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　インターネットの急速な進展により、誰もが、どこ
からでも情報の発信と利用が可能な社会が到来し、急
速に拡大している。電子情報資源はその媒体や形式を
多様化し、その数は爆発的に増加している。検索エン
ジンが普及し、ユーザはネットワーク上の情報資源へ
の依存度を高め、情報提供機関としての図書館の存在
は危機的状況に直面しているという認識が広がってい
る。米国議会図書館（LC）は、これまでも、デジタ
ル情報時代に取り組むべき課題について、調査・検討
を続けてきたが、2006 年 11 月に「書誌コントロー
ルの将来ワーキング・グループ（Working Group on 
the Future of Bibliographic Control；E634参照、以
下 WG と略）」を立ち上げた。

書誌コントロールに関連する LC の主な取り組み（WG
設置以前）
　本章では書誌コントロールに関する、2000 年以降
の LC の取り組みについて、簡単に概観したい (1)。
　2000 年は、LC の書誌政策に現在も影響を与えつ
づけている、2 つの大きな出来事が起こった。1 つは
LC 創立 200 周年記念行事として開催された「新千年
紀のための書誌コントロールに関する 200 周年記念
会議」(2) であり、他方は LC 館長ビリントン（James 
Billington）の依頼により結成された「LC の情報技術
戦略に関する委員会」による報告書『LC21：LC のた
めのデジタル戦略』(3)（CA1343 参照）の発表である。
　前者では 5 分科会における討議が行われ、その結
果、専門部会を結成して「ウェブ資源の書誌コントロー
ル：LC 行動計画」(4)（CA1431 参照）の策定を進め
ることとなった。2006 年 3 月に公表され、米国議会
図書館件名標目表（LCSH）の廃止など、衝撃的な内
容で大きな反響を呼んだコーネル大学のカルホーン

（Karen Calhoun）による報告書『目録の変化する本
質および他の情報発見ツールとの統合』(5)（CA1617
参照）は、この行動計画の一部として企画されたもの
である (6)。
　後者では、1998 年から約 1 年半かけて行われた、
LC の全組織に対する横断的な点検の結果として、電
子資料の収集・保存・組織化・提供のための戦略や、
国内外協力機関との協力関係構築など、増大する電
子資料に対応した改善を LC に提言している。とりわ
け第 5 章「知識アクセスのデジタル情報への組織化：

目録からメタデータへ」(7) では、メタデータの構築に
言及している。
　一方、ウェブ検索技術はこの数年で、長足の進歩を
遂げ、さらに従来からの検索エンジンに加え、学術
情報に特化したウェブ検索エンジンや、出版物そのも
のをデジタル化するプロジェクトが登場するに至った

（CA1564、1606、E473 参照）。
　このように検索エンジンによるウェブ検索のカバー
領域が広がりをみせていた 2005 年 1 月、図書館サー
ビス担当副館長マーカム（Deanna Marcum）が、電
子情報アグリゲーターのエブスコ（EBSCO）社主催
のセミナーで、「目録業務の将来」(8)（CA1617 参照）
と題する講演を行った。マーカムは目録からウェブ検
索エンジンへの利用者のシフト、大規模デジタル化プ
ロジェクトの進行という流れに言及し、費用対効果の
低い現状の目録業務への危機意識を顕わにした。
　一方 2006 年 4 月には、LC はシリーズ典拠の廃止
を発表した (9)。この方針には図書館界から強い反発の
声が挙がったが、当初予定通り同年 6 月から、施行
されるに至った (10)。
　WG 発足にあたり LC は、ウェブ検索エンジンの進
化、インターネット環境の充実、電子情報資源の爆発
的増加に伴い、図書館業務が大幅な変革を迫られてい
ることを指摘している (11)。高コストな上に、ウェブ
上の電子情報資源に対するアクセス手段として不十分
である現在の図書館目録のあり方、ひいては知識情報
提供機関としての図書館の将来に対する LC の危機感
の表れであるといえよう。

WG の検討経過
　2006 年 11 月 2・3 日の両日にわたり、WG の創立
会議が LC で開催され、論点として次の 3 点を取り上
げることが確認された (12)。

（1）進化しつづける情報環境の下で、図書館資料の
管理と利用者からのアクセスに対する効果的なサ
ポートを可能にする、書誌コントロールや目録作
業の方法に関する調査と知見の提示

（2）(1) で得られたビジョン達成のための図書館コ
ミュニティ全体としての実現方法の勧告

（3）ＬＣの役割と優先事項についての助言
　また WG の具体的なテーマや進め方に関する議論
も交わされた。席上では、図書館界のあらゆる意見を
くみ取る機会をもつことが決定的に重要であるとし
て、3 回にわたり、テーマごとに複数の地域で公開ミー
ティングを実施することを決定した。なおテーマ・開

CA1650

書誌コントロールの将来に向けた LC の取り組み



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

3

催日時・開催場所は下記の通りである (13)。

第 1 回（2007 年 3 月 8 日）
テーマ：書誌データのユーザと利用
会　場：カリフォルニア州マウンテンビュー；グー

グル本社（E634 参照）

第 2 回（2007 年 5 月 9 日）
テーマ：書誌データの構造と標準化
会　場：イリノイ州シカゴ；米国図書館協会（ALA）

本部

第 3 回（2007 年 7 月 9 日）
テーマ：書誌データの経済性と組織
会　場：ワシントン D.C.；LC

　この公開ミーティングの会場として、グーグル本社
や ALA 本部が選ばれたことは、特筆されるべきこと
であろう。一方では、ウェブ上の情報資源と利用者を
結びつける重要なツールであるウェブ検索エンジン大
手の本社で、他方では利用者と情報を結びつける機関
であることを自負する図書館の職能団体の本部で、デ
ジタル情報時代における図書館の課題が議論されたわ
けである。第 3 回公開ミーティングの会場となった
LC とともに、公開ミーティングの会場設定には重大
な意味が含有されていると考えずにはいられない。
　これら 3 回の公開ミーティングを経て、2007 年
11 月 13 日に、LC で報告書草案のプレゼンテーショ
ンが開催された（E720 参照）。この模様はウェブキャ
スティングにより、全世界に生中継された (14)。11 月
30 日には報告書草案 (15) が公開され、翌 12 月 1 日か
らパブリックコメントの募集が開始された。パブリッ
クコメントの募集期間は 12 月 15 日までの短期間で
あったが、総計で 100 ページを超える分量の意見が
寄せられたという。
　2008 年 1 月 8 日、WG は 最 終 報 告 書 “On the 
Record：Report of The Library of Congress 
Working Group on the Future of Bibliographic 
Control”(16) を LC に提出した（E749 参照）。

最終報告書の内容
　序説において、WG は、書誌コントロールの将来を、
相互協力的で、分散化され、国際的で、ウェブを基本
とするものであると予想する。それは民間部門も含む
広範囲のユーザとの積極的な相互協力、相互連携によ

り実現されるものであり、ウェブ技術への対応が必須
であるとする。
　また指針となる原則として、（1）単なる目録作業
より広い概念としての書誌コントロール、（2）図書館、
出版者、データベース提供者を越えた広がりをもつ書
誌的世界、（3）LC の役割の 3 点について再定義を行い、
LC が担い、図書館コミュニティが依存してきた役割
の分担の再検討を呼びかけている。
　報告の中心となる勧告は、1. 書誌レコード作成の
効率性の拡大、2. 貴重資料、図書館に固有の資料や
その他の秘蔵資料へのアクセスの拡大、3. 将来的な
技術の位置づけ、4. 将来的な図書館コミュニティの
位置づけ、5. 図書館情報学専門職の強化の 5 つの領
域からなり、あわせて 114 の勧告が提示されている。
　1. では、相互協力、書誌レコード共有の拡大、初
期段階で得られる情報の有効利用の手法として、1.1 
冗長性の排除（5 項目、15 勧告）、1.2 書誌レコード
作成の責任分担の拡大（4 項目、13 勧告 )、1.3 典拠
レコード作成・維持の協同（3 項目、10 勧告）が挙
げられ、2. は 5 項目、13 勧告が挙げられている。3.で
は、3.1 基盤としてのウェブ（3 項目、8 勧告）、3.2 
規格（5 項目、14 勧告）、4.では、4.1 現在と未来のユー
ザのためのデザイン（3 項目、7 勧告）、4.2 FRBR の
実現（１項目、4 勧告）、4.3 利用と再利用のための
米国議会図書館件名標目表（LCSH）の最適化（4 項目、
13 勧告）、また、5. では、5.1 エビデンスベースの確
立（2 項目、8 勧告）　5.2 現在と将来のための図書館
情報学教育のデザイン（3 項目、9 勧告）が挙げられ
ている。

草案からの変更点
　最終報告に対する100ページを越えたとされるパブ
リックコメントは、一般的な語句修正として、また勧
告項目の追加・訂正として最終報告に反映されている。
　草案からの変更が大きかったものとしては、「3.2
規格」の勧告、「4.3 LCSH の最適化」の序説部分と「5. 
図書館情報学専門職の強化」の勧告の追加がある。
　「3.2 規格」では、勧告項目の順序が変更され、「RDA
策定作業の中断」は最後に移された。ここでは記述内
容が詳細化され、中断がより強く勧告されている。ま
た、「3.2.1 より大きい書誌的仕組みのための一貫し
た枠組みの開発」と「3.2.2 規格開発工程の改善」が
追加された。今後ますます増大し、重要となる規格の
開発を合理化するために、規格の部品化、開発工程情
報の公開など、開発工程の改善が勧告されている。
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　4. 将来的な図書館コミュニティの位置づけとして
は、書誌コントロールの将来に係わる多くの勧告が
提示されている。「4.1.1 外部情報とのリンクの拡大」
では、これまで書誌情報と見なされなかった書評、ラ
ンキング情報などの評価情報も含む外部情報とのリン
クの拡大やユーザ作成データの統合、「4.2FRBR の実
現」では、FRBR を実現するためのテストプランの開
発、「4.3 利用と再利用のための LCSH の最適化」では、
カルホーン報告ではその廃止が提案され、反響を呼ん
だ LCSH については、統制語による主題アクセスに
おいて有効ではあるが、管理と機械化の観点で扱いに
くい構造であり、その複雑さはユーザの利用を妨げて
いるとしている。その改善のため、LCSH の変換、米
国国立医学図書館医学件名標目表（MeSH）など他の
統制語件名標目の適用と相互参照の促進、主題分析に
おける自動索引の可能性の調査などが勧告されている。

おわりに
　WG の報告は、LC にのみ向けられたものではない。
LC と同様の使命を負う他国の国立図書館も含めて、
広く関係者に向けられたものである。
　今後、LC と他の関係機関は、勧告に対して、それ
ぞれの立場で優先順位を設定し、実行に移すことにな
ろう。国立国会図書館も、国立図書館として LC と共
通する部分については、引き続きその動向に注視する
必要がある。
　また、国立国会図書館書誌部では、書誌データの作
成及び提供の新しい方針の平成 19 年度策定に向けて、
2007 年 11 月 16 日、「書誌データの作成及び提供：
新しい目標・方針の策定」をテーマに、平成 19 年度
書誌調整連絡会議 (17) を開催し意見交換を行った。平
成 20 年以降の実行計画策定では、WG 勧告に対する
今後の LC の対応が大いに参考になるものと思われる。
こちらの観点でも、引き続き注視していきたい。

（書誌部：倉
くら

光
みつ
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こ
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アフォーダンス理論に基づく
情報行動研究の可能性

　ある日、旧友からどこの大学図書館で A という本
を所蔵しているのか知りたいという電話がかかってき
た。Webcat の存在を彼に教えるとともに、所蔵につ
いて調べてあげた ― 図書館員ならば業務とはいえな
いが友人の役に立った経験は 1 つや２つあるのでは
ないだろうか。
　情報探索や情報利用、情報伝達といった領域の研究
は、図書館情報学では情報利用研究 (user’s study) と
呼ばれ盛んに研究が行われている (1)。本論では、ア
フォーダンス理論 (affordance theory) に基づき大学
院生の情報行動分析を行った論文を紹介しつつ検討を
行う。その際、先ほどの日常的な場面が分析の俎上に
上っているのを目にすることになるだろう。

1．アフォーダンスとは
　アフォーダンスとはアメリカの心理学者ギブソン

（James J. Gibson）が提唱した概念である (2)。本章
では本論に必要な範囲内で、アフォーダンス概念を説
明する。
　ギブソンは知覚の研究を行うにあたって、当時先端
であったゲシュタルト心理学より大きな影響を受けた。
ゲシュタルト心理学以前の心理学は、末梢神経に与え
られる局所的刺激と要素的感覚の間に１対 1 対応が
存在すると仮定し、要素的感覚が統合されることで知
覚が可能になると考えていた。ゲシュタルト心理学は
この既存の心理学の思考法では、ある事象（仮現現象）
を説明できないと批判する。
　たとえば夜、工事現場の LED チューブ内の光点が
移動しているように見えた経験はないだろうか。この
光点は実際に運動しているのではなく、2 つの点が一
定の時間間隔を置いて明滅しているに過ぎない。しか
し私たちには光点が運動しているように見える。既存
の心理学の考え方ではこの運動視を説明できない。知
覚の土台に刺激があるとするなら、運動視が生じるた
めには 1 点からもう 1 点への実際の刺激の移動が必
須の条件と考えられるからである (3)。

　ゲシュタルト心理学は、2 光点の刺激をそれぞれ分
離した刺激として考えるのではなく、2 光点及びその
運動自体が、一つの形態（ゲシュタルト）として、全
体的に知覚されていると考えるべきであると主張した。
このような部分からではなく全体から知覚を考える方
法を、ギブソンも踏襲することになる (4)。
　ではギブソンは知覚をどのように考えたのだろうか。
ギブソンも刺激が知覚の原因ではないと考えた。ギブ
ソンによれば、環境のなかに情報が実在し、情報をピッ
クアップすることが知覚なのである。アフォーダンス

（affordance）とは、環境が知覚に与える（afford）情報
のことである。例えば椅子を見れば「座ることができ
る」という情報が、橋を見れば「渡ることができる」と
いう情報がアフォードされていると考えるのである (5)。
　このアフォーダンス概念は、デザインやインター
フェースの領域に影響を与えている。たとえばドアの
取っ手のデザインとアフォーダンス概念の関係につい
て考えてみよう（図 1）(6)。アフォーダンス概念による
と、取っ手が縦に配置されている A のドアは、引く
ことと押すこと双方の行動をアフォードしていると説
明することができる。しかし取っ手が横に配置してあ
る B の場合、押すことのみをアフォードしていると
考えるのである。
　このような行動への影響はすべての人に妥当するわ
けではないが、ほぼ客観的に観察されている。従って
利用者にドアを押してもらいたい場合には、B のデザ
インとする方が適切であるといえるだろう。アフォー
ダンス概念はこのようにユーザビリティーを考える際
のコンセプトとなるものである。

2. アフォーダンス概念と大学院生の情報行動分析
　サドラー（Elizabeth Sadler）とギブン（Lisa Given）
は、大学図書館の利用について社会科学系の大学院
生（8 人）及び図書館員から聞き取り調査を行い、ア
フォーダンス概念を用いて分析を行った (7)。
　サドラーらはアフォーダンスを、「実際のアフォー
ダンス」と「知覚されたアフォーダンス」とに分けた。

図 1.　ドアの取っ手のアフォーダンス

(A) (B)
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「実際のアフォーダンス」とは図書館員によって意図
された図書館の利用法であり、「知覚されたアフォー
ダンス」とは利用者が実際に図書館を使ってみて知覚
した図書館の利用法である。「図書館員の意図」と「利
用者の図書館に対するまなざし」とのずれを通して、
図書館利用の実態を把握しようというのが彼女らの意
図である。聞き取り調査の結果は、図書館側の意図を
横軸に、利用者による知覚を縦軸にしたマトリックス
で表現されている（図 2）。
　(1) は図書館の意図に利用者が気づいている事柄で
ある。オンライン目録やレファレンス・ライブラリア
ン、電子ジャーナル・データベースや ILL については、
利用者にもよく知られ利用されていることがわかる。
　(2) は利用者が図書館の意図とは外れたところで図
書館を知覚している事柄である。電子ジャーナルを学
外の友人に不正に提供し且つそれを悪いことだと思っ
ていないことや、最新技術の導入により学生が不安を
覚えていることは、図書館が意図したものではない。
　また本稿冒頭でも触れたが、業務以外で図書館員が
図書館の案内役となっていることも、必ずしも図書
館員が意図したものではないだろう。友人の父親が図
書館員であったり、友人が図書館情報学修士の学生で
あったりすることで、オンライン目録の存在を知った
り、実際に図書館員にレファレンスを依頼するように
なったという実例が紹介されている。このように、業
務外でも情報検索や図書館利用について相談すべき存
在として、図書館員はアフォードされていることを、
サドラーらは指摘している。
　(3) は図書館が意図した利用法のなかで、利用者に
気づかれていない事柄である。新しいサービスを提供
した場合、ウェブサイトに新しいアイコンをつけたり
告知を行ったりするが、利用者にあまり気づかれてい
ない。情報リテラシー講座は図書館が重要な位置づけ
をしてウェブサイト上で宣伝しているにも拘らず、利
用者にはあまり気づかれていない。ウェブサイトの作

りに問題があり気づかれていない場合もあるが、それ
以上に構造的な問題が存在しているとサドラーらは考
える。すなわち、利用者は図書館のウェブサイトを訪
れた際、自分自身の目的に関心を集中させている。そ
のなかで新しいボタンや告知はノイズとなり見落とさ
れる可能性が高くなる。情報リテラシー講座の案内は
トップページに存在したにも関わらず、ほとんどの利
用者の目には入っていないことを示している。
　上記 (2)、(3) の分析より、個人的な関係からウェブ
サイト上での告知まで、図書館員が利用者に対して持
つコミュニケーションの手段は多様であるべきである
という意見が導き出されている。

3 分析と私見
　サドラーらの論文を読んでまず感じたことは、取り
立ててアフォーダンスという概念を使用しなくても分
析が可能ではなかったかということである。彼女らが
使用しているアフォーダンス概念（「実際のアフォー
ダンス」及び「知覚されたアフォーダンス」）は、実
はノーマンがコンピュータなどの日常品のインター
フェイスを考えるために単純化したものである (8)。ギ
ブソンの『生態学的知覚論』では、アフォーダンス概
念は様々な知覚経験や知覚実験をもとに提示されてお
り、特に光と知覚を巡る考察はアフォーダンス概念を
考える上で重要であると筆者は考えている。しかしサ
ドラーらはそういったアフォーダンス概念の「深み」
には入らず、アフォーダンス概念を道具的に利用し分
析を行っている。情報行動研究にアフォーダンス概念
を用いることの有効性については、サドラーらの論文
からはよくわからないと筆者は考える。
　しかしながらサドラーらの論文は、重要な観点を提
示していると筆者は考えている。それは図書館を部
分や機能から捉えるのではなく、「複雑で絶えず変容
する生態システム」(9) と捉える点である。ギブソンが
ゲシュタルト心理学に影響を受けたことについては 1

図書館により意図されている 
Yes No

利
用
者
に
よ
り
知
覚
さ
れ
て
い
る

Yes

(1) 意図され知覚されている
　　－オンライン目録
　　－レファレンス・ライブラリアン
　　－電子ジャーナル・データベース
　　－ILL

(2) 知覚されてはいるが意図されていなかった
　　－電子ジャーナルを友人に不正に提供している
　　－技術に頼ることに対する学生の不安
　　　－インフォーマルな情報の保持者としての図書館員

No
(3) 意図されていたが知覚されていない
　　－情報リテラシー講座があることを学生が知らない
　　－学生が（Webの）新しいアイコンや告知を見ていない

図 2.　「図書館員の意図」と「利用者の図書館に対するまなざし」のずれ
　　　（出典：Sadler, Elizabeth. et al. (2007) （ 斜体部分 は坪井追記）)
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章で述べた。ゲシュタルト心理学には「全体は部分の
総和より大きい」という有名なテーゼがある。ウェブ
サイトを、また対人コミュニケーションを単体で考え
るのではなく、それらを図書館利用という全体のなか
で位置づける必要があるということは、当たり前のこ
とかもしれないが重要な観点ではないだろうか。更に
彼女らの論文は図書館利用を全体から捉える方法を通
じて、図書館員があまり意識していないであろう、利
用者との個人的関係の重要性に光を当てている。この
点も意外性があり、興味深い点だと筆者は考えている。

（関西館文献提供課：坪
つぼ

井
い

伸
のぶ

樹
き

）

「情報利用」という用語及び研究動向については下記を参考とし(1) 
た。
田村俊作編. 情報探索と情報利用. 勁草書房, 2001, p.1-39., （津
田良成編. 図書館・情報学シリーズ, 2）.
本稿は『生態学的視覚論』で展開されたアフォーダンス概念に(2) 
よっている。
Gibson, James J. 生態学的視覚論：ヒトの知覚世界を探る. 古
崎敬 [ ほか ] 共訳. サイエンス社, 1985, 360p.（原著：James 
J. Gibson., The ecological approach to visual perception. 
Boston, Houghton Mifflin, 1979, 332 p.）
岩下豊彦. 心理学. 第 3 版, 金子書房, 1999, p.146-150.(3) 
ゲシュタルト心理学とギブソンとの関係、及びギブソンが網膜(4) 
像より面や包囲光配列へと知覚の範囲を拡げていった経緯につ
いては下記を参照した。
佐々木正人. アフォーダンス：新しい認知の理論. 岩波書店, 
1995, p.13-35.
James J. Gibson. 生態学的視覚論：ヒトの知覚世界を探る. 古(5) 
崎敬 [ほか] 共訳. サイエンス社, 1985, p.144-146.
この例はノーマンの例を参考とした。(6) 
Norman, Donald A. 誰のためのデザイン ?：認知科学者の
デザイン原論. 野島久雄訳. 新曜社, 1990, p.14-15.（原著：
Norman, Donald A. The psychology of everyday things. 
New York, Basic Books, 1988, 257 p.）
Sadler, Elizabeth. et al. Affordance theory: a framework (7) 
for graduate students’ information behavior. Journal of 
Documentation, 2007, 63(1), p.115-141.
Norman, Donald A. Affordance, conventions, and design. (8) 
Interactions, 1999, 6(3), p38-42.
Sadler, Elizabeth. et al. Affordance theory: a framework (9) 
for graduate students’ information behavior. Journal of 
Documentation, 2007, 63(1), p.116.

