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この記録集は、平成 27 年 2 月 19 日に国立国会図書館関西館で開催された、第 11 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_11.html）に掲載していますので、あ

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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1. 概要

(1) 概要 
テーマ つながる図書館の情報サービス：「調べる方法」の公共性

日 時 平成 27 年 2 月 19 日（木） 午後 2 時～午後 5 時 45 分 
会 場 国立国会図書館 関西館 大会議室

参加者 144 名（内訳は以下の表を参照。） 

属性 参加者数

公共図書館 35 名 
大学図書館 24 名 
専門図書館 5 名 
学校図書館 8 名 
講師・パネリスト・企画協力員 11 名 
その他 41 名 
国立国会図書館 20 名 

合計 144 名 

その他 レファレンス協同データベース事業サポーターの協力を得て、インターネットを通

じた中継を行った。また、Twitter のハッシュタグを公開し、インターネット上でも

意見交換が行われた。

USTREAM: crdf2015 
[http://www.ustream.tv/channel/crdf2015] 

#crdf2015 lang:ja - Twitter 検索 
[https://twitter.com/search?q=%23crdf2015%20lang%3Aja] 
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(2) プログラム 
 
開会挨拶（国立国会図書館 関西館長） 

 
第 1 部 提言「つながる図書館の情報サービス」 

「図書館における情報発信」 猪谷千香氏（ハフィントンポスト日本版記者）  
「オープンデータと図書館」 大向一輝氏（国立情報学研究所准教授）  
「図書館知の共有：レファ協の公共性」 小田光宏氏（青山学院大学教授）  

 
レファレンス協同データベース事業報告（国立国会図書館 関西館 図書館協力課）  

 
第 2 部 パネルディスカッション「つながる図書館の情報サービス：「調べる方法」の公共性」 

 
パネリスト 

片岡則夫氏（清教学園 中・高等学校 教諭・図書館長） 
中山美由紀氏（東京学芸大学学校図書館運営専門委員会/東京学芸大学附属小金井小学校 

学校図書館司書） 
岡崎聡志氏（山口大学図書館職員） 
余野桃子氏（東京都立中央図書館 係長） 
 
コーディネータ 

山崎博樹氏 （秋田県立図書館副館長） 

 
閉会挨拶（国立国会図書館 関西館次長） 
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2. 開会挨拶

国立国会図書館関西館長 

山田 敏之（やまだ としゆき） 

みなさま、こんにちは。国立国会図書館関

西館長の山田です。開会に先立ちましてご挨

拶を申しあげます。

本日は第 11 回レファレンス協同データベ

ース事業フォーラムに、多数のご参加をいた

だきありがとうございます。また、日頃の本

事業に対するご理解とご協力に厚くお礼申

し上げます。

本事業は、平成 14 年度に実験事業として

開始し、3 年間の実験期間を経て、平成 17 年

からデータベースを一般に公開しました。今

年はデータベースの一般公開からちょうど

10 年目という節目の年です。このような年に、

改めてデータの公開や利活用について、この

フォーラムの場で議論するということを意

義深く思います。

事業の開始当初はレファレンス事例のデ

ータベース化という、他に類を見ない事業と

いうことで不安の声もあちこちで聞かれま

したが、現在では、みなさまのご協力によっ

て、登録データは 14 万件以上、参加館は 600
館を超えるほどに成長しました。参加機関も

公共図書館、大学図書館や専門図書館だけで

なく、学校図書館やアーカイブズ関係の機関

など、さまざまな機関が集い、有用な情報を

共有しあう場となっております。また、その

利用は図書館等の関係機関だけにとどまら

ず、API によるデータの活用や、昨年度のフ

ォーラムで取り上げられた教育の場への利

用など、図書館の外部にも広がりつつありま

す。また、Twitter では 10,000 人以上の方にフ

ォローをいただき、日々、多くの利用者から

事例についての情報提供やご意見、ご感想な

どをいただく、新たなコミュニケーションの

場となっています。

今回のフォーラムのテーマは「つながる図

書館の情報サービス：『調べる方法』の公共性」

です。全国の図書館等の機関が協同で蓄積し

てきた「調べる方法」は公共性の高い資産で

あると言えます。本日のフォーラムでは、こ

の「調べる方法」をどのようにすれば多くの

方が利用しやすくなるのか、そのために私た

ちには何ができるのか、についてみなさまと

考えたいと思います。

今年のフォーラムは、大きく 2 部構成とな

っております。フォーラムの前半では、ハフ

ィントンポスト日本版記者の猪谷千香さん、

国立情報学研究所の大向一輝准教授、そして

青山学院大学の小田光宏教授にご登壇いた

だきます。ここでは、「つながる図書館の情報

サービス」をテーマに、それぞれのお立場か

らのご提言を行なっていただきます。後半の

パネルディスカッションでは、前半のご提言

を踏まえたうえで、レファレンス協同データ

ベースに収録されているデータについて、そ

の価値や公開の仕方、また、利活用しやすい
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環境づくりを進めるための方策について議

論をいたします。 

長時間になりますが、多彩な方々にご登壇

いただき、様々なお立場からのお話しを伺う

良い機会になるのではないかと思います。ま

た、活発な意見交換を通して、レファレンス

協同データベースが持つ可能性についてみ

なさまとご一緒に考えられますと幸いです。 
それではよろしくお願いいたします。
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3. 第 1部 提言「つながる図書館の情報サービス」（1）

図書館における情報発信 

ハフィントンポスト日本版記者 

猪谷 千香（いがや ちか） 

記者としての視点から、現代の複雑化する情報環境の中で、情報を効果的に広めるため

に図書館が求められることは何かについて語られた。

情報環境の変化

ここ最近、情報環境が大きく変わってき

ている。大きなものとしては、2000 年以

降のソーシャルネットワーキングサービス

（SNS）の発展にともない様々なサービス

が誕生している。例えば「Yahoo！知恵

袋」1「Facebook」2「Twitter」3「ニコニ

1 Yahoo!知恵袋 
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/

2 Facebook - フェイスブック
https://ja-jp.facebook.com/

3 Twitter 
https://twitter.com/

4 niconico 
http://www.nicovideo.jp/ 

コ動画」4「Ustream」5などがそうだが、

Yahoo!知恵袋などはパソコンを介し、図書

館などの情報機関を介さずに情報を手に入

れられるという点が興味深い。

また、2009 年には「Togetter」6

「NAVER まとめ」7のような一過性の情

報を後追いできるサービスがスタートして

5 Ustream.tv 
http://www.ustream.tv/  

6ツイッターをまとめよう - Togetter まとめ 
http://togetter.com/  

7 NAVER まとめ[情報をデザインする。キュレーション

プラットフォーム]  
http://matome.naver.jp/ 
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いる。これにより、SNS を通じて情報が

さらに拡散されるようになった。2013 年

以降はバイラルメディアと言われるメディ

アも目立つようになり、現在は群雄割拠と

もいえる複雑な状況となっている。 
 

図書館の情報発信の変化 

そのような中で、図書館から発信される

情報も伝わり方に変化が見られる。旧来は

掲示板などのアナログ媒体やマスメディア

を通じることで、広範囲に情報が広まって

いた。しかし、近年は SNS を介して情報

発信をおこなう図書館が出てきている。 

 

世界の大学図書館を見ると、SNS を利用

している図書館は増えていることがわかる。

SNS を使って図書館が発信した情報は、そ

れを見ている利用者やマスメディア等に届

く。今までは地元紙だけで取り上げられて

いたような場合でも、その記事がまた SNS
やユーザー、各種のメディアなどを介して

「BUZZ る」8ことで、より広範囲に、拡散

の規模が大きくなっていくのが現在の情報

環境である。 

8 口コミで爆発的に情報が広がること。 
9 ツイナビ | ツイッター(Twitter)ガイド 

http://twinavi.jp/  

 

