アドヴォカ
シーを強調するキャンペーンが「図書館アドヴォカ
シーを展開しよう（Library Advocacy Now ！）」で
あり、ここでも Web サイト上でアドヴォカシーに
活用できるような様々なアイデアが提供されてい
る。アドヴォカシーに関わり始めた人々やさらにス
キルをみがきたい人々に対し、「アドヴォカシー講座

（Advocacy Institute）」という研修プログラムが開催
され、その内容が閲覧できる (14)。アドヴォカシーの
手法について初心者にもわかりやすく解説した「図書
館擁護者のためのハンドブック」が PDF 版で作成さ
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れ、Web サイトからアクセスでき、スペイン語版も
用意されている。さらに、各地の図書館がこれまで実
施したアドヴォカシーや資金調達活動の成功例も公開
されている。
　ALA は 2007 年 6 月の年次総会において “I Love 
Libraries” と称する Web サイトを立ち上げることを
発表し、国、州、地域レベルでの図書館擁護者の数を
さらに増やすことを目指している。10 月時点で ALA
の HP を開くと、このサイトがトップにカテゴリーさ
れており、図書館アドヴォカシーに対する ALA の意
気込みが伺える。公共図書館数、大学図書館を含む
蔵書数 10 位までの全米図書館ランキング、図書館員
数、年間の来館者数、図書館の財務データなど図書館
に関する基本情報が公開されている。さらに “Yahoo 
Internet Directory” から公共図書館の Web サイトを
検索できる機能やネット募金の機能ももたせている。
いくつかの公共・大学・学校図書館の図書館ツアー
も Web 上で展開されるほか、YouTube の提供による
数分間の図書館プロモーション・ビデオ（Love Your 
Library）が 2 本用意され、その中には図書館員だけ
でなく、著名な作家や映画監督などが登場し、人々の
関心を引くような工夫を仕掛けている (15)。

4．大学図書館におけるアドヴォカシーの実践
　米国の大学は地域との関係を重視し、地域住民の大
学図書館の利用も早くから認めてきた。たとえば、ア
イオワ大学図書館は広報担当官（PR Officer）を配置
し、日頃から利用者である教職員や学生達とのコミュ
ニケーションを図るだけでなく、地域のイベントに
参加するなど、住民との交流を深める経験を積んでい
る。このように、従来から地域との関係を構築してき
た大学図書館では、地域に対する働きかけは当然のこ
ととして日常業務の一部に組み込まれ、特に図書館ア
ドヴォカシーとして意識されなかった。
　大学図書館界が意識的に図書館アドヴォカシーを取
り上げるきっかけとなったのは、2005 年から 2006
年にかけて大学研究図書館協会（ACRL）の会長をつ
とめたアリール（Camila Alire）が任期中の目標とし
てアドヴォカシーの必要性を掲げていたことによる。
就任表明の中で、ALA の Library Advocacy Now! の
プログラムを通じたアドヴォカシー・ワークショップ
の開催、草の根アドヴォカシーの奨励、図書館長が積
極的にアドヴォカシーに関わる必要性を強調した。そ
の理由として、大学図書館における深刻な財政問題や
電子情報源および関連サービスに対する需要の拡大を

挙げている (16)。
　ACRL 元会長の提案は後継者に引き継がれ、大学図
書館関係者の会合の中で徐々に具体化されている。ま
ず、2006 年の春に ACRL と北米研究図書館協会（ARL）
が協同で発足させた「学術コミュニケーションに関す
る講座（ISC）」がある。この講座はめまぐるしく変
貌を遂げている学術情報環境に対応し、情報交換を図
ることを目的として、大学図書館員、情報技術者、大
学教員らが参加し、年２回程度開催されている。ISC
では大学図書館員にアドヴォカシーの技術を身に付け
させるため、研修プログラムへの参加を促している
(17)。ほかに 2006 年 2 月にはミシシッピ州立大学が「大
学・学術図書館におけるアドヴォカシーの開拓」と題
するシンポジウムを主催し、5 大学から 40 名以上の
図書館員が出席した (18)。また、2007 年 3 月末から 4
月にかけてボルチモアで開催された ACRL の全国会
議においてアドヴォカシーに関するいくつかのセッ
ションが開かれた (19)。
　米国の大学図書館は電子情報源を使ったサービスを
充実させる一方で、電子環境の拡大によって、図書
館に足を運ぶ利用者が減少し、図書館員と教員や学生
とがコンタクトを失われかねないとの危機感を抱いて
いる。そのため、大学図書館がアドヴォカシーを実践
するにあたって、キャンパス横断型のチームを結成し、
教員や学生達の参加が見込めれば、彼らとの新たなコ
ミュニケーションをもつ機会になりうるとみている。
　
5．おわりに
　ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、2007 年
7 月に ALA の下部組織である公共図書館部会（PLA）
に対し、公共図書館員を対象とするアドヴォカシー研
修プログラムを提供するため、3 年間にわたり総額 7
万 7 千ドルを供与することを発表した (20)。PLA は各
地で蓄積された図書館アドヴォカシーの経験を共有す
る情報源として「情熱、目的および説得力にあふれる
図書館：成功のための PLA ツールキット」を発行し、
その内容を Web サイトでも公開する予定である。大
型財団が図書館アドヴォカシーに関心を向けたことに
よって、アドヴォカシーの必要性がさらに裏付けられ
ることとなった。
　図書館アドヴォカシーは図書館の現状にただ甘んじ
ることなく、各々が知恵と工夫をこらし、図書館を取
り巻く問題に対処しようとする能動的で、将来を見据
えた活動である。本稿では触れなかったが、ALA と
米国学校図書館員協会（AASL）が協力し、学校図書
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館のアドヴォカシーも推進されている (21)。米国の図
書館は館種を問わず、様々な手法を模索しながら、成
功例は出し惜しみせずに、今後も互いにアドヴォカ
シーに関する情報を共有して、それぞれの図書館の発
展につなげる原動力としていくだろう。
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CA1647

