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CA1715■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
図書館及び関連組織のための
国際標準識別子 ISIL

　ISO15511「図書館及び関連組織のための国際標準識
別子」（International standard identifi er for libraries 
and related organizations：ISIL）に対し、国立国会図
書館が日本の登録機関としての準備を進めている。標
準化の関係者にとっては長年の懸案が解決に向けて動
き出すことになる。その名の通り、図書館等を識別す
るコードであるが、図書館関係者の間でもあまり知ら
れていないこの識別子について解説し、その意義を述
べる。

1. 構成
　ISIL は、16 文字以内の可変長コードで英大文字、小
文字、数字および 3 種類の記号（文字名で SOLIDUS 

「/」、COLON「:」、HYPHEN-MINUS「-」）のみを使
用する。例をあげると、“GB-UkOxU-CC” というのが
英国オックスフォード大学クライストチャーチ図書
館の ISIL コードである。最初の HYPHEN-MINUS
の前の GB の部分がプリフィクスとよばれ、通常 2
文字の国名コード（ISO3166-1）が使われる。後ろの
UkOxU-CC が図書館識別子とよばれ、各国で割り当
てられる部分である。図書館識別子は最大 11 文字、
この例のように大文字小文字を混用してもよいが、
大文字小文字の別を識別要素にしてはならない。す
なわち、UKOXU-cc を別の図書館に割り当ててはな
らない。プリフィクス部分は、国名コード以外のも
のもあって、この場合 1 文字、3 文字又は 4 文字にな
る。内容は次の登録制度の項で紹介する。

2. 登録制度
　ISIL は登録制で、デンマークの Danish Agency 
for Libraries and Media という機関が国際登録機関
“ISIL RA（Registration Authority）” を務めている。

「その国の図書館界でその役割が広く受け入れられて
いる適切なナショナルエージェンシーが ISIL を管理
する」（1）の規定の下、各国からナショナルエージェ
ンシーを ISIL RA に登録することで登録制度が動い
ている。ナショナルエージェンシーは、ISIL RA の
ウェブサイト（2）に公開されているが、2010 年 4 月現
在では、22 か国（うち米国は準備中）が登録されて
いる（表 1 参照）。
　国名以外のプリフィクスは、ISIL-RA に別途登
録されることにより有効となる。2009 年 4 月現在、
OCLC など 4 種類が登録されている（表 2 参照）。
OCLC 及び ZDB は国際的に通用している図書館コー

ドを持っている機関として、そのコードにこのプリ
フィクスをつければ ISIL とすることができるように
なっている。プリフィクス M は、未だ準備中で詳細
が公表されていないが、各国に属さない国際的な機

表 1　 ISIL RA に登録されている
ナショナルエージェンシー

AU

AR

BE

BY

CA

CH

CY

DE

DK

EG

FI

FR

GB

GL

IR

IT

KR

NL

NO

NZ

SI

US

オースト

ラリア

アルゼン

チン

ベルギー

ベラルーシ

カナダ

スイス

キプロス

ドイツ

デンマーク

エジプト

フィンラン

ド

フランス

英国

グリーンラ

ンド

イラン

イタリア

韓国

オランダ

ノルウェー

ニュージー

ランド

スロベニア

米国

National Library of Australia

Argentine Standardization and

Certification Institute（IRAM）

Royal Library of Belgium

National Library of Belarus

Library and Archives Canada

Swiss National Library

Cyprus University of Technology

‒ Library

Staatsbibliothek zu Berlin

Danish Agency for Libraries and

Media

Egyptian National Scientific and

Technical Information Network

（ENSTINET）

The National Library of Finland

Agence Bibliographique de

l'Enseignement Superieur

British Library

Central and Public Library of

Greenland 

National Library of Iran

Istituto Centrale per il Catalogo

Unico delle biblioteche italiane e

per le informazioni bibliografiche

The National Library of Korea

Koninklijke Bibliotheek

National Library of Norway

National Library of New Zealand

Te Puna Mātauranga o Aotearoa

National and University Library

Library of Congress ‒ 登録準備中
出典：（2）（日本語訳は筆者）2010-04-09 現在
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関を登録できるようにするためと考えられている。
　ISIL は、図書館及び関連組織を識別するためのも
のである。関連組織は、書誌的環境でサービスや活
動を行う組織と規定されているが、特に公文書館と
博物館が明示されている。
　登録にあたっては、本館と分館のような構造のあ
る場合、全体と部分にそれぞれ識別子をつけてもよ
いし、全体だけでもよい。また、1 つの図書館が 2 つ
以上の識別子を持つことも禁止はされていない。こ
ういった柔軟性は、既存の図書館コードをなるべく
そのまま取り込めるようにという配慮からきている。

3. 経緯
　ISIL は、「国際標準化機構第 46 専門委員会」（ISO/
TC46）の「相互運用技術分科会」（SC4）で定められた。
1996 年にイタリアから提案され、2003 年に国際標
準として成立している。もともと、欧州の多くの国
にあった図書館コードの前に国名コードをつけて国
際化しようというアイディアである。当初の名称は
“International Library Code”（ILC）であった。現
在の ISO/TC46 の体制（CA1465 参照）からは ISBN
や ISSN などの識別子を手がけている「識別と記述分
科会」（SC9）が担当する方が自然に思えるかもしれ
ない。しかし、この提案がなされたのは、図書館の
機械化等を扱う SC4 であり、そのまま SC4 が担当す
ることになった。当時の TC46 の体制では、SC9 は
文献の記述に現在より大きな比重をおいていたこと
にもよる。
　SC4 での委員会案は 1997 年に出ている。この時
から国際標準に至るまでの段階で、技術的な変更
は、最大長や使用可能な記号の増加だけであった。
例えば最大 4 文字というプリフィックスの最大長
は、OCLC を意識して変更されたものである。技術
的問題よりも議論を呼び、標準化の遅れの原因とも
なったのは、適用範囲の問題である。当初図書館の
みの適用を考えていたが、検討の過程で関連機関も
対象とされるようになった。この関連機関の範囲を
広く書いたため、流通関係の標準である “Electronic 
Data Interchange”（EDI）側から、EDI の “Location 

Number” を使用することを求められ問題化した。結
局、関連機関の範囲を「書誌的」なものに縮めて
EDI 側の要求を却下して 2003 年に国際標準として発
行された。
　開発した委員会の中では、提案国であったイタリ
アの国立図書館が ISIL RA を引き受けるものと思わ
れていた。しかし、国際標準の発行段階になって、
イタリアがこれを拒否、最終的にはデンマークの現
機関が引き受けることとなったという事情もあって、
ISIL RA の活動開始は遅れた。このため、まだ広く
普及しているという状態には至っていない。

4. ISIL の意義
　ISIL の意義としては、技術的なものと社会的なも
のが考えられる。
　技術的な意義は、さまざまなネットワーク上のア
プリケーションに対して、図書館界としての「固有
名詞」を提供できる点である。複数の図書館がかか
わるサービスをネットワーク上に展開する場合、図
書館の識別は必須で、アプリケーションごとに個別
に識別子を用意することは、無駄が多くサービスの
展開を遅らせる原因にもなる。
　より差し迫った技術的意義としては、電子タグ

（RFID）の識別子作成があげられる（CA1574、E826
参照）。最近図書館アプリケーションでも使われるよ
うになった UHF 帯の電子タグでは、タグの識別子

（Unique Item Identifi er：UII）を図書館で用意する
必要がある。このための基礎として、図書館の識別
子が必要とされている。電子タグの識別子は、国際
的にユニークになっていないと、日本の図書館で借
りた本を外国に持って行くとブザーが鳴るといった
ことにもなりかねない。
　社会的な意義としては、業界としてのまとまりを
築き、新しいサービスを作るためのインフラを維持
していく活動の一環という面がある。このようなイ
ンフラは、情報化社会の中で業界としての活力を保
つために大切なものであり、図書館という業界が今
後も発展していくための重要な資産である。さらに、
関連の他の業界のサービスとの間で交渉していく場
合にも、力となりうるものである。このような、社
会的意義も忘れてはならない。

（国立情報学研究所：宮
みやざわ

澤　彰
あきら

）

（ 1 ）“Registration Agencies”. ISIL.
　　http://biblstandard.dk/isil/reg_agencies.htm,（accessed 

2010-04-28）.
（ 2 ）“ISIL Registration Authority”. ISIL.
　　http://biblstandard.dk/isil/,（accessed 2010-04-06）.

表 2　 国名以外のプリフィックス

M

O

OCLC

ZDB

Library of Congress 米国以外（登録準備中）

OCLC で RFID 等用の短縮形

OCLC WorldCat Symbol

Staatsbibliothek zu Berlin

‒ Zeitschriftendatenbank
出典：（2）を基に筆者が作成　2010-04-09 現在
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CA1716■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
図書館による Twitter 活用の可能性

シンプルなサービス「Twitter」旋風
　近年、Twitter（ツイッター）というウェブサービ
スが話題である。本稿では、様々に指摘されている
Twitter の特徴のうち一部を取り上げながら、図書館
による Twitter 活用の可能性を探る。
　2009 年以降、Twitter 旋風とも言われるほどに注
目を集めているが、その正体は、「ツイート（tweet）」
と呼ばれる 140 字以内のメッセージをウェブ上に投
稿するという、至ってシンプルなサービスである。
無料のユーザ登録をすれば、誰でもツイートを投稿
できる。さらに、気に入ったユーザがいれば、「フォ
ロー（follow）」することができ、ユーザに割り当て
られたホームページには、自らのツイートとフォロー
しているユーザのツイートが時系列に表示され、そ
れらを一覧することができる。
　2006 年に米国でサービスを開始した Twitter は、
2009 年に主要なメディアによる報道や著名なユーザ
の影響で急激にユーザ数を伸ばし（1）、2010 年 4 月現
在、全世界の登録ユーザ数は 1 億人を超えていると
いう（2）。また、2010 年 4 月には、米国議会図書館が、
公開されている全てのツイートをアーカイブする方
針を発表した（E1042 参照）（3）。学術・研究目的での
使用が想定されており、具体的な活用はこれからで
はあるが、Twitter への注目の高さが伺える出来事だ
と言えるだろう。
　日本においても、2009 年に各界の著名人が Twitter
を使い始めたことで、注目を集めた。Twitter を活用
する「ツイッター議員」も増加しており、2010 年 1 月
1 日には、当時の鳩山由紀夫首相が Twitter を開始し、
その存在はより広く知られるところとなった。

投稿内容の自由度は高い
　ツイートを書き込む投稿ボックスの上部には、「い
まどうしてる？」と書かれており、自分の現在の状
況を投稿することが想定されているようにも見える。
しかし、実際のツイートの内容は、それにはとどま
らない。特定の事象に対する自らの考え、気になっ
たニュースへのリンク等も数多く投稿されている。
また、ユーザは個人に限らず、テレビ局や新聞社等
のメディアによる広報情報やニュースの配信を始め、
企業による活用例も多く見られる。
　図書館においても、米国を中心に、イベントの案
内や休館日のお知らせのために Twitter を利用する
例が増加している（E888 参照）。正確な統計情報は
ないが、Twitter を使用している図書館のリストがま

とめられているブログで確認できるだけでも、米国
で 600 館以上（4）、米国以外で 100 館以上（5）の図書館が
Twitter を使用していることがわかる。
　日本においては、図書館関連のユーザのまとめ（6）

やユーザ検索サービスを用いて調べたところ、図書
館による公式な Twitter の使用と思われる事例は、
試行段階のものも含めて 10 館前後である。
　例えば、千葉県横芝光町立図書館では、Twitter を
利用し、イベント情報や新着図書、地域に関する新
聞記事の紹介等をしている（7）。郡山女子大学図書館
では、実験中ではあるが、自館及び福島県内市町村
の新着情報を、ブログ等の更新情報を自動で Twitter
に投稿できる「Twitterfeed」というサービスを利用
して配信している（8）。図書館からの情報発信だけで
なく、福島県の気象情報や地域のイベント情報も提
供している点が特徴的である。
　国立国会図書館のウェブサイト「カレントアウェ
アネス・ポータル」では、Twitter を利用し、図書館界・
図書館情報学に関するニュース速報「カレントアウェ
アネス -R」のタイトル等を配信するサービスを試行
している（9）。
　また、2010 年 9 月に奈良で開催される全国図書館
大会のニュースを発信するために、奈良県立図書情
報館でも Twitter の利用を開始している（10）。「白鹿く
ん」というキャラクターがしゃべっているという形
式をとっており、全国図書館大会の準備の様子や同
館からのお知らせが、親しみやすい言葉づかいで発
信されている。

Twitter によるコミュニケーションと情報伝播
　これまで例に挙げた図書館による Twitter 利用事
例は、一方的な情報発信をするものが中心であった。
しかし、Twitter にはユーザ間のコミュニケーション
を可能にする機能がある。図書館での活用事例や筆
者自身の経験に沿って、コミュニケーションの機能
を見てみたい。
　神戸大学附属図書館では、神戸大学学術成果リポ
ジトリ「Kernel」や震災文庫、新聞記事文庫等のデ
ジタルアーカイブについての情報発信に Twitter を
活用している（11）。新たに公開した資料の紹介やサー
ビスに関するお知らせを発信する一方で、文頭に「@
ユーザ名」をつけて投稿することで、他者にも公開
された状態で特定のユーザ向けの投稿をすることが
できる「リプライ（Reply）」という機能を用いて、
図書館関係者との情報交換や利用者からの質問等へ
の対応を行なっている。さらに、他のユーザのツイー
トを引用して再投稿する「リツイート（ReTweet）」
という機能を使って、同館のサービスのメディアへ
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の掲載情報等を再投稿している。同館のツイート全
体から見れば、リプライやリツイートの使用頻度は
決して高いわけではないが、これらの機能を活用す
ることで、図書館と他のユーザ間のコミュニケーショ
ンが生まれている。
　また、筆者も Twitter ユーザであり、これまで例
に挙げてきたような図書館による Twitter をフォ
ローしている。それらのツイートの中に気になるイ
ベント情報やニュースがあれば、自分のための覚え
書きも兼ねて、リツイートすることがしばしばある。
筆者をフォローしているユーザの中には、特に図書
館に興味のない人、図書館による Twitter の存在を
知らない人も数多くおり、筆者がリツイートするこ
とで、普段は図書館が発信する情報に触れることの
ない人が、その情報にふれる可能性が高くなる。こ
うしたリツイートが繰り返されれば、情報は急速に、
かつ広域に伝播される。このように、1つ1つのツイー
トは強力な情報伝播力を秘めており、この情報伝播
力の強さは、Twitter の大きな特徴の 1 つであると言
われる。

発想を形にするための基盤を作り、より豊かな社会へ
　今後、図書館による Twitter 利用は増加するだろ
う。ただし、Twitter はあくまでも補完的なツールで
あり、図書館のサービスそれ自体ではない。図書館
には、蔵書や図書館員のノウハウといった知の蓄積
があり、まずそれらを提供する基本となるサービス
をより整備・充実させることが大前提である。その
上で、これまで述べてきた Twitter の特性をふまえ、
図書館による Twitter 活用の姿について考えたい。
　例えば、1 人の専門家によるツイートや専門家で
はない複数人の Twitter 上でのコミュニケーショ
ンの中から、商品やサービスについてのアイデアが
生まれたとする。図書館は、そのアイデアを形にし
ていくための手助けをできないだろうか。ただ新着
図書を紹介するのではなく、テーマをもって蔵書を
紹介すれば、図書館には商品開発等に有用な資料も
あることを知ってもらうことができる。調べ方のノ
ウハウを公開やレファレンスサービスについても、
Twitter を補完的なツールとして利用し、Twitter 上
での簡易なレファレンスサービスを展開することも
考えられる。すべてを図書館で担おうというのでは
ないが、これまでであれば些細な思いつきとして実
を結ぶことのなかったアイデアが形になっていくた
めの知的基盤の一部を担えるのではないだろうか。
そうして、図書館が社会により根ざしたものとなる
ためのつなぎ目として、Twitter というツールを据え
ることもできる。

　新しいツールに飛びつけばいいというものではな
いが、まずは、Twitter が図書館サービスをより充実
させるため、そして社会がより豊かになっていくた
めの契機になりうるか、その可能性を考えてみても
いいのではないだろうか。

（総務部情報システム課：原
はら

　聡
さと

子
こ

）

（ 1 ） “Inside Twitter”. Sysomos.
　　http://www.sysomos.com/insidetwitter/,（accessed 2010-

05-20）.
（ 2 ）特集 , 2010 年ツイッターの旅 : 140 字、1 億人の「つぶやき」

革命 . 週刊ダイヤモンド . 2010, 98（4）, p. 28-69.
（ 3 ） Raymond, Matt. “How Tweet It Is!: Library Acquires Entire 

Twitter Archive”. Library of Congress Blog. 2010-04-14.
　　http://blogs.loc.gov/loc/2010/04/how-tweet-it-is-library-

acquires-entire-twitter-archive/,（accessed 2010-04-20）.
（ 4 ）Brown, Lindy. “Libraries on Twitter（updated list）”. 

