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1. はじめに 
   

近年のデジタルレファレンスサービスにおいては、利用者に、より迅速に専門的で学

術的な情報を提供するため、発達した IT 技術を活用して協力型デジタルレファレンス

サービスシステムが構築されている。このような流れのなか、筆者が勤務する韓国の国

立中央図書館においても協力型オンライン知識情報サービス（CDRS）システムである

「司書に聞いてみましょう」の開発を行い、筆者もタスクフォースチームのメンバーと

して関わった。システムは 2008 年から提供が開始され、執筆時の 2012年において 5 年

目を迎えた。「司書に聞いてみましょう」は複数の図書館で協力体制を構築し、インタ

ーネット環境下で協同してレファレンスを行い、メールやウェブで質問や回答を行うも

のである。 
一方、日本における協力型デジタルレファレンスサービスシステムである「レファレ

ンス協同データベース」は、2005 年国立国会図書館によって提供が開始され、2012 年

（執筆時）において、8 年目を迎える。「レファレンス協同データベース」は回答記録

を蓄積し、共有するものである。 
このように日本は韓国より 3 年前にシステムを開発、提供が開始され、韓国とは少し

異なる特徴を持つデータベースを構築し運営している。しかし、韓国のシステムを開発

する過程において先行調査を行った際、国立国会図書館の「レファレンス協同データベ

ース」は主な調査対象とはしていなかった。以上のことから、日本の「レファレンス協

同データベース」システムを調査し、韓国の「司書に聞いてみましょう」システムと比

較、分析することが必要である。 

本研究では、韓国の「司書に聞いてみましょう」システム及び日本の「レファレンス

協同データベース」システムを紹介しつつ、日本の「レファレンス協同データベース」

システムの利点を調べた結果を報告する。さらに本システムについて今後の課題および

展望を述べる。 

 

2. 韓国の「司書に聞いてみましょう」 

2.1「司書に聞いてみましょう」とは 

 「司書に聞いてみましょう」は、図書館間の人的·物的資源を共有し、デジタル資源を



共同構築して活用する協力型オンライン知識情報サービス（CDRS、Collaborative Digital 

Reference Service)である。国立中央図書館を中心に、システムに参加する図書館との協

力体系を構築し、ウェブで利用者の質問に回答するサービスである 1

本システムは 3 つの特徴がある。まず、国立中央図書館を中心に複数の図書館で協力

体制を構築し、インターネット環境下で協同してレファレンスを行う点、またメールや

ウェブで質問や回答を行うため、利用者がいつでもホームページを通じて利用できると

いう点、最後に司書が図書館資料を積極的に活用して、信頼性の高い知識と学術情報を

提供するという点である。 

。 

 

2.2「司書に聞いてみましょう」 システム開発の経緯 
 本システムが開発される前、近年のデジタルレファレンスサービスの流れに沿って 
韓国の公共図書館が利用者の期待と法的レベルを満たすには、人的・物的資源が不足し

ている状況であった。そのため、図書館間の協力を通じて資源を共同利用すること、デ

ジタル情報資源の共同構築を通じて利用者サービスを向上させることへの必要性が高

まっていた。そこで、国立中央図書館が協力型オンライン知識情報サービスシステムを

開発することとなった。 

国立中央図書館では、まず 2006 年に国内外の構築事例を調査し、国内の協力基盤の

ためのワークショップを開催した。2007 年には 4つのタスクフォースチーム（質疑応答

サービスチーム、参考情報源チーム、読書情報源チーム、教育広報チーム）を構成し、

システムを開発した。2008 年に試験運営を行ったが、試験運営が始まった当時の参加

図書館は国立中央図書館と公共図書館 213 館であった。2009年からは本格的に運営し、

2011 年の統計では、400館以上の図書館がシステムに参加している。(表 1 参照) 

 

表 1 「司書に聞いてみましょう」のこれまで 

2006 年 国内外の構築事例の調査と研修  

国内の協力基盤のためのワークショップを開催  

2007 年 ４つのタスクフォースチーム構成  

CDRS システム開発 

2008 年 CDRS システム「司書に聞いてみましょう」試験運営 

2009 年 運営開始、全国への運営拡大·活性化（2011 年、参加図書館 400 館）  

 

