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巻頭言

I-LISS Japanのこれから
前川 和子

(I-LISS Japan 副会長)

2018年 3月に、LISSASPAC (Library and Information Science Society for Asia and the Pacific：

アジア太平洋図書館情報学会)は I-LISS (International Library and Information Science Society：

国際図書館情報学会)へ改編の合意を形成しました。事務局はインドにありますので、インド政府へ

の手続を始めました。同時に会長志保田務 (桃山学院大学名誉教授、Ph.D.)を中心に日本支部も変更

へと動きました。そして、2018年 11月 10日 (土)に LISSASPAC総会が開かれ、提案によりその

場で I-LISS Japanへの組織替えと名称変更が承認されました。三役もそのまま引き継がれました。

支部会長に志保田務、副会長に前川和子 (元・大手前大学教授)、事務局長に中村恵信 (神戸松蔭女子

学院大学教授)です。

S.R.ランガナタンに引き寄せられ、2016年 6月インドの SRM大学 (チェンナイ) を会場とした国

際会合 (ICIDL)に参加する機会を得ました。志保田務博士と故三宅桃山学院大学教授とご一緒でし

た。会場はインドの会員の皆さんの熱気で溢れていました。会長は呉東根博士 (啓明大学校教授、韓

国図書館情報学会会長)で、韓国の会員の方たちも元気いっぱいでした。2度目は東義大学校 (釜山)

で行われた大会に参加しました。カザフスタンの若い女性司書にお会いし親しく交流しました。その

時に、アジアの図書館と図書館情報学は、いまどうなっているのかと深く思いを馳せました。志保田

博士のおかげで、アジアを意識している自分を見出していました。3度目は 2018年にバンコクを訪

れました。その訪問の後、日本はアジアとどのように図書館・図書館情報学の分野で交流してきたの

か。その問題意識を追求するため、志保田博士の研究成果「第 2次世界大戦後のアジアの図書館研究

交流史：インド、韓国を軸とした瞥見」と出会い、それを基盤とした研究を行い、日本図書館研究会

研究大会でグループ発表として実らせました。

まだ始まったばかりの歩みですが、以下のように確かな歩みとなっています。

2016年 日本支部：Japan Chapterを 12名で設立し本部 SRM大学へ届ける

2017年 8月 12日 支部設立のセレモニーを大阪府立中之島図書館別館で開催

この会合の予稿集を兼ね、Journal of LISSASPAC JAPAN Vol.1, No.1を刊行。

2018年 2月 同巻 No.2を発行。

2018年 11月 10日 Journal of I-LISS JAPAN Vol.1, No.1を発行

アジア・太平洋の図書館情報学研究者から始まったこの国際交流団体は、名称を国際に変更しても

アジアの熱気をもって世界全域と交流するというスタンスを持ち続けると思われます。そして日本の

この学術雑誌も、世界への窓口としての役割を果たすことと信じています。
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論文

日本の図書館組織における専門職団体としての矜持と溶解 (後編)

志保田 務
(桃山学院大学名誉教授)

Formation of Japan Library Association and the Other society as
Professional Societies and Their Dissolution: Part Two

By Tsutomu SHIHOTA

(Emeritus Professor of St. Andrew’s University)

抄録

(承前)日本の図書館関係団体における専門職たる意識，専門職団体の矜恃の形成について，その

発生，以後の内実の進展，変容を的に批判的に検証する。

前後編に分け，前編 (先稿)では，日本文庫協会その他わが国図書館関係団体の誕生と，そこにお

ける専門職団体としての規則化，初期の活動について検討した。日本文庫協会は 1892 (明治 24)年

に設立，16年後の 1908 (明治 41)年，日本図書館協会と改称する (英語名は当二者共 Japan Library

Association：JLA)。

JLAは設立以降，わが国図書館界において制度化，標準化，協力を実現し，職業としての安定化を

図り，同界への国家による財政，立法上の実動を引き出そうとした。本稿はこうした営為を，斯界に

おける，矜恃と表現する。ただ国家権力は，図書館界のこうした運動の奨励を装いつつ，実際はこれ

を利用して思想誘導の手先となろうとした。こうした流れのなか，JLAは国家権力への接近を強め

た。昭和初期には図書館専門 (職)団体としての矜恃全面に曇りが浮き彫りとなる。

後編 (当稿)では，いわゆる十五年戦争時期 (昭和初期から同 20年まで)における JLAの図書館専

門団体としての矜恃の変質と，後発の図書館研究団体，青年図書館員聯盟が示した毅然たる立ち位置

を対比，論究する。そして終戦直前期における図書館団体の崩壊について実質面を含め検討する。最

後に戦後期にも僅かに言及し，戦中期の逝き方の断絶，あるいはその継承，さらには転生を考察し，

現代への繋がりを質す。

なお，引用に関しては，著者名・文献刊行の年月を以って文末の引用文献 (リスト)へ繋いでいる。

一部に当該事項に関する関係資料上の所載ページを「p.◯◯」として付記した。

Abstract

Nihon Bunko Kyokai was formed as a professional society in the Meiji era, and its name

was changed into Nihon Toshokan Kyokai (Japan Library Association: JLA) in the Taisho era.

This paper discusses the history of JLA’s and the other society’s pride and self-esteem, and

dissolution from the first period of Showa to the postwar days.

3



目次

1 文庫協会の時代：日本文庫協会と関西文庫協会

.1 日本文庫協会：1892年 3月発足

.2 関西文庫協会：1900年 2月発足，「東壁」創刊

2 日本図書館協会 (JLA)形成期：十五年戦争前まで

.1 JLA誕生と政治的干渉：「松本喜一帝國図書館長」登用と拒絶騒動

.2 徳川資金と関東大震災：『図書館雑誌』間宮不二雄委託

.3 JLA在京理事会『図書館雑誌』を奪還：「松本喜一理事長」選出

(以上既説) : 本誌第 1巻 1号：November 2018。以下，本号)

3 十五年戦争期以降，終戦直後まで：日本の図書館専門団体の “矜持”の命運

.1 青年図書館員聯盟『圕研究』の成長：“事務派”のモラトリアム

.2 大政翼賛的 JLAの迷走：中央図書館長会議，読書指導

.3 矜恃の溶解：団体規制令，雑誌休廃刊

4. まとめと展望：民主化転換，断絶と継続，戦争責任論

3 十五年戦争期以降，終戦直後まで：日本の図書館専門団体の “矜

持”の命運

20 世紀初頭に誕生した日本図書館協会 (JLA) は専門職団体として纏うべき矜持を模索したが，

JLA におけるその模索は空転だったと言えよう。往時の日本 (大日本帝國) は 1894 (明治 27) 年か

ら 2年間の日清戦争を戦い台湾を植民地とし，1904 (明治 37)年から二か年の日露戦争を経て，1906

(明治 39)年，アジア極東地域 (いわゆる “満洲”)に南満洲鉄道 (満鉄)を設立した。これは植民地経

営機構，国策を帯びた半官半民会社で，満洲の権益に関わるに止まらずシベリア出兵，中国・関東州

侵略に策動の日本帝國軍 (主に陸軍，通称 “関東軍”)を支えた。社業は鉄道・交通関係に限らず，植

民地・満洲のインフラをはじめ公共生活を差配する官庁のごとき役割を，第二次世界大戦終戦まで

担った。

後藤新平初代総裁は「文装的武備」を標語に，文化，情報面事業をも重視し，満鉄設立の翌 1907

(明治 40)年 “調査部”を設けた。満洲開拓 (侵略)のための研究・調査を行う機関で，その調査資料

の収集と満鉄社員等住民の読書に資する機能を期して図書館設置を図り，1918 (大正 7)年に大連図

書館，翌年に奉天 (現・瀋陽) 図書館を設立した。これらの図書館は現代の仕分け法では “私立図書

館”“会社図書館”“専門図書館”と言えようが実質は国立図書館的 “公共図書館”であり，“参考調査図

書館”と “一般図書館”の機能を果たした。それぞれ設立数年後，柿沼介 (以下，柿沼)が大連図書館

に，同館を経て衛藤利夫 (以下，衛藤)が奉天図書館に赴任した (共に数年後館長に昇進)。数十万の

蔵書を築く。大連図書館が館報『書香』を 1924-25年に出し，同誌名で，満鉄全図書館の館報として

1929 (昭和 4)年 4月復刊された (大連図書館 1924.4)。
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関東軍は 1928 (昭和 3) 年，中国奉天軍閥のリーダー張作霖を暗殺 (皇姑屯事件)。その 3 年後の

1931 (昭和 6)年，満洲事変 (柳條湖事件)を起こし，同事変を “その父・張作霖の敵討ちを謀る張学

良のテロ”と嘯き軍略を進めた。だが実際は哈爾濱 (ハルピン)進出を図る関東軍が，石原莞爾の策動

の下に，本国で大杉榮らを殺害し服役後渡満していた甘粕正彦らが犯した爆破事件である。奉天図書

館長・衛藤 (後 JLA理事長)は旧制五高 (熊本)で同窓の思想家・大川周明を媒介して，この関東軍

内の過激派と通じており，関東軍が設けた奉天指導部の講師 (政治的指導者)の地位に就いて侵略政

策の表面で動いていた (東條文規 1999.3，p.122)。衛藤は「五族協和」(日韓満蒙漢の 5民族が協調

して暮らす国家の成立を目指す)思想に立っていた。その “国”は「王道楽土」と称された。彼は大

川周明主宰の雑誌で「支那を食え」と発破するなど (小黒浩司 1992.3，p.259)大陸の日本図書館人中

で激烈な一人だった。また満洲事変で接収した張学良府跡に，その蔵書『四庫全書』等を中心に満洲

国立奉天図書館をも造った。

日本は 1932 (昭和 7)年，国際連盟を脱退。同年，五・一五事件＝海軍系統のテロで犬養毅首相が

暗殺され，1936 (昭和 11)年二・二六事件＝陸軍系統のテロで複数の大臣等が暗殺された。

1937 (昭和 12)年 7月 7日，盧溝橋事件が勃発。同事件は張学良の仕掛けとの見方もあり，この事

件を切っ掛けに日本帝國軍隊は北京，上海へ侵軍。同年 12月 13日，蒋介石政府の治める首都・南京

が陥落 (支那事変)。この件については「大虐殺」の規模，存否を巡り議論がある 注 1)。往時の図書館

関係の保存資料に立っての確認，分析が肝要である。竹内による南京・雨花台 (戦禍記憶所)見学後

の感想が，悲しみを書き留めている (竹内悊 1978.9)。

原子爆弾の惨禍を世界に訴え得るのは日本人ばかりである。同時に，それと同じ強さきびし

さをもって，日本が中国人民に与えた惨害を省みるべきである。

この省察に浮かぶ南京侵攻の経路上に位置する北京，天津でも日本帝國による蔵書の略取が行われ

ており，これについても近年，研究が深められている (鞆谷純一 2006.9，岡村敬二 1991.3)。

この昭和初期，日本本土は，シベリア出兵関係の消耗 (出兵 7万 3,000人，戦死者 5000人内外)。

10億円＜当時＞の巨額戦費，続く関東大震災 (1923年)，世界大恐慌 (1929年)の下に，不況，疲弊

に喘いでいた。

JLAを軸に言えば，関東大震災後で『図書館雑誌』編集・出版の危機に直面，それを救った間宮不

二雄 (以下，間宮)を短期でその編集・刊行責任者から罷免した。この件にともなって，間宮を呼び

こんだ今井貫一 (以下，今井)を理事長から更迭。代わって松本喜一 (以下，松本)の理事長就任と一

連の騒動に至ったことは，前編，第 2章で記した。“松本理事長”の選出は「日本図書館協会を暗黒

時代へ進めた」大失敗の選択肢だった (小川徹［ほか］2006.11，p.202)。

ところで 1939 (昭和 14)年，満鉄調査部は “大調査部”策，機能集中化に向かい，そのスタッフは

2000人を超えるスケールとなった (山田豪一 1977.1)。結果，大連，奉天図書館の調査図書館機能を

満鉄本部に奪った。柿沼は早速 1940 (昭和 15)年大連を去ったが衛藤は後少し満洲に止まる。

1942 (昭和 17)年，北京へ出張の JLA理事・中田邦造 (以下，中田)が，満洲・大連航路を用いて，

途上の奉天に衛藤を往復で訪ねた。衛藤は後述のように中田の誘いを受け入れ，同年，同館を辞任・

帰国し，JLA理事に就任した (東條文規 1999.3，p.122-124)。
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1940年代，日本軍は満洲国に続き，東南アジア・南方 (ニューギニア，豪州本土)へ侵行。1941年

末日米開戦 (太平洋，アリューシャン列島含む)。ソ連 (現・ロシア)が 1941年に日本と結んだ不可侵

条約 (5年効力)を満期前の 1945年 4月に破棄して日本に宣戦布告。満洲・中国北東部，樺太，千島

列島，朝鮮 (北部)に侵攻した。“日本帝國”は鶴見俊輔の言う “十五年戦争”の凄惨な末期を迎えた

(鶴見俊輔 1956.1)。

“十五年戦争”期，“日本帝國は，“挙國一致”，“一億玉砕”などをスローガンに，言論界に治安維持

法，憲兵・特別高等警察 (特高)による思想取締り・検閲等を行った。読書の自由の保障を致すべき

立場にある図書館 (界)は，危機感と無力感の苦渋を飲み，暗澹たる時代に晒される。

なお中国侵略時，一時，国内は一種の好景気状態 (軍需景気)にあり，図書館費の増加，小規模図

書館 (通俗図書館・簡易図書館)の増加等を見た。だが JLAにおいては運営資金が欠乏。国家補助を

文部省に訴え，その自立に揺らぎを見せた。結果，松本理事長の手蔓で 1930 (昭和 5)年，社団法人

(当時)となり (JLA 1993.12，p.525)，政府から便益を受ける御用機関へと傾斜した。さらに終戦直

前の 1945 (昭和 20)年 3月，財団法人に組織替えし (JLA 1993.12，p.534-536)，形ばかりの組織の

維持を図り，理事長に文部省教育局長・近藤寿治を迎え，完全に国家の末端に入った (同財団法人寄

付行為にその事実を見る「第 1条：本部ハ文部省構内ニオク，第 4条：本会ハ［中略］左の事業ヲ行

フ，一 政府の行フ図書館行政ニ対スル協力 二 国民読書の指導」ほか)。

ただしこの時期，専門職団体としての毅然とした活動を全うした専門集団が図書館界にあった。間

宮が起ち上げた青年図書館員聯盟であり，その活動の果実は機関誌『圕研究』に所載された。

3.1 青年図書館員聯盟『圕研究』の成長：“事務派”のモラトリアム

前編 (第 2章)で見たように，大正末期から昭和初頭にかけて JLAは理事長に今井大阪府立図書館

長を，『図書館雑誌』編集・発行担当者に間宮を任命したが，JLA東京本部はこの実行を “一時委託”

だったかのように，震災処理が落ち着く 1927 (昭和 2)年初頭，二人からこの任務を奪取した。

これに際し JLA東京本部は，事もあろうに，かつて，帝国図書館長への就任を不適当と抗議を呈

した人物・松本喜一を，自らの組織の理事長に選出した。間宮を “商人”と侮って追い払い，JLAに

おける支配力 (理事長，機関誌編集者の地位)を東京本部に回帰させる意図と連環したものである。

松本は，JLAを専ら国策機関化せしめた張本人ともいうべき人で，住谷は松本を「日本のムッソ

リーニ 注 2)」に譬え，後に館界の戦争責任者と追及した (住谷雄幸 1969.3，p.5-6)。

間宮は JLAの強引な対応を意にも介さぬかのように，1927 (昭和 2)年に青年図書館員聯盟 (以下，

青連)を大阪市に設立。自ら主宰者「書記長」となり 1928 (昭和 3)年，機関誌『圕研究』を発刊。専

門職の矜持構築を図った (「圕」は中国図書館学者・杜定友による「図書館」を表す造字)。

青連は綱領として以下の 5項目を挙げている (髙山正也 2016.4，p.102)。

[1] 図書館員教養の向上

[2] 図書館管理法準則の確立

[3] 図書館設立経営の指導

[4] 図書館員の社会的地位の改善
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[5] 単一図書館聯盟結成の促進

