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※本稿は、国立国会図書館の 2006 年度調査研究事業の成果物である。

米国の図書館に関する研究動向第 4 章

はじめに
　本稿は、米国の大学図書館界における学術情報サー
ビス、特に電子的なサービスについての近年の動向を
紹介・分析した文献をレビューするものである。

　前提となる学術情報流通の本質とこの 10 年あまり
の緊迫した展開について理解するには土屋の論述をみ
るのがよいだろう。土屋 (1) は、学術情報の量的増大
およびその商業化に伴うシリアルズ・クライシスと、
社会全体の電子化・ネットワーク化を背景とした学術
雑誌の電子ジャーナル化とが複雑に絡み合う学術情報
流通の展開を描き出している。

(1) 電子ジャーナルをめぐる動向
　この 10 年あまりで研究者の情報行動は劇的に変
わったと誰しもが思うところだが、それを裏付けるの
が三根の研究である。三根 (2) は、米国を中心に盛ん
に行われている研究者の電子ジャーナル利用調査を網
羅的にレビューし、電子ジャーナルが分野によって普
及度に差はあるものの、その利便性から今や研究者に
不可欠なツールになっている姿を浮かびあがらせてい
る。

　日本が電子ジャーナルを導入し始めた 2000 年前後
には海外の導入事例が数多く紹介されたが、一定程度
普及した近年ではその効果や評価に関心が移っている。
特に、電子ジャーナル特有の契約形態であるビッグ・
ディールが大学図書館にもたらした効果と影響につい
ては関心が高く、多くの論考が発表されているが、加
藤 (3) が論点をまとめて分析している。ビッグ・ディー
ルは、利用タイトルの大幅な増加をもたらし、特に小
規模な大学にとって意義が深くなっているが、逆に毎
年続く値上がり、購読規模維持条件、キャンセル禁止
条件といった大きな課題があることも明らかになって
いる。こうした効果や課題は世界中で共通のものであ
る。

　電子ジャーナルの契約に絡んで近年クローズアップ
されているものに、強大な出版社との契約条件を有

利にするためのコンソーシアムの存在がある。その中
でも、オハイオ州の OhioLINK はよく紹介されるが、
高木 (4) がその活動の展開を伝えている。80 以上の高
等教育機関で構成される OhioLINK は、2003 年時点
で約 6,000 タイトルの電子ジャーナルを契約・提供
しているが、約 4 分の 3 の経費節約という効果をも
たらしたという。また、電子ジャーナルのみならず、
各種データベースや電子ブックなども共同購入・共同
利用し、また総合目録や ILL、電子学位論文、チャッ
トレファレンスなども共同で構築している。渡邊 (5)

の報告によると、他の州や地域でもこのようにコン
ソーシアルな枠組みで電子情報資源の共同購入・共同
利用することは盛んであり、こうした緊密なコンソー
シアム活動は米国大学図書館界のひとつの特色であろ
う。

　米国では、大きな課題のひとつであるアーカイビン
グの問題についても積極的な実験プロジェクトが進ん
でいる。後藤 (6) の分析によると、スタンフォード大
学図書館が主導する LOCKSS、アンドリュー・メロ
ン財団が支援する Portico といった、分散型、集中型
のアーカイビング戦略がそれぞれ進められている。

(2) リポジトリをめぐる動向
　この数年図書館界を席巻しているのは、オープンア
クセス、機関リポジトリの話題である。出版社の寡占
化と価格高騰を背景として、学術情報の自由な流通を
目指すオープンアクセスの動向については、数多くの
論考があり枚挙に暇がないが、特に時実 (7) は、この
潮流の原動力となった SPARC の戦略と行動を軸に分
析している。SPARC は、1998 年の活動開始以来、学
術コミュニケーションの変革に向けて商業誌と競争し
うる代替誌の発行支援に取り組んでいたが、2002 年
前後からオープンアクセスの推進へと戦略の重心を移
しており、ブタペスト・オープンアクセス・イニシア
チブ（BOAI）を始めとする数多くの宣言や、オープ
ンアクセス誌の発行と機関リポジトリの構築という 2
つの戦略に深く関わっている。

