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が21館，大学図書館が5館，専門図書館が2館という構

CA1507
ネット上での合同レファレンス
システムと文献資源共有との関係
−上海図書館と知識ナビゲーション合同ネットワークサイト−
情報技術の飛躍的な発展と図書館業務の絶え間ない

成になっている。そして中心図書館は以下の3種類の
運営モデルを採用している。
（1）公共図書館モデル：主に，共通カードによる貸出
計画。すなわち利用者がメンバー館を1枚のカードで
利用できるシステム。2003年10月までにすべての区・
県レベルの図書館で実用化する。

拡大によって，ネット上のレファレンスサービスは新

（2）研究図書館モデル：外国語およびネットワーク上

しい図書館業務として発展しつつあり，国内外で広が

の資源によって，研究資源の利用効率を上げる。例と

りをみせている。海外で著名なネット上のレファレン

して，上海図書館，上海交通大学図書館，上海生命科

スサービスには，米国のQuestionPoint，24/7，VRD

学院図書館など13の研究図書館が共同購入している

がある。［中国］国内では，国家図書館，上海図書館，

OCLCのNetLibraryがある。

広東中山図書館などが，ネット上でレファレンスサー

（3）専門図書館モデル：本館と専門図書館（分館）の

ビスを展開している。なかでも上海図書館の知識ナビ

情報を組み合わせて，専門情報の共有サービスシステ

ゲーションサイトは，［上海市］中心図書館のネット

ムを構築する。

ワーク運営モデルをよりどころに，大きな特色と活力
を発揮している。

上海市中心図書館は2001年5月28日から「知識ナビ
ゲーション合同ネットワークサイト」計画を実施して

2001年から，上海図書館では上海市中心図書館シス

いる（図１参照）。この計画の主旨は，［上海市］中心

テム計画を展開している。すなわちこの計画は，上海

図書館の蔵書と専門家の情報を十分に利用し，各図書

図書館を本部，要するに中核の図書館として，上海市

館の強みを相互に発揮させて，利用者にネットワーク

内の各公共図書館や大学図書館，科学研究図書館を分

上でレファレンスサービスを提供することにある。

館と位置づけることで，文献資源の共有システムを構

この計画は上海図書館が多数の図書館の参加を得て

築するという事業である。2001年5月の開始から28館

立ち上げたバーチャル･レファレンス･デスク（Virtual

が順次加わり，その内訳は区・県レベルの公共図書館

Reference Desk: VRD）である。 2001年の創設期に

図１

知識ナビゲーション合同ネットワークサイト運営

は，上海市の7つの著名な図書
館の16名のレファレンスライブ
ラリアンによって構成され，今
日までに上海図書館，復旦大学
図書館，同済大学図書館，上海
交通大学図書館，華東師範大学
図書館，上海社会科学院図書館，
上海生命科学図書館，東華大学
図書館，上海水産大学図書館，
第二軍医大学図書館，上海第二
医科大学図書館，上海戯劇学院
図書館，上海杉達学院図書館な
ど13の図書館が参加している。
そして20数名のレファレンス専
門家が志願して，このサイトを
担当している。なお2003年初頭，
香港嶺南大学図書館，シンガポー
ル国立図書館委員会（CA1499
参照），マカオ中央図書館もこ
のネットワークに参加した。参
加館とレファレンス専門家，お
よびサービス分野をまとめたの
が表１である。
ところで上海市中心図書館は
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表１

知識ナビゲーション合同ネットワークサイト参加館

ション合同ネットワークサ
イト」では，中心図書館が
研究図書館と専門図書館の
特色を発揮して，ネットを
通じて上海市民にレファレ
ンスサービスを行っている。
この2年間，
「知識ナビゲー
ション合同ネットワークサ
イト」は専門家によって維
持され，こうした専門的知
識の案内サービスは，一般
利用者に歓迎されている。
上海の一部の公共図書館は
365日サービスを行い，「知
識ナビゲーション合同ネッ
トワークサイト」の立ち上

年月を経て星型の組織を形成し，21の区・県レベルの

げ以来，月毎に相当数の質問に6分以内で回答してい

図書館が共通カード計画によって，上海のあらゆる図

る。多くの利用者が礼状をよこし，当サイトの手助け

書館業務で提携している。すなわち資源の共有を実現

に感謝している。サイトに寄せられる質問の50％以上

しているのである（図2参照）。

は科学研究文献の検索に関する内容で，その次に多い

さらに，各区・県の経済発展の不均衡が原因で，各

のが生活全般に関する質問（約20％）である。多くの

分館の蔵書やサービスにも格差が生じている。このこ

市民がこのサイトを学習や研究に不可欠な手助けと考

とはレファレンスサービスの力量にも明らかに現れて

えているだけでなく，日常生活での良き師，良き友と

いる。こうした状況はいずれ社会の発展要求を満たす

考えている。2003年9月30日までのデータによれば，

ことができず，先進国の公共図書館システムに比べて

質問数は計2,985件，入庫総数（FAQ）は2,187件，１日

大きく立ち遅れることになるだろう。米国のニューヨー

平均9.8件，平均回答時間は48.97時間となっている。

ク市クイーンズ地区は人口約700万人，公共図書館は

なお入庫総数とは，質問が適切で図書館のFAQに登

69館，そのうち中央館が１館で68館は分館である。各

載することになった件数をいう。

分館は中央館の下に置かれている。各分館は少なくと

特に2003年4月から5月にかけての「非典」（新型肺

も1，2名のレファレンスライブラリアンを（米国では

炎：SARS）流行期間には，積極的に利用された。4

図書館情報学の修士号を持つ者がレファレンスサービ

月の質問数は414件，5月は519件，1日平均15.5件であっ

スを担当しなければならない）配置し，クイーンズ地

た。参考までに2003年の月別の質問数を示したのが，

区だけで少なくとも150名のレファレンスライブラリ

図3である。

アンがいる。上海の公共図書館は明らかに数が少なく，
レファレンスサービスが手薄である。「知識ナビゲー

社会の発展に伴って，専門家が個別に1対1でサービ
スするという方式は，広く利用者に歓迎されるように
なった。このため，当サイトは

図２

中心図書館・区県分館共通カードモデル図

専門家グループによる案内サー
ビスの分野の拡大を目指してい
る。たとえば，経済，通信，電
子商取引，物流，体育，万国博
覧会情報，バイオテクノロジー，
法律など国内で急速に発展する
産業に広げる努力をしている。
また，今年4月に上海博物館が
米国から得た北宋の『淳化閣帖』
最善本や，2003年10月の中国人
を乗せた有人ロケットの打ち上
げといった話題についてもネッ
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図３

知識ナビゲーション合同ネットワークサイト
：2003年の質問件数

きたのだが，1999年に18.2％，2000年には17.7％と，
このところ頭打ち，さらには下降しているのである。
これについて，<1> この停滞の原因は何か，<2>
そこから抜け出すにはどうすればよいか，というBBF
誌の問いかけに対し，市立図書館の現場から回答が寄
せられている。
まず<1>についてであるが，おおむね予想される内
容である。例えば，国民レベルでの読書行動の低下，
課金制度の導入による利用者離れ（これはより料金が
高いAV資料の利用はむしろ増えているという事実と
矛盾する），資料購入費の逼迫による蔵書の魅力の低
下，電子資料への対応の遅れ，等々である。

ト上でレファレンスサービスを行っている。

実はそもそも，この数字は単に「登録利用者の割合」

中心図書館の業務は，分館の支持を得て拡大し，ネッ

であって，それだけでは市立図書館活動の停滞を示す

ト上のレファレンスサービスも同じように図書館界の

とは言えないのではないか，という，設問そのものへ

注目を集めている。「知識ナビゲーション合同ネット

の問い直しもある。これはまさに，BBF誌が設問の背

ワークサイト」は独特な分散式の共同運営方法によっ

後に潜ませた問題提起であると思われるが，その問い

て，中心図書館の資源共有ネットワークに頼るだけで

直しの過程で多くの寄稿者が言及しているのは，今日

なく，上海市全体の主要な公共図書館，研究図書館の

では，フランスの図書館界で"UNIB"と呼ばれる利用

蔵書資源を組み合わせ，かつ上海の情報学界の優秀な

者層の数がむしろ重要ではないか，という点である。

専門家を集めて，効率のよい迅速なネット上レファレ

これは"Usagers non inscrits des biblioth ques（登

ンスサービスの提供を実現している。

録をしない図書館利用者）"の略である。かつて市民

中心図書館ネットワークの存在と発展が，「知識ナ

による公共図書館の利用状況を適切に示す数値のひと

ビゲーション合同ネットワークサイト」の後ろ盾となっ

つは登録利用者数，それはつまり，本を借りる人の数

て，活発な広報効果も生じている。同時に同サイトの

であったが，公共図書館のあり方が多様になった結果，

発展も，中心図書館に効率的なサービスの提供を保障

UNIBの存在が以前に増してクローズアップされてい

している。現在このサイトは，こうした強みによって

るのである。UNIBの数を正確に計ることは困難であ

各分野の専門家の参加を増やし，市民への周知を積極

り（特に「サービス対象市民」に占める割合を求める

的に行ってサイトの社会的知名度や影響力の拡大に努

には），ここでは7.5％という数字が上がっているもの

め，社会へのさらなる貢献を目指している。

の，もっと高い調査結果も存在する。
きんこう あ

（上海図書館利用者サービスセンター副主任：金紅亜）

というわけで，この18％前後という数字自体がすべ

ちょう てつ

（上海図書館知識ナビゲーション合同ネットワークサイト管理員：張軼）
（訳

かわさきよしたか

京都大学大学院教育学研究科：川崎良孝）

てを語るわけではないことは，寄稿者の誰もが承知し
ている。しかし同時に，そう言う誰もが一様に「停滞
感」「閉塞感」そのものを認めている。それは，UNIB

Ref: Virtual Reference Desk. (online), a vailab le from <http://

の数を考慮すべしと言う一方でそれを以てしても十分

zsdh. lib rary.sh.cn/ ezsd h/>, (accessed 2003-11-04).

