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CA1750■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
英国とオランダの国立図書館にみる
新聞資料デジタル化プロジェクト

はじめに
　新聞は発行当時の情報を調査するのに有効なツール
であるが、新聞紙は劣化しやすく、長期保存が難しい。
また、記事を探すにも掲載日等の詳細な情報が無い場
合、情報へのアクセスが難しい資料である。しかし近
年、古い時代の新聞資料についてもデジタル化が進み、
キーワードによる記事の検索や、該当部分の紙面画像
閲覧も可能となり始めている。新聞記事へのアクセス
を容易にするツールとして利用者のニーズは高まって
おり、新聞資料のデジタル化を進める国が増えてきて
いる（CA1577 参照）。
　本稿では、筆者が 2011 年 3 月中旬に訪問し、見学
とインタビューを行った、英国図書館（BL）とオラ
ンダ王立図書館（KB）における新聞のデジタル化プ
ロジェクトについて紹介する。

1. BL の新聞資料デジタル化プロジェクト
1.1. 概要
　BL は、歴史的に重要な新聞をウェブ上で提供し、
学術コミュニティが記事の全文検索を行えるように
することを目的として、「英国新聞 1800-1900 年」（1）

（British Newspapers 1800-1900：BN）プロジェクト
（CA1577 参照）を 2004 年から 2007 年にかけて実施し
た（2）。BL が所蔵する、英国で発行された 1800 年から
1900 年までの新聞 49 タイトル、およそ 200 万ページ
がデジタル化され、記事全文検索および紙面画像閲覧
が可能なデータベースとして公開されている。BL 館
内のデータベース用端末および英国内の高等教育機関
等では無料で利用ができる（ただし、高等教育機関の
実際の利用に際しては、Gale 社から許諾を得る必要
がある）。なお、この中には、既に新聞社等によって

商業目的でデジタル化がなされたもの、例えば Times
等は含まれていない（3）。
　また、BL は 2010 年 5 月に、brightsolid 社と協力関
係を結び、10 年間で 4,000 万ページ以上の新聞をデジ
タル化するという非常に大規模なプロジェクトを発表
した（4）。現時点で“British Newspaper Archive”（BNA）
という名称でウェブサイトが開設されており（5）、一部
紙面画像も公開されている。2011 年秋には、このプロ
ジェクトの成果として 19 世紀までの新聞 100 万ペー
ジが公開予定である（6）。

1.2. デジタル化の実作業の流れ
　1.1. の BN プロジェクトは、BL が Gale 社と提携し
て行ったプロジェクトである。デジタル化にかかる
200 万ポンド（当時のレートで約 4 億円）の費用は、
英国情報システム合同委員会（JISC）（7）のデジタル化
プログラムの予算 2,200 万ポンドの中から拠出された。
データのアップロードに関する費用は Gale 社が全額
負担した（8）。オンラインユーザーは一部のタイトルを
除き、紙面画像のダウンロードには有料のパスが必要
である。
　デジタル化には全てマイクロフィルムが使用され、
原紙のみの資料や、劣化の進んでいたフィルムは、デ
ジタル化のために新たにフィルムが作製された（9）。当
時は原紙を使用したデジタル化は品質が悪く、マイク
ロフィルムからデジタル化を行わざるを得なかったか
らだという（10）。
　BNA プロジェクトは、BL が brightsolid 社に協力
するという位置づけで行われている。最初の 2 年間で
400 万ページ以上のデジタル化が予定されているこの
プロジェクトでは、マイクロフィルムと原紙の両方を
デジタル化の対象としている（11）。ページ毎の検査等の
スキャニング準備作業、スキャニング、データのアッ
プロードは brightsolid 社が行うこととなっており、費
用は全て同社が負担している（12）。デジタル化の実作業
は、ロンドン北部コリンデールにある、対象資料を保
管している BL 新聞図書館（13）内で行われており、製本
済みの新聞原紙は解体せずに、1 日あたり 8,000 ペー
ジがスキャニングされている（14）。スキャニングによっ
て作成されたデータに欠号や欠ページ、破損等の情報
を付与し、画像調整等を経て、提供される流れとなっ
ている。

1.3. 著作権上の問題への取り組みと今後
　BNA プロジェクトでは著作権保護期間内の資料も
デジタル化の対象になっているが、そのための著作権
者との協議は brightsolid 社が行っている（15）。このプ
ロジェクトではできるだけ多くのタイトルのデジタル図1　BL新聞図書館入口
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化を目指しており、19 世紀までの新聞に次いで 20 世
紀の新聞のデジタル化に着手し、2011 年からの 2 年間
でさらに数百タイトルのデジタル化が行なわれる予定
である。BNA によるデジタル化資料は BL 館内では
紙面画像の閲覧を含めて無料で利用できるが（16）、オン
ラインユーザーは記事検索のみ無料で、紙面画像の閲
覧は有料となる。また、オンラインユーザーがウェブ
上でアクセスできるデータには著作権保護期間内の資
料も含まれる予定であるという（17）。
　BL は、所蔵資料の中でも特に新聞資料の劣化が著
しいという理由から（18）、2008 年から 2011 年にかけて
デジタル化を進める資料の中で新聞資料を最優先順位
に挙げている（E832 参照）。また、2011 年から 2015
年の戦略的優先事項（19）のひとつ「研究を望む者は誰
でもアクセスできるようにする」（Enable access to 
everyone who wants to do research）に、brightsolid
社との協力による新聞 2,000 万ページのデジタル化を
挙げている（E1163 参照）。

2. KB の新聞資料デジタル化プロジェクト
2.1. 概要
　KB は、重要な資料である新聞をデジタル化によっ
てウェブサイト上で提供し、誰でもアクセス可能にす
ること、原資料を長期保存すること（20）を目的として、

「日刊紙デジタルデータバンク」（Databank Digitale 
Dagbladen：DDD）プロジェクト（21）を 2007 年に開始
した。
　DDD プロジェクトは 1618 年から 1995 年の期間に
オランダと旧植民地で発行された新聞の中から選別さ
れたタイトル、およそ 800 万ページを対象としたプロ
ジェクト（22）である。1618 年から 1945 年までの期間だ
けで 1,400 タイトルが対象となっており（23）、最終的に
は、1,736 タイトル、約 918 万ページがデジタル化され
るという（24）。2010 年 6 月に約 100 万ページがウェブ
サイトで公開され（25）、デジタル化された資料のうち、
2011 年 7 月現在、1618 年から 1945 年までの期間の記
事全文検索および紙面画像の閲覧が可能である。今後、
残りのページが順次公開されるほか、発行地や記事の
種類等による絞り込み検索機能の実装も予定されてい
る。

2.2. デジタル化の実作業の流れ
　DDD プロジェクトは 1999 年から 2004 年に約 35 万
ページ（対象期間は 1910 年から 1945 年まで）の新聞
デジタル化を試行的に実施した（26）のちに、2007 年か
ら 5 年計画で開始（27）された。プロジェクトの予算は 5
年間で 1,250 万ユーロ（約 15 億円）である。
　まず、歴史家、ジャーナリズム研究者等の専門家

による諮問委員会（28）が基準を定めてタイトルを選別
し、デジタル化候補のリストを作成する。それを元に、
KB が著作権の確認作業、デジタルデータの有無、フィ
ルムや原紙の所蔵の確認、そして他機関の所蔵の確認
を行ったのち、デジタル化が行われる（29）。
　著作権保護期間内の資料は著作権保持者の許諾を取
得しなければデジタル化はできない。そのため、許
諾を取得できなかった資料については対象から外され
る。
　また、デジタル化は、KB の所蔵資料だけでなく、
オランダ国内の機関のほか、ヴァチカン図書館や BL、
スリナム国立公文書館等の国外も含め30以上の機関（30）

の所蔵資料を借りて、既存のデジタルデータ、マイク
ロフィルム、原紙から行われている。既存のデジタル
データはそのまま流用するのではなく、KB の規格に
修正のうえ、デジタル化作業に利用された。ページ毎
の検査や補修作業、号（issue）のメタデータ入力等の
品質管理が行われたのち、資料とメタデータは委託業
者へ送られる。業者によってスキャニングや光学式文
字認識（Optical Character Recognition：OCR）処理
等が施され、画像の調整やページの順序等の検査が行
われると、KB へと送られ、利用者に提供される流れ
となっている。

2.3. 著作権上の問題への取り組みと今後
　DDD プロジェクトでは著作権保護期間内の資料も
対象となっている。そのため、KB は新聞団体や著作
権保持者の代表団体等、各団体と協議を行い、2011 年
3 月時点で、15 の新聞社から、102 タイトルのデジタ
ル化を無償で行う許諾を得ており、現在も交渉が進め
られているとのことであった（31）。
　また、KB は 2010 年から 2013 年までの戦略計画（32）

で、1470 年以降にオランダで出版された全ての図書、
雑誌、そして新聞をデジタル化することを挙げている

（E1017 参照）。KB の担当者によると、2012 年には新

図2　KB概観
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たな新聞デジタル化プロジェクトを予定しており、準
備を進めているという。

おわりに
　今回紹介した 2 館のプロジェクトでは、BL が民間
企業との提携により非常に大規模なデジタル化を進め
ている点や、KB が外部機関と協力して所蔵資料以外
もデジタル化している点等の相違点もあるが、資料へ
のアクセスを向上させ、保存と両立させることを目的
としている点と、著作権保護期間内の資料もデジタル
化の対象としている点で共通している。
　国立国会図書館（NDL）の新聞デジタル化は、技
術的な問題や著作権法上の問題等もあり、現時点では
実施には至っていない。もちろん両館の事例は単純
に NDL の問題解決につながるものではない。例えば、
アルファベットが使用されている資料は OCR での可
読性が高いが、日本の古い新聞には漢字と仮名に加え
て旧字体や略字等が交じっており、同程度の成果を期
待するのは難しい。しかし、著作権上の問題への取り
組みには、今回紹介した 2 館から学べる点は多いと思
われる。どちらの図書館もデジタル化後の原資料は保
存し続けるとのことだが、劣化状態を考えると、原紙
からのデジタル化に残された時間は少ない。日本も対
応を急ぐべきであろう。
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さ

々
さ

木
き

美
みづほ

穂）

（ 1 ）“British Newspapers 1800-1900”. British Library.
http://newspapers.bl.uk/blcs/, （accessed 2011-08-03）.

（ 2 ）“19th century newspapers”. JISC.
h t tp : / /www. j i s c . a c . uk/wha twedo/programmes/
digitisation/bln.aspx, （accessed 2011-08-03）.

（ 3 ）“Frequently Asked Questions”. British Newspapers 1800-
1900.
http://newspapers.bl.uk/blcs/blcs_25.htm, （accessed 
2011-08-03）.

（ 4 ）“British Library and brightsolid partnership to digitise 
up to 40 million pages of historic newspapers”. British 
Library.
http://pressandpolicy.bl .uk/Press-Releases/British-
Library-and-brightsolid-partnership-to-digitise-up-to-40-
million-pages-of-historic-newspapers-271.aspx, （accessed 
2011-08-03）.

（ 5 ）British Newspaper Archive.
http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/, （accessed 
2011-08-03）.

（ 6 ）British Newspaper Archive.
http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/, （accessed 
2011-08-06）.

（ 7 ）“Who we are”. JISC.
http://www.jisc.ac.uk/aboutus/whoweare.aspx, （accessed 
2011-08-03）.

（ 8 ）BN プロジェクトと同様に、JISC の助成を受け Gale 社と提
携して実施した BL による新聞デジタル化事業には、「17-18
世紀バーニーコレクションデータベース」（17th and 18th 
Century Burney Collection Database）と「英国新聞 1620-
1900 年」（British Newspapers 1620-1900）がある。前者は
17 ～ 18 世紀に発行された新聞とニュースパンフレットを
集めた BL 所蔵の Charles Burney コレクションをデジタ
ル化したフルテキストデータベースである。後者は前者と
BN プロジェクトの拡充プロジェクトであり、およそ 100
万ページがデジタル化された。BN プロジェクトと同様に、
BL 館内のデータベース用端末および英国内の高等教育機関
等では無償で利用できる（ただし、高等教育機関の実際の

利用に際しては、Gale 社から許諾を得る必要がある）。
“17th and 18th Century Burney Collection Database”. 
British Library.
http ://www.bl .uk/reshelp/f indhelprestype/news/
newspdigproj/burney/index.html, （accessed 2011-08-03）.
“British newspapers 1620-1900”. JISC.
h t tp : / /www. j i s c . a c . uk/wha twedo/programmes/
digitisation/newspapers2.aspx, （accessed 2011-08-03）.

（ 9 ） “Frequently Asked Questions”. British Newspapers 1800-
1900. 
http://newspapers.bl.uk/blcs/blcs_25.htm, （accessed 
2011-08-03）.

（10）2011 年 3 月に BL のデジタル化プロジェクト担当者に行っ
たインタビューに基づく。

（11）“British Library and brightsolid partnership to digitise 
up to 40 million pages of historic newspapers”. British 
Newspaper Archive. 
http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/archive-
media.php, （accessed 2011-08-03）.

（12）“News from the Crimea arrives at the digital age via 
British Library”. Times. 2010-05-20.
http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_
web/the_web/article7131113.ece, （accessed 2011-08-03）.