時空間情報をキーとする
文化資源アーカイブズの構想

　動向レビュー　

１．民族誌から文化資源へ
　国立民族学博物館が集積してきた民族学・文化人
類学に関わる様々な資料や情報−道具などモノ資料、
フィールドノート、メモ、スケッチ、写真、映像、音声・
音響記録、文書類などは、民族を記述したものという
意味で、従来「民族誌」と呼ばれてきた。しかし、こ
の表現が含意する「外部の視点による記述」の正当性
を巡る様々な疑問が、ポスト構造主義の議論とともに
1980 年代から提起されるようになった：(a) 外部研究
者の記述は客観的と言えるか；(b) 記述する側と記述
される現地側との関係は対等か。前者は、政治・経済・
文化的に支配的ではなかったか；(c) 収集された情報
や資料は、記述する側に占有され現地に還元されてき
たか。現地から宗主国等への資料返還（repatriation）
要求はその反映である。
　これらに答える一つの方向性は、「民族誌」から「文
化資源」への言葉の転換であろう。この言葉に含意さ
れている次の諸点が、上の疑問を乗り越える鍵と考え
られるからである：(a) 文化資源は基本的に現地の人々
の所有物；(b) 文化資源は、自文化だけでなく他文化
を理解するための資源；(c) 文化資源は人類共通の財
産、人智の宝庫。
　もう一つは、記述する側、記述される側、記述を利
用する側、三者による対等な議論の場、「フォーラム」
を保証することだろう。展示の文脈で語られるこの考
え (1) を文化資源アーカイブズの文脈にも適用し、資

料や情報の収集から社会還元までの各段階で、現地の
人々や利用者達と連携する場を設けることが望ましい。
ウェブ 2.0 とも重なるこの考え方により、以下の恩恵
が見込める：(a) 研究者の占有から共有へという研究
倫理の転換；(b) 現地との共同作業や情報共有による
情報精度の向上；(c) 情報への現地還元による文化復
興への寄与；(d) 自然科学も含む異分野間の協業によ
るさらなる展開や発見。
　現在、上記の考えを踏まえながら、文化のダイナミ
ズム解明を支援する仕組みを備えた文化資源アーカイ
ブズのプロトタイプ構築に、一部着手している。以下、
文化資源アーカイブズについて、筆者の構想を紹介し
たい。

２．文化資源の定義
　2004 年度から国立民族学博物館に設置された「文
化資源研究センター」では、次の三つのカテゴリーを
文化資源として捉えることとした。第一は、可視な、
またはそれが容易な資源、第二は個人に身体化された
資源、第三は制度化された資源である。もちろん、第二、
第三の不可視な資源をアーカイブズ化するには、何ら
かの可視化操作が必要である。ユネスコでも、文化遺
産を有形遺産と無形遺産に大別しており、図１に示す
ように可視、不可視な文化資源に対応する。

３．文化資源アーカイブズ：文化のダイナミズム解明を目指して
　文化事象の記録である文化資源の解析によって、文
化事象を理解できるが、従来、社会学・政治学・地理
学などマクロな解析と文化人類学のようなミクロな解
析は、必ずしも相補的に行われてきた訳ではない。文
化事象は、ミクロ−マクロ様々なレベルの事象が相互
に関係し合うダイナミズムの中でこそ理解できる。ダ
イナミズムのベースとなるのが時空間情報であり、す
べての文化資源は時空間情報を伴う事象として扱われ
るのが望ましい (2)。
　自然科学分野でも、気象など環境モニタリング・デー
タ、地層の解析から推定される地震、洪水、津波の災
害記録、など、様々な時空間情報を伴った事象が存在
する。これら数値を記録文書など非数値情報と突き合
わせれば、生態学的分析や地域史と気候変動史との相
関関係など、大きな枠組みの中で数値の意味を明らか
にできよう。
　このように、人文科学的な文化資源情報と自然科学
的な数値情報の両者を、時空間情報をベースとする事
象として捉えてアーカイブズ化し、その解析ツールを

図 1.　文化資源がカバーする範囲と UNESCO での文

化遺産定義との対応　
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整備すれば、事象間の関係性を発見し、地域や領域の
動的な関係を総合的に理解できるだろう。
　例えば、筆者のフィールドであるオーストラリア・
アボリジニの社会・文化を見ても、19 世紀後半から
対アボリジニ保護隔離政策が適用され始めた要因の一
つには、雨量減少のため水場が減少した結果、白人
入植者とアボリジニの接触と衝突の機会が増えたこと
がある。また同時期の本国英国での人道主義の流れや、
当時脚光を浴びていた生物進化論が、保護隔離政策の
一環として 20 世紀に入ってからの混血児引き離し政
策につながった。このような、個々の事象が相互に関
係し合うダイナミズムは、個別のコミュニティ調査だ
けでは捉え難く、それを取り巻く諸要素の系を通時的・
共時的に分析して総合し、要素間の因果関係など、自
明ではない種々の相関関係を発見しない限り、理解す
ることが難しい。時空間情報を導入する目的はそこに
ある。
　
４．文化資源アーカイブズに求められるもの
4.1　文化資源アーカイブズへの時空間軸とテーマ軸の導入
　時空間情報に加えて、例えば、環境破壊、農業、自
然災害、など、その事象を説明あるいは関係する複数
のテーマ・キーワードを付加すれば、テーマに基づく
検索や解析も容易になるだろう。
　この考えに基づけば、文化資源アーカイブズに集積
された事象やそれらの相関関係は、時間軸、空間軸、
テーマ軸から成る３次元空間上で表現でき、時間軸・
テーマ軸に沿ってそれらを射影すれば、年表のような
表現が得られ、空間軸・テーマ軸に沿って射影すれば
地理情報システム（GIS）のような表現が得られるこ
とになる。両表現を駆使すれば、事象間の相関関係の
発見や理解が容易になる可能性がある。

4.2　ミクロ−マクロ往還の仕組み：ズームイン・アウト機能の実現
　様々な視点から総合的に情報を把握・分析できる文
化資源アーカイブズには、それに不案内な他分野の研
究者にとってもアクセスしやすい仕組みが必要で、例
えば、マクロな検索用語や時間・空間範囲からアーカ
イブズにアクセスし、その性格を学習しつつデータを
発掘していければ、他のデータとの突き合わせにより
新たな発見につながる。そのためには、時間軸、空間軸、
テーマ軸の各々について、ミクロ−マクロの様々なレ
ベルを往還しつつ検索や表示のできることが望ましい。
　具体的には、空間軸において、地図のズームイン、
アウトに連動した様々なレベルの地名での表示や検索、
時間軸でも、その伸張に連動した様々なレベルでの時
間表現、暦法の相違を吸収できる表示や検索の仕組み
である。そのためには、地名辞書や暦の変換辞書、ま
た、テーマ軸については意味のシソーラスやオントロ
ジー（CA1598 参照）の整備が必要となる。意味のオ
ントロジー整備は難しい作業だが、ある研究者が作成
したオントロジーを他分野の研究者も共有・追加でき
る仕組みを導入し、相補的にオントロジーを構築して
いく方法も考えられる。

