
図書館界 Vol．74 No．4

234

〈テーマ3 コロナ禍の中の図書館を考える〉
No．2 コロナ禍のイベント運営と在宅勤務を

振り返る

大澤 紗都（国立情報学研究所）

1．はじめに

2020年初頭，新型コロナウイルス感染症の発生と
感染症対策により，私たちの生活は大規模かつ目ま
ぐるしく変化し，大学や大学図書館も大きな影響を
受けた。前号で取り上げられていた saveMLAK に
よる COVID19の影響による図書館の動向調査1）

を見ると，国立大学図書館では，2020年4月7日の
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の発出
以降，休館数が急増し，2020年5月1日時点には休
館率が84％となっている。
ご存じの方も多いと思うが，私が所属する国立情
報学研究所（以下，NII）は大学共同利用機関であ
り，図書館向けのサービスである目録所在情報サー
ビス NACSIS CAT/ILL2）や学術情報ナビゲータ
CiNii Research3）を運営する等，特に大学図書館と
深い繋がりを持っている。大学図書館が新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受ける中，NII でも様々な
ことが変化しオンライン化等の取り組みが急速に進
められた。特に，在宅勤務の開始に伴う取り組みや
オンサイトを基本としていたイベントのオンライン
化は積極的に展開され，その分知見やノウハウが蓄
積されたものと考える。
本稿では，まず，新型コロナウイルス感染症を契
機に NII が始めた取り組みを紹介し，その後，NII
の取り組みを実際に経験して感じたメリットや課題
を整理しつつ，経験から得た知見やノウハウを共有
したい。

2．NII のコロナ禍対応

NII のコロナ禍対応として取り上げたいのは，前
でも触れた「在宅勤務」と「オンラインイベントの
運営」である。ここでは，それぞれの対応の始まり

と現状を紹介したい。

2．1 在宅勤務
緊急事態宣言が発出された2020年4月，NII では
全面的な在宅勤務が行われた。当時はオフィスへの
出勤は極力避けるよう指示され，新年度開始直後の
数日間で在宅勤務の準備を整え，第二週以降はオ
フィスに人がほぼいない状況になっていた。
このように，急遽トップダウン的に始まった在宅
勤務であったが，NII では，コロナ禍以前から VPN
の整備や学認4）の利用を進めていたこともあり，窓
口業務の一部縮小等の影響は出たが，基本的には，
全面的な在宅勤務となってもサービスを提供し続け
ることができた。
日常業務については，事務手続きや制度を在宅勤
務の形態に合うよう改定し，私が所属する部署にお
いては，出勤時と在宅時で大差なく業務を実施でき
るようにした。
当時 CiNii 担当として NII に在籍していた私は，
貸与された PC とマウスを自宅に持ち帰り，毎日
リモートデスクトップでオフィスの PC にアクセ
スし業務にあたった。体感として変化が大きかった
ことは，決裁が紙ではなく pdf ファイルにスタン
プを押す形になったこと，今まで対面であった外部
業者との打合せがオンラインになったこと，そして，
毎週必ずオンラインでチームミーティングを行うよ
うになったことである。当初は戸惑うこともあった
が，もともと出勤しなければできない業務はほぼな
かったため，比較的すぐに在宅勤務に慣れることが
できた。
そのためか，実際に私の所属チーム（8名所属）の

2022年8月の平均出勤日数は1．25日となっており，
行動制限が緩和された現在もフロアに人が戻ってい
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ない。時々出勤しても課の出勤者数が全体の1／3
に満たないことも多く，在宅勤務が通常の勤務形態
として根付いたと考えられる。
現在 NII では，在宅勤務が浸透したことも一因
となり，フリーアドレス制（職場で従業員の席を固
定せず，空いている席を自由に使う制度5））の導入
を進めている。フリーアドレス制の導入によって，
人員に対するオフィスのデスク不足等の解消が期待
されている。

