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この記録集は、平成 23 年 2 月 25 日に国立国会図書館関西館で開催された、第 7 回レファ

レンス協同データベース事業フォーラムの講演等の記録をまとめたものです。当日の配布

資料は、事業のホームページ（http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_7.html）に掲載してい

ますので、合わせてご利用ください。なお、所属および肩書きはフォーラム開催当時のも

のです。 
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－ 概況 － 

1 概要 

テーマ ： 日常業務の中のレファレンス協同データベース 
― 「レファ協のある日常へ」 ― 

日時 ： 平成 23 年 2 月 25 日（金） 午前 10 時～午後 4 時 
会場 ： 国立国会図書館 関西館  大会議室 
参加者 ： 100 名（機関） 

（内訳） 

  参加者数 所属機関数 

外部機関 88 名 78 機関 

  公共図書館 29 名 26 機関 

大学図書館  11 名 7 機関 

専門図書館 9 名 8 機関 

関係機関等  26 名 24 機関 

国立国会図書館 
支部図書館 

1 名 1 機関 

講師・パネリスト 
企画協力員 

 12 名  12 機関 

国立国会図書館 12 名 1 機関 

計 100 名 79 機関 

※参加者数について 
・「関係機関等」には、個人での参加者を含む。（個人については、 
一人=一機関として掲載） 

 
 
 

その他  ： Twitter のハッシュタグ（#crdf2011）を公開し、インターネット上でも

意見交換が行われた。 
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2 プログラム 

 
(1) 開会挨拶                          国立国会図書館関西館長 中井万知子 
 
(2)平成22年度事業報告          関西館図書館協力課協力ネットワーク係 牧野めぐみ 
 
(3) 基調講演 

日本の図書館のレファレンス事例集 
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科講師 大庭一郎 

 
 (4) API腕自慢講評                                                

       アカデミック・リソース・ガイド株式会社代表取締役 岡本 真 
 

(5) 実践報告1 
レファ協のある風景＠岐阜市立図書館 ～これまでとこれから～  

岐阜市立図書館 岩永知子 
 

(6) 実践報告2 
同志社大学今出川図書館におけるレファレンス事例の保存と公開 

  同志社大学図書館 中島晴子 
(7) 実践報告3 

博物館図書室のレファレンスとレファレンス協同データベース活用法  
東京都江戸東京博物館図書室 井上美奈子 

 
(8) パネルディスカッション 

レファ協のある日常へ   
コーディネータ           千葉経済大学短期大学部准教授     齋藤誠一 

  パネリスト      筑波大学大学院図書館情報メディア研究科講師     大庭一郎 
       アカデミック・リソース・ガイド株式会社代表取締役     岡本 真 

岐阜市立図書館     岩永知子 
  同志社大学図書館     中島晴子 

東京都江戸東京博物館図書室   井上美奈子 
 
(9) 閉会挨拶                        国立国会図書館総務部司書監 原井直子 
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開会挨拶 

 

 
 

 
 
 
 
 

国立国会図書館関西館長 中井万知子 

 
 みなさま、おはようございます。国立国

会図書館関西館長の中井と申します。開会

に先立ちましてご挨拶を申しあげます。 
本日は第 7 回レファレンス協同データベ

ース事業フォーラムにご参加いただき、あ

りがとうございます。また、日頃の本事業

に対するご協力に厚く感謝申し上げます。 
本事業は平成 14 年、この関西館が出来た

年に、電子図書館課が実験事業として開始

しました。図書館のユニークな財産である

レファレンス事例に対してもっと光を当て

て、それを集めて共有できるようにしよう

という発想から始まったものです。当時は

「これからはレファレンスの時代だ」とは

いうものの、目録データなどと違って、内

容も形式も千差万別であるレファレンスデ

ータを本当にデータベース化できるのかと

いう不安の声もありました。 
しかし、みなさまのご協力によって立ち

上がり、平成 17 年からは図書館協力課の本

格事業としてスタートし、総合目録ネット

ワーク事業と共に図書館協力事業の 1 つの

柱として成長してまいりました。 
本日、事前に資料を見たところでは登録

データが 6 万件を超えて、参加館も 537 を

数えるまでに成長してまいりました。これ

もひとえに、皆さまのご協力の賜物と感謝

しております。 
レファ協では小さなものから大きなもの

まで、色々な工夫をしてレファレンス事例

登録の奨励や参加館の拡大に努めてまいり

ました。昨年は API の公開や Twitter の配

信などを始めました。今までも企画協力員

から継続的なアドバイスをいただいている

というのも 1 つの特徴なのですが、このた

びサポーターというメンバーシップを設け

て、担当ではなくても何かできる分野で応

援していただこうという企画も始めます。 
 本日は盛りだくさんの内容で、大庭先生

の基調講演に始まり、API 腕自慢の講評を

岡本さんからいただき、参加館 3 館それぞ

れの立場からご報告いただいて、最後はパ

ネルディスカッションということになって

おります。非常に長時間にわたりますけれ

ども、日頃のレファレンス業務、そしてレ

ファレンス協同データベース事業において

何かヒントになる機会になればと願ってお

ります。それではよろしくお願いいたしま

す。 
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事業報告 

レファレンス協同データベース事業 
平成２２年度事業報告 

 

 

 

 

 

関西館図書館協力課 

協力ネットワーク係 

牧野めぐみ 

配布資料 

資料① 事業報告 

資料② 事業報告 

 
 おはようございます。図書館協力課の牧

野です。レファレンス協同データベース事

業の平成 22 年度の動きについて報告いた

します。お手元の資料では資料①、②にな

ります。資料①は前のスクリーンにも表示

いたします。資料②は統計数字や日付など

が詳しく記載されたものになりますので、

報告の途中、あるいはお帰りになってから

ご覧ください。なお、「レファレンス協同デ

ータベース事業」という名称は長いので、

本日は「レファ協」と呼ばせていただきま

す。 
 事業報告では、まず各種統計から事業の

現況を報告し、次に平成 22 年度の動きをご

報告いたします。最後に平成 23 年度の予定

にも触れたいと思います。 
 

 参加館数 

 
では事業の現況について、まず参加館数

です。平成 22 年度は 26 館の新規参加申込

があり、1 月末現在で 537 館となっていま

す。参加館を館種別にみると公共図書館が

一番多く、全体の 64％を占め、続いて大学

図書館、専門図書館となっています。 
なお、その他には期間限定でご参加いた

だいている専門図書館協議会、また実験参

加中の京都府立高等学校図書館協議会司書

部会が含まれています。国立国会図書館の

11 館は当館と、総務省、農林水産省などに

ある支部図書館になります。参加館数は増

加しておりますが、日本の全図書館数から

みると約 1 割といった状況です。 
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 データ登録数 

 
次にデータ登録件数です。1 月末現在、

総データ数は 60,779 件です。昨年末に 6 万

件を突破いたしました。レファ協には 4 種

類のデータがありますが、その合計です。 
 

 

 
次にデータ登録件数を種類別でみたグラ

フになります。レファレンス事例がやはり

一番多く、87％と大きな割合を占めてメイ

ンデータとなっています。続いて調べ方マ

ニュアルが 12％となっております。 
 

 

 
館種別にデータを見ると、やはり参加館

数の一番多い公共図書館が多く、77％を占

めています。 
 

 

 
次に公開レベル別の登録件数です。ネッ

ト上から誰でもアクセスできる「一般公開」

のデータが約 4 万件、63％。参加館だけが

見られる「参加館公開」と、登録館しか見

られない「自館のみ参照」がそれぞれ約 2
割となっています。 
 

 

 
レファレンス事例データの提供数の多い

図書館をスライド 8 にあげています。 
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次のスライドは調べ方マニュアルデータ

の TOP10 です。 
 

 

 

 アクセス数 

 
 さて次に、「データ登録件数」と「アクセ

ス件数」の推移です。 

 

 
縦棒の緑のグラフがデータ数、折れ線の

ピンクのグラフがアクセス数です。アクセ

ス数は、個々のデータの詳細表示画面が見

られた回数になります。データ数が確実に

増加していること、アクセス数が大きく増

加していることがわかるかと思います。 
アクセス数はデータの数が増えてきたこ

と、また、昨年 3 月末に検索用APIの公開 1

と若干のシステム改修 2

次にアクセス数の多い図書館のランキン

グをあげています。 

を行ったことで、大

きく上昇いたしました。平成 21 年度は月あ

たり約 21 万件のアクセスだったのが、平成

22 年度は月あたり約 53 万件のアクセスと

なっています。この 1 月のアクセス数は 70
万件に届く勢いです。1 日平均延べ 2 万人

の方にご覧いただいているということにな

ります。 

 

                                                   
1 外部提供インターフェイス 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/api.html] 
2 システム改修について（2010年 3月末実施） 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/replace_2010
04.html] 
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各種統計からの現況報告は以上となりま

す。 

 平成 22 年度の取組み 

 
 続いて平成 22 年度の主な活動をご報告

いたします。現在レファ協のメイン課題は

参加館数を増やすこと、データ数を増やす

こと、そして事業の活性化です。 
 
参加館数増加のための取組み 
まず、参加館を増やすための取り組みを

ご報告します。 
 1 つ目は専門図書館協議会の参加です。

専門図書館協議会からお話をいただき、2
年間の期間限定で協議会として参加してい

ただくことになりました。専門図書館協議

会の会員のみなさまは、協議会に申請する

ことでレファ協への参加が可能になりまし

た。 
また期間中、あるいは期間後にレファ協

に直接ご参加いただくことも可能です。専

門図書館の方々にレファ協を知っていただ

き、ご参加いただく良い機会になるのでは

ないかと考えております。 
2 つ目は国公立大学図書館未参加館への

パンフレット等の送付です。111 館に参加

を呼びかける文書を送付し、1 月末までに

新規参加館が 7 館ありました。送付数に対

して新規参加館の割合は高くありませんが、

平成 19 年度の国公立大学図書館の新規参

加が 0 館、20 年度が 2 館、21 年度が 0 館

となっておりますので、地道ではあります

が効果があったのではないかと思います。 
 3 つ目として、研究集会やセミナーなど

でレファ協についてお話をさせていただい

ております。 
参加館を増やすための取り組みは少しず

つ効果が出ていますが、中々飛躍的な増加

には至っておらず、方策を模索しながら取

り組んでおります。 
 
データ登録数増加のための取組み 
 次にデータ登録数を増やすための取り組

みについての報告です。 
まず 1 つ目として「夏休み定番事例」3と

いう企画を行いました。これは昨年実施し

た企画「教えて定番事例」4

                                                   
3 参加館向け企画「夏休み定番事例」 

に引き続く企画

で、「定番事例」を、「基本的な参考図書や

インターネット情報源を使ってすぐに答え

られる事例」、「各図書館で頻繁に聞かれ回

答の道筋が定まっている事例」と定義し、

それらの事例が不足しているという声が多

いことから登録を促進するための企画を実

施しました。特に今年は夏休み定番事例を

ターゲットとして登録を呼びかけました。

10 月末まででレファレンス事例が 109 件、

[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/teiban_2010.
html] 
4参加館向け企画「教えて！定番事例」 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/teiban_2009.
html] 



 
 
第７回フォーラム  

事業報告 

11 

調べ方マニュアルが 11 件登録されました。

備考欄に「夏休み定番事例」と入力されて

いますので、夏休み前の自己研修などにご

利用いただければと思います。 
 2 つ目は特別コレクションです。特別コ

レクションの都道府県別・主題別の一覧を

HPに掲載 5しました。また、特別コレクシ

ョンを他の図書館に紹介していただく連載

を参加館通信とHPに掲載 6

これらの取り組みの結果、新規特別コレ

クションデータの登録数は 20 件、公開レベ

ルの変更を加えた一般公開データの増加は

37 件でした。また、コレクションのアクセ

ス数は前年度の約 4 倍と大きく増加しまし

た。認知度アップの効果はあったかと思い

ますが、登録の方は今一つというところで

した。 

しました。レフ

ァ協のデータの 1 つである特別コレクショ

ンは、有用な情報でありながらあまり注目

度が高くないため、認知度を高め、登録を

促進する企画を実施しました。 

3 つ目の礼状送付については後ほど詳し

くご報告いたします。 
4 つ目は研修会などの実施です。講演や

研修会は、内容的に参加促進か登録促進か

を明確に分けられないため、ここでまとめ

てご報告いたします。 
 

                                                   
5 特別コレクション一覧（都道府県順） 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/col_pref.html] 
 特別コレクション一覧（主題順） 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/col_class.html
] 
6 特別コレクション探訪 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/col_intro.htm
l] 

 

 
まず、事務局主催の研修として東京本館

と関西館で担当者研修会を実施 7

他に事務局が講師として参加したものか

ら主なものをあげました。図書館関係団体

で主催された集会・セミナーや、市立図書

館のレファレンス研修などでお話をさせて

いただきました。ご協力、ご尽力、またご

参加いただいた方、ありがとうございまし

た。今後も機会があればお話をさせていた

だきたいと思っております。 

しました。

この研修会には、企画協力員でもいらっし

ゃいます青山学院大学の小田光宏先生に講

師としてご協力いただいています。研修前

後にデータベースへの事例登録やレポート

提出といった課題があり、「大変だ」という

声もありますが、登録したデータについて

小田先生からコメントをいただけるなどの

点で非常に好評をいただきました。 

レファレンス業務に関しては、当館から

職員を講師として派遣する「派遣研修」と

いう枠組みがあり、その中の 1 つのテーマ

としてレファ協の紹介があります。現在こ

の派遣研修の平成 23 年度の申し込みを受

                                                   
7 第 6 回レファレンス協同データベース事業

担当者研修会議 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/institute_6.ht
ml] 
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け付けておりますので、レファ協またはレ

ファレンスの研修としてご利用いただけれ

ばと思います。 
 では、後でと申し上げました礼状送付 8

お送りする参加館の基準は 3 つあります。 

に

ついて、少し詳しくご報告いたします。デ

ータ登録数、被参照数が多い参加館へ国立

国会図書館から礼状を送付します。先ほど

データ登録件数やアクセス件数のランキン

グをご紹介しましたが、この様に当事業に

多大な貢献をいただいた参加館に対し、感

謝の意を込めまして当館館長の長尾よりお

礼状を送らせていただきます。礼状送付は

一昨年度からスタートし、今回は 3 回目と

なります。 

1つ目の基準は累積データ登録件数です。

平成 22 年 12 月 31 日時点で累積点数が新

たに 1,000 点以上となった館で、対象館は

6 館でした。こちらはデータの公開レベル

に応じて点数を加算しています。 
2つ目の基準は年間データ登録件数です。

平成 22 年 12 月 31 日までの累積点数から

平成 21 年 12 月 31 日までの累積点数を引

いた点数が、200 点以上の館で、対象館は

37 館でした。こちらも公開レベルに応じて

点数を加算しています。 
3 つ目の基準は年間データ被参照件数、

アクセス件数です。平成 22 年 1 月 1 日から

12 月 31 日までの被参照数が 1 万件以上の

館で、対象館は 63 館です。 
この 3 つの基準いずれかを満たした館が

対象となります。スライドに対象館を掲載

しております。網かけした項目が基準を満

                                                   
8 平成 22 年度国立国会図書館長からの御礼

状送付 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks_H22.
html] 

たした項目となります。対象館 67 館に 3
月に礼状を送付させていただきます。 
昨年礼状をお送りした横手市立平鹿図書

館や栃木県立図書館では、地域の広報誌、

新聞記事、あるいはテレビなどで紹介され

レファレンスサービスの PR になっていま

す。対象館の方には是非、広報にご活用い

ただければと思います。 
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 さて、礼状送付の一律の基準には当ては

まりませんが、ご貢献いただいている館も

たくさんあります。そういった館の中から、

企画協力員の方々にご協議いただきまして、

企画協力員賞を選定いたしました。 
この企画協力員賞はお礼状をお送りでき

ませんが、HP等で紹介 9

 

させていただきま

す。いずれの館も職員数が少ない中で、レ

ファ協の研修会などを活用してデータをご

登録いただきました。ご貢献いただき、あ

りがとうございました。 

                                                   
9 平成 22 年度 企画協力員賞 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks_H22k
ikaku.html] 

 

 
 来年度の礼状送付の選考基準についてご

報告いたします。礼状送付は 3 年間同じ基

準で選定を行ってまいりましたが、次回以

降、年間データ被参照件数について 2 点変

更いたします。レファ協全体の被参照件数

が増加したことによる変更になります。 
1 点目は、年間データ被参照件数の基準

点を引き上げます。前年のレファ協全体の

被参照数をもとにスライド式で計算するこ

ととして、平成 23 年度は 4 万件といたしま

した。 
2 点目は、年間データ被参照件数による

選定の条件として、年間登録件数が最低 30
点以上必要といたします。 
累積データ登録件数と年間データ登録件

数の 2 項目については、これまで通りです。

年間データ登録件数の基準では、「自館のみ

参照」ですと 200 件、休日を除いて 1 日 1
件程度、一般公開だと年間 67 件といった数

になります。礼状送付基準を登録のモチベ

ーションの 1 つとしていただければ幸いで

す。 
 

事業活性化のためのその他の取組み 
 その他の事業活性化の取り組みについて

ご報告いたします。 



 
 
第７回フォーラム  

事業報告 

14 

1 つ目は企画「API腕自慢」の実施 10

募集に対しては 10 件のアプリケーショ

ンをご応募いただきました。便利なアプリ

ケーション、楽しいアプリケーションなど、

非常にバラエティ豊かな作品群となってお

ります。詳細については午後のプログラム

でアカデミック・リソース・ガイドの岡本

様に講評をお願いしておりますが、この

API 腕自慢を通しまして、様々な切り口か

らレファ協のデータが利用できること、ま

たそういった利用により、さらに活用の可

能性が広がることが見えてきました。また、

検索性能の問題や書誌情報がシステム的に

利用しにくいなど、利用される際の問題点

も明確になりました。 

です。

レファ協では昨年 3 月にレファレンス事例

を検索・取得するためのインターフェイス、

API（Application Programming Interface）
を公開いたしました。「API腕自慢」はこの

API及びレファ協データの利用促進を図る

こと、またレファ協の新たな可能性、活用

方法を探ることを目的に、レファ協APIを
用いたアプリケーションを広く募集したも

のです。 

2 つ目はTwitterでの情報発信 11

                                                   
10 企画 API 腕自慢 

の開始で

す。9 月からイベント情報など事務局から

のお知らせや、おすすめ事例の紹介など事

業の広報に活用しており、現在約 750 人の

方にフォローしていただいています。

Twitterを開始した 9 月には、データへのア

クセス数が大きく上昇しました。また本日

のフォーラムの様子も中継しております。 

[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/api_2010.htm
l] 
11 Twitter での情報発信 
[http://twitter.com/crd_tweet]  

3 つ目は雑誌記事での広報です。雑誌記

事の他、図書館総合展などのイベントや、

HP でも広報に努めております。 
4 つ目は本日の事業フォーラムの開催 12

最後の 5 つ目は本日スタートのサポータ

ー登録制度

をあげました。 

13

そこで、サポーターという枠組みを設け

まして事業への協力をお願いし、その活動

を当館が支援しようと考えました。サポー

ターの方々には、データへのコメント付与、

レファ協についての研修会の開催、また宣

伝のような活動を行っていただくことを期

待しております。こうした活動をして下さ

る方に企画協力員の推薦を得て、サポータ

ー登録をしていただきます。企画協力員に

知り合いがいないという場合は事務局まで

ご相談ください。 

です。レファ協では外部有識

者の方々に企画協力員となっていただき、

事業の活性化や進むべき方向性についてア

ドバイスをいただいております。ただ、こ

の事業がもっと知られるようになり、多く

の図書館に参加していただくためには企画

協力員の方だけではなく、より多くの方々

に事業をサポートしていただく必要があり

ます。 

ご登録いただきましたら、当館がレファ

協 ID を発行し、専用のメーリングリストへ

の登録を行います。メーリングリストでは

「レファ協の将来について」など自由にや

                                                   
12 第 7 回レファレンス協同データベース事業

フォーラム 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_7.html
] 
13 レファレンス協同データベース事業 サ

ポーターについて 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/supporter.ht
ml] 

http://twitter.com/crd_tweet�
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りとりしていただければと考えています。

ただ、それ以外の特典がなく、申し訳あり

ませんが費用面での支援もございません。

ボランティアの活動になりますが、一緒に

レファ協を盛り上げていただければと思い

ます。 
サポーター登録は、本日よりスタートい

たします。要綱等の詳細は HP に掲載して

おりますので、興味をお持ちいただいた方

はご確認ください。 
 
その他の取組み 
次に、その他の平成 22 年度の活動をご報

告いたします。3 項目ございます。 
1 つ目はデータ作成・公開に関するガイ

ドラインの改訂 14

2つ目は利用者アンケートの実施

です。改訂は、これまで

のシステム改修で現状と合わなくなった部

分を訂正いたしました。部分的な修正だっ

たこともあり冊子体での刊行は行わず、HP
に掲載しております。 

15

                                                   
14 データ作成・公開に関するガイドライン 

です。

システム利用の実態を調査するため、4 月 1
日から9月15日までHP上で実施しました。

回答数は 47 件とさびしい結果になりまし

たが、前回の平成 20 年度の調査に比べて

「レファ協が役に立った」と回答される方

が増加しました。また、書誌データベース

へのリンクを可能とする、更新データを「更

新」とわかるよう表示する、といった要望

など貴重なご意見をいただくことができま

した。 

[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/guideline.htm
l] 
15 レファレンス協同データベースシステム

利用者アンケート集計結果 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/qu
estionnaire_201007-09.pdf] 

3 つ目は参加館通信の配信です。参加館

通信は平成 16 年にスタートした参加館向

けのメールマガジンですが、平成 22 年 7
月に 200 号を迎え、これまで当事業にご協

力いただいた方々からメッセージをいただ

き、記念号を配信いたしました。メッセー

ジでは、レファ協の良いと思うところは「他

館の方とつながっていること」「見てために

なり面白い事例が集まっていること」また、

「情報の共有と人のつながりを通じて 1 つ

1 つのデータが発揮する可能性の大きさ、

そこに新たな感動を覚える」などのお声を

いただきました。 
 
企画協力員による活動 
ここまでの活動報告はレファ協事務局、

つまり国立国会図書館の職員が行っている

ものですが、外部の方々の活動も大きな力

となっています。 
これまでに何度か触れましたが、レファ

協では外部有識者のご協力を得るために企

画協力員という制度 16

                                                   
16 レファレンス協同データベース事業 企

画協力員について 

があります。企画協

力員の方には事業の方向性や各種企画につ

いてご意見をいただいたり、レファレンス

事例へのコメント付与、外部で講演される

際のレファ協の広報など、様々なかたちで

事業を盛りたてていただいております。現

在はスライドに出ております 7 名の方に企

画協力員としてご協力をいただいておりま

す。2 年の任期でお願いしており、本日も

会場前方に来ていただいております。また、

千葉経済大学の齋藤先生には、後ほどパネ

ルディスカッションのコーディネータとし

[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/cooperative_p
roject_team.html] 
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てご登壇いただきます。 
 

 

 
参加館による活動 
また、参加館の皆さんが研修会などを開

催される際、レファ協を取り上げていただ

くこともありました。 
 

 

 
以上が本年度の主な取り組みです。ご協

力・ご支援ありがとうございました。 
 

 平成 23 年度の予定 

 
さて、平成 23 年度の予定です。6 月に東

京本館、関西館の 2 か所で担当者研修会を

予定しております。例年は 10 月頃の開催で

したが、平成 23 年度は 6 月の開催を予定し

ております。ご好評いただいている研修会

ですので、参加館の方は是非ご参加いただ

ければと思います。 
また例年通り、2 月頃事業フォーラム、3

月頃礼状送付を予定しております。 
それから平成 23 年度は次期レファレン

ス協同データベースシステムの検討を予定

しております。次期システムへの移行は平

成 24 年度末を想定しております。この 24
年度末というのはあくまで想定の時期にな

ります。次期システムについては、これま

で研修会やフォーラム等でいただいたご意

見を参考にさせていただきますが、新たに

アンケート等を実施し、みなさまのご意見

をお聞きしたいと考えております。是非こ

の機会に、普段感じておられることなどを、

声を大にしてお伝えいただければと思いま

す。 
平成 22 年度の事業報告は以上になりま

す。本年度もみなさまのご協力のおかげで

事業が発展してまいりました。是非、これ

からも事業へのご協力をお願い申し上げま

す。ご清聴ありがとうございました。 
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基調講演 
 

日本の図書館のレファレンス事例集 
 

 

 

講師 

筑波大学大学院図書館情報メディア

研究科講師 

大庭一郎 

配布資料 

資料③ 基調講演 

 
 ただいまご紹介に与りました、筑波大学

大学院図書館情報メディア研究科の大庭一

郎と申します。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 
本日の基調講演は、「日本の図書館のレフ

ァレンス事例集」ということで、お手元の

配布資料③［本記録集の p.33-48 参照］に

従いまして進めていきたいと思います。ス

クリーン上にも、同等のものを Word デー

タで表示してまいりますけれども、お手元

のものを目で追っていただくとわかりやす

いかと思います。 
 

 はじめに 

 
 はじめに今日のお話の骨子ですが、「レフ

ァレンス事例集」はレファレンスサービス

に寄せられた質問ですとか、その結果得ら

れた回答、回答プロセス、参考資料などを

記録し、集積したものです。1950 年以降、

日本の一部の図書館では、レファレンスサ

ービスの一環としてレファレンス事例集も

作成されてまいりました。しかし、レファ

レンス事例集に関する個々の事例報告や研

究発表は見られますが、それらの全体的な

動きをまとめた研究が十分に行われている

わけではございません。 
本日の講演では、日本の図書館、特に日

本の公共図書館が私の研究フィールドです

ので、公共図書館のレファレンス事例集を

対象といたしまして、その現状をまとめて

まいりたいと思います。紙媒体から電子媒

体への移行を踏まえながら、レファレンス

事例集の整備の変遷、提供の現状につきま

してまとめます。さらに、ナレッジマネジ

メントの観点から、レファレンス事例集の

あり方について考察したいと思います。 
本日の配布資料は、私の大学の講義資料、

及び私の研究室の卒業研究論文のデータを

用いながら、今回のフォーラム用に新たに

まとめ直したものです。配布資料の中で[ ]
で数字を付けているものがありますが、そ

の部分は資料の最後の「注・引用文献」の

数字と対応しております。あとで適宜ご参

照いただければと思います。 
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 1．図書館の機能とレファレンス

サービス 
 
それでは、1 番目のトピックスとして図

書館機能とレファレンスサービスについて、

大枠の確認をさせていただきたいと思いま

す。これはなぜかと申しますと、レファレ

ンスサービスの取り組みは館種によってか

なり違いがございます。大学図書館の世界

でレファレンスサービスをちゃんとやって

いないとなると、非常におかしいと思われ

るでしょうし、公共図書館の分野では、後

でお話しますように必ずしもレファレンス

サービスが日本で順調に発展したわけでは

ないのです。 
 
図書館の機能 
 まず、図書館の機能ですが、図書館は様々

な資料を収集、組織、保存し、それらの資

料を利用者に提供する機関です。図書館サ

ービスは、間接サービスと直接サービスに

分けることができます。これは図書館、ま

たはそれに関わるお仕事に携わるみなさま

には自明のことかと思います。  
しかし、念のため図 1 で確認します。図

書館は左手の方から各種の資料を入手する

わけですが、収集機能、組織機能、保管機

能というように利用者から見えない裏方の

部分でテクニカルサービス、間接サービス

を行っているわけです。 
これは館（やかた）の図書館にとっても

重要ですけれども、図書館の資料がますま

す電子化されデジタルになった時、より魅

力的なデジタル図書館にアクセスしてもら

うといった場合に、このテクニカルサービ

スの部分は今まで以上に重要になってくる

と思います。  
また、直接サービスはその図面でもわか

りますように、提供機能が柱になっており

ますけれども、「貸出」と「レファレンス」

が中心のポイントになってくるということ

です。  
資料の裏面 2 ページ目をご覧いただけれ

ばと思います。先ほど図面で確認しました

ように、現在の図書館は収集、組織、保存

している資料を利用者に提供することを主

要な目的としています。その場合、間接サ

ービスと直接サービスが展開されるわけで

すが、間接サービスは、あくまでも資料や

情報を提供するための手段でございます。 
直接サービスは、図書館サービスにおい

て、利用者に直接提供される各種の働きか

けですので、資料、並びに情報の提供機能

を図書館が果たすために行う諸活動が含ま

れているわけです。 
整理しますと４点ございまして、１番目

に利用者の資料閲覧や貸出に関わる業務。2
番目としてレファレンスサービス。3 番目

として対象利用者別に展開される各種サー

ビス。そして 4 番目に、利用者の資料利用

に関連した集会活動や施設提供があげられ

ます。くどいようですが、提供機能の二大

機能は資料の「貸出」と「レファレンス」

でございまして、あたかも車輪の両輪のよ

うにこれらが両者バランス良く動いていな

いと、車は曲がって動いてしまうわけです。

大学図書館はもちろんちゃんとされている

かと思いますが、公共図書館ではまだ十分

にレファレンスが根付いていないというこ

とがあると思います。 
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図書館サービススの基本原則（Michael K. 
Buckland） 
このように、図書館サービスを見るにあ