Circulation.
　　http://lindybrown.com/blog/2009/01/libraries-on-twitter-

updated-list/, （accessed 2010-04-21）.
（ 5 ）Brown, Lindy. “International Twittering Libraries”. 

Circulation.
　　http://lindybrown.com/blog/2009/03/international-

twittering-libraries/, （accessed 2010-04-21）.
（ 6 ） “ 図書館関連アカウントまとめ用（lib_list）”. Twitter.
　　http://twitter.com/lib_list, （参照 2010-05-24）.

（ 7 ） “ 横芝光町立図書館 （lib_yhikari）”. Twitter.
　　http://twitter.com/lib_yhikari, （参照 2010-05-12）.

（ 8 ） “ 郡山女子大学図書館（実験中） （LibKGC）”. Twitter.
　　http://twitter.com/libkgc, （参照 2010-05-12）.

（ 9 ） “ 国立国会図書館関西館図書館協力課（ca_tweet）”. Twitter.
　　http://twitter.com/ca_tweet, （参照 2010-05-12）.

（10） “ 奈良県立図書情報館 白鹿くん （nplic）”. Twitter.
　　http://twitter.com/nplic, （参照 2010-05-24）.

（11）“Kobe Univ. Kernel （kobekernel）”. Twitter.
　　http://twitter.com/kobekernel, （参照 2010-05-24）.

Ref:
津田大介 . Twitter 社会論 . 洋泉社 , 2009, 191p.

CA1717■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DAISY の新しい展開：

DAISY オンライン配信プロトコル

　2010 年 4 月 2 日、DAISY（デイジー）規格を管理
する団体である DAISY コンソーシアムは DAISY オ
ンライン配信プロトコル（以下、「プロトコル」）の
仕様書を勧告案として公表した。これは、インター
ネットを用いて図書館などのサーバーから利用者の
パソコンや専用端末までコンテンツを届けるための
通信規格をまとめたものである。

　DAISY とは Digital Accessible Information System
（デジタルでアクセシブルな情報システム）の略称で、
DAISY コンソーシアムの管理する国際標準のデジタ
ル図書規格である（CA1471、CA1486 参照）。一般
的には「CD の録音資料」と認識されがちだが、デジ
タル資料である DAISY 資料の記録媒体は必ずしも
CD でなければならないわけではない。物理的な媒体
という制約から逃れオンラインでコンテンツの流通
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を行えば、資料の作成、保存、流通などすべての過
程においてコストと時間が節約できるのである。
　そのような理由から、現在に至るまで各国の点字
図書館などで DAISY 資料のインターネット配信の実
現に向けた取り組みが行われてきた。しかし、多く
の場合は各機関で個別の開発が進められており、相
互の互換性は担保されていなかった。配信における
互換性が担保されていなければ図書館間における資
料の共有化などの妨げとなり、折角の国際標準規格
としての DAISY の意義も薄れてしまう（1）。DAISY
コンソーシアムは 2007 年のプロジェクト立ち上げ以
来、DAISY 資料の配信のための国際標準規格の策定
を通じ、オンラインの世界でも互換性を確保するこ
とを目指している。

　仕様書の冒頭ではプロトコルの主要な目標として
二つの事柄が挙げられている。一つ目は「サービス
提供者から末端の利用者へデジタル資料を届けるこ
と」（2）である。ここでいう「デジタル資料」とは主に
は DAISY 資料を指すものの、その他のアクセシブル
なデジタル資料全般も含む。多くの館では点字デー
タなどもオンライン配信されていることを受け、プ
ロトコルがアクセシブルな資料の配信全般にも利用
されることを意識しているといえる。
　二つ目は国際標準規格として、オンライン配信サー
ビスを既に実現している、あるいはこれから実現し
ようという館に受け入れられるものとすることであ
る。プロトコルでは、他の DAISY 関連の技術と同じ
く、基礎となる技術にHTTP/HTTPSやSOAPといっ
た W3C の標準仕様が採用されている。

　そのような背景のもとで策定されたプロトコルだ
が、これによって何が可能となるのだろうか。まず、
サービスの提供者はプロトコルを利用することで、
コンテンツの受け渡しを物理的な媒体を用いずに行
うことが可能になる。コンテンツや書誌情報はサー
バーに蓄積されており、利用者は端末を利用してア
クセスする。これにより電子上の「資料貸借」を含
む仮想の図書館サービスが可能となった。電子デー
タの「貸出」というとイメージしにくいが、これは
予め貸出期限を設定し、利用者はダウンロードした
データを期限までに消去することで返却とみなす仕
組みである。一定の期間だけコンテンツを利用させ
たいサービス提供者側の要望を実現するものである。
併せて期限到来とともに自動でコンテンツが削除で
きるような仕組みも用意されているが、仕様書では
それよりも PDTB2（3）などその他のコンテンツ保護手
段を利用することを推奨している。

　また、サーバー上に情報を蓄積することでサービ
ス提供者が遠隔操作でコンテンツを登録し、自動で
ダウンロードさせるという機能についても定めてい
る。一般的に中高年の利用者は最新の再生機器、再
生ソフトの操作が困難なことが多く（CA1611 参照）、
そうした利用者に対しては策定過程の当初から配慮
がなされていた。
　自動ダウンロードを利用する場合、利用者は電話
や E メールなどでサービスの提供者へ連絡をし、提
供者はサーバー上にある利用者のリクエスト情報を
登録する。その後利用者の端末からサーバーにアク
セスすると、登録された情報に従い自動でコンテン
ツがダウンロードされる。この機能によって、パソ
コンや機械に不慣れな利用者も、電話で図書を郵送
してもらうのと同じ手軽さで、もっと早く図書を利
用することができる。
　一方、利用者自身が端末を操作して、主体的に
サービスを利用することも可能である。その場合
は “Dynamic Menus Primer” という仕組みを利用す
る。これは一つの質問からツリー上につながった質
問に順々に利用者が答えていくことで、目的とする
サービスまで誘導する仕組みである。この仕組みで
サービスの一覧や書誌検索、オンライン購入、お知
らせの入手などのナビゲーションが可能になる。ま
た、上記の自動ダウンロード機能と組み合わせれば
Dynamic Menus Primer で新聞を選択したのち、定
期的に自動ダウンロードを行うといったこともでき
る。

　以上がプロトコルとそれを利用するサービスの主
な内容だが、サービス提供者側の動向についてもこ
こで触れておく。世界の多くの地域ではカセットテー
プの録音図書が未だ利用され続けているが、そのよ
うな中でデジタル資料の配信サービスは受け入れら
れるのだろうか。
　それに関しては国際図書館連盟の視覚障害者図
書館サービス分科会（International Federation of 
Library Associations and Institutions, Libraries for 
the Blind Section: IFLA/LBS）（4）と DAISY コンソー
シアムが行った調査が参考になる。2009 年に両者は
グローバルライブラリー（5）について各国の点字図書
館などに対して実態調査を行っており、その中にオ
ンライン配信サービスについての質問が含まれてい
た。それによると回答した 23 機関のうち半数はプロ
トコルが承認され次第、あるいは自機関の配信サー
ビスの環境が整い次第採用すると答え、採用しない
と答えたのは 2 機関のみだった（6）。数多くの機関が
配信サービスに前向きである一方で、そうでない機
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関もある。その原因は機関によって様々だろうが、
例えば著作権に絡む問題や、資料のデジタル化が不
十分であることが考えられるだろう。
　なお、日本でも点字図書館が相次いでカセットテー
プ形式の録音図書の製作を中止し、DAISY 化を急
ピッチで進めている。2010 年 4 月からスタートした
サピエ図書館（7）ではプロトコルを利用した配信が行
われる予定だ。Plextor 社の再生機 PTX での利用を
想定しており、2010 年中にパイロット館での検証を
行う予定とされている。利用者は Dynamic Menus 
Primer を利用して「新着完成情報」、「人気のある本」、

「ジャンル検索」などにアクセスし、録音データをス
トリーミングしたり、ダウンロードしたりすること
ができる。

　これまで述べてきたように、国際標準のプロトコ
ルによるオンライン配信は、著作権処理やデジタル
化資料の拡充など解決すべき課題があるものの、即
時配信や流通コスト削減、利便性の向上といったメ
リット、特にそれぞれの利用者に応じた多様なサー
ビス展開を実現するという点で大きな可能性を秘め
ている。また、次世代規格である DAISY4 の策定が
進められており（8）、制作と変換に関するパートの他、
流通や利用についてのパートが定められる予定であ
る。ここから、プロトコルだけでなく DAISY 規格そ
のものにおいても流通や利用などの視点が強調され
ていることがわかる。DAISY はもはやただの録音図
書の規格ではない。DAISY はアクセシブルな情報シ
ステムであり、製作から利用までアクセシブルであっ
てこそ意義があるといえる。そのためには、プロト
コルの整備に加えて、国内外、官民問わずすべての
関係者が協力し配信システムの構築を進めていくこ
とが必要なのではないだろうか。

（関西館電子図書館課：水
みず

野
の

翔
やす

彦
ひこ

）

（ 1 ）日本障害者リハビリテーション協会情報センター . “ マイク
ロソフト社と DAISY コンソーシアムの協力　障害者の情
報アクセスへの新たな展望 ”. 障害保健福祉研究情報システ
ム（DINF）.

　　http ://www.dinf .ne . jp/doc/japanese/access/info/
microsoft.html, （参照 2010-05-12）.

（ 2 ） “Specifi cation for the DAISY Online Delivery Protocol”. 
DAISY Consortium.

　　http://www.daisy.org/projects/daisy-online-delivery/
drafts/20100402/do-spec-20100402.html, （accessed 2010-
04-15）.

（ 3 ）DAISY コンソーシアムが策定するデジタル暗号化技術。
現在は PDTB2 と呼ばれる第 2 版が策定されており、米国
議会図書館の視覚障害者および身体障害者のための全国図
書館サービス（National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped：NLS）が採用している。仕様書
は以下で見ることが出来る。

　　“Specifi cation for DAISY Protected Digital Talking Book: 
Version 2.0 Approved, Specifi cation for DAISY Protected 
Digital Talking Book”. DAISY Consortium.

　　http://www.daisy.org/projects/pdtb/daisy-pdtb-spec.
html, （accessed 2010-04-15）.

（ 4 ） 現在は「印刷物を読めない障害がある人々のための図書
館サービス分科会」（Library Serving Persons with Print 
Disabilities Section : LPD）と改称されている。

（ 5 ）「グローバルライブラリー」は IFLA と DAISY コンソーシ
アムが進めるプロジェクトで、国際的な資料の検索と活用
を実現するためのオンラインネットワークである。詳細は
以下を参照。

　　日本障害者リハビリテーション協会 . “ 新分野の開拓：印
刷物を読めない障害がある人々のアクセスを拡大するバー
チャルグローバルライブラリーサービス ”. 障害保健福祉研
究情報システム（DINF）.

　　http ://www.dinf .ne . jp/doc/ japanese/access/ i f la/
rae_090825.html, （参照 2010-04-15）.

（ 6 ） “Global Library Survey Final Report: Version: Final”. 
DAISY Consortium.

　　http://www.daisy.org/projects/global-accessible-library/
survey_fi nal_report.html, （accessed 2010-04-15）.

（ 7 ） 全国の会員施設・団体が製作または所蔵する資料の目録な
どからなる点字、録音図書の書誌データベース。会員は点
字や DAISY 資料の一次データの利用が可能だが、非会員
でも書誌検索サービスを利用できる。

　　“ サピエとは ”. サピエ .
　　https://www.sapie.or.jp/contents/what_is_sapie/,（ 参 照 

2010-05-12）.
（ 8 ）DAISY4 の開発状況や最新のドラフトは以下のページで確

認することができる。
　　“ZedAI UserPortal”. DAISY Consortium.
　　http://www.daisy.org/zw/ZedAI_UserPortal, （accessed 

2010-05-26）.

Ref:
“DAISY Online Delivery Protocol-Dynamic Menus Primer”. DAISY 

Consortium.
　　http://www.daisy.org/projects/daisy-online-delivery/

drafts/20100402/do-dm-primer.html, （accessed 2010-04-15）.
Tank, Elsebeth et al. “The DAISY standard: Entering the 

global virtual library”. Library Trends. 2007, 55（4）, p.  
932-949.