（13）2011 年 3 月に BL の新聞担当者に行ったインタビューによ
ると、計画に遅れが生じているとの話であったが、以下に
挙げた報道によると、BL 新聞図書館は 2013 年に閉館を予
定しているとのことである。
Kynaston, David. “British Newspaper Library: Tough 
decisions to be made on hard copy”. History Today, 2011, 
61（8）.
http://www.historytoday.com/david-kynaston/british-
newspaper-library-tough-decisions-be-made-hard-copy, 

（accessed 2011-08-03）.
（14）“Latest scanning news”. British Newspaper Archive.

http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/news-item.
php?id=9, （accessed 2011-08-03）.

（15）“News from the Crimea arrives at the digital age via 
British Library”. Times. 2010-05-20.
http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_
web/the_web/article7131113.ece, （accessed 2011-08-03）.

（16）“British Library creates a "national memory' with digital 
newspaper archive”. Guardian. 2011-05-30.
http://www.guardian.co.uk/media/2011/may/30/british-
library-digital-newspaper-archive, （accessed 2011-08-03）.

（17）2011 年 7 月に BL の新聞デジタル化プロジェクト担当者に
メールで行ったインタビューに基づく。

（18）BL の資料保存部長であるノボトニー（Deborah Novotny）
氏の資料保存環境に関する講演会が 2011 年 2 月 17 日に
NDL で開催された。講演では、他の資料と比較して新聞資
料の劣化の割合が最も高いことが指摘された。また、資料
の劣化に関連して、講演会配布資料の図 35-36 にあるよう
に、従来の新聞書庫では製本済み新聞が立てて排架されて
いることや、自重による損傷の激しい点が紹介された。今
後の保管方法として、ウェストヨークシャーのボストンス
パに建設予定の BL 新書庫では、講演会配布資料の図 43-44
にあるように、資料を板で挟んでベルトで固定し、平積み
の状態でコンテナに保管する予定であることが紹介された。
Novotny, Deborah. “Lecture 2: Stack Management and 
storage environment at the British Library”. 国立国会図
書館. 2011-02-17. http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/
forum2_no25.pdf, （accessed 2011-08-03）.

（19）“Growing Knowledge: British Library’s Strategy 2011-
2015”. British Library.
http://portico.bl.uk/aboutus/stratpolprog/strategy1115/
strategy1115.pdf, （accessed 2011-08-03）.

（20）“Policy digitization”. Koninklijke Bibliotheek.
http://www.kb.nl/hrd/digitalisering/beleid-en.html, 

（accessed 2011-08-03）. 
（21）“Databank Digitale Dagbladen”. Koninklijke Bibliotheek.

http://www.kb.nl/hrd/digi/ddd/, （accessed 2011-08-03）.
（22）“KB presenteert 400 jaar kranten online”. Koninklijke 

Bibliotheek. 2010-5-27.
http://www.kb.nl/nieuws/2010/historische_kranten.html, 

（accessed 2011-08-03）.
（23）“Selected titles and selection procedure: Selection 

process”. Koninklijke Bibliotheek.
ht tp ://www.kb .n l/hrd/dig i/ddd/se lect ie -en .html , 

（accessed 2011-08-03）.
（24）2011 年 7 月に KB の DDD プロジェクト担当者にメールで

行ったインタビューに基づく。
（25）“One million pages of Dutch historical newspapers 

4

カレントアウェアネス　NO.309（2011.9）



online”. Koninklijke Bibliotheek.
http://www.kb.nl/nieuws/2010/historische_kranten-en.
html, （accessed 2011-08-03）.

（26）“Project”. Koninklijke Bibliotheek.
h t tp : //www.kb .n l/hrd/d ig i/ddd/aanpak -en .h tml , 

（accessed 2011-08-03）.
（27）“Project: Planning”. Koninklijke Bibliotheek.

http ://www.kb.nl/hrd/digi/ddd/planning-en .html , 
（accessed 2011-08-03）.

（28）“Selected titles and selection procedure”. Koninklijke 
Bibliotheek.
ht tp ://www.kb .n l/hrd/dig i/ddd/se lect ie -en .html , 

（accessed 2011-08-03）. 
（29）“Selected titles and selection procedure: Selection 

process”. Koninklijke Bibliotheek.
ht tp ://www.kb .n l/hrd/d ig i/ddd/sproces -en .html , 

（accessed 2011-08-03）.
（30）Faase, Jasper et al. “Quantity meets Quality: Towards 

a digital  l ibrary” .  IFLA International Newspaper 
Conference2011: Newspaper in Multiple Scripts and 
Multiple Languages: Issues and Challenges for National 
Heritage. Kuala Lumpur, Malaysia, 2011-04-25/27, IFLA. 
2011.
http://www.if la .org/fi les/newspapers/documents/
IFLA%20International%20Newspaper%20Conference%20
2011-%20Papers.pdf, （accessed 2011-08-03）.

（31）2011 年 3 月に KB の DDD プロジェクト担当者に行ったイ
ンタビューに基づく。

（32）“Strategic Plan 2010-2013”. Koninklijke Bibliotheek.
http://expo.kb.nl/blader/beleidsplan-2010-2013-en/
pageflip.html, （accessed 2011-08-03）.

5

カレントアウェアネス　NO.309（2011.9）



CA1751■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「エンベディッド・ライブラリアン」：
図書館サービスモデルの米国における動向

1. エンベディッド・ライブラリアンとは
　あるものをなにかに埋め込む、という意味を持つ
“embed” という語を用いた、エンベディッド・ライブ
ラリアン（embedded librarians）と呼ばれる図書館
司書、またはエンベディッド・ライブラリーサービス
というサービス提供の形態が、近年米国の図書館界で
一つの潮流となっている。このテーマについては論文
に加え、米国カトリック大学（Catholic University of 
America）図書館情報学准教授のシュメイカー（David 
Shumaker）氏といった人物がブログでも積極的に発
信している（1）。この呼称は、2003 年のイラク戦争で
広く知られるようになった、エンベディッド・ジャー
ナリスト（embedded journalists）に由来している（2）。
これらのジャーナリストは、戦闘部隊と行動をともに
し、進行中の事件の内部から取材活動を行い、自らを
このように呼ぶようになったとされている（3）。彼らは
自らを部隊に「埋め込んだ」ことによって、事件のス
トーリーに直接アクセスできることができた（4）。この
ことから、エンベディッド・ライブラリアンとは、日
常の業務において、図書館を離れ、利用者が活動して
いる場から、利用者と活動をともにしつつ情報サービ
スを提供している図書館司書を指す。
　この、「埋め込まれて」いる程度には様々なものが
ある。図書館司書がどの程度「エンベッド」されてい
るかを計る目安としては、普段ほかの図書館司書と同
じ場所で業務をするのか利用者とおなじ場所にいるの
か、給料・諸経費は図書館と利用者のどちらに充てら
れた予算から出るのか、誰が司書の監督・業務評価を
するのか、主に利用者たちの会議に参加するのか、ま
たは図書館での会議に参加するのか、といったものが
ある（5）。こういった組織、人員配置、業務形態からみ
た目安でいえば、図書館司書が、図書館から離れて利
用者たちと一体となり、利用者側から予算を充てられ
てサービスを提供しているケースがあれば、それはよ
り高度なかたちでのエンベディッド・ライブラリアン
ともいえる。
　エンベディッド・ライブラリアンというモデルの重
要な点は、図書館司書が、利用者の環境に自分を「埋
め込み」、利用者と作業等で協働し、混じり合うこと
によって、利用者の行動、またそれによる利用者の情
報、情報サービスに対するニーズをより直接的に知り、
より迅速なサービスをその場で提供できることにあ
る（6）。利用者の置かれた環境や状況によって、必要と

される情報の内容、情報と向き合うコンテキスト、プ
ロセスは異なってくる。そこに、このエンベディッド・
モデルを導入することで、特定の利用者集団のニーズ
に沿うようにカスタマイズされた、より付加価値の高
いサービスを提供できる効果がある（7）。
　そして、今日電子ジャーナルや電子書籍、その他図
書館の様々なサービスが、図書館を訪れる必要がなく
オンラインで利用できるようになっていることで、図
書館司書も、図書館を離れて利用者のいる環境の下で
サービスを提供するのは必然となっていくともいえ
る。仮に利用者が必要とするほとんどの資料がオンラ
インで入手でき、もしくはオンラインで入手できるも
のしか利用しなくなり、図書館という場所を必要とし
なくなった場合でも、図書館司書は利用者のいる場所
にエンベッドされ、どのようにリサーチを始めたら良
いか、どのように情報を探したら良いか、情報をどの
ように評価したら良いか、といった局面で利用者を支
援することができる（8）。このように、より多くの情報
がオンラインで入手できることになったことで、図書
館司書の居場所が図書館である必要性が減少したこと
が、より利用者に近づいた環境でサービスを提供する
ことが効果的であるという、エンベディッド・ライブ
ラリアンというモデルを後押ししているといえる。

2. 「埋め込まれる」環境
　エンベディッド・ライブラリアンは、利用者の属す
る環境のもとでその利用者のニーズに即した様々な
サービスを提供し、その内容は図書館の種別、図書館
の対象とする利用者によって異なる。例えば専門図書
館の分野では、司書として利用者の作業に参加しつつ
利用者に貢献する、利用者の専門分野での会議、セミ
ナー等に参加する、利用者のオフィス等で情報利用や
情報管理等の研修を行ったり、利用者によるウィキや
ウェブ上のワークスペースに参加したりすることがあ
る（9）。先述のシュメイカー氏は、例えば大学図書館で
は、学生への利用教育が重視されるかもしれないし、
企業図書館では、マーケティングや企業の運営、意思
決定等に関わる外部情報の収集、分析のためのリサー
チ、または企業内情報の管理等が重視されるであろう、
としている（10）。そして、図書館司書がそういったサー
ビスを提供する場は、企業であれば業務を行う部課で
あり、大学では研究者がいる場所、また学生が集まる
場所である（11）。
　エンベディッド・ライブラリアンというモデルは、
主に専門図書館、または大学図書館で多く取り入れら
れている。公共図書館等への応用も示唆されているが、
今のところは、サービス対象を限定・特定しやすい、
大学・専門図書館の方がなじみやすいとされている（12）。

動向レビュー
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このモデルは、医学系図書館でより積極的に取り入れ
られ、エンベディッド・ライブラリアンという呼称が
広まる以前から、いわゆるクリニカル・ライブラリア
ン（clinical librarians）と呼ばれる臨床専門の図書館
司書が、臨床医の必要に応じて、選別した情報を逐一
提供すること等を行ってきた（13）。アリゾナ大学のヘル
スサイエンス図書館では、公衆衛生学部担当の図書館
司書は、95 パーセントに近い勤務時間を学部内で過
ごし、研究助成金申請のための調査、学生および教員
への情報リテラシー教育を行い、学部の会議にも参加
している（14）。医学系以外の専門図書館でも、このモデ
ルは比較的早くから取り入れられ、一つの例として、
政府関連の研究開発に携わる非営利法人、MITRE 
Corporation において 2002 年から図書館司書がシステ
ムエンジニアリング部門に配属され、そこで技術文献
の管理等の情報サービスを提供している（15）。
　大学図書館でのエンベディッド・ライブラリアンの
モデルは、学生向けの情報リテラシー教育に積極的
に応用されている。多くの大学図書館では、以前か
ら図書館司書と教員とがパートナーとなって、特定
の授業に、その内容に沿ったかたちで情報リテラシー
教育を取り入れてきた。こういった例のひとつとし
て、カリフォルニア大学バークレー校（University of 
California, Berkeley）での環境学の授業において、あ
るテーマに関する情報の探し方等の授業内容、学生へ
の課題の作成等を図書館司書と教員が共同で行ってき
た事例がある（16）。
　とりわけ、オンライン学修支援システムを用いたオ
ンライン授業の増加に呼応して、図書館司書が学修
支援システム上で、学生の授業に関連する諸活動をモ
ニターし、参加する形がよく見られる。例えば、オハ
イオ州のマイアミ大学（Miami University）ミドルタ
ウンキャンパスでは、ウェブ上での授業を倍増する計
画に対応して、2009 年から、図書館司書がオンライ
ン学修支援システムのひとつである “Blackboard” で
13 の授業に参加して、情報リテラシー教育を提供す
るパイロットプログラムを始め、教員から学生の情報
リテラシー能力が向上したとの評価を受けた（17）。ま
た、アラバマ州のアセンス州立大学（Athens State 
University）では、図書館司書がティーチング・アシ
スタントとして “Blackboard” 上で、授業シラバスや課
題にアクセスし、図書館司書への質問コーナーの開設、
学生が授業で必要とする情報・教材のアップロード、
学生同士のフォーラムでの議論の内容に即したアドバ
イス等を行っている（18）。
　こういった、大学での情報リテラシー教育へのエン
ベディッド・モデルの導入には、それまでは学期を通
して一度、関連の授業を行うことで終わりがちだった

