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論文

図書館を介した利用者と企業のウィンウィン関係の構築
－図書館サービスの新たな可能性を探る－
南 俊朗†
<抄録>
我々が現在享受している生活の質を保持しつつ持続可能な成長を続けて行くためには，新しい技術の開発や
我々の生活スタイルの変革などに関する新しいアイディアが必要であり，それを生み出すためには高い知的水準
を持った人々からなる知識社会を構築していくことが欠かせない．図書館はこれまで社会の知的水準の向上や文
化的生活を支えるのに貢献してきたし，今後も貢献していく必要がある．一方図書館は出版社や作家などの一部
から「無料の貸本屋」などと揶揄されることもある．しかし，図書館の社会的役割を考える時，出版社などの企
業は図書館を自らのビジネスの障害になる存在としてではなく，むしろ，自分たちのビジネスを補佐する存在と
して捉え，両者にとって利益のある Win-Win 関係を築くべきである．本論文では，知識社会を発展させるために，
このような図書館を仲介者とした企業と社会（地域住民）の協力関係を構築することの重要性を指摘し，またそ
のための概念モデルを提案する．企業が図書館との協力関係を深めていくことは我々利用者にとって，また我々
の社会にとっても大きな益となる．このような観点に立つと，本稿で提案するモデルは図書館や利用者，企業の
全てにとっての Win-Win-Win 関係構築に役立ち，またこれからの知識社会構築のための図書館の新サービスとし
て重要な第一歩であると言える．
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Win-Win Relationship Construction between People and Companies in
Collaboration with Libraries
－To Investigate the Potentiality of Library Services－
MINAMI Toshiro
1. はじめに
産業革命や情報革命の結果，我々の生活環境は大き
く改善された一方，我々人類は解決すべき多くの問題
をも抱えるようになった．今や地球環境を保全するこ
とは人類にとって大きな課題である．一方，膨大な情
報が世界中を駆け巡り，人々の交流や経済活動なども
グローバル化した．このように複雑化した状況を考慮
しつつ課題の解決を図っていかなければならない．
我々はこれまで以上に我々の持つ知識や知恵を総動員
しなければならず，我々の社会を知識社会として発展
させていく必要がある．
図書館は，大学などの教育機関とともに社会の知的
レベルの向上を支援し，知識や情報アクセスなどに関
する人々の格差を小さくするために大きな役割を果た
してきた．今後もその役割を果たしていくことが望ま
れる．
現在インターネット，特に Web 上に掲載された膨大
な情報の存在を背景にインターネットさえあれば必要
†

みなみ としろう

な情報は全て入手できると考える人たちが増えている．
今や Google ブックス[5]のように出版物の本文でさえ
も公開され，ネットを通じて読むことができる環境が
整備されつつある．図書館は不要であると考える人た
ちがいても不思議ではない．
しかし，
情報があふれていることは便利である反面，
大量の情報の中から適切なものを選択するのが困難で
あることを意味する．ネット上の情報は玉石混交であ
り，
誤った情報も多い．
このような状況にあってこそ，
図書館は自らのもつスキルを生かし，多くの利用者が
価値のある情報を入手できるよう貢献すべきである．
このような問題意識に基づき，本稿では，これから
の図書館がどのようなサービスによって社会に貢献し
ていけるかを探求する．特に図書館という非営利機関
が我々一般市民と企業を仲介することで，より公共性
の高い情報サービスや学習支援サービスが提供される．
それはまた，営利組織である出版社などの企業にとっ
てもメリットのあるシステムであることが重要である．
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このようなシステムを構築することは図書館自身にと
っても，その存在意義を高め，社会的な信頼を高める
メリットがある．
この目標を達成するために本稿は次のように構成さ
れる．まず第２節で，第二次大戦後の図書館に対すイ
メージの変遷を概観する．その中で閲覧重視から貸出
重視へと変化したことによる問題点を分析する．この
ような考察を踏まえ，また図書館を巡る社会の変化を
踏まえ，今後の図書館にとって重要となるであろう社
会的役割を考える．第３節では，その１つとして図書
館と企業の連携により，一般市民である図書館利用者
へ向けてのサービスを向上させる協力システムのモデ
ルを提案する．それを受けて第４節では，本モデルに
基づいたいくつかのサービスモデルを提案し，その意
義を考察する．第５節では，RFID などを利用するこ
とにより，より有効な利用者プロフィールデータを入
手する方法を議論する．最後に第６節において本稿の
全体を総括し，今後の課題を検討する．なお，本稿で
は公共図書館を主な対象として議論するものの，基本
的な考え方は大学図書館などの図書館にも適用可能で
ある．