たりましてサービスの基本原則は何か、こ

れも図書館に関わっていますと自明すぎて

忘れがちになりますが、図書館情報研究者

Michael K.Bucklandが『図書館サービスの

再構築』17

極めてあたり前のことですが、1 点目は

「図書館サービスの役割は文献へのアクセ

スを容易にすること」。この場合の文献は紙

媒体だけにとどまらず、ますます資料がデ

ジタル化されていくなかで、電子文献も紙

媒体と同等以上の積極的な提供ができるか

どうかということが問われているのです。 

という本の中で 2 点重要なこと

を指摘しております。 

2 点目は、これも図書館だけを狭く見て

いると忘れがちですが、「図書館の使命はそ

の帰属する組織の使命、ミッションとか、

奉仕対象者の活動を支援することにある」。

図書館は独立して展開されるというよりも、

何らかの親機関、上位組織のもとに位置づ

けられてサービスを展開しているというこ

とが基本になると思います。 
 
貸出サービス 
 さて、直接サービスのメインの仕事の中

での「貸出」を改めて考えてみたいと思い

ます。貸出は、特定の図書館資料を特定の

利用者に一定の期間、自由に独占的に利用

させることです。これは、利用者が貸出に

よって、どんな時間帯でもどこででも自由

                                                  
17 Buckland, Michael K．図書館サービスの再

構築：電子メディア時代へ向けての提言． 

高山正也，桂啓壯訳．東京，勁草書房，1994.7，

xix,129p.（原書：1992 年刊） 

に利用できる点が資料提供の方法として優

れています。そのため、館種を問わず図書

館サービスの基礎として貸出はございます。 
ただし貸出業務には 2 系統あり、登録、

貸出手続、返却、督促といった図書館資料

の貸出に関する一連の作業、その他に予約

サービスや相互貸借、ILL を含めることも

あります。さらに、公共図書館の場合は読

書案内も貸出作業の一部としてみなすとい

う考えもあります。 
これを図式化したものがお手元の資料の

「貸出業務の図式」です。貸出し(Lending)
に関しては、いわゆる貸出作業(Lending 
routine)ということで登録－貸出手続－返

却－督促という重要ですけれども単純な作

業です。それに対して、読書案内(Readers’ 
advisory service)の部分は専門的な職務、

プロが行うべき職務としてアメリカ、イギ

リスで、ちょっと文脈は違いますがそれぞ

れ発展してきておりまして、予約や相互貸

借も含まれるというかたちになるわけです。 
2 ページの最後に記してあるように、貸

出業務における専門的職務、専門的な知識

とか経験が求められ判断を要する職務と、

非専門的職務を区分する必要があります。

私がかつて研究したところによると、アメ

リカの公共図書館では今から 70 年前の

1940 年代にこの仕事をちゃんと切り分け

るということを行っていまして、専門職が

専門的職務、つまり相談などレファレンス

に専念できる体制を確立しています。 
 さて、資料の 3 ページ目をご覧いただけ

ればと思います。先ほど貸出の中で専門的

な仕事があると申し上げましたが、イギリ

スの図書館などでは顕著なサービスですが

本の案内、読書案内がございます。この読
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書案内サービスは、貸出の部分におけるレ

ファレンスサービスととらえることができ

るかと思います。つまり、資料提供の充実

には不可欠なサービスです。 
日本でも、1990 年代半ばくらいからこれ

に取り組む公共図書館が出てまいりました。

本の案内等の専用デスクを入口付近に設置

しまして、わかりやすい表現やサインを用

いて気軽に質問できるようにするというこ

とで、貸出絡みの色々な質問に応じられる

体制を整えるということです。 
 
レファレンスサービス 
さて、いよいよ今日のレファレンス事例

集に関わるレファレンスサービスについて

再確認させていただきます。レファレンス

サービスは『図書館情報学用語辞典 第 3
版』18

1 点目は、レファレンスサービスが行わ

によると、何らかの情報あるいは資

料を求めている図書館利用者に対して、図

書館員が仲介的立場から、求められている

資料あるいは情報を提供ないし提示するこ

とによって援助する、及びそれにかかわる

裏方的な仕事も含めた諸業務であります。

図書館における情報サービスのうち、人的

で個別的な援助形式をとるものをいい、利

用案内（指導）と、情報や資料の提供の 2
つに大別されます。大学図書館の世界でレ

ファレンスサービスをしていないとなると、

それこそ笑いものになるかと思うのですが、

レファレンスサービスの意義としましては、

以下のものがあげられるかと思います。 

                                                  
18 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会

編．図書館情報学用語辞典 第３版．東京， 

丸善，2007.12，vii,286p. （初版：1997.9 刊，

第２版：2002.8 刊） 

れていないと、実際に資料が所蔵されてい

ても利用者が探し出せず、あるいは、短時

間で回答を得られないために効果的・効率

的な利用ができず資料が活用されない。 
2 点目は、利用者は司書と相談すること

によって、問題解決の鍵を得るとともに必

要な資料や情報が整備され、課題が解決さ

れるということです。 
最近、日本の図書館でも評価の高い図書

館ほど、レファレンスデスクと担当職員の

配置を進めるなど、レファレンスサービス

に力を入れるようになっています。でもア

メリカと比べると、70 年ぐらいの遅れがあ

るということが言えるかもしれません。 
レファレンスサービスにおける専用デス

ク、担当者の意義というのは大変重要なわ

けです。レファレンス事例集の絡みで考え

るならば、そもそもレファレンス事例集を

議論する場合、個々の図書館で充実したレ

ファレンスサービスが行われているかどう

かが重要なポイントになると私は考えてお

ります。 
 
日本の公共図書館におけるレファレンスサ

ービスの実施状況 
さて、今日は色々な館種の方々が来られ

ていると思いますが、日本の公共図書館に

おける 21 世紀初頭のレファレンスサービ

スの実施状況は一体どうなのかということ

について、全国公共図書館協議会が 2003
年度に『公立図書館におけるレファレンス

サービスに関する実態調査報告書』19

                                                  
19 全国公共図書館協議会編．2003 年度公立

図書館におけるレファレンスサービスに関す 

を出

る実態調査報告書：全国公共図書館協議会調



 
 
第７回フォーラム記録集 

基調講演 

21 

しています。これは、極めて回収率の高い

調査でして、都道府県立、特別区立、政令

指定都市立、町村立などの回答状況が、お

手元の資料の 3 ページ目の下の表にまとま

っています。 
さて報告自体はとても長いのですが、エ

ッセンスを 4 ページ目に 2 つのデータとし

て持ってきております。そもそも公共図書

館の世界でレファレンス専用のカウンター

を設けているかどうかですが、さすがに県

立図書館はちゃんと貸出とは別に独立した

カウンターを設けているということですが、

規模が小さくなるに従ってちゃんと設けら

れていない。レファレンスサービスの窓口

がある図書館になりますと、市立図書館の

場合でも 2000 年代初頭の段階で 34％とい

う低い状況です。 
さらに下の表をご覧いただきますと、サ

ービスカウンターに職員を配置しているか

どうかですが、これも市立図書館で 80％、

町村立図書館で 33％です。図書館サービス

の車輪の両輪である「貸出」と「レファレ

ンス」の 2 つが大事と申し上げましたが、

たとえ平成の大合併で町や村が減ったとし

ても、規模の小さいところではレファレン

スがちゃんとできないという状況があると

いうことです。 
 

 2．これからの図書館像：地域を

支える情報拠点をめざして：報告 
 
それでは、これを改善するためにどんな

                                                                      
査研究事業報告書．東京，全国公共図書 

館協議会，2004.3，52p.

［http://www.library.metro.tokyo.jp/15/pdf/
rallchap.pdf］ 

方向が出てきているかといいますと、資料

5 ページ目ですが、文部科学省が 2004 年 4
月に今日の公共図書館の現状や課題を把

握・分析し、生涯学習社会における公共図

書館の在り方について調査・研究を行うた

めに、図書館関係者や有識者による「これ

からの図書館の在り方検討協力者会

議」20(主査：筑波大学・薬袋秀樹教授)、こ

れを生涯学習政策局社会教育課に設置した

わけです。2 年後の 2006 年に成果報告書が

まとめられまして、『これからの図書館

像』21

この報告書は、公共図書館が目指すべき

方向性や具体的な指針を示しておりまして、

特にレファレンスサービスを考える際に非

常に重要なものであると私は考えておりま

す。ここで従来のレファレンスサービスの

問題点があがっているわけですが、箇条書

きで①から⑤に私がまとめたものがありま

す

が発表されました。  

22

 
。 

従来のレファレンスサービスの問題点 
公共図書館を考えた場合、そもそも①レ

ファレンスサービスの提供体制が不十分な

図書館が多い。これは先ほどの統計データ

でも示しましたように、専用カウンターの

                                                  
20 「これからの図書館の在り方検討協力者会

議」

[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chou
sa/shougai/019/index.htm] 
21 これからの図書館の在り方検討協力者会

議．“これからの図書館像：地域を支える情

報拠点をめざして．”文部科学省．2006-03．

[http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/ 
18/04/06032701/009.pdf] 
22大庭一郎．『これからの図書館像』とレファ

レンスサービス．図書館雑誌．2006.11， 
vol.100，no.11，p.768-771. 
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未設置や職員の未配置ということです。あ

るいは、②専用カウンターが 2 階の参考図

書室や 1 フロアであっても奥まった位置に

あることが多く目立たないということ。さ

らには③図書館が貸出冊数や利用者数で評

価されてきたこと。④レファレンス資料や

雑誌が少なくて図書中心のコレクションで

あること。⑤先に、仕事の区分が必要だと

いうことを申し上げましたが、全ての職員

が、あらゆる業務を一律に行わなければな

らないという意識が長年公共図書館では強

かったということが指摘されてきたわけで

す。 
 
新しいレファレンスサービスの位置づけ 
このような状況を受けて、ではどんなサ

ービスがレファレンスサービスとして必要

なのか。これは事例集とも絡んでくる大事

な話なのですが、『これからの図書館像』23

まず、①はやはりレファレンス専用カウ

ンターや窓口を設置し、職員を確保すると

の中で定義されているのは以下のものです。

5 ページ目の下の方にありますが、「貸出サ

ービスのみを優先することなく、レファレ

ンスサービスを不可欠なサービスとして位

置づけ、その利用を促進するような体制と

環境を用意することが必要である」という

ように 2006 年の段階で指摘がされていま

す。この報告書が出て 5 年経とうとしてい

ます。日本の図書館でも、今までよりもレ

ファアレンスサービスに力を入れようとし

ているところもあるわけですが、では具体

的な方向性は何なのか。資料の 6 ページに

は、報告書を見た上で私が要点としてまと

めましたものが 7 点ございます。 

                                                  
23 前掲 21 

いうことです。キーワードでいうならば「読

書案内サービス」、本の案内のサービスや調

べ物の案内サービスを設けることが必要だ

ということです。 
②は来館が困難な方や勤務時間後の利用

を望む方のために電話、ファックス、電子

メール等でのレファレンス質問を受け付け

る。キーワードでいうならば「デジタルレ

ファレンスサービス」ということですね。

公共図書館を考えた場合、従来型の館の図

書館、「来ていただくレファレンスサービ

ス」を充実させることも必要でしょうし、

一方で 21 世紀の色々な情報処理技術を駆

使した上で、デジタルレファレンスサービ

スの両方を高めていかなければいけないと

いうこともあるわけです。 
③は読書の支援だけではなくて、地域住

民の課題解決支援（行政支援、あるいは学

校教育支援、ビジネス支援、地場産業支援、

子育て支援など）、将来は大人の利用者とし

て漠然ととらえていたものを意識して、タ

ーゲットを明確にした上でサービス展開し

ていく。専門情報ということで、医療・健

康、福祉、法務（法律）、地域・行政の情報

に特化した、あるいは、そういったことに

関心のある大人に向けてサービスを展開し

ていこうと指摘されているわけです。 
④は今日の話題の事例集と関連します。

公共図書館の世界でも、やっとこの辺りを

追及する話になってきています。印刷媒体

とインターネット等の電子媒体を組み合わ

せて利用できる図書館（ハイブリッド図書

館）を目指すということで、レファレンス

サービスや課題解決支援機能の充実を図る。

その際に、当然のことながら業務のオンラ

イン化、インターネット端末の設置、デー
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タベースを含むインターネット上の情報の

活用を推進する。さらには、自館のホーム

ページを開設して利用案内・お知らせ、蔵

書目録、リンク集、文献探索・調査案内（パ

スファインダー）、そしてレファレンス回答

データベース、地域資料索引、関係団体・

機関リスト等を計画的、段階的に整備する

ことによって多様な情報源の入口としての

「地域のポータルサイト」を目指す必要が

ある。つまり、図書館側からもさらなる情

報発信をしていくということです。自分の

図書館で、独自にレファレンス回答データ

ベース（事例集）を作ろうとすると大変で

すが、先ほどご説明のありましたレファ協

のデータベースを活用した上で展開するこ

とによって、たとえ小さな町や村の図書館

であっても、レファレンス回答データベー

スを一定レベル公開することができるよう

なインフラを国立国会図書館は整備して下

さっているということが言えます。 
さらに、⑤は日本の図書館は、従来図書

に偏りがちだったのですが、もっと雑誌記

事を使う。国立国会図書館の雑誌記事索引

ですとか、NII（国立情報学研究所）の CiNii
は非常に強力なもので、これを活用する。

新聞記事、地域資料、地域の団体のパンフ

レットなども提供することを言っています。 
⑥は他の図書館やその他の関係機関と連

携・協力し、レファレンスサービスの充実・

推進、実施を進める必要がある。⑥も今日

のレファ協のフォーラムの目線から見るな

らば、館種を超えて色々な図書館が助け合

うことによって、小さな単独の図書館では

できないことをできるようにしていく支え

といいますか、互いにレファレンスサービ

スを支える側面として見ることもできるわ

けです。 
⑦は IT 化の推進・進展を踏まえて、利用

の案内・支援、他の施設と連携した情報リ

テラシーの向上を目指した講座の充実を図

る必要があります。この絡みでも、事例集

などの整備によって図書館の一般利用者の

方に、「こういう使い方が図書館にできる」

「こんな複雑なことまで図書館は調査、あ

るいは資料相談にのっていただける」とい

う PR をする。キーワードでいうならば「図

書館利用教育」といえるかと思います。 
 もちろん①から⑦までの事柄は今までも

部分的な提案がなされてきており、一部の

図書館では当然実施されています。しかし、

2006 年の段階で、個々のサービスをトータ

ルに有機的に連動させ、全体像を網羅的に

提示したことにこの報告書の意義があると

思います。各図書館のさまざまな財政事情

とか苦しい点もございますが、これらの提

言を踏まえて、着実に取り組むことが必要

であろう、と報告書が出て 5 年経った段階

で改めて思います。 
 

 3．レファレンス事例集とは何か 

  
さて、資料 7 ページ目に進ませていただ

きます。いよいよ今日の講演のトピックで

ございます。レファレンスサービスに絡ん

でレファレンス事例集の話です。 
そもそも、「レファレンス事例集とは何ぞ

や」ということですけれども、レファレン

スサービスに寄せられました質問やその結

果得られた回答、回答プロセス、参考資料

を記録し、集積したものです。これは図書

館資料のメインが紙媒体であって、図書館
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業務が紙で行われていた頃から実は着実に

行われていたものです。最近の文脈でいう

ならば、レファレンス事例データベースと

いうことで、まさにレファ協によってレフ

ァレンス事例データベースが、提供される

ようになっているわけです。 
2007 年に刊行され、丸善から出版されて

いる『図書館情報学用語辞典 第 3 版』24

2007 年に定義されたものですけれど、下

線のように「国立国会図書館が主導し、全

国の公共、大学、専門図書館等と協同で構

築しているレファレンス協同データベース

はその代表例である」と書かれています。

ちなみに調べたのですが、初版が 1997 年、

第 2 版が 2002 年に出ているのですが、そ

の時はレファレンス事例データベースの項

目自体が用語辞典にないのですね。ですか

ら、レファ協が始まってまだ日が経たない

うち、2007 年のうちに代表例として載って

いるということも指摘をしておきたいと思

います。ただ、新しいところだけを見てい

に

載っている定義を完全に持ってまいりまし

た。「レファレンス事例データベースとは、

レファレンス質問と回答の内容の記録であ

るレファレンス事例をレコードとして蓄積

したデータベース。質問回答サービスの事

後処理として作成される。質問、回答、回

答プロセス、参考資料などの中核的な事柄

のほか、検索のための分類やキーワードな

ど付加的な情報を付したものが多い」とい

うことで、「図書館内での情報共有、質問者

への追加情報の提供、類似質問の調査のツ

ール、質問傾向の把握、追加すべき資料の

把握、職員研修の教材、サービスの広報」

などに活用されるのです。 

                                                  
24 前掲 18 

れば良いというわけではありません。次の

4 では、日本の図書館におけるレファレン

ス事例集の動向は一体どうだったのかとい

うことをごく簡単にまとめてまいりました。 
 

 4．日本の図書館におけるレファ

レンス事例集の動向 
 
「冊子体」、「業務用データベース」、「イ

ンターネット上のデータベース」の各種媒

体の代表的なレファレス事例集には、どん

なものがあるのかをごく簡単に振り返って

みたいと思います。 
「冊子体」としましては、「実物の見られ

るものを」ということで、「うちでもちゃん

とやっていたよ」というお話もあるかもし

れませんが、例えば県立長野図書館が『調

査相談の事例』ということで 1964 年以降、

小冊子を刊行し続けてきたという歴史があ

ります。あとで詳しくご説明しますが、1970
年代から 80 年代にかけまして富山市立図

書館のレファレンス事例集、あるいは、そ

れをまとめたもの 25

その後、「業務用データベース」としまし

て、名古屋市立図書館のレファレンス事

例

は非常に立派なものが

作られています。 

26

                                                  
25 富山市立図書館．レファレンス事例集：第

２集（昭和 53・54年度）．富山，1981.3， 

のオンライン登録。これは、カードで

ためていたものを業務用端末で蓄積しよう

としたものですね。あるいは、厚木市立中

富山市立図書館，81,90p. 

富山市立図書館．読書そうだん室：レファレ

ンス事例集．富山，1985.3，富山市立図 

書館，36p. 
26 名古屋市立図書館 レファレンス事例集

[http://www.library.city.nagoya.jp/referen
ce/jireishu.html] 
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央図書館のレファレンスデータベースは

2000 年開始ですけれども、Microsoftの
Access97 を用いて簡単にデータを蓄積し

始めたということが報告されております。

東京都立中央図書館に関しては、冊子体の

頃から『しらべま専科』27

そしていよいよ「インターネット上のデ

ータベース」としては、大学図書館の例と

して 2000 年に試みられた九州地区国立大

学図書館協議会の事例データベースがあり

ました。あるいは、山梨県立図書館の「レ

ファレンスデータベース」

というかたちで

非常に優れた事例集をまとめ始めていたわ

けですが、それを事例データベースとして

2002 年に開始されています。 

28と「レファレ

ンス事例集」29などの単独館で行われたも

のもありますし、東京都立中央図書館は、

紙媒体や業務用データベースとして編纂し

てきたものを、『しらべま専科』という形で

データベースとしてネット上で 2004 年か

ら公開するということをされています。そ

して、今日のフォーラムのトピックである

レファ協 30

 

については、レファレンス協同

データベースの提供が始まったのが 2004
年ということです。 

                                                  
27東京都立図書館 しらべま専科 
[http://metro.tokyo.opac.jp/tml/tref/] 
28山梨県立図書館 レファレンスデータベー

ス

[https://www.lib.pref.yamanashi.jp/YMPRE
F/reference_jsp/search/inp_cond.jsp] 
29山梨県立図書館 レファレンス事例集 
[http://www.lib.pref.yamanashi.jp/cgi-bin/re
fjirei/refs.cgi] 
30 国立国会図書館レファレンス協同データ

ベース 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/public/] 

富山市立図書館のレファレンス事例集 31

ここで古い例ですけれども、富山の話を

ご紹介したいと思います。資料 7 ページ目

の 4．1 です。「日本の図書館ではレファレ

ンスが中々発展しなかった」と言われてい

るわけですが、富山市立図書館は、1970 年

代・80 年代の早い時期に非常に優れたレフ

ァレンスをされていた注目すべき図書館だ

と、私は考えております。この図書館は、

1970 年 6 月に開館するのですが、当初から

貸出とレファレンスの両方に取り組んでい

た、つまり車輪の両輪として貸出とレファ

レンスを均等に重視していたというわけで

す。レファレンスサービスは組織的に行わ

れておりますし、経験が蓄積され、その蓄

積を職員研修で使ったりすることを行って

いるわけですね。その結果として、80 年代

には事例集が刊行されています。 

 

事例集の統計データを見てみますと、開

館時は 744 件程のレファレンス件数が、82
年には分館での受付も含めて 7,000 件以上

になっているということがわかります。そ

ういう意味では、普及している様子がうか

がえるわけです。質問自体は事実調査の類

が多いですし、多くは口頭質問で、自館に

よる処理、富山県立図書館への照会によっ

て処理する形がほとんどであり、解決率・

回答率は 9 割強となっています。 
8 ページ目をご覧ください。統計データ

を持ってまいりました。本当に簡単なもの

ですが、質問とそれに対してどんなツール

で答えられたのかということを、手書きベ

ースですが蓄積して約 170 ページの冊子と

してまとめあげているわけですね。単独の

図書館として、こんなことをちゃんと行っ

                                                  
31 前掲 25 
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ていたというのは本当にすごいことだと思

います。昔だってちゃんとしていた所はあ

るわけですね。 
でも一生懸命していても、この冊子を見

ないとわからない。あるいは、全国にくま

なく配ってというわけではないので、これ

を共有する仕組みがダイナミックにできて

いなかったということが言えるわけです。 
9 ページには、単純な事例集をもう少し

詳しめにした形で 3 問質問を載せています。

「子供の読書と漫画に関する問題を論じた

本を読みたい」ということで、解説と「こ

んな本がありますよ」という形で詳しく紹

介するということも、1980 年代初頭に行わ

れているわけです。他にも色々な例があり

ます。 
 
まとめ 

9 ページ目の 4.2 にまとめましたように、

レファレンス事例集は「冊子体」、「業務用

データベース」、「インターネット上のデー

タベース」というように媒体を変え、そし

て当然公開範囲を変えてきました。この変

化に伴って、レファレンスサービスに関す

る情報の共有が迅速かつ容易になってきて

いるわけですね。 
そして、事例集の活用方法はあまたある

わけですが、類似質問への対応、職員の研

修、サービスの広報や改善のための分析材

料となるわけです。他にもデータの被参照

数を用いた評価ですとか、セルフレファレ

ンスへの提供、司書の専門性のＰＲといっ

た活用方法も実は紙媒体の頃からみられる

わけです。 
そして、公共図書館では郷土に関する事

項、学校図書館では教職員との連携、専門

図書館では個々の専門領域に強いというこ

とで館種によっても、紙媒体の頃からレフ

ァレンス事例集の活用方法に違いがみられ

ます。 
 

 5．国立国会図書館のレファレン

ス協同データベース 
 
 そして、メインディッシュ、国立国会図

書館のレファレンス協同データベースの初

期の頃の話をまとめてまいりました。新し

い話は先ほどご説明があったわけですけれ

ども、レファレンス協同データベース事業

は、館種を超えた図書館が協同でレファレ

ンスサービスに関するデータを蓄積し、イ

ンターネットを通じて提供することによっ

て、図書館等におけるレファレンスサービ

スや一般利用者の調査研究活動を支援する

ことを目的としているわけです。 
同事業の前段階ともいえる実験事業は、

2002 年に 3 か年の予定で始まりました。

2005 年から本格稼働、事業化し、同年 12
月にデータの一般公開を始め、2006 年には

参加館がデータを登録する際の指針にする

ためのガイドライン 32

先ほどのご説明にもありましたように、

レファ協には「レファレンス事例」「調べ方

マニュアル」「特別コレクション」「参加館

プロファイル」の 4 データが登録されてい

ますし、参加館側も次のページにあります

ように、「自館のみ参照」、「参加館公開」、

「一般公開」と 3 段階のレベルが選べる。

も作成されておりま

す。 

                                                  
32 レファレンス協同データベース｢データ作

成・公開に関するガイドライン」 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/guideline.htm
l] 
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これも非常に工夫されている点だと思いま

す。自前用として公開はしないけれども使

う、ということもできるようになっている

わけです。 
そして、登録されているデータや公開レ

ベルを上手く利用することによって、レフ

ァ協のデータを活用している図書館も当然

見みられます。一方で、参加館の関わり方、

積極性には二極化が見られるかなと思いま

す。 
しかし、このレファ協によって、従来の

単館もしくは同一館種による取組みから、

館種を問わない複数館による取組みへと、

より大きな枠組みでレファレンスサービス

に関する情報を共有、活用することが可能

になりました。これは、日本の図書館界に

とって極めて重要なことでございますし、

より多くの新たな知識を創造できる仕組み

ができたととらえることができるわけです。 
 

 6．ナレッジマネジメントの観点

から見たレファレンス事例集 
 
ナレッジマネジメントとは 
ここで 6 のところに書きましたように、

ナレッジマネジメントの観点からレファレ

ンス事例集を捉え直してみたいと思います。  
ナレッジマネジメントは、1990 年代から

産業・経営の領域で関心を集め、以後、新

たに知識や情報が価値の源泉としてみなさ

れるようになりました。その背景には、民

間企業の内部資源への注目や、知識・デジ

タル経済への注目があるわけですね。 
ナレッジマネジメントとは、個人や企業

の持つ情報知識資源を組織的に集約、共有 
することによって、業務の効率化を高め、

価値を生み出すことや、そのための仕組み

づくりを行うということです。これは知識

資産の活用目的、及び活用手段の組み合わ

せによりまして、図 4 に示しましたように

「ベストプラクティス共有型」「知的資本

型」「専門知ネット型」「顧客知共有型」の

4 タイプに分類することができます。 
ここでいうところのレファレンス事例集

は、「ベストプラクティス共有型」に対応す

ることができるわけですし、ネットワーク

によって事例集が公開される現代におきま

しては、「専門知ネット型」の要素も見える

ようになってきているわけです。これにつ

いては後でちょっとだけご説明したいと思

います。 
 
SECI プロセス 
さて、このナレッジマネジメントのなか

で、SECI プロセスという考え方が非常に著

名です。   
知識には、形式言語で表わすことができ

表出される「形式知」と、個々人の中に存

在し形式言語で表わすことが難しい「暗黙

知」の 2 種類があるわけです。個人や組織

は、この 2 種類の知識を組み合わせて価値

を生み出しているわけですね。 
ナレッジマネジメントにおきましては、

価値の創造や成長を引き起こすのは知識創

造のプロセスであり、そのプロセスは形式

知と暗黙知の相互作用で説明できるとされ

ているわけです。この領域の第一人者は、

日本の研究者で野中郁次郎先生ですが、野

中らによって提唱された 4 段階の過程の頭

文字をとって SECI プロセスと呼ばれてい

るわけです。4 段階のプロセスは以下の通

りです。ちょっと個々に確認するのに、図
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5 を使ってご覧いただけるとありがたいで