 

 
                                                   
1『사서에게물어보세요 운영매뉴얼:협력형 온라인 지식정보서비스』(2011a) 



2.3「司書に聞いてみましょう」の概要 

2.3.1「司書に聞いてみましょう」の協力モデルについて 
「司書に聞いてみましょう」は、複数の図書館で協力体制を構築し、インターネット

環境下で協同してレファレンスを行い、メールやウェブで質問や回答を行うものである。 

利用者が本システムのホームページ 2

利用者が申し込んだ質問は、その人が住んでいる公共図書館へ自動受付され、まずそ

こで回答する。回答できない場合は、次の２段階目の地域代表図書館へ送られ、そこで

も回答できない場合は、３段階目の国立中央図書館で受付される。司書が回答すると、

利用者はメールで答えを得ることができる。回答資料のうち、有効な情報は、知識情報

DB（KB、Knowledge Base）で保存し、データベースを構築する。 

に質問すると、CDRSシステムに参加する図書

館は 3 段階のプロセスで回答する。協力の範囲は最初のステップである地域の単位公共

図書館(市町村立図書館)、次のステップである地域代表図書館(都道府県立図書館)、最

後のステップである国立中央図書館(国立国会図書館)である。 

 

2.3.2「司書に聞いてみましょう」のサービス構成について 
ここでは、「司書に聞いてみましょう」のサービスの構成についてホームページ構成

を中心に述べる。本システムは、質疑応答（Q＆A）や参考情報源や読書情報の 3 つの

サービスで構成される。 
 

2.3.2.1 質疑応答サービス  
質疑応答は、ホームページに申し込んだ質問に関する情報をメールで提供するサービ

スである。このサービスは「知識情報 DB」と「質問する」と「利用案内」と「回答の

制限事項」の４つのカテゴリーで構成される。 
 

表 2 質疑応答のカテゴリー 

知識情報 DB 質疑応答事例を集めたデータベース 

質問する Web フォームを通じて行う直接質問 

利用案内 「質問する」の全体的な説明 

回答の制限事項 質問の質を高めるため定められた制限事項 
 
「知識情報 DB」は、KB(Knowledge Base)であり、質疑応答事例を編集して活用できる

ように集めたデータベースである。登録されたデータは、韓国十進分類法（KDC、Korean 
Decimal Classification）の類、綱として区分されており、テーマ別の閲覧も可能である。 
                                                   
2「司書に聞いてみましょう」のホームページ http://www.nl.go.kr/ask/index.jsp?libId=011001 [accessed 
2012-03-05] 

http://www.nl.go.kr/ask/index.jsp?libId=011001�


「質問する」は、利用者が直接 Web フォームを通じて質問し、司書が回答を行う空間

である。 

「利用案内」は、「質問する」方法の全体的な説明を詳細に見ることができる。 

「回答の制限事項」は、質問の質を高めるため定められた制限事項である。内容は、資

料の翻訳、学校課題のための完成された内容の作成、クイズ ·ゲーム·パズルなどの答え、

訴訟関連の専門の法律知識を必要とする質問、医学的な処方の知識、娯楽関連情報、個

人のプライバシーなどに関連する個人的な資料を支援する総合的な研究を必要とする

質問などについては回答できないということである。 

 