4.3　フォーラム型のアーカイブズ整備
　オントロジーの構築だけでなく、様々な解析の結果
も、共有のアーカイブズへ還元される仕組みが望まし
い。すなわち、従来のような特定分野毎に縦割り的に
行われてきた知識の共有ではなく、収集データや解析
の結果得られた仮説などを共通の土台にアップロード
し、これに基づいて参加する研究者たちによるさらな
る知見や知識の蓄積のできる、いわば「共創」のフォー
ラムであり、これにより、異分野間での協業や発見が
促進されよう。

図 2.　空間・時間・テーマの 3軸の 3 次元空間にお

ける事象と事象間の相関関係

図 3.　時空間を統合した文化資源アーカイブズにお

けるミクロ－マクロ往還



カレントアウェアネス NO. 294（2007. 12）

26

4.4　事象間の相関関係の記述
　事象間に隠れた相関関係の発見が文化資源アーカイ
ブズ形成の目的の一つならば、研究者たちが仮説とし
て立てた相関関係を記述する仕組みを、アーカイブズ
の枠組みに導入できないだろうか。
　例えば、シソーラスの中で関係語（RT）として掲
げられる、行為と道具、行為と結果、行為と受動者、
起源、因果関係、事物・行為と対抗者、などの相関関
係を属性として持つリンクを、事象（群）の間に設定
し保存する仕組みである。他の研究者がこれを参照
できれば、仮説の検証や、それを土台とした深化な
ど、フォーラムとしてのアーカイブズの可能性が広が
る。同様なアイデアは、例えば慶応義塾大学で開発さ
れた「歴象データモデル」でも実現されて歴史研究や
教育へ応用されており (3)、文化のダイナミズム解明に
も有効だと考えられる。

4.5　「サイクロニクル」のアイデアの導入
　乾期や雨期を持つモンスーン地域などの事象には季
節性を反映したものが多く、周期性の観点からの解析
が必要となる場面が多い。これは、一方向で形成され
た年表を「折り畳み」、周期的なカレンダーの集合と
して捉えることに相当する。図４のように、筆者はこ
の考え方を、周期性を持った年表という意味で「サイ
クロニクル（Cychronicle = Cyclic Chronicle）」と
名付けている (4)。
　周期の契機となる事象をアーカイブズから抽出し、
これに基づき年表を折り畳んで、「漁撈暦」「農事暦」
などを各周期毎に積み上げて比較することで、ある地
域での長期の変化、あるいは地域間の差異、突発的事
件の影響などを解析・発見することができるかも知れ
ない。これを展開すれば、ある条件でアーカイブズを

図 4.　サイクロニクルのアイデア

検索する中から、事象群の中に隠された周期性を発見
できる可能性もある。こうした操作の可能な解析ツー
ルが望まれる。

５．実現へ向けての取組み
　時空間情報に着目した検索・表示システムに関して
は、人間文化研究機構の研究資源共有化システム事業
(5) の中で、データベース横断検索ツールの一部として
の時空間表示プラグインという形で開発が進行中で
ある。また、筆者も参加する、京都大学東南アジア研
究所・京都大学地域研究統合情報センターを核とする
研究グループ（柴山守、原正一郎ほか）は、総合的な
システム開発に向けての検討と試行を進め、HuMap、
T2Map と名付けたツールの中で実現を図りつつある
(6)(7)。HuMap は、カリフォルニア大 Berkeley 校の
ECAI プロジェクト (8) の TimeMap(9) を発展させたも
のである。
　図 3 で、HuMap は空間軸と時間軸に、T2Map は
時間軸とテーマ軸に、それぞれ特化したものであ
る。我々の研究グループでは、表示と解析の両場面
で HuMap と T2Map が常に往還できるツール群の開
発を狙っている。また、暦年変換表、地名辞書、など、
時間・空間のミクロ−マクロ往還を支援するオントロ
ジー整備も進めている。
　これらを組み込み様々な解析が可能な、文化資源
アーカイブズのメタデータの構造についても検討を進
めている。我々は、事象は全て開始時刻・終了時刻を
持ったものとして扱う。しかし、歴史文書などでは、
複数の事象が一件のデータとして記述されている例が
多く、これを個々の事象に分割していくのか、または、
開始時刻・終了時刻についてもそれぞれに属性を付与
して別の取扱が可能な形式に整形するのか、などの問
題が残されている。同様に、書誌的な情報やモノ資料
情報を見ても、出版年月、再版年月、製作年月と使用
年月、製作地と使用地、など、意味の異なる複数の時
空間値が附属しており、それらを表現できるデータ構
造の検討も必要である。
　こうした構造の設計には、研究のどの段階でアーカ
イブズを利用するかも関わる。元のアーカイブズ・デー
タを検索・解析し、あらためて次の段階に進むのなら
ば、メタデータには、自由な記述や属性の付与が可能
な形式と、それらの変換ツール群が望まれるが、時空
間値の持つ意味が既知な研究者にとっては、とりたて
てこれらが必要のない場面もあろう。
　以上のような様々な課題を含んではいるが、当初の
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構想をできるだけ実現できるようなモデル構造を提示
し、ツール群を整備して行ければと考えている。

（国立民族学博物館：久
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正
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とし

）
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CA1648

大学図書館と電子ブック
　動向レビュー　

　数年前に NetLibrary の消滅が懸念されたのとは
打って変わり、最近英米では電子ブックの出版・販
売・普及が促進されている。特に 2006 年から 2007
年 に か け て Springer 社、Wiley 社、Blackwell 社、
Elsevier 社による電子ブックの一括販売が開始され、
EBook Library（EBL）社、ebrary 社、MyiLibrary 社
など、アグリゲータの成長も著しい。一方で、大学図
書館での利用は活発であるとは、必ずしも言い難い面
がある。本稿では電子ブック出版市場と米国、英国お
よび日本の大学図書館の状況についてまとめてみたい。