2. 図書館イメージの変遷
図書館に期待されるサービス，すなわち図書館の社
会的役割へのイメージは変遷を重ねてきた．本節では
第二次大戦後の図書館イメージの変遷を辿り，それを
踏まえてこれからの図書館が果たすべき社会的役割を
検討する．
2.1. 閲覧重視の図書館
戦後 1960 年代までの図書館は，図書資料を収集・管
理し，閲覧させるという考え方が主であった．実際筆
者の小学生時代の記憶でも，公共図書館は街はずれに
あり，交通の利便性は高くなかった．館内はカウンタ
の手前と向こうに大きく分かれ，申込用紙に記入して
はじめて館内での図書の閲覧が可能であった．閲覧席
側にも幾分かの書架があったかも知れないが基本的に
は閉架システムであったようだ．いずれにしても気楽
に訪れるような場所ではなかった．
この時代の図書館は館内での閲覧をサービスの中心
におくものであった．それは恐らくは，図書館の大き
な役割の１つである過去の文化遺産たる貴重な図書資
料を収集・保管し，それを後世に伝えることに重点を
置いていたためであろう．また，現在と比較して相対
的に高価であったであろう資料類を，盗難や毀損防止
を図りつつ利用も認めるという観点から，閉架中心・
館内閲覧中心にならざるを得なかった事情もあったも

のと思われる．

2.2. 貸出重視の図書館
このような図書館の役割イメージを大きく変えるき
っかけになったのが 1963 年に発行された
「中小都市に
おける公共図書館の運営」[9]，いわゆる中小レポート
である．そこで主張されたのが「中小公共図書館こそ
公共図書館である」という考え方であり，館外貸出を
重視してこそ公共図書館はその役割を十分果たすこと
ができるという貸出重視の図書館イメージである．そ
の代表的例として日野市における前川恒雄氏の活動
[14]が良く知られている．
貸出重視，利用者からのリクエスト重視の姿勢は，
最近の社会情勢の変化の中で批判されることもある．
その典型的な事例が 2000 年にテレビ番組
「クローズア
ップ現代」における「ベストセラーをめぐる攻防～作
家 vs 図書館～」
[2]という番組での問題提起であった．
そこでは，公共図書館がベストセラー図書を多数購入
することが問題とされた．そして，町田市立図書館が
「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」を上下巻 50
冊ずつ購入したことが批判的に取り上げられた．町田
市立図書館側はそれに対する反論を Web サイトに掲
載している[15]．そこでは利用者の要求に応えること
は公共図書館の使命であり，そのためには複本を購入
する必要があることを強調している．
林は「図書館は無料の貸本屋か？」という記事[10]
において図書館が多くのベストセラー図書を購入する
ことにより出版社の利益，ひいては作家の利益の減少
を招いていると主張した．彼の主張によると「本は原
則として自分のお金で買うべきものである」として，
図書館による図書の貸出サービスそのものに疑問を投
げかけている．
図書館に対する出版社や作家側からの批判のポイン
トは以下のようなものである．
（１）
図書館が多くのベ
ストセラー図書を購入し，無料で貸出を行うため，出
版社が本来得ているはずの利益を得損なっている，
（２）図書館は文化的価値が高い図書だけを購入すべ
きである，更には，
（３）本は本来読者が自らのお金を
使って購入するべきものであり，図書館は無料での貸
出を行うべきではない．
また，
これらの批判を背景に，
ベストセラー図書の複本購入を控えたり，購入された
図書は一定期間貸出を行わないなど，出版社の利益確
保を意識した措置を取ったりすべきであるという主張
もなされている．
このような批判に対して図書館側から以下のような
反論がなされている[15]．
（１）図書館は文化的に貴重
な図書や一般図書を購入している．ベストセラー図書
の購入費は総予算の数パーセントにすぎない．
（２）ベ
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ストセラー図書を多数購入しているように見えるもの
の，利用者の要望に応えるためにはそれでも十分では
ない．実際，リクエストした図書が読めるまでに半年
以上待たなければならないような状況である．
（３）利
用者は自らがお金を出して購入する図書と，図書館で
借りて読む図書を区別している場合も多い．図書館で
所蔵している図書を読んでみて，購入する価値がある
と判断した図書を購入することもある．
これらの議論を見ると，両者の言い分には誤解に基
づく議論のすれ違いがあるように見受けられる．すな
わち，出版社などの批判側は，その出発点がベストセ
ラーの複本購入による経済的な損失問題にあったとし
ても，それを超えて図書館が無料貸出を行うこと自体
をも疑問視している．無料貸出される１冊１冊それぞ
れの損失は少額だとしても，貸出全体を総計すると多
額の損失になると見積もっているようである．
それに対して図書館側の反論の内容は，図書館の社
会的役割としての無料の貸出そのものは法的にも認め
られた当然の前提として，ベストセラー図書の複本購
入による出版社などの利益の損失は比較的軽微である
ことを強調している．しかしそれだけでは図書館への
批判に対する十分な反証とはなっていない．図書館の
活動が出版社への利益にも貢献していることをも併せ
て指摘するのが良い．
たとえば，図書館は多くのボランティアの人たちと
協力して，幼児に対するお話会を開くなど，本好きの
子供を育てる努力を行ってきている．これらの活動を
通じて本好きになった子供たちは将来，図書の購入者
となり，出版社の良き顧客になるものと考えられる．
また，次の指摘も有効であろう．すなわち，出版不況
の原因は購入するであろう人々が買わずに図書館の本
で済ましてしまうことにあるのではない．むしろ，読
書をしない人々が増加したために本を買う人が減少し
ていることによって引き起こされている．また，経済
不況のために本の購入費を減らしている人や，最近で
は古書店の利用が人気になり，それらの人々が新刊書
を買うのを控えるようになったことも原因である．
このような状況であるからこそ，出版社側は図書館
を営業妨害者として捉えるよりも，自分たちの良き顧
客を育ててくれる営業協力者と捉え，図書館のこのよ
うな活動を支えて行く姿勢が望まれる．本稿ではこの
ような観点に立ち，一見対立関係に見える双方の立場
の相違を克服し，むしろ積極的に，相補的で協力する
ことでお互いが Win-Win となる関係を構築する方策を
模索する．その結果，我々市民を含む社会全体にとっ
て，その文化レベルを向上させるのに貢献できるもの
と考えられる．

