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CA1723■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
国内の公共図書館における
法情報提供サービス

1. はじめに
　1999 年以降、国民にとって「より身近で、速くて、
頼りがいのある」司法の実現を目的とした、司法制
度改革が推し進められてきた（1）。この改革によって、
2004 年に法科大学院、2006 年に日本司法支援セン
ター（以下、「法テラス」）が設置されたほか、2009
年には裁判員制度がスタートするなど、司法制度は
大きく変化している。
　このような状況の中、公共図書館についても、法情
報のアクセス拠点としての役割が期待されており（2）、
議論が活発になっている（3）。また、すでに一部の公
共図書館では、法情報の提供を課題解決型サービス
の一種に位置づけ、積極的に取り組んでいる。そこ
で本稿では、徐々に取り組みが広がりつつある公共
図書館における法情報の提供について、その主要な
事例を紹介した上で、今後法情報の提供に取り組ん
でいく図書館にとっての課題等について述べる。

2. 都道府県立図書館の事例
　都道府県立図書館では、東京都立中央図書館、鳥
取県立図書館、神奈川県立図書館の 3 館が、ほぼ同
時期に積極的な取り組みを開始している。以下、各
館の取り組み内容を簡単に紹介する。
　東京都立中央図書館では、2006 年 7 月に「法律情
報サービス」を開始している（4）。具体的には、法律
関係の図書や雑誌、法令集等の資料を集めた「法律
情報コーナー」の設置や、専用 Web ページの開設の
ほか、関係機関の情報提供や弁護士・司法書士等に
よる無料法律相談会を行っている。また、期間限定
の試験的な取り組みであったが、法テラスの専用端
末（法テラス .net）の設置も行っていた（5）。
　鳥取県立図書館では、2006 年 4 月に「法情報サー
ビス」を開始している（6）。同館でも、専用 Web ペー
ジの開設、関係機関の情報提供、無料法律相談会等
を行っているほか、館内の法律関係資料の配置がわ
かる「法情報検索マップ」を作成している（7）。また
同館では、鳥取県内の地方裁判所、弁護士会、法務
局等からなるサービスの検討委員会である「法情報
サービス委員会」（8）を設置しており、関係機関との連
携も積極的に行っている。
　神奈川県立図書館では、1997 年から「法令・判例」
コーナーを設けていたが、2006 年 4 月にこれを拡充
し、「法律情報コーナー」としている（9）。同館では、
このコーナーを軸として、法情報に関する調べ方案

内の配布や法律関係の講座等を実施している。
　このほか、宮崎県立図書館では、Web ページで法
情報の調べ方等を紹介しているほか、宮崎県司法書
士会との連携による法律相談会を定期的に実施して
いる（10）。また、奈良県立図書情報館でも、2010 年 4
月に「暮らしに役立つ法律情報コーナー」を設置し、
行政書士市民法務研究会と連携して「法務無料相談
会＆知識セミナー」を実施するなど、積極的な取り
組みを開始している（11）。
　ここで挙げた都県の図書館では、いずれも「D1-Law.
com」や「LexisNexis JP」等といった法律関係の有
料データベースを、少なくとも一種類は導入してい
る。都道府県立図書館のレベルでは、有料データベー
スの導入も、法情報の提供における一つの要件になっ
ていると考えられる。

3. 市区町村立図書館の事例
　市区町村立図書館では、2008 年以降に取り組みを
開始する図書館が増えてきている。以下、主要な図
書館の取り組み内容を簡単に紹介する。
　横浜市立中央図書館では、2008 年 12 月に「法情報
コーナー」を設置し、積極的なサービスを展開して
いる。具体的には、「法情報分類索引」等のナビゲー
ション・ツールや関係機関のパンフレット提供のほ
か、専用 Web ページでの情報提供、講演会等を行っ
ている（12）。
　米子市立図書館では、2008 年 9 月に「暮らしの中
の法律情報棚」を設置し、Web ページで情報提供を
行っている（13）ほか、法情報の提供に関する研修会等
を実施している（14） 。
　そのほか、2009 年以降には、葛飾区立中央図書館（15）

やふじみ野市立上福岡図書館でも、法情報に関する
コーナーを設置している。これらの図書館では、い
ずれも近隣の法テラスと連携しており、チラシやパ
ンフレットでの情報提供を行っている。特にふじみ
野市立上福岡図書館では、法テラス川越から講師を
招聘して職員研修を行うなど、より積極的に連携し
ている（16）。

4. 関係機関との連携
　当然のことではあるが、公共図書館は法律の専門
機関ではない。このため、提供できる資料や情報に
はどうしても限界がある。そこで重要となってくる
のが、弁護士会や司法書士会等といった関係機関と
の連携である。本稿で取り組みを紹介した図書館で
も、そのほとんどが連携しており、関係機関のチラシ・
パンフレットの配布、弁護士・司法書士等によるセ
ミナーや無料相談会、職員向け研修会等が行われて
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いる。
　関係機関のうち、法テラスについては、現在全国
規模での連携が始まりつつある。具体的には、2010
年 5 月に「図書館海援隊」プロジェクト（17）との連携
を開始し、全国の公共図書館へのポスター配布等を
行っている（18）。今後は、さらに活発な連携が行われ
るものと思われる。
　このほか、裁判員制度のスタート前には、裁判所と
の連携も活発に行われていた。裁判所から裁判員制度
の広報用 DVD やポスターが配布されていたほか（19）、
裁判官を講師としたセミナー等が各地の図書館で実
施されていた（20）。裁判員制度のスタート後には、こ
のような連携はあまり見られなくなったが、司法制
度の要である裁判所との連携は、今後も何らかの形
で継続することが望ましいだろう。

5. 課題
5.1. 法情報コーナーの設置
　法情報の提供を行う場合、法律関係資料を一か所
に集めたコーナーを設けたほうが、利用者にとって
は便利である。実際に、本稿で取り組みを紹介した
図書館の多くは、何らかのコーナーを設置している。
しかし、所蔵資料の移動が伴う場合、このようなコー
ナーの設置はそれほど簡単ではない。
　通常、公共図書館の資料は、日本十進分類法に基
づく分類番号順に配置されており、法律関係資料の
場合、例えば、憲法（323）、消費者契約法（365）、
道路交通法（685.1）等の、各法律の主題に分散して
いる。しかし、コーナーの設置に際しては、分類番
号に関わらず資料を集める必要があるため、図書館
によっては、このような扱いが難しい場合もあると
考えられる。その場合には、鳥取県立図書館の「法
情報検索マップ」のような、館内の資料配置がわか
る資料を作成するなどの対応が必要となるだろう。

5.2. 資料等の整備
　法情報の提供には、その基盤となる資料が必要で
ある。都道府県立図書館の場合は、比較的規模の大
きな図書館が多いため、豊富な資料や有料データベー
ス等を背景にサービスを展開できる図書館が多いと
考えられる。一方、市町村立図書館の場合、特に小
規模自治体の図書館では、乏しい資料費の中で必要
な資料を揃えるのは容易ではない。まして、高額な
利用料金が必要な有料データベースを導入すること
は困難であろう。市町村立図書館では、有用な資料
を厳選して揃えるとともに、都道府県立図書館等に
よる協力貸出の利用や、関係機関と積極的に連携す
るなどといった工夫が必要であろう。

5.3. 専門性の向上
　図書館員が法情報の提供をスムーズに行うために
は、法体系や司法制度のほか、法学文献の特徴等に
関する基本的な知識が必要である。これらの知識が
乏しい状態では、適切な資料や情報の提供はままな
らないと考えられる。
　近年は、法情報の提供に対する関心の高まりを受
け、各地で図書館員を対象とした研修やセミナーが
実施されており、2010 年の全国図書館大会でも、「公
共図書館員のための法情報検索入門セミナー」が関
連事業に含まれている（21）。また、ローライブラリア
ン研究会による研修事業である「法情報コンシェル
ジュ」養成プログラムも、間もなく開始される予定
となっている（22）。
　このように、自己研鑽の機会は増加しつつある。
公共図書館職員の場合、特定の主題のみに傾注する
ことは難しいかも知れないが、法情報の提供に取り
組む場合には、積極的に学ぶ姿勢が必要であろう。

6. おわりに
　これまで、公共図書館のレファレンスでは、制限
事項の一つとして「法律相談」が挙げられることが
多かった。しかし近年では、所蔵資料等に基づく情
報提供であれば基本的に問題はないとの見解も、一
部で示されている（23）。もちろん、利用者が求める資
料や情報が見つからない場合や、法令の解釈等が必
要な場合には、適切な機関を紹介すべきであるが、
図書館に有益な資料や情報があるのならば、それら
を提供するのも図書館員の使命であると考えられる。
法情報のアクセス拠点としての役割を全うするため
にも、公共図書館の職員の積極的な取り組みを期待
したい。

（大阪府立図書館：日
ひ

置
おき

将
まさ

之
ゆき

）

（ 1 ）司法制度改革推進本部事務局 . 司法制度改革 : より身近で、
速くて、頼りがいのある司法へ . 2002, 10p.

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/others/pamphlet_
h16.pdf, （参照 2010-07-19）.

（ 2 ）岩隈道洋 . 地域法サービスにおけるロー・ライブラリアン
の役割―総合法律支援法第 30 条第 1 項にいう法情報提供の
担い手として―. 杏林社会科学研究 . 2006, 22（1）, p. 20-36.

（ 3 ）例えば、以下のような雑誌で特集が組まれている。
　　特集 , 図書館における法情報提供サービス . 図書館雑誌 . 

2008, 102（4）, p. 214-230.
　　特集 , 法情報へのアクセス拠点としての図書館 . 現代の図書

館 . 2004, 42（4）, p. 207-239.
（ 4 ）東京都教育庁 . “ 都立中央図書館が『法律情報サービス』を

開始します ”. 東京都 . 2006-07-12.
　　http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2006/07/20g7c300.

htm, （参照 2010-07-19）.
（ 5 ）法テラス .net では、法テラスのコールセンターに直接問い

合わせることができるほか、法制度や相談窓口に関する情
報検索が可能であった。

　　東京都教育庁 . “「法テラス .net（ネット）」の試験運用につ
いて ”. 東京都教育委員会 . 2008-02-13.

　　http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr080213t.htm, 
（参照 2010-07-19）.
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CA1724■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
国立公文書館における

デジタルアーカイブの取組みについて

　国立公文書館（以下、「館」という）は、1971 年 7 月、
当時の総理府（現在の内閣府）の附属機関として置
かれ、国の機関などから移管を受けた歴史公文書等
について保存管理し、一般の利用に供するなどの業
務を行っている組織である。2001 年、館は独法化さ
れるとともに、アジア歴史資料センターが館の組織
として新たに開設された。また、公文書のみならず、
江戸幕府の紅葉山文庫等や明治政府が収集した資料
等が含まれる「内閣文庫」を所蔵しており、館で保
存され利用に供されている。
　館におけるデジタルアーカイブの取組みは、館、
外務省外交史料館、防衛省防衛研究所図書館が保有
するアジア歴史資料をデジタルで提供する「アジア
歴史資料センター資料提供システム」（CA1464 参照）
が本格的なデジタルアーカイブとしてサービスを開
始したことに始まる（1）。さらに 2005 年には、国が推
進する「e-Japan 戦略」（2）や内閣府の懇談会等の提言
を踏まえ、館所蔵資料のデジタルアーカイブ化を推
進するため、「国立公文書館デジタルアーカイブ」の
運用を開始した（3）。
　館及びアジア歴史資料センターでは、毎年度、そ
れぞれのデジタルアーカイブにおいて提供画像数を
増加させるとともに、提供画像を活用したデジタル
コンテンツを作成し、ホームページに掲載、提供し
ている。また機会を捉え、国内外でプレゼンテーショ
ン等を行うなど、2 つのデジタルアーカイブの利用促
進、普及に努めてきたところである。
　さて、こうした館のデジタルアーカイブ化推進に
ついては、「国立公文書館デジタルアーカイブ推進要
綱」（以下、「推進要綱」という）という形で、基本
的な考え方が取りまとめられている（4）。その概要は
次のとおりである。

①国の政策や諸提言に対応
・我が国における良質なコンテンツの流通、発信
・国内外を問わず、いつでも館の所蔵資料を利用

できる環境の整備・充実

（ 6 ）鳥取県立図書館 . “ 沿革 ”. 平成 22 年度 鳥取県立図書館のす
がた . 2010, p. 53-56.

　　http://www.library.pref.tottori.jp/event/h22youran.pdf, 
（参照 2010-07-19）.