情報リテラシー教育を超えて、より授業科目全体の一
部となり、学生が学習を進める過程の中で必要な時点
で、必要な内容の情報探索、利用等の援助をしようと
いう意図がある。さらには、授業ではなく大学の学生
寮において、図書館司書が学生の生活の場から学生の
学習を支援する、というアプローチも見られる（19）。
　また、大学、研究機関では、パデュー大学（Purdue 
University）のように、エンベディッド・ライブラリ
アンが研究プロジェクトの一員となって、研究者の研
究内容とその進展、その都度の情報ニーズを直接把握
し、サービスを提供する動きがある。また、従来の図
書館司書は、書籍や雑誌論文等、研究過程での最終成
果物の組織、提供に主に関わってきたが、研究プロジェ
クトにエンベッドされることによって、研究そのもの
に最初の段階から参加し、研究で生み出されたデータ
の管理、データの研究プロジェクト外への発信または
長期保存のための組織化等に従事することができる（20）。

3. 既存のコンセプト、モデルとの関係
　エンベディッド・ライブラリアンの背景にある考え
方は、必ずしも近年突如として現れたものではない。
エンベディッド・ライブラリアンというサービス形態
をどのように捉えているかにもよるが、専門図書館協
会（Special Libraries Association）が 2007 年に行っ
た調査では、60 パーセントの回答者が、所属している
機関ではこのようなサービスが 10 年以上前から行わ
れている、としている（21）。先に述べたように、医学分
野での図書館サービスは、エンベディッド・ライブラ
リアンという呼称が広まる以前から、その要素をもっ
ていた。
　大学図書館では、以前から “subject specialists” と
呼ばれる主題専門司書が、専門とする学問分野に特化
したサービスを提供してきた。また主題専門司書を主
とした、学部、学科等と連携したサービスに主眼を置
く図書館司書は、リエゾン・ライブラリアン（liaison 
librarians）とも呼ばれてきた。このような図書館司
書は、主題専門知識を活かして教員とパートナー関係
を築き、情報リテラシー教育をカリキュラムや授業の
中に組み込む、といった活動を行ってきた。大学図書
館のエンベディッド・モデルは、こういったモデルの
延長線上にあるとも考えられるが、以前のモデルとの
違いとして次の点が挙げられる。主題専門司書、リエ
ゾン・ライブラリアンには利用者とのパートナー関係
を構築し、レファレンス、情報リテラシー教育を担当
しつつも、業務のうちの大きなウェイトを、図書館で
の情報資料の選択や管理に充てている。また、利用者
とのパートナー関係から利用者のニーズを取り入れな
がらも、それはあくまでも図書館の蔵書構築や図書館
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サービスに反映させる、という図書館側の意識が見ら
れる。これに対して、エンベディッド・モデルには図
書館の目的というよりも、より利用者が持つ目的達成
に共同参加する、という理念がある（22）。

4. エンベディッド・モデルが効果をあげるためには
　エンベディッド・ライブラリアンとして図書館司書
個人に求められる資質には、図書館を離れた新しい環
境・経験に臨機応変に対応することができること、今
までの図書館での形式にとらわれない、オープンな思
考を持っていること等がある（23）。そして、エンベディッ
ド・モデルが効果をあげるための重要な要素として、
利用者とより一体となるような密接な関係を作り上げ
ることがある（24）。
　エンベディッド・モデルでは、図書館司書は利用者
に、よりカスタマイズされた高レベルのサービスを提
供するため、そのために費やす時間と労力は増え、ま
た図書館を離れて利用者と交わる時間も多くなる。こ
ういったことを図書館の経営側が理解する必要があ
る。エンベディッド・モデルを導入し、エンベディッド・
ライブラリアンを支援するためには、図書館はエンベ
ディッド・ライブラリアンとしての資質を備えた人材
を採用・養成し、図書館司書が利用者との関係を深め、
対象とする利用者集団の活動内容、専門分野、または
彼らが属する組織への理解を深めることを奨励すべき
である（25）。そして、図書館内部での組織や業務慣行等
にとらわれず、図書館司書を、図書館外の利用者がい
る現場で活動させる体制を整えることが重要となる。
さらには、図書館は利用者が属する組織と連携し、エ
ンベディッド・ライブラリアンの業務を、利用者への
効果の面で利用者側から評価してもらい、利用者が属
する組織からもエンベディッド・モデルへの支持を得
ることが、成功へとつながるとされている（26）。
　エンベディッド・モデルは、特定分野の小規模な図
書館においては、その専門性、臨機応変さを活かし
て比較的容易に導入できるが、大規模な大学図書館で
は、多数のそれぞれ専門が異なる利用者に対応しなけ
ればならず、その広範囲な導入は容易ではない（27）。先
のパデュー大学のように、図書館全体でこのモデルを
導入して行く試みはあるが、多くの大学図書館では、
少数の司書がいくつかの授業でこのモデルを導入して
いるのが現状のように思われる。ペンシルバニア州の
バックス郡コミュニティーカレッジ（Bucks County 
Community College）における、オンライン学修支援
システム “WebCT” をもとにした導入例では、エンベッ
ドされた図書館司書がオンラインチャット等で学生に
個別にサービスを提供することに加えて、オンライン
チュートリアルや、多くの大学図書館で取り入れられ

ているスプリングシェア社（Springshare LLC.）の図
書館向けウェブプラットフォーム “LibGuides” を学修
支援システムにリンクさせている。これらを援用する
ことで、より多くの学生に効率的、効果的に情報リテ
ラシー教育のコンテンツをオンライン上で提供しよう
とする試みが行われている（28）。デューク大学（Duke 
University）でも同様の事例が報告されている（29）。こ
のように、規模の大きい大学図書館ではエンベディッ
ド・モデルを取り入れつつも、どのように多数のクラ
ス、学生に効果的、効率的に浸透させられるか、とい
うことも今後の課題となるであろう。

（アリゾナ大学：鎌
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学校・学校図書館を取り巻く新しい読書活動
－集団的・戦略的読書の視点から－

1. 学校・学校図書館の読書活動の背景と概要
1.1. PISA 型読解力への注目
　近年の学校教育における読書活動を考えるために
は、新学習指導要領（1）を押さえておく必要がある。新
学習指導要領には、「思考力・判断力・表現力等」を
育むことを目的とした言語活動の充実が盛り込まれ、
それを支える条件として、読書活動の推進、学校図書
館の活用や学校における言語環境の整備の必要性が示
された（2）。言語活動の充実が設定された理由の一つに
は、経済協力開発機構（OECD）による学習到達度調
査（PISA）によって、日本の子どもたちには「思考力・
判断力・表現力等」を問う読解力問題に課題があると
判明したことが挙げられる。いわゆるPISA型読解力（3）

（CA1671、CA1703、CA1722 参照）に課題があったこ
との影響は大きい。そのため、学校現場では PISA 型
読解力の育成への関心が高い。
　また、新学習指導要領には「生きる力」の育成を目
的に「探究的な学習」の推進も明記されるようになっ
た。グローバル化が進んだ「知識基盤社会」に必要な
能力を育成するために、批判的に考えたりコミュニ
ケーション力をつけたりするなどの学習活動を行う。
そこではPISA型読解力とも密接なクリティカル・リー
ディングなどの読書技術が必要となる。
　こうした状況のもと、学校および学校図書館では、
読書活動と PISA 型読解力の育成とを密接に関係付け
て考えることが増えている。

1.2. 一人読みから集団での読書へ
　PISA 型読解力の育成という命題があるなかで、近
年の学校および学校図書館では、読書会のようにグ
ループで読書をする集団的読書活動への注目が集まり
つつある。読書を個人のものにとどめるのではなく、
グループで行い共有していこうとする動きである。読
書会での交流は、読書感想文や読書感想画とは違い、
一方通行の発信にとどまらないところに、読書指導と
しての優位性がある。複数で同じ本を読んで感想や意
見を話し合うことで、深く読み取ったり共感したり、
意外な発見ができたりするなど、読みの世界が広がる
ことが期待されている。読書生活（4）を豊かにするだけ
ではなく、コミュニケーション能力を養うことにもつ
ながる（5）。
　現在注目されている集団的な読書活動は、「読書へ
のアニマシオン」、「ブッククラブ」、「リテラチャー・

動向レビュー
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サークル」、「リーディング・ワークショップ」など欧
米で指導されている方法である。これらの読書活動は、
自分はどのように読んだのか、自分なりの評価や判断
を他人に伝えて、それを共有することに意義を見出し
ている。ここで求められている「読み」は、PISA 型
読解力の向上とも絡む戦略的な読書方法でもある。

2. 読書へのアニマシオン：その捉え方の変化
　読書へのアニマシオン（以下、アニマシオンとする）
は、本の内容に関する「作戦」と呼ばれる問いを子ど
もたちに投げかけるスペインの読書指導法である。日
本では 1997 年に翻訳書（6）が紹介されて以来、2000 年
代には学校図書館にも広がった（7）。
　アニマシオンは、日本に紹介された当初は読書を楽
しく勧めるゲームとして認識された。しかし、単な
るゲームではなく子ども自身が持っている力を引き出
す教育法であることが次第に知られるようになってき
た。本来のアニマシオンは、「子どもが読書体験を重
ねるうちに、どのように本を読むかという自分なりの
スキーマをつくりあげていく」（8）ことを支援する指導
法である。読書の世界の入り口に子どもを立たせるよ
うな読書指導とは目的が異なっているとされる（9）。ま
た、アニマシオンの発問は PISA の問いと似ているた
め、PISA 型読解力を身につける方法として最適だと
されている（10）。近年では、物語を読み解く観点や調べ
学習の際に情報を引き出す観点からもアニマシオンの
有効性が唱えられ、教科学習にも役立つ読書教育であ
るとの認識が学校図書館関係者には浸透してきた（11）。
　一方で、アニマシオンは、「学校で読書を教えるた
めの方法として生まれたのではなく、図書館員が図書
館に来た子供たちに対して行う技術としての『お話の
時間』の延長として、生まれた」（12）ために、学校のカ
リキュラムには位置付けにくいとの指摘もある（13）。近
年ではこのような議論をもとに、学校教育のカリキュ
ラムに取り込みやすいブッククラブやリテラチャー・
サークルなどが教科教育を舞台に提案され始め、それ
が逆輸入のように学校図書館にも普及しつつある。

3. カリキュラムに位置付けられる読書活動
3.1. 日本型ブッククラブ
　ブッククラブ（Book Club、以下、BC とする）（14）は、
ラファエル（Taffy E. Raphael）氏の提案する米国の
読書活動である。それは「同じ本を小集団で読んで課
題（問い）を発見し課題について意見を持ち、課題の
答えを書いた上でディスカッションして課題を解決す
る学習指導法」（15）だとされる。読むための戦略として、
題材の理解のために必要な背景などの予備知識を知っ
ておくこと、書かれていることから推測すること、創

造的に読むことなどが提示されている。
　日本では、学習指導の方法の違いからそのまま導入
することが難しいとして、有元秀文氏によって日本型
BC が提唱された。日本型 BC は、国語科の授業の中
で取り入れられることを目的としているため、本を丸
ごと扱わなくてもよい。教科書の題材も扱えるように
考えられている。日本型 BC では、リーディング・ス
トラテジーに沿った 14 の問いを教師からも子どもた
ちからも出し合う（16）。この問いに答えることでテキス
トを正しく深く理解したり、クリティカル・リーディ
ングをしたりすることができ、ひいてはそれが PISA
型読解力につながるとされる（17）。日本型 BC は、問い
を与えてそれに回答するという点ではアニマシオンと
似ているが、教科学習が主体であるという点が異なる。
　日本型 BC は国語科向けの指導法であるが、2009 年
に刊行された学校図書館向けの書籍（18）の中でも紹介さ
れた。2011 年 8 月 4-5 日にかけて開催された「近畿学
校図書館研究大会」（19）では、有元秀文氏が講演者とし
て招かれ、BC に関する講演と実演を行うなど、学校
図書館にも浸透しつつある。

3.2. リテラチャー・サークル
　リテラチャー・サークル（Literature Circle、以下、
LC とする）とは、3 人から 5 人くらいの少人数のグ
ループで、同じ本を読んで書いて話し合うという活動
である。足立幸子氏が国語科の授業での指導という観
点からアニマシオンを研究した結果（20）、より授業内
で指導しやすい読書活動としてダニエルズ（Harvey 
Daniels）氏の LC（21）を紹介したことから広まった。現
在では国語の授業だけではなく、学校図書館での読書
活動としても導入が進んでいる（22）。
　全国学校図書館協議会（全国 SLA）の機関誌『学
校図書館』2009 年 8 月号には、「特集：読書に誘う手
法」として LC が紹介された（23）。さらに全国 SLA は、
2011 年度の「読書会コーディネータ養成講習会」の中
で LC の講習を開催し始めた（24）。また、2010 年からは、
朝日新聞社の主催で、高校生 4 人組で読書会を行い、
その結果をまとめた作品のコンクール「どくしょ甲子
園」が始まった。その中では、読書会の方法論として
LC（簡略版）が紹介されている（25）。このように、LC
は近年注目されている読書活動である。
　LC の方法は、教師から示された本の中から子ども
たち自身が読みたい本を選び、同じ本を選んだ者同士
でグループになり、読むペースを決める。読む時には、
それぞれが読むための役割分担を行い、その役割に
沿って一人で読み、読んだ結果を書く作業も行う。読
むための役割は、コネクター（本の中の世界と現実世
界を結びつける役割）、質問者（疑問を持つ役割）、文

