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CA1729 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
図書館と観光：その融合がもたらすもの

はじめに
　筆者は「図書館と観光の融合」について研究して
いるが（1）、このテーマはこれまであまり注目される
ことがなかった。本稿では、今後、議論や実践が活
発になることを期待して、研究の概要などを以下に
紹介する。
　なお、図書館と観光が様々な点で連携したり相互
に利活用することを「融合」と表現する。また本稿
でいう「図書館」は「公立図書館」のことを示して
いる。

　こんにちの日本における観光は、いわゆる「物見
遊山」や「気晴らし」といった従来のイメージでは
収まりきらないほど大きな変容が起こりつつある。
そのうち特に顕著なものとして、①地域志向の高ま
り（地域文化や固有性へのこだわりなど）、②多様化

（あらゆるものが観光対象になったり、学習や体験が
求められるなど）、の 2 点をあげることができる（2）。
　従来からの観光地はもとより、観光を視野に入れ
てまちづくりを進めている多くの地域において、こ
うした変化に対応することが課題となっている。そ
こで、その方策のひとつとして、「地域に密着した活
動を行い、様々な資料や専門的なノウハウを持つ図
書館を観光に活用する」というプランを想定するこ
とができる。
　一方、日本の図書館もいろいろな課題を抱えてい
るが、前述したプランを「観光に関連した活動を行
うことにより、地域の活性化に貢献する」という観
点からとらえてみると、①新たなサービスの創出と
利用者の開拓、②情報の受発信や交流を通しての地
域貢献、という点について効果が期待できる。
　こうした発想をふまえると、図書館と観光の融合
は、両者それぞれが抱えている課題を互いにある程
度解決に導く可能性を持ち、図書館にも観光者にも、
そして地域にもメリットのある試みだと考えられる
のである。

図書館の本質と観光との関連性
　図書館は、社会における「記憶装置」であり（3）、
知識や文化の「可視化装置」であり（4）、情報の収集・
選別を行う「濾過装置」である（5）ととらえることが
できる。こうした特性はこれまでにも指摘されてい
たが、これを観光との関連性から再考してみると、「図
書館は、地域住民の営みを記録し、地域文化や伝統
を資料として保存し、信頼できる地域情報を観光者

に提供できる機関である」といえる。
　訪問地の歴史や文化などについて学ぼうという観
光者は増えているし、地域の側も「“ 住んでよし、訪
れてよし ” のまちづくり」を、わかりやすく観光者
に伝えることを模索している（6）。少子高齢化が進む
日本においては、地域内と地域外の交流が地域活性
化の鍵を握っている（7）。そこで、地域の情報拠点た
る図書館の存在意義を、このように地域外を強く意
識した目でみると、「記憶」「可視化」「濾過」という
機能が、地域情報の受発信にも欠くことのできない
重要な図書館の本質であり、それゆえ観光とも親和
性があることに気づくのである。

図書館の新たな役割
　図書館と観光が融合することによって、図書館は
新たな役割を担うと考えられる。それを図にモデル
として示した。
　まずこのモデルについて簡単に説明する。左右で
コミュニケーションの主体を区分し、左側に「観光
者」、右側に地域住民や行政機関、地場産業などを総
称して「地域」を配置する。上下で受発信を区分し、
上側に「発信」、下側に「受信」を配置する。
　ここで例えば、観光者が図書館において、地域に
関する質問をしたりイベントに参加したりする（左
上）と、図書館はそうした観光者の行動などを地域
に還元することによって、観光者が知りたいと思っ
ている事柄や関心の持たれ方などを地域で共有でき
る（右下）。それをふまえて、図書館の資料を充実さ
せたり地域情報の発信を図書館経由で進めていけば

（右上）、それによって観光者も地域文化をさらに理
解しやすくなる（左下）。こうした一連の相互作用の
流れ（∞および矢印）を想定したとき、その交点に
図書館が配置される。すなわち、図書館は観光者と
地域の「媒介役」として、両者の円滑なコミュニケー
ションの構築に大きな役割を担うことができると考
えられるのである（8）。
　図書館自身による情報の受発信ももちろん重要で
あるが、図書館が観光を意識した活動を行うことに
よって、観光者が「訪問地の図書館に行けば地域の
情報が得られる。地域文化を理解できる」と認識す
るようになり、地域の側も「図書館を通じて観光者
に情報を発信しよう。観光者が求めているものを探っ
ていこう」と考えることで、図書館が観光者および
地域による受発信の媒介役となる点が重要である。
　観光者と地域とを結ぶ接点は、これまでにも例え
ば観光案内所や宿泊・飲食施設、イベントなどがあっ
たが、それらはともすればビジネス優先指向になっ
たり、観光者向けの「よそゆきモード」になりがち
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観光者 地域

発信

受信

・地域に関する質問
・地域資料などの閲覧
・イベントや行事への参加
・観光パンフなどの入手
・図書館ＨＰの閲覧
・図書館への視察

・地域資料の提供
・地域文化のアピール
・イベントなどで地域文化を紹介
・まちの活動状況を知らせる
・ＨＰからの地域情報の発信
・他機関や団体と共同で周知活動
・交流の場の提供

・地域の様々な情報を得る
・地域文化を理解する
・まちの活動状況を知る
・地域の住みやすさなどを知る
・職員や地域住民と交流する

・観光者の興味や関心を知る
・観光者の疑問を知る
・地域の魅力を発見する
・不足している資料を把握する
・イベントの反応をみる
・地域への関心度をネットで知る

図書館

であった（9）。しかし図書館は、地域住民が日常生活
の中で利用している施設であり、様々な資料と職員
を擁し、また公共機関・社会教育機関として公平性、
客観性、信頼性を備えるなど、地域において独自の
特性を持っている（10）。こんにちの観光者は情報リテ
ラシーが高く、自ら進んで情報を得ようとする傾向
にある。従って、こうした図書館の持つ特性を活か
したポジションに立つことにより、新たな「地域の
ターミナル（窓口）」として機能することが期待でき
るのである。
　観光やまちづくりを持続可能なものにしていくた
めには、観光者の声をよくヒヤリングし、また地域
からも積極的に情報発信を行うことによって、地域
外の人々と地域とのコミュニケーションをうまく循
環させることが望ましい（11）。そのサイクルにおいて、
図書館がカナメとして寄与できるならば、それは観
光への効果だけではなく、地域全体のコミュニケー
ションにも好影響をもたらすのではないだろうか。

融合の具体的な可能性
　では具体的に、図書館のどういう要素が観光と結
びつくだろうか。
　例えば、地域資料は、地域の歴史、民俗、動植物、
偉人、食文化等々、地域情報の宝庫である。観光者
にとって貴重な情報源であるし、地域住民が観光振
興を進める際の手がかりにもなる。またレファレン
スサービスは、観光者の地域に対する疑問を解決し
たり、地域情報と観光者を結びつける大切な役割を

はたす。状況によっては「観光案内」的なサポート
を行うこともできる。また、地域文化に関するイベ
ントや企画展は、地域住民のみならず、観光者の関
心を集めたり、そこから地域内外の交流をもたらす
効果を持っている。とりあえず3点ほどあげてみたが、
他にも海外からの旅行者を意識した多文化サービス
や様々なツアーと蔵書との連携、情報端末へのデー
タ配信等々、多くの結びつきが考えられる。
　これらの例からわかるように、従来は「地域住民
のため」としていた諸要素が、見方を変えることに
よって、「観光者への効果もある」ということに気づ
くことがポイントである。これまで行ってきた活動
内容を大きく軌道修正するというより、サービス対
象を地域住民から観光者へ拡げたり、「観光者からみ
て、それは地域の理解に役立つか」という視点で見
直すことがヒントになる。
　また、従来のものだけではなく、「地域と連携して、
地域外に情報を発信する」という見地から、これま
でにないサービスを創造していく試みがなされても
よいだろう。
　なお、ここで留意しなければならないのが、「公共
図書館は地域住民への奉仕が本義である」という点
と、「公共施設として広く開かれた存在である」とい
う点のバランスである。これは各々の図書館が、地
域の状況などをふまえて判断するしかないが、「観光
を意識した結果、地域住民の利用を阻害していない
か」という観点からチェックを行うことが、ひとつ
の指針になると考えられる。

図　観光者と地域とのコミュニケーションモデル
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参考事例と課題
　観光あるいは観光者を意識した本格的な取り組み
はまだ少ないが、参考になる活動事例としては、地
場産品や観光スポットの紹介、観光振興イベントと
のタイアップ、ご当地ドラマに関する展示、地域ガ
イドマップの作成、地域資料の積極的な情報発信な
どが各地の図書館で行われている。また複数の館が
連携して相手の地域を互いに紹介する「交換展示」
も行われている。
　観光に関連した活動に積極的な図書館としては、

「リサーチ・エンジン	on	奈良」を Web 上で運営し、
地域情報ポータルとして存在感を示している奈良県
立図書情報館（12）、交換展示を積極的に行っている高
知県立図書館（13）、「コンシェルジュ」コーナーを設け
て地域案内も行っている東京都の千代田区立千代田
図書館（14）などがある。また群馬県の草津町立図書館
は「心の湯治を＠あなたの図書館で」をキャッチフ
レーズに、観光マップを配布したり観光案内所的な
役割を担うなどにより観光の場に溶け込んでいる図
書館として、特筆すべき存在である（15）。
　全国各地で、まちづくりを進める方向性のひとつ
として観光振興に注目が集まっており（16）、図書館は
まちづくりに欠くことのできない存在であるため、

「図書館と観光の融合」というテーマへの関心は、今
後高まっていくと思われるが、手探り状態もしばら
く続くと予想される。その理由として、①活動の効
果が測定しにくい、②参考となる先例が少ない、③
行政、観光協会、地場産業など様々な関係者との調
整が必要になる、④他地域と連携しにくい場合があ
る、などがあげられる。各地の取り組みが広く知ら
れるようになり、実施した図書館の経験を共有する
ことができれば、留意すべき点やノウハウなどが明
確になっていくと思われるので、活動の実践と併せ
て、情報交換が活発に行われることも必要であろう。

まとめ
　予算削減や職員不足など図書館をとりまく環境は
厳しいが、それゆえ図書館の役割を既成概念だけで
とらえるのではなく、発想を豊かにして図書館の未
来を拓いていくことが求められている。
　図書館が、人と資料、人と人、人と地域文化が出
会い、交流・交感し合う場所であることの意義を改
めて考えたとき（17）、「図書館と観光の融合」は様々な
発展の可能性を持っているテーマである。

（北海道大学観光学高等研究センター：松
まつ

本
もと

秀
ひで

人
と

）

（ 1 ）詳しくは、以下を参照。
　　松本秀人 .	観光と図書館の融合 .	北海道大学観光学高等研究

センター ,	2010,	160p.,	（CATS 叢書 ,	5）.

（ 2 ）こんにちの観光の特徴については、以下でわかりやすくま
とめられている。

　　社会経済生産性本部 .	レジャー白書 2007	 :	余暇需要の変化
と「ニューツーリズム」.	2007,	150p.

（ 3 ）図書館を「社会における記憶装置」とする指摘はいくつか
の文献でみられるが、例えば『図書館学用語辞典』では、
図書館を「通時的に見るならば、記録資料の保存、累積によっ
て世代間を通しての文化の継承、発展に寄与する社会的記
憶装置」と説明している。

　　“ 図書館 ”.	図書館情報学用語辞典 .	日本図書館情報学会用語
辞典編集委員会編 .	第 3 版 ,	丸善 ,	2007,	p.	173-174.

（ 4 ）高山は「日本における文書の保存と管理」において、図書
館は暗黙知を形式知に変換する機能を持っていると述べて
いる。これをふまえていえば、地域に関する文献を整理し
て提供したり、無形な伝統や文化を資料化して蓄積するこ
とを「知識や文化の可視化」ととらえることができる。

　　高山正也 .	“ 日本における文書の保存と管理 ”.	図書館・アー
カイブズとは何か .	藤原書店 ,	2008,	p.	42-58,	（別冊環 ,	15）.

（ 5 ）柳は『知識の経営と図書館』において、図書館には商品を
公共の文化資源にしていくという濾過機能があると述べて
いる。筆者は、この「濾過」の過程において地域性が反映
されることに注目する。図書館は資料の収集・選別にあたっ
て、地域にとって必要な資料であるか、地域の歴史や文化
を伝えるのに適当か、地域住民の要求に応えられるか等を
常に意識している。従ってたんに商品を文化資源にするだ
けではなく、ある種の「地域フィルター」というべき濾過
作用が図書館にはあるとみなすことができる。

　　柳与志夫 .	知識の経営と図書館 .	頸草書房 ,	2009,	254p.,	（図
書館の現場 ,	8）.