す。 
まず出発点、図面でいいますと 4 つのマ

トリックスの左上のところから始まるので

すが、共同化（Socialization）、個人対個人

が face to face で知識のやりとりをする、

つまり暗黙知から暗黙知を得るプロセスを

出発点とします。 
次に表出化（Externalization）では、自

分自身の中にある暗黙知を表出したり、他

者のイメージを感じ取り言語や図式化した

りする、暗黙知から形式知を得るプロセス

が生じます。時計回りに進んで、ボックス

でいうと右上のところにいくわけですね。 
さらに、次が結合化（Combination）で

す。外部からの形式知を獲得し、その伝達

と普及を図るということで、形式知から形

式知を得るプロセスです。 
そ し て 4 段 階 目 が 、 内 面 化

（Internalization）ということで、組織的

に形式化された知識を自分自身のものとし

て取り込むという形式知から暗黙知を得る

プロセスです。 
図面で確認しますと、共同化の部分は、

身体・五感を駆使して直接経験を通じた暗

黙知の共有・創出が行われるわけです。表

出化の部分でいいますと、対話や思慮によ

る概念・デザインの創造で、暗黙知を形式

知化する部分、さらに結合化の部分は、形

式知の組み合わせによる新たな知識の創造、

情報の活用という部分になります。そして

最後の段階、内面化の部分は、形式知を行

動・実践のレベルで伝達、新たな暗黙知と

して理解・学習するという部分に通じるわ

けです。 
このように、SECI プロセスに現れる 4

段階の過程を通じて、個人や組織は形式知

と暗黙知を相互に変換し、新たな知識を獲

得し、創造することができるのです。 
これは、図面に示したような形で理解で

きているわけですけれども、11 ページの最

後に記しましたように、SECI プロセスを動

かす媒介となり知識資産の行き交うところ

を考えるにあたって、「場」という考え方も

重要になります。 
さて、次の 12 ページをご覧ください。い

きなり SECI プロセスの説明に入って話が

混乱したという方もおられるかもしれませ

ん。12 ページの冒頭に示しましたように、

ナレッジマネンジメントは、知識や情報を

もとに価値を創造し、組織の成長を図る経

営のあり方を示していることから、知識や

情報を扱うレファレンスサービスにもその

考え方を応用することができるだろうと考

えられるわけです。 
 
レファレンスサービスとナレッジマネジメ

ント 
レファレンスサービスとナレッジマネジ

メントの考え方について検討を試みたいと

思います。 
レファレンスサービスは、今までご説明

しましたように、職員個人の経験に根ざし

た暗黙知によるところが多いのです。その

ため、図書館全体でレファレンスの技能を

高めようとするためには、職員個人が有す

る知識や経験を図書館界全体で共有し、他

の図書館職員に伝授することが必要であり

ます。 
そのような観点から、ナレッジマネジメ

ントの考え方はレファレンスサービスに適

用可能ですし、レファレンスサービスを向
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上させるためにはナレッジマネジメントの

考え方が必要であると思われるわけです。 
図書館においてレファレンス事例集を活

用した場合、レファレンス事例の集約、活

用によって業務を改善することを目的とし

ておりますので、先ほど 10 ページ目で示し

たナレッジマネジメントの 4 つのタイプで

見るならば、「ベストプラクティス共有型」

に該当するわけです。また、レファレンス

事例集がレファ協のようにインターネット

上に公開された場合には、ネットワークに

よる知識資産の連携によって問題解決を図

る「専門知ネット型」の性質も持ち合わせ

るようになってきているといえるわけです。 
図 6 に関しては素朴なものでありますが、

レファレンスサービスにおける形式知と暗

黙知の関係を SECI プロセスに位置づけた

ものです。この SECI プロセスの中で、レ

ファレンス事例集が活用される場面を見ま

すと、レファレンス事例集は結合化、およ

び内面化の一部に現れるわけですね。全て

を網羅するわけではないです。しかし、レ

ファレンス事例集は、個人や組織のレファ

レンスサービスに関する知識や経験を集積

していると同時に、新たな知識を創造する

下地となっており、レファレンスサービス

のプロセスにおいて重要な役割を果たして

いるといえます。 
図 6 を時計回りにボックスの左上 S のと

ころから見ていくと、「共同化」、レファレ

ンスを実践し、他の職員のレファレンスを

参考にする。これはみなさま方の多くの職

場でベテランの先輩の技を盗んだり、ある

いは、コツやカンを得るということで長年

されてきたことです。それは暗黙知から暗

黙知という形なのです。 

そして、時計回りにボックスの右上 E「表

出化」に移りますと、レファレンスサービ

スの内容を記録する。かつては目録カード

に記録したり、原簿に記録したりと紙媒体

で行われていたこともあるわけです。ある

いは、業務用の Access97 などのデータベー

スに登録したなんていうこともあったわけ

です。サービス内容を記録する、言葉にし

て伝える、そしてレファレンスの知識や経

験を表現するということで、暗黙知だった

ものを形式知に置き換えるということです。

実はレファレンス事例集の歴史を振り返っ

てみれば行われていたわけですし、先ほど

ご紹介した富山市立の例などでは、古いも

のですが優れていると思うところです。 
さらにボックス右下 C の「結合化」をご

覧いただきますと、記録をまとめる、事例

集を作成する、配布または Web ページで公

開することで形式知から形式知への変換で

す。レファレンスの知識や経験を伝達・普

及することができるわけですね。 
そして最後の段階で I の「内面化」です

が、記録や事例集などを読む。そして結合

化で得た知識をもとに、また新たに図書館

の現場でレファレンスを実施するというこ

とで、形式知だったもの、事例集などに蓄

積されたものをまた個人の暗黙知の中に反

映させていく。そして、レファレンスの知

識を体系化するというふうにみることがで

きるのではないかと思います。図 6 につい

て、資料の 12 ページに基づいてご説明して

きました。 
さて、このように見てきますと、レファ

レンス事例集を活用することによって、レ

ファレンスサービスに関する知識資産を活

用し、業務の効率などを高めることが当然
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できるわけです。これは改めて申し上げま

すが、冊子体の頃でもできましたし、図書

館内部の業務用データベースの頃もできま

した。でも、今私たちはレファ協という優

れたツールを手にすることができたわけで

して、インターネット上にレファレンス事

例集が公開されるようになってからは、レ

ファレンス事例集を通じて知識を連携させ

ることが可能になってきたといえるわけで

す。これにつきましては、午後の API 絡み

の岡本さんの話などとも関連するところで

す。従来、各図書館内で閉ざされていたレ

ファレンス事例集を、職員だけでなく外部

に公開することによって、よりダイナミッ

クな知の創造が行われるようになってきて

いるわけですね。 
次に書きましたように、レファレンス事

例集の媒体ですとか公開範囲の変化にとも

なって、SECI プロセスにおける知識の流れ

がスムーズになって、かつ範囲も拡大して

きている。その結果、より迅速に広範囲か

ら新たな知識を得ることが図書館同士、あ

るいは一般の利用者でも可能になっている

わけです。つまり、より多くの知識を創造

できるようになっている。現在、インター

ネット等の情報処理技術の進展によって、

ナレッジマネジメントの考え方が、レファ

レンスサービスやレファレンス事例集に応

用しやすくなってきたと言えますし、さら

にもっと色々な工夫が可能になってくると

思うわけです。具体的には、レファレンス

研修の素材として、今まではよその図書館

の事例集など中々配られずに見られなかっ

たものが手軽に見られたり、専門図書館で

のノウハウだとか、工夫を知ることができ

ます。そして自分の図書館の Web ページに

事例を公開することも、レファ協などを使

うことによって可能になっているといえま

す。 
 

 7．レファレンス協同データベー

ス事業への期待 
 
さて、講演を依頼された時にレファレン

ス協同データベース事業への期待などをお

話し下さいと言われました。私は、画期的

なサービスだと思っているので絶賛する点

は多いけれども、欠点は去年までの講演で

かなり指摘されているので「あまりない」

と申し上げたことがあるのですが、もう一

度資料をまとめるにあたって考えてみた点

をごく簡単にご説明します。 
まず、特筆すべき点は、長年日本の図書

館のレファレンス事例集は、1 館もしくは

同種の図書館の協同によって作成、構築、

活用されてきたわけです。 
そういった状況の中で 2002 年に国立国

会図書館によるレファレンス協同データベ

ースの実験事業が開始されたわけです。当

時秋田県立図書館から来られていた山崎さ

んのご発案で、この事業が生まれたという

のは国立国会図書館月報 33

                                                  
33 国立国会図書館.国立国会図書館月報 

の記事などで読

ませていただきましたが、本当に素晴らし

い出発点だったなと思うわけです。そして、

レファ協は館種を問わず全国規模でレファ

レンス事例を共有できるデータベースであ

り、図書館におけるレファレンスサービス

とか一般利用者の調査研究活動を支援する

(563) [2008.2] 
[http://www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/p
df/geppo0802.pdf] 
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ことを目的としているわけですね。これは

とても重要なことだと思うわけです。 
特に、館種を問わず全国規模でレファレ

ンス事例を共有できるというのは、当たり

前のようで実は非常に難しい点でございま

す。日本の大学図書館、図書館界を見てみ

ますと、やはりお役所別の縦割り組織にな

っていまして、意外と文部科学省系、ある

いは、立法府であるところの国会図書館、

そして各専門図書館が連携するということ

が長年行われていなかったように思うわけ

です。予算面でも制度面でも違うけれども、

館種を超えて館種を問わずに全国規模でこ

ういうものを作り上げたということがとて

も大きなことなのです。 
これによって、レファレンス協同データ

ベースは、図書館職員の研修素材とかレフ

ァレンスサービスの PR 素材、そして研究

や授業の素材としても現在実際に活用され

るようになってきています。 
このような、全国規模でレファレンス事

例を共有する取組みは日本の図書館におい

ては前例がなく、画期的な取組みであった

と思います。そういう意味では、レファレ

ンス協同データベース事業のさらなる発展

を期待したい、もっともっと発展していた

だきたいと思います。 
しかし一方で、統計データなどを拝見し

ますと、このレファ協の課題としまして、

先ほどのご報告の中にもありましたけれど

も、参加館の中でのこの事業に対する取組

みの温度差が感じられるというわけです。

これは、登録率の問題などに絡んでくるも

のですね。ですので、今後登録の数を高め

るなど課題の解決に向けた取組みが期待さ

れるわけです。かといって名案があるわけ

ではなく、ここは消極的に例として他の資

料の詳しさに比べるとすらっと書きました。 
例えば、各参加館の自助努力に頼るとい

った場合に、「参加館が、毎月 1 点だけレフ

ァレンス事例を登録するキャンペーン」な

どを展開できないか。毎日コツコツ入れる

のは大変でしょうけれど、1 ヶ月の中でこ

の 1 個だけは紹介したいというものを各図

書館が毎月 1 回、年 12 回登録してくれるだ

けでも全然数が違ってきます。特に富山市

立の例を見ますと、郷土資料ではやはり各

地域の図書館、あるいは、その地域の大学

図書館が強いわけでして、それをせめて月

に 1 回だけ登録することはできないだろう

か、というのが 1 点です。 
2点目の例は少し踏み込んでおりまして、

国立国会図書館の戦略とも絡んできます。

また、担当のセクションだけで解決できる

ものではありませんけれども、レファレン

ス事例の登録に対する何らかのポイント制

度を導入できないかということです。例え

ば実現できるかどうは別ですが、レファレ

ンス事例集を 100 件登録すると 1 回分の文

献複写の返送料をただにするといったよう

に、何らかの動機付けが必要だと思うので

すね。それはなぜかといいますと、国立情

報学研究所（NII）のNACSIS-CAT 34

                                                  
34 国立情報学研究所（NII）目録所在情報サ

ービス

[http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat
/] 

は、

大学図書館間での共同分担目録システムで、

あれは所蔵データを登録することによって、

書誌データをダウンロードできるというよ

うにギブ＆テイク、お互いがハッピーにな

る構図があるわけですね。データベースを

作った場合には、データが永続的に加わっ
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ていくというメカニズムを組み込めるかど

うかが重要なポイントであるわけです。国

立国会図書館は非常に大組織でありますの

で、担当の方がそれをやりたいと言っても

他の障壁が色々あるかと思います。あるい

は先々、公共図書館が電子本の提供をする

時に交通費程度のお金がかかると想定され

ているようですが、「100 ポイント持ってい

れば 1 回分のダウンロードは図書館に対し

て無料」とかいうように、何らかの「登録

したい」という外的な要因を作れないかと

いうことがポイントになります。 
これにつきましては、イギリスの図書館

情報学の学者でDonald Urquhartというイ

ギリスのブリティッシュ・ライブラリーの

設立にも非常に重要な役割を果たした方が、

『図書館業務の基本原則』35

 

として 18 項目

を列挙し、3 項目目で「供給は需要を創る」

という基本原則を示しているわけです。事

例集は、図書館に関わる者が少し頑張って

でも供給して、それによって新たな需要を

生み出していくという構図にあると思いま

す。これは他の図書館サービスにもいえる

ことです。レファ協参加館の図書館職員に

よって、レファレンス事例が着実に登録・

蓄積されることによって、幅広い利用者に

活用されるより有益な事例データベースが

構築されることを強く望みたいと思ってお

ります。 

 
 

                                                  
35 Urquhart, Donald．図書館業務の基本原則．

高山正也訳．東京，勁草書房，1985.6， 

vii,144p. （原書：1981年刊） 

 おわりに 

 
最後ですが、レファレンス事例集は、歴

史を振り返ってみますと、質問と回答のみ

の簡単な形式から始まりまして、次第に調

査過程や担当職員のコメントなども記載さ

れるようになってきます。そして、レファ

レンスサービスの知識や経験が反映される

ようになり、事例はインターネットに公開

されるようになりまして、新たな知識を外

部から取り入れることが可能になりました。 
今後のレファレンス事例集は、組織の構

成員の知識を引き出し共有するとともに、

他の職員、あるいは一般利用者まで含めて、

その共有された知識を活用する媒体として

の役割を果たすことが求められていると思

います。 
最後になりましたけれども、今回の講演

の要旨につきましては、山崎久道先生の

2012 年刊行予定の『情報サービス論』36

 

の

中でも執筆予定でございます。本日は貴重

な時間を頂戴しまして、お話をさせていた

だきました。ありがとうございました。 

 
 
 
 
 

 

                                                  
36山崎久道編．情報サービス論．東京，樹村 

房，（現代図書館情報学シリーズ，５）2012

年刊行予定． 
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第７回レファレンス協同データベース事業フォーラム配布資料     2011年２月 25日（金） 

「日本の図書館のレファレンス事例集」（10：35－11：25） 
 

筑波大学 大学院 図書館情報メディア研究科 

大庭 一郎 

はじめに 

・レファレンス事例集は，レファレンスサービスに寄せられた質問や，その結果得られた

回答，回答プロセス，参考資料を記録し，集積したものである。1950（昭和 25）年以降，

日本の一部の図書館では，レファレンスサービスの一環としてレファレンス事例集が作

成されてきた。しかし，レファレンス事例集に関する個々の事例報告や研究発表は見ら

れるが，それらの全体的な動向をまとめた研究は十分に行なわれていない。 

・本日の講演は，日本の図書館（特に，公共図書館）のレファレンス事例集を対象として，

紙媒体から電子媒体への移行を踏まえながら，レファレンス事例集の整備の変遷，提供

の現状をまとめる。そして，ナレッジマネジメントの観点から，レファレンス事例集の

あり方について考察する。なお，本日の配布資料は，筆者（大庭）の講義資料や研究室

の卒業研究論文のデータを用いながら，今回のフォーラム用にまとめたものである。 

 

１．図書館の機能とレファレンスサービス 

１．１ 図書館の機能［１－４］ 

・図書館は，様々な資料を収集，組織，保存し，それらの資料を利用者に提供する機関で

ある。図書館サービスは，間接サービスと直接サービスに分けることができる。 

出典：長澤雅男．レファレンスサービス：図書館における情報サービス．東京，丸善， 

1995.3，viii,245p. この図版は p.2より転載． 

図１．図書館の機能 

（配布資料 1） 
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・現代の図書館は，収集，組織，保存している資料をその利用者に提供することを主要な

目的としている。間接サービス（資料の収集，組織，保存の諸機能）は，資料や情報の

提供のための手段。 

・直接サービスは，図書館サービスにおいて，利用者に直接提供される各種の働きかけ。

資料ならびに情報の提供機能を図書館が果たすために行なう諸活動が，ここに含まれる。

主たるサービスとしては，①利用者の資料閲覧や貸出にかかわる業務，②レファレンス

サービス，③対象者別に展開される諸サービス，④利用者の資料利用に関連した集会活

動や施設提供，が挙げられる。 

  ⇒提供機能の二大機能は，資料の貸出とレファレンスの機能。 

 

１．２ 図書館サービスの基本原則（Michael K. Buckland）［５］ 

・図書館サービスは，以下の二つの根拠を基本原則としている。 

・図書館サービスの役割は文献へのアクセスを容易にすることにある。 

・図書館の使命はその帰属する組織の使命とか，奉仕対象者の活動を支援することにあ

る。 

［備考］文献（document）は，媒体（メディア）の如何にかかわらず記録されたもの一

般の総称。現代の図書館は，伝統的な紙メディア文献（paper document）だけ

でなく，電子メディアによる文献（電子文献（electronic document））まで対

象として扱っている。 

 

１．３ 貸出サービス 

(1) 貸出 

・貸出は，特定の図書館資料を特定の利用者に，一定の期間，自由に独占的に利用させる

こと。利用者は，貸出により，どのような時間帯でも，どこででもその資料を自由に利

用できる点が，資料提供方法として優れている。［４］ 

⇒図書館サービスの基礎としての貸出。 

・貸出業務は，登録，貸出手続き，返却，督促といった図書館の資料の貸出に関わる一連

の作業からなる。この他に予約サービスや相互貸借を含めることがあり，公共図書館で

は，読書案内を貸出業務の一部とみなす考え方もある。［６］ 

 

・貸出業務の図式［７］  貸出し（Lending） 

              貸出作業（Lending routine）  ←重要であるが単純作業 

               登録－貸出手続－返却－督促 

             読書案内（Readers’advisory service） ←専門的職務 

                |＿予約（リクエスト）サービス 

                  |＿相互貸借 

 

・貸出業務における専門的職務（専門的知識と経験が求められ判断を要する職務）と非専門

的職務を区分する必要性。米国の公共図書館では1940年代に実現し，専門職が専門的職務に専

念できる基盤が確立。［８－10］ 

（配布資料 2） 
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(2)本の案内（読書案内）［11－16］ 

・本の案内（読書案内）は，貸出部門におけるレファレンスサービスである。 

⇒資料提供の充実に不可欠。 

・「本の案内」等の専用デスクを入口付近に設置し，わかりやすい表現やサインを用いて，

気軽に質問できるようにする。 

 

１．４ レファレンスサービス 

・レファレンスサービス（reference service）は，何らかの情報あるいは資料を求めてい

る図書館利用者に対して，図書館員が仲介的立場から，求められている情報あるいは資

料を提供ないし提示することによって援助すること，およびそれにかかわる諸業務。図

書館における情報サービスのうち，人的で個別的な援助形式をとるものをいい，利用案

内（指導）と情報あるいは資料の提供の二つに大別される。［４］ 

 

・レファレンスサービスの意義［17，18］ 

・レファレンスサービスが行われていないと，実際に資料が所蔵されていても，利用者が

探し出せず，あるいは短時間で回答を得られないため，効率的な利用ができず，資料が

活用されない。 

・利用者は，司書と相談することによって，問題解決の鍵を得るとともに，必要な情報や

資料が提供され，課題を解決できる。 

・評価の高い図書館ほど，レファレンスデスクと担当職員の配置を進めるなど，レファレ

ンスサービスに力を入れている。⇒レファレンスサービスにおける専用デスク，担当者

の意義。 

 

・レファレンス事例集を議論する場合，個々の図書館で，充実したレファレンスサービス

が行われているかどうかは，重要なポイントである。 

 

１．５ 日本の公共図書館におけるレファレンスサービスの実施状況 

・『2003年度公立図書館におけるレファレンスサービスに関する実態調査報告書』［19］ 

 

 

 

（配布資料 3） 
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（配布資料 4） 
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２．『これからの図書館像：地域を支える情報拠点をめざして：報告』［18］ 

・文部科学省は，2004（平成16）年４月，今日の図書館の現状や課題を把握・分析し，生

涯学習社会における図書館の在り方について調査・検討を行うため，図書館関係者や有

識者による「これからの図書館の在り方検討協力者会議」（主査：薬袋秀樹）を，生涯

学習政策局社会教育課に設置した。そして，2006（平成18）年３月に，この協力者会議

による調査・検討の成果報告書が取りまとめられ，『これからの図書館像：地域を支え

る情報拠点をめざして：報告』が発表された。 

・『これからの図書館像：地域を支える情報拠点をめざして：報告』は，公共図書館が目

指すべき方向性と具体的な実現の在り方を提示し，その全体像を論じており，今後の公

共図書館サービスを考える際に重要な内容を多数含んでいる。特に，レファレンスサー

ビスについては，重要な指摘がなされている。 

 

２．１ 従来のレファレンスサービスの問題点［20］ 

・レファレンスサービスとは，「何らかの資料や情報を求めている図書館利用者に対して

，図書館職員が，求められている資料や情報を提供又は提示することによって援助する

こと，及びそれにかかわる業務」である。 

・『これからの図書館像』では，1960年代後半以降，貸出を中心とした図書館サービスの

展開によって，図書館の数と規模の拡大，所蔵資料の蓄積，職員数の増加，図書館利用

の飛躍的な増大等がもたらされたことを評価している。その上で，日本の公共図書館で

は，レファレンスサービスがまだ定着しておらず，地方公共団体関係者や地域住民に十

分に活用されていないことを指摘した。 

・『これからの図書館像』では，レファレンスサービスが十分に行われてこなかった理由

として，次の５点が指摘されている。これらの指摘は，互いに関連した問題点である。 

 ①レファレンスサービスの提供体制が不十分な図書館が多いこと。 

（専用カウンターや窓口の未設置および職員の未配置） 

②専用カウンターが２階の参考図書室や奥まった位置にあることが多いこと。 

③図書館サービスが貸出冊数や利用者数等で評価されてきたこと。 

④参考図書や雑誌が少なく図書中心の蔵書構成であること。 

⑤すべての職員があらゆる業務を一律に行わなければならないという意識があり， 

レファレンスサービス担当者を置くことに対する消極的な姿勢があったこと。 

・1950年の図書館法の制定以降，文部（科学）省は，公共図書館に関する各種の答申や報

告書を発表してきたが，日本の公共図書館サービス（特にレファレンスサービス）の問

題点について，その原因まで踏み込んで明確に指摘したことは高く評価できる。 

 

２．２ 新しいレファレンスサービスの位置づけ［20］ 

・今後の日本の公共図書館では，レファレンスサービスをどのように展開すればよいので

あろうか。 

・『これからの図書館像』は，「貸出サービスのみを優先することなく，レファレンスサ

ービスを不可欠のサービスと位置づけ，その利用を促進するような体制と環境を用意す

ることが必要である」と指摘した。そして，主に次のような提案が示されている。 
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 ①レファレンス専用カウンターや窓口の設置，および職員を確保する。 

（例：「本の案内」等の専用デスクを入口付近に設置し，わかりやすい表現やサインを

用いて，気軽に質問できるようにする）  

②来館が困難な人や勤務時間後の利用を望む人の利用も考慮し，電話，ファックス，電

子メール等でのレファレンス質問を受け付ける。 

読書案内サービス 

③住民の読書を支援するだけでなく，地域や住民の

デジタルレファレンスサービス 

課題解決支援（行政支援，学校教育

支援，ビジネス（地場産業）支援，子育て支援，等）の機能を充実

ファレンスサービスを積極的に展開する。このほかに，医療・健康，福祉，法務（法

律），地域・行政の情報，等の情報提供サービスも必要である。 

させる際に，レ 

④印刷媒体とインターネット等の電子媒体を組み合わせて利用できる図書館（ハイブリ

ッド図書館）を目指し，レファレンスサービスや課題解決支援機能の充実を図る。そ

の際，業務のオンライン化，インターネット端末の設置，データベースを含むインタ

ーネット上の情報の活用を推進する。さらに，自館のホームページを開設し，利用案

内やお知らせ，所蔵目録（Web-OPAC），リンク集，文献探索・調査案内（パスファイン

ダー），レファレンス回答データベース，地域資料索引，関係団体・機関リスト，等を

計画的・段階的に整備することによって，多様な情報源への入口としての「地域のポ

ータルサイト」を目指す必要がある。⇒情報発信の重要性。 

［備考］パスファインダー（pathfinder）は，図書館の特定主題の情報源やその探索方

法を簡潔にまとめたもの。利用者は，図書館で，ある主題についての文献を探索

する際に参考にすることで，効率のよい探索が可能になる。従来は紙媒体で作成

されてきたが，近年は電子形態で作成され，図書館の Web上に掲載されることも

増えている。［21］ 

⑤図書だけでなく，雑誌記事（雑誌のバックナンバー），新聞記事，地域資料，地域の

機関・団体発行のパンフレットやちらし等を提供

⑥他の図書館（公共図書館相互，大学図書館，専門図書館）や

することによって，地域の課題解決

や地域文化の保存に寄与する必要がある。 

その他関係機関（行政部

局，各種団体・機関）と連携・協力

⑦IT化の進展を踏まえて，それらの利用の案内・支援，他の社会教育施設等と連携した

し，レファレンスサービスの充実・推進，実施を

進める必要がある。 

情

報リテラシーの向上を目指した講座の充実



を図ることも重要である。 

図書館利用教育

・①から⑦までの提案には，部分的な指摘が既になされていたり，一部の図書館で既に実

践されている内容も含まれている。 

（library use education） 

・しかし，今後の日本の公共図書館サービスの方向性を示すために，個々のサービスを有

機的に連動させ，全体像を具体的に提示したことは重要である。各図書館は，実現可能

なところから，これらの提言に着実に取り組むことが必要である。 
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３．レファレンス事例集とは何か 

・レファレンス事例集は，レファレンスサービスに寄せられた質問や，その結果得られた

回答，回答プロセス，参考資料を記録し，集積したものである。 

・レファレンス事例データベース（reference database）とは，レファレンス質問と回答の

内容の記録であるレファレンス事例をレコードとして蓄積したデータベース。質問回答サ

ービスの事後処理として作成される。質問，回答，回答プロセス，参考資料などの中核的

な事項のほか，検索のための分類やキーワードなど付加的な情報を付したものが多い。主

に，図書館内での情報共有，質問者への追加情報の提供，類似質問の調査のツール，質問

傾向の把握，追加すべき資料の把握，職員研修の教材，サービスの広報等に活用される。

国立国会図書館が主導し，全国の公共，大学，専門図書館等と協同で構築しているレファ

レンス協同データベースはその代表例である

 