2.3. 次世代図書館の役割イメージ
それでは，閲覧図書館から貸出図書館への変化の次
に来るであろう変化はどういうものであろうか？もち
ろん図書館の閲覧や貸出サービスが今後不要になると
いうことは考えられない．これらは今後とも図書館の
基本的サービスとして継続するべきである．本節で追
究したい図書館の新イメージは，今後特に重要度の増
すサービスである．
１つの方向性は滞在型図書館としての発展である．
情 報 通 信 技 術 （ Information and Communication
Technology, ICT）の進展により，インターネットを介
してディジタル情報が容易に入手できる環境が実現さ
れた．パソコンだけではなく iPad などの携帯型情報端
末機を通じて Web 文書だけではなく，電子書籍
（e-Book）の形でも情報が入手できるようになった．
図書館に行かなくてもあらゆる情報が入手できると考
える人たちが増えた．図書館資料のネットメディア化
は今後一層進展していくであろう．既に大学図書館で
は e-Journal の導入が進んでいる．公共図書館において
も Web による電子ブックの提供が始まっている[7]．韓
国の公共図書館では電子ブックの提供は既に標準サー
ビスとなっている．この動きも利用者が図書館に出向
く必要性を少なくしている．このような環境の中で場
としての図書館機能を高めることにより利用価値をも
高め，来館者の増加を促すことが滞在型図書館の狙い
である．大学図書館などにおいて Learning Commons
（LC）と呼ばれる学習環境が注目され，整備されるよ
うになった．これもこの方向での変化である．
もう１つの方向性は教育機能，もしくは教育支援機
能の強化である．滞在型図書館としての学習環境の整
備，
すなわちハードウェア的な学習支援だけではなく，
利用者に対する学習資料の推薦や更には学習過程への
アドバイス，メニュー作成支援などソフトウェア的な
支援も行うことにより総合的に利用者の学習を支援す
る役割を図書館が果たすことである．これは生涯学習
がますます重要になるこれからの知識社会において極
めて重要な社会的役割である．
本稿では図書館の教育支援機能の一環として，営利
企業との協力の可能性を検討する．お互いが協力する
ことで，図書館は利用者に対する支援を強化し，結果
的に利用者により良いサービスを提供できるようにな
り，また，企業は直接的あるいは間接的に何らかの意
味での利益の確保につながるのが本協力関係構築の主
な目的である．
3. 図書館と企業の協力システムのモデル
本節では前節の議論を踏まえ，出版社を含む企業と
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図１．図書館を媒介とした利用者と企業の相互協力システムの概念図

図書館が協力できる態勢の構築方法について議論する．
この協力関係は，どちらか一方にのみメリットがある
ような関係ではなく，双方にとってメリットのあるウ
ィンウィン関係でなければならない．
一般市民である公共図書館利用者と企業が図書館を
媒介として相互にメリットのある関係を築くためのモ
デルを図１に示す．図は４つの部分から構成される．
左，中央，右上部，そして右下部である．図中，中央
部分は図書館であり，左部分は図書館の利用者を表し
ている．本モデルにおいては，図書館利用者は図書館
を訪れて図書の閲覧や貸出を行うだけではなく，自ら
の学習に対して図書館からの支援のある状況をも想定
している．現在の図書館は，利用者の学習過程にまで
立ち入った支援を行うことはまれであろう．しかし将
来的には，図書館は生涯学習社会に対する公共サービ
ス機関として利用者の学習へのアドバイスや学習メニ
ューの作成支援などを行うことは極めて重要である．
たとえば図書館が利用者の依頼や了解の下に貸出履歴
を保存するならば，その利用者に貸出された図書の分
析に基づき，利用者の興味分野やその分野に対する知
識レベルなどが推定できる可能性がある．また My
Library サービスを利用することで，更に詳細な基礎デ
ータも利用可能となろう．レファレンスカウンタにお
ける直接面談による相談記録とともにこのようなデー
タも対象利用者の状況を把握するのに役立つ．図１で
はそのような状況を表現している．
本学習支援サービスにおいては，利用者に対する通
常のサービスに加えて，利用者に薦めた教材などの学
習履歴データも蓄積でき，その結果をまた学習支援に
用いることができる．多くの利用者のデータを蓄積す
ることにより，たとえば，ある教材を学習するのにど
の程度の時間がかかるのかが分かる．そのデータを基