図書館等の SNS 活用 

他の図書館の SNS のアカウントなどを調

べるには、「ツイナビ」9「ツイプロ」10など

のサービスを使うと便利である。 

また、図書館ではないが、公共施設の SNS
の活用例として、北海道小樽市のおたる水

族館の例を紹介したい。この水族館は SNS
を使って積極的に動画を配信しているが、

こうしたサービスで発信しているコンテン

ツは外部サイトに埋め込んで表示できる。

このように、外部のメディアから利用しや

すい形で情報を発信すると拡散されやすい

だろう。 

また、見出しも非常に重要で、「動画」な

10 Twitter プロフィール検索 - ツイプロ 
http://twpro.jp/  
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どパッと見て中身がわかりやすい語、検索

に引っかかるような語を選ぶことでアクセ

ス数が変わってくる。この辺りは図書館で

情報発信をする際にも考えていただけると

よいだろう。 

図書館のアカウントにおける「BUZZ」
の例として、国際基督教大学の「誰も借りて

くれない本フェア」がある。これは企画もさ

ることながら、それを SNS 紹介した文章 11

が面白く、ものすごい勢いで拡散された。一

般の方がよく利用するわけでもない、ほぼ

学生だけが利用するような図書館だが、

SNS で情報を発信することで、その存在が

広く認知された例と言える。 

 

また、東京外国語大学ではウェブ上で仮

想の本棚を作成する「ブクログ 12」にアカ

ウントを作って情報を発信している 13。本

好きの集まるコミュニティの中で情報発信

をすることで、図書館に関心を抱いてくれ

そうな層へ存在感を示せるというメリット

がある。 

11 https://twitter.com/icu_lib/status/478358101129957377   
12 ブクログ - web 本棚サービス 

http://booklog.jp/  
13 東京外国語大学図書館で読める おいしい本 

なお、ブクログに図書館のアカウントの

開設状況を尋ねたところ、現時点で 160 く

らいあるとの回答を得た。大半は大学図書

館であり、公立図書館との間に壁があるよ

うに見受けられる。 

 

公共図書館でもアカウントの開設を検討

されているという話を聞くことはあるが、

決裁が下りないらしい。SNS を活用する

ことで、普段は図書館に触れていない層へ

も接触することができるというメリットも

ある。会場に来られている方のまわりで、

そういう話が持ちあがったら協力してあげ

てほしい。 

実際、アメリカの国立公文書館ではひと

つの館にひとつのアカウントではなく、各

部署で複数の SNS のアカウントを所持し

ており、SNS が当たり前に利用されてい

るのがわかる 14。 

機関が SNS の利用をためらう理由とし

ては、投稿に対して批判的な返信が殺到す

る「炎上」がこわいといった理由が考えら

れる。確かに図書館のアカウントでも、明

(murakamiharuka) - ブクログ 
http://booklog.jp/users/murakamiharuka  

14 Social Media and Digital Engagement 
http://www.archives.gov/social-media/  

9 

                                                        

https://twitter.com/icu_lib/status/478358101129957377
http://booklog.jp/
http://booklog.jp/users/murakamiharuka
http://www.archives.gov/social-media/


 

治大学のブックツリーの件のように「炎

上」と言われるような例はある。 

しかし、これはどちらかというと例外的

で、図書館が発信したいと考える情報でそ

こまでひどく炎上することは少ないのでは

ないだろうか。もし炎上しても、適切に対

処すれば収束は可能だろう。 
 

まとめ 

普通、図書館のウェブサイトは世の中の

一部の人、つまり図書館の利用者からしか

アクセスされない。しかし、SNS を介す

ることで、図書館の情報を図書館の非利用

者にも届けることができる。そして、より

広範囲のユーザーへ情報を届けるには、た

だ SNS を使うだけではなく「BUZZ」が

必要である。

 

「BUZZ」を起こすために必要なもの

は、「サプライズ」「パッション」「アジ

リティ」「リスペクト」そして一番大事な

のは「コンティニュイティ」である。 

  

以上、色々とお話してきたが、やれるこ

とからやっていけば良いので、ぜひ SNS
を使って情報発信をしていただきたい。
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オープンデータと図書館 

国立情報学研究所准教授 

大向 一輝（おおむかい いっき） 

国内外におけるオープンデータの多様な取り組み、図書館とオープンデータの関わりを

踏まえ、図書館が今後担う新たな役割に言及された。

オープンデータと東日本大震災

私たちがオープンデータの存在を最初に

意識せざるを得なかったのは2011年の東日

本大震災の際である。震災後、発電量に関す

る情報が東京電力のウェブサイトで公開さ

れていたが、それは画像での公開だった。情

報を再利用するために画像データを解読す

るプログラムを作成したエンジニアもいた

が、その後、データ自体が機械で読み込める

形式で公開されるようになると、電力情報

通知のアプリケーションが 100 以上も作ら

れるようになった。元データがきちんと使

いやすい形で提供されていれば、サービス

提供者だけでなく、色々な人が使うことが

できるというのがオープンデータの大きな

メリットである。

オープンデータとその推進状況

オープンデータとは、ウェブ上で公開さ

れた開放性・再利用性の高いデータのこと

である。開放性・再利用性にはふたつの意

15 Open Government Initiative | The White House 

味があり、制度面（ライセンス）と技術面

（機械可読性）両方での開放性を持つこと

が望ましい。現在、透明性の確保や行政サ

ービスの向上という観点から公共セクター

で特に注目を集めている。

そのオープンデータを政策として早期に

強く打ち出したのは米国で、政府は 2009
年 5 月に「オープンガバメント・イニシア

ティブ（Open Government Initiative）」

を公表している。15その後、各国の政策も

進み、2013 年には G8 サミットでオープ

https://www.whitehouse.gov/open
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ンデータ憲章が採択された。G8 サミット

に参加している日本も例外ではなく、外務

省のウェブサイトには「オープンデータ憲

章」の日本語概要 16、首相官邸のウェブサ

イトには「電子行政オープンデータ推進の

ためのロードマップの概要」17が掲載され

ている。これらをもとに、政府の持ってい

るデータのオープン化は進んできている。 

また、各国で政策が進むに従い、各国の

進捗状況を評価する第三者機関というのも

生まれている。オープン・ナレッジ

（Open Knowledge）によって公開されて

いる Global Open Data Index18の Place 
overview によると、公開が進んでいるの

は欧米諸国で、日本は 19 位となってい

る。このランキングだけで良し悪しを判断

できるわけではないが、そうしたことも意

識しつつ、政府も政策を進めていかなけれ

ばならないだろう。 
 

国内における取り組み 

2013 年末にできた「データカタログサイ

ト」19は、内閣官房情報通信技術総合戦略

室が企画したオープンデータについてのポ

ータルサイトである。各省庁のオープンデ

ータをカタログとして見せることで、デー

タの提供側・利用側の双方にオープンデー

タのイメージを分かりやすく示している。 

例えば、「次世代統計利用システム」20

では人口分布のデータを加工して地図上に

16 オープンデータ憲章（概要） ｜ 外務省 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page23_000044.html   

17 電子行政オープンデータ実務者会議 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/  

18 Open government data around the world, right now. | 
Global Open Data Index by Open Knowledge 

表現することができるが、こうしたデータ

はマーケティングにも使えるだろう。 

 

自分も国勢調査のデータと人口の将来

推計等のデータを使って動くグラフに表現

してみたが、データがオープン化されれ

ば、こうしたものが 10 分や 15 分でできる

ようになるということである。

 

また、国の機関だけでなく、自治体でも

オープンデータの動きは広がっている。日

本でオープンデータに取り組む都市数は増

えてきており、昨日 100 を超えたばかりと

聞いている。関心があると答えている自治

体も 25%を超えているそうなので、こうな

http://index.okfn.org/  
19 DATA GO JP  

http://www.data.go.jp/  
20 次世代統計利用システム 

http://statdb.nstac.go.jp/  
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ると「隣がやっているのだからうちも」と

さらに増えていくだろう。 

オープンデータを推進している自治体と

言えば福井県鯖江市だが、同市で 2012 年

くらいからはじめた活動が自治体オープン

データのはしりと言われている。行政がコ

ミュニティバスの位置情報をリアルタイム

で配信し、地元の企業がバスマップのアプ

リを作るなど、両者がうまく役割分担をし

ながらやっている事例もある。 

なお、こうした各地の動きが連携するイ

ベントとして、インターナショナルオープ

ンデータデイというものがある。特定の日

を決めて、世界中で同時多発的にオープン

データのイベントを行うという企画で、昨

年は日本から 32 都市が参加した。今年 21

はちょうど今週末がオープンデータデイ

で、国内 57 都市がエントリーしている。

ぜひお近くのイベントに参加していただき

たい。 
 

図書館のオープンデータ 

 