。［４］（初版と第２版には項目なし） 

４．日本の図書館におけるレファレンス事例集の動向［22－23］ 

・冊子体，業務用データベース，インターネット上のデータベースの各媒体の代表的なレ

ファレンス事例集には，以下のものがある。 

［冊子体］ 

 ・県立長野図書館の『調査相談の事例』（1964年開始） 

 ・富山市立図書館の『レファレンス事例集 第２集（昭和 53・54年度）』（1981年）［24］ 

『読書相談室 レファレンス事例集』（1985年）［25］ 

 ・東京都立中央図書館の『しらべま専科』（1992年開始） 

［業務用データベース］ 

 ・名古屋市図書館のレファレンス事例のオンライン登録（1997年開始） 

 ・厚木市立中央図書館のレファレンスデータベース（2000年開始） 

 ・東京都立中央図書館のレファレンス事例データベース（2002年開始） 

［インターネット上のデータベース］ 

 ・九州地区国立大学図書館協議会の「（共同構築版）事例データベース」（2000年開始） 

 ・山梨県立図書館の「レファレンスデータベース」と「レファレンス事例集」 

 ・東京都立中央図書館の「しらべま専科」（2004年開始） 

 ・国立国会図書館の「レファレンス協同データベース」（2004年開始） 

 

４．１ 富山市立図書館のレファレンス事例集 

・富山市立図書館は，1970（昭和 45）年 6 月に開館し，当初から貸出とレファレンスの両

立に取り組んでいた。レファレンスサービスは組織的に行なわれ，経験が蓄積されてい

たが，その結果として，1980 年代には事例集が発行されている。 

・事例集に掲載された統計によれば，富山市立図書館のレファレンス件数は，開館時は 744

件であったが，1982（昭和 57）年には分館での受付も含めて 7,000件以上になっており，

レファレンスサービスが市民の間に普及していく様子がうかがえる。 

・質問は事実調査の類が多く，また，質問の形態では口頭質問が多くなっている。質問は

自館による処理，富山県立図書館への照会によって処理する形がほとんどであり，解決

率はおよそ 9割強となっている。 
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・富山市立図書館における具体的な事例は，日常生活上の疑問から多分に学術的なものま

で，ありとあらゆる分野に渡っている。一般的な質問でも，かなり学術的で高度な質問

が寄せられている。また，郷土関係のレファレンス質問もかなり寄せられている。例え

ば，寺社仏閣の沿革や郷土で起きた事件，地元ゆかりの文人，戦災の記録，民話や伝説，

地元の経済史などに関する質問事例がある（表１，図２，図３参照）。 

表１．『レファレンス事例集 第２集（昭和 53・54年度）』掲載事例の分類別の件数 

 郷土 総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 工学 産業 芸術 

53年度 425 74 65 110 349 157 195 106 120 

54年度 419 58 75 101 375 154 251 110 120 

 

語学 文学 合計 

40 202 1,896 

47 185 1,895 

出典：富山市立図書館．レファレンス事例集：第２集（昭和 53・54年度）．富山，1981.3，

富山市立図書館，81,90p. 凡例より作成． 

 
図２．富山市立図書館の『レファレンス事例集 第２集（昭和 53・54 年度）』の事例（郷

土）（この図版は p.1より転載） 
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図３．富山市立図書館の『読書そうだん室 レファレンス事例集』の事例（p.1 より転載） 
 

４．２ まとめ 

・レファレンス事例集は，冊子体，業務用データベース，インターネット上のデータベー

スと，媒体や公開範囲を変化させてきた。この変化にともない，レファレンスサービス

に関する情報の共有が迅速かつ容易になってきた。 

・レファレンス事例集の活用方法には，類似質問への対応，図書館員の研修，サービスの

広報，サービス改善のための分析材料などがある。その他に，データの被参照数を用い

た評価，セルフレファレンスへの提供，司書の専門性の PRといった活用方法も見られる。 

・公共図書館では郷土に関する事項，学校図書館では教職員との連携，専門図書館では専

門とする領域を扱う等，館種によってレファレンス事例集の活用方法に違いが見られる。 

 

５．国立国会図書館のレファレンス協同データベース［23，26－27］ 

・レファレンス協同データベース事業は，館種を越えた様々な図書館が，協同でレファレ

ンスサービスに関するデータを蓄積し，インターネットを通じて提供することによって，

図書館等におけるレファレンスサービスや，一般利用者の調査研究活動を支援すること

を目的としている。 

・同事業の前段階ともいえる実験事業は，2002（平成 14）年に３か年の予定で始まった。

2005（平成 17）年４月に本格事業化し，同年 12月にデータの一般公開を始めた。2006

（平成 18）年には，参加館がデータを登録する際の指針にするための『レファレンス協

同データベース事業データ作成・公開に関するガイドライン』が策定されている。 

・レファレンス協同データベースには，「レファレンス事例」，「調べ方マニュアル」，「特別

コレクション」，「参加館プロファイル」の４つのデータが収録されている。また，登録
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したデータについては，自館のみ参照，参加館公開，一般公開と，３段階の公開レベル

を設定することができる。 

・レファレンス協同データベースに登録されているデータや公開レベルを上手く利用する

ことによって，実際にレファレンス協同データベースを活用している図書館も見られる。

その一方で，参加館間の積極性に二極化が見られるなどの課題がある。 

・レファレンス協同データベースによって，従来の単館もしくは同一館種による取組みか

ら，館種を問わない複数館による取組みへと，より大きな枠組みでレファレンスサービ

スに関する情報を共有，活用することが可能になり，より多くの新たな知識を創造でき

る仕組みが整備された。 

 

６．ナレッジマネジメントの観点から見たレファレンス事例集 

６．１ ナレッジマネジメントとは［28－29］ 

・ナレッジマネジメントは，1990年代から産業・経営の領域で関心を集め，以後，新たに

知識や情報が価値の源泉としてみなされるようになった。その背景には，企業の内部資

源への注目や，知識・デジタル経済への注目がある。 

・ナレッジマネジメントとは，個人や企業の持つ知識資産を組織的に集約，共有すること

で，業務の効率を高め，価値を生み出すことや，そのための仕組みづくりを行なうこと

である。これは知識資産の活用目的および活用手段の組み合わせによって，ベストプラ

クティス共有型，知的資本型，専門知ネット型，顧客知共有型の４つのタイプに分類で

きる（図４参照）。 

 

出典：野中郁次郎，紺野登．知識経営のすすめ：ナレッジマネジメントとその時代．東

京，1999.12，筑摩書房，238p.（ちくま新書，225） この図版は p.70より転載． 

図４．ナレッジマネジメントの４つのタイプ 
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６．２ SECIプロセス［28－29］ 

・知識には，形式言語で表すことができ表出される「形式知」と，個々人の中に存在し形

式言語で表すことが難しい「暗黙知」の２種類がある。個人や組織は，この２種類の知

識を組み合わせて価値を生み出している。 

・ナレッジマネジメントにおいて価値の創造や成長を引き起こすのは知識創造のプロセス

であり，そのプロセスは形式知と暗黙知の相互作用で説明できる。これは野中郁次郎ら

によって提唱されたもので，４段階の過程の頭文字を取って，SECIプロセスと呼ばれて

いる。４段階の過程は，以下の通りである。 

・共同化（Socialization）：個人対個人がフェース・トゥ・フェースで知識をやり取りす

るという，暗黙知から暗黙知を得るプロセス。 

・表出化（Externalization）：自分自身の中にある暗黙知を表出したり，他者のイメージ

を感じ取り言語や図像化したりするという，暗黙知から形式知を得るプロセス。 

・結合化（Combination）：外部からの形式知を獲得し，その伝達と普及を図るという 

形式知から形式知を得るプロセス。 

・内面化（Internalization）：組織的に形式化された知識を自分自身のものとして取りこ

むという，形式知から暗黙知を得るプロセス。 

・SECI プロセスに現れる４段階の過程を通じて，個人や組織は形式知と暗黙知を相互に変

換し，新たな知識を獲得，創造する（図５参照）。 

 
出典：野中郁次郎，紺野登．知識経営のすすめ：ナレッジマネジメントとその時代．東京，

1999.12，筑摩書房，238p．（ちくま新書，225） この図版は p.111より転載． 

図５．SECIプロセス 

 

・SECI プロセスを動かす媒介となり，知識資産の行き交うところを考えるにあたって，「場」

という考え方が重要になる。 
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・ナレッジマネジメントは，知識や情報をもとに価値を創造し，組織の成長を図る経営の

あり方を示していることから，知識や情報を扱うレファレンスサービスにもその考え方

を応用することができる。 

 

６．３ レファレンスサービスとナレッジマネジメント 

・レファレンスサービスは職員個人の経験に根ざした暗黙知によるところが多い。そのた

め，図書館全体でレファレンスサービスの技能を高めるには，職員個人が有する知識や

経験を，図書館全体で共有し，他の職員にも伝授することが必要である。［30］ 

・そのような観点から，ナレッジマネジメントの考え方はレファレンスサービスに適用可

能であり，レファレンスサービスを向上させるにはナレッジマネジメントの考え方が必

要である。 

・図書館においてレファレンス事例集を活用した場合，レファレンス事例の集約，活用に

よって業務を改善することを目的としていることから，ナレッジマネジメントの４つの

タイプの中では，「ベストプラクティス共有型」に該当する。また，レファレンス事例が

インターネット上に公開されてからは，ネットワークによる知識資産の連携によって問

題解決を図る，「専門知ネット型」の性質も持ち合わせるようになってきている。 

・図６は，レファレンスサービスにおける形式知と暗黙知の関係を SECIプロセスに位置づ

けたものである。この SECI プロセスの中で，レファレンス事例集が活用される場面を見

ると，レファレンス事例集は結合化（Ｃ）および内面化（Ｉ）の一部に現れ，全てを網

羅するわけではない。しかし，レファレンス事例集は，個人や組織のレファレンスサー

ビスに関する知識や経験を集積していると同時に，新たな知識を創造する下地となって

おり，レファレンスサービスの過程において重要な役割を果たすといえる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６．SECIプロセスに位置づけたレファレンスサービスの知識 
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・レファレンス事例集を活用することによって，レファレンスサービスに関する知識資産

を活用し，業務の効率などを高めることができる。さらに，インターネット上にレファ

レンス事例が公開されてからは，レファレンス事例集を通じて知識を連携させることも

可能になった。 

・レファレンス事例集の媒体や公開範囲の変化にともない，SECIプロセスにおける知識の

流れがスムーズになり，かつその範囲が拡大している。その結果，より迅速に広範囲か

ら新たな知識を得ることが可能になり，より多くの知識を創造できるようになった。現

在，インターネット等の情報処理技術の進展によって，ナレッジマネジメントの考え方

が，レファレンスサービスやレファレンス事例集に応用しやすくなってきた。具体的に

は，レファレンス研修の素材として利用することや，自館の Webページ上に公開するこ

とが挙げられる。 

 

７．レファレンス協同データベース事業への期待 

・長年，日本の図書館のレファレンス事例集は，一館もしくは同種の図書館の協同によっ

て作成，構築，活用されていた。 

・そのような状況の中で，2002（平成 14）年に，国立国会図書館によるレファレンス協同

データベースの実験事業が開始された。レファレンス協同データベース事業（略称は，

レファ協）は，館種を問わず全国規模でレファレンス事例を共有するデータベースであ

り，図書館等におけるレファレンスサービスや，一般利用者の調査研究活動を支援する

ことを目的としている。 

・レファレンス協同データベース事業は，図書館職員の研修素材，レファレンスサービス

の PR素材，研究や授業の素材としても実際に活用されている。 

・このような，全国規模でレファレンス事例を共有する取組みは日本の図書館においては

前例がなく，画期的な取組みである。レファレンス協同データベース事業の更なる発展

を期待したい。 

・一方，レファレンス協同データベース事業の課題としては，参加館の間で同事業への取

組みに対する温度差があること等が挙げられる。今後は，このような課題の解決に向け

た取組みが期待される。 

例：「参加館が，毎月１点，レファレンス事例を登録するキャンペーン」の展開 

  「レファレンス事例の登録に対するポイント制（動機づけ）導入」の検討 

・Donald Urquhartは，「図書館業務の基本原則」として18項目を列挙し，３項目で「３．

供給は需要を創る。」（3. Supply creates demand.）の基本原則を示している。［31］ 

・レファレンス協同データベース事業参加館の図書館職員によって，レファレンス事例が

着実に登録・蓄積されることによって，幅広い利用者に活用される有益なレファレンス

事例データベースが構築されていくことを，強く望みたい。 

 

おわりに 

・レファレンス事例集は，当初，質問と回答のみの簡素な形式であったが，次第に調査過

程や担当職員のコメントなども記載されるようになり，レファレンスサービスの知識や

経験が反映されるようになった。さらに，レファレンス事例集が，インターネット上に
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公開されることによって，新たな知識を外部から取り入れることが可能になった。 

・今後のレファレンス事例集は，組織の構成員の知識を引き出し，共有するとともに，他

の職員がその共有された知識を活用する媒介としての役割を果たすことが求められてい

る。 

 

［備考］ 

・本稿の要点は，山崎久道編『情報サービス論』（現代図書館情報学シリーズ，５）（樹村

房，2011年刊行予定）に執筆する予定である。 
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［講師プロフィール］ 

氏  名 大庭 一郎（おおば・いちろう） 

所  属 筑波大学 大学院 図書館情報メディア研究科 講師 

（学部教育は，情報学群 知識情報・図書館学類 担当） 

経  歴 1966年 茨城県出身。図書館情報大学大学院図書館情報学研究科（修士課程）修了。

筑波大学附属図書館に勤務後，図書館情報大学助手，筑波大学図書館情報学系講師を

経て，2004年より現職。日米の公共図書館における図書館職員の職務のあり方，図書

館における情報サービスの新たな動向等について研究。学部では，図書館経営，情報

サービス，キャリア教育に関する講義を担当。大学院では，図書館等の情報サービス

機関の人的資源管理や情報サービス計画を扱う人的資源構成論の講義・演習を担当。

2001年３月から１年間，文部科学省在外研究員としてUniversity of California, Los 

Angeles（UCLA）に滞在。 

 

 

［参考情報］図書館情報学の対象世界と筑波大学 情報学群 知識情報・図書館学類の教育 

・図書館情報学の基本的な視点 

  知識は人間存在の本質的側面であり，人々による知識の共有は人々の生活と社会の多

様な活動を支え，それらをあらゆる側面で発展させる基盤である。共有というあり方に

よって，人々の生活と社会の多様な活動を支え，発展させる基盤としての知識は，社会

的知識資源ということができる。図書館情報学は，この視点から，社会における知識の

共有を保持するという社会的価値を追及する総合的領域である。 

・図書館情報学の対象世界 

図書館情報学は，情報メディアの集積を社会的知識資源として捉え，その視点から社

会における知識共有と，それを実現する情報メディアと社会的仕組みを人間，社会，文

化，情報，技術などの多様なアプローチから解明し，設計し，社会に働きかける。 

［参考文献］石井啓豊．“特別寄稿 図書館情報学の展望：知識共有の総合科学”．図書館情報大学史：25 年の記録．

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科編．つくば，筑波大学大学院図書館情報メディア研究科，2005.3，p.28-40．

引用は，p.33． 

・平成19（2007）年４月以降，知識情報・図書館学類では，現在までの教育体系を踏まえ

ながら，全ての教育内容を再検討し，「知識共有社会と知識技術の創造」を担う多様な

人材の育成を目指した教育体系を整備・構築している。 
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講師 

アカデミック・リソース・ガイド株式会社

代表取締役 

岡本 真 

配布資料 

資料④ 講評 

参考資料  

 
 ご紹介いただきました岡本です。 
 朝早くからのフォーラムで、早朝に家を

出た方もいらっしゃるでしょうし、前泊で

「昨日はちょっと京都で楽しんじゃった」

という方もいらっしゃると思います。ご飯

を食べてお腹もいっぱいになったところで

眠いかなと思うのですけれど、お付き合い

いただければと思います。 
 最初に、ちょっと教えていただきたいの

ですが、「API、API って言われているけれ

ど、API って何のことかよくわからない」

という方はどれくらいいますか？正直ベー

スで。はい。大丈夫です。私も、Yahoo! 
JAPAN という会社で 10 年ぐらい Web の

仕事をしてきましたが、「API って何です

か」と本当にちゃんと説明しろと言われた

らできません。私は、プログラミングは一

切できないのですが、その程度の人間でも

大胆にも先ほどご紹介いただいたように、3
年前のフォーラムで偉そうに話をしたり、

「API やるべきだよ」とか言ってまして、

今日ここで講評しようとしています。たぶ

ん、私とみなさんの違いは厚顔無恥である

かどうかだけですから、全然気にせず、「ち

ょっとテクニカルな話でついて行けない

な」と思ったり、「あまり自分には関係ない

から、ご飯食べてお腹もいっぱいになって

ぽかぽかしてきたので、この時間は少し居

眠りしちゃおうかな」なんて思わずに、ち

ょっと真剣に聞いていただければと思いま

す。 
 

 自己紹介 

 
 「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」37

APIに関して言うと、私は、国立情報学研

究所

というメールマガジンを出しています。み

なさん是非読んでください。色々な仕事を

しています。   

38

                                                   
37 メールマガジン 

の研究員もやっているのですけれど、

「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」

[http://www.arg.ne.jp/] 
38 国立情報学研究所（NII）
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CiNiiという論文データベースも国立国会

図書館に先んじてAPIを公開しており、そ

のAPIを使ったコンテストを開催していま

す。   
私の情報学研究所での仕事は大きく言って

2 つあるのですけれど、そのうちの 1つが、

CiNiiAPIコンテストを企画して運営する

ことです。その他、図書館総合展の運営委

員会等色々しています。今日はお手元に、

「図書館総合展フォーラム 2011 in 京
都」39

「図書館総合展フォーラム 2011 in 京
都」は、5 月の下旬にやるのですが、「鱧が

うまい時期ですね」という私の一言で「じ

ゃあ京都」ということになりました。5 月

28 日、場所等もまだ明確に決まっていない

のですが、日は決まっています。関係者の

日程をそこで押さえたので、関西圏の方は

是非、5 月 28 日に「図書館総合展フォーラ

ム 2011 in 京都」にお越しいただければと

思います。 

というチラシを配っていると思いま

す。私も 3、4 年関わっているのですが、長

年、「横浜でやるってどうよ」、「せめて東京

だったらいいのに」と言われています。図

書館総合展は、パシフィコ横浜でいつもや

るのですけれど、私は家がすぐ傍なので、

たぶん私にとってだけもっとも便利な会場

になっていて、日本全国の方々にはご迷惑

をおかけしていると思います。しかし、東

京の会場は高くて使えないわけでして、ご

迷惑をおかけしているわけです。 

私は今日の懇親会も出ますので、総合展

の運営等に関して、みなさんのご要望があ

                                                                        
[http://www.nii.ac.jp/] 
39図書館総合展フォーラム 2011 in 京都

[http://2011.libraryfair.jp/node/6] 

れば是非お聞かせください。 
会社はこんな感じです。 

 

 
 
お手元に緑色の会社案内をお配りしてい

ます。 
では、API 腕自慢講評と行きましょう。 
 

 API 腕自慢講評 
個評－象徴的な作品を中心に 

 
 先ほど司会の南さんからお話がありまし

たように、9 名から 10 作品の提案がありま

した。できれば、ひとつひとつ丁寧にいわ

ば一種のレビューをしていきたいのですが、

それをやっていくと時間がなくなってしま

います。お手元の配布資料に 3 行ぐらいの

感評を付けてありますので、そちらをご覧

いただければと思います。 
そしてもう 1 つ。これは大切なことなの

ですけれども、「Web は詳しくないし普段そ

んなに使っているわけでもない」という方

もいらっしゃると思うのですが、是非一回

使ってみてください。すべての作品がレフ

ァ協の Web サイトで公開されています。ど

なたも基本的に大部分のものはすぐ使えま

す。それほど特別な知識を要しません。 
この後紹介しますけれど、今回のテーマ
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である「レファ協のある日常へ」という意

味において、市民や学生のような一般の利

用者に対して役に立つ、そういう方々の日

常に迫るという作品もあります。 
また、ライブラリアンの日常の生活、職

業生活、いわゆる仕事の現場において役に

立つものも多々あります。 
ですので、是非実際使ってみて「ここは

すごくよかった」という声、あるいは、「こ

こをもう少しこうしてくれるともっと役に

立つ」という声を実際に作られた方々に寄

せてください。先ほどのサポーターではあ

りませんが、今回作品を出してくださった

9 名の方々は、ギャラがあるわけでもない

ですし、基本的にボランティアです。作り

たいから作ってくれている。そういう方々

にとって一番うれしいのは、それはおそら

くみなさんがレファレンスで答えていても

そうだと思うのですが、誰かが喜んでくれ

るとか、何らかの反応をもらえるというこ

とだと思います。それが励みになり、物を

作って無償で提供することができているは

ずです。 
ですから、厳しい意見でも全然いいと思

います。おためごかしの意見はいらないと

思いますので率直なところを是非、作られ

た方々に伝えてください。そうすると、作

った方々も「じゃあここをもっとよくしよ

う」と思い、また新しいバージョンを出し

てくれる。そうやっていい循環が生まれて

いきます。 
今日の私の講評の印象だけに決してとど

めないで、みなさん自身が使ってみた感想

を、作られたクリエイターの方々にフィー

ドバックしていただければと思います。そ

れでは、2 つ 3 つ紹介したいと思います。 

by西桂祐（Keisuke Nishi）40

 
 

 

 
1 つはこれです。西さんという方が出し

てくださった Greasemonky というもので

す。みなさんがインターネット、Web
サイトをご覧になる時の仕組みとして

Internet Explorer や FireFox などがあ

りますけれど、これは主に FireFox で

使われている仕組みで、FireFox にさら

なる機能を追加する仕組みです。これは

ちょっと面倒で、まず FireFox に

Greasemonky をいわば仕込まなくてはい

けない。インストールしなくてはいけない

のですけれど、それをインストールすると、

Greasemonky という仕組みを使って作ら

れている別の機能を簡単に追加できるよう

になります。 
みなさん、正直に答えていいと思うので

すけれど、レファレンスでWikipedia41

                                                   
40 Wikipedia にレファレンス協同データベー

スでの検索結果を表示する Greasemonky ス

クリプト

[http://penguinlab.jp/blog/post/1844] 

を見

たことがある人は、どれぐらいいます？い

ますよね？確実にいますよね。最近では、

Wikipediaによるとというレファレンス事

41 Wikipedia[http://ja.wikipedia.org/] 
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例も出てきて、私は非常に好ましいと思っ

ています。数年前ならいざ知らず、今や

Wikipediaの日本語版は、その辺の百科事典

を超えています。ですから、私は見ること

は全然いいと思うのです。 
Greasemonky を使うと、Wikipedia のあ

る項目を見ている時に、その項目に関連す

るレファレンス協同データベースの事例を、

Wikipedia のページ内に表示することがで

きるのです。これは、実際のみなさんの業

務にとっても役に立つと思います。とりあ

えずよくわからない、言葉自体の意味がわ

からないとか、何の世界の用語なのかがわ

からないことを利用者の方から聞かれた時

に、さっと Wikipedia を見ることがあると

思います。その時に Wikipedia の解説を読

んでいくと、もしその言葉がレファレンス

協同データベースの中に含まれていれば、

一番下にその事例を表示してくれるという

仕組みです。 
この Greasemonky を使った仕組みは別

にも提案されていて、今回の API 腕自慢の

作品として出ています。この作品が非常に

よいなと思ったのは、より多くの人が使っ

ているサービスにレファ協を提示している

という点です。 
レファレンス協同データベースのアクセ

スがいかに増えたと言っても、Wikipedia
の数分件のアクセスがレファレンス協同デ

ータベースの１月分のアクセス数ぐらいだ

ろうと思われます。ダブルスコア以上利用

の差はありますが、それはそれでいいので

す。レファレンス協同データベースが無理

をして Wikipedia になる必要はないわけで

す。 
ただ、例えば Wikipedia を見ている人に、

「もっと役に立つ、あるいは、あなたが知

りたいことにより役に立つかもしれない情

報がありますよ」というのは教えてあげた

いところです。この仕組みによって、

Wikipedia を見ている数千万人中のわずか

な人たちに対してであっても、「レファレン

ス協同データベースというサービスには、

こういうデータがありますよ」と提示して、

その人たちをレファ協の中にひっぱってく

ることができる。そういう提案になってい

るというのが、このアプリケーションのよ

い所ではないかなと思います。 
例えば、この辺りは「祝園」というとこ

ろで、私もいつも来るたびに不思議な地名

だなと思います。この祝園という地名を含

んでいるレファレンス事例は、レファ協の

中に３件ぐらい入っています。たぶん精華

町さんが出してくださっているものだと思

いますが、こんなふうにこれが Wikipedia
の画面上で見ることができる。 
問題は、この Greasemonky をまず 1 回

インストールしなければいけないので、正

直これが非常に面倒です。Wikipedia を見

ている数千万人のうち、Greasemonky を入

れている人なんて数百万人もいないであろ

うと思われます。数十万人いたらかなりい

いほう。その中から、さらにこのスクリプ

トを入れて使ってくれるという人は、たぶ

ん数万人いたら本当にいい方だと思います。  
でも、数万人中さらにその十分の一の数

千人でも、ここからレファレンス協同デー

タベースにアクセスしてくれるというふう

になれば、本来みなさんの立場からしたら

「レファ協を見てくれればもっと役に立つ

のにな」という方々に、いいサービス提供

ができる。そういう優れたモデルではない
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かなと思います。 
 

by宮川陽子（Yoko Miyagawa）42

 
 

 
 
次は、宮川陽子さんの作品。今日ここに

いらっしゃっていますが、福井県立図書館

の方です。以前このフォーラムでもお話を

されていたと思います。これは、すでに福

井県立図書館の公式サイトのレファレンス

事例集というコーナーに掲載されています。 
福井県立図書館は、このレファ協の中で

も非常に活躍してくださっている図書館で

す。その福井県立図書館が、レファ協に対

して提供したデータだけを、福井県立図書

館のWebサイトのトップページで見ること

ができるようにしています。これは、結構

みなさんの間でもご要望があるのではない

かなと思いますし、この後のパネルディス

カッションでも大きなテーマになるかもし

れません。 
協同というのはすごく大切なことですし、

言葉だけ聞いたらみんな「うん、それは大

事だ」と言うと思うのですけれど、実際は

そんな生やさしいものではありません。例

                                                   
42 福井県立図書館公式サイト  
[ http://www.library.pref.fukui.jp/referenc
e/reference_top.html#jirei] 

えば ILL でよく聞く話が、「他の市からの

ILL の仕事ばかりに追われていて、おれた

ちは何のためにこの仕事をしているのだ」

とか、もっと現実的なことを言うと、東京

のある西の方の地区で少し問題になってい

るらしいのですが、市民の税金で買った本

をよその自治体にばかり貸していて、ちょ

っと税金の負担の関係上まずいのではない

かというようなケースがあります。この話

は、まさに協同というのは美しいのだけれ

ど、時として問題を起こしてしまうという

ことのいい事例ではないかなと思います。

ちなみにこれを「共有地の悲劇」と表現し

ます。 
レファレンス協同データベースの場合、

レファ協自体大きく太くなっていくことは

いいのですが、そこにたくさんデータを出

している福井県立図書館としては、レファ

協だけが肥えていくのは必ずしも好ましい

ことではない。福井県立図書館としては、

その業務のために例えば宮川陽子さんのサ

ラリーを県民の税から出しているわけです。

「それでは説明がつかないじゃないか」と

なってしまう。 
その時に、例えばせめてレファレンス協

同データベースに入れたデータを、福井県

立図書館のサイト上で簡単に一覧して見れ

るようになれば、「あっ、なるほど。国立国

会図書館のすすめている事業に参加してい

るけれど、それは巡り巡ってちゃんと福井

県にとっても役に立っているのだ」という

ことが対市民においても、あるいは対行政

においても、対首長においても示すことが

できるのがこの表示の仕方ではないかなと

思います。 
先ほどみなさんに「API ご存知ですか」
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と聞きましたけれど、ちなみにプログラミ