1．はじめに
　ICT を活用したレファレンスサービス、すなわち、
デジタルレファレンスサービスは、米国において様々
な様相を見せている。また、その様相に対する分析が
進められ、研究面での蓄積も進んでいる。本稿では、
デジタルレファレンスサービスの一つであるチャット
レファレンスサービス（以下、CRS）に関する研究の
広がりを報告する (1)。ただし、日本においては、この
サービス活動そのものに対する十分な紹介がなされて

対面RS 電話RS EメールRS CRS
場所 図書館 遠隔 遠隔 遠隔
時間 同期 同期 非同期 同期
媒体 話し言葉 話し言葉 文字 文字

（RS：レファレンスサービス）
表 1.　CRS の性質

CA1652

チャットレファレンスサービスに必要な
専門的能力

いないことから、その特徴が確認できるように、CRS
に必要な図書館員の専門的能力（competencies）を
扱った論考に焦点を合わせる。

2．チャットレファレンスサービスの性質
　デジタルレファレンスサービスにおいて、ネット
ワーク上に仮想的なレファレンスデスク（レファレン
ス質問の受付窓口）を設け、利用者のニーズに対応し
て情報を提供したり、利用指導を行なったりする活動
をバーチャルレファレンスサービスとよんでいる。単
館で実施する場合もあるし、ネットワーク機能を展開
させて複数館で協同の窓口を開設することもある。
　CRS は、利用者とコンピュータ上で、文字（テキ
スト）のやりとりによる対話（チャット）をしながら
進められる。すなわち、CRS 特有の性質として、次
の 3 つの要素に目を向ける必要がある。

場所• 
時間• 
媒体（コミュニケーションの方法）• 

　これらを、既存の主なレファレンスサービスの形
態と比較して見ると、表 1 のように整理することが
できる。CRS は、場所の点では対面 RS と異なり、遠
隔型のレファレンスサービスである。また、時間の点
では、E メール RS では、利用者からの質問と、それ
に対する回答にタイムラグを生じるのに対して、CRS
は、利用者と図書館員が時間を共有している形態、す
なわち、同期型となっている。さらに、媒体の点では
対面 RS や電話 RS とは異なり、文字によるコミュニ
ケーションが基本となる。
　このように CRS は、従来行われてきたレファレン
スサービスとは異なる性質を持っており、図書館員に
は、新たな能力、あるいは、これまで以上に高めるこ
とが求められる能力があることを予測させる。

3．チャットレファレンスサービスの実際
　米国においては、レファレンスサービスを普及・向
上させ、また、標準的あるいは理想的なサービス提
供のために、指針（guideline）づくりが活発であり、
近年では、デジタルレファレンスサービスに関する指
針も登場している (2)。また、デジタルレファレンスサー
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ビスを実際に行うためのハンドブックや解説書、研修
用教材が出版されている (3)。 
　その一方で、サービスそのものの指針ではなく、図
書館員の能力を整理する試みも行われている (4)。さら
には、指針やハンドブック類に示されている内容をも
とに、CRS に必要な専門的能力を明示しようとする
研究も進められている (5)。
　ルオ（Lili Luo）の研究では、関連文献から CRS に
必要な能力を抽出し、図書館員に対する面接調査を踏
まえて、関係する能力を、3 つに大別している（図 2）(6)。

レファレンスサービス一般に必要な能力• 
CRS に特有の能力• 
レファレンスサービス一般の能力であるが、• 
チャットの環境で強く求められる能力

　一方コバクス（Diane K. Kovacs）は、CRS ならび
に E メールによるレファレンスサービスの技術及び
知識を、大きく 3 つに整理している (7)。

機械操作に関する技術と知識• 
レファレンスインタビューにおけるコミュニ• 
ケーション技術と知識
レファレンス情報源に関する利用技術と知識• 

　ルオの区分における「CRS に特有の能力」の中では、
「オンラインコミュニケーション技術」が重要と考え
られている。この能力は、「同期」かつ「文字」によ
るコミュニケーションという性質を反映したものであ
ると言えよう。すなわち E メールによるレファレン
スサービスであれば、利用者への返答も、慌てずに時
間をかけて行うことができる。しかし、CRS におい
ては、すぐさま利用者に対して反応を返すことが重要
になる。このことは、コバクスのハンドブックにおい
ては、「沈黙しないこと」といった表現で説明されて
いる (8)。また、オハイオ州の公立図書館協議会のオン

デジタルレファレンスサービスとチャットレファレンスサービ(1) 
スの関係については、次の文献を参照。
小田光宏. デジタルレファレンスサービスの現在. 情報の科学と
技術. 2006, 56(3), p.84-89. http://ci.nii.ac.jp/naid/110004668711/, 

（参照 2008-01-10）.
代表的なものとして，次の指針がある。(2) 

International Federation of Library Associations and • 
Institutions. “IFLA Digital Reference Guidelines”. 2002, 
http://www.ifla.org/VII/s36/pubs/drg03.htm, (accessed 

ライン研修プログラムでは、「返信が遅れないように、
長い段落を連ねるのではなく、短く区切って送信する」
ことを勧めている (9)。
　一方、「協同的な環境で作業する能力」は、バーチャ
ルレファレンスサービス、あるいは、ネットワーク上
での協同レファレンスサービスの一部として CRS が
位置づけられていることを前提としている。具体的に
は、他の図書館員とチームワークが保てることや、他
の図書館の情報源やサービスに関する知識があること
が示されている。また、主題に関する専門知識よりも、
ジェネラリストであることが必要とされており、幅広
い領域に対応することが重視されている。

4．おわりに
　日本におけるレファレンスサービスは、館種の如何
を問わず、米国の状況とは大きな隔たりがある。CRS
はもとより、バーチャルレファレンスサービスの実践
についても、事例を見出すことは難しいのが現状であ
る。それゆえ、国立国会図書館のレファレンス協同デー
タベース事業が、デジタルレファレンスサービスとい
う文脈においては、先進的な取り組みとなる程度であ
る (10)。
　しかし、CRS の実践は、ただ単にレファレンスサー
ビスの展開という側面を持つだけではなく、図書館員
の能力開発の基礎データを得る上で興味深い。すな
わち、チャットのやりとりは、レファレンス事例その
ものになるからである。しかも、ほぼ自動的に記録
文（transcripts）となり残される。これを分析すると、
図書館員が用いた知識や技術、探索方法などを導き出
すことができると考えられることになると考えられ、
米国ではすでに、研究成果が公表されている (11)。 
　日本においては、CRS そのものの展開がこれから
ということもあり、レファレンス協同データベースに
蓄積されたレファレンス事例データを分析した類似の
研究 (12) にとどまるが、今後、CRS あるいはバーチャ
ルレファレンスサービスが進むことによって、図書館
員の専門的能力を具体的に示す機会が増えることと期
待される。

（青山学院大学：小
お

田
だ

光
みつ

宏
ひろ

）

能力の区分 能力

レ フ ァ レ ン ス
サービス一般に
必要な能力

レファレンスインタビュー技術• 
情報源の知識と探索技術• 
情報源とサービスを評価能力• 
指導的な役割を負う能力• 
サービス方針の理解• 
顧客サービス倫理の理解• 
専門的な満足に導く力• 

CRS に 特 有 の
能力

オンラインコミュニケーション技術• 
チャットソフトを効果的に使用する能力• 
協同的な環境で活動する能力• 

RS 一 般 の 能
力 で あ る が，
チャットの環境
で強く求められ
る能力

コンピュータの基礎技術• 
制約的状況のもとでの作業能力• 

表 2.　CRS に必要な専門的能力
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　国際規格に、図書館のサービスや業務の有効性、効
率性などの品質を評価するための手段となる指標
を規定した ISO11620「図書館パフォーマンス指
標（Library performance indicators）」があるが (1)、

2008-01-10).
Reference and User Service Association. “Guidelines • 
for Implementing and Maintaining Virtual Reference 
Services”. http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/
referenceguide/vir trefguidel ines.cfm, (accessed 
2008-01-10).

以下のハンドブック類が刊行されている。(3) 
Kovacs, Diane K. The Virtual Reference Handbook: • 
Interview and Information Delivery Techniques for the 
Chat and E-mail Environments. London, Facet Publishing, 
2007, 132p.
Hirko, B.; M. B. Ross. Virtual Reference Training: • 
The Complete Guide to Providing Anytime, Anywhere 
Answers. Chicago, American Library Association, 2004, 
160p.
Lipow, Anne Grodzins. The Virtual Reference Handbook. • 
New York, Neal-Schuman Publishers, 2003, 199p.
Meola, Marc; Sam Stormont. Starting and Operating Live • 
Virtual Reference Services. New York, Neal-Schuman 
Publishers, 2002, 167p.

以下のものがある。(4) 
Reference and User Service Association. “Professional • 
Competencies for Reference and User Services 
Librarians”. http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/
referenceguide/professional.htm, (accessed 2008-01-10).
Special Libraries Association. “Competencies for • 
Information Professionals of the 21st Century,”. Revised 
Edition, June 2003. http://www.sla.org/content/learn/
comp2003/index.cfm, (accessed 2008-01-10).

Luo, Lili. Chat Reference Competencies: Identification from (5) 
a Literature Review and Librarian Interviews. Reference 
Services Review, 35(2), 2007, p.195-209.
Luo, Lili. Chat Reference Competencies: Identification from (6) 
a Literature Review and Librarian Interviews. Reference 
Services Review, 35(2), 2007, p.205.
Kovacs, Diane K. The Virtual Reference Handbook: (7) 
Interview and Information Delivery Techniques for the Chat 
and E-mail Environments. London, Facet Publishing, 2007, 
132p.
Kovacs, Diane K. The Virtual Reference Handbook: (8) 
Interview and Information Delivery Techniques for the Chat 
and E-mail Environments. London, Facet Publishing, 2007, 
p.86.
Ohio Library Council. “Virtual or Remote Services, Chat”. (9) 
Ohio Reference Excellence on the Web, http://www.olc.org/
ore/2remote.htm, (accessed 2008-01-10).
依田紀久. レファレンス協同データベース事業に見るデジタル(10) 
レファレンスサービス. 情報の科学と技術. 2006, 56(3), p.90-95. 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110004668712/, （参照 2008-02-07）.
Pomerantz, Jeffrey. et.al. Peer Review of Chat Reference (11) 
Transcripts: Approaches and Strategies. Library & 
Information Science Research, 28(1), 2007.
Oda, Mitsuhiro; Norihisa Yoda. “Reference Transaction (12) 
Records as Evidence of Reference Librarian's Competencies”. 
Poster Presentation of Evidenc-Based Library & Information 
Practice, 4th International Conference (May 6-11, 2007, 
Durham, North Carolina, USA).

CA1653

ISO/TR28118 「国立図書館のための
パフォーマンス指標」制定の動き

ISO11620 の改定に責任をもつ国際標準化機構／情
報とドキュメンテーション技術委員会（ISO/TC46）
の統計・評価分科委員会（SC8）において、「国立
図書館のためのパフォーマンス指標（Performance 
indicators for National Libraries）」 と い う テ ク ニ
カルリポート（TR）を制定するための作業が行わ
れ て い る。TR と は、 国 際 規 格（IS：International 
Standard）よりもコンセンサスレベルが低く、ISO
がガイドラインとして発行する類の性格をもつもので
ある。

1. 背景
　1998 年 に 発 行 さ れ た ISO11620 は 現 在、ISO/
TR20983「 電 子 図 書 館 パ フ ォ ー マ ン ス 指 標

（Performance indicators for electronic library 
services）」（CA1497 参照）と統合するための改定作
業が進められているところである。ISO11620 では、
あらゆる種類の図書館に適用されうるものとして、十
分にその有効性を検証した指標が規定されている。し
かし、国立図書館は他の館種と異なり、独特の重要な
活動、例えば、国内出版物の収集・保存、全国書誌の
発行および国際協力の推進などの業務がある。また、
国立図書館はその国において唯一の機関であることが
多く（ドイツのように国内に複数の機関がその役割を
担っているケースもあるが）、国内図書館との比較が
困難である。さらに、ISO11620 にあるような、利用
可能者数を特定する必要のある指標（特定サービス対
象者の利用率、人口当たり来館回数など）は適用でき
ない。
　こうした事情から、国立図書館にとって有効な指標
の探求が、欧州国立図書館長会議（CENL）や国際図
書館連盟（IFLA）国立図書館分科会において進めら
れてきた。CENL では、2001 年からパフォーマンス
評価のための作業グループを立ち上げ、指標群の検討
やベンチマーキング適用の可能性について研究を行っ
てきた。また、2003 年の IFLA ベルリン大会の国立
図書館分科会と統計・評価分科会の合同セッションで
は、ヨーロッパの各国立図書館へのアンケート調査結
果が報告された (2)。IFLA では、国立図書館分科会の
戦略目標に「ベンチマーキング、ベストプラクティス
及び品質管理の推進、並びに経営スキルの向上」が数
年来継続して掲げられている。ベルリン大会では、前
述の CENL の調査報告のほか、アジア・オセアニア
地域の国立図書館に対するパフォーマンス指標の利用
に関するアンケート調査結果 (3) も報告されている。
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2. 経緯
　2005 年 IFLA オスロ大会国立図書館分科会では、
国立図書館の評価指標の事例が発表された際に、さら
なる情報が必要との意見が多数あったことから、ISO
の新たなプロジェクトとして TR 化に取り組むことが
提案された。これを受けて、2006 年 5 月の SC8 パ
リ総会において、この TR 化を新規案件として取り
組むことが決議された。同年 8 月に開催された IFLA
ソウル大会国立図書館分科会では、SC8 のポール

（Roswitha Poll；前ミュンスター大学・地域図書館長）
議長が、CENL や IFLA で検討してきたものをまとめ
た素案 (4) を提示し、SC8 内に設置する作業グループ
に参加するよう各国立図書館に呼びかけた。

3. TR 化に向けた作業
　2006 年 10 月、SC8 のもとに新たな作業グルー
プ「WG7：国立図書館のための品質評価（Quality 
measures for national libraries）」が設置された。作
業グループには、議長国のドイツをはじめ、英国、フ
ランス、スペイン等 11 か国 12 人が登録した。日本
からは、国立国会図書館の代表として筆者が参加して
いる。
　第 1 回目の会議は 2007 年 1 月にベルリンで開催さ
れた。IFLA ソウル大会で示された素案をもとに、組
織の品質を評価するには使命と目標について検討す
ることがまず重要との認識から、国立図書館の使命と
目標を確認の上、指標の候補について議論した。第 2
回目は、同年 5 月の ISO/TC46 スペイン大会（E658
参照）と同時に開催され (5)、作業グループのメンバー
で作成した原案について検討した。11 月のミュンヘ
ンでの第 3 回目の会議を経て、2008 年 2 月に投票の
ための委員会原案が取りまとめられた。

4. TR の候補となっている指標群
　委員会原案 (6) に取り上げられている指標を表に示
した。指標の分類（表中、斜め太字部分）は、TR の
附属書 B「国立図書館の使命と目標」と対応している。
★マークは、電子図書館サービス（ISO/TR20983）
との統合作業が進められている ISO11620 改訂版の
最終原案（FDIS: 2008）を参考にした指標である。
これらは、国立図書館に限らず、あらゆる図書館に共
通して有用なものと考えられる。また、利用する数値
の定義は ISO11620 と同様、ISO2789 “International 
library statistics”(7) に基づくことになっている（E652
参照）。

　最初の素案にはあったが、作業グループの議論の過
程で指標の有効性に疑問が生じたため削除されたのは、

「国内で唯一所蔵している国内出版物の蔵書に占める
割合」、「外国資料購入費の経常支出全体に占める割
合」、「全アクセス中、仮想来館（ホームページへのア
クセス）の割合」、「ILL 申込みにおける提供できた割
合」、「電子的手段によるレファレンス申込み割合」の
5 つであり、追加されたのは、「ホームページからの
アクセス容易性」、「特別コレクションにおける電子化
割合」、「貸出・複写サービスにおける職員生産性」の
3 つである。
　国立図書館には、米国や日本のように議会図書館と
一緒になっている場合、フィンランドのように大学図
書館と一緒になっている場合など、さまざまな形態が
ある。そこで、この TR では、国立図書館に特化した
主要な業務・サービスについて有効な指標だけを取り
上げている。また国立図書館以外にも、サービス対象
人口が特定できない図書館など、同じ評価上の課題を
もつ図書館にも適用できるとされている。
　それぞれの指標には、「背景」、「定義」、「目的」、「算
出方法」、「結果の解釈」、「事例データ及び参考文献」
の 6 項目について説明がある。「背景」では、国立図
書館における当該指標の重要性が示されている。「事
例データ及び参考文献」では、実践している図書館の
数値データや参考資料が示されている。これら 2 項
目が ISO11620 の指標の説明と異なる記載項目であ
り、スタンダード（IS）ではなく TR ならではともい
える。

5. TR の課題
　この TR の指標には、ウェブ情報の収集及び利用に
ついての指標がない。第 1 回目の作業グループ会議に
おいて含めるべきと当館から意見を出したが、ウェブ
情報の収集を実践している国立図書館が現時点では少
ない、との理由から却下された。また、国立図書館の
補足的な業務として位置づけられた、総合目録事業や
国全体で進める文化的価値のある資料の電子化事業と
いった指標もない。さらに、ISO11620 でも指摘のあ
るところだが、アウトカム指標やインパクト指標がな
い（強いてあげるなら、利用者満足度だろうか）。た
だし、将来的な追加の可能性は、TR 本文でも言及さ
れている。

6. 試行にあたって
　当館では、作業グループの原案作成に資するため、
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指標名 補足説明 （参考）NDL 試行結果：2006 年度データ
A.1　国の蔵書の構築
A.1.1 国内出版物の納入率 最近 3 年間に国内で出版されたあらゆる形態の資料（ウェ

ブは除く）の納入割合。流通しているものとしていないも
のと分けて算出する。

2005 年に出版されたものを対象。
＜官庁出版物－政府系機関のみ＞
　流通：89.8%、非流通：46.0%
＜民間出版物＞
　流通（図書）：88.0%

A.1.2 国内出版物の要求タイトル所蔵率★ 利用者が要求した国内出版物のタイトルのうち、所蔵していた割合。サンプルデータの抽出が困難なため試行せず
A.2　サービス提供 ― 目録
A.2.1 全国書誌における新刊資料割合 当該年度に作成した全国書誌データのうち、最近 2 年間に

出版された資料の占める割合。
サンプルデータの抽出が困難なため試行せず

A.2.2 貴重書のインターネットによる書
誌提供割合

貴重書が整理され、その目録がウェブで提供されている割
合。

古典籍課及び政治資料課所管資料の紙媒体による書誌
提供割合：99.0％
＊ NDL-OPAC 提供割合は算出できず

A.3　サービス提供 ― 早く、便利に
A.3.1 整理に要する時間（中央値）★ 資料の受入れから、資料の排架又は書誌情報のサーバへの

インストールまでにかかる時間の中央値。
国内出版物を対象。
図書：50日、逐次刊行物（既受）：3日、逐次刊行物（新
受）：67日、逐次刊行物（更新）：13日

A.3.2 排架の正確性★ 資料が目録に示された場所に正しく排架されている割合。 東京本館における図書課及び雑誌課所管：99.99%
A.3.3 閉架書庫からの資料出納所要時間

（中央値）★
利用者が要求してから、資料を出納し利用できるよう準備
を終えるまでにかかる時間の中央値。

東京本館：16分、関西館：12分、国際子ども図書館：9分

A.3.4  ILL の迅速性★ ILL（図書館間貸出し・文献複写）において、申込みから
資料提供までにかかる時間の平均値。

図書館間貸出し：2 日、インターネット経由複写：5 日
※平均値でなく中央値

A.3.5 ホームページからのアクセス容易
性

ホームページから迅速かつ効果的に電子情報へアクセスし
やすく設計されているかどうか、情報ごとにクリック回数
等の評価項目を立てて点数化する。

実施方法が不明確であるため試行せず

A.4　サービス提供 ― 利用
A.4.1 最近 3 年間に受け入れた外国資料

の利用
最近 3 年間に受け入れた外国資料の、当該年度における館
内閲覧・複写及び ILL の利用割合。

試行したが、データ抽出方法に課題があり、公表に及
ばず

A.4.2 ダウンロード当たり費用★ 特定期間におけるダウンロードされたコンテンツ・ユニット 1
件当たりの費用。データベース等、電子情報源ごとに算出する。

試行したが、データ抽出方法に課題があり、公表に及
ばず

A.4.3 座席占有率★ 特定期間における、利用されている座席の割合。 試行したが、1日だけの調査であるため正確性に欠ける
と判断し、公表に及ばず

A.4.4 イベント当たり参加者数★ イベントの平均参加者数。 展示会：30,531 人、催物：95.4 人
A.4.5 利用者満足度★ アンケート調査において、数値化した満足度（5 段階が一

般的）で質問を行い、満足度の総点数を回答者数で割って
平均値を算出する。サービス項目（蔵書、開館時間、スタッ
フ対応等）ごとに算出する。

＜遠隔利用者＞
NDL-HP 利用者 : 37.7 点、図書館 : 56.4 点

＜来館利用者：2005 年度＞
東京本館 : 60.4 点、 関西館 : 62.8 点、 国際子ども図
書館 : 67.12 点

※満足 100 点、やや満足 50 点、やや不満足 -50 点、
不満足 -100 点でカウント

A.5　サービス提供 ― 電子化
A.5.1 1,000 タイトル当たり資料電子化割

合
当該年度における、所蔵資料 1,000 タイトル当たりの資料
電子化割合。資料保存のための電子化も含む。

大正期刊行図書を母数とした場合：128

A.5.2 特別コレクションにおける資料電
子化割合

特定のコレクションのうち、電子化された資料の割合。 明治期刊行図書：75%、大正期刊行図書：12.8%

A.5.3 電子化された資料当たりダウン
ロード数

図書館が電子化した資料 1 点当たりの、特定期間にダウン
ロードされたコンテンツ・ユニット数。

貴重書画像データベース及び近代デジタルライブラ
リー：1 タイトル当たり 86.6 件

A.6　レファレンス・サービス
A.6.1 レファレンス回答の正当率★ レファレンス質問において正しい回答を行った割合。覆面調

査による方法のほかに、質問への回答の完成度をコード化し
（すべて回答 / 一部のみ回答 / 外部の情報ソースを案内 / 回答
不能）、すべて又は一部回答した割合を算出する方法もある。

サンプルデータの抽出が困難なため試行せず

A.6.2 レファレンス回答の迅速性 申込みから回答を提供するまでにかかる時間の平均値。 東京本館・関西館：6 日、国際子ども図書館：11 日
※平均値でなく中央値

A.7　発展可能性
A.7.1 電子的サービスに従事する職員割合★ 電子図書館サービスの提供・拡充に関わる業務を行ってい

る職員の割合。FTE 換算する。
7.4%

A.7.2 職員当たり公式研修参加時間数★ 職員が公式研修に参加した平均時間数。 試行したが、データ抽出方法に課題があり、公表に及ばず
A.7.3 特別助成金等で得た資金の占める

割合★
特別助成金及び自らの所得による資金が収入全体に占める割合。 当館には適用できない指標のため試行せず

A.7.4 国内及び国際協力業務に従事して
いる職員割合

国内の図書館協力及び国際的な業務・プロジェクトに係
わっている職員の割合。FTE 換算する。

国際協力業務に充実する職員割合：2.4%

A.8　資料保存
A.8.1 保存状態のよい資料割合 400 点の資料について、保存状態を 4 段階（良、並、やや劣化、

破損）で判断し、状態のよかったもの（良、並）の割合を算出する。
実施方法に疑問があったため試行せず

A.8.2 資料保存対策が必要な資料の対策
実施率

保存の手当てが必要と判明した資料のうち、当該年度にお
いて対策をとった資料の割合。

実施方法に疑問があったため試行せず

A.8.3 適切な環境下で保存されている所
蔵資料割合

図書館全体の面積のうち、適切な環境を保持している書庫
及び閲覧室等の面積の占める割合。

実施方法に疑問があったため試行せず

A.9　経営の効率性
A.9.1 タイトル当たり目録費用 書誌レコード 1 件当たり作成するのにかかる人件費。外注

コストも含めて算出する。国内出版物のみ対象としてよい。
試行したが、データ抽出方法に課題があり、公表に及
ばず

A.9.2 貸出し・複写当たり費用★ 貸出し・複写１件当たり処理するのにかかる人件費。館内
閲覧・複写及び ILL すべてを対象とする。

試行したが、データ抽出方法に課題があり、公表に及
ばず

A.9.3 資料収集・整理における職員の生産性★ 職員１人当たりの新規受入れ資料の整理件数。遡及入力は含めない。6,612 点
A.9.4 貸出し・複写サービスにおける職員生産性 職員 1 人当たりの貸出し・複写処理件数。対象は 1.2 と同じ。25,560 件

出典：ISO/DTR 28118. Information and documentation- Performance indicators for national libraries. 2008. p91.
注：指標名中★マークは、ISO/FDIS 111620: 2008 を参考にした指標であることを示す。

表　「国立図書館のためのパフォーマンス指標」指標一覧



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

12

対応する国内規格として、JIS X 0812:2007. 図書館パフォー(1) 
マンス指標. がある。これは、初版である ISO11620：1998 に
Amendment 1:2003 “Additional performance indicators for 
libraries” の内容を反映させたものである。
Ambrožič, Melita. et al. Performance Evaluation in (2) 
European National Libraries: State-of-the-Art. 2003, p24.  
http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/024e-Ambrozic_Jakac-
Bizjak_Mlekus.pdf, (accessed 2008-1-31).
Baba, Dato’ Zawiyah. Performance indicators for national (3) 
libraries in Asia/Oceania: preliminary proposals based on 
a survey of Asia/Oceania libraries. 2003, p11. http://www.
ifla.org/IV/ifla69/papers/025e-Baba_Shukor.pdf, (accessed 
2008-1-31).
Poll, Roswitha et al. Performance Indicators for National (4) 
Libraries A list of possible indicators, taken from the new 
draft of the standard ISO 11620 and from practical examples 
tested by national or regional libraries. 2006, p11. http://
www.ifla.org/VII/s1/pub/s1-PerformanceIndicators2006.pdf, 
(accessed 2008-1-31).
徳原直子. ISO/TC46 最新動向：2007 年スペイン会議から. 国(5) 
立国会図書館月報. 2007, (559), p.21-16. http://www.ndl.go.jp/
jp/publication/geppo/pdf/geppo0710.pdf, （参照 2008-02-14）.
ISO/DTR 28118. Information and documentation- (6) 
Performance indicators for national libraries. 2008, p91.
対応する国内規格として、JIS X 0814:2007「図書館統計」が(7) 
ある。これは、ISO2789 の 2003 年版と対応しているが、最新
の 2006 年版とは対応していない。

Ref. 徳原直子. “特集, 「情報活動と標準規格」： 図書館評価－パフォー
マンス指標と統計”. 情報の科学と技術. 2006, 56(7), p.323-330. 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110004759541/, （参照 2008-03-10）.