でないとも考えており，市立図書館が自らの活動評価
基準を見失っている，という結果にもなっている。

CA1508
フランスにおける公共図書館利用の停滞感

したがって，<2>についての回答はあまり歯切れが
よくない。抜け出す方策というよりは，その前提とな
る正確な現状分析がまず提案されている。

本 年 （2003年 ）， Bulletin des Biblioth ques de

登録者数減少の原因のひとつとして複数の寄稿者か

France（BBF）誌上で，また，書籍見本市の公開討議

ら挙げられ，かつ，今後の公共図書館活動への示唆と

の場で，フランスの公共図書館の利用状況と将来の展

なる点がある。それは学校図書館との競合である。従

望を巡る議論が行われている。

来，市立図書館利用者の大きな部分を占めてきた児童

最初に，ある数字が示された。フランスの市立図書館

および若年層であるが，コレージュ（中学校），リセ

における，サービス対象人口に対する登録利用者数の

（高校）の図書館が充実し，貸出図書館として，さら

割合の遷移である。1971年の5.9％から，1990年の16.0％

には特にAV資料の利用場所として，中高生の利用が

を経て，1998年の18.4％まで数字は一貫して上昇して

市立図書館からシフトしているのである。もちろん大
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学図書館も同じ傾向が見られる。こうした，同じ地域
で同じサービスをしている機関がある場合はそれらも
含めた利用動向の分析，今後の指針作りが求められる。
また，実際の方策として，図書館運営への市民の参
加を提案する寄稿者もいる。

CA1509
米国教育省によるERIC改革案
米国教育省は，教育資源情報センター（Educational

結局，もはや公共図書館内部のみの調査・分析では
不十分な時代になっている，という認識があり，した

Resources Information Center：ERIC）の効率化・
省力化を図るための改革案を発表した（E077参照）。

がって公共図書館という壁を越え，専門家による大規

ERICは，1966年に設立され，米国の教育関係分野の

模で徹底的なアンケート調査が必要である，というこ

発展のため，教育に関する研究や情報の提供を行って

とになる。当然それは各公共図書館レベルでは実施不

きた。米国教育省の国立教育図書館，クリアリングハ

可能であり，国レベルの調査が求められる。

ウス，サポート機関（ERIC Document Reproduction

この「公共図書館の壁の外へ」というのは，今回の

Service(EDRS) 等）から成り，特に16分野に分かれた

議論のキーワードのひとつである。それは，競合相手

クリアリングハウスは，教育関係についての最新情報

他種の図書館であったり，読書以外の娯楽であっ
たりする

を知ることであると同時に，顕在的・潜

在的サービス対象である市民を，公共図書館の旧来の
視点だけで捉えない，ということでもある。

の発信，ERICデータベース用の資料収集，抄録作成，
書誌作成，質問回答を行う。
なかでもよく知られているのが，ERICデータベー
スの提供である。雑誌，研究報告，会議録，図書など
に掲載された記事100万以上のデータを含み，教育関

書籍見本市で同じテーマで行われた討論会は，国立

係の文献データベースでは世界最大である。規模のみ

高等情報科学図書館学校（ENSSIB）の主催で実施さ

ならずERICシソーラスによる書誌の質の高さと一貫

れたものである。ここではさらに踏み込んだ議論となっ

性の面からも評価は高く，図書館員や図書館支援者に

たようである。特に，パネリストの一人，文化通信省

とって貴重なツールとなっている。インターネット（http:

公共図書館部のグロニエ(Thierry Grognier)氏から，

//ericir.syr.edu/Eric/） で無料で検索可能で， ベン

「競合相手」を知り「顧客」を知る，すなわち，マー

ダーからCD-ROMの購入も可能である。

ケティングの考え方の提案があった際には，少なくと

また，ERICはERIC Digestsを出版している。ERIC

も当日の参加者には図書館人として「顧客」という用

digestsは，教育関係の最新のトピックに関する短い報

語を用いることに抵抗がある者もおり，この発言を巡っ

告書で，インターネットで全文を見ることも可能であ

て議論が白熱した。討論会を主導した，今回の一連の

る（http://www.ericfacility.net/databases/ERIC̲Digests/

議論の仕掛け人であるBBF編集長ベルトラン(Anne-

index/）。

Marie Bertrand)氏も，この点について，「図書館人

こうしたサービスを提供するERICは，教育者，研

は無料サービス，無私の奉仕をする立場であるが，そ

究者，図書館員，保護者，政策決定者および教育の分

の相手は市民である。市民を知るには，企業が（顧客

野に関心を持つ人々にとって非常に貴重な存在となっ

としての）市民を知ろうとするのと同じ方法で知ろう

ている。

としなければならない」と主張した。

今回，米国教育省は，ERICデータベースの効率化
と全文テキストへのアクセスを目的に，ERIC改革草

具体的なアクション・プランの例示がされているわ

案を発表している。改革案発表の背景としては，クリ

けではないが，今回投じられた一石に対し，今後公共

アリングハウスとの契約が2003年12月で，EDRSとの

図書館界がどのように対応してくのか注目される。

契約が2004年6月に切れることがある。

とよ だ とおる

（関西館総務課：豊田透）

改革案と現状との大きな違いは，クリアリングハウ
スを廃止し，ERICに関するすべての業務を，ひとつ

Ref. D b at: La fr quentation d es biblioth ques municipales.
Bulletin des Biblioth ques de France. 48 (1), 2003, 84-101.
D ba t: L a fr quentation des biblioth ques m unicipales. Bulletin
des Bib lioth ques de F rance. 48 (2), 2003, 66-80.
Nillus, C. Client ou usager? L ivres Hebd o, (508), 2003, 84-85.

の契約者に任せることである。改革案によると契約者
が行う作業は，おおまかに以下のようになる。
（1）運営委員会とコンテンツ・エキスパートを組織，
運営する。運営委員会は，12人程度の専門家から成り，
パブリックフォーラムの提案，データベース採録誌に
ついての提案，データベースとウェブサイトのモニター，
雑誌のバックナンバーをデータベースに取り込む可能
性の考慮といった作業を行う。コンテンツ・エキスパー
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トは，クリアリングハウスで推薦された専門家3人か

がワークショップや展示会といった普及活動に，2％

ら成り，データベース採録誌の選定，データベースに

が会議等の旅費に当てられている。米国教育省の草案

採録する非ジャーナルの情報源の特定，普及活動といっ

には，これからの予算規模と配分についての記載はな

た作業を行う。契約者は，運営委員会やコンテンツ・

い。

エキスパートらの意見を参考に，採録誌に関する草案
を提出する。

今後の予定としては，AskERICサイトと質問回答
サービスを2003年12月19日に，ERICクリアリングハ

（2）全文テキストを，可能な限り無料でデータベース

ウスを2003年12月末で閉鎖する。これまで行ってきた

から入手できるようにする。無料で提供できない資料

ERICデータベースの検索，教育関係会議のカレンダー，

については，出版者やアーカイブへリンクをはる。

ERDSへのリンクは引き続き提供する。2004年1月から

（3）データベースの書誌作成を行う。索引は自動的に
付与し抄録は著者や出版者が作成したものを利用する。

ERICデータベースの更新はせず，2004年中には，新
体制を確立し，データ更新を行う予定である。ERIC

（4）オンラインシステムの管理，運営を行う。

のホームページには，ERICに関する一般的な質問を

（5）契約の移行がすみやかに行われるようにする。

受ける通話料無料の電話番号が記されている。
ながむらやす よ

また，この草案には，契約者が，何をいつまでに行

（主題情報部参考企画課：永村恭代）

うかのスケジュールが細かく記載されていて，契約者
のパフォーマンスを評価する項目も記載されている。
こ の米国 教育省 の草案 に対し ， 米 国図書 館協会
（ALA）は，4つの点で疑問をなげかけている。
（1）データベースの書誌作成に際し，索引の自動付与，

Ref: Educational Resources Inform ation Center (ERIC). (online),
available from <http://www. eric.ed.gov/>, (accessed 2003-09-21).
ERIC Annual Report 2002. (online), available from <http://
www.eric.ed .gov/ resources /annual/ind ex. htm l>, (acces sed 200309-21).

既存の抄録の利用，ERIC シソーラスの修正は，デー

Draft Statement of Work 01. (online), available from <http:

タベースの質と一貫性や検索の有効性を損なう。有効

//www. eps. gov /spg /ED /OCFO /CPO/Reference%2DNumber

な索引付与は短期で習得できる技術ではなく，著者や
出版者が作成する抄録は客観性に欠ける可能性がある。

%2DERIC2003/Attach m ents. html>, (accessed 2003-09-21).
ALA. Comm ents of the American L ibrary Asso ciatio n on the
U.S. Departm ent of Education's Draft Statement of Work for

（2）データベース採録誌の選定を行うことになる３人

the Design of ERIC. 2003, 4p. (online), available from <http://

のコンテンツ・エキスパートに，今までクリアリング

www.ala .org/ Tem plate.c fm ?Section=News&temp late=/Content

ハウスが担当していた広範囲な主題分野をまかないき

Management/ContentDisp lay.cfm&ContentID=30867>, (accessed

れるかという問題がある。データベースの質を落とさ
ないためには，他の支援も必要だろう。
（3）現在のクリアリングハウス機能の多くを縮小する

2003-09-21).
ERIC Reauthorization News. (online), available from <http://
www.lib.msu.edu/corby/ education /doe.htm>, (accessed 200311-14).

ことは，特に情報普及の分野で損失である。現在，ク
リアリングハウスは，毎年15万以上の電子メールと電
話に応答することにより，利用者に価値のある情報を
提供している。クリアリングハウスの廃止は，ERIC

CA1510
オープンコンテンツの百科事典ウィキペディア

Digestsをはじめとする出版の中止や，ERICクリアリ

2001年1月15日，米国在住のサンガー（Larry Sanger）

ングハウスが構築してきた情報普及活動の存続を危う

やウェールズ（Jimmy Wales）らはネット上に『ウィ

くすることにつながる。

キペディア（wikipedia）』というオープンコンテンツ

（4）急に移行を行うのではなく，猶予期間を長くとる

の百科事典を立ち上げた。その名称は「ウィキ（wiki

ことで，混乱を未然に防ぐべきである。また，出版者

wiki web）」という協調作業支援システムを利用して

などベンダーへのリンクは，利用者や図書館員に混乱

作成される百科事典であることに由来する。ウィキペ

を招きがちであり注意を要する。

ディアの最終目標はフリー（直接的には無料ではなく

ちなみに，年報によると，2002年度のERICの予算
は1,050万ドルで，内訳は，82％が16のクリアリングハ

自由を意味する）で，かつ情報量と情報の深みにおい
て歴史上最大の百科事典を創り上げることである。

ウスに，17％がサポート機関に，1％が政府関係の出

オープンコンテンツとは創作物が共有状態に置かれ

版その他に割り当てられている。クリアリングハウス

ていて自由に利用できることを示す概念である。具体

の中では，23％がデータベースの構築に，18％がクリ

的な自由の内容については多様な場合があり得る。ウィ

アリングハウスの運営に，17％がERICシステム内のプ

キペディアの場合は，内容の作成が不特定多数のネッ

ロジェクトに，15％がERIC Digests等の出版に，15％

ト利用者に許されており，誰もが自由にウェブページ

が電話や電子メールによる質問回答サービスに，10％

を書き換え，新しい事典項目を追加投稿できる。また，
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検索，利用，あるいは編集参加について登録が前提と