にすると，それよりも大幅に学習時間がかかる利用者
に対しては，もっと易しい教材に切り替えることをア
ドバイスするなどの対策ができる．逆に学習時間の短
い利用者には学習内容を深めるための副教材を推薦す
ることもできるであろう．
生涯学習時代の現在，小中高校生や大学生などの学
生（Student）だけではなく，社会人となって以降も様々
な学習が必要となる．資格試験を目標とする場合に限
らず，社会人として生活していく中で，また，情報通
信技術の発達などにより激変していく社会環境に適応
していく中で必要な知識やスキルの学習を図書館が支
援していくことは極めて重要な公共サービスである．
なお，図１では図書館サーバが１つのコンピュータ
のように表現されているが，実際には複数台のコンピ
ュータで構成するのが望ましい．すなわち，一般的な
情報やサービスを提供する Web サーバと別に貸出履
歴や学習履歴などの個人情報を扱うサーバとを切り離
し，後者は強力なファイアウォールで保護することに
より，個人情報の保護を図るシステムを構成する方法
である．
図１右上は図書館の間の協力ネットワークを表現し
ている．図書館の間には既に ILL（Interlibrary Loan）
などの相互協力関係がある．コンソーシアムなどの形
の連携も行われている．この協力関係を発展させ，レ
ファレンスや学習支援などに関しても協力関係を築い
ていって欲しい．図１では，利用者の学習履歴に関し
て，生データそのものではなく，それぞれの図書館が
利用者サービスを提供するのに役立つであろう加工デ
ータをお互いに融通しあうネットワークを想定してい
る．
図１右下部分は図書館と企業の協力関係を表現して
いる．特に出版社との関係は第２節でも議論したよう
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に，ややもすると図書館が出版社の利益を奪う敵のよ
うな捉えられかたがされがちである．本稿では，両者
が良好な協力関係を構築することを目指しているため，
その関係がこの部分に表現されている．次に第４節に
おいて詳しい協力内容を議論する．

4. 可能な協力形態
第３節で我々は，企業（特に出版社）と図書館が協
力し合うための枠組みを示した．本節では協力の中身
を具体化し，どのような協力形態が可能であるかを具
体的に議論する
4.1. 図書館と企業の協力
本稿でもっとも重点を置くのは図書館と出版社との
協力関係である．第２節でも取り上げたように出版社
や作家の一部に図書館を敵視する傾向がある．しかし
両者は我々社会の文化レベルを上げ，社会の健全な発
展を支援していく社会的役割を共有するものとして，
本来的には仲間であるべきものである．その観点に立
ち，本節では，両者の協力関係の可能性を探る．
たとえばある教材会社が，自社の開発した教材の効
果を検証したいとする．その教材の評価者として希望
する利用者プロフィールを添えて図書館に依頼する．
図書館では登録されている様々なタイプの利用者の中
から，たとえば貸出履歴や，図書予約，リクエストな
どのデータにより当該教材の評価者としてふさわしい
プロフィールをもった利用者を探す．候補者として選
定された利用者に評価への協力の意思を確認後，その
教材を利用してもらい，その学習過程や学習後の理解
度試験などに関するデータを収集する．その結果を依
頼者である教材会社に知らせるとともに，図書館にと
っても１つの学習事例データが収集できる．利用者に
も新しい教材で先行的に学習できるメリットがある．
また，利用者の個人情報は非営利組織であり公共サー
ビスを旨としている図書館にのみ保管される．営利組
織である教材会社には生の個人データが渡されないた
め，個人情報の保護に敏感な利用者にとっても安心で
きるシステムである．
この延長線上には，図書館を経由する利用者へのア
クセスは利用者の嗜好などの調査や販売チャネルとし
ても利用できる．教材評価と同様に調査対象の候補者
をプロフィールに基づいて選び出し，調査への協力に
応じてくれた利用者を対象とした調査を行う．また，
図書館利用者を対象とした割引販売のほか，調査方法
の１つとしてプロフィールにマッチした図書館利用者
を対象に格安で購買できるようにする代わりにアンケ
ートへの回答に協力してもらうなどの方法も考えられ