CA1654

情報倫理と図書館

1. はじめに
　本稿の目的は、情報倫理の概略を述べた上で、情報
倫理が図書館とかかわる事例を提示することである。
新人図書館員や図書館情報学の初学者を含めて、幅広
い読者を想定している。
　まず、情報倫理の概念と必要性について述べる。次
に、現場の図書館で情報倫理が争点になった例として、
フィルタリングソフトの導入を挙げる。続いて、図書
館情報学教育のカリキュラムに情報倫理を含めるこ
とに関して、米国の大学、および米国図書館情報学
教育協会（Association for Library and Information 
Science Education. 以下 ALISE）の宣言を中心に動
向を整理する。

2. 情報倫理：概念、必要性
2.1 情報倫理の概念
　「情報倫理」の定義は文献によって異なる。本稿では、
次の 2 つの意味を持つものとして情報倫理という言
葉を用いる。

情報化社会が生み出す問題に対応するために個人(1) 
や集団が順守すべき、ガイドラインや規範。
情報化社会が生み出す倫理問題や上の (1) につい(2) 
て考察し、さらなる問題の発見や、ガイドライン
や規範に関する提言を行うこと。

　(1) の例としては、インターネット上で必要とされ
るマナーを定めたネチケットや、国内外の情報系学会
が策定した倫理綱領が挙げられる (1)。
　(2) に取り組んだ例には、わが国で 1998 年度か
ら 2002 年度にかけて実施された、「情報倫理の構築

（FINE）」プロジェクト（日本学術振興会「未来開拓
学術研究推進事業」、「電子社会システム」部門）があ
る (2)。なお、(2) の意味での情報倫理は、学的・批判
的営みであることを強調して、情報倫理学と呼ぶこと
もできる（上のプロジェクトの研究成果でも、多くの
場合そのように表記されている）。
　意味を広げれば、情報に関する倫理全般やその考察

（必ずしも現代の情報通信技術を議論に含まない）を
情報倫理と呼ぶこともできるだろう。また、情報とい
う観点から人間や社会のあり方を捉える試みを指して
情報倫理と言う場合もある。だが、本稿では字数の制
限もあるため、コンピュータやインターネット等の情
報通信技術を強く意識した上述の意味での情報倫理に

指標のデータ算出を試行した（表中最右列参照）。TR
によって、ある程度は算出方法が統一されると考えら
れるが、算出における細かな解釈は各図書館によって
異なってくる可能性がある。比較にあたっては、図書
館の業務や利用者層の違いを考慮し、データの解釈に
ついて十分理解することが必要である。

7. 今後の動向
　委員会原案は、3 か月の投票期間を経て、投票権を
もつ国の過半数が賛成すれば ISO から正式に TR とし
て発行されることになる。投票の締切りである 2008
年 5 月には、ISO/TC46 全体総会がストックホルム

（スウェーデン）で開催される。そこで同時に開かれ
る SC8 の作業グループにおいて、投票のコメント等
を検討することになっている。順調に進めば夏ごろに
は制定の見込みである。
　2008 年 8 月にケベック（カナダ）で開催予定の
IFLA 大会では、国立図書館分科会と統計・評価分科
会が合同のセッションをもち、SC8 議長がこの TR 化
について紹介することとなっている。今後、各国立図
書館がこの TR の指標群を積極的に活用し、指標の有
効性について検証していくことが求められている。

（収集部収集企画課：徳
とく

原
はら

直
なお

子
こ

）
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取り急ぎ焦点を当てる。

2.2 情報倫理の必要性
　本稿では上述の意味で情報倫理を用いるが、そのよ
うなガイドラインや規範、それらについての考察等は、
従来の倫理とは何らかの点で異なるものだろうか。言
い換えれば、従来の倫理に加えて情報倫理なるものが
存在する必要はあるのだろうか。
　この点については Yes・No 両方の議論がある。否
定的な態度をとるものには、例えば、「情報社会にお
いても、普段の実生活における倫理観をそのまま当て
はめていけば、大きな問題は十分回避できることが予
想される。むしろ、情報社会の問題は、おそらく、規
範をはずれた行為によってもたらされる被害に対して
必ずしも十分な救済を与えることができないというこ
とではないかと思われる」(3) とする見解がある。
　一方、情報倫理の必要を唱える立場のものは、情報
化社会では従来の倫理的概念や規範が危機に瀕して
いたり、適用しづらくなったりしている点を指摘する。
例えば、プライバシーについて以下のように言える (4)。
　プライバシーとは、古典的には、個人の生活に関す
る事柄がみだりに他人の目にさらされない権利、あ
るいは「ほうっておいてもらう権利（the right to be 
let alone）」と説明されるものである。近年では、「個人、
グループ、または組織が、自らに関する情報を、いつ、
どのように、どの程度伝えるかを自ら決定できる権利」(5)

すなわち「自己情報コントロール権」として理解され
てもいる。プライバシーにとって、コンピュータやイ
ンターネット等の新しいテクノロジーは脅威となりう
る。
　第１に、コンピュータの誕生によって、データの入
力が容易になり、かつ保存可能なデータ量が爆発的に
増大した。その結果、以前ならば記録自体されなかっ
たり、廃棄されたりしたはずのデータが、「何かの役
に立つかもしれないから、ついでに集めておこう」と
ばかりに蓄積されていくことがある。E メールの送受
信履歴やインターネット通販の利用履歴を思い出せば
よい。それらはデータベース的な利用も可能であり、
便利である一方で、情報がそのように蓄積・利用され
ることに危惧や嫌悪を感じる意見もある。
　第 2 に、データ処理速度の増大がある。一般に、異
なる目的で作成されたデータを突き合わせるという作
業は相当な労力を必要とするが、コンピュータはいと
も簡単にそれをやってのける。例えば、「当 XX 相談
室の本日朝一番の相談は、夫の家庭内暴力についての

ものでした」というカウンセラー側の情報と、「本日、
朝一番で XX 相談室に行ってきました。相談内容は秘
密ですが…」という相談者側の情報は、2 人が手書き
の日記に記している間は突き合わされることはなさそ
うである。ところが、インターネット環境下では両者
が組み合わさる可能性が増大する。例えば、2 人が上
の情報をブログに書いた場合を想定してみよう。検索
の方法やタイミングによっては、上の 2 つの情報を
第三者が発見し、秘匿情報に気づいてしまうことが起
こりうる (6)。
　第 3 に、情報の転送速度の増大がある。新しい土
地で一からやり直そうと考えている人にとって、いま
や個人情報はその人の移動よりも早く転送されること
ができる。
　第 4 に、情報の流出可能性の増大がある。公的機
関の金庫に保管されている個人情報にアクセスするよ
りも、クラッキングはもっと容易かつ安全に行われる。
以上のように、プライバシーに対するリスクは情報化
社会において増大しているといわざるをえない。
　論点はプライバシーだけではない (7)。例えば「著作
権」がある。インターネットは、元来は研究者が自分
達の仕事をしやすいように開発したものである。した
がって、その機能は研究者集団の理念で組み立てられ
ている。その理念とはリソース ･ シェアリングという
考え方である。リソース・シェアリングを良しとする
世界に、著作権という排他的な権利はそもそもなじむ
だろうか。あるいは「責任」がある。現代のコンピュー
タを含んだシステムの制作は、通常、個人ではなくグ
ループや会社によって行われており、システムエンジ
ニア、プログラマ、ドキュメントライター、その他多
数の人間がかかわっている。このことは、コンピュー
タのバグの発生を完全に予測して防ぐことは原理的に
不可能に近いという事実とも相まって、システムの不
具合によって損害が生じた際の責任の所在を曖昧にし
てしまう可能性がある。すなわち、コンピュータの普
及によって、人々の責任が曖昧になるかもしれない。
　以上のような事情から、現代の情報化社会において
は、たとえ倫理原則（例えば「プライバシーが確保
されるべきである」）が以前と変わらないとしても (8)、
それを実現するためのガイドラインや規範が新たに必
要になる場合があると判断できる。また、従来の倫理
的概念（例えば「著作権」や「責任」）を再検討する
必要があるとも考えられる。それゆえ、情報倫理は必
要とされているという立場を本稿ではとりたい。
　しかも今日、情報倫理は（少なくとも先進国の）す
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べての人々が必要とするものであると考えなくてはな
らない。元来は、情報倫理は 1980 年代に「コンピュー
タ倫理」として始まり、コンピュータ技術者の職能
倫理としての性格を帯びるものであった。ところが、
1990 年代のインターネットの普及に伴い、すべての
人を巻き込む倫理へと変貌したのである。その中には
図書館員や図書館利用者、あるいは図書館情報学をま
なぶ者も含まれる。次節では、図書館と情報倫理のか
かわりについて米国での事例を概観したい。

3. 図書館と情報倫理
3.1 図書館へのフィルタリングソフト導入
　現場の図書館で情報通信技術が新たな倫理問題を引
き起こした例として、米国の図書館におけるフィルタ
リングソフト（有害なページへのアクセスを防止する
ソフト）の導入がある。
  米国最高裁判所は 2003 年、わいせつ（obscenity）、
児童ポルノ（child pornography）、未成年者に有害

（harmful to minors）という合衆国憲法の保護下にな
い情報に未成年者がアクセスすることを防ぐため、学
校や公共図書館が設置するコンピュータにフィルタリ
ング技術を導入することを義務付けた「子どもをイン
ターネットから保護する法律」（Children’s Internet 
Protection Act. 以下 CIPA）が合憲であるとの判決を
下した（なお、17 歳以上の利用者が研究等の目的で
インターネットにアクセスする場合は、フィルタリン
グ装置を停止することができる）。この結果、米国の
公共図書館はフィルタリングソフトを導入するか、導
入を見送って連邦からの補助金を諦めるかの選択を迫
られた。
  図書館にとってネックとなったのは、現行のフィル
タリングソフトは完全ではなく、有害なウェブページ
以外のものまでアクセスを遮断してしまうことがあ
るという点であった。フィルタリングソフトの導入は
一種の検閲になると判断し、この点を重く見て、導入
を見送った図書館もある。有害情報から利用者を守る
という役割と利用者への情報アクセスの提供という使
命の間で、図書館は決断を迫られたわけである（さら
に言えば、CIPA に本来は反対であるものの、補助金
を失えば図書館が機能不全に陥り情報アクセスの提供
という使命を果たすことができなくなってしまうため、
それを回避するためにフィルタリングソフトを導入す
る、あるいは、有害情報からの保護には賛成だが、他
の手段（子どもへのインターネット教育を徹底する、
等）を支持するのでフィルタリングソフトは導入しな

い、という判断もあり得た。図書館が迫られた決断は、
単純な二者択一にとどまらない、難しいものであった
と思われる）。
  CIPA および合憲判決の図書館への影響について
は、本誌やカレントアウェアネス -E のバックナン
バーに詳しい記事がある（CA1572、CA1473、E499、
E220、E098 参照）。

3.2 図書館情報学教育における情報倫理
　ファリス（Don Fallis）によれば、米国図書館協会

（ALA）認定の図書館情報学教育プログラム中、カリ
キュラムに情報倫理を含むものは半数を大きく下回
るのが現状である (9)。だが、情報倫理の科目を開講し、
積極的に教育を行っている例も見受けられる。ピッ
ツバーグ大学情報科学部（School of Information 
Sciences, University of Pittsburgh. 学部・大学院両
方に図書館情報学専攻を有する）では、情報倫理に
関する通常科目や連続講義を開設し、かつ、情報倫
理をテーマとする学生に対する研究奨学金制度を設
けている (10)。また、アリゾナ大学情報資源・図書館
学 部（School of Information Resources & Library 
Science, University of Arizona）は、情報倫理を修
士課程の必修科目にしている。種々の倫理綱領だけで
なく、複数の哲学者の倫理学説を学ぶ内容になってい
る (11)。
　今後、米国の図書館情報学教育プログラムにおいて
情報倫理の開講が増えていくかは、現時点では断定で
きない。しかし、少なくとも情報倫理への関心が高まっ
ていることは、以下の ALISE の宣言から見てとるこ
とができる。 
　ALISE は、北米における図書館情報学の大学院課
程の教員を支援する非営利団体である。個人会員数
は 500、機関会員数は 60 以上に上る。その情報倫理
に関する専門部会が 2006 年 10 月、「図書館情報学
教育における情報倫理教育に関する宣言」（Position 
statement on information ethics in LIS education）
を発表した。
　宣言は、多元的な情報倫理の理論や概念を修得する
ことが図書館情報学教育や情報専門職に必要であると
の見地から、図書館情報学教育界に対して以下の点を
推奨している。

カリキュラムの基礎課程において、情報倫理を必(1) 
修にするべきである。学生の到達目標には次の事
項が含まれる。

情報に関する倫理的コンフリクトを認識し、表• 
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後者については、例えば「情報処理学会倫理綱領」が、策定に(1) 
中心的にかかわった論者達によってしばしば言及、解説されて
いる。
名和小太郎ほか編著. IT ユーザの法律と倫理. 共立出版, 2001, 
p.145-165.
土屋俊. “情報技術者の職能倫理：「情報処理学会倫理綱領」を中
心に”. 情報倫理学：電子ネットワーク社会のエチカ. 越智貢ほ
か編. ナカニシヤ出版, 2000, p.108-144, （叢書倫理学のフロン
ティア, 4）.
京 都 大 学 文 学 部「 情 報 倫 理 の 構 築 」 プ ロ ジ ェ ク ト 室. (2) 
“FINE(Foundations of Information Ethics)”. http://www.fine.

現できるようになる。
情報分野における個人や集団の相互作用がもた• 
らす結果への責任感を身に付ける。
情報に関する異なる文化や価値観を認め、異文• 
化間の対話を行う基礎を養う。
倫理的理論や概念、およびそれらと日常の情報• 
作業との関連についての基礎知識を修得する。
倫理的な思索、および批判的な思考を身に付け• 
る。さらに、それらを職業生活に応用すること
を学ぶ。

情報倫理に特化した講座が定期的に開講されるべ(2) 
きである。適格な教員が担当し、多様な視点を含
む各国の文献が使用されるべきである。
管理運営やヤングアダルトサービス、情報リテラ(3) 
シートレーニング等、カリキュラム全体にわたっ
て情報倫理が言及されるべきである。
情報倫理への取り組みは継続的なものでなくては(4) 
ならない。

　宣言は全体的に、情報倫理の教育に際して国際的、
多元的な視点、あるいは異文化間の対話を重視する論
調になっている。

4. まとめ
　上の 3. では米国の事例を見たが、わが国でも高等
教育機関においてであれ、現職者への研修においてで
あれ、情報倫理を図書館員（志望者）が学ぶ必要はあ
ると思われる。その際、ネチケットの類を身に付ける
だけでなく、情報化社会の倫理問題に対する批判的考
察の仕方（本稿 2.1（2）の部分）を学ぶことが学習
者にとって重要だと考える。フィルタリングソフトの
例のように、図書館業務と現代の倫理問題は深くかか
わるため、倫理問題を考察することは、図書館の仕事
について考察することにもつながるからである。図書
館員が情報倫理の素養を身につけることは、彼 / 彼女
が自らの職務について考えを深め、新たな課題や可能
性を発見することにもなるだろう。

（青森中央短期大学：後
ご

藤
とう

敏
とし

行
ゆき

）

bun.kyoto-u.ac.jp/, （参照 2007-12-09）.
梅本吉彦編著. 情報社会と情報倫理. 丸善, 2002, p.16.(3) 
ただし、この発言自体は情報倫理の存在を認める立場にもつな
がりうる。なぜなら、情報社会の問題を「規範をはずれた行為
によってもたらされる被害に対して必ずしも十分な救済を与え
ることができないということ」と分析し、その対応策を提言す
ることは、本稿 2.1（2）の意味で情報倫理的な営みになるから
である。
以下のプライバシーの議論は、水谷雅彦氏による一連の論稿を(4) 
参照しつつ記述した。
水谷雅彦. “講義の 7 日間：情報化社会の虚と実”. 情報. 越智貢
ほか編. 岩波書店, 2005, p.19-26, （岩波応用倫理学講義, 3）.
水谷雅彦. 情報の倫理学. 丸善, 2003, p.52-74, （現代社会の倫
理を考える, 15）.
水谷雅彦. “プライバシー概念の再検討と現実的諸問題”. 情報倫
理の構築. 水谷雅彦ほか編著. 新星社, 2003, p.101-122, （ライ
ブラリ電子社会システム, 5）.
水谷雅彦. “インターネット時代の情報倫理学”. 情報倫理学：電
子ネットワーク社会のエチカ. 越智貢ほか編. ナカニシヤ出版, 
2000, p.3-48, （叢書倫理学のフロンティア, 4）.
Westin, Alan F. Privacy And Freedom. Bodley Head, 1970, (5) 
p.7.
ブログを匿名で運営している場合でも、この第三者との親密度(6) 
等によっては、家庭内暴力の相談と相談者本人が結びついてし
まう危険はあると思われる。
本段落は以下の文献を参照した。(7) 
名和小太郎. “ 著作権におけるトレードオフ”. 情報倫理学：電
子ネットワーク社会のエチカ. 越智貢ほか編. ナカニシヤ出版, 
2000, p.240-265, （叢書倫理学のフロンティア, 4）.
江口聡. “コンピュータと集団の責任”. 情報. 越智貢ほか編. 岩波
書店, 2005, p.106-123, （岩波応用倫理学講義, 3）.
水谷雅彦. 情報の倫理学. 丸善, 2003, p. 1-24, （現代社会の倫理
を考える, 15）.
状況の変化が非常に大きい場合、倫理原則自体に何らかの変更(8) 
が加えられる可能性もあるだろう。
Fallis, Don M. “Information ethics for twenty-first century (9) 
library professionals”. Library Hi Tech. 2007, 25(1), p.26.
Carbo, T. et al. “Information ethics : the duty, privilege and (10) 
challenge of educating information professionals”. Library 
Trends. 2001, 49(3), p.510-518.
School of Information Resources and Library Science. (11) 
“IRLS520 Ethics for Library and Information Professionals”. 
http://sirls.arizona.edu/node/78, (accessed 2007-12-09).

Ref：Fallis, Don M. “Information ethics for twenty-first century 
library professionals”. Library Hi Tech. 2007, 25(1), p.23-35.

Wyatt, Anna May. “Do librarians have an ethical duty to monitor 
patron’s Internet usage in the public library?”. Journal of 
Information Ethics. 2006, 15(1), p.70-79.

ALISE Information Ethics Special Interest Group. “Position 
statement on information ethics in LIS education”. 
2006-10-10. http://www.michaelnagenborg.com/de/pdf/
ALISE_IE_SIG_STATEMENT.pdf, (accessed 2007-12-09).

Carbo, Toni. et al. “Information ethics: the duty, privilege and 
challenge of educating information professionals”. Library 
Trends. 2001, 49(3), p.510-518.

越智貢ほか編. 情報. 岩波書店, 2005, 263p, （岩波応用倫理学講義, 3）.
水谷雅彦ほか編著. 情報倫理の構築. 新星社, 2003, 312p, （ライブラ

リ電子社会システム, 5）.
水谷雅彦. 情報の倫理学. 丸善, 2003, 172p, （現代社会の倫理を考える, 15）.
梅本吉彦編著. 情報社会と情報倫理. 丸善, 2002, 204p.
名和小太郎ほか編著. IT ユーザの法律と倫理. 共立出版, 2001, 180p, 

（情報フロンティアシリーズ, 24）.
越智貢ほか編. 情報倫理学 : 電子ネットワーク社会のエチカ. ナカニ

シヤ出版, 2000, 323p, （叢書倫理学のフロンティア, 4）.
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はじめに
　デンマークの公共図書館の最大の特徴は、生涯学習
を公共図書館の理念として掲げ、コミュニティ住民の
情報への公平なアクセスを確保するための活動を、一
貫して行ってきたことである。その結果デンマークで
は図書館間のネットワークが整備され、居住区がどこ
であっても平等な図書館サービスを受けることができ
る。２点目の特徴は、公共図書館が公的サービスとし
て確固たる位置づけを持ち、図書館サービスの公的財
源と専門職制を揺ぎないものにしていること、さらに
市民がそのことを支持している点である。３点目にデ
ンマークの図書館法は 1920 年に制定されて以来、定
期的に改正され、同法に厳密に沿って実際の活動が展
開されている点である (1)。上記の特長によりデンマー
クは北欧諸国のなかで最も成熟した図書館制度を持つ
国と言われている。
　しかしながらインターネットの普及により、公共図
書館に対する情報要求は相対的に減少している。公共
図書館の新たな活動領域の開拓が重要な課題となる中
で、デンマークでは図書館の生涯学習センターとして
の機能に再び着目し、学習機能を強化することで図書
館の新しい役割を模索し、新たな利用者の獲得を目指
している (2)。以下、いくつかの公共図書館の実践例を
紹介しながら、デンマークの公共図書館の現状につい
て報告したい。

小特集

　北欧のコミュニティと公共図書館
　日本における北欧の図書館への関心は高く、これまでも北欧の数々の図
書館が、訪問記の形で紹介されてきた (1)。本稿はスウェーデン、デンマーク、
ノルウェーの各国の公共図書館について、その最新の状況を報告するとと
もに、図書館サービスの置かれた状況や課題を論じるものである。

（筑波大学：吉
よし

田
だ

右
ゆう

子
こ

）

(1) 北欧の図書館への訪問記は、下記を参照。
1. 図書館計画施設研究所編. Libraries in Finland & Sweden. 図書館流通センター, 1994, 

288p.
2. 図書館計画施設研究所編. Libraries in Denmark & Iceland. リブリオ出版, 1998, 205 p.
3. 図書館計画施設研究所編. Libraries in Norway & Sweden. リブリオ出版, 1996, 207p.
4. 全国学校図書館協議会北欧学校図書館研究視察団編. 北欧に見る学校図書館の活用. 全国学

校図書館協議会, 2007, 127p.