ちなみに「図書館従業者の多くが曇如として伝統的象牙の塔に閉じ籠り，山積する課題に対しても

一致協力して事に当たることなく袖手傍観している」と，広く理論と実務の両面からの組織的な研究

の必要性を訴えた。その基底に図書館員の教養の必要性，専門職としての実力の養成を求めた。

ここで留意したいのは「単一図書館聯盟結成の促進」を謳ったことである。

JLAに反旗を翻し別組織を作ったのではない。JLAの「活動方向との対立を意識して専門職とし

ての図書館員個人を全国的に結集」しようとしたのである (岩猿敏生 2007.1，p.208)。

青連は，大阪府立図書館との親密さを頼りに，その館長・今井を顧問に，同司書部長・中尾謙吉を

初代主席理事に迎えた。また間宮が間宮商店を構えた大阪や近畿一帯の図書館員，和歌山高等商業学

校司書の鈴木賢祐，神戸高等商業学校司書の鞠谷安太郎などを発起人に並べた。彼らには研究素養が

既にあったが，生業における肩書は，主に “司書” であり，大図書館の館長クラスを揃えた JLA の

理事会と比べ低職位だった。当時，早大仏文科出の同館新人の司書だった田島清は「ここ［青連］に

集まっていた図書館員の多くは学歴が世間的に不利で司書にしてもらえなかった不平分子」(田島清

1975.8，p.51)と語っている。

この 1928 (昭和 3)年 3月大阪府立図書館は創立 25周年を迎え，今井館長の在任記念を中心に約

160名が集い祝典を実行した (大阪府立図書館中之島図書館 2004.2，p.127-129)。大阪府知事挨拶の

あと，松本喜一が文部大臣祝辞を代読し，JLA理事長祝辞は当人・松本に代わって京都帝國大学 (以

下，京都帝大)の附属図書館長 (以下，館長)の新村出理事が代読した。

ところでこの祝典の数日まえ大騒動があった。同館の若い司書たちは，この際 25年勤続の藤田弥

太郎司書をも表彰すべきと訴え，募金を画し奉加帳を回した。発起人の筆頭に中尾謙吉司書部長の名

があった。青連の主席理事をも務めていた中尾は若手からの依頼でそうしたのであろう。ところがこ

の一件が館長・今井の逆鱗に触れ中尾司書部長は面罵のうえ諭旨免職を言い渡された。若い司書た

ちは “連決辞職”覚悟で今井に中尾の免職処分撤回を訴えた (田島清 1975.8，p.51-69) 注 4)。この件

を話題とした座談会仕立ての投稿記事が当時の『図書館雑誌』に載っている (大阪府立図書館関係者

［座談］1928.3，p.64-65)。「藤田司書二五年勤続を称える」形をとっているが，関連で免職された中

尾謙吉については触れていない。本件を細かく書き留めたのは田島清 (前出)である。ところが田島

は，この被罷免者を “中谷司書部長”と表している (下線，志保田)。記憶違いでもなかろうが。ただ

し田島は “中谷”の子息「昇平」が事件の約 30年後 “大阪市役所の教育長，助役となった”と記し (田

島清 1975.8，p.51, 69)，“中尾発見”のヒントを残した (大阪市 2018.12)。なおその約 40年後の同

館 OBたちによる＜ 70周年記念座談会＞においてもこの件が話題とされた。だが，中尾の名は「N」

とイニシャルである (中村祐吉［ほか］ 1975.3，p.6)。さらに 30年を重ねた後『大阪府立図書館 中

之島図書館百年』(2004.2，p.128-129)に関係記事が出る。ただこれは，75年前の『図書館雑誌』上

の座談会記事を引いたに過ぎず，“中尾”の名を明かしていない。これは同事件が大阪府立図書館史

上大事件と認識する一方，実を語り難いという事情があるようで “見え消し”状に語り継がれている。

結果として往時の府県立図書館長たる者の強権力 (彼らは館員の給与を決め免職する権力を有してい

た)を透写し，司書の専門職的活動阻害の実際を浮き彫りにしている。“中谷”(中尾謙吉)は関西大学
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図書館に転職し，年収は三分の一にダウンしたという (田島清 1975.8，p.69)。ついでながら今井は

1920年代初め，佐野友三郎 (山口県立図書館長)の大阪市立図書館長への異動を妨げたといわれてい

る。佐野はこのあと 1920 (大正 9)年 5月に自殺している (前編参照)。

今井はその後 1935 (昭和 10)年まで同館館長を続けるが，在席末期の 1932 (昭和 7)年，JLA目録

法制定委員会委員長となり「和漢図書目録法」を案出した (JLA 1932.4，p.764)。これは日本伝統の

書名主記入方式に沿えて青連が主張する西洋流の著者主記入方式を併記したもので，実質は「案」で

あった。必然的に「主記入論争」が起きた。この議論の惹起は日本における目録議論に点火したとも

言える (志保田務 2005.5，p.77-84)。青連は早々に「主記入論争ワ終焉シタ」(青連 1932.10)と勝利

宣言し，著者主記入方式に立つ『日本目録規則』(NCR)策定にかかった。それが 1943年発表に至る

いわゆる『日本目録規則』であり，JLAによる NCR諸版の元版 (1942年版)とみなされている。た

だしこの方式は後 1977 (昭和 52)年「記述ユニット方式」に主座を譲った。

こうした青連会員について，中田は，「事務派」と揶揄した (中田 1934.1，p.3-4)。青連は図書館

(の蔵書) 構築の基盤技術を固めようとしていたのである。一方，中田は後述するように，読書指導

運動に邁進し，この期の JLAの舵取りに挑み，館界を国策の餌食に供する，旗振り役にまわってい

た。中田らの策が破綻し終戦に至り JLAは貧窮に喘ぐ。それを救ったのは青連・間宮が版権を有し

た『日本十進分類法』(NDC)の JLA譲渡，その販売売上げ利益の JLA納入である (後述)。

3.2 大政翼賛的 JLAの遁走：中央図書館長会議，読書指導

1928 (昭和 3)年，三・一五事件が発生した (小林多喜二，1928.3 青空文庫)。

この事件は社会主義思想家たちの検挙で，逮捕された共産党員数千名，以外の被検挙者 300名 (以

上概数)，被拘留者 30名という。治安維持法 (大正 14年 4月 22日法律第 46号)が適用されもので，

さらに 1941 (昭和 16)年，死刑罰を加え改正される。ここに言論の自由という，図書館が自己の存在

礎石としている理念そのものへの弾圧が苛烈となった (JLA，1993.12，p.237-253)。

3.2.1 図書館令の “改正”：“附帯施設論争”と中央館長会議の制度設定

図書館令 (1899：明治 32年)の改正は，“日本図書館協会”への改称当時から JLAが専門職運動の

中心に置き，文部省に対する重要要望事項であった。1929 (昭和 4)年，図書館を管轄する社会教育

課を社会教育局に昇格させた文部省は，過般の図書館令改正運動に鑑みるかたちで，同令改正の草案

を作成し，道府県立図書館長会議の意見を聞いた。結果，1933 (昭和 8)年 7月 1日，改正図書館令

が公立図書館職員令と共になり同日公布された。この年の 8月 16日，JLAはその事務所を文部省新

庁舎内に移した (JLA 1993.12，p.765)。これは単に借室を移動したという単純な問題でない。

図書館界の大勢がこの図書館令の改正を受入れていたこの時期，石川県立図書館長であった中田

は，同令第 1条の下記第 2項に猛反発した。

図書館ハ社会教育ニ関シ附帯施設ヲ為スコトヲ得

中田はこの第 2項に怒り「図書館員の拠って立つところ」，「図書館は図書館として発達せしめよ」
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との論を『図書館雑誌』28年 1号 (1934.1，p.3-4)及び 4号 (1934.4，p.90-76, 107)に投じた。中田

の論調は，そのタイトルからも分かるとおり，図書館施設を目的外へ無軌道に流用することを拒絶す

るものであった。文部省の松尾友雄社会局成人教育課長は “社会教育は図書館本来の目的”と突っぱ

ねた。だが中田は “ならば同条第 1項 (下記)だけで十分であり，第 2項の「附帯施設ソ為スコトヲ

得」は不要”と反論した。

図書館ハ図書記録ノ類ヲ蒐集保存シテ公衆ノ閲覧ニ供シ其ノ教養及学術研究ニ資スルヲ以ッ

テ目的トス

中田は，国が進めている統合管理 (団体等合併策)の流れの下に公民館の機能を図書館に押付け，教

育館のような施設とする策を察知，警戒したのであろう。この改正図書館令第 1条第 2項の出現に危

機感を抱いた中田は，翌 1933 (昭和 8)年春の全国図書館大会で「図書館ニヨル社会教育ノ研究機関

設置ニ関スル件」を提案。可決されその翌年 2月 JLAに関係調査委員会が設置され，中田は同委員

会の主査となった。委員会は委員全員の意見を第 3次にわたり『図書館雑誌』に紹介。1937年 6月

付けで「図書館社会教育調査報告」としてまとめた (JLA 1937.9)。同報告に対して「現代社会にお

ける公共図書館の活動の意義とそのあり方を理論的にあきらかにしたわが国最初の文書」との評価が

ある (裏田武夫［ほか］ 1968.3，p.23-24．)。この資料は，JLAとして編まれたわけで，図書館専門

職団体としての矜持を表したといえるものであろう。ただし全面的に評価できるものでない。

その理由であるが，組織論一般論からいえば，組織・機関には，二つの機能があり，目的遂行機能

と組織維持機能である。この理屈に照らせば，上記の調査報告書は，目的遂行機能の一推進と言え

る。だが，その目線が問題である，“図書館員＝教育者”(主体)とし “大衆＝被教育者 (客体)”という

関係に据え，図書館社会教育の教育的機能を「未だ自己教育をゆうせざる人々 (大衆)への働きかけ」

としており，そこに民衆教化思想，その後に中田が展開する「国民読書運動」の素地が示されている

(JLA 1993.12，p.244)。つまり民衆教化という国策にすり寄ることによって JLAという組織を維持

するという機能を果たそうとしたものである。また組織維持の面から言えば，図書館を他の組織に変

質させまいとする意図で，当時孤塁を守ろうとしたのであろうが，少なからぬ図書館が軍需施設化

する。

ところで，文部省におけるこの図書館令改正の中心は，館界を支配するための機構としての中央

図書館 (制度)規定の制定にあった。漠とした中間組織として在った道府県図書館長会議を，文部省

をトップとする指令権をもって統括するピラミッド組織，中央図書館制度とし，国家による JLA支

配を図ったのである。附帯施設反対の中田の熱弁を嗤うような深謀遠慮の礎石が敷かれていたので

ある。

3.2.2 中田邦造の JLAへの進出：高柳賢三による懇請

上記報告書が発表された 1937年度から中田は JLA理事となる。この時期から中田は JLAの活動

の中軸となり，日本の図書館界の命運を握る立場に昇って行く。中田の図書館活動歴を示しておく

(中田 1980.8，梶井重雄編＜年譜＞ p.248-266)。
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1897 (明治)32年 滋賀県出生

旧制膳所中学，旧制第八高校，京都帝大文学部哲学科卒。同大学院純正哲学専攻中退

1923 (大正 12)年 陸軍従軍 (輜重部隊軍曹，のち予備役，1925年同解除)

1925 (大正 14)年 石川県主事となる (29歳)

1927 (昭和 2)年 石川県立図書館長事務取扱

1929 (昭和 4)年 石川県図書館協会を設立，会長就任

1931 (昭和 6)年 石川県立図書館長 (35歳)この間読書運動を県下で実行

1940 (昭和 15)年 東京帝國大学 (以下，東京帝大)附属図書館 (以下，東京帝大図書館)司書官，JLA

理事として読書運動を推進

1943 (昭和 18)年 JLA専務理事 (1945年 3月まで：実質最高責任者)

1944 (昭和 19)年 東京帝大図書館を辞し，東京都立日比谷図書館長，1949年退職まで勤続

1950-1951 (昭和 25-26)年 IFLE＝教育指導者講習会講師，S. G.エイカーズ等と講師

1967 (昭和 42)年 逝去，69歳

中田は，石川県立図書館 (長)時代，“図書群運動”と名付ける読書教育を展開，勇名を馳せた。

この中田が，警察当局に逮捕されていた事実がある。

1937 (昭和 12) 年 6 月の満洲 (大連) 開催の第 31 回全国図書館大会に参加，帰国後，7 月警察に

拘束された，内務省警保局作成『特高外事月報』昭和 12 年 7 月の取り調べ記録にある (金高謙二

2013.8，p.112-113)。

種別 反軍的言動 所属団体及氏名・石川県立図書館長 中田邦造 事件の概容 7月 10日

左翼分子の時事懇談 会員 9名出席に講師として出席し［次］の如き反戦的講演をなしたり。

「上海事変当時，日本の陸戦隊は生きている支那人を トラックに積んでうみに投じた。これを

見ていた支那民衆は何ら憤慨することなく · · ·(後略)」

ここにいう「上海事変」は所謂「支那事変」(1937年侵軍)以前の 1932 (昭和 7)年に上海租界で日

本軍が致した軍事行動を指す。この襲撃で上海東方図書館所蔵の中国重要古典が焼失され，「秦の始

皇帝のそれを凌ぐ焚書」と言われた (小川徹［ほか］2006.11，p.203)。

上述の逮捕では不起訴だった中田だが，ここから彼は右傾化して賛政治協力に走り (金高謙二

2013.8，p.112-113)，大政翼賛会，日本出版文化協会と連帯して国民読書運動 (国民思想善導)を展開

した (日本図書館文化史研究会 2017.9，p.198)。

1937-38年度に，中田は JLA理事となった。同時期に理事となった高柳賢三 (以下，高柳)は，次

の期 1939 (昭和 14)年度，理事長に選ばれた。松本喜一理事長時代の幕引で，JLA事務所は高柳が

館長を務める東京帝大館長室内に移された。だが高柳は JLA内においては外様と言えた。そこで金

沢の地に足を運び，公共図書館畑で活躍の中田に JLAの実務を任ってほしいと説得。了解した中田

は翌 1940 (昭和 15)年，石川県立図書館長を辞任し JLA理事となるべく東京に居を移した。生業と

して東京帝大図書館に司書官の職を得た。中田は同館館長室内の JLA事務所と，司書官室の間を頻

繁に往来した。一連のことは高柳の尽力に関わるが，この事実は逆に JLAが個人プレーに頼ってい
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た証拠とも言えよう。

