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1 Webサーバーがやってきた

わが図書館は、開架12万冊、分室2館、書庫を含め

て総計34万冊の蔵書を有している。書庫を見回ってい

ると、いいものが揃っているじゃないかと思うことが

ある。また、児童書には力を入れてきたので、名作は

複本を備えており、一時期に集中する需要に応えてい

る。

私がIT講習という大仕事を終えて図書館に異動にな

ったのは一昨年の4月。5月の連休にはサーバーの入れ

替えが待っており、新たにWebOPACが設置されるこ

とになっていた。

「ホームページのプランは？」と尋ねると、まだ考え

ていないという。そこから、ひと月、一気にホームペ

ージの作成が始まった。私にとっては5つ目のサイトで、

サイト内の移動がしやすいページを目指そうと思った

が、肝心の図書館の仕事を詳しく知らず、図書館の一

番のウリである蔵書検索がどのような仕様か知らぬま

ま、カテゴリーをとりあえず9つ作ることにして、考え

られそうなコンテンツを40ページほど作ってその日を

迎えた。

納入されると、最初に「Qちゃん」と呼んでいる館内

利用者検索端末のトップ画面の作成が必要だった。

Webから検索する端末なのでHTMLメニューはこちら

が作成することになっているのだった。

「どうします？」と言われて、その場でタッチパネル

でも動作するTOPページ＊1を作り上げた。その時から、

知りたい情報へのアプローチは「本を探す」「インター

ネットで探す」の2本立てというのが図書館の基本にな

った。また、大人用と子ども用を色別に変えて表示を

した。

その日から 2年足らず、8万市民の小さな市だが、

TOPページ＊2のカウンタが10万ヒットを超え、検索サ

ーバーは130万ページビューを超えた。

とにかく前へ走りだして、走りながら考えてきたが、

改めて企画意図やその効果についてまとめる機会をい

ただいたのをうれしく思っている。

企画意図はと尋ねられると次の5点にまとめることが

できる。

1 特色ある蔵書を「売り出し」たい

2 ブックスタート、子ども読書活動への対応

3 利用状況を見ながら利用者へのアプローチを

4 IT技能の向上とデジタル時代の図書館へ

5 デジタル図書館としてのアーカイブを

6 ユニバーサルデザイン

幸いなことに、導入したシステム＊ 3は、Webサーバ

ーに送り込んだ検索条件がそのまま、結果表示画面の

アドレスとして戻ってきていた。これが書誌情報をホ

ームページアドレスと同じようにリンクして提供でき

るので好条件として作用している。

公民館長時代にIT講習を主管した経験を踏まえ、図書館のサイトを通して住民のITの

スキルアップをめざす。従来資料によっていたリファレンスもNet情報で答を出すこ

とが増えている現在、図書館の最大の財産である書誌情報の提供を工夫して読書意欲

を喚起したり、Ｎｅｔ情報へのアクセシビリティを工夫して、インターネットと書誌

情報、その融合的な提供をめざした１年半のとりくみ。

2-3 「図書館のホームページは
おもろいでぇ」をめざして

芦屋市立図書館　館長　前田　文也

＊1 http://www.ashiya-city-library.jp/Qchan01.html 現在のTOP
ページは特集ページの紹介を含めた第二世代である。