2．2．オンラインイベントの運営
NII では2020年度以降多数のオンラインイベント
を実施した。もちろん感染症対策のため，オンサイ
トからオンラインに切り替えたイベントも多数ある
が，ここで注目したいのは「大学等におけるオンラ
イン教育とデジタル変革に関するサイバーシンポジ
ウム「教育機関 DX シンポ」」（以下，サイバーシ
ンポジウム）6）である。
2．2．1．サイバ シンポジウムの概要
サイバーシンポジウムはコロナ禍を契機に開催さ
れ，NII が携わるイベントとしては最も早い段階で
オンライン開催されたイベントである。
第1回サイバーシンポジウム（当時の名称は，「4
月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイ
バーシンポジウム」）は「新型コロナウイルス感染
症緊急事態宣言」が発出される直前の2020年3月26
日に開催された。当時の大学及び高等専門学校（以
下，大学等）は，文部科学省から通知された「令和
2年度における大学等の授業の開始等について（通
知）」7）により，各大学等の判断による遠隔授業の活
用等が求められていた。サイバーシンポジウムの開
催は，このような状況下で「大学の道しるべになり
うることをしよう」と NII の喜連川所長が発言し
たことがきっかけであった8）。
サイバーシンポジウムは NII と大規模大学の情
報基盤センター長などが中心となって企画しており，
当初は毎週金曜日に開催されていた。サイバーシン
ポジウム開始当初のテーマは遠隔授業の取り組み例
が中心だが，他にもネットワークへの負荷や著作権
に関する説明などの非常に幅広いテーマを取り上げ
ている。図書館についての講演もあり，例えば，深
澤良彰早稲田大学図書館長（当時）から「新型コロ
ナウイルス流行下の図書館運営」9）という題でご講
演をいただいている。

2022年9月22日現在の通算の参加者数は約64，000
名であり，1回のシンポジウムの最大参加者数は
2，332名と非常に多くの方が参加している。
2021年10月には，「教育機関 DX シンポアーカイ
ブズサイト」が公開され10），過去の講演映像や資料
はこのサイトから確認できる。

3．コロナ禍対応で変化したこと

ここでは，「2．NII のコロナ禍対応」でご紹介し
た「在宅勤務」と「オンラインでのイベント運営」
をもとに，コロナ禍対応によって変化したことにつ
いて，「場所」，「講演の視聴方法」，「コミュニケー
ション」の3つの視点から，メリットや課題につい
て述べたいと思う。
なお，ここで述べる内容は，どの機関，立場にも
通用する普遍的なものというより，業務内容や置か
れた立場によって是非が変わるものと考えられる。
特に NII は運用しているサービスはオンラインで
提供され，利用者と直接対面でやりとりする機会が
少ないことや情報分野に詳しい人員が揃っているな
ど，在宅勤務やオンラインでのイベント運営をやり
やすい条件が揃っているように思う。そのため，あ
くまで NII でコロナ禍を経験した一職員の意見と
して受け止めていただけるとありがたい。

3．1．場所
コロナ禍対応によって大きく変わったものの1つ
が，場所に関する事柄である。ここでは，「物理的
な制約」と「移動」の2点を中心にメリットと課題
を述べる。
3．1．1．物理的な制約
在宅勤務の場合，NII ではオンライン会議ツール
を用いて，オンラインで打合せや会議をしているが，
物理的な制約を受けないことにより，オンサイトと
比較して日程調整がしやすいというメリットがある。
オンサイトで打合せをする際，日程調整の条件と
して「参加者の予定が合うかどうか」に加え，打合
せをする環境を用意しなければならないため，「場
所が確保できるか」，また，「必要な機材（マイク，
モニター等）が確保できるかどうか」が条件に加わ
り，特に人数の多い会議ではなかなか日程が決まら
ないことがある。
一方，オンラインでの打合せであれば，打合せを
するために必要なものは，究極的にはオンライン会
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議に接続するための端末のみとなるため，日程調整
の条件が「参加者の予定が合うかどうか」だけで済
む。
また，イベントに関しては収容人数の制限を受け
ないというメリットもある。
例えば，NII がオンサイトの大規模イベントを開