3.2.3 中田邦造と “読書指導”：JLA大政翼賛化

石井敦は，敗戦までの数年間の JLAをして「ほぼ会長，専務理事の独裁体制」だったと言う (JLA

1993.12，p.75)。中心は中田だった。中田の神髄は，上記の読書指導，読書運動という領域だった。

関係事項を微かに跡付け，まず用語を簡単に定義しておく。

「読書指導」とは読書に関する指導行為で，少なくとも今日では，子どもに対し，学校などが，適

切な読書への動機付けをし，それによる人格形成，社会適用能力の獲得といった効果の実現を図る

教育行動とされる (日本図書館情報学会 2013.12，p.171-172)。この意味から今日「公共図書館では

ほとんど使われない」用語とされる (図書館用語編集委員会編 2004.4，p.360)。当用の図書館用語辞

典 (和書)全般はこれと同様に定義している。ただしこのように限定する理由を明記したものはない。

推測するに，十五年戦争期に，文部省や中田などが展開したそれ (読書指導)に紛れまいとするとこ

ろに理由があると思われる。国策の「思想善導」施策，1937 (昭和 12)年の近衛内閣の提唱で展開さ

れた「国民精神総動員運動」に連結した往時の「読書指導」と一線を引くのであろう。

本稿が扱う「読書指導」はこうした現代の用語辞典類が言及を止めている，当時の「読書指導」で

ある。ただし，批判的に扱う。

「読書運動」については，上記二つの “辞典” を初めとして「読書の普及を目的とした運動」とし

て戦後に展開された「母と子の 20 分間読書運動」，「PTA 母親文庫」などをあげる (JLA 2003.11，

p.215-216)。この件でもいずれの用語辞典も，戦時中の「読書運動」が「読書指導」推進のための官制

運動として機能し，前者同様「思想善導」，「国民精神総動員運動」に連結したことへの言及が乏しい。

本稿が扱う「読書運動」はまさに戦時型の「読書運動」である。無論，批判的に対処する。なお

「思想善導」は「思想」に対するリスペクトの欠如を示す行動で，本質的に，「善」でありえない。

ここで中田の読書指導についてその実態を確認しておく必要を覚える。

彼は段階的読書資料の構造化「図書群」との構造概念の提唱者だった (岩猿敏生 2007.1，p.229)。

上述した戦時の読書指導が文部省の施策として，国民の戦意高揚に用いられた時期は「1942年度

から」で，その前の「39，40年度はその基礎固めの時期」とされる (奥泉和久 1992.5，p.2)。

中田が石川県で読書指導運動に傾注した 1930年代は，それまで盛んであった自由民権的な読書会

等に対する JLA松本理事長などによる “左翼的”との指弾 (松本喜一 1928.10)を見て，青年学級 (学

校組織外の青年団的組織)で行なわれていた読書学級，輪読会などへの “思想善導”策が動き始めて

いた。中田は，対象 (図書館利用者)を三種に分け，第一種は独自に図書を活用しうるもの，第二種は

活用に少々援助を必要とするもの，第三種は全く館の指導を必要とするものに分け，第二種対象には

選書，推薦を通し指導し，第三種に対しては段階的読書のための “図書群”を提供，懇切に指導する

とした (中田邦造 1938.1)。これは “良書普及運動”に繋がる。この当時の中田を「純粋」とかばう言

があるが (岩猿敏生 2007.1，p.230)，中田は松本 JLA理事長が「従来青年学級の寵児たる観のあり

ました社会科学に関する図書はようやく影をひそめ自然科学がこれに代わるに至った. . .」(松本喜一

1936.10) と嘯いた流れを汲んで行動したもので批判にあたる。中田は自己の読書運動を “図書群運

動”と呼んでいた。なお「良書普及」とは戦時中「思想善導」に通じていた用語であり，今日では使
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用が避けられ「適書」，「紹介」というあたりの語が用いられている (図書館用語編集委員会 2004.4，

p.562-563)。

侵略戦争推進の国策を煽る国民精神総動員運動に乗って，中田は JLA専務理事として文部大臣諮

問の「大東亜共栄圏建設ニ即応スベキ国民読書指導ノ方策如何」に応えて “国民読書”運動を展開し

た。驚愕の国策追随に JLAは突き進む。

中田は遂に巨大プロジェクトを企画する。満洲開拓地読書運動である。その実行機関としての財

団法人満洲開拓読書協会を 1943 (昭和 18) 年 11 月設立 (JLA 1993.12，p.97)。指導者養成のため

に 1944 (昭和 19) 年 2 月 11 日，富士山麓に芝富読書指導者養成所を開設した (鞆谷純一 2007.9，

p.110-114)。だが僅か数か月で頓挫し，その余波で満洲開拓読書協会そのものが破綻。同年 6月 2日

に解散した (鞆谷純一 2007.9，p.110)。

中田は 1944 (昭和 19)年 7月，東京帝國大学司書官を辞し，東京都立 (この年 4月「東京市」，「東

京府」は「東京都」に組織変更)日比谷図書館館長に転じ，蔵書を空襲・火災から救う大規模な疎開

を指揮した (金高謙二 2013.8，p.115)。中田がこの東京帝大図書館司書官からの転職について鞆谷は

「［芝富事件と］なんらかの関連性があるのではないか」と推測している (鞆谷純一 2007.9，p.112)。

ただ記録によれば，中田は上記事件の時を超えて 1945 (昭和 20)年度まで JLA専務理事を務め，平

理事を 1947 (昭和 22)年 1月末まで続けている (JLA 1993.12，p.536，735)。

3.2.4 衛藤利夫の JLAへの担ぎ出し：中田邦造による懇請

1940年代初頭の JLA理事長・高柳は，行政的手腕，特に文部省との交渉に手詰まりを覚えていた

ようである。法律学が専門であり，極東国際軍事裁判 (第二次世界大戦戦犯を裁く東京裁判)で弁護

人を務めるほどの力量を有したが，JLA会長職は畑違いであった。国家による圧迫で逼迫する JLA

を支えるには，専務理事・中田だけでなく，その上位の専門力が必要と考えたのであろう。高柳は自

分に代わる人材として衛藤利夫を擬し，その担ぎ出しを中田に委ねた。

中田は 1941年 9月末から 10月にかけて中国華北各省の社会教育人員講習会で「新秩序建設と図

書教育」の短期講習講義を行うため北京に赴いた機会を活かして衛藤を奉天に訪れ，説得に成功し

た。彼は帰国後「衛藤が了解」の旨を常務理事会に報告し，1942 (昭和 17)年 1月 25日付で衛藤は

JLA理事を委嘱された。この選任行動は社団法人日本図書館協会定款 (昭和 15年 10月 12日変更認

可)の第 23条後段「其ノ他ノ理事ハ会員中より総裁之ヲ委嘱ス」の規定に拠ったと見られる。だがこ

れについて小黒は「不明朗な人事といわざるを得ない」と厳しい (小黒浩司 2016.4，p.254)。理事会

で理事に選任された報の 2日のちの 1月 27日，衛藤は奉天図書館を退職，東京に戻った。因に，こ

の 1941年の JLA理事名簿 (JLA 1993.12，p.734)に “衛藤利夫”の記載はなく，彼が理事として公

式に記されるのは 1943 (昭和 18)年度が最初である。衛藤は，中田が企画した財団法人満洲開拓読書

協会の発起人に，大政翼賛会系 3人の官僚及び中田とともに名を連ねた (鞆谷純一 2007.9，p.107)。

JLA 内で会長 (1943 年度からは理事長制から会長制に変わっていた) などを差し置き発起人として

衛藤の名が出たのは，彼が中田専務理事直結の立場にあったゆえ考えられる。ついでながら衛藤は文

部省の「読書指導要領」作成のための会合「小諸会談」に文部官僚・有山崧 (以下，有山)などともに

参加し，それに関する一文を 1942 (昭和 17)年 8月に奉天の後任図書館長に郵送している (『衛藤利
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夫』 1980.4，p.159-163)。衛藤が本式に JLAの経営の第一線 (理事長，事務局長)に立つのはこの少

しあと，終戦後である。なお衛藤は一度も「会長」の肩書を持たなかった。

3.3 矜恃の溶解：団体規制令，雑誌休廃刊

1945 (昭和 20)年 3月末 JLAでは高柳会長が退いた。中田も専務理事を退き，平理事となった。

JLAは，1945 (昭和 20年)3月 15日，寄付行為を改正し財団法人へ組織変更。ここで総裁職を廃

したが，会長職は存続させ，これに岡部長景を就け（1946年度末まで），継いで 1947（昭和 22）年 1

月 29日まで安倍能成を就けた（JLA 1993.12，p.534，536，735）。岡部，安倍とも当職就任直前は

文部大臣だった。また理事長職が復活した（JLA 1993.12，p.534）。ここに JLAが官庁機構の外郭

団体との性格を露わにし，大日本教化報国会の御用機関となった。ところで上記，岡部，安倍，近藤

らの役員は，「日本図書館協会歴代役員」の肖像群 (JLA 1993.12 前付肖像)に漏れている。ただし同

書本文内 (p.735，771)にその姓名・職名が記録されている。

岩猿はこの時期に関して次のように記している (岩猿敏生 2007.1，p.237)。

もはや読書指導どころではなく，重要な図書を米空軍の焦土作戦から守るための疎開作業に

必死であった。［中略］堅固に造られた図書館の建物は，軍事用に転用された。［中略］図書館

はもはやその活動の場を失ってしまったのである。戦災によるぼう大な蔵書と施設の焼失，図

書館活動の全面的な崩壊を以て，日本近代図書館史はその幕を閉じるのである。

「館界における批判者」と褒められた青連 (岩猿敏生 2007.1，p.208)は，軍国政府から “JLAと合

併を強いられた。だが 1943年 6月さっさと解散宣言し，同年 12月『圕研究』「解散記念号」を刊行

した。この号で下記のように JLA批判を露わにした。「仮名遣いは原文のまま」

我国ノ図書館ノ指導者ヲ以テ任ズル文部当局ト云イ日本図書館協会ノ幹部ト云イ，図書館本

来ノ使命オ忘レ傍系的或ワ枝葉的ノコトニ大童トナリ。図書館ノ本質的進歩ニワ一向目オムケ

ザル様ナルワ我等トシテ我図書館事業ノタメ甚ダ心痛ニ耐エナイ処デアル。

一方，『圕研究』の譲歩的廃刊で継続機会を得たにも拘わらず，『図書館雑誌』は 1944 (昭和 19)年

8月 15日 28巻 5号をもって休刊した。その号は全 4ページ。内半分の 2ページを松平頼寿元総裁

の追悼に充てた。しかも休刊には言及せず読者は目に入っていない。国家体制との癒着性が深刻で

ある。

JLAは，1945年 3月，「財団法人・大日本図書館協会」と名称変更し，文部省の外郭団体となった。

4 まとめと展望：民主化転換，断絶と継続，戦争責任論

終戦後，中田は日比谷図書館に在ってなおも読書指導運動を展開しようと動いたが，戦時中の国と

密着形の図書館運動は終焉を迎える。中田は労働問題を因に東京図書館を早期退職し教育指導者講習

会 (Institute For Educational Leadership : IFEL) 図書館学講習 (主任：S. G. Akers)の日本人講

師を読書学専門の阪本一郎，東京帝大図書館司書官の後輩・土井重義とともに務めた (JLA 1960.7，
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p.64)。だが以後 JLAに強い影響を与えることもなく 1967 (昭和 42)年 69歳で没した。清水は中田

について「激動期を大股で歩み去った人」と過去完了形で偲んだ (清水正三 1983.6)。戦中期の中田

の責任を暗示したかのようである。ただ中田の暗部について，中田の後輩筋にあたる梶井重雄は言及

していない (中田邦造 1980.8，p.225-245：解説／梶井重雄)。また改訂図書館令関係で論争した個人

論文 (中田邦造 1934.1，同 1934.4)を収載していない。

図書館関係者には，兵士や教員となったごく一部の人以外は戦犯に指名されず追放にならなかっ

た。だが裏田武夫は図書館員の戦争責任をそっと指摘した。戦後 8 年もあとのことである。そこに

「ナチス張りの図書館の権威者」との記述があり「その後当人は依然として館界に活躍しておられる」

などの指摘がある (裏田武夫 1953.6)。これは中田や衛藤のことを指摘したものであろう。衛藤はこ

の年に亡くなっているが裏田の文章はそれ以前に書かれたのであろう。衛藤にはナチ時代の社会教育

学者Walter Hofmann等からの引用が盛んにあった (『衛藤利夫』 1980.4，p.113-143)。中田はこの

時期，存命で司書講習会講師などを務めていた。

衛藤は，1947 年度 JLA 理事長・事務局長となり，財団法人を社団法人に戻した (JLA 1993.11，

p.734，771)。文部省外郭団体からの離脱であり，衛藤には「協会再建の大恩人」との評価もある (田

中隆子 1983.6，p.105)。衛藤は翌 1949 (昭和 24) 年度末まで理事長を務め，1953 年 70 歳で亡く

なった。

ところで東條文規は満洲にいた図書館指導者達の 3 人の戦争責任を書き留めている。その第一に

衛藤利夫を挙げた。単に年代順では柿沼介が先頭に来るはずだが，真っ先に衛藤を追究した。衛藤は

「真摯なる夢」を満洲に垣間見た人に違いないが，日本帝國の侵略で謳われた「五族協和」「王道楽土」

といった思想で突き進んだ (東條文規 2009.4，p.243-244)。また衛藤は終戦直前，中田が大失敗した

財団法人満洲開拓読書協会の発起人となっていた。

ここに，衛藤，中田に関して戦中責任にあたる面を記したが，落とせないのが松本喜一であろう。

彼は終戦直前，足掛け 25 年に及ぶ帝國図書館長在任中に病死した。JLA 理事長を 10 年以上務め，

理事で残りその在任中に亡くなった。住谷が，松本をして「日本のムッソリーニ 注 2)」に譬え，館界

における戦争責任を追及したことは既に述べた (住谷雄幸 1969.3，p.5-6)。松本は JLAを国策加担

に陰に陽に導いたのである。

館界には “戦争責任”の観念は希薄だった (有山崧［ほか］ 1965.8「座談会 敗戦前後の図書館界」

及び福田誠 1966.1「＜敗戦前後の図書館界＞特集を読んで」)。衛藤に一般誌 (『文藝春秋』誌)上の

一言，「われわれが満洲でやってきたこと–あれが “侵略”だったのかねえ」があるのを東條が見つけ

ている (東條文規 2009.4，p.245)。

JLA は衛藤を最高責任者として戦後再建された。彼の熱意や JLA 組織再建への努力は評価され

るが，大陸進出思想の体質が元々ある。新生 JLAの指導部長となり，後に事務局長を継いだ有山崧

(後，日野市長として日野市立図書館を築いた)は，衛藤の担ぎ出しについて「誰が考えても氏は唯一

の適任者だった」と記している (有山崧 1951.10，p.7)。この有山の言には，衛藤への批判を許さない

頑な姿勢が覗える。思えば有山は，戦時中，文部官僚として読書運動を中田とともに実行しており，

新生 JLAの初期，文部省顧問兼任で JLAの指導部長を務めたのである。JLAの “再建”が文部官僚

の旗振りにより，満洲の直進者・衛藤の担ぎ出しをもって進められた事実は，古い体質の接ぎ木作業
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に譬え得るかも知れない。

その後，有山は衛藤が兼任していた事務局長の席に就き，JLA会長に，国立国会図書館の金森徳次

郎館長を，理事長に中井正一副館長を担ぎ組織固めをした。そして 1950 (昭和 25)年「図書館法」成

立後，1959 (昭和 29)年に「図書館の自由に関する宣言」を実現し，1963 (昭和 38)年に『中小都市

における公共図書館の運営』(中小レポート)を編集・刊行せしめた。さらに都下日野市市長に就任し

て日本図書館史に名高い日野市立図書館を建設。同館の活動をモデルとして 1965 (昭和 40)年『市

民の図書館』が発行された。同書及び「中小レポートは戦後日本館界の古典となった。以上は有山に

繋がる功績と言えよう。しかし批判点は実は前述の域に止まらない。ただ今般は深耕できなかった。

青連は戦後に日本図書館研究会 (以下，日図研)として 1946年復活した。1950年に成立した図書

館学会 (のち，日本図書館情報学会)との違いは，日図研が青連の設立趣旨を受け継いだ現場と図書

館研究の連携の強さである。また 1955年結成の図書館問題研究会 (図問研)との相違は，日図研が研

究に重心をおき，前者が図書館運動を主眼としている点である。JLAとの異なりは，日図研が研究

中心で，国家中央との間に距離をおき独立採算している点である。青連の時期も間宮の資金に頼っ

ていない。青連の後継・日図研は経常全経費を会費で賄っている。奨励賞制度 (年度ごと 10万円授

与)が有り，そのための寄金を外部に諮ろうとした事跡はある。ただし個人寄付に限定され，同賞用

に 1000万円を超える基金を蓄えるに至っている。機関誌『図書館界』は稀に合併号を出したが季刊

ペースを守っている。日図研系の当事者の財務面の強靭さは，これにとどまらなかった。

JLAが職員の給与や旅費の支弁にさえ事欠いた時期に，間宮や日図研は救いの手を差し伸べてい

た。間宮は日本十進分類法 (NDC) の版権を JLA に無償提供した。またこの NDC(新訂 6 版) の出

版販売 (1950年)に際して，日図研 (理事長・仙田正雄)は当時としては大金の 65万円を JLAに前金

融通した (青木一良 1977.3)。これは大丸百貨店や KK 丸善大阪支店がモデルライブラリーを開き，

資料販売を行うにつき，支度のための資金として提供された。この件で当時，関西を駆け廻った JLA

職員の青木一良 (のち，新津市立図書館長)は，長時間の帰京列車上 60円しか所持金がなくアンパン

一つで耐え JLAに戻りついた。だがそこから調布市への家への交通費が潰え，JLA事務所に居あわ

せた理事・武田虎之助から 80円借りたという。帰った家には，支払い期日がとっくに過ぎた給料が

届いていなかった。これほどの惨状である (青木一良 1977.3)。なお衛藤は交通費だけで月 1回出勤

し，有山に至っては無給の上，逆に実家 (旧・日野宿＜後，1893年：日野町，1963年：日野市＞在の

豪農，名主)から新紙幣への切替限度額を超え交換不能状態の旧札を持ち出し JLA名義で換金，寄

付した (当時の 10万円と伝えられる)。これが重しとなってか，有山は日野市長就任 (1965年)後も

JLA事務局長の地位を続けた (1966年 3月末まで)。

衛藤は戦後，民主主義教育に 180 度転換したように見える。だが田中隆子は，衛藤の “民主的施

策”は「米国の占領政策と，直接の担当者であったキーニー氏の指導による」と看破し，「180度転換

したというだけでは片づけられない。(中略)［彼の評価は］今後の研究にまつべきである」としてい

る (田中隆子 1983.6，p.111-112)。

本稿は，裏田や住谷が試みたような戦争責任追及を目的とするものではない。だが過去の専門職団

体の行動を「時局下では，誰が考えてもあれで仕方なかった」と見過ごしてはならないと考え，再考

した一編である。それは，戦後以後，今日の事項に関しても冷静に検討し，批判を遅滞させてはなら
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ないと自ら心する，その一如としたところの小文でもある。