2.3.2.2 参考情報源サービス  
参考情報源は、利用者が探す情報を簡単に見つけられるようにするサービスである。

これは情報アシスタントと主題別情報源、核心情報源の３つのカテゴリーで構成される。 
 

表 3 参考情報源のカテゴリー 

情報アシスタント  

（Pathfinder） 

特定のテーマに関する資料を収集した情報の案内資料 

主題別情報源 オンライン情報源や 2 次情報源 

核心情報源 主なサイトを選別して集めた分野別主要オンライン情報源 

 
「情報アシスタント」は、利用者が特定のテーマに関する資料や情報を探す時に役に立

つ特定のテーマに関する資料を収集した情報の案内資料である。その構成要素は、主題、

定義·紹介、キーワード、分類番号、関連資料、作成機関 ·作成者である。登録された「情

報アシスタント」は、ホームページだけでなく、ダウンロードや印刷をすることで、図

書館に備え付けることもできる。 
「主題別情報源」は、データ検索の時に役に立つインターネット Web サイトを選別し

て提供するサービスで、オンライン情報源（Web 上の URL）や 2 次情報源（辞書、年

鑑、便覧、ハンドブック、インデックス等の参考資料）である。 
「核心情報源」は、司書がレファレンスをするとき、また利用者が情報検索をする時に

よく利用する主なサイトを選別して集めた分野別主要オンライン情報源である。 
 

2.3.2.3 読書情報サービス   
読書情報は、本の選択に役立つ情報を提供し、図書館利用の活性化や読書文化の増進

に寄与する。これは推薦図書と本への愛情と読書関連のサイトの３つのカテゴリーで構

成される。 

表 4 読書情報のカテゴリー 



推薦図書 司書や機関やメディアが推薦する図書を紹介 

本への愛情 利用者や司書のコミュニティ空間 

読書関連のサイト 利用対象別に読書関連の有効な Web サイトを紹介 

 
「推薦図書」は、司書や機関やメディアが推薦する図書を紹介し、利用者の本の選択に

役立つ情報を提供する。これは国立中央図書館と参加図書館司書がお勧めする「司書推

薦図書」、読書の関係機関やメディアがお勧めする「その他の推薦図書」で構成される。 
「本への愛情」は、利用者や司書がお勧めの本を紹介し、書評を投稿して論議すること

ができるコミュニティ空間である。 
「読書関連のサイト」は、子ども、青少年、成人など、利用対象別に読書関連の有効な

Web サイトを紹介する。 

 

3. 日本の「レファレンス協同データベース」 

3.1「レファレンス協同データベース」とは 

「レファレンス協同データベース」(以下、レファ協)は、国立国会図書館が全国の公

共図書館·大学図書館·専門図書館等と協同でレファレンスに関する大規模なデータベ

ースを構築し、それをインターネットを通じて提供することにより、図書館でのレファ

レンスサービスや一般の人々の調べ物に役に立てることを目的とするものである。 

レファ協は 2 つの大きな特徴がある。まずは、レファ協は｢記録を蓄積し、共有する｣

ことを中心に据えたという点である。データの共有から生まれるコミュニティを生かし

て、参加館間での情報提供も行われている。もう 1 つは、公共か大学か、専門かといっ

た図書館の館種を問わない、さらには図書館にとどまらず、史料館や公文書館などの専

門調査機関を含めた協同となっている点である 3

 

。 

3.2 レファ協システム開発の経緯 

 レファ協の開発はまず、2002 年の国立国会図書館関西館開館を機に、電子図書館に

関連する実験事業として、全国のレファレンス事例を統合するデータベースを構築·運

用し、その可能性を検証することを目的として、3 カ年の予定でレファ協実験事業が開

始された。 

2002 年度から 2005 年度の実証実験においては、国内外の先行事例の調査、レファレ

ンスサービスに関するアンケートを実施して実態把握に努めるとともに、並行してシス

テム開発等を行った。そして、2005 年度にはシステムを参加館に公開し、参加館から

                                                   
3「「レファ協」で拓くレファレンスサービスの新たな地平」（2011） 



のデータ登録を開始した。こうして 2006 年 4 月より本格事業として展開することとな

った。なお、本格事業が始まった当時は参加館数 283 館、データ登録数 13,948 件であ

った。執筆時の 2012 年においては、参加館数 557 館、データ登録数 77,045 件である。

（2011 年 11 月末現在統計） 

 

3.3 レファ協の概要 

3.3.1 データについて 

3.3.1.1 4 種類のデータ 

レファ協には、表 5 のような 4 種類のデータが蓄積されている。 

 

表 5 4 種類のデータ 

レファレンス事例 全国の図書館で行われたレファレンスサービスの記録 

調べ方マニュアル 特定のテーマやトピックに関する調べ方をまとめたもの 

特別コレクション 個人文庫や貴重書などの特殊コレクションの情報 

参加館プロファイル レファ協参加館についての情報 

 