が作成，維持されている。「ウィキペディアン」と呼

されない。

ばれる良心的で，熱心な参加者によるメーリングリス

サンガーはウィキペディアに先行する『ヌーペディ
ア（Nupedia）』というオンライン百科事典企画の主

トなどを通じて討議し，蓄積した慣習，方針が合意事
項となっている。

幹編集者であった。これは査読制度付きで専門家に記

事典項目の執筆に際しては「観点の中立性」を求め

事の執筆を依頼するなど従来の百科事典の性格を残し

られるが，様々な価値観を持つ人々が共同で作業をす

ていた。このためウィキを利用して

より開放的で格

るため，記述内容について見解が割れ，あるいは思想

百科事典として企画されたのがウィキペ

的な偏りが表出することは避けがたい。悪質な登録参

ディアである。ウィキペディアでは不特定多数のネッ

加者の場合には，ウィキペディアの創始者で出資者で

ト利用者の自発的な，いわば草の根的な協力に依存す

もあるウェールズがアクセス禁止処分を決定する権限

る方式を採る。個々の投稿が十全でないとしても，大

を持つが，その適用は例外的である。記述内容の調整

勢の人間が情報資源を共有し，編集を繰り返すことで

は基本的に参加者相互の討議に拠っている。ただし，

内容が結果的に精査されると考えているからである。

討論は専用のリンクページあるいはメーリングリスト

ネット利用者は閲覧者にも，記事の執筆者や編集者に

を通して行われ，事典項目上には現れない。

式ばらない

もなることができる。コンピュータ・ネットワークの

ウィキペディアでは他人の作成したウェブページを

普及によって実現した新しい形式の知的協調作業であ

容易に編集することができるため，著作者の人格およ

る。

びその成果を尊重することも参加者の遵守すべき重要

サイトの立ち上げからわずか2年で，英語版ウィキ

な規範である。作成中のウェブページに，ウィキペディ

ペディアは登録記事数10万件を突破し，2003年10月現

アの内外を問わず，他のページから引用することも多

在では16万件を超えている。また，英語版に続いて世

く，この場合には利用したウェブページのリンクを明

界の様々な言語による版が順次作成され，今日では多

示的に貼り付けるべきとされる。

言語によるサイト集合体を形成している。中国語や日

２. 著作権：思想的背景

本語などアジア系の言語もあれば，エスペラント語の
ような人工言語のサイトもある。ウィキペディアはウィ

ウィキペディアは「GNUフリー文書利用許諾契約
（GNU

Free

Documentation License: GFDL）」に

キを使用する最初の本格的なオンライン百科事典であ

準拠している。GFDLの適用された文章，図等さまざ

り，内容，包摂する分野，地域など多くの面で成長を

まな成果物は一般公衆に対して無条件な再配布，改変

続け，巨大データベースとなりつつある。2003年6月

の自由が承認されなければならない。例えば，GFDL

にはウィキぺディア企画を推進する目的で非営利組織

下にある自身の成果物を誰かが複製した場合にも特別

ウィキメディアが設立された。

な許諾を要求することはできない。また，一度GFDL

１. ウィキと参加者共同体

が適用されれば，その成果物を利用するすべての派生

ウィキはオブジェクト指向分析やパターンランゲー

物にGFDLが適用されるため，連鎖性を持つといえる。

ジなどのコンサルティングを行っているカニンガム＆

ウィキペディアのサイトに自作の記事を載せると，当

カニンガム社が開発した協調作業用の小さなプログラ

該記事は自動的にGFDLの適用を受けるため，参加者

ムである。「Wiki」とはハワイの言葉で「素早く」を

はまずこの点に留意する必要がある。

意味する。ウィキは別のウェブページとの相互リンク

GFDLはコピーレフト契約の1つである。コピーレ

を自動生成するなど，強力な支援機能を持っている。

フトは1980年代のフリーソフトウェア運動で生まれた

ウィキを利用して作成されたウェブページには編集画

ソフトウェアに関する権利概念であった。コンピュー

面へのリンクが付いており，ここをクリックすれば該

タの黎明期にはプログラマーは相互にソースコードを

当ウェブページの内容編集へと進むことができる。ま

含めた情報資源を融通，共有することでソフトウェア

るで自身のホームページを編集するような感覚で，他

の開発を促進していたが，商業ソフトウェアの登場に

人の作成したウェブページを編集することが可能であ

より使用許諾という形で情報資源の囲い込みが行われ

る。また，最初の投稿からの変更を保存しておく履歴

るよ う に な っ た 。 こ れに 反 対 し て ス ト ー ル マ ン

があるため復元も可能である。汎用性が高く，様々な

（Richard Stallman）らがフリーソフトウェアを用い

用途，企画に応用できる反面，システム上の制約が少

たシステム開発を目指すGNU プロジェクトを立ち上

ないため大勢で利用する場合にはルール作成が必要と

げた。その基本理念として考案したのがコピーレフト

なる。ウィキペディアでは参加者による自治的な運営

である。著作者に配慮しつつ，ソースコードを含めて

が重視される傾向にあり，基本方針，投稿の方法や記

ソフトウェアの再配布（その前提としてのコピー）や

述様式，あるいは著作権に関して参加者間で合意事項

改変を可能とする。自由な情報資源の共有が知的創作
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活動を活性化するという点を重視した権利概念といえ

その維持・管理には主としてフィンランド情報社会開

る。

発センター（TEIKE）があたり， 1995年に開始された

３. ウィキペディアの限界と課題

OII（Open Information Interchange）イ ニシアチ ブ

オープンコンテンツに徹している分，ウィキペディ

（注）に端を発する。Diffuseはこれを受け，欧州研究

アには問題も少なくない。内容全体を把握し，調整す

開発第5次フレームワーク計画（FP5）の資金を得て，

る編集者が存在しないため，分野ごとの記事の記述レ

2000年2月から2003年1月までの3か年計画で実施され

ベルや分量に偏りが生じるのは避けられない。内容精

た。FP5におけるIST計画は「ユーザーフレンドリー

査のためにはより多くの参加者を獲得しなければなら

な情報社会」をテーマとし，その観点から4つの重点

ないが，他方で規模が拡大するほど，「観点の中立性」

活動領域を設定している。Diffuseは4領域のうち「新

を維持するための政治的努力が必要になる。

しい業務方法と電子商取引」および「マルチメディア

GFDLにも幾つか問題がある。コピーレフト契約は

のコンテンツとツール」に関連する。

米国著作権法を基に考案されたものであり，法制度の

欧州においてその後の情報政策の方向性を示したと

異なる国で問題が生じた場合について法的有効性は保

されるバンゲマン報告（Bangemann Report）を受け

証されていない。インターネットは容易に国境を越え

て1994年に策定された行動計画の中でも既に明示され

てしまうだけに，問題は複雑である。また，ウィキペ

ていたように，情報社会において欧州が競争力を維持・

ディアでは外部の情報資源を利用することが多く，そ

発展させていくためには，グローバルルールの策定に

れがフリーであるか否かという問題は常に付きまとう。

積極的に関与していくことが必要とされる。国際標準

万が一，フリーでない著作物を勝手に利用してしまう

化活動はその重要な一部である。技術の発展速度が早

ようなことがあれば，それがウィキペディアの企画全

まる中，ある技術が標準となるかどうかは普及率2〜

体を左右しかねない。

3%の時点で定まるとの見方もあり，既に決定された標

ウィキペディアは立上げからまだ3年にも満たない
若い企画であり，課題がどのように解消されていくの
か，今後とも見守っていく必要がある。

準に関する情報のみならず，迅速に幅広く標準に関す
る情報を提供する意義を見出すことができよう。
インターネットが商用利用に開放されるようになり，

ふく だ あきら

（関西館資料部文献提供課：福田亮）

ネットワークを活用してコンテンツを提供しようとい
う試みが激増してきた1990年代半ばは，W3Cが組織さ

Ref: Stalder, F. et al. Op en Source Intelligence. F irst M ond ay.

れて，業界や団体による標準化活動が活発化し，ダブ

7(6), 2002. (online), available fro m <http://www.firstm ond ay.

リンにおいてメタデータに関する議論が開始された時

dk/ issues /issue7̲6/sta ld er/ >, (ac cessed 2003-10-04).
M ayfield, K. Not Your Fa ther's Encycloped ia. Wired News. 2003-

期にあたる。1998年にはW3CでXML勧告が出され，

01-28. (online), available from <http :/ /www.wired.com/news/

XMLが電子データ交換のユニバーサルな構文として

print/0,1294,57364,00.html>( 原 文 ) ； <http://ww w.hotwire d.co.jp/

受け入れられはじめた。こうした流れを受けてDiffuse

news/news/culture/story/20030131208. html>（日本 語訳）,(accessed

も当初はXML関連の標準や仕様を中心にデータベー

2003-10-04).

スが構築されていった。2001年8月に発表された経過

Wikipedia.

(online), available from

<http://www.

wikipedia.

org>, (ac cessed 2003-10-04). ； ウ ィ キ ペ デ ィ ア 日 本 版 . (online),
ava ilab le from <http: / /ja.wikip edia.org.>, (accessed 2003-10-04).
GNU FDL. (online) availa ble from <http://www.gnu.org/licenses/
fdl.ja.html>, < http://www.opensource.jp/fdl/fdl.ja.html>, (accessed
2003-07-14).
岡 村久 道.

特 集： オー プン ソー スソ フト ウェ ア，オー プン ソー ス・ フ

リーソ フトウ ェアの 法的課 題. 情 報処理 . 43(12)， 2002， 1347-1352.
増 井俊之 .