10

カレントアウェアネス　NO.309（2011.9）



章担当者（素晴らしいと思う表現や印象に残ったとこ
ろなどを発表する役割）、イラストレーター（読んで
得たイメージを絵にする役割）など複数ある（26）。一人
で読んだ後は、どのように読んだのかという結果を書
いたシートを持ち寄りグループ内で話し合う。毎回担
当する役割を変えて、何回かに分けて一冊の本を読み
切る。つまり、一人で読む時間とグループで話し合う
時間が交互に訪れるような読書の方法である。また、
教師は参加者ではなく指導者でもなく、ファシリテー
ター（促進者）（27）の役割を果たす。一人読みとグルー
プ読みの双方ができるバランスのよい読書指導である
とされる（28）。
　LC が他の方法と異なり意義深い点は、役割が違う
者同士が本を読むという同じ課題に協力して向かって
いくところにある。それは、異質な集団内で自律的に
活動する能力を育むことにもなり、その能力は PISA
型読解力のもととなった OECD のキー・コンピテン
シーとも繋がっている（29）。LC もまた PISA 型読解力
の向上に寄与する読書活動といえる。

3.3. リーディング・ワークショップ
　リーディング・ワークショップ（Reading Workshop、
以下、RW とする）とは、カルキンズ（Lucy Calkins）
氏の著作（30）が 2010 年に日本に紹介されて以来、主に
小学校教師の間に広がりつつある国語の指導法であ
る。年間を通しカリキュラムの一環として読書活動を
指導していく。
　RW の通常の指導パターンは、教師が読みの戦略な
どを厳選して教えるミニ・レッスンを行った後、最大
限子どもが一人で読む時間を取る（31）。教師は、子ども
たちが読んでいる間、その様子を観察しカンファラン
スと呼ばれる対話的な指導を個別に行う。カンファラ
ンスは、（1）子どもの状態を観察し、（2）教える内容
を選択して、（3）教えることが基本となるため（32）、読
んでいる子どもたちがどのような読み方をしているか
を把握する必要がある。この場合の教師の役割はファ
シリテーター（33）であり、一方的な指導ではなく中立の
立場で子どもと向き合う。また、一人で読むだけでは
なく、ペアで読む、ガイド読み、ブッククラブ（34）と呼
ばれる少人数での本の話し合いなどさまざまな活動を
組み合わせる。授業の終わりに、その時間の振り返り
を行い、ジャーナルと呼ばれる読書日誌を書く。
　RW は本を丸ごと扱うことが特徴で、優れた読み手
が行っている読書方法を教え、実際に体験させること
が中心となっている。そのため、RW では子どもたち
の身近に豊富な本が用意されていることや、読み聞か
せや各自が読書できるスペースが確保されていること
などの読書環境も重要である（35）。こうした環境面を考

えると、RW の授業には学校図書館を利用することが
望ましいと考えられる。現状では学校図書館で RW を
取り入れているところは多くないが、今後はアニマシ
オンや BC、LC 同様に、学校図書館関係者が RW へ
の関心を高めることが予想される（36）。

4. 学校図書館における新しい読書指導の可能性
4.1. 読書前、読書中、読書後を意識した指導へ
　学校図書館において、集団で行う読書会という読書
活動形式は目新しいものではなく、1950 年代にも読
書後に「記録を残す」（読書記録）「その内容を話し合
う」（読書会）などが重視されていた（37）。しかし、近
年の読書会は、ただ集団で読書後の感想を述べたり、
討論したりするだけではなく、読書中の読者に深くか
かわっている点が異なる。アニマシオン、BC、LC、
RW などの集団的・戦略的な読書の指導においては、
従来の読書前と読書後の指導だけではなく、読書中の
読書戦略の指導が重視されている。たとえば、読書中
に気付いたコメントを付箋に書きこみ本に貼りながら
読む手法（38）は、LC でも RW でも指導する。読書前、
読書中、読書後といった一連の読書活動に対する指導
法が確立しているのである。
　読書前、読書中、読書後という一連の読書活動にか
かわる読書指導は、断片的に読書を扱うのではなく、
人間が本を読むという行為そのものにかかわる指導で
ある。一冊丸ごとの読書に関与する学校図書館には親
和性が高い。また、学校図書館員は子どもに寄り添っ
た読書支援を行うことから、集団的読書のファシリ
テーターの要素も持ち合わせている。学校図書館と集
団的・戦略的読書とのかかわりは深いといえる（39）。
　今後、学校図書館員は教師と協働することで、読書
前、読書中、読書後という一連の読書活動を視野に
入れた戦略的読書の指導に取り組むべきだと考えられ
る。

4.2. 探究型学習につながる読書指導へ
　本稿で紹介した読書活動には、ここ何年かで指摘さ
れてきた、学校図書館における情報リテラシーと読
書との乖離（40）に対する解決策も見出せる。たとえば、
ダニエルズ氏が LC の指導法の一つとして示している
KWL チャート（41）は、読書前に既有知識を呼び起こし
ておき、読書中に何を読みとるべきかを明らかにして、
最終的に既有知識と読書で得た情報を関連付けながら
知識のネットワークに組み込んでいくというものであ
る。これは、探究型学習において、テーマを決めて情
報収集する場合、すなわち情報リテラシーが求められ
る場合の戦略としても利用されている（42）。KWLチャー
ト以外のさまざまな読書戦略にも読書と探究型学習を
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つなぐ指導法として利用可能なものがある。
　日本の学校図書館は、情報リテラシーと読書をつな
ぐもの、また探究型学習につながる戦略的読書の提供
といった観点からも、アニマシオン、BC、LC、RW
などの欧米型の読書活動に注目すべきである。

5. 集団的・戦略的な読書活動の導入に対する課題
　本稿で紹介した、アニマシオン、BC、LC、RW の
ような集団的・戦略的読書の活動は、今後はさらに
導入が進んでいくものと考えられる（43）。これらは、
PISA 型読解力の向上を視野に入れた読書活動でもあ
り、新学習指導要領で実施が求められている探究型学
習につながる読書活動ともなりうる。
　ただし、欧米型の読書活動の導入に際しては、その
本質は何かを見極めることを忘れてはならないだろ
う。これらの読書活動は、長年の読書研究の成果が存
分に生かされている。たとえば、読者反応理論や構成
主義にもとづく読書研究の成果、テキストの意味の個
人的構成、社会的構成の過程に関する議論などが踏ま
えられている（44）（45）（46）（47）（48）。
　このような理論的な背景を理解しておくことは、表
面的な模倣に終始することを防ぎ、効果的な読書指導
をする上で重要である。そのため、今後の学校および
学校図書館では、新学習指導要領の実現や PISA 型読
解力の育成といった視点とともに、欧米型の集団的・
戦略的な読書活動が持つ本質を理解し実現する視点を
持ちつつ、新しい読書活動に取り組むことが求められ
るだろう。

（国士舘大学：桑
くわ

田
た

てるみ）
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（参照 2011-07-01）.
（13）アニマシオンは、自由参加のために参加意思がない子ども

への指導ができない点、本を丸ごと一冊扱うために授業で
全員分の本を集められない点など国語科教育の観点からの
問題が指摘されている。
足立幸子. 読書指導方法論の探究: Literature Circlesの試み. 
全国大学国語教育学会発表要旨集. 2002, 103, p. 102-105.
http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf
&id=ART0008367566, （参照 2011-07-01）.

（14）Raphael ,  Taffy E. et al .  Book Club: A Literature-
Based Curriculum. 2nd ed., Lawrence, Small Planet 
Communications, 2002, 296p.

（15）有元秀文. 読解力が飛躍的に向上するブッククラブの実践入
門：だれでも明日からできる七つのストラテジー. 明治図書, 
2010, p. 14.

（16）有元秀文. “第 1 章国際的な読書力を育てる日本型ブックク
ラブの指導法の開発：クリティカル・リーディングに重点
を置いて”. 読書教育への招待： 確かな学力と豊かな心を育
てるために. 国立教育政策研究所編. 東洋館出版社, 2010, p. 
244-254.

（17）有元秀文. 「PISA 型読解力」の弱点を克服する「ブックク
ラブ」入門. 明治図書, 2010, 143p.

（18）有元秀文. PISA に対応できる「国際的な読解力」を育てる
新しい読書教育の方法：アニマシオンからブッククラブへ. 
2009, 144p, （シリーズ学校図書館）.

（19）“第 42 回近畿学校図書館研究大会（滋賀 ･ 守山大会）の ご
案内”. 全国学校図書館協議会.
http://www.j-sla.or.jp/seminar/42kinki.html, （ 参 照 2011-
07-01）.

（20）足立幸子氏は、LC に関する論文を多数発表している。たと
えば以下の論文がある。
足立幸子. リテラチャー・サークル：アメリカの小学校のディ
スカッション・グループによる読書指導方法. 山形大学教育
実践研究. 2004, 13, p. 9-18.
足立幸子. 特集, 読書活動と学校：今、学校での読書を考え
る：米国の読書活動. 日本語学. 2005, 24, p. 156-165.

（21）ダニエルズ氏は、LC に関して 1994 年に初版、2002 年には
第 2 版を出版している。
Daniels, Harvey. Literature Circles: Voice and Choice 
in Book Clubs and Reading Groups. 2nd ed., Portland, 
Stenhouse Publising, 2002, 260p.

（22）学校図書館への LC の導入について触れる記事には以下の
ようなものがある。
小熊真奈美. リテラチャー・サークルのためのブックトーク. 
学図研ニュース. 2010, 294, p. 6-9.
二井依里奈. “図書委員会で読書会をしました”. 田園調布学
園ブログ. 2010-06-02.
https://www.int-acc.net/chofu/2010/06/02/, （ 参 照 2011-
07-01）.
竹村和子. 「一人読み」から読書の交流へ. 学校図書館. 2011, 
730, p. 31-33.

（23）「読んで、書いて、話し合う読書の時間」（足立幸子）で LC
が紹介された。その他の手法では「『読書へのアニマシオン』
への招待：みんなで同じ本を読むということ」（鈴木淑博）、

「読書体験を共有し、発展させる読書会」（長尾幸子）など
がある。
全国学校図書館協議会. 特集, 読書へ誘う手法. 学校図書館. 
2009, 706, p. 16-52.

（24）“読書会コーディネータ講習会ご案内”. 全国学校図書館協議
会.
http://www.j-sla.or.jp/seminar/dokusyokaicoordinator.
html, （参照 2011-07-01）.

（25）“第 2 回どくしょ甲子園”. どくしょ応援団.
http://www.asahi.com/shimbun/dokusho/koshien/, （参照 
2011-07-01）.

（26）役割は、ハーベイ（Stephanie Harvey）氏が考案した読書
の 6 つの戦略（1）読んだことを何かに結び付ける（2）疑
問を持つ（3）目に見えるようにする（4）推論する（5）重
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要な部分をとらえる（6）統合する、にもとづいて作られて
いる。
足立幸子. リテラチャー・サークル：アメリカの小学校のディ
スカッション・グループによる読書指導方法. 山形大学教育
実践研究. 2004, 13, p. 9-18.
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Stenhouse Publishers, 2000, 328p.
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Stenhouse Publising, 2002, p. 23.

（28）Daniels, Harvey. Literature Circles: Voice and Choice 
in Book Clubs and Reading Groups. 2nd ed., Portland, 
Stenhouse Publising, 2002, p. 27.

（29）キー・コンピテンシーの 3 つの広域カテゴリーは、「相互作
用的に道具を用いる」「自律的に活動する」「異質な集団で
交流する」である。
新潟大学ほか. “知識社会を支える読書力育成の読書指導教
員研修プログラムの開発”. 教員研修センター. 2007.
http://www.nctd.go.jp/lecture/model/PDF/kadai/h19_
kd3.pdf, （参照 2011-06-06）.

（30）カルキンズ, ルーシー. リーディング・ワークショップ：「読
む」ことが好きになる教え方・学び方. 吉田新一郎ほか訳. 
新評論, 2010, 244p. （シリーズ・ワークショップで学ぶ, 3）.
これは下記カルキンズ氏の著作の一部翻訳である。
Calkins, Lucy. The Art of Teaching Reading. New York, 
Longman, 2000, 580p.
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（32）カルキンズ, ルーシー. リーディング・ワークショップ：「読
む」ことが好きになる教え方・学び方. 吉田新一郎ほか訳. 
新評論, 2010, p. 94. （シリーズ・ワークショップで学ぶ, 3）.

（33）ラファエル氏は、集団的な討議での教師の関わりについて
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Press, 2000, p. 70-94.

（34）有元氏が提唱する日本型 BC、ラファエル氏が提唱する BC
とも異なる。

（35）カルキンズ, ルーシー. リーディング・ワークショップ：「読
む」ことが好きになる教え方・学び方. 吉田新一郎ほか訳. 
新評論, 2010, 244p. （シリーズ・ワークショップで学ぶ, 3）.

（36）第 27 回学校図書館問題研究会兵庫大会のシンポジウムで、
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Stenhouse Publising, 2002, p. 97.
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学校図書館メディアプログラムのためのガイドライン. 全国
SLA 海外資料委員会訳. 全国学校図書館協議会, 2010, 67p., 
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Learners: Guidelines for School Library Programs. 
Chicago, AASL, 2009, 64p.