ングをできる方はいらっしゃいますか？は

い。もう手を挙げた人は全員知り合いみた

いな感じです。 
さて、私が知る限り、宮川さんのスキル

は私とたぶん同程度です。手前味噌である

ことは十分自覚しているのですけれど、実

はこの１年ほど、私や今日この場にいる何

人かの仲間で、Code4Lib JAPAN43

つまり何が言いたいかというと、それぐ

れいでもこれぐらいのことが実は簡単にで

きるわけです。技術的にやっていることは

それほど難しいことではありません。ある

程度専門家の講師がレクチャーをして、あ

とはご本人が意識して手を動かせばこれぐ

という

ライブラリアンのICTスキルを飛躍的に向

上させるためのワークショップをやってお

ります。そして、ワークショップをやる際

に、「誘致してください。呼ばれればパソコ

ンから何から機材一式、講師も全部持って

行きますよ。ただし 1 回２万円取りますよ」

という業界的にはお高い研修をやっていま

す。宮川さんは、これを北陸に呼んでくれ

たのです。しかも売り文句がうまくて、12
月に訪れたのですけれど、「芦原温泉。カニ。

うまいですよ。岡本さんいいですよ」とこ

う売り文句でささっと誘われて我々もホイ

ホイ行って、結果的に二十数名集まって 1
泊 2 日で研修会をやりました。これは、彼

女がその時に我々と、あるいは他の参加者

と、例えば今日冒頭にお話しいただいた国

立国会図書館の牧野さんもご参加くださっ

たのですけれど、そういう仲間たちとひと

晩で基本的に作り上げたものです。 

                                                   
43 Code4Lib JAPAN 
[http://www.code4lib.jp/about/] 

らいできます。 
そして、これは 1 つのアプリケーション

に過ぎませんけれど、これができた背景と

いうのを、是非みなさんにお考えいただき

たいなと思います。技術がないからという

言い訳は簡単にできますが、基本技術なん

てたいして必要ありません。それは何人か

のプロに助けてもらえばすぐにできます。

宮川さんが、これを実現した大きなポイン

トとして、「そもそも大阪とか東京の研修に

毎回行くのは大変だ。いっそ北陸に来てく

れればいい。じゃあ呼んじゃおう」と考え、

実現したという意志の強さが挙げられます。 
そして、これは特に行政的な公共組織の

方に考えていただければなと思うのですが、

研修で勉強したものをちゃんと仕事に反映

しているということです。 
私は、日本図書館協会のステップアップ

研修等の講師もやっていますが、研修の講

師をやって一番むなしいのは、その場でノ

ートだけ取ってその後反映されないことで

す。それを見ていると、研修講師を辞めた

くなる。せっかく学んだことはやはり反映

しないと。仮に、それは自腹を切って参加

しているものであったとしても、高給を取

っているわけですよね。であれば、ちゃん

と自分の仕事のサービスに反映させること

ができるといいのではないかなと思います。 
是非こういう仕組みを、みなさんも自分

のところで作ろうと思っていただければと

思います。仕組み自体は簡単なので、それ

こそ宮川さんに聞けば、心やさしく教えて

くれると思います。「代わりに、あなた月に

10 件ぐらい登録してね」とたぶん言われる

と思いますが、それぐらいでよければ、是

非取り組んでいただければと思います。 
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by高久雅生（Masao Takaku）44

 
 

 
 
最後にこれを紹介します。「ふわっとレフ

ァ協関連検索」。高久雅生さん。高久さんは、

そこにいらっしゃいますが、物質・材料研

究機構 45

どういうものかというと、まず、あるキ

ーワードを入れる。例えば「祝園という地

名にはどのような由来があるのか」と日本

語の普通の文章を書いて、ポチッとボタン

を押すと、関連するレファ協の中のデータ

を出してくれます。 

というところの研究者です。これ

はとにかくすごいです。是非一回使ってみ

てください。はっきり言ってグレードが高

すぎて、もし優劣をつけたら優勝ですね。

当たり前と言えば当たり前なのですけれど。

私も高久さんをよく存じ上げているので、

「高久さんだったらこれぐらい作っちゃう

よな」というレベルです。 

そして、インクリメンタルサーチを実践

すると真ん中に書きました。インクリメン

タルサーチは、ボタンを押さなくても、入

力していくとどんどん下に検索結果が出て

きて変わってくれるという仕組みです。す

                                                   
44 ふわっとレファ協関連検索 
[http://fuwat.to/crd] 
45独立行政法人 物質・材料研究機構 
[http://www.nims.go.jp/] 

でに今のいくつかの検索エンジン、Web サ

ービスで出てきています。高久さんはこう

言われても苦笑いだと思います。大変なこ

とはよくわかっているのですけれど、これ

がもしできると、業務にたぶんものすごく

活きてきます。 
私がここでカウンターにいるとします。

そして、相談する方が来て、「何々について

知りたいのですけれど」と言われた時に、

それを打ち込んでいくだけで関連レファレ

ンスが出てくるようなカウンターサービス

ができる可能性があるのです。そうすると、

レファ協を日常のレファレンスデスクの業

務の中でぱっと使えるようになる。という

ことで高久さんには是非、バージョンアッ

プを期待しております。 
 
他にも様々な作品をいただきました。

Next-L Enjuというオープンソフトウェア

の図書館システムを作っている田辺さんに

も、非常に実用性の高いものをいただきま

した。46このすぐ横にあるATR研究所の上

田洋さんからも、はやりのツィッターを使

ったものを提供していただきました。47

 

ツ

ィッターを使っている方は、是非お使いく

ださい。結構和むのでいいのではないかな

と思います。他にもいろいろあります。作

品については、先ほど申し上げたようにみ

なさん是非ご覧ください。 

 
 

                                                   
46 Next-L Enju レファ協ブラグイン 
[http://enju.slis.keio.ac.jp/questions] 
47 おしえて！れはっち 
[http://twitter.com/referty_bot] 
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 API 腕自慢講評 
総評－レファ協促進の観点から 

 
残り 5 分ぐらいで、総評みたいな話をし

たいと思います。 
3 つの立場の方にまずお話をします。 
 

応募者の方々へ 
一つは応募くださった方々、あるいは、

API を作ろうという方に対してです。4 つ

ぐらいポイントがあると思います。 
 

 
 

1 番目は、「Yahoo Pipe」という仕組みを

使って作品を作ってくださっている方が多

いことです。これは、アメリカのYahooが
提供しているサービスで全部英語なのでち

ょっと扱いづらいのですけれど、しかし画

期的です。プログラミングができない人で

も、擬似的なプログラミングができる非常

に優れた仕組みです。API腕自慢にも応募

してくださった熊谷慎一郎さん 48

                                                   
48 レファレンス協同データベースの未解決

事例のみを抽出した RSS フィード 

が、この

「Yahoo Pipe」を使って実際どういうふう

にものを作れるかというのを紹介してくれ

[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/api_2010_list.
html] 

ています。有名な「レファ協ほめまくり」49

2 番目は、やはり今回、比較的業務に直

接役に立つというものがひとつのトレンド

だったと思います。こういうものを、引き

続き是非作っていただけるといいのではな

いかなと思います。もちろん一般の方々に

役に立つというものも重要ですけれど、業

務に役に立つようになると、今日も語られ

ていたような課題である参加館を増やすと

か、登録データを増やすというところにつ

ながっていくのではないかなと思います。 

というブログを見ると情報が出ているので、

是非関心を持っていただければと思います。 

そして、「私は、プログラミングできない」

というライブラリアンの方に是非考えてい

ただきたいことがあります。私も普段こう

やってえらそうに図書館関係で講演とかさ

せていただいていますけれど、図書館の業

務とか特にしたこともありませんし、実際

の業務の現実なんて知りません。 
そこで、できれば業務の実際を知ってい

る人が、「こうだったらいいのだけどな」と

いう声を出してくれると、作り手たちは何

を作ればいいのかがわかります。実際にプ

ログラミングをするのではなくても、「こう

いうのがあったらいいよね」という声を出

すことも、ちゃんとプログラミングにつな

がっている、作品作りにつながっています。

そういう声を出してほしいなと思います。 
3 番目は、「貼る場所」についてです。今

回 Greasemonky を使ったもののように、

色々なサービスにリンクを貼ることができ

る作品がありました。このように、

「Wikipedia のこの部分に出てきますよ」

                                                   
49 レファ協ほめまくり 
[http://d.hatena.ne.jp/nachume/] 
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とか、「ブログにレファ協の個々のデータに

対するリンクが貼れますよ」いう発想はす

ごくいいのですが、利用されるのは難しい

です。 
私は、前の仕事がYahoo! JAPANという

会社で、検索エンジンのプロデューサーと

かYahoo知恵袋 50

そこで大切なのは、「貼る場所」と書きま

したが、人がどこでどういう場面でそれを

本当に使いたいと思ってくれるかをもっと

考えることなのです。今回出てきたものは

非常にどれも優れているのですけれど、実

用レベルではたぶんどれもそれほど使われ

ません。Greasemonky やブログの片隅にレ

ファ協に対するリンクが貼ることができる

Ticker というものを出してくださった方も

いました。しかし、あのままではたぶん使

われないと思います。それはなぜかという

と、やはり作り手の側が、それを使ってく

れる人がどう使ってくれるかということを、

あまり想像してないからではないかと思い

ます。 

のサービスを作ったので

すけれど、あれぐらい馬鹿でかい会社であ

っても、「みなさん、こういうしくみを使っ

てくれると便利ですよ」と言ってばらまい

たってそんな簡単にばらまけません。正直

力任せにばらまこうとすると、何億円とい

う金をかけない限りそんなふうにうまくい

かない。 

4 番目は「APIの併用」についてです。他

にも様々なAPIがあります。CiNiiのAPIと
か、あるいはJST51

                                                   
50 Yahoo 知恵袋 

のJ-GLOBALのAPIなど

様々なものが提供されていますので、複数

[http://chiebukuro.yahoo.co.jp/] 
51 独立行政法人科学技術振興機構（JST） 
[http://www.jst.go.jp/] 

のAPIを組み合わせるということを考えて

いただければと思います。 
 
レファ協参加館の方々へ 
レファ協の参加館の方々に対してです。

API は役に立っていく、API というのは言

ってみれば他のところにあるデータベース

の中からそのデータの中身だけいちいち断

りもなくもらってくることができるような

仕組みです。 
しかし、これはレファ協本体自体にも言

えるのですが、こういう仕組みを活用して

いこうと思うとデータ数が多くないと始ま

りません。6 万件という話がありましたけ

れども、全然話にならない。去年のフォー

ラム 52

そしてもう 1 つは質の問題です。「こんな

レベルのものは登録してはいけないんじゃ

でも長尾館長が 10 万とか 30 万とか

結構強気の数字を言っていましたけれど、

私はもっと強気にいきたい。100 万件です

ね。レファレンスデータを 100 万件ぐらい

にしましょう。100 万ないと正直こういう

テクノロジーの世界では話になりません。

基本は 100 万からスタートです。100 万が

難しいかというとそんなことないですよね。

日本で年間に図書館を利用している人は、

累計でいったら 100 万人以上いますよ。本

当に図書館でレファレンスが必要とされて

いるのだったら、100 万件なんてさくっと

集まるはずです。なぜ 100 万件集まらない

のかということは、後のディスカッション

で触れたいと思いますが、そこを考えてほ

しい。 

                                                   
52 第 6回レファレンス協同データベース事業

フォーラム 記録集 
[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/fo
rum_h21_report.pdf] 
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ないか」、「これを一般公開するのは恥ずか

しい」とかいうのですけれど、恥ずかしい

かどうかなどどうだっていいのです。質よ

り量です。質の問題は後で考えましょう。

たくさん集めたらその先に真実があります。

たかが知れた数で質がどうこうと言っても、

使われないと意味がありません。それは、

単なるライブラリアンの自己満足です。だ

からとにかく量を増やす。というふうに参

加館の方にはしていただきたいなと思いま

す。 
今回参加館の方に、自館にお持ち帰りし

ていただきたいことがあります。たくさん

の作品が提供されましたけれど、ほぼすべ

ての作品について、こういうふうにやれば

あなたのところでも出来ますよという仕組

みを公開してくれています。せっかくみな

さん今日ここに出張で来て、「いい話聞きま

した」と帰ってくるだけだったら、私が上

司だったらキレます。「いい話じゃなくてい

いものを実際もらって来ました。来週やり

ましょう」というふうにしましょう。是非、

上司の方や仲間に掛け合ってみてください。

福井県立図書館なんかはいい例ではないか

なと思います。 
 
レファ協未参加館の方々へ 
未参加の方々ですが、今日どれくらいこ

こにいらっしゃるかわかりませんが、レフ

ァ協に参加しましょう。今回だってせっか

く API 腕自慢をやったのに、データを登録

していなければレファ協に参加できません。

今回 API を使って引き出されたデータは、

様々な所で使われています。そういう図書

館は、レファ協に参加したからたくさんの

人に使ってもらえたわけです。参加しない

かぎり、そういう恩恵にあずかる日は永遠

に来ません。参加しましょう。もうシンプ

ルにそういうことです。 
今回の API が画期的なのは、仮にレファ

協に参加をしなくても、みなさんが例えば

宮川さんが作ったようなものを作れば、自

分たちでデータ提供をしなくてもレファ協

のデータを使うことができるようになって

います。とりあえず、データ登録が難しい

としても、レファ協のデータを活用するこ

とから始めてもいいのではないかなと思い

ます。 
 
国立国会図書館+関係者の方々へ 
最後は NDL の方へです。私は、2 つの英

断として、こういう場で言うのも何かもし

れませんけれど、本当に国会図書館の方々

をほめたたえたいと思います。私も歴代の

担当の方とお付き合いありますが、ノリで

言ったものの、まさか１年２年で実現する

なんて思っていなかったので、本当によく

判断をしたと思います。今後こういうこと

をやっていくのはなかなか勇気がいること

ですし、あるいは批判にさらされることも

あると思います。参加館の方、あるいは非

参加館の方々にも、API を公開した、API
腕自慢という仕掛けを行った国会図書館の

方々を褒めてほしいし、もし国会図書館が

こういうことで何か世間からたたかれるこ

とがあったら、みなさん全力で守ってくだ

さい。そうしないと 2 度とこういうことを

やってくれる組織はなくなります。 
最後に、最近アメリカやイギリスを中心

にガバメント 2.0 という言葉が非常に流行

ってきています。これは、政府が持ってい

るデータを幅広くインターネットで公開し、
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活用できるようにして、一般の市民の方々、

あるいは、民間企業の方々が新しい物づく

りに参画できるような仕組みを整えようと

いう考え方です。 
すでにアメリカでは、オバマ政権によっ

て政府が保有しているデータが 30 万件以

上 Web で公開されています。API の仕組み

のような形で誰でも使って、例えば地図に

統計情報をマッピングするような仕組みを

作っています。これは非常に大きな改変で

す。今まで調達というと入札方式だったわ

けですが、「こんなものがほしい」とアメリ

カでは行政機関がリクエストを出して、さ

すがアメリカですと賞金もついて、「これこ

れのデータを使ってこういうものを作って

ください」というコンテストをやって、そ

の中で優秀なものを行政機関として採用す

るという非常にラディカルな流れが起きて

います。 
今回、国立国会図書館が API 腕自慢を始

めたというのは、こういう流れに乗るもの

だなと思います。国立国会図書館の方々は、

是非迷いを捨ててください。館長があそこ

まで突き進んでいる組織なのですから、つ

いていったほうが面白いと思います。レフ

ァ協が、ガバメント 2.0 の担い手になるよ

うな形になればうれしいなと思います。 
 

 [PR] Code4Lib JAPAN 

 
最後は PR です。先ほどもさらっと触れ

ましたが、Code4Lib JAPAN という活動を

しています。残念ながら日本のライブラリ

アンの ICT スキルは一般人以下です。正直

著しく低レベルな状況にあります。 

しかし、ICT なんて 3 日も気合入れて頑

張れば、誰だって普通の人以上になれます。

それは残念ながらみなさん怠けているだけ

です。そこで、それをなんとかしたいと思

い、こういう活動をしています。お手元に

資料を配っていますけれど、3 月に茨城県

の潮来町でワークショップをやります。あ

るいは、まだ正式には言えないのですけれ

ど、そのすぐ後に大阪でもやります。そう

いったイベントに是非ご参加いただければ

と思います。1 回 2 万円取るのですけれど、

これは私の強い主張で、身銭を切って勉強

しないことはたぶん身につきません。是非

こういう場に来て、みなさん自身スキルア

ップしてステップアップして、本当に社会

においてプロフェッショナルと遇されるよ

うになっていただければと思います。 
散々言いたいことを言いましたけれど、

ご清聴に感謝します。私は、今日最後まで

いますので、ご質問をお気軽にいただけれ

ばと思います。ありがとうございました。 
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実践報告(1) 

レファ協のある風景＠岐阜市立図書館 
―これまでとこれから― 

 

 

講師 

岐阜市立図書館 

岩永知子 

配布資料 

資料⑤ 報告（１） 

 
 みなさん、こんにちは。岐阜市立図書館

の岩永と申します。これから約 25 分ほどの

お時間、「レファ協のある風景＠岐阜市立図

書館」と題しまして当館の事例発表をさせ

ていただきます。お付き合いのほどよろし

くお願いいたします。 
 

 岐阜市は…（これを知っていたら岐阜市通） 

 
 さてみなさん、岐阜市立図書館を語る前

にその岐阜市がどこにあるかご存知でしょ

うか？これを知れば岐阜市通という通り、

少し岐阜市の紹介をしたいと思います。 
 

 

岐阜市は名古屋の北約 40 キロ、JR 東海

の快速電車で 20 分の位置にあります。この

ことを言うと「意外と名古屋から近いのだ」

と感じられる方が多いかと思います。面積

は 202 平方キロメートル、人口は 42 万人

の中核市です。「岐阜」という名称は、織田

信長が当時「井ノ口」と呼ばれていたもの

を現在の岐阜市に改名したと言われていま

す。また、信長は岐阜城に居城していた 8
年間に岐阜町に楽市楽座令を下し、長良川

の鵜飼いを保護しました。江戸時代にその

鵜飼いを見物した松尾芭蕉が「おもしろう

てやがて悲しき鵜舟哉」という句を残して

います。また、俳優のチャールズ・チャッ

プリンも訪れています。さらには、ノーベ

ル文学賞作家の川端康成が結婚の約束を交

わした女性と一緒に川辺から鵜飼いを観覧

し、それを『篝火』という小説に記してい

ます。また、最近では J2 において FC 岐阜

が頑張っており、図書館としてもビジネス

支援の一環で応援をしようと今準備をして

いたりします。図書館も行政の一機関なの

で、このような全国的な集まりでは、元宮

崎県知事の東国原知事ではありませんが、
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岐阜市のセールスマンとしてその魅力を少

しご紹介させていただきました。 
 

 岐阜市立図書館について 

 
 では、次に岐阜市立図書館についてご説

明します。本館は昭和 33 年、1958 年の 4
月に岐阜市役所の西南に開館しました。こ

の場所は、岐阜市立図書館の前身である財

団法人岐阜会員図書館分館があった場所で

あり、その土地と資料を寄付してもらい建

てられました。今からさかのぼること 53 年

前のことです。 
その後、自動車図書館と地域図書室が作

られました。平成 14 年に JR 岐阜駅高架下

に分館が開館しました。この分館は、騒音

問題の図書館として「静かであることが、

図書館の重要なことだ」と思う方が反対を

したということも聞いていますが、開館す

ることができました。 
さらに、ファッションライブラリーを併

設しています。基幹産業のアパレルを応援

するために、国内外の資料を幅広く収集す

ることを目的とし、毎月ファッション講座

を行ったり、年に 2 回ファッションショー

を行うなどのビジネス支援を積極的に実施

しています。この立地条件から、現在では

分館は全館の中で一番利用が多い図書館に

なっています。このように岐阜市立図書館

は、本館・分館・5 図書室・自動車図書館

で構成されています。 
 

 
 
岐阜市立図書館の蔵書は約 55 万冊で、内

本館は約 21 万冊を所蔵しています。増築を

繰り返している本館は、大変老朽化が進ん

でおり、ユニバーサルデザインからは程遠

く手狭になった本館を建て替えるというこ

とで、仮称中央図書館の建設計画が進行中

です。実は私は昨年の 4 月から参考業務を

離れ、新図書館準備グループに異動しまし

た。今日はレファレンス協同データベース

に当初から関わっていた者として登壇いた

しました。 
 

 レファ協への参加 

 
レファ協導入前（課題） 
 13 年前、私が岐阜市立図書館に入り、レ

ファレンス業務を担当することになった頃、

つまりレファレンス協同データベースを導

入する以前のことですが、当館のレファレ

ンス業務は 2 つの問題を抱えていました。 
1 つは嘱託司書による運営の限界です。

当館は司書を嘱託職員でまかなっており、4
勤 3 休 1 日 7 時間勤務の体制で業務を行っ

ています。当時レファレンス担当は嘱託司

書 2 名のため、この勤務体制だとお互いに
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顔を合わせて仕事を出来るのは週に 2 回し

かありませんでした。その上、レファレン

ス担当と言ってもレファレンスだけではな

く、郷土資料の逐次刊行物の受入処理、及

び整理や日々の選書も行っており、そうい

う状況の中引き継ぎは連絡ノートとメモ付

きのレファレンス処理票だけでした。岐阜

県図書館のレファレンス研修に参加はして

いましたが、参加者が研修内容を伝達する

館内研修はなく復命書だけを回覧していた

ため、レファレンススキルの伝達はなかな

か思うようにはできませんでした。1 人 1
人がスキルアップをする以外にレファレン

スサービスの向上を図ることができない環

境だったのです。 
2 つ目は、レファレンス処理票の整理が

進まないことでした。過去の事例が大切に

残されてはいましたが、ただ残っているだ

けで索引等もない状態です。日常の業務に

活用することはできませんでした。しかし、

司書の中には「貴重な事例を何とか活かし

ていくべきではないか」という考えもあり

この処理票をいかに活用できるか、そのた

めにどのような整理をするとよいのかが懸

案になっていました。 
 
環境の整備（1） 
この 2 つの問題から、効率のよい業務改

善が求められていました。そんな時、パソ

コンの導入とインターネットの普及が始ま

りました。本館では、事務作業の効率化を

図るためにパソコンの積極的な導入が図ら

れ、より充実したレファレンスサービスを

行うためにと参考室には早くからネット環

境が整備されました。これにより、平成 11

年にはホームページ 53

こうしたパソコン環境の充実を機に、膨

大な量のレファレンス処理票を整理、活用

するためにデータベース作成ソフトのアク

セスを使って当館独自のデータベースを作

成しようという試みを始めました。しかし、

データベースを作成できるプロがいるわけ

でもなく、右手に how to 本を抱えながら試

行錯誤の作業を続けていました。クエリと

かリレーションシステムとか全くわからな

いところからの作り込みということもあり、

遅々としてその作業が進みませんでした。

このソフトがパソコンにインストールされ

ていないと登録した事例の検索ができない

といった問題も生じました。何より、過去

の膨大な事例をデータベース化するために

必要な絶対的な人員はありませんでした。 

を開設するとともに、

電子メールによるレファレンスサービスの

受付を開始しました。 

 
レファ協に参加 
このような時に、レファレンス協同デー

タベース事業の話が当館にやってきたので

す。その内容を確認し衝撃を受けました。

自分たちがやろうと思っていたことが、そ

こには書かれていたのです。早速当時の上

司に掛け合いました。今度こそ効率のよい

業務改善ができると思ったからです。上司

からは快く了解をしてもらうことができ、

平成 16 年度より参加することになりまし

た。 
 

導入後の作業 
レファレンス協同データベースに参加登

                                                   
53 岐阜市立図書館公式サイト 
[http://lib-gifu.city.gifu.gifu.jp/] 
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録を行った後、このデータベースを有効活

用できるように、まずはじめに取り組んだ

ことがレファレンス処理票の改定でした。

従来の処理票では入力項目がデータベース

と異なっていたために、入力作業の際に処

理票には書かれていない項目を補足する必

要がありました。それでは入力者の負担に

なってしまうということで、思い切って改

定をすることにしたのです。また、従来の

処理票のサイズは A5 でしたが、これを A4
にすることで記入をしやすくしました。 
実際、現在使用しているレファレンス処

理票を資料として添付させていただいてお

ります。ご覧いただくとわかる通り、レフ

ァレンス協同データベースの入力項目をそ

のまま処理票にした形となっており、業務

としても出来るだけスムーズな登録ができ

るように改定をしたつもりです。 
 

 
レファレンス処理票(表) 

 

次に、過去の事例をすべて入力すべきか

どうかを担当内で検討をし、過去に遡って

の登録は郷土に関するレファレンスのみに

限定しようということになりました。と言

いますのは、岐阜市立図書館として保存し

ていくべき事例の優先順位は、やはり郷土

に関するレファレンスであると考えたから

です。全国的なレファレンスは、人的余裕

のある図書館にお任せすることに勝手に決

めさせてもらいました。 
こうして、担当内で方向性を決めてから

は、あとはただひたすら私一人で入力作業

に励みました。ですので、参考として入力

件数の推移を書かせてもらいましたが、参

加して次の年には頑張って遡及入力という

形で 440 件も入力をしましたが、本当に申

し訳ありません。2006 年、2007 年は 0 件

です。その後 2008 年はこれではいけないと

思い 60 件入力し、その後はまた余力がない

ため 1 件、そして今年度は、後ほど説明も

させていただきますが 7 件の入力をしてお

ります。 
 

環境の整備（2） 
このように、本館だけでレファ協を利用

していたのですが、平成 18 年に環境の第 2
次整備というべき動きがありました。地域

図書室にもネット環境が整備されたのです。   
それまでは、地域図書室では読み物や児

童書など需要の多い資料を優先していたた

め、参考資料が所蔵できませんでした。ま

た、実際に地域図書室の国語辞典や英和辞

典を見てみますと古くてぼろぼろな辞典ば

かりです。また、分館においてはそもそも

通過型の図書館をコンセプトにしているた

め閲覧席は少なく、基本貸出を前提とした
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蔵書構成を構築しています。そのため、分

厚くて重たい参考資料が借りられることも

なく閲覧する場所もないためあまり所蔵し

ていません。よって、窓口でレファレンス

が入ったとしても自館で対応ができない状

況でした。 
また、図書室では司書は 1 名であったた

め、研修会などへの参加は困難な状況にあ

りました。従って図書室によってレファレ

ンススキルに差があり、レファレンスを受

けた時は所蔵している資料だけで回答をす

るか、本館に送ってきていました。それが、

ネット環境が整うことで、こうした参考資

料不足を多少補うことができるようになり

ました。そして、今まで本館からしかアク

セスのできなかったレファレンス協同デー

タベースに地域図書室からもアクセスがで

きるようになりました。 
この環境の整備を活かして、全館でレフ

ァ協が活用できないか担当内で検討をしま

した。岐阜市立図書館の事例を参照できる

ことで、窓口の司書のスキルや限られた地

域図書室の蔵書に関わらず、適切な回答を

提供できる環境を整備できると考えたから

です。実際に各館、地域図書室においてよ

く尋ねられる「鵜飼い」や「和傘作り」に

ついてといった郷土関連のレファレンスで

は、回答内容はほぼ同じです。自館では確

認ができない資料でも、この事例を使えば

利用者に資料を紹介することができます。 
 
全館での取り組み 
そこで、全館が利用できるように平成 21

年にはレファレンス協同データベースの利

用についてメールで説明をしました。とり

あえず、レファ協がどのようなもので何が

できるかを知ってもらうことから始めたの

です。本当ならばネット環境が整ったらす

ぐに行うべきだったかもしれませんが、こ

こでも人員的問題によって全館への取り組

みが延び延びになってしまいました。やは

り、既存の事業の中に新しい事業を取り入

れていくためには時間と人手がかかりまし

た。 
実は、平成 17 年度から図書館からの情報

発信としてイベント、及び学校連携等の各

種支援が運営の中心となっていたため、従

来の基本的業務にさえ危機的状況になりま

した。レファレンス事例の登録どころの話

ではなかったのです。決してイベント中心

ということが悪いわけではないのですが、

懸案事項について考える余裕もありません

でした。 
また、レファレンス担当は 3 名に増えた

のですが、その時の優先業務にはレファ協

を入れてもらうことができずに個人の努力

に頼る日々が続いていたのです。ですので、

先ほど参考までにということで入力件数を

挙げさせてもらいましたが、平成 18 年、19
年度はこうした図書館運営の流れという中

で、どうしても入力ができない状況が発生

してしまいました。最初にメールで説明を

送ったのは、そうした中でも、とにかくレ

ファレンス協同データベースについて知っ

てもらいたいという思いからでした。 
そしてようやく今年度平成 22 年に入り、

4 月の図書整理日にレファレンス協同デー

タベースの研修を行うことができました。

本当に念願かなっての館内研修でした。そ

の内容は基本的な検索や登録だけでしたが、

なぜ当館がこの事業に参加しこのデータベ

ースを活用していこうとしているのかを全
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館の司書に伝えることができたと思ってい