1. 出版
　電子ブックの出版点数を把握することは難しい。国
際 デ ジ タ ル 出 版 フ ォ ー ラ ム（IDPF: International 
Digital Publishing Forum）は、電子ブックを 5,242
タイトル出版している 18 の商業・教育出版社の収入
が 1,100 万ドルに上ると推定している (1)。シベラー

（Zsolt Silberer）とバス（David Bass）は、電子出版
の市場全体をよりよく理解するには電子ブックについ
ての広範な観点が必要であるとする。特に学術出版の
領域では、入手できる電子ブック資源の種類が多様で、
一次出版社、アグリゲータ、データベース・ベンダー
により 50 万タイトル近い電子ブックが出版され、そ
の収入が年間 2 千万ドルを超えると見積もっている (2)。
　ユスト（Peter Just）は、英語の出版物についての
データを書籍販売一覧である Global Books in Print 
Online から取得し、米国市場で供給されている英語
の市販電子ブック版は少なくとも 13 万 5 千タイトル、
この 20 年間にわたって電子ブックの生産の増加は平
均年 20%、ハードカバー版の総タイトル数に比して、
電子ブックの総タイトル数は 11%に達すると推定し
た。また、ユストはドイツ語の出版物についてのデー
タを独自に調査し、約 9 千タイトルのドイツ語の電
子ブックが出版され、それらはハードカバー版の総量
の 1.7%に達すると概算している (3)。
　2006 年以降、大手出版社が教科書や参考図書以外
の単行書（monograph）の一括販売を開始した。世
界最大の学術図書出版社である Springer 社は、2006
年 に 出 版 図 書 全 点 の 電 子 化 を 完 了 し、“Springer 
eBook Collection” の販売を開始した。現在、科学・
技術・医学分野に関する 1 万 4 千点以上の著作を含み、
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毎年 3 千点以上の新刊が追加されている。これらの
タイトルは生命医学・生命科学、ビジネスなど、12
の主題カテゴリーにまとめられている。図書館はパッ
ケージ全体の購読もできるが、各カテゴリーごとに自
由に選択・購入できる (4)。
　Wiley 社は 2006 年から、2 千タイトル以上の科学・
技術・医学、ビジネスおよび財政の電子ブックを提供
する “Wiley InterScience OnlineBooks” を提供して
いる。Wiley InterScience のプラットフォームを経
由してアクセスでき、これらのタイトルは購入あるい
は年間購読により利用できる (5)。
　Elsevier 社は 2007 年 9 月に、科学技術部門のほぼ
すべての単行書 4,000 点を提供する “eBooks” サービ
スを開始した。出版年が 2007 年と 1995 年～ 2006
年である電子ブックについて、全タイトル、分野別コ
レクション、個別タイトルでの購入ができる (6)。
　
2. アグリゲータ
　電子ブックを提供するアグリゲータは出版社との提
携を強化し、提供タイトル数を増加している。
　OCLC のサービス “NetLibrary” が提供する電子
ブックは、2007 年 10 月に 15 万タイトルを超えた。
2006 年以降、英語の他、フランス語（Option Santé
社 および Septentrion 社）、中国語（Airiti 社）の出
版物を追加したほか、大学出版会（Yale University 
Press）の刊行物提供を開始した (7)。また、日本に
おける OCLC の販売総代理店である紀伊國屋書店は、
2007 年 1 月から日本語図書の搭載を開始し、さらに
11 月から朝倉書店、エヌ・ティー・エス、紀伊國屋
書店出版部、春秋社、玉川大学出版部、東京電機大学
出版局、白水社、みすず書房、未来社、理工図書の協
力を得て本格的なサービスを開始している。2 年後に
5 千点以上の掲載を目指している (8)。
　ebrary 社は、260 社の 12 万タイトルを超える電
子ブックを提供しており、2006 年 6 月には Demos 
Medical Publishing 社など、11 の学術、科学・技術・
医学、専門出版社と提携を結んだ (9)。 
　MyiLibrary 社 は、 現 在 10 万 タ イ ト ル の 電 子
ブックを提供し、毎週 1 千点以上が追加されてい
る。MyiLibrary とそのサービスを提供する Coutts
社は 2006 年 12 月に Ingram Industries 社に買収さ
れ、2007 年 6 月 に は Cambridge University Press
と提携を結んだ (10)。新たなビジネスモデルとして注
目されるのは、2007 年 4 月に開始されたカナダ国立
研究機構国立科学技術情報機関（NRC-CISTI）と提

携した電子ブック貸出（eBook Loans）サービスで
ある。このサービスでは利用者がクレジットカードで
25 ドルを支払うと 30 日間、Elsevier 社、Taylor & 
Francis 社、Blackwell 社、Springer 社を含む主要な
学術出版社の 1 万点以上の電子ブックを対象とする
貸出サービスが提供される。プレスリリースで NRC-
CISTI と MyiLibrary 社は、「電子ブックの ILL サー
ビスである」と紹介している (11)。