Wiki Wiki Webとそ の仲間 . ASCII. 26(1), 2002, 230-231．

報告書によれば，130か国，週3,000サイトからのアク
セスがあるという。その情報収集においては，適時に
中立かつ質の高い情報を提供するという姿勢を重視し，
参考情報やガイダンス情報を含めて，付加価値性の高
い単一のアクセスポイントを提供することを目指して
いる。
Diffuseサイトでは， 個々の標準・仕様の一覧， ア
ルファベット順索引，検索エンジン，トピックマップ

CA1511
Diffuseプロジェクト
−欧州における電子情報交換に関わる標準ポータルサイトの構築−

のほか，個々の主要技術領域のコンセプトや発達段階
について標準や仕様の応用面からの概観を提供するビ
ジネスガイド，研究・技術開発プロジェクトのリスト，
標準策定に関わっている各種フォーラムのリスト，な

Diffuseは欧州における情報社会技術（Information

ども用意されている。標準策定プロセスには1990年代

Society Technologies: IST）計画のひとつで，電子

後半から，国際標準化団体がトップダウンで策定する

情報の交換に関わる標準や仕様についての包括的なポー

デジュール標準，ある規格が広く使用されて事実上の

タルサイトの構築を目的としたプロジェクトである。

標準として機能するデファクト標準のほかに，同一業
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種の複数の企業等がフォーラムあるいはコンソーシア
ムを作成して規格の相互調整を行うという方法も現れ
た。標準フォーラムのリストが必要とされる背景には
このような事情がある。
図書館関連の標準や仕様も，相互貸借，検索，書誌，
電子データ交換，統計，MARC，メタデータなど幅広
くカバーされている。

CA1512
動向レビュー

電子ジャーナルの出版・契約・利用統計
１．電子ジャーナルの出版傾向
電子ジャーナルの出版タイトル数の推移を正確に追

2003年1月にFP5の期間が終了し，今後Diffuseサイ

跡することは容易ではない。年刊で刊行され，世界の

トがどのように維持管理されていくか，その体制につ

定期 刊 行物 を 収録 し てい る Ulrich's International

いては未定である。次段階FP6におけるISTの重点活

Periodicals Directoryに初めて電子ジャーナルの項目

動領域は，「市民および産業界が最も関心を持つ技術

が登場したのは1988-1989年版からである。これに基

領域への研究の再統合」，「コミュニケーションおよび

づいて電子ジャーナルの出版タイトル数の推移が示さ

コンピュータの基盤」，「コンポーネントとマイクロシ

れることが多い（図1）。しかし年によって出版タイト

ステム」，
「 情報管理とインタフェース」である。Diffuse

ル数の精度にばらつきが見られる。

がFP6でも引き続きプロジェクト資金を獲得すること
ができるかどうか。そのひとつの道筋を2002年12月開

図1

電子ジャーナル出版タイトル数の推移

催のDiffuse最終会議（於ブリュッセル）に見ること
ができる。最終会議では今後のウェブ社会をリードす
る技術として，ウェブ上での分散処理を実現する「グ
リッド･サービス」と，XML，RDF，オントロジーな
どの階層的構成によりウェブ上での意味的処理を可能
にする「セマンティック・ウェブ」とが取り上げられ
た。すでに関連する数多くの技術が提案されている現
在，Diffuseはこれらの技術をターゲットとして標準
化合意を推進する過程を支援することに，自らの存続

出典： Ulrich's International Periodic als D irec toryの各版 の序 文によ る

をかけるものと見られる。
むらかみやす こ

（梅花女子大学文学部：村上泰子）

米 国 研 究 図 書 館 協 会 (Association of Research
Libraries: ARL)では1991年にDirectory of Electronic

（注）OIIイニシアチブは欧州委員会情報社会総局の

Journals ， Newsletters and Academic Discussion

IMPACT2プログラムの一部として発足し，INFO2000

Listsを創刊し ているが， この中から査読付き(peer

（CA1068参照）のもとで，電子情報の交換を促進する

reviewed)電子ジャーナルを抜き出してまとめること

ような標準や仕様についての情報を提供していた。

もある（図2，表1）。
キ ン グ（Donald

Ref: The D iffuse P roject Hom e P age. (online), available from
<http://www.diffuse.org/>, (a ccessed 2003-09-16).

King） 等（1）は ， Ulrich's

International Periodicals Directory の2002年版に基
づき，収録されている250,000タイトルの定期刊行物の

Li, M an-Sze. Diffuse: Interim Rep ort of the IST Diffuse Projec t.
Diffuse, 2001, 9p .
Diffuse. Convergence of Web Services, Grid Servic es and the
Sem antic Web for delib ering e-Services? (online), available
from

W.

<http://www.d iffuse.org/conference3-conc lusions.html>,

うち約15,000タイトルが査読付きの学術雑誌であり，
その内10,200タイトルがオンラインで利用できると述
べている。
大手の出版社やアグリゲータの電子ジャーナルのタ
イトル数は次頁（表２）のとおりである。

(acc essed 2003-09-16).
European Com mission. The priorities of the Sixth Framework

２．電子ジャーナルの価格モデルと契約

Progra mme 2002 - 2006 (RTD Info Special edition). Europea n

スエッツ・ブラックウェル社が2003年に出版社50社

Commission, 2002. 32p. (online), available from <http://europa.eu.

を対象として行った電子ジャーナルの調査（2）によれば

int/comm/research/rtdinfo/pdf/rtdspecial-fp6̲en.pdf>,

(accessed

2003-09-16).
European Commission. Europe's Way to the Information Society
- An Action Plan. 19.07. 1994. (online), available from <http://

冊子体雑誌と電子ジャーナルのバンドル価格を設定し
ている出版社は83%，冊子体雑誌とは別に電子ジャー
ナルの価格を設定している出版社が58%（価格は冊子

europa.eu.int/ISPO/docs/htmlgene rated/i̲C OM(94)347final.html>,

体雑誌の80%から100%相当），冊子体雑誌への追加料金

(accessed 2003-11-10).

として電子ジャーナルの価格を設定している出版社が
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図2

査読付き電子ジャーナル出版タイトル数の推移

表1

出 典 ： ARL Directory of Electronic Jo urnals, Newsletters an d Academic
Discu ssion Lists 1997年版
ARL Directory of Scho larly Electro nic Jou rnals an d Academic Discussion
Lists. (online), availab le from <http://d sej.arl.org/>, (accessed 2003-05-04).

査読付き電子ジャーナルの分野別出版
タイトル数および割合（分野の重複あり）

出典 ：ARL Directory of Sch olarly Electronic J ournals and
Academic Discussion Lists. (o nlin e), availab le from
<http ://dsej.arl.o rg/>, (accessed 2003-05-04).

23%（価格は冊子体雑誌の3%から35%相当）あった。

への実施策に関する声明』の改訂版その１『電子ジャー

EU 諸国では電子ジャーナルに付加価値税(VAT)がか

ナルの利用許諾をめぐる新たな進展』を発表し，電子

かるので(例：英国17.5%)冊子体雑誌と電子ジャーナル

ジャーナルの価格設定を冊子体雑誌から切り離し，冊

のバンドル価格が多くなっているようである。

子体雑誌は電子ジャーナルのオプションとすること，

同社の調査によれば，電子ジャーナルの購読契約に

料金を定額料金，従量料金，定額料金と従量料金の組

当たってコンソーシアム価格体系又は複数サイトユー

み合わせから選択できるようにすること等を主張して

ザ用の価格体系を用意している出版社が63%あり，そ

いる（3）。

のうち冊子体雑誌の購読実績に基づき価格を設定して

現在，商業出版社が図書館コンソーシアムに提供す

いる出版社が6%，パッケージのカタログ価格から値引

るコンソーシアム・サイト・ライセンスはビッグ・ディー

きしている出版社が55％，その他が33%となっている。

ル(Big Deal)と呼ばれるもので，出版社が刊行する雑

図書館コンソーシアムの国際的な団体である国際図

誌の全タイトルを一括して提供するものである。これ

書館コンソーシアム連合(International Coalition of

は一般に契約期間が3年から5年で過去の冊子体の購読

Library Consortia: ICOLC)は，2001年12月に『電子

総額に電子ジャーナルの利用料金として冊子体購読総

的情報の選択と購入を巡る現在の情勢と望ましい方向

額の5%から15%を追加して利用するものであり，冊子
体雑誌の値上り率が6%から7%と低く押さえられ，ILL

表2

電子ジャーナルの主要な出版社・アグリゲータ
とそのタイトル数（概数）

や授業用教材作成への利用も認められている。その反
面契約期間内は冊子体雑誌の中止が原則としてできな
い。ビッグ・ディールは1990年代の後半から急速に普
及し，中・大規模出版社の総収入の20%から58％を占
めるといわれている。ビッグ・ディールは図書館にとっ
ては利用できる雑誌の種類が増え，出版社にとっては
安定した収入をもたらしている。しかしながら，ビッ
グ・ディールについて根本的な疑問が出されている。
それは出版社またはコンソーシアムにとってビッグ・
ディールが持続可能なモデルであるかということであ
る。ビッグ・ディールは図書館の通常経費ではなく，
特別な予算で賄われていることが多い。ビッグ・ディー
ルの更新時期の財政事情によっては図書館が他の財源
を劇的に削減するか，現在とは別のモデルを模索せざ
るを得ない状況のようである（4）。
３．電子ジャーナルの利用統計
ARLの統計によるとARL加盟館106館の図書館資料
費に電子情報資源(electronic resources)の予算が占め
る割合は平均16.25%であり，全体で132億ドルが支出
されている。また，1992-1993年に比べると電子情報

出 典：各 出版社 等のホ ームペ ージ(accessed 2003-10-12)
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表3

COUNTERリリース１で規定された利用レポートの種類

そのためには信頼性があり，比較
可能で， 整合性のある利用統 計
(usage statistics)が必要である。
この達成に向けての重要なステッ
プは，利用データの記録と交換を
管理する国際的に合意された実務
指針の開 発である。 COUNTER
の最初の主要目的はそのような実
務指針を開発することであった。
実務指針については，2003年1月1
4日にリリース1(2002年12月)が公
表された（9）。リリース1は電子ジャー
ナルとデータベースに焦点を合わ
せた指針であるが，将来的には電
子ブックも対象とされるようであ

情報資源の図書館予算に占める割合が増えてくると，

る。リリース１で規定された利用統計レポートは次の

導入している電子情報資源の費用対効果が問われてく

とおりである（表3）。現在，実務指針を遵守している

るのは当然であろう。図書館で利用している電子情報

出版社等は，アニュアル・レビューズ，ブラックウェ

資源の多くは，利用の際にインターネットを通じて出

ル・パブリッシング，インジェンタ，ISI，オックス

版社等のサーバにアクセスするネットワーク情報資源

フォード大学出版局，ポートランド・プレス，トムソ

である。これらの情報資源は従来の図書館蔵書と異なっ

ン・ラーニング／ゲールである（10）。今後は，出版社，

て図書館内部で利用実態の把握をすることができない。

ベンダーおよび図書館関係団体が創設したCOUNTER

異なる出版社，ベンダーから電子情報資源の利用統計

がISOやNISOなどの規格制定団体と協力してオンラ

レポートを入手し，比較することが必要となる。

イン情報資源の利用統計についての標準化を国際的に

ICOLCは，『ウェブベースの情報資源利用に関する

推進していくと予想される。
か とうしん や

統計的測定のガイドライン』 を2001年12月に刊行した。

（熊本大学附属図書館：加藤信哉）

（6）

このガイドラインでは，提供されるべき最低限のデー
タ要素として，セッション回数（ログイン回数），ク

(1) King, D . W. et al. "The ro le of library consortia in electronic

エリー数（検索回数），メニューの選択回数，利用者

journal services". The co nsortium site licence: Is it a sustain-

に提供されたコンテンツ単位の数，アクセス拒否件数

able mod el? Oxford , Ingenta Institute, 2002, 19.