「レファレンス事例」は、レファ協に参加している図書館が行ったレファレンスサービ

スの記録で、レファ協のメインデータといえる。データを作成した図書館が、どんな質

問に対し、どんな資料を使って調べ、どんな回答をしたかが分かるデータである。 

「調べ方マニュアル」は、参加館が作成した特定のテーマやトピックについての調べ方

に関するデータである。 

「特別コレクション」は、個人文庫や貴重書など、参加館が所蔵している特別なコレク

ションに関するデータである。 

「参加館プロフィール」は、これまで紹介した 3 種類のデータのうちの全部または一部

を作成した参加館に関する情報（開館日·時間、電話番号、電子メールアドレス、ホー

ムページの URL 等）をまとめたもので、3 種類のデータの詳細画面からもリンクが張

られている。 

 

3.3.1.2 3 つの公開レベル 

 先述した 4 種類のデータは、参加館がデータごとに｢公開レベル｣を決められるように

なっている。公開レベルとは、そのデータを誰が見られるかという公開範囲のことで、

表 6 の 3 段階がある。 

表 6 公開レベル 



自館のみ参照 データ登録館のみが閲覧できる 

参加館公開 参加館のみが閲覧できる 

一般公開 制限なく Web 上に公開され、検索エンジンでもヒットする。各デ

ータには固定 URL が付与され、直接リンクも可能となる。 

 

公開レベルは参加館が自由に変更することができ、例えば、まず「自館のみ参照」で

データを作成し、内容を公開可能な体裁に整えた後、「参加館公開」「一般公開」にレベ

ルを上げることが可能である。 

 

3.3.2 システムの機能について 

レファ協には、誰でもアクセスすることができる一般公開用システムと、参加館のみ

がアクセスできる参加館用システムの 2 種類がある。 

一般公開用システムで提供しているのは、データの検索機能で、4 種類のデータを一

度に検索できる簡易検索、データの種類ごとに細かな検索条件を指定できる詳細検索の

ほか、日本十進分類法による分類、地名、人名によるブラウジング検索が可能である。 

参加館用システムは、検索機能に加えて、データ登録機能、参加館支援機能を利用す

ることができる。参加館は、登録機能を使って、各種データのデータベースへの登録、

データの更新や削除、公開レベルの変更を行うことができる。また、登録機能では、自

館の図書館システムから出力したファイルや、エクセル等に蓄積したファイルなど、

CSV 形式、XML 形式のファイルを読み込むこともできる。参加館支援機能としては、

コメント機能、統計出力機能等がある。コメント機能は、参加館同士の情報交換促進を

意図するもので、例えば、データに記載されている以外の有用な情報源について助言を

したり、未解決のレファレンス事例について、解決に繋がる資料を紹介したりすること

ができる。統計出力機能を使うと、自分の図書館の登録件数やデータの被参照数といっ

た統計情報をダウンロードすることができ、レファレンスサービスの評価や広報等に活

用することができる。 

 

4. 「レファレンス協同データベース」の利点 

ここでは、「司書に聞いてみましょう」との異なる点を中心に、筆者がまとめた「レ

ファレンス協同データベース」の利点を述べたい。 

 

4.1 様々な図書館との協力体制構築 

レファ協は公共か大学か、専門かといった図書館の館種を問わない、さらには図書館



にとどまらず、史料館や公文書館などの専門調査機関を含めて協同でサービスを行って

いる。所蔵資料や得意分野の異なる機関がそれぞれの情報を持ち寄り、補いあうことで

より豊かなデータベースとなり、またデータベース内外での協力が生まれており、様々

な機関が協同することができていると言える 4

「司書に聞いてみましょう」は、現在国立中央図書館と公共図書館のみのシステムで

あり、所蔵資料や専門分野の情報を収集するには限界がある。それで、レファ協のよう

に大学図書館、専門図書館及び他の専門調査機関等がシステムに参加できるようにし、

様々な図書館との協力体制を構築する必要があると考えられる。 

。 

   

4.2 参加館支援機能 (システム機能) 