終戦直後，堺市立図書館長 (1930年代に大阪府立図書館から転出していた)の田島清は昭和天皇の

“玉音放送”に聞いて社会的責任を痛感し退職を決意し，河盛安之助堺市長 (当時)に辞任を申し出た。

役職の立場において堺市の鍛錬部長なる地位に就き，戦場へ若者を送り出していたからである (田島

清 1975.8，p.217)。田島はときに 40代半ばだったが，堺市を辞め親戚を頼り会社員となる。同族会

社ゆえ重役にもなったが，のち堺市議会図書室に再雇用扱いで勤務している。

「あの “あやまち”を二度くりかえしてはならない」(住谷雄幸 1966.2，p.58)。

日本における図書館専門職の制度，矜恃について，戦後の歩みの緩さを思うなか，少々振り返っ

た。日本帝國の植民地に対する戦中行動についての私の検討は，地域的に言及しえていないところが

ある。その言及と戦後日本の図書館専門職団体の活動についての分析に次の機会が許され，実行でき

ることを望んでいる。
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＊注

注 1) 東中野修道，藤岡信勝『＜ザ・レイプ・オブ・南京＞の研究：中国における「情報戦」の

手口と戦略』祥伝社，1998.9，283p. は「南京大殺戮」を “虚報” であるとする。同書「第 4

章「情報戦」というもう一つの戦争」p.222-269で，柏書房による『The Rape of Nanking：

the forgotten holocaust of World War Ⅱ/ Iris Chang』(Basic Book Co. 1997)の日本での

翻訳が中止されたと記している。この「中止」は柏書房の自発的行動か否か真偽確認できない

が，出版の自由への牽制，少なくとも自主規制にあたろう。もっとも関係原書の邦訳は，2007

年 12月，同時代社という出版社から実行，刊行されている。下記にその書誌事項等を示して

おく。

チャン，アイリス『ザ・レイプ・オブ・南京：第二次大戦の忘れられたホロコースト』巫召鴻訳，

同時代社，2007.12，274p．索引 76p.

極東軍事法廷の専門家による指摘として非戦闘員 26万人の殺戮，別の専門家の指摘として 35

万人を超える殺戮があったと伝えている (同書 p.10)。

注 2) ムッソリーニとは Benito Amilcare Andrea Mussolini(イタリア) のこと。彼はミラノの

「ファッシ」を 1921年ファシスト党と改組した。翌年イタリア王国首相となり，エチオピア，

スペインに侵攻，日独伊三国同盟を結び，英米仏を軸とする連合国軍と第 2次世界大戦を行っ

た。だが 1948 年 7 月失権，幽閉された。イタリア王国は同年 9 月連合国軍と休戦協定を結

び，逆にドイツに宣戦布告した。ところがムッソリーニはドイツ軍によって同月救出され “イ

タリア社会共和国首相”を名乗った。だがドイツ軍の傀儡に過ぎずパルチザンの手で捕まり人

民裁判の後，死刑宣告即銃殺され街頭に吊るされた。1945年 4月 28日，ドイツ，ヒットラー

自殺の 2 日前である。結果，イタリアは連合国側に立ち日本のような戦犯国家扱いを受けな

かった。そしてイタリアは王制を廃止した。

ムッソリーニの名は，絶対的 (長期暴虐)独裁者の代名詞として戦後期中心に多用された。

注 3) 加藤一夫［ほか］ 2005.5『日本の植民地図書館；アジアにおける日本近代図書館史』社会

評論社, 404p.章建：

第 1章「日本の近代化と図書館」(本稿での参照は，“日本図書館協会と松本喜一” p.49-55，

“思想善導運動と図書館” p.55-56)

第 2章「内国植民地・樺太の図書館」(“北海道の図書館”，“沖縄の図書館”，“樺太の図書館”

p.57-74)

第 3章「台湾の図書館」(p.75-111)

第 4章「満洲の図書館」(“満鉄”，“満鉄調査部”，“満鉄の図書館”，“大連図書館”，“奉天図書

館”，“哈爾浜図書館” p.113-176を参照)

第 5章「朝鮮の図書館」(“植民地図書館と図書館界” p.234-236を参照)

第 6章「植民地中国の図書館」(“「満洲国」と中国占領地域の図書館” p.237-238 “満洲国立奉

天図書館” p.238-244を参照)

第 7章「南方地域の図書館」(p.275-310，特に “日本軍のシンガポール進攻”, “図書・研究資
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料の等の略奪と返還問題”を参照)

第 8章「戦争と図書館界」(p.311-243，特に “国民総動員運動と図書館”を参照)

「あとがき」

「日本の旧植民地図書館年表」(p.350-367)

注 4) 田島清 1975.8『回想のなかの図書館：中之島から宿院へ』広文堂，220p.

同書から一部抜粋する。p.187：書庫に防火壁を作った。p.191：書庫は焼け残った。p.200-

201：［ポツダム宣言受諾の天皇のラジオ放送を聞き］落ち着いてみると，いまや一切がご破算

になり，すべてが一変していることが，切実にわかってきた。これまでなんのために必死に努

力奮闘してきたかがわからなくなった。この先どう生きていくべきかを私は考えていなかっ

た。しかしこれまで通り歯車の一つでありつづけるべきではないと考えた。［40代半ばの年齢

だった。］

21



論文

カナダ・オンタリオ州公共図書館ガイドライン
第 7版 (2017年改訂)の分析

村上 泰子
(関西大学教授)

An Analysis of the Ontario Public Library Guidelines
7th Edition (2017)

By Yasuko MURAKAMI

(Professor of Kansai University)

抄録

2017年 12月、オンタリオ州公共図書館ガイドラインの第 7版が公表された。オンタリオ州の公共

図書館サービス・システムはわが国にも大いに参考になる内容を持っている。本稿ではこのガイドラ

インに焦点を当て、特に第 7版を他版と比較することにより、その内容分析を行った。

その結果、第 7版の特徴として、ファースト・ネーション版が統合されたことにより、広い地域の

実情に合わせるためにガイドラインの自由度が高くなったこと、それゆえに進歩的な図書館に一層の

サービス向上を求める必要が生じたこと、全体的枠組みの再構築が図られ、ガバナンスがより重視さ

れるようになったことが分かった。

そして最後に、ガバナンスの役割を担う図書館委員会の責務がますます重要度を増していることを

指摘した。

Abstract

The 7th Edition of the Ontario Public Library Guidelines was published in December 2017.

Some notable aspects of the document are:

(1) Integration of the First National Edition

(2) Much more flexibility for meeting needs of a variety of libraries

(3) Guidelines beyond the 7th Edition needed for advanced level of libraries

(4) Drastic reformation of its framework

(5) Great emphasis on governance

Finally, it is assumed that library boards which played a role of governance might have even

much more responsibility than ever.
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1 はじめに

2017年 12月、オンタリオ州公共図書館ガイドライン (The Ontario Public Library Guidelines)(以

下、ガイドライン)の第 7版 (以下、第 7版)が公表された 1)。第 6版 2) の公表以来、5年ぶりのこ

とである。公共図書館ガイドラインとは、公共図書館の設置や運営、サービス等のあるべき姿につい

て、具体的な項目を列挙するなどして文書化したものである。国際的には『IFLA公共図書館サービ

スガイドライン』3) がよく知られているが、国レベル、州レベル、地域レベルなど、様々なレベルで

策定される。ガイドラインの重要な目的は、その地域等で、個々の公共図書館が図書館サービスを向

上させていくにあたっての参考となることにある。

オンタリオ州では 1997 年に初めてのガイドラインが策定され、それ以後、6 度改訂されている。

第 6版について筆者らは、同州の公共図書館サービス・システム全体の状況について論じる中で簡単

に言及した 4) 。そこでも述べたように、オンタリオ州の公共図書館サービス・システムはわが国に

も大いに参考になる内容を持っている。にもかかわらず、それらの紹介はごくわずかである。本稿で

はこのガイドラインに焦点を当て、オンタリオ州におけるガイドラインの位置づけ、その歴史的経

緯、そして最後に今次第 7版の特徴について論じる。

2 オンタリオ州の公共図書館ガイドライン

2.1 オンタリオ州の公共図書館行政におけるガイドラインの位置づけ

カナダも米国と同様に、州ごとに様々な法律が定められ、州ごとに制度が異なる国である。オンタ

リオ州は「公共図書館法」のもと、地方自治体 (local government)が公共図書館を設置する。公共

図書館の経営・管理は、議会によって任命された委員から成る図書館委員会 (library board)が行う。

図書館の目的や方向性、サービスの方針を定め、議会から予算を獲得し、予算獲得のために唱導活動

(advocate)を行うのは、図書館委員会である。図書館委員会は図書館長の任命も行う 5)。したがっ

て、図書館委員会の役割は極めて重要であり、委員の能力の如何で図書館の行方が左右されるといっ

ても過言ではない。

このようにオンタリオ州の図書館運営においては各自治体の図書館委員会の力量が大いに問われる

ことから、図書館委員会に対して州政府による様々な支援がある。オンタリオ州は南方と北方に大き

く分けられるが、南方地域においてはオンタリオ南方地域図書館サービス委員会 (Southern Ontario

Library Services、以下 SOLS)が州によって設置され、各図書館委員会と他の情報提供機関との共

同・調整を推進し、相談・研修・開発等による図書館委員会の援助をはじめ、南方地域の公共図書館

サービスの向上に取り組んでいる。また、SOLS と同様の目的で、北方地域にはオンタリオ図書館

サービス委員会 (Ontario Library Service-North、以下 OLS-North)が設けられ、州全域の公共図書

館職員および図書館委員への研修機会および情報源の提供を目的として LearnHQという機関も設け

られている。いずれも、図書館職員だけでなく各図書館委員会および委員への働きかけを含む点が注

目される。
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一方、ガイドラインはオンタリオ州全体で定められているものであるが、州政府が直接関与する

ものではない。州域の個々の図書館が構成メンバーとなって組織するオンタリオ公共図書館連盟

(Federation of Ontario Public Libraries、以下 FOPL)が中心となって、その傘下に設置された「認

定委員会」(Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council)が策定し

ている。「認定委員会」は、FOPL、オンタリオ図書館協会 (Ontario Library Association: 以下、

OLA)、SOLS、OLS-North等、州内の公共図書館に関わる主要団体から代表を得て結成されており、

個々の公共図書館が一定のサービスレベルに到達しているかどうかをガイドラインに沿って認定す

る。ただし、認定を受けるかどうかは図書館の任意であり、強制ではない。そのため、2017年現在、

州内の公共図書館のうち認定を受けた図書館は全体の約 1割に過ぎないという課題を抱えている 6)。

2.2 オンタリオ州公共図書館ガイドラインの歴史

2.2.1 社会的背景

ガイドラインの歴史は、1985年まで遡る。

当時のカナダは、1970年代の石油ショックの影響や 1980年代初頭の米国の景気後退などから財政

赤字が続き、1982年にはマイナス成長に陥っていた。その後持ち直しはしたものの、当時の政府は

増大する赤字対策として、大幅な歳出削減を迫られた。折しも英国では 1979年にサッチャー政権が

発足し、行財政改革が強力に進められており、カナダにおいても同様の改革が求められたことは想像

に難くない。

また公共図書館界に目を転じると、1985年、IFLAが公共図書館ガイドラインの素案を発表した。

IFLAには 1973年刊行の『公共図書館の基準』があったが、「公共図書館の発達に応用できる資源お

よび図書館サービスに対する住民からの期待という面において、広く世界的に多くの変化がおこっ

た」7) との認識のもと、1983年には新たな基準の検討が始まっていた。カナダはこの検討に直接加

わっていないが、作業グループには英国と米国とが加わっており、案の公表がシカゴで行われたこと

を考えれば、カナダ図書館界にも大きな影響があったものと考えられる。

OLA は公共図書館基準行動委員会 (Public Library Standards Action Committee) を設置し、

1985 年、基準案を勧告した。その後、1989 年に公共図書館戦略計画パフォーマンス測定問題検

討チーム (Public Library Strategic Plan’s Performance Measures Issue Team) を立ち上げると、

1990 年に戦略計画 One Place to Look を策定、1993 年にはガイドライン策定のためのワーキング

グループを設置し、1994/1995年にガイドライン案を提示した。この案は成案にはならず、1996年、

A Call to Action という名称で新たな戦略計画が発表された。そこに含まれた 7つの戦略のうち、2

番目がガイドラインの策定であった。こうして 1997年に最初のガイドラインが公表された 8)。

1997年版策定の背景にもやはり経済危機があった。1990年代に入ると、米国では湾岸戦争に端を

発した原油価格の高騰などから景気が再び後退し、1995年頃まで低成長の時代が続いた。その影響

からカナダでは対米輸出が低迷し、さらにメキシコ経済危機が追い討ちをかけて、財政が危機に瀕

した。1993年に発足したクレティエン政権は、既存の政策を抜本的に見直す計画「プログラム・レ

ビュー」を断行し、連邦公務員の削減や政府系企業の民営化等に取り組むとともに、州への交付金の
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抑制を図った。こうした取り組みの末、1997年、カナダ財政は黒字への転換に成功した。

オンタリオ州においても同様であった。オンタリオ州には対米輸出関連の企業が多く存在する。ま

たクレティエン政権下での連邦から各州への交付金や補助金の抑制もあり、既存の政策見直しへの圧

力は避けられなかった。この点について小野島は、「特にオンタリオ州では、そもそも連邦から財政

調整のための平衡交付金 (Equalization Payments) を受け取っていなかったため、この特定補助金

の改革の影響は大きいものであったといえる」9) としている。特定補助金とは医療や健康サービス

に関連する補助金で、1995/96年度から 96/97年度にかけて大きく減額された。連邦から州 (準州含

む)への財政移転に関して、州の経常収入に占める特定補助金の割合は、15%から 3%程度にまで一

気に落ち込んでいる 10)。

1995年、減税を掲げて州代表選に勝利したマイク・ハリスは、小さな政府を目指し、「コモンセン

ス革命」(Neoliberalism and Public Service Reform) を断行した。当初は「道路の補修や下水道な

どのハード・サービス (hard service)については自治体に、社会扶助や教育などのソフト・サービス

(soft service)については州が財政責任を持つ」ことが構想されていたが、結果としては、各自治体

における社会サービスの負担が増加し、また「自治体の財産税の税収は十分には伸びず、自治体財政

は圧迫され、硬直性が高まることになった」との指摘がなされている 11)。

ガイドラインの第 1版が公表された 1990年代は一方で、行政面では地方の自由度を高める動きも

活発化した。オンタリオ州は 2001年に自治体法を大幅に改正し、各自治体に広範な権限を与えると

同時に、説明責任を強化している 12) 。各自治体に権限が委譲される一方で、財政面では厳しさを増

すという状況は、ガイドラインの必要性を一層高める働きをしたと考えられる。ガイドラインはその

後も改訂を重ね、2007年に第 4版、2010年に第 5版、2012年に第 6版が公表された。

2.2.2 ガイドラインの改訂

ガイドライン第 1版 13)の正確なタイトルは「オンタリオ公共図書館ガイドライン : 中小規模及び

郡の図書館のための開発ツール」(ONTARIO PUBLIC LIBRARY GUIDELINES: a developmental

tool for small, medium and county libraries)となっていた。つまり、大規模図書館や都市部の図書

館は対象から外されており、これは現在の 1つ前の版まで継続されていた。このことは後述する「4

つの原則」の一つである「規模適応性」ということだけでなく、「メリット」の (5)に示す小規模図書

館や遠隔地の図書館の強化に重点を置いていることを示している。

第 1版の目的は 2つあった。一つは「自己評価、計画ツール」を提供して、公共図書館サービスの

全体的なレベルを上げること、もう一つは優れた活動をしている図書館をそれと認知することであ

る。続いて、「4つの原則」として、自己調整 (self-regulating)、自主性 (voluntary)、柔軟性 (個々の

図書館の事情に応じて変更や改良が可能)、規模適応性 (中小規模の図書館から、郡レベルの図書館ま

で適用可能)を挙げている。このガイドラインを使うメリットについては、(1)地域図書館の分析と

評価に資すること、(2)地域図書館の計画過程における包括的なガイドの役割を果たしうること、(3)