（ 6 ）額賀は『観光統計からみえてきた地域観光戦略』において、
地域間競争の時代になって「人の訪れる地域」にすること
は自治体の最大の政策課題になったとしたうえで、地域外
に向けて情報発信を充実させることが、観光振興に重要な
役割をはたすと述べている。

　　額賀信 .	観光統計からみえてきた地域観光戦略 .	日刊工業新
聞社 ,	2008,	175p.

（ 7 ）例えば、以下の文献が参考になる。
　　観光まちづくり研究会 .	新たな観光まちづくりの挑戦 .	ぎょ

うせい ,	2004,	273p.
（ 8 ）ここでは便宜的に左上（観光者の発信）から説明をスター

トしたが、必ずしも左上が常に開始点ということではない。
（ 9 ）観光空間の特殊性については、以下の文献が参考になる。
　　古池嘉和 .	観光地の賞味期限 .	春風社 ,	2007,	211p.

（10）例えば、以下などが参考になる。
　　吉田右子 .	 “ 住民による図書館支援の可能性 : 公共空間の創

出に向けて ”.	変革の時代の公共図書館	:	そのあり方と展望 .	
日本図書館情報学会研究委員会編 . 勉誠出版 ,	2008,	p.	 135-
152,	（シリーズ・図書館情報学のフロンティア ,	8）.

　　植松貞夫ほか編 .	本と人のための空間	 :	図書館建築の新し
い風 .	鹿島出版会 ,	1998,	168p.,	（SD 別冊 ,	31）.

（11）例えば、以下などが参考になる。
　　川口直木 .	“ まちの魅力は住民視点だけではわからない ”.	都

市観光でまちづくり .	都市観光でまちづくり編集委員会編 .	
学芸出版社 ,	2003,	p.	96-97.

　　奈良県立大学地域創造研究会編 .	地域創造への招待 .	晃洋書
房 ,	2005,	156p.

（12）“ リサーチ・エンジン	on	奈良 ”.	奈良県立図書情報館 .
　　http://www.library.pref.nara.jp/search/google_coop.html,	

（参照	2010-10-27）.
（13）“ 展示の広場 ”.	高知県立図書館 .
　　http://www.pref.kochi.lg.jp/~lib/event/event-tenjinohiroba.

html,	（参照	2010-10-27）.
　　2010 年の実績でいうと、「高知と愛知の観光展」（3/16-5/2）、

「福山の龍馬（高知と福山）」（5/8-7/15）、「長崎ノ心、龍馬
ノ夢（高知と長崎）」（7/17-8/31）、「倉敷の歩き方（高知と
倉敷）」（10/3-31）など様々な地域との観光展示エクスチェ
ンジ（交換展示）が行われている。

（14）“ コンシェルジュ ”.	千代田区立千代田図書館 .
　　http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/concierge.

html,	（参照	2010-10-27）.
（15）他にも事例をあげたい図書館はあるが、紙幅の都合上省略

した。『CATS 叢書第 5 号　観光と図書館の融合』（前出）
を参照いただきたい。

　　なお、図書館問題研究会は、第 57 回全国大会（2010 年 7 月）
において「まちづくり・観光・図書館」をテーマにシンポ
ジウムを行っている。

　　“ 第 57 回図書館問題研究会全国大会 in 草津 ”.	図書館問題
研究会群馬支部 .

　　http://tomonkengunma.jimdo.com/ 第 57 回全国大会 -2010-
7-4-6/,	（参照	2010-10-27）.

（16）観光を視野に入れたまちづくりの手法は「観光まちづくり」
と呼ばれるが、これについては、例えば以下などが参考に
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なる。
　　安村克己 .	観光まちづくりの力学	 :	観光と地域の社会学的

研究 .	学文社 ,	2006,	166p.
　　溝尾良隆 .	観光まちづくり	:	現場からの報告 .	原書房 ,	2007,	

197p.
　　西村幸夫編著 .	観光まちづくり	 :	まち自慢からはじまる地

域マネジメント .	学芸出版社 ,	2009,	285p.
　　総合観光学会編 .	観光まちづくりと地域資源活用 .	同文舘出

版 ,	2010,	129p.
（17）例えば、以下が参考になる。
　　菅原峻 .	図書館の明日をひらく .	晶文社 ,	1999,	274p.

Ref:
石森秀三編著 .	大交流時代における観光創造 . 北海道大学大学院

メディア・コミュニケーション研究院 ,	2008,	 266p.,	（大学
院メディア・コミュニケーション研究院研究叢書 ,	70）.

羽田耕治監修 .	地域振興と観光ビジネス .	ジェイティービー能力
開発 ,	2008,	278p.

米浪信男 .	現代観光のダイナミズム .	同文舘出版 ,	2008,	210p.
大串夏身編著 .	課題解決型サービスの創造と展開 .	青弓社 ,	2008,	

261p.,	（図書館の最前線 ,	3）.
渡部幹雄 .	地域と図書館	:	図書館の未来のために .	慧文社 ,	2006,	

235p.

CA1730 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
JISC の 3 か年戦略 2010−2012

はじめに
　英国情報システム合同委員会（Joint	 Information	
Systems	Committee：JISC）は、大学などの高等教
育機関を中心とした学術情報基盤として 1993 年に
設立された非営利組織である（CA1501 参照）。情
報通信技術を活用することによって、継続・高等教
育機関における研究・教育・学習を促進することを
目的とした組織であり、英国の学術情報政策を把握
する上で、最も重要な組織のひとつであるといえる

（CA1620 参照）。JISC は毎年、活動報告書を発行す
るとともに、数年毎に戦略書を発表している。
　1995 年、JISC は、向こう 5 年間の高等教育にか
かわる情報通信技術の活用に関する課題や問題点を
明らかにすることを目的に、討議資料『高等教育に
おける情報システムの有効利用』（1）を発表し、広く意
見を求めた。結果として、高等教育機関だけでなく
出版社や関連団体から 76 のフィードバックを得、こ
れらをベースに初の戦略書である『JISC5 か年戦略
1996-2001』（2）を発表した。
　2001 年には『JISC5 か年戦略 2001-2005』（3）を発表
したが、2002 年には情報通信技術の急速な発展や、
高等・継続教育や研究環境の変化を理由に戦略の軌
道修正をはかる『JISC 戦略レビューおよびプログレ
ス・レポート』（4）を発行し、次の戦略書からは 3 か年
戦略となっている。
　2004 年には『JISC 戦略 2004-2006』（5）、2007 年に
は『JISC 戦 略 2007-2009』（6）、2009 年 に は『JISC 戦
略 2010-2012』（7）を発表している。この最新の戦略書
において JISC は、1）経済環境の変化、2）教育・研

究環境の変化、3）情報通信技術の変化、という 3 つ
の大きな変化を背景に、2010 年からの 3 年間にどの
ように活動を推進していくかについて述べている。
以下、この戦略書に基づいて、JISC の今後の方針を
みていきたい。

経済環境の変化
　一つめの背景としての「経済環境の変化」につい
ては、まず、英国のみならず世界的な不況により、
高等教育機関のコスト削減と効率性向上は根本的課
題であると前提条件を提示している。この解決策の
ひとつとして、高等教育機関における経営情報シス
テムの効率化および費用対効果の促進をあげ、2010
年から 2012 年にかけての JISC の最優先事項として
いる。経営情報システムの導入や維持は非常に経費
のかかるものであり、この部分を効率化することで
高等教育機関のコスト削減をはかろうとするもので
ある。また、英国の経済回復は、より効果的な知識
経済をいかに発展させるかにかかっているとされて
おり、教育や研究の領域は重要な要素であるとみな
されている。「情報通信技術の革新的利用によって教
育・学習及び研究を支援し、卓越したリーダーシッ
プを提供すること」をミッションとする JISC は、こ
の文脈においても重要な位置をしめている。

教育・研究環境の変化
　二つめの「教育・研究環境の変化」については、（a）	
ボローニャ・プロセスなどを要因とした競争の激化、

（b）社会人学生やパートタイム学生、海外を含む遠隔
地に居住する学生などの非伝統的学生への対応の増
大、（c）授業料の再検討など教育政策に基づく変化、

（d）教育の質保証の確実化など、「教育」をとりまく
環境の変化と、（e）インターネットを用いた国際的な
共同研究の可能性の増大、（f）研究領域におけるグー
グル世代の増加、といった「研究」をとりまく環境
の変化をあげている。なお、ボローニャ・プロセス
とは、1999 年に欧州 29 か国による欧州高等教育圏の
構築を目的として採択されたボローニャ宣言に基づ
く一連の高等教育改革の動きである。
　教育をとりまく環境の変化への対応については何
よりもまず、e ラーニング文化の涵養が必要である
としている。いつでも学習コンテンツやリソースに
アクセスできる、より機能的でパーソナライズされ
た学習環境の構築は、特に非伝統的学生が必要とす
るものである。また、学生に好まれているとされる
iPhone や Blackberry などのモバイル・デバイスへ
の対応についても言及されている。モバイル・デバ
イスを活用した学習は、通勤時や通学時などの移動
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中の学習への対応という観点からもニーズが高い。
　研究をとりまく環境の変化への対応については、
よりダイナミックで効果的な研究環境の構築が必要
であるとしている。具体的には、共有を目的とした
研究データの管理・保存、高品質の学術コンテンツ
の提供を目的とする JISC 傘下の非営利団体である
JISC	Collections のさらなる発展、学術ネットワーク
JANET に代表される共用サービスの継続をあげるこ
とができる。
　また JISC は、実務に携わる者から戦略的意思決定
を行う者まで、情報通信技術の活用に関連するあら
ゆる教育・研究関係者の技術や能力の向上が必要で
あるとしている。高等教育機関における情報通信技
術に関する助言提供サービスを統括する JISC 傘下の
非営利団体である JISC	Advance は、これらの教育・
研究関係者の効率的かつ高度な業務・研究の執行に
対して直接的な支援を行うだけでなく、教育・研究
関係者からのフィードバックを収集する役割をも果
たしている。

情報通信技術の変化
　三つめの「情報通信技術の変化」については、ブ
ログやYouTube、MySpaceなどのソーシャル・メディ
ア、クラウド・コンピューティング、モバイル技術、
グリーン・コンピューティング、アクセス管理につ
いて言及している。たとえば、インターネット経由
でアプリケーションの機能を必要に応じてサービス
として利用する SaaS（Software	as	a	Service）を活
用することによって、より機能的なサービスを提供
するだけでなく、高価なアプリケーション・ソフト
ウェアの維持管理に必要なコストを削減できる、と
その期待を述べている。
　そして、これらの新しい技術の可能性を最大限に
引き出し、これらがひきおこす社会的変革に迅速に
対応することが、JISC の重要な任務であるとしてい
る。JISCは、定常的なサービスを提供するだけでなく、
あえて失敗を恐れず先導的・革新的なプロジェクト
やプログラムを促進していくことをそのミッション
として掲げている。情報通信技術分野に関しては、
特にこのミッションとなじむ分野であるといえるだ
ろう。

おわりに
　以上、3 つの背景を核に JISC の 2010 年の 3 か年
戦略について述べたが、最後に、JISC の説明責任の
強化について触れたい。
　JISC は、戦略に基づいたサービスやプログラム、
プロジェクトに出資することによって、計画を実現

する機関であるが、2010 年の 3 か年戦略では、出資
の対象分野と方法が詳細に記述されている。限られ
た予算のなかで、どのように優先順位をつけ、どの
ように出資を決めるのか、といった説明がなされて
いる。
　また、VFM（Value	 for	Money）も特徴的である。
VFM は「投資に見合う価値」などと訳されるが、こ
れまでと同水準のサービスをより低いコストで提供
すること、あるいは、これまでと同じコストでより
質の高いサービスを提供することを意味する。JISC
では、2006 年に初めて『VFM 報告書』（8）が発表され
ている。さらに、2009 年には、JISC	Collections お
よび JISC	Advance が、それぞれ VFM 報告書（9）（10）

を発表している。これらの VFM 報告書は、JISC の
活動から得られる経済的効果を数値化し、説明責任
を果たそうとするものである。2010 年の 3 か年戦略
でも、この手法が採用された『高等・継続教育セクター
における JISC のインパクトの実証』（11）を紹介してお
り、JISC	Collections と JISC	Advance に 1 ポンドず
つ出資すると、それぞれ 34 ポンド、12 ポンドの商業
的価値のあるサービスを得ることができる、といっ
た算出結果を提示している。
　以上、2010 年から 2012 年までの JISC の 3 か年戦
略について概観した。自ら「先導的」と名乗る JISC
の学術情報政策について、今後も着目していきたい。

（筑波大学：呑
どん

海
かい

沙
さ

織
おり

）

（ 1 ）Joint	 Information	 Systems	 Committee.	 Exploit ing	
Information	Systems	in	Higher	Education.	1995,	53p.