催する際によく利用している一橋講堂の収容人数は
521名とされている。サイバーシンポジウムの最大
参加者数は2，332名のため，2，332名全員を収容する
となると一橋講堂5つ分の会場を確保しなければな
らないが，実際に2，000名を超える人数を収容でき
る会場はなかなかなく，会場を確保できたとしても
設営や対応スタッフの手配等に多くのコストがかか
ると推察する。
その点，オンラインイベントは，配信ツールによっ
ては接続数の制限はあるが，オンサイトの会場に比
べると参加可能な人数の規模が圧倒的に大きい。ま
た，少人数でも大人数でも準備にかかるコストがあ
まり変わらないので，イベントの参加人数によって
設営や対応スタッフの人数を調整する必要がない。
このように，大規模なイベントや参加者数が読めな
いイベントを気軽に開催できるのは，オンラインな
らではのメリットと考えられる。
ただ，物理的な制約を受けない代わりに顕現した
課題としてネットワーク環境の整備がある。
オンラインイベントは運営側のネットワークが落
ちると実施できなくなるため，まずは運営と講演者
が安定したネットワークを用意することが前提とな
る。加えて，視聴者側も安定したネットワークに接
続していないと，音声や映像が届かなくなるので，
双方の準備が必要となる。
原因はネットワークに限らないと思うが，実際に
サイバーシンポジウムでも一部の参加者から視聴が
できなかったとのご意見をいただくことがある。
サイバーシンポジウムでは，限りある情報通信回
線を有効活用するためにデータダイエットへの協力
を呼びかけたり11），シンポジウム終了後でも講演を
視聴できるようアーカイブの映像や資料を公開する
ようにしているが，この課題を完全に解消すること
は難しい。
3．1．2．移動
移動に関しては，移動にかかるコストが省かれる
ことにより，イベントや会議により気軽に参加でき
るというメリットがある。

例えば，オンサイトでイベントを実施する場合，
参加者は会場に集合する必要があり，会場までの移
動時間や旅費がかかることになる。また，基本的に
イベントに参加している間は日常業務を停止しなけ
ればならず，場合によっては丸一日そのイベントに
時間を奪われることもある。これにより，運営側は
お願いできる講演者が限られる，参加者側はイベン
ト会場から遠い地域の方は機関の中で参加可能な人
数を絞る，もしくは，参加を諦めなければならない
場合がある。
一方，オンラインは遠隔で参加できるため，移動
のためにコストをかける必要がない。また，拘束さ
れる時間がオンサイトと比較して非常に短くなるた
め，日常業務に穴をあけずに参加できる。これによ
り運営側は遠方の方にも参加を依頼しやすくなり，
時差の調整をすれば，海外の方も参加することがで
きる。また，視聴者側も参加人数を気にすることな
く講演を視聴できる。恐らくこの気軽さによって，
サイバーシンポジウムは高頻度での開催や2，000名
を超える参加者数を可能にしていると考えられる。
ただ，オンラインのイベントや会議は気軽に参加
できる分，休憩なしで半日以上会議が立て続いてし
まったり，講演が続くスケジュールや複数の会議に
同時に参加するといった無理を強いられる場合もあ
り，メリットと言いきれない面もある。

3．2．講演の視聴方法
講演の視聴方法についても，視聴場所がオンサイ
トからオンラインに変わっただけでなく，付加的な
変化が生まれた。特に，オンラインイベントを視聴
ツールのタイムシフト機能を使って時間差で再生す
る際やアーカイブされた講演動画を後から見る際の
メリットが大きい。
オンサイトのイベントの場合，決められた時間帯
に会場にいなければ講演を聴くことができず，また，
プログラムを構成する講演の中に一部興味が薄いも
のがあっても，基本的には全て通しで聞くことにな
る。
一方，オンラインは，アーカイブがあれば視聴す
る時間帯を自由に変えられることに加え，任意で再
生速度を変更することや特定の時間に巻き戻して視
聴することができる。
例えば，視聴者はイベントのプログラムを見て，
自分にとって興味の薄い講演は再生速度を速める，
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もしくは，講演自体をとばすことで，イベントの視
聴にかける時間を短縮できる。また，聞き逃しや理
解が追い付かなかった部分を繰り返し再生すること
や遅れてイベントに参加したとしても最初から講演
を視聴することも可能となる。
これはオンライン授業にも当てはまる。サイバー
シンポジウムで講演されたものだが，戸田智基教授
等による名古屋大学の調査12）では，学生がさまざま
な速度でオンデマンド授業を視聴していることが分
かった。視聴者個人の都合や理解度に合わせて効率
的に講演を視聴できることもオンラインの魅力であ
る。
ただ，このメリットは，ある程度の前提知識や目
的意識がないと恩恵にあずかれない。また，視聴者
の判断で余分な情報と判断された箇所を省いてしま
うため，効率的に視聴できる反面，思いがけない出
会いを得ることが難しく，条件付きのメリットだと
考える。