21 オープンデータデイ 2015 | 2/21(土)に全世界で開催 | 
各地で市民が集まり、オープンデータを活用してアプ

リケーションを開発したり、データを発掘して公開し

たり、データを分かりやすく可視化したり、分析して

その結果を公表したりするイベント。 

では、図書館とオープンデータはどう関

わるのか。図書館は膨大な情報を持ってい

るが、この情報資産を開放することはふた

つの意味を持つ。ひとつは、図書館のサー

ビス向上のためである。データを公開する

ことで図書館のウェブサイトとは異なる使

い方をしてもらう、例えばカーリルのよう

に複数の図書館の情報を検索できるように

したり、アプリをつくることが可能にな

る。 

ふたつ目は、図書館の持っている知識を

社会に広めるためである。図書館の枠の外

にいる方にデータをうまく活用してもらう

ために、データを公開するということも強

く意識しなければならない。 

この点、既に海外では各国の国立図書館

等がデータの公開を進めている。国内でも

国立国会図書館や国立情報学研究所などが

中心となり、書誌情報や典拠情報など、本

に関わる重要なデータを公開している。  

また、それらの情報は「VIAF」22や

「DBpedia」23などを経由して世界中の情

報につながっている。図書館で培ってきた

知識の階層や関係を徹底的に表に出して使

ってもらおうという取り組みが今までに進

められてきたが、これからも続けられてい

くだろう。 

http://odd15.okfn.jp/ 
22 VIAF 

https://viaf.org/ 
23 DBpedia 

http://wiki.dbpedia.org/ 
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レファ協データの意義 

そうしてデータを出していく中で、ど

のようなデータを出すべきなのかというこ

とも考えなければならなくなってくる。 

知識インフラとしての図書館データのう

ち、先ほど紹介した目録などは「目に見え

る情報」としてとらえることができるが、

この分野においては図書館の地位というの

は相対的には低下してきている。そこで、

図書館は「図書館にしかない情報」を出し

ていくことに注力するという選択肢が出て

くるだろう。 

 

レファ協を見てみると、調べ方マニュア

ル「CiNii が使えない時の国内雑誌記事・

論文の調べ方」24 では、CiNii が使えない

時の代替ツールを紹介しているデータがあ

る。また、レファレンス事例「『この道を

いけばどうなるものか』から始まる言葉の

全文が知りたい。良寛の言葉らしい。」25 
では、「良寛の言葉ではない」という回答

を出してくれている。 

24 CiNii が使えない時の国内雑誌記事・論文の調べ方 | 
レファレンス協同データベース 
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=man_view&id=20
00016200  

25 「この道をいけばどうなるものか」から始まる言葉の

全文が知りたい。良寛の言葉らしい。 | レファレンス

このように、「○○の代わり」「○○で

ない」という、情報そのものからは知り得

ない情報、「目に見えない情報」を提供す

るものとして、レファ協データを考えるこ

とができるのではないだろうか。「○○氏

の弟子の論文」といったような、明示的で

はないつながりについて、外部の情報源を

うまく使いながらユーザーを導いていく過

程をどうやってデータ化するのか、そうし

た点が、今後重要なポイントになっていく

と思われる。 

 

また、Yahoo!知恵袋を見ていると、出典

をきちんと示した回答に質問者から高い評

価がつけられることが多い。これは図書館

としては当たり前のことなのだが、こうし

た行動をしっかりやっていると、ウェブの

世界でも信頼を得られるということを示す

例といえるだろう。このように、図書館が

これまでやってきた活動をきちんとデータ

に落とし込んでオープンなものとすること

は非常に重要である。 
 

協同データベース 
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=100
0028008  
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まとめ 

最後に、さらに一歩進めて、知識自体を

図書館が作り出すということについても考

えたい。「ししょまろはん」26の活動は、

図書館の職員が資料を読み込んで、データ

を作成するというものだが、これは今まで

の図書館の活動よりさらに踏み込んだもの

である。また、「残念な日本地図」27のよ

うに、明らかにデータの作り手の想像を超

えた使われ方がされるということもオープ

ンデータの醍醐味で、単にウェブサイトで

公開しているだけでは出てこないものだろ

う。 
最後に紹介する例として Wikipedia town

がある。これは図書館員がデータを作るも

のではないが、そこに図書館員が指導役と

して参加するということも行われている。 

図書館が情報源としてオープンデータを

活用したり、自身が持つデータをオープン

データとして提供したりすることは、これ

までも行われてきた。しかし、今後はもう

一歩進め、データを作り出すこと、あるい

はそれを支援することが図書館の仕事にな

るのではないかと思われる。 

 

 
 

26 ししょまろはんラボ 
http://libmaro.kyoto.jp/  

27 cheese-factory.info 

 
  

http://cheese-factory.info/  
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図書館知の共有：レファ協の公共性 

青山学院大学教授 

小田 光宏（おだ みつひろ） 

図書館活動が「知」そのものとして成り立ち、図書館員が創り出す「知」が社会におい

て有用であるとの議論を深め、レファ協、あるいはレファレンスサービス自体を再考する

ための視点が提示された。

はじめに

猪谷氏からの図書館における情報発信の

意義、大向氏によるオープンデータとレファ

協との関係付けを踏まえ、ここからはフォー

ラムの前半部と後半のディスカッション内

容をつなげられるような観点を示したい。

図書館の「知」とは

今回、「図書館知」について話をするにあ

たって、過去の文献をレビューし、自分なり

に図書館の「知」とか「知識」とか言われて

いるものについてまとめてみた。

過去の文献をみてみると、人々の知的活

動に図書館が貢献することについての議論

は頻出する。一方、過去の文献にはあまり

登場しない論点もある。

例えば、図書館活動が「知」そのものと

して成り立つという意見、また大向氏の話

にあったように、図書館（員）の作り出す

「知」が社会において有用であるという議

論は、これまであまりなされてこなかっ

た。こうした少ない議論を展開していくこ

とが、図書館の内側にいる者としては必要

になってくるだろう。

16 

5. 第 1 部 提言「つながる図書館の情報サービス」（3）



 

では、図書館にある「知」にはどんなも

のがあるのか。まず「方法的な知」が多く

蓄積され、活用されていると考えられる。

分類法・件名法や目録法、索引法、検索法

など、情報専門職としての図書館員の技能

として何十年も教育が行われてきているも

のである。本日のテーマにある「調べる方

法」は、このような「方法的な知」を統

合・集約した成果の象徴であると言える。 

また、この「調べる方法」をレファ協にひ

きつけて考えてみると、「調べる方法」＝

「調べ方マニュアル」はレファレンス事例

の記録を蓄積し、一般化させた「活動の成

果としての知」であるとも言える。  
 
図書館の経営形態とレファ協 
 後半の議論を豊かにするために、ここで現

実的な課題についても提示しておきたい。先

ほど、猪谷氏の話で公立図書館に壁があると

いう指摘があったが、全国の図書館を見てみ

るとレファ協の参加率というのはそれほど

高いわけではなく、ここにも壁があると考え

られる。 

 

例えば、あるとき図書館の指定管理者に

レファレンス記録の扱いを尋ねたところ、

自社のデータベースに蓄積しているとの回

答があった。これは、「指定管理者だか

ら」という訳ではなく、一例としての紹介

だが、こうしたことが起こっている。レフ

ァレンス記録は、図書館の知として、公開

される対象にはなっていないということで

ある。 
また、レファ協の参加館と指定管理者制

度の導入を照合したところ、スライドのよ

うな傾向があることが分かった。現在は相

思相愛と言えるような状態ではないので、

レファ協も今後いろいろな管理形態の図書

館に働きかけを行なっていく必要があろ

う。 

 

 

なお、この数値は、中央館と地域館との関

係なども考慮して判断しなければならな

い、注意の必要なデータでもある。中央館

はレファ協に参加し、地域館は指定管理と

いうようなパターンもあるし、指定管理以

外にもいろいろなケースが考えられる。い

ずれにせよ、多様な経営形態の図書館に対

して、レファ協にデータを登録し、それを

オープンにしていくことの必要性を伝えて

いかなければいけない。 
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言い換えれば、指定管理者のプロポーザ

ルにレファ協への参加が当たり前に組み込

まれる、あるいは自治体側の仕様書にその

旨が記載されるくらいにならないと、デー

タの公開は進まないであろう。 

 
 
レファ協の公共性 
それでは、オープンにすべきデータとはい

ったいどのようなものなのであろうか。この

とき、「レファレンスサービス」に対する制約

的な考え方をすることは避けたい。 

レファレンスサービスには、質問者の質

問に答えるという直接的なサービスがある

が、一方で情報源の整備や使い方の案内と

いった間接的なサービスもあり、双方を位

置付ける必要がある。言い換えれば、レフ

ァレンス事例データだけを公開すればよい

のではなく、レファレンスサービスに関す

るその他の様々な知見も同時に発信してい

く必要があると考えられる。 

 