（ 7 ） “ 法情報サービスのご案内 ”. 鳥取県立図書館 .
　　http://www.library.pref.tottori.jp/law/law_top.html,（参照 

2010-07-19）.
（ 8 ） “ 法情報サービス委員会設置要項 ”. 「司法制度改革と先端テ

クノロジィ」研究会 .
　　http : //www. l ega l t ech . j p/ka tudou/pd f/09 - 0718/

Mr.takahashi% 20% 20koukai090718-s3.pdf,（参照 2010-07-19）.
（ 9 ）矢島薫 . 特集 , 図書館における法情報提供サービス : 神奈川

県立図書館における法律情報サービスについて . 図書館雑
誌 . 2008, 102（4）, p. 224-226.

（10）“ 法律情報 ”. 宮崎県立図書館 .
　　http://www.lib.pref.miyazaki.jp/hp/menu000000700/

hpg000000680.htm, （参照 2010-07-19）.
（11）“「暮らしに役立つ法律情報コーナー」と「法務無料相談会

＆知識セミナー」をスタート ”. 奈良県立図書情報館イベン
ト情報 .

　　http://eventinformation.blog116.fc2.com/blog-entry-370.
html, （参照 2010-07-19）.

（12）“ 法情報コーナー ”. 横浜市立図書館 .
　　http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/chosa/

houjouhou/houjouhou.html, （参照 2010-07-19）.
（13）“ 法律情報棚について ”. 米子市立図書館 .
　　http://www.yonago-toshokan.jp/40/2618.html, （参照 2010-

07-19）.
（14）“「図書館における法情報サービス」研修会のお知らせ ”. 米

子市立図書館 . 2010-01-29.
　　http://www.yonago-toshokan.jp/46/547/4514.html, （ 参 照 

2010-07-19）.
（15）“ 図書館のサービスについて ”. 葛飾区立図書館 .
　　http://www.lib.city.katsushika.lg.jp/main/0000000801/

article.html, （参照 2010-07-19）.
（16）本稿の執筆時（2010年7月）には、法律関連資料を集めたコー

ナーはすでに無くなっており、法テラスのパンフレット等
を配布するコーナーのみが残っている。

　　法テラス埼玉 . “ ふじみ野市内図書館職員向け「法情報につ
いての研修会」を開催しました ”. 法テラス . 2010-02-26.

　　http://www.houterasu.or.jp/saitama/news/20100112.html, 
（参照 2010-07-19）.

（17）「図書館海援隊」プロジェクトとは、公立図書館が貧困・困
窮者支援のほか、地域や住民の課題解決を支援するため、
医療・健康、福祉、法務等に関する様々な支援を行うプロジェ
クトである。参加館は、文部科学省の呼びかけに賛同した
有志の公立図書館によって構成されている。

　　“「図書館海援隊」プロジェクトについて（図書館による課
題解決支援）”. 文部科学省 . 2010-04-27.

　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kaientai/1293814.
htm, （参照 2010-07-19）.

（18）“【プレスリリース】文科省「図書館海援隊プロジェクト」
との連携開始について ”. 法テラス .

　　http://www.houterasu.or.jp/news/houterasu_info/220511.
html, （参照 2010-07-19）.

（19）最高裁判所事務総局 . “ 裁判所における法教育の取組み ”. 法
務省 .

　　http://www.moj.go.jp/content/000004294.pdf, （参照 2010-
07-19）.

（20）例えば、大阪府立中央図書館では、複数年にわたって裁判
員制度のセミナー等を実施している。

　　梶原修 . 社会的課題解決型図書館への第一歩～大阪府立中
央図書館での資料展示と参加型情報サービスとの連動 . 情
報管理 . 2008, 51（8）, p. 588-602.

（21）“ 平成 22 年度 第 96 回 国民読書年・図書館法 60 周年 全国
図書館大会奈良大会 ”. 奈良県立図書情報館 .

　　http://www.library.pref.nara.jp/event/zenkoku/index.
html, （参照 2010-07-19）.

（22）「法情報コンシェルジュ」養成プログラムは、ローライブラ
リアン研究会が図書館振興財団からの助成を受けて実施す
るもので、同研究会から全国の公共図書館等に、法情報に
関する研修講師を派遣するプログラムである。

　　“ 助成対象事業部ブログのリンク集 ”. 図書館振興財団 .
　　http://www.toshokanshinko.or.jp/blog/link22.htm,（参照 2010-

07-19）.
（23）例えば、以下のような記事で、法情報提供の是非について

論じている。
　　山本順一 . 特集 , 図書館における法情報提供サービス : 公共

図書館における能動的な法律情報提供サービスの可能性と
その法的基礎 . 図書館雑誌 . 2008, 102（4）, p. 214-217.

　　奥村和廣 . “ 法情報の提供サービス ”. 課題解決型サービスの

創造と展開 . 大串夏身編 . 青弓社 , 2008, p. 171-185, （図書館
の最前線 , 3）.

Ref:
指宿信編 . 法情報サービスと図書館の役割 . 勉誠出版 , 2009, 

223p.
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システムと接続しているほか、外部連携としては、
国立情報学研究所の “NACSIS Webcat” との横断検索
を行っているほか、国立国会図書館の “PORTA” の
検索対象にもなっている。また地方の公文書館との
間においては、岡山県立記録資料館、奈良県立図書
情報館と接続している。
　しかし、地方の公文書館におけるデジタルアーカ
イブの構築と連携は、これからの課題である。館で
は地方の公文書館に対し技術的支援を実施するため、
2007 年度は直接訪問しての調査・意見交換を行うな
どの状況把握に努め、2008 年度にデジタルアーカイ
ブ・システムに関する標準仕様書（6）等を作成、2009
年度に当該仕様書等の配布を開始した。上記標準仕
様書においては、デジタルアーカイブ・システムを
構築する上でのシステムに関する基本的な考え方等
がまとめられており、情報連携の基本となる機能に
ついても盛り込まれている。今後、こうした館によ
るデジタルアーカイブ化推進に資するための具体的
な取組みを踏まえて、地方の公文書館においてもデ
ジタルアーカイブ化が推進され、情報連携が図られ
ることが期待されているところである。
　以上、館におけるデジタルアーカイブの取組みに
ついて、概要を述べてきたが、現在、新たな「デジ
タル」への対応に迫られているところである。それは、
電子公文書等への対応についてである。電子公文書
等については、2010 年度に電子公文書等の移管・保存・
利用システムを構築、2011 年度からの移管等に備え
ることとしている。しかしながら、これは一つの通
過点にすぎず、技術の移り変わりがまさに日進月歩
の状況下で、今後大きな困難を伴うことも予想され、
さらに、長期の保存性と利用性を確保していくため
の真剣な努力も必要である。こうしたボーン・デジ
タルを取り巻く状況は図書館界も同様であると思わ
れるが、そこでの知見、ノウハウなども参考にしな
がら、取り組んでいきたいと考えている。

（国立公文書館：八
よう

日
か

市
いち

谷
や

哲
てつ

生
お

）

（ 1 ）アジア歴史資料センター .
　　http://www.jacar.go.jp/, （参照 2010-07-09）.

（ 2 ）高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 . “e-Japan 戦
略 ”. 首相官邸 . 2001-01-22.

　　http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai1/1siryou05_2.
html, （参照 2010-07-09）.

（ 3 ）国立公文書館デジタルアーカイブ .
　　http://www.digital.archives.go.jp/, （参照 2010-07-09）.
　　「国立公文書館デジタルアーカイブ」の概要については、次

を参照。
　　国立公文書館 . デジタルアーカイブ . アーカイブズ . 2005, 

（21）, p. 1-38.
　　http://www.archives.go.jp/about/publication/archives/021.

html, （参照 2010-07-09）.
（ 4 ）“ 独立行政法人国立公文書館デジタルアーカイブ推進要綱 ”. 

国立公文書館 . 2009-04-01.
　　http://www.archives.go. jp/owning/d_archive/pdf/

youkou.pdf, （参照 2010-07-09）.

・地方公文書館などの関係機関のデジタルアーカ
イブ化、連携

②電子的な公文書の「保存」と「利用」に向けた対
応
・公文書館の新たな要請である電子的な歴史公文

書等の「保存」と「利用」への早急な対応
③デジタルアーカイブの将来像を指向 ―情報知識の

提供、経験の「場」へ―
・我が国の営みに係る人や組織、社会などの記

憶、情報知識を蓄積、提供し、人々に経験、交
換される公共の「場」としての存在を指向

　①に示す事項は、デジタルアーカイブの推進に関
する具体的な要請に対応するものであり、②は新た
な責務とも言える電子公文書等の保存と利用に対応
するものである。③は、より将来的な指向性を示す
ものである。つまり、現在のデジタルアーカイブは、
資料のデジタル化とその提供を意味するが、将来的
には情報知識そのものを蓄積、提供する、あるいは
情報交換の「場」として機能する、他機関のデジタ
ルアーカイブとともに我が国の「集合知」を担うも
のへと変化していくという方向性に対応するもので
ある。
　「国立公文書館デジタルアーカイブ」は、こうした
館のデジタルアーカイブの推進に係る取組みの中核
として、「いつでも、どこでも、誰でも、自由に、無
料で」、館所蔵資料の目録データベースを検索し、資
料のデジタル画像を閲覧できるサービスを行ってい
る。2010 年 3 月には、さらに分かりやすく、探しや
すい、より利便性の向上したデジアルアーカイブと
してリニューアルしたところである（5）。これまでに
蓄積されたデータは目録データ約 120 万冊分、公文
書等デジタル画像約 868 万画像、大判・貴重資料等
1,170 点となっている。デジタル化し提供している主
な資料としては、「日本国憲法」の御署名原本や法令
案審議録、閣議案件資料、明治期に作成された「公
文附属の図」や江戸期の「天保国絵図」といった歴
史公文書等がある。デジタル化により、これまで利
用が難しかった資料でもインターネットを通じて、
気軽に利用できるようになったことは、デジタルアー
カイブの大きなメリットである。
　さて、館は自らの所蔵資料に関するデジタルアー
カイブの構築とともに、国や地方の関係機関との連
携も必要不可欠としている。そのため、デジタルアー
カイブの導入に当たっては、情報連携が行えるよう
国際標準等に基づく技術や仕組みを採用し、様々な
形での連携を視野に入れ、その取組みを行っている。
現在、組織内連携としてアジア歴史資料センターの
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（ 5 ） “ インターネットから、歴史資料の宝庫へ　「国立公文書館
デジタルアーカイブ」がリニューアル　3 月 1 日より、運
用開始 ”. 国立公文書館 . 2010-03-01.

　　http://www.archives.go.jp/news/pdf/100301_01_02.pdf, 
（参照 2010-07-09）.