図２．貸出票の裏を広告に利用した例

る．これらいずれの場合も，図書館の持つ利用者のプ
ロフィール情報などを活用し，利用者と企業の双方に
とってメリットのある協力関係を構築しているところ
に特徴があり，本稿で提案する協力関係の基盤をなす
ものである．
本節の方法に対する利用者のメリットは，無料もし
くは安価に教材や図書，トレーニングなどを受けるこ
とができることと，自分の個人情報が基本的に図書館
によってのみ収集・利用され，それらが営利企業に渡
されないことである．
企業側のメリットは彼らの商品がターゲットとする
セグメントの利用者によって評価されたり，購入され
ることで，そこから得られるデータや情報が一般的な
消費者を対象とする場合に比べてより絞られ，より信
頼性の高いものであることである．特に出版社などの
知識情報を扱う企業にとって図書館利用者はよき購買
者であることになり，評価情報などのマーケティング
情報の品質が高いことは大きなメリットであるものと
考えられる．
図書館にとってもメリットは大きい．利用者に適し
た図書や教材などがより安価に提供でき，また，図書
館の仲介手数料などの形で図書館独自の収入を増やす
ことにも通じる．更に出版社などの営利企業を通じて
図書館の利用者である一般消費者の意識や需要の変化
なども共有できる可能性もあり，図書館自身の変化へ
の適応努力にとって益となるであろう．
図書館独自の収入源を得たり経費を削減したりする
もっと直接的な方法の１つが広告を利用することであ
る．図２は福岡市総合図書館[12]の貸出票の例である．
裏面に広告を載せることにより貸出票のロール紙の寄
贈を受けるという形になっている．
図書館が企業との連携を行うことで，図書館独自の
予算だけでは利用できないより多くの資料を利用でき
ることは利用者にとっても大きなメリットである．図
書館資料の提供だけではなく，予算自体が増加するこ
とで，設備やサービスの充実が実現できるならば，図
書館に対する利用者の満足度が高まるであろう．
図３に米国 Farmington Community 図書館[11]の例を
示す．これは図書館の Friend と呼ばれる会員が選定し
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ろうと想定できる．そのような利用者にとっては図書
館の図書を借りるついでに購入もできると好都合であ
ろう．このようなサービスを行っていくためには図書
館側には料金授受の事務処理を行う必要があるものの，
本稿で前提としている図書館独自予算の確保の観点か
らは必要な処置である．
利用者の中には図書館で借りた図書を読んでみて，
手元に置きたいと考える場合もあろう．改めて購入す
ることが難しい図書などを除き，一般の図書に対して
は，利用者が購入費を支払えば図書館の蔵書をそのま
ま手元に置くことができるのが最も簡単ではあるが，
蔵書には蔵書ラベルが貼付されるなどの装備が施され
図３．米国図書館における企業との連携例[11]
ているため，その代わりとして購入の意思を図書館経
由で出版社に伝え，出版社から一般の宅配便により届
た図書を配架し，利用者に提供するコーナーである．
けるなり，図書館経由で，次回の宅配貸出の際に届け
本図書館は手狭になったため郊外へ移転する計画を立
るなりを選択するようなシステムが実際的であろう．
てたところ地元商店街から慰留されたため移転を断念
このような検討を更に進め，良質な読者の多い図書館
したとのことである．商店街にとっては近くに図書館
利用者と図書館とのネットワークをうまく活用したビ
があることで購買客を確保することができ，図書館が
ジネスモデルが考案できるならば，図書館利用者であ
移転すると売上が減少する恐れがあるという訳である．
る一般市民と企業，そして図書館にとって有益な協力
その代わりとして図書館はスペース問題には増設で対
態勢のありようが見えてくるものと思われる．
応した上で，RFID システムを導入し業務の効率化を
図った．本図書館は返却図書に対してベルトコンベヤ
4.2. 図書館の持つオペレーション能力の提供
搬送システムと組み合わせ，返却図書を自動的に配架
前節とは異なるアプローチとして，図書館が持って
のためのブックトラックに分類・格納する分類システ
いる能力をいわゆるアウトソーシングの受け皿として
ムを導入するなど RFID 技術も有効に活用した本格的
活用する形での協力形態が考えられる．図書館には文
な自動化システムを導入している．一方図３のような
書などに関する専門家としてのスキルを持った職員が
会員制を導入するなど通常予算以外の収入源も確保し
おり，また，図書を保管したり修復したりする設備な
ている．また建物へのエントランス近くの敷石には銘
どを備えている．本アプローチはこれらを活用しよう
文が刻まれている．書かれた内容を見ると，亡くなっ
というものである．
た人を追悼したり，
様々な記念の言葉が刻まれている．
図書館職員は文書管理や情報探索の専門家である．
図書館に寄付する代わりに銘文を残す権利を購入して
司書教育を通して，あるいは業務の中で OJT（On the
いるものと見受けられる．もちろん地元の図書を収集
Job Training）によりこれらの能力のスキルアップを図
し，整理するボランティア活動なども行われており，
っている．利用者の学習支援に力を入れている図書館
本図書館は社会と深く関わりながら運営されている好
では学習過程の管理，学習メニュー作成，適切な教材
例である．
の選定などのスキルも業務の中で身につけて行くこと
宅配サービスも企業との協力が可能である．既に障
ができる．これらの技術に基づいて企業などの外部機
害者向けの宅配サービスは広く行われている．図書館
関からの委託業務を請け負うことができるであろう．
の中には一般向けの宅配サービスを有料で提供してい
その１つの可能性は企業の文書管理である．公共図
るところもある．図書館が近所にないとか，図書館の
書館の中にはビジネス支援を謳ったサービスを提供し
開館時間に図書館に出向くことが困難な利用者の中に
ているところも多い．ビジネス支援を強化する１つの
は有料サービスであっても利用したい希望者が少なか
案として情報の探索や文書の管理を請け負うことは有
らずあるものと考えられる．今後は一般向けの宅配サ
意義であると思われる．個人向けは無料，法人向けは
ービスを拡大できるよう努力するのが望ましい．利用
有料などと状況に応じて扱いを変えてもよい．このサ
者が増えることで料金の更なる割引が期待できる．
ービスは１館だけではなくコンソーシアムを構成して
図書館の宅配サービスを拡大して図書などを購入で
図書館ネットワークの下に支援を行うのが望ましい．
きるようにすることも有益であろう．図書館に出向く
１館だけでは多様な要求に応じきれない恐れがある．
ことが不便な利用者は，書店に出向くことも不便であ
自動書庫[6]（ASRS，Automated Storage and Retrieval
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図４．自動書庫（ASRS）