ガイドラインを満たすことにより、公費を効果的かつ責任を持って使用していることを自治体にア

ピールできること、(4)ガイドラインの充足に十分な自治体のサポートが得られるよう事例を作るこ

と、(5)小規模図書館や遠隔地の図書館を強化して、公共図書館界にもっと参画できるようにするこ
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と、(6)行政区を超えて一貫性のあるサービスを提供できるようオンタリオ州の公共図書館界が動け

るようにすること、とガイドラインには示されている。

第 1版は図書館サービスを地域のニーズと合致させることを強調しており、量的な指標はほとんど

示していない。ガバナンスと運営、アクセシビリティ、資源、サービス、協力とパートナシップ、複

数の分館から成る図書館システム、の 6つの大項目から成るチェックリストを掲げているが、いずれ

も具体的な数字を示すものではなく、記述も数行で簡潔である。

第 1版から第 6版に至る改訂の概略を表 1にまとめた。第 2版、第 3版の改訂内容については資

料を手に入れておらず、不明である。第 4版で、はじめてファースト・ネーション 14) 向けのガイド

ラインが策定されたが、その他の図書館向けのガイドラインが入手できなかった。したがって、表 1

では、第 1版、第 4版 (ファースト・ネーション版)15)、第 5版 16)、第 6版を取り上げた。

表 1 ガイドラインの改訂による全体構成の変化

第 1 版 第 4 版 第 5 版 第 6 版
ガイド
ライン
の目標

(独立の項目ではなく、序文中に以
下の記述がある。)
(1) 自己評価と計画のためのツール
として用いることにより、地域全体
の公共図書館に、そのレベル向上の
ためのプロセスを提供する。個々の
図書館が、本ガイドラインを用いて
自らのサービス (operation) を評
価し向上させることにより、それが
可能となる。
(2) 本ガイドラインが示すような優
れたサービスレベルを達成した図書
館の到達点を認識する。

(1) 個々の図書館を相互に結び付
け、地域サービスを進展させる、現
在のオンタリオ州全体の公共図書館
基盤をさらに強化し、改善する。
(2) 小規模で遠隔の地域における情
報アクセスポイントの存在を確実な
ものとし、利用者の多様なニーズや
期待に応じて地域が発展していくプ
ロセスを提供することによって、そ
の地域全体として一貫して強力な公
共図書館基盤を維持する。
(3) ガイドラインの条件を満たさな
い公共図書館に包括的な改善のプ
ロセスを提供し、それによって地域
全体の公共図書館サービスのレベ
ルを徐々に上げていくことを可能に
する。
(4) 認定の過程を通じて、ガイドラ
インの条件を満たす公共図書館の到
達点を認識する。

同左 同左

ガイド
ライン
のメリ
ット

(1) 地域図書館サービスの分析と
評価
(2) 計画過程の包括的ガイド
(3) 効果的かつ責任をもって公費を
使用していることの明示 (＝アカウ
ンタビリティの向上)
(4) ガイドラインを満たすのに必要
な援助を地域から受ける正当性の証
明 (＝コミュニティや資金提供団体
に対しての図書館の地位向上)
(5) 小規模で遠隔の図書館の強化
(6) オンタリオ州全体のサービスの
一貫性
(表現を一部簡略化)

(1) 地域図書館サービスの評価と発
展の方向性の明確化
(2) 計画過程の助け
(3) オンタリオ州全体のサービスの
一貫性
(4) アカウンタビリティの向上
(5) コミュニティや資金提供団体に
対しての図書館の地位向上

(1) 地域図書館サービ
スの評価と発展の方向
性の明確化
(2) 計画過程の助け
(3) オンタリオ州全体
のサービスの一貫性
(4) アカウンタビリテ
ィの向上
(5) コミュニティや資
金提供団体に対しての
図書館の地位向上

(1) 地域図書館サービ
スの評価と発展の方向
性の明確化
(2) アカウンタビリ

ティの向上
(3) 計画過程の助け
(4) オンタリオ州全体
のサービスの一貫性
(5) コミュニティや資
金提供団体に対しての
図書館の地位向上

チェッ
クリス
ト項目
(大 項
目)

(1) ガバナンスと運営
(2) アクセシビリティ
(3) 資源
(4) サービス
(5) 協力とパートナシップ
(6) 複数の分館から成る図書館シス
テム

(1) ガバナンスと運営
(2) アクセシビリティ
(3) 資源
(4) サービス
(5) 協力とパートナシップ
((6) 複数の分館から成る図書館シ
ステム)

(1) ガバナンスと運営
(2) アクセシビリティ
(3) 資源
(4) サービス
(5) 協力とパートナシ
ップ
(6) 複数の分館から成
る図書館システム
(7) IT の利用

(1) ガバナンスと運営
(2) アクセシビリティ
(3) 資源
(4) サービス
(5) 協力とパートナシ
ップ
(6) IT の利用

まず、第 1版にはなかった「ガイドラインの目標 (Goals)」がいずれかの版から序文とは別の項目

として明記されるようになった。「ガイドラインの目標」の骨子は、オンタリオ州全体の公共図書館
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基盤 (public library infrastructure)を構築し向上させていくこと、それは小規模であったり遠隔地

にある図書館をも含むこと、公共図書館サービスを全体的に底上げしていくこと、進歩的な図書館の

到達点を見習うこと、である。この目標は第 6版まで全く変更されていない。

ガイドラインを活用するメリットについては、第 1版から第 4版までの過程で、(1)についてはほ

ぼ同じ内容であるが、表現が変化した。(2)も概ね同じ意味内容である。(表 1では第 4版以降は見出

しのみを拾っている。それぞれの見出しのもとにより詳細な説明文が付されている。)第 1版の (3)

は第 4版の (4)に、(4)は (5)に、(6)は (3)に相当する。

(5)は「ガイドラインの目標」に移された。第 5版は第 4版とまったく同じであるが、第 6版では

「アカウンタビリティの向上」の順番が第 2項目に上がっている。このことは、オンタリオ州の公共

図書館界において、この時期に「アカウンタビリティ」の重要性への認識がより高まったことの反映

であると考えられる。

チェックリスト項目の大項目については、第 1 版から大きな変化は見られない。第 4 版で (6) の

「複数の分館から成る図書館システム」を括弧に入れているのは、ファースト・ネーション版には出

てこないが、他の版には残っている可能性があるためである。第 5版には再び登場するが、第 6版で

は削除された。この大項目に含まれていた事項は、(5)の「協力とパートナシップ」や (7)の「ITの

利用」との重複が多く見られたためと考えられる。また、第 5版は情報通信技術の進展に対応するこ

とを目的として改訂されたため 17)、大項目に (7)の「ITの利用」が追加されている。

このように、第 1 版から第 6 版までの枠組み全体はそれほど大きく変化していない。それに対し

て、第 7版では大きな枠組みの変化があった。以下では第 7版の改訂のポイントを見ていく。

3 ガイドライン第 7版の改訂ポイント

3.1 序文

本節では、序文について考察する。第 6 版および第 7 版の序文 (およびその近接部分) の構成は、

表 2の通りである。

表 2 序文の構成比較 (第 6版、第 7版)

第 6版 第 7版

背景

序文 序文
前文 前文

ガイドラインとは
ガイドラインの責任者

ガイドラインの目標 ガイドラインの目標
ガイドラインのメリット ガイドラインのメリット
ガイドラインの性質 第 7版の特徴
認定
委員会
支援体制

第 7版の冒頭「ガイドラインとは？」には、ガイドラインの主旨が以下の通り示されている。
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すべてのオンタリオ州民は、オンタリオ州内のどこに居住しどこで働いていても、図書館の

実践とサービスについて基本的かつ広く受入れられた規範 (norm)に合致した公共図書館サー

ビスを受ける権利を有する。このガイドラインは、主として開発ツールである。それは、公共

図書館の発達段階を分析し、客観的で広く受入れられた一連のガイドラインに照らしてそれを

測定するよう計画された、自己調整 (self-regulated)プロセスを提供する。そしてまた、公共

図書館委員会や管理職、職員、地方政府に、方針や資源やサービスに関する更新された公共図

書館ガイドラインを提供する。個々の公共図書館は、認定を受けようとするかどうかの如何に

よらず、これらのガイドラインに沿うか、それともそれをさらに超えていくかを選択すること

ができる。

この自己調整プロセスを自発的にさらに進めれば、公共図書館は自館のサービスについて外

部評価を受け、認定委員会による (peer)認定を受けることもできる。認定監査過程の詳細は、

「図書館監査に関する情報」に記されている。この文書はオンタリオ公共図書館ガイドライン

のウェブサイト www.ontariopubliclibraryguidelines.caで見ることもできる。

第 6版においてガイドラインの主旨は項目として独立しておらず、序文の前文にあった。さらに第

6版には序文の前に、ガイドライン策定の「背景」があり、第 7版では、第 6版「背景」のうち、ガ

イドライン成立経緯以外の部分と、序文の部分、さらに他の部分の一部が合体・整理された。

第 7版の「ガイドラインとは？」で述べられているのは、以下の諸点である。

(1) オンタリオ州民の公共図書館サービスを受ける権利

(2) 公共図書館が自館を分析・評価するための開発ツールであること

(3) 図書館委員会や管理職、職員、地方政府に向けたものでもあること

(4) ガイドライン以上のサービスを提供することもできること

(5) 外部評価・認定を受けるために使えるものであること

このうち (1)および (3)は第 6版、第 7版ともに相違はない。

(2)については、第 7版で “self-regulated process”という語が用いられている。この語は第 6版

では後方の「ガイドライン (Nature)」および「認定」の項にあった。前方の本項に統合することに

より、ガイドラインの使途が単に認定のためだけではないことが、より強調されたと考えられる。

(4)に関連する記述は、第 6版では「背景」部にあった。しかし表現は少し異なる。まず第 6版に

あった「従うか超えるか選択可能な自発的な基準」(下線筆者)の「自発的な基準」という表現が消え

た 18)。ここからは、ガイドラインを満たして満足するのではなく、それを超えることを推奨する意

図が見える。ガイドライン公表時のプレゼンテーションでも、大規模図書館や都市部の図書館はガイ

ドラインを超えてサービスを進展させられることが強調されている 19)。さらには、第 6版の「ガイ

ドラインの性質」にあった「主たる対象は、中小規模及び郡の公共図書館である」という表現が消え

ていることも注目すべき点である。

「目標 (Goals)」の変化も、注目に値する。「目標」は、第 6版、第 7版ともに 4つ掲げられている。

その第 1から第 4の目標、いずれにも変更が加えられた。
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第 1の目標については、第 6版では「個々の図書館を相互に結び付け、地域サービスを進展させる

現在のオンタリオ州全体の公共図書館基盤をさらに強化し、改善すること」となっていたが、第 7版

では「ガイドラインの項目や方針の枠組みを更新することによって、現在のオンタリオ州全体の公共

図書館システムとそのガバナンスをさらに強化し、改善すること」と変更された。「ガバナンス」の

語が挿入され、図書館全体の改善にガイドラインや方針の更新が重要であることが明記された。

第 2の目標は表現が簡潔になった。第 6版では「小規模で遠隔の地域における情報アクセスポイン

トの存在を確実なものとし、利用者の多様なニーズや期待に応じて地域が発展していくプロセスを提

供することによって、その地域全体として、一貫して強力な公共図書館基盤を維持すること」と具体

的な記載であった。それに対し第 7版では「標準を更新し、すべての規模の図書館がその標準に対応

しあるいはそれを超えて行くことによって、サービス、IT、スペースを含む強力な公共図書館のサー

ビス (operation)を維持し、進展させること」と変わった。表現が簡潔になっただけでなく、「標準

の更新」への言及が見られる点に着目したい。

第 3の目標の言わんとするところは、第 6版、第 7版ともに同じである。それは、標準やガイドラ

インを用いて、各地域が公共図書館サービスのレベルを向上させることができるように、という趣旨

である。その表現が平易になった。

第 4の目標は、「認定の過程を通じて公共図書館の到達点を認識すること」であるが、第 6版では

「ガイドラインの条件を満たす公共図書館の到達点」とされていたところが、「ガイドラインの条件を

満たし、それを超える公共図書館の到達点」と変更された。すなわち、ガイドラインの要求するとこ

ろはひとつの目標ではあるが、それが最終到達点ではない、という意味が込められた。

このように、第 7版における「目標」の表現からは、ガイドラインや方針、標準を絶えず見直し、

向上させていく必要性、そのためのガバナンス重視への傾向が見てとれる。

3.2 個別項目

表 3は、第 6版と第 7版の全体構成および項目数を比較したものである。

表 3 ガイドライン第 6版、第 7版の項目比較

第 6 版 第 7 版
セクション 中項

目数
小項
目数

必須項
目数

必須項目
の割合

レベル エリア 中項
目数

小項
目数

必須項
目数

必須項目
の割合

1 ガ バ ナ ン
ス・運営

6 30 24 80.0% I ガ バ ナ ン
ス・運営

6 24 19 79.2%

2 アクセシビ
リティ

9 24 3 12.5% 図書館シス
テム全体

II 計画の文書
と過程

5 27 9 33.3%

3 資源 5 71 30 42.3% III 方針 4 24 15 62.5%
4 サービス 11 29 13 44.8% IV 職員と人材 3 23 18 78.3%
5 協力・連携 2 7 3 42.9% V 全般 5 25 7 28.0%
6 IT 利用 6 32 16 50.0% 小計 23 123 68 55.3%
総計 39 193 89 46.1% 現場観察 VI 蔵書とサー

ビス
3 33 10 30.3%

VII 物理的側面
と設備

4 30 14 46.7%

小計 7 63 24 38.1%
総計 30 186 92 49.5%

まず全体構成について見る。第 6版ではガバナンス・運営が冒頭にあるものの、その他はテクニカ
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ル・サービス、パブリック・サービスを含め、サービスの観点に基づいた構成であった。第 7版では

「ガバナンス・運営」のほかに「文書」や「方針」、「職員」等が強化され、ガバナンスの観点にシフト

した構成になっている。必須項目の割合についても、「I ガバナンス・運営」の関連要素が強化された

結果、複数の領域で必須項目の割合が増えた。逆に、個別サービスに関する領域 (たとえば、「V 全

般」や「VI 蔵書とサービス」)での必須項目の割合はかなり低く抑えられている。なお、第 7版で

「レベル」という分類が新設された。「レベル」には、「図書館システム全体」と「現場観察」の 2つ

が設定されている。このうち「図書館システム全体」がインターネットを通じたサービスや図書館の

運営など目に見えない部分を含んでいるのに対して、「現場観察」には物理的な図書館に関する項目

が並んでいる。序文によれば、前者は分館や分室、移動図書館等も含めての図書館全体のチェック項

目であり、後者は分館等を含め、その場に出向いてチェックするものである。

次に、個別項目の対照表を表 4に示す。

表 4　ガイドライン第 7版の構成

第 7版 備考

エリア セクション 小項目 (必須項目のみ)括弧内の番号は
第 6版

1 図書館委員会の組織 管理機関 (1.1.1)、役職者 (1.1.2)、会議
(1.1.3)、記録 (1.1.4)、権限 (1.1.5)、委員
会規則 (1.1.7)