＊2 http;//www.ashiya-city-library.jp/

＊3 導入したシステム　linux版公共図書館システム
http://www.nexs.com/sol2/koukyou/b03_04.html



2 BookFairのはじまり

館内を見回りながら特色ある蔵書、書庫で眠ってい

る資料に日の目を見せてやりたいと思っていた。夏に

は、同じシステムを使用する図書館の職員の研究会が

あり、終わったあと図書館員やSEとお茶を飲みながら

情報交換をしている時に気づいたのが、ウチには源氏

物語がたくさんそろっているという特徴だった。

本館は隣接して、谷崎潤一郎記念館があり、源氏物

語の訳者や研究者も住んでいた地である。それを整理

して「売り出し」をしようと考えて作り始めた。

谷崎だけでも戦前の訳、戦後の新訳、現代仮名遣い

の新々訳、文庫、全集とそろっており、訳著者だけで

も100人、600件の蔵書である。ボランティア活動のた

めに用意したカテゴリーを「特集」に変え、売り出し

たい本のページをFairとファイル名をつけて作り始め

た。やりかけたものの、源氏物語については途中で妥

協してしまいお茶を濁したページでとりあえず止まっ

てしまった。

1年後にその古い源氏物語を書庫から運び出して、

MARCと照合をしてみた。すると、適当にお茶を濁さ

ざるを得なかった理由が分かってきた。OPAC導入の

ためカードからMARCにする時に、戦前の「潤一郎訳

源氏物語」26巻と戦後の「潤一郎新訳源氏物語」12巻

を複本扱いしており、新仮名遣いの「新々訳源氏物語」

は、10巻ものと5巻ものが同じく複本登録されていた。

「何だこれは」と事務室で怒っていると、「館長、大変

なモノを見つけましたね。それは見つけた人が訂正し

てるんです。」と笑いながら言われ、MARCの作り直し

をして、現在のページが出来上がった。

OPACをWeb化する、口では簡単なことだが、一般

の利用者が館外で検索することになるため、MARCの

手入れ、典拠の統一など見えないところの細かな作業

の積み重ねが日頃から出来ているかが問われることに

なる。おかげで、円地本、瀬戸内本などの源氏物語が

動き始めている。

図書館のホームページを見て回っていると「ベスト

リーダー」「ベストリクエスト」というページを見かけ

る。ただでさえ予約が殺到して半年待ちにもなろうと

する本をなぜ紹介するのかが理解できない。それより

も、混み合っていない本を借りてほしい、そう考えて、

文学賞受賞作品の紹介を始めた。芥川省・直木賞など

最近の受賞作は混んでいるが、3年前ならすぐ読むこと

が出来る、読書感想文でも今年の課題図書はせいぜい3

人ほどしか回せないが、以前のなら書架に並んでいる。

そのような紹介が「特集」カテゴリーにFairとファイ

ル名を付けたページ群の背景である。

3 ブックスタート、子ども読書活動
への対応

その後、「ブックスタート」事業が提唱され、幼児期

からの読書の大切さが叫ばれるようになった。図書館

としても何かおすすめの絵本を紹介する必要があった。

職員に聞くと、「個人的に好きな本を紹介するのは好

ましくない」とのことで何がしかの拠り所があるべき

だと言われた。

ブックスタートのNPOで紹介している17冊、読み聞

かせの会でよく取り上げた絵本、そして、出版社が

「あかちゃん」と副題やシリーズ名に明記している本な

どをまとめて紹介を始めた。

確かに紹介した同じ作家の絵本をまとめて借りてい

く姿を見ることがあり、ホームページの効果を実感し

ていたが、

「初めての絵本はわかったけど、次は何を読ませたら

いい？」という声を聞くようになった。

次に、教育職の館長がいたという印を残しておきた

いと思っていたこともあって、市内の小中学校で使用

している国語教科書が薦めている本を取り上げた。

時代は進んで乙武洋匡、立松和平、ローラ・インガル

ス・ワイルダーなどが新しく教科書教材となっている。

「五体不満足」も「大草原の小さな家」も教科書の一話
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から読書へとつながってほしい作品ばかりである。