ます。担当者だけではなく、このレファレ

ンス協同データベースがレファレンスサー

ビスの一役を担っており、それは司書 1 人

1 人に関わっていると知ってもらいたかっ

たからです。 
 

 これからの課題 

 
これからの課題（1） 
 さて、これからの課題ですが、まず 1 つ

目は登録作業についてです。レファレンス

インタビューの際は、やはり利用者の顔を

見ながら手書きでメモを取っているのが現

状です。それはレファレンス窓口にパソコ

ンが 1 台しかないからであり、また複数の

利用者がいる場合、入力しながらの対応は

難しいからです。その上、レファレンス窓

口に入る司書が実際にはレファレンス以外

の業務も抱えて窓口に入っているため、入

力用のパソコンが自由に利用できない状況

もあります。アナログ的かもしれませんが、

当館ではレファレンス処理票は今でも手書

きが主流になっています。 
ところが、ここで問題なのが手書きのレ

ファレンス処理票をデータベースに登録す

るための時間がないということです。手書

きをしたレファレンス処理票を誰がいつデ

ータベースに登録するか、その流れを日常

の業務の中に取り入れるしくみを作る必要

があります。登録をしていかないと結局過

去の事例が蓄積していくばかりで、当初の

業務改善にはいつまでもつながることがで

きません。 
 

これからの課題（2） 
 そして課題の 2 つ目は、一般公開への道

です。やはり登録した事例は今後一般公開、

少なくとも参加館公開にと思っています。

当館の入力をしていて、郷土に関するレフ

ァレンス事例が 500 件ほどあり、それは一

つの郷土情報として市内の方はもちろん、

市外の方でも参考になる事例とも考えてい

ます。また、公開することにより非来館者

へのサービスにつながるとも考えています。

公開するためには、事例の選定や公開する

事例の再確認といった新たな作業が発生す

ることにもなり、現状では実現するのはと

ても難しい話です。500 件もの事例の再確

認はレファレンス担当者だけでは行うこと

はできないと思います。 
そこで、館内の事例を共有できたら次の

段階として、内容の再確認を担当以外の人

たちでも取り組むことができればよいと思

っています。その上で一般公開につなげて

いきたいと思います。   
また、現行の事例については登録時に公

開する流れというものを今後作り上げてい

く必要があると考えております。 
 

 まとめ（これからの風景） 

 
 先ほども少し触れましたが、岐阜市では

今、新しい仮称中央図書館の計画が進んで

います。2 月 6 日に公開プロポーザルによ

って、せんだいメディアテークを設計され

た伊藤豊雄氏が設計者として決定しました。

このことから、今後中央図書館の開館をめ

ざし、より一層分館、図書室と連携が重要

になってきます。レファレンスサービスは
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図書館サービスの根幹とも言うべき業務で

すが、それは中央図書館だけが充実してい

ても意味はありません。岐阜市民に図書館

サービスを提供するために分館・図書室が

あり、それらの窓口でも均一したサービス

を提供する必要があります。レファレンス

協同データベースは岐阜市のような複合館

にとって、均一したレファレンスサービス

を行うために大変有効な事業であると考え

ております。 
さらに、データを公開することができれ

ば非来館者に対してのサービスを提供する

ことになると同時に、今まで利用されたこ

とがなかった方が当館の事例を見て来館さ

れるきっかけにもつながると思っています。

もちろん、このようなしくみを組み立てる

には先ほども挙げたような課題をクリアし

なければならないのですが、中央図書館が

開館するまでの数年の間に、何かしらのし

くみを作り上げられるように今後取り組ん

でいきたいと考えております。 
 以上で岐阜市立図書館の事例発表を終了

させていただきます。ご清聴ありがとうご

ざいました。 
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実践報告(2) 

同志社大学今出川図書館における 
レファレンス事例の保存と公開 

 

 

講師 

同志社大学図書館 

中島晴子 

配布資料 

資料⑥ 報告（２） 

 

 
 

 同志社大学図書館の紹介 

 

 
 
同志社大学では、間接サービスを学術情 

 
報課が担当し、直接サービスを情報サービ 
ス課が担当しています。係名がピンクにな

っているのは、今出川図書館に事務室があ 
る係、水色になっているのが京田辺キャン

パスのラーネッド記念図書館に事務室があ

る係です。情報サービス係は、機関リボジ

トリや図書館システムを担当し両校地に事

務室があります。 
今日は、情報サービス課の今出川図書館

での取り組みを報告させていただきます。 
 

 
 
同志社大学には、今出川図書館とラーネ

ッド記念図書館の２つの学習図書館があり

ます。 
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今出川図書館は、文系学部の 3、4 年生と、

主に文系大学院の院生が利用する図書館で

すが、ラーネッド記念図書館は、理工学部、

スポーツ健康科学部、生命医科学部等の主

に理系の学部の学生、院生と、文系学部の

1、2 年生が利用する図書館です。 
このため館の性質を異にし、講習会受講

者数やレファレンス受付件数などに、顕著

な差があります。 
 

 
 
例えば、2009 年度、今出川図書館の講習

会受講者数は 1,204 名ですがラーネッド記

念図書館は、4 倍近い 4,538 名です。一方、

今出川図書館のレファレンス受付件数は

28,972 件ですが、京田辺は 4,183 件と 7 分

の 1 程度です。 
また、文献複写の依頼も、今出川図書館

が 3,178 件、ラーネッド記念図書館が 3 分

の１の 1,076 件です。この文献複写依頼数

は、前年度はほぼ同数でしたが、ラーネッ

ド記念図書館は、理系の学部、研究科が主

に利用するキャンパスなので、データベー

スやオンラインジャーナルの利用が講習会

によって進み、文献複写が激減したのでは

ないかと考えています。 
 

 今出川図書館のレファレンス 

  
レファレンスサービス受付件数は、2007

年度から 2009 年度にかけて増加していま

す。 
 

 
 
2010 年度も 2 月時点で確認したところ、

少し増えています。レファレンス対象者は、

学生と教職員です。原則として対面レファ

レンスのみで、デジタルレファレンスや

FAX 受付は行なっていません。 
 

 
 
先ほどの表では、3 年間でレファレンス

サービス受付件数が増えていましたが、実

際には、2008 年度から、一部の文系学部が
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1 年生から今出川キャンパスに通学するこ

とになり、簡単な利用案内が増えたのでは

ないかと考えています。 
また所蔵調査についても、今出川校地の

学部・研究室資料を学生が利用する場合に

は、必ず図書館のレファレンスカウンター

を通じて行うことになっているので、その

分、数が多くなっているのだと考えていま

す。レファレンスカウンターは館内に 2 席

あり、貸出返却カウンターのすぐ隣に設け

ています。1 日 4 名のスタッフが担当し、

朝 2 名、夜 2 名、1 人 4 時間半になるよう

に調整をしています。現在は、専任職員、

契約職員、派遣職員の総勢 10 名が当番で担

当しています。そのうち１名が、今日説明

させていただいているレファ協への登録の

他、レファレンスを主に担当しています。 
 

 
 

 レファ協参加と登録 

 
 レファ協への参加から現在の登録までを

ご説明します。 
同志社大学は、かなり初期の、2003 年 11

月 17 日に参加申請をしています。そして、

2004 年 3 月に 19 件のデータを登録したの

ですが、この時点で参加している館は、大

学図書館では京都大学、早稲田大学、同志

社大学の 3 館のみでした。その後、2004 年

度に 25 件、2005 年度に１件登録した後、3
年間全く登録をしない時期があり、2009 年

度からまたレファ協への登録を再開しまし

た。 
 ３年のブランクの後に、レファ協に再度

データを登録することになったきっかけは、

2008 年 12 月にありました。当時、主にレ

ファレンスを担当する職員 1 名がワードで

全事例を入力していたのですが、その方か

ら「せっかく入力をしても、誰もスタッフ

が見ておらず、入力する意味がない。それ

に、ワードで登録しても、検索ができない

のであまり活用ができない」と言われまし

た。また、「せっかく入力しても 10 人しか

見てもらえないのだったら、入力するモチ

ベーションが湧かない。レファ協に入力し

てはいけませんか」と言われたのです。私

もレファ協が導入された当初、今出川サー

ビス係のスタッフとして仕事をしていて知

っていたので、登録を再開することにしま

した。 
入力にあたっては、係で相談をしました。

当時未入力の 200 件以上のデータがあり全

部入力するのは大変なので、レファレンス

担当者が事例を取捨選択して各スタッフに

振り分け、各スタッフが再調査して入力す

るということでスタートしました。1 月 2
月 3 月と、少しずつ登録したのですが、再

調査を前提に仕事を振り分けたので、その

再調査に時間がかかり、4 月以降新年度に

なり他の業務も忙しくなったため、全く登

録ができない状況になりました。 
そこで、夏休みの間にスタッフで、もう
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一度話し合いをし、働きながら学ぶ体制づ

くりが必要だということになりました。ち

ょうど、人事異動や契約期間の問題で、ほ

とんどのスタッフがレファレンス担当歴 2
年未満という状況になり、経験を積んだ人

を中心に仕事を割り振るのが難しいので、

働きながらみんなで勉強していけるような

体制づくりをしようということになったの

です。すぐに実施できたわけではないので

すが、現在は新しく来られた方には研修を

しています。この研修の中で、レファレン

ス協同データベースを活用しています。 
 

 
 
 レファ協への入力は、担当者全員が分担

して入力する方式は時間がかかるので、レ

ファレンス主担当者がすべて登録する形に

しています。そして、遡及入力したものは

過去の事例集として活用する一方で、新規

入力するものはレファレンス記録の再調査

及び確認と位置づけています。この結果、

レファレンス結果や過程に不備があれば、

具体的な形で担当者に指導や注意を行い、

利用者にも追加情報を連絡しています。 
 

 公開の影響と今後 

 
レファ協への登録にあたり、類似の事例

がすでに他館によって登録されているもの、

単なる所蔵調査、クイックレファレンス等

は、除いています。 
 また、公開レベルについて、2010 年 10
月までは、原則参加館公開とし、同志社関

連と EU 関連のもののみを一般公開として

いました。EU 関連資料は、一般市民への

公開を前提に資料の寄贈を受けていますの

で、それに関するレファレンスについても

公開しています。  
2010 年 11 月から、外部の方にデータを

見せる必要が生じたこともあって、原則一

般公開としました。ただし、同志社大学で

契約している特殊なデータベースを使用し

たもの、未解決事例で他館からのコメント

を期待して待っているもの等を参加館公開

にし、しばらく様子をみることにして現在

に至っています。 
2010 年 11 月に公開レベルの変更をした

後、今回発表するので調べてみたら、大き

く内訳が変わっていたので驚きました。一

般公開が236件に増え、参加館公開が7件、

自館のみ参照が 33 件に減っています。 
 また、今回事例被参照数の推移も調べた

ところ、2010 年 11 月のデータ公開後、や

はり飛躍的に参照数が増えており、一般の

方にたくさんご覧いただけていることを実

感しました。 
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 一般公開してわかったことは、もともと

レファレンス記録の一般公開を前提とせず

に参加館公開で記入してきたので、例えば

「レファレンスカウンターに来てくださ

い。」等の利用者向け文言がそのまま入って

いるなど、訂正の必要があることです。 
2 番目に、Google 等の検索エンジンで多

くヒットするようになり、レファレンスカ

ウンターで検索したら、同志社大学の公開

事例が当たってしまうこともよくあります。

そのため、同志社大学は私立大学図書館と

いう事情もあり、一般開放していない図書

館だということが理解してもらえるかを心

配する声が上がっています。 
3 番目に、公開する責任はやはり大きい

と感じています。継続して記録の定期点検

と改善をしないなら、参加館公開に留めて

おいた方がいいという意見や、他の業務と

の兼ね合いもあり、検討しています。 
 しかし、レファ協に登録してよかったと

思うこともたくさんあります。 
一番よかったと思うのは、自館の事例デ

ータベースを確実に保存できるという点で

す。先ほどランチタイムに、「大学図書館だ

ったらきっと事例がいっぱい保存されてい

るだろう」というお話を皆さんがされてい

たのですが、実は同志社大学では今回登録

しているのが今保管しているレファレンス

記録のすべてです。10 年以上前の事例は、

当然あったはずなのですけれども、現場に

は残されておりません。このため、今回レ

ファ協のデータベースに登録させていただ

くことで、確実に安全に保存できるという

ことが最もよい点だと考えています。 
また、登録作業の中で、以前は利用者に

回答を返したらそれっきりだったのですが、

再度補足情報を伝えるなどのフォローがで

きるということもあります。 
その他、なかなかレファレンス指導を個

別に行えない中で、記録の再調査により、

具体的な個別指導ができるので、担当者の

スキルアップにつながっています。 
また、再調査で記録内容の精度があがる、

参加館からコメントをいただいて未解決事

例が解決するといったケースもあります。 
 

 今日は同志社大学今出川図書館のレファ

レンス協同データベースへの登録について

報告させていただきました。 
登録をしていて思うことは、このレファ

協の取り組みは、閉ざされた図書館から開

かれた図書館へと時代が変化していく大き

な流れの中で、図書館が社会にどう貢献し

ていくかという試行錯誤の一つではないか

ということです。 
たとえ自館の事例データベースとして使

う場合であっても、レファ協に入力するこ

とにより、業務を一般化することができる。

そして、その先にある情報の共有化に貢献

できる、と考えています。 
今後も、細々とではあっても、続けて登

録してゆきたいと考えています。 
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実践報告(３) 

博物館図書室のレファレンスと 
レファレンス協同データベース活用法 

 

 

講師 

東京都江戸東京博物館図書室 

井上美奈子 

配布資料 

資料⑦ 報告（３） 

参考資料 

 
 江戸東京博物館図書室の井上です。 
 江戸東京博物館は、東京都墨田区にある

博物館です。両国の相撲が行われる国技館

の隣にあります。今日の参加者の皆さんは

関西の図書館さんが多いと思うのですが、

江戸東京博物館にいらっしゃったことがあ

るというお客様、どれくらい？結構いらっ

しゃるのですね。ありがとうございます。

でもいらっしゃったことがないとか、全く

聞いたことがないという方ももしかしたら

いらっしゃるかと思いますので、当館がど

んな図書館であるか、どんなレファレンス

が寄せられるのかをわかっていただいてか

ら、具体的な登録方法等ご説明したいと思

います。 
 

 江戸東京博物館図書室とは 

 
当館は、平成 5 年にできました。それま

で、東京都内にはいろいろな博物館があっ

たのですけれども、東京都の歴史博物館は

ありませんでした。そこで、東京の歴史と

文化を後世に伝えるための博物館として江

戸東京博物館が誕生し、その中に、図書室

も作られ、現在約 17 万点の資料を有する専

門図書室となっております。 
博物館全体の入館者数は、去年はインフ

ルエンザの流行などもあり、少し人数を落

としてしまって 140 万人ですけれども、そ

の中で図書室の入室者数は 42,512 人、1 日

平均約 150 人ほどです。 
レファレンス件数とインフォメーション

件数は、併せて 1 日約 12 件ほどで、専門図

書館としては比較的利用者数が多い方だと

思います。 
 

 博物館図書室について 

 
博物館図書室と公共図書館の違い 
次に、博物館図書室と公共図書館の違い

についてお話します。開館当初は、歴史系

博物館で 10 万冊以上を備える本格的な附

属図書室はほとんどありませんでした。そ

れまでの利用者は、博物館で調べて別に図
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書館に調べに行くというのが普通だったと

思います。図書室を併設したことによって、

利用者は博物館を観てすぐに図書室で調べ

るという選択肢ができました。 
図書室はまた、利用者だけでなく、職員

の研究にも役立つように組織されています。

つまり利用者も、学芸員が展示に利用した

同じ資料を使うことができるという利点が

あります。例えば、毎回企画展や特別展を

行う時に、図書室内に特集図書コーナーを

作っているのですけれども、そのコーナー

を見ていただくと、こういう図書を使って

展示をしているのだなということが分かり

ます。 
一方、博物館附属施設ではありますが、

博物館を見学しないでもご利用いただける

専門図書館として、独立した機能を持って

います。ただその専門図書館という部分が、

公共図書館に慣れている利用者にはわかり

づらいところなのかもしれません。例えば

江戸東京博物館図書室では、図書の発行さ

れた形を保存するということが基本になっ

ています。そのため貸出ができなかったり

複写に制限があったりします。読むための

図書だけではなく、展示保存するための図

書という面をご理解いただくのが難しいと

感じる時があります。 
 
博物館図書室の「レファレンス」とは 
そして、逆に公共図書館にはなく博物館

なのだからと期待されていると感じるのは、

「質問に答えてくれる学芸員はいないの

か」という声です。博物館というのは、図

書館と違った意味で様々な質問が寄せられ

る機関です。例えば、かつて当館の学芸員

だった人物が自著 54

公共図書館でも、もしかしたら来館者が

正解の即答を期待して質問を投げかけてく

る場合があるかもしれません。しかし、利

用者にとって「即答できません」という答

えが図書館よりも博物館の方がより理解し

難いと感じるのではないでしょうか。例え

ば、よくいただく質問に「江戸時代の 1 両

は現在のいくらか」という質問があります。

これについて、参考文献を複数案内すると

「なぜははっきりと答えないのか」とお叱

りを受けることがあります。博物館だから

正解を答えるのが当然という先入観がある

ようです。 

に次のように書いてい

ます。「私がもっともきついと感じた仕事の

一つに、突然、電話を通じて、あるいは展

示室の来館者から思いもよらない質問がよ

せられるというものがあった」と。この元

学芸員はさらに「学芸員は言うまでもなく

万能の物知り博士ではない」と書いていま

す。学芸員の良心としては、諸説があれば

諸説をすべて来館者に説明したいのですが、

その余裕はありません。彼は図書室担当で

はありませんでした。学芸員は座席に常駐

しているわけではないので、基本的に学芸

員に回る質問は、展示物や標本資料につい

てのみで数が絞られているのですが、その

上での対応でも相当大変だったことが伺え

ます。 

先ほどの学芸員が述べたように、博物館

は物知り博士が正解を答える場所ではあり

ません。しかし、博物館の場合、司書であ

ろうと思いもよらない質問に即答できて当

然、「分からないから博物館に尋ねたのであ

                                                   
54 岡野友彦.家康はなぜ江戸を選んだか.教育

出版,1999.09.  
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って、なぜ自分で調べなければならないの

か」と疑問に思われる利用者が少なくあり

ません。これは長い間、日本において博物

館とはそういう存在だったということなの

でしょう。  
そのほかに公共図書館と違うところは、

図書以外の回答もありうるという点でしょ

う。例えば「火消のまといは何キロか」と

いう質問には参考文献でも対応できますが、

実際に持てる展示があるのでそれもご紹介

します。展示については、基本的には展示

係の学芸員に回すのですが、レファレンス

のプラスαとして、司書もある程度は展示

について知っておいた方がレファレンスの

幅が広がります。 
 

 江戸東京博物館図書室の活動 

 
レファレンス記録の方法 
当館にどのような質問が寄せられるのか、

だいだいのイメージをお伝えしたところで、

ではどんなふうにそれらを記録しているの

かというお話をします。 
記録の中心は日誌です。カウンターに座

った職員が来館者から寄せられた質問、ま

たは現場で対応をしたレファレンス記録を

日誌として残しています。図書室外、例え

ば展示室等で案内係などが受けた質問は、

レファレンスシートという質問用の書式に

記入していただいて、質問の目的にかなっ

た部署に分配されます。 
具体的に言うと、展示室で案内係が来館

者から「江戸城について知りたい」という

質問を受けたとします。その場合、江戸城

の展示物や説明文について知りたいのなら

展示係です。江戸城の所蔵資料について調

べたいなら資料係、江戸城研究の現在につ

いて知りたいのなら研究室、江戸城の一般

的なことについて調べたいなら図書室とい

うことになります。図書室でお受けする質

問の場合は、直接図書室に来ていただくこ

とになりますが、展示物について知りたい

などと言われた場合には、だいたい学芸員

は座席に常駐しませんので、レファレンス

シートに記入していただいて「後日担当部

署から回答します」と対応します。来館と

電話の他には手紙で承っています。 
開館当初、サービスの形が定まらず混沌

としていた感じのレファレンスですけれど

も、日々蓄積することによって開館から 4、
5年後にはどうにか筋道ができてきました。

レファレンスの数も増えたので、日誌から

抜粋した事例を市販のソフトに保存し、業

務で検索できるようにしました。そのうち

に、せっかく蓄積したレファレンス事例を

利用者に公開しようということになりまし

た。 
まず、博物館ホームページの中にある図

書室のページに、よくいただく質問を中心

にレファレンス事例リストを作りました。

さらに、事例件数が増えてくると、検索シ

ステムも付けたいなどといろいろと欲が出

てきて、なんとかしたい、けれども予算も

ないし人手もないという状態になってきま

した。 
そんな時に、レファレンス協同データベ

ースがあることを知って、参加してみては

どうかと提案しました。当時は参加するこ

とで利用者や当館にどんなメリットがある

のか具体的に分かりませんでしたが、参加

費用が掛からないこと、やめたい時にいつ
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でもやめられることなど、デメリットが少

ないことを説明して参加にこぎつけました。 
 

データ登録の手順  
実際のデータ登録の手順は、元データと

なるものは先ほど申し上げましたように、

日誌です。a の日誌。b がレファレンスのう

ち他係から回ってきた質問や、回答が少し

繁雑になってしまったというものです。そ

れはレファレンスシートに記入してファイ

ルされます。c の手紙によるレファレンスは、

レファレンス文書としてファイルされます。 
 

 
 
そして、司書がこのa、b、cから興味深い

質問、例えば「江戸時代の平均身長」55と

か、よくある質問「初夢はいつ見る夢か」56

とか、文章にした方が分かりやすい質問「江

戸の地名の由来」57

                                                   
55 
[http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/deta
il.reference?id=1000013899] 

など、特に当館らしい

質問であるかを念頭において選択します。

56 
[http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/deta
il.reference?id=1000013905] 
57 
[http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/deta
il.reference?id=1000013901] 

そしてデータに加工して、司書たちで校正

した後に登録していきます。現在は 1 年に

4 事例の登録を目指しています。この 4 事

例というのは、現在、非常勤司書が私も含

めて 4 人いるので、1 年にひとり 1 事例ず

つ登録することを目標としているのです。 
 

データ登録を活発にするために取り除くべ

き障害 
 データ登録を活発にするために取り除く

べき障害について述べると、当館の登録数

は 1 年に 4 事例なのでそれほど登録が「活

発」とは言えません。他の通常業務の合間

に、データの質を落とさずに登録をする事

が、かなり厳しい状態となっています。 
つまり、当館の場合、登録を活発にする

ための障害は仕事量と人員のバランスが取

れていない点です。これは、レファ協への

参加のメリットなど様々な要因を挙げて、

組織として改善要求を続けていかなければ

ならない課題だと思います。 
そんなわけで現在、登録事例は 79 事例と、

多くないのですれども、参照される数が多

いのは、選ぶ事例自体が当館らしくユニー

クなことと、その 1 つの事例にできる限り

多様な参考文献を提示して、厚みを持たせ

るように注意しているからだと思います。 
そして、登録した後に、そこで終わりに

せずに、適宜更新を行っていくようにして

います。それから、博物館図書室としての

利点は、学芸員や研究員に意見を請うこと

ができるという点です。例えば、「江戸時代、

レンタルふんどし業というのがあったらし

いが」58

                                                   
58 
[http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/deta

という質問を過去に何度か受けま
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した。この質問の時には、後世に書かれた

随筆しか文献が見つけられなかったので、

もしかしたら本になっていない同時代資料

があるかもしれないと思い、古文書に日常

的に触れている研究員に、念のため尋ねて

みたこともあります。その他にも、学芸員

のように様々な資料に当たっている研究者

に意見を聞けることは博物館図書室ならで

はの利点だと思います。 
 
公開することで生まれる一般利用者との接

点・利点について 
次に公開することで生まれる一般利用者

との接点・利点についてです。 
冒頭で述べましたように、当館のレファ

レンス利用者は、図書館の利用者とは違い、

図らずもレファレンス利用者となる場合が

あります。レファレンスサービスなんて受

けるつもりはなかったのに、なぜかそうな

っていたという方もいらっしゃるというこ

とです。その際、質問・参考図書を案内さ

れ自分で調べるという手順を表したレファ

協は、レファレンスの基本を改めて説明す

る手間が省けることもあり助かる場面があ

ります。特に、電話でのレファレンスは、

ネット環境が整った利用者に対しては非常

に有効です。  
また、レファ協を知ることによって「博

物館にもこういう質問を調べられる本があ

るのだな」とか、「こういうふうに案内して

くれるのだな」とか、「事例を読めば自分で

調べることができるのだ」と知る人が増え

ます。そして、同じような質問に対応でき

る機関が当館以外にもあるということを、

わかっていただけるという利点もあると思

                                                                        
il.reference?id=1000073644] 

います。 
 
レファ協参加・登録による長所・短所 
長所は、単一館ではできない機能を予算

をかけずに付けられること、そしてレファ

レンスにおいては基本的で重要なことだと

思うのですが、質問者が回答を得るための

選択肢が広がるということです。 
それから職員の研鑽にもなりますし、他

館がどのようにレファレンスを行っている

のかを知ることができます。特に当館の場

合、東京都立中央図書館のレファレンスが、

同じようなテーマになることがあるので、

当館よりもずっと歴史も古く、蔵書資料も

多い分、とても参考になります。  
また、他県の事例なども思いがけない資

料を使っていたりして非常に面白く、参考

になると思います。 
具体的な短所は思い浮かばないのですけ

れども、一度だけ電話でレファ協への苦情

を受けたことがあります。国会図書館が運

営しているということ、レファレンスの横

断検索というシステム自体が全く理解でき

ないようでしたので、それからレファ協の

リンクを貼っているページに簡単な説明を

載せるようにしました。 
 
レファ協の活用方法 
最後にレファ協の活用方法です。先ほど

申し上げたように、日常のレファレンスで

利用する他に、同じようなレファレンスの

場合に他館が使う資料を知ることができる

ということと、専門図書館なので、資料を

収集する場合に分野が固まってしまいがち

なのですが、広い視点から参考にすること

もできるので助かります。 
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小規模で、孤立しがちな専門図書館にと

って、レファ協を通じて、幅広い立場の図

書館と横のつながりができることはたいへ

ん頼もしいことだと思います。 
 

 今後の課題 

 
今後の課題として、博物館図書室だから

できることは何だろうと考えた時に、質問

の分析があると思います。 
利用者からどんな質問が寄せられるかで

多くの人たちが疑問に思っていること、興

味があること、また未研究の分野等も分析

できると思います。それらを掬いあげて、

博物館活動の一環として、研究テーマや展

示に活かしていくこともできるのではない

でしょうか。例えば、当館のレファレンス

事例で常に参照されることが多い「江戸時

代の平均身長は」というテーマを取り上げ

て、それに関する図書コーナーを行うだけ

でなく、セミナーや展示、特別展などを連

動して行えば、聞きたい、見たい、行って

みたいという利用者が一定数見込めるかも

しれません。利用者の疑問が利用者の要望

だと考えれば、博物館全体で質問を共有し

ていくことも必要だと思います。   
また、博物館の学芸員や研究員達の知識

をデータに反映させることで、図書館の事

例とはまた一味違い、レファ協活用の可能

性は広がるのではないかと思います。 
といったところで、終わりにしたいと思

います。こちらは当館のホームページのア

ドレス 59

                                                   
59 東京都江戸東京博物館公式サイト 

です。 

[http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/] 