（ 6 ） “ デジタルアーカイブ・システム標準仕様書 ”. 国立公文書館 .
　　http://www.archives.go.jp/law/pdf/da_100118.pdf, （参照 2010-

07-09）.

CA1725■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
セクシュアル ･マイノリティの問題と

図書館への期待

子どもの当事者の目線から
　「学校の図書室にあったって、まず手は出ないよ
ね。」と当事者の一人が言うと、周囲から賛同の声が
次々と上がった。コミュニティのイベントで当事者
情報流通に関するアンケート（1）を取ったときのこと
だった。
　セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）（2）は地
域・文化を問わずどこの社会にも 5％程度は存在す
ることが知られるようになったが、その特徴のひと
つは、「見かけだけからはわからない」ことだ。もし
かすると自分もセクシュアル・マイノリティの当事
者か、と思った子どもの一部は本を参考にしようと
するが、自分のことがわかるかどうかよりも「他人
にそういう人だと思われない」ことのほうが、多く
の場合彼ら彼女らには重大で、そのような本を切望
していればいるほど手に取りにくい。学校生活、テ
レビや雑誌などのマスコミ、そしてときには家庭内
にも、セクシュアル・マイノリティに対する意識的・
無意識的な差別や偏見があるからだ。
　他のマイノリティ（国籍や人種のような）の場合
は、殆どの場合少なくとも片方の親は同じ当事者と
して家庭内にいるが、セクシュアル・マイノリティ
の場合は殆どがまったくの孤独の中で成長する。マ
スコミでネガティブでない情報も流れるようになっ
たのはここ数年のことにすぎない。インターネット
が普及するまでは、本や雑誌は当事者が自己肯定し
仲間と繋がる最大の手段だったのである。前述の調
査においては、思春期前後に情報を求めた当事者は、
地域の公共図書館や大学図書館をよく利用していた。
当事者、あるいはセクシュアル・アイデンティティ
形成中の人々にとっては、学校・家庭・マスコミ以
外の情報へのニーズはいまだに大きい。

コミュニティのライブラリ
　マイノリティの当事者コミュニティでは、ニュー
ズレターや関連資料などを収集したライブラリが作
られることがある。日本のセクシュアル・マイノリ

ティのコミュニティの中では、女性の当事者スペー
スである LOUD（3）にライブラリが作られ維持運営さ
れている。女性のセクシュアル・マイノリティに関
する書籍やフェミニズムなど近縁分野の書籍、小説
やコミック、映画などの表象分野に至る日本および
海外（主として英語）の資料が集められ、閲覧およ
び貸出といったサービスが提供されている。日本の
ゲイ・リベレーションの活動当初からの貴重なニュー
ズレターのファイリングもある。このライブラリの
大きな特徴は当事者以外の利用者も受け入れるこ
とである。この規模の当事者によるライブラリは、
LOUD が事実上唯一のものとなっている。ただし、
資料の収集方法は寄贈のみであること、スペースの
関係で蔵書をあまり増やせないこと、閲覧できる時
間が 1 か月に数時間に限られることなど、主として
経済的理由による限界がある。
　セクシュアル・マイノリティ関連の資料は全国各
地の女性センター、男女共同参画施設などでも閲覧
可能なことがある。部落解放・人権研究所の図書室「り
ぶら」（4）においても関連資料が収集されており、2009
年のサイトリニューアルの際にはそれが明示された。

自分たちで歴史を作る
　こうしたコミュニティのライブラリは、欧米に長
期的な実践例をみることができる。欧州では少数言
語話者や民族／国籍マイノリティによる運動、米国
では黒人解放運動やフェミニズムなど、そして 1980
年代頃からはセクシュアル・マイノリティも含む様々
な社会運動が、フライヤーやパンフレットの印刷・
発行、運動家の研修、ロビー活動を行なってきた。
セクシュアル・マイノリティの運動では、同性愛の
非犯罪化や非病理化、トランスジェンダーの性別変
更（外科的処置、公的文書変更）を求める運動が続
けられ、世紀の変わり目の数年で、複数の先進国で
同性婚または同性を含むパートナーシップ法を成立
せしめた。この動きを支えた諸団体のライブラリは、

「親密な性的関係が社会的に ‘ 私的 ’ あるいは ‘ 個人
的 ’ 性格とされているために、同じジェンダーの性に
ついての公的な記録は、警察の記録、政府の報告書、
新聞記事、医学的・精神医学的な論文、そして性指
南本に見られるような ‘ 逸脱した ’ あるいは ‘ 犯罪的 ’
な行動を除けば、ほとんどない」（5）状態であったとこ
ろから積極的な資料収集を続けた。当事者のエンパ
ワメント、当該カテゴリの可視化に寄与したのみな
らず、当事者以外の人々にも本来は必要な様々な情
報を収集・発信する拠点となったのである。このよ
うなマイノリティ・カテゴリのコミュニティ・ライ
ブラリが集まってカンファレンスを行ない、活動・
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研究報告も出版されるようになっている（6）。コミュ
ニティのアーカイブを構築することとはすなわち、
マジョリティが形成する歴史の中で不可視化あるい
はゆがめられたマイノリティの姿を可視化し歴史を
書きなおす「記憶の形成」（7）なのである。
　筆者は 2009 年秋に機会があって、米国モンタナ州
の当事者組織、西部モンタナ州コミュニティセンター（8）

（訪れたときとは名称や組織が変化している）を訪れ
ることができた。資料の一部は予算をつけて収集し
ており、データベースが Web で公開されている。有
償／無償のボランティアが切れ目なく働いて平日日
中には常に閲覧できる体勢を整えている。この団体
の活動の中には、地域の学校への出前授業などが含
まれ、そうした活動の資源としてもこのライブラリ
は活用されているのである。

ネット時代の図書館・ライブラリへの期待
　インターネットの普及によって、セクシュアル・
マイノリティの当事者が関連情報へアクセスするの
は格段に容易になった。とはいえ、問題はさまざま
にある。閲覧情報が他人に漏洩しないかという当事
者の不安は、ネット利用になっても残っている。また、
Web 上のセクシュアル・マイノリティの「情報」は
そのかなり多くの部分が異性愛男性の消費するポル
ノという形で存在しているが、さりとて政府、教育
機関、あるいはネット事業者などによる安易な閲覧
制限は、必要な情報（例えば職業選択のための情報
など）すらブロックしてしまう。この状況の中では、
さまざまな図書館、ライブラリが「選書」というそ
の専門性を発揮し、一貫性があり「外野」のクレー
ムに簡単には動じないような情報セットとしてのコ
レクションをあらかじめ集めて提示してくれること
が期待される。
　冒頭でも述べたように、他人にそういう人だと思
われるのを恐れている当事者は簡単には必要な情報
に手を出せないことがある。しかし当事者だけでは
なく、すべての人に向けての情報としてそれが提示
されれば、手に取ることもできる。例えば毎年 6 月
は「プライド月間」といって、セクシュアル・マイ
ノリティ関連のイベントが世界的に盛んに行なわれ
るが、海外の公私の図書館ではこれに合わせた特設
展示もあるとのことだ。
　日本では 2010 年に初めて政府が関与したかたちで、

「セクシュアルマイノリティを正しく理解する週間」（9）

が開催された。「正しいセクマイ理解」なんてあるの
か、と当事者間でも大いに議論されたが、少なくと
も世間に流布している「理解」が実際の当事者と乖
離していることが多いのもまた事実である。

　書籍以外にも、NHK 教育テレビでは番組「ハート
をつなごう」でここ数年、セクシュアル・マイノリティ
の若者に取材した作品を精力的に制作している（10）。
　当事者コミュニティやライブラリでもさらなる情
報発信が望まれる。ロビー活動を行なっている共生
ネットからは学校教職員向けの DVD（11）も公開され
た。
　そもそもセクシュアル・マイノリティへの差別や
偏見が根強く残るのは、男女二分法と異性愛主義が
あたかも当たり前のような社会にあって、既存の「男
／女らしさ」から外れる存在が生きにくいからであ
る。近代前期に形成されたそうした「らしさ」とそ
れによって編成された社会はグローバリゼーショ
ンの中で溶解し始めている。セクシュアル・マイノ
リティの情報は、当事者にも、非当事者にも重要な
情報であり続けている。図書館やライブラリが、情
報利用に困難を抱える人を含むさまざまなマイノリ
ティの「味方」でありつづけてくれることを強く期
待する。

（首都大学東京大学院：小
お

澤
ざわ

かおる）

（ 1 ）小澤かおる . 小規模社会運動印刷物におけるデジタル化・
データベース化の手順作成 2―女性性的少数者運動体ユー
ザに対するアンケート調査―. 学生研究助成金論文集 . 2008, 

（16）, p. 183-199.
（ 2 ）ここでは「セクシュアル・マイノリティ」とは、身体的性

と社会的性が一致し性的指向が異性である人々「以外」の
人々を指す。人数的には同性愛者が多く、トランスジェン
ダー（傷病名としては性同一性障害）、半陰陽などの人々も
含む。

（ 3 ） LOUD. http://space-loud.org/, （参照 2010-07-09）.
（ 4 ） “ 図書室 < りぶら >”. 部落解放・人権研究所 .
　　http://blhrri.org/ribura/ribura.htm, （参照 2010-07-09）.

（ 5 ）Kinsman, Gary. The Regulation of Desire : Sexuality in 
Canada. Montréal, Black Rose Books, 1987, p. 66.

（ 6 ）Bastian, Jeannette A. et al., eds. Community Archives ‒ 
the Shaping of Memory. London, Facet Publishing, 2009, 
xxiv, 286p.

（ 7 ）前掲（6）の副題は「記憶を形成する」となっている。
（ 8 ）Western Montana Community Center.
　　http://www.gaymontana.org, （accessed 2010-07-09）.

（9）期間限定の電話相談やシンポジウムなどが開催された。
　　“ セクシュアルマイノリティを正しく理解する週間 ”. 

LGBT-week.
　　http://www.lgbt-week.jp/pc/, （参照 2010-07-09）.

（10）“ 虹色 - LGBT 特設サイト ”. NHK オンライン .
　　http://www.nhk.or.jp/heart-net/lgbt/, （参照 2010-07-09）.