4.2.1 図書館活動の PR につながる統計出力機能 
レファレンスサービスを評価する際、単純に件数をカウントするだけではどれほど利

用価値のあるサービスを行っているかが見えなくなってしまうが、レファ協にはデータ

の登録件数だけではなく、被参照数が確認できる統計出力機能がある。 

被参照数とは、データが実際に閲覧された回数である。組織内外に活動報告をする際、

この被参照数をレファレンスの利用実績として提示することが可能である 5

例えば、筆者がインタビューを行うため訪問した吉田秀雄記念事業財団アド·ミュー

ジアム東京広告図書館は、自館データの被参照数を確認したところ、その件数が専門図

書館の中でも上位に位置することがわかった。その後統計データを報告書にまとめ、上

層部へのアピール材料として活用したとのことだった。 

。 

被参照数が増加するということは、自館で行っているレファレンスサービスが広く認

知され、その情報が活用されるということである。つまり、レファ協に登録したデータ

の被参照数は、来館者数や貸出数に加えて、図書館の利用実績や存在意義をアピールす

る有効な指標となりうるのである。 

 

4.2.2 相互協力を支援するシステム機能  

レファ協には、データの品質を向上させ、参加館相互のコミュニケーションに利用でき

るようにコメント機能、掲示板、電子メール配信機能（未解決レファレンス事例の電子

メール配信機能やコメント到着情報の電子メール配信機能）などの機能がある。これら

は、参加館同士の交流、相互支援に利用されている。 
コメント機能は、参加館同士でデータにコメントをつけ、情報や意見を交換するため

の機能である。コメント機能を利用すると、レファレンス事例や調べ方マニュアルデー

                                                   
4「「レファ協」で拓くレファレンスサービスの新たな地平」（2011） 
5「読む、登録する、分析する」（2009） 



タに対し、追加情報などを伝えるコメントを付与することができる。掲示板は、システ

ムの活用方法や要望などのいろいろな意見交換ができる場である6

未解決レファレンス事例の電子メール配信機能は、未解決レファレンス事例に関する 
相互支援のため、当該データの公開情報を、電子メールで希望者に配信する機能である。

コメント到着情報の電子メール配信機能は、自館のレファレンス事例や調べ方マニュア

ルに対し、コメントが到着したことを電子メールで希望者に配信する機能である

。 

7

 

。 

4.3 定期的な研修会及び事業フォーラムの開催 

レファ協では、「レファレンス協同データベース」のシステム機能、及びデータの作

成・公開に必要な知識・技能を理解させることを目的として、1 年に 1 回、レファレン

ス協同データベース事業担当者研修会を開催し、2011 年において第 7 回を迎えた 8

またレファ協では、事業フォーラムを開催している。これは、レファレンス協同デー

タベース事業に関する意見交換・相互交流の場を設け、参加館相互の連携協力を促進す

るとともに、事業の更なる普及・発展を目的とする。1 年に 1 回開催し、2012 年(執筆

時)において第 8 回を迎える

。こ

れによって、担当者が代わってもデータ作成・登録のモチベーションとノウハウを維持

すること、さらに参加者同士での情報交換を行うことが可能となる。研修会では、レフ

ァレンス協同データベースシステムの活用に必要なノウハウ及びデータの作成・公開に

必要な知識と技法を理解すること、レファレンス協同データベースを各参加館で活用す

ること等を教えてもらう。青山学院大学の小田光宏教授による研修会は、作成データへ

のコメントなど、充実した内容で有意義である。そのため、これを参考にして韓国にお

いても研修会を行うと、システムに非常に役に立つのではないかと思われる。 

9

 

。 

4.4 レファ協の企画協力員制度及びサポーター制度 

国立国会図書館は、参加館によるコミュニティをより強力なものにするため、レファ

協企画協力員制度及びサポーター制度を運営している。 

企画協力員制度というのは、国立国会図書館が、大学で図書館情報学を研究する教員や

様々な館種の現職の図書館員など外部有識者に委嘱しているもので、レファ協の事業の

方向性や、個々の企画案についての意見及びレファレンス事例にコメントを付けること

                                                   
6「レファレンス協同データベース事業について」（2006） 
7「レファレンス協同データベース ·システムの機能とその活用」（2011a） 
8「第7回レファレンス協同データベース事業担当者研修会開催要綱」（2011b） 