3. 大学図書館
　電子ブックの図書館における広範囲な導入調査が行
われ、大学図書館統計で電子ブックの統計データが定
期的に提供されるようになっている。
　2007 年 3 月に ebrary 社は世界の 2,600 の図書館
を対象に電子ブックの調査を行った。552 館から回答
があり、館種の内訳は大学 77%、企業 6%、官庁 5%、
公共 4%、学校 2%、その他 2%、所在は北米 56%、ヨー
ロッパ 17%、アジア 16%、アフリカ 6%、中東 3%、
ラテンアメリカが 2%であった。また、回答館の 88%
が電子ブックを購読し、うち 45%が 1 万点以上の電
子ブックを講読していた。電子ブックの購入あるい
は購読先は、NetLibrary 50%、ebrary 42%、Safari 
23 %、Books24x7 7 ％、MyiLibrary 4 %、EBL 4 %、
その他 58%（重複回答）であった。利用状況について、
22%の回答館が電子ブックの利用状況は低調であると
答えているのに対して、電子ブックの利用は目覚まし
いと回答する館は 6%に過ぎない (12)。
　北米の大学図書館を対象とする大学・研究図書館協
会（ACRL）の統計によれば、2005 年に 934 の回答
館が利用に提供していた電子ブックの中央値は 5,475
点であった (13)。
  英国の大学図書館対象とする英国国立・大学図書
館協会（SCONUL）の統計によれば、2005/2006 年
度に 130 の回答館が購入した電子ブックの中央値は
614 点であった。また、110 の回答館の電子ブック経
費の中央値は 6,227 ポンドであった (14)。
　2007 年 3 月に国立大学図書館協会会員館を対象に
国立大学図書館協会（国大図協）学術情報委員会デ
ジタルコンテンツ・プロジェクトが行った電子ブッ
クの導入調査によると、NetLibrary 導入館が 6 館、
JapanKnowledge 導入館は 24 館であった (15)。
　ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）の
出版研究センター（Centre for Publishing）は、英
国情報システム合同委員会（JISC）から委託を受け、
2006 年から 2007 年にかけて大学における電子ブッ
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クの利用実態を調査するために SuperBook プロジェ
クトを行った。SuperBook プロジェクトでは Oxford 
Scholarship Online（OSO）、Wiley InterScience お
よび Taylor & Francis から 3 千タイトルの電子ブッ
クを選択した。OSO は経済、財政、哲学、政治学、
宗教分野の 1,200 タイトル以上の Oxford University 
Press の電子ブックを収録し、抄録とキーワードの検
索が可能である。OSO の 2007 年 1 月から 3 月の利
用を見ると、(1) 利用の 19%は学生寮からである、(2) 
2 タイトルが全ページ閲覧の 12％を占める、(3) 上位
20 タイトルで利用の 43%を占める、(4)1 回のセッショ
ンの時間は 3.5 分である、(5) 閲覧の 17%は出版され
て 2 年以内の図書であるが、25%はもっと古いもの
である、(6)OPAC で検索できる電子ブックの利用は
そうでないものの 2 倍以上である、ということが判
明した (16)。

4. 電子ブックの普及を阻む要因
　前述した ebrary 社の調査でも指摘されているよう
に電子ブックの利用は決して多くない。同調査では
電子ブックの問題として「電子ブックのコレクション
や調査ツールがかなり多くの割合の教員や学生から十
分に理解されていない」、「電子ブックを購入する際に
価格が一番気になる」、「コンテンツの種類と入手可
能性」を指摘している (17)。同様に国大図協の調査で
も、「価格が高い」、「日本語のコンテンツが少ない」
ことが電子ブックの問題点として指摘されている (18)。
SuperBook プロジェクトを受けて、JISC は電子ブッ
クについての全国調査プロジェクトである National 
e-books observatory project を 2007 年から 2009 年
までの予定で開始した。このプロジェクトは電子ブッ
クの影響や利用実態の調査と並んで電子ブック市場を
活性化することを目的としている (19)。この調査によっ
て、広範囲に渡りより具体的な電子ブックの利用実態
の解明が行われ、新たなビジネスモデルが提案される
ことを期待したい。

（東北大学附属図書館：加
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CA1649

公共図書館政策の研究動向
　研究文献レビュー　

はじめに
　本稿では、国内で刊行された公共図書館政策に関す
る文献をレビューする (1)。期間は基本的に 2003 年以
降のものを対象とするが、一部それ以前のものも含む。
　はじめに本稿が対象とする「公共図書館政策」につ
いて定義しておこう。「公共図書館政策」は、２点で
定義が必要である。一つは「政府レベル」で、一つは

「政策」の捉え方で、である。
　まず、どのレベルの「政府」に焦点を当てるか、が
問題である。「政府」というと、中央政府（国）と捉
えるのが最も一般的である。しかし、近年では地方自
治体のことを「地方政府」と捉えることがある (2)。よっ
て、地方自治体の図書館政策も含めるかどうかが問
題になる。地方自治体の図書館政策を取り上げる場合、
個別具体的な提供サービスや経営指針などを論じるこ
とになるが、本稿では、他の政府に影響を与える政策
に注目することとし、そうした個別具体的な政策は取
り上げないこととする。したがって、基本的に中央政
府の政策、あるいはそれと関連した動きに焦点を当て
る (3)。
　つぎに、「政策」をどのように捉えるか、である。
政策と類似のものに「実施活動」がある。西尾 (4) に
よれば、政治機関によって決定される活動案が政策で
あり、行政機関の決定にゆだねられている事項の立
案・決定活動が「実施活動」である、という。つまり、
方向性は政治機関によって決定され、それに反しない
限りで行政機関にゆだねられている領域が「実施活
動」になる、というわけである。しかし、その定義を
用いると、政治機関の分析がほとんどない図書館政策
の領域では、扱えるものがあまりに少なくなってしま
う。そこで、本稿では政治機関と行政機関によって立
案、決定された政策・実施活動のうち、公共図書館と
関連するものを論じた文献を対象とすることとする。
　なお、タイトルでは、「研究」動向となっているが、
公共図書館政策の研究が十分ないため、報告、提言と
いったものも取り上げる。
　以下、文部科学省を中心とした近年の政策について
概観する。続いて、文部科学省、日本図書館協会を対
象にした研究、構造改革の影響に関する研究、海外の
図書館政策の研究を取り上げる。

1. 近年の公共図書館政策
　はじめに公共図書館政策を担う主体について確認し、
つぎに近年の公共図書館政策について政策文書と法律
を概観する。

(1) 政策主体
　国の公共図書館政策は、政治機関である国会、行政
機関である省庁、特に公共図書館については文部科学
省が中心になって立案している。また、専門家による
技術的な助言、中立的見解を得るため、文部科学省に
審議会が設置されることもある。
　文部科学省で公共図書館を所管しているのは、生涯
学習政策局社会教育課図書館振興係である (5)。審議会
については、中央教育審議会の分科会である生涯学習
分科会が、主に公共図書館に関係する諮問に答申して
いる (6)。
　大学図書館や学校図書館など館種が異なる図書館は
違う部署が所管している。また、審議会も異なる。こ
のように担当の局、審議会が異なることは、公共図書
館にとってクリティカルな課題だが他館種とも関わ
りのあるもの、例えば司書職制度のあり方を論じる際、
極めて不都合になる可能性がある。他館種との調整の
ため、行政組織上、あるいは審議会の組織上、より高
いレベルでの議論が必要になることがあるためである。
　近年、活動している公共図書館関連の審議会には、
文部科学省に設置されている「生涯学習分科会制度問
題小委員会」、文化庁に設置されている「文化審議会
著作権分科会法制問題小委員会」がある。これらは、
国家行政組織法第 8 条、及び政令に基づき設置され
たものである。また、法的な位置づけは明確ではない
が、文部科学省の生涯学習政策局長の決定のもとに「こ
れからの図書館の在り方検討協力者会議」が設置され
ている。これは、主に公共図書館政策について専門家
の意見を聴取するために設置されている。
　近年の文部科学省による図書館振興策は、補助金等
の誘導的で実効性が高いコントロール手段によってで
はなく、モデル、報告、基準の提示といった、いわば
ソフトなコントロール手段によって推進されている。