CA1655

北欧のコミュニティと公共図書館：デンマーク

オーフス公共図書館 / ゲレロプ分館
（Århus Kommunes Biblioteker / Gellerup Bibliotek）
　オーフス中央図書館は 2004 年に、ビル・アンド・
メリンダ・ゲイツ財団の「学習へのアクセス賞」(Bill 
& Melinda Gates Foundation Access to Learning 
Award 2004；E245 参照 ) を受賞したことで一躍有
名になった、デンマーク第 2 の都市オーフスにある
大規模図書館である。中央館は、デジタル資料の提供
やマルチメディアを駆使した情報サービスなど、先進
的なサービスを積極的に導入している図書館として知
られる (3)。
　オーフス公共図書館のサービスのなかでもとりわけ
ユニークな活動は、ゲレロプ分館における移民の雇用
促進のための活動である (4)。そもそもオーフス図書館
では 1990 年代半ばから、市民の情報技術利用にかか
わる援助を行ってきた。周辺に移民が多く住むゲレロ
プ分館では、移民への情報技術のスキルアップのため
の支援活動に加えて、「職業コーナー」を設け、雇用
促進のための積極的なサポートを行ってきた (5)。
　さらに同分館では公共サービスの向上と住民の社
会参加を目標とするプロジェクト CCG （Community 
Center Gellerup) を展開している。このプロジェク
トは、デンマークではあまり見られない図書館員とボ
ランティアと市民の協働を強調している点でユニーク
な活動といえる。プロジェクトでは地域の社会活動と
のネットワークの構築を目指すとともに、図書館がボ
ランティアセンターなどと連携して、学習支援や情報
技術の取得におけるインフォーマルな学習の場を提供
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している。また住民の生活支援活動として保健管理士、
歯科衛生士、助産師を分館に常駐させて無料の健康相
談を行っている (6)。
　ゲレロプ分館に限らず、デンマークの都市部の分館
は住民構成に合わせた独自のサービスを行っている点
に特徴がある。デンマークでは 1983 年および 1990
年の図書館法改正以後、図書館政策における自治体の
裁量が増えている。この文化政策の変化により、図書
館はコミュニティの他の文化施設と競合的な立場にお
かれるようになった (7)。こうした動向を図書館と他機
関との連携の機会としてとらえ、新たなサービスを開
拓する図書館も増えている。ここで紹介したゲレロプ
図書館はその一例である。

リュンビュ公共図書館 （Lyngby Kommunes Biblioteker）(8)

　次にコペンハーゲン近郊にある中規模図書館リュン
ビュ公共図書館を例にとって、デンマークの典型的な
公共図書館の現状をみていきたい。
　図書館は中央図書館と 3 つの分館から構成されて
いる。開館時間は 10 時から 19 時まで、土曜日は 10
時から 17 時まで、日曜日は休館である。視聴覚資料
や特別な資料を除けば貸出冊数に制限はない。図書館
ネットワークが発達しているデンマークでは館種を超
えた ILL が可能であり、移民のための多言語資料は

「多言語資料貸借および支援に関する統合図書館セン
ター」（BiblioteksCenter for Integration）から大部
分を取り寄せている。
　利用者が ID とパスワードを取得してインターネッ
ト経由で図書館の予約、延長等を行うのは日本と同様
である。貸出期間は１ヶ月で、延滞には延滞料が課
せられる。延滞料は成人と子供では異なり、成人は 1
週間で 20 デンマーク・クローネ（約 430 円）、子供
は 5 デンマーク・クローネ（約 100 円）で、1 か月
延滞すると成人は 125 デンマーク・クローネ（約 2,700
円）、子供は 35 デンマーク・クローネ（約 750 円）
となる。
　デンマークでは人々は図書館から本を借りるだけで
なく待ち合わせや憩いの場として図書館を気軽に利
用しているが、リュンビュ図書館もそうした目的に適
した空間として、図書館のゲートを入る前に、ブラウ
ジングルームとカフェが配置されている。市の知的障
害者センターによって運営されているカフェには、コ
ミュニティのさまざまな情報に関するパンフレットが
壁一面に展示されるとともに各国語の新聞も置かれ、
市民のためのよきコミュニケーションの場となってい

る。
　リュンビュ公共図書館ではこれまで作家による講演
会や展覧会を中心に、多様な催し物を開催してきた。
読書会や図書館員を講師としたコンピュータ講座など
も開かれている。いずれも企画・実施段階で司書が積
極的にかかわり、図書館が主催する催し物として質の
確保に配慮したものである (9)。
　インターネットの発達で図書館利用が相対的に減少
するなかで、リュンビュ図書館では利用者獲得に向け
た図書館側からの働きかけに力をいれ、ウェブサイト
を利用したサービスの可能性を探っている。図書館の
課題としては、図書館の多様な機能をもっと積極的に
活用してもらうための利用者への PR と、来館しない
利用者に対するウェブサイト経由のサービス提供が挙
げられていた (10)。

考察
　すでに紹介したオーフス公共図書館は「オーフス公
共図書館の図書館政策 2006-2009」を 2005 年に発
表し、そこには 10 項目の目標が掲げられている。そ
の項目とは（1）メディアを通じた知識と経験の提供、

（2）生涯学習支援、（3）情報への平等かつ無料アク
セスの確保、（4）デンマーク語も含めた文化遺産の
保存と伝承、（5）マジョリティとマイノリティの統
合、（6）児童の成長の支援、（7）コミュニティの他
機関との連携、（8）最新の情報技術に基づく図書館
サービスの進展、（9）図書館サービスの質・時事性・
多様性の確保、（10）図書館サービスの継続性、公開
性、アクセシビリティの 10 点である。これらの項目は、
デンマークのすべての公共図書館が今後目指す目標と
いってもよいであろう (11)。これらの中からいくつか
の重要課題について考察してみたい。
　まずデンマークでは多様な文化背景を持つ利用者が
増加し、そうした利用者を考慮したサービスは、これ
からも重要な図書館の活動目標となることが予想され
る (12)。さらにマイノリティ住民の図書館利用の増加
による利用者層の変化を、デンマークの図書館は自
国の政治的課題である「マイノリティの統合」に結び
つけてとらえている。つまり公共図書館を文化的背景
が異なるあらゆる人々に平等にサービスを行うことで、
民族的マイノリティの社会参加を後押しし、マイノリ
ティ住民とマジョリティ住民の交流を促す重要な機関
として位置づけている。
　もう一つの課題は、情報技術にかかわる公共図書館
の活動である。北欧の図書館では図書館サービスの
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最近の改正は 2000 年である。2000 年図書館法では特定サービ(1) 
スへの課金が明記されているほか、館長の司書資格が必須条件
ではなくなった。
北欧の公共図書館における新たなサービスの展開については、(2) 
以下の先行研究を参照のこと。
Johannsen, Carl Gustav & Kajberg, Leif eds. New Frontiers 
in Public Library Research. Lanham, Malyland, Scarecrow 
Press, 2005, 366p.
オーフス公共図書館のサービスの詳細については以下の文献を(3) 
参照のこと。
Annual Report 2004. Århs Kommunes Biblioteker, 2005, 
19p, http://www.aakb.dk/graphics/portal/bibliotekerne/
Beretning2004.pdf, (accessed 2008-01-10).
Jackson, Jack. Århus Public Libraries:Embracing Diversity, 
Empowering Citizens in Denmark. 2005, 25p, http://
www.clir.org/pubs/reports/pub131/pub131.pdf,(accessed 
2008-01-10).
Kultureformiding I bevægelse (Cultur & Mediation in 
Motion). Århs Kommunes Biblioteker, 19p, http://www.
aakb.dk/graphics/om/Publikationer/Kulturformidling/
Kulturformidlingibevaegelse.pdf, (accessed 2008-01-10).
堤恵. 北欧の移民・難民への図書館サービス：スウェーデンとデ(4) 
ンマークの事例から. カレントアウェアネス. 2006, (287), p.8-9. 
http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=1017, 

（参照 2008-01-10）.
Århus Kommunes Biblioteker. Community Center Gellerup. 
http://www.aakb.dk/sw75471.asp, (accessed 2008-01-10).
Jackson, Jack. Århus Public Libraries : Embracing Diversity, (5) 
Empowering Citizens in Denmark. 2005, p.4-5. http://
www.clir.org/pubs/reports/pub131/pub131.pdf, (accessed 
2008-01-10).
Jackson, Jack. Århus Public Libraries:Embracing Diversity, (6) 
Empowering Citizens in Denmark. 2005, p.6-7. http://
www.clir.org/pubs/reports/pub131/pub131.pdf ,(accessed 
2008-01-10).
Rasmussen, Casper Hvenegaard and Jochumsen, Henrik. (7) 
Problems and Possibilities: The Public Library in the 
Borderline between Modernity and Late Modernity. Library 

自動化があらゆる面で進み、資料の貸借・返却は原則
として機械を使ったセルフサービスで行われるように
なった。また図書の予約やレファレンス、さらに延滞
料の支払いまでもコンピュータ上で行うことが可能で
ある。こうしたサービスはおおむね好評であるものの、
こうしたシステムに不慣れな住民が一定数いることも
また事実である。つまり図書館はサービスの自動化を
推進し、新たな情報技術を積極的に導入することが求
められていると同時に、利用者が新しい技術を使うた
めのスキルを習得するためのサポートを行う場として
も期待されている (13)。
　デンマークでは、すべての図書館サービスは住民の

「情報への平等なアクセス」という理念に基づいてい
る。この理念を実現するために、情報のアクセスに相
対的に不利益を被っている社会的・文化的・民族的マ
イノリティに配慮したサービスを常に実施し、マジョ
リティ中心になりがちなサービスのバランスを保ち、
情報アクセスの平等性を確保しようと努めているので
ある。

（筑波大学：吉
よし

田
だ

右
ゆう

子
こ

）

Quarterly. 2007, 77(1), p. 57 .
Lyngby-Taarbæk Bibliotek. Forside : Lyngby-Taarbaek (8) 
Bibliotek, https://www.lyngbybib.dk/forside, (accessed 
2008-01-10)
Lyngby -Taarbæk B ib l io tek .  Ku l tu re l t  Regnskab : (9) 
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CA1656

北欧のコミュニティと公共図書館：ノルウェー

　ノルウェーは今回紹介されている北欧 3 国の中で
は一番人口の少ない国である。統計局（Satatistisk 
sentralbyrå）(1) によると、人口は 2007 年 1 月 1 日
現在で 470 万人弱。人口は少ないものの、国土は日
本の面積に匹敵しており、公共図書館は全国土に住む
人々にサービスと提供するという課題がある。広い地
理をカバーするためブックモービル、ブックボートが
長年存在してきたが、これらも近年予算削減に苦しみ、
幾度も廃止政策が打ち出された。しかし、その度に全
国的な署名活動等が展開され、現在のところ何とか維
持されている。
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　その一方で、新たな動きも出てきている。国の機関
として 2003 年に ABM 開発（ABM-utvikling）(2) が
発足し、時代にあった文化サービス提供を指導すると
して公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書
館のサポートに当たっている。ABM 開発は 2006 年
に図書館改革構想を打ち出した。2014 年を目標にノ
ルウェー国内の図書館は、公共、専門、学校各種図書
館の垣根を越えた「ノルウェー図書館」と称するネッ
トワークを形成するという構想である (3)。本稿ではノ
ルウェーの公共図書館の現状とともに、現在進められ
ている「ノルウェー図書館」構想について紹介したい。

1. 公共図書館の法制と統計
　ABM 開発の統計 (4) によると、2006 年時点でノル
ウェー全国に公共図書館は 431 館あるが、分館数は
1997 年の 1,088 館から 815 館と減っており、これら
の分館は多くが学校図書館も兼ねる図書館である。図
書館員数は 2,573 人、うち司書資格保持者 1,088 人
である。開館時間は土曜日を含め、以前よりも延長
されている。また図書館の 83％はインターネットで
OPAC を公開している。
　図書館資料予算は 1998 年以来減少傾向にあったが、
2006 年に若干増加した。電子メディアが全体の約 8％
を占めており、オーディオブックの貸出が増加傾向に
ある。一方でインターネットでダウンロードできるた
めか、DVD や CD の貸出は減少しつつある。
　ノルウェーでは、最初の公共図書館法は 1935 年
に制定され、その後も改正を重ねてきた。現行法は
1985 年に制定されたものである (5)。
　この法律によると、各コミューン（自治体）ごとに
公共図書館を 1 館設置し、図書館長は司書資格保有
者でなければならないと定められている。また公共図
書館の利用は無料とし、国内の全ての人を対象に、図
書や他のメディアの貸出を通じて、情報、教育文化活
動に寄与する。図書館サービスは、あらゆる良質の文
化を反映し、図書館の活動を人々に知らせるべく積極
的に情報を発信する、と規定されている。
　2014 年に向けた改革の進展により、今後も公共図
書館法は改正される可能性がある。

2. 公共図書館の現況
　公共図書館は、兼用図書館（公共図書館兼学校図
書館）、小中学校図書館と共に各コミューンが予算を
決定している。コミューンごとに差はあるが、ホーム
ページやブログに力を入れ、地元の作家紹介や、利用

者、図書館員等による図書紹介のページを設けている
館もある。
　例えば、北ノルウェーのノーランド（Nordland 
fylke） 県 の フ ァ ウ ス ケ・ コ ミ ュ ー ン（Fauske 
kommune）は人口 1 万人弱の小さな市だが、その公
共図書館では、ウェブサイトに子ども用ページ、中高
生用サイト、ブログがあり (6)、図書館と利用者が気軽
にコミュニケーションできるようにしている。加えて、
ノーランド県下の公共図書館の共通ウェブサイト (7)

で、近隣の公共図書館、学校図書館との連携を図って
いる。
　一方、南ノルウェーのテレマルク（Telemark）県
のシェーエン・コミューン（Skien kommue）は、劇
作家イプセン生誕の地であり、公共図書館でも当然の
ことながらイプセン関係図書の充実が重要視されてい
る。シェーエン・コミューン公共図書館のホームペー
ジの各部門 (8) を見ると、成人部門、児童部門とともに、
移民部門、イプセン部門、地方史部門、さらに刑務所
内図書館も公共図書館の一部門として管理されている
ことがわかる。
　コミューンによっては、図書館とサービス機関（行
政窓口等）が同じ建物内にあり、その場合は図書館員
の勤務時間帯外は他の職員が貸出や返却を代行するこ
とで、開館時間を延長している。
　ノルウェーでは、インターネット、ブロードバンド
の一般普及率が高く、デジタルの情報で代替される
と結論づけたがる人も少なくないが、デジタル環境の
ない家庭もまだまだある。デジタル化された情報が優
先される時代、それにアクセスが可能でないと、その
情報を手に入れることは全く不可能になる。それらの
人々にとって、公共図書館はインターネット環境を提
供する場としても大切なのである。その意味では、デ
ジタル化が進んでもヴァーチャル図書館だけでなく、
実在の図書館も必要とされつづける。
　また近年では、学生児童の読書力の著しい低下が指
摘されている。このため公共図書館、学校図書館の存
在を再認識すべきという声も出ている。しかし限られ
た予算の中で、何を優先するかは、長期計画で考える
必要があろう。

3. 移民と公共図書館
　近年の移民人口の増加に伴い、移民の背景を持つ公
共図書館利用者が増え続けている。これを反映し、図
書館予算減少傾向の中で、多言語図書館の予算は増額
されている。多言語図書館サービスは、首都オスロ・
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コミューンのダイクマン図書館の多言語図書館部門が、
ノルウェー全土の需要に対応している。図書館は文化
政策の一端を担っており、移民がノルウェー社会に溶
け込んでいくために、多言語による図書館サービスは
重視されている。
　2008 年のノルウェーの文化政策は「多彩な文化の
年」をテーマに掲げている。この政策は、本来のノ
ルウェー以外の移民文化や少数民族文化、ハンディ
キャップ等、様々な価値を文化面で積極的に取り入れ
ることを目指している。この目標に合わせ、催しを企
画している公共図書館もある。

4. 「ノルウェー図書館」構想の紹介
　本章では現在 ABM 開発が進めている、「ノルウェー
図書館」構想について紹介したい。この構想は三本柱
からなる。

a．インターネットを通じたサービスの充実
　国立図書館と ABM 開発は共同で国レベルの共通図
書館ホームページ作りに当たっている。公共図書館
にとっての一番大きな影響は、全国共通貸出カード (9)

の導入である。一枚の貸出カードで、全国どこの図書
館でも資料を借りられるというものであり、すでに地
方の各コミューンでもこのカードの配布が始まってい
る。ノルウェーでは、ほぼ全ての教育機関（小、中、
高等、大学）が公立であり、各大学図書館と公共図書
館間の ILL はごく日常の業務として一般的に行われて
いる。また、インターネットを使った大学講義やグルー
プ作業が広がっており、分野によっては国内外を問わ
ず大学教育を遠隔で受ける学生が増えてきている。例
えば、オスロ大学に籍を置きながら、普段はノルウェー
北部のトロムソで生活することも可能である。この場
合、オスロ大学図書館にしかない自分の専門分野の本
を借りるには、地元の公共図書館を通じて本の貸出を
依頼することになる。つまり、地元の公共図書館が、
その学生にとっては大学図書館の窓口となる。このた
め都市の大学に籍を置き、地元で勉強する学生の公共
図書館利用も増加している。

b．図書館セクターの再編成
　第 2 点目は、小規模な公共図書館、専門図書館、学
校図書館と大規模図書館との協力体制の強化である。
この点については様々な懸念があり、必ずしも歓迎さ
れているわけではない。小規模な市では、自治体内の
地元図書館を失う恐れがある。すなわち大規模図書館

の下に一つだけ分館が置かれ、地元の図書館業務がデ
ジタルサービスに置き換えられてしまうという可能性
が懸念されている。ヴァーチャル図書館は、必ずしも
物理的図書館の役目は果たせないが、一方で、時代の
流れと限られた予算内で何を優先していくか、という
問題も存在する。

c．図書館職員の技能知識向上
　情報社会の発展、IT サービスの進化、新たな図書
館の役割など、図書館と密接にかかわる分野は常に
変化の波にさらされている。そこで図書館司書の知識
を常にアップデートするために、セミナーやワーク
ショップを活発に開催したり支援している。これらの
多くは首都のオスロ、あるいはスカンディナヴィアの
他国や欧州で行われるため、地方の司書は参加費、旅
費の援助をABM開発や、県立図書館（fylkesbibliotek）(10)

に頼っている。
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北欧のコミュニティと公共図書館：スウェーデン

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

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

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

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

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

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

（ストックホルム市立図書館国際図書館：小
こ

林
ばやし

ソーデルマン淳
じゅん

子
こ

）
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CA1658

情報学の知識構造を描き出す試み：
ジンズによる Knowledge Map 研究の概要

　動向レビュー　

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

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

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

2. 成果
　ここで追究されている “knowledge map”（以下ナ
レッジマップ）とは、個人的知識や社会集団の共有知
識の構造の図式化を意味すると考えられる。そして情
報学のナレッジマップとは、情報学という学術分野を
構成する（帰属する、または一定の関与を持つ）研究
者の集団の共有する知識や共通イメージを何らかの形
で視覚化したもの、と解することができる。
　“Map” という語から連想されるのは、学術分野の
範囲や構成・構造等に関する計量的（経験的）研究で
ある。それは従来から情報学の主題の 1 つに位置づ
けられ、ビブリオメトリックス（計量書誌学）全盛の
時代を経て、現在に至るまで継続している (5)。また情
報学自身を対象とする研究も古くから見られる。ここ
では、情報学の方法論による情報学それ自体を対象と
する研究があること、つまり自己言及性を持つことが
古くから情報学の重要な特性として注目されてきた。
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　そうした研究は、一定の客観的成果を提供する反面、
研究対象がせっかく「思考する存在」であるのに、そ
の思考や知覚イメージを回避して通るものである。対
し、ジンズの研究は、デルファイ（Delphi）法を用
いて知覚イメージに接近する調査である。
　調査は 2003 年から 2005 年にかけて行われた。
“Critical Delphi study” と称し、各段階に含まれる批
判的作業を本研究の特質と見なしている。57 名の「先
導的な」情報学研究者に質問紙を送り、情報学に関連
する考え方を引き出していく。得られた回答を各々に
フィードバックしながら調査を繰り返し、最終的に 3
段階で収斂させて結果を得ている。最初のラウンド 1
では回収率 100%、ラウンド 2 と 3 では回収率が下が
り、最後のラウンド 3 まで通して参加した人数は 35
名（61.4 パーセント）とのことである。対象者の氏
名と所属は論文中で明示的に列記されている。所属は、
米国を中心としながらもそこに留まらず、英国やヨー
ロッパ各国・アメリカ大陸などの 16 カ国にわたり、
また論文中の記述によると、学際的な構成である。ま
た、論文執筆に至る研究それ自体を 3 段階のデルファ
イ調査に続く「ラウンド 4」とも規定しているようで
ある。
　一連の論文は、以下のような分担となっている。（掲
載順）

情報学の概念(1) 
情報の概念(2) 
情報学のナレッジマップ(3) 
領域構成(4) 

　このうち、(1)、(2)、(4) の 3 つは、調査（あるいは
質問紙）の 3 つの下位区分に対応している。
　1 番目の「情報学の概念（conceptions）」は情報学
の定義の意であり、調査全体の中で、情報学の探究す
る対象や主要な問題領域に関する部分の報告である (6)。
回答者個別の「情報学の定義」を根本素材とし、対象
範囲やアプローチに関する記述に基づき、6 つの型に
類型化する。すなわち、（a）高度技術型、（b）技術型、

（c）文化／社会型（以上 3 つを「媒介志向」と規定）、（d）
人間世界型、（e）生命世界型、（f）生命・物理的世界
型（以上 3 つを「包含的性格」と規定）である。前
者の媒介志向とは、おそらく情報を仲介する機能・業
務に焦点を当てた定義、ということだと思われる。た
とえば（a）は、情報を処理する技術のうち高度な技
術こそが情報学の主要問題領域だと見なす定義、とい

うことになる。
　これらは「ありうる類型」ということであり、回
答傾向としては（c）への集中が見られたと指摘され
ている。調査の中では、情報学に対して認知科学や
“knowledge science” という語（概念）を対置させ、
また、情報学を「人類知識の中で、認識論等と並ぶメ
タ知識分野の一つ」と規定する自説を導入し（いわば

「ぶつけて」）、単に個別・雑多な定義を集めて総括す
るというような次元に留まらないよう、一定の調整を
行っている。また、情報学という名称そのものにも一
定の省察を与えることにより、言葉に関する解釈の揺
れに起因して回答が制約を受けたりゆがめられたりす
るのを防いでいるようである。
　次の第 2 論文では、「情報の概念」つまり情報とい
う語の定義または概念規定に関する報告が行われてい
る (7)。回答者の個別回答を列記したあと、争点等に関
する批判的分析を加え、情報概念に関する理解の傾向
をまとめている。設問においては、「データ、情報、知識」
の図式を前面に押し出し、それに加えて「メッセージ」
の語を加えて構成している。「情報学の概念」に関す
る調査以上に、恣意的誘導につながりかねない強い統
制を行っているが、ここでも、それによって言葉に関
する解釈の揺れに起因する不用意な制約や錯綜を抑制
し、なおかつ、関連語または関連する現象との関係を
含めた意見聴取に成功していると思われる。
　第 4 論文においては、調査細目 3 つ目の「より詳
細な領域構成」について成果をまとめている (8)。この
作業は、下位領域や重要概念の同定と、それらのグ
ループ化や相互関係の調整を伴う。つまり、まず情報
学の研究対象や問題領域がどこまで／どの程度広がっ
ていると考えられているか、（定義論を補う形で）通
覧することができる。つづいて、それら詳細な諸要素
が相互にどのように関連づけられ、どんな順序（秩序）
の下で知覚されているか、俯瞰することができる。論
文中では、28 名の回答者から示された「分類枠組み 
(classification scheme）」形式の回答を順に提示して
いる。データに対する徹底的な分析は見られず、他の
3 論文に対する補足資料集のような性格と言えようか。
　この第 4 論文に先立ち、第 3 論文が 1 号前に掲載
されている。そこでは、研究全体の総括となる「情報
学のナレッジマップ」が提示されている (9)。主要な成
果であるナレッジマップは、論文に図表として掲載さ
れているほか、PDF ファイルをウェブサイト上で入
手できる (10)。
　ナレッジマップの正体は、すなわち情報学の対象（関
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心事項、探求する問題）に関する分類体系である。大
きな区分は、以下の 10 のカテゴリから成る。

1. 基礎
2. 資源
3. 知識業務従事者
4. 内容の種類
5. 応用
6. 業務・過程
7. 技術
8. 環境
9. 組織
10. 利用者

　このうち、「1. 基礎」をメタ知識（Meta-Knowledge）
と規定する。学術分野それ自体に関する（超越的な）
知識である。今回のナレッジマップ自身は、このメタ
知識の典型例と位置づけられることだろう。1. 以外
はすべて情報学を実際的に構成する基本要素、つまり
通常の（情報学それ自体の探究などという特殊なもの
でない）研究の対象を類別したカテゴリである。また、
これら 10 カテゴリの下位には、対象の類別・理論・
問題等のサブカテゴリが必要に応じて付与され、最後
に若干の具体的研究主題名がぶら下がっている。
　注意すべき点は、情報学や情報に関する「斬新、明
確な答え」をこれらに期待してはならないという点で
ある。最終的に得られたナレッジマップも、一見する
と単なるチェックリストであり、少なくともそれ自体
が何か饒舌な説明力を持つ機構ではない。また、客観
的な証拠に基づく計量的な研究によって得られた成果
でもない。これらはあくまで、人々の思考傾向と合意
の範囲について、意見の集約と批判的分析に基づいて
俯瞰する研究であり、そこに特質と価値が所在すると
考えられる。
　他方、質問紙に自説の記述を含める等の誘導的性格
も見られるが、デルファイ調査による間接的な議論、
およびそこに導入された批判的思考の効果で、自説の
開陳や各自の見解の応酬というような低い次元に嵌り
込んではいない。