を挙げ，それぞれのデータの集計単位についても規定
している。
ARLが開始した電子情報サービスの統計・評価方法

(2) 2003 Swets Blackwell e-journal survey. Lisse, Swets Bla ckwell,
2003, 20p.
(3) ICOL C. "Statement of Current Perspective and Preferred
Practices

for

the

Selection

and

P urchase

of

Electronic

を構築するための研究プロジェクト，E-Metricsでは

Inform ation (Up date No .1: New Developments in E-Journal

2000年11月から2001年6月にかけて行われたフェーズ2

Licensing)". (online), ava ilab le from <http: //www.library.yale.

でICOLC等の先行事例を基に統計・評価の実地検査を

edu/consortia/2001currentpractices.htm>, (accessed 2003-10-12).

実施した。その結果，多くのベンダーが利用統計デー

(4) Rowse, Mark. The consortium site license: a sustainable

タを全く提供していない，レポートが整合性に欠ける，
レポートのフォーマット，項目が異なる，レポートが
比較できない，ベンダーによって計数の仕組みが異な
る，等の問題点が明らかになった（7）。
一方， 英国の出版社・図書館問題解決委員会
（Publishers And Libraries Solutions Committee:
PALS）利用統計ワーキング・グループの活動から発
展した取り組みであるCOUNTER(Counting Online
Usage of NeTworked Electronic Resources)（8）は，
電子ジャーナルやデータベース等のオンライン情報資
源の利用状況を的確に把握しようとするものであり，

mod el? Libri. 53(1), 2003, 1-10.
(5) Young, Mark. et al. ARL supplementary statistics 2000-01.
AR L, 2002, 40p . (online), available from <http://www.arl.
org/stats/pubpdf /sup01.pd f>, (accessed 2003-10-12).
(6) ICO LC. "Guidelines for statistical m easures of usage of webbased inform atio n resources". (online), available from <http://
www.library.yale.edu/consortia/2001web stats.htm >,

(accessed

2003-10-12).
(7) Shim, W. et al. Improving database vendors' usa ge statistics
reporting thro ugh co llab oration between lib raries and vendors.
Coll Res Lib r. 63(6), 2002, 499-514.
(8) COUNTER. (on line), available from <http://www.projectcou nter.
org/>, (accessed 2003-10-12).
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from

こととなる。そして2001年1月にはOAI-PMHと呼ばれ

<http://www.projectcounter.org/code̲practice. html>, (accessed

るメタデータ収集のためのプロトコル第1版が制定さ

2003-10-12).

れ，さらに翌2002年の6月には第2版が発表されている。

(9)

COUNTER.

Code

of

Prac tice.

(online),

ava ilab le

(10) COUNTER . "Register of Vendors". (online), available from
<http://www. projectcounter.org/articles.html>, (accessed 2003-10-

2. OAI-PMHとは
2. 1

12).
なお ，Shepherd, P . T. COUNTER: from conception to com pli-

プロトコルの概要

OAI-PMHの基本的な枠組みは，
「データプロバイダ」

ance. Learned Publishing. 16(3), 2003, 201-205. に よれ ば ， 2003

と「サービスプロバイダ」と呼ばれる2種類の参加者

年中 に遵 守予 定の 出版 社等 には 米国 化学 会， 米国 物 理学 協会 ，BM

によって形作られる。データプロバイダは，各種電子

Jパブリ ッシング・ グループ ，CABIインター ナショナル ，エブスコ ，
エルゼ ビア ・サイ エン ス， エクス テン ザ， ハイワ イヤ ー・ プレス ，

情報を蓄積したサーバを維持し，OAI-PMHによりメ

物理学 協会 出版， リッ ピン コット ・ウ ィリ アムズ ＆ウ ィル キンズ ，

タデータを開示する。一方，サービスプロバイダは，

ネイチ ャー・ パブリ ッシン グおよ びワイ リーが 含まれ る。

データプロバイダが提供するリポジトリからOAI-PMH
を使用してメタデータを収集し，それに基づき各種の
付加価値サービスを提供する。

CA1513

データプロバイダが維持する「リポジトリ」は，

動向レビュー

OAI-PMHに定義された後述する６つの要求（リクエ

OAI-PMHをめぐる動向

スト）に対して応答することのできるサーバである。

はじめに

一方，サービスプロバイダがメタデータ収集に使用す

OAI-PMH （Open Archives Initiative Protocol
for Metadata Harvesting）は，OAI（Open Archives
Initiative）が策定したメタデータ収集（メタデータ・
(1)

ハーベスティング）のためのプロトコル（規約）である。

る「ハーベスタ」は，OAI-PMHの要求を発行するク
ライアント側の応用ソフトウェアということになる。
続いて，プロトコルに従ってやりとりされるメタデー
タに関する概念と定義について見ていくことにする。

2002年6月に第2版(2)(3)が公表されて以来，OAI-PMHを

まず「アイテム」であるが，これはリポジトリの構

採用する機関，プロジェクトの数は上昇の一途をたどっ

成要素のひとつであり，あるひとつのリソースに関す

て い る 。 未 だに 米 国 情 報標 準 化 機構 （National

るメタデータを複数のフォーマットで蓄積する概念的

Information Standards Organization:NISO），国際

な容れ物（コンテナ）であると定義されている。アイ

標 準 化 機 構 （International

テムにはリポジトリのなかで一意になる識別子が付与

(4)

Organization

for

Standardization:ISO）等の公式の規格とはなってい
ないが，事実上の標準としての地位を確立している。

される。
アイテムと対になる概念として「レコード」がある。

本稿では，まずOAIおよびOAI-PMHの概要，プロ

レコードは，あるひとつのフォーマットで表現された

トコルとしての特質について述べる。次いで，国内外

メタデータのことである。レコードはOAI-PMHの要

における適用事例を紹介し，最後に，OAI-PMHをめ

求に対して，XMLでコード化されて返戻される。

ぐる今後の課題と展望について俯瞰することとしたい。
1.

OAIとは

OAI-PMHでは，複数のメタデータ・フォーマット
によるレコードの送信が認められているが，最低限の

OAIは，メタデータ収集を通じて多様なリポジトリ

相互運用性を保証するために，限定子の付かないダブ

（電子情報庫）間の相互運用を促進することを使命と

リン・コア（シンプル・ダブリン・コア）での送信が

した国際的な運動である。

必須の要件となっている。

OAIの歴史は，1999年10月に米国のサンタフェで開

リポジトリには，複数のアイテムをグループ化する

催された会議にまで遡ることができる 。当時，その

ために「セット」という概念を導入することができる。

数を増しつつあったeプリントアーカイブ（電子論文

例えば，主題，リソース種別（図書，論文，教材等）

保管庫）の相互運用性の確立を目的として開催された

あるいは作成機関などのセットが考えられる。ただし，

この会議において，メタデータの収集を通じて複数アー

セットは必須の要素ではなく，あくまでオプションと

カイブの相互運用を図るという基本的な枠組みが合意

して設定することができる。ハーベスタは，こうした

された。

セットや日付を利用して，リポジトリの中から選択的

(5)

そ の後 ， 2000年 8月 には 電子 図書 館連 合(Digital
Library Federation: DLF) とネットワーク情報連合

にメタデータを収集することが可能になるのである。
OAI-PMHで使用される要求は以下の6つのみである。

(Coalition of Networked Information: CNI)が支援

①Identify（リポジトリに関する情報を取得する）

を表明し，その活動範囲もeプリントアーカイブから

②ListMetadataFormats （リポジトリにおける利用

各種電子情報コンテンツのリポジトリへと拡大される
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③ListSets（リポジトリのセット構造を取得する）

ための研究費が7機関に配分された。助成金の総額は，

④ListIdentifiers（リポジトリからレコード中のヘッ

150万ドルに達する。各プロジェクトは以下の3点の課

ダー情報のみを取得する）

題に取り組んでいる(9)。

⑤ListRecords（リポジトリから条件に合致するレコー
ド全てを取得する）

・複数機関，複数分野にまたがる広範囲なメタデータ
に基づくポータル・サービスの設計

⑥GetRecord （リポジトリから個々のレコードを取得
する）

・アーカイブや特殊コレクションからのメタデータ収
集

このうち，Identify，ListMetadataFormats，ListSets
の3つは，リポジトリに関する情報を入手するための
要求である。残りの3つの要求が，実際にリポジトリ
からメタデータを収集する際に利用される。ほとんど

・特定のトピックに基づく，様々なフォーマットの資
料に関するメタデータ収集
2. 3. 2

データプロバイダ

OAI-PMHに準拠したデータプロバイダの例につい

の要求には引数を指定することができる。

ては，OAIのホームページを参照されたい。2003年10

2. 2

月27日現在，121のリポジトリが登録されている(10)。

プロトコルの特徴

OAI-PMHのプロトコルとしての特徴は，その簡潔

2. 3. 3

サービスプロバイダ

性につきる。可能な限り多くのデータプロバイダが

一方，サービスプロバイダについてもOAIのホーム

OAI-PMHに基づく相互運用性の枠組みに参加できる

ページにリストが掲載されている(11)。以下に代表的な

ように，意識的に限定された機能しか組み込まれてい

事例を挙げる。

ない。

(1) ARC：米オールド・ドミニオン大学が開発した複

また，既存のウェブ技術標準をそのまま活かし，で

数リポジトリの横断検索システム(12)。

きるだけ実装者の負荷を軽減させようという意図が伺

(2) my.OAI：OAI-PMH準拠のデータベースを統合検

える。例えば，要求は全てHTTPのGETもしくはPOST

索するための多機能サーチエンジン(13)。

を使って送信する。それに対する応答にはXMLを使

(3) NDLTD OAI Union Catalog：電子学位論文ネッ

用し， 文字コードにUTF-8を採用している。Z39.50

トワーク （Networked Digital Library of Theses

（ISO23950）のような規格と比較すると，まさに「敷
居の低い」プロトコルと言えよう。

and Dissertations: NDLTD）のOAI版総合目録(14)。
(4) OAIster：上記メロン財団のイニシアチブのプロ

さらに2003年10月には，データプロバイダの負担を

ジェクトのひとつ。イリノイ大学が開発したハーベス

一層軽減するための仕組みである静的リポジトリ・ゲー

タを使用して，203の機関からメタデータの収集を行

トウェイ（Static Repository Gateway）の仕様が公

い，170万件を超えるレコードの検索サービスを提供

開されている 。

している（2003年10月1日現在）(15)。

2. 3

(5) SCIRUS：エルゼビア・サイエンス社が開発した，

(6)