(2) 近年の政策文書 (7)

　つぎに、2000 年以降に出された主要な政策文書と
法律について簡単に概観する。
　2000 年、生涯学習審議会から「新しい情報通信技
術を活用した生涯学習の推進方策について」(8) が答申
された。生涯学習審議会による答申であり、政策体系
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の中で高い位置づけを持つものである。ここでは、地
域情報拠点としての図書館像が示され、また情報技術
の積極的活用がうたわれている (9)。同年、上記の答申
を含め、情報技術の活用等、電子図書館機能のあり方
を探る目的で、『2005 年の図書館像 地域電子図書館
の実現に向けて』(10)（2000）（以下「2005 年の図書
館像」）が文部省内に設置された「地域電子図書館構
想検討協力者会議」から出された。ここでは、情報技
術の活用に焦点を絞って、近未来の図書館像をわかり
やすく提示している。
　2001 年、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい
基準」(11)（以下「望ましい基準」）が文部科学大臣に
よって告示（2001）された。これについては、何よ
りも告示された事実が公立図書館界にとって重要であ
ろう。内容的にはこれまでの図書館界の議論、例えば

『公立図書館の任務と目標』(12) で提起されてきたもの
が多く取り上げられているが、新しい点として、広域
図書館への取り組み、政策・行政資料提供、サービス
計画の作成、点検、評価などが盛り込まれている。
　2005 年、『地域の情報ハブとしての図書館 課題解
決型の図書館を目指して』(13)（2005）が、「図書館を
ハブとしたネットワークの在り方に関する研究会」か
ら出された。ここでは、図書館を情報や人のハブ（ネッ
トワークの中心）とすることが提起されている。優先
すべき取り組みとして、ビジネス支援、行政情報、医
療関連情報の提供等が挙げられている。情報コミュニ
ケーション技術（ICT）の積極的活用が強調されてお
り、内容的には「2005 年の図書館像」を引き継いだ
ものである。
　2006 年、『これからの図書館像 地域を支える情報
拠点をめざして』(14)（2006）（以下、「これからの図
書館像」）が「これからの図書館の在り方検討協力者
会議」から出された (15)。ここでは、「望ましい基準」
で強調されなかった点や、社会の変化に対応した試み
が提示された。この報告書は、「望ましい基準」を補
完するとともに、バージョンアップしたもの、と捉え
ることができる。また、2000 年以降、ハイブリッド
化や課題解決型図書館の提起がなされたが、それらも
含めた包括的な政策提案である。全体として資料提供
サービスに比べ、情報サービスが強調されている。
　図書館政策に関係する法律としては、「子どもの読
書活動の推進に関する法律」(16)（2001）、「地方自治
法の一部を改正する法律」(17)（2003）「文字・活字文
化振興法」(18)（2005）がある。特に、地方自治法改
正によって指定管理者制度が導入されたことは、図書

館経営に大きな影響を及ぼしている。

2. 文部科学省・日本図書館協会の公共図書館政策
(1) 文部科学省
　公共図書館政策を担う文部科学省は、本来であれば
政策研究の中心的テーマになるべき機関であるが、報
告が中心で研究は少ない。歴史的にしっかりした「公
共図書館政策」がなかったことが影響しているのかも
しれない。
　「2005 年の図書館像」については、委員として議
論に参加した土本 (19)、二村 (20) による文献がある。と
もに、議論の経緯と報告の特徴を知る上で有益である。
二村によれば、文部省は提言の実効性を担保しないか
わりに自由な議論を期待した、とのことである。
　「望ましい基準」については、報告書作成に携わっ
た研究者から越塚 (21)、田中 (22) が立案のプロセス等を
報告している。越塚は研究者が図書館政策作りにどの
ように関わるべきか、実体験に基づく提言をしており、
興味深い。田中はまとめ役として、様々な制約の中で
慎重に検討を重ねたことを報告している。告示の仕方
の問題点の指摘は、政策プロセスに関わった田中の発
言だけに説得力を持つ。
　北・村上 (23) は第三者の視点から、「望ましい基準」
を考察している。「望ましい基準」の特徴を述べた後、
問題点を数値目標、前文削除、記述のバランス、とい
う観点から批判的に検討している。分析に際しては、
文部科学省や日本図書館協会の政策文書との関係も論
じており、丁寧に問題点を洗い出している。
　「望ましい基準」の達成状況については、国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター (24) が調査をし
ている（2003 年 11 月調査実施）。達成状況について、
一定の情報が得られる。
　薬袋 (25) は、自らが委員（主査）としてまとめた「こ
れからの図書館像」について、検討体制、報告の背景、
構成を述べた後、報告の特徴とこれからの図書館に求
められる運営について述べている。文部科学省による
近年の図書館政策と「これからの図書館像」の位置づ
けを確認する上で、欠かせない文献である。なお、少
し前の文献だが、糸賀 (26) による文献も文部省の政策
の流れを知る上で有益である。
　「これからの図書館像」に対して、平久江 (27) は学
校図書館との連携協力のあり方について検討している。
これまでの政策文書と比較し、提言が「学校支援サー
ビスに対する従来の見解をさらに推し進め」ると高く
評価している。また、大庭 (28) はレファレンスサービ
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スに関する提言を詳しく取り上げた上で、こちらも提
言を高く評価している。
　文部科学省による図書館政策研究として、将来的に
重要な資料となるのは「これからの図書館の在り方検
討協力者会議」の議事録 (29) であろう。議論を追って
いくと興味深い記述が数多く見られる。例えば、協力
者会議での議論の政策化がどのようになされるか、も
議事録に記述されている。それによれば、会議での意
見は中央教育審議会に反映され、その答申に盛り込ま
れれば政策化され、法律改正につながることもあると
いう（第 1 回の会議録より）。
　文部科学省における図書館政策の立案過程を分析す
る際、こうした知見は不可欠であるにも関わらず、政
策過程の全体像を詳細に報告した文献や、研究した文
献がないことは、図書館関係者が図書館政策を推進す
る上で、マイナスに作用するのではないであろうか。
　必要な数の公共図書館の設置や、司書の充実等を定
めた「文字・活字文化振興法」については、日本図書
館協会が、2005 年 7 月に要望をまとめ (30)、法成立後
には、全国図書館大会において、実効性確保のため会
員、協会各委員に意見、提案を募った (31)。その後、『豊
かな文字・活字文化の享受と環境整備』(32) という提
言を出している。
　梅本 (33) は、法律の必要性への疑問を呈しながら、
施策の展開にあたっては、図書館側の積極的な関わり
が必要ではないか、と提起している。
　「子どもの読書活動の推進に関する法律」について
は、すでに岩崎が本誌『カレントアウェアネス』で政
策の内容、読書推進計画に関する文献を取り上げてい
るので、ここでは取り上げない（CA1638 参照）。
　図書館政策の歴史研究としては、根本、三浦らによ
る占領期図書館研究 (34) が重要である。三浦 (35) は、占
領期の図書館政策形成に大きな影響を残したキーニー