課題解決型サービス、ビジネス支援、健

康医療サービスなど、ここ 10 年以上実践さ

れている様々な活動は、名称こそ違えど

も、最初に述べたような「方法的な知」が

活用されており、レファレンスサービスと

接点を有していると言える。また、サービ

スの性格は共通していても、異なるサービ

スと認識されがちな文献利用の指導や読書

案内なども、レファ協への学校図書館の参

加を迎えたいま、とらえなおす必要がある

だろう。 

また、公共性を判断する際に考えなけれ

ばならないのは、受益性と公益性である。

受益性と言ってしまうと、レファレンスサ

ービスは公共性が高いとみなしにくいかも

しれない。直接サービスを考えると、その

利用者のためだけにサービスが行われてい

るという側面は否定できないからである。 

 

一方で、猪谷氏や大向氏の話に出てきた

ように、レファレンスサービスが何らかの

社会的な利益を生み出す活動になるのでは

ないか、という意見は公益性を考える一つ

の視点になりうる。公益性が生み出せるの

であれば、それは公共性があるものととら

えてもよいだろう。図書館の内側でも外側

でも価値が認められるもの、成果の二次活

用によってさらに価値を生み出すものは、

公共性を有していると言えよう。 
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レファ協の価値 
ここからは、第 2 部に向けて、議論のポ

イントをいくつか示しておきたい。レファ

協の価値を検討する際に、考える必要があ

る視点でもある。レファ協のデータはオー

プンデータ足りうるのか、例えば SNS を活

用してデータをどのように広めるのか、と

いった問いは、猪谷氏ならびに大向氏の話

の中からも見えてきた。 

 

もう一つ考えておかなければならないの

はレファ協の名前にもある”collaborative”＝
「協同」とは一体、何なのだろうというこ

とである。図書館の内部でのコミュニケー

ションを促進するという意味ではすでに 10
年以上言われ続けてきた。一方でだんだん

言われるようになってきたのは、図書館と

図書館の外との協同である。最初は図書館

と利用者との関係だったが、現在では「図

書館を利用していない人」に関心を寄せて

もらうという意味合いが強くなってきてい

る。 

数年前、Google で検索するとレファ協の

データが引っ掛かることが話題になったこ

とがあった。このように、レファ協を使お

うと意図しているわけではないが、Google
などを通じて結果としてレファ協のデータ

が使われるという構造が出現するようにな

ってきている。こうした構造をいかにして

活用するのかということは、図書館の外と

の協同の形として、我々が考えていかなけ

ればならないことだろう。 
 

 

最後に、調べる方法ということについて

一言述べておきたい。学校図書館がレファ

協に加わったが、学校図書館は図書館であ

ると同時に、学校教育の施設でもある。し

たがって、教育の視点からの課題の設定や

議論を深める必要も出てくるだろう。 

教育の場では調査をして、答えが出れば

それでよしということはない。調べて終わ

りではなく、考える、それを元にして何ら

かのものを生み出すというプロセスが必然

となる。あるいは、答えを生み出すための

根拠となる材料を調べるという視点を加味

していく必要がある。 

また、リテラシーマインドの形成もあわ

せて必要となってくる。情報の評価、情報

源の評価など、結果だけではなく、調べる

プロセスや、何を調べているのかという対

象をも含めて評価する態度を伝えられるデ

ータにしていく必要がある。 

これまで、図書館の世界では「どうやっ

て調べるのか」については関心がよせられ

てきたが、「何のために調べるのか」とい

う点にまでは、なかなか踏み込むことはな

かった。こうしたところをこれからは議論

していく必要がある。そのために、どのよ

うに議論を広げていくか、どうすれば
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「BUZZ」れるかというのは、今後の大きな

課題となろう。 
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6. レファレンス協同データベース事業報告

国立国会図書館関西館 

図書館協力課 協力ネットワーク係 

水野 翔彦（みずの やすひこ） 

平成 26 年度のレファレンス協同データベース事業の進捗について、事務局から報告が

行われた。報告の概要として、当日配布された資料を以下掲載するが、平成 26 年度の最

終的な数値等についてはウェブサイトに記載されている次の事業報告を参照していただき

たい。

レファレンス協同データベース事業 事業報告・統計

[http://crd.ndl.go.jp/jp/library/statistics.html] 
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7. 第2部 パネルディスカッション

つながる図書館の情報サービス：「調べる方法」の公共性 

パネリスト 

清教学園 中・高等学校 教諭・図書館長 片岡 則夫（かたおか のりお） 

東京学芸大学学校図書館運営専門委員会/東京学芸大学附属小金井小学校 学校図書館司書 
中山 美由紀（なかやま みゆき） 
山口大学図書館 職員 岡崎 聡志（おかざき さとし） 

東京都立中央図書館 係長 余野 桃子（よの ももこ） 

コーディネータ 

秋田県立図書館 副館長 山崎 博樹（やまざき ひろき） 

（敬称略）

（山崎：コーディネータ）

本日は 1 部と 2 部に分かれておりまして、

2 部では徹底的にレファ協に特化します。今

回テーマが結構面白くて、11 年間このフォー

ラムをやってきて、ようやくここまで来たの

かなと。レファ協は当初は片隅で始まったよ

うな感があって、ある飲み会で発案して、そ

れがそのまま機械化するようになったとい

う経緯もあるのですが、今、社会的な認知も

少し生まれつつあって、重要性みたいなもの

も感じるようになりました。

この局面において事業を考える上で、本日

は前半に、レファ協の価値を高める、あるい

は存在を確認するという意味で基礎となる

提言があったと感じました。それを具体的に

どうしていくか、お話をしていければと思い

ます。これから 4 名の方々に、学校図書館、

大学図書館、それから公共図書館と、それぞ

れの立場で提言をいただければと思ってい

ます。 

最初に片岡先生からお話をいただきます。

まだ未参加の立場ではありますけれども、学
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校教育の中でレファ協を活用されています。