System）は文書の所在管理を自動化し，アクセス時間
の短縮やオペレーションの手間を少なくするのに効果
的である．図４に九州大学附属図書館[3]の伊都図書館
に設置された自動書庫の例を示す．図中央部の床には
レールが設置されており，その上を，図の奥手前方向
にクレーンが移動する．クレーンは取り付けられたア
ーム部分を用いて，図の左右に見える本のコンテナボ
ックスを引き出したり，
収納したりすることができる．
クレーンに引き出されたコンテナボックスは出納ステ
ーションまで運ばれ，そこでコンテナボックス内にあ
る図書が取り出されたり，逆に自動書庫に格納される
図書を入れられたりする．どの図書がどのコンテナボ
ックスに格納されているのか，また，それぞれのコン
テナボックスがどの部分に収納されているかは，全て
コンピュータ管理されており，出納の指示に従って必
要なコンテナボックスの運搬が自動的に行われる．数
十万冊の図書が数分程度でアクセスできるため，大規
模な図書を高密度に収蔵し利用するのに適している．
現在の図書館は一部を除いて開架書架によるサービ
スに重点が置かれているものの，一定以上の大規模の
図書館になると蔵書を全て開架で提供することはでき
ず，バックヤードに大量の閉架図書が存在しているこ
とも多い．利用者のリクエストに応じて図書館職員が
閉架書庫から目的の図書を探し，カウンタに運搬して
貸出などに供している．図書の搬送システムを導入し
ている福岡市総合図書館の場合，利用者がリクエスト
をしてから実際に入手できるまで１０～２０分程度の
時間がかかる．これを自動書庫に置き換えることによ
り数分程度に短縮でき，また，書庫に待機してリクエ
ストの図書を探す職員の労力を軽減できる．
自動書庫システムを図書館外へも適用できるならば
図書館にとっても，自動書庫による文書管理を委託す
る側にとってもメリットがある．委託料を計算に入れ
ることにより，図書館だけの需要に基づく書庫よりも

より大規模の予算が確保でき，結果としてより余裕の
ある容量の書庫を設置することができる．日常の業務
に関しても同様である．外部需要が十分多ければ出納
ステーションを別途設置することもでき，図書館業務
と切り離した運用も可能となる．
他に図書館の教育支援機能を利用して講演会や研修
を実施することも考えられる．図書館利用者の中には
特別な知識やスキルを持った人たちがいる．これらの
中にはボランティアとして自らの能力を社会に役立て
たいと考える人も多い．これまでも多くのボランティ
アたちが，子供たちへのお話会や郷土資料の収集・整
理などに関して図書館と共同活動を行ってきた．社会
的教育に対する図書館の貢献を深めるためには，これ
までと異なるタイプのボランティアとの協力態勢を築
いていくことが重要である．その中には企業などから
の委託に基づく研修の企画や実施も考えられる．今後
大いに検討すべきテーマである．