（Philip Keeney）について、彼が構想した図書館制度
（中央図書館制度によって特徴づけられる）を一次資
料から丁寧にまとめている。根本 (36) 等による一連の
研究と原資料の目録・解題は、占領期の公共図書館政
策を考える上で貴重な資料である。

(2) 日本図書館協会
　はじめに、日本図書館協会による政策提言について
確認し、つぎに、関連する研究や報告について概観する。
　2000 年以降に提案されたもののうち、重要なのは、

「図書館による町村ルネサンス L プラン 21」(37)（2001）
と、「公立図書館の任務と目標改訂版」(38)(2004) であ

る。前者は、文部省から日本図書館協会が受託した委
嘱研究であり、町村における図書館振興を目指し、政
策提言を行ったものである。後者は、『中小都市にお
ける公共図書館の運営』、『市民の図書館』を引き継ぐ
日本図書館協会の中心的な政策文書の改訂である。文
部科学省によって「望ましい基準」が告示されたこと
で、今回の改訂が最後になるという。日本図書館協会
から出された政策文書との整合性を図りながら、また、

「望ましい基準」の具体化、という観点から改訂が進
められたものである。
　研究の中で、まず取り上げたいのは東條 (39) による
歴史研究である。東條は、大正から第二次世界大戦に
至る 25 年間の日本図書館協会を中心とした図書館設
置運動の歴史を描いている。図書館設置を推進するた
め、国家政策に接近していく図書館界の動きを、史実
に丁寧に当たりながら展開している。当時の文部省と
の関係も描かれており、興味深い。
　春田 (40) の研究は、日本図書館協会という団体の性
格を考える上で、貴重な論考である。春田は、個人会
員と施設会員との関係、ナショナルセンターとしての
在り方の問題について、データに基づく分析をしてい
る。日本図書館協会が公共図書館中心の機関であるこ
となど、これまで経験的に知られていたことを、デー
タを丹念に追うことで実証している点は、価値ある研
究である。
　近年の日本図書館協会の政策プロセスについては、
塩見 (41) が「公立図書館の任務と目標」および「解説」
の改訂作業について、経緯を報告している。

　章の最初に述べたことだが、全体として、文部科学
省を対象とした本格的な政策研究は不足している。そ
して、これは日本図書館協会についてもいえる。最も
影響力のある団体として、日本図書館協会がどのよ
うな意志決定のメカニズムを持ち、政策推進のために
外部のアクターにどのような働きかけを行っているか、
に関する研究はほとんど見られない。

3. 構造改革と公共図書館
　近年の国、地方自治体の改革は、「構造改革」と呼
ばれているが、これは、日本版の「新自由主義的改
革」といえる。この改革は、ケインズ主義的福祉国家
からの脱却、規制緩和、緊縮財政、自己責任などを特
徴とする。緊縮財政は地方分権の流れを推進するとと
もに、地方自治体のニュー・パブリック・マネジメン
ト（NPM）改革を促している (42)。
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　こうした一連の改革は相互に連関しながら、公共図
書館に実質的に大きな影響を与えている。地方分権と
いう文脈では、文部科学省の政策官庁化、中央政府に
よる実効的コントロール（国庫補助金など）の見直し、
などが挙げられる。NPM 改革という文脈では、市場
メカニズムの積極的活用（アウトソーシング）などが
挙げられる。
　以下では、こうした一連のマクロレベルの改革が公
共図書館に与えている影響を論じた文献を概観する。
扱うのは、(1) 構造改革との関係を扱った文献、(2) ア
ウトソーシングについて扱った文献、(3) その他のサー
ビス提供のあり方を扱った文献、である。

(1) 構造改革との関係を扱った文献
　坂田 (43) は、教育基本法改正に見られるような改革
を「新保守主義」と呼び、その公共図書館に対する
影響を論じている。特に、業務委託、指定管理者制度、
そして選書に大きな影響が出ることが危惧される、と
規範的観点から論じている。
　日本図書館協会図書館政策委員会が企画し開催した

「政策討論連続講座」は、大局的な視点を得る上で役
立つ。特に第一回の後藤と山口の議論からは、近年の
政策環境の変化を把握することができる。後藤 (44) は

「構造改革」がもたらす労働市場の変容を中心に論じ
ているが、改革が歴史的にどう位置づけられるか知る
上で有益である。同じ回で山口 (45) は、公共図書館理
念の再構築とそのための法制度の整備を主張する中で、

「構造改革」と図書館政策との関連に注目し、新しい
図書館政策を模索する上での示唆を提示している。
　NPM 改革については荻原 (46) の検討が重要である。
荻原は NPM の背景、理論的基礎、基本概念などを整
理した上で、公共図書館への導入における論点をまと
めている。荻原による NPM の文献紹介 (47) とともに、
市民との協働等、これからの公共図書館経営を考える
上で重要な文献である。