（ 2 ）Joint	Information	Systems	Committee.	Five	Year	Strategy	
1996	-	2001.	1996,	76p.

　　http://www.jisc.ac.uk/aboutus/strategy/strategy9601.
aspx,	（accessed	2010-11-09）.

（ 3 ）“JISC	Five	Year	Strategy	2001-05”.	JISC.
　　http://www.jisc.ac.uk/aboutus/strategy/strategy0105.

aspx,	（accessed	2010-09-01）.
（ 4 ）“JISC	Strategy	Review	 and	Progress	Report:	 2002-03”.	

JISC.
　　http://www.jisc.ac.uk/aboutus/strategy/strategy0105/

review.aspx,	（accessed	2010-11-09）.
（ 5 ）“JISC	Strategy	2004-2006”.	JISC.
　　http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/

strategy0406.pdf,	（accessed	2010-09-01）.
（ 6 ）“JISC	Strategy	2007-2009”.	JISC.
　　http://www.j isc .ac .uk/media/documents/aboutus/

strategy/jisc_strategy_20072009.pdf,	（accessed	 2010-09-
01）.

（ 7 ）“JISC	Strategy	2010-2012”.	JISC.
　　http://www.j isc .ac .uk/media/documents/aboutus/

strategy/strategy1012.pdf,	（accessed	2010-09-01）.
（ 8 ）“Joint	 Information	Systems	Committee	（JISC）	Value	 for	

Money	Report”.	JISC.	2006.
　　http://www.j isc .ac .uk/media/documents/aboutus/

aboutjisc/vfm210906.pdf,	（accessed	2010-11-09）.
（ 9 ）JISC	Collections.	 “JISC	 Collections	Value	 for	Money	

Report	2008/2009”.	JISC.
　　http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/

general/2010/jisccollectionsvfm09.pdf,	（accessed	2010-11-
09）.

（10）JISC	Advance.	 “JISC	Advance	Value	 for	Money	Report	
2008/2009”.	JISC.

　　http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/



カレントアウェアネス　NO.306（2010.12）

7

general/2010/jiscadvancevfm09.pdf,	（accessed	 2010-11-
09）.

（11）“Demonstrating	JISCʼs	Impact	on	the	Sector”.	JISC.
　　http://www.jisc.ac.uk/media/documents/committees/

jir/2/jir_09_16jiscimpactreportsep09annexa.pdf,	（accessed	
2010-11-09）.

CA1731 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
モンゴル国立図書館の現状と将来計画

1. はじめに
　モンゴル国立図書館は、クリーム色の壁と白い柱
が美しい建物であるが、1951 年に建てられて以来、
数回補修したのみで外見からしても少々老朽化して
いる感が否めない。そのため現在新館建設が計画さ
れており、それに伴って 2010 年に「モンゴル国立図
書館戦略 2010-2016」（1）（以下「戦略 2010-2016」）が発
表された。本稿では、「戦略 2010-2016」を基にモン
ゴル国立図書館の現状と将来計画について紹介した
い。

2. モンゴル国立図書館の現状
　モンゴルで人民政府が成立した 1921 年に、モン
ゴル典籍委員会の付属図書館として設置された図書
館がモンゴル国立図書館の起源である。その後国立
の公共図書館となり、数回の改称や、1990 年から
のモンゴル国の民主化への転換に伴う混乱も乗り越
え、2004 年に現在の「国立図書館（Үндэсний номын 
сан）」という名称になった。2005 年には、「モンゴル
国立図書館規則」（2）が制定され、改めて国立図書館を
国の中央図書館と定め、組織の改編、コレクション
の拡充、サービスの拡大などを含めた図書館の役割
が規定された。
　1951 年に現在の建物へ移転した際に 50 万点であっ
た国立図書館の蔵書は、2010 年には 300 万点に増加
しており書庫スペースが不足している。また書庫内
には空調が無く、適切な温湿度を保つのが難しい状
況である（3）。
　組織は図書館学部門、書庫管理部門、収集整理部門、
閲覧サービス部門、総務部門の 5 つの部（4）に分かれ
ている。2009 年の職員数は、館長 1 名、専門スタッ
フ 55 名、アシスタントスタッフ 20 名の計 76 名で、
利用者は年間 6 万人である。
　資料の収集は主に購入、寄贈、国際交換によって
行っている。2010 年の資料購入の予算は 6 千万トゥ
グルグ（約 390 万円）である。
　モンゴル国立図書館の電子化の状況について
は、現在 30 万冊分の目録が電子化されており、
“Элeктрон каталог”（電子目録）（5）としてウェブ上で公

開されている。また、所蔵する貴重書の電子化にも
取り組んでいる。インド政府からの支援によって行
われていたモンゴル大蔵経の電子化プロジェクトは
終了し、1999 年から始まった “Asian	Classics	 Input	
Project” の支援によるチベット語の仏典などのデジ
タル化は継続中である（6）。図書館の設備不足などを
理由に、どちらも一般公開はされていないものの、
一部の目録は国立図書館のウェブサイトから見るこ
とができる。

3. モンゴル国立図書館の将来計画
　2008 年に当時のエンフバヤル（Намбарын Энхбаяр）
大統領は、国立図書館の新館建設を決定した。これ
はクウェートの無償支援を受けて、市内の別の場所
に新しい建物を建設しそこに国立図書館を移転する
ものである（7）。
　「戦略 2010-2016」はこの新館建設をひとつの節目
として、移転までを第一フェーズ（移行期）、移転
後 1-2 年を第二フェーズ（試行期）とさだめ、第一
フェーズの間に新たなサービスモデルの導入や人材
育成、設備や技術の向上などの変革の準備を行い、
第二フェーズでそれらを実施に移すとしている。
　モンゴル国政府の将来目標に、情報通信技術によっ
て知識ベースの社会を構築するというものがあり、

「戦略 2010-2016」の中では図書館のビジョンについ
て「モンゴル国立図書館は、図書館資料とサービス
により、モンゴルの知識ベースの社会を発展させる
点で、主要な貢献者でありリーダーである」（8）と述べ
ている。
　「戦略 2010-2016」では、「コンテンツとアクセス」「利
用者とパートナーシップ」「電子図書館」「人材」の 4
つの優先的な戦略について説明している。
　「コンテンツとアクセス」戦略は、主に資料収集、
保存、提供について述べている。資料の収集に関し
ては、これまで収集してきたモンゴルの出版物や貴
重書などの他に、電子資料を収集するとしている。
またこれまで、政府決定などでは国立図書館への
法定納本の言及がありつつも実際には機能していな
かったが、教育・文化・科学省やモンゴル図書館協
会などと協力しながら無償納本による資料収集実現
に向けた活動を行っていく。収集した資料は、来館
による利用のほかオンラインでも利用者に提供する
と定めている。
　「利用者とパートナーシップ」戦略では、利用者の
ニーズを学び図書館サービスの質を高めることや、
政府機関や国際機関などのスポンサー、モンゴル図
書館協会や国内外の図書館などのパートナーとの合
意と協力を通して「利用者とパートナーシップ」戦
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略の目標を実現していくとしている。
　「電子図書館」戦略では、電子図書館の機能とし
て、科学や研究に関するデータベースやオンライン
ジャーナルの提供、モンゴル語のデジタル資料の収
集、モンゴルの電子出版物の長期保存、資料のデジ
タル化と提供の 4 つをあげている。ただし、その前に、
法制度の整備、技術と設備の充実、安全な情報環境
の構築、人材育成が必要としている。
　「人材」戦略では、組織改編と人材育成について述
べている。2005 年の政府決定で定められていたが、
実行されていない組織改編と電子図書館を作るため
の改編を行い、部の数を 5 から 8 に増やし、職員数
も 76 名から 178 名へと大幅に増員する。また、旧ソ
連時代に訓練を受けた職員の再訓練、外部からの情
報通信技術や外国語の能力を持つ人材の登用などを
計画している。

4. 最後に
　2008 年 6 月に新館建設予定地に礎石を置く式典を
行って以来、今のところ新館建設の具体的な動きは
なく、建築家や設計図も決まっていない。また、モ
ンゴルの経済状況の悪化により、図書館の資料購入
費が削減されている状況である。加えて、新館の建
設を決定したエンフバヤル大統領が 2009 年 6 月の総
選挙で退任し、モンゴル国立図書館館長も 2010 年に
入ってからアキム（Готовын Аким）氏からチラージャ
ブ（Хайдавын Чилаажав）氏へ変わった。
　このような様々な課題があるが、「戦略 2010-2016」
の中では、この戦略の結果として「国民はどんな遠
い県、村からでもオンラインで国立図書館のサービ
スを受けられる」（9）ような社会が描かれている。遊牧
民が馬の背に揺られながら、あるいは草原の中のゲ
ルで、モンゴル国立図書館の資料を読むことができ
る、そんな未来がぜひ実現してほしいと思う。

（総務部人事課：林
はやし

　明
あ

日
す

香
か

）

（ 1 ）“Монголын Үндэсний Номын сангийн стратeги /	2010-2016	/”.	
National	Library	of	Mongolia.	43p.

　　http://www.nationallibrary.mn/Strategy	plan	 2010-2016	
mgl.pdf,	（accessed	2010-10-25）.

　　“National	 Library	 of	Mongolia	 Strategy	 2010-2016”.	
National	Library	of	Mongolia.	35p.

　　http://www.nationallibrary.mn/Strategy	plan	 2010-2016	
eng.pdf,	（accessed	2010-10-25）.

（ 2 ）Монгол улсын үндэсний номын сангийн дүрэм, бүтэц 
2005.02.08	 1	 31	БСШУ-ны сайдын тушаалын	 1,	 2	дугаар 
хавсралт
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25）.
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Фонд хадгаламж; Ном бүрдүүлэх, боловсруулах, солилцох; 
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（ 5 ）“Элeктрон каталог”.	National	Library	of	Mongolia.
　　http://www.nationallibrary.mn/catalog.php
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Mongolia”.	Asian	Classics	Input	Project.

　　http://www.asianclassics.org/node/46,	（accessed	2010-10-
25）.

（ 7 ）“Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр “Монголын Улсын Үндэсний 
номын сан”-гийн шав тавих ёслолд оролцлоо”.	GoGo	Мэдээ.	
2008-06-12.

　　http://news.gogo.mn/r/30045,	（accessed	2010-10-25）.
（ 8 ）“Монголын Үндэсний Номын сангийн стратeги /	2010-2016	/”.	

National	Library	of	Mongolia.	p.	17.
　　http://www.nationallibrary.mn/Strategy	plan	 2010-2016	

mgl.pdf,	（accessed	2010-10-25）.
（ 9 ）“Монголын Үндэсний Номын сангийн стратeги /	2010-2016	/”.	