OAI-PMHの適用事例

2. 3. 1

関連プロジェクト

学術文献に特化したサーチエンジン。OAI-PMHによっ

(1) FAIR （Focus on Access to Institutional

て収集されたメタデータを含む(16)。

Resources）：FAIRは英国のJISC（CA1501参照）の

2. 3. 4

国内の事例

助成金によるプログラムであり，2002年1月に開始さ

千葉大学附属図書館では，学内で生産される様々な

れた。OAI-PMH を通じて学術機関の知的資産を配信

電子的な研究成果を蓄積し，保存し，発信するための

し，新たなサービスを創出することをめざしている。

「千葉大学学術情報リポジトリ」の構築が進められて

合計14のプロジェクト（参加機関数50）により構成さ

いる。このリポジトリに蓄えられたコンテンツの視認

れる 。

性をさらに高めるために，OAI-PMHのリポジトリ機

(2) NSDL（National Science Digital Library）：

能が実装された。

(7)

NSDLは全米科学財団(National Science Foundation:

一方，国立情報学研究所では，大学等からの情報発

NSF) が助成するプロジェクトであり，科学に関連す

信を支援することを主たる目的として，平成14年度か

る多様なデジタル・コンテンツを提供する電子図書館

らメタデータ・データベース共同構築事業を開始して

の構築をめざしている。今後5年間で，数百万の利用

いる。国立情報学研究所は，OAI-PMHに準拠したハー

者を対象として，数千万の電子リソースを提供する予

ベスタを開発し，「千葉大学学術情報リポジトリ」か

定である。NSDLのシステム・アーキテクチャにおい

ら定期的にメタデータを収集し，メタデータ・データ

てOAI-PMHは不可欠の役割を演じている 。

ベースに格納している。

(8)

(3) メロン財団のイニシアチブ：2001年8月，メロン財

OAIの枠組みの中で両機関の役割をとらえるなら，

団からOAI-PMHに基づく多様なサービスを開発する

千葉大学がデータプロバイダ，国立情報学研究所がサー
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ビスプロバイダとして位置づけられよう。
3.

<http://ww w.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol. html>,
(accessed 2003-10-27).

今後の展望と課題

3. 1

(3) O AI-PM H2.0日 本語訳 . (online), availab le from <http:// www.

OAI-PMHをめぐる展望

nii.ac.jp/m etadata/oai-pmh2.0/>, (accessed 2003-10-27).

以上，OAI-PMHを適用した国内外の事例を紹介し

(4) Lago ze, Carl et al. The making of the Op en Arc hives

てきたが，このプロトコルが持つ潜在力は，これらの

Initiative Protocol for Meta data Harvesting. L ibr Hi Tech.

適用事例以外にも効力を発揮するに違いない。例えば，
図書館が提供するOPACにOAI-PMHを実装すれば，
分散統合型の総合目録を形成することも夢ではない。
また，各機関で構築が進んでいる貴重書データベース

21(2), 2003, 118-128.
(5) Van de Sompel, H. et al. The Santa F e Convention of the
Open Archives Initiative. D -Lib M aga zine. 6(2), 2000. (online),
available from <http://www.dlib.org /dlib/febru ary 00/ vandesompeloai/02vandesomp el-oai.html>, (accessed 2003-10-27).

や古文書データベースなどの電子図書館に適用するこ

(6) Sp ecific atio n for an OAI Static Rep ository and an OAI Static

とによって，さまざまな付加価値を持ったポータル

Rep ository Gateway. (o nline), available fro m <http:// www.

（統合的情報窓口サービス）を開発することも可能と
なろう。
3. 2

今後の課題

cfm?nam e=programme̲fair>, (accessed 2003-10-27).

今のところ，日本においてOAI-PMH のリポジトリ
図書館の学術情報リポジトリと国立情報学研究所のメ
タデータ・データベースの2つのみである。OAI-PMH
が持つ潜在的な可能性を最大限に発揮させ，さまざま
な付加価値を備えたサービスを開発するには，このプ
ロトコルを世の中に広め，その実装を促すための広報・
普及活動が求められる。
既存のデータベース等をOAI準拠にするための支援ソ
フトウェアの開発も期待される。海外では既にオープ
ンソース化された無償のソフトウェアが多数存在する。
日本においても，こうしたツール類の開発および無償
頒布が望まれる。

2003-10-27).
(9) Waters, D onald J. The M etadata Harvesting Initiative of the
Mellon F oundation. ARL Bimo nthly Repo rt. (217), 2001. (o nline), available from <http :// www.arl.org/newsltr/217/waters.
htm l>, (a ccessed 2003-10-27).
(10) Registered Data Providers. (online), available from <http://
www.openarchives.org/Register/BrowseSite s.pl>, (accessed 200310-27).

//www.openarchives.org/service/listp roviders.htm l>,

(12)

ARC.

(online),

available from <http :// arc.cs.odu.edu/>,

(accessed 2003-10-27).
(13) my.O AI. (online), available from <http :/ /www.myoai.c om/>,
(accessed 2003-10-27).

rocky.dlib.vt.ed u/˜etdunion/cgi-b in/index.pl>,

昨今，様々な「電子図書館」プロジェクトの旗の下
に，多種多彩な電子情報資源が日々生産され，インター
ネット上に蓄積されている。しかしながら，これらの
情報資源は現状では孤立した存在であると言ってよい。
利用者は個々の情報資源の提供場所を探し出し，そこ
を訪問し，それぞれ異なるインターフェイスを介して
情報にアクセスすることを強いられている。
貴重な電子情報資源をインターネットの大海のなか
の「孤島」に終わらせないためにも，「孤島」間の相
互利用性を確立する枠組みの構築が求められている。
本稿で紹介したOAI-PMH はそのための鍵となる要素
技術である。多様な可能性を秘めたこのプロトコルの
なお一層の浸透が望まれる。
お じろこういち

（千葉大学附属図書館：尾城孝一）
(1) Open Archives Initiative. (online), availab le from <http://
www.o penarchives.org/>, (accessed 2003-10-27).
Open

(accessed

2003-10-27)

(14) ETD OAI Union Catalog. (online), availab le from <http://

おわりに

Archives

Initiative

P rotocol

for

M etadata

Harvesting [Protocol Version 2.0]. (online), availab le from
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(8) NSD L. (online), available from <http://nsdl.org/>, (accessed

(11) Registered Service Provid ers. (online), available from <http:

また，新規にOAI準拠のリポジトリを構築したり，

The

(accessed 2003-10-27).
(7) FAIR . (online), available from <http :/ /www.jisc.ac.uk/index.

としての機能を備えたデータベースは，千葉大学附属

(2)

openarchives. org/ OAI/ 2.0/ guidelines- static -repo sitory. htm >,

(accessed

2003-

10-27).
(15)

OAIster.

(online),

available

from

<http://oaister.um dl.

um ich.ed u/ o/oaister/>, (accessed 2003-10-27).
(16)

SCIRUS.

(online),

available

com/ >, (acc essed 2003-10-27).

from

<http://www.scirus.
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は，わが国の「初等教育における情報リテラシー教育」
に関する部分が新しい(11)。また，長谷川は，「情報リテ

CA1514

ラシーと大学図書館」をめぐって，教科「情報」の影

研究文献レビュー

利用者教育
−「情報リテラシー」
との関わりを中心に−
はじめに

響など，最近の動向をまとめている(12)。
安藤のいうように，わが国の文献については，「館
種別でみると，大学図書館における利用教育及び情報
リテラシー教育に関する文献が多い。大学図書館の場

本稿では，2001年以降を対象とし，「利用者教育」

合，研究面では，調査研究，外国研究，理論研究，実

に関するわが国（日本語）の研究文献（実践報告など

験研究，歴史研究など数多く多種多様であり，実践面

を含む）のレビューを行う。雑誌論文・記事のほか，

においては，国立大学附属図書館を中心とした事例報

図書や報告書なども取りあげる 。

告が多い。一方，公共図書館と学校図書館の場合，文

(1)

利用者教育（user education）については ，日本

献が少なく，低調で，研究面では，外国研究（主にア

図書館協会（JLA）からガイドラインが発表されてお

メリカ）が多い」(13)。実践面でも，研究面でも，館種に

り，「大学図書館版」「学校図書館（高等学校）版」

よる「温度差」が存在することは，館種ごとの機能，

「公共図書館版」「専門図書館版」と，4つの館種にわ

環境，歴史などの違いによって，ある意味で当然では

たっている(3)。利用者教育に関するものとしては初め

ある。それをどう解釈するかが，今後の課題であろう。

(2)

(4)

てのハンドブックも刊行されている 。また，雑誌の

動向を多様な観点から分析する必要がある。

特集として取りあげられたり ，学協会の年次大会で

2. 大規模な実態調査の実施（調査研究）

(5)

テーマになったりするなど，利用者教育は，実践のう

大規模な実態調査がしばしば行われ，結果を報告し

えでも，研究テーマとしても，その重要性・必要性が

た文献が出されている。中島らは，全国の大学図書館

広く認識されて，一定の実績や成果が出てきている。

（大規模大学）を対象としたアンケート調査を実施し

レビュー論文･記事が相次いで発表されたことは，一つ

（2001年実施，悉皆調査），過去の同様の調査との比較

の表れであろう。この点から，本題に入っていこう。

を含め，分析を行なっている(14)。橋は，全国の大学・

なお，利用者教育をめぐっては，近年，情報リテラ

高専図書館を対象としたアンケート調査を実施してい

シー（information literacy）やその教育との関わり

る（2000年実施，悉皆調査）(15)。地域を限定したもので

で論じられることがほとんどである。本稿でも，情報

あるが，短期大学図書館（九州地区）を対象としたア

リテラシー（教育）を視野に入れるが，図書館とは直

ンケート調査も行われている（2001年実施）(16)。三浦ら

接関係のない文献は対象としない。

は，「大学における教育改革と大学図書館の役割」に

1. 国内を対象とするレビューの登場（動向研究）

関するアンケート調査（2001年実施，悉皆調査）のな

海外の利用者教育・情報リテラシー（教育）を対象

かで，利用者教育に関する設問を設けている(17)。これ

としたレビューは存在していたが，わが国を主な対象

らの調査によれば，（新入生）オリエンテーションや，

としたものが登場したことは，注目すべき点であろう。

図書館内や授業での「図書館」「文献」利用法の指導

赤瀬によるレビューは，「情報リテラシーと利用教育」

などについては広く行われるようになっているが，

について，1992年頃から2001年頃までの文献を対象に

「レポート作成（法）」の指導など，「情報リテラシー」

している 。館種としては，大学図書館と公共図書館

として「期待される」内容については，そこまでは至っ

を取りあげている。安藤は，これに学校図書館を含め，

ていない。

(6)