(2) アウトソーシングについて扱った文献
　近年、図書館経営に関し、窓口委託、PFI、指定管
理者制度などが強い関心を集めてきた。2003 年から
2006 年まで『図書館雑誌』及び『みんなの図書館』
ではこれに関する特集が合計 7 回 (48) 組まれている。
また、PFI に関しては文部科学省による調査 (49) が実
施されている。
　この分野は、すでに柴田による文献紹介が本誌『カ
レントアウェアネス』上にあるため（CA1589 参照）、

ここでは、これらのレビュー論文を紹介するにとどめ
る。
　柴田は、1999 年から 2006 年までの大学図書館、
公共図書館の経営管理、特にアウトソーシングの文献
をレビューしている。柴田は多くの文献をレビューし
た最後に、「評論家風に「有るべき論」を掲げるもの
よりも、当事者として関わった人たちの反省を込めた
積極的な発言をこそ真摯に捉えるべきだろう」と締め
くくっている。筆者も、まさにそうした発言を多く期
待したいとともに、彼らがそれぞれのプロセスでどの
ような意志決定をしたか、あるいはせざるをえなかっ
たかを、研究者としてたどることも重要と考える。薬
袋 (50) は指定管理者制度の概要と参考文献を紹介して
いる。PFI に関しては須賀 (51) が紹介している。

(3) その他のサービス提供のあり方を扱った文献
　図書館を教育委員会から、首長部局に移管する動き
がある。このことについて、鎌倉市の事例を阿曾 (52)

が報告している。こうした動きは、そもそも全国市長
会や地方分権改革推進会議などが、教育委員会設置の
弾力的対応を求める中で生じている。阿曾は、鎌倉市
における図書館移管問題について、反対の立場から運
動の経緯を述べている。鎌倉市の動きに対し、日本図
書館協会 (53) も「公立図書館の所管について」を発表し、
反対の立場を表明している。
　荻原 (54) は、公共サービス提供における住民セクター
の重要性を指摘する。行政学の先行研究を論じながら、
これからの公共サービス提供の方向性を確認し、住民
セクターとの協働の在り方を探っている。今後のサー
ビス提供を考える上で不可欠の視点であろう。荻原は
方法論的に、行政学の知見を多く取り入れている。公
共図書館は行政機関の一部門であることから、研究領
域においても行政学の知見を生かせる余地が、多々あ
ると考えられる。今後もこうした研究が期待されよう。

　以上、文献を見てきたが、一連の改革は、図書館政
策研究や関連文献が対象とする射程を広げているよう
に思える。従来、図書館政策の研究や文献は生涯学習
政策（社会教育政策）といった、比較的近接した政策
領域との関係を論じることが多かった。それが、構造
改革の影響により、より大きな政策との関係も含めて
議論する必要が生じている。

4. 海外の図書館政策の研究
　上で見たような新自由主義的政策は、1980 年代以
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降、イギリス、アメリカで採用され、日本でも近年、
強力に推進されている。こうした背景を考えると、今
後の動向の示唆を得る点で海外の研究は重要である。
また、新自由主義的政策に限らず、情報リテラシーの
向上や読書支援といった共通する課題に対して示唆を
得る上でも海外の研究の意義は大きい。
　宮原 (55) は、シンガポールで国家的に推進されてい
る図書館情報政策 “Library 2000” を取り上げている。
宮原は策定の背景や内容について、シンガポールの国
家戦略との関連から論じている。近年、先進的取り組
みで図書館界から注目を集めるシンガポールの図書館
情報政策の概要を知ることができる。
　須賀 (56) は、イギリスの公共図書館政策において、「社
会的包含」（貧困、失業、健康問題などが原因となっ
て社会から排除された人々を再び社会の一員に迎える
こと）の考え方がどのように捉えられ、実践されたか、
政策文書から明らかにしている。市場原理と社会的公
正の両立を目指す「第三の道」を模索する中で、社会
的包含に基づく図書館実践を、過去の図書館実践との
整合性を考慮した上で検討しており、日本の現状を考
えたとき、示唆に富むものである。須賀はイギリスに
おける公共図書館政策への批判、提言についてもまと
めている（CA1568 参照）。
　金 (57) は、韓国の図書館情報政策に関する法制度
や、現況について、詳細に論じている。また、本
誌で 2006 年の図書館法制定について報告している

（CA1635 参照）。積極的に図書館政策が展開されてお
り、注目される。また、ジョは図書館情報政策の所管
変更の経緯や関連法規などをまとめている（CA1578
参照）。
　文部科学省は、「これからの図書館像」で海外の公
共図書館政策について言及するのみならず、韓国、中
国、シンガポールの図書館政策に関する報告書 (58) や、
日本を含む 10 か国の公共図書館に関する詳細な報告
書 (59) を出版している。ともに、中央政府の政策体系
における図書館政策の位置づけなどが報告されており、
有用な政策研究でもある。

5. おわりに
　以上、文献を見てきたが、端的に言って、公共図書
館政策研究は、研究と呼べるレベルのものが少ない。
この研究領域にとってまず必要なことは、研究の数を
増やすことであろう（自戒を込めて）。
　方法論的な観点からいえば、政治学、行政学で蓄積
された理論的知見をもっと導入するべきと考える (60)。

これは、公共図書館が地方自治体の一部門であること
を考えると、それほど違和感のないことではないだろ
うか。その際、政治学や行政学で意識されている区別、
規範研究と分析的研究（実証研究）の区別 (61) にも自
覚的でいるべきだろう。規範研究とは、政策や制度の
あるべき姿を法律や図書館理念から導き出そうとする
研究であり、分析的研究は理論的枠組みを設定した上
で、実態を観察し、それを生み出している要因を分析
的に明らかにする研究である。前者は、直接に図書館
現場への示唆を示すことができる一方、理念優先にな
る傾向が強い。後者は実態をふまえた提言が可能にな
る一方、実態に引きずられる傾向が強い。それぞれの
立場の研究が、お互いを補う形で発展していくことで、
実現可能なよりよい図書館政策が立案され、実施され
ていくのではないだろうか。

（東京大学大学院教育学研究科：松
まつ
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