　補記：
　本稿脱稿後、2010 年 5 月 28 日から 29 日にかけて
開催された DAISY コンソーシアムの理事会にて、プ
ロトコルの勧告案は技術的勧告として採択された。
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CA1718■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

電子化の現場からみたOCRの動向

1. はじめに
　インターネットを通じて、自宅や職場などから閲
覧できる本が増えている。あるものは無料で、ある
ものは有料で閲覧することができる。電子化された
本がインターネット上で公開される利点は、いつで
も／どこでも読むことができるということだけでは
ない。これまで目当ての本を探そうとすると、タイ
トル、著者名、分類などを頼りに探すしかなかったが、
電子化された本は、その中の文章や内容の一部から
でも検索可能となる。つまり、インターネット上に
電子化された本が公開されると、本の探し方／使い
方が変わる、と言える。この新しい「本の探し方／
使い方」を陰で支えているのが「光学式文字読取装置」

（Optical Character Reader：OCR）というテクノロ
ジーである。本稿では、本や新聞の電子化に携わる
者（1）の視点で、OCR の動向を紹介する。

2. OCR はどのように使われているのか
　世界各地で進行中の電子化プロジェクトにおいて、
OCR はどのような位置づけとなっているのかを確認
してみる。

2.1. インターネットで公開する 2 種類の方法
　インターネット上には、電子化された本が、たく
さん公開されている。その公開方法には、大きく分
けて、2 種類ある。

1. 本のページを画像として公開する方法
　例えば、国立国会図書館の近代デジタルライブラ

リー（2）、米国国立医学図書館（3）など
2. 本のページに書かれた文字をデータとして公開

する方法
　例えば、青空文庫（4）、Project Gutenberg（5）など

どちらの方法で公開されていようと、インターネッ
トに繋がっていれば、いつでも、どこからでも閲覧
できる、という利点を持つ。「文字をデータとして公
開」している場合には、私たちはその内容を直接検
索することができる。世界的に見て、本や新聞を電
子化している最近のプロジェクトでは、後者の「文
字をデータとして公開」することを目標としている
場合が多いと思われる。

2.2. 文字データを作成する 2 種類の方法
　文字データを公開することは利点も多いが、その
分、コストもかかる。文字データを作成することは、

動向レビュー

画像を作成するよりも、はるかに手間と時間がかか
るからである。その文字データを作成する方法には、
大きく分けて、2 種類ある。

1. 人手による入力を行う
2. OCR などのテクノロジーを使う

　「人手による入力」という方法で文字データを作成
している例として、日本の「青空文庫」が挙げられる。
その他、米国において、Distributed Proofreaders と
いうグループが同様の活動を行っている。過去には、
Questia 社が、「人手による入力」という方法で、大
規模に文字データを作成した。一方、OCR などのテ
クノロジーを使う例として、Google ブックス（6）や、
Amazon.co.jp の「なか見！検索」（7）などが挙げられる。
　一般的に、「人手による入力」という方法を使え
ば、精度の高いものを作ることができるが、時間が
かかる。一方、OCR を使えば、効率的に作業が進め
られるが、精度の点で劣る。欧米でのプロジェクト
などでは、OCR である程度のデータを作成してから、

「人手による入力」で修正をしていく方法（8）を採るこ
ともありうるが、それは欧米各国語の OCR が、一般
的に精度が高いために可能となっている。日本語の
OCR は、欧米各国語に比べて一般的に精度が劣るた
め、OCR のデータを修正するくらいなら、最初から

「人手による入力」を行ったほうが、時間と費用を節
約できる場合がある。

2.3. 新しい動き
　近年、OCR と「人手による入力」の組み合わせ
について、インターネットの特性をうまく活かした

「ソーシャル型」とも呼べるような、新しい動きが生
まれている。
　Australian Newspapers Digitisation Program

（ANDP）（9）というオーストラリアの新聞電子化プロ
ジェクトでは、OCR にかけた生データを公開し、そ
れを閲覧者に修正してもらう、という形をとってい
る（10）。
　また、米国議会図書館や米国国立公文書館と提携
して電子化を進めている Footnote 社では、ユーザー
が画像内の手書き文字などを読み取り、画像内の該
当する箇所に、付箋を貼れるようなサービスを提供
している（11）。
　さらに、“reCAPTCHA”（E662 参照）というもの
がある。詳しくは、サイボウズ・ラボ社の秋元氏の
ブログに書かれている（12）。非常に複雑に組み込まれ
たシステムであるが、簡単に説明すると、Web サー
ビスの認証プロセスを利用して、OCR の誤変換を訂
正していくシステムである。こちらも一種の「ソー
シャル型」と言える。
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　このように、文字データの作成は、コストと時間
がかかるので、各社・各機関が様々な工夫を凝らし
てくる領域である。後述するように、OCR は完璧で
はない。したがって、OCR の動向という場合、実際
の電子化現場において、OCR の限界を補うために、

「ソーシャル型」をはじめとして、どのような工夫が
されているのか、ということまで目を配っておいた
ほうが良いであろう。

3. OCR の精度に関連する最近の報告
　「OCR の精度」というものについて、よく質問を
受けるので、一般的に OCR の精度に対する関心は高
いと思われる。現在進行中の電子化プロジェクトか
ら、OCR の精度に関連する考察がいくつか提示され
ているので、その一部をここで紹介する。以下の論
文で論じられているように、そもそも「精度の測定」
自体が難しいという事情が存在するが、各社・各機
関は OCR の精度を高めるために様々な工夫を実施し
ている。

3.1. OCR の精度とは何か？
　タナー（Simon Tanner）の論文（13）は、そもそも
OCR の精度とは何であり、どのように測定するのか、
ということを論じる（E960 参照）。そして、彼らの
提案する測定方法を用いて、実際に、英国図書館が
電子化した新聞コレクションの OCR 結果を測定し
た。特筆すべき点として、精度を測定する際、OCR
の C（Character）が示すような「文字（Characters）
単位」での正確さだけでなく、「単語（Words）単
位」、「ストップワード（検索対象から外す機能語など）
を除いた単語（Signifi cant words）単位」、「固有名
詞など、大文字から始まる単語（Signifi cant words 
with capital letter start）単位」、「数字（Number 
groups）単位」を含む 5 種類の正確さを検討してい
ることが挙げられる。そして、人名・地名などの固
有名詞が多く含まれるような対象は、OCR 精度が低
くなる可能性を指摘している。

3.2. OCR の精度を上げるために
　クリーン（Edwin Klijn）の論文（14）は、現在オラン
ダで進行中の新聞電子化プロジェクトを開始する前
に、マイクロフィルムの電子化、JPEG 2000 を含む
ファイルフォーマット、OCR などに関して、世界の
状況を調べたサーベイ論文である。2008 年時点での
状況を知ることができる。中でも OCR の精度向上
に関して、スキャンをカラーで行うか、それともグ
レースケール（モノクロ写真のように白と黒の間に、
段階的な灰色の階調があるもの）で行うか、という

ことに関して、業者間で意見の相違が見られるとし、
ある業者の話として、カラーでスキャンした方が、
より良い OCR 結果を得ることができると述べてい
る。ただし、あくまで業者の話であって、実際に比
べてみたわけではないので、注意が必要である。
　パウエル（Tracy Powell）らは、ニュージーラン
ドで新聞電子化を進めるにあたって、グレースケー
ル画像での OCR 変換の是非を論じている（15）。これま
で、ニュージーランドにおける新聞電子化は、2 値（通
常のファックスのように、白黒だけで表現されたも
の）でのスキャンを行っていたが、もし、グレースケー
ルでスキャンをした場合、OCR の精度が向上するの
かどうかを、コストとのバランスを見ながら、詳細
に検討している。その結果は、グレースケールにし
たところで、たいした改善は見られない、というも
のであった。著者らも注意書きをしているが、この
結果は必ずしも、グレースケールよりも 2 値が良い、
ということを意味しない。もしすでに 2 値でスキャ
ンした画像を持っているなら、わざわざグレースケー
ルで再スキャンをする必要はない、ということを示
しているだけである。
　ホリー（Rose Holly）は、現在オーストラリアで進
行中の新聞電子化プロジェクト（ANDP）に関して、
OCR の精度を上げるために、「何ができるか」を検討
し、そのいくつかを実際に試してみた結果を報告して
いる（16）。著者らが検討した OCR の精度を向上させる
かもしれない 13 個の方法は、原本の選択から、スキャ
ン方法、ファイルフォーマット、画像処理、OCR ソ
フト選定、OCR 処理後の修正などを含んでいて、包
括的なリストとして参考になるだろう。著者らは、
いろいろな方法を組み合わせれば、より良い結果を
得ることができる、と結論している（17）。

4. OCR は使えるか？
　現在のところ、OCR による変換は、間違いを伴う。
それゆえ、OCR は使い物にならない、という話をよ
く聞く。ところが、使い物にならないか、それとも
使えるのか、というのは「使い方」による。つまり、
OCR で作成されたテキストデータをどのように使う
のか、という用途次第である。
　話を分かりやすくするために、極端な例を紹介する。
　筆者の知る限り、2003 年 10 月に米国 Amazon 社
が、“Search Inside”（18）というサービスを発表するま
で、「公開するテキストデータは、正確でないといけ
ない」という通念があった。例えば、Questia 社のプ
ロジェクトなどが、その考えに忠実なプロジェクト
の例である。
　ところが、米国 Amazon 社は、「内容を検索する目



カレントアウェアネス　NO.304（2010.6）

10

的であれば、OCR 結果は必ずしも正確でなくても良
い」という新しい考えを持ち込んだ、と筆者は考え
る（19）。いろいろな解釈がありうるが、おおよそ以下
のような理由を挙げておく。

・それ以前は検索が不可能であったのだから、多少
の誤変換が含まれていようが、たった 1 冊でも検
索にひっかかるようになるならば、それは前進で
ある。

・もし検索しているキーワードが重要な単語ならば、
探している本の中で、繰り返し現れてくるはずで
ある。多少の誤変換があったとしても、本 1 冊の
中で、どこかの部分がちゃんと変換される可能性
がある。ひとつでもちゃんと変換されていれば、
検索でその本はヒットする。

・さらに、誤変換の中には、「m（エム）」と「r ｎ（アー
ル　エヌ）」（20）に代表されるような「予想できる誤
変換」というのがある。このような頻繁に起こる
誤変換は、検索システムが処理をすることで、検
索の漏れを減らし、再現率を上げることができる
かもしれない。

　このように、2003 年以降、検索目的のプロジェク
トでは、OCR 変換したテキストデータを、修正する
ことなしに公開する例が増えている（21）。その意味で、
OCRは十分に使えるテクノロジーであると言えるが、
これは OCR の性能が十分高くなったからではない。
誤変換を含む OCR 結果を使いこなす方法が見つかっ
たからである、ということに留意する必要がある。

5. おわりに
　電子図書館や電子書籍などが盛り上がりを見せて
いる。これから出版される本などは、間違いなくテ
キストデータでの公開を伴い、検索可能な状態にな
るはずである。それと同時に、過去に出版された本
などを、いかにテキストデータ化して合流させるの
か、ということがますます重要な課題になってくる。
本稿では、そのような背景を踏まえて、OCR という
テクノロジーが、現状どのように使われていて、そ
の精度はどのように考えられているのか、というこ
とを、電子化の現場からの視点で見てきた。OCR の
技術者や、販売業者などは、当然、異なる見解を持っ
ているはずなので、本稿は OCR というテクノロジー
の一側面だけを紹介した、ということに留意してほ
しい。

（http://denshikA.cc：denshikA）

（ 1 ） 筆者のプロフィールは、以下を参照。
　　“ 自己紹介 ”. denshikA.
　　http://denshikA.cc/profi le.php, （参照 2010-05-14）.

（ 2 ）“ 近代デジタルライブラリー ”. 国立国会図書館 .
　　http://kindai.ndl.go.jp/, （参照 2010-05-14）.

（ 3 ）“Turning The Pages Online” .  National Library of 
Medicine.

　　http://archive.nlm.nih.gov/proj/ttp/books.htm, （accessed 
2010-05-14）.

（ 4 ） 青空文庫 .
　　http://www.aozora.gr.jp/, （参照 2010-05-14）.

（ 5 ） Project Gutenberg.
　　http://www.gutenberg.org/, （accessed 2010-05-14）.

（ 6 ）Google ブックス .
　　http://books.google.co.jp/, （参照 2010-05-14）.

（ 7 ） “ なか見！検索 ”. Amazon.co.jp.
　　http://www.amazon.co.jp/b?node=15749671, （ 参 照 2010-

05-14）.
（ 8 ） 前出の Questia 社はこの方法を採用した。
（ 9 ） Australian Newspapers Digitisation Program.
　　http://www.nla.gov.au/ndp/, （accessed 2010-05-14）.
　　詳しくは、以下を参照。
　　denshikA. “ 全豪新聞電子化プログラム ”. 電子化 . 2009-08-

28.
　　http://d.hatena.ne.jp/denshikA/20090828, （ 参 照 2010-05-

14）.
（10）Holley, Rose. “Many Hands Make Light Work: Public 

Collaborative OCR Text Correction in Australian Historic 
Newspapers”. National Library of Australia.

　　http://www.nla.gov.au/ndp/project_details/documents/
ANDP_ManyHands.pdf, （accessed 2010-05-14）.

（11）詳しくは、以下を参照。
　　bookscanner. “ 電子化と怒った歴史家 ”. bookscanner 記 . 

2007-01-27.
　　http://d.hatena.ne.jp/bookscanner/20070127, （accessed 

2010-05-14）.
（12）秋元 . “reCAPTCHA - キャプチャを利用した人力高性能

OCR”. 秋元 @ サイボウズラボ・プログラマー・ブログ . 
2007-05-25.

　　http://labs.cybozu.co.jp/blog/akky/archives/2007/05/
recaptcha-human-group-ocr.html, （参照 2010-05-14）.

（13）Tanner, Simon et al. Measuring mass text digitization 
quality and usefulness: Lessons learned from assessing the 
OCR accuracy of the British Library's 19th century online 
newspaper archive. D-Lib Magazine. 2009, 15（7/8）.

　　http://www.dlib.org/dlib/july09/munoz/07munoz.html, 
（accessed 2010-05-14）.

（14）Klijn, Edwin. The current state-of-art in newspaper 
digitization: A market perspective. D-Lib Magazine. 2008, 
14（1/2）.

　　http://www.dlib.org/dlib/january08/klijn/01klijn.html, 
（accessed 2010-05-14）.

（15）Powell, Tracy et al. Going grey?: Comparing the OCR 
accuracy levels of bitonal and greyscale images. D-Lib 
Magazine. 2009, 15（3/4）.

　　http://www.dlib.org/dlib/march09/powell/03powell.html, 
（accessed 2010-05-14）.

（16）Holley, Rose. How good can it get?: Analysing and 
improving OCR accuracy in large sca le  h istor ic 
newspaper digitisation programs. D-Lib Magazine. 2009, 
15（3/4）.

　　http://www.dlib.org/dlib/march09/holley/03holley.html, 
（accessed 2010-05-14）.