ページ内は整理がつかないけれども、出典、読書案

内、参考資料に加えて、ネット情報も織り交ぜた。例

えば、椋鳩十氏はよく教科書に載っているが、文学館

が鹿児島県と長野県にあり、その双方のサイトを紹介

し、作品の背景を知る入り口になればという思いを込

めている。

カウンターでは「3年生の男の子なんですけど、どん

な本がいいでしょうか？」といった読書相談も的確に

答えることがたやすくなったし、紹介した本はよく借

りられるようになった。

続けて、シートン、ファーブルなど永遠の名作もま

とめて紹介した。幼年版からティーンズ、そして一般

用まで8シリーズほど揃っていて、書庫にもストックし

ているのが動き始めた。幼年版と一般書の両方を借り

て親子で読んだ例が見られ、楽しかったと感想をいた

だいた。

現在は県立図書館でまとめた「楽しい絵本箱」、図書

館学、教育学、育児などの一般書をよりどころに絵本

を紹介している。絵本について書かれた一般書も合わ

せて利用されるようになってきている。

4 利用状況を見ながら利用者への
アプローチを

だんだんと欲が出てきて、参考調査室の資料も「売

り出し」をしようかと考えた。

図書館でレファレンスツールを紹介している所が見

あたらないのはなぜなのだろう。図書館員の専用のツ

ール、館外貸出しをしない、いきなりツールを使うの

ではなくて段階があるからという理由かもしれない。

せめて、あるから使いに来なさいと紹介してもいいん

じゃないかと思って、図書館学の本に紹介されている

程度のツールを紹介してみた。また、本を探す、ネッ

トで探すの両面を意識したデジタル図書館として、ネ

ット情報も紹介した。

利用者の様子を見ながら、図書館学のレファレンス

にはないが「旅行に関して」という特集を組んだ。す

ると職員から

「館長！旅行のページ、入れるんやったら3類も入れて

よ」と言われた。「3類？」と疑問であった。「38の風俗

習慣に民話があるから、せめて外国に行くなら民話も

読んでから行ったらってね」という訳だった。これは、

急に視界が広がる言葉で、じゃ、旅行会話も、海外の

医療機関も、歴史もと広がっていった。書誌とあわせ

てNet情報もと時刻表、宿舎情報や外務省の渡航情報も

紹介している。

ひとつの本を読むニーズから広げてさしあげる、こ

れも生涯学習の拠点としての図書館のアドバイスの大

切なポイントだと思い知らされた。

私もカウンターで利用者と接して、そこからニーズ

を汲みホームページのネタと考えている。「パソコン本

のコーナーはどこですか」といった質問を受ける。書

店と違って、内容を見てNDC分類にそって排列してい

るのが図書館である。実際に排列を変更することは無

理だがWeb上ではまとめて紹介することができると考

え、0、3、4、5、6、7類と散らばっているパソコン本

をテーマに沿って紹介した。

他にテーマはないかと職員に聞くと「一人暮らし・

単身赴任」などのテーマをもらった。料理、掃除、借

家など一人暮らしというテーマからさまざまな広がり

がある。こういうページの組み方をしていくと知のテ

ーマパークとしての図書館になっていくのではないか

と思っている。

つぎに思いついたのが、大河ドラマである。2003年

は宮本武蔵で、前年の9月には吉川英治を筆頭に武蔵・

小次郎に関連する歴史資料を中心に紹介をした。

サイトのアクセス統計を見ていると年末までには

「武蔵」のページは常に最高のアクセスを得ていた。し

かも、お気に入りに入れたのか、エントリーページと、

Exitページでもトップ10にいつも入っていた。多分、

自分の読んでいるシリーズが戻っているかを見に来て

いるのであろう。

映画化された本、ドラマ化された本も急に動き始め
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る。それに比べると一年というスパンで放送される大