（11）“ セクシュアル・マイノリティ理解のために―DVD ～子ど
もたちの学校生活とこころを守る～ ”. “ 共生社会をつくる ”
セクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク（共生
ネット）.

　　http://www.kyouseinet.org/dvd/index.html, （参照 2010-07-
09）.
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CA1726■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
シンガポール国立図書館の
ビジネス支援サービス

1. はじめに
　シンガポールは、人口約 470 万人、面積約 700㎢の
小さな国であるが（1）、世界の情報ハブとなることを目
指し、国をあげて情報政策に注力している。その中で
図書館は主要機能の一つとして重要な位置を占めてい
る。シンガポールには国立図書館（National Library）
1 館と地域図書館（Regional Library）3 館、公共図書
館（Public Library）19館、公共児童図書館（Community 
Children’s Library）１館が存在しており（2）、国家図
書館委員会（National Library Board）という組織が
国立図書館と公共図書館を運営している（3）。中でも国
立図書館では、先進的なビジネス支援サービスを提供
しており、多くの新しい取り組みもなされてきた（4）。
　筆者が所属している国立国会図書館の科学技術・
経済課では、毎月 1,100 件を超える口頭・電話レファ
レンスをカウンターで受けており、その多くはビジ
ネスに関するものである。2010 年 3 月、筆者はシン
ガポール国立図書館を訪問する機会を得た。そこで、
本稿ではシンガポール国立図書館におけるビジネス
支援サービスの現状を中心に紹介したい。

2. シンガポール国立図書館の概要
　シンガポール国立図書館は、シティと呼ばれる官
公庁街の中心に位置し、2005 年にリニューアルオー
プンした（E356 参照）。Lee Kong Chian Reference 
Library という名称で、国家図書館委員会の建物の
7 階から 13 階に位置している。同じ建物の 1 階お
よび地下 1 階には中央公共図書館（Central Public 
Library）が入っており、こちらはレファレンス中心
の国立図書館とは異なり貸出中心のサービスを展開
している（5）。国立図書館の開館日時は、祝日を除く
毎日、10 時から 21 時までで、2008 年度の来館者数
は約 190 万人である（6）。
　国立図書館には、人文社会科学（Social Sciences and 
Humanities）、 科 学 技 術（Science and Technology）、
ビジネス（Business）、芸術（Arts）、中国コレクショ
ン（Chinese Collection）といった主題ごとに閲覧室
がある（7）。敷地面積が広くなく、1 フロア 1 部屋とい
う構造となっており、2 つの閲覧室を有するフロアも
あるため、厳密に区分された主題専門閲覧室とは言
い難い。例えば、ビジネスは芸術と同じフロアにあり、
入口向かって右側がビジネス、左側が芸術という配
置になっており、入口すぐに設置されたレファレン
スカウンターでは両分野に関する問い合わせを受け

ている。各レファレンスカウンターに配置されるス
タッフは 1 名で、繁忙の時間帯には簡易な利用案内
等のためのアシスタントが 1 名付く。

3. ビジネス支援サービス
　ビジネス支援サービスには、来館利用者向けサー
ビスと非来館者向けサービスがある。
　まず、来館利用者向けサービスだが、ビジネスの
閲覧室に開架されている資料は約 4 万冊で、主な資
料としては会社録、調査レポート、統計（政府統計、
民間統計）、政府刊行物、業界雑誌、業界新聞など
がある。なお、利用者は開架資料を返却する際は書
架に戻さず返却台に置くことになっている。スタッ
フが返却台に置かれた資料を書架に戻す際に資料の
バーコードを読み取り、利用された資料のデータを
収集している。これにより、ビジネス閲覧室の資料
の年間利用状況などが分かるとのことで、2009 年は
年間延べ22万冊が利用されているとのことであった。
　また、提供しているデータベースが豊富なのも特
徴の一つである。契約しているデータベース数は約
160 あり（8）、国立図書館内でのみ利用可能、国内の
あらゆる図書館からも利用可能、自宅からも利用可
能と 3 通りの契約体系がある。ビジネス系のデータ
ベースでは、Bloomberg や SourceOECD は国立図書
館内でのみ利用可能だが、Kompass や Euromonitor
社の GMID は全図書館から利用可能であるし、
EBSCOhost regional business news や ProQuest の
各種データベースなど大半のデータベースは自宅か
ら利用可能である。シンガポールのナショナルサイ

図　シンガポール国立図書館の外観
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トライセンスにより提供されているデータベースは、
自宅で利用できるデータベースが多く、国民にとっ
て非常に便利である。一方で、自宅でデータベース
が利用できるという利便性から来館者数は年々減少
しているため、図書館としては来館者数を増やすた
めに様々なイベントやワークショップを開催するな
どの工夫をしているとのことであった（9）。

　以上は、2010 年 3 月時点での情報だが、館内のサー
ビス体系が大きく変わり、閲覧室についても改編が
なされる予定であるという話も聞いた。芸術と同じ
フロアにあったビジネスは、科学技術と合併し、よ
り充実したビジネスサービスの提供を目指している
とのことであった。従来の会社録、調査レポート等
に加えて、規格、商標、特許などを融合的に提供す
ることにより、ビジネスコンサルティングセンター
としてのアプローチを強化したいというのが狙いの
ようだ。改編後の動向については、今後も注目して
いく必要があろう。
　次に非来館者向けサービスだが、全分野に当ては
まることではあるが、e-mail でのレファレンスがあ
る。個人からの依頼が大半だが公共図書館からも受
けており、ビジネス分野では 3 ～ 5 日以内には回答
するようにしているとのことであった。また、携帯
電話からのメール（ショートメッセージサービス：
SMS）によるレファレンスも 2006 年より開始してい

る。レファレンスの月平均受理件数は、e-mail が 951
件、SMS が 48 件であり、そのうち科学技術・ビジ
ネスに関するものが 50 ～ 60％を占めているとのこと
であった。e-mail レファレンスは、国立図書館のホー
ムページ内の Reference Point から申し込むことがで
きる（10）。また、その中の Reference Point Enquiries 
Bank（11）に、よく聞かれる質問と回答を掲載している。
利用者には質問を送付する前にここをチェックし、
同様のレファレンスの有無を確認してから質問する
よう案内している。質問は 10 の主題に分けて掲載さ
れており、キーワード検索も可能である。2010 年 6
月現在、ビジネスに関する質問は 217 件掲載されて
いる。

4. 職員の体制
　レファレンス部門の職員 55 名のうち、ビジネス部
門の職員は 9 名（12）であるが、他の閲覧室のレファレ
ンス業務も定期的に行うことで、レファレンス業務
における広い視野を保つよう工夫している。しかし、
部門を越えた人事異動は本人の希望がない限り原則
的に行わないため、その他の部門の業務を経験する
ことはほとんどない。そこで、他の部門の業務を少
しでも経験することで館の業務の概要を把握するよ
うな仕組みを設けている。Cross Division Project と
いうもので、資料収集、書誌作成、レファレンス、
イベント等の経験を一定期間（業務内容により数週
間～最大 1 年）積むことができる。また、レファレ
ンス部門に配属する職員は専門性を重視しており、
例えばビジネス部門の職員については、大学で経済
学や経営学を専攻した者が優先されている。配属さ
れてからは基本的には OJT でスキルアップを図って
おり、職員間の知識の共有に関しては特に気を配っ
ているとのことであった。

5. おわりに
　シンガポール国立図書館は、政府による IT 振興政
策を担う機関の一つと位置付けられており、その果
たしている役割、政府や国民からの期待度はとても
大きいという印象を持った。国立図書館はもとより、
公共図書館や大学図書館も先進技術に基づいたナビ
ゲーションシステムが構築されており、豊富なデー
タベース、電子ジャーナルを提供している。国立図
書館は多くのデータベース、電子ジャーナルの自宅
からの利用を可能にする契約を締結しており、国民
はその利便性を享受している。そのことが図書館の
有用性を国民に印象付けているのかもしれない。ま
た、ビジネス支援サービスについても、シンガポー
ル政府が起業を促進し、国としてビジネス支援を政

表　主要ビジネス系データベース一覧

データベース名 利用可能エリア
ProQuest　各種 全図書館および自宅

EBSCOHost Regional
Business News 全図書館および自宅

EBSCOHost Business
Source Complete 全図書館

Global Market Information
Database （Euromonitor）

全図書館（プリント
アウト制限有）

Kompass 全図書館

Economist Intelligence Unit
 （EIU）

国立図書館および地域
図書館

Global New Products
Database （Mintel）

国立図書館および地域
図書館

Business Monitor Online 国立図書館のみ

One Source 国立図書館のみ

Source OECD 国立図書館のみ

Bloomberg Professional 
Service 国立図書館のみ

（2010 年 3 月現在）
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策にしていることから、専門性の高いサービス内容
となっている。今後は経済産業分野と科学技術分野
がより強固に結びついた形でのビジネス支援サービ
スの展開を目指しているとのことであり、その動向
は注目に値するだろう。

（主題情報部科学技術・経済課：長
なが

崎
さき

理
り

絵
え

）

（ 1 ）二宮書店 . データブック・オブ・ザ・ワールド Vol.22. 2010, 
479p.

（ 2 ）数値は、National Library Board の HP による（2010 年 6 月
現在）。

　　“Library Locations”. National Library Board Singapore.
　　http://www.nlb.gov.sg/page/corporate_page_visitus_

AllLibraries, （accessed 2010-06-24）.
（ 3 ） “National Library Board Singapore”.
　　http://www.nlb.gov.sg/, （accessed 2010-06-24）.

（ 4 ）宮原志津子 . 図書館サービスの新たなる可能性に向けて：
シンガポール国立図書館の取り組み . 情報の科学と技術 . 
2008, 58（1）, p. 13-18.

（ 5 ） “Central Public Library”. Public Libraries Singapore.
　　http://www.pl.sg/PL.portal?_nfpb=true&PlLibraryLocati

ons_1_2BranchCode=CLL, （accessed 2010-06-24）.
　　“Central Lending Library FAQ”. Public Libraries Singapore.
　　http://www.pl .sg/library/images/LibInfo-CLL.pdf , 

（accessed 2010-08-02）.
（ 6 ）National Library Board Annual report 2008/2009 Statistical 

Summary.
　　http://www.nlb.gov.sg/annualreport/fy08/content/

NLBarSS09.pdf, （accessed 2010-06-24）.
（ 7 ） “Collection”. National Library Building.
　　http://virtualtour.nlb.gov.sg/static/collection.htm, 

（accessed 2010-06-24）.
（ 8 ） “e-Resources Books”. National Library Board Singapore.
　　http://eresources.nlb.gov.sg/index.aspx, （accessed 2010-

06-24）.
（ 9 ）ビジネスに関するイベントページ
　　“Business”. GoLibrary.
　　http://golibrary.nlb.gov.sg/Channel.aspx?Channel=057, 

（accessed 2010-06-24）.
（10）“Reference Point”. National Library Singapore.
　　http : //www.n l . sg/NLWEB.por ta l ?_n fpb=true&_

pageLabel=NL_ASK&_nfl s=false, （accessed 2010-06-24）.
（11）“Reference Point Enquiries Bank”. National Library 

Singapore.
　　http://rpe.nl.sg/index.aspx, （accessed 2010-06-24）.