5. 自動認識技術 RFID の活用
RFID システムは図書館業務の効率化や高機能化を
目指してわが国だけでも数百館に導入されている．本
節では，RFID の活用法を探求する．
5.1. RFID 技術を利用した図書館用 IC タグシステムの
利用
RFID（Radio Frequency Identification）[13]は電波や電
磁 界 を 利 用 し た 自 動 認 識 技 術 （ AIDC ， Automatic
Identification and Data Capture）の一種である[8]．RFID
は IC タグ（もしくは，RF タグ，RFID タグ）と読み
取り，書き出し装置 R/W（Reader/Writer）からなる．
IC タグは R/W から供給された電力を利用して動作す
ることができるため基本的にバッテリーを持つ必要が
ない．
図書館での主な用途はラベル型の IC タグを図書
に貼付し，IC タグの ID と図書の管理 ID を対応付け，
間接的に図書を個体認識するものである．バッテリー
の寿命は通常数年程度と図書館にとって極めて短期間
しかない．バッテリーが不要であることは図書貼付用
のタグにとって決定的に重要である．IC タグに対する
メーカの保証期間としては通常 10 年程度である．
しか
しエージングテストの結果を踏まえると，恐らくは多
くのタグは数十年程度の寿命があるものと見込まれる．
しかし，図書館にとっては更に長期の安定的利用が望
まれるため更に長期間稼働可能なタグの開発をメーカ
に希望したい．
図書館の通常の用途では，貸出／返却カウンタや無
断持ち出し防止用の入退館ゲート，そして，利用者が
自ら操作する自動貸出機，蔵書点検のためのハンディ
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(a) 後方設置アンテナ

(b) 下方設置アンテナ

(c) ブックエンドタイプ（表紙と同じ向きのアンテナ）
図５．インテリジェント書架のタイプ

端末などとして R/W を用いる[16]．最近は，自動返却
機や予約図書の受取機などへと適用が広がっている．

5.2. インテリジェント書架の活用
インテリジェント書架（Intelligent Bookshelf, IBS）と
は IC タグの貼付された図書の ID 情報を読み取るため
の RFID アンテナと R/W を備えた書架のことである．
IBS を用いることで，書架に配架された図書をリアル
タイムに認識できる．館内に設置された IBS のデータ
を収集し，分析することにより，館内資料がどのよう
に利用されているのかの情報が得られる．従来の図書
館が資料の利用に関して基本的に貸出履歴データのみ
入手可能であったことと比較して，館内での資料の利
用状況に関するデータが得られる意味は大きい．貸出
履歴データと組み合わせると，どのような図書が館内
利用され，また，どのような図書が貸出されているか
などを分析できる．このようなデータが提供してくれ
る IBS は図書館マーケティング[4, 17, 18]の観点からも
極めて重要な装置である．
図５に IBS のアンテナ位置の違いによる３つのタイ
プを示す．(a)は配架された図書の後方にアンテナがあ

る．試作品として作成されたものである．既存の書架
にそのままアンテナを設置できる利点はあるものの，
図書に貼付された IC タグとアンテナの距離を短くす
るのが困難なこと，及び，タグの向きとアンテナの向
きが垂直となることのため十分な性能を確保するのが
困難であった．一方 UHF 帯の IC タグを適用した東京
都の千代田図書館における IBS もこのタイプに属する
ものであるが，UHF 帯のタグは棒状（ポール型）であ
るため，後方アンテナタイプが適している．(b)は図書
の下方にアンテナを設置している．本タイプもタグの
向きとアンテナの向きが垂直であるものの，IC タグを
図書の下方部分に貼付することにより，アンテナとタ
グの距離を十分短くすることができ，必要な性能を確
保できる．既存の書架の棚板をアンテナ付きのものに
置き換えるなどで対応できることもあり，多くのメー
カがこのタイプの IBS を開発・販売している．(c)はブ
ックエンドのように図書と同じ向きにアンテナを設置
するタイプである．
図書に貼付された IC タグとアンテ
ナの向きが一致しているため比較的容易に読み取り性
能を確保できる．アンテナの幅の分，配架できる図書
が少なくなることが本タイプの欠点である．雑誌書架
のように表紙部分が手前に見える配架の場合は，空間
的には雑誌の後方にアンテナが配置されるが，タグと
アンテナの位置関係としては(c)タイプに属する．
図１の概念図において図書館や利用者の用いる書架
として IBS を導入することにより図書館内や利用者の
家庭学習の場における資料の利用状況データを収集で
きる．そのような状況が実現できるならば，館内にお
ける図書の利用状況や家庭での学習過程に関するより
詳細なデータが取れる．このデータを元に，より詳細
な解析を行うことで，
より正確な学習過程が把握でき，
最終的により適切なアドバイスが可能になるものと思
われる．IBS の持つこの特質によって，企業との協力
モデルに関しても得られる情報がより精密になり，よ
り精度の高いものとなることが期待できる．