3. 展開
　ある意味では、この調査過程そのものが、一定の合
意形成および偏差の相互認識を促すことで情報学に
寄与する事業であるといえるのかもしれない。さらに、
一連の論文を越えた展開が用意されているようにも感

じ取られる。
　たとえば、この研究に関連して行われたシンポジウ
ムの情報がウェブサイトに掲載されている (11)。基本
的に成果の中間的報告とそれに基づく議論を目的とし
た会合であるが、同時に情報学の将来に対する議論が
中心課題として掲げられており、その場は、調査の過
程で完結したはずの「情報学に関する討論会」を引き
継ぐ性格を併せ持っていたと理解できる。大きく見れ
ば、時間的な先と後とにずっと続く、情報学に関する
永続的な議論の流れの中にこれを位置づけることがで
きる。
　そう考えてみると、ジンズの一連の論文は単に 1 つ
の研究業績の報告に留まらず、ある種、論争を引き起
こすためのイベントとしても機能するものと理解でき
る。ならば、われわれ読者としては、一連の論文に記
された研究結果を神妙な面持ちで拝読するのではなく、
継続的な情報学論争のステップボードとして活用する
ことが望ましいのではなかろうか。
　このような、論文の外へと展開する性格は、ジンズ
の主催するウェブサイト (12) にも見出される。
　このサイトでは、今回の諸論文を含む研究業績の紹
介のほか、ポータルサイトの形式で、ナレッジマップ
の具現化が行われている。このナレッジマップの範囲
は、本稿で言及している情報学のそれに留まらず、人
類の知識活動のあらゆる分野に及ぶ。多様な知識の
集積やリンク・案内をもくろんでいることと、また
“Portal to Human Knowledge” という名称から、バー
ク（James Burke）らの知識ウェブ企画 (13) などを連
想させるが、主インデックスをナレッジマップと独自
の知識分類によって構成しているところが特徴であろ
う。
　その中で情報学は、個別知識分野から区分され、基
盤領域の一部と見なされる。「基盤（foundations）」は、
以下のような構図となっている。

1. 理論（知識理論／認識論、科学哲学）
2. 文脈（科学史、科学社会学）
3. 方法論（科学方法論）
4. 媒介（mediation；情報学、サイエントメトリッ

クス、博物館学）

　実際の実現形は、Wikipedia へのリンクの集合体で
ある。おそらく、Wikipedia の基幹部分に（参与者に
よる合意形成という）ナレッジマップおよびその作成
過程と共通する要素があること、またそこに独自のイ
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ンデクスを施すことで異なる価値が提供されることに
着目したものであろう。
　ただ、この関係で、情報学の単語リンクをクリック
しても、独自の解釈や関連資料が表示されるわけでは
なく、英語版 Wikipedia の該当ページにジャンプす
るだけとなっている。対し、ここに、「情報学のナレッ
ジマップ」をはじめとする成果を割り当てれば、より
高度なレベルの自己言及性が発現する。ナレッジマッ
プ・ポータルは、情報学的営為によるプロダクトであ
る。その際、その中に情報学に関するメタ知識であ
る「情報学のナレッジマップ」を組み込むことにより、
情報学の自己認識と活動推進にも寄与する。そうして
促進された情報学の活動は、ひるがえって、このポー
タルを含む社会的知識の組織化過程に再び寄与する。
こうして、理想的な循環が完成するわけである。
　最後に、ジンズの研究を支えたと見られる背景動向
に言及しておく。
　ある場では、この一連の研究は「理論的ならびに
経験的研究の成果」と規定されており、その一言か
らも、経験的（empirical）な個別研究（「一定のセッ
ティングによる調査を行って情報学について何か明ら
かにしてみた」というような）の域を超える意思が
伺われる。このことと、メタ知識としての情報学を
めぐる仕掛けから思い起こされるのは、フロリディ

（Luciano Floridi；CA1554 参照）、カプーロ（Rafael 
Capurro）、ヒオルランド（Birger Hjørland）らによっ
て累積されている理論的（哲学的）思索（たとえば(14)(15)）
である。往時は理論や哲学の欠如した分野だと蔑まれ
た情報学が、彼らの手で一定の深みを持ち始めている
ところだが、カプーロとヒオルランドは今回のデル
ファイ調査の対象者だし、引用においても内容的にも、
ジンズ諸論文の随所に彼らの仕事との関連性・親近性
が見られ、そこからこのナレッジマップ研究へと理論
的基盤が供給されていると思われる。

4. 評価
　「情報学とは何か」という問題に関しては、1960
年代、米国において情報学が誕生した「開闢時代」に
ひときわ熱く燃え盛り、その後、今に至るまで断続的
に議論のテーマとなってきた。
　中で、ドキュメンテーションや図書館実務、社会学・
社会科学諸分野、数学・理学諸分野などが交叉し、種々
の提案や見解が提示された。その後、1980 年代には、
情報学の範囲拡張や他領域との関係、つまり学際性と
いう問題が頭上に大きく広がった。その主たる仕掛人

であるマッハルプ（Fritz Machlup）は、米国で成立
した情報学を「狭義の情報学」と見なし、情報技術開
発や数学的情報理論をはじめとする多様な領域をまじ
えた広大な研究領域のビジョンを呈示した (16)。これ
は、大きな動揺を生んだ。同時期に生じたコミュニケー
ション研究との関係も厄介な問題であった。
　一方日本では、こうした流れと別に、1960 年代か
ら総合科学／学際科学のコンセプトが幅広い支持を受
け、おおむね「情報科学」の名のもとで活動が展開さ
れた。情報科学それ自体について論じたものとしては、
初期によく知られた北川敏男の著作群のほか、ナレッ
ジマップ企画に対応するような成果も少し前に登場し
ている (17)。そこでは、情報技術（情報工学）と数学
的情報理論を中核としながらも、漠々と裾野の広がる
広大な領域のイメージが呈示されている。『情報学事
典』(18) も、それ自体が巨大なナレッジマップと言え
るのかもしれない。こちらは、情報科学を部分として
内包しながら人文・社会系の関連領域を網羅した肥大
分野を想定し、それに「情報学」という日本語を充て
ている。
　そうして、用語法および情報学像において、日本人
だけが固有の（孤立した）知覚を持つという状況が強
化されていった。それは、情報学に関する Wikipedia
日本語版と英語版の著しい相違に端的に示される。こ
の状況をして、「米国の支配的な影響を受けず、また
偶然を伴う現実にも左右されず、理念上あるべき学問
像を追究している」と見ることは可能であろう。マッ
ハルプらの動きと呼応、またはそれを先取りしてきた
ものと称えることもできそうである。しかし少なくと
も、Wikipedia 日本版の「情報学」(19) における曖昧
な記述は、日本国内における合意形成が完全に失敗し
ていることの現れにほかならない。
　この間、米国型の情報学に帰属する者は、日本にお
いて状況に対抗する体力のある集団を形成できず、図
書館情報学の枠内に終始閉じ込められてきた。そして、
研究対象範囲や方法における制約、情報学と図書館学
の間の関係構築にまつわる困難等、健全な発展を阻害
する要因に囲まれつづけた。
　それに対して、米国を中心に、情報学の趨勢は粛々
と我が道を歩んでいる。1970 年代から 80 年代にか
けて、社会科学の一領域として自前の研究を累積す
るとともに、社会学や認知科学の成果を拝領して基盤
を固めていった。応用技術との良好な関係も特筆でき
る。図書館員養成教育の危機、インターネットの普及
による情報サービス概念の希薄化といった局面にもか
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かわらず、順調に成長している。たとえば、米国情報
学会（American Society for Information Science & 
Technology）の機関誌である JASIST 誌やレビュー
誌 ARIST の充実度は、容量の増大傾向だけ見ても、
しばしば戸惑うほどの勢いである。
　その中で、米国の情報学において 1990 年代から進
展した歴史研究は、学際・総合科学のビジョンを顧慮
せず、「ドキュメンテーションを起源とし、情報検索
と科学情報研究を軸に発達した分野」という自己認識
を守り、比較的狭く、その分まとまりの緊密な歴史像
を形成・展開した。ジンズの研究で示されたナレッジ
マップも、この歴史像に似て、先鋭的な先駆者・開拓
者たちの（時に揺れの激しい）試行的先例群ではなく、
後継者たちの実質的な活動によって構成・維持されて
いる堅牢な知識体を描き出したものである。そしてそ
れは、派手でインパクトのある像でなくても、情報学
に携わる者、とりわけ日本のこの状況下にいるわれわ
れに、考えるヒントと勇気とを与える。

（愛知淑徳大学：村
むら
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CA1659

今日の医学図書館

　研究文献レビュー　

1. はじめに
　本稿の目的は、医学図書館に関する国内の研究文献
をレビューして、現状や動向を掴むことにある。限ら
れた誌面では詳細まで言及できないが、解説文献など
も含め幅広く取り上げるように心がけた。対象文献は、
NPO 法人日本医学図書館協会（以下 JMLA）の機関
誌『医学図書館』をはじめとする図書館系の雑誌や医
学系の雑誌に掲載された、比較的医学図書館に特有と
思われる、2003 年以降の国内文献とした。
　はじめに、医学図書館の範囲を記しておく。医学図
書館には、設立母体も目的もサービス対象者も規模も
異なる、さまざまな図書館や図書室（以下、固有名詞
等以外は図書館に統一）がある。「図書館情報学ハン
ドブック　第 2 版」と「図書館情報学用語辞典　第 3
版」によると、「医学図書館」は「患者用図書館」と
ともに、「病院図書館」の 1 つとして定義されている。
しかし「医学図書館」は病院内への図書館サービスに
限定されるものではなく、医学教育、医学研究、現職
者への研修などにも密接なかかわりをもつ組織である。
したがって本稿では、教育・診療・研修の場である医
学部・歯学部・薬学部・医療看護学部・医療技術学部
などの大学図書館、看護・医療技術系などの短期大学
図書館や専門学校図書館、診療や研修の場である病院
図書館、研究所の図書館、さらに病院内の患者図書サー
ビスや患者図書館を含めて「医学図書館」として取り
上げる。本稿で述べる「医学図書館」は、医・歯・薬・
看護学をはじめとする生命科学全般を扱うため、関連
する学問領域は幅広いものとなる。なお、看護図書館
は本号掲載の別稿を参照されたい。
　テーマの選定には、JMLA 総会分科会 (1) を参考に
した。分科会では医学図書館に関するトピックスが取
り上げられており、近年のテーマを概観すると「学術
情報をめぐる話題」、「患者・市民への健康情報の提供」、

「医学図書館（員）の役割と専門性」が浮かび上がる。
本稿では「学術情報をめぐる話題」を医学とその他に
分け、4 つのテーマについてレビューする。医学図書
館固有の事項を述べたうえで、図書館界一般での動向
についても言及していく。

2. 医学情報をめぐる話題
　本章では、医学図書館で扱う特色のある情報や取り

組みを取り上げる。

2.1. 医学情報のニーズ
　医学をはじめとする学術情報量は、爆発的に増加し
ている。多忙な医療従事者が診療や研究に必要な情報
を得るためは、効率的な情報検索技術の習得などが必
要となる。日常の情報収集行動や診療現場で起きる疑
問への対処など、医療従事者の情報ニーズを把握する
取り組みとして、臨床医 (2)(3)、大学附属病院長 (4)、保
健師 (5)、薬剤師 (6)(7)、看護師 (8) など、各利用対象者に
ついての調査が行われている。また医療従事者と医療
系図書館員の、情報サービスの意識の差について考察
されている (9)。

2.2. 情報検索
　野添は米国国立医学図書館（NLM）が 1960 年代
から作成している医学文献データベース MEDLINE
などの、医学情報検索の流れを歴史的に概観してい
る (10)。阿部は 1990 年代以降の MEDLINE 検索方法
の海外文献をレビューして、検索方法の開発等を整理
している (11)。図書館における医療系データベースの
導入状況調査では、エンドユーザー検索が主流の現在、
情報環境の整備は図書館の重要な役割であると述べら
れている (12)。また医学データベースの検索結果の比
較からは、図書館員が多くの情報源に通じていること
が望まれている (13)。他にも図書館員と教員が連携し
た検索指導例 (14) の紹介や、医学情報教育が学生の知
識や関心に及ぼす影響が調査されている (15)。

2.3. 医学教育支援、チュートリアル
　医学部のカリキュラムは、従来の講義中心の知識詰
め込み型から、少人数で問題を発見して課題解決能力
を養うプログラムへと移行している。医師養成機関と
しての役割を持つ大学医学図書館では、教育プログラ
ムと連携した、そのための判断材料となる情報提供が
求められる。近年のチュートリアル教育については吉
岡ら (16)(17)(18)(19)(20)(21) の解説に詳しく、医学図書館誌の
特集 (22) では 1990 年に東京女子医科大学が導入した
先進的な取り組みなどが紹介されている。
　医学生以外の利用対象者では、2004 年に開始され
た新臨床研修制度による臨床研修医に対する、病院図
書館の果たすべき役割 (23) が提言されている。また特
定の専門分野における高レベルの経験や知識を認定す
る、専門医制度について解説 (24) されている。このよ
うな医学界の動きに対応していくとともに、図書館員
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自身の専門性を高める必要性が説かれている。

2.4. 情報リテラシー教育
　医学部のカリキュラムとして行われている、図書館
員による情報リテラシー教育の実態調査 (25) 結果では、
62%の医学部で開催されていた。一方、定刻に決めら
れた会場に足を運びづらい医療従事者向けに、研究室
などに出向いた出張説明会の開催事例が報告 (26) され
ている。医学論文の執筆にあたって必要とされる情報
リテラシーの特徴は、一般的な知識に加えて、倫理規
定・法律・臨床研究登録制度などが必要であると述べ
られている (27)。

2.5. 病院機能評価
　近年の医療サービスでは、医療組織が連携した、患
者のニーズに応えた質の高い医療の実践が求められる。
その実現のために、日本医療機能評価機構という第三
者機関が所定の評価項目により、病院組織の活動が適
切であるかを評価・認定する病院機能評価制度 (28)(29)

(30)(31) がある。医療機関のすべての組織が評価対象で
あり、図書館も含まれている。地域医療支援病院では、
医療法第 22 条に図書室の設置が規定されている。図
書館機能の評価には「図書室機能の確立」と「図書室
が適切に運営されている」の 2 項目が設けられ、施設・
設備・人員・資料・利用環境の整備が求められている。
受審過程は他部署職員とのコミュニケーションなどを
通して、組織における図書館の位置づけを見直す機会
となる。また受審結果により、問題点に対する改善の
方向性が提言され、業務見直しの機会となっている。

2.6. EBM
　EBM（Evidence-based Medicine）は、科学的根
拠に基づく医療と訳される。臨床医の経験だけに偏
らず、科学的な根拠と患者の価値観をも合わせた医
療の実践を指している。河合 (32) は国内の歴史につい
て、1997 年に「EBM リサーチライブラリアンワー
クショップ」が開催され、一時の隆盛を経て定着に向
かう流れをまとめている。EBM 支援のための情報専
門職 “Informationist”(33) や、大学医学図書館員 (34) が
果たすべき役割と活動が紹介されている。効率的な情
報利用のための EBM データベースの構築と提供 (35)

や、EBM 支援のための人材育成 (36) について調査が行
われている。一方で EBM の情報源が緊急医療情報に
対応しきれていないこと (37) や、二次情報源を比較し
た結果から情報源の特性を理解している必要性 (38) が

述べられている。EBM の文献分析には、EBM を謳っ
た国内の臨床医学図書 (39) や、国内雑誌の特集記事 (40)

を対象にした調査が行われている。

2.7. 診療ガイドライン
　診療ガイドラインとは、「特定の臨床状況のもと
で、適切な判断や決断を下せるよう支援する目的で体
系的に作成された文書」(41) であり、医療現場におい
て診療の根拠や手順などを示す指針である。日本医
療機能評価機構の医療情報サービス “Minds（Medical 
Information Network Distribution Service）”(42) (43) は、
ウェブで診療ガイドラインを提供している。EBM に
よる最良の根拠（エビデンス）に基づいた診療ガイド
ラインの作成には、医学図書館員が関わっている事例
がある。エビデンス作成のための文献検索では、白内
障 (44) や禁煙治療 (45) を対象とした報告がある。また
白内障を対象とした引用文献の評価 (46) が行われてい
る。診療ガイドラインの利用調査からは、関心の高ま
りが報告される一方で、Minds などの情報環境の整備、
作成の標準化と評価、専門医・一般医・市民向けのよ
うな利用者別の作成などが提言されている (47)。

2.8. 医学図書館の運営と将来像
　医学図書館については、少々古いが JMLA がガイ
ドライン (48)(49) やアンケート結果 (50) を発表している。
青木 (51) は 1980 年代のマセソン・レポートからの医
学図書館のあり方の流れをレビューして、情報の電子
化を中心に述べている。中山 (52) は国内外 300 館以上
の図書館見学経験から、米国や北欧を参考にした医学
図書館のあるべき姿を提言している。
　病院図書館については、病院図書室研究会の統計調
査を基に、多くが 1 ～ 2 名という少人数の職員で運
営される病院図書館の実態が明らかにされている (53)。
薬学図書館については、薬学部教育 6 年制などの変
革や医薬品情報提供などに対応した図書館づくりが述
べられている (54)。

3. 患者・市民への健康（医学・医療）情報の提供
　本章では、患者や市民に健康情報を提供する試みを
紹介する。

3.1. 健康情報の提供
患者自身や患者の家族が治療方法を選択するための、
インフォームド・コンセント（説明と同意）やセカンド・
オピニオン（主治医以外の意見を聞くこと）の普及に
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より、医療・健康情報のニーズや患者の知る権利への
意識が高まっている。従来の医学図書館は限られた医
療従事者を利用対象としてきたが、情報提供の対象を
患者や一般市民へも拡げる試みが行われている。その
方式はさまざまで、院内に患者図書館を常設、職員専
用図書館を公開、職員図書館の一角に患者図書コー
ナーを設置、日時を決めて院内を巡回、医学図書館に
患者図書館を併設、公共図書館と連携、ウェブで情報
を発信、などがある。
　奈良岡 (55) は国内の歴史や関連する動きや実践例な
どを幅広くレビューしている。近年は JMLA 総会分
科会や各種研究会、雑誌の特集 (56)(57)(58)(59)(60) でも取り
上げられる関心の高いテーマであり、多くの実践例や
調査が報告されている。必要性を説く文献には、患者
への情報提供 (61)、図書館でのサービス展開 (62)(63)、公
共図書館における情報提供 (64)(65)(66) がある。また地域
や館種を超えた図書館の連携 (67) や、医学図書館と地
域の公共図書館との連携 (68) が紹介されている。海外
の先進事例は、欧米 (69)、英国 (70)、米国 (71)(72)(73)(74) に
ついて紹介されている。実態調査には、患者医療図書
サービスの現状 (75)、国内で最初に病院図書館を一般
公開した京都南病院図書室の利用 (76)(77)、患者や家族
への医療情報提供 (78)、患者図書館の来館者 (79)、医学
図書館における一般市民の利用 (80)、公共図書館での
情報提供 (81) がある。
　各館の実践例とともに、団体等による活動も活発に
行われている。日本図書館協会健康情報委員会 (82)(83)

(84)(85) は、主に公共図書館におけるサービスを扱って
いる。厚生労働省科学研究費「患者／家族のための良
質な保健医療情報の評価・統合・提供方法に関する調
査研究班」(86)(87)(88) は、館種をこえた市民への健康情報
提供を目的として各種の調査を行った。JMLA はサー
ビス定着を模索して解説書を刊行し (89)、関連団体と
共同でサイト集「からだとこころの情報センター」(90)

をまとめた。同様に国立国会図書館はホームページ
の「テーマ別調べ方案内」(91) において、「病気（疾病）
別医療情報ガイド」と「医療・医学」を提供している。
全国患者図書サービス連絡会 (92)(93) は実践マニュアル
をまとめ、定期的に研究会を開催するなどの継続した
活動を行っている。日本病院ライブラリー協会は、患
者図書サービスのガイドブックを作成して (94)(95)、ホー
ムページで患者医療図書サービス支援事業を展開して
いる (96)。いいなステーション (97) は患者会や医療情報
が入手できる施設の情報をまとめるなど、患者の立場
に立った活動を行っている。健康情報棚プロジェク

ト (98)(99)(100)(101) は闘病記や患者会資料への円滑なアク
セス実現をめざしている。日本病院患者図書館協会(102)

は患者図書サービスの普及をはかっている。
　電子的な情報の実態では、インターネット上に掲
載された医療情報の信頼性 (103) や、日本医学会分科会
ホームページで市民向けに提供している医学情報 (104)

が調査されている。患者の立場に立った調査には、情
報の開示や医療の透明性の担保 (105)、入院患者の携帯
電話やインターネットなどの情報アクセス環境 (106) が
ある。また利用対象者の拡大に伴って問題となる個人
情報保護について、開原は病院図書館の事例を述べて
いる (107)。新保は医薬系図書館に関連する法律を整理・
解説して、「プライバシー保護」と「個人情報保護」
を混同しないように扱うことを説いている (108)。

4. 学術情報の変化をめぐる話題
　本章では、2 章のように医学特有の情報ではないが、
医学図書館や医学分野に関した、学術情報の流通や試
みを取り上げる。

4.1. 学術情報流通のデジタル化
　情報のデジタル化により、図書館サービスが受ける
影響 (109) や、電子ジャーナルが与える社会や図書館の
変化と影響を述べ効果的な提供方法 (110)(111)(112)(113) が
検討されている。電子ジャーナル導入例 (114)(115) では、
小規模な病院図書館の導入事例が紹介されている。ま
た電子ジャーナルに関するアンケート結果 (116) から、
学術情報を提供する出版社のスタンスが垣間見られる。
　医学図書館のウェブサイトでは、利用者が電子
ジャーナルに到達するまでの経路調査 (117) や、ウェ
ブサイトに掲載した印刷版雑誌の製本情報から電子
ジャーナルへリンクする情報媒体の過渡期の取り組
み (118) が紹介されている。医学図書館のウェブサイト
評価では、デザインやレイアウト等の使い勝手という
ユーザビリティからの評価と提言 (119) と、アクセスロ
グを解析した評価法 (120) が試みられている。また図書
館の主題情報をコンパクトにまとめた、パスファイン
ダーが持つ可能性が検討されている (121)(122)。
　電子ジャーナルの利用情報について、小野寺 (123) は
海外の閲読データに関する研究文献をレビューしてい
る。引用索引データベース “Journal Citation Reports”
でオープンアクセス誌の収録が増えている (124) 一方、
オープンアクセス化によって被引用が半自動的に増加
するとは言い切れなく (125)、引用に影響を与えるため
には雑誌の質向上が必要 (126) と述べられている。また
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著作権第 31 条の制限規定を適用されない病院図書館
の現状と、著作権法改正要望書提出の流れがまとめら
れている (127)。
　学術情報のデジタル化による効果のひとつに、遠隔
地への時差のない情報提供が可能な点が挙げられる。
国連等の諸機関が開発途上国を対象とした学術情報支
援プログラムに取り組んでおり (128)、2002 年には国
際保健機関（WHO）による、医学系の商業電子ジャー
ナルへのアクセス権を提供する “HINARI（Health 
InterNetwork Access to Research Initiative）”(129)

が開始された。学術情報を提供するだけではなく、情
報を使いこなす能力の習得にも重点を置いている点が
特徴である。医学図書館員が利用者教育やシステム構
築に携わり、現地やウェブで情報リテラシー教育が行
われている (130)。利用登録機関数は増加しており、開
発途上国から発表される文献数は増加している (131)。
また地域に特有の学術・保健情報の発信や提供を目
的とした、地域版の医学文献データベース “Regional 
Index Medicus” がある (132)。国内での情報支援例には、
札幌医科大学による地域医療機関への情報支援や、病
院誌や年報などの作成にあたっての電子化支援が報告
されている (133)。