（40）読書と情報リテラシーとの乖離の問題、または関連性を指
摘する、次のような複数の論考がある。
金沢みどり. 特集, 学習指導と学校図書館：PISA 型「読解力」
と情報活用能力の育成. 学校図書館. 2007, （680）, p. 15-17.
杉本洋. 特集, PISA 型読解力の向上を目ざす学校図書館・
6：情報リテラシー教育を通して育成する PISA 型「読解力」
＜ 1 ＞ . 学校図書館, 2008, （695）, p. 53-56.
岩崎れい. “4.3 子どもの読書に関する教育学的研究”. 子ども
の情報行動に関する調査研究. 国立国会図書館, 2008, p. 72-
80. （図書館調査研究レポート, 10）.
http://current.ndl.go.jp/files/report/no10/lis_rr_10.pdf, 

（参照 2011-07-01）.
米谷優子. 日本における読書教育と読書推進策 : 情報リテ
ラシー教育との関連から. 園田女子学園大学論文集. 2011, 

（45）, p. 19-39.
http://www.sonoda-u.ac.jp/tosyo/ronbunsyu/%E5%9C%9
2%E7%94%B0%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%A5%B3%
E5%AD%90%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E8%AB%96%E6
%96%87%E9%9B%8645/45.PDF, （参照 2011-07-01）.

（41）Ogle, Donna M. K-W-L : A teaching model that develops 
active reading of expository text. The Reading Teacher, 
1986, 39（6）, p. 564-570.

（42）桑田てるみほか．思考力の鍛え方：学校図書館とつくる新
しい「ことば」の授業. 静岡学術出版, 2010, 241p.

（43）雑誌『学校図書館』（2011 年 8 月号）では、読書会に関す
る特集が組まれた。
全国学校図書館協議会. 特集, 読書をより豊かにする読書会. 
学校図書館. 2011, 730, p. 15-45.

（44）寺田守氏は、LC の根幹は ｢児童中心主義｣ であり構成主義
的なリテラシーモデルを反映しているとする。
寺田守. 読むという行為を促す小集団討議の条件：「ブック
クラブ」および「リテラチャー・サークル」の検討を中心に. 
教育学研究紀要. 2003, 49, p. 495-500.

（45）山元隆春氏は、ディ（Jeni P. Day）氏の LC に関する著作
が読者反応理論や個人的構成、社会的構成の過程に関する
議論を踏まえていると指摘した。
山元隆春. リテラチャー・サークル実践に関する一考察：
Moving forward with literature circles（2002）の検討を
通して. 教育学研究紀要. 2003, （49）, p. 501-506.
Day, Jeni P. et al. Moving Forward with Literature 
Circles: How to Plan, Manage, and Evaluate Literature 
Circles the Deepen Understand and Foster a Love of 
Reading. New York, Scholastic, 2002, 176p.

（46）足立幸子氏は、思考としての読書研究、読者反応・文芸批評、
構成主義理論、足場設定理論、バランスのとれた指導など
の読書の理論的背景を整理している。
足立幸子. リテラチャー・サークル：アメリカの小学校のディ
スカッション・グループによる読書指導方法. 山形大学教育
実践研究. 2004, （13）, p. 9-18.

（47）RW 提唱者は読者反応論の影響を受けたとされる。
カルキンズ, ルーシー. リーディング・ワークショップ：「読
む」ことが好きになる教え方・学び方. 吉田新一郎ほか訳. 
新評論, 2010, p. 185. （シリーズ・ワークショップで学ぶ, 3）.

（48）RW 提唱者のカルキンズ氏は、ホール・ランゲージの提唱
者であるグッドマン（Kenneth Goodman）氏の著作を多数
参照していることから、ホール・ランゲージにも影響を受
けたと考えられる。
Calkins, Lucy. The Art of Teaching Reading. New York, 
Longman, 2000, 580p.
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大学キャンパスの中のオープンアクセス

1. はじめに
　大学キャンパスの中で、オープンアクセス（Open 
Access：OA）はどれくらい浸透しているのだろうか。
どのような実践があり、いかなる成果が上がっている
のだろうか。本稿では、研究者や大学の戦略、学術情
報流通の新しいビジネスモデル構築に大学図書館がど
う貢献していくかという観点から、大学キャンパスの
中で取り組まれている代表的な OA 活動を紹介し、今
後の展望を考える。

2. オープンアクセスとは何か
　本論に入る前に、OA とは何かについておさらいを
しておきたい（CA1543 参照）。2002 年 2 月、ブダペ
スト・オープンアクセス運動（Budapest Open Access 
Initiative：BOAI）（1）によるブダペスト宣言で「査読済
み論文に対する障壁なきアクセス」を目指す OA が提
唱された。日本では 2009 年 3 月に国立大学図書館協
会が「オープンアクセスに関する声明」（2）を出してい
る。
　OA の実現策は、OA ジャーナルを刊行すること

（Gold Road）、研究成果のセルフ・アーカイビング
（Self Archiving：SA）を促進すること（Green Road）
の 2 つの戦略がある（3）。Gold Road は出版費を購読料
ではなく助成金や出版料で賄うもので、ジャーナル
単位で OA 化するもの、著者が論文単位で OA 費を
負担するものがある（4）。Green Road はリポジトリと
呼ばれるインターネット上のサーバに著者が論文を
登録（SA）し無料で公開するもので、arXiv.org など
の分野別リポジトリ、米国国立衛生研究所（NIH）の
PubMed Central など政府主導で公的助成機関が運営
する中央リポジトリ、機関リポジトリ（Institutional 
Repository：IR）などがある。
　2011年 7月現在、世界では6,700誌以上のOAジャー
ナルが発行（5）され、IR は 2,000 近く立ち上がり（6）、う
ち約 200 の IR が日本の大学などで運営（7）されている。
このように着実に OA が広がっている背景には、大学
キャンパス内での様々な OA 推進活動（アドヴォカ
シー活動）がある。

3. 研究者／教員への草の根的アプローチ
3.1. ロチェスター大学：教員中心のアプローチ
　Green Road のうち、大学として直接コミットする
のは IR である。米国ロチェスター大学では、当初論
文の SA が進まなかったため、2004 年に「より多くの

コンテンツを IR に集めるために教員を理解する」こ
とを目的とし、教員への丹念なインタビューと分析を
行った（CA1709 参照）。その結果、リポジトリの設
計やマーケティングにおいて教員中心のアプローチを
すれば、IR は魅力的で有用なツールになりうると結
論し、「著者ページ」を作るなど、教員の要求に合わ
せシステムを拡張した（8）（9）。Registry of Open Access 
Repositories（ROAR）（10）によるとロチェスター大学の
IR のコンテンツ数は順調に伸びており、教員中心の
アプローチの効果が見て取れる。

3.2. 日本の取組み：“hita-hita” アプローチ
　日本でも、研究者のニーズが重要という認識のも
と、研究室を訪問し教員に図書館全体への要望を伺い
つつ IR のマーケティングを行う「御用聞き」や、コ
ンテンツ収集に応じてくれた著者への「キリ番インタ
ビュー」などのアドヴォカシー活動を行っている図書
館がある。また、ILL 文献複写依頼サービスと IR を
補完的に位置付け、文献供給パフォーマンスを向上さ
せることを目的とした IRcuresILL（11）は、教員に「自
分の論文に対する需要がある」ことを知らせ、OA 化
のきっかけとする効果も狙ったプロジェクトである。
　日本では、国内外の事例やノウハウを共有するデ
ジタルリポジトリ連合（DRF）（12）などの互恵コミュ
ニティ活動が活発で（13）、その成果は DRF の報告書
“hita-hita”（14）により海外にも紹介され、国際的な場に
おいても情報共有が進んでいる。

4. 学部／大学／経営者層へのアプローチ
　大学がトップダウンで OA 方針を決定し、SA
を 促 す ケ ー ス も 増 え て い る。2011 年 7 月 現 在、
ROARMAP（15）には 209 の OA 方針が登録されている。

4.1. 学術出版システムの機能不全と解決策
　そもそもなぜ、OA 方針が必要なのだろうか。2010
年 12 月 10 日に開催されたシンポジウム「大学から
の研究成果オープンアクセス化方針を考える」（16）にお
いて、ハーバード大学教授で同大学の学術コミュニ
ケーションオフィスのディレクターを務めるシーバー

（Stuart M. Shieber）氏が講演した内容（17）から見てい
く。
　ハーバード大学では「大学の学術的成果物を可能な
限り広範に普及させるという普遍的目標」を掲げてい
る。目的の達成のためには「学術出版システムとの連
携が不可欠」であるが、「現在の購読料ベースのシス
テムには機能不全」があり、その解決の手段として
OA 方針が必要なのだという。
　「機能不全」の要因は 2 つある。1 つは、商業出版社

動向レビュー
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によるジャーナル価格のハイパーインフレと、それに
伴う図書館におけるジャーナルの購読中止、論文への
アクセスの減少（いわゆる Serials Crisis）である。も
う 1 つは、経済学者が「モラルハザード」（18）と呼ぶ現
象である。電子ジャーナルの場合、購買者は大学図書
館、商品は論文へのアクセス、消費者は研究者や学生
など図書館の利用者である。利用者は論文へのアクセ
スという商品の消費者ではあるが購買者ではない。図
書館が利用者の代理で購読料を払っているがために、
費用を直接負担しない消費者はコスト意識が欠如し、
需要が過剰になるなどの問題が生じる。
　これらの「機能不全」を解決するために、ハーバー
ド大学は 2 つの方策を実践している。1 つは短期的方
策「学部ごとの権利保持 OA 方針」で、もう 1 つは長
期的方策「持続的なビジネスモデルのサポート」であ
る。

4.2. ハーバード大学：短期的方策「学部ごとの権利保
持 OA 方針」

　ハーバード大学の短期的方策である OA 方針は、3
つの項目を持つ。

（1）許可：学部の全教員は、学長に対し論文の使用と
その著作権の行使の許可を与える。

（2）適用免除：教員から明示的な意思表示があった場
合は、特定の論文に対して方針の適用を免除する。

（3）登録：学部の全教員は、出版日までに各論文の著
者最終稿の電子版を提供する。

　（1）と（2）により、著者である教員は自身の論文
の扱いを自分自身で決めることができる。
　ハーバード大学は、方針採択後、（3）の受け皿とな
るIR（DASH）を構築した。学生（オープンアクセスフェ
ロー）による論文登録作業が始まったことも相まって、
コンテンツ数は 2009 年 1 月から急激な伸びを見せて
いる。それに対し、OA 方針が適用免除される論文は
圧倒的に少ない。重要なのは、（2）がオプトアウト（明
確に放棄しない限り権利を保持する）方式で、教員が
最も負担の少ない方法をとれば大学は最大の権利を保
持する点である。2009 年 9 月に DASH が一般公開さ
れると、「論文は驚くほどよく利用された」とのことで、

「大学の学術的成果物を広範に普及させる」という目
標の実現に貢献している（19）。方針採択には 2 年の歳月
と大変な労力を要したとのことだが、それに見合う成
果は上がったと言えるだろう。
　講演はこのあと長期的方策の話題になるが、詳細は
第 5 章で述べることとし、その他の特徴的な OA 方針
の取組みを紹介する。

4.3. カンザス大学：全学的な共同作業の成果

　カンザス大学で学術コミュニケーション担当司書を
務めるエメット（Ada Emmett）氏の「カンザス大学
の OA 方針に関するコンセンサスの構築」（20）によると、
方針の内容はハーバード大学などと同様だが、特筆す
べきは採択までのプロセスにあるという。2009 年から
2010 年にかけて 20 回以上の公開会議に 200 名を超す
教職員が参加し、2010 年 2 月に方針と実施関連文書の
最終草案が大学評議会に提出され、原案どおり採択さ
れた。OA 方針の採択は、教職員（図書館員を含む）、
大学評議会を交えた広範な共同作業の成果であったと
言える。
　IR は、大学の中で得てして図書館だけの孤独な活
動になりがちである。カンザス大学のように、全学を
巻き込んだ活動に持って行くには、どのような工夫が
必要なのだろうか。

4.4. 大学経営層への働きかけ
　ハーバード大学やカンザス大学などの経験を踏ま
え、SPARC（21）のベイカー（Gavin Baker）氏は「OA
について大学評議会と協同するためのアドバイス」（22）

をまとめている。もっとも重要なのは「政治的な努力
をせよ」ということで、具体的に以下の事項が述べら
れている。
・明確かつ簡潔なメッセージが重要。含むべき要素は、

研究成果へのアクセスが阻害されていることによる
学術研究への弊害、OA によって得られるメリット、
継続性と簡易性、そしてリーダーシップと責任を訴
えることである。

・組織の中で影響力の強い人物を中心に、公的な作業
部会を設けて検討するのがよい。組織の中の多様性
に注意し、異論や懸念、不安を感じている人々と話
し合う機会を設ける努力をする必要がある。

・政治的原則として、必ず勝つという確信がないかぎ
り採決を行ってはならない。

　これらのアドバイスは、OA 方針に限らず、大学の
トップ層に働きかける全てのケースで応用できそう
だ。

4.5. リエージュ大学：研究評価との連携
　学長自らリーダーシップを発揮している事例もあ
る。ベルギーのリエージュ大学では、研究評価と IR
の連携で成功した。終身在職権や昇進の審査に対し
てエビデンスを提供する唯一の方法を IR への登録と
したことで、コンプライアンスの徹底につながってい
る。学長のレンティエール（Bernard Rentier）氏に
よると（23）、IR（ORBi）に登録されていない業績は、
研究評価の対象としてカウントされないというメカニ
ズムが功を奏し、14 か月で約 30,000 件のメタデータ
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と 20,000 件以上のフルテキストが集積されたという。
ROAR で見ても、ORBi は世界で最も “Activity” の高
い IR となっている。