ありがとうございました。 
 

 



 
 

第７回フォーラム記録集 

パネルディスカッション 

78 
 

 
パネルディスカッション 

 

レファ協のある日常へ 
 

 

 

 

 

コーディネータ パネリスト 

千葉経済大学短期大学部准教授 

齋藤 誠一 

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科講師  
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岡本 真 

岐阜市立図書館 岩永 知子 

同志社大学図書館 中島 晴子 

東京都江戸東京博物館図書室 井上 美奈子 

配布資料 

 

 

 
（南：総合司会） 

 時間になりましたので、午後の部後半のパネル

ディスカッションを開始いたします。すでにパネ

リストのみなさまが壇上にいらっしゃいますので、

左側からご紹介いたします。まず、コーディネー

タは千葉経済大学短期大学部の齋藤誠一先生、そ

してパネリストは筑波大学大学院図書館情報メデ

ィア研究科の大庭一郎先生、アカデミック・リソ

ース・ガイド株式会社の岡本真様、実践報告をし

ていただきました岐阜市立図書館の岩永知子様、

同志社大学図書館の中島晴子様、東京都江戸東京

博物館図書室の井上美奈子様です。みなさま、ど

うぞよろしくお願いいたします。それでは、ここ

からの進行はコーディネータの齋藤先生にお願い

いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（齋藤：コーディネータ） 
 みなさんこんにちは。これから、第 7 回

のフォーラムのパネルディスカッションを

始めさせていただきます。朝早くから、来

ていただいてみなさんお疲れかもしれませ

んが、是非お付き合いをいただきたいと思

います。  
私もずっと企画協力員をやっております

けれども、今日の中身はなかなか充実して

いますね。大庭先生からは大変基本的なレ

ファ協の位置づけ、あるいは、活用方法を

お話いただきました。それから新たな動き

としての API、この API への評価というこ

とで岡本さんからはお話しをいただき、か

つ発破もかけられている状況です。それか

ら、異なる館種の方にご登壇いただき、そ

れぞれの事情、レファ協に関する状況もお

話しをしていただき、今のレファ協の状況

が非常によくわかってきたような気がいた

します。 
レファ協が動き始めて 6 年が経過し、参

加館が 537 館、あるいは、登録件数が 6 万

件を超えたということです。アクセス件数

も、API の関係もあって 1 月は 60 万件を超

えるというような状況になっている、とい

うことで言えば、レファ協も一定程度理解

をされてきているかなと思います。 
しかし、まだまだ参加している館は少な

いという状況もありますし、去年のフォー

ラムの時には長尾館長さんからは、数十万

件の登録件数を入れろというお話があった

わけです。今日は岡本さんから 100 万件な

ければ意味がないというようなお話まで出

てきており、まだまだ発展途上かなと思い

ます。 
そういう意味で、これからレファ協を発

展させるためにはどうしたらいいのかをこ

のパネルディスカッションで話しをしてい

きたいと思っております。ただ、そうは言

っても、パネルディスカッションの一応の

目標、あるいは、中身について一度整理を

しておいた方がいいと思いますので、それ

は行っておきます。 
今回のフォーラムは、「レファ協のある日

常へ」ということでテーマ設定をさせてい

ただいております。日常という言葉がござ

いますけれども、これがどういう意味を持

つのか。3 つの部分で整理をしておきたい

と思います。 
1 点目は、やはり一般の利用者が大変増

えてきている。それはレファ協だけではな

くて、それに付随する API などを使いなが

ら身近になってきている、ということにな

ると思うのですけれども、やはり住民の方

がより日常的に、レファ協のデータを使え

るようにするには、どうしたらいいのかと

いうことが 1 つあると思います。 
住民の方が、日常的に使えるようにする

ということで言えば、今日は図書館にお勤

めの方、図書館に関係している方が多くい

らしていると思いますけれども、我々がレ

ファ協のデータをいかに活用していくのか、

日常的に活用し利用者が使いやすいものに

していくためにはどうしたらいいのか、と

いう課題があるかと思います。これが 2 点

目です。 
それから 3 点目としては、データを活用

するためにはデータがなければいけないわ

けですので、そのデータを増やしていくこ

とが、レファ協の大きな課題であるわけで

す。データ登録を我々図書館員が日常的に

行えるようにしていくためには、どうした
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らいいのか。あるいは何がネックになって

いるのかについて考えてみたいと思ってい

ます。 
 最初に、データ登録。まず 3 番目の方か

らいってしまうのですけれども、データ登

録を日常化するということで何があるのか。

これは大庭先生からいくつかご提案をいた

だいております。例えば月 1 点を入力をし

ていって、年間 12 点にするというお話、あ

るいは、ポイント制というお話もされてい

るわけですけれども、やはり現場でなかな

か日常化できない問題点があるのだろうと

思うのですね。 
これは先ほど岩永さん、中島さん、井上

さんの発表の中でもいくつか出てきている

と思うのですが、その辺についてもう一度、

現場で働いている方に、「やはりこの部分が

ネックなのでなかなか入れられないので

す」ということをお話いただこうかなと思

っております。 
まず、岩永さんですが、岐阜市立図書館

の中で一人で入力して途中空いてしまった

のですね。登録をする時の 1 番の問題点と

いうか、ネックは端的に言うと何だったの

でしょうか。 
 

（岩永：パネリスト） 
 はい。1 番の問題はやはりレファレンス

協同データベースというものが、担当者だ

けの業務になってしまい、図書館の運営の

中に取り込めなかったというのが大きな問

題だったと思います。そこが上司、もしく

組織として認めていただける、もしくは必

要なものだと実感をしてもらうことができ

れば、何かしらの手段はあったのではない

かというふうには感じます。 

（齋藤：コーディネータ） 
 はい。業務としてなかなか位置づけられ

ていないというようなことですか。ただ、

職員間のところでは意外と重要だな、とい

う話は出てこないのですか？ 
 
（岩永：パネリスト） 
 はい。実際に重要だというよりも、うれ

しかったことに、分館にはファッションラ

イブラリーという少し専門性に特化した図

書館を併設しておりまして、その担当者か

らはやはり特異な事例が多いので、登録を

したいという声が上がってきたことはあり

ます。そういった個人レベルでの必要性は

個々に持っていると思います。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい。ありがとうございました。その件

はまた後で他の方にもお聞きします。中島

さんのところでは、登録はされているけれ

どもある一定程度の選別をしていますよ

ね？その辺のところで、意外とレファ協の

ためには、ある一定のレベルを確保しなけ

ればならないというようなストレスみたい

なものはあるのでしょうか？ 
 
（中島：パネリスト） 
 発表の中でも申し上げましたけれども、

ガイドラインにも参加館がデータをメンテ

ナンスしなさいと書いてありましたので、

やはりメンテナンスできる範囲にしたい。

また、自館の事例データベースとして登録

していくということを当初から考えていま

したので、残す必要のあるものとそうでな

いものを分けています。 
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（齋藤：コーディネータ） 
 今は、組織的な動きにはなっている？入

力をすることが、組織としてもう確認はさ

れている？ 
 
（中島：パネリスト） 
 はい、係で勝手に決めたのですが、入力

するという形でスタッフの中では認知され

ています。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 あとそれ以外に、入力、登録をするのに

ネックになるようなことはある？ 
 
（中島：パネリスト） 
 やはり 1 番は、時間がかかるということ。

2 番目は、スキルの高い人を継続して配置

する体制になっていないので、報告ではレ

ファレンス担当者が他の者に指導すると言

いましたが、指導できる人が継続している

かどうかというのは、かなり運に左右され

ます。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 人の問題ですね。 
 
（中島：パネリスト） 
 はい。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 ありがとうございました。それから専門

図書館で活躍されていらっしゃる井上さん

のところは、それほど人員がたくさんいる

図書室ではないと思いましたが、登録をす

る時のネック等何かございます？ 
 

（井上：パネリスト） 
 1 年に１人 1 事例上げて、4 事例上げまし

ょうという目標をかかげているのですけれ

ども、それでもやはり 1 事例上げるのは、

他の業務をしながら時間を割くのも難しい

し、プレッシャーがあると言う訳ですね。 
ですから、ひとつの事例に時間をかけす

ぎないで、もっと簡単にしても良いのでは

と提案したところ、「やるからにはきちんと

した事例を上げるべきだ。それが江戸博図

書室のレファレンス事例の評価に繋がって

いるのだから」と言う、もっともな意見が

でました。 
やはり時間をかけた完成度の高い事例は

読んで面白いですし、よくできている事例

だなと思います。でも、担当者としては後々

新しい情報を追加する時に難しいので、で

きればシンプルにしてほしいという意見を

述べたところ、レファ協のほうには後日更

新することを考慮に入れてシンプルな文章

のものを登録して、ホームページのほうに

は完璧な文章のものを登録する、というこ

とで折り合いをつけました。 
逆に手間がかかるのではないかと懸念し

たのですが、事例の「質」を重視すると、

今はそういう形でいかざるを得ないという

ことになります。この形がずっと続くのか

はわかりませんし、人員ももっと減らされ

てしまう可能性もあります。先のことはわ

からないけれど、とにかく今はできる形で、

もっともベストではないかもしれないけれ

ども、ベターな形でやりましょうというこ

とでやっています。 
 

（齋藤：コーディネータ） 
 はい、ありがとうございます。やはり専
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門図書館での質の問題みたいですね。非常

に大きなストレスになっているのかもしれ

ないですよね。その件で、先ほど 100 万件

という話もありましたけれども、質と量の

問題というのはいかがですか？ 
 
（岡本：パネリスト） 
そうですね、昨日同じ場で公共図書館に

おけるデジタルアーカイブ推進会議 60

質ってそもそも定義がすごく難しいと思

うのですね。「何が質か」と言い出すと 100
年ぐらいたぶん論争できる話になってしま

う。ただ仮にまさに今日事例でも上げられ

ていたような、しっかりと書かれている、

それこそレトリックにも気を遣っていると

いうもの、そして中身もきちんと検証され

ている、複数の説が紹介されているといっ

たものが質が高いのだとしても、やはりそ

のこだわりは無意味ですね。100％無意味と

言っていいと思います。ものすごくきつい

言葉を言えば、そんなのライブラリアンの

単なる自己満足だし、「それをやりたければ

研究者になりなさい」ということだと思い

ます。 

があ

って、ほとんど同じ議論でした。私もこの

議論にいいかげん決着をつけたいのですけ

れど、ちょうどいただいている質問票の中

にもそういうものが 1 つありました。 

今の社会では、図書館は税金をある程度

の額受けられるようにできているわけです

けれど、私は研究者になれない人間の研究

マインドを支えるためにライブラリアンに

税金払っているわけではありません。ほし

                                                   
60 第 1回公共図書館におけるデジタルアーカ

イブ推進会議 
[http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/20100
218.html] 

いのは量です。 
私は、10 年ぐらい Yahoo! JAPAN という

会社で働いていて、Yahoo!知恵袋という Q
＆A サイトを作りました。Yahoo!知恵袋に

ある Q＆A は 1 億件を超えています。100
万なんてとっくに超えている。みなさんも

検索エンジンを使ってよくYahoo!知恵袋に

行くと思うのですけれど、社会的にみたら

Yahoo!知恵袋のほうが社会に貢献していま

すよね。みなさんの役に立っていますよね、

確実に。ライブラリアンの人はいろいろ言

いますけれども、そんなことはない。みん

な絶対見ている。 
ただ唯一レファレンスが Q＆A サイトと

違いうる点があるとすると、調査プロセス

をある程度記すかどうかだと思います。た

だ、そこの調査プロセスでもみなさんが実

際に事例を書く時、全部書いていないです

よね。全部書いたら長々としたものになっ

てしまって役に立たない。ある程度、要所

要所だけを押さえているはずです。例えば

聞かれた言葉、お客様が言っている言葉の

意味がわからない時に、辞書を引きますよ

ね。それまでプロセスに入れてないですよ

ね。その辺はすっ飛ばしますよね。ですか

ら、例えばプロセスをもう一気に簡略化し

て本当に重要なことを 3 つだけ書くことに

して、あとはとにかくサクッと形式的に作

る、というふうに割り切るといいのではな

いかなと思います。 
Yahoo!知恵袋をやっている時に、質の議

論はよくありました。私がずっと言ってい

たのは、1 万件作って 1 万件質がいいとす

るためのコストよりも、100 万件のデータ

を作れば、99 万件が言葉は悪いですけれど

カスだとしても、1 万件いいデータは必ず
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あり、コストはむしろそのほうが安くでき

るということです。100 万件の中からいい 1
万件を抜き出す、そのことが必要になるわ

けです。 
例えばYahoo!知恵袋は、APIを公開して、

外部の方が自分の考える計算方法でいいも

のだけをピックアップできるゲートウェイ

を用意したわけです。レファ協もすでにそ

の状態になっているのだから、いちいち考

えないでやるということではないかと思い

ます。 
その上で重要になってくるのがまず、ラ

イブラリアンが変なこだわり捨てるという

ことです。悪いですけれど、ライブラリア

ンは、一般人と大差はないです。みんな世

の中誰しも何かの専門性を持っているわけ

で、ライブラリアンだけが特殊な専門性を

持っているわけではないです。ライブラリ

アンは、ある種の調査・研究の支援、その

能力については特化しているのだからその

中でできるアドバイスというものを未完成

でいいから出せばいいのではないかなと思

います。この話していくときりがないと思

いますが、恥じらいを捨てる、こだわりを

捨てる。そして 2 年ぐらい頑張って、世の

中に 100 万件レファレンスのデータが溢れ

かえったら、「おっ、図書館とかライブラリ

アンとか役に立つじゃん」と世間に評価さ

れるでしょうし、そろそろそう転換しない

と Q＆A サイトが勝ちますね。100％勝つと

いうか、すでに勝っているわけで、その点

はちょっと図書館やライブラリアンの危機

として捉えて、質という議論からそろそろ

卒業していいのではないかなと私は思いま

す。 
 

（齋藤：コーディネータ） 
 はい、ありがとうございます。井上さん

のところでは、たぶん専門図書館としてあ

る程度のものが必要だという議論があるの

だろうと思います。 
レファレンス協同データベースでは、3

つのランクができて「一般公開」と「参加

館公開」とそれから「自館のみ参照」があ

り、一般公開のレベルにしないでどんどん

入れていくという方法は、基本的に確保さ

れている。それは最初からのコンセプトと

して、やはり質の問題がネックになるだろ

うということでたぶんそういう形をつくっ

てきています。そういう意味では、一般公

開しない形でデータを蓄積していくという

のはあるのだと。その上で一般公開に持っ

て行く。一般公開にしないとあまり他の人

が使えないという問題がありますので、一

般公開するというようなこともあるかもし

れない。 
そこで、大庭先生、質の問題とそれから

先ほど業務での位置づけのお話がありまし

たけれども、お考えがあれば是非。登録を

増やすということで先ほど、月 1 件という

お話がありましたけれども。 
 
（大庭：パネリスト） 
 午前の講演の中でお話しましたが、個々

の図書館が毎月 1 件でも入れるようになれ

ば、１年間で各図書館に 12 件、そしてそれ

が参加館の倍数分加わっていくとしても年

6,000 件の公開ぐらいです。ですので、ど

うデータを増やすかというのはなかなか難

しい。 
あるいは逆に、私はかつて大学図書館に

勤め、そして今図書館情報学の研究者の一
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端にいるわけですが、現場の厳しさも元図

書館員としてわかっているつもりでござい

ます。予算面は厳しくなり人員は減らされ

る。その中で、いったいどの仕事に集中し

なければいけないのかということで日々

色々な図書館の方は迷われているし、ある

いはその中でも新しいサービスを展開しよ

うと努力されていると思うわけですね。 
今、国立国会図書館が、私どもの払った

税金の一端を投入した上で、レファ協とい

うサービスを始めてくださっているわけで

す。そして、先ほど齋藤さんもおっしゃら

れたように、登録したらすべて公開しなけ

ればいけないという形ではなく、3 段階用

意されているわけですね。「自館のみ参照」、

「参加館公開」、そして「一般公開」とあり

ます。ですので、せっかく参加館になって

くださっている方は、まずは登録をしてみ

てください。 
あるいは、岡本さんがおっしゃられたよ

うに、図書館員の方は、精緻さや、あるい

は優れたものを投入しなければという思い

が若干、目録についても言えるところです

けれども強いかと思います。 
しかし、他の事例とかぶる例であっても、

時期が違えば探せるレファレンスは変わる

わけですね。10 年前は冊子体のものしか使

えなかったけれど、今はデータベースを使

ったネットの情報源も使えるというふうに、

たとえ同じクエスチョンであっても、持っ

ている所蔵資料が違えば答え方は違うわけ

です。同じものがあるから登録しないとい

う発想ではなくて、自分のところではこう

いうデータがあるのだからということで入

れていただくということが、まず近未来に

向けてデータを増やすという意味では重要

かと思います。 
また、先ほどの私の講演では十分にお話

できませんでしたが、過去 60 年ぐらい振り

返ってみるとそれぞれの図書館で、例えば

都道府県立、学校図書館、専門図書館で、

ある時期にベテランの司書の方たちが結集

して冊子体のレファレンス事例集を作られ

ているということがあると思うのです。 
目録の遡及入力と同じアナロジーでいう

ならば、過去、それぞれの図書館の財産を

振り返ってみた時に、20 年前だけれど冊子

の事例集を作っていた、ということがあっ

た場合、それはその図書館の著作物です。

公開するかどうかは決断によりけりですが、

過去の古いデータを遡及入力的にレファ協

に入れていただくという努力をする。 
例えば、過去 5 年分の事例が冊子に 100

件たまっていて、古いという制約はあると

はいえ完璧なものだったとします。それを

入れることによって 古い探索の手段とし

てこんなものが使われていたのだというふ

うに見直すことができます。 
つい私たちはインターネットになって便

利になった、それで何でもサーチエンジン

とかネットのものだけでというふうになり

がちです。でも逆に、例えば「結納」を調

べようと思った場合には、昔の百科事典の

方がとても詳しかったり、古事類苑とかい

ろんなものがあります。過去のレファレン

スツールが役に立つし、その時の回答が役

に立つということがあるのです。   
ですので、現在日々のものをどう入れる

かということと、それぞれの参加館で、冊

子で作ったものがないかを振り返っていた

だいて、その中で載せられるものを、古い

けれども載せていただくということも、当
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面数を増やすということでは重要かと思い

ます。月 1 件と申し上げたのは、あまり大

きなことを申し上げてもやりづらいかなと

思ったので、まずは各館１件、月１回でも

入れていただければという思いでお伝えし

た次第です。 
 

（齋藤：コーディネータ） 
 はい、ありがとうございました。私は、

やはりデータの蓄積というのは大変重要だ

と思っています。同じような事例であった

としても、それはやった人が違う、あるい

は、時期が違えば回答自体が違ってくると

いうこともございますので、できるだけ、

登録をしてもらう。そこで、登録をするた

めのストレスみたいなものを、できるだけ

取っていくためにはどうしたらいいのかを

考えてみたいと思っていてこんな質問をし

ていたわけです。 
中島さんのところでは、ある一定程度、

過去に回答が出ているような資料に関して

は、もう入力はしないと決めていらっしゃ

いますね。これは会場の方からご質問をい

ただいているのですが、そこら辺はどうし

てそのように決めたのでしょうか。 
 
（中島：パネリスト） 
 作業時間がかかるので、遡及入力の件数

を減らしたいということがまずありました。

また、類似の事例については、再度入力す

る必要がないと考えました。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 さっき大庭先生が言いましたけれども、

図書館員の色々な仕事があって大変な状況

の中でレファ協の登録となると、できるだ

け省略化したいというようなたぶん思いも

あって、その中からある一定程度のものを

選ぶということが行われているのだろうな

という気がいたします。 
ただ、選ぶということになると、そこに

選択という基準がまた出てきてしまって、

その基準をどうするのかが大きな話になり、

なかなか入力まで持っていけないというこ

とがネックになる気はします。それは大庭

先生、どうですか？例えば選択をする時の

基準を設けてしまうと、なかなか入力がし

づらくなるということはないですか。 
 
（大庭：パネリスト） 
 実際に、レファ協のデータベースを充実

させるためには、私が申し上げるのも僭越

ですけれども、現場の参加館の皆様方のご

協力がなければ不可能です。 
そこで、なまじ選択をしようなどとする

よりも、私もどちらかというと岡本さんの

考え方に近いのですね。 
少し話がずれてしまうかもしれませんけ

れど、日本社会は図書館というものの価値

とか役割が欧米と比べた場合に充分認知さ

れていない。特に公共図書館の役割という

ものが身近に根付いてない点があるわけで

す。図書館は、単に本を貸し出すところと

思われがちなわけです。 
でも、それを変えていくためには、やは

り「図書館ってこんな知らない相談に応じ

てもらえるのだ」ということを知っていた

だく。そして図書館に対する理解を変えて

いただくということが重要です。 
また逆に国立国会図書館は、天の上の組

織のように、あるいは、国会議員のための

サービス・組織のように思われがちであり
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ますが、そうではないのだと捉えていただ

くためにも、事例を判別するよりも極力入

れていくモードのほうが私は良いと思いま

す。   
図書館の世界でレファレンスサービスを

論じる際に、クイックレファレンスと深い

サーチクエスチョンなどと言ったりします

けれども、クイックレファレンスの中に実

は重要なものが含まれていたりということ

もあります。判別をする、事前に基準を決

めておくというのはなかなか難しいのかな

と。ちょっとうまくまとめられませんけれ

ども、個人的な意見です。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
はい、ありがとうございました。 

 ちょっと他の件もあります。それからみ

なさんからたくさん質問も受けていますの

で、次のことに入っていきたいと思います。

後でまたまとめはしたいと思います。 
レファレンス協同データベースを、日常

的に活用をしていくためにはどうしたらい

いのか。これは図書館員が活用していく、

あるいは、何か提供するものを図書館員が

作って利用者に活用していただくことも含

めてです。 
まずは登録をし、それを図書館員が活用

していく事例ということで、今回 2 年前に

岡本さんから提案を受け、API の公開とい

うのをやりました。API の公開によって、

レファレンス協同データベースだけではな

い付加価値というのがたくさん付いていく。

先ほどそれは岡本さんからお話がありまし

た。やはりデータを日常的に活用していく、

という意味で、API の意味合いというのは

大変大きかったですよね。岡本さん、どう

ですか。 
 

（岡本：パネリスト） 
 全くその通りだと思うのと、先ほど触れ

なかった話、考え方を１つ紹介したいので

すが CiNii の API を公開する時、そしてコ

ンテストをやる時、大きな考え方の変更が

ありました。これは私ではなく、私と一緒

によりメインでやっている大向一輝さんと

いう若い非常に優れた研究者の考え方です。

CiNiiやたぶんWebcatにも言えるのですけ

れど、一般の人も使うし、専門家研究者も

使うし、ライブラリアンも使うし、リクエ

ストがいろいろ出てくるわけですね。 
そこで、1 番多い利用者は一般の人だか

ら、一般の人にわかりやすいようなインタ

ーフェイス、検索マットが 1 個だけあると

いうふうにしたい。しかし、そうするとラ

イブラリアン等から、ものすごいクレーム

がくるわけです。「こういう演算子を使える

ようにしろ」とかですね。「1000 人に 1 人

しか使わないよ」と思うのですけれど、た

だしその 1000 人に 1 人はたくさん使うの

です。だからおっしゃる気持ちもよくわか

る。しかしそれを、NII のごく限られた人

的資源の中で全部やるときりがなくなって

しまいます。 
そこで API を作る時、それは CiNii を大

きくリニューアルすることとセットだった

のですけれど考えたのが、もう基本的な大

多数の人向きのところだけやりましょうと。

そして API を使ってもらうことで、より専

門家の人であれば、それ向きに勝手に作っ

てください。図書館の人だったらもう図書

館にいいように勝手に作ってください。い

わば、みなさんが使うインターフェイスの
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部分は、あなた方にお渡ししますというの

が CiNiiAPI の大きな特徴です。 
これは、たぶんレファレンス協同データ

ベースの API にも言えるのではないかなと

思います。どういうふうに使ってもらうか、

ということに関してのある種の権限を自分

たちから手放してしまう。ここにとにかく

宝の山かもしれないものがある。それを

我々は作ることに専念します。それをどう

料理するかは、みなさんに委ねますよとい

うふうに、考えられるようになったという

ことだと思います。 
つまり問題をシンプルにしたわけで、と

にかくデータをたくさんためこむ係、そう

いう役割に徹する人と、それをどうやった

らより便利に使えるかという、使い勝手の

部分を考えるところは別々に切り分けてし

まう。そうしたほうがよりよい物づくりや

サービス提供、社会への貢献ができると考

えたわけです。 
レファ協の API の話に照らして言えば、

先ほどのデータの話にも関わりますけれど、

API から学ぶポイントは、本当はテクニカ

ルなことではなく、その思想のところでは

ないか。それを是非考えていただければと

思います。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい、ありがとうございます。私も、IT
関係には大変疎い人間でして、API の仕組

みがどうなのか、どういうふうにやったら

そういうものができるのかということで、

なかなか踏み切れず、ハードルが高いなと

思うのです。先ほど岡本さんのほうからは、

そんなにハードルは高くないというお話を

受け、かつ温泉合宿のワークショップの中

で、福井県立図書館さんが、API を使った

データベースの公開というのをやっていら

っしゃるということを聞いて、これは我々

でもできるのか、と思ったのです。福井県

立図書館の宮川さんが、アプリケーション

を作られたと先ほどお聞きしております。

最初は作れるのか、とたぶん思ったのでは

ないかと思うのですが、作ってみてどうだ

ったのか。その辺をちょっとご発言いただ

けるとうれしいのですが、いかがでしょう。 
 
（宮川陽子：福井県立図書館） 
 福井県立図書館の宮川です。最初作れる

も何も、「API って何？」というのもまずわ

からなかったです。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 そうですよね。 
 
（宮川陽子：福井県立図書館） 
 「API 腕自慢」があるのは知っていまし

た。それに出したいとも思ったのですけれ

ど、じゃあ何をするのかと言ったら、それ

がもうわからなかったのですね。「私は API
腕自慢に出したいので、そのワークショッ

プをしてください」と Code4Lib さんにア

クセスをしたら、「ああ、いいですよ」とい

う感じでかなり気軽に応じてくださって、

それでワークショップのメニューが決まり、

それに従ってやりました。先生をやってく

ださった高久さんが隣にいらっしゃるので

すが、本当に親切に教えてくださって、も

う「API って何？」という２人組で実行委

員をしてワークショップを誘致したのです

けれども、言われた通りに一生懸命手を動

かしていたら、「ああ、うちのサイトにこの
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ままソースを貼れば事例集ができるじゃな

いか。」というところにまで行ったので、先

ほど岡本さんの話で、プロが少し手助けを

すればどんな素人でも作れるというお話が

あったのですけれど、まさにその通りで、

「API って何？」という人からでも、ちょ

っと勉強したらできるようなものでした。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 僕が感心しているのはちゃんと付加価値