4.2. エビデンスにもとづく学術情報サービス
医学図書館の蔵書構成は、利用者の要求に応えられる
ように、幅広くバランスよく基本資料を整備すること
と、最新情報の整備が求められる (134)(135)。米国の病院
図書館の基本収書ガイドである Brandon/Hill list(136) は
歴史が長く定評がある。その選定評価の基準を分析
して、国内雑誌の選択リスト作成が試みられている (137)(138)。
購読雑誌の評価では、コア雑誌を選定して考慮する試
み (139)(140) や、インパクト・ファクターなどの客観的
な評価指標を用いた手法 (141)(142)(143)(144) が検討されて
いる。また参考文献や利用調査からの雑誌評価も試み
られている (145)(146)。
　研究評価では、青木 (147) は計量書誌的手法による研
究文献をレビューしている。計量書誌学的な分析では、
電子ジャーナルの訂正やコメントの表示法についての
分析 (148)(149) や、被訂正論文の引用回数の分析 (150) が
報告されている。文献相互利用データの分析では、医
学文献における私立医科大学図書館が果たしている
貢献 (151) や、国内看護雑誌の需要の高さが報告 (152)(153)

されている。また情報源の分析として、非英語圏の構
造化抄録の現状 (154)、生命科学系の学会予稿集などの
収集・提供の現状 (155)、生命倫理文献の出版タイプ分

析 (156) が調査されている。

4.3. JMLA の取り組み
　JMLA では、図書館利用者が幅広く高度な学術情報
を得られる環境を整えるために、シリアルズ・クライ
シス (157) などに対応した様々な取り組みを行ってきた。
高額な欧文雑誌を加盟館で分担して購入する分担購入
活動 (158)(159) は、2007 年度は 19 館の参加で 154 誌が
対象となっている。電子ジャーナル・コンソーシアム (160)(161)

は日本薬学図書館協議会（以下 JPLA）と共同で進め
られている。電子ジャーナル・コンソーシアムのアン
ケート結果 (162) からは、契約に際してニーズ多様性へ
の対応や、他コンソーシアムとの連携などが求められ
ている。宇陀 (163) や細野 (164) は各コンソーシアムを概
観したうえで、コンソーシアム間の連携を図ることや、
国の情報政策として位置付けることを提起している。
一方で、病院図書館における電子ジャーナルの調査結
果 (165)(166) からは、小規模な図書館では高額なコンソー
シアムに参加することが困難な現状が伺える。

4.4. 国立ライフサイエンス情報センター（仮称）設立推進
　良質な学術情報が円滑に流通するためには、関連
機関の相互協力や情報へのアクセス性向上が必要と
なる。JMLA は 2004 年に、前身の「国立医学図書
館（仮称）検討委員会」最終報告を基に、「国立ライ
フサイエンス情報センター（仮称）推進準備委員会」
を発足させて検討を重ね (167)、国レベルの施策として
設立推進を求めて関連団体と調整を行ってきた。阿
部 (168) は 1960 年代からの一連の活動の流れを整理し
て、国立ライフサイエンス情報センターが備えるべき
機能や、海外の事例などを報告している。他にも求め
られる役割や期待 (169)(170)(171) が述べられており、将来
的には英国の国立電子健康図書館 “NeLH（National 
electronic Library for Health）”(172) のようなポータ
ルサイトの構築も目指している。

5. 医学図書館（員）の役割と専門性
　本章では、医学図書館における専門能力開発プログ
ラムや認定制度を取り上げる。

5.1. 専門職制度、継続教育
　医学図書館員の専門性は、古くから検討されている。
図書館員としての能力とともに、医学系の主題につい
ての知識や特徴の把握が求められる。医学図書館員に
求められる専門的な能力については、酒井 (173) は歴史
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的な背景や専門職制から概況して幅広く紹介している。
デトレフセン (174) は伝統的な臨床医学図書館員を発展
させた新しい役割の専門職 “Informationist” につい
て、情報学と臨床チームとして必要な知識と技能を備
えるべきであり、そのための教育や国家的な認定制度
の必要性を述べている。小野澤 (175) は米国医学図書館
協会の「医学図書館員のための倫理要領」(176) を参考
にして、自館の倫理要領作成事例を紹介している。
　山口 (177) は医学図書館員が専門職を目指すべき指標
として歴史的に寄与してきた Current Practice in Health 

Sciences Librarianship（旧版は Handbook of Medical Library 

Practice）シリーズを、刊行に至る前史から歴史的に解
説している。またシリーズ各版発行時の国内医学図書
館員の時代背景を、津田ら (178) が概観している。図書
館員の専門性としては、サブジェクト・ライブラリア
ン (179)(180)、医科大学図書館員 (181)、薬学図書館員の実
践例 (182)、病院図書館員に求められる資質 (183)、アン
ケート結果に基づいた専門性の分析 (184)、企業におけ
る情報専門職 (185) がある。そして近年進められてきて
いる業務委託について、専門図書館での現状報告 (186)

がある。
　専門職制の確立に欠かせない継続教育では、JMLA
は基礎研修会と継続教育コースという教育事業を展開
している (187)(188)（2003 年から JPLA と共催）。また
研究助成制度、奨学金助成制度、JMLA 協会賞・奨励
賞制度が設けられている。JMLA の事業以外にも、大
学図書館を中心とする継続教育 (189) や、団体や主題別
に研究会・研修会が開催されている (190)。組織によら
ない研究会としては医学情報サービス研究大会があり
(191)(192)、生物医学系の図書館員を中心に館種を超えた
多くの参加者を集めている (193)。全体的な傾向として、
教育プログラムから自己研鑽の機会へと変化している。

5.2. 認定資格「ヘルスサイエンス情報専門員」
　認定資格「ヘルスサイエンス情報専門員」は、生命
科学系図書館に勤務して保健・医療情報に関する専門
知識・技能を有する者を、JMLA が認定する制度であ
る (194)。資格取得を目指すことでさらなる資質向上を
図ること、医療情報の専門的知識・技能及び管理・調
整能力を持つ医学図書館員の育成を促すことを目的と
している。年に 2 回の募集があり、2004 年に第 1 回
の認定が行われた。2007 年 7 月の第 8 回までに、初
級 63 名、中級 37 名、上級 64 名が認定されている。
JMLA 認定資格運営委員会は制度創設の軌跡 (195) や概
要 (196) (197) を紹介している。

　司書の認定資格制度については、米国における教育
と認証制度 (198) や、米国医学図書館協会の専門職能力
開発プログラムと認証制度が概観 (199) されている。ま
た実現こそしなかったが、病院図書館員認定資格制度
の検討経験 (200) が報告されている。医学系図書館員の
認定資格制度については、背景から経緯・制度につい
て検証 (201) されている。

6. おわりに
　これまでみてきたように、最近 5 年間に限った文
献をみるだけでも、医学図書館をとりまく環境には大
きな変化が生じていることがわかる。図書館界や医学
界そして学術情報をめぐる変化への対応をはじめとし
て、医学教育への対応、利用対象者とサービスの拡大
など、医学図書館員に求められるスキルは多様で高度
な内容になってきている。医学図書館員としての資質
を高め、利用者のニーズに柔軟に対応できるように業
務を改善することはもちろん、研究・調査や新しい試
みが進んでいくことを期待している。

（順天堂大学図書館：城
き

山
やま

泰
やす

彦
ひこ

）

日本医学図書館協会. “特定非営利活動法人 日本医学図書館協(1) 
会総会（過去の総会）”. http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/sokai/
index_back.html, （参照 2008-02-17）. 
阿部信一ほか. 診療現場における臨床医の情報ニーズの発生と(2) 
解決. 医学図書館. 2003, 50(3), 252-259p.
裏田和夫ほか. “わが国の臨床医の情報ニーズと問題解決方法”. (3) 
日本における EBM のためのデータベース構築及び提供利用に
関する調査研究：厚生労働科学研究補助金 医療技術評価総合研
究事業 平成 14 年度総括・分担研究報告書. 2003, 113-121p. 
http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/Download.do?
nendo=2002&jigyoId=000234&bunkenNo=200201344A&
pdf=200201344A0006.pdf, http://mhlw-grants.niph.go.jp/
niph/search/Download.do?nendo=2002&jigyoId=000234&
bunkenNo=200201344A&pdf=200201344A0007.pdf, （参照 
2008-02-17）.
山下ユミほか. 大学附属病院長の情報ニーズと情報習慣. 医学図(4) 
書館. 2005, 52(1), 59-65p.
平紀子ほか. 保健師の情報ニーズと医療系大学図書館の役割. 医(5) 
学図書館. 2007, 54(2), 166-171p.
平紀子. 特集, 日本薬学会 127 年会薬学図書館協議会企画シン(6) 
ポジウム：薬剤師の情報ニーズと薬学系大学図書館における
役割 (1)：病院薬剤師を対象とした調査をもとに. 薬学図書館. 
2007, 52(3), 211-219p.
平紀子. 薬剤師の情報ニーズと医療系大学図書館における役割(7) 
(2)：地域別, 経験年数別, 病院規模別検討. 薬学図書館. 2007, 
52(4), 340-346p.
阿部信一ほか. 看護師の情報ニーズと情報探索行動：慈恵医(8) 
大医学部看護学科平成 12 年度卒業生を対象にしたアンケー
ト 調 査. 看 護 と 情 報. 2004, 11, 42-48p. http://ci.nii.ac.jp/
naid/110006373622/, （参照 2008-02-17）. 
平紀子. 医療従事者と医療系図書館員の情報サービスにおける(9) 
意識のギャップ. 情報の科学と技術. 2007, 57(8), 404-409p. 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110006368797/, （参照 2008-02-17）.
野添篤毅. 医学文献情報サービスから健康情報サービスへの展(10) 
開：MEDLARS から MEDLINE/PubMed, そして MEDLINEplus
へ. 情 報 管 理. 2007, 50(9), 580-593p. http://www.jstage.jst.go.jp/
article/johokanri/50/9/580/_pdf/-char/ja/, （参照 2008-02-17）. 
阿部信一. 特集, データベース：MEDLINE の検索方法の分析研(11) 



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

33

究：海外文献のレビュー. 医学図書館. 2004, 51(3), 221-229p.
加藤麻理ほか. 国内医薬文献データベース導入状況の調査. 薬学(12) 
図書館. 2006, 51(2), 133-138p.
小河邦雄. PubMed と MEDLINE とその他のデータベースの比(13) 
較. 薬学図書館 . 2006, 51(4), 287-298p.
野村美智子ほか. 図書館員と教員が連携した課題解決型学習に(14) 
おける情報検索指導. 医学図書館. 2003, 50(2), 141-146p.
前田純ほか. 最新医学情報に関する学生の知識, 態度, 関心(15) 
度：医学情報教育の及ぼす影響. 医療情報学 . 2004, 24(1), 
153-161p.
吉岡俊正. 入門講座, 医学教育カリキュラム：新しい潮流：第 1(16) 
回：Problem-based learning (PBL) テュートリアル. 医学図書
館. 2004, 51(2), 110-112p.
佐藤達夫. 入門講座, 医学教育カリキュラム：新しい潮流：第(17) 
2 回：モデル・コア・カリキュラム. 医学図書館. 2004, 51(3), 
200-202p.
阿部好文. 入門講座, 医学教育カリキュラム：新しい潮流：第(18) 
3 回：クリニカル・クラークシップ. 医学図書館. 2004, 51(4), 
313-315p.
福島統. 入門講座, 医学教育カリキュラム：新しい潮流：第 4(19) 
回：Computer-based Testing (CBT). 医学図書館. 2005, 52(1), 
11-13p.
磯部光章. 入門講座, 医学教育カリキュラム：新しい潮流：第 5(20) 
回： Objective structured clinical examination (OSCE). 医学
図書館. 2005, 52(2), 125-128p.
佐藤徹ほか. 入門講座, 医学教育カリキュラム：新しい潮流：第(21) 
6 回： スキルスラボ. 医学図書館. 2005, 52(3), 211-213p.
特集, チュートリアル. 医学図書館. 2007, 54(1), 27-62p.(22) 
清水貴子. 病院図書室研究会 2004 年度第 1 回研修会：教育講演, (23) 
新臨床研修制度と病院図書室の役割. ほすぴたるらいぶらりあ
ん. 2004, 29(3), 140-147p.
江幡歌奈子. 日本における専門医制度. 医学図書館. 2004, (24) 
51(2), 158-162p.
磯部恵利子. 大学医学図書館員による正規授業での利用者教育(25) 
の現状. 医学図書館. 2005, 52(3), 263-269p.
石井保志. 大学構内におけるアウトリーチ説明会の開催：医(26) 
学図書館の情報リテラシー教育の可能性. 医学図書館. 2003, 
50(2), 176-180p.
諏訪部直子. 特集：情報リテラシー・サービス, 臨床医学論文執(27) 
筆に必要な情報リテラシー. 医学図書館. 2005, 52(1), 53-58p.
日本医療機能評価機構. 病院機能評価事業. http://jcqhc.or.jp/(28) 
html/survey.htm#pagetop, （参照 2008-02-17）. 
坂本泰子. 特集, 病院機能評価：わが国における病院機能評価. (29) 
医学図書館, 2006, 53(1), 21-27p.
菅原浩幸. 特集, 病院の質評価の選択肢は広がるか：病院機能評(30) 
価 Ver.5.0 の概要と審査の動向. 病院, 2005, 64(2), 108-113p.
特集, 病院機能評価. 医学図書館, 2006, 53(1), 20-35p.(31) 
河合富士美. 日本の EBM 揺籃期を総括する. 医学図書館. 2005, (32) 
52(4), 364-368p.
野添篤毅. Evidence-based Medicine 支援のための新しい情(33) 
報専門職：Informationist の役割と活動. 医学図書館. 2003, 
50(4), 341-347p.
酒井由紀子. くすりとエビデンス 18：エビデンスをつたえる(34) 
4：大学医学図書館員の役割. EBM ジャーナル. 2002, 4(1), 
96-101p.
丹後俊郎. “日本における EBM のためのデータベース構築及び(35) 
提供利用に関する調査研究”. 日本における EBM のためのデー
タベース構築及び提供利用に関する調査研究：厚生労働科学
研究補助金 医療技術評価総合研究事業 平成 14 年度総括・分
担 研 究 報 告 書. 2003, 1-14p. http://mhlw-grants.niph.go.jp/
niph/search/Download.do?nendo=2001&jigyoId=000170&
bunkenNo=200100514A&pdf=200100514A0001.pdf, （参照 
2008-02-17）.
緒方裕光. EBM を支える人材の系統的な養成に関する調査研(36) 
究 . EBM を支える人材の系統的な養成に関する調査研究：厚
生労働科学研究費補助金 医療技術評価総合研究事業 14 年度
総括研究報告書. 2003, 1-5p. http://mhlw-grants.niph.go.jp/
niph/search/Download.do?nendo=2002&jigyoId=000234&
bunkenNo=200201290A&pdf=200201290A0001.pdf, （参照 
2008-02-17）.

山田知子ほか. 特集, 第 21 回医学情報サービス研究大会：EBM(37) 
情報源における緊急医療情報への対応. 薬学図書館. 2004, 
49(4), 240-245p.
阿部信一. 臨床医の EBM 実践のための二次情報源の比較分析. (38) 
オンライン検索. 2002, 23(2-3), 106-112p.
諏訪部直子. 「EBM」を書名に含む国内臨床医学書の分析と評価. (39) 
医学図書館. 2004, 51(4), 363-367p.
宮下牧子ほか. 和雑誌特集記事のエビデンス. 医学図書館. (40) 
2006, 53(2), 126-132p.
平輪麻里子. 解説, 診療ガイドライン. 病院図書館. 2004, 24(2), (41) 
51-54p.
山口直人. 特集, 日本病院図書室研究会第 1 回研修会：特別講演：(42) 
医療情報サービス『Minds』について. ほすぴたるらいぶらり
あん. 2004, 29(3), 131-139p.
日本医療機能評価機構. “ 医療情報サービス Minds”. http://(43) 
minds.jcqhc.or.jp/, （参照 2008-02-17）.
阿部信一ほか. 白内障診療ガイドライン作成のための文献検索. (44) 
医学図書館. 2004, 51(2), 125-131p.
若杉亜矢ほか. 特集, 第 23 回医学情報サービス研究大会：禁煙(45) 
治療ガイドライン作成のための文献検索. 薬学図書館 . 2006, 
51(4), 264-268p.
阿部信一ほか. 白内障診療ガイドラインの引用文献の分析. 医療(46) 
情報学. 2004, 24(1), 211-214p.
平輪麻里子. 診療ガイドラインの利用調査. 医学図書館. 2005, (47) 
52(2), 157-160p.
日本医学図書館協会. 行動への挑戦：新しい医学図書館活動の(48) 
ためのガイドライン. 日本医学図書館協会, 1991, 72p.
日本医学図書館協会. 21 世紀の医学図書館. 日本医学図書館協(49) 
会, 1996, 15p.
日本医学図書館協会. 21 世紀の医学図書館：創立 70 周年記念. (50) 
日本医学図書館協会, 1998, 178p.
青木仕. 特集, ヘルスサイエンスライブラリーの構築：これから(51) 
の医学図書館. 日赤図書館雑誌. 2004, 12(1), 2-6p.
中山栄美子. これからの医歯薬学系図書館：特に米国と北欧の(52) 
図書館を参考にして. 医学図書館. 2005, 52(2), 161-167p.
橋田圭介. 特集, ほすぴ 100 号記念号：病院図書室研究会現況(53) 
調査報告の分析. ほすぴたるらいぶらりあん. 2003, 28(3-4), 
221-232p.
十一元晴. 特集：薬学教育 6 年制時代を迎えて, 薬学部図書館の(54) 
今後の使命. 薬学図書館. 2005, 50(4), 285-290p.
奈良岡功. 特集, 患者図書サービス：総説：患者への医学情報の(55) 
提供. 医学図書館. 2004, 51(4), 317-329p.
特集, カラダと病気の情報を探す：みんなの図書館. 2003, (317), (56) 
1-48p.
特集, 患者・家族・市民の視点に立った情報提供. みんなの図書(57) 
館. 2004, (329), 1-51p.
特集, 患者図書サービス. 医学図書館. 2004, 51(4), 316-356p.(58) 
特集 , 図書館における医療・健康情報の提供. 現代の図書館, (59) 
2005, 43(4), 183-238p.
特集, 医療情報と図書館. LISN: Library & Information Science (60) 
news. 2006, 130, 1-26p.
奈良岡功. 患者への医学情報の提供. 全国患者図書サービス連絡(61) 
会会報. 2004,11(3), 68-75p.
石井保志. 2005・トピックスを追う：図書館における医療情報(62) 
サービスの展開. 図書館雑誌. 2005, 99(12), 844-846p.
大沼由紀子ほか. 特集, 病院図書室研究会 2003 年度第 1 回研修(63) 
会：グループ研究発表：病院図書室担当者として患者に対する
文献情報・図書サービスへのかかわり方について（第 2 報）. ほ
すぴたるらいぶらりあん. 2003,28(2), 123-127p.
常世田良. 総会記念講演, 公共図書館における医学情報提供サー(64) 
ビス：可能性と課題. 病院図書館. 2006, 26(2), 59-63p.
柚木聖. 公共図書館による健康情報提供サービスの試みについ(65) 
て. 薬学図書館. 2005, 50(1), 63-69p.
中山康子. 公共図書館の健康情報サービス. 全国患者図書サービ(66) 
ス連絡会会報. 2004,11(2), 44-47p.
山室眞知子. 図書館間の連携. 全国患者図書サービス連絡会会(67) 
報. 2006, 13(2-3), 42-47p.
市川美智子ほか. 地域公共図書館との連携による健康支援事業. (68) 
医学図書館. 2007, 54(3), 253-259p.
菊池佑. 特集, 患者図書サービス：欧米における患者への医学情(69) 



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

34

報サービス. 医学図書館. 2004, 51(4), 330-333p.
宮下牧子. 英国における患者及び医療関係者に対する医療・健(70) 
康情報の提供という観点での図書館の取り組み：平成 16 年
度日本医学図書館協会英国海外研修報告. 医学図書館. 2005, 
52(2), 173-179p.
酒井由紀子. “北米における消費者健康情報 (Consumer Health (71) 
Information) の歴史と現状”. 健康・医学情報を市民へ. 日本医
学図書館協会, 2004, 67-130p., （JMLA 叢書, 3）.
酒井由紀子. 特集, 図書館における医療・健康情報の提供：北米(72) 
の公共図書館における健康情報サービス. 現代の図書館. 2005, 
43(4), 224-238p.
酒井由紀子. 米国国立医学図書館と図書館情報学国家委員会に(73) 
よる健康情報サービス支援事業. カレントアウェアネス, 2006, 
(287), 13-16p. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/
item.php?itemid=1019, （参照 2008-02-17）. 
杉江典子. 米国ニューヨーク市クイーンズ区公共図書館にお(74) 
ける消費者健康情報サービス提供. 医学図書館. 2004, 50(3), 
260-267p.
長井律子ほか. 特集, 病院図書室研究会 2005 年度第 1 回研修(75) 
会：[ 事業報告 ] 患者医療図書サービス支援事業, 「患者医療図
書サービス」現状調査報告. ほすぴたるらいぶらりあん. 2005, 
30(3-4), 213-217p.
山室眞知子. 病院図書室と患者図書室の現状. 医学図書館. (76) 
2004, 51(2), 113-115p.
山室眞知子. 特集, 第 13 回医学図書館研究会・継続教育コー(77) 
ス：医学・医療情報を必要とする人々へのサービス：京都南
病院図書室一般公開での利用状況. 医学図書館. 2007, 54(2), 
150-154p.
有田由美子ほか. 特集, 図書館における医療・健康情報の提供：(78) 
病院における患者・家族への医学・医療情報提供の現状：病院
図書室と患者図書室. 現代の図書館. 2005, 43(4), 199-207p.
大上康子ほか. 「からだのとしょかん」来館者の実態調査：患者(79) 
が求めている看護サービスの検討. ほすぴたるらいぶらりあん. 
2006, 31(4), 280-287p.
星和夫. 特集, 病院図書室研究会 2002 年度第 2 回研修会：一般(80) 
市民による医学図書館の利用状況. ほすぴたるらいぶらりあん. 
2003, 28(1), 9-15p.
杉江典子. 特集, 図書館における医療・健康情報の提供：わが国(81) 
の公共図書館による健康情報提供に関する実態調査. 現代の図
書館. 2005, 43(4), 183-192p.
柚木聖. 日本図書館協会健康情報研究委員会の活動. 医学図書(82) 
館. 2006, 53(1), 85-87p.
柚木聖. 日本図書館協会の健康情報研究委員会の活動について. (83) 
全国患者図書サービス連絡会会報. 2006, 13(4), 61-66p.
Kenyon, Andrea. et al. 公共図書館員のための消費者健康情報(84) 
提供ガイド. 公共図書館による医学情報サービス研究グループ
訳. 日本図書館協会, 2007, 262p.
健康情報研究委員会. “第 7 分科会：健康情報研究委員会”. つな(85) 
げよう未来へ，ひらこう現在 ( いま ) を図書館は力：文化が集
まる，情報が集まる，人が集まる. 平成 19 年度第 93 回全国図
書館大会東京大会組織委員会編. 東京, 2007-10-29/30. 全国図
書館大会東京大会組織委員会. 2007, 95-109p. （全国図書館大
会要綱 , 平成 19 年度（第 93 回））.
裏田和夫ほか. “患者中心の健康情報基盤の構築”. 患者／家族の(86) 
ための良質な保健医療情報の評価・統合・提供方法に関する調
査研究：厚生労働省科学研究費補助金 医療技術総合研究事業 
平成 10 年度統合・分担研究報告書. 2005, 89-133p.
山口直比古. 市民への健康情報提供サービス調査研究班会議（拡(87) 
大）の開催. 医学図書館. 2006, 53(3), 297-299p.
山口直比古. 市民への健康情報提供へ向けての厚労省科研費研(88) 
究班の活動. 全国患者図書サービス連絡会会報. 2006,13(4), 
58-60p.
奈良岡功ほか. 健康・医学情報を市民へ. 特定非営利活動法人日(89) 
本医学図書館協会. 2004, 137p.
日本医学図書館協会ほか. “からだとこころの情報センター”. (90) 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/life/index.html, （参照 2008-02-17）. 
国立国会図書館. “テーマ別調べ方案内（科学技術）”. http://(91) 
www.ndl.go.jp/jp/data/theme/theme_kagi.html, （参照 
2008-02-17）. 
全国患者図書サービス連絡会. 患者さんへの図書サービスハン(92) 