それについてお話をいただければと思いま

す。データをうまく使っていくために、何が

必要なのかということも、お話の中で多分わ

かっていただけるのではないかと思います。 

（片岡：パネリスト）

ご紹介いただきました片岡です。私どもは

中高一貫校で、中学生が 3 年にわたり、高校

生が 2 年 3 年とテーマを決めてレポートを書

いています。画用紙 1 枚のレポートから始ま

り、高校 3 年になると 4 万字の卒業論文を書

きます。その結果として、年間に 700 ぐらい

の生徒の作品が生まれています。授業に日々

追われ、なかなか記録に取ることが今までで

きずにおりました。診察はするけれどカルテ

は書いていないお医者さんのようなもので

すが、記録を残していない代わりに、生徒の

作品は残っております。

今回、中高校生相手のレファ協のユーザー

という立場から、少しお話をさせていただき

ます。高校生に 1 時間の授業で、実際にレフ

ァ協を使ってもらいました。結論から言いま

すと「レファ協は役立って面白い」という結

論になりました 28。 
報告にあります高校 3 年生は卒業論文を

書き終えた生徒達で、高校 2 年生はこれから

卒業論文を書こうかというところで、合計 83
名の生徒にアンケートを取った結果です。自

分がテーマにした事柄をキーワードにして、

まず調べてもらいました。自分が考えている

テーマで良い結論が出ると非常に良いコメ

ントがあります。その一方で空振りの場合も

ありまして、こういうことはおそらく、レフ

ァレンス事例が蓄積されるにつれて、ある程

度解消されるのかなと思います。

「公共図書館に行って司書の方にレファレ

ンスサービスを受けてきなさい、そして本を

調べてその本を報告しなさい」という宿題を

28 第 11 回レファレンス協同データベース事業フォーラム 
資料⑥「レファ協は役立って面白い」 

出す中で、私が常々感じるのは、生徒にとっ

て、レファレンスは非常に敷居が高いという

ことです。忙しそうな雰囲気が司書さんから

出ていると、相手は子どもですので、なかな

か声を掛けられないで、ドキドキしながらレ

ファレンスカウンターの前を行ったり来た

りしていたという報告をよく受けます。

さてレファ協を生徒達に触ってもらって

感じたのは、「こんな質問をしてもカウンタ

ーでは怒られないんだ」という実感です。私

が印象に残ったのは、「セブンイレブンの中

で掛かっている曲は一体何ですか？」という

レファレンスの事例で、「ああ、あれね」と思

って見ました。「こんなことでも調べていい

んだ」ということが彼等にわかっただけでも、

大変レファレンスの敷居を低くしてくれる

効果があると思いました。

結論からいうと、非常に好調でしたが、ひ

とつには彼等が実際に自分でテーマを立て

て学んでいることが大きいと思いました。ユ

ーザー側で自分が何を学びたいか考えて、そ

の情報をどうしても欲しいという状況にな

らないと、レファ協の面白さはなかなかわか

ってくれなかろうと思います。

ある生徒は「新たな観点からいろんな質問

が見えてとても興味深い」と書いていますが、

やはりそういうことを面白いと感じられる

ような彼等の学習観というか、経験を積んだ

感覚を持つことが大事だろうと思います。つ

まり回答を探すような勉強ではなくて、問い

を探すような勉強を色々なところでやって

くれれば、自ずとデータベースの重要さ、楽

しさというものが彼等にもわかってくるの

ではないかと思います。

ところで、私どもの高校では、自分で調べ

たテーマについてパスファインダーを作っ

て、後輩に向けて残していきなさいと言って、

生徒に毎年作らせています。本日のテーマが

「データベースの公共性」ということですが、

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/forum11_6.pdf 
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高校生でも自分の調べた事柄を後輩に伝え

て贈ってあげたいという気持ちはあります。

パスファインダーが役に立ってほしいとい

う気持ちがあるのです。 
公共性というのを「みんなへの贈り物」と

いう意味で取れば、ユーザーである高校生も、

レファレンスをして、誰かの役に立つことが

できるのだということをご報告できればと

思いました。手短ですけれどもコメントさせ

ていただきました。 
 

（山崎：コーディネータ） 
ありがとうございました。こういう授業を

やっていただくと、かなり図書館はありがた

いですよね。図書館をなかなかうまく使えな

いということも多いし、レファ協の使い方と

いうのが子どもにとっては難しい面もある

と思いがちですね。レファ協の使い方は子ど

もさんの能力によって違ってくる。そういう

点では色々工夫の余地があるのかなと。 
 

（片岡：パネリスト） 
中学生だとレファ協を使うのは少しきつ

いかも。高校生だと何とかなりますね。 
 

（山崎：コーディネータ） 
面白いですね。では次に東京学芸大学学校

図書館の中山さんから。既にレファ協の登録

館として実際に活動されている中で、考えた

ことをお話しいただけると思います。 
 

（中山：パネリスト） 
東京学芸大学附属小金井小学校に所属し

ております。東京学芸大学の附属学校園は全

部で 12 あります。幼稚園もメンバーになっ

ていて、小学校が 4 校、中学校が 3 校、高校

が 1 校、それから中等教育学校が 1 校、特別

支援学校が 1 校。少ないながらも全部校種が

揃っているという状況の中、図書館の活性化

を図る目的で 2007 年にできたのが、学校図

29 授業に役立つ学校図書館活用データベース 
http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/ 

書館運営専門委員会です。 
「先生のための授業に役立つ学校図書館活

用データベース」29は、2009 年 12 月から文科

省の委託研究事業として作っています。教員

から受けたレファレンスを基に、使われた資

料をクリップし、どんな授業だったのか指導

案をなるべく付けていただいて、資料がどん

な授業で使われたのか、使ってみてどうだっ

たのかというリターンを授業者の方からも

らうことで、先生からの依頼にどう学校図書

館が応えたかという構成になっています。最

初はレファレンス事例収集でスタートした

企画だったのですが、結局、その他に「授業

と学校図書館」「学校図書館の日常」「テーマ

別ブックリスト」「情報リテラシー教育」とい

う、色々なコンテンツを設けています。「学校

図書館の日常」は、毎月、附属の司書達が入

れ代わり立ち代わり書いているのですけれ

ども、読み聞かせ、ブックトーク、展示、お

薦めの一冊、日常のレファレンス、子ども達

へのレファレンスなんかが入ってきていま

す。レファ協には、先生とのレファレンスの

授業事例と、「学校図書館の日常」の日常的な

レファレンスというふたつを転載させてい

ただいています。現在の公開件数が 203 事例

になっており、レファ協の学校図書館事例が

1,000 件とのことですので、5 分の 1 も貢献し

ているのだなあとちょっとびっくりした次

第です。 

学校図書館の仕事を見せられるというこ

とで、かねがねレファ協には参加したいと思

っていたのですが、はじめは学校が参加でき

なかったので、大学図書館を通じて学校事例

も上げてもらう交渉もしたのですけど、うま

くいかず、悩んでいたところに、学校参加も

OK、学校図書館のことを研究している団体も

OK となりましたので大変ありがたく、参加

させていただくことになりました。 
内訳は、本校の事例が約 3 分の 2、学外の
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事例も 3 分の 1 公開させていただいておりま

す。ブックリストとか指導案とかは、「先生の

ための授業に役立つ学校図書館活用データ

ベース」のリンク先から見ていただくことに

なっています。本学のサイトに事例を載せれ

ば、レファ協の方にも参加館でなくとも載る

という仕組みで使わせていただいています。 
最近、学校図書館は単独でレファ協への登

録が増えてきたので、本学を通してという間

接的なことがなくても、どんどん登録事例が

これから増えていくのだろうなという期待

があります。 

一人職種でやっていたり、忙しかったりで、

学校図書館の記録って、なかなか残っていか

ないのですね。学校の中でどんなふうに資料

が使われているのか、図書館が使われている

のかということや、公共図書館の方達も、資

料を貸しても実際それがどう良かったのか、

使われたのかについてなかなか見えないと

思います。なので、その図書館の記録がレフ

ァ協を通じて他の館種の方達に見える、それ

から図書館以外の一般の方達も見るという

ことで、レファ協は、学校の見えないカーテ

ンを開ける価値があるのではないかなと思

っています。「見えない学校を見える化する」

というふうで、非常にありがたいことだと思

っています。 

うちの方でも SNS を使っていて、Twitter
とか Facebook で呟くと必ずリツイートして

くれたり、お気に入りに入れてくれたり、

細々ですが拡散をしていただいています。東

京都内でも弱小の小さなデータベースを公

に引っ張り出していただいている SNS の効

果をすごく感じています。 
レファ協で参加館の「おすすめ事例」とし

ては 2 事例お薦めいただいて、こういうこと

もすごく励みになります。被参照件数もわか

30 第 11 回レファレンス協同データベース事業フォーラム

資料⑦「東京学芸大学 学校図書館運営専門委員会のと

りくみ」 
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/documents/forum11_7.pdf 

31 昔、中学校の教科書で習った記憶がある「コスモスの 

るので、「あ、5 万 8 千件も参照していただい

たんだ」と、私達のデータベースの中で知り

えない事実ですので、レファ協に参加するこ

とによってこんなに見てもらったのだとい

う、励みというか達成感があります。 
実は 3 年間かけて、去年まで約 15 万件だ

ったサイトアクセスが、今年一気に 1 年で 10
万件いったのは、レファ協に転載したおかげ

かなと思っております。 

事例を作って上げるだけで精一杯なので

すけれども、私達の経験とか工夫をレジュ

メ 30の最後の方に一つだけ挙げておきまし

た。日常レファレンスの中で「昔、中学校の

教科書で習った記憶がある『コスモスの花び

らをそっとゆすり…』という歌詞だが、曲名、

作詞・作曲者、歌詞の全文を知りたい。楽譜

がほしい。」という、大学図書館を経由して学

校図書館運営専門委員会に来た事例です。 
レファ協に同じような事例がないか調べ

た結果、神奈川県立総合教育センターの「小

学校音楽題材データベース」というサイトが

あるとわかり、これを検索してヒットしたも

のを当たっていったところ、実は中学校でな

くて小学校の教科書だったのですけれど、検

索するためのツールをレファ協に発見させ

ていただいたと思っています。後から『音楽

教科書掲載作品 10000』というレファレンス

ブックもあったことを私は知ったのですが、

大学図書館員の方はもともと知っていて、で

も中学校事例だと思っていたので、そのとき

はうまくヒットしなかったのですね。 
この事例を記録する時に、どんなキーワー

ドでレファ協に入れたかとか、神奈川の総合

教育センターのデータベースでどんなもの

がヒットして、その中からどう絞っていった

のか経緯が分かるように、再現性があるよう

になるべく工夫して表現をしてみました 31。

花びらを そっとゆすり 風は うたう、秋の歌 

／ ... | レファレンス協同データベース 
http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=10001
43280 
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レファ協の事例から色々な検索ツール、ある