4.2 米国における電子的学術情報サービスの動向
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　大学図書館にとって重要なのは機関リポジトリの動
向である。高木 (8) は、マサチューセッツ工科大学の
DSpace@MIT やカリフォルニア大学の eScholarship
等の初期のリポジトリを紹介しながら、リポジトリ事
業を図書館が主導することに伴う課題を描出してい
る。CNI の調査によると、2005 年初頭の時点で、博
士課程まである研究大学の 40%はリポジトリを設置
済みであり、また残りの約 90%も計画中であるとい
う（Lynch et al.(9)）。米国ではリポジトリはデジタル
世界における学問のための基本的なインフラであると
認識されている。

　コンテンツ収集は、研究者がリポジトリを自分に
とって有益なものであると捉えるかどうかにかかって
いる。ロチェスター大学では、教員のニーズ調査を行
い、どのようにすればリポジトリをニーズに合ったも
のにできるか検討している（Foster et al.(10)）。その
結果、研究者は研究や教育の時間を割かれることなく
研究成果を発信したいと考えており、またできあがっ
た研究成果というよりも他の研究者との研究作業の場
を望んでいること等が明らかになっている。

　米国に特徴的なのは、個々の大学での取り組みとと
もに、研究助成機関によって研究成果のオープンアク
セス方針が鮮明に打ち出されていることであろう。世
界最大級の研究助成機関である国立衛生研究所（NIH）
が 2004 年に打ち出したオープンアクセス方針は、議
会を巻き込んで大きな議論を巻き起こしている（尾身
ほか (11)）。納税者の権利という文脈でオープンアクセ
スを追求するこの取り組みの行方は世界中から注視さ
れている。

　また、これはリポジトリ事業とは一線を画すが、米
国では Google や Yahoo!、Microsoft といった巨大企
業とハーバード大学やミシガン大学、カリフォルニア
大学といった大規模大学図書館が協同して、図書館蔵
書のマスデジタイゼーションに乗り出している。鈴木
(12) が、この動きを背景や課題も含めて分析している
が、このようなチャレンジングな活動こそが米国の図
書館界の活力を現しているともいえるだろう。

(3) 電子的情報資源を有効に活用するために
　学術情報流通のメインストリームは電子的なものと
なり、大学図書館も電子的なサービスに重心を移しつ

つあるが、かといってそれら大学図書館提供の電子的
情報資源が教育の現場で広く使われているかというと
心許ない。

　米国で特徴的なところは、電子的情報資源を単に収
集・蓄積するだけでなく、積極的に教育の現場へと還
元しようとする姿勢であろう。マクヴェイ山田 (13) や
上原 (14) は、米国の大学図書館による取り組みの模様
を伝えている。例えば、授業で使う指定図書を電子化
して認証範囲で提供する e リザーブや、学生が授業を
受ける際のポータルとなるコースウェアに図書館サー
ビスを繋げる取り組み、同じくコースウェアでオンラ
イン・チュートリアルを提供する試みなどが紹介され
ている。

　電子的なサービスに重心を移す中で、場所としての
図書館は新たな付加価値を模索している。米国で普
及しつつある、主にネット世代の学部学生が紙媒体の
資料とともに電子的情報資源を活用して、自立的学習、
共同学習を進めることができるようにした施設、ラー
ニング・コモンズの状況を米澤 (15) は描き出している。

　米国における学術情報サービスの動向を、日本で紹
介された事例から簡単に探ってきた。学術情報流通
自体はすでにグローバルなものとなっており、電子
ジャーナルにしろリポジトリにしろ彼我で進捗や課題
にそう大きな違いがあるわけではない。むしろ、紹介・
分析される文献から浮かびあがってくるのは、ニーズ
や環境の変化に対して素早く新たな取り組みで挑戦し
ていく姿勢や、各種コンソーシアムや ARL、SPARC、
DLF といったネットワーク的な活動、豊富な助成制
度を背景とした活発なプロジェクト型活動、調査研究
活動といった、大学図書館界の主体性とでもいうべき
ものではないだろうか。
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