National	Library	of	Mongolia.	p.	15.
　　http://www.nationallibrary.mn/Strategy	plan	 2010-2016	

mgl.pdf,	（accessed	2010-10-25）.
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高齢者向けの図書館サービス

1. はじめに
　今日、社会の高齢化、とくに団塊世代の高齢化の
問題は、図書館の世界にも大きな波紋を投げかけて
いる。ここでは「図書館における高齢者サービス」
について、従来のサービスと 21 世紀以降出てきた新
しい論点を概観するなかで、高齢者問題から照射し
た新しい図書館サービスのあり方を考えていく。

2. 図書館における高齢者サービスの問題
2. 1. 従来の高齢者サービス
　ある年齢層をターゲットとした図書館サービスは、
児童サービス、ヤングアダルト・サービス、ビジネ
ス支援などいくつかあるが、高齢者サービスは、そ
の新しい動向のひとつである。ただ社会の高齢化と
は裏腹に、日本では、図書館サービス論の「利用対
象に応じたサービス」の一部に位置づけられている
ものの（1）、翻訳書（2）以外には、まだ図書館の高齢者
サービスに関する体系的な著書は刊行されていない
といえる。欧米ではすでに 1980 年代からいくつかの
図書館の高齢者サービスに関する著書や論考が刊行
されている（3）（4）（5）（6）（7）。また日本では 1990 年代に発
表された高島涼子の一連の研究が先進的であったが、
今日の公共図書館を取り巻く現状は、高島がかつて
診断した段階をこえているようにも思える（8）（9）（10）。
　従来の高齢者向け図書館サービスの特徴のひとつ
は、高齢者サービスを障害者サービスなどの福祉的
アプローチと重ね合わせるところにあるといえよう。
例えば大活字本の利用、カウンターの高さや照明な
どの工夫、施設入所者へのサービスなどである（11）。
もちろんこの傾向は今日でも続いており、かつこの
アプローチの有効性は軽視してはならないだろう。
しかし他方でそうしたサービスの背後に高齢者「問
題」への「対策」という発想があるとしたら、そう
した理念の根源まで立ち帰って考えてみる時期が到
来しているともいえる。
　高齢者向けの図書館サービスを障害者／福祉サー
ビスからはなすことを主張したのはクレイマン

（Allan	M.	Kleiman）であった（12）。クレイマンは、
1995 年の Library	Journal 誌のエイジング問題（the	
Aging	Agenda）特集号にて、高齢者を主体的な図書
館利用者としてとらえ、高齢者向けの「生涯学習・
情報センター」としての図書館の役割を指摘した

（CA1319参照）。そこでは高齢者の読書ニーズ（CA891
参照）や高齢者特有の図書館利用形態への対応が必

動向レビュー

要とされた。

2. 2. 図書館における高齢者サービスの新しい局面
　21 世紀に入り、図書館の高齢者サービスにおい
て、従来の考え方や手法とは異なる動向が出てきた。
この手がかりとして、米国図書館協会（American	
Library	Association：ALA）が出している、「高齢者

（55 歳以上）向け図書館・情報サービスガイドライン」
の 7 つの主な柱に注目してみよう。このガイドライ
ンは 2005 年以降改訂が続いており、現段階での指針

（2008 年版）は次のとおりである（13）。

①高齢者に関する最新のデータを入手し、それを図書
館計画と予算化に組み込むこと。

②その地域に住む高齢者に特有のニーズと関心が、地
域の図書館の蔵書・プログラム・サービスに反映さ
れることを保証すること。

③図書館の蔵書と利用環境が、すべての高齢者にとっ
て、安全かつ快適で魅力的なものになるようにする
こと。

④図書館を高齢者に対する情報サービスの拠点にする
こと。

⑤高齢者をターゲットとした図書館サービス・プログ
ラムを設けること。

⑥図書館への来館が困難な地域在住高齢者に対して、
アウトリーチ・サービスを提供すること。

⑦高齢者に対して丁重かつ敬意をもってサービスがで
きるように、図書館職員を訓練すること。

　ALA のガイドラインでは、その前文で、ガイドラ
イン更新の基本原則として、（ベビー）ブーマー世代

（1946 年～ 1964 年生まれ）の高齢化を見越したうえ
で、高齢者サービスにおける多様性尊重と高齢者へ
のステレオタイプ克服を謳っている。そこには従来
からの福祉的イメージに新しい活動者イメージを重
ね合わせるという高齢者観の二重性がある。入江有
希は、2006 年の時点でのこのガイドラインの分析を
手がけたが、その内容は現段階のものとは微妙に異
なっている（14）。とくに④の情報サービスの拠点であ
ることと⑥のアウトリーチ・サービスは、入江の論
に示されていないだけに注目される。
　本稿では ALA ガイドラインの更新内容を基に、

「ウェブ社会への対応」「ポジティヴ・イメージから
の高齢者サービス」「ブーマー世代への対応」という
3 点を、ここ数年における重要な動向であると判断し
た。以下、この 3 点にそって図書館の高齢者サービ
スの動向を追っていく。第一の点は、ネット社会の
到来により、インターネットなどの情報サービスの



カレントアウェアネス　NO.306（2010.12）

10

議論を抜きに高齢者向け図書館サービスを論じるこ
とができなくなったことと関連する。第二点は、従
来の福祉的視点からはなれ、生活者・活動者あるい
はポジティヴなイメージから高齢図書館利用者をと
らえる視点である。そして第三は、日本の団塊世代

（1947 年～ 1949 年生まれ）や米国のブーマー世代の
高齢化にともない、従来の高齢者層とは文化的に異
質な層（パソコンを苦手としない、学生紛争の経験
など）が数多く高齢期を迎えるという動向である。
なおこのほかにも、図書館でのクレーマー問題に象
徴される、いわゆる「暴走老人」（15）問題や、高齢ホー
ムレス者への図書館の対応という問題なども生じて
きている（16）。

2. 3. ウェブ社会における高齢者の図書館利用
　第一の論点に関しては、高齢者のパソコン／イン
ターネット利用の実態とそれをふまえたサービスが
課題となる。従来高齢者は情報弱者として形容され
ることが多く、例えば 2001 年の総務省「通信利用動
向調査」では、年齢が上がるにつれてパソコンやイ
ンターネットの利用率が顕著に低下することが示さ
れていた（17）。しかし 2009 年の同調査では、高齢者の
インターネットなどの利用率が大幅に上昇している
ことが示されている（18）。NTT データ経営研究所が
2008 年に行った高齢者のパソコン・ネットの動向に
関するウェブアンケート調査では、60 歳以上で「毎
日パソコンを使う人は 9 割をこえている」と報告し
ている（19）。今日ではむしろ、高齢者をインターネッ
ト活用者ととらえたうえで、その特性を探るという
方向に議論は移行してきている。
　図書館サービスにおいても、図書館における高齢
者へのインターネット利用支援が出てきている。例
えばイングランドの図書館行政庁に対する調査では、
図書館行政庁の 64％が高齢者向けの利用支援を実施
していると回答した（E1024 参照）。また先の ALA
のガイドラインでも、「図書館を高齢者への情報サー
ビスの拠点とする」と謳い、高齢者関連機関へのウェ
ブのリンクを張ることや地域での高齢者向けコン
ピュータ訓練の提供を示唆している。また公共図書
館で高齢者が高度な健康関連情報にアクセスするた
めの、コンピュータ訓練プログラムの開発に向けた
実験的研究も出されているし（20）、高齢者に対する図
書館利用者教育への示唆も出てきている（21）。インター
ネットを介した図書館の高齢者サービスの拡充は、
図書館サービスにおける今後の重要な方向であろう。

2. 4. 高齢者へのポジティヴなイメージと図書館利用
　高齢者の図書館利用を福祉イメージや障害者イ

メージと重ねるだけではなく、主体的な図書館利用
者、学習者・生活者としてとらえる動向も芽生えて
きている。すなわちポジティヴなイメージのもとで
高齢図書館利用者や高齢読書者をとらえるというこ
とである。筆者はかつて、図書館の高齢者サービス
を安易に障害者サービスと重ねることへの危惧を表
し、高齢図書館利用者を「福祉・保護」イメージと「生
活者・活動者」イメージの二重性のなかでとらえる
視点を提起した（22）（23）。今日では、2010 年の国民読書
年に高齢者の読書バリアフリー問題を、障害者問題
とともに考えるという議論もあるが（24）、こうした読
書行動などのエイジングのネガティヴな側面への補
助を考える部分では、障害者サービスとの重ね合わ
せは必要なのかもしれない。しかしこと高齢者観や
エイジング観という点に関しては、従来の観点を再
検討する時期が来ていると思う。
　ポジティヴな高齢者観にもとづく図書館サービス
の嚆矢は、先述のクレイマンの論であろう。クレイ
マンは、従来の高齢者向け図書館サービス（大型活
字本、施設入所高齢者へのサービスなど）の背後に
高齢者へのネガティヴなステレオタイプが潜んでい
るとするならば、エイジングへのステレオタイプを
再検討することが必要だとしたうえで、ブーマー世
代の高齢化にともなうポジティヴな現実に対する、
新しい図書館サービスのあり方を提起した（25）。つま
り福祉的側面を強調する高齢者サービスにくわえて、

「活動的で」「健康な」高齢者へのサービスをどうす
るかという問題である。
　ポジティヴな高齢者観をふまえた図書館サービス
の問題は、2005 年のホワイトハウス・エイジング会
議のフォーラムに、ALA が提出したバックグラウン
ド・ペーパーにも反映されている（26）。とくにツゥー
ロック（Betty	 J.	Turock）は、図書館がエイジング
神話を払拭させる役割をもつべきだとし、高齢者自
身がエイジズムの自己成就に陥らないように警告し
た（27）。高島涼子も米国での動向をふまえ、高齢者の
ニーズと生涯教育に応える図書館の役割を論じた（28）。
今日ではオクラホマ大学のヴァン・フリート（Connie	
Van	Fleet）が、ポジティヴ・エイジングの視点から
ブーマーの高齢化を射程に入れた、包括的な図書館
サービス論を示している（29）。

2. 5. 団塊世代・ベビーブーマーの高齢化と図書館職
員退職問題

　上記の、高齢者のインターネット利用とポジティ
ヴな高齢者像からの図書館サービス論の背景には、
団塊世代や米国のブーマーの集団高齢化現象がある。
日本の場合、このいわゆる 2007 年問題は、一方で図
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書館職員一斉退職問題をも巻き込んだ。つまり団塊
世代職員が培ってきたノウハウが後続世代に伝えき
れない状況であり、前田章夫はこうした状況下での
図書館運営の課題を示した（30）。
　この図書館員における世代継承性の問題は、日本
では 2005 年ごろから議論が噴出したが（CA1573 参
照）、米国ではブーマー世代の年齢幅が広いこともあ
り、こうした問題を包み込むより深い社会構造的問
題が潜んでいるといえる。早瀬均は、こうした構造
的変化の理解をとおして図書館員不足への対応を考
えるべきだと指摘した（CA1583 参照）。また先述の
2005 年ホワイトハウス・エイジング会議のテーマが

「ブーマー世代の高齢化」（The	Booming	Dynamics	
of	Aging）であったことからも明らかなように、日
本と同様の現象は米国の図書館界をも覆っている。
　2007 年には Library	Journal 誌においても、「図
書館はいかにブーマーのニーズに応えるか」（What	
boomers	want）という特集が組まれた（31）。そこで
は日本とは異なり新しい顧客層への対応が説かれて
あった。また 2010 年には、ブーマーに対する図書館
の役割を論じた著作も刊行されたが、そこでは老年
学の成果を図書館情報学と結びつけるという方向が
示された（32）。ブーマー層を図書館がいかに受け入れ
るのかという問題は、実は米国のほうがその影響力
が長期的であるがゆえに、より前向きに受け止めら
れているようでもある。しかし日本においても団塊
世代の高齢化の問題は、独自のニーズとライフスタ
イルを有する層の集団高齢化の問題でもあり、図書
館においても、それまでの高齢者とは異なった対応
が求められてくるだろう。

3. おわりに
　ウェブ社会への対応、ポジティヴ・エイジング、ブー
マー世代への対応という 3 つの角度から、図書館の
高齢者サービスをめぐる今日的動向を整理してきた。
この議論は、高齢者に対する図書館サービスだけで
なく、高齢者の図書館利用論・読書論・情報探索論
へと敷衍していく必要があるだろう。つまり高齢者
を生活主体としてとらえたうえで、その生活構造の
なかに図書館や読書がいかに位置づくのかを考える
ということである。もちろん福祉的アプローチは軽
視できないが、米国を中心に進んでいる高齢者サー
ビスの新しい流れの要諦は、福祉・保護アプローチ
と学習・活動アプローチの二重性そのものをみつめ
ていくという姿勢であると思う。

（大阪教育大学：堀
ほり

　薫
しげ

夫
お

）
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CA1733 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ウェブアーカイブの課題と海外の取組み

1. はじめに
　今日、ウェブはごく身近な情報源として一般的に
利用されている。印刷された本や雑誌の形での発行
が停止され、ウェブ上でのみ公開されるようになっ
た刊行物も多い。今後、インターネットを利用しな
いと得られない情報は増加していくだろう。しかし、
その速報性と更新のしやすさから、ウェブ上の情報
は増加していくと同時に消失している。情報が載っ
ていたページ自体が消失してしまうこともあるし、
新しい情報が上書きされて古い情報が消失している
こともある。ウェブ上のページにアクセスしようと
して、「404	Not	Found」というエラー画面を目にし
たことも少なくないはずである。
　ウェブページの URL（Uniform	Resource	Locators）
の平均寿命は、44日から75日であると言われている（1）。
このように失われやすい情報資源を、いかに後世に
残すかが重要な課題となっている。
　本稿ではこうした問題への取組みであるウェブ
アーカイブの概要と課題について説明したのち、海
外の機関の取組みを紹介する。

2. ウェブアーカイブの概要と課題
　ウェブアーカイブとは、インターネット上の情報
を集め、将来の世代が利用できるように保存し、提
供するサービスである。インターネット上から消失
してしまった情報でも、ウェブアーカイブにより保
存されていれば、永続的に見ることができるように
なる。
　多くのウェブアーカイブでは基本的にクローラー
と呼ばれる自動収集プログラムによってデータを自
動的・定期的に収集するか、作成者からデータを提
供してもらうことで、情報を蓄積している。
　ウェブアーカイブに保存される対象となるデータ
は、インターネットが発展すればするほど増加して
いく。最近は、ブログや動画共有サービスなど、だ
れもが情報の発信者になれるようなサービスが増加
している。これらのコンテンツはひとつあたりの容
量は小さいが、全体として膨大な量となっている。
しかも更新が頻繁に行われ、情報が失われる速度も
速いため、情報が更新される速度に収集する速度が
追いつけなければ、情報に取りこぼしが生じる。こ
のようなコンテンツを収集する場合、クローラーの
技術的な問題や、作成者が多数存在していることに
よる著作権処理の問題など、解決すべき課題が多い。