3．3．コミュニケーション
コミュニケーションは，コロナ禍の対応で多くの，
かつ，克服の難しい課題が顕現した視点である。こ
こでは，在宅勤務における課題として「得られる情
報量の変化」，オンラインでのイベント運営におけ
る課題として「講演者や視聴者にトラブルが発生し
た時の対応がしにくい」と「視聴者同士のコミュニ
ケーションが取れない」を挙げ，具体例やその対策
について述べる。また，課題だけではなく，コミュ
ニケーションの変化に伴って感じられたメリットに
ついても触れたいと思う。
3．3．1．得られる情報量の変化
在宅勤務において，NII では，チャットやオンラ

イン会議システムを利用してコミュニケーションを
図っており，通常の業務をこなす上での支障はでて
いないが，雑談や立ち聞き等の業務には直接関係な
いが有用な情報を得られる機会が減っているように
感じる。在宅勤務でのコミュニケーションは意識し
ないと情報を共有することができないため，対面と
在宅勤務との意識すべき点の違いに注意を払う必要
がある。
また，職員同士の顔が見えないため，特に新任で
NII に配属された方は一緒に仕事をしている人の雰
囲気を掴みにくくなっているのではないかと危惧す
る。業務外でオンラインの交流会を開く等工夫をし

ているが，在宅勤務が続く中ではなかなか改善が難
しい問題である。
3．3．2 講演者や視聴者にトラブルが発生した時の

対応がしにくい
この課題の具体例としては，例えば，講演者の音
声が届かないことや視聴者の環境によって配信ツー
ルに接続できない，という事案が考えられる。オン
ライン開催の場合，講演者，視聴者と運営側の距離
が物理的に離れるため，すぐ傍で操作を補助できず，
講演者や視聴者自身にトラブルを解決してもらわな
ければならない。また，視聴者は音声や映像が出せ
ないよう配信ツール上で設定されることも多く，そ
もそもトラブルが発生していること自体に運営側が
気づくことができない場合もある。
課題への対応策として，サイバーシンポジウムで
は2つのことを実施している。
1つ目の対策は，講演者と念入りにリハーサルを
行うことだ。サイバーシンポジウムでは本番までに
1度は講演者との接続確認を行い，細かくコミュニ
ケーションをとるようにしている。音声にノイズが
入っていないか，映像が逆光になっていないか等の
講演者の環境を確認すると共に，実際に投影する資
料の画面共有のテストも行い，操作で困る部分がな
いか，資料（特に動画，音声付きの資料）をうまく
共有できるか等の技術的な課題がないかを確認して
いる。もし課題があった場合，音声にノイズが入っ
ていたらマイクを交換，資料共有で資料の音声が出
なかったら音声なしの資料に差し替える等の講演者
側の対策を本番前に実施できる。実際に，私は NII
外の組織に出向していた際，サイバーシンポジウム
の講演者の接続補助をしたが，リハーサルで資料共
有ができず，本番用に別端末を手配したことがある。
入念なリハーサルによって事前に想定されるトラブ
ルを防ぎ，もし何かのトラブルが急に発生しても落
ち着いて対応できるようにしている。
2つ目の対策は，視聴者用の配信ツールを複数用
意することである。サイバーシンポジウムでは視聴
用のツールとして，Webex Events，LINE LIVE，
YouTube を用意している。視聴者が何らかの理由
で視聴不可となった場合，問合せてもらえれば運営
側でトラブルを認知できるが，問合せず視聴を諦め
てしまう視聴者もゼロではない。そのため，事前に
複数のツールを準備し提供することで，Webex
Events が使えないのであれば YouTube，というよ



図書館界 Vol．74 No．4

238

うに視聴者に複数の選択肢を与え，トラブルが発生
した際も視聴者自身でトラブルを回避できるように
している。また，YouTube のように広く一般的に
使われているツールを選択肢に含めているため，視
聴者が操作に困る可能性も低くなっている。
3．3．3．視聴者同士のコミュニケ ションが取れな