（17）ホリーは、OCR の精度を上げるために、あれこれと試して
みたが、一番効果的なのは、技術的なものではなく、「人手
による入力」によって修正をする、という方法であった、
ということも述べていて、本稿 2.3. で紹介した「OCR にか
けた生データを公開し、それを閲覧者に修正してもらう」
という ANDP の手法の有効性を示していることにも留意す
る必要がある。

（18）“Search Inside the Book”. Amazon.com.
　　http://www.amazon.com/b?node=10197021, （accessed 

2010-05-14）.
（19） bookscanner. “ 証人喚問前半 ”. bookscanner 記 . 2007-01-31.
　　http://d.hatena.ne.jp/bookscanner/20070131, （参照 2010-05-

14）.
　　bookscanner. “ 証人喚問後半 ”. bookscanner 記 . 2007-02-02.
　　http://d.hatena.ne.jp/bookscanner/20070202, （参照 2010-05-

14）.
　　少しふざけた調子で書かれているが、大筋を理解する程度

には正確な内容となっている。
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（20）例えば、「make」（エム、エイ、ケイ、イー）は頻繁に「rnake
（アール、エヌ、エイ、ケイ、イー）」と誤変換される。「rnake
（アール、エヌ、エイ、ケイ、イー）」で、検索してみると、
いくつかヒットする。

　　“rnake”. Google ブックス .
　　http://books.google.co.jp/books?q=rnake, （ 参 照 2010-05-

14）.
（21）例えば、Google ブックス、Internet Archive など。

CA1719■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

デジタルゲームのアーカイブについて
―国際的な動向とその本質的な課題―

1. Before It's Too Late
　世界的に活動しているゲーム開発者、研究者の
NPO 組織「国際ゲーム開発者協会」（International 
Game Developers Association：IGDA）の専門部会で
ある「ゲーム保存研究会」（Game Preservation SIG）は、
2009 年 3 月、最近のデジタルゲーム保存の現状と課題
についての白書（以下、「ゲーム保存白書」と称する）
を取りまとめた。それは、次のような書き出しで始まっ
ている。

　「デジタルゲームの保存は急を要している。毎年、
何千ものゲームが、他のすべてのデジタルメディア
を脅かしている寿命の問題、すなわち情報の欠落と
旧式化によって失われつつある。デジタルメディア
は、原材料の経年劣化によって驚くほど寿命が短く、
メディアフォーマットが絶えず変化するために急速
に陳腐化する。そして、それらを動かすためのハー
ドウェアも同様である。」（1）

　デジタルゲームは、マンガやアニメーションとな
らんで現代のポップカルチャーを代表する表現文化
であり、コンテンツであるが、その収集、保存、伝
承が極めて危機的な状況にあることは間違いない。
その危機は、他の分野が主な保存形式としている紙
媒体、画像、映像、文字記録などより、おそらくは
るかに深刻な状況である。同白書にも整理されてい
るように、それはデジタルゲームの多くがメディア

（ROM カートリッジ、磁気ディスク、光学ディスク等）
とその再生装置（ゲームプラットフォーム）の組み
合わせによって成立しており、そのそれぞれが物理
的、技術的、法的な意味において、現実性のある長
期保存のプロセスを確定することを困難にしている
ことに起因する（2）。
　また、同白書は保存する対象を「デジタルゲーム」
と表記しているが、情報通信技術の劇的な変革に伴
い、デジタル技術を基盤とするゲームとして認識さ
れる対象は、いわゆるビデオゲーム（日本ではテレ
ビゲーム）やアーケードゲームだけでなく、オンラ
インゲームや携帯電話等によるモバイルゲームなど
を含む多メディアに展開し、またその内容について
も、ごくシンプルなライトゲームから重厚なストー
リーと世界観を備えた複雑なインタラクティブ・エ
ンタテインメントまで、非常に大きな振幅を持つよ

動向レビュー
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うになっている。そのため、ゲームの収集や保存、アー
カイブと一口に言っても、具体的で統一的な手法や
プロセスをイメージしにくい状況になっている現実
がある。
　旧来のパッケージ型のゲームであれば、ゲームソ
フト本体とゲームハードウェア、およびソフトのパッ
ケージや取扱説明書などがさしあたりの保存対象と
なり、劣化や陳腐化の問題は免れないとしても、ゲー
ム保存のプロセスに一定の具体性を見いだすことは
困難ではない。しかし、パソコンとネットワークを
使うオンラインゲームや携帯電話でのモバイルゲー
ムの場合は、特にゲームのプログラムが依存するプ
ラットフォームの多様性と変化のスピードがネック
となって、パッケージ型のゲームよりはるかにその
保存の方法やプロセスが見通しにくい。
　このような状況を総合的に踏まえて、IGDA のゲー
ム保存白書のタイトルは “Before It's Too Late” と
なっている。まさに「手遅れになる前に」であるが、
本稿では、ゲームをめぐる状況と変化を踏まえなが
ら、ゲームの保存あるいはアーカイブという取り組
みの現状がどうなっているのか、またそれをさらに
進めて行くために必要な条件や課題がどこにあるか
について簡単な整理を試みたい。

2. ゲームアーカイブのコンセプトとアーキテクチャ
　筆者は、1998 年に京都府と立命館大学および任天
堂株式会社、株式会社セガ等による産学公連携でゲー
ムを保存、利活用するプロジェクト「ゲームアーカ
イブ・プロジェクト」を立ち上げた。プロジェクト
では、多種多様な展開を見せるデジタルゲームであっ
ても、その原点はビデオゲームであり、そのアーカ
イブの構築は他のすべてのデジタルゲームのアーカ
イブに対するフィージビリティスタディ（実現可能
性調査）となりうるという仮説的前提を置きつつ、
実験的なゲームアーカイブを構築してきた（3）。その
活動と経験の中で、ビデオゲームのアーカイブにつ
いて以下のような基本要件を確定してきた。

2.1. ゲームアーカイブの対象
　ビデオゲームは、その多くが文化的側面をもつ商
業的な科学技術知財であり、通常のリニア的動画類
と比較すると、プレイヤーとしてのユーザによる相
互操作性を内包する特異なコンテンツであることか
ら、保存しなければならない基本的な対象は次のよ
うな内容を持つ（4）。
　①動画キャラクタと背景画
　②効果音と背景音楽
　③ゲームの展開順序

　④コントローラのボタン操作とゲーム画面の関係
　⑤ゲーム全般の操作感覚（ゲームプレイ感覚）

2.2. ゲームアーカイブの方法と目的
　次にゲーム保存の方法について、一般的なビデオ
ゲームを想定する場合、現状では下記の 3 種類の方
法が考えられる。
　a）「現物保存」：ゲームのハードウェア本体とソフ

ト及び取扱説明書類等の付属資料を現物保存す
る。

　b）「エミュレータ」：ゲームのハードウェアと同じ
機能を有するエミュレータをパソコン等の汎用
コンピュータ上で作動させ、エミュレータソフ
ト及びゲームソフトをデータとして保存する。

　c）「ビデオ映像」：ゲームを実際に利用している映
像（プレイ映像）を VTR やパソコンを使用して
ビデオ映像データとして保存する。

　もちろん、それぞれの方法には、物理的、技術的、
法的な課題（5）があるが、加えて、保存すべき対象と
の相関において下記のような特徴および限界がある
点に留意が必要である。
　「現物保存」は、保存対象①～⑤の全てをアーカイ
ブすることが可能である。しかし、現物保存である
ために多くの利用者が同時に活用出来る研究素材と
しては適さない。「エミュレータ」も、保存対象①～
⑤の全てをアーカイブすることが可能である。しか
もデータ状態での保存のため、多くの利用者が同時
に活用することができる。「ビデオ映像」は、保存対
象①～③はアーカイブ可能であるが、コントローラ
操作に関する保存対象④と⑤の情報を記録すること
はできない（6）。しかし多くの利用者が同時に活用す
る事ができる上、利用者が自らゲームプレイをする
必要がないため、利用者が直接プレイできない操作
の複雑なゲームに関しても参照、研究する事が可能
である。また映画や放送等の映像資料を保存するた
めに開発された仕組みを活用して保存することも可
能となる。
　したがって、これらの方法は相互補完的であり、
どれか一つを採用するのではなく、保存すべきゲー
ムの種別や量に応じて組み合わせた形でアーカイブ
のための方法論とすべきものである。
　そして、ゲームアーカイブの目的については、さ
しあたり他の標準的な文化的アーカイブにならって

「保存・所蔵」、「展示・展覧」、「利用・活用」という
大まかなカテゴリーを想定するならば、ゲームアー
カイブのための手段と目的のコンビネーションは図 1
のように示される。
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　また、具体的なゲームアーカイブには、このコン
ビネーションに加えて、収集対象とするゲームの属
性（種別、プラットフォーム、発売地域や時期など）
によるその包括性（特定のゲームだけをアーカイブ
するか、全般的なゲームアーカイブを目標とするか）
という第三の軸が存在するが、現状のゲームアーカ
イブの試みは、どのような機関や組織が主体である
かによって、このようなパースペクティブを明示化
しているケースとそうでないケースがある。

3. 国内外におけるゲームアーカイブの現状
3.1. 海外における状況
　IGDA ゲーム保存白書における、具体的なアーカイ
ブ機関や組織、プロジェクトの活動内容の記載は限定
的で、北米 5、欧州 7 の機関・団体と、オンラインアー
カイブ 2 組織が記載されているだけであるが、ゲーム
保存研究会による情報提供の呼びかけと調査によっ
て、継続的に情報がアップデートされている（7）。
　同白書の筆頭著者であるデヴィン・モネン（Devin 
Monnens）が 2010 年 2 月の学会発表で公表した最
新リストでは、以下のように大幅に情報が拡充され、
種別ごとに整理、紹介されている（8）。

①ゲームライブラリとゲームアーカイブズ：The 
American Classic Arcade Museum at Funspot

（米国・ニューハンプシャー州ラコニア）、 
Association MO5.com（フランス・パリ）など 41
機関、組織、グループ。内訳は、米国 22、英国
4、フランス 4、日本 2、カナダ、ドイツ、ニュー
ジーランド、オランダ、ロシア、イタリアが各 1、
国を特定しないあるいはネット上のみの活動 3 と
なっている（9）。

②ゲーム企業によるコレクション：Nintendo of 
America Museum（米国・ワシントン州レドモ

ンド）、The SEGA Game Archive（米国・カリフォ
ルニア州サンフランシスコ）の 2 企業。

③ゲーム保存を提唱するプロジェクト：Internet 
Archive の Classic Software Preservation 
Society（CLASP；米国）、Historia Komputera

（ポーランド）、NDIIPP の Preservation Virtual 
Worlds Project（米国）など 14 機関、組織、グルー
プ。内訳は、米国 5、英国、ポーランド、オラン
ダ、オーストリアが各 1、国を特定しないあるい
はネット上のみの活動 5 となっている。

④コンピュータの歴史博物館：American Computer 
Museum（米国・モンタナ州ロゼモン）、Computer 
Museum（イタリア・ノヴァラ）、ENTER-Museum

（スイス・ソロトゥルン）、Kiev Computermuseum
（ロシア）、Museo do Computador（ブラジル・サ
ンパウロ）など 17 機関。内訳は、米国 7、ロシア
2、英国 2、ドイツ、イタリア、スイス、ブラジル、
カナダ、オランダが各 1 となっている。

⑤オンラインのアーカイブ：The Arcade Flyer 
Archive、AtariArchive.org、Virtual Worlds 
Timeline など 10 団体。

　これらの情報から見えてくることは、一つには、
図 1 に示したゲームアーカイブのパースペクティブ
で言えば「現物保存」＋「保存・所蔵」（あるいは「展
示・展覧」）を主とするタイプの試みが着実に増加し、
グローバルに展開していることである。とりわけ注
目したいのは、The Early New Zealand Software 
Database（ビクトリア大学；ニュージーランド・ウェ
リントン）のような、特定のゲームプラットフォーム、
特定の地域に限定したゲームアーカイブの動向であ
る（10）。
　このプロジェクトは、ニュージーランドのビク
トリア大学のメラニー・スワルウェル（Melanie 
Swalwell）博士が主催し、1970 年代後半から 1980
年代にかけての同国の初期的なゲーム状況（セガ社
のゲーム機 SC3000 が市場を牽引して、オリジナル
のソフトウェアハウスが多数誕生した）を記録する
ためのゲームアーカイブを構築しているもので、日
本や米国などとは異なった発展を見せた地域に固有
のゲーム文化を保存、伝承しようとするものである。
このようなアーカイブは、全般的なゲームアーカイ
ブを構築しようとする試みとはやや異なる動機とイ
ンセンティブによって運営されており、国や地域の
歴史研究、社会文化研究などの重要な資料を提供す
ることによって、独自の存在意義を獲得していく可
能性が考えられる。
　また、もう一つは、全米デジタル情報基盤整備・

図 1　ゲームアーカイブのパースペクティブ
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保存プログラム（NDIIPP）が推進する “Preserving 
Virtual Worlds” のようなデジタル情報の包括的保存
プロジェクトである（11）。同プロジェクトの基幹組織
の一つであるメリーランド大学のMaryland Institute 
for Technology in the Humanities（MITH）の所長
であるネイル・フライスタット（Neil Fraistat）教
授によれば、このプロジェクトは、MMORPG（多人
数同時参加型オンラインゲーム）のようなネットワー
クゲームから、リンデンラボ社が運営するセカンド
ライフのようなメタバース（仮想空間）まで、デジ
タルなデータとしてネットワーク上に存在するもの
を、プラットフォームやコンピュータプログラムの
種別を超えて一次的にそのまま保存する技術とその
再現技術の総合的な研究スキームである。現状では、
データの保存に際して現行のソフトウェアを提供し
ている企業等の協力がないと不可能であることから、
リンデンラボ社などが研究体制に加わっていること
で一定の目処が立っているようであるが、それらを
保存した後にどのように再現する環境を構築、維持
していくかについては、まだ研究課題として検討段
階ということであった（12）。
　とはいえ、このような有力な総合大学を横断する
メガプロジェクトは、現状では、図 1 における「エミュ
レータ」や「ビデオ映像」を組み合わせる形でしか
実現を試みることが出来ない、ゲーム自体とそのイ
ンタラクティブな特性のデジタル情報化による保存
に対して、革新的なアプローチを生み出す可能性を
十分に秘めており、引き続き注目していく必要があ
る。

3.2. 日本の状況
　日本におけるゲームアーカイブは、納本制度に基
づく国立国会図書館による継続的な収集を除くと、
立命館大学の「ゲームアーカイブ・プロジェクト」
以外には組織的な取り組みは見られない（13）。
　ゲームアーカイブ・プロジェクトは、図 1 でいえ
ば目的と手段のコンビネーション全体を横断的に指
向するプロジェクトであるが、収集、保存する対象
についてはデジタルゲーム全般ではなく、日本で制
作されたビデオゲーム（海外販売されているものも
含む）に限定している。また、方法としては図 1 の 3
つのアプローチを複合してゲームアーカイブを構築
しており、そこから現段階で以下のような経験と知
見が得られている。
　「現物保存」は、ハードウェアの物理的限界が明白
であったとしても、散逸の恐れのあるソフトウェア
が多数存在する現状では最も必要性の高いアプロー
チであるといえる。プロジェクトでは、まず日本お