動向レビュー
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　収集した後にも課題は存在する。インターネット
上の情報には、テキストや画像、動画、音声などが
あり、それぞれのファイル形式は統一されておらず
様々である。ある環境ではアクセスできる情報が、
OS やブラウザの違い、バージョンの違いにより利
用できないのでは問題である。また、たとえ膨大な
量のウェブ情報を保存できたとしても、その中の有
用な情報にたどり着く手段がなければ不十分である。
利用者がどんな情報を必要としているのかを把握し
た上で、どのような提供の仕方をすれば利用者にとっ
て使いやすいウェブアーカイブとなるのかを常に模
索する必要がある。

3. 各国における取組み
　ウェブアーカイブを構築している海外の機関（2）の
うち、特色ある取組みを行っている機関をいくつか
紹介する。

3-1. Internet Archive
　Internet	Archive（以下 IA）は 1996 年に設立さ
れた米国の非営利法人で、2007 年にはカリフォルニ
ア州から図書館として認定された（3）。IA は全世界を
対象としてウェブ情報の収集を行っている。すなわ
ち、管理者がアクセス制限を行っている場合を除き、
インターネットで公開されている情報すべてが収集
の対象となっている。IA のデータベースの規模はイ
ンターネットの拡大とともに成長し、毎月圧縮ファ
イルで 100 テラバイト近くの容量が増加している（4）。
これらの情報は “Wayback	Machine” という閲覧シス
テムによってインターネットで公開されており、自
由に閲覧が可能である。
　また、IA では “Archive-It” という有料サービスを
提供している（5）。これは、専門的な知識がない機関
でも、自組織のウェブサイトのアーカイブが行える
ようにするサービスで、サービスの契約者によって
指定されたデータを IA が収集し、メタデータを作成
し、全文検索ができるようにするものである。米国
の政府機関や大学など、様々な機関がこのサービス
を利用して自組織のウェブサイトのアーカイブを実
施している（6）。特定の組織だけでなく、様々な機関
においてウェブアーカイブへの意識が高まれば、よ
り有益な情報が将来の世代のために保存できるだろ
う。

3-2. 米国議会図書館
　米国議会図書館（Library	of	Congress；以下 LC）
で行われているウェブアーカイブでは、前項の IA に
おいて収集されたウェブコンテンツを、選択的に整

備して公開している（7）。例えば、米国大統領選挙、9.11
同時多発テロ、イラク戦争といったテーマごとに分
類されている。なお、管理者の許諾に基づき提供し
ているため、管理者の要望があればコンテンツの公
開が制限されることもある。
　 他 に、LC で は、“K-12	Web	Archiving” と い う
プロジェクトを行っている（8）。このプロジェクトは
LC が IA、カリフォルニア電子図書館（California	
Digital	Library）と協同で実施しているもので、プ
ロジェクト参加校の小学生、中学生、高校生が、将
来のために残したいと思うウェブサイトを、テーマ
を決めていくつか選び、前述の “Archive-It” を利用
して保存するものである。子どもの目線をウェブサ
イトの選定基準に取り入れるとともに、ウェブ情報
を保存する取組みを一般に周知する上で、有効であ
ると考えられる。
　さらに、2010 年にはソーシャルメディアの 1 つで
あるツイッター（Twitter）から、公開設定となって
いるツイート（ツイッターに投稿された 140 字以内
のメッセージ）すべてが LC に寄贈された（E1042 参
照）。2006 年にツイッターのサービスが開始してから
これまでに投稿されたツイートはもちろん、今後増
えていくツイートも収集の対象となる。収集された
ツイートは一般公開の予定はないが、研究目的での
利用が可能である。この寄贈によって、他の機関に
おいても、データの寄贈という手段が、ウェブアー
カイブにおける一つの手法であるということが印象
付けられたのではないだろうか。

3-3. 英国国立公文書館
　英国国立公文書館（The	National	Archives；以下
TNA）では、“UK	Government	Web	Archive” とい
うウェブアーカイブのプロジェクトを行っている（9）。
これは英国の政府機関のウェブサイトを保存してい
るもので、現在は年に 3 回の頻度で収集を行ってい
る。また、このプロジェクトで保存されたデータを
利用して、“Web	Continuity” というサービスを行っ
ている。このサービスでは、まず、政府機関のウェ
ブサイトの管理者に依頼して、各ウェブサイトに簡
単なソフトウェアをインストールしてもらう。そう
することで、もし利用者が政府機関のウェブサイト
から何か情報を得ようとした際に、そのページが現
在利用できない状態となっていたとしても、TNA の
ウェブアーカイブで保存されているページであれば、
自動的にそのページに転送されるように設定できる。
すなわち、ページが移動していたり、削除されてい
たりしたとしても、「404	Not	Found」というエラー
画面を表示させないで、任意のページを表示させる
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ことができるようになる。また、転送が行われた先
のページには、TNA により保存されたページである
ことがわかるような注意書きが挿入されているため、
現在の情報と過去の情報は明確に区別できるように
工夫がされている。2008 年 11 月にサービスが開始さ
れてから、2009 年 1 月に 80 万件だった TNA のウェ
ブアーカイブへのアクセス数は、同年 10 月には 900
万件に増加したという（10）。この取組みは、ウェブアー
カイブにおける可視性の向上に有用であると考えら
れる。

3-4. 英国図書館
　英国図書館（British	Library；以下 BL）では、英
国ドメイン（.uk）のウェブサイトを管理者の許諾を
得て選択的に収集している（11）。収集や保存は “Web	
Curator	Tool”（12）（以下 WCT）というシステムを利用
して管理されており、収集されたコンテンツは 2010
年 2 月から “UK	Web	Archive” で正式に公開されて
いる。
　BL は、2,400 時間に及ぶ映像を公開していた、民
間の大規模なウェブサイト “One	&	Other” の保存に
ついて報告している（13）。このウェブサイトでは 2009
年 7 月から 10 月にかけて、2,400 人の一般の人々の
日常生活（1 人 1 時間、計 2,400 時間分）の映像が、
ストリーミングメディアの形式で公開されていた。
ストリーミングメディアのようなリアルタイムで
再生する形式のコンテンツをクローラーで収集する
のは困難である。実際、クローラーとして Heritrix

（CA1664 参照）を使用している WCT で収集を試み
たところ、ウェブページを構成する HTML ファイ
ルの収集しかできなかった。当該ウェブサイトは公
開終了がせまっていたため、BL はストリーミングメ
ディアをファイルの形で保存できる Jaksta（14）という
ソフトウェアを使用して、映像を保存した。元々の
ファイルに異常があったものは正常には保存ができ
なかったが、スポンサーと費用を分担してファイル
の修復がなされる予定である。現在公開が終了して
いる “One	&	Other” のウェブサイトを閲覧しようと
すると、直接 “UK	Web	Archive” 内のサイトに転送
されるようになっている。“One	&	Other” は公開当
時に注目されていたウェブサイトであったため、そ
れを保存したことで、“UK	Web	Archive” への関心
も集めることとなった。収集・保存が困難なウェブ
サイトも、コストの分担やデータの提供など、関係
者の協力があれば保存が可能である。

3-5. IIPC
　最後に、ウェブアーカイブの国際連携を目的とした

組織である、国際インターネット保存コンソーシアム
（International	 Internet	Preservation	Consortium；
以下 IIPC；CA1664 参照）の活動を紹介する。IIPC
は 2003 年に結成され、2010 年 9 月時点で各国の国立
図書館など 39 機関から構成されている（15）。日本の国
立国会図書館（以下 NDL）は 2008 年 4 月に IIPC に
加盟し、IIPC が開発したウェブアーカイブ用ツール
の多言語対応等に取り組んでいる。
　IIPC では、クローラーの開発や、保存形式など規
格の標準化、検索システムの検討など、ウェブアー
カイブにおける様々な課題について協調して取り組
んでいる。そして、定期的に総会を開催し、各機関
のウェブアーカイブの事例や開発成果を共有してい
る。
　例えば、2010 年 5 月にシンガポールで開催された
総会では、ロスアラモス国立研究所（Los	Alamos	
National	Laboratory）により、現在のウェブサイ
トと過去のウェブサイトを一体化するプロジェクト
“Memento” について報告された（16）。このプロジェク
トで研究されているプラグインを自分のブラウザに
導入することで、その都度ウェブアーカイブのサイ
トに移動しなくても過去のページを閲覧できるよう
になる、というものである。現在のウェブサイトで
リンクが切れているページが選択されたとき、“Time	
Gate” と呼ばれる機能により、過去のページが表示さ
れるようになる。日付を選択できるスクロールバー
があるので、ニュースサイトのような更新が頻繁に
行われるウェブサイトで、どのようにページが更新
されていったのかを簡単に見ることができる。この
機能が一般化されれば、過去のウェブサイトをより
手軽に閲覧できるようになり、ウェブ情報の起源や、
情報が遷移する過程を容易に理解できるようになる
だろう。Memento プロジェクトは発表後、IIPC の
正式タスクとするよう提案があり、BL や LC、オラ
ンダ王立図書館などの支援を受けることとなった（17）。
　このように IIPC では、各機関が他機関と連携する
ことで、知識や情報を共有し、課題解決に取り組ん
でいる。
	 インターネットというのは、国や地域の境界を越
えた広がりを持っている。そのような情報を収集・
整備し、課題を解決していくためには、国際的な連
携が必要だという結論に行きつくのは自然なことで
ある。

4. おわりに
	 日本では、2010 年 4 月から、NDL による、公的機
関のウェブサイトの包括的収集が開始された（E1046
参照）。収集のためには、対象機関の理解と協力が必
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要であり、さらなる広報の充実が課題となっている。
	 また、収集範囲が増大したことで、収集した大量
のデータを保存する領域の確保も大きな問題である。
このため、データ量の削減を図るべく、前回収集時
から変更のあったファイルだけを収集・保存し、提
供する差分収集の仕組みの導入を検討している。差
分収集したデータの提供に関しては、ウェブアーカ
イブ閲覧用ソフトウェア “Wayback” の適用可能性に
ついて 2010 年度に調査を行っている。Wayback は
3-1 で紹介した “Wayback	Machine” を、IIPC が OSS

（オープンソースソフトウェア）版として改良したシ
ステムである。差分収集データ提供機能として、変
更がなかったため収集されなかったウェブページに
閲覧要求がなされた際、要求された日時から最も近
い日時に収集されたデータを表示することができる。
このような IIPC の成果物の、NDL のウェブアーカ
イブへの導入にあたっては、必要に応じて IIPC と協
議しながら行っていくことになるだろう。
　ウェブアーカイブを発展させるためには、技術的
な面を含め、国際的な連携が不可欠である。2011 年
11 月には、IIPC のワーキンググループ会議の開催が
つくば市で予定されている（E1109 参照）。さらなる
連携の進展を期待したい。

（関西館電子図書館課：中
なか

島
じま

美
み

奈
な

）
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蔵書構成

1. はじめに
　今回の研究文献レビューにあたり、はじめに、簡
単な定義、対象範囲の設定、最近のレビューの確認
をしておきたい。

1. 1. 「蔵書構成」の定義
　『図書館情報学用語辞典　第三版』には、「蔵書構
成」は「図書館蔵書が図書館のサービス目的を実現
する構造となるように、資料を選択、収集して、計
画的組織的に蔵書を形成、維持、発展させていく意
図的なプロセス」（1）とある。「蔵書」の「構成」とい
うと静態的な響きがするが、収集によって資料が増
え、除籍によって資料が減り、その前後で蔵書とし
ての一体性を保つ、その有機体的かつ動態的なプロ
セスが蔵書構成なのだということを、この記述は示
している。その過程に「計画的組織的な意図」が介
在することによって、単なる資料の集合と「蔵書」
は区別されることになる。より細かく見れば、すべ
ての資料を収集することは現実的に不可能である以
上、「計画的組織的な意図」に基づいて選択するため
に、「収集方針」が必要になる。それを受けて個々の
レベルでの「資料選択（選書）（2）」がなされる。その
結果できた蔵書の性質を把握するために、「蔵書評価」
を行うことになる。そうした調査結果も踏まえつつ、
収集方針の裏面としての「除籍」基準に従い、一部
の資料は除かれる。この一連の流れは、すべて「蔵
書構成」の一環として把握できる（3）。