いは解決の仕方・辿り方という方法論を学べ

るなと思います。 
また、その得た結果を私たちが情報発信者

として載せることについては、加工する能力

が問われるところが課題と思います。授業実

践がありました、資料を使いました、子ども

達がこうでしたという事実を私達のデータ

ベースで表現しています。またそれとは違っ

た形でレファ協の方には表現していかなけ

ればいけないので、そこに工夫がいるかなと

思っています。学校図書館員同士だったら国

語教育なんてキーワードは絶対つけないで

すけれども、レファ協に入れる時は、やっぱ

り国語教育というキーワードは絶対に必要

だなと後から気が付きましたし、学校だけで

通用してしまうようなことは、少し詳しく書

き直ししようよという努力はしてきました。 
レファ協に自分が登録する、あるいは辿る

道筋を勉強させていただくことで、多くの学

校図書館員がスキルアップに繋げていって

いただけたらいいなと、私達自身も含めて、

そのように思います。 
 

（山崎：コーディネータ） 
ありがとうございました。まさに「見える

化」という感じですね。学校図書館は 2 年前

に正式に参加館となって、多分レファ協にと

ってはこの 10 何年間で一番大きなエポック

メーキングだったと思います。図書館を見せ

ていくのはなかなか難しいでしょうけれど

も、そういう部分もレファ協として少し効果

があるという話をされたと思います。 
では 3 人目として、山口大学図書館の岡崎

さんに、大学図書館の代表でもあり、また若

手代表でもあるということで、お話しいただ

ければと思います。 
 

（岡崎：パネリスト） 
私は 2013 年 4 月に新規採用されてから、

約 2 年間、レファレンスサービス、情報リテ

ラシー教育、広報を担当する情報サービス係

に所属しています。ちなみに、このパネルデ

ィスカッションへの参加依頼の中で、「レフ

ァ協ネイティブ世代」という表現があり、と

ても気に入っています。その言葉どおりで、

平成 14 年度にレファ協が実験事業として始

まった時には、まだ 12 歳でした。 

山口大学図書館は、レファ協の参加館では

あるものの、まだ試行的に活用している段階

です。2013 年 12 月から試行的にデータ登録

を始め、現在 86 件のデータを登録していま

す。今後、運用方針などのルールを整備し、

組織的に活用していけるように進めていき

たいと思っているところです。 
レファ協にデータを登録し公開すること

は、今まで各図書館内でひっそりとストック

されていた「調べる方法」のオープンアクセ

ス化といえると思います。大学図書館では学

術情報のオープンアクセス化を進めていま

すが、図書館自身も「調べる方法」を始め、

図書館が蓄積してきたノウハウなどの情報

のオープン化を積極的に進めていくべきだ

と思っております。 

「調べる方法」は、学術情報よりもさらに

厄介なことに、一般の利用者からすると、ど

こにストックされているのかすら、わからな

いものです。紙の蔵書目録が OPAC となって

世界中に公開されて、大変便利になったと思

いますが、レファレンスサービスもレファ協

によって Web 上で公開されることが当たり

前となれば、利用者にとっても、また図書館

職員にとっても便利になると思います。 
レファ協の個別のデータは Google などの

検索エンジンから直接表示されますので、

Web 上にありさえすれば、レファ協を意識し

なくても、必要とする誰かに届きます。検索

者が図書館を意識することなく、レファレン

スサービスという図書館の基本サービスを

享受できると考えると、すごいことだと思い

ます。検索結果を見れば、それがレファ協で

あること、図書館サービスであることはわか

ります。オープン化がどんどん進んでいけば、
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大学生を始めとする若い世代に、レファレン

スサービスを届けられる可能性が格段に広

がると思います。これは半分冗談ですが、検

索した際、一番上に Wikipedia や Yahoo!知恵

袋ではなく、あらゆるものでレファ協を表示

させるくらいの気概で、私達図書館職員が登

録していけばきっと届くと思います。広い意

味で図書館の広報にもつながりますし、「図

書館ってこんな質問していいんだ」「調べて

回答してくれるんだ」と、新たな利用者を生

むと思います。 

今年度のレファ協の担当者研修会のなか

で、「データを選ぶのではなくて、最初から全

部登録して、まずいものを取り除く」、「大事

なのはここにデータがあること」「中身は後

から付いて来る」という姿勢が重要だという

お話がありましたが、その通りだと思います。

こういったレファ協に対するある種の楽観

主義な思想、また、量から質への転化を意識

した思想を現場の図書館職員が理解し実践

していけば、自然とレファレンスサービスを

オープンデータとして発信していけるはず

です。 

レファ協は、各参加館にとってのナレッジ

マネジメントツールにとどまらず、レファレ

ンスサービスを世界に開かれたオープンな

知識へと変貌させるプラットフォームでも

あると思います。少し飛躍するかもしれませ

んが、レファ協はオープンソースプロジェク

トのような面白さもあると思います。各参加

館がデータを登録し公開するという、レファ

協をあまり意識せずに行う行為を集積する

ことによって、そこから自動的にレファ協全

体としての価値を創出することができる点

も、面白さのひとつだと思います。 
各参加館がレファ協全体のためにデータ

を公開するというほんの少しの働きかけと、

レファ協全体が各参加館にそうした登録を

促す仕組みが展開することで、日本の図書館

のレファレンスサービスがうまく向上して

いくのではないかと思います。レファ協自体

が、蓄積されればされるほど、強力になるツ

ールですので、各館が参加する・使うことで

成長していくと思います。 

若手ライブラリアンやレファレンス未経

験者にとっては、ある種の「学習のための高

速道路」がレファ協上に整備されたといえる

と思います。私は最初にレファレンス担当部

署に配属になったため、レファレンスに関す

る自己研鑚をする上で、レファ協はとてもあ

りがたかったです。 
特に「おすすめデータ」や参加館アクセス

ランキングは勉強になりました。勉強に使う

だけでなく、実際の業務にもレファ協を活用

すると便利なのではないかと思い、試行的に

事例を登録してみたところ、大変役に立つこ

とを実感できました。試行的にデータ登録を

始めてから人事異動があり、レファレンス未

経験者が新たに配属されましたが、今まで登

録した事例が業務マニュアルを補完する役

割を持ち、「実際にどのような質問があって、

どのように対応しているかがわかる」と大変

好評でした。 
レファ協は、知識や経験などを集積して、

新たな人を育て、知識を創造する下地となっ

ていると思いますので、レファレンスサービ

スの過程において大変重要な役割を果たし

ていると感じました。 

大学図書館としては、日々のレファレンス

サービスを蓄積することで、学生達がどうい

った点で困っているのかを分析できるよう

になり、そうすれば、情報リテラシー教育や、

資料選定、広報を行う際にも活用できるので

はないかと思っております。今後、データが

増えていけば、「質問者区分」の項目を組み合

わることで、学部ごとの特徴的な事例などを

見出すといった分析もしやすくなると期待

しております。 
そこまではまだできなくても、大学図書館

ではある授業でレポート課題が課された場

合、一時的に同じような質問が増えます。そ

うした場合にレファ協に登録したデータを

31 



 