（12）職員は 9 名で、加えてアシスタントが 2 名。

Ref:
ラマチャンドラン , ラスほか . シンガポールの図書館政策 : 情報

先進国をめざして . 日本図書館協会 , 2009, 155p.
National Library Singapore.
　　http://www.nl.sg/, （accessed 2010-06-24）.
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CA1727■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ディスカバリ・インターフェース
（次世代OPAC）の実装と今後の展望

1. OPAC からディスカバリ ･ インターフェースへ
　図書館が提供するコンテンツは、従来から OPAC
が守備範囲としてきた冊子体資料に加え、ライセン
ス契約の電子コンテンツ（電子ジャーナル、電子書籍、
文献データベースなど）、リポジトリ中の研究成果、
デジタル化された所蔵資料、マルチメディア資料な
ど、多様化している。またユーザは、これらのコン
テンツを Google のように一度に検索でき、Amazon
のようにビジュアル化された画面や内容／レビュー
の表示、さらにリコメンド機能などが提供されるこ
とを期待するようになっている（1）。これを実現する
ものがディスカバリ・インターフェース（次世代
OPAC）（2）であり、これまで海外で導入が進んできた
が（3）、最近国内でも導入が始まっている（4）（5）（6）（7）。
　ディスカバリ・インターフェースの特徴やソフト
ウェアの紹介については、久保山（8）、宇陀（9）、渡邊（10）、
らの論文、および拙稿（11）に詳しい。そこで本稿では、
筆者の九州大学での経験を踏まえ、ディスカバリ ･
インターフェースに共通する実装のポイントや、海
外製品を導入する際の日本語環境への対応について
紹介する。さらに、オープンソースをめぐる状況の
変化や、ディスカバリ ･ インターフェースの最新動
向にも触れる。

2. 実装のポイント
2.1. メタデータの収集
　ディスカバリ・インターフェースでの検索に必要
な情報は、全て図書館システムを始めとするデー
タソースからのハーベストによって収集される。
ハーベスト方式は OAI-PMH の利用が広がってお
り、MARCXML、Dublin Core（DCMI Metadata 
Terms）など XML 形式のメタデータフォーマット
によって受け渡される。データの同期を取るため、
追加、更新、削除の 3 種類のデータが転送できるよ
うに準備しておく必要がある。
　なお、海外製品を導入する場合、国内の書誌フォー
マットに準拠して作成された図書館システムの書誌・
所蔵レコードを、MARC21/XML 形式へ変換して取
り出すことが考えられる。しかしながら、オリジナ
ルフィールドにはローマ字による記入の原則がある
ほか、書誌構造の違いから識別子による書誌間リン
クが困難なこと、またフィールド値の機械的な置き

動向レビュー

換えができない場合があるなど、マッピングに工夫
が必要である。これを根本的に解決するためには、
AACR2 の後継として策定された RDA（Resource 
Description and Access）の採用や RDF（Resource 
Description Framework）によるメタデータ交換な
ど、目録データの作成／交換形式そのものを見直さ
なければならない（12）。

2.2. メタデータ・エンリッチメント
　ディスカバリ・インターフェースでは、従来から
図書館が目録情報の情報源としてきた表紙、標題紙、
背、奥付などに加え、検索のアクセスポイントを増
やし、ユーザが検索結果から適切なコンテンツを探
しやすくするために、様々な情報を追加している。
　まず、洋書の表紙画像、目次、概要などの情報に
ついては、Syndetic Solutions（13）や Baker&Taylor（14）

が提供する、図書館 OPAC 向けのサービスが利用で
きる。検索結果への表示のみを提供するサービスと、
検索インデックスに追加できるサービスがある。ま
た和書については、トーハン、日本出版販売、紀伊
國屋書店、日外アソシエーツが共同で、目次、概要、
著者名典拠情報などを販売している（15）ほか、図書館
流通センター（TRC）が主に公共図書館向けにデー
タ販売を行っている（16）。和書の表紙画像は、日外ア
ソシエーツが主に書店向けに用意したデータを図書
館でも購入できるが、非営利目的の場合は出版社ご
との許諾が必要となる。こうした商用データのほか、
Amazon.co.jp（17）、Google ブックス（18）などが提供する
API を利用する方法もあるが、それぞれ当該サイト
へのリンクを置くことが条件となっている。
　また、ソーシャル機能の一つとして、ユーザか
らレビューを集めて表示することも行われている。
例えば商用の AquaBrowser のオプションである
MyDiscoveries（19）では、同製品を導入した機関で入
力されたレビューを横断的に表示できるほか、本
を利用したソーシャルネットワーキングサービス

（SNS）である LibraryThing（20）が集めたタグやレ
ビューを利用する機能も用意されている。そのほか
無料サービスでは、上述の Amazon Web サービス 
API（17）や Google Book Search API（18）が利用できる。
レビューに関する機能以外では、Ex Libris の bX（21）

のような、リンクリゾルバの利用ログ分析をベース
としたリコメンデーションサービスも登場している。
　電子ジャーナルや電子書籍を、商用のナレッジ
ベース（A-Z リスト）を用いて管理している場合に
は、A-Z リストに表示されているような簡単な書誌
情報を、ダウンロードして利用することが可能であ
る。また、冊子体と同様の品質のメタデータが必要
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であれば、Serials Solutions の 360 MARC Updates（22）

や Ex Libris の MARC It!（23）のような MARC ディス
トリビューションを利用できる。ただし、これらは、
CONSER（24）などから収集した MARC データをもと
に、各社がデータ拡張したもので、製品によって品
質にばらつきがある。また電子書籍については、提
供する出版社から MARC レコードを入手することも
可能であるが、各社 MARC フォーマットの品質が一
定していないため、これを調整する作業が必要とな
る。さらに、国内の電子コンテンツのメタデータに
関しては、ISSN 日本センター（25）や、個人の取り組み
である日本語学術雑誌情報源ナビ（JJRnavi）（26）が提
供しているが、前者は網羅性において、後者は正確
性と安定的運用の点で十分ではない。堀内ら（27）の指
摘や、総務省、文部科学省及び経済産業省からの報
告（28）にあるように、国レベルでの書誌情報インフラ
の整備が必要である。

2.3. メタデータ・マネジメント
　いくら多様なリソースから情報を集め、メタデー
タのエンリッチメントを行っても、検索を信頼性
のあるものにし、適切なアイテムを選びやすくす
るためには、メタデータのマネジメントが欠かせな
い。 具 体 的 に は、MARC21/XML、Dublin Core、
MODS、独自スキーマなど、様々な形式で収集した
データについて、フィールドのマッピング（タイト
ル、著者、フォーマット、出版年、言語、ロケーショ
ンなど）、重複除去、FRBR 化などを行うことになる。
　また、ファセットと呼ばれる検索結果からの絞り
込みも、ファセット構成要素（フォーマット、主題、
本文言語、出版年、著者、ロケーションなど）のマ
ネジメントが、その有効性を大きく左右する。なか
でも主題ファセットについては、NACSIS-CAT に準
拠した国内の目録データの場合、とくに古い資料で
は基本件名標目表（BSH）や国立国会図書館件名標
目表（NDLSH）などの件名がセットされていないレ
コードが多く、網羅性が確保できていない状況にあ
る。これを解決するためには、件名データの遡及入力、
分類からの機械的な件名生成、外部データの取り込
みなど、何らかの作業が必要と考えられる。

2.4. 全文検索エンジン
　全文検索エンジンは、集約したメタデータやフル
テキストのインデクシングだけでなく、検索結果の
重みづけ、ファセットナビゲーションやリコメンド
機能のデータ生成などを担っている。この分野は、
もともと国内ショッピングサイトで圧倒的なシェア
を誇る FAST ESP や、XML データベースで出版社

の採用が多い MarkLogic Server、安価に導入できる
Google 検索アプライアンスなど多くの製品がしのぎ
を削っており、導入機関のニーズに応じたカスタマ
イズや高い拡張性を備えている（29）（30）。ディスカバリ・
インターフェースにおいては、2006 年に米国ノース
カロライナ州立大学が多くのショッピングサイトや
検索サービスを手掛ける Endeca（ProFind、現在の
Information Access Platform）を採用し、図書館界
を驚かせたが（E566 参照）、最近ではオープンソー
スの Apache Lucene と、それを Web アプリケーショ
ン化した Solr の利用が広がっている（31）。
　また、日本語特有の状況に対応するためには、イ
ンデクシングの調整が必要である。例えば、精度の
高い形態素解析（予め登録された予約語を切り出す）
を再現率の高い N-gram（指定文字数ごとに文字列を
切り出す）で補完するチューニングを行うほか、異
体字の変換、表記のゆれへの対応、ヨミの追加（ま
たは追加しない）なども考慮しなければならない（32）。

2.5. インターフェースのデザイン
　ユーザインターフェースは、メタデータ・マネジ
メントや検索エンジンとは別のレイヤーで設定を行
う。画面全体のデザインのほか、検索エンジンが返
した結果の表示、ファセット表示、Amazon など外
部サイトとの API 連携、アイテム間や外部サービス
へのリンク、リコメンデーション、電子リソースや
視聴覚資料のブラウズページなど、設定は多岐に渡
る。これらの設定を行う上で、ユーザの検索行動へ
の理解が欠かせない。Apple の iPod が小さいディス
プレイで多機能を実現し、便利さを実感させる作り
になっているように、ユーザは何をしにサイトへやっ
てくるのか、次に何をしたくなるのかといった行動
パターンを把握し、過不足ないデザインを心掛ける
べきである。
　また、貸出状況の表示や貸出予約などのパーソナ
ルサービスでは、図書館システムとリアルタイムに
連携を行う必要があり、ANSI/NISO が定める NCIP

（NISO Circulation Interchange Protocol；Z39.83）（33）

や Web アプリケーションで一般的な Simple REST
方式が用いられている。また、貸出状況については、
1 時間に数回から 1 日数回の頻度でデータをハーベス
トするシステムもある。
　そのほか、国内ではインターフェースの多言語化
も必要となるが、最近では、gettext（34）に代表される
ように、翻訳ファイルによるインターフェースの翻
訳が一般的になってきている。これにより、インター
フェースの二重化（日本語版と英語版）など複雑な
対応を行うことなく、比較的容易に多言語化を行う
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ことができる。

3. オープンソースの潮流
　ディスカバリ・インターフェースでは、オープン
ソースのプロジェクトが、かつてない盛り上がりを見
せている。全文検索エンジンでは、前述のとおりオー
プンソースの Apache Lucene/Solr が、Blacklight、
eXtensible Catalog、VuFind などの主要オープン
ソースのほか、Serials Solutions の Summon（35）といっ
た商用サービスで採用されている。またユーザイン
ターフェースでは、Blacklight が Ruby on Rails を、
eXtensible Catalog が Drupal を利用するなど、オー
プンソースの Web アプリケーションフレームワーク
の活用が進んでいる。このように共通化されたパー
ツを組み合わせて利用することで、開発スピードは
飛躍的に向上し、より多くの人が Web アプリケー
ション構築に参加するようになっている。そして国
内でも、Next-L Enju（36）が、オープンソースのプロジェ
クトとして進行しており、国立国会図書館サーチ（開
発版）（E1087 参照）などで採用（37）されている。
　共通化されたパーツの採用は、課題解決の共有
にもつながっている。例えば米国イェール大学は、
VuFind をカスタマイズしたディスカバリ・イン
ターフェース Yufi nd を公開しているが、Apache 
Lucene/Solr による多言語検索の改善を検討してい
る。その第一歩として、Arcadia Trust からの助成を
利用して、広く状況とニーズを調査し、中間報告を
まとめているが（38）、ここで得られた成果は、検索エ
ンジンを共有する他のプロジェクトでも活用できる
ため、汎用性が高い。
　このように、オープンソースを活用すれば、シス
テム構築を完全にベンダーに依存するのではなく、
自ら必要な機能をデザインすることが可能となる。
しかし一方で、導入する機関側にテクニカルな人員
が必要となるため、導入を躊躇する機関も多いだろ
う。一つの解決策としては、Web 制作会社などと協
力して導入やその後の維持管理／アップデートを行
う方法がある。
　また、もう一つ注目すべきことは、オープンソー
スはその発展をコミュニティが担っていることであ
る。必要となる機能の提案や課題解決の共有、独自
に修正したソースや見つけたバグのフィードバック
などに参加することで、ソフトウェア全体が発展す
るばかりでなく、自らも新しい知見を得ることにつ
ながる。