1. 2. 文献レビューの対象
　通常、本誌の研究文献レビューでは、国内の「研究」
文献を対象としている。だが関連文献の多くは事例
報告であり、その中にも研究と言える分析が見られ
ることから、今回は対象を広めに取った。図書館の
館種についても特に限定していないが、結果として
公共、大学、学校図書館が中心となっている。さら
に 1.1. のように考える以上、本レビューの対象とす
べき文献には、蔵書構成についての個別テーマを扱っ
たものもできるだけ含むのが適当である。そこで今
回は対象として、原則として 2005 年以降で、タイト
ルや論題名、件名に次の用語のいずれかを含む国内
文献を、NDL-OPAC の「書誌　一般検索」及び「雑
誌記事索引」で検索した結果を用いた。

研究文献レビュー

・タイトル、論題名
蔵書構成、蔵書構築、コレクション構築、コレクショ
ン形成、収集方針、収集基準、図書選択、資料選択、
選書、蔵書評価、コレクション評価、除籍

・件名（NDLSH）
資料収集（図書館）、図書選択

　今回の問題意識から明らかに外れるものを除くと、
図書が 15 件、雑誌記事が 91 件（ただし、簡易な報
告等も含む）あり、以下のレビューの中核をなして
いる。合わせて、必要に応じて 2005 年以前の文献、
内容の一部に当該テーマを含む文献、インターネッ
ト上の文献も適宜採り上げている。なお、納本、地
域資料、分担収集については、紙幅の都合もあり対
象外とした。

1. 3. 最近のレビュー
　本稿で対象とする 2005 年以降に出た先行レビュー
について、事前に確認しておこう。公共図書館につ
いては、山本（4）が 2001 年から 2009 年にかけての蔵
書構成（実質的には資料選択）論を対象とし、①ベ
ストセラーの複本購入、②目標・対象を設定する戦
略的蔵書構成、③選書ツアー、という 3 点（をめぐ
る論争）を中心に整理を行っている。なお選書ツアー
とは、図書館の利用者が書店等に赴き選書業務に参
加する一種のイベントである。また厳密にはレビュー
でないが、安井（5）も、1990 年代から 2000 年代初頭
にかけての資料選択論を多数引用して類型化を試み
ている。大学図書館では、米澤（CA1668 参照）が
2005 年から 2008 年を対象に、学習支援のためのコレ
クション形成という観点からレビューしている。今
田（CA1660 参照）は看護図書館の蔵書構成について、
1990 年代後半から 2000 年代前半を対象に文献を紹介
している。また蔵書評価の領域では、岸田（6）が 1980
年代以降の国内外文献を中心に、主な評価方法別に
詳細なレビューと整理を行っている。

2. 動向の概観
　個別の文献を紹介していく前に、全体的な動向に
ついて確認しておきたい。特徴的な点として、3 つ挙
げられる。

2. 1. 雑誌での特集が多いこと
　2005 年以降、蔵書構成に関する特集が図書館関係
誌上で何度も組まれている。特集のうち主なものを
挙げれば、以下のとおりである。
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・特集 ,	蔵書構築 .	病院図書館 .	2005,	25（1-2）.
・特集 ,	選書が変われば、図書館が変わる .	みんなの

図書館 .	2006,	（350）.
・特集 ,	本をえらぶ .	子どもと読書 .	2006,	（360）.
・特集 ,	選書の現場から .	図書館雑誌 .	2007,	101（6）.
・特集 ,	コレクションの構築と運営 .	情報の科学と技

術 .	2007,	57（12）.
・特集 ,	図書資料の選択 .	学校図書館 .	2008,	（698）.
・特集 ,	この人に聞きたい―選書論 .	みんなの図書館 .	

2009,	（388）.
・小特集 ,	選書 .	大学図書館研究 .	2010,	（88）.

　参考までにそれ以前に目を遣ると、『みんなの図書
館』では 2002 年、2003 年にも選書の特集が組まれて
いる一方、『図書館雑誌』での前回の特集は 8 年前の
1999 年である。間隔にばらつきはあるものの、少な
くとも蔵書構成というテーマは現在でも重視されて
いると言えよう。各図書館関係団体が行っている年
次集会等でも、蔵書構成を扱う分科会がしばしば設
置されている（7）。

2. 2. 雑誌記事の多くが資料選択を主とした事例報告
であること

　2.1. で挙げた特集タイトルからもわかるとおり、蔵
書構成プロセスの各段階の中でも、とりわけ資料選
択を中心とした雑誌記事が多い。また、詳しくは以
下で確認していくことになるが、そうした文章の多
くは事例に基づいた報告である。このことは、多く
の図書館員にとって、資料選択という業務が重要な
位置を占めていること、そして他館の事例を参考に
したいという顕在的・潜在的な要望を持っているこ
との反映であろう。だが、先に述べたように、資料
選択はそれだけで独立した業務ではなく、他の各業
務と有機的に関連して蔵書構成を形作る要素の一つ
である。この点、資料選択と他業務との関連を意識
した文献が増えてきていることも補足しておきたい。

2. 3. 包括的に蔵書構成を扱った図書が見あたらない
こと

　雑誌記事に事例報告が多いならば、図書は一体ど
うであろうか。長谷川（CA1662 参照）が指摘して
いるように、冊子体の書物が統合の隠喩と見なされ
てきたとすれば、雑誌文献がある程度限定された分
野を扱うのに対して、図書形態ではそういった各々
の要素を統合した包括的な文献が中心を占めるべき
ということになる。確認してみると、図書は大きく
2 つのグループに分かれる。1 つは個々の段階に注目
した研究文献で、もう 1 つはプロセス全体を俯瞰的

にとらえたマニュアルやテキストである。前者は以
下で採り上げていくとして、後者の具体例を挙げれ
ば、学校図書館での収集方針や選定会議の運営方法
を扱ったマニュアル（8）や、司書課程における図書館
資料論のテキストがある（9）。これらの文献は実務や
学習の目的に合致するよう書かれており、性質上ど
うしても入門的な記述になってしまう。一方、個々
の段階を扱った研究文献でも、蔵書構成の包括的考
察までなされているものは見当たらない。結局、蔵
書構成の「基本書」を志向する図書が出ていないの
である。こうして見ると、今でも多数の文献が、河
井弘志の『新版　蔵書構成と図書選択』（1992 年）（10）

や、三浦逸雄・根本彰の『コレクションの形成と管理』
（1993 年）（11）を議論の拠り所としていることは示唆的
である。

3. 文献の整理：プロセスに注目して
　では個別文献のレビューに入ろう。1.1. で述べたよ
うに、蔵書構成という概念には様々な段階が含まれ
ているため、それに沿った形で進めていきたい。も
ちろん複数の段階に跨る文献もあるが、主たる内容
によって適宜整理したことを予め断っておく。

3. 1. 蔵書構成の全体的プロセス
　すでに述べたように、蔵書構成を包括的に扱った
文献は見当たらないものの、実務の側面から一連の
流れを辿った報告が大学図書館を中心に出てきてい
る。三谷（12）は学部新設に伴う図書館創設事例を報告
しているが、収集方針、資料選択、蔵書評価、除籍、
さらには予算の問題まで 1 つのサイクルとして簡潔
にまとめており、内容だけでなく、その「語り方」
も極めて参考になる。また山田（13）、山室（14）も、各業
務の関連に配慮した報告を行っている。歴史的研究
としては、高野（15）が（東京）帝国大学図書館の蔵書
構成プロセスを総体的に考察している。

3. 2. 収集方針と資料選択
　両者を一体的に扱った文献が多いため、まとめて
紹介することとする。全体数が多いので、理論的ア
プローチと実践的アプローチに分けて確認していき
たい。

3. 2. 1. 理論的アプローチ
　公共図書館における収集方針と資料選択の全体的
な概説としては、根本（16）のものが簡潔にまとまって
いる。根本は、図書館を「知識情報管理の責任を負っ
た公共施設」として位置付け、それを担保する収集
方針の重要性を指摘している。安井（17）（18）や新（19）は、
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旧来の「価値論／要求論」という図式の問い直しを
主張し、公開性を重視したが、実践には役立たない
という加藤（20）による批判もある。大学図書館につい
ては、収集方針の比較研究（21）はあるものの、理論的
な考察はないようだ。事例研究に優れたものが多い
にもかかわらず、理論的な研究が見られない一因に
は、各機関の性格の違いの大きさに伴う一般化の困
難もあるのだろう。学校図書館については、ツール
紹介型の概説（22）や理念的概説（23）がある。
　理論史的な文献としては、新藤（24）（25）（26）の成果に
注目したい。従来、価値論一辺倒の資料選択論が戦
前期においては圧倒的だったとされてきたが、新藤
は明治期から昭和前期に著された資料選択論を丹念
に調査し、それらが一面的なイメージであり、実際
には要求に配慮した議論が多いことを明らかにした。
このイメージのずれは、こうした議論が当時どの程
度受容されたのかという、さらなる関心を抱かせる。
　欧米の理論や事例の紹介としては、公共図書館と
大学図書館を主に扱った河井（27）の浩瀚な論考がある。
1970 年代の雑誌論文等をまとめたものではあるが、
理論的な部分は未だに十分示唆に富む。医学図書館
については、米国国立医学図書館のコレクション構
築マニュアルが翻訳されており（28）、学校図書館の分
野でも米国の収集方針の紹介がなされている（29）。
　また、理論的研究とは若干異なるが、資料選択の担当
者としての心構えを説く文献の多さが目を引く（30）（31）（32）。
この現象は、資料選択が一種の「道」として認識さ
れていることを示していると言えよう。代表的な文
献としては明定（33）（34）のものが挙げられる。明定は、
資料選択を予想に基づく「仮説―実験」モデルとし
てとらえ、その結果として「偏ったコレクション」
になることを恐れるべきでないと強調している。

3. 2. 2. 実践的アプローチ
　公共図書館については、1.3. で触れた山本（4）の整理
を念頭に置くと、トピックの盛衰が鮮明にわかる。ま
ず、特定の目的に向けた戦略的な資料選択論は引き続
き活況と言ってよい。代表的な論者は豊田（35）（36）（37）で、
明定の「仮説―実験」モデルを援用しつつ、ビジネス
支援サービスを主たる対象として、「要求を掘り起こ
す選書」を提唱している。これは従来の資料選択論
における「潜在的要求」や「ニーズ」に対応するも
のと言える。他にも県立と市立の違いに着目したも
の（38）や、ヤングアダルト（YA）向け資料（39）、看護
資料に着目したもの（40）がある。また児童書の選択は、
従来から議論の活発な領域である（41）（42）。
　選書ツアーについては、安井（43）（44）、田井（45）の総括
的な論考が出た後、特に文献は見当たらない。図書

館界で議論が起こった際の反応の過剰さを両者とも
指摘しているが、田井は選書ツアー自体にも厳しい
批判を加えている。複本に関しても主題的に扱った論
考は見当たらず、加藤ら（46）による実態調査が見られ
る程度である。おおよそ 2004 年の貸出実態調査（47）を
もって、議論は表面的には収まったと言えよう。そ
の他、県立（48）、市立（49）の事例報告やアンケート調査（50）

が見られる中で、指定管理者の立場から収集方針策
定と資料選択を行った事例として、小川（51）の報告が
注目される。
　大学図書館については、資料選択者の問題、すな
わち教員と図書館員のどちらが資料選択をするのか、
という議論が以前から存在している。丹羽（52）や井上（53）

は、①予算を研究用と教育用に分離すること、②教育
用予算による資料選択は図書館員が行うこと、を明
快に主張しており目を引く。浅野（54）も同様の議論を
しているほか、事例報告（55）もある。また派生形として、
教員がアドバイザーとして教育用資料の資料選択に
関与するケース（56）も見られる。新藤（57）は選択権限の
問題とも絡めて、収書方針と資料選択方針の策定に
ついて報告を行っている。教員側からの論考は少な
く、ほぼ唯一のものとして由谷（58）（59）による極めて具
体的な報告がある。同じく資料選択者の問題として、
学生対象の選書ツアーの事例報告（60）（61）（62）が目立つの
は、公共図書館と対照的である。2009 年にアンケー
ト調査を行った福岡（63）の報告によれば、100 校以上
がすでに選書ツアー（学生選書）を行っている。そ
の他では医療系の事例報告（64）（65）（66）（67）	（68）の多さが目
立つ。資料の特殊性など、分野特有の事情がうかが
える。
　学校図書館については、多くの文献が児童生徒向
けの観点からの報告（69）（70）（71）になっている。そうした
中で、内海（72）が教員支援を目的とした資料選択につ
いて紹介しているほか、高橋（73）は教員による選書会
議の運営事例を報告しており、大学図書館での議論
に接近しているのが興味深い。