い
イベントに参加する際，同じイベントへの参加者
との交流を目的の1つとして参加する参加者も少な
くはないと想像するが，オンラインイベントでは視
聴者同士の交流の実現は難しい。
オンサイトの場合は，イベント前後で同じイベン
トに参加している知り合いを見つけ情報交換をする
ことができたが，オンラインイベントでは視聴者は
基本的に音声や映像が出さないよう求められ，イベ
ント終了後も視聴者はすぐ接続を切り，それぞれの
日常に戻ることが多い。参加者同士のコミュニケー
ションに特化したオンラインツールもあるが，サイ
バーシンポジウムのような一対多の講演がメインの
イベントではイベントに参加ついでに他の参加者と
コミュニケーションをとることは難しい。
サイバーシンポジウムでは，意図したわけではな
く結果的にだが，質疑応答用に用意した Slack と
いうチャットツールで一部の参加者同士の交流が実
現できている。具体的には，Slack には基本機能と
して全員参加の雑談用のチャンネルが用意されてお
り，ここに一部の参加者が講演の感想等を投稿し，
その投稿に他の参加者が反応し，というように，
チャットのテキストの上ではあるが，参加者同士の
交流が生まれている。さらに，講演されている先生
が雑談に参加されることもあり，講演者と視聴者が
同じ目線で交流でき，オンサイトにはない面白さが
あると感じている。
3．3．4．コミュニケ ションの変化に伴うメリット
ここまで，コミュニケーションについての課題ば
かりを述べてきたが，コミュニケーションの変化に
伴うメリットもある。
私が感じたメリットは，やりとりの記録がテキス
トで残ることである。
在宅で仕事をする際の主なコミュニケーション

ツールはチャットやメール等のテキストになる。対
面によるコミュニケーションの主なツールは音声や
表情といった記録に残らないもののため，議事メモ
を作成するなど意識して対応しないと記録に残すこ

とができない。
その点，テキストは記録が残るもののため，後か
らやりとりを振り返ることができる。また，部署異
動等で業務を引き継ぐ際も，やりとりがテキストと
して残っていれば，それを参照しつつ引継ぎ資料を
作成でき，また，テキストをそのまま引継ぎ資料の
一部にすることもできる。反対に，引き継がれる側
は，意思決定の過程等を比較的簡単になぞることが
でき，過去の経緯を調査する際など有用である。

4．コロナ禍による変化を振り返って

本稿でサイバーシンポジウムを取り上げるにあた
り，運営や企画に携わった職員に対してインタ
ビューを行ったが，ある職員にインタビューする中
で，「新しいことをしているのだからトラブルが発
生すること自体は許容し，発生したトラブルに対し
てどう対応するかを重視している」という言葉が印
象に残った。これは新しいことへ挑戦する時のマイ
ンドとして重要であると感じた。
ここまで述べてきたオンラインイベントの運営と
在宅勤務は，新型コロナウイルス感染症を契機に新
しく始められたもので，どちらも最初から全てがう
まくいったわけではない。挑戦と失敗と対策を繰り
返しながら走り続けているものであり，この繰り返
しによって多くの知見やノウハウが蓄積されている。
また，蓄積した知見やノウハウは共有され，他の
NII のイベント等に活用をされている。実際に，サ
イバーシンポジウムで得られた知見は，その後開催
された NII オープンフォーラム13）などの他のオン
ラインイベントでも活かされた。
この原稿を執筆している2022年9月現在，コロナ
初期に比べ行動制限がかなり緩和された。以前のよ
うに必要性に迫られて新しいことに挑戦するという
ことは少なくなっているように感じるが，コロナ禍
で学んだ「挑戦に失敗はつきものと割り切ること」，
「失敗を活かし発展させること」を忘れず，今後の
イベント運営や業務に活かしていきたいと考える。

5．終わりに

原稿の執筆にあたって2020年初頭から現在にかけ
ての変化を辿り，改めて新型コロナウイルス感染症
によって時代がいかに大きく変わったかを思い知っ
た。コロナ禍の中，各図書館が変わりゆく状況下で
何ができるかを考え，今も試行錯誤が繰り返されて
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いるものと推察する。ここでは NII で実施したコ
ロナ禍対応，具体的には，在宅勤務とオンラインイ
ベントの運営について整理したが，ここで整理した
内容が試行錯誤をする中でのアイデアに繋がれば大
変嬉しく思う。

（おおさわ さと）
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