4.6. 日本の取組み
　日本では、「研究成果を IR で公開することを学内全
ての研究者に『強く推奨』」している北海道大学の事
例があるが、大学や学部として義務化を伴う OA 方針
を採択した事例は今のところ見られない。
　今後、日本の科学政策の中で研究成果の公開が義務
付けられるようなことがあれば状況は変化するだろ
う。大学としての方針（Policy）と、研究費や研究成
果公開の在り方に関する政策（Policy）の両方が必要（24）

である。また、たとえ制度化したとしても、その制度
に実効性を与えるために、アドヴォカシー活動はより
一層重要になるだろう。

5. 学術出版流通のビジネスモデルを変えるアプローチ
　これまで見てきたように、OA 方針が IR の推進に
寄与することは確かだ。しかし、シーバー氏は従前の
講演において「IR はジャーナルの代わりになるもの
ではなく、アクセスを補完するものであり、これまで
の購読料ベースの学術出版における根本的な機能不全
に対応するものではない」と指摘し、長期的方策につ
いて述べている（25）。

5.1. ハーバード大学：長期的方策「COPE」
　出版料モデルにおいて、研究者は読者としてではな
く、著者としての役割に基づいて対価を支払う。一方、
購読料モデルのジャーナルは読者からコスト回収して
おり、多くの場合著者は対価を支払う必要がない。
　ハーバード大学の長期的方策である COPE（26）は、著
者が投稿先を決定する際に出版料モデルの OA ジャー
ナルと購読料モデルのジャーナルの公平性を確保する
必要があるとの考えから生まれた協定で、大学がこれ
まで購読料を支払っていたように、大学が出版料を支
払うことを保証し、OA ジャーナルを育成しようとい
う取り組みである。2011 年 7 月現在、ハーバード大学
やマサチューセッツ工科大学（MIT）など北米の大学
を中心に 14 機関が協定にサインしているが、参加機関
数がクリティカルマスに達しておらず、残念ながら具
体的な成果は上がっていない。また、「どの OA ジャー
ナルが COPE 対象誌としての資格があるのか」「購読
料モデルのジャーナルを買い続けながら、COPE 基金
を維持するのは、大学にとって多重投資ではないか」

「適正な OA 出版料が維持されるのか」といった懸念
も示されている（27）。学術出版における根本的な機能不
全を解決するには、多くの課題が残されていると言え

るだろう。
　なお、1 本の論文を OA 化するのに必要な経費は、
Article Processing Charge（APC）と呼ばれ、多くの
出版社が 1,000 ～ 3,000 ドルの間で料金設定をしてい
る。出版料モデルは、APC によってジャーナル出版
のコストを回収し、かつ一定の利益を出版社が確保す
るモデルだ。今後は、この料金の妥当性についての検
証も必要だろう。

5.2. 購読料から OA 出版料への再配分「SCOAP3」
　SCOAP3（28）は、高エネルギー物理学分野の査読論文
の OA を実現するため、購読料を OA 出版料に再配分

（Redirection）する OA ジャーナルの世界的なプロジェ
クトである。対象となるジャーナルの出版権を入札し、
競争原理を働かせることで、現在支払っている購読料
より安い出版料で既存のジャーナルを OA 出版するこ
とを目指している。
　2011 年 4 月現在、全体予算額の 7 割以上に相当する
国が関心表明書（Expression of Interest：EoI）に署
名しており、出版社の調査や入札準備をする運営委員
会が立ち上がっている。日本からは、一旦は参加を見
送ったが、2010 年 7 月に高エネルギー加速器研究機構

（KEK）が SCOAP3 への支援を表明（29）したこと、2010
年 10 月に NII と大学図書館間の連携・協力の推進に
関する協定（30）が成立したことから参加に向けた検討が
再開し、KEK、国立情報学研究所（NII）、国公私大学
図書館協力委員会の三者が EoI に署名する方向で調整
が進んでいる。
　ジャーナル出版の主体を研究者コミュニティ側に取
り戻そうという試みに、世界中の知恵の結集が望まれ
る。

6. おわりに
　購読料モデルをベースとした学術出版における根本
的な機能不全を解決するためには、IR を効果的に成
長させるための OA 方針の策定や、新しい OA ジャー
ナルビジネスモデルの構築などによって、OA をより
一層推進する必要があり、着実に世界の大学キャンパ
スで浸透しつつある。
　OA 推進のためには、大学内（あるいは大学間、国
際間）、その他全てのステークホルダーとの調整と交
渉が不可欠であるが、大学の方針策定や予算の再配分
に関与することは、政治的・技術的な困難を伴うであ
ろう。それは従来の図書館の役割を超えることかもし
れない。しかしながら、図書館がこの役割を放棄する
ことは、「全ての資料を全ての利用者へ」届けるとい
う図書館の使命を放棄することに他ならならないので
はないだろうか。図書館は自ら、OA 推進のための大
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学内における調整役を任じ、存在意義を示す必要があ
ると考える（31）。

（国立情報学研究所：森
もり
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英国における公貸権制度の最新動向
－「デジタル経済法 2010」との関連で

1. はじめに
　近年、英国の図書館界では、公共図書館における電
子書籍の提供について、盛んに議論が行われている。
これは主に、大手のオンライン書店アマゾン社による
キンドル（Kindle）を始めとして様々な読書端末が市
場に出回るようになった結果、電子書籍が急激に人々
の間に浸透しつつあるためである（1）。最近の同国の調
査では、約 650 万人（成人人口の約 13％）が読書端末
を所持していると推定されている（2）。
　また、公共図書館のなかにも、電子書籍を提供する
所が増えてきている。図書館・情報専門家協会（CILIP）
のブラッドリー（Phil Bradley）氏によれば、2011 年
の時点で、約 4 分の 1 の自治体が電子書籍を扱ってい
るという（3）。2010 年 3 月に発表された文化・メディ
ア・スポーツ省（Department for Culture Media and 
Sport：DCMS）の政策文書「公共図書館の現代化レ
ビュー」でも、様々な端末を利用して電子書籍を読む
ことが一般的になりつつある現状を踏まえ、「公共図
書館は、地元コミュニティおける電子書籍貸出サービ
スの展望と要望を評価し、戦略を練るべき」と勧告し
ている（4）。しかし、公共図書館による電子書籍の提供
が次第に広まるにつれ、同国の公貸権制度の対象に電
子書籍が含まれていないという事実が問題視されるよ
うになってきた。
　公貸権とは「図書館における著作物の自由な利用に
ついて、その対価を受けとる著者の権利」のことで、
2011 年 7 月現在、欧州を中心に約 30 か国で導入され
ている（5）。公貸権制度の目的は国ごとに異なり、自国
語で書かれた文学の保護や著者の生活保障を制度の主
目的としている国もあれば、図書館による図書の貸出
が書籍の売り上げに影響を与えているという前提にた
ち、著者に対する補償の仕組みとして制度を運用して
いる英国のような国もある（CA1579 参照）。また、制
度の中身も様々で、対象となる著作物の範囲について
も、印刷体の図書のみに限定している国が半数近くを
占めている一方で、オーディオブックや音楽作品等ま
で対象としている国も少なくない（6）。この点、英国の
公貸権制度は、1979 年に導入されて以来、つい最近ま
で印刷体の図書のみを対象としてきた。しかし、公共
図書館による録音図書や電子書籍の提供が一般的にな
りつつある現状にそぐわないという理由で、2010 年の

「デジタル経済法」（Digital Economy Act 2010）（7）制定
により、制度の対象がオーディオブックならびに電子

書籍にまで拡張された（もっとも、後述するように、
まだ実施には至っていない）。
　以下、本稿では、英国における公貸権制度の近年の
動向を、この「デジタル経済法」による制度改正、な
らびに政府の財政難と関連づけて紹介していきたい。

2. デジタル経済法に基づいた制度改革
2.1. デジタル・ブリテン最終報告書
　前ブラウン労働党政権は、デジタル経済の重要性に
鑑み、2008 年 10 月から ICT に関する国家戦略の策定
に着手した。ビジネス・技術革新・技能省（Department 
for Business, Innovation and Skills）と DCMS は、共
同で委員会を設置して関係行政機関ならびに専門家・
有識者らを集め、包括的な ICT戦略の立案を行わせた。
その成果をまとめたものが、2009 年 6 月に刊行され
た「デジタル・ブリテン最終報告書」（Digital Britain 
Final Report）（8）である。
　同報告書は、世界をリードするデジタル知識経済の
一つとしての英国の地位を確立することを目的とした
もので、ブロードバンドの基盤整備・普及からネット
上の著作権侵害まで様々な事項を扱っている（9）。特に、
第 4 章では、デジタル世界における創造産業のあるべ
き姿について検討しているが、公貸権についても「（制
度の）主な問題点は、当初の法律がいわゆる『図書』
にしか言及していないために、オーディオブックや電
子書籍等、公共図書館にとって重要性を増しつつある
その他のフォーマットの出版物が法の対象から外れて
いることだ」と指摘している（10）。
　同報告書のなかで公貸権制度が取り上げられた背景
には、権利者側からの強い働きかけがあった。その中
心的な役割を果たしたのが、公貸権制度の導入を求め
るキャンペーンの一環として設立され、現在では協定
を結んでいる他の欧州諸国から公貸権料を徴収する役
割を担っている作家ライセンス・徴収協会（Authors’ 
Licensing & Collecting Society：ALCS）や、作家
の権利を代表することを趣旨に 2007 年 11 月に設立
された超党派作家連盟（All Party Writers Group：
APWG）である。APWG は、公貸権制度の改革を目
標としたロビー活動の一環として、2008 年 7 月に文化・
メディア・スポーツ担当大臣と会談し、公貸権制度の
見直しの可能性を打診した（11）。それが好感触であった
ことから、その後、APWG は ALCS と協力して公貸
権制度を非印刷体書籍にまで拡張することを求める提
案書をまとめ、政府に提出した。「デジタル・ブリテ
ン最終報告書」において、政府はこの提案を支持し、
早い機会に法改正を検討することを約束した（12）。
　2009 年 8 月には、この「デジタル・ブリテン最終報
告書」で提案されたビジョンを政策として実施するた

動向レビュー
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めに「デジタル・ブリテン実施計画」が発表された。
この「実施計画」では、「デジタル経済法案」の策定
を含む 18 のプロジェクトが設定された（13）。

2.2. 関係団体からの意見聴取
　DCMS では、2009 年の 7 月末から 10 月半ばにかけ
て、公貸権の対象を非印刷体書籍にまで拡張するこ
との是非について意見を公募（14）し、APWG や ALCS、
CILIP、英国出版社協会（PA）等を含む 26 の関係団体・
個人が意見を寄せた。大半は公貸権制度の改革を支持
していたが、どの程度まで制度の対象を広げるべきか
については意見が分かれた（15）。
　CILIP やその他の図書館関係団体は、公共図書館に
おける非印刷体書籍の重要性が高まっているにも関わ
らず、印刷体の書籍のみが公貸権制度の対象となって
いるのは不公平であると制度改革の必要性を認めた。
また、図書館が非印刷体書籍を貸し出すには、著作権
法上の貸与権との関連でライセンスの取得が必要であ
るが、公貸権を非印刷体書籍にまで拡張することで、
手間のかかるライセンス契約の必要がなくなる（公貸
権料の支払いがライセンス契約に取って代わる）こと
を期待する声もあった（16）。
　また、ALCS を始めとする権利者側も、CD のように、
物理的な形のあるオーディオブックを新たに制度の対
象に含めることについては、基本的に賛同する立場を
とった。しかし、デジタルファイルの形で提供される
電子書籍等については、複製をつくるのが容易である
こと、「貸出」の定義が明確でないこと、複数の利用
者が同時に同じ本にアクセスすることを認めれば、本
の売り上げにも影響すること等から、公共図書館でそ
うした書籍を提供すること自体に懸念を示した（17）。
　同様に、PA は、図書館がオーディオブックの CD
等を貸し出すことについては、きちんした管理体制と
技術面での対策によって、複製されることなく確実に
図書館に「返却」されるのであれば理解できるとした
ものの、図書館がデジタルファイルの形で書籍を提供
することには強い反発を表明した（18）。
　DCMS では、寄せられた意見を検討したうえで、「公
貸権をデジタルファイルにまで拡張すべきではないと
いう意見もあったが、図書館は技術の進歩とともに進
化し、利用者の望みとあれば資料を電子フォーマット
で貸し出せるようでなければならない」と結論付けた。
そして、非印刷体書籍を公貸権制度に組み込むための
規定を、当時準備中であったデジタル経済法に盛り込
むことを決めた（19）。

2.3. 制度改革の要点
　デジタル経済法は、先に述べた「デジタル・ブリテ

ン最終報告書」の内容を政策として実施するためのも
ので、2010 年 4 月に成立した。その内容は、（1）情報
通信基盤の整備促進、（2）ネット上の著作権侵害対策、