3. 3. 蔵書評価
　総合的な図書館評価の一部として蔵書評価を論じ
た文献は、紙幅の関係もあり今回対象外とした。そ
の代わりに、蔵書構成の観点から行われた、蔵書に
対する各種の数量的調査はここに含めている。公共
図書館に関するものでは池内ら（74）の調査が目を引く。
これは全国の公共図書館における日本十進分類法

（NDC）別の蔵書構成比を調査・分析したもので、規
模別の傾向や出版時の構成比との差を明らかにした。
全国規模でのこうした調査は前例がなく、さらなる
分析と考察が期待される。対象を絞ったものとして
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は、NDC9 類（文学）に着目した評価（75）や、絶版本
の所蔵状況調査（76）がある。また、大場（77）（78）（79）は社会
的争点となっている分野の資料の所蔵調査などを通
して、資料選択における理念と実際に選択された資
料の実態との間の「ずれ」を指摘している。
　大学図書館では、小泉（80）（81）（82）（83）の研究に注目
したい。小泉は方法論の検討を踏まえつつ、「選書
者」に着目して、図書館員による資料選択と教員に
よる資料選択の性質の違いを定量的に示した。これ
は 3.2.2. で紹介した議論にも資するものである。小
山（84）も方法論を意識した評価を行っているほか、学
術雑誌の評価（85）が特有の問題となっており、Journal	
Citation	Reports（JCR）を使用した事例（86）（87）が目立
つ。豊田ら（88）は、蔵書の特性を「コア・コンピタンス」
として位置付ける視点を表明している。
　学校図書館については、上道（89）による、京都府私
立学校図書館の蔵書構成と「学校図書館メディア基
準」（90）との比較が、ほぼ唯一の文献である。
　また、国立国会図書館所蔵の洋図書を対象とした
事例（91）があるが、レビューや概説も充実しており、
他館種にとっても有益だろう。

3. 4. 除籍
　図書館における除籍を主題的に扱った文献は少数
で、他のプロセス、また文書館等の他領域（92）に比べ
ると、それほど注目されていないと言える。多くは
資料選択の議論に付随して取り上げられているが、
鈴木（93）は、企業図書館の移転に伴う大規模事例を詳
細に報告しており、貴重である。また毛利（94）は主題
分野の特性と関連させて語っている。そうした中で、
2002 年に発覚した船橋市西図書館蔵書廃棄事件は、
皮肉な形で「除籍」という作業の帯びる意味に注目
を集めさせることとなった。本事件は図書館員が所
蔵資料のうち特定著者のタイトルを集中的に廃棄し
たというもので、最高裁判決が 2005 年に出た後、総
括的な論考がいくつか出ている（95）。蔵書構成の文脈
からこの問題を扱ったものとしては、瀬島（96）や安光（97）

の論考が注目される。両者とも、最高裁判決の求め
た公正な資料の取扱を実現する上で、除籍基準の策
定及び公開が必要であると主張している。また同様
の問題意識から、蔵書構成と図書館の自由との関連
において事件を考えたもの（98）（99）も見られる。

4. 新しい研究動向
　3. で取り上げたようなオーソドックスなアプロー
チとは少し違った形で、蔵書構成を扱う論考も近年
散見される。そこで、上記で紹介できなかった文献
を取り上げつつ、今後のさらなる展開が期待される

領域を、筆者の私見で 3 つ挙げておく。

4. 1. 電子資料への対置としての、「棚」としての蔵書
　最近の電子資料の隆盛は、「蔵書構成」という概念（そ
もそも「蔵書」と呼ぶのが適切かも含めて）にも影響を
及ぼしている。大学図書館を中心に、電子資料（特に電
子ジャーナル）から蔵書構成を論じた文献（100）（101）（102）は
あるものの、これまで見てきた文献の大多数は、明示
的にも黙示的にも冊子体の資料を想定している。ほ
とんどの公共図書館や学校図書館ではそもそも電子
書籍を導入していない、というのが主たる理由であ
ろう。
　一方その裏返しとして、物理的実体としての蔵書、
いわば「棚」の意味が再認識されてきているように
見える。テレビの登場によってラジオの特性が再認
識されたようなものとも言えよう。こうした問題意
識自体は、直観的にさまざまな文献に表出されてい
るが、それを研究の形に昇華させたものはまだ少な
い。北岡（103）（104）は建築計画の観点から、書店での配
架も参考にして、棚の配置と蔵書構成を結びつけて
考察しており興味深い。また書店を対象とするもの
ではあるが、柴野（105）は書棚の機能を社会科学的な観
点から理論的に考察している。福嶋（106）（107）も書店員
の立場から、こうした問題を図書館に絡めつつ論じ
ている。こうした動向はより広くとらえれば、「場所
としての図書館」	（CA1580 参照）を強調する流れと
も呼応している。

4. 2. 資料選択業務の相対化
　純粋に理念的に考えれば、すべての資料が資料選
択の対象となり、その基準は「計画的組織的な意図」
に基づいているはずである。しかし、現実の業務が
その通りになされているかという疑問は当然残る。
3.3. で述べた調査の一部には、こういった観点も含
まれていよう。大場（108）は上述の研究以外にも、市町
村立図書館における新聞・雑誌の所蔵状況を調査し、
一般的にはそれほど重視されていないと思われる「創
刊年の古さ」が所蔵状況と強い相関を持つことを指
摘した。このように必ずしも意図されない要因の指
摘がある一方で、そもそも図書館が選択を行う場面
において、どれだけの範囲の資料を対象にできてい
るのか、に注目する研究も出てきている。木下ら（109）

は、公共図書館における資料選択以前の段階での、
図書館流通センター（TRC）による事前的な選定の
実態を分析している。また片山（110）は学校図書館と児
童書出版社の関係に注目し、図書館に対する出版社
の販売戦略を考察している。電子資料におけるパッ
ケージ化の問題（個々のタイトルを選べない、また
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は選ばなくてよい）も、この論点に関係してくるだ
ろう。

4. 3. 蔵書構成の考古学
　蔵書評価の主目的は、端的には、蔵書構成プロセス、
引いては図書館サービスの改善に資することである。そ
の問題意識を部分的には共有しつつも、河村（111）（112）（113）

は、東京帝国大学内の図書室の蔵書構成を分析対象
として、外部環境が蔵書構成にどのような影響を与
えたか、さらには図書館の位置付けがどう変化した
かについて考察している。ある時点での蔵書という

「過去の痕跡」から、その当時の実態を浮かび上がら
せようという試みであり、いわば蔵書構成の考古学
とも呼べるものだろう。和田（114）（115）による在米日本
語資料の蔵書を対象にした「リテラシー史」研究や、
高倉（116）による近世個人文庫の蔵書構成の研究も、こ
の領域に関連付けられる。蔵書構成において「意図」
に収まりきらない部分を考察対象に含めるという点
で、こうした研究と、4.2. で取り上げた研究は親和性
を持っている。

5. おわりに
　冒頭に述べたように、蔵書構成は「計画的組織的
な意図」に基づくプロセスだが、予算、場所、権限
といったさまざまな制約が存在する。極めて粗い見
立てをすれば、3. で取り上げた文献は、そうした制
約の中で意図をいかに反映させるかという目的意識
を主としている。一方、4.（特に 4.2.）で取り上げた
文献は、そうした目的意識のもとでもなお、その外
部に制約が存在してしまう点に注意を促すものと言
えよう。では、両者は相容れないかと言うと、決し
てそうではない。4. に共通しているのは、それでも
なお帯びる制約を少なくとも意識化し、時にはそこ
に意味さえ見出そうとする視点である。例えば「棚」
を重視する議論は、物理的制約とも言える冊子体の
ボリュームがむしろ利用者に働きかける局面を切り
出している。制約を無化できなくとも、それを意識
化し、場合によっては積極的に意味付けることもで
きるのだ。こうした視点は、理論的研究や歴史的研
究と、実務的関心とを架橋するものともなろう。
　まとまりのないレビューになってしまったのは、
筆者の力不足によるところである。関心のある向き
は、ぜひ各紹介文献に当たられたい。

（収集書誌部収集・書誌調整課：安
やす

井
い

一
かず

徳
のり

）
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Sciences	Libraries	変化に挑め !	:	コレクション構築と評価 .	医
学図書館 .	2010,	57（2）,	p.	132-135.

（29）川戸理恵子 .	アメリカにおける学校図書館の収集方針 .	図書
館学 .	2007,	（90）,	p.	47-53.

（30）明石浩 .	特集 ,	この人に聞きたい　―　選書論 :	小さな図書館
の大きな図書館サービス	 :	小さな図書館が図書館であるた
めの選書哲学 .	みんなの図書館 .	2009,	（388）,	p.	19-30.

（31）鴨下万亀子 .	特集 ,	図書資料の組織化を考える :	選書の基本
は本を読むことから .	学校図書館 .	2006,	（666）,	p.	21-23.

（32）石沢修 .	としょかん物見台（no.3）	図書館員の育成と選書の
力を磨く .	としょかん村 .	2009,	（3）,	p.	22-25.

（33）明定義人 .	特集 ,	選書の現場から :	生活圏の図書館における
積極的な選書 .	図書館雑誌 .	2007,	101（6）,	p.	370-371.

（34）明定義人 .	特集 ,	この人に聞きたい　―　選書論 :	現場の選書論 .	
みんなの図書館 .	2009,	（388）,	p.	31-38.

（35）豊田高広 .	特集 ,	選書が変われば、図書館が変わる :	戦略的
な選書のすすめ	 :	ビジネス支援サービスの実践から .	みん
なの図書館 .	2006,	（350）,	p.	27-34.

（36）豊田高広 .	特集 ,	この人に聞きたい　―　選書論 :	「役に立つ図
書館」に求められる選書とは .	みんなの図書館 .	2009,	（388）,	
p.	10-18.

（37）豊田高広 .	選書から考えるこれからの図書館 .	富山県図書館
研究集録 .	2009,	（40）,	p.	65-82.

（38）山重壮一 .	特集 ,	この人に聞きたい　―　選書論 :	目的志向の
選書論	:	アクセントのある選書を .	みんなの図書館 .	2009,	

（388）,	p.	2-9.
（39）木村晋治 .	特集 ,	選書が変われば、図書館が変わる :	ヤング

アダルトコーナーの収集と配架をめぐって .	みんなの図書
館 .	2006,	（350）,	p.	35-46.

（40）東野善男 .	市立図書館における看護資料購入の可能性 .	看護
と情報	:	看護図書館協議会会誌 .	2010,	17,	p.	76-79.

（41）鵜飼利江 .	特集 ,	本をえらぶ :	公共図書館での児童書の選書 .	
子どもと読書 .	2006,	（360）,	p.	12-14.

（42）白須康子 .	0 ～ 3 歳児を対象とした絵本の選書	:	心理学的発
達対応と形態学的発達対応 .	人文研究	 :	神奈川大学人文学
会誌 .	2006,	（159）,	p.	59-86.

（43）安井一徳 .	 “「選書ツアー」はなぜ批判されたのか	 :	論争の
分析を通して ”.	日本図書館情報学会，三田図書館・情報学
会合同研究大会発表要綱 .	東京 ,	2005-10-22/23,	日本図書館
情報学会 ,	2005,	p.	27-30.

（44）安井一徳 .	“ 選書ツアー論争 ”.	図書館は本をどう選ぶか .	勁
草書房 ,	2006,	p.	53-86,	（図書館の現場 ,	5）.

（45）田井郁久雄 .	「選書ツアー」の実態と「選書ツアー論議」.	
図書館界 .	2008,	59（5）,	p.	286-300.

（46）加藤ひろの .	特集 ,	第 50 回研究大会 :	中小公共図書館にお
ける蔵書構成と利用の実態について .	図書館界 .	2009,	 61

（2）,	p.	130-145.
（47）日本図書館協会ほか .	公立図書館貸出実態調査 2003 報告書 .	

2004,	64p.
　　http://www.jla.or.jp/kasidasi.pdf,	（参照	2010-10-12）.

（48）真嶋朋枝 .	特集 ,	選書の現場から :	鳥取県立図書館の選書	 :	
「知の地域づくり」を支える蔵書の構築を目指して .	図書館
雑誌 .	2007,	101（6）,	p.	368-369.

（49）高松昌司 .	特集 ,	選書の現場から :	大規模市立図書館におけ
る選書の実際	 :	町田市立図書館の場合 .	図書館雑誌 .	2007,	
101（6）,	p.	365-367.

（50）鈴木佳子 .	特集 ,	選書が変われば、図書館が変わる :	アン
ケートから見た公共図書館の選書の現場 .	みんなの図書館 .	
2006,	（350）,	p.	47-63.