4. 最近の動き
4.1. Web スケールのディスカバリ・サービス
　ディスカバリ・インターフェースは、機関が提供
するリソースに対するアクセスを統合するツールで
ある。一方で、ライセンス契約の電子コンテンツの
ディープインデクシングを行い、論文レベルのデー
タや電子書籍の本文までを含めた、世界中の学術
情報を網羅的に探すことが出来る、Web スケール
でのディスカバリ・サービスが注目を集めている。
Serials Solutions の Summon は、この分野をリー
ドする製品で、6,800 以上の出版社からの協力を得
て、94,000 以上の雑誌タイトルから、5 億以上のコン
テンツをインデクシングし、各導入機関に検索サー
ビスを提供している。また OPAC のデータなど図
書館独自のコンテンツのハーベストにも対応してい
る。そのほか、Ex Libris の Primo Central、EBSCO 
Discovery Service も同種のサービスである。また、
OCLC が機関向けに提供するディスカバリ・インター
フェースである WorldCat Local（CA1721 参照）は、
EBSCO や ebrary との提携により、電子ジャーナル、
電子書籍のインデクシングを追加し、電子コンテン
ツへのアクセスを強化している（39）（40）。こうした Web
スケールディスカバリ・サービスが十分に成熟し、
ディスカバリ・インターフェースとの連携が図られ
れば、図書館が提供する冊子体資料、電子コンテンツ、
機関リポジトリ中の研究成果、論文情報、新聞、事
典などあらゆる学術情報の検索は、これ一つに集約
されることになるだろう。

4.2. 次世代図書館システム
　メタデータ・マネジメントの面で注目すべき動き
として、これまでの図書館業務システムが扱ってき
た冊子体資料の目録情報と、ディスカバリ・インター
フェースに統合している電子コンテンツの両方を扱
うことができる次世代図書館システムの開発が、運
用フェーズに入ってきていることが挙げられる。オー
プンソースの Open Library プロジェクトを受け継
いだ Kuali OLE プロジェクト（E1003 参照）、Ex 
Libris の Unifi ed Resource Management、OCLC の
図書館マネジメントサービス（CA1721 参照）などが
動き出している。このような次世代図書館システム
によって、現在ディスカバリ・インターフェースが
担っているメタデータ・マネジメントを、図書館シ
ステム側で柔軟に行えるようになれば、ディスカバ
リ・インターフェースが果たす役割も変わってくる
だろう。
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4.3. ソーシャル機能の可能性
　そのほか、ディスカバリ・インターフェースをプ
ラットフォームとして、ソーシャル機能を充実させ
る動きも始まっている。例えば、愛知県立大学を含
む 5 大学が進める Tosho Ring（41）（42）では、教員や学
生の参加によって共同蔵書を構築し、ディスカバリ・
インターフェース上に投稿された書評を通じて、ユー
ザどうしがつながるシステムを実験的に提供してい
る。Web 上に自分用の図書リストを作成し、それに
書評を付けたり、他のユーザの書評を参照するサー
ビスとしては、ブクログ（43）や LibraryThing（20）などが
あるが、Tosho Ring では情報の共有を連携大学内に
限定している。大学のような比較的小さい母集団で
は十分な数の書評が集まりにくいが、共同蔵書の選
書ツアーのほか、授業との連携によって、書評を意
味あるものにしている。教員が投稿した書評は学生
が図書を選ぶ際の参考になっており、また授業で触
れた図書について学生たちが書評を書くことによっ
て、他者に伝わりやすい文章を書く訓練にもなり、
さらに担当教員が学生の関心や理解度を知ることに
もつながっている。

4.4. モバイルデバイスと外部システム連携
　携帯電話や iPod などモバイルデバイスの普及、ま
た iPad の登場により、情報の利用は PC からだけで
なく、幅広いデバイスから利用されるようになって
いる。ディスカバリ・インターフェースにおいても、
PC からの利用だけを想定するのではなく、さまざま
なインターフェースを追加可能な、柔軟性のあるシ
ステム設計が必要である。また、学習管理システム

（LMS）を始めとする、外部システムとの連携も求め
られている。こうした拡張性を確保する意味からも、
汎用的な全文検索エンジンの採用と Web アプリケー
ションフレームワークを利用したインターフェース
構築が有効である。

5. おわりに
　ディスカバリ・インターフェースの構築は、図書
館がこれまで長く労力をかけてきた蔵書検索サービ
スの提供（＝図書館は書誌情報からのキーワード検
索を用意するだけで、適切なものを引き出せるかど
うかはユーザの腕にかかっている）からいったん離
れて、今のユーザに必要なサービスを用意しなおす

（＝サジェストし、ユーザどうしをつなぐ）作業であ
る。この仕事をやり遂げることによって、図書館員
が忘れかけていた、知識と人をつなぐという図書館
本来の役割を再び自覚し、図書館は人類の蓄えた膨
大な情報の中から、「確かな」知恵を引き出すことの

できる場所として、生まれ変わることを願っている。
（九州大学情報システム部：片
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図書館の「広報」は進化しているか？
―説明責任と自己アピールの時代に求められる

理論と実践―

1. はじめに―文献レビューの視点―
　「危機管理・広報 PR・IR の専門誌」と銘打つ宣伝
会議の月刊誌『広報会議』の最近の号を眺めてみれば、

「メディア、店頭で話題をつくる　戦略 PR の本質」（1）

「メディアに出れば世界が変わる　マスコミに注目さ
れる会社になる」（2）「ステークホルダーが必ず手に取る
読まれる広報誌の作り方」（3）などの見出しが目に入る。
2009 年に話題となった「事業仕分け」は、図書館にとっ
ては目新しいことではない。図書館はこの20年、予算・
人員の削減ターゲットであり続けており、図書館員の
専門性の崩壊につながっている。それを食い止めるべ
く図書館が何らかの「アピール」をしなければと考え
るのは自然なことである。だが、そもそもその「アピー
ル」は、何を誰にどのようにしようとしているのかが
問題である（4）。実践の指針となるはずの「広報」の理
論自体が図書館界で正しく理解されているかどうかは
かなり疑わしい。昔ながらの利用案内や図書館報では
手に取る利用者は少ない。業務報告書に統計数値を掲
載する程度では親機関は許してくれない。図書館に投
下されている経営資源に見合うだけの存在理由につい
て自ら説明責任を果たすよう求められている。それが
十分と認められなければ、予算・人員の削減にとどま
らず組織自体の統廃合が待っている。かつての牧歌時
代には想像もできなかった厳しい事態である。
　本稿では、図書館界で使われている「広報」という
用語をめぐって、2000 年以降に刊行された文献を中心
に、必要に応じてそれ以前の重要文献と各図書館にお
ける活動事例も紹介しながら、図書館の広報の現状と
動向を素描してみる。

2. 概観
2.1. 雑誌の特集
　1990 年代に、図書館界の学協会誌では、「広報」や

「PR」関連の特集号がいくつかあった。例えば『図書
館雑誌』1993 年 10 月号の特集「図書館の PR 活動を
考える」を眺めてみると、PR の重要性についての理
論的な啓蒙記事の中で、図書館界での理解と実践の不
足が指摘され、いくつかの先進的な取り組み事例が紹
介されている（5）。2000 年代には、各誌が以下のような
特集を組んでいる。
　・特集 , 図書館広報 . 大学の図書館 . 2004, 23（3）, p. 

42-50.

研究文献レビュー

　・特集 , 図書館の発信情報は効果的に伝わっている
か？ . 情報の科学と技術 . 2005, 55（7）, p. 283-317.

　・特集 , 図書館を、PR する . みんなの図書館 . 2006, 
（352）, p. 1-40.

　・特集 , 図書館の PR. 看護と情報 . 2009, （16）, p. 22-
50.

　・特集 , 図書館のサービスを知ってもらうために－
効果的な広報とは . 大学図書館研究 . 2009, （85）, p. 
1-41.

　・特集 , 図書館アピール . 専門図書館 . 2010, （239）, p. 
1-32.

　そして、1993 年から 17 年を経て、同じ『図書館雑誌』
の 2010 年 4 月号の特集「図書館を見せる」で、編集
部は図書館員の「広報下手」について「さぞや耳に
タコができていることでしょう」と少々自嘲気味に
記述している（6）。こうした理論啓蒙と実践報告の反
復自体が「広報」の理解不足・実践不足という実態
にあまり変化がないことを示しているようにも見え
る。

2.2. 研究論文
　これだけ雑誌の特集が組まれているにもかかわら
ず、ここ 10 年、「広報」関係の研究文献レビューは
見当たらず、研究論文自体が非常に少ないことに改
めて気づかされる。研究論文の少なさの理由として
は、研究者の間で「広報」への関心が高くない、広
報研究者の絶対数が少ない、実務家は「広報」を研
究対象とする意識に乏しい、本業が手一杯で論文を
書く余裕がない、書く意欲や技能が不足している、
などの事情が考えられる。
　注目すべき論文は 4 章以下で紹介する。

2.3. 啓蒙書・実務書
　「広報」に関する文献資料には、啓蒙書・実務書に
区分される図書もある。「広報」をテーマとする単行
本は、ここ 10 年では、私立大学図書館協会企画広報
研究分科会編『図書館広報実践ハンドブック』（7）だ
けである。過去 50 年の範囲に広げても、代表的な
図書として挙げられるのは他に 4 点があるにすぎな
い（8）（9）（10）（11）。平均して 10 年区切りの各年代で１冊ず
つ刊行されたことになる。図書館界以外の実業界で

「広報」関連の実務書が溢れているのと比べて、実に
のんびりしたペースである感を否めない。これらの
図書は、その時代の「広報」に関する理論と事例、
企画・実施の留意点などの記述を含むので、図書館
界の「広報」の歴史的な展開を振り返るための基本
文献となっている。
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2.4. 図書館利用教育関連図書
　「広報」を直接のテーマとしていなくても、「広報」
に関する記述や文献紹介が載っている文献はある。
代表例は、日本図書館協会図書館利用教育委員会に
よる 1989 年以降の図書館利用教育に関する研究と実
践の集大成であるガイドライン（12）とハンドブック（13）