よび世界における初期的なゲーム状況の中で最も重
要な位置づけを持つ任天堂ファミリーコンピュータ

（ファミコン）の全ソフト（1,769 タイトル）に加えて、
セガ系、マイクロソフト系の各種ソフトウェアをお
よそ 500 タイトル収集し、シュリンク（透明フィル
ム）によるパッケージ保護を含む現物保存環境の構
築とともに、著作権表記を含む制作者情報、パッケー
ジ画像、取扱説明書の一部などをデータベース化し
ている（14）。
　また、2009 年度より、これまでアーカイブしたソ
フトウェア情報について、フルテキストサーチに加
えて、ジャンル、プラットフォーム、発売日、レーティ
ング、売上規模などを検索キーとして検索すること
が可能な新しいデータベースモジュールに移行する
準備を進めている。昨今の UGC（ユーザー・ジェネ
レイテッド・コンテンツ）の潮流にも対応し、利用
者が必要に応じて、ゲーム概要やタグ、外部リンク
などのアップデート情報をデータベースに追記でき
る機能や、動画共有サイトの Embed コード挿入機能、
動画アップロード機能についても、許諾関係の課題
が整理されれば実装を検討する予定である。

　「エミュレータ」によるゲーム保存は、ゲーム内容
の保存についてはバランスのとれた方法である。プ
ロジェクトでは、このようなエミュレータによるゲー
ム保存のフィージビリティスタディとして、任天堂
株式会社の許諾を得てファミコンのハードウェア・
エミュレータ「FDL」を開発し、ゲーム保存の観点
から運用実験を行っている。

図 2　ゲームデータベース「Ludoly」（開発中の画面）
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　しかし、「ゲーム全般の操作感覚（ゲームプレイ感
覚）」については、ゲームハード、特にコントローラ
の特性に依存する性格が強いため、ソフトウェア・
エミュレータによる保存では限界がある。エミュレー
タによるゲーム保存の可能性としては、開発コスト、
ランニングコスト、技術リスク、インタフェース、
総合的な操作感等のトータルバランスをどう実現す
るかという課題を踏まえて、エミュレーションのハー
ドウェアとソフトウェアをデリケートにデザインし
ていく必要がある。
　「ビデオ映像」によるゲーム保存は、全く新しい
ゲームアーカイブのアプローチであるが、プレイヤー
の操作情報を内包した保存になるため、「コントロー
ラのボタン操作とゲーム画面の関係」および「ゲー
ム全般の操作感覚（ゲームプレイ感覚）」が欠落する
構造になる（15）。しかし、デジタルゲームは、同じ映
像創作物である映画等とは違い、その映像を操作し
たユーザの感性も同時に付加される所に今までにな
かった新しい創作物の特性があると考えられる。こ
のような観点からすれば、ゲームの映像保存アーカ
イブは、「創作者と遊び手の感性の記録・保存」として、
ゲーム開発者の感性だけでなく、遊び手の感性も同

時に記録・保存することが可能となり、後々に参照、
研究素材として価値あるものとなることが十分に予
想される（16）。
　収集しているソフトウェアのビデオ映像を順次撮
影してアーカイブするという段階にはまだ至ってい
ないが、このような観点から、ゲームアーカイブ・
プロジェクトでは、立命館大学内のゲームアーカイ
ブ利用者の研究テーマ（ゲーム中のユーザ心理とコ
ントローラの操作の相関研究など）に即して、研究
資料としてのビデオ映像を撮影して蓄積している（17）。

4. After It's Too Late
　以上、ゲームアーカイブをめぐる国内外の最新動
向を簡単に紹介してきたが、IGDA のゲーム保存白
書が警告するように、デジタルゲームの素材的属性
から考えて、すでに多くの資産が失われているかそ
の間際である可能性がある。もちろん、「手遅れにな
る前に」できることはまだ多くあると信じたいが、
すでにそうなりつつあるという現実を率直に認めた
上で、いくつかの新しい展望について指摘して本稿
を締めくくりたい。
　一つは、3.1. に見たように、世界のそれぞれの国や
地域で、固有の若者文化として定着したゲーム文化
をアーカイブしておこうという動きが活発になって
いることである。どこか一つの機関や組織が全体と
してのゲームアーカイブを達成することは困難であ
るとしても、それらの試みをネットワーク化したバー
チャルなゲームアーカイブは現実的な実現可能性が
ある。
　もう一つは、いままでゲームアーカイブの主体と
しては想定されてこなかった個人、グループによる
活動である。筆者は、あるフランス人ゲームコレク
ターのアーカイブ（18）を紹介されて感嘆したことがあ
るが、公開性と長期保存という観点からは限界があ
るこのような個人的な試み（コレクション）につい
ても、なんらかの組織化を通じてバーチャルで継続
性を持つゲームアーカイブに転換していく方法を検
討してもよいであろう。
　ただし、いずれの場合にも、デジタルゲームとい
う特異な属性を持つ素材をどのように扱い、保存し、
利活用する道筋をつけていくかについて、ゲームの
開発販売者、ユーザ、研究教育者とゲームアーカイ
ブに関わる機関や組織、グループ、個人が共通して
理解、納得しうる考え方とルールづくりが前提であ
る。IGDA などのゲーム開発者団体、デジタルゲー
ム研究協会（Digtal Games Research Association）、
日本デジタルゲーム学会、ゲーム学会などの学術団
体においても、このテーマの議論を広く公開しつつ

 図 3　ファミコンエミュレータ「FDL」

図 4　記録されたビデオ映像の例（右下がボタン映像）
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より一層活発に取り組んでいく必要がある。
（立命館大学：細

ほそ

井
い

浩
こう

一
いち

）
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の点灯画面が組み込まれている。

（16）ゲームデータベースの項でも述べたように、動画投稿サイ
ト等のウェブ上には、UGC としての膨大なゲームプレイ画
面の動画が存在する。これらの情報とゲームアーカイブを
どのように関連させるかについては、特に法的な問題を含
む議論になると考えられるが、本プロジェクトで取り組ん
でいるゲームプレイのビデオ映像は、撮影するゲームシナ
リオの部分（プロット）、撮影環境、撮影方法を一定にした
人工的なものであり、ネット上の動画とは多くの点で異なっ
ている。

（17）ゲームビデオ映像の撮影装置の詳細、およびそれを利用し
た実験についての詳細は、以下を参照。

　　上村雅之ほか . “ ゲームアーカイブのための映像記録システ
ム ”. 中山隼雄科学技術文化財団研究助成（H17_A-12）最終
報告書 . 2008.

　　http://www.ritsumei.ac.jp/~hosoik/works/dp2006a.pdf, 
（参照 2010-04-05）.

（18）Gorges, Florent. L'Histoire de Nintendo Volume 1. Paris, 
Pix'n Love, 2008, 226p.

　　Gorges, Florent. L'Histoire de Nintendo Volume 2. Paris, 
Pix'n Love, 2009, 195p. 
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CA1720■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

電子リソースの普及と研究活動への影響

1. はじめに
　電子ジャーナルの利用が日常化し、電子書籍も普
及しつつある等、学術コミュニケーションの在り様
は近年大きく変化している。それに伴い教員や大学
院生等の研究活動にも変化が現れると考えられ、多
くの研究がなされている。本稿ではそれらの研究か
らいくつかを取り上げ、電子ジャーナル・電子書籍
等の電子的なリソースにより研究者の行動がどのよ
うに変化したか、あるいは今後変化するかについて、
情報探索・閲読行動、研究・執筆行動、情報発信行動、
研究評価の観点から検討する。なお、電子環境の発展・
変化は著しく、電子ジャーナル・電子書籍以外にも
Web サイトや主題リポジトリをはじめ様々な電子リ
ソースが現れ、使われている。それら全てを含めた
影響の検討は膨大になり過ぎるため、ここでは電子
ジャーナル・電子書籍の影響に限定して取り上げる。

2. 電子ジャーナル・電子書籍の普及状況
　1995-2004 年の研究をレビューした三根によれば、
電子ジャーナルは年代を経るにつれ普及し、2000 年
前後には多くの研究者が用いるようになった（1）。近
年の日本の状況については、学術図書館研究委員会

（SCREAL）が 2007 年に国公私立大学等の研究者を
対象に電子ジャーナル利用に関する調査を実施し、
2001・2003 年の国立大学図書館協議会、2004 年の公
私立大学図書館コンソーシアム（PULC）の同様の調
査と結果を比較している（2）。それによれば週１回以
上電子ジャーナルを利用する研究者の割合は 2001 年
の 37％から 2007 年には 77％と倍増した。また、ニ
ウ（Xi Niu）らが 2009 年に米国の 5 大学の自然科
学・工学・医学研究者を対象に行った調査によれば、
回答者が日常読む論文の大部分は電子ジャーナルで
あった（3）。SCREAL 調査でも回答者の約 70％が最近
読んだ論文は電子的に入手したとしており（2）、現在
の研究者は単に電子ジャーナルをよく利用するだけ
でなく、論文利用の大部分が印刷媒体から電子ジャー
ナルに移っている。
　一方で電子書籍の利用は必ずしも一般化していな
い。SCREAL 調査では複数の電子書籍サイトの認
知度と利用度を尋ねているが、ほとんどのサイトで
存在すら知らないとの回答が 5 割を超えていた（2）。
2007 年に ebrary 社が世界の図書館を対象に行った調
査でも電子書籍の利用状況が低調とする館 22％に対
し、目覚ましいとした館は 6％にとどまり（CA1648

動向レビュー

参照）（4）、2008 年に同社が大学生・大学院生を対象に
行った調査でも回答者のほぼ半数は所属機関提供の
電子書籍を使ったことがなかった（E807 参照）。ま
た、2006 年にスウェーデンの 3 つの大学で若手研究
者 24 名を対象に観察調査を行ったハグランド（Lotta 
Haglund）らによれば、電子ジャーナルは全ての研究
者が用いていた一方、電子書籍利用者は１人のみだっ
た（5）。
　しかしここにきて電子書籍をめぐる状況は大きく変
わりつつある。2009 年に英国情報システム合同委員会

（JISC）と、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）
の情報行動・研究評価センター（CIBER）が英国の教員・
学生を対象に行った調査では、回答者の 65％が電子書
籍を利用した経験があった（E927 参照）（6）。Kindle 等
の電子書籍リーダーの普及に伴い高等教育への電子書
籍リーダー導入例も増えており、ニューメディア・コ
ンソーシアムの年報である『ホライズン・レポート』
の 2010 年版では今後 2 ～ 3 年で大学での電子書籍利
用が普及すると予測している（7）。

3. 情報探索行動・閲読行動の変化
　研究者の行動のうち、電子リソースの普及で最も
変わったのは情報探索行動であろう。電子リソース
の与えた影響に関する研究でも情報探索行動にかか
わるものが目立つ（8）。
　テノピア（Carol Tenopir）らは電子ジャーナルが
研究者の情報探索行動に与えた影響について、1977
年から 2005 年に行った 5 つの質問紙調査に基づき分
析している（9）。それによれば回答者が最近読んだ論
文の発見方法は、1977 年には 59％がブラウジングで、
検索サービスによる発見は 1％未満であったのに対
し、2005 年にはブラウジングが 34％に減少し、検索
による発見が 23％と大幅に増えた。電子化により抄
録索引データベース（DB）、サーチエンジン等から
容易に電子ジャーナルの論文本文に辿りつけるよう
になったことで、論文を検索して読む行為が普及し
たと言える。
　検索のツールには電子ジャーナルサイト内の検索
機能、各種の DB、サーチエンジン等があるが、ど
のツールを用いるかには研究分野によって差がある。
2009 年に CIBER が行った 2 つの電子ジャーナルサ
イトの分析によると、サイト内の検索機能は経済学、
歴史学等の人文社会系で比較的用いられるのに対し、
生命科学・医学や物理学等の自然科学系ではほとん
ど使われない（10）。生命科学・医学では PubMed 等の
DB からの利用が 66％と主である。また、物理学で
は 36%、歴史学では 40％が Google 経由の利用であっ
た。日本についても、倉田らが 2007 年に行った医学
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研究者を対象とする調査では、最近読んだ電子版論
文の 80％を PubMed で発見しており、サーチエンジ
ンによる発見はほとんどなかった（11）。SCREAL 調査
でも医歯薬学の研究者は DB をよく用いる一方、サー
チエンジンによる論文発見の割合は少なく、数物系
科学や総合領域（情報学を含む）ではサーチエンジ
ンによる発見の割合が多かった（2）。PubMed のよう
な支配的な DB が存在する分野では論文発見のほと
んどがそれに依拠し、そうでない分野はサーチエン
ジンも含め多様なツールが用いられていると言える。
　利用される論文の範囲も変化している。世界の多
くの大学では電子ジャーナル導入に併せ雑誌を出版
者ごとのパッケージ単位で契約するビッグ・ディー
ル契約を結んでいる。ニコラス（David Nicholas）
らはビッグ・ディールにより読めるようになった（冊
子体では契約していなかった）雑誌の利用を分析し、
それらの雑誌も研究者はよく利用していることを示
している（E492 参照）（12）（13）。また、出版年の古い論
文の利用が増えたとする研究も多い（9）（14）（15）。電子化
で過去の論文へのアクセスが容易になったこととあ
わせ、サーチエンジンで論文を探す研究者が増えた
ことが一因である。サーチエンジンの検索結果は一
般に論文の出版年と関係なく表示されるため、古い
論文が検索上位に表示されることがある。ログ分析
を行った研究でもサーチエンジンからの利用者は出
版年とかかわりなく論文を利用する傾向が知られて
いる（15）（16）（17）。中でも若い研究者の間でサーチエンジ
ンと古い論文の利用が普及しており（15）（18）、今後もこ
の傾向は拡大すると考えられる。ただし、読まれる
論文の範囲が広がった一方、引用される論文の範囲

（雑誌タイトル数や出版年）は狭まったとする研究も
ある（E907 参照）（19）。
　論文の探索方法や利用範囲が変化した一方、論文の
読み方自体には大きな変化はない。ほとんどの研究者
は論文をプリントアウトし、紙で読んでいる（9）（10）（11）。
米国ロチェスター大学の大学院生を対象に行った調査
によれば、これは画面での読みづらさの他に、紙の携
帯性の高さ、紙の論文にメモを書き込むことを好む者
が多いこと、紙媒体が物理的なバックアップを兼ねて
いること等が理由である（20）。
　一方、2009 年の JISC の調査によれば電子書籍に
ついては電子ジャーナルと異なり、印刷する者は少
なく、利用者の多くは画面上で利用している（6）。一
部の電子書籍サイトのインタフェースや印刷制限の
問題が一因だが、電子書籍の利用目的自体が冊子体
と異なるためでもある。電子書籍利用者の閲覧時間
は非常に短く、全体を通して読むのではなく、検索
機能を用いてヒットした部分を事実確認的に読む、