（51）小川俊彦 .	図書館を計画する .	勁草書房 ,	2010,	p.	 179-188,	
（図書館の現場 ,	9）.

（52）丹羽展子ほか .	特集 ,	選書の現場から :	学習支援のための
選書を目指して	 :	同志社大学図書館の試み .	図書館雑誌 .	
2007,	101（6）,	p.	362-364.

（53）井上真琴 .	講演	選書が拓く !	学習支援と人材育成	 :	選び、
結びつける技と視点 .	北海道地区大学図書館職員研究集会
記録 .	2008,	51,	p.	9-14.

（54）浅野智美 .	 “ICU 図書館の選書基準 ”.	図書館の再出発	 :	 ICU
図書館の 15 年 .	大学教育出版 ,	2007,	p.	108-115.

（55）上野友稔 .	特集 ,	選書 :	疑いをさしはさみうるものについて :	
大学図書館における選書 .	大学図書館研究 .	2010,	（88）,	p.	12-
18.

（56）澄川千賀子 .	蔵書整備アドバイザー制度 .	館灯 .	2008,	（47）,	p.	
86-88.

（57）新藤豊久 .	特集 ,	わが図書館のコアコンピタンス :	女子美術
大学図書館における収書方針と選書方針 .	大学図書館研究 .	
2007,	（80）,	p.	20-32.

（58）由谷裕哉 .	図書館蔵書の構築 :	小松短期大学図書館におけ

る社会学関連文献の選書を例として .	小松短期大学論集 .	
2006,	（19）,	p.	43-64.

（59）由谷裕哉 .	小松短期大学図書館における言語学関連の蔵書
構築 .	小松短期大学論集 .	2009,	（21）,	p.	1-18.

（60）向井岳司 .	図書館友の会の記録	:	広島経済大学図書館の事例 .	
大学図書館研究 .	2008,	（83）,	p.	25-30.

（61）今井和佳子 .	学生による選書報告 .	館灯 .	2009,	（47）,	p.	 82-
85.

（62）長谷川真奈美 .	 “ 事例報告「学生選書会議の設置と学生選書
ツアー」”.	公立大学協会図書館協議会 .

　　http://wwwsoc.nii.ac.jp/pula/32kenshu/hasegawa.pdf,	（参
照	2010-10-12）.

　　その他インターネット上での事例報告も多数存在する。
（63）福岡南海子 .	特集 ,	選書 :	学生選書を通じてより良い図書

館を作るために	 :	大阪産業大学綜合図書館「学生選書モニ
ター」の事例報告と実施大学への調査結果 .	大学図書館研究 .	
2010,	（88）,	p.	1-11.

（64）押田いく子 .	特集 ,	蔵書構築 :	大学医学図書館における選書
の一例 .	病院図書館 .	2005,	25（1-2）,	p.	3-7.

（65）佐藤道子 .	特集 ,	総会・事例報告会（第 113 回研修会）:	臨
床研修指定病院図書館（室）の蔵書構築	 :	蔵書構築研究班 1
年目の報告 .	病院図書館 .	2007,	27（2）,	p.	53-56.	

（66）佐藤淑子 .	特集 ,	選書の現場から :	情報ニーズをみたす専門
図書館の選書—東京女子医科大学病院「からだ情報館」.	図
書館雑誌 .	2007,	101（6）,	p.	374-375.

（67）吉原貴子 .	特集 ,	図書館の現場から	:	図書館の抱える問題を
克服するために :	新潟県立看護大学図書館における選書 .	看
護と情報	:	看護図書館協議会会誌 .	2008,	（15）,	p.	24-27.

（68）中尾明子ほか .	第 36 回研究会グループワーク B：蔵書構成・
予算 .	看護と情報	 :	看護図書館協議会会誌 .	2008,	（15）,	p.	
110-111.

（69）石井啓子 .	特集 ,	本をえらぶ :	東京大田区の学校図書予算
と選書について	 :	高額予算が付きました .	子どもと読書 .	
2006,	（360）,	p.	9-11.

（70）細谷もと美 .	特集 ,	図書資料の組織化を考える :	魅力的な図
書を選ぶために .	学校図書館 .	2006,	（666）,	p.	24-28.

（71）鈴木知基 .	特集 ,	選書の現場から :	小学校図書館における共
同選書の試み .	図書館雑誌 .	2007,	101（6）,	p.	372-373.

（72）内海淳 .	特集 ,	教職員への情報サービス :	教職員への情報
サービスに向けた学校図書館の選書 .	学校図書館 .	2008,	

（690）,	p.	46-48.
（73）高橋知尚 .	特集 ,	図書資料の組織化を考える :	「選書会議」

でバランスの良い選書を .	学校図書館 .	2006,	（666）,	p.	 29-
33.

（74）池内淳ほか .	 “ 公立図書館の蔵書構成比と貸出規則に関する
実態調査”.	三田図書館・情報学会研究大会発表論文集.	東京,	
2009-09-26,	三田図書館・情報学会研究大会 ,	2009,	p.	29-32.

（75）神奈川県図書館協会蔵書評価特別委員会編 .	公共図書館と
コンスペクタスの可能性 :	蔵書評価特別委員会報告書 .	神奈
川県図書館協会 ,	2005,	20p.

（76）原田隆史ほか .	 “ 公共図書館における絶版本の所蔵 ”.	第 56
回日本図書館情報学会研究大会発表要綱 .	奈良 ,	2008-11-
15/16,	日本図書館情報学会 ,	2008,	p.	69-72.

（77）大場博幸 .	“ 所蔵に影響する要素	:	市町村立図書館における
新書の選択 ”.	日本図書館情報学会，三田図書館・情報学会
合同研究大会発表要綱 .	東京 ,	2005-10-22/23,	日本図書館情
報学会 ,	2005,	p.	23-26.

（78）大場博幸 .	 “ 所蔵における公平	 :	「郵政民営化」を主題とす
る本の所蔵 ”.	第 54 回日本図書館情報学会研究大会発表要
綱 .	北九州 ,	2006-10-21/22,	日本図書館情報学会 ,	2006,	p.	
39-42.

（79）大場博幸 .	“ 所蔵における公平	:	公立図書館における「靖国
神社」を主題とする本の所蔵 ”.	三田図書館・情報学会研究
大会発表論文集 .	東京 ,	2006-11-11,	三田図書館・情報学会
研究大会 ,	2006,	p.	65-68.

（80）小泉公乃 .	 “ 多角的な観点を導入した蔵書評価による大学図
書館員と教員の選書の比較 ”.	三田図書館・情報学会研究大
会発表論文集 .	東京 ,	2007-11-10,	三田図書館・情報学会研
究大会 ,	2007,	p.	1-4.

（81）小泉公乃 .	“ 蔵書評価に用いるチェックリストの比較 ”.	2008
年日本図書館情報学会春季研究集会発表要綱 .	東京 ,	2008-
03-29,	日本図書館情報学会 ,	2008,	p.	123-126.

（82）小泉公乃 .	蔵書評価法からみた図書館員と教員の選書	 :	慶
應義塾大学三田メディアセンターの事例分析 .	Library	and	
Information	Science.	2010,	（63）,	p.	41-59.

（83）小泉の協力のもとに行われた調査としては、以下のものがあ
る。

　　山中みどりほか .	 理工学メディアセンターの蔵書評価 .	
Medianet.	2009,	（16）,	p.	56-59.

　　http://www.lib.keio.ac.jp/publication/medianet/article/
pdf/01600560.pdf,	（参照	2010-10-12）.
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視覚障害その他の理由でこの本を活字のままでは読むこ
とのできない人の利用に供するために、この本をもとに
録音図書（音声訳）、拡大写本又は電子図書（パソコンな
どを利用して読む図書）の作成を希望される方は、国立
国会図書館まで御連絡ください。
連絡先　国立国会図書館　関西館図書館協力課
　　　　住　　所　〒619−0287
　　　　　　　　　京都府相楽郡精華町精華台8−1−3
　　　　電話番号　0774−98−1448

（84）小山美佳 .	 “ 大学図書館におけるコレクション評価の試み ”.	
三田図書館・情報学会研究大会発表論文集 .	東京 ,	2008-09-
27,	三田図書館・情報学会研究大会 ,	2008,	p.	65-68.

（85）若杉亜矢 .	特集 ,	蔵書構築 :	所蔵雑誌の評価 .	病院図書館 .	
2005,	25（1-2）,	p.	11-13.

（86）広瀬容子ほか .	特集 ,	図書館・情報活動と < 評価 >:	引用デー
タを用いたジャーナルコレクション評価の手法 .	情報の科
学と技術 .	2007,	57（8）,	p.	396-403.

（87）渡邊愛子 .	2 ステップマップによる農学系購入雑誌の評価 .	
大学図書館研究 .	2006,	（78）,	p.	76-84.

（88）豊田裕昭ほか .	特集 ,	わが図書館のコアコンピタンス :	一
橋大学附属図書館の蔵書管理とその利用	 :	大学図書館ラン
キングにみるコア・コンピタンス .	大学図書館研究 .	2007,	

（80）,	p.	1-10.
　　一橋大学附属図書館の蔵書については以下も参照。
　　飯島朋子 .	特集 ,	コレクションの構築と運営 :	社会科学の総

合大学〈一橋大学〉の蔵書コレクション構築の概要 .	情報
の科学と技術 .	2007,	57（12）,	p.	581-584.

（89）上道葉麻美 .	データからみる学校図書館の現状	 :	京都府私
立学校図書館の蔵書構成を中心に . 佛教大学教育学部学会
紀要 .	2005,	（4）,	p.	113-122.

（90）“ 学校図書館メディア基準 ”.	全国学校図書館協議会 .
　　http://www.j-sla.or.jp/material/kijun/post-37.html,	（ 参 照	

2010-10-12）.
（91）国立国会図書館関西館事業部図書館協力課編 .	蔵書評価に

関する調査研究 .	2006,	144p.,	（図書館調査研究リポート ,	7）.
　　http://current.ndl.go.jp/report/no7,	（参照	2010-10-12）.

（92）例えば、以下の文献がある。
　　中島康比古 .	特集 ,	資料・データを捨てる :	総論	:	情報を捨

てる。情報を残す。	:	アーカイブズの評価選別論の視点から .	
情報の科学と技術 .	2006,	56（12）,	p.	554-558.

（93）鈴木克彦 .	特集 ,	資料・データを捨てる :	企業図書館にお
ける図書廃棄基準とその事例 . 情報の科学と技術 .	2006,	 56

（12）,	p.	569-573.
（94）毛利和弘 .	分野別資料の特性と除籍・保存・管理・提供の戦略 .	

短期大学図書館研究 .	2009,	（29）,	p.	55-61.
（95）例えば判例紹介としては以下の文献がある。
　　竹田稔 .	判例紹介 /「公立図書館職員による蔵書除籍・廃棄

事件」最高裁判決（平成 17.7.14）.	コピライト .	2005,	45（536）,	
p.	32-35.

　　また、以下の文献は関連文献や新聞記事をまとめている。
特集 ,	船橋西図書館の蔵書廃棄事件を考える .	ず・ぼん .	
2005,	（11）,	p.	90-127.

（96）瀬島健二郎 .	船橋市西図書館蔵書除籍事件の最高裁判決の
意義と課題 .	文化女子大学紀要 .	人文・社会科学研究 .	2008,	

（16）,	p.	153-162.
（97）安光裕子 .	公立図書館における所蔵資料の除籍・廃棄に関

する一考察	 :	廃棄をめぐる判例を契機として .	図書館学 .	
2009,	（94）,	p.	12-24.

（98）山家篤夫 .	特集 ,	学校図書館問題研究会第 4 回研究集会	「図
書館の自由」の視点から、選書を考えよう !	:	講演	なぜ、「図
書館の自由」か .	学校図書館問題研究会研究集会 .	2006,	（4）,	
p.	1-22.

（99）馬場俊明 .	船橋市西図書館蔵書廃棄事件と図書館裁判を総
括する	思想の寛容がなければ図書館の自由は守れない .	ず・
ぼん .	2006,	（12）,	p.	128-163.

（100）宮入暁子 .	特集 ,	メディアセンターにおけるリスクマネジ
メント :	有効な洋雑誌コレクション構築の危機 .	Medianet.	
2005,	（12）,	p.	32-33.

　　http://www.lib.keio.ac.jp/publication/medianet/article/
pdf/01200320.pdf,	（参照	2010-10-12）.

（101）今野穂 .	平成 20 年度日本薬学図書館協議会中堅職員研修会	:	
電子ジャーナルによる国外学術雑誌整備	:	札幌医科大学の事
例から .	薬学図書館 .	2008,	53（4）,	p.	316-322.

（102）松本淳ほか .	学術情報をめぐる変化に対応した効果的な図
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