第 6 版の 1.1.6「CEO の
評価」は IV.17へ

2 図書館委員会による
方針開発

記録された方針の作成 (1.2.1)、配布
(1.2.2)、改訂 (1.2.3)

3 計画における図書館
委員会の役割

(必須なし)

I ガバナン
ス・運営

4 財政 予算 (1.4.1)、財務諸表 (1.4.2)、会計報告
(1.4.3)、政府への会計報告 (1.4.4)、公共
図書館年次調査と財務報告要件 (1.4.5)

5 唱導 唱導方針 (1.5.1)、地方議会 (Council) へ
の情報提供 (1.5.2)

6 委員のオリエンテー
ションと情報

義務と責任 (1.6.1)、オリエンテーション
(1.6.2)、AODA顧客サービストレーニン
グ (新規)

7 計画における図書館
委員会の役割

方針計画 (1.3.1)、コミュニティ分析
(1.3.2)、利用者の意見聴取 (1.3.3)、住民の
ニーズ (開館時間)(2.2.1)、パフォーマンス
評価指標と統計 (1.3.8)、計画文書 (1.3.4)

第 6 版では住民のニーズ
(開館時間) は必須項目で
はなかった。

II 計画の文
書と過程

8 図書館蔵書に関する
計画

蔵書利用測定 (3.2.9) 第 6版では蔵書利用測定は
必須項目ではなかった。

9 サービスに関する計
画

アクセシビリティ計画 (2.3.1)

10 プログラムに関する
計画

(必須なし)

11 ITに関する計画 IT計画 (6.1.5)

12 安全、セキュリティ
と緊急対応

安全、セキュリティと緊急対応に関する方
針 (3.4.1)、一人職場、職場での暴力、ハラ
スメント

第 6 版では、第 7 版の
IV.18に掲げられている項
目と一体となって記述され
ていた。第 7版で分離。
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III 方針 13 蔵書と貸出 蔵書方針 (3.2.2)、知的自由 (3.2.3)、貸出
方針 (4.2.3)、プライバシーと個人情報へ
のアクセスに関する方針 (3.5.1)

第 6版では給与体系は必須
項目ではなかった。
第 6 版の 3.1.7「CEO の
訓練レベル」は IV.17へ。

14 サービス方針 レファレンスサービスと情報サービスに
関する方針 (4.3.2)、障害を持つオンタリ
オ州民のためのアクセシビリティに関する
図書館の文書、イベントプログラムの方針
(4.6.2)、先住民の認知と和解

第 6 版で必須項目の「児
童サービス方針」「青少年
サービス方針」「コミュニ
ティ情報方針」「地域史方
針」「会議室方針」「資源共
有方針」が任意項目に。

15 ITの利用 利用者用コンピュータへの無料アクセス方
針 (6.1.1)、図書館の電子的なシステムの
利用許可範囲 (6.1.2)、フィルタリングと
情報統制に関する文書 (6.1.3)

第 6版には「無料」の語は
ない。
第 6 版で必須項目だった
「スタッフの IT利用」は任
意項目。

16 人事 人事方針 (3.1.1)、方針の配布 (3.1)、職務記
述 (3.1.4)、給与体系、有給職員 (3.1.6b)、
ボランティア方針 (5.2.3)

第 6版では給与体系は必須
項目ではなかった。
第 6 版の 3.1.7「CEO の
訓練レベル」は IV.17へ。

IV 職員と人
材

17 評価と訓練 業績評価 (3.1.3)、CEO の評価 (1.1.6)、
CEO の訓練レベル (3.1.7)、レファレン
スサービスと情報サービス、職員の IT 利
用訓練 (6.6.1)、AODA顧客サービス (新
設)

第 6 版ではスタッフの継
続教育は IT 教育以外は
3.1.8 にひとまとめになっ
ていた。第 7版ではレファ
レンスも IT 教育同様、ひ
とまとめの項目とは別項目
として設けられた。

18 スタッフの手順 安全、セキュリティと緊急対応の手順
(3.4.2)、一人職場 (3.4.5)、職場での暴力
(3.4.7)、ハラスメント (3.4.8)、職場での
性的暴力とハラスメント、プライバシーと
情報へのアクセス (3.5.2)

19 図書館 電話番号 (6.2.1)

20 障害者のためのアク
セス

(必須なし)

V 全般 21 蔵書マネジメント 収書 (3.2.7)、図書館管理システム (6.4.1) 第 6版では収書は必須項目
ではなかった。

22 協力と連携 図書相互貸借サービス (5.1.1)

23 ウェブサイト 図書館ウェブサイト (6.5.1)、図書館情報
(6.5.2)、オンラインでのレファレンスサー
ビスおよび情報サービス (6.5.5)

24 蔵書 レファレンス情報源 (4.3.3)、青少年サー
ビス (4.6.2)

VI 蔵 書 と
サービス

25 サービス レファレンス/情報サービス (4.3.1)、読書
相談 (4.4)、レフェラルサービス (4.3.1)、
イベントプログラム (4.8)

26 ITサービス インターネット接続 (6.2.2)、インター
ネットの利用者利用 (6.2.3)、電子メール
(6.2.6)、セキュリティ (6.1.8)

第 6 版で必須項目だっ
た「電話」(6.2.1)、「LAN」
(6.2.5)が削除された。

27 外観 開館時間 (2.2,2)、(閉館時の) 資料返却
(3.3)

第 6 版では (閉館時の) 資
料返却は必須項目ではな
かった。

VII 物理的側
面と設備

28 図書館内のスペース (必須なし)
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29 図書館内のアクセス (必須なし)

30 図書館内の安全性へ
の配慮

緊急時の手順 (3.4.2)、緊急対応の器具・設
備 (3.4.3)

第 7版の大項目、中項目と各中項目内に配置された必須項目を示した。必須項目には、それに対応

する第 6版の項目番号を括弧内に付した。備考欄には、第 6版と第 7版での扱いが異なる場合につ

いて記載した。

ここには必須項目しか掲載していないが、第 7版の小項目欄すべてを見ると全体として大きく組み

替えられている。例えばエリア「VI 蔵書とサービス」は、必須項目でないものも含めると、第 6版

でエリア 2、3、4、6に分散していた項目がここに集められている。

【新設項目】

新設項目には、職員等の訓練がある。ひとつは、AODA (Accessibility for Ontarians with Dis-

ability Act)関連の項目で、3項目 (1.6.4、3.14.2、4.17.8)あり、すべて必須である。AODAは 2005

年 6月に制定された法律で、日本の障害者差別解消法に相当する。オンタリオ州内の政府機関から非

営利団体、民間企業に至るまで、組織の大小等を問わず、あらゆるレベルに適用される。2010年末が

対応の期限であった。第 6版の公表は 2013年だったので、この時点で AODAへの言及があってよ

かったものと思われるが、第 7版でようやく含められた。具体的には、AODAで義務化されている

顧客サービス訓練 (Customer Service Training)を図書館委員会のメンバーおよびすべての職員が受

けていること、図書館としてアクセシビリティに関する文書を作成していること、が盛り込まれた。

そのほかには、任意項目ながら緊急時の対応訓練 (Emergency Procedures Training)が新設された。

先住民の認知と和解 (Indigenous Awareness and Reconciliation) も単独の必須項目として立て

られた。これはファースト・ネーション版と統合したことによる変更と思われる。また、ジェン

ダーに関わる項目が新設されたのも特徴のひとつである。いずれも任意項目ではあるが、サービ

ス対象グループとして LGBTQ が特記されたほか、ジェンダーフリーのトイレ (Gender Neutral

Washrooms)の項目が新設された。

その他には、職場での性的暴力とハラスメント (Sexual Violence and Harassment in the Work-

place) の一般的な暴力やハラスメントの項目からの分離、イベントプログラム計画 (Programming

Plan)、緊急時対応訓練 (Emergency Procedures Training)、サービス対象グループとしての高齢者

(Seniors)の特記、代替コミュニケーション手段 (Alternate Communication Techniques)が新設さ

れた。

【必須化項目】

任意項目から必須項目に変更されたのは、以下の 5項目である。

(1) 住民のニーズ (Public Need)

(2) 蔵書利用測定 (Collection Use Measurement)

(3) 給与体系 (Salary Scale)
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(4) 資料収集 (Acquisitions)

(5) 資料返却 (Return of Materials)

(1)は大項目 2「計画の文書と過程」の 7「計画における図書館委員会の役割」の一項目である。第

6版では開館時間に限定する項目であったが、第 7版では一般化された。(記述および例示は開館時

間に触れるにとどまっているが、本項目への移動が本来意図するところは、開館時間にとどまるもの

ではないだろう。)

(2)は同じく大項目 2のうち 8「図書館蔵書に関する計画」の一項目である。図書館の蔵書が地域

のニーズをどの程度満たしているか測定することを求めている。

(3)は大項目 4「職員と人材」の 16「人事」の一項目である。給与体系の明示が必須化された。同

一労働同一賃金等を指示した 2017年 5月にオンタリオ州議会提出の労働法改正法案 (2017年 11月

成立)の影響と見られる。

(4)は大項目 5「全般」の 21「蔵書マネジメント」の一項目である。継続的に新しい資料を追加す

べきことを求めている。

(5)は大項目 7「物理的側面と設備」の 27「外観」の一項目である。閉館時に資料を安全に返却で

きる方策を講じるよう求めている。

【任意化項目】

一方、必須項目から任意項目に変更されたのは、次の 9項目である。

(1) 児童サービス方針

(2) 青少年サービス方針

(3) コミュニティ情報方針

(4) 地域史方針

(5) 会議室方針

(6) 資源共有方針

(7) 職員による ITの利用

(8) 児童用蔵書

(9) 代替フォーマット

(1)から (6)までは図書館サービスに関わる方針である。(7)も図書館が職員やボランティアによ

る ITの利用についての方針に関わる項目である。これらは極めて重要な変化である。任意化の理由

についてガイドラインでは述べられていない。しかしこの理由は大規模図書館や都市部の図書館もこ

のガイドラインの対象となったことに起因していることによるのは明らかと思われる。また、3.1で

も述べたように、第 7版ではファースト・ネーション版が統合された。認定委員会は、第 7版の認定

過程に関する記述の中で 2017年に実施した調査を引用して、「小規模な図書館であろうと都市部の図

書館であろうと、そのサービスや方針には見逃していたり改善の余地のある部分がある。」20) と述

べている。すなわち、より広範な図書館に対してこのガイドラインを適用することが目され、図書館
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の規模や地域特性によって多様なサービス形態を包含するに当たっては、サービス関連の方針を任意

化する必要があった、と考えられる。

このことは (8)や (9)にも当てはまる。(9)は拡大図書や録音図書等のサービスである。ただし疑

問も残る。大項目 6の「蔵書とサービス」の 24「蔵書」には 11の小項目があるが、そのうち必須項

目は「参考情報源」(Reference Resources)と「青少年用蔵書」(Teen/YA collection)の 2項目のみ

である。「児童用蔵書」が任意項目であるのに「青少年用蔵書」が必須項目とされた理由はどこにあ

るのか。オンタリオ州の図書館として青少年サービスに特に力を入れていきたいという記述はない。

バランスを欠いているように思われる。

4 考察

以上、他の版、特に第 6版との比較を通じて、第 7版の改訂点を分析した。その結果、第 7版で

は、次の点に変更が見られた。

• 全体的枠組みの再構築が図られる中、ガバナンスがより重視されるようになった。
• 大規模図書館や都市部の図書館、またファースト・ネーションを含めたオンタリオ州全体を対
象とすることにより、個々の地域の事情に合わせた適用を可能とした。

• その一方で、自由度の高さがサービスレベルの低下を招かないように、進歩的な図書館にはよ
り一層のサービス向上を求めた。

• 労働法等の改正に対応した改訂が加えられた。

個々の地域の事情に合わせた適用を可能としたことにより、より具体的なガイドラインの策定も

必要となるであろう。オンタリオ公共図書館長協会 (Administrators of Rural and Urban Public

Libraries of Ontario: ARUPLO)は、2017年 9月に独自のガイドラインを改訂している。このガイ

ドラインは、オンタリオ州全体のガイドラインとは異なり、数値基準も含めた具体的な内容である。

また、OLS-Northも、2018年 1月に図書館の価値を測るためのツールキットを公表している 21)。

認定委員会を傘下に収める FOPLは、2013年、オンタリオ州の公共図書館の価値を高めるため多

面的な取組を進めてきた Stephen Abramを新たな会長に任命し、体制強化を図った。2015年に立

ち上げた「図書館 2025 計画」では、「図書館が自らのストーリーを語るツールを持つべきであるこ

と」「よく訓練されて、知識の豊富なスタッフを必要とすること」「図書館の絶えざる変容と進化が必

要であること」がテーマとされた 22)。「ストーリーを語る」とはマーケティング戦略の一つを指し

ている。これは図書館に限った用語ではない。「物語マーケティング」や「ストーリー・マーケティ

ング」とも呼ばれ、「商品やサービス、あるいは企業などのブランドに対して、そのものの性能や機

能における優位性、価値を訴えるのではなく、体験や世界観といった情緒的な付加価値を訴求するこ

とで共感を生み出すマーケティング手法」23) である。さらに、公共図書館が社会の中で影響力を十

分に与えられていない状況に対して、「チャルディーニの法則」として知られる 6つの要素 (「権威

(Authority)」「一貫性とコミットメント (Consistency and commitment)」「好意 (Liking)」「相互応

報性 (Reciprocity)」「希少性 (Scarcity)」「社会的証明 (Social proof)」)に着目し、これを応用する
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ことを提案している。ある研究によれば、6つのうちで公共図書館への財源配分の意思決定に最も影

響力を及ぼすのは「好意 (Liking)」である 24)。「好意」の構築は、すなわち唱道活動 (advocacy)で

もある。その基礎として、統計データとその分析、スタッフの能力開発の必要性にも言及している。

Abramがこうしたことを強調する背景には、オンタリオ州の公共図書館を所管する観光・文化・

スポーツ省 (Ministry of Tourism, Culture and Sports、以下 TCS 省) が 2016 年に向けて打ち出

した新たな文化戦略と、それに伴って行われる公共図書館への予算配分の総合的な見直しがあった。

FOPLは OLAと共同で 2016年から州政府からの助成金を獲得するためのポイントを記したリーフ

レットの作成も行っている 25)。

FOPL としては公共図書館の地域への貢献をアピールして、州からの恒常的な助成金の獲得を狙

いたい考えである。同じことは個々の地域についても言える。ガイドライン第 7 版におけるガバナ

ンスのさらなる強調は、個々の地域における公共図書館の足元固めであり、地域との好意の強化であ

る。ガバナンスの役割を担う図書館委員会の責務はますます重要度を増していると言えるだろう。

5 おわりに

ガイドライン第 7版は公表から 1年を経過したが、オンタリオ州の公共図書館がこれをどのように

受けとめているか、その声は明らかではない。認定を受けた図書館の増加も、2018年 5月と 2019年

1月とを比較したところでは 2館にとどまっている。今後は、ガイドライン改訂に対応したオンタリ

オ州各地域における取組の状況にも目を向けていきたい。

参考文献

1) 第 7版は序文等と認定過程、チェックリスト項目の文書が別々になっている。

[序文等] Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council, “Ontario

public library guidelines, seventh edition.” November 2017, 3p. <http://oplg.olsn.ca/wp-

content/uploads/2019/02/seventh_2_3233326006.docx> [参照：2019-02-28]

[認定過程] Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council, “On-

tario public library guidelines, seventh edition. The accreditation audit process.” November

2017, 5p.