9「第8回レファレンス協同データベース事業フォーラム開催要項」（2011c） 



など、データの品質向上に関する活動をするものである 10

サポーター制度とは、レファ協の活性化及び交流促進に資するため、レファ協に関心

を持ち、国立国会図書館と一緒にレファレンス協同データベース事業を盛りたてるもの

である。企画協力員からの推薦を得て申請書を提出すると、サポーターになることがで

きる

。 

11

4.5 参加館への御礼状及び企画協力員賞の送付 

。 

 

国立国会図書館は 2008 年度より、多くのデータを登録した参加館、また多くのアク

セスを集めている参加館に対し、感謝の意を込め、国立国会図書館長からの御礼状を授

与している。また 2010 年度より、御礼状の一律の基準には達しないが、職員数が少な

い中でも積極的にデータを登録・活用するなどの貢献を行っている参加館に企画協力員

賞を授与している 12

筆者は様々な図書館を訪問したなかで、御礼状を受け取った「トヨタ自動車株式会社

トヨタ博物館図書室」及び「吉田秀雄記念事業財団アド・ミュージアム東京広告図書館」

にインタビューを行う機会があった。両図書館の司書によると、お礼状をもらったこと

で満たされたように思い、それを図書館の広報にも活用し、また図書館の存在感をアピ

ールするのにも役に立っていることが明らかになった。 

。 

 

4.6 RSS·メールマガジン·Twitter13

RSSとは、ウェブサイトの更新情報などを通知する仕組みであり、RSSリーダーで内

容を一覧して確認することができる。一般公開されたデータについて、過去 3 日分の最

新情報が、検索をせずに一覧できる仕組みになっている。このRSS配信を利用すれば、

幅広い参加館のデータを読むことが可能になる

 

14。RSS機能導入後、Googleでもデータ

が検索されるようになった。さらに、個人のブログ等においてデータベースについて言

及しているものが散見され、データベースの存在を知らなくても検索エンジン等を経由

してデータを直接参照していることが考えられる 15

                                                   
10 レファレンス協同データベース 企画協力員

。このように、一般利用者の調査活

動にも役立っていることが推測できる。 

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/cooperative_project_team.html 
[accessed 2012-03-05] 
11 レファレンス協同データベース サポーターhttp://crd.ndl.go.jp/jp/library/supporter.html[accessed 
2012-03-05] 
12 レファレンス協同データベースお礼状送付 http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks.html [accessed 2012-03-05] 
13 レファレンス協同データベース RSS·メールマガジン·Twitter http://www.ndl.go.jp/jp/service/rssemag.html 
[accessed 2012-03-05] 
14「読む、登録する、分析する」（2009） 
15「レファレンス協同データベースへの招待状」（2007） 
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http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks.html�
http://www.ndl.go.jp/jp/service/rssemag.html�


また、レファ協ではイベントや事務局からのお知らせ等を紹介するメールマガジン

『参加館通信』を発行し、参加館とのコミュニケーションを図っている。 

また、レファ協に関するイベント情報やトピックをTwitter（＠crd_tweet）で提供し、

広く一般利用者に広報活動を行っている 16

 

。 

5.「司書に聞いてみましょう」のこれから 

ここでは、「レファレンス協同データベース」の利点を参考にして「司書に聞いてみ

ましょう｣をどのように改善していくべきかについて、筆者の考えを述べたい。 

 

5.1 様々な図書館の参加誘導 

まず最初に、現在公共図書館のみ制限されている参加館を大学や専門図書館に拡大·

誘導し、より専門的なサービスを提供できるようにすることを提案したい。図書館には、

それぞれの館の特徴となるサービスや資料群が必ずある。公共図書館には郷土関係資料

があり、専門図書館は存在そのものが特色を帯びている。この特徴を持つ図書館同士が

レファレンス事例を共有しあえば、自分の図書館に欠けているものを補完しあうことと

なり、これが図書館全体のレファレンス能力の向上に繋がるだろう。また図書館にとど

まらず、博物館や史料館や公文書館等の図書館関連機関との協力関係によって、より幅

広い図書館の機能を実行できるようにする必要があると考えられる。 

 