6. まとめ
インターネットやパソコンなどの情報通信技術の発
達と普及によって，それらをインフラとして我々の社
会は大きく変革しつつある．我々の周りでは地理的な
距離感なく大量の情報が飛び交い，グローバル化が進
展している．また，携帯電話の進化形としてのスマー
トフォンや iPad などの情報携帯端末の普及も変化を
促進させている．今後の情報アクセスを考える際，モ
バイル環境への対応を無視することはできない．
このような大きな変革の時代，そして産業がソフト
化，知識化していく時代に住むものとして我々自身も
変化しつつ環境の変化に適応していくことが迫られる．
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これからの我々は一生涯学習者という心構えが必要で
あり，それは本来好奇心旺盛な我々人間にとって楽し
いことでもある．これからの図書館はこのような利用
者へのサービスに力を注いでいくことが肝要である．
本稿の背景には，生涯学習者である利用者に対して
図書館がどのような学習支援を行うことができるかと
いう問題意識がある．本稿では特に営利企業との協力
関係の可能性を探ることに力点を置いた．基本的に非
営利組織である図書館と営利を重視する企業との関係
は，一見すると顧客を取り合うライバル関係にあるよ
うに見える．無料貸本屋などの図書館に対する批判は
そのような観点に根差したものである．
しかし，視野を広げてみると，両者とも知識社会を
生きる我々の知的レベルを向上させることを目的とし
ている点で根本的な共通点を持っている．図書館は公
共サービス機関としてそのこと自体を目標にしており，
企業は社会の人々の知的レベルや生活レベルが向上す
れば，自らの利益も確保できることが期待できる．特
に学習教材や図書などを発行する企業は良質の学習者
によって大きく支えられている．図書館は絵本の読み
聞かせ会などの活動を通して，多くのボランティアと
協力しつつ，良質の学習人，読書人を育ててきた．企
業の良き顧客の養成を行ってきた訳である．
本稿ではこのような認識に基づいて，図書館と企業
の協力の可能性を検討してきた．第 2 節では，図書館
の社会的役割の変遷を概観した．今後の重要視すべき
図書館の方向性として，館（やかた，場所）としての
図書館機能を強化する Information/Learning Commons
などの滞在型図書館，そして，学習支援や教育アドバ
イザ，情報コンシェルジュなどの機能を強化する教育
図書館の２つを示した．
そして第 3 節以降，後者の役割，特に企業との協力
形態を模索した．その１つの可能性は図書館が利用者
に対する直接的な教育支援機能を強化し，企業がそれ
を支援したり，図書館を活用して教材の評価などを行
ったりするものである．図書館の利用者達は社会の平
均値よりも学習に熱心であり，また，図書館が持って
いる利用者プロフィール情報を活用することで，企業
にとってより良質の評価結果が得られることが期待で
きる．
もう１つの可能性は，図書館の持つ文書管理機能な
どを活用するものである．たとえば図書館に設置され
た自動書庫のスペースの一部を利用した文書管理を図
書館に委託することで，企業側は高額の投資なしに自
動書庫を利用できる．文書管理専門家としての図書館
職員のスキルも活用できる．このようなアウトソーシ
ングを引き受ける形での図書館と企業の連携も今後考
えられる．

第 5 節では，自動認識技術の１つである RFID の活
用について論じた．図書館自体の業務効率化などを目
的に既に多くの図書館が IC タグを図書に貼付するよ
うになった．その利用を高度化するインテリジェント
書架は大きな可能性を持っている．その最大のものは
図書館内での図書などの資料の利用状況の把握である．
しかもリアルタイムに可能である．これを図書館のた
めのマーケティング[1]用途に活用することはもちろ
ん，図書館の学習支援機能の強化などにも役立つ．そ
の設備やノウハウを企業との協力事業にも役立てるこ
とができる．
プライバシーは，図書館にとって避けることのでき
ない大きな問題である．従来からある貸出履歴データ
に限らず，本稿で目指している学習支援のための学習
理的データも高度にプライベートな情報である．これ
らのデータをサーバなどに記録することは，漏洩の可
能性が残る点で大きなリスクである．しかし，一方，
これらのデータを解析し有効に活用できることは，利
用者にとってもより良いアドバイスが得られるであろ
うという大きなメリットとなる．実際，現在インター
ネットを介したネットショッピングなどにおいて我々
の個人情報は日常的に収集され利用されている．イン
ターネットがここまで普及した背景には個人情報が容
易に収集できるという企業側にとっての大きなメリッ
トの存在がある．利用者側も自らの意思で自由に商品
の選択が行え，快適である．
本稿で強調したいのは，利用者の立場からは，自分
の個人情報が収集され利用されるのであれば，営利企
業によってではなく，図書館のような営利を目的とし
ない，したがって，本来の趣旨とは異なる目的に流用
される恐れの少ないであろう機関によって収集される
方が，より安心である．もちろん，個人情報を収集す
る図書館側に個人データ保護に対する十分な意識があ
り，対策がとられるという前提の下ではある．その上
で，図書館側は，むしろ積極的に個人情報を有効に活
用するサービスを開拓し，利用者の許諾の下に，より
高度なサービスを提供していくことはこれからのネッ
ト社会における図書館としての責務である．
既に述べてきたように我々が生きる現代社会は非常
に複雑になり，今後一層その方向に進んでいくであろ
う．本稿で示した利用者への学習支援機能はまだまだ
初歩段階のものである．今後図書館の持つ社会的な立
場を活用し，営利企業では実現困難な部分を中心とし
て公共サービス機関ならではの学習支援機能を提供し
ていくことが必要である．それが実現できたならば，
図書館利用者の企業も，そして図書館も全てが Win を
得られるようなシステムが得られるものと考えられる．
また，その方向を目指して研究を進めて行きたい．
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