[チェックリスト項目] Ontario Public Library Guidelines - seventh edition <http://oplg.

olsn.ca/wp-content/uploads/2019/02/seventh_9_SAT.docx> [参照：2019-02-28]

2) Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council, “Ontario public

library guidelines, sixth edition w/ amendments August 2013 for municipal and county

public libraries.” c2012, [46]p. <https://www.otosoumon.library.on.ca/uploads/3/9/

3/4/39345331/opl_guidelines-full_6th_ed..pdf> [参照：2019-02-28]

3) 1986年に初版が公表され、2001年と 2010年に改訂された。2010年の最新版は以下の通り。

Christie Koontz and Barbara Gubbin, ed., IFLA Public Library Service Guidelines <https:

35



//www.degruyter.com/view/product/43971> [参照：2019-03-12]

4) 村上泰子、大城善盛「21世紀のカナダ・オンタリオ州における公共図書館サービス・システムの

状況」『アジア太平洋図書館情報学会日本支部誌』Vol.1, no.2, Feb. 2018, pp.2-26.

5) 図書館委員会と図書館長の役割の違いは重要である。「館長は日常の図書館運営の責任者であり、

図書館委員会は組織としての図書館の業績を監視する」立場にある。(同上, p.11)

6) 前掲 4)

7) 国際図書館連盟公共図書館分科会編、森耕一訳『公共図書館のガイドライン』日本図書館協会,

1987. p.5.

8) Elise C. Cole, Sabrina ER Saunders, “A New Era of Ontario Public Library Guidelines &

Accreditation” <https://www.olasuperconference.ca/SC-2018/event/a-new-era-of-

ontario-public-library-guidelines-and-accreditation/> [参照：2019-02-28]

9) 小野島真「オンタリオ州、ブリティッシュ・コロンビア州における地方政府と近年の地方行財政

改革: 90年代以降の州－地方政府間関係の変化を中心に」『比較地方自治研究会調査研究報告書』

平成 21年度, 2010.3, pp.1-32.

10) 同上

11) 同上

12) 同上

13) Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council, “Ontario public

library guidelines: a developmental tool for small, medium and county libraries.” 23 August,

1999, 10p. <http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/forum3.pdf> [参照：2019-02-28]

14) ファースト・ネーション (First Nations : ファースト・ネーションズとも)はカナダ先住民のう

ちメティスとイヌイットを除いた者を指す。

15) Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council, “Ontario public

library guidelines, first edition for First Nation public libraries.” c2007, 25, [20]p. <http:

//www.olsn.ca/uploadedFiles/OLSN/FNGuidelines-Title.pdf> [参照：2018-07-12]

16) Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council, “Ontario pub-

lic library guidelines, fifth edition for municipal and county public libraries.” c2010, 53p.

<https://greydocs.ca/w/gc_205778> [参照：2019-02-28]

17) 同上, p.[0].

18) ただし、OLA の Super Conference 2018 で配布されたリーフレットには、“voluntary, self-

regulated process”という表現があり、必ずしも一貫しているわけではない。

Ontario Public Library Guidelines Monitoring and Accreditation Council, “Ontario

Public Library Guidelines 7th Edition” Ontario Library Association Super Conference

2018, 2018.1.31. <http://oplg.olsn.ca/wp-content/uploads/2019/02/brochure_EN.

pdf> [参照：2019-02-28]

19) Elise C. Cole and Dr. Sabrina ER Saunders, “A New Era of Ontario Public Li-

brary Guidelines & Accreditation” Ontario Library Association Super Conference

36



2018, 2018.1.31 <https://www.olasuperconference.ca/SC-2018/event/a-new-era-of-

ontario-public-library-guidelines-and-accreditation/> [参照：2019-02-28]

20) 前掲 1)

21) Ontario Library Service - North, “Valuing Northern Libraries Tool Kit,” <http:

//home.olsn.ca/images/Resources/EN/18.01.10--LibraryToolkit_Version_8.0-

English.pdf> [参照：2019-02-28]

22) Stephen Abram, “Communicating Value and Impact through Advocacy: Dealing with the

Scalability Issue in the Province of Ontario,” Public Library Quarterly, Vol.36, no.2, 2017,

pp.96-122.

23) 内山悟志「ソーシャル時代のストーリー・マーケティング【前編】」『ITmediaエンタープライズ』

2013.4.10 <http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1304/10/news016.html>

[参照：2019-02-28]

24) Cheryl Stenstrom and Ken Haycock, “The Role of Interpersonal Influence in Budget Decision

Making: The Canadian Public Library Experience,” Administration & Society, Vol. 47, no.8,

2015, pp.983-1014.

25) “FOPL and OLA Submission for Ontario Pre-Budget Consultations,” FOPL News,

2016.1.21. <http://fopl.ca/news/fopl-and-ola-submission-for-ontario-pre-

budget-consultations/> [参照：2019-02-28]

“Joint FOPL OLA Pre-Budget Submission to Ministry of Finance,” FOPL News, 2019.1.28.

<http://fopl.ca/news/joint-fopl-ola-pre-budget-submission-to-ministry-of-

finance/> [参照：2019-02-28]

37



論文

公共図書館における情報リテラシー教育の意義と課題：
情報アクセス保障の観点から

瀬戸口 誠
(梅花女子大学准教授)

Significance and Issues of Information Literacy Education

in Public Libraries:
From the Viewpoint of Guaranteeing Information Access

By Makoto SETOGUCHI

(Associate Professor, of Baika Women’s University)

抄録

本論では，インターネット上の情報を探すためのサービスである検索エンジンの普及によってもた

らされる課題について整理し，それを基に公共図書館における情報リテラシー教育の重要性を論じ

る。さらに，日本の公共図書館の現状を概観し，貸出サービスから情報リテラシー教育へと転換する

必要性とその可能性について検討する。合わせて，図書館情報学における情報リテラシー研究を概観

し，情報リテラシー教育全般の課題を提示する。最後に，公共図書館における情報リテラシー教育の

理論的根拠として，イエーガー等による物理的アクセス，知的アクセス，社会的アクセスという 3次

元の情報アクセス概念を用いて，公共図書館における情報リテラシー教育の重要性と課題について論

じる。日本の公共図書館の日常業務や近年の課題解決支援サービスに情報リテラシー教育への展開可

能性を見出した。

Abstract

This paper discusses: 1. The problems brought about by the spread of search engines, which

are services for searching information on the Internet, and 2. The importance of information

literacy education in public libraries. In addition, the paper reviews the present situation of

Japanese public libraries, examining the necessity and possibility of converting from circulation

services to information literacy education. It also outlines information literacy research in library

and information science and presents challenges facing information literacy education in general.

Finally, as a rationale for information literacy education in public libraries, the paper discusses

the importance and the issue of information literacy education in public libraries based on

three information access concepts: physical access, intellectual access, and social access (Paul

T. Jaeger’s et al concept). It suggests possibility of developing information literacy education

in both daily routine services and problem-solving support services in Japanese public libraries.
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1 はじめに

検索エンジンを始めとしてインターネット関連サービスの普及によって，誰でも簡単に情報を探す

ことができるようになった。簡単な調べ物であれば，Wikipedia等を参照することは，大学生だけで

なく大学の教員や一般の人々にとっても日常的な行為となっている。そのため，一見すると人々の情

報を探し，利用する能力はひと昔前に比べると各段に上がっているように思われる。情報資源が多様

に溢れる現代社会において，大学においては専門知識の習得よりも批判的思考 (Critical Thinking)

の育成にその重点が移りつつある。

一方で，人々の情報探索能力の向上とは相反するように，情報リテラシー教育は重要な教育課題と

なっている 1)。情報が探しやすい環境下において情報リテラシー教育の重要性が高まっていること

は何を意味しているのであろうか。おそらく，人が情報を探す (利用する)能力はインターネット普

及以前とそれほど変化していないか，むしろ低下している可能性すらあり，そのことが情報リテラ

シー教育の重要性を高めている原因であろう 2)。その理由として，インターネット上の情報自体が

断片的であり，体系的な知識を身につけられる機会が減っていること等が考えられる。また，イン

ターネットを介して行われる人の情報探索・利用行動が検索エンジンを起点として行われることにも

その一因を求めることができるだろう。

総じて，Webサイトやブログ，各種データベース等の情報がインターネット上には大量に流通し

ている一方，我々が情報を入手する経路は極端に集約されている状況がある。すなわち，一般的にイ

ンターネット上で人々が情報検索を行う際，ほぼ例外なく検索エンジンサービス (例えば，Google)

を利用するのが標準となっている。情報資源が多様化する一方，利用するのはもっぱら検索エンジン

というアンバランスな状況は，情報サービス機関である公共図書館やそこに勤務する図書館員に対し

て何を投げかけているのだろうか。

本論では，上述の状況を前提にして，公共図書館における情報リテラシー教育の重要性が高まっ

ていること，さらにはそれが情報アクセスの保障という公共図書館の使命とも合致することを論じ

る。まず，検索エンジンの特性，そこから生じる「フィルターバブル」(filter bubble)の問題を取り

上げる。次に，公共図書館の現状，特に「無料貸本屋」論に代表される図書館の貸出サービス偏重に

対する批判を事例として取り上げ，その批判の含意について，情報リテラシー教育という観点から論

じる。そして，図書館界の情報リテラシー概念を概観し，情報アクセスの保障という観点から情報

リテラシー教育を捉える必要性を明らかにする。次章では，検索エンジンの仕組みについて概観し，

「フィルターバブル」の問題と情報リテラシー教育の関係について論じる。なお，本論における図書

館とは主に公共図書館を念頭に議論を進める。
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2 検索エンジンと情報リテラシー教育

2.1 情報資源としての検索エンジン

検索エンジン (search engine)とは，周知のようにWebサイトを探すための検索サービスである。

Webサイトを閲覧する，ネットサーフィンすることが誰にとっても日常的になっている現在，検索

エンジンの利用はテレビや新聞といったマスメディアの利用を凌駕するほどになっている 3)。本章

では，検索エンジンの特性を概観し，マスメディアや公共図書館といった情報サービス機関との異同

を検討する。

一般的に新聞やテレビといったマスメディアは，社会的に伝達する意義のある出来事を選択し，

ニュースとして報道することをその使命としている。当然，この情報の取捨選択に際しては，否応な

しに機関や制作者，記者等の価値判断が入る。この価値判断については，上述の社会的に伝達する意

義に加えて，読者や視聴者のニーズ，さらにマスメディアの活動を支えるスポンサーとなる各企業群

の意向も関わっている。結果的に，マスメディアで流通している情報の取捨選択には多様な要因が関

わっており，それらのバランスを調整しながら情報の提供がなされている。

他方，公共図書館は，個々の資料の内容や利用者ニーズを加味しつつ，市場に流通する図書や雑誌

の中から特定の資料を選択し，コレクションとして利用者に提供する役割を担っている。ただし，現

実的には，公共図書館の資料選択において，図書館の予算や保存スペースといった要因も大きな影響

を及ぼしている。

1970年代以降，特に貸出サービスに尽力してきた日本の公共図書館における資料選択は，出版市

場の動向を通じて利用者ニーズを概ね把握してきたという指摘もある 4)。すなわち，書店等でよく

売れる書籍は図書館の利用者も必要とするという前提で，公共図書館は資料収集を行ってきたという

ものである。もちろん，資料収集において，公共図書館はレファレンスブックや地域資料の収集を

行ってきたことも事実であり，出版市場の動向のみに依拠してきたわけではない。しかしながら，日

本の公共図書館が出版市場に依存した資料収集を行ってきた面は否定できないだろう。これについて

は，公共図書館は貸出サービスを中心として読者層を拡大することで，出版市場の発展に貢献して

きた側面もあるだろう。いずれにしても，出版市場の動向を視野にいれつつ収集された蔵書 (コレク

ション)の中から，利用者は必要な資料を探索し，入手する。結果的に，利用者は公共図書館という

フィルターを通して図書や雑誌の情報を入手していると考えることができる。

では，インターネット上のWebページを収集している検索エンジンの場合はどうであろうか。検

索エンジン登場時には人手でWebページを収集するものが多かったが，Google等現在主流の検索エ

ンジンは，プログラムに従って機械的にWebページを収集している。検索エンジン利用者は，自分

が必要とするページにアクセスすることを意図して，検索キーワードを検索フォームに入力し，検索

を行う。検索エンジン側は，入力されたキーワードと関連がありそうなサイトの結果を出力し，結果

を利用者に提示する。ただし，この検索結果の順序 (ランキング)については，必ずしもサイトの中

身の正確さを保証するものではない。例えば，Googleが採用した PageRankという順序の決定方法

では，多くのページからリンクが張られている，ランクの高いページからリンクが張られている，リ
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ンク数が少ないページからリンクが張られているページはランクが高いといったリンク構造を利用し