（3）ドメイン名の管理と配分、（4）放送制度の改変、（5）
電波利用、（6）ビデオゲームの年齢制限分類の変更、（7）
公貸権の対象拡大、（8）著作権侵害への罰則等を含ん
でいる（20）。公貸権に関する新規定は、デジタル経済法
の第 43 条に盛り込まれた。
　そもそも、改革前の公貸権制度は、1979 年に制定さ
れた「公貸権法」（Public Lending Right Act 1979）（21）と、
制度の具体的な運用方法を定めた「実施要綱」（Public 
Lending Right Scheme 1982）によって規定されてい
た。導入当初は、印刷体の書籍の著者のみを対象とし
た制度であったが、幾度もの細かい修正の結果、支払
いを受ける資格のある者の範囲は格段に広がり、デジ
タル経済法成立前の時点では、著者のほかにイラスト
レーターや写真家、翻訳者、編集者、改作者等、様々
な役割の者達も制度の対象となっていた。この点を踏
まえて、変更の要点を簡単にまとめると以下のように
なる（22）。

・従来の印刷体の図書に加えて、（a）音声による表現
がメインの録音作品（＝オーディオブック）、およ
び（b）それ以外の電子的に記録された作品で、文
字ないし声による表現、または静止画（あるいはそ
れらを組み合わせたもの）がメインのもの（＝電子
書籍）、を新たに制度の対象に含める。

・貸出とは、（a）個人が、一定の期間、図書館から離
れた場所でその書籍を利用できるようにすることで
あるが、（b）その書籍が図書館以外の場所に電子的
な手段で送られる場合（すなわち、遠隔地からのダ
ウンロード）は例外とする。

・録音作品の場合、プロデューサーやナレーターも著
者（author）に含まれる。

　要するに、利用者が図書館に出向いてオーディオ
ブックや電子書籍を借りた場合、その書籍の形態に関
わらず、権利者には公貸権制度に基づいた支払いが行
われる。しかし、利用者が図書館以外の場所から書籍
をダウンロードした場合、それは「貸出」とは見なさ
れず、したがって公貸権制度による支払いの対象とは
ならない。公共図書館が電子書籍等へのリモートアク
セスを利用者に提供する場合は、従来どおり、ライセ
ンス契約が必要とされる。
　デジタルファイル形式のものも含め、オーディオ
ブックや電子書籍を公貸権制度の対象とするという今
回の改正について、ALCS の最高責任者アトキンソン

（Owen Atkinson）氏は、「これはずっと前に行われて
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しかるべき改正であった。もう既に何千人もの著者が、
公共図書館によるオーディオブックや電子書籍の貸出
に対する報酬をもらいそこなってきたのだから」と評
した（23）。しかし、中央政府の財政難により、新制度の
実施は当面見送られることが決まっている（24）。
　次章では、政府の財政状況が公貸権制度に及ぼして
いる影響について見ていきたい。

3. 中央基金（Central Fund）の縮小
　2008 年、リーマン・ショックの余波をまともに受け
た英国は深刻な不況に突入し、2009-2010 年度の政府
の赤字財政は約 1,600 億ポンドにも達した（25）。こうし
た状況を受け、2010 年 5 月に成立した連立政権は公的
支出の大幅な削減を断行したが、現在でも景気の低迷
は続いている。
　不況の影響は英国社会の色々なところに表れている
が、公共施設に対する補助金の削減に伴い、各地で図
書館の閉鎖が相次いでいるのも、その一例である（26）。
そして、制度導入以来、比較的順調に伸びてきた公貸
権制度の予算も、政府の財政難を受けてカットされた。
　そもそも、公貸権制度の財源については、1979 年の
公貸権法で定められた通り、国が創設した中央基金に
よってまかなわれている（27）。この中央基金は DCMS
からの補助金で成り立っており、基金の分配等の業務
を担当している公貸権事務局（Public Lending Right 
Office）によって管理運営されている。補助金の額は、
DCMS と公貸権事務局の合意に基づいて決定されるこ
とになっている。2011 年から 2015 年にかけての補助
金の額は次のとおりである（28）。

　　2011-2012 年度：722 万ポンド
　　2012-2013 年度：708 万ポンド
　　2013-2014 年度：698 万ポンド
　　2014-2015 年度：696 万ポンド

　中央基金への補助金の削減は、DCMS の予算自体が
大幅に削られているためで、公貸権制度のみが補助金
カットの対象とされているわけではない。
　しかしながら、このような状況では、先述したデジ
タル経済法による制度改革の実現が非常に困難である
ことも事実である。政府の試算によれば、非印刷体書
籍の権利者への支払いを行うためには、制度の移行に
伴う一時金 6 万ポンドに加え、毎年 30 万ポンド程度
の追加資金が必要となるという（29）。
　また、中央基金の縮小は、現行の制度のもとで支払
いを受ける権利のある者達が受け取る報酬額にも影響
を及ぼしている。報酬の支払いを受けるには、公貸権
事務局への登録が必須であるが、助成金の減額とは対

照的に、登録者の数は毎年平均 1,200 名ほどの割合で
増え続けている（30）。支払い額は、サンプル図書館に
おける貸出回数をもとに書籍ごとの総貸出回数を算出
し、それに貸出 1 回あたりの単価を掛け合わせること
によって算定されるが、制度導入から 2010 年まで、
この貸出 1 回あたりの単価は、時に停滞こそすれ、決
して下がることはなかった。しかし、2011 年には初め
て、前年の 6.29 ペンスから 6.25 ペンスに引き下げら
れた（31）。今回はわずかな減額にとどまったが、それで
も権利者からの批判がなかったわけではない（32）。今後、
この単価がどのように推移していくのか、注目される。

4. 公貸権事務局の廃止
　公貸権制度に関するその他の主要な変化を一つ挙げ
るとすれば、それは制度の運営を 30 年以上に亘って
担ってきた公貸権事務局自体の廃止が決定したことで
あろう。これは、効率性・透明性の向上のために公的
団体の数を削減するという政府の方針によるもので、
事務局の機能自体は、新しい団体に引き継がれること
になっている（33）。今後、どこがどのように公貸権事業
の運営を引きついでいくのかについての詳細は、2011
年 7 月現在、まだ明らかでない。

5. おわりに
　以上、本稿では英国における公貸権制度の動向を紹
介してきたが、公共図書館における電子書籍の提供
自体、まだ始まったばかりで、未解決の問題が山積み
である。電子書籍のフォーマットや利用条件の統一等
のテクニカルな問題に加え、パソコンや電子書籍端末
を持っていない利用者への対応も忘れる訳にはいかな
い。また、2010 年に PA が発表した公共図書館におけ
る電子書籍の貸出に関する声明（E1119 参照）をみて
も明らかなように、図書館の電子書籍サービス、とり
わけ書籍の遠隔ダウンロードサービスに対する出版社
側の不安は根強い（34）。重要なのは、関係するすべての
セクターが協力し合い、電子書籍の特性を活かしたシ
ステムの構築をしていくことであろう。デジタル経済
法による制度改革が、2013 年以降、どのような形で実
現されるのか、今後の動向を見守っていきたい。

（元シェフィールド大学東アジア研究所講師：
カオリ・リチャーズ）
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学校図書館をめぐる連携と支援：
その現状と意義

1. 学校図書館の充実施策の変遷
　本稿は、学校図書館と公共図書館の連携および公共
図書館による学校図書館への支援についての文献レ
ビューを目的とするものであり、初めに、行政施策の
流れを概観することによって、文献の動向が整理でき
るものと考えている。本来は、連携と支援の両者につ
いて十分なレビューを行いたいところであるが、実際
には連携に関する研究や事例報告は非常に少なく、支
援に重点を置く結果となったことをおことわりしてお
く。
　1997 年の学校図書館法改正以来、学校図書館の充実
のためにいくつかの施策が実施されてきた。財政支援
としては、「学校図書館図書整備 5 か年計画」｢新学校
図書館図書整備 5 か年計画」「地域活性化交付金（住
民生活に光をそそぐ交付金）」などがある。
　「学校図書館図書整備 5 か年計画」（1）では、2002 ～
2006 年度（平成 14 ～ 18 年度）に総額約 650 億円を学
校図書館資料の増加冊数分として地方財政措置が行わ
れたが、不十分であったため（2）、2007 ～ 2011 年度（平
成 19 ～ 23 年度）の「新学校図書館図書整備 5 か年計
画」（3）に基づく 5 年間には増加冊数分だけではなく更
新冊数分も含め約 1,000 億円の財政措置が行われた（4）。
これらの施策の背景には、2001 年に制定された「子ど
もの読書活動の推進に関する法律」の具体化のために
作成された 2002 年 8 月の「子どもの読書活動の推進
に関する基本的な計画」（5）と 2008 年 3 月の「子どもの
読書活動の推進に関する基本的な計画（第二次）」に、
国がこの計画の実施のために財政措置を講ずるよう努
めることが明記されていることがある。
　「住民生活に光をそそぐ交付金」（6）は 2010 年度の政
府の補正予算として計上されたものであり、学校図書
館に限定した予算措置ではないものの、片山総務大臣
の記者会見（7）においてもこの交付金の使途の一例とし
て図書館が挙げられており、さらに、都道府県教育委
員会生徒指導担当課と都道府県教育委員会学校図書館
担当課にはこの交付金の利用方法のひとつとして積極
的に学校図書館を充実するよう促す文書（8）も送られて
いることから、実際にこの交付金を学校図書館に利用
し始めた自治体も見受けられる（9）。
　このような財政支援が実施されても、その支援の内
容の多くは図書購入費や設備の向上の費用など基本的
な整備に使うので手一杯の状態であり、実際に学校図
書館を充実させていくには財政措置だけでは不十分な

ため、他の機関からの支援を受ける必要がある。また、
現在学校図書館として不十分な部分を補うという目的
のためだけではなく、本来の学校図書館の機能をより
よく発揮して児童生徒への読書や学習の支援を行って
いくためには、学校図書館が公共図書館等と連携して
いくのが望ましい。また、今回のテーマとはずれるの
で詳しくは述べないが、博物館も博物館法第 3 条の 11
で「学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又
は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助する
こと」（10）が求められ、また、生涯学習審議会答申（11）や
学習指導要領（12）で学校との連携が求められていること
からも、将来的には学校教育を支援する機関として博
物館との連携も模索していく必要があるだろう。
　上記の財政支援だけでは学校図書館の充実がなかな
かはかどらないため、政府はさらに以下のようないく
つかの事業を実施している。
　1995 ～ 2000 年度の間に 3 回に分けて「学校図書館
情報化・活性化推進モデル地域事業」（13）（14）が実施され、
学校における情報通信ネットワークの充実がはかられ
た。2001 ～ 2003 年度に実施された「学校図書館資源
共有型モデル地域事業」（15）では、蔵書情報のデータベー
ス化および学校図書館のネットワーク化による蔵書等
の共同利用化を進め、蔵書を効果的に利用した教育実
践の在り方などを模索することを目的として、学校図
書館資源共有型モデル地域を指定（46 地域）し、調査
研究を実施するという内容で事業計画が立てられ、子
どもの読書活動の推進や司書教諭の配置の促進と共
に、学校図書館の充実施策のひとつとして位置づけら
れた。2004 ～ 2006 年度には「学校図書館資源共有型
モデル地域事業」の廃止に伴う新事業である「学校図
書館資源共有ネットワーク推進事業」（16）によって、公
共図書館との連携や学校図書館同士の連携による地域
連携型ネットワークを推進し、教育活動を充実させる
ことが施策に盛り込まれた。この構想では、資源共有
化を基盤に教育方法等の共有をはかっていくために、
公共図書館との連携・協力を重視する学校図書館支援
センター機能（17）を確立していくことも想定している。
2006 ～ 2008 年度の「学校図書館支援センター推進事
業」（18）は、学校図書館間の連携や各学校図書館の運営、
地域開放に向けた支援等を行う学校図書館支援スタッ
フを学校図書館支援センターに配置し、さらに指定地
域内の各学校に、支援スタッフと連携・協力の下で諸
事務にあたる協力員を配置することによって、学校図
書館の機能の充実・強化を図る事業である。2009 ～
2012 年度には「学校図書館の活性化推進総合事業」（19）

によって、児童生徒の読書習慣の確立や読書指導の充
実、最新の学習指導要領に示された図書館利用の学習
の実現などのために、公共図書館を中心とする地域と
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の連携による児童生徒の自発的・主体的な学習活動の
支援、教員のサポート機能の強化等をはかっている。
　この 15 年の流れを見ると、コンピュータの設置や
情報ネットワークの充実による基盤整備から具体的な
学校図書館機能の充実へと施策の内容が変化している
ことがうかがえる。本稿では、これらの施策のうち具
体的な学校図書館機能の充実が重点的に行われるよう
になってからの時期を中心に、過去約 10 年間の学校
図書館と公共図書館の連携および公共図書館による学
校図書館への支援についての研究論文および事例報告
についての研究文献レビューを行う。多くの図書館間
あるいは館種間においては、その館種または地域性な
どにより、各館あるいは各館種がその得意とするとこ
ろを提供し合い、互いのサービスを向上させるという
連携が中心であるが、日本の学校図書館については、
その蔵書やサービスの貧弱さゆえに、公共図書館等と
連携を結ぶには至っておらず、一方的に支援を受けな
ければならない状態も、かなりの割合で見られるとい
えるだろう。しかし、将来的には一方的に支援を受け
るだけではなく、連携による学校図書館の役割の発展
を示唆する文献もあることから、本稿では連携・支援
のいずれの視点を持つ文献も取り扱うこととする。