赤瀬の取りあげなかった文献を中心に，1999年から

公共図書館については，全国公共図書館協議会が

2001年を対象として，「図書館利用教育・情報リテラ

「電子図書館」に関するアンケート調査のなかで，「情

シー教育」についてレビューを行なっている(7)。安藤

報リテラシー支援講座」について尋ねている（2001年

は，そこで漏れのあった文献を含め，2001年から2002年

実施，公立図書館への悉皆調査）(18)。コンピュータ，

についてもレビューを行なっている(8)。こちらは，大

インターネット，OPACに限定したためか，実施率は

学・大学図書館が中心になっている。これら３つのレ

5％に留まる。野末は，公立図書館を含む生涯学習施

ビューによって，利用者教育・情報リテラシー（教育）

設を対象とした「情報化に応じたサービス」に関する

に関する最近の国内文献は，相当程度まで網羅するこ

アンケート調査のなかで，「『情報』に関する講座等」

とができる(9)。

について尋ねている（2000年実施，都道府県立・市区

上記のほかにも，市村は，「日本の情報リテラシー
教育」について，「教育政策」のレビューを行なって
おり，公共図書館への言及がある(10)。増田によるレビュー

立図書館への悉皆調査）(19)。「情報」を広く捉えたため
か，実施率は15％に上る。
対象や範囲を限定して，より詳細な分析を行う例も
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ある。例えば，石川らは，12大学（図書館）の新入生

けに講座を開催する，という試みもある(34)。今後も各

オリエンテーションについて，指導内容や教授法など

館種からの実践の成果を待ちたい。

を分析している 。今後は，利用者を対象とした調査，
(20)

海外の実践や動向を紹介，分析した文献も少なくな

インタビューなどによる質的な調査，教育の評価（効

いので，ここで触れておく。大学図書館を対象とした

果）に関わる調査など，「実施状況の数量的な把握」

ものが多いが(35) ， 公共図書館を対象としたものもあ

を超える調査が増えることが期待される。

る(36)。ウェブなどを利用した試み（いわゆるｅラーニ

なお，JLA「日本の図書館」の調査（毎年実施）に

ング）についても注視しておきたい(37)。

は，大学図書館に対して利用者教育について尋ねる項

学校図書館については，米国の新しい基準である

目がある 。また，今年は，同調査において，利用者

『インフォメーション・パワー：学習のためのパート

教育をテーマとする附帯調査が実施されている。大学

ナーシップの構築』（アメリカ・スクール・ライブラ

図書館を対象とした悉皆調査であり，調査項目も詳細

リアン協会ほか編，渡辺信一監訳，同志社大学，2000）

であることから，集計結果の公表が待たれる。

に関する研究文献のレビューを行った岩崎らの論考を

3. 様々な実践の報告・考察（事例研究）

挙げておく(38)。米国では，
『インフォメーション・パワー』

(21)

実践事例の報告・紹介やその考察・分析を通して得

に含まれる「児童・生徒の学習のための情報リテラシー

られる示唆は少なくない。ただ，そうした文献はかな

基準」（アメリカ・スクール・ライブラリアン協会ほ

りの数に上るため，すべては取りあげられない。まず，

か，1998年）のような基準や指針が策定，活用される

わが国の大学図書館・学校図書館について，「授業」

など，学校図書館や大学図書館を中心に，「情報リテ

に関わるものに絞ってみていこう。

ラシー」をキー概念として利用者教育が組み立てられ

大学において，図書館が「情報リテラシー」の授業

ようとしている(39)。海外については，今後，米国以外

に対して，計画から実施にわたり，教員と連携，協力

の実践・動向についても研究が待たれる。

しながら積極的に関わった例としては，京都大学や慶

4. 理論的基盤の模索（理論研究）

應義塾大学がよく知られているが(22)，ほかにも実践が

理論的な研究にも目を向けておきたい。瀬戸口は，

ある。例えば，明治大学については，実施上の課題や

「情報リテラシー概念」について，米国およびわが国

「生の声」を記した報告がある 。伝統的に利用者教育

における変遷を整理したうえで，メディアリテラシー

が積極的に展開されてきた医学（系）図書館からの実

などの類似概念との関係を分析している(40)。また，野

践報告にも目を向けたい(24)。また，授業の「全体」で

末も，図書館における利用者教育にも触れながら，同

はなく，「一部」を図書館が「借りて」実施される形

様の論考を示している(41)。中村は，学校・学校図書館

式（いわゆる「ゼミガイダンス」など）は，専門分野

を念頭に，米国における「インフォメーション・リテ

の授業内容や課題と連動して指導されるため，強い動

ラシー」概念について，「図書館関係団体の文書」を

機づけが期待されるが，引き続き，盛んな実践が展開

対象にしたレビューを行なっている(42)。大城は，米国

されている(25)。

の大学・大学図書館を対象に「情報リテラシーとは何

(23)

なお，大学では，図書館とは独立したかたちで実施

か」を整理している(43)。しばしば「コンピュータの操

される「情報リテラシー」の授業もある。本稿の文脈

作能力」と同義にすら用いられる「情報リテラシー」

では，特に図書館情報学担当教員による授業実践を指

に対して，「図書館情報学」として理論的な枠組みを

摘するに留める 。

模索するこれらの試みには意義があろう(44)。

(26)

授業に関連して，「教材」の研究も一つの流れとし

今後の展開として，瀬戸口の論考には注目したい(45)。

て押さえておきたい。例えば，原田によるデータベー

瀬戸口は，C. Bruceの「関係的アプローチ」に注目し，

スに関する調査や ，横塚らによるウェブページを使っ

先行・関連研究のレビューを踏まえて，分析を加えて

た教材開発(28)などがある。さらに，CAI やパスファイ

いる。単なる「言葉」上の規定に留まらず，教育・学

ンダなども，教材あるいは「ツール」として捉えるこ

習に展開できる情報リテラシー概念をめぐる研究の方

とができる 。ウェブ上で展開する「電子パスファイ

向を示したものとして期待したい。

(27)

(29)

ンダ」の開発も進んでおり(30)(31)，今後が注目される。

ほかにも，学校教育課程（学習指導）における「図

学校図書館では，「調べ学習」に関するものなど，

書館的方法」の位置づけを整理した室伏(46)，情報の評

「授業」に関わる様々な文献を見出すことができる。

価技能の育成における学校図書館の役割を論じた平久

ここでは，新学習指導要領で全面的に実施された「総

江(47)，組織における情報共有化（ナレッジマネジメン

合的な学習の時間」と図書館との関わりをめぐる事例

ト）の必要性の点から利用者教育に言及した戸田(48) な

報告を挙げるに留める(32)。また，公共図書館による実

どの論考のように，図書館が「教育」に果たす意義や

践の報告も出てきている(33)。大学図書館が地域住民向

役割を裏づける試みは，今後も求められていこう。
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なお，小山による歴史的な研究も見逃してはならな
(49)(50)

い

。「情報リテラシー（教育）」という「理念」の

もとで，ややもすると無制限，無方針に「拡大」を続
ける利用者教育に対して，その「源流」を辿ることは
意味を持つだろう。

52(11), 2002, 549-585.； 小 特 集 ： 利 用 者 教 育 ． 大 学 の 図 書 館 ．
20(9), 2001, 166-172.
(6) 赤 瀬 美 穂 ． 情 報リ テ ラ シ ーと 利 用 教 育． 図 書館 界 ． 53(3), 2001,
314-321.
(7) 安藤 友張 ． 図書 館利 用教 育・ 情報 リ テラ シー 教育 をめ ぐる 動向 ．
情報 の科学 と技術 ．52(5), 2002, 289-295.
(8) 安 藤友 張．「情 報リテ ラシー 」「情報 リテ ラシー 教育」「 図書館 利用

おわりに
以上，利用者教育をめぐる研究動向を概観してきた。
今回は，館種ごとではなく，研究手法に基づき，4つ

教育 」を めぐる 最近の 動向．短期 大学図 書館研 究．(23), 2003, 19-25.
(9) 本稿 も， こ れら のレ ビュ ー， と りわ け安 藤に よる とこ ろ が少 なく
ない 。取 り上げ る文 献も 重複す るも のが多 いの で， 譲れる とこ ろは

の観点からまとめた。旧来から利用者教育が目標とし

譲り ，本 稿では 研究 動向 の「流 れ」 を記 述する こと に重 点を置 きた

てきた「図書館（図書館を介して利用できる資料や情

い。 なお， JLA図 書館 利用教 育委 員会編 集発行 の『 通信 』
（ 年4回発

報）を利用する知識や技能」，すなわち「図書館リテ

行， 2003年から メー ルマガ ジン 形式 に移行 予定 ）に は，利 用者 教育

ラシー」が，情報リテラシーの重要な一部であるとい
う認識に基づき，情報リテラシー教育という社会的文
脈に図書館を位置づけるという意識が，館種を超えて，
大きな流れを作っている様子が感じられた。

に関 する最 近の文 献リス トが定 期的に 掲載さ れてい る。
(10) 市 村櫻子 ．日 本の情 報リ テラシ ー教育 のレ ビュー ．情 報の科 学と
技術 ．52(11), 2002, 557-561.
(11) 増 田和子 ．情 報リテ ラシー 教育 の研究 動向 ．図書 館情 報学研 究．
(2), 2003, 39-63.