という辞事典的な使い方をしている。電子書籍は紙
の本の代替ではなく、異なる使い方をするものとし
て学生・研究者の間で普及していると考えられる。
　さらにこれらの情報探索・閲読行動を行う場所に
ついては、資料が研究者のデスクトップから検索・
利用できるようになったことで物理的な図書館への
来館が減少している（3）。一方で電子ジャーナル化に
伴い雑誌の利用が個人購読から図書館購読にシフト
したともされ、組織としての図書館の果たす役割は
むしろ大きくなっている（9）。

4. 研究・執筆行動の変化
　電子リソースが研究活動そのもの（実験、調査、
開発、思索等）になんらかの影響を与えたのか、ど
んな影響がありうるのかの研究は少ない。今後、研
究の余地のあるテーマであるが、もしなんらかの影
響があったとしても、それが電子リソースの普及に
よるものか、研究を取り囲む環境全体の変化による
影響なのかを区別することは容易ではない。
　研究結果を論文として執筆する際の行動の変化に
ついては、2006 年から 2008 年のロチェスター大学
の大学院生を対象とした調査の中で触れられている

（CA1709参照）。それによれば論文を読むときと同様、
執筆時においても大学院生は紙に印刷したものに手
で注釈を加えながら推敲することを好み、指導教員
や友人からアドバイスを受ける際もプリントアウト
したものにコメントを付けて受け取ることが多かっ
た（20）。ワープロソフトのコメント機能等による添削
は好まれず、文章を推敲する際には紙に印刷したも
のに手で書き込む、というスタイルは電子リソース
が普及しても変化していない。

5. 情報発信行動の変化
　研究者が成果発信時に選ぶメディアの変化につい
ての研究は、情報探索行動にかかわるものと同様に
数多い。電子ジャーナル普及以前には、どのような
分野の研究者が発表媒体として電子ジャーナルを選
ぶかについての研究もなされていたが（1）、ほとんど
の国際誌が電子ジャーナル化した現在ではそのよう
な研究は行われなくなった。現在注目されているの
はブログ、Wiki 等の新たなメディアを通じた研究成
果発信や、研究データを論文と併せて公開し、広く
利用に供する試みの普及状況である。
　新たな形での情報発信は、幼少時から電子リソー
スに接してきた若い世代の研究者の間で広く用いら
れるのではないかと推測される。実際に情報探索行
動の変化に関する研究の中では、若手研究者の間で
Google の利用が広く普及していること、Wikipedia
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等の Web サイトも研究に用いられることが知られ
ている（5）（15）。しかし、2007 年から 2010 年にかけて
考古学等 7 つの分野の研究者 160 人を対象にインタ
ビュー調査を行った米国カリフォルニア大学高等教
育研究センターの報告によれば、情報探索とは異な
り、研究成果発信において若手研究者は最も保守的
で、既に地位を確立した教授等の方が革新的なメディ
アを選ぶ傾向があった（E1020 参照）（21）。テニュア（終
身在職権）獲得前の若手研究者にとって、テニュア
獲得や昇進のために査読雑誌論文や図書等の業績評
価の対象となる媒体での発表が最重要視されるため
である。一方で既にテニュアを得た研究者はある程
度自由に振舞うことができるようになるため、革新
的な媒体での発表も特に忌避することなく行うよう
になる。データ公開も同様で、若手研究者・大学院
生ほど自らの研究データの公開に消極的であった。
　Public Library of Science（PLoS）（22）等のいわゆる
Web2.0 風のジャーナルや、Cell が公開した新たな論
文フォーマット（23）、あるいは最近のデータ共有の取
り組み等（E903 参照）、単なる紙媒体の代替を超え
た電子的な情報発信・共有の試みは枚挙にいとまが
ない。また、Nature Precedings（24）や PLoS ONE（25）

による、論文公開後に読者からのコメントや評価を
受け付ける出版後査読の試み等、電子環境を利用し
査読制などの学術コミュニケーションの在り方を改
革しようという取り組みも複数なされている。これ
らの取り組みが普及するには現在の、あるいは今後
研究の世界に参入してくる若手研究者ではなく、既
に確固たる地位を築いたベテラン研究者に受け入れ
られることが重要である。各分野の権威に受け入れ
られ、分野の規範として確立することで初めて研究
者間の情報発信行動は大きく変化すると考えられる。

6. 研究評価の変化
　電子リソースの普及により研究評価も大きく変化
する可能性がある。現在の研究評価はピアレビュー
等の質的な評価のほか、論文数や被引用数を用いた
量的指標によって行われている。電子ジャーナルの
普及で論文がアクセスされた回数が把握できるよう
になったことで、アクセス数を論文や雑誌、研究者
の評価に用いる可能性が検討され、Usage Factor 等
の新たな評価指標の提案がなされるようになってき
ている（26）。既に PLoS の各雑誌など、論文単位での
アクセス数統計を読者に提示する雑誌もある。アク
セス数が研究の評価に加味されるようになれば、研
究者もこれを意識せずにはいられなくなるであろう。
雑誌の Impact Factor（IF）に基づいて論文の投稿
先を選ぶのと同じように、多くの読者を得られる雑

誌を選んで投稿したり、より多くの利用を得るため
に解説論文を書くモチベーションが高まること等が
考えられる。既に述べたように研究者は高い評価を
受けテニュアを獲得することを重視するため、評価
指標にアクセス数が組み込まれれば（IF がある時か
ら急に意識されだしたように）情報発信行動が一変
する可能性もある。
　一方で被引用数や論文数と異なり、アクセス数は水
増し等の不正操作が容易に行える。不正の実例とし
て、社会科学分野のリポジトリである Social Science 
Research Network（SSRN）でのアクセス数水増し
行為を調査したエデルマン（Benjamin Edelman）ら
の研究がある（27）。SSRN ではアクセス数の多い論文
上位 10 位を「よく読まれた論文」として紹介する
仕組みがあり、10 位以内に含まれれば多くの人の
目につく可能性が増える。そのため上位 10 位以内
に入るか入らないかの瀬戸際にある論文の著者は自
ら何度も自分の論文にアクセスする等の不正行為を
しやすいという。電子ジャーナルの利用統計につ
いては COUNTER 等で標準化も試みられているが

（CA1512、CA1666、E299、E757 参照）、現在のとこ
ろは統計の枠組み整備に主眼があり、悪意ある偽装
には脆弱である。アクセス数への注目が高まればよ
り高度な方法によって不正を図る研究者が現れるこ
とも考えられる。現在はまだアクセス数に基づく研
究評価は検討の端緒についた段階であるが、もし一
般化した場合には研究者の行動に多大な影響（悪影
響？）を与える可能性もあり、今後の動向に注意が
必要である。

7. おわりに
　電子リソースの普及状況と情報探索・閲読行動、
研究・執筆行動、情報発信行動、研究評価の変化に
ついて近年の研究を取り上げてきた。現在のところ
電子リソースの普及により最も変化したのは情報探
索行動であり、今後変化する可能性が比較的大きい
のが研究評価である。また、従来あまり普及してい
ないとされてきた電子書籍にも普及の兆しがあり、
その利用方法は電子ジャーナルのような紙媒体の代
替物ではなく電子書籍独自のものとなっている。
　一方で研究活動そのものが電子リソースによりど
う変化したのかについて扱った例は少ない。しかし
電子ジャーナルの普及が引用される論文の範囲を狭
め、研究者の視野を狭くしたのではないかとする研
究があるように（19）、電子リソースの普及によって変
化した情報探索行動が研究活動そのものの在り方も
変容させている可能性もある。今後はこのような観
点も含め、電子リソースが研究活動に与えた影響の
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全体像についてさらに多くの角度から研究がなされ
ていくことに期待したい。

（筑波大学大学院：佐
さ

藤
とう

　翔
しょう

）

（ 1 ） 三根慎二 . 研究者の電子ジャーナル利用 : 1990 年代半ばか
らの動向 . Library and Information Science. 2004, （51）, p. 
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OCLCの最近の動向：
OCLCのウェブ戦略とその展開

　最近の OCLC 年報（2007／2008 年（1）および 2008／
2009 年（2））において、WorldCat に収録されているレ
コードの急激な増加が報告されている。2007／2008 年
報では、1971年～2002年の30年余りの間の書誌レコー
ドの件数が 5,000 万件であったことに対し、2002 年
～ 2008 年のわずか 7 年間で 5,000 万件が WorldCat
に搭載されたことが報告されている。また、2008／
2009 年報では、単年度で 2 億 4,200 万件のバッチロー
ドが実行され、所蔵レコード件数は 14 億 5,000 万
件に達したとされる。同年報には、当該年度の主な
バッチロードの対象となった機関が一覧されている
が、この中には、北米の主な研究図書館にとどまら
ず、米国議会図書館（LC）や主なドイツの州立図書
館、中国国家図書館など各国の主要な図書館が散見
される。2010年 4月 7日付けのOCLCのプレスリリー
ス（3）によると、フランス国立図書館などのフランス
国内の主要図書館と OCLC との 2009 年の合意にも
とづき、フランス語のレコードがバッチロードによ
り WorldCat に搭載されたとのことである。これら
のバッチロードによるおびただしい数の書誌レコー
ドの搭載を始めとした、OCLC のサービスの基盤で
ある WorldCat の近年の著しい成長は驚異的ですら
ある。2009 年の WorldCat 搭載書誌レコード数は、1
億 3,900 万件におよび、言語は 50 言語以上とのこと
である。搭載書誌レコード数の 1998 年から 2009 年
までの推移が 2008／2009 の年報に掲載されている
が、1998 年の 3,900 万件から 2009 年の 1 億 3,900 万
件までの伸び率をみると Research Libraries Group

（RLG）が OCLC に統合された 2006 年を境に急速
な拡大が図られつつあることがみてとれる。2005 年
の WorldCat 搭載件数が 6,100 万件であったのに対
し 2009 年ではおよそ 2 倍以上の 1 億 3,900 万件と
わずか 4 年で急速に拡大したことがわかる。この巨
大なデータベースを有する世界最大の図書館共同体

（Library Cooperative）である OCLC は、今どこへ
行こうとしているのだろうか。

Open WorldCat
　OCLCは、2004 年、2005 年に2 つの調査レポートを発
表した。2004 年に出された“2003 OCLC Environmental 
Scan : Pattern Recognition”（E177 参照）では、100
人の情報専門家に対するインタビューと文献のレ
ビューが行われ、主に以下の知見が示された（4）。

動向レビュー

　・伝統的な手法（図書館目録やそれに基づく図書
館レファレンス等）による情報へのアクセスの
減少とインターネットによる情報入手の拡大

　・伝統的な情報の集積物（図書や雑誌）へのアク
セスの減少と、求める情報そのものへのアクセ
スの拡大

　・新たなテクノロジー（つまりインターネット）
による情報社会の変容

　・情報のグローバル化
　さらに、2005 年に出された “Perceptions of Libraries 
and Information Resources”（E422 参 照 ） で は、6
か国における情報利用者の調査にもとづき、主に以
下の知見が報告された（5）。
　・回答者の 84％が情報探索の最初に検索エンジン

を利用する。
　・情報探索の最初に図書館のウェブサイトを利用

するのは 1％にすぎない。
　・90％が検索エンジンに満足している。
　・人々は図書館を図書に関わるところだと考えて

いる。
　・大多数が図書館を確実・迅速に情報（とりわけ

デジタル情報）を得られるところだとは考えて
いない。

　 こ う し た 調 査 と 並 行 し て、2003 年 よ り Open 
WorldCat と呼ばれるプロジェクトが開始された（6）。
このプロジェクトは、上で述べた調査結果を踏まえ
て、Google や Yahoo! などの一般的な検索エンジン
の検索対象として WorldCat に搭載された目録レコー
ドと所在情報を加えることにより、ウェブ環境下に
おける図書館の視認性を向上させることを目的とし
て開始された。このスキームでは、一般的な検索エ
ンジンの検索結果として表示された WorldCat のレ
コードは、ワンクリックで該当する資料を所蔵する
直近の図書館サイトへと利用者を導く。公開する目
録レコードを限定する形でいくつかのウェブサイト
で試行がすすめられた。正式な OCLC によるプログ
ラムとなった 2005 年には、Open WorldCat のサイ
トには 5,960 万のアクセスがあり、そこから 170 万ア
クセスが図書館のサイトへと導かれた。2008 年には、
1 億 3,450 万アクセスのうち、890 万アクセスが図書
館のサイトへと導かれた。なお、同様の試行は、当
時の RLG によって RedLightGreen（CA1503 参照）
というプロジェクト名で知られていたが、2006 年の
OCLC への統合によって姿を消し、Open WorldCat
が唯一のプログラムとなった。

WorldCat.org
　2006 年 8 月、OCLC は、WorldCat.org というウェ



カレントアウェアネス　NO.304（2010.6）

22

ブサイトを立ち上げた。このサイトに設けられた検索
ボックスから利用者は、WorldCatに搭載されたレコー
ドの全てについて検索、ダウンロードが可能となり、
それにより、検索されたレコードに該当する情報資
源を所蔵する直近の図書館を認識することが可能と
なった。このことは、視点をかえてみると OCLC と
いう巨大な図書館共同体が拠って立つ WorldCat が
ウェブ環境に織り込まれる結果となり、文字どおり、
グローバルな情報基盤の一翼を OCLC が、つまり図
書館が新たな形で担うことを意味する。
　WorldCat.org では、さらに単なる目録レコード
の提供にとどまらないサービスの展開をすすめた。
2,500 万件以上の著者レコードの公開（WorldCat 
Identities）につづき、横断検索サービス FirstSearch
で提供されていた雑誌記事に関わる索引情報とフル
テキストへのリンク情報などが段階的に拡充された。
2008 年の段階でこうしたフルテキストへのリンク情
報をもったレコード数は 5,800 万件におよぶ。ウェブ
環境下での OCLC のコンテンツ戦略の展開をここか
ら読み解くことも可能かもしれない。

書誌ユーティリティの整備と統合図書館システムの展開
　OCLC の創立者として知られるフレデリック・キ
ルゴア（Frederic G. Kilgour）は、1965 年に OCLC
の設立に向けて、その達成すべき新たなサービスに
ついて以下の項目を掲げていた（7）。
　1.　迅速で網羅的な目録情報の検索
　2.　LCからのオンラインによる機械可読目録（MARC）

レコードの入手
　3.　MEDLARS や Cheminal Abstracts と同様の機

械可読索引の検索
　4.　受入手続きにおける目録情報の提供
　5.　シリアル処理と貸出・返却記録のためのリアル

タイムコンピュータサービスの提供
　これらのサービスを実現するために 1967 年、OCLC

（当時は Ohio Computer Library Center）が設立さ
れた。キルゴアは 1971 年、コンピュータネットワー
クによるオンライン総合目録と分散目録システムを
オハイオ州立大学に立ち上げ、1979 年には、ネット
ワークによる相互貸借（ILL）システムを立ち上げた。
この間、ネットワーク参加図書館は確実に数をふや
し、その広がりは全米 50 州におよんだ。OCLC の当
初の目的であった、コンピュータネットワークによ
る目録にかかる図書館運営経費の節減とそれを基盤
とした ILL システムの構築は、新たな時代の図書館
協力の形として実を結ぶこととなった。後に書誌ユー
ティリティとよばれる図書館ネットワークの構築は、
1974 年の RLG など北米を中心にいくつか試みられ