2. 学校図書館との連携や学校図書館への支援に関す
る研究論文とその萌芽

　公共図書館と学校図書館との連携や学校図書館への
支援についての研究は比較的少ない。その視点は次の
3 点に整理できる。
　1 つめは、学校図書館支援の方法の模索である。平
久江祐司（20）は、1960 年代後半からの学校図書館と公
共図書館の連携の歴史を土台に、学校図書館支援セン
ターが教育委員会内に設置された場合と、公共図書館
内に設置された場合のそれぞれにおいて適した支援の
方法があるとし、それを十分に生かすことによる今後
の学校図書館支援の方法を提示している。河西由美子（21）

は、情報リテラシーや学習スキル育成の視点から、情
報化の促進や情報教育の充実をはかるにあたって情報
関係の部署と学校図書館が密接な関係を持ちうること
が学校図書館の発展につながることを示唆し、玉川学
園の事例をふまえて、学校図書館の学習支援機能の理
念を提案している。
　2 つめは、文部科学省の施策としての学校図書館の
機能促進に関する事業の分析である。例えば中村由
布（22）は、学校図書館支援センター推進事業に関するア
ンケート調査の結果から、学校図書館支援センターが、
読書力の向上や授業支援だけではなく、公共図書館と
の連携の促進の役割を求められているにもかかわら
ず、センタースタッフが専任とは限らないことで、こ

のセンターが十分に機能していないことを指摘した。
よってこの事業の課題は、センターの支援スタッフも
各学校に派遣される協力員も雇用条件が十分でないこ
とであると分析している。この推進事業の流れについ
て森田盛行は、2006 年度までの一連の施策の結果、学
校図書館における情報ネットワークの利用については
促進され、学校図書館の担当者によるコンピュータへ
の違和感も払拭されたものの、人の問題はまだ解決さ
れておらず、学校図書館に専門職が常駐することやそ
の専門職が教科教諭を支えることができるように学校
図書館における読書や学習の指導法を確立することの
重要性を示唆している（CA1698 参照）。
　3 つめは教育理論等に基づいた学校図書館の活動の
可能性の示唆である。例えば木幡智子（23）は、学校図書
館と公共図書館の連携事例をもとに、ソビエト心理学
から生じた活動理論を教育学に応用した場合の枠組み
を利用して、子どもの学習権を保障するために、どの
ような連携ができ、またどのような課題があるかを提
示している。枝元益祐（24）は、学校図書館と公共図書館
との連携を主眼においた研究ではないが、いくつかの
教育理論を土台に、成人教育的アプローチからの学校
図書館の学習支援のありかたを示し、その中で、学校
図書館が他機関との連携の中で、生涯学習時代の学習
の土台を築く機関となりうることを示唆している。
　この他、海外の学校図書館と公共図書館サービス
との連携を研究した鈴木守（25）の論文があり、今後の
日本の連携のありかたを考えるにはよい示唆となる。
この文献では、米国教育協会（National Education 
Association：NEA）と米国図書館協会（American 
Library Association：ALA）が学校と公共図書館との
協力に関する原則をいかに確立したかをその報告書作
成の経緯の分析によって明らかにしている。その結果、
学校図書館が必要であることだけに焦点を当てるので
はなく、学校図書館サービスの責任は学校教育を管理
する責任を有する教育委員会にあること、そして、公
共図書館が学校と連携していくことは不可欠だが学校
図書館の代わりではなく独立した機関として学校と連
携していくことに価値があることを明示している。す
なわち学校図書館サービスと公共図書館サービスはそ
れぞれ別の役割をもつ必要な存在であり、かつ連携の
必要性があることが盛り込まれたことに、学校教育の
中心的な機関である NEA と図書館サービスに関する
中心的な機関である ALA が報告書を共同で出したこ
との意義を見出しているのである。
　また、複数の雑誌で関連の特集が組まれている。
1999 年以前にも特集は見られるが、2000 年以降に限
定すると、次のような特集がある。2004 年には『こど
もの図書館』で｢公共図書館と学校（図書館）の連携」（26）
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という、事例報告を中心とした特集が組まれている。
2008 年には、『学校図書館』で「学校図書館支援セン
ター」（27）という主に先進的な支援センターの事例を中
心に紹介する特集を組んでいる。2010 年の『図書館
雑誌』の特集「学校図書館と協働する―チーム学校図
書館」（28）では、事例報告や調査結果が中心で、現状が
抱えている課題についても触れているが、同時に公共
図書館や学校図書館支援センターとの連携や学校図書
館同士のネットワーク化を進めることによって、学校
図書館のサービスを向上させられることを示唆してい
る。
　それだけではなく、2002 年の全国学校図書館研究大
会では「学校図書館支援システムをどう構築するか」（29）

という研究討議が、2004 年の第 34 回の全国学校図書
館大会では、「公共図書館との連携をどう進めるか」（30）

というテーマで合同討議が行われた。さらに、学校図
書館への支援や学校図書館との連携に焦点を当てた特
集ではないが、2002 年の『学校図書館』の特集「地
域との連携・協働を図る」（31）、2010 年の『学校図書
館』の特集「家庭・地域と連携した読書推進活動」（32）、
2011 年の『学校図書館』の特集「言語活動と学校図
書館」（33）などが、それぞれの特集のテーマに関連の深
い題材として連携への提言や連携の事例を取り上げて
いる。
　このように、研究そのものはまだ少ないものの、雑
誌や大会で研究・提言・事例の混在する形ではあれ、
学校図書館との連携や学校図書館への支援に関する
テーマが比較的多く設定されていることは、図書館界
における関心が特にこの数年高まっていることを示し
ていると言え、今後の研究の発展の萌芽ともなりうる
だろう。

3. 学校図書館との連携や学校図書館への支援に関する
事例

　公共図書館と学校図書館との連携や学校図書館への
支援の事例を見ると、資料・人的資源・設備の貧弱な
学校図書館を公共図書館が全面的にバックアップして
いる事例が圧倒的に多く、連携というより支援という
方がふさわしい。文部科学省の施策もあり、学校図書
館支援センターを設けている自治体もあるが、そのセ
ンターの多くは教育委員会内または公共図書館内に設
置されている。教育委員会内に置かれている場合は、
学校図書館が学校教育のカリキュラムとの深い関連を
持つことを示唆するような事業の方向性を持っている
ことがうかがえる。公共図書館内に置かれている場合
は、学校図書館サービスの向上に力点の置かれた支援
となっていることが多い。その両者が上手に組み合わ
さって充実した支援が行われているケースもあるが、

必ずしもバランスのとれた支援内容とはなっていない
場合も多い。そのこともふまえ、ここでは、事例報告
を公共図書館や学校図書館支援センターから受けてい
る支援の内容で分類し、その傾向を考察する。
　公共図書館や学校図書館支援センターの支援の内容
はいくつかの段階に分けられるが、ここでは、（1）開
始したばかりの初歩的な支援のみを行っている段階、

（2）支援がある程度進んでその支援の内容が人材の育
成などを含む基本的な学校図書館サービスをするのに
役立っている段階、（3）支援が進んで今後より先進的
な学校図書館サービスを確立していくのに役立つ段階
の 3 段階に大きく分類する。
　最も初歩的な支援は、貧弱な学校図書館資料を補う
ために、公共図書館が学校図書館に団体貸出を行うこ
とである。授業のカリキュラムに合わせて関連する資
料を貸し出すタイプの支援の事例として、北海道苫小
牧市（34）、島根県雲南市（35）、鳥取県鳥取市（36）、宮城県
大崎市（37）などの事例報告が見受けられる。
　基本的な学校図書館サービスを確立することのでき
る支援の段階として、以下の事例を挙げることができ
るだろう。例えば、北海道恵庭市（38）は、学校司書の配
置が遅れている学校図書館に対して公共図書館の司書
が出張して学校図書館の利用ガイダンスを行う他、担
当教師などに図書館業務の説明会を実施するなどのサ
ポートを始めている。栃木県宇都宮市（39）は、教育委員
会内の学校教育課と公共図書館が連携して、学校図書
館を支援しており、学年ごとに幅広い分野の資料を揃
えたパックの提供、学校の希望に応じて授業のテーマ
に関連して選書した資料の提供の他に、学校司書業務
嘱託員と学校読み聞かせボランティアの研修を行って
いる。千葉県柏市（40）では、公共図書館による支援は事
例報告で見るところ資料の貸出のみであるが、教育委
員会指導課が中心となって、学校図書館アドバイザー
による図書館業務から学習支援の方法に至るまでの多
岐にわたる支援、図書館業務の基本だけではなく、各
校の実践を共有し合う場も持てるような職員の研修、
公共図書館・地域などとの連携、学校図書館同士のネッ
トワークの形成などが行われている（41）。このような研
修の事例で多いのは、司書教諭だけではなく学校図書
館担当者を対象とする研修会、教科の教諭を対象とす
る学校図書館利用に関する研修会、授業支援や学習支
援の方法を指導するタイプの支援などである。
　そして、現在最も充実している支援として以下の事
例を挙げることができるだろう。東京都荒川区（42）（43）

では、区が統括して、教育委員会の指導室長、統括指
導主事、主任学校図書館指導員を配置した学校図書館
支援室を設け、荒川版学校図書館ノート（44）の作成、各
校の蔵書構成や環境整備のアドバイス、指導員ハンド
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ブックの作成、指導員研究会の開催、学校図書館を活
用した指導案作成の支援、学校図書館を活用したモデ
ル授業の実施・授業支援などを行っている。学校教育
カリキュラムにまで踏み込んだ実質的な支援の事例と
いえるだろう。千葉県市川市（45）（46）（47）では、学校図書
館支援センターが授業での学校図書館活用のレベル
アップを目的に、学校図書館活用に関する調査研究、
支援スタッフによる学校図書館支援、物流ネットワー
クや情報ネットワークの整備、各種研修会の実施、学
校図書館や教師への資料提供、学校図書館に関する
データの集約と分析などを行っており、研究的な視点
も持ちながら将来を見据えた事業に取り組んでいる事
例といえるだろう。静岡県浜松市（48）では、公共図書館
に学校図書館支援センターを設置し、司書教諭・教育
委員会指導主事・市立図書館職員などで構成される「学
校と市立図書館連携のための検討委員会」を置き、支
援の方法として、資料の貸出の他、利用ガイダンス、
児童生徒のための学校図書館利用のための手引きの作
成、学校図書館担当者の研修を実施しており、公共図
書館が深く関わっている事例といえるだろう。福岡県
小郡市（49）（50）では、児童生徒の学習支援を明確な目的
とした図書館利用案内や調べ学習等資料集の作成を
行っているところに特徴がある。その他、大阪府箕面
市（51）や石川県白山市（52）、神奈川県座間市（53）などの事
例が報告されている。
　この他に、特別支援学校の学校図書館に対する支援
の事例（54）（55）が見られる。野口武悟（56）よると基本的な
学校図書館の役割は変わらないものの、特別なニーズ
を持つ児童生徒が対象であり、よりきめ細やかなサー
ビスが必要であるにもかかわらず、学校図書館の発展
が遅れ気味であることがうかがえ、今後の課題といえ
るだろう。
　また、公共図書館以外に大学図書館による学校図書
館支援の事例（57）も見られた。所蔵資料の種類もかなり
異なることもあり、まだ珍しい事例ではあるが、大学
の地域貢献が求められる時代の中で、同じ教育機関の
図書館として、新しい可能性を探っていくこともでき
るだろう。
　これらの事例報告の動向をみるとこの 2 ～ 3 年の事
例報告が圧倒的に多く、学校図書館支援にあたり、学
校教育カリキュラムにも深くかかわる形での連携が急
速に増加してきているといえるだろう。この背景には、
学校図書館支援センターの設置の増加があり、この
動向が続けば、公共図書館は図書館サービスそのもの
を支える立場から、教育委員会は学校教育を支える立
場からの支援を共に行うことで、学校教育カリキュラ
ムにより資することのできる学校図書館支援が実施で
き、今後の学校図書館の発展につながるといえるだろ

う。

4. 支援や連携の意義
　学校図書館に対する支援は、学校図書館が児童生徒
の読書や学習、および学校教育のカリキュラムをより
よい形で支援するために行われる。いわば「支援」を
充実させるための「支援」である。
　公共図書館が学校図書館を支援することは、現状の
分析や事例報告から見ると、学校図書館が本来のサー
ビスを行うための基本的な部分をまずはカバーするこ
とが目的となっていることがうかがえる。しかし、一
部においては、より発展的な支援を行うことによって、
よりよい学校図書館サービスを追い求めたり、教育委
員会が学校図書館支援センターを設置して公共図書館
がそのセンターの中で支援の役割を果たしたりしてい
る事例も見られる。このような公共図書館の支援は、
学校教育のカリキュラムとさらに密接な関係を持った
り、児童生徒への読書や学習の支援における新しい方
法を模索したりすることでもあり、現在の学校図書館
の不足部分を補うだけではなく、今後新しい形の学校
図書館サービスの充実につながっていく。その可能性
を現在の研究や実践の動向は示唆しているのではない
だろうか。学校図書館の現状ではもちろんのこと、今
後学校図書館が今より充実したとしても、学校図書館
が公共図書館等の他機関から支援を受けること、また
その先に互いに連携することは、今後の学校図書館の
発展にとっておおいに意義のあることだといえるだろ
う。

（京都ノートルダム女子大学：岩
いわ
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