参考にするとスムーズに対応することがで

きますし、そういったデータを一般公開して

いれば、学生が Google などで検索した際に、

レファ協のデータ、図書館の「調べ方」を参

照する可能性が上がると思います。こういっ

たネット上でのレファ協活用経験から、図書

館で質問してみようと思う学生が増えるの

ではないかと思っております。 
 

（山崎：コーディネータ） 
ありがとうございました。自館参照の仕組

みについて、スキームには多分あまり抵抗な

く入っていただける仕組みになっているわ

けですけれども、それをうまく振り返ってお

話しいただけたと思います。また初任者に対

しての周知的な要素というのは、これまでレ

ファ協でずっと話されてきたことで、まさし

くそれを実感されたということかなと思い

ます。 
では最後は東京都立中央図書館の余野さ

んです。余野さんはもちろん公立図書館から

の代表というところですが、レファレンスサ

ービスの達人としての観点からもお話しい

ただければと思います。 
 

（余野：パネリスト） 
私はレファレンスサービスの達人でもな

んでもないのですが、色々ご縁や機会をいた

だいて、ビジネス情報サービスに関して、全

国の公共図書館でご講義させていただく機

会が多く、今日の参加者の中にもその時お世

話になった方、受講してくださった方の名前

を見て懐かしく思っています。そういった意

味では「調べる方法」「調査する方法」「レフ

ァレンスを共有すること」、それは例えば自

治体内であったり、県であったり、あるいは

館種を超えて共有するということには強い

関心を持っていますし、みんなで共有したい

と強く願っております。 

公共図書館から見たレファ協の価値と

は？ということですけれども、自治体とか県

を越えて、同じことや、繰り返し訊かれるこ

とってあるのだなと、レファ協を見て感じる

ことがあります。例えば、貨幣価値の変遷な

どはよく訊かれますし、そういったものにつ

いてきちんとレファレンスツールを使って

回答する時に、レファ協は大変役に立つと思

います。 
もう一つは、私どもは東京の図書館ですの

で、東京について訊かれることが多いのです

けれども、全国のことについて訊かれること

も多いのです。そういったときはレファ協の

事例を見て、なるほど、当館で持っていない

けれども、あるいは自分では探し出せなかっ

たけれども、こういう資料があるのだ、とい

うことがわかるという使い方をさせていた

だいたことがあります。 
あとは、公共図書館特有だと思うのですが、

日中・夜間もやっていて、シフトが厳しい状

況になっていると思います。特に私どもは大

規模な図書館ですので、かなりの大人数で、

ローテーションを回しているのですけれど

も、年齢はベテランから若手まで幅広く、レ

ファレンスサービスのスキルもまちまちの

職員が配属されております。均質なレファレ

ンスサービスをするために、何か訊かれてわ

からない時は周りの職員に尋ねたり、レファ

協で引いたりということで、ツールとしてい

つもありがたく使わせていただいておりま

す。 

2 点目のお題、「調べる方法」を公開するこ

との課題は？ということなのですが、情報を

公開する、オープンデータが素晴らしいとい

うのはよくわかりますし、情報を共有するこ

との重要さも重々承知しているつもりです。

その反面、レファレンスというのは、個人の

方、特に公共図書館の場合は、どういう背景

を持つ方なのか、どういう思いで訊いてきた

のか、わからなくて、お答えしています。質

問した方達に対して、私達が配慮しないとい

けないことが沢山あると思います。みんなが

みんな、事例を公開されることを気にしない
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人ばかりでもないことを念頭に置いてやっ

ていくべきなのではと思っています。情報を

公開することの良さと怖さの両方を十分考

えた方が良いと思います。 
今回のパネルディスカッションは、どうい

うふうに公共性を進めていくかということ

ですが、逆にそういう怖さや抵抗いうものも、

ここにいらっしゃるみなさんはある程度お

持ちかと思います。それは、事務局の方に一

定のルールを作成していただく、あるいは困

ったときに気軽に相談できる仕組みを作っ

ていく等の方法で解決する形になると思い

ます。この 2 点についてお話しして、私の話

は終了とさせていただきます。 
 

（山崎：コーディネータ） 
ありがとうございました。一通りお話をし

ていただきましたので、レファ協の公共性に

ついて話を絞っていきたいと思います。その

前に、会場のみなさんからの質問にお答えい

ただきます。 
まず一つ目の質問、猪谷さんにふたつあり

ます。「図書館から魅力的に情報発信するに

は？Twitter とか」、「うまく BUZZ ることに成

功した事例について、記事の見つけ方のポイ

ントがあれば教えてください」です。 
 

（猪谷：第 1 部登壇者） 
企業系のアカウントでフォローアップの

多いものを見ていただくと、非常に個性豊か

で、それがユーザーの楽しみにもなっていて、

参考になると思います。人数は絞り、担当者

の個性に頼ってしまっていいのかなと思い

ます。10 人チームで回していくと個性がとれ

てしまうので、最初は 1 人とか 2 人で回して

みて、みんなが入っていくという方が良いと

思います。担当者も、担当だからではなく、

好きだからするというのが一番だと思うの

で、そこは人選の際、考慮していただければ

と思います。 
うまく BUZZ らせることに成功した事例

ですね。これは先程の発表で挙げたものでし

ょうか。あと記事の見つけ方ですね。自分が

お薦めしたい、広めたいと思ったものは、情

感が伝わるので、御自分が面白いと思う素材

が大事かと思います。あとよくするのは

Yahoo!の検索データで BUZZ ワードは必ず出

てきていますので、その方面にこういった記

事を出せばいくかなとか。 
 

（山崎：コーディネータ） 
大向先生への質問、「図書館が出せるオー

プンデータは書誌や情報源、レファレンス事

例くらいで、本当は図書館がユーザーのため

に加工する力がないといけないのでは？」で

す。あと、「レファ協で使用されているレファ

レンスブックやウェブサイトをオープンデ

ータとして活用できるようにするには、どの

ような仕組みが考えられますか？」です。 
 

（大向：第 1 部登壇者） 
データを図書館自ら加工してサービスで

きるにこしたことはないのですが、重要なの

はデータを増やすことによって、技術を持つ

人達をどうやって焚き付けるかというのが

大切だと思っています。 
あと、レファ協では、質問に対する本のリ

ンクや ID こそが真に必要なデータであって、

何かの本のページを表示した時に「こう読ま

れているのか」と逆引きができるようになり、

それによって本そのもののデータがさらに

活きてくる。それが次の何かを考える非常に

大きなヒントになる。公開の条件を細部まで

詰めるのは大変ですが、ネットで公開するこ

とが前提だということをはっきり言ってや

っていければ良いと思います。 
 

（山崎：コーディネータ） 
小田先生に 3 人の方から質問があります。 
「利用者個人の関心が発端であるレファレ

ンス事例が掲載されることに抵抗を感じる

人がいることについてどのように考えます

か？」。国立国会図書館がどのような方針を

持っているかは事務局に答えてもらえれば
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と思います。 
それから「ビジネス支援、医療情報支援、

一般的な質問においても『調べた後に考える』

というプロセスが存在するかと思いますが、

どのように考えますか？」、「指定管理だけで

なく、直営でも余力がないなどの理由で、レ

ファ協の参加率が上がらないことがある。今

後参加率を上げる働きかけをするべきか、そ

れともオープン化などの方向へ力を傾ける

べきか？」です。 
 

（小田：第 1 部登壇者） 
1 点目は、仮に「自分がした質問がレファ

協に載ったらどういう気持ちになるか」を想

像して考えたのですが両方あり得ます。抵抗

感は否定できません。一方で、自分が質問し

たことが何らかの形で別に活用されてつな

がっていけば、何となく嬉しいなということ

も、個人的な感想としては持ちます。  
我々が目指すのは、自分の質問に対する回

答を得られて、なおかつ活用されることの意

義が広まる方にあるのではないかと思いま

す。 
また、ひとつ付け加えると、レファ協のデ

ータは生のデータでは決してありません。す

なわち、個人が特定できないように加工する

など、いろいろな手立てを講じていますし、

その部分にもまた価値があります。生データ

が公開されるということと異なるという指

摘ができます。 

2 点目の質問に私は感動しています。とい

うのも「学校教育だけでなく公共図書館の一

般利用者も調べる時には目的があってそれ

を視野に入れていくべきだろう」という趣旨

が行間に溢れているからです。レファ協が始

まったばかりのときは、こうした意見はなか

ったでしょう。レファ協にとっては学校図書

館の参加を機に、調べる目的に関して強調し

て議論するのが良いと考えます。 

三つ目の参加率を高めるか、オープン化を

進めるかという質問ですが、実はこれは切り

離せない問題だと考えます。参加館を増やさ

なければ、登録されるデータにも限界があり

ます。オープン化を進めることを今回のフォ

ーラムで取り上げているのは確かですが、参

加率を高めることはかなり重要な前提要素

なので、切り離して考えるのは難しいでしょ

う。 
 

（大柴：国立国会図書館） 
レファ協を管轄しております図書館協力

課課長の大柴と申します。個人の情報を特定

できないようにというガイドラインを定め、

参加館にはそれを参考に配慮して登録して

いただくようお願いしております。オープン

化を進めていく上では、さらにその点は考慮

していかなければならないと考えておりま

す。一方でオープン化の方向で進めていきた

いと考えておりますので、バランスを取りな

がら、特に参加館の皆さんと協力しながら進

めていきたいと考えております。 
 

（山崎：コーディネータ） 
今までの流れでは一般公開の推進という

のがあったのですが、今日はオープンデータ

という形ですね。オープンデータ化するため

には様々な課題があり、特に先程のプライバ

シーの問題などがありますが、他にもいくつ

かあると思います。 
まず、著作権の問題ですね。これは基本的

に、登録した館に登録したものの著作権があ

りますね。それともうひとつ、参加館ごとの

意識差がかなりあります。大きく言えば制度

的な問題と意識的な問題のふたつに分けら

れるかなと思います。それ以外でも何か感じ

ることがあれば、ご自由に話していただけれ

ばなと思います。 
 

（余野：パネリスト） 
会場の公共図書館の方の意見を聞きたい

ので、私からは特にありません。ただ、個人

のプライバシーとは別に、自分の質問を載せ

られること自体が嫌だという人もいるので
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はないかと思います。オープン、オープンと