今後の課題は様々に指摘できるが，とりわけ，情報
通信環境の進展に伴って変わってきた利用者のニーズ
（潜在的なものを含む）や(51)，情報探索・利用行動の様
式に対応するために(52)，利用者研究（user study）と
の連携を深めていくことが鍵となろう。また，指導に
あたる図書館員の技能・知識やその育成（養成・研修）
をめぐる問題も重要であることも強調しておきたい。
誌面の制約もあり，文献については選択的に取りあ

(12) 長谷川 豊祐．情報 リテラ シーと 大学図 書館．現 代の図 書館．41(3),
2003, 163-173.
(13) 前掲 (7), p.293
(14) 中 島幸子 ほか ．大規 模大 学大学 図書館 にお ける利 用教 育の研 究．
同志 社図書 館情報 学．(14), 2003, 16-36.
(15) 橋 洋 平． 大学 ・高 専 図書 館に おけ る情 報リ テ ラシ ー教 育 調 査報
告

．

(online),

<http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-

available

from

Club/ 4479/# rep ort>,

(accessed 2003-11-20). な お ， この 報 告は ， 平 成12年 度科 学 研究 費
補 助金 奨励 研 究(B)「 高専 図 書館 を 利用 し た情 報 リテ ラ シー 教 育の

げた場合がある。個々の紹介も簡略に留めた。不足す

実践 ：方向 性と課 題」（研究 代表者 ：橋洋 平）に よるも のであ る。

る部分は，文中で紹介した文献（特にレビュー）に譲

(16) 谷 川麻樹 ほか ．利用 教育 の実情 ：九州 地区 私立短 期大 学図書 館協

りたい。なお，今回は，専門図書館はほとんど取りあ
げられなかった。また，主に学校図書館に関わる読書

議会 加盟館 を中心 として ．短期 大学図 書館研 究．(22), 2002, 71-79.
(17) 三 浦 逸雄 （研 究代 表者 ）． 大学 改革 と大 学図 書館 の学 習 ・教 育支
援機 能： アンケ ート 調査 結果 （平成 12〜13年度 科学 研究費 基盤 研究

教育・指導や，マスメディアの文脈を重視したメディ

(B) 「大 学図 書 館の 学 習・ 教 育支 援機 能 に関 す る日 米比 較 研究 」）．

アリテラシー（教育）などは，対象としていない。文

東京 大学 大学 院教育 学研 究科 図書 館情報 学研 究室 ．2002, 52p. (o n-

中，敬称は省略した。

line),
の ずえとし ひ

こ

（青山学院大学文学部：野末俊比古）

available

from

<http://www.cl.aoyama.ac.jp/˜tnozue/

ugl/>, (accessed 2003-11-20).
(18) 全 国公共 図書 館協議 会編． 2001年度公 立図 書館に おけ る電子 図書
館の サー ビスと 課題 に関す る実 態調 査報告 書． 全国 公共図 書館 協議

(1) 雑誌 につ いては ，概ね 「雑誌 記事 索引」 <http://opac.ndl.go.jp/ >
に採録 され ている 図書 館情 報学関 係雑 誌や 大学紀 要を 中心に した 。
図書や 報告 書など につ いて は，か なり 選択 的に取 りあ げた 。報告 書
につい ては， ウェブ で公開 されて いるも のとし た。

会 ， 2002, 76p . (o nline), available from <http://www.library.
metro.tokyo.jp/15/ 15840.htm l>, (accessed 2003-11-20).
(19) 野 末俊比 古． 生涯学 習施 設にお ける情 報化 に応じ たサ ービス の実
施状 況等 に関す る調 査． 青山学 院大 学文学 部教 育学 科野末 研究 室，

(2) 「 利用者 教育 」には ，
「 図書 館利用 教育 」
「 図書館 利用 指導」「図 書

2001, 47p .

(o nline), available from <http://www.cl.aoyam a.ac.

館ガ イダ ンス 」 など の類 義 語が ある が， 本 稿で は，「 図 書館 にお い

jp/˜tnozue/ lll/>, (accessed 2003-12-10). な お， こ の調 査は ， 平成

て」 また は「 図 書館 (員)が 関わ って 」実 施さ れる 「 指導 的」 なサ ー

11〜 12年 度 科学 研 究費 基 盤研 究 (B)「 電 子・ ネ ット ワ ーク 環 境下 に

ビス (instructio n service)や活 動 を 包括 す る用 語 とし て 「 利用 者 教

おけ る 研究 者・ 学習 者 の情 報利 用 行動 に関 する 実 証的 研究 」（ 研究

育」を 用い る。 ただし ，取 りあ げる文 献中 の用 語をそ のま ま使う 場
合があ る。
(3) 日 本 図書 館協 会図 書館 利用 教 育委 員会 編． 図 書館 利用 教育 ガイ ド
ライ ン合 冊版 ．東 京， 日 本図 書館 協会 ， 2001, 81p .

代表 者：内 藤衛亮 ）によ るもの である 。
(20) 石 川敬史 ほか ．大学 図書 館にお ける新 入生 オリエ ンテ ーショ ンの

な お， 収録 さ

れてい る「 大学図 書館版 」「学校 図書 館(高等 学校)版」 は1998年に ，

実証 的考察 ．図書 館情報 学研究 ．(2), 2003, 23-37.
(21) 日本 の図 書館 ： 統計 と名 簿． 東 京， 日 本図 書 館協 会， 1953-． 年
刊．

「公 共図 書館版 」「専門 図書 館版 」は1999年 にそれ ぞれ 公表 された も

(22) そ れぞれ をま とめた 図書と して 次があ る。 長尾真 監修 ．川崎 良孝

のであ るが ，本書 は， それ に「 総合版 」を 加えて ，編 集し 直した も

編． 大学 生と 「情報 の活 用」 ：情報 探索 入門： 京都 大学 全学共 通科

のであ る。

目講義録．増補版．京都，京都大学図書館情報学研 究会，
2001,197p .；

(4) 日 本 図書 館協 会図 書館 利用 教 育委 員会 編． 図 書館 利用 教育 ハン ド
ブック ：大学 図書館 版．東 京，日 本図書 館協会 ，2003, 209p.
(5) 例 えば次 のも のなど 。特集 ：情 報リテ ラシ ー．情 報の 科学と 技術 ．

慶應義 塾大学日 吉メデ ィアセン ター編． 情報リテ ラシー 入門．東 京，
慶應 義塾大 学出版 会，2002, 119p.
(23) 大野 友和 ． 図書 館リ テラ シ ー教 育と 学生 の 反応 ．図 書 の譜 ． (7),
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2003, 17-34.； 斎藤 晢 ． 大学 図書 館 の利 用 教育 を考 え る： 明 治大 学
にお け る 『 図 書館 活 用 法 』 講座 の 実 践 の 中 か ら ． 図 書 の 譜 ． (6),
2002, 176-193.

ける 利用教 育．堺 女子短 期大学 紀要． (36), 2001, 47-59.
(37) 上 原恵 美． 大学 図書 館と e-learning： カナ ダ・ 米国 の大 学図 書館
を訪 問して ．大学 図書館 研究． (68), 2003, 45-57.

(24) 例え ば，新 しい もので は次 の文献 など。 野村 美智子 ほか ．図書 館

(38) 岩崎れ いほか．『イン フォメー ション・パ ワー：学 習のため のパー

員と教 員が 連携し た課 題解 決型学 習に おけ る情報 検索 指導． 医学 図

トナ ーシ ップ の構築 』に 関す る一 考察 ．同 志社 図書 館情報 学． (13),

書館 ． 50(2), 2003, 141-146.；大 川 陽子 ． 授 業を 支 援す る 図書 館 利
用教育 の展開 ．医学 図書館 ．50(2), 2003, 147-149.

2002, 27-52.
(39) 野 末俊比 古． 米国に おけ る利用 者教育 の方 向：大 学・ 学校図 書館

(25) 多 くの 報告 があ るの で， 二 つだ け挙 げる 。 青山 弘．「 授業 と連 携
した」 図書 館ガ イダン スの 可能性 ：岐 阜大 学の事 例を 中心 に．大 学
図書 館研 究． (65), 2002, 58-66；杉 田 いづ みほ か ．三 重 大学 附属 図
書館 の情 報リ テラ シー 教育 支援 ． 情報 の科 学と 技術 ． 52(11), 2002,
569-574.

の基 準を中 心に[ CA1445]．カレントアウェアネス．(268), 2001, 9-12.
(40) 瀬 戸口誠 ．情 報リテ ラシ ー概念 に関す る一 考察． 同志 社図書 館情
報学 ．(12), 2001, 39-68.
(41) 野 末俊比 古．

第5章 情 報リテ ラシー

． 情報探 索と 情報利 用．

東京 ，勁草 書房， 2001, 229-278.

(26) 例え ば次の 文献 など。 川原 亜希世 ．学 生の図 書館 利用経 験から 図

(42) 中 村百合 子． 図書館 関連 団体文 書にみ る米 国にお ける 「イン フォ

書館利 用教 育の意 義に つい て考え る： 北陸 学院短 期大 学「 情報サ ー

メー ション ・リテ ラシ ー」の 変遷． 日本教 育工 学雑誌 ．26(2), 2002,

ビス 論 」 の 授 業 実 践 に 基 づく 一 考 察 ． 近 畿 大 学 短 大論 集 ． 34(1),

95-104.

2001, 31-40.； 長田 秀 一． 大 学に お ける 情 報リ テラ シ ー・ プ ログ ラ

(43) 大 城善盛 ．情 報リテ ラシ ーとは ？：ア メリ カの大 学・ 大学図 書館

ムの 開発 ． 亜細 亜大 学 学術 文化 紀 要． (1)， 2001, 167-182.； 丸本 郁

界 にお け る 議論 を 中 心 に． 情 報 の 科 学と 技 術 ． 52(11), 2002, 550-

子．情報 リテラシ ー教育の 評価：大 学基礎 科目とし て何がで きるか ．
大阪 女学院 短期 大学 紀要 ． (30), 2000, 31-54.； 岩崎 れい ほか ．本 学

556.
(44) な お ，「リ テラ シー 」概 念 をめ ぐっ ては ，次 の文 献 にお ける 整理

の情報 リテ ラシー 教育 にお ける現 状と 課題 ：授業 の分 析を通 して ．

がわ かり やすい 。

京都ノ ートル ダム女 子大学 研究紀 要．(32), 2002, 95-107.

岩波 書店， 2003, 232p.

(27) 原田 智子． 産能 短期大 学に おける 情報 検索リ テラ シー教 育のた め
のデ ータ ベー ス教 材に 関す る調 査． 産 能短 期大 学紀 要． (35), 2002,
1-14.

山内祐 平． デジ タル社 会の リテ ラシー ．東 京，

(45) 瀬 戸 口 誠 ．「 情 報 リ テ ラ シ ー 」 概 念 の 研 究 動 向 ： Christine S.
Bruceを中 心に． 同志社 図書館 情報学 ．(13), 2002, 112-136.
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