である。これらには、市民の情報利用者としての自
立を支援するという図書館利用教育の理念と、5 領域
の目標と方法の一覧表、全体的な理念と長期的な展
望を踏まえた部分的段階的な実施の手順が提示され
ている。特に、「印象づけ」を始めとする各領域にお
ける「広報」の方法手段の企画実施上の留意点に注
目する必要がある。これらの図書に言及している文
献も多く（14）（15）（16）、実践の指針として必読である。

2.5. テキスト・概説書
　図書館概論や図書館経営論のテキスト・概説書の
中で、「広報」に関する章や節を設けている例がある。
柳与志夫『図書館経営論』（17）、三浦逸雄監修『図書
館情報学の地平』（18）、尼川ゆらほか『図書館を演出
する』（19）などの該当章節を参照されたい。

2.6. 業務報告
　研究論文以外に、「広報」に関する記述を含む業務
報告や事例報告等の関連記事は多数ある。また、報
告の体裁を持つ文献のほかに、各館のホームページ
等に掲載されている広報ツールの実物やその説明文
などがある。これらを網羅的に紹介する紙幅はない
が、いくつかを 4 章以下で紹介する。

3. 広報の定義
3.1. 「広義の広報」と「狭義の広報」
　図書館界には昔から広報活動という業務がある。
しかし、広報という概念は依然としてきちんと理解
されていない。広報とは文字どおり「広く報じるこ
と」であるという理解では、広報とは館報、利用案内、
掲示、最近では電子メールやホームページなどの告
知手段を企画・実施すること、すなわち「お知らせ」
だということになってしまう。
　「お知らせ」の意味の「広報」の対概念として「広聴」
を採用すると、広報と広聴を合わせたコミュニケー
ション活動の全体を指す上位概念を呼ぶ言葉に窮す
ることになる。そこで、田中（20）は、狭義の広報と広
義の広報の使い分けが必要と説く。
　しかし、理論上、広義と狭義を概念的に区別する
ことはできるとしても、実際には両者の無造作な混
用と無意識の混同が生じて、いつのまにか元の区別
が無効になってしまう（21）。

3.2. PR という用語の誤解
　柳（22）は、「PR という言葉自体は、日本でも普及し
ている。新しいサービスの PR が足りない、など日
常的に図書館でも使われているはずだ。しかし、PR

（Public Relations）の本来の意味を考えると、日本
では長い間その一側面に、つまり、ある組織からそ
の関係者や利用者への一方的なお知らせ・広報・宣
伝の側面だけに偏りすぎていた感がある」と誤解を
指摘し、「PR 本来の目的は、ある組織（図書館）が、
公衆・利害関係者との良好な関係を築くことによっ
て、その経営目標の実現を容易にすること、つまり
経営環境の整備にある」と正しい定義を解説してい
る。つまり、広義の広報を PR と捉えれば、一方的な
宣伝や世論操作ではなく、コミュニティ構成員に理
解と共感を広め、参加と協力を促すために双方向性
を重視しなければならない点が見えてくるはずであ
る。柳は、1990 年代から、こうした用語についての
誤解を指摘し、正確な理解を求めてきた（23）（24）。
　しかし、それから 20 年近くを経ても、奥ゆかしい
控え目さを美徳とする日本的な組織風土の中では、

「広義の広報＝ PR ＝パブリック・リレーションズ」
という世論形成手段としての本来の定義は、残念な
がら受け入れられなかった。文献上も職場の日常的
なコミュニケーションの中でも、用語の混乱が減っ
ている形跡はない（25）。

4. 実践事例
　PR としての広報という理解の上に立てば、利害関
係者との関係の構築・強化を目指す図書館の活動は、
そのまま広報活動という位置づけになる。その活動
の中で利害関係者の五感に届くように企画制作され
るイベントや方法手段、媒体そのものが直接間接の
広報手段として捉え直すことができる。
　本章以下では、広義の広報（＝本来の PR）という
理解を前提として、関連する実践事例報告を仮に 12
区分に整理して紹介する。

4.1. サイン計画
　館内外のサイン（標示）という視覚媒体は、利用
者誘導機能と並んで、その図書館のアイデンティティ
の印象付けという重要な広報機能を担っている。CI

（コーポレイト・アイデンティティ）の理論について
は、1987 年の高橋ら（26）のサイン計画の理論・事例の
研究以来、成功と失敗の構図は現在も変わっていな
い。すなわち、新館建設計画の当初から図書館の現
場が参画する体制がない、設計者の意向が優先され
る、建設日程が迫って計画変更ができない、開館後
は一度取り付けた高価なサインは差し替えられない、
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など様々な現実的な理由によって、サイン計画は失
敗に向かうという重い教訓が定式化されている（27）。
しかし、成功と失敗を分ける教訓はなぜか十分活か
されることが少なく、新館開館後に、無用な口頭質
問を誘発し、掲示の重ね貼りによる誘導・案内機能
の混乱を生んでいる全国各地の事例では、サイン計
画は高額な費用に見合う効果を発揮していない（28）。

4.2. 情報リテラシー教育への支援による図書館の教
育力の訴求

　大学では図書館という組織と職種としての図書館
員の生き残りを賭けた取り組みが必要になってき
た。大学の情報リテラシー教育の一環として、図書
館が実施する図書館オリエンテーションやガイダン
ス（29）（30）（31）（32）、データベース検索演習会（33）（34）などが
実施されている。こうした様々なイベントは、教育・
研究に直接貢献することによって自らの存在理由を
訴求したい図書館にとって、重要な広報機会となる。
最近では、受講する学生だけでなく、引率する教員
を唸らせるような質の高い例題の作り方にも関心が
集まってきた（35）。従来教員の領域であった基礎教養
科目の内容に踏み込んで、レポート作成セミナーを
主催する例も報告されている（36）（37）。これらのイベン
ト自体が図書館と図書館員の専門的力量を学内にア
ピールする機会となり、その事前事後の宣伝・報告
が図書館評価の素材になる。

4.3. 図書館グッズによる話題づくり
　図書館界には、絵葉書やグリーティングカード、カ
レンダーなどを有料頒布したり、別枠の予算を立てるこ
ともなく印刷費や雑費という費目の中で比較的安価な
グッズを無料配布してきた長い歴史がある（38）（39）（40）（41）。
　米国図書館協会（ALA）の ALA Graphics Catalog（42）

にはポスター、栞、T シャツ、トートバッグ、エプロン、
マグカップ、ピン、ボールペン、鉛筆などの通販図
書館グッズが掲載されている。キャラクターの認知
度の圧倒的な高さ、楽しさ、親しみやすさを見れば、
PR ツールとしての威力に異論はないであろう（43）（44）。
日本でも私立大学図書館協会企画広報研究分科会が
1984 年から開始したポスターや栞、掲示用紙などの
共同制作事業は 10 年後、1994 年に日本図書館協会
に移管されて継続制作され、その後「コニーちゃん」
などの話題作が世に送り出された。当時の『図書館
雑誌』に告知とカラーカタログが掲載されている（45）。
さらに 2000 年の全国図書館大会沖縄大会で展示即売
された日本図書館協会図書館利用教育委員会による

「りてらしい」グッズの例がある。この間の歴史につ
いては武尾の報告論文を参照されたい（46）。最近のご

当地キャラクターの流行に合わせるように、図書館
界でも様々なキャラクターやグッズが制作・配布（頒
布）されるようになった（47）。

4.4. 学生参加型企画による共感の拡大
　大学図書館にとって、学生利用者を運営参加者へ
と取り込むことは、図書館の利用促進と支援者拡大
という広報＝ PR の目的達成に貢献する。学生参加の
機会を提供すること自体が広報＝ PR の一環という位
置づけになる。その事例として、大阪芸術大学にお
ける展示（48）、岡山理科大学の利用案内制作（49）、青森
県立保健大学の図書館報編集（50）、流通科学大学の選
書ツアー（51）、梅光学院大学の図書館サポーター制（52）、
滋賀医科大学の学園祭共同企画（53）、筑波大学のボラ
ンティア活用（54）、和歌山県立医科大学のグッズの企
画制作（55）などがある。また、児童図書室 30 周年記念
事業として卒業生による絵と文、館員による編集で
絵本を制作・刊行した北海道武蔵女子短期大学附属
図書館の例がある（56）。

4.5. 展示というイベントの効果
　所蔵資料の公開によって、認知度や利用率を向上
させるイベントとして、展示は有効である。展示イ
ベントの宣伝自体が図書館の資料やサービスの宣伝
となり、集客力向上の起爆剤になりうる。大学図書
館の例としては、筑波大学（57）、東北大学（58）（59）、滋賀
医科大学（60）、一橋大学（61）、天理大学（62）などの事例報
告がある。最近は、新着図書の展示について書店の
陳列法に学ぶという流れが目立つ（63）。

4.6. 機関リポジトリの宣伝
　大学図書館が広報を展開する格好の機会となった
のが機関リポジトリである。そもそもそれまで存在
しなかったものであるから、その普及のためには認
知度向上のための宣伝に大学も図書館も積極的に取
り組まざるをえないという事情がある。山形大学（64）、
京都大学（65）、筑波大学（66）などの報告を参照されたい。
注目するべき例として小樽商科大学の事例では、執筆
者へのインタビュー結果をウェブで公開している（67）。
また、国立情報学研究所（NII）のリポジトリ CSI 委
託事業成果報告会では「草の根営業活動」などの報
告がある（68）。

4.7. 利用教育教材によるイメージ革新
　広報を考える際に利用者教育の視点は欠かせない。
図書館員のイメージ革新という課題については、旧
来の倉庫番タイプから指導サービス専門家タイプへ
の転換を目標とするべきことが指摘されている（21）。
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映像教材の中で、この課題に挑戦した事例として、『図
書館の達人』『新・図書館の達人』『情報の達人』等
のライブラリービデオシリーズがある（69）。

4.8. インストラクター養成の企画実施
　図書館員の人員削減と業務の外部委託化という流
れの中で、情報リテラシー教育への支援策を考える
と、大学院生自身に後輩への指導を担ってもらうと
いうアイデアが浮上してくる。早稲田大学所沢図書
館のインストラクター養成計画の事例では、図書館
側と教員側の両方の負担を増やさないで実現できそ
うな「苦肉の策」という面は否めないとはいえ、研
究室ごとの固有文化の伝承という意味づけによって
教員層の確実な支持を得る可能性が見出された（70）。
図書館員が教員との協働のパートナーシップを得る
には、専門的知識技能を積極的にアピールする必要
があることが指摘されている（71）。

4.9. 有料広告の実施
　千代田図書館が 2007 年の開館日に合わせて地下
鉄の車内広告を出した例は注目に値する（72）。日本の
図書館界では無料で記事を掲載してもらうパブリシ
ティの事例は多いが、有料の広告の事例は珍しい。
マーケティングと PR に関する長年の理論研究の成果
を、自ら館長に就任して実際に図書館現場で実現す
る機会を得た稀有な事例である（73）。

4.10. 地域貢献による好感度向上
　大学図書館の地域公開の例として、広島大学では、
寄付を募り、一定金額以上寄付した人に図書館の「フ
レンドリー利用証」をプレゼントしている（74）。聖路
加看護大学では、看護師・看護教員と図書館員が一
緒になって市民への健康情報の提供を行っている（75）。
栃木県の小山市立中央図書館では農業支援のために
朝市を開催している（76）。こうした事業は、図書館の
認知度・好感度を高めるための効果的な PR 活動とな
る。