いうだけではなく、質問者への配慮も必要だ

と思います。 
 

（岡崎：パネリスト） 
データを公開すれば、第三者が加工して面

白いものを作ってくれる可能性もあるので、

まずは見栄えを気にせず、積極的に取りため

てデータを公開していく姿勢が重要だと思

います。しかし、大学図書館の場合は、専門

的な研究に関するデータを公開すると、研究

者個人が特定される恐れがあるので、その点

は気を付けないといけないのかなと思いま

す。レファレンスの際に許可を取っておくの

が確実なのかもしれませんが、当館ではまだ

そこまで行えていません。 
また、周囲の理解・協力を得るためにはど

うしたらいいのかという点では、レファ協は

とりあえず始めてみても、何もしなくてもマ

イナスにならない。ゼロから積み重ねていく

だけなので、そんなにハードルを上げずにや

っていけばいいのかなと思います。 
 
（中山：パネリスト） 

学校図書館も同じようにレファ協にデー

タ登録することへのハードルを下げて、でも

オープンになるので気を付けながら、と両方

ですけれども、多くの学校に参加いただいて、

「こんな事例」と思われる様な事例もどんど

んアップしていただいて、学校の中の見える

化、学校図書館の仕事の見える化を他の管理

職の方にも知っていただき、大学図書館の教

員養成もありますので、その辺の参考になっ

てもらえたらいいなと思います。内部情報が

公開されることに対して、学校はある程度慎

重になるとは思いますが、学校のホームペー

ジでもオープンになってきましたので、その

潮流に乗っていけるのではないかと思いま

す。 
それから、先生に対して「こんな資料、あ

んな資料、こんなケースもある」といった積

極的な関わりや提案といった、明らかに Q&A

ではない事例は入れにくかったりするので

すね。そこはどう表現すればいいのかなと思

います。レファレンス以外のブックトークも

授業の題材に関する回答になるような情報

を交換していたりするので、レファレンスの

外側にあるような事例につながる形がいい

なあと思います。 
 

（片岡：パネリスト） 
レファ協のプライバシー問題があがりま

したが、逆に、私は生徒にきちんと名乗って

情報を発信しろと言っています。課題とはず

れましたが、気になったので言ってしまいま

した。 
教育との関係性でひとこと言わせていた

だきますと、文部科学省がかなり教育の方向

性を変える方針を出しています。私どもの学

校も、とにかく探究的な学習をやるのだとい

うことを色々な所で聞くようになりました。

生徒が自分の興味・関心に従って探究する機

会があれば、いずれ教育の場面でもこういっ

たデータベースが重宝されるのは間違いな

いと思いますし、それまでに頼れるデータを

作っておくことが、これからの若い世代にと

って非常にありがたい状況になるのだろう

なと思います。 
 

（山崎：コーディネータ） 
会場からご意見や質問はありませんか？ 
 

（会場発言者） 
今年度、大量のデータを公開したところ、

レファ協に載ることを全くご存知なかった

事例の質問者が、自分と図書館の間だけであ

ったことが公開されていたということに大

変驚かれました。 
当館でも大変議論になりまして、ご本人の

意思を尊重するかたちで一般公開から引き

下げております。これは私の個人的な意見な

のですが、レファレンスサービスというのは

図書館だけのものではなく、質問者と私達の

共同生産物ではないかと考えますと、オープ
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ンデータ化する際に調べる方法と調査する

プロセスが誰のものなのかということを分

けて考えていけばいいのではないかと考え

ております。

（山崎：コーディネータ）

色々と課題ばかりが出て、オープンデータ

化するのは難しいのですね。ヨーロピアー

ナ 32などでは色々行われているのですが、日

本の場合はまだまだそこまでいかない。ただ、

システム的な工夫はまだできる部分がある

と思います。

例えば、自館のみ参照、参加館公開、一般

公開の他にもうひとつ作り、許諾を得たもの

はオープンデータとして使う方法もあるの

かなと思います。そこはもう少し議論が必要

です。いきなり、「オープンデータにしますか

らデータをください」ということはできませ

んが、議論に蓋をしてしまうと話が進まない。

これから時間をかけてどうレファ協を使っ

ていくか議論していかなくてはならないの

かなと思います。

実は会場に来る前に、10 周年という言葉

は、10 年目か 11 年目か、数え方がわからな

いということで調べたら、一番初めにレファ

協の事例が出てきました。Wikipedia より先に
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出るのです。Google に対する国立国会図書館

の力ですが、それだけ勝ってきているという

ことで、もう少し見せ方の部分も考えていか

なければならないと思いました。

猪谷さんのこの画面を見た時に、こうなら

なければならないのだろうなと思いました。

片岡先生の資料の一番最初に、「レファ協は

役立って面白い」と書かれてありました。ま

さしくそうしなければならないのですね。こ

れが私達に求められていることだと思いま

す。

これで今回のパネルディスカッションは

終わりたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。

http://www.europeana.eu/portal/ 
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8. 閉会挨拶

国立国会図書館 関西館 次長  

岡村 美保子（おかむら みほこ） 

国立国会図書館、関西館次長の岡村と申

します。

本日は、皆さま方のおかげで非常に充実

したフォーラムを行うことができまして、

大変感謝しております。第一部では大変有

意義なお話をいただきました。それを山崎

さんが上手くまとめられて後半へ向かわせ

ていただき、パネルディスカッションでも

それぞれに皆さま方から非常にレファ協に

対してポジティブなご意見をいただきまし

て、勇気づけられるとともに考えさせられ

ることもありまして、大変勉強になりまし

た。皆さま本当にありがとうございまし

た。更に今日、この会場に足を運んでくだ

さいました沢山の皆さま、本当に感謝申し

上げております。おかげさまで、今年この

レファレンス協同データベースが一般公開

から 10 年目ということで、この記念すべき

年にふさわしい内容のフォーラムとなった

のではないかと思っております。

本日のフォーラムは「つながる図書館の

情報サービス：「調べる方法」の公共性」と

いうテーマで進めてまいりました。皆さま

にも多く見ていただいたように、レファレ

ンス協同データベース事業というのは、名

前が示すように多くの図書館が協同するこ

とによって事業が成り立っています。

それぞれの図書館を利用する方々から寄

せられる質問と、それに対する図書館員の

レファレンス、それらが共有されて図書館

での活用だけにとどまらずに公共性、公益

性を含めた大きな文化活動の広がりが生ま

れていくという、まさに広範囲での繋がり

が重要だということを、今日また改めて認

識させていただきました。

当初このフォーラムは、「事業参加館フォ

ーラム」という名であったと聞いておりま

す。その後、名称から「参加館」が抜けま

して、図書館の関係者だけではなく広がっ

ていき、テーマも広く一般への利用を意識

した内容に変わってまいりました。これ

も、より多くの方々にご活用いただきたい

という我々の願いの現れです。

本日のディスカッションにも、要望の中

にもありましたように、データをオープン

にしていくことと利活用を進めるにあたっ

ては、様々な課題がございます。こうした

ものも皆さまと協力しながら解決して広げ

ていきたいと思っておりますので、今後と

もご協力のほどをお願いしたいと思いま

す。

それから、パネリストの皆さまもお話に

なりましたが、この事業は参加される図書

館が多ければ多いほど良く機能するもので
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すので、未参加の図書館の方には、ぜひと

も事業への参加を御検討いただきたく存じ

ます。参加に当たりましてご不明な点など

ございましたら、遠慮なく事務局までお問

い合わせください。本日も色々と良いご意

見を沢山いただきました。事務局では、事

業についてのご意見も歓迎いたします。皆

さまからのご意見を真摯に受け止めて、今

後の活動に生かしてまいります。今後とも

ぜひご協力をよろしくお願いいたします。 

本日は長い時間にわたりまして本当にあ

りがとうございました。以上をもちまし

て、閉会のご挨拶に代えさせていただきま

す。 
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