を付けましたよね。「カニがある、温泉があ

る」。あれはなかなかだなと思いました。ご

めんなさい、余計なことを言って。でもや

はり本当にまったく素人と言っていいので

すよね。宮川さんは。素人と言ったら失礼

かもしれない。 
 
（宮川陽子：福井県立図書館） 
 システム担当なのであまり素人と言って

はまずいのですが、でも本当に、システム

担当と言っても、これは多くの図書館さん

が同じかなと思うのですけど、完全に OJT
ですし、しかも私は図情大を出ているわけ

でもなく、同志社の文学部の出身ですから、

プログラミングを大学でやったりもしてい

ないです。全くわからないのだけれども職

場的にも、「あなた、このプログラミングの

講習に行って来なさい」とか「研修に行っ

て来なさい」とかそういうサポートは全く

ないです。自分で本を読んで勉強しなけれ

ばいけない。Code4Lib も、岡本さんがたま

たま知り合いだったから知ることができた

けれども、ただ職場にずっといたら知らな

かったかもしれないという状況に置かれて

います。 
 

（齋藤：コーディネータ） 
 でも、それでもできる。 
 
（宮川陽子：福井県立図書館） 
 でもできる。そうですね。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 先生に聞いてみましょうか。 
 
（宮川陽子：福井県立図書館） 
 はい。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 どうなのでしょうか？ 
 
（高久雅生：物質・材料研究機構） 
 物質・材料研究機構の高久と申します。

Code4Lib JAPAN の活動自体は、いわゆる

いまどきのWebで実際に何ができるのかと

いうことです。 
もうすでにレファレンス担当をされてい

る方なら、Web を使って普通に検索したり

自館のシステムを使ったりされていると思

います。 
先ほど、岡本さんは図書館員のスキルは

そんなに高くないのではないかと言われて

いましたけれど、一般的な意味で言えば非

常に高いと思います。図書館員は、別にプ

ログラマーでも IT の専門家でもないです

から、Web システムの中で実際何が行われ

ているのかについてはわからない。ただ、

中で何をやっているかはわからないけれど

も、表面上、実際に「Web ページを書けば

こうやって公開されるのだ」ということは、

みなさん、ご存じだと思います。 
だから見よう見まねで、「こういう形でこ
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ういう文章を書けばここにこうやって表示

されます」ということだけ教えてあげれば、

あとはみなさんが、おそらくそこから応用

して自分の発想で、「じゃあ自分の図書館に

必要なデータをここに見せたい時はこうや

るのだ」とか、「このサイトのこの情報を取

ってきたい時はこうやるのだ」とかある程

度のところまで推測でできるのではないか。

中身がどうなっていますという細かいとこ

ろよりは、こういった外面的なところを教

えてあげて、サポートしてあげれば自分で

出来るのではないかなというのが私の実感

です。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 でも何か心強いですよね。ありがとうご

ざいました。突然振ってしまって申し訳ご

ざいません。 
さて、データを日常的に活用していくた

めの API の有効性もわかってきました。 
API だけではなくて、データ活用という

ことで、私はこの間江戸東京博物館の事例

を見せていただき、江戸東京博物館が登録

しているデータは非常に使えると思いまし

た。先ほど質の問題の話がありました。質

が非常に高いので、使えるなと思っている

のですけれども、特に江戸に関する事例の

ようなものは、非常にいいなと思います。

あれをレファ協で発表している中で、利用

者の方から「ああ、これは使えますね」と

評価されたようなお話を、もうちょっと、

具体的話いただけるとうれしいのですが。

データを活用するという意味でですね。 
 
（井上：パネリスト） 
 使えるというところでは、ついこの間、

あるマスコミ関係者から電話があって、「レ

ファレンス協同データベースに出ているこ

のデータを使っていいですか」という問い

合わせが来て、あわててもう一回見直して

許可を出したこともあります。 
逆の意味で参考にしていただく場合もあ

って、書いてあることが違っているのでは

ないかとご意見を戴くこともあります。確

かに色々な説があるもの等は、お客様がこ

の説が絶対正しいと信じている場合には、

ご自分の意見を主張される。ただ、こちら

の判断でどの意見が正しい、間違っている

ということはできないということをご理解

いただくのが難しいです。そういうことも

まれなのですけれども、でもそういった意

見もすごく貴重なので。 
 

（齋藤：コーディネータ） 
 そうですよね。 
 
（井上：パネリスト） 
はい。公平にデータに反映させるように

しています。 
 

（齋藤：コーディネータ） 
もう、完全に思い込んでいる。私も経験

がありますけれども、思い込んできて「こ

れは違うのだ」とおっしゃいますが、それ

からもう一回調べ直して、納得していただ

くということで、非常にいいデータになっ

ていく。 
 
（井上：パネリスト） 
 そうですね。色々な見方があるというこ

とが、やはり私は個人的には大切なことか

なと思うので。 
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（齋藤：コーディネータ） 
そうですね。 
 

（井上：パネリスト） 
はい。個人的にはちょっと「そうではな

いんじゃないかな」と思うことでも、デー

タには偏見は持ち込まないように、利用す

る方に判断していただくという形で公平に

作っているつもりです。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 そういう意味では、私も使わせていただ

いて「ああ、このデータいいよな」とよく

思うことがあるものですから、そういうデ

ータの使い方も、やはりあるのだろうと思

います。 
それからもう 1 点なのですが、今年から、

例えば大学の授業とか司書の方の授業、あ

るいは、図書館の研修のための仕組みがレ

ファ協の中にできております。要は研修の

ために、レファ協を使っていくシステムが

できている。まだなかなか使われていなく

て、実は私も使っていない１人なのですけ

れども、この中でたぶん使っているのはお

１人だけだと思います。レファ協のデータ

を、職員研修等で使っている小田先生が今

日、来ていらっしゃいますので、その研修

でのデータの活用についてちょっとお話を

いただけるとうれしいのですが。 
 
（小田：企画協力員） 
 はい。青山学院大学の小田です。まず基

本的な整理をさせていただきます。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい、どうぞ。 

（小田：企画協力員） 
レファ協を研修、あるいは、大学の授業

等で使う場合に、2 つのタイプがあると思

います。 
1 つは、今日大庭先生からお話しいただ

いたようなレファレンス事例を活用して、

それをデータとして読んだり、あるいは、

検討したりする方法です。先ほど福井県立

図書館の宮川さんからお話がありましたけ

れども、宮川さんが以前『図書館界』で、

「レファ協のデータは読むだけで研修的効

果がある」61

もう 1 つ、私が実際に取り組んでいるの

ですが、レファ協のシステムそのものを使

い、そこに登録してそれをまた色々と検討

していくという方法があります。つまり、

登録という作業を含めた形で研修を行うこ

とで、技能の向上ができるのではないでし

ょうか。レファ協の研修には、この 2 つの

タイプがあるということを確認したほうが

よいと思っています。 

という記事を発表されていま

したが、そういう使い方が 1 つあります。 

後者に対応する仕組みとして、昨年の 4
月からレファ協が研修環境を整えたので、

これは全面的に活用しない手はないと思い、

研修会を今年度 7、8 回やりました。それか

ら大学の授業でも活用しています。 
今日は、研修ではなくて大学の授業のほ

うをちょっと強調したいと考えていますが、

これからのレファ協の発展のためには、や

はり「再生産」が必要だろうということで

す。すなわち、レファ協のことを知ってい

る司書資格を有する者を育てるということ

                                                   
61 日本図書館研究会.図書館界 58(5) (通号 
332) [2007.1] 284～288 
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です。かなり長い話になるかもしれません

が、そのことがこうした仕組みの充実につ

ながるのではないでしょうか。そうしたこ

とを考えて、大学の授業で取り組んでいる

のです。 
研修はどちらかというと、知識のリニュ

ーアルという、即効的な意味合いがありま

すけれど、大学の授業の方はむしろ、もう

ちょっと長いスパンで考えることになりま

す。司書の資格を有しているものは、みん

なレファ協を知っている、これがデフォル

トであり、標準であると考えるわけです。 
その時に先程来の議論、すなわち、まず

は登録をしてたくさん件数を増やし、全体

的なすそ野を広げていくということが重要

であると強調することもあります。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 小田先生には、協力員で研修を担当して

いただいておりますので、そのような知識

が強いと思います。大庭先生、今、研修の

お話をいただいておりますけれども、レフ

ァ協を例えば職員研修、あるいは、先生は

大学でお教えになってらっしゃいますけれ

ども、学生の授業での活用の可能性のよう

なもので何かお考えでございますか？ 
 
（大庭：パネリスト） 
 今、小田先生がご指摘になられたように

図書館情報学教育の中で、レファ協を知ら

ずに司書資格を取ることがないようにする

というのは、まず必須だと思います。それ

は、長い目で見た時に、実は日本の図書館

を変えるインフラになると思うわけですね。  
その前提といたしまして、小田先生がお

っしゃられましたように、レファレンス事

例を研修等で使う。これは非常に有効だと

思いますし、私の場合、今は講義科目の担

当なので実際に授業の中でレファ協を沢山

使わせるというわけではありませんが、以

前レファレンスの演習を担当した時に、事

例の比較をさせる、あるいは回答不可能に

なっている事例について考察をさせるなど

という形で、事例を読み込むだけでも本当

に勉強になると思っておりました。 
まだ小田先生のようにシステムそのもの

を使うというレベルにまでは行ってはいま

せんけれども、教員として考えられるもの

としては、ちょうど図書館法の改正により

まして、司書の資格を取るための科目が再

来年度から変わります。そこで新たな図書

館情報学の教科書類が、これから続々と刊

行されると思うわけですね。私も 1 個関わ

りますけれども、リップサービスではなく

て長年レファ協を片思いで愛していたもの

として、こういう重要なものがあるのだと

いうことを書きこみたいと思っております

し、周知させたいと強く思っています。 
そういう意味では研修内の、あるいは、

教育の中で使うということは非常に重要で

すし、気の長い話のように思われるかもし

れませんが、それが図書館の力を高めてい

く一助になるのではないかと思う次第です。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 ありがとうございました。岡本さんのと

ころで、レファ協を研修に使うという可能

性についてはいかがですか。 
 
（岡本：パネリスト） 
 どういう立場で発言するかによるのです

けれど、研修に使うというのは当たり前の
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ことだろうなと正直思っています。 
まさに今、大庭先生も言われましたけれ

ど、現時点で使われている図書館系、司書

課程の教科書はひどすぎますよね。例えば

私のフィールドで言うと、検索エンジンの

説明が間違っている。結構ざらにある。失

礼ではありますけれど、検索エンジンのま

ともな仕組みをわからずに、そういう項目

を書いている先生がいるというのが、正直

悲しい現実です。 
また、座学的な部分も大切なのですけれ

ど、研修等で普通に検索エンジンをまずあ

る程度使いこなす、特に仕組みをきちんと

理解することも重要です。これはやり方が

難しいですけれど、例えば Wikipedia にき

ちんと書いてみるとか、そういうことがや

はりまず必要であろうなという気はします。

ただ司書の養成、講習課程のレベルであれ

ば別に登録とまでいわなくてもいいので、

先ほどからご発言があるように、きちんと

読むということでいいのではないのかなと

思います。 
逆に先ほどのサポーターの話を考えると、

勉強をしている学生の方々にうまく参画し

ていってもらうということ自体、レファレ

ンス協同データベースを豊かなものにする

上で重要だと思います。 
また、先ほど回答プロセスはなるべく簡

略化という話をしましたけれど、もしそれ

を読んで学生が、「なぜ、このプロセスから

いきなりそこに行っちゃうの」と思うこと

があれば、是非それも例えばコメントで書

き込んでもらえれば、どの程度が落とし所

なのかということもデータとしてつかめる

ようになっていいのではないかなと思いま

す。その辺は事務局との相談も必要ですけ

れど、Code4Lib JAPAN でよろしければレ

ファ協研修に手を出してみてもいいかなと。

私は単に一介の事務局長にすぎないので私

にジャッジ権はないのですけれども、ちょ

っとそんなことも含めて思いました。以上

です。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい、ありがとうございました。私の経

験で恐縮ですけれども、レファレンスをや

った時の記録が、やはり職員を育てる時に

大変役に立ったという経験を持っておりま

す。 
私は、立川市の図書館にいてレファレン

スの担当をしていたのですが、新任が来る

と、最初に「とにかく我々がやったレファ

レンス記録を読め」と言うのですね。それ

が最初に入ってきた人の仕事。「過去からの

ものをとにかく読んでくれ」ということを

やります。そうすると、「ああ、ここではこ

ういうことをやっているのだ」とわかるの

ですね。そういう意味では、他の人がやっ

た記録を読んでいくだけで、OJT の一環な

のですけれども、非常に役に立ったという

か、その人の成長には非常に有効だったと

思います。そして、それが自館だけではな

くて、様々な地域、あるいは非常に多い主

題とデータがあるというところで言えば、

レファ協をうまく研修に使うと大変いい素

材になると思っております。  
もう時間がなくて、質問もございますの

で、最後のところです。  
一般利用者への浸透が図られてきている

が、まだ足りない。より利用者、あるいは

住民の方が、このレファ協を使えるように

していくということに関して、どんな方法
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があるのかをお話ししてみたいと思います。  
先ほど井上さんから、レファ協のデータ

を見て江戸東京博物館に問い合わせをして

きて、その中でより確実な情報を得ていく

というお話がありました。やはり見ていた

だかないといけないのだと思います。そう

いう意味では、何回も戻ってしまって大変

申し訳ないのですが、API の活用によって、

様々な切り口ができてきていると思います。

大変恐縮なのですがもう一回岡本さんに、

だぶってしまうかもしれないのですけれど

も、一般の利用者がレファ協を活用する時

の、API を含めた仕組みについて何か有効

なものがあるかお話いただければ。いかが

でしょうか。 
 
（岡本：パネリスト） 
 一般の利用者と言う時、一般の利用者を

どう切り分けるかだと思います。 
例えば「検索エンジンを使ってわからな

いことはすぐ調べます」、と我々が日常的に

やっている行為をする普通の人と考えたら、

直接的にその方にどうこうというより、

API を使うこと、API が使われることによ

って、レファ協の中のデータが、Web 上の

色々なところに拡散して、検索エンジンで

ヒットしやすくなる。つまり、アクセスの

容易性が高まるということが、本当に普通

の人にとっては、一番もっともなところな

のではないのかなという気がします。 
一般のというところを図書館員以外と考

えるのであれば、先ほどご発言いただいた

高久さんのような高度な研究者やフリーの

エンジニアの方が、API を使ってレファ協

を使いまわしてくれるという意味合いもあ

るのではないかなと思います。 

ですから、先ほどの繰り返しになります

けれど、利用、あるいは、世の中で露出し

て使われている機会自体は自ずと増えてい

くという仕組みを国会図書館が提供したの

で、特に今日ここにお越しの参加館の方々

が、「自分たちの参加館としての役割は何な

のだろう」とある程度議論し、議論してば

かりだと先に進まないので手を動かすとい

うふうにつながるといいのではないかなと

思います。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい。ありがとうございます。一般利用

者が使うということで、現場から岩永さん

は何かお考えをお持ちですか？ 
 
（岩永：パネリスト） 
 はい。私自身が感じていることですけれ

ど、一般利用者の方は、使われる方は使わ

れるのですが、使われない方は使われない

というようにたぶん二極化して分かれてい

ると思います。 
実際にレファレンスという言葉自体をご

存じでない方がたくさんいらっしゃるのが

現状ですし、私自身がビジネス支援を担当

していた際に、やはりレファレンスサービ

スを少し売り文句に説明をしていますと、

なかなかご存じない。 
そんな時にこのレファレンス協同データ

ベースの事例を参考に、「こういったことを

図書館がやっているのです」と説明をした

ところ、大変ご理解をいただくことができ

ました。そうした図書館の事業の中の至る

ところで、レファレンス協同データベース

を知らせていく。API とかパソコンとか苦

手な方にも、レファ協を伝えて PR するの
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は窓口にいる司書の仕事ではないのかなと

思っています。 
 

（齋藤：コーディネータ） 
 ありがとうございます。企画協力員でこ

のレファ協に最初から関わっている山崎さ

んが今日来ていらっしゃいますが、一般利

用者への浸透について何かご意見があれば

是非お聞きしたいと思います。いかがでし

ょうか。 
 
（山崎：企画協力員） 
 山崎です。色々今日はためになる話を聞

くことができたと思っています。レファ協

を使っていくということは、基本的には、

先ほどから出ている事例の量の問題が根本

にあるような気がします。量がなければや

はり使ってもらえないですね。今のままい

くと、おそらく 100 万件集めるのに 100 年

かかるのですね。おそらくここにいる人た

ちもみんな死んでいます。 
仮に長尾館長がいうように 40 万件でや

っても、このままのペースでは 34 年かかる

のです。年に１万ずつ増えていますから。

ですから戦術的に見れば成功しているよう

ですけど、レファ協は実は戦略的には失敗

しているのですね。このまま行くのではだ

めなのです。だからもう根本的に頭を切り

替えなければいけないのかなと私は思って

います。事例の量を増やすというお話を聞

いていると、選んでいてはだめなのではな

いか。最初から全部登録してまずいものを

取り除く、選ぶというよりも取り除く方向

に変えていかなければいけないのかな。こ

の事例に関しては。そう考えていかないと

これからやっていけないのではないか。 

それから、活用というのは、色々お話を

聞いていて思ったのですけれども、必ずし

も全部図書館員でやるべきではないですね。

これはもう一般の方も含めて色々な専門家

や能力を持った方が世の中にいるので、そ

ういう方々をどんどん入れていって活用を

図っていく。 
もちろん役割はありますよ。館内の役割

とかありますけれども、それだけではない

ですね。やはり、一般の方もマスコミも含

めて専門家を巻き込んで、API も図書館員

が苦手であれば外に作ってもらったものを

使えばいいわけですね。そういうふうにや

はり外の力というものも、もっと使ってい

かなければいけないのかなと思いました。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい、ありがとうございます。もうあと

10 分しかないのですね。会場のみなさまか

ら色々なご質問が届いておりますので、ち

ょっとそれについてやっていきたいと思い

ます。 
まず、これは事務局にお答えいただきた

い。レファ協に実験参加している京都府立

高等学校図書館協議会司書部会について参

加のいきさつ、内容をお聞きしたい。こう

した団体等の実験参加を増やすことは考え

ているのでしょうか。将来的に高等学校図

書館の参加の可能性についてもお聞きした

いです。三重県立みえ夢学園高等学校坂口

さんからご質問を受けているのですが。事

務局のほうで。 
 
（佐藤（久）：事務局） 
 はい、事務局佐藤です。ご質問いただき

ましてありがとうございます。参加の経緯
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なのですけれども、当初のレファ協の参加

規定では、学校図書館は入っておりません

でした。ただその中で、京都府の協議会か

ら、レファ協を道具として使いたいとお声

掛けいただきまして、実験的に参加してい

ただきました。 
協議会では、もともと勉強会などをたく

さん行い、みなさんで色々事例を持ち合う

ということをされていて、それをみんなで

共有するためにレファ協を使いたいという

ことでした。今もたくさん事例をご登録い

ただき、たくさんの高校の方でそれぞれ 1
つの事例にコメントを付け合うというよう

な形でご利用いただいております。そして

学校図書館の参加につきましては、当課課

長の佐藤従子のほうから答えさせていただ

きます。 
 

（佐藤（従）：事務局） 
 図書館協力課長の佐藤です。ご質問いた

だきましてありがとうございます。今佐藤

から申し上げたように、京都府の学校図書

館司書部会に、実験参加していただいてお

りまして、他にもいくつか学校図書館の関

係の方から声をかけていただいているとこ

ろです。 
申し上げましたように、今の要項では、

学校図書館は含まれていませんが、この実

験参加をいくつかお受けして、実績を積ん

だ上で、事務局としてはどこかの時点で改

正して、学校図書館にも入っていただく道

を開けないかなと考えております。せっか

くおいでいただいて、このように書いてい

ただきましたので、是非後ほど、事務局の

人間に声をかけていただければ具体的なご

相談をさせていただきたいと思っています。 

団体の参加はこの司書部会と、先ほど牧

野から報告しました専門図書館協議会が期

限付きでということで実験参加していただ

いております。できれば個別の図書館で、

参加館として加入していただく方向で将来

的には進められればと思っています。その

方向で個別の図書館の方々にもお声をかけ

ていただいたり、こちらからお声をかけた

りしていければと思っています。現時点で

は規定上、実験的な条件付きの参加になっ

ています。以上です。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 ありがとうございました。この件に関し

て、大庭先生のほうで、やはり学校との関

係は大変重要だという話を以前からもされ

ていらっしゃいます。大庭先生からこの件

についてお願いします。 
 
（大庭：パネリスト） 
 他にも私宛のご質問をいただいているの

ですけれど、懇親会等でもご説明できるか

と思います。 
登録の数を増やすという点、多様な質問

に対するニーズに対応するという点で、私

は、学校図書館までちゃんと加わることが

1 番必須と思っております。ですから、事

務局から学校図書館が加わっていると聞い

た時に、非常に関心を持っておりました。

小中学校、あと高等学校まで含めて、学校

図書館は本当にワンパーソンライブラリー

といいますか、学校司書、あるいは司書教

諭の先生方で運営されていて、ほぼ孤立を

している。でも、それぞれの知識を共有す

るという意味でも、学校図書館に加わって

いただいて、児童生徒の質問が加わりその
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事例がたまっていくと、児童生徒が引いた

り、あるいは教職員、学生が引いたりと非

常に多様な使われ方ができるようになると

思います。学校ごとに入りにくいようだっ

たら、しっかりとした司書部会に入ってい

ただくというのも手だと思いますし、そこ

は臨機応変に。岡本さんの提案が２年後に

実現したということで、5 年後でも結構で

すが、意欲的な学校図書館には入っていた

だいて、是非その事例を加えていただくと

いう方向になるとうれしいと思っています。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい、ありがとうございます。大庭先生

もおっしゃっていましたが、このデータベ

ースは館種を超えているところが大変重要

だと思うのですね。公共図書館だけではな

い、専門図書館も大学図書館も入っている。

あるいは、学校図書館もきちっと入ってい

って、それが使えるようなデータベースを

作っていく。これは本当に画期的なデータ

ベースだと思いますので、それを、もっと

発展させていくためには学校との連携は大

変重要かと思います。今ご説明いただいた

三重の高校の先生との連携というのも、大

変期待できるのではないかと思っておりま

す。  
色々ご質問をいただいているのですが、

時間もなく、先ほどディスカッションの中

でお答えした部分もあるので、もう 1 点だ

け。あとは、大変恐縮ですが、個別に質問

をしていただくということで。 
1 点ですが、データとして入力するキー

ワードについてなのですが、「様々な質問に

付与するキーワードは各入力者によってば

らつきが出る恐れがあると考えるが、既存

の分類項目等から用語を抽出したものでは、

二次的利用にあまり有効ではないというジ

レンマがある。現場で工夫されている事例

があれば教えてください」。 
これは、本質には関わらないのですが全

体に聞かれていますので、何か取り組みが

あったら教えていただきたいと思ってご質

問いたします。色々個人でキーワードを付

与しますが、そのキーワードを固定してい

るというところはありますか。井上さんの

ところはどうですか。 
 
（井上：パネリスト） 
 特にないですね。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 中島さんのところも、そういうのは。 
 
（中島：パネリスト） 
 同志社関係だけは、入れるようにしてい

ます。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 はい。同志社関係のところということで

すね。岩永さん。 
 
（岩永：パネリスト） 
 回答用紙を作る時に、とりあえずはふっ

ていますが、やはり個人の判断になってし

まっているという状況です。 
 
（齋藤：コーディネータ） 
 ちょっとこれからの課題かなということ

ですね。本当に色々質問をいただいていな

がら、全部お答えできなくて大変恐縮です

し、コーディネータの責任、不手際と言う
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ことで謝ります。みなさんからの質問に関

しては、後で是非個別に、懇親会でも構い

ません。お聞きいただければと思います。 
このフォーラムは毎年恒例で 7 回目です

が、やはり発展させていくということで、

次回に向けた課題や取り組みもお話しして

おります。今日出てきている中身として、

１つは是非登録件数を増やしたいというこ

とです。そのためにはどうしたらいいのか。

ある一定の質のストレスはあるわけですけ

れども、それを取って、できるだけ多くの

事例をまず登録していくということ、これ

をこれからも進めていったらいいのではな

いかというお話が出てきていたと思います。

岡本さんが 100 万件と言った、この 100 万

件という意味は大変大きかったと思います

し、来年もきっと 100 万件と言われるだろ

うと思います。 
2つ目は、業務としてきちっと位置づけ、

さらに入力の動機づけをしていく必要性も

あるということです。これは大庭先生のほ

うで、例えば月に 1 件でもいいから入力し

ていく、それは組織としてということを含

めてだと思いますけれども、入力をしてい

ってそれが既成事実になっていくというこ

と、そのためにキャンペーンをやったらど

うかというお話もでてきております。 
それから 3 つ目として大変大きいのは、

API ですね。API のコンクールをやってお

りますけれども、こういうものが、今回有

効に機能したのではないかと思いますし、

API が一般化していって、色々な切り口の

情報を市民の方に提供していくことで、よ

りレファ協の意義というものが発揮される

のだろうと思います。 
来年度も是非、レファ協を発展させる取

り込みを事務局、あるいは、我々全員を含

めてやっていきたいと思っております。大

庭先生からは、大変素晴らしいデータベー

スだというお話も今日いただきました。そ

の思いを共有し、もっともっといいものに

していきたいと思います。 
最後に、レファ協の事務局の方たちが、

最近非常にフレンドリーな事務局というこ

とをおっしゃっています。国立国会図書館

というのは、意外とお堅いイメージなので

すが、私が見ている限りというと失礼なの

ですけれども、事務局は大変フレンドリー

だと思います。何かわからないことがあっ

たとしても本当に親切に教えてくれますし、

対応がソフトですから何かわからないこと

や困ったことがありましたら、是非事務局

のほうにお問い合わせをいただきたい。事

務局だけが作っているわけではない、みん

なで作っていますが、事務局の活用という

のを是非していただきたいと思います。 
ちょっと時間が過ぎてしまいました。パ

ネリストの方々、大変失礼な質問もしたか

もしれませんけれども、本当にありがとう

ございました。お疲れ様でございました。  
参加者のみなさまには、私の不手際でき

ちっと答えられなかったところもありまし

た。お許しいただきたいと思います。これ

でパネルディスカッションを終了させてい

ただきます。ありがとうございました。 
 
（南：総合司会） 

 長い時間どうもありがとうございました。それ

では、本日ご登壇いただきました講師のみなさま

にもう一度、盛大な拍手をお願いいたします。ど

うもありがとうございました。 
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総務部司書監 原井直子 

 
国立国会図書館、総務部司書監の原井と

申します。 
本日は長時間に渡りまして、本当にみな

さまどうもありがとうございました。講演

いただきました大庭先生、API 腕自慢の講

評を行っていただきました岡本さん、どう

もありがとうございました。実践報告をし

ていただきました岩永さん、中島さん、井

上さん、みなさまの毎日やっていらっしゃ

るお話、とても興味深く聞かせていただき

ました。 
今回のフォーラム、それからパネルディ

スカッションのテーマは「レファ協のある

日常へ」ということでございました。この

日常には、「データ登録を日常的に行うとい

う日常」、「レファ協を図書館員のみなさま

が毎日日常的に使うという日常」、それから

「一般のユーザーが色々な形で日常的にレ

ファ協を使っていく日常」、3 つの日常があ

るという中で、色々興味深いお話を聞かせ

ていただいたと思っております。 
まず重要だと思いましたのは、データ登

録が増えることが一番エンドユーザーの日

常につながるということです。100 万件が

目標という具体的なお話がありましたが、

大切にしたい方向性だと感じました。 
もう一つ強く思いましたのは、館種を超

えた利用ということです。今日質問をいた

だきましたが、学校図書館への拡大という

ことも非常に重要だと思います。 
また、今日のお話を聞いておりまして、

このデータベースが立ちあがりましてから、

大きな曲がり角というか、次の飛躍に向け

ての助走が、昨年の API 公開頃から始まっ

ているように感じました。 
みなさま、本当に示唆に富むお話をたく

さんありがとうございました。今日伺いま

したご意見を受けとめまして、これからも

より参加しやすく伝えやすいデータベース

になるように努めて参りたいと思います。

みなさま、今後ともご協力を是非よろしく

お願いいたします。 
では、これでご挨拶を終わらせていただ

きます。 
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