4.11. 図書館統廃合に反対するための世論喚起
　行政側の政治的判断に影響力を持つために利用者・
支援者・後援者の結束を強化することは、広報の目
的のひとつである。特に、図書館の統廃合という切
迫した状況にある場合、広報活動の成否は文字どお
り死活問題になる。最近の事例として、大阪府の大
阪社会運動資料センター（77）（78）（79）や、大阪府立女性総
合センター情報ライブラリー（80）などが挙げられる。
図書館界が学ぶべき教訓としては、味方づくりのた
めの広報＝ PR 活動を常日頃からより意識的により積

極的に行っておくべきだということにある。

4.12. その他の注目すべき取り組み
　コンシェルジュという異業種の職種名は、図書館
界ではレファレンスサービスの概念の拡張深化の方
向性を示している（81）。その服装や名札、応接方法な
どの点で新しい専門職イメージの訴求の可能性を切
り開くか注目に値する。
　北海道旭川市図書館では、旭川ケーブルテレビ「ポ
テト」という局で「本ワカ図書館」という番組枠を
持ち、館員が企画・出演していたというユニークな
事例がある（82）。
　図書館ねこデューイ（E574 参照）の絶大な PR 効
果（83）に倣って、図書館へ迷い込んだカモシカをキャ
ラクターとして押し出し、ホームページ上での宣伝
のほか、主人公にして図書を刊行したカモシカ図書
館の例がある（84）。
　また、従来広報媒体とは見なされていなかったア
ンケート調査の記入票や集計結果報告書や、大量に
印刷配付される帳票類を、広報・利用者教育の有力
な媒体として見直し仕立て直すという視点も提示さ
れている（85）（86）。

5. 関連する分野の研究動向
　広報＝ PR に関連する分野の理論研究としては、以
下の 4 つの区分を取り上げて紹介する。

5.1. マーケティング
　広報手段としての広告とパブリシティを考えるに
は、対象者の明確化という課題がある。そこで、もう
ひとつの理論的枠組みとしてマーケティングが必要に
なる。柳は、いくつかの重要な指摘を行っている。例
えば、「セグメント化」というキー概念について、現
在の公共図書館にあるのは「図書館員による感覚的な
利用者類型」にすぎないとし、「必要な人は誰でも使っ
てほしいというのは、セグメント化でも標的化でもな
い」と批判し、その背景を「単に公共図書館に利用者
をセグメント化する技術や概念がないからという問題
ではなく、もっと根源的な問題、つまり利用者の明示
的な選別を忌避しようとする、マーケティングの本格
的適用の成否に関わる重要な要因が潜んでいる」と指
摘している（87）。
　図書館界では、経営評価の導入の流れの上で、原理
論の研究の蓄積と導入事例がある（88）（89）。課題を整理
した研究があり（90）（91）（92）（93）、調査分析の方法論につい
ての研究成果も公表されている（94）（95）（96）。また、広報
とマーケティングとの関連についての問題提起があ
る（97）。中でも、独自のマーケティングによって新し
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い顧客セグメントを発見し、年会費制の図書館という
コンセプトを導入した六本木ライブラリーの存在感は
際立っている（98）。指定管理者制度で運営される図書
館として、画期的な広報活動を展開してきた山中湖情
報創造館（99）（100）（101）と千代田図書館（73）（102）（103）（104）（105）（106）

の事例は注目される。
　他方、人材や知識に乏しい大多数の中小図書館に
とって、問題はそうした本格的なマーケティング手
法をどう導入すればよいのかという点にある。ひと
つの方向性として、「プランニング ･ プロセス」とい
う標準手順の考え方が提示されており（107）、パッケー
ジツール化という方法論による研修の実施事例があ
る（108）。

5.2. ステークホルダー
　ステークホルダー（stakeholders）論が図書館界で
も盛んになってきた。日本図書館情報学会研究委員
会編『図書館の経営評価』（109）には、顧客評価や満足
度評価、サービス品質評価やパフォーマンス指標、ア
ウトカム評価（成果評価）など図書館経営計画の立案
のための様々な図書館評価の手法が紹介されている。
図書館を取り巻く利害関係者との友好的な関係を構築
するべきという主張は、すでに『全国公共図書館研究
集会報告』（1955）に「図書館のもつ機能を一般民衆
に理解してもらうばかりでなく、さらに民衆が図書館
を支持し、積極的に利用されるように努力する活動で
ある」という定義が記載されており（110）、石井敦『PR
と図書館報』（1967）もその定義を推奨していた（111）。
　本来、こうした評価手法は、ステークホルダーに
対して戦略的 PR の視点でアピールすることを重要な
目的としている。内部的な自己評価の指標として使
うだけで終わらせることなく、外部資金獲得に積極
的に取り組む明治大学図書館の事例が注目される（112）。
今後は、資金調達との関連で「アドヴォカシー」と
いう視点も注目される（CA1646 参照）（113）。

5.3. 図書館グッズ
　図書館の広報＝ PR 史上、地下鉄の車内広告を出し
た千代田図書館の例は確かに画期的である。ただし、
有料の方法手段は、広告だけではないことに留意し
たい。外部へ予算を支出するという意味では、販売
促進（プロモーション）という目的のための物品配
付という方法も忘れてはならない。
　従来研究対象ではなかった図書館グッズを研究
テーマに取り上げた共同研究がある。図書館サービ
ス計画研究所（図サ研）の有志による図書館サービ
ス・ツール研究会（LiGLAB）は TLA 助成金を得て
グッズの国内外の動向、文献、作成方法に関する調

査研究を行い、その結果、図書館の広報、利用者教育、
展示などを次のレベルへ引き上げる取り組みの起点
としてグッズを活用するという戦略の可能性を見出
した（114）（115）。同研究会は研究成果を 2009 年の図書館
総合展のフォーラムで発表し、その経緯を報告論文
にまとめた（116）。

5.4. ブランディング
　「ブランディング」という視点の導入にも注目が集
まっている。米国における「図書館のブランド戦略」
についてはニューヨーク公共図書館の事例を紹介し
た菅谷の著書に詳しい（117）。日本では、三重大学附属
図書館のブランド化戦略が注目される（118）（119）。
　現場の実践との連携を強く意識した研究活動とし
ては、図書館サービス計画研究所が山中湖フェス
2010 を開催し（120）、図書館総合展 2010 でもフォーラ
ムを予定している（121）。

6. 今後の課題と展望
　図書館界で生産された広報関連文献といくつかの
事例を見るかぎりでは、広報理論として、実業界か
ら評価されるような独自の理論展開はほとんどない
と考えざるをえない。総じて、米国由来の理論であ
る PR に関しては、理論研究面で日本全体が欧米に遅
れを取っている中で、その日本において図書館界が
実業界から大きく立ち遅れているという構図である。
日本の図書館界では、一方に欧米の最新理論を紹介
する啓蒙文献の生産があり、他方にその理論との関
連が必ずしも明確でない現場実践報告が延々と反復
されているという印象を拭えない。
　しかし、だからといって、図書館現場での広報活
動の価値が低いということにはならない。確かな問
題意識で現場の切実な問題と格闘する中で、創意工
夫を重ねながらオリジナルな理論を構築していくこ
と自体に、実践的な価値が十分にあるはずである。
　最後に、図書館広報の研究と実践の今後に向けて
課題と展望をまとめておく。

6.1. 表現力の向上
　広報の実務レベルでは、欧米の最新理論の研究と学
習とは別に、広報手段の企画・制作に関する実用的技
能への強いニーズがある。図書館員が作成する各種の
広報媒体、配付資料、スライド、ビデオ教材などが魅
力的でわかりやすいかと自問すれば、基本的な知識技
能が欠けているという事実を否めない（122）。司書課程
では資料としてのメディアの選択・収集・管理につい
ては学んだとしても、手段としてのメディアをどう作
るかはほとんど習ったことがないため、広報活動に必
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要な表現力という大きな弱点を図書館員がどう克服す
るかという難題が浮上している（123）（124）（125）。こうした
ニーズに対応する研修も多数実施されている。例えば

「行列のできる講座」の牟田静香氏を外部講師として
招く研修会について多数の報告がある（126）（127）（128）。

6.2. 戦略的 PR
　「広報＝お知らせ」から「広報＝ PR ＝パブリック・
リレーションズ」へと認識を改めて、ステークホル
ダーとの良好な関係を構築し維持し発展させるとい
う本来の「広報」概念を図書館界がしっかり共通認
識にすることが必要である。従来のように各広報手
段を単発で企画制作するのではなく、話題の増幅や
印象の定着を目指してメディアミックスによる相乗
効果を仕掛けることが重要になる。そうした考え方
は戦略的 PR と呼ばれる。キーワードは「双方向性」
であることが指摘されている（129）。図書館界でもこれ
を意識的に応用実践した例がある（130）。こうした理論
的実践的な課題に焦点を当てて現職者向けに広報戦
略講座を提供する明治大学の司書課程の例がある（131）。

6.3. 情報共有の仕組みづくり
　図書館員研修でよく受ける質問のひとつに、「広報
の具体的な方法にはどんなものがあるか」というの
がある。そこで「『図書館広報実践ハンドブック』は
読みましたか？」と聞き返すと、「知らなかった」と
いう答が返ってくる。図書館員が自分の図書館の蔵
書を仕事や自己研鑽に本気で活用しているのかどう
かという疑問が提出されている（132）。とはいえ、読む
時間がないほど多忙な職場状況を勘案すれば、何らか
の学習支援の仕組みがあったほうがよいという指摘が
あり（133）、すでに私立大学図書館協会企画広報研究分
科会がツール共有の仕組みを提案している（134）（135）（136）。
図書館員の苦境を跳ね返すには、共同利用型の広報
ウェブツールの研究開発の場が必要である（137）。

6.4. 人材養成
　ステークホルダーに対して図書館員の高度な専門
性を印象付けることができる分野として情報リテラ
シー教育を挙げるとした場合、情報リテラシー教育
に強い図書館員はどのように養成されるのかという
問題提起がある（138）。また広報についても、理論研究
との関連はともかく、「広報」関連の勉強会や研修会
は全国各地で開かれ、理論や先進事例の学習機会が
提供されている。問題は、研修の成果が本当に現場
に還元されているのかという点である（132）。一般館員
が研修に参加してサービス改善のためのアイデアを
成果として持ち帰っても、管理職が保守的・保身的

であれば身も蓋もない。管理職者のメンタリティを
変えるための研究と実践のセミナーの記録は多くの
示唆を含む（139）。さらに、広報業務を担当する非正規
職員も増加しているという実態を勘案して、従来の
専任職員向けの研修のありかたを再考する必要が出
てきた点も注目に値する（140）（141）（142）（143）。

7. おわりに
　文献情報は各種索引データベースである程度まで
は収集可能ではあるが、現場の実践についての情報
を網羅的に収集することは困難である。本稿で紹介
した事例は全国的な実践情報のほんの一部にすぎな
い。広報関係の文献と実践事例の情報を整理するレ
ビューのあとに、それらの情報を共同利用可能な状
態でウェブ公開するという研究開発の課題が残され
ている。本稿が図書館界の広報の進化の一助となれ
ば幸いである。
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