ることとなった。その後、1990 年代の後半から 2000
年代の前半にかけて、いくつかのネットワークが、
OCLC による図書館協力の外延を広げる形で OCLC
の提供するサービスに吸収され、さきに述べたよう
に 2006 年の RLG の統合によって現在の形を見るこ
とになる。北米における最大規模のネットワークの
基盤であった RLG 総合目録の WorldCat への統合に
より、約 780 万レコードが WorldCat に追加された。
　書誌ユーティリティの整備と歩調をあわせるかの
ように整備がすすめられたのが統合図書館システ
ム（Integrated Library System：ILS）である。特に
1980 年代から OPAC（Online Public Access Catalog）
と呼ばれる図書館目録のオンラインによる提供は、そ
の他の図書館業務、キルゴアがかかげた図書館運営
経費の節減を図書館単位で進めるものとして脚光を
浴びた。OPAC は、ネットワーク整備の初期段階で
のテルネットによる一般利用から、ウェブ環境下で
の GUI（Graphical User Interface）へと進化をとげ
たことは、当然の成り行きであった。しかし、一方
で、これもウェブ環境の進化がしからしめた結果で
あったが、図書館が利用者に提供するコンテンツそ
のものの電子化が劇的にすすめられた。ILS の言葉
が意味する、統合型システムが対応しきれないコン
テンツ環境が図書館システムの市場を混乱させてい
る。こうした状況を端的に指し示すのが、2000 年
以降の ILS ベンダーとコンテンツベンダーのおび
ただしいまでの吸収・合併である。新たなコンテン
ツ環境に対応するために ILS に加えて近年、図書
館市場に登場したサービスとして、OpenURL Link 
Resolver、Federated search tool、Digital archive、
Institutional repository、Electronic Resource 
Management（ERM）、Next-generation portal and 
discovery tools などがある。

WorldCat Local、そしてWeb-scale へ
　WorldCat Local は、2007 年にワシントン大学図
書館においてパイロットプロジェクトとして開始さ
れた（E643 参照）。WorldCat Local では、図書館
が個々に提供していた OPAC の検索窓にかわって
WorldCat の検索窓をおき、検索結果をその利用者
が所属する図書館から順番に直近の図書館の所蔵情
報を提供する。検索結果から WorldCat 上の ILL 申
し込みまで一連の流れとして処理する、リンクリゾ
ルバによって契約コンテンツのフルテキストに直接
リンクするなどシームレスなサービスが提供される。
これらの機能によって WorldCat Local の参加図書館
は、OPAC での目録提供サービスまでの一連の業務
負荷を WorldCat の環境下で軽減することが可能と
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される。さらに、上でのべたように、WorldCat に搭
載されるほとんどあらゆる種類のサービスがローカ
ルな図書館サービスの環境下で提供されることにな
り、図書館は必要に応じて WorldCat サービスのポー
トフォリオを選択すればよいことになる。個々の図
書館は、その図書館に特有の情報の管理（たとえば、
ユニークなコレクションに関わる業務と図書館資料
の貸出・返却管理に必要な情報など）に特化してワー
クフローを想定すればよくなり、サービスの省力化
と効率化が一気に実現することになる。現在、北米
の数十の図書館がこのパイロットプロジェクトに参
加し、システムの実効性の検証がすすめられている。
　40 年前にキルゴアが掲げた目標の実現にむけ
て、OCLC は 2009 年 4 月 に WorlCat Local の コ ン
セプトをクラウドコンピューティング環境下でさら
にすすめた、Web-scale による図書館管理の考え方
“Web-scale Management” を公表した（8）。Web-scale 
Management では、WorldCat による検索サービスと
関連する目録業務に加え、蔵書管理と関連する利用
者情報の管理、印刷・電子媒体の収集管理、ライセ
ンス管理、サービスのポートフォリオ管理、これら
管理業務にかかるワークフロー管理、図書館経営上
の管理情報の共同管理など図書館運営にかかわるほ
とんどの業務が WorldCat というネットワーク上（い
いかえればクラウド上）の処理ということになる（9）。
開発にあたるOCLCのアンドリュー・ペイス（Andrew 
K. Pace）によれば、2010 年 6 月からのパイロット図
書館として、すでにいくつかの米国の図書館が決まっ
ているとのことである。また、パイロットと並行し
て Library Advisory Council が組織され必要な助言
が行われる運びとなっている（10）。

　Open WorldCat、WorldCat.org か ら は じ ま り、
WorldCat Local、Web-scale Management まで概観し
てきたが、1998 年に OCLC の CEO に就任したジョー
ダン（Jay Jordan）は、OCLC によるグローバル戦
略展開の必要性を強く訴えてきたことで知られる（11）。
これまで見てきたようにジョーダンによるグローバ
ル戦略の展開とは、ウェブ戦略の展開に他ならない。
　一方で、ジョーダンは、OCLC のガバナンスの改
革をすすめた。それまでは、北米の図書館中心で構
成されていた Users Council を北米以外の地域代表を
加えた Members Council とし、Council の規模を拡
大した。現在では、Global Council と世界をいくつか
の地域にわけた Regional Council の構成となってい
る。一連の OCLC による戦略の展開が図書館共同体
というガバナンスのもとですすめられていることは
重要である。2008 年 11 月に提案された WorldCat の

レコード利用に関わるガイドラインの改定案がおび
ただしい批判にさらされたことは記憶に新しい。こ
れらの批判に対応して、現在、新たな提案が公開さ
れているが、OCLC によってとられたこの間の一連
の対応は、こうしたガバナンスのもとで理解される
必要がある（12）。

（早稲田大学図書館：中
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学校図書館に関する日本国内の研究動向
―学びの場としての学校図書館を考える

はじめに
　2010 年は「国民読書年」である。2000 年の「子ど
も読書年」以来、2001 年施行の「子どもの読書活動
の推進に関する法律」を経て自治体の子ども読書推
進計画も整備され、子どもの読書については成果の
多かった 10 年といえるだろう。
　学校図書館には、1997 年の学校図書館法の改正に
より、12 学級以上の学校（全小・中・高校の約半数）
という制約つきながら、2003 年度以降司書教諭の配
置が義務付けられた。ほぼ時を同じくして改訂（1998
－ 1999 年）された学習指導要領では、小学校に「総
合的な学習の時間」が誕生し、学校図書館メディア
を活用した「調べ学習」の機会増加をもたらした。
2008 年度の全国一斉学力調査の結果からは、学校図
書館を計画的に授業で活用した学校では、成績集団
の低・高層ともに学力の向上が見られたことが大き
く報道された（1）。この 10 年は読書と学習の両面にお
いて「学校図書館の再発見」が行われた期間と言え
るのではないだろうか。

研究動向とテーマ
　本稿に先行する研究文献レビューには 2004 年に
中村百合子氏が著した「学校図書館に関する日本国
内の研究動向」（CA1546 参照）があるため、本稿で
は以降の 2005 年から 2009 年までの 5 年間の動向を
取り上げる。中村氏も指摘している「本格的な研究、
つまり査読を経て発表された論文や、オリジナリティ
のある質の高い研究書となると、その数は未だに極
めて限られている」状況については残念ながら 2010
年の今日も大きな変化はない。そこで本稿では学術
論文に限らず、図書館関係の専門誌に掲載された論
考も対象にしている。さらに本稿では新学習指導要
領の実施を前に注目が高まっている学校図書館にお
ける教育 ･ 学習活動をテーマとし「学びの場として
の学校図書館」に関する研究動向調査とする。
　なお、「学校図書館員のあり方に関する研究（職員
制度、職員養成、職務内容等）」（上記中村氏レビュー
内での分類）や「学校図書館と読書（子ども読書推
進計画を含む）に関する研究」については冒頭で触
れたとおり、学校図書館法改正による司書教諭の配
置や「子どもの読書活動の推進に関する法律」の成
立を受けて多数の論考が存在するため、独立した主
題として取り扱われることが望ましいと考え、本稿

研究文献レビュー

の対象範囲には含めないこととした。文献データは
NDL-OPAC を利用して検索・収集した。学校図書館
界の動向を概観するため雑誌記事（全国規模で刊行
されている専門・研究誌）を中心に追究した。必要
に応じて単行書・博士論文・調査報告書についても
触れている。

1. 研究の全体的な傾向
　NDL-OPAC で「学校図書館」を論題名キーワー
ドとし、2005 年から 2009 年の 5 年間の雑誌記事を
検索すると、967 件（2010 年 4 月 2 日現在）となる。
2000 年から 2004 年の 5 年間の検索結果では 942 件で
あるので、微増傾向にある。この条件による検索結
果には網羅性に限界があるが、おおよその動向の目
安として紹介する。

2. 情報教育（情報活用能力・情報リテラシー）と学
校図書館

　1997 年に発表された「体系的な情報教育の実施に
向けて」（2）によって、小学校・中学校においては既存
科目で情報教育を展開する方針が示され、1999 年 3
月に告示された学習指導要領によって、高等学校に
は独立科目としての教科「情報」が誕生した。その
前年の 1998 年に情報教育の骨子を定めた「情報化
の進展に対応した初等中等教育における情報教育の
推進等に関する調査研究協力者会議」の最終答申（3）

が発表され、司書教諭は「メディア専門職」、学校図
書館は「学習情報センター」と位置づけられていた。
教科「情報」実施年の 2003 年が奇しくも学校図書館
法改正による司書教諭配置義務化開始の年でもあり、
情報教育と学校図書館の連携への期待が生まれたが、
現実にはこの情報教育側の呼びかけに対し、学校図
書館界からは明確な反応が無く、米国で 1960 年代に
視聴覚教育と学校図書館が結び付き「学校図書館メ
ディアセンター」が生まれた展開（4）にはほど遠いも
のとなった。
　しかしながら 2000 年代前半には、1998 年に米国で
発表された学校図書館における情報リテラシー教育
を宣言した「インフォメーション・パワー」の翻訳書（5）

および関係文献や論考（CA1546 参照）が出揃い「情
報リテラシー教育」への関心が高まった。2005年以降、
学校図書館関係の論考にも情報教育を取り上げたも
のが現れる。
　日本で政府用語として使用されている「情報活用
能力」と、図書館分野で英語圏から輸入された「情
報リテラシー」の用語や概念については筆者の博士
論文（6）や、国立国会図書館の図書館調査研究レポー
ト（7）で整理を行っているので、詳細についてはそち
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らを参照されたい。2008 年に大城善盛氏が、5 社 6
種の「学習指導と学校図書館」テキストにおける「情
報リテラシー」や「メディア・リテラシー」、「コン
ピュータ・リテラシー」、「情報活用能力」等の用語
使用のばらつきについて論じている（8）が、本稿で取
り上げる文献の中にもそのような用語の混在が見ら
れることをあらかじめ指摘しておきたい。
　情報教育発足間もない時期の論考としては藤間真
氏らによるもの（9）（10）がある。教科「情報」の検定済
み教科書 14 社 25 種を対象に「図書館」というキー
ワードの出現回数を調査し、出現回数ゼロの教科書
が 3 点あったことが報告されている。また教科書出
版社（11 社中 4 社回答）および「情報科教育法」担
当者（「情報」の教職課程認定を受けている 185 校に
送付し 37 校 41 名が回答）へのアンケート調査では、

「学校図書館に関する要素を情報教育の範疇に含めて
考えているか」を調査し、結論として、情報教育関
係者の学校図書館認識は極めて限定的であることが
示されている。
　全国学校図書館協議会が発行する『学校図書館』
誌は 2006 年 1 月号（第 663 号）で「司書教諭による
学習指導」を特集している。調べ学習、教科での活用、
複数教科や全教科での図書館活用の中に情報活用能
力の育成も含まれており、兵庫県の県立高校司書教
諭である村木俊二氏は、「情報活用能力を育成する」
という実践報告の中で、以下の 5 つの演習課題を報
告している（11）。学習の各要素と段階が緻密に構成さ
れた興味深い実践である。
　①　問いを考える
　②　図書館利用指導と資料検索
　③　「本」の中の情報を探し整理して記録する課題
　④　情報の読み方や記録のしかたを学ぶ課題
　⑤　調べる方法を身につけるための課題
　2006 年には家城清美氏の私立学校の事例（12）や、山
梨県立高校の教諭・司書の共同研究（13）（14）などが発表
されている。後者は 2004 年度からの教科・情報にお
ける実践として、情報検索やホームページ作成のた
めの情報収集、などを報告している。
　同誌 2006 年 12 月号（第 674 号）は「学校図書館と
情報教育」の特集である。巻頭では、情報教育の成立
に関わってきた教育工学者の堀田龍也氏がその論考の
末尾で「情報教育の基礎体験としての図書館教育の可
能性」に触れ、「ある程度の確信度が保たれている図
書の情報をしっかりと読み取ることから始める」必要
性について指摘している（15）。同特集は、情報教育と
の連動の中で育成される能力概念のショーケースと
いった趣があり、林尚江氏は「スキル学習」を（16）、
中條敏江氏は「図書館教育・コンピュータ教育」を（17）、

糸山恵美子氏は「調べ学習」（18）、井上千里氏は「学習・
情報センター」（19）、栗原峰夫氏は「グローバル・ラー
ニング」（20）、大場弘美氏は「メディア・リテラシー」（21）、
佐藤義弘氏は「情報検索」（22）と、観点の豊富さは当該
分野の発展可能性を示唆しているといえよう。
　2007 年には鎌田和宏氏が、小学校教員による情報
リテラシー教育の実践報告を行っている（23）。情報リ
テラシー教育を単発的な図書館オリエンテーション
に留めず学習者の経験に応じた段階的な教育活動に
仕立てている点が注目に値する。鎌田氏はその後『先
生と司書が選んだ調べるための本―小学校社会科で
活用できる学校図書館コレクション』（24）を著してい
る。
　塩谷京子氏は、図書資料を活用した授業実践を「情
報活用能力の育成」と位置づけている（25）。塩谷氏は、
児童文学評論家で近年は学校図書館での活動が注目
されている赤木かん子氏との共著『しらべる力をそ
だてる授業！』（26）、教育工学者の堀田龍也氏と共に『学
校図書館で育む情報リテラシー―すぐ実践できる小
学校の情報活用スキル』（27）を 2007 年に出版しており、
情報教育と学校図書館をつなぐ実践者としての評価
は高い。参考図書と情報活用能力を結び付けたもの
には、辞書・辞典の活用と情報活用能力を結び付け
た渡邊重夫氏の論考（28）もある。またこの時期非常に
注目を集めた公立小学校の学校図書館利用指導の事
例として、山形県鶴岡市立朝暘第一小学校における
一連の実践と著作がある（29）。