5.2 図書館員の力量及び専門性向上 

5.1 のように参加館数を増やすこと、またデータ数を増やすことは当然重要なことだ

が、さらにデータの品質を向上させる必要があると考えられる。本システムが成功する

ためには、まず多くの図書館が参加して協力体制を維持し、そのうえ参加館の図書館員

の力量と専門性を高めることが重要だ。そのため、体系的な研修プログラムを通じ、参

加館のレファレンス担当者の継続教育を強化する必要がある。また、多様な図書館が持っ

ている特徴となるサービスを開発し、図書館員がそれぞれ自分の専門性を向上させる努

力が必要があるだろう。 

5.3 システム機能の追加及び改善 

5.3.1 図書館向けのシステム機能強化 

現在のシステムはシステム上に、自動的に決まっている単位公共図書館や地域代表図

書館や国立中央図書館との垂直協力関係のみで構成されているので、縦の関係以外の図

                                                   
16 レファレンス協同データベース RSS·メールマガジン·Twitter http://www.ndl.go.jp/jp/service/rssemag.html 
[accessed 2012-03-05] 
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書館は、回答に介入することができない。そこで、「司書に聞いてみましょう｣には、参

加館相互のコミュニケーションに利用できるようなシステム機能を追加する必要があ

る。レファ協のコメント機能、掲示板、電子メール配信機能等のシステム機能を追加支

援すれば、参加館同士の交流、相互支援に役立つと思われる。 

また、様々な統計の出力を可能にするシステム機能を強化する必要がある。レファ協

のアクセス数が確認できる統計出力機能は、組織内外に活動報告をする際にレファレン

スの利用実績として提示することが可能なので、図書館の新たな評価指標になると考え

られる。 

 

5.3.2 利用者向けのシステム機能強化 

図書館だけではなく、利用者満足度を高めるシステム機能の改善も必要であろう。 

KB(Knowledge Base)に登録されているデータが Google や Yahoo、Naver 等の検索サイト

でも検索できるように検索機能を強化する必要がある。また、利用者向けの掲示板も追

加して利用者とのフィードバックのための窓口を新設する必要があると思われる。 

 

5.4 利用活性化のための広報強化 

5.4.1 図書館向けの広報強化 

本システムは、多くの図書館に参加されることによって、その真価を発揮することが

できる。したがって、活発に活動し、実績が優秀な図書館には、レファ協のお礼状のよ

うにインセンティブを提供してシステムの参加や運営への動機を付与することが必要

である。 

 

5.4.2 利用者向けの広報強化 

本システムは、多くの利用者に使われることが重要であるため、Twitter のようなソ

ーシャルネットワークの手段など、新たに開発されている通信技術を活用し、利用者と

の様々なアクセスチャネルを確保する必要がある。それによって、図書館は社会的機関

としての機能をより動的に行うことができるだろう。 

 

 

6．おわりに 

「司書に聞いてみましょう｣は前述のとおり 2008年 5 月から提供が開始され、限定的

な試験運用を経て全国に範囲を拡大した。本稿の筆者時には 3 年目を迎えた。まだ施行

初期の段階なので、より良いサービスを提供するため、今後も引き続き研究し改善しな



ければならないだろう。 

少人数の体制で運営されている図書館·図書室では、レファレンス以外の業務の負担

も大きい。そのため、本システムに参加し、システムを運営することに労力を割くのは

難しいという声も聞く。そこで、参加館の現状を把握した上で適切な方法を議論し、問

題点を改善するなど、継続的な努力する必要があると考えられる。 

「司書に聞いてみましょう｣の最大の利点は、地理的や時間的な限界にかかわらず、

協力関係にある各図書館の専門的な人的資源を最大限に活用することで、個々の図書館

が持つ資源の限界を克服し、提供されるサービスのレベルを高めることである。最も重

要なのは、韓国の状況に適したシステムとなるように、また協力図書館と利用者の両方

にとって有益なシステムとなるように、今後も引き続き研究し改善することだと思われ

る。 
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