河ドラマの特集は更新の手間は少ない。紹介すること

によって、放送に合わせて刊行される新刊書を買う必

要も減少する。今年度はすでに「新撰組」を7月から特

集し、次の「義経」も一行紹介している。いずれも文

学系よりも歴史系に重点をおいて紹介している。

5 IT技能の向上とデジタル時代の
図書館へ

職員が介在せずに図書館外でOPACが稼働するよう

になると、検索の癖について周知する必要が出てきた。

IT講習を受けたがNet検索に習熟していない利用者が

多くいたからである。そこで「WebOPAC指南書」＊7と

名付けた検索の教科書を作成して、館内配布とともに

Webで提供し、新規登録者に配布しはじめた。

書き下ろすにあたって、IT講習でマウスの持ち方か

ら指導した経験を生かして、全くの初心者から、条件

をクロスして検索する方法、図書館業界では常識とな

っているMARCの読み仮名の原則、AND検索、OR検

索まで紹介した。

少部数印刷しては反応をみながらバージョンアップ

をしておりまもなくバージョン3となる予定である。

最近ではインターネットは「家にはあるけれども…」

というケースも含めて世帯普及率は8割に達していると

感じている。しかも、都市部で狭い市域であるためこ

の2年ほどの間にブロードバンド率は9割＊ 5にも達して

いる。

このように、ネット接続環境が進化しているなかで、

より便利な利用をすすめるためのサイトとして、願わ

くば図書館がポータルサイトになればと思っている。

その一つとして、「検索サイト集」「芦屋学」「お帰りの

バス時刻表」などのページを設置している。

また、ネット上の有用サイトをまとめて紹介する例

が図書館＊6で見られるが、同様にNDC分類を基本に紹

介できればと作業をすすめている。他館で取り組まれ

ているのは一般用のサイト紹介が多いが、児童・生徒

への有用サイトも欠かせない。館内で見ていると子ど

ものほうがインターネットへの馴染みがいいので、「ネ

ットたからじま」として学習・調べものの有用サイト

をまとめようとしている。

6 デジタル図書館としての
アーカイブを

そろそろ阪神・淡路大震災から10年になろうとする。

大規模な被害をもたらしたあの震災の被災図書館とし

て全国に発信するのは使命ではないかと考えた。

震災資料の収集として、約500件の震災文庫を収集し

ている。それをワンクリックで検索できるようにする

とともに、デジタルアーカイブとして自館で執筆した

原稿をWeb上に掲載した。

アーカイブとする場合には著作権が問題になる。図

書館または市が著作権を有する資料は、所管を越えて

図書館で提供してもいいのではないかと考え、図書館

が刊行したものではないが、10年の定点観測写真も

Webで提供する予定である。

当時の新聞・雑誌等の資料は、神戸大学図書館など

で震災文庫として整理して提供されているが、当時の

雑誌記事など当館が保存している資料も整理をして提

供する予定である。

7 ユニバーサルデザイン

公民館時代にIT講習の講師養成を目論んで「ホーム

ページ作成講座」をしたときに、全盲の方が受講され

たのは正直なところ驚いた。そこで初めて読み上げる

ブラウザがあることを知り、「メールはうまく読むが、

ホームページは読み上げがうまくいかない」ところが

多いことを聞かされた。また、市のHPを担当している

課からも、フレームの使用禁止など視覚障害者への配

慮を求められていた。

そのガイドラインにそって作成しているつもりだっ
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＊7 http;//www.ashiya-city-library.jp/WEBOPAC2.PDF

＊5 個人が112件調査した結果による
htttp://www2.ktplan.jp/̃mat/kankyou3/1.html

＊6 http;//www.library.narita,chiba.jp/npl-link.html
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/shisetsu/tosyo/link/lnkm
ain.html

http://www.library.perf.kagawa.jp/kgwlib_doc/link/kl/kl.html
インターネットで文献探索　伊藤民雄／著　実践女子大学図書館／
編集　日本図書館協会／刊