ドブック. 大活字, 2001, 317p.
山室眞知子. 特集, 患者図書サービス：全国患者図書サービス連(93) 
絡会. 医学図書館. 2004, 51(4), 349-350p.
患者図書マニュアル編集委員会. 患者医療図書サービス：医療(94) 
情報を中心とした患者図書室. 病院図書室研究会, 2004, 86p.
吉冨まち子ほか. 特集, 患者図書サービス：病院図書室研究会(95) 
における患者図書サービス：「患者医療図書サービスマニュ
アル」の作成経緯と今後の取組み. 医学図書館. 2004, 51(4), 
345-346p.
日本病院ライブラリー協会. “患者医療図書サービス支援事業”. (96) 
http://jhla.org/kanjya/index.php, （参照 2008-02-17）.
いいなステーション. “医療情報が入手できる施設一覧”. http://(97) 
www.e7station.com/html/library/, （参照 2008-02-17）. 
健康情報棚プロジェクト. からだと病気の情報をさがす・届ける. (98) 
読書工房, 2005, 270p.
健康情報棚プロジェクト. “闘病記ライブラリー”. http://(99) 
toubyoki.info/, （参照 2008-02-17）. 
和田恵美子 . 「闘病記文庫」は患者・医療者に何をもたらすか：(100) 
健康情報棚プロジェクトの多館種協働活動を通して. 情報管理. 
2006, 49(9), 499-508p. http://www.jstage.jst.go.jp/article/
johokanri/49/9/499/_pdf/-char/ja/, （参照 2008-02-17）. 
北澤京子ほか. 特集, 価値観の交差点：患者・家族への情報提供(101) 
を模索する：多職種協働による健康・医療情報の社会提言. 情
報の科学と技術, 2006, 56(9), 406-411p. http://ci.nii.ac.jp/
naid/110004815078/, （参照 2008-02-17）. 
菊池佑. 特集, 患者図書サービス：日本病院患者図書館協会. 医(102) 
学図書館. 2004, 51(4), 347-348p.
三谷博明. 特集, 病院図書室研究会 2004 年度第 2 回研修会：教(103) 
育講演：インターネット上の医療情報の信頼性. ほすぴたるら
いぶらりあん. 2005, 30(1), 7-14p.
牛澤典子ほか. 日本医学会分科会がホームページで提供し(104) 
ている市民向け医学情報の検討. 医学図書館. 2007, 54(3), 
273-278p.
坂本憲枝. 特集, どう生かす診療情報：患者がほしい医療に関す(105) 
る情報. 病院 . 2003, 62(11), 912-916p.
和田ちひろ. 管理責任と規制緩和：今, 入院患者が求めているこ(106) 
と. 病院. 2004, 63(1), 56-61p.
開原成允. 特集, 病院図書室研究会 2005 年度第 2 回研修会：特(107) 
別講演：病院図書館における個人情報保護. ほすぴたるらいぶ
らりあん. 2006, 31(1), 2-11p.
新保史生. 医薬系図書館と個人情報保護法. 薬学図書館. 2007, (108) 
52(1), 57-64p.
小林晴子ほか. 特集, 電子ジャーナルをめぐって：電子ジャー(109) 
ナルが図書館サービスに与える影響. 医学図書館. 2003, 50(3), 
218-225p.
児玉閲. 特集, 外国雑誌とその周辺：電子ジャーナルの効果的(110) 
サービスのために. 病院図書館. 2003, 23(3), 117-121p.
児玉閲. 非営利団体が目指す電子ジャーナルのインパクト. 医学(111) 
図書館. 2003, 50(4), 353-360p.
児玉閲. 特集 , 大学図書館 2004：学術雑誌電子化のインパクト. (112) 
図書館雑誌. 2004, 98(8), 503-507p.
児玉閲. 特集, 雑誌のゆくえ：学術雑誌電子化に関する考察. 日(113) 
赤図書館雑誌. 2006, 13(1), 2-7p.
坪内政義. 特集, ハイブリッド病院図書館に向けて：小規模図(114) 
書館における電子ジャーナルの必要性と選択. 日赤図書館雑誌. 
2004, 11(1), 3-6p.
及川はるみ. 特集, 雑誌のゆくえ：病院図書館における電子(115) 
ジャーナルへの移行. 日赤図書館雑誌. 2006, 13(1), 8-12p.

「医学図書館」編集委員会. 特集, 電子ジャーナルをめぐって：(116) 
「電子ジャーナル」出版社アンケート調査結果報告. 医学図書館. 
2003, 50(3), 232-251p.
小林晴子ほか. 電子ジャーナルへのアクセスルート：愛知医科(117) 
大学での調査. 医学図書館. 2005, 52(4), 369-374p.
境京子. 製本係からの情報提供：製本中雑誌の電子ジャーナル(118) 
へのリンク付け. 医学図書館. 2006, 53(2), 133-138p.
黛崇仁. 医学系図書館 Web サイトのユーザビリティ. 医学図書(119) 
館. 2006, 53(2), 149-155p.
阿部潤也. 図書館 WWW サイトを評価する：アクセスログの解(120) 
析から. 医学図書館. 2003, 50(3), 268-272p.
市川美智子. 図書館パスファインダー作成報告とその可能性. 医(121) 



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

35

学図書館 . 2006, 53(1), 55-59p.
小嶋智美. 特集, 第 22 回医学情報サービス研究大会：医療分野(122) 
における図書館パスファインダーの可能性を探る. 薬学図書館. 
2006, 51(1), 53-58p.
小野寺夏生. 電子ジャーナル閲読データに基づく論文利用の研(123) 
究：海外文献紹介. 薬学図書館. 2007, 52(3), 288-295p.
向田厚子. Journal Citation Reports におけるオープンアクセス(124) 
出版の普及状況. 医学図書館. 2006, 53(1), 41-47p.
宮入暢子. オープンアクセスのインパクト分析. カレントア(125) 
ウェアネス. 2005, (284), 7-9p. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/
modules/ca/item.php?itemid=991, （参照 2008-02-17）. 
藤 枝 真 宏 ほ か. 学 術 雑 誌 の 電 子 化 は そ の 流 通 と 引 用 に(126) 
影 響 を 与 え る か？：J-STAGE 搭 載 誌 の 場 合. 情 報 管 理. 
2006, 49(2), 77-85p. http://www.jstage.jst.go.jp/article/
johokanri/49/2/77/_pdf/-char/ja/, （参照 2008-02-17）. 
飯田育子. 特集2, 研修会講演 著作権と病院図書館：著作権と病(127) 
院図書館. 病院図書館. 2005, 24(4), 158-162p.
竹内比呂也. 発展途上国における学術情報流通とオープンアク(128) 
セス. カレントアウェアネス. 2005, (285), 7-8p. http://www.
dap.ndl.go.jp/ca/modules/ca/item.php?itemid=998, （参照 
2008-02-17）. 
WHO．HINARI．http://www.who.int/hinari/en/，（accessed (129) 
2008-02-17）．
後藤敏行. WHO の HINARI プロジェクト：途上国への電子(130) 
ジャーナル提供. 医学図書館. 2006, 53(1), 14-19p.
城山泰彦. 開発途上国研究者の情報生産と利用. 医学図書館. (131) 
2007, 54(3), 248-252p.
北川正路. 国際シンポジウム「信頼できる医学情報の共有－(132) 
医療専門家から消費者まで－」：WHO 西太平洋地域版 Index 
Medicus (WPRIM) 構 築 の 現 状. 医 学 図 書 館. 2007, 54(4), 
380-385p.
今野穂. 特集, 看護情報ネットワーク：札幌医科大学附属図書(133) 
館における地域医療支援サービスの展開. 看護と情報. 2005, 
12, 12-18p. http://ci.nii.ac.jp/naid/110006373642/, （参照 
2008-02-17）. 
押田いく子. 特集, ハイブリッド病院図書館に向けて, 医学図書(134) 
館の蔵書構築. 日赤図書館雑誌. 2004, 11(1), 21-24p.
押田いく子. 特集1, 蔵書構築：大学医学図書館における選書の(135) 
一例. 病院図書館. 2005, 25(1-2), 3-7p.
Hill DR et. al. Brandon/Hill selected l ist of print (136) 
books  and journa ls  in  a l l ied hea l th .  Journa l  o f 
Medical Library Association. 2003, 91(1), 18-33p. 
h t t p : / /www.pubmedcen t r a l . n i h . g ov / p i c r ende r.
fcgi?artid=141184&blobtype=pdf, (accessed 2008-02-17). 
野坂美恵子. Brandon/Hill List の収録基準の分析：医学図書館(137) 
における学術雑誌選定のための評価基準を求めて. Library and 
Information Science. 2002, 48, 25-41p. http://wwwsoc.nii.
ac.jp/mslis/pdf/LIS48025.pdf, （参照 2008-02-17）. 
野坂美恵子. Brandon/Hill List の収録基準の分析：内科学分野. (138) 
ほすぴたるらいぶらりあん. 2003, 28(2), 85-92p.
田中満恵. 外国雑誌におけるコア雑誌選定の経緯. 医学図書館. (139) 
2004, 51(2), 132-136p.
北川正路. プリント版から電子ジャーナルへ切り替える外国雑(140) 
誌タイトルの選定：コア雑誌タイトルを考慮した検討. 医学図
書館. 2004, 51(2), 137-140p.
地原かおりほか. 特集, 病院図書室研究会 2003 年度第 1 回研(141) 
修会：グループ研究発表：所蔵学術雑誌評価と JCR(Journal 
Citation Reports). ほすぴたるらいぶらりあん. 2003, 28(2), 
116-122p.
城山泰彦. 雑誌購読料金の計量的分析：掲載論文数 , Impact (142) 
Factor 値, 所蔵館数などの分析を通して. 医学図書館. 2005, 
52(1), 66-71p.
若杉亜矢. 特集1, 蔵書構築：所蔵雑誌の評価. 病院図書館. (143) 
2005, 25(1-2), 11-13p.
広瀬容子ほか. 特集, 図書館・情報活動と < 評価 >：引用データ(144) 
を用いたジャーナルコレクション評価の手法. 情報の科学と技
術. 2007, 57(8), 396-403p. http://ci.nii.ac.jp/naid/110006368796/, 

（参照 2008-02-17）.
松坂敦子. 「看護研究」誌の参考文献における雑誌評価の試み. (145) 
医学図書館. 2005, 52(4), 375-381p.

松坂敦子. 引用からみた看護教育分野における雑誌利用調査：(146) 
教育分野と臨床分野の比較をとおして. 医学図書館. 2006, 
53(4), 385-389p.
青木仕. 特集, 情報の分析・解析法：医学情報における情報の(147) 
解析：新しい情報環境の確立を目指して. 情報の科学と技術. 
2003, 53(1), 34-41p. http://ci.nii.ac.jp/naid/10016754264/, 

（参照 2008-02-17）. 
岡田英孝. 電子ジャーナルにおける訂正記事の扱い. 医学図書(148) 
館. 2005, 52(2), 138-144p.
岡田英孝. 「Nature Medicine」を用いたコメント記事の分析. (149) 
医学図書館. 2006, 53(4), 390-396p.
向田厚子. The New England Journal of Medicine における被(150) 
訂正論文のインパクト. 医学図書館. 2004, 51(4), 357-362p.
酒井由紀子ほか. 特集, 図書館協力：ILL 統計データ分析から(151) 
みた医学文献流通における私大医学図書館の役割. 医学図書館. 
2006, 53(3), 233-238p.
米田奈穂ほか. ビッグ・ディール後の ILL：千葉大学附属図書館(152) 
亥鼻分館における調査. 大学図書館研究. 2006, 76, 74-81p.
佐藤義則. 近年の NACSIS-ILL における看護文献の需要と供給：(153) 
ログ分析の結果から. 看護と情報. 2007, 14, 65-72p. http://ci.nii.
ac.jp/naid/110006373705/, （参照 2008-02-17）. 
山崎茂明ほか. 非英語圏の臨床試験文献抄録はどこまで構造化(154) 
されているか. 情報管理. 2003, 45(10), 666-672p. http://www.
jstage.jst.go.jp/article/johokanri/45/10/666/_pdf/-char/ja/, （参照 
2008-02-17）. 
時実象一. 国内の大会予稿集・抄録集・報告集資料の分析：医学・(155) 
薬学分野を中心に. 情報管理. 2006, 49(4), 174-181p. http://
www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/49/4/174/_pdf/-char/ja/, 

（参照 2008-02-17）. 
山崎茂明. 出版タイプからみた生命倫理文献の分析. 日本にお(156) 
ける EBM のためのデータベース構築及び提供利用に関する調
査研究：厚生労働科学研究補助金 医療技術評価総合研究事業 
平成 14 年度総括・分担研究報告書. 2003, 123-138p. http://
mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/Download.do?nendo=2
002&jigyoId=000234&bunkenNo=200201344A&pdf=20020
1344A0007.pdf, （参照 2008-02-17）.
芳鐘冬樹. 科学研究出版の費用分析とビジネスモデル. カレント(157) 
アウェアネス. 2004, (282), 13-15p. http://www.dap.ndl.go.jp/
ca/modules/ca/item.php?itemid=975, （参照 2008-02-17）. 
日本医学図書館協会. “分担購入活動”. http://wwwsoc.nii.ac.jp/(158) 
jmla/ejbuntan/buntan/index.html, （参照 2008-02-17）. 
殿﨑正明. 日本医学図書館協会における洋雑誌分担購入の歩み. (159) 
医学図書館. 2003, 50(2), 155-164p.
日本医学図書館協会. ”電子ジャーナル・コンソーシアム”. (160) 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/ejbuntan/ej/index.html, （参照 
2008-02-17）. 
母良田功. 日本薬学図書館協議会電子ジャーナル・コンソーシ(161) 
アムの取り組み：雑誌問題検討委員会報告. 薬学図書館. 2004, 
49(2), 141-145p.
日本医学図書館協会雑誌委員会. JMLA 電子ジャーナル・コ(162) 
ンソーシアム・アンケート調査結果報告. 医学図書館. 2005, 
52(3), 270-280p.
宇陀則彦. “電子ジャーナル・コンソーシアムの現状”. 電子情報(163) 
環境下における科学技術情報の蓄積・流通の在り方に関する調
査研究（平成 15 年度調査研究）. 京都. 国立国会図書館関西館
事業部図書館協力課, 2004, 45-58p. （図書館調査研究リポート, 
No.2）. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/images2/report/no2/lis_
rr_02.pdf, （参照 2008-02-17）. 
細野公男. 特集, 図書館コンソーシアムの動向 pt.2, 図書館コン(164) 
ソーシアムの現状とその課題. 情報の科学と技術. 2005, 55(3), 
108-113p. http://ci.nii.ac.jp/naid/10016618040/, （参照 
2008-02-17）. 
川上摩記ほか. 特集, 病院図書室研究会 2004 年度第 1 回研修会：(165) 
グループ研究発表：病院図書室におけるオンラインジャーナル：
アンケート調査を実施して. ほすぴたるらいぶらりあん. 2004, 
29(3), 161-166p.
石川晶子ほか. 特集, 病院図書室研究会 2005 年度第 1 回研修会：(166) 
グループ研究発表：病院図書室での理想的なオンラインジャー
ナルの導入を考える：仮想図書室を構築して. ほすぴたるらい
ぶらりあん. 2005, 30(3-4), 233-237p.



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

36

日本医学図書館協会. “「国立ライフサイエンス情報センター（仮(167) 
称）」推進準備委員会”. http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/nlsic/
index.html, （参照 2008-02-17）. 
阿部信一ほか. NPO 法人日本医学図書館協会「国立ライフサイ(168) 
エンス情報センター（仮称）推進準備委員会」経過報告. 医学
図書館. 2006, 53(2), 166-178p.
磯野威. 小特集, 国立医学図書館：日本医学図書館協会「国立医(169) 
学図書館（仮称）検討委員会」の目的と概要. ほすぴたるらい
ぶらりあん. 2003, 28(3-4), 245-247p.
磯野威ほか. 特集, 図書館における医療・健康情報の提供：国(170) 
立ライフサイエンス情報センター（仮称）の可能性：公共図
書館と医学図書館のネットワーク. 現代の図書館. 2005, 43(4), 
208-215p.
阿部信一ほか. 国立ライフサイエンス情報センター（仮称）推(171) 
進準備委員会（JMLA）の活動経過, 現状 , 今後の方向性. 全国
患者図書サービス連絡会会報. 2006, 13(4), 67-71p.
阿部信一. 英国の図書館における健康情報サービス：National (172) 
electronic Library for Health (NeLH). カレントアウェアネス. 
2004, (281), 15-18p. http://www.dap.ndl.go.jp/ca/modules/
ca/item.php?itemid=967, （参照 2008-02-17）. 
酒井由紀子. “医学図書館の動向”. 図書館情報専門職のあり方と(173) 
その養成. 勉誠出版, 2006, p. 129-148p.
Detlefsen, Ellen Gay ほか. インフォメーショニストあるいは(174) 
ISIC(Information Specialist in Context)：新しい医学図書館員
のひとつのモデル. 医学図書館. 2007, 54(1), 14-19.
小野澤繁雄. (175) MLA Code of Ethics for Health Sciences Librarianship
の紹介. 医学図書館. 2004, 51(2), 116-124p.
Medical Library Association. “MLA Code of Ethics for (176) 
Health Sciences Librarianship”. http://mlanet.org/about/
ethics.html,  (accessed 2008-02-17).
山 口 直 比 古. 連 載 講 座, Current Practice in Health Sciences (177) 
Librarianship：第 1 回：Handbook of Medical Library Practice：
専門職への道：Handbook の切り開いた世界. 医学図書館. 
2007, 54(1), 20-26p.
連載講座：Current Practice in Health Sciences Librarianship：(178) 
第 3 回特別企画：Handbook の時代. 医学図書館. 2007, 54(4), 
328-333p.
呑海沙織. 大学図書館におけるサブジェクト・ライブラリアン(179) 
の可能性. 情報の科学と技術. 2004, 54(4), 190-197p. http://
ci.nii.ac.jp/naid/110002826911/, （参照 2008-02-17）. 
進藤達郎. 特集, サブジェクトライブラリアンは必要か：図書(180) 
館員のスキルアップとサブジェクト・ライブラリアン：大学
図書館員にとっての専門性. 情報の科学と技術. 2005, 55(9), 
394-397p. http://ci.nii.ac.jp/naid/110002829884/, （参照 
2008-01-09）. 
諏訪部直子. 特集, サブジェクトライブラリアンは必要か：医学(181) 
情報専門家としての医学図書館員の新しい役割. 情報の科学と
技術, 2005, 55(9), 369-374p. http://ci.nii.ac.jp/naid/110002829880/, 

（参照 2008-02-17）. 
谷澤滋生. 特集, 創立 50 周年記念日本薬学図書館協議会研究(182) 
集会（平成 17 年度）：新しい時代の医薬情報スペシャリスト

（2）：情報専門職と情報発信：東邦大学での事例 Web, Mail, 
e-Learning. 薬学図書館. 2006, 51(1), 31-37p.
青柳英治. 特集, ヘルスサイエンスライブラリーの構築：病院(183) 
図書館に求められるコンピテンシー. 日赤図書館雑誌. 2004, 
12(1), 7-13p.
中村友紀. 小特集：総会・事例報告会（第 110 回研修会）, 病院(184) 
図書室の業務分析（第１報）：図書室担当者の専門性は生かされ
ているか. 病院図書館, 2006, 26(2), 49-53p.
松下茂. 特集, 創立 5 0 周年記念日本薬学図書館協議会研究集会(185) 

（平成 17 年度）, 新しい時代の医薬情報スペシャリスト 3：情報
専門職員の現状と課題：企業の実例. 薬学図書館, 2006, 51(1), 
38-40p.
長谷川昭子. 専門図書館における業務委託の現状. Library and (186) 
Information Science, 2007, 57, 1-31p.
特定非営利活動法人日本医学図書館協会. 研究会・研修会. (187) 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/event/index.html, （参照 2008-02-17）. 
野坂美恵子. 特集, 図書館員の研修制度：NPO 法人日本医(188) 
学図書館協会の教育事業の紹介. 大学の図書館, 2006,25(9), 
152-154p.

鈴木正紀. 研究文献レビュー, 大学図書館員の継続教育. カレン(189) 
トアウェアネス, 2006, 288, 22-26p. http://www.dap.ndl.go.jp/
ca/modules/ca/item.php?itemid=1032, （参照 2008-02-17）. 
特集, 研修会・勉強会案内. 医学図書館, 2005, 52(4), 320-363p.(190) 
山崎茂明. Learning from each other!：医学情報サービス研究(191) 
大会を振り返って. 医学図書館, 2003, 50(4), 348-352.
山田いづみ. 特集, 価値観の交差点：医学情報サービス研究(192) 
大会からはじまる交流の輪. 情報の科学と技術, 2006, 56(9), 
401-405p. http://ci.nii.ac.jp/naid/110004815077/, （参照 
2008-02-17）. 
城山泰彦. 医学情報サービス研究大会をつくってきた人々：(193) 
大会参加者と演題発表者の分析を通して. 医学図書館, 2003, 
50(4), 361-367.
特定非営利活動法人日本医学図書館協会. 認定資格制度. http://(194) 
wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/nintei/index.html, （参照 2008-02-17）. 
特定非営利活動法人日本医学図書館協会教育・研究委員会. 「ヘ(195) 
ルスサイエンス情報専門員」認定資格制度創設の軌跡. 医学図
書館, 2004, 51(3), 210-219.
特定非営利活動法人日本医学図書館協会認定資格運営委員会. (196) 
特集, 専門性の確立と評価に向けた職員養成の現在：「ヘルスサ
イエンス情報専門員」認定資格制度の概要. 図書館雑誌, 2006, 
100(2), 96-97p.
吉江吉夫. 日本医学図書館協会認定資格制度への取組み. 日本(197) 
病院会雑誌, 2003, 50(9), 1184-1390p. http://www.hospital.
or.jp/mag/mag_index.html, （参照 2008-02-17）. 
溝上智恵子. アメリカの図書館情報学教育と認証評価. 図書館情(198) 
報メディア研究, 2004, 2(2), 33-44p.
酒井由紀子. MLA の専門職能力開発プログラムと認定制度. 医(199) 
学図書館, 2003, 50(2), 115-125p.
首藤佳子. 病院図書館員認定資格のための必要条件. 病院図書(200) 
館, 2003, 23(1), 17-22.
長谷川昭子. 医学・医療系図書館員の認定資格制度. 日本図書館(201) 
情報学会誌, 2007, 53(3), 147-171p.