3. PISA 型読解力と学校図書館
　この期間（2005 年－ 2009 年）の教育界の大きな「事
件」の一つに「PISA ショック」がある。日本の子ど
もの学力が、国際調査の「OECD 生徒の学習到達度
調査 2003 年調査」（PISA2003）において必ずしも高
く評価されなかったことは、教育界のみならず、日
本社会に大きな衝撃を与えた。文部科学省も分析と
改善に乗り出し（30）、その後の全国学力調査の実施や
様々な学力低下論議の展開に影響したことは記憶に
新しい。
　『学校図書館』誌は 2005 年 3 月号（第 653 号）の
特集「OECD 調査を読む」で PISA 調査を取り上げ、
有元秀文氏（31）や浅田匡氏（32）が PISA 調査 2003 の概観
と分析を示している。同誌 2006 年 4 月号（第 666 号）
には 2005 年に文部科学省が発表した「読解力向上プ
ログラム」（33）も掲載されている。
　学校図書館における「PISA 型読解力」の受容には
大きく分けて 2 つの流れがあると考えられる。一つ
は読書指導や読書活動、国語教育や言語教育への新
たな視座の提供である。これは読書分野の研究に関
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わる（34）テーマであるので本稿では詳しく取り上げな
いが、「読解力」というキーワードは「読書」と「学習」
に二分されがちな学校図書館の活動に連環をもたら
す触媒となり得ると筆者は見ている（35）。というのも、
もう一つの流れは、学校図書館における学習指導へ
の理由付けになると考えられるからである。文部科
学省が PISA の「読解力」について「我が国の国語
教育等で従来用いられていた『読解』ないしは『読
解力』という語の意味するところとは大きく異なる」
と指摘したように、読解の対象自体も「文章で表さ
れたもの（物語、解説、記録など）だけではなく」、「デー
タを視覚的に表現したもの（図、地図、グラフなど）
も含まれ」、「教育的内容や職業的内容、公的な文書
や私的な文書など、テキストが作成される用途、状
況にも配慮されるなど、テキストの内容だけでなく、
その構造・形式や表現法も、評価すべき対象」とす
るなど幅広い（36）。多様な素材を的確に読み取る能力
を育成するには、多様な情報源を提供することで学
習に貢献するという目的を有する学校図書館はまさ
にうってつけと言える。
　『学校図書館』誌は2008年 4月号（第690号）から「シ
リーズ・PISA 型読解力の向上を目ざす学校図書館」
を開始しており、熊本県立教育センターの吉永鈴子
氏は「自ら本に手を伸ばす子どものための学び方の
指導体系表」をまとめている（37）。杉本洋氏の論考（38）（39）

では、PISA 型読解力育成と情報リテラシー教育の内
容の関連性を認識しつつ実践を展開している様子が
興味深い。

4. 学びの場としての学校図書館
　日本の学校図書館は長らく学校教育の傍流に置か
れてきたが、近年「学習に役立つ図書館」への関心
が高まっている。そのために学校図書館関係者によ
る教育課程の理解は不可欠であり、実施を待つ新し
い学習指導要領に対する記事は増加している。
　『学校図書館』誌では 2009 年に一年間に亘る連載

「新教育課程における学校図書館の活用」において、
ほぼ全教科での学校図書館の活用について解説と提
案を行っている。2009 年 3 月に小・中学校に続いて
高校・特別支援学校の指導要領が出揃ったことを踏
まえ、2009 年 5 月号（第 703 号）では「新学習指導
要領（高等学校、特別支援学校）における「学校図
書館」関連の記述（新旧対照表）」（40）を掲載し読者の
理解を促している。同年 7 月号（第 705 号）では再
び新学習指導要領が取り上げられている。2009 年の
学習指導要領改訂の眼目であるとされる「言語活動
の充実」（41）に関する論考が多く（42）（43）（44）あるが、「探究
型学習」を取り上げたものもある（45）。高等学校の学

習指導要領全体を読み込んだものには、東海林典子
氏の司書教諭および学校司書の立場から資料構成を
はじめ学校図書館経営に活かすという観点からの分
析があり、実務者の参考となろう（46）。
　根本彰氏は、学習指導要領の性格や、改訂の経緯、
系統学習と問題解決学習の相克など、さまざまな論
点から整理を行っている（47）。総合的な学習の時間の
取り扱いについて「各教科のなかで、知識の応用や
課題解決学習、そして探究的な学習が具体的に書き
込まれることにより、総合的学習でやるべきことが
教科横断的・総合的なものであることが明確になっ
た」（48）という指摘や、新学習指導要領が、必ずしも
現行の指導要領に否定的な系統学習への後退ではな
く、「1977 年の改訂以降に敷かれた路線」（49）の確実な
進行と見る視点は重要であろう。一方で根本氏は「文
部科学省のスタンスがこのような課題解決と探究的
な学習を振興し、学校図書館をそのための拠点とし
て積極的に位置づけようとしていることは明らかで
あるのに、本当にそれが可能な体制になっていると
は言えない」（50）と、学校図書館制度や整備状況の問題
点を指摘している。学習指導要領や教科書の学校図
書館記述が増加しても、そのほとんどがスキップさ
れてしまうような事態を招くのでは意味がない。学
校図書館の本質的活動である「学習」を扱おうとし
ても、絶えず制度や整備の問題にぶつからずにはい
られないところが、現在の学校図書館の抱える構造
的な問題と言える。
　以下、その他の学習と学校図書館に関する論考に
ついてテーマごとに紹介していきたい。まず、この
時期に顕著なテーマとして学校図書館支援センター
事業における地域協力、公共図書館との連携につい
ての記事があるが、実施報告に留まるものが多く、
調査研究としては 2007 年度に指定された 59 地域へ
のアンケート調査（28 地域から回収）を分析した中
村由布氏の研究がある（51）。
　中村百合子氏のレビュー（CA1546 参照）で「学
校図書館の電子化」の問題として触れられていた問
題については、『学校図書館』2005 年 4 月号（第 654
号）が「ホームページの作成と活用」を特集してお
り、北海道・立命館慶祥中学校・高等学校の斎藤忠和・
斎藤博之両氏による論稿（52）のほか、山田知倢氏によ
る論稿（53）などが掲載されている。オンラインデータ
ベースの活用については櫻井強氏による報告（54）があ
る。
　今日的な学校図書館メディアへの対応という点で
は、ケータイ小説を取り上げた林貴子氏の報告（55）が、
学校図書館の新たな利用者への対応として「ケータ
イ小説の次の一冊」を意識したサービスを提案して
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いる点で興味深い。またマンガについても『現代の
図書館』が 2009 年に「図書館におけるまんがの行方」
という特集を組んでおり、高校図書館の立場から笠
川昭治氏（56）が、小学校図書館から渡部康夫氏（57）が執
筆している。ケータイ小説やマンガを図書館の「呼
び水」として活用することには未だ学校現場での抵
抗は根強いようだが、娯楽としての読書を糸口に読
書への興味喚起や読書習慣の定着に結び付ける視点
は重要である。
　著作権教育については『学校図書館』誌が 5 年間
に 2 回著作権に関する特集を編んでいる。2005 年 9
月号（第 659 号）「特集 I 学校図書館と著作権」には
小学校司書教諭・熊谷一之氏による実践報告などが
掲載されている（58）。2009 年 5 月号（第 703 号）でも
再び「学校図書館と著作権」が特集されている。後
者では、神奈川県 SLA 司書教諭専門委員会による資
料集作成の報告（59）や、山口真也氏による学校図書館
担当者養成を意識した著作権学習の試行が紹介され
ており（60）、著作権教育をより組織的・体系的に実践
する必要性が示されている。山口氏には、個人情報
保護の問題についての記事もある（61）。
　また特別支援教育では松戸宏予氏による一連の研
究（62）（63）や、歴史研究に類するが、野口武悟氏による
米国盲学校図書館の研究（64）（65）などが出揃ったのもこ
の時期特筆すべきことであろう。

5. 学校図書館研究動向の課題と展望
　本稿冒頭で述べたとおり、この間学校図書館研究
における学術論文の数の飛躍的な増加は無かったも
のの、NDL-OPAC で学校図書館を題目に含む博士論
文を検索すると、全 5 件中 4 件は 2006 年から 2008
年の間に提出されている。他の 1 件が 1977 年に遡
ることを考えると大きな進展である。しかしながら、
その内訳を見ると、2 点が歴史研究（66）（67）、2 点が特
別支援教育に関するもの（68）（69）であり、学校図書館に
おいて展開される実践、ことに学習活動に関するも
のは皆無である。全国レベルの図書館情報学の学会
である日本図書館情報学会の論文誌を見ても、学校
図書館研究の偏りは明らかで、2005 年から 2009 年ま
でに掲載された学校図書館関係論文 10 本のうち、歴
史研究的アプローチを取る論文が 7 本を占め、その
内訳は、読書指導に関するものが 2 本（70）（71）、戦後教
育史（72）、特別支援教育（64）、米国事情（73）、カリキュラ
ム史（74）、専任司書教諭配置政策（75）が各 1 本である。
歴史研究以外では、特別支援教育が 2 本（62）（63）、自治
体教育委員会（75）に関するものが 1 本である。これを
見ても、学校図書館実践を実証的に論じた本格的な
研究は皆無であることがわかる。学校図書館学会に

よる『学校図書館学研究』誌は、全編学校図書館を
主題とした論文誌であるが、実践報告のレベルに留
まるものも多く、本格的な研究、ことに本稿の主題
とする学習活動に触れたものはやはり少ない。学校
図書館分野の実践と研究の間には大きなギャップが
あることがわかる。研究主題やアプローチにこのよ
うな偏重が表れることには 2 つの要因が考えられる。
第一に、実践研究に耐えうる環境を持つ学校図書館
の絶対数不足の問題、もう一つは研究者養成機関に
おける学校図書館分野の指導教員の専門分野と研究
方法の偏りの問題である。
　日本の学校文化の中で諸外国から高く評価される
ものの一つに授業研究（77）の質の高さがある。しかし
ながら学校図書館研究において、授業を分析したり
評価する授業研究との関連において学校図書館活動
を論じた実践的研究が少ないということは大きな問
題である。教科教育分野で充実した授業研究が展開
されてきた歴史を持つ日本の教育風土において、充
実した実践研究を持たない学校図書館が一体どのよ
うに教育への貢献を主張できるというのだろうか。
ことに学校図書館研究においては、教育学の諸分野

（特に教授法、教育方法学など）に越境可能な研究者
を養成していくことは大きな課題であろう。
　図書館分野以外の媒体では、たとえば情報教育系
の『学習情報研究』誌が 2009 年 11 月号で「学校図
書館と情報教育」の特集を組んでおり、全編が学校
図書館分野の執筆者の論考で占められている。堀田
龍也氏の論考（78）を皮切りに、筆者も寄稿している（79）。
その他の執筆者は、1997 年の学校図書館法改正後、
県をあげて司書教諭配置に尽力した静岡県出身の司
書教諭（80）（81）や、改正前から活動してきた学校図書館
先進校の司書教諭・学校司書（82）（83）、学校図書館の地
域ネットワーク事業の草分け地域である市川市（84）や
近年の躍進地域である東京都荒川区（85）など、実績あ
る実践者が担当しており、この分野の学校図書館実
践の見取り図とも言える構成となっている。学校図
書館と情報教育からさらにメディア・リテラシー教
育へ展開する様相も報告されている（86）（87）。こうした
分野越境的な取り上げ方は、情報教育分野の読者が、
学校図書館活動の先進事例を知り、また学校図書館
分野の読者が、隣接分野の媒体を目にして、双方が
連携を深める上で貴重な機会を提供した。ちなみに
同特集号は異例の完売品切れとなり、特集に寄せら
れた各界の関心の大きさが示される結果となった。
この特集号に至る背景には、2008 年 9 月に玉川大学
で開催された日本教育工学会研究会（テーマ：学校
図書館と情報教育）の成功があった。学校図書館に
おける情報リテラシー／情報活用能力に関する研究
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発表が一定数集まり、独立した研究会として成立し
たことが情報教育分野でも注目されたということで
ある（88）。
　筆者の私見として、今後の学校図書館における実
践の核となるのは、本稿でも取り上げた「情報リテ
ラシー」や「読解力」の育成のほか、「探究型学習」
などの学習に関わる主題であると考えている。この 5
年間を見る限り、上記の主題の紹介記事は散見され
ても本格的な研究の域に達するものはほとんど無い。
欧米の学校図書館研究では情報リテラシー教育や探
究型学習の理論的根拠として、認知心理学分野や学
習理論の知見が援用されてきたが、日本では学習観
への言及も、枝元益祐氏の論考（89）などまだ数少ない。
　その他今後期待される主題に、学習空間や学習環
境といった見地からの学校図書館のデザイン研究が
ある。この分野は日本ではほとんど論考らしい論考
がないが（90）、情報技術と学習理論・コミュニケーショ
ン理論を取り入れた学習環境作りという観点（91）から
注目される領域である。
　またこの期間中に実施された科学研究費助成対象の
調査に「情報専門職の養成に向けた図書館情報学研究
体制の再構築に関する総合的研究」（通称 LIPER）（92）

がある。筆者は学校図書館班のメンバーとして、学校
図書館専門職の提案に関わった（93）。学校図書館の人
の問題には長い紛糾の歴史があり、1997 年の学校図
書館法改正以後も、司書教諭・学校司書の二職種をと
りまく混乱状態は必ずしも解消されず、二職種のいず
れかに立脚した対立構造から離れて既存制度の構造
的な問題に立ち向かおうとする論考が生まれにくい
状況にある。LIPER 研究は膠着した図書館の人的制
度の現状に対峙し研究面から提言しようとした試み
であり、今後の方向性議論の素材にされるべき共同
研究であろう。
　学校図書館の将来像を描こうとする研究が少ない
中、原田隆史・田村香澄両氏による「学校図書館の
将来像に関するデルファイ調査」（94）は興味深い試みで
ある。図書館の将来像を問う研究は、モデル間の比
較検討が可能となる程度の量が存在することが望ま
しい。図書館のように臨床の場を抱える分野の研究
者には、政策提言に貢献する責任も要求されると筆
者は考えている。
　最後に学校図書館の国際化という課題を挙げたい。
長倉美恵子氏による論稿（95）は、内向的な日本の学校
図書館業界の様相を鋭く批判している。上記 LIPER
の後継研究「情報専門職養成をめざした図書館情報
学教育の再編成」（通称 LIPER2）（96）の下部研究とし
て、「情報専門職養成カリキュラムの国際相互認証と
単位互換制度に関する研究」が実施されたが（97）、こ

のほどその後継となる国際研究「情報専門職教育に
おける学位・資格の国際的な同等性と互換性に関す
る研究」（2010 年度～ 2012 年度基盤研究 B　代表：
三輪眞木子）の開始が決まった。研究計画の中には
アジア太平洋地域の学校図書館国際研修プログラム
の共同開発および日本における国際セミナーの開催
が含まれており、筆者も研究分担者として関わって
いる。今後の日本の学校図書館の質的向上と進化に
期待したい。
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