た。実際に読み上げブラウザで見ると、他のページへ

直接アクセス出来るようにしたために、どのページも

上部に置いたタブのリンク先の読み上げが終わらない

とそフページのコンテンツに入らない。いくつかのペ

ージの読み上げを聞いていると「これではブラウズす

る意欲が萎える」と感じた。

そこで、各ページをリニューアルし、先頭にTOPペ

ージへのリンクだけを置き、いきなりコンテンツを読

み上げるように左側に本文を置き、右側にメニューを

置くデザインにした。

フレームは読み上げの障害になることが多い。TOP

ページへのリンクを貼ったことで免責として、右メニ

ューは増ページの際の手間を省くためにインラインフ

レームを使用している。

インラインフレームはブラウザのバージョンによっ

ては動作しないので好ましくないとされているが、昨

今のウイルス騒動で利用者の99％以上が最新のブラウ

ザを使用しており、インラインフレームに対応できて

いるとして踏み切った。

コンテンツが揃ってきたところでTOPページを作り

直した。それまでのTOPページは市役所サーバーのペ

ージのままで、玄関写真をクリックして更新情報のペ

ージへ移動することにしていた。「クリックするだけの

ページだもんね」と言われて、すべてのパーツからリ

ンク先へ飛べるTOPページとし、ある程度の更新情報

も得られるようにした。イメージとしては検索サイト

のTOPページである。

TOPページを作ってみると、その隅に蔵書検索がで

きる窓がほしくなった。そこで、小さな窓一つのキー

ワード検索のページを新たに自作してTOPページに装

備した。

8 おわりに

ホームページでとりあげるとその反応をカウンター

の応対で感じることが出来る。その楽しさに支えられ

て作り続けて200ページ、500URLを越えた。 設置当

初は5台の館内検索端末では不足ではないかと思ってい

たが、最近では誰も利用していない時をよく見かける。

館内で検索するより自宅で検索する人が増えたせいで

ある。夜間でもアクセスいただいており、来館して返

却するとすぐにメモを取り出して書庫本を請求する利

用者を見かけるようになった。

また、検索の教科書を手渡し、学校の授業で検索を

するように呼びかけ、CATVでPRしたおかげで、図書

館のホームページのアクセス数は右肩上がりで増えて

きている。現在では訪問者数で実来館者数を越え、特

に繁忙期の夏休みには、月間情報転送量が1.8GBに達し

た。2002年度の館外貸し出し冊数は約63万冊で、図書

購入費削減のせいか一般書は前年比1万冊減だが、資料

的価値が下がりにくい児童書が1万5千冊増となってい

る。

どこの自治体も緊縮財政で、図書費は減額傾向にあ

る。いきおい相互協力に頼ることになると感じて、近

隣の図書館の検索窓を集めて業務用に利用しはじめた。

やがてプログラムを書き加えて、横断検索のページと

なった。カウンターの応対中でも他館の所蔵を簡単に

確認できるので便利に使っている。県内の図書館の研

修会＊ 9でも披露したが、便利だからもっと多くの図書

館も含めてほしいとリクエストを受けた。

しかし、検索システムは、標準化されておらず、横

断検索をするにはそのことが障害となっている。まだ

10年はかかるかも知れないが、文字コードの違いも含

52  Reference information(5)

「図書館のホームページはおもろいでぇ」をめざして

＊9 http://hyogo-library.netfirms.com/ 兵庫県立図書館のホームペ
ージ研修会のために設置したサイト

＜図1 時間帯別のアクセス数＞



めて標準的なインタフェースが作られることを期待し

たい。

サーバーのリプレイス以後の1年半余、ひたすら前へ

走ってきたが、さらに知のアミューズメントパークと

言える図書館のホームページをめざして進み続けたい。

「今日発売の本だのに、なぜ提供してないんだ？」と

いった利用者の声を聞く。書店と図書館の違い、貸本

屋と図書館の違いなども説明して、賢い図書館の利用

についてもPRが必要かと思っている。

スローフード、プレゼンテーションなど時代によっ

て変わる需要も見ながら今後も発展をさせていきたい。

行政サービスは無人格で行っていることが多い。し

かし、図書館は社会教育機関である。図書館員の個性

や得意分野を発揮して読書相談にも当たっていくべき

なのではないか。可能ならば、Webでフレンドリーな

顔を提示して親しみの持てる図書館をめざすことが出

来たらと思う。
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「図書館のホームページはおもろいでぇ」をめざして

＜図22002/6～2003/11のアクセス数＞
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「図書館のホームページはおもろいでぇ」をめざして

＜図3 芦屋市立図書館TOPページ＞