カレントアウェアネス NO. 295（2008. 3）

37

CA1660

看護図書館

　研究文献レビュー　

1. はじめに
　看護図書館は、看護大学、看護短期大学、大学の看
護学部・学科等の図書館と看護学校図書室などの「保
健師助産師看護師学校養成所指定規則」第 4 条 7 項 (1)

に設置根拠が規定されている、看護基礎教育機関図書
室を指すことが多いが、本稿では、看護継続教育機関
である看護協会の図書室、医療機関看護部図書室など
を含むものとして扱う。
　菅 (2) のまとめた 1967 ～ 1993 年以降の、看護図書
館に関する研究文献を中心にレビューする。
　病院図書室や医学図書館でも多くの看護資料を扱う
が、『カレントアウェアネス』本号において城山が論じ
ていることから、本稿のレビュー対象からは除外した。

2. 看護学と情報科学
　看護教育環境を取り巻く状況について、簡単に紹介
したい。
　看護教育は基礎、専門基礎、専門の 3 分野で構成
されている。かつては基礎分野の「科学的思考の基盤」
の科目例示として情報科学が存在したものの、現在で
は記述はない (3)。看護大学の情報教育もコンピュータ
リテラシーが中心であった。看護における情報学とし
ては、文献検索など図書館情報学的なアプローチはほ
とんどイメージされていない。医療情報システムなど
看護におけるコンピュータ活用に関した研究が大半で
ある。看護の臨床研究で「根拠に基づく看護（Evidence 
Based Nursing：EBN）」への関心が高まっている影
響もあり、近年では文献検索の概略に触れている教科
書も見られる (4)(5)(6)。このような潮流のなか、藤崎 (7)

は学習のための資料や環境を提供し、基礎看護学の学
びを深める場としての図書館の役割に期待を示してい
る。また中山 (8) は「過去の論文の所産を連結し、そ
の上に新たな知を生み出していく作業が、看護学の知
の蓄積には重要となる。」とし、「看護の知の体系化に
おいても図書館の果たす役割は大きい」と指摘している。
　1998 年以降継続して情報科学教育に関する調査
を行っている中野の 2002 年調査 (9) によれば、421
校の看護教育機関の 90.7％が情報科学教育を行い、
82.9％が情報処理教育施設を有するものの、CAI 教
育に利用している学校は 13.1％、遠隔授業を実施し
ているものは 4％にすぎないと報告している。

　日本医療情報学会やその看護部会では、臨床看護師
による、医療情報システムや看護業務の電子化や標
準化の発表が多く見られる。また看護教員からも、情
報リテラシー教育やビデオ、CD、DVD と時代に応じ
た電子教材開発や遠隔教育に関する報告が行なわれて
いる。渡邊 (10) は情報科学教育の実際と今後の課題を、
真嶋 (11) はｅラーニングコンテンツ開発の取り組みを、
看護図書館に向け紹介している。看護基礎教育を実施
するにあたっては、図書館員と教員の連携による、情
報教育進展への取り組みが必要であろう。

3. 看護図書館の実態
　看護婦学校養成所の図書室は、厚生省（当時）によ
る 1996 年の通知「看護婦養成所等の運営に関する指
導要領について」において、「図書室の効果を確保す
るためには、他施設と兼用とすることは望ましくない」
とされ、はじめて独立した図書室の必要性が記述され
た (12)。看護図書室の資料数値基準は 1970 年の「看
護婦養成所の運営に関する指導要領」に「図書は１課
程に基礎科目関係 500 冊以上、専門教育科目 1,000
冊以上、学術雑誌 10 種以上（抜粋）」と記載され (13)、
1989 年には ｢図書は１課程に基礎科目関係 1,000 冊
以上、専門基礎及び専門科目関係 1,500 冊以上、学
術雑誌 20 種以上、（抜粋）｣ と修正された (14)。しかし
これらは看護学校図書室の基準であり、４年制大学教
育を想定したものではない。看護大学等は 1991 年の
大学設置基準大綱化による量的基準が緩和されて以降
の新設が大半で、蔵書数、専門雑誌のタイトル数も大
学間で大きな格差が存在する。
　1991 年 12 月の「看護図書館協議会」（2003 年 4
月に「日本看護図書館協会」に名称変更、以下、「看
図協」と略）設立は、看護大学新設に呼応したもので、
看護図書館を専門領域として認識させる契機となり、
看護情報学専門誌『看護と情報』の刊行も開始された(15)。
　やや古い調査ではあるが、日本看護協会の 2000 年
基礎教育調査 (16) や、日本看護教育学会調査 (17) など
からも、資料整備や司書配置が不十分な状況が読み取
れる。また「看護学校図書室指導プログラム」で筆者
が訪問した経験からも、全ての看護図書室が資料基準
を満たしているとは、必ずしもいえない。1993 年に
実施された看図協の実態調査報告 (18) は、より具体的
な看護図書館像を明らかにしているが、看図協参加館
は、司書など図書担当者が配置されている、図書室と
しては条件がよいというバイアスがかかっている点に
留意する必要がある。看図協の実態調査は現在も継続
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されており、看図協参加館にはその結果が報告されて
いるものの、一般にはほとんど公表されておらず、分
析もほとんどなされていない (19)。阪野は 2002 年度
までの看図協の実態調査の変遷と各時期の特徴につい
て整理するとともに、参加各館に配布されている調査
結果データの活用について提言している (20)。また今
田は 1998 年に看図協調査と日本医学図書館協会調査
から、医学図書館との比較をおこない、看護図書館と
の大きな隔たりを指摘している (21)。
　大学設置基準で専門的職員配置が示されている大学
図書館でも、常勤司書数は少ない上、公共図書館との
異動も含め平均勤務年数が短いため、職員は専門知識
の蓄積も十分行えない。類縁機関である医学図書館と
比較して、現在でも知識やスキルの落差は決して小さ
くないことは、容易に想像できる。今田の研究以降の
変化について、実証的な調査報告が求められていると
いえよう。

4. 図書館運営と資料管理
　看護図書館は職員が少なく、経験の共有や継承が困
難な側面もあるためか、業務に直結した事例報告が多
くみられる。

4.1. 分類
　かつて日本十進分類法（NDC）8 版では、492.9（看
護学、各種看護法、看護婦試験）以下の下位分類は展
開されておらず、各看護図書館は独自展開を余儀な
くされていた。その影響もあり、看護図書館界では分
類に対する関心が高い。赤十字関係資料分類表 (22) や
NDC、米国国立医学図書館分類表（NLMC）など既
存分類を適用することの検討 (23)(24)(25) の一方、日本看
護協会図書室独自の分類を基に、看護界全体で利用で
きる看護図書分類の作成に、日本看護協会が取り組み、
日本看護協会看護学図書分類表を編纂発表し、2007
年には改訂版が編纂された (26)(27)。今田 (28) は看護図書
館で採用する分類検討や分類変更作業、分類配架と利
用について述べている。

4.2. 目録とシステム化
　蔵書目録作成と図書館システム導入は新設図書館
では大きな課題であり、館種を問わない問題でもあ
る。『看護と情報』でも図書館システム導入のための
パッケージソフト紹介 (29) を掲載したり、看護図書館
へのシステム導入事例の報告 (30) もされたが、図書館
システムパッケージソフトの導入が困難な図書室も、

看護図書館界では少なくない。市販データベースソフ
トを利用した図書館システムが、看護図書館界では未
だ現実的な選択肢の一つであり、2006 年にも事例が
紹介されている (31)。小規模な看護図書館は資料数も
多くないので、検索システムを必要とせず、かつ専任
の担当者もいないところも多くあり、蔵書目録がコン
ピュータ化されているのは当たり前とは言い切れない
状況である。しかし新規導入に際しては、近隣の図書
室などに協力を求めるためであろうか、記事としては
多くない。
　目録に対する看図協の取り組みとしては、看護雑誌
総合目録編纂 (32) やビデオ目録編纂 (33) について報告
がある。いずれも編纂者のボランティア的活動に依存
する部分が多く、ビデオ目録は１回限り、看護雑誌総
合目録は第 3 版（2000 年）以降改訂されていないの
が現状である。

4.3 資料構築
　前述の通り、看護図書館の大半は歴史が浅く、十分
な資料と知識の蓄積を有していない。また図書館と
しての基準も、4 年制大学を念頭に置いたものではな
かったため、多くの 4 年制看護大学や大学院が誕生
した1990年代以降、資料構築に対する関心が高まった。
　学生の研究論文の引用文献を分析し自館の未所蔵資
料の検討と所蔵雑誌の評価を行った望月 (34)、貸出率
が高い本の実態を分析し、複本整備について検討をお
こなった佐野 (35)、資料の選書と廃棄について看図協
加盟館を対象とした調査結果を報告している高橋 (36)、
索引誌採録文献データから購読雑誌を選定する妥当性
を議論した宇野 (37) の研究は、看護図書館界の貴重な
蓄積となっている。
　視聴覚資料の選定や管理については、安藤 (38) と加
賀野井 (39) による論考がある。看護教育で視聴覚資料
は今でも重要な役割を持ち、一部の電子化教材以上に
利用されているが、図書館が管理していない場合も多
く、彼らの考察は重要な意義を有する。
　看護図書館のマルチメディア化や情報化に関しては、
2000 年に実施された看図協のマルチメディア調査で
取り上げられている (40)。報告によると、図書館が扱
うメディアはビデオなどの視聴覚資料が多く、情報化
は蔵書検索（OPAC）や『医学中央雑誌』（以下、医
中誌と略）CD-ROM 版の導入が課題であった。本調
査は前述の中野の 2002 年調査より時期が早いことも
あるが、ネットワーク環境が整備されインターネッ
トに接続可能な図書館は 50 館と回答数の半数弱に留
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まっている。中野の調査でもインターネットへの接続
は全体の 65.6％に留まるが、大学、短期大学と比較
して、専門学校の接続率の低さが指摘されている (41)。
　洋書選定の情報源については、「American Journal 
of Nursing」、「看護研究」の 2 誌の推薦洋書リストの
有効性を分析した荒井 (42) の論考がある。
　看護大学は、看護学校や短期大学で出発後、あるい
は全く新設で４年制大学となり、大学設置４年後に大
半は大学院課程を申請している。看護系大学院数は 4
年生看護大学の急増と歩調を合わせて増加の一途を
たどり、現在では全国で 100 校を大きく超えている。
しかし、大学紀要や学会誌の引用文献においても、雑
誌文献や理論書以外の洋書の記載は多くなく、現状の
看護大学院教育で洋書はどの程度必要とされ、活用さ
れているのか、疑問である。必要性を示す根拠データ
の収集も困難で、選書に迷うことが多いことから、荒
井の研究は、蔵書構築時の参考となるだろう。
　看護図書館の歴史の浅さは、所蔵資料の蓄積の面か
らも窺い知ることができる。多くの学問分野と同様に、
看護研究においても過去の研究業績の検討が必要不可
欠である。だが看護図書館の大半は、過去の研究史を
追跡するために十分な史料を所蔵していない。看護史
は史料に依拠することから、看護図書館が蔵書構築に
より貢献すべき分野であろう。初期の看護書籍につい
ては、平尾 (43) や吉川 (44) が紹介している。六本木 (45)

は海外の歴史的文献検索のための二次資料を紹介して
いる。典拠となる資料の収集を図るために、情報収集
の努力を忘れてはならない。

4.4. 相互貸借と著作権
　看護図書館間における資料の相互貸借は、看図協設
立の目的の１つでもある。資料の相互貸借について登
坂 (46) は、自館の複写提供データの分析、2 次資料の
収載分析のほか、相互貸借利用拡大の要因として、『看
護雑誌総合目録』の出版や利用教育ビデオの効果など
に言及している。また医科大学図書館、看護大学図書
館、看護協会図書館、病院図書室における相互貸借の
実際と、看図協の相互貸借の課題をテーマに、1996
年には『看護と情報』に特集記事が掲載されている (47)。
その後、看護系大学図書館の増加で、相互貸借全体は
もちろん、個々の図書館での文献複写件数も増加の一
途を辿っている。
　2007 年には千葉大学附属図書館で、大学図書館の
相互貸借の実態分析と看護文献提供環境に関する検討
会が開催された。看護文献を供給する相互貸借システ

ムの課題や、十分とは言えない病院図書室の文献供給
機能機能の状況などが多角的に検討された (48)。佐藤
は NACSIS-ILL のログ分析から、ビッグディールによ
り全体の洋雑誌の利用件数が減少する一方、看護系和
雑誌の相互貸借件数が増加しており、全体のILL傾向
とは異なる面があることを紹介しており、注目に値する(49)。
　看護文献は、看護大学・短大・看護学校など約 1,000
校に所属する教員・学生の他、病院 ( 約 9,000 か所 )、
診療所 ( 約 10,000 か所 )、行政部門に所属する勤務
看護師など、総数約 130 万人の潜在ニーズがあると
考えられ、利用件数は更なる増加の可能性さえある。
　文献複写と密接な関係がある著作権については、大
学図書館の著作権ワークショップに関する報告 (50) が
ある。館内のコイン式複写機対応や FAX による複写
物送信、利用者への著作権の啓発などについて参加者
の報告がなされている。しかし看護図書館のうち、看
護専門学校図書室や病院図書室は、著作権法第 31 条
適用の図書館として認められていない点が、文献複写
の活用に大きな障害となっている。看図協による「著
作権問題検討委員会」の活動成果を松本 (51) が紹介す
るとともに、看図協ウェブサイト上で、会長である中
木がこの問題への対応は今後の課題の 1 つであると
位置づけている (52)。

4.5. 図書館運営
　図書館運営については、看護図書館に特有の問題、
その他の館種にも見られる普遍性の高い論点の両者に
ついて、多くの研究がある。
　他館種にも通じる論点の一つとして、開館時間の問
題がある。本来の利用者である学生や教員ばかりでな
く、後述する地域開放の観点からも、高い要望が寄せ
られている。利用に直結する問題であり、人員配置の
工夫や外部委託といった各図書館の模索が報告されて
いる (53)。
　また資料の紛失という課題も、看護図書館における
大きな課題の一つであり、他館種にも共通する問題
点であろう。看図協研究会最初のテーマも紛失対策で
あったことから、看護図書館界における資料紛失問題
への危機感がみて取れよう。概して単価が安い看護図
書の紛失対策として、ブックディテクションシステム
導入は採算が合わないこともあり、さまざまな取り組
みが紹介されている (54)(55)。
　利用者のニーズの受け止めや掘り起こしのため、音、
照明、サイン、レイアウトなど、図書館ごとにさまざ
まな工夫が行われている。西村らは図書館職員に対す
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るアンケート調査の結果から、魅力ある図書館づくり
に大切な要素は、図書館職員そのものであると指摘し
ている (56)。
　災害対策は阪神淡路大震災以降、必要性は認識され
ているものの十分には行なわれていなかった。中越大
震災の発生をきっかけに、防災対策を行った看護図書
館の事例が報告されている (57)。
　次に看護図書館に特有の論点を取り上げる。だが一
見看護図書館特有の問題と思われるものが、実は多く
の図書館にも共通する課題であることが分かるだろう。
　4 年制看護大学の多くは 1990 年代に設立されたが、
大学設置当初の図書館で、司書が直面した課題が報告
がされている (58)(59)。図書館システムの導入、ILL へ
の対応、蔵書構築、講読雑誌の選定など、図書館の新
規開館にあたり検討すべき事項には、館種を超えた共
通性があることを改めて認識させられる。
　看護教育の大学化に呼応し 90 年代以降、看護雑誌
に教育支援機能として図書館を充実させようという教
員の意見も発表されるようになった。千代 (60) は設備
や資料の問題に加え「司書は教育スタッフの一員と考
えるべきであろう」とし、「図書館職員は事務部に統括
されることが多」いが「司書の方々の熱意をいかにサ
ポートするかが図書館長の仕事であろう」と述べている。
　近年行政改革の一環として、公立看護単科大学が公
立大学の看護学部として統合される事例がみられる。
看護学部が医科大学以外の文系大学に設置され文系図
書館に併設したり連携する図書館も存在する。状況は
異なるが高橋 (61) の看護大学と短大の統合事例も、一
部は参考になるかと思われる。

4.6 地域開放
　地域開放は、看護系大学に公立が多く積極的であ
る。地域開放は利用者ニーズから検討されたり、税金
還元として当初から設定されたりすることが多いよう
だが、中尾 (62) は看護大学側から公共図書館に打診し
連携を行った報告をしている。鹿児島 (63) は学外利用
者アンケート結果として、利用頻度が週 1-2 回までの
層が 22％であること、利用目的は仕事に役立てるが
35％、利用者層は看護関係者が 49％で、うち 20 代
の利用者が 65％を占めると報告している。学外者か
ら寄せられる最も多い要望は開館日、開館時間の延長
であったが、これらは今後の課題であると述べている。
図書館運営に必要なコストとしての人員配置が、基本
的に少ないにも関わらず、地域の利用者ニーズは医学
図書館より極端に多いという特性が看護図書館には存

在し、医学図書館の地域連携とはやや異なる傾向が見
て取れる。
　学外者の文献入手の可能性と所蔵雑誌タイトル数
について、五十嵐 (64) は学外の臨床看護師が看護図書
館を利用可能か調査するとともに、看護学部および看
護学科を有する国公立大学図書館を対象に、設置母体
ごとの雑誌種類数について調査を行っている。その結
果、国立大学よりも公立大学の図書館が、タイトル数
が多く、国立大学のほうに蔵書数が多いとする日本図
書館協会（JLA）の「日本の図書館統計」とは結果が
異なると指摘している。このような結果の背景として、
JLA の図書館統計では、調査対象となる公立大学は看
護単科大学が多く、所蔵雑誌タイトルも看護雑誌がメ
インであるが、一方で国立大学は医学部の学科として
設置されることが多く、雑誌タイトル数としてカウン
トされている数値は、看護雑誌を含む医学系雑誌全般
の総数である可能性が高いことに起因すると思われる。
従って調査対象となった国立大学医学部図書館の看護
雑誌所蔵タイトル数は、公立大学の看護学部より少な
い可能性も排除できない。看護雑誌の所蔵タイトル数
の実態は、より詳細な分析をする必要があろう。

5. 看護雑誌とデータベース
5.1. 看護文献と雑誌
　看護雑誌は長らく、少数の商業誌のみが刊行されて
いたが、1990 年代に入り雑誌の創刊が相次ぎ、学会
誌の刊行も開始された。これらを契機として、雑誌に
関する調査が実施されている (65)(66)。
　看護系大学紀要の中で、投稿規定が存在する 66 誌
を対象に分析を試みた川口 (67) の調査は、学内査読の
問題やレベルなどについて言及している。多くの紀要
が国立情報学研究所から電子化公開され、広く流通し
ていることもあり、一読すべき内容である。
　看護雑誌について、質の面からは投稿規定、索引誌
収載率、原著論文の比率など、流通の面からは入手の
容易さや雑誌の継続性など、複数の評価項目を指標と
して設定し、整備すべき雑誌として入手可能で質の高
い雑誌群を評価特定する試みが行われている (68)。円
城寺 (69) は看護雑誌の英語論文を調査している。

5.2 データベース
　日本看護協会看護教育研究センター（旧称：日本看
護協会看護研修センター図書館）が作成している日
本語看護文献データベース『最新看護索引』について、
編纂の経緯を今泉らが報告している (70)。『最新看護索
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引』や『看護雑誌所蔵目録』の刊行は、相互貸借を通
じた研究文献の収集活動に活性化をもたらした。なお、
看護技術文献データベース構築の研究 (71) も行われた
が、エビデンスレベル評価基準設定が課題となり、現
実的に編纂はされていない。
　外国看護文献データベースの“CINAHL”、“Evidence-
Based Nursing” などによる文献検索方法の解説は度々
掲載されている (72)(73)(74)(75)。

5.3 電子化
　電子ジャーナルが看護図書館ではまだ一般的ではな
い時期に、大学紀要を最初から電子ジャーナルで発刊
した事例が紹介された (76)。その後日本看護科学学会
による雑誌電子化の取り組みも紹介された (77)。また
松本は国内所蔵の外国看護雑誌の電子化状況を調査し
ている (78)。
　大学院の研究成果活用に関し、修士論文の公開と電
子化について山内は言及している (79)。
　日本医療情報学会の看護雑誌電子化に関する 2003
年ワークショップでは、看護図書館の学会誌所蔵が十
分でないことから、臨床看護師が多くの文献にアク
セスできるようにするためには、看護学会誌の電子化
が現状では不十分であり、看護雑誌の電子化率の向
上が課題として取り上げられた (80)。2005 年のワーク
ショップでは商業出版社の雑誌電子化や､ 国立情報
学研究所による学会誌等の電子化推進事業（NACSIS-
ELS）により、雑誌の電子化率は格段に飛躍したが、
臨床で必要な情報入手のためにはまだ課題が残されて
いるとしている (81)。佐々波の調査 (82) によると、医中
誌収載の看護文献の電子化は、全体として進展してい
るという。しかしここで看護文献と見なした電子化文
献の多くは、看護専門誌に掲載されたものではない場
合が多いというひずみが明らかになった。2007 年の
看護雑誌電子化ワークショップでは、ようやく看護系
商業誌電子化への進展が見られるとともに、大学紀要
や学会誌は機関リポジトリによるオープンアクセスの
可能性が示唆された (83)。

6. 利用教育
　各種目録、データベース類の充実による文献環境の
整備、臨床看護現場への EBN の浸透もあり、看護師
養成課程における利用教育の重要性は、以前にも増し
て重要視されている。看護図書館員の関心も高く、多
くの事例報告がなされている (84)(85)(86)(87)(88)。日本看護
科学学会調査 (89) と比較した臨床看護師の文献活用調

査 (90) は、看護師の情報探索行動についても分析して
いる。阿部 (91) は卒業後の臨床看護師の、佐藤 (92) は
学生の利用指導に関する調査結果を報告している。
　近年の看護文献利用をめぐる環境の変化を受けて、
図書館利用から文献検索まで看護文献の活用を網羅的
にまとめたテキストが伊藤 (93)、佐藤 (94)、山崎 (95) ら
により発表されている。また文献検索の方法をまとめ
たビデオ『看護と図書館』は、看図協が監修した。こ
のビデオは看図協のプロジェクトとして推進されたも
のであるが、その過程について報告がなされている (96)。
　EBN は臨床看護研究に際しては意識を向けられて
いるが、看護図書館と EBN の接点については、未だ
文献検索方法の紹介やその必要性が語られている状況
である (97)(98)(99)。この現状は、根拠のある医療（EBM）
実践に向けて医学図書館の司書が取り組みを進めてい
る、いわゆるコクランレビューの日本語版作成に向け
た、雑誌論文の確認作業（ハンドサーチ）への取り組み
と比較して、残念な感想を持つのは筆者だけであろうか。

7. 看護図書館の専門性
　看護図書館の専門性については、2003 年の『看護
と情報』に特集として取り上げられている。この中で
は利用教育を専門性の中心に据え、図書館業務の活動
の中で目指していく方向性を述べている (100)。
　高山は専門図書館の情報サービスが電子化により変
化している点や専門情報サービスに求められる付加価
値の付与、情報専門職に求められる資質を紹介してい
る (101)。また公立大学図書館勤務者は公共図書館へ 3
年程度で異動する場合も多く、専門知識の蓄積や継承
が難しい場合も多い。看護司書や保健医療関係図書館
員の資質向上のためのさまざまな研修活動 (102) はそれ
を実現する一つの方法であろう。
看護図書館の新しい可能性として「るかなび」という
市民むけ健康情報サービスは、看護職と司書の協働作
業という新しい試みであり注目に値する (103)。

8. おわりに
　今回の執筆にあたり、取り上げる文献の対象を調査
研究や報告など、一定量の記述がある論文をレビュー
対象に構成を検討したところ、看護系大学が急増し
た 1990 年代後半に、多くの論文や実践報告が公表さ
れていることに気が付いた。本稿ではこのような状況
を反映して、レビュー対象とした文献を 1990 年代に
まで遡った上で、文献の種類はこだわらず、実践の報
告なども含め、幅広く取り上げた。また文献の掲載誌
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についても同様に幅広い目配りを心がけたものの、結
果的に『看護と情報』に集中し、同一著者の文献を複
数採録することとなってしまった。とりわけ近年では、
研究論文が減少傾向にあり、代わって実践報告が主流
となりつつある。
　看護図書館に限らないが、現在の図書館をとりまく
環境は厳しさを増しているためか、論文を発表できる
若手の図書館司書は多くない。特定の雑誌や特定の著
者の論文にレビューが偏ってしまうことは、著者が少
ない実態の反映でもあり、今後は多数の著者に幅が拡
がることを期待したい。

（国際医療福祉大学：今
いま

田
だ

敬
たか

子
こ

）
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視覚障害その他の理由でこの本を活字のままでは読むことのできない人の利用に供するために、この本をもとに録音
図書（音声訳），拡大写本又は電子図書（パソコンなどを利用して読む図書）の作成を希望される方は，国立国会図
書館まで御連絡ください。

連絡先　国立国会図書館　総務部総務課
　　　　住　　所　　〒 100-8924　東京都千代田区永田町 1-10-1
　　　　電話番号　　（03）3506-3306

　国立国会図書館（NDL）は 2008 年 3 月、図書館及び図書館情報学に関する情報を提供するポータ
ルサイト「カレントアウェアネス・ポータル」をリニューアルしました。

　これまで同様、『カレントアウェアネス』、『カレントアウェアネス -E』など NDL が刊行する図書館
関係情報誌・報告書のウェブ版や、最新の図書館ニュースブログ『カレントアウェアネス -R』などを
提供します。また今後も新たな機能・コンテンツの追加も予定しております。どうぞ、ご愛読・ご活
用ください。

　なお今回のリニューアルに伴ない、URL が変更になりました（これまでの URL からは自動的に転
送されます）。

http://current.ndl.go.jp/

☆「カレントアウェアネス・ポータル」リニューアルのお知らせ☆