て，検索結果のランク (順序)が決定される。この場合，検索結果の順序は，サイト自体の内容では

なく，どのサイトからリンクが張られているか，またそこから推定される，どの程度の人がアクセス

し，閲覧しているかという数 (リンク数や利用者数)に比重が置かれていると考えられる。

現在，何か情報を探す際に，人が利用する情報資源として検索エンジンが選ばれる可能性は非常に

高い。検索エンジンが席巻する状況下において，ハラヴェ (Halavais, Alexander)は，Webのもたら

した最大の変化を，「個人が特定のコンテンツに注目するあり方」であることを指摘している 5)。

このような検索エンジンのランキングでは，特定の価値判断が入り込む余地はないように思える。

しかし，現在の Googleは PageRankのみで順序を決定しているわけではないと考えられ，特定の企

業のWebページが検索結果から削除されてしまう事例 (俗に言う Google八分)や特定のキーワード

を検索キーワードから排除する事例等，検索エンジン企業による検閲やフィルタリング事例が報告さ

れている。

また，検索エンジンは，インターネット上にある全てのWebサイトを網羅しているわけではない。

例えば，言語という観点から考えれば，日本語の場合，英語に比べると単語を正確に取り出すこと自

体困難である。世界の言語構造はさまざまであるため，検索エンジンが比較的取り扱いやすい言語に

傾くことが考えられる。さらに，マジョリティ言語とマイノリティ言語の問題もある。多くの人々が

使用している言語は，それだけ経済規模も大きくなるため，マジョリティ言語が使用されているWeb

サイトを優先的に収集することが予想される。したがって，検索エンジンは，網羅的に情報を収集し

ようとしていることは，必ずしも全ての人々に対する公平な情報提供につながるとは限らない。これ

は検索エンジン側だけの問題でもない。例えば，自分のWebサイトの検索結果の順位を上げるため

に施される SEO等も，検索結果に一定のバイアスをかける一因となっている。

さらに，近年の検索エンジン市場は，中国のバイドゥ (Baidu)6)や韓国のネイバー (Naver)7)等の

例外を除けば，Google一強の様相を呈している 8)。情報の入手という観点からこの状況を捉えるな

らば，人々の情報入手において Google という一企業の (フィルタリング等の) 技術に依存している

状況を意味している。情報の多様性という観点から考えると，このような検索エンジン市場の寡占化

は問題が多い 9)。このように，一見価値判断とは無縁な情報資源に見える検索エンジンにおいては，

提供される情報の質に対して「資本の論理」や特定企業による統制等が大きな影響を及ぼしている。

2.2 「フィルターバブル」と公共図書館における情報資源の選択

検索エンジンを頻繁に利用することによる利用者の問題についても確認しておきたい。上述したよ

うに，検索エンジンに過度に依存することは，単一の情報資源のみに依存することであり，結果的

に，人々の情報リテラシーの問題に帰着する。検索エンジンに過度に依存する現状は，高い情報リテ

ラシーを有する人にとっては特に問題にならない一方，総じて情報リテラシーが低い人にとっては多

くの問題を内包していることを暗示している。

まず，検索エンジンに過度に依存する現代人の問題については，パリサー (Pariser, Eli)が「フィ

ルターバブル」という用語で表現している 10)。SNS等のインターネットメディアのみならず，検索

41



エンジンも，過去の検索履歴等を基に利用者が好ましいと考えられる情報を選択的に提示している。

結果として，利用者が好ましいと思う情報ばかりが選択的に提示されてしまい，自らが興味のない情

報と接する機会が低下し，それぞれの利用者は分断化されていく。この現象が「フィルターバブル」

である。単に好きな音楽や映画等の娯楽にとどまるならば，好ましいと思う情報ばかりが選択的に提

示されることは情報を探すのに効果的な役割を果たすだろう。ただし，多様な意見や見解に分かれる

ような社会的課題について検討しなければならない場合，フィルターは社会的対立を助長することも

あり得る。実際に，米国のトランプ大統領が誕生した際の大統領選挙において，インターネット上の

メディアが与えた影響について指摘されている 11)。

「フィルターバブル」の問題としては，利用者の望む情報が優先され，望まない情報から遠ざけら

れることにより，自身の作り出したフィルターで泡 (バブル)のように包まれて，思想的に社会から

孤立することが挙げられる。このフィルターは，個人が有する思想・信条をより強化する一方，それ

とは異質な考え方を排除するとされる。個人の思想・信条の問題については，ここでは立ち入らない

が，その基盤となる情報資源の提供においてフィルターは問題が多い。加えて，Google等の検索エ

ンジンやソーシャルメディア等のプラットフォーム事業者にとって，「顧客は『広告主』であって，利

用者は言わば『売り物』に過ぎない。」という指摘もある 12)。インターネット上に流通する情報資源

は「資本の論理」によって選別され，提供されていると言える。このような状況も，テレビや新聞，

ラジオ等のマスメディアが主たる役割を果たしていた 2000年以前の情報環境とは大きく異なる点で

ある。

では，公共図書館における情報資源の選択についてはどうであろうか。公共図書館では，どの資料

を収集するかに関して論争の歴史がある。例えば，19世紀の米国図書館界では，公共図書館がフィ

クションを収集し提供することの是非をめぐって論争が展開された 13)。この論争は，「フィクショ

ン論争」と呼ばれ，図書選択における 2つの立場を示すものである。資料選択の基準について，一つ

は資料そのものの価値を重視する立場 (価値論)と，もう一つは利用者の要求にあるとする立場 (要求

論)である。歴史的にみると，出版市場が拡大し，読書が社会に普及するにつれて，公共図書館の資

料選択の基準も価値論から要求論に変化する。とはいえ，実際には，図書館は設置目的や予算等の制

約から，基本的には要求論に立ちつつ価値論的判断を下している。

「フィクション論争」に類似する議論としては，古くは公共図書館におけるコミック所蔵や最近で

はボーイズラブ (BL)所蔵の是非についての議論がある 14)。いずれにしても，どのような基準，方

針によって，資料を公開するのか，あるいは制限するのかが争点となっている。この選書論において

は，情報資源の選択の判断基準は，基本的には公共図書館が専有している。

しかし，上記の検索エンジン等においては，情報提供機関としての役割としての情報資源選別の判

断は含まれない。あくまでも，利用者が望む情報を優先的に選択し，提供するアルゴリズムが機能し

ているだけである。検索エンジンは図書館における選書の用語を使えば徹底した「要求論」に立った

サービスを提供していると言えなくもない。ただし，利用者自身が望む情報は，あくまでも利用者の

インターネット利用により生じたフィルターを媒介して生み出された点で，従来の選書における「要

求論」とは異質なものである。もちろん公共図書館においてもリクエストを多く出す利用者の志向が

蔵書構成へと影響し，似た志向の利用者を多く集め，意図しない形で図書館ごとに分断化している可
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能性があることは否定できない。しかし，選書論の「要求論」における要求とは，利用者が新聞や雑

誌，他者の口コミから得た情報から生じている一方，検索エンジン等における「要求」は利用者自身

も無意識な状態で生じているため，自身が望んでいることすら意識していない。このことから，検索

エンジンのサービス実態は選書論における「要求論」とは大きく異なっている。

2.3 図書館情報学における情報リテラシー概念とその研究

本節において，図書館界における情報リテラシー概念とその研究動向について，確認していく。ま

ず，図書館界における情報リテラシー概念の定義を確認する。さらに，近年の情報リテラシー研究の

動向を概観し，情報リテラシー教育を実施する上での課題等を整理していく。

図書館界における情報リテラシー概念については，バーレンズ (Behrens, Shirley J.)の先行研究

に詳しい 15)。バーレンズによると，情報リテラシー概念の初出は，1974年に当時情報産業協会会長

であったザコウスキー (Zurkowski, Paul G.)によるものだとされる。ザコウスキーの定義は，ビジ

ネス分野に限定されるものの，社会の多様な局面に押し寄せる情報化に対応する必要性を反映したも

のであった。

コンピュータが社会に至るところに普及していくにつれて，情報リテラシー概念はより広範囲なも

のに拡大していく。特に 1990年代に入ると，Windows95の登場によるインターネットの普及等も

あり，情報リテラシーに対する社会的関心も高まっていった。そのような中で，すでに 1989年に米

国図書館協会は情報リテラシー概念に関する包括的な定義を行っている。それが米国図書館協会会長

情報リテラシー諮問委員会による『最終報告書』である 16)。『最終報告書』では，情報リテラシーは

「情報が必要なときに，それを認識し，必要な情報を効果的に見つけ出し，評価し，利用することがで

きる能力」と定義された。『最終報告書』では，情報化社会を背景として，なぜ民主主義社会において

情報リテラシーが必要なのか，さらに図書館が情報リテラシーの育成に果たす重要性が論じられてい

る。米国図書館協会が公表した報告書であることからもわかるように，人々の情報リテラシーの育成

に果たす図書館の役割が強調されているのが特徴的である。情報化社会さらに続いて到来する情報社

会を前に，『最終報告書』では図書館が社会の先導的役割を果たすことを意図した側面もあるだろう。

『最終報告書』はその後の情報リテラシーや情報リテラシー教育に関する議論においても度々参照

され，情報リテラシーの包括的定義として受け入れられた。続いて，1998年には，米国学校図書館

員協会 (American Association of School Librarians: AASL) と教育コミュニケーション工学協会

(Association for Educational Communications and Technology)によって，『児童・生徒のための

情報リテラシー基準』(Information Literacy Standards for Student Learning)が公表された 17)。

2000年には，米国大学・研究図書館協会 (Association of College & Research Libraries: ACRL)に

よる『高等教育のための情報リテラシー能力基準』(Information Literacy Competency Standards

for Higher Education)が公表されている 18)。これらの基準等を基にして，学校図書館や大学図書

館において情報リテラシー教育が積極的に取り組まれていった。

一方，情報リテラシーそのものを研究対象とする情報リテラシー研究についても，特に 2000年代

以降，積極的に取り組まれている。『高等教育のための情報リテラシー能力基準』等では，情報リテ
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ラシーは詳細なリスト形式で提示されている。ただし，これらの文書に示される情報リテラシーは人

の情報利用行動を必ずしも反映しておらず，実際の教育や学習といった場面で必ずしも期待した成果

が見込めない状況が出現してくる。

その結果，『高等教育のための情報リテラシー能力基準』のような標準的な情報リテラシーではな

く，人の情報利用経験に即した情報リテラシー研究が希求されることになる。その代表的な研究と

しては，ブルース (Bruce, Christine S.)による『情報リテラシーの 7側面』を挙げることができる

19)。ブルースは，教員や図書館員等の高等教育関係者が経験し，考えた情報リテラシー像について

インタビュー調査等を通じて提示している。ブルースの研究において，情報リテラシーは普遍的なも

のではなく，情報利用が行われる文脈ごとに異なるものという捉え方がなされている。ブルース以降

の情報リテラシー研究については，文脈ごとの情報リテラシーを把握しようとする試みが増えてい

く。例えば，ロイド (Lloyd, Annemaree)は，消防隊員の日常における情報リテラシーに関する調査

を行っており，従来情報リテラシーの基準等が想定してきた図書や雑誌等の物理的情報資源ではな

く，消火現場における同僚の動作等が重要な情報資源となっていることを指摘している 20)。なお，

これらの文脈に基づいた情報リテラシー研究は，情報利用行動研究 (user studies)の影響を受けたも

のであることを付言しておく。これらの経験的な研究を基盤として，情報リテラシー研究は進展して

おり，情報リテラシーに関する国際会議も開催されるようになっている 21)。

上記の国際会議等で報告される研究において，情報リテラシーは，普遍的スキルではなく，文脈依

存型の能力として，さらに，2015年に ACRLが公表した『高等教育のための情報リテラシーの枠組

み』(Framework for Information Literacy for Higher Education)に代表されるように，高次の認

知能力として捉えられるようになっている 22)。加えて，情報リテラシーは，情報利用行動が実践さ

れる文脈において一定程度共有される集団的資質として議論されるようになっている 23)。

他方，実際に情報リテラシーを教育するということに目を向けると，情報リテラシーは個人的な資

質として議論される傾向にある。人の学習や教育全般とも相通じるが，情報リテラシーの育成を検討

する際，どうしても個人単位での評価を念頭にしたプログラムが計画される。例えば，大学において

卒業論文を執筆する経験や大学院において教員や他の大学院生との共同研究の経験を通じて，アカデ

ミックな領域の情報リテラシーは育成されてきたと考えられる。ただし，これらの経験は必ずしも情

報リテラシーの習得を直接的に目的としてものでなく，人の情報リテラシーについて論じる際には，

(卒業論文や学術論文等の)成果だけに目を向けることになる。結果的に，人の情報リテラシーの高低

は，個人の資質として捉えられることになる。情報リテラシー教育において個人に焦点化すること

は，人が情報リテラシーを学ぶプロセスが依然として可視化されていないことにも起因している。特

定の社会集団で情報リテラシーがどのように共有されるのかをいかに可視化し，教育に応用していく

かが今後の研究課題となろう 24)。これについては，今後の情報リテラシー研究や情報リテラシー教

育の実践の展開に期待する他ない。
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3 公共図書館の貸出サービスと情報リテラシー教育

3.1 貸出サービスから情報リテラシー教育への転換

2章 3節で確認したように，情報リテラシー研究やその教育については図書館情報学をはじめとし

て図書館界を中心として発展してきている。また，検索エンジンサービスの普及やそれに関わって生

じる「フィルターバブル」等を考慮すると，公共図書館が情報リテラシー教育を担うことの重要性が

より高まっていると言えるだろう。本章では，公共図書館におけるサービスの現状を確認し，公共図

書館が情報リテラシー教育を担う意義と課題を検討する。

まず，本節では，公共図書館が貸出サービスから情報リテラシー教育への転換が必要であることを

検討する。ここでは，公共図書館の「無料貸本屋」批判を事例として取り上げ，貸出サービス重視の

姿勢の問題点について検討する。

「無料貸本屋」批判の論点としては，公費で運営されている公共図書館が出版市場の後追い的なサー

ビスを提供することの是非が問題とされている。公共図書館の選書について，利用者が何を好んで読

むのか (あるいは，読むと予想されるか)という観点からもっぱら行われることが問題とされる。貸

出サービス重視の功罪について，新出は下記のように指摘している 25)。

1970年段階の戦略的な指針としては，有効だったことを否定する論者は少ない。1990年代

中盤以降，自治体財政がはっきりと緊縮の傾向を示し，同時に出版不況を遠因とする「無料貸

本屋」批判などが起こると，利用者の資料要求に応えるという運営・蔵書方針は出版市場にお

ける消費と近似していき，その『公共性』が論難されることともなった。

貸出サービス重視のサービス体制は，公共図書館内部の問題ではなく，今や公共図書館と出版社や

書店等のステークホルダー間の問題となっている。公費で運営される公共図書館が民間企業である書

店と同じ役割を社会的に果たしていることが事実だとすれば，図書館経営という点から問題がある

が，本論ではここに深く立ち入らない。以下，本論では，公共図書館の出版市場の後追いという状況

について，情報提供の面から考えることにしたい。

利用者が望む資料を優先して収集し，提供する公共図書館のサービス姿勢は，上述した検索エンジ

ンのアルゴリズムとの類似性が認められる。2章 2節では，「フィルターバブル」と公共図書館の「選

書論」とは本質的に異なると述べたが，公共図書館が蔵書構成を主体的に担う役割を放棄した場合，

それらの差異は著しく小さなものになる。

このような状況は，図書館本来の目的，地域住民の知的自由の保障から考えても問題があるが，上

述した「フィルターバブル」のような状況下では一層深刻である。

また，公共図書館を取り巻く情報環境の変化という点でも，公共図書館サービスの転換が必要と

なっている。不況知らずと言われた出版業界も，1990 年代中頃を境に売上高は減少し続けている。

出版業界の衰退と相反して，インターネットの普及は目覚ましいものがある。特に，2010 年代以

降は，PC からスマートフォンやタブレット端末へと主要デバイスの移行があり，インターネット

メディアは日常生活に不可欠なものとなっている。このような情報環境の変化に応じて，図書館も
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Web-OPACや館内のWi-Fi環境の整備等の取り組みを行っている。

他方，公共図書館が提供する情報資源についてはどうであろうか。確かに，日本でも東京都の千代

田区立図書館や堺市立図書館等の先駆的事例を始めとして，電子書籍を提供する図書館も増加しつつ

ある。また，図書館の広報媒体として，Facebookや Twitter等の SNSを活用している事例も多数

存在している。しかし，激変する情報環境下において，印刷媒体の図書や雑誌を主たる情報資源とし

て提供している公共図書館のサービス形態はそれほど変化していないように映る。学術雑誌の電子化

によって，研究・教育支援において電子ジャーナルが主な情報資源の 1つとなっている大学図書館に

比べれば，公共図書館が提供する情報資源の形態は 20年前と比べても大きな変化は見られない。例

えば，公共図書館の電子書籍導入の遅れについて，植村八潮は “図書館界，特に公共図書館において

は，出版を取り巻く環境変化，情報流通の変革に対して，反応が鈍いと言わざるを得ない。”と指摘

している 26)。

結果的に，情報環境が劇的に変化しつつある中で公共図書館の情報資源は旧来の印刷媒体中心で

あり，デジタル化の対応は著しく遅れているということができる。一方，公共図書館のサービス自

体は，課題解決支援サービス等の地域課題の解決や地域活性化等にシフトすることによって新たな

形態に移行しているという指摘もある 27)。また，公共図書館の主たる利用者層である高齢者のコン

ピュータ・リテラシーの低さからも，情報資源の急激なデジタル化は多くの問題を孕んでいる。高齢

者を中心とする利用者を中心に据えた日本の公共図書館の状況について，田村俊作は下記のように指

摘している 28)。

これらの人々のニーズに合わせて図書館を運営するのは正しいが，他方，それらの人々を

ICTを通じてはじめて利用できるサービスに案内すること，および，いずれ訪れる，スマホや

PCを使う人々が中心の社会に備えることも必要であろう。そうしないと，利用者サービスを

ICT とあまり関わらない非常に狭い範囲に限定したまま，今後に向けた展開の余地があまり

ないものに留めてしまうことになりかねない。これでは公共図書館の将来は危うい。

このような状況は，公共図書館全体としても問題であるが，情報リテラシー教育の観点から考えて

も多分に問題を含んでいる。

では，日本の公共図書館における情報リテラシー教育の現状はどうであろうか。公共図書館におけ

る情報リテラシー教育の実態については，2011年に高田淳子によって，都道府県立図書館と政令指

定都市図書館を対象とした質問紙とインタビュー調査が行われている 29)。高田は 2006年にも同種

の調査を行っており 30)，2011年調査では各項目ともに実施率が高まっており，情報リテラシー教育

が着実に進展していることが示されている。具体的には，各図書館ともに，情報リテラシー教育を独

立したサービスとしてというよりも，課題解決支援サービス等の情報サービスの一環として実施して

いることが示されている。また，情報リテラシー教育を実施している図書館においては，情報リテラ

シー教育の重要性が職員間で共有されていることが明らかにされている。ただし，これはあくまでも

情報リテラシー教育を実施している公共図書館に限定した場合であり，公共図書館全般に当てはめる

ことには慎重な姿勢が必要であろう。また，この調査研究では，あくまでも調査対象としては大規模

図書館が主となっていること，さらにインタビュー調査については情報リテラシー教育を実施してい
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る図書館による回答であることには留意しなければならない。

日本の情報リテラシー教育に関する研究において，大学図書館 31) や学校図書館 32) に比較する

と，公共図書館に関するものは極めて少ない 33),34)。これは，総じて他館種に比べて情報リテラ

シー教育が低調であることの傍証となろう。

3.2 公共図書館における情報アクセスの保障

本節では，公共図書館による情報リテラシー教育が重要である点について，情報アクセスの保障

という観点から論じる。情報アクセスについては，多様な解釈が存在するが，イエーガー (Jaeger,

Paul T.)等の書著『図書館・人権・社会的公正：アクセスを可能にし，包摂を促進する』を基に，情

報リテラシー教育との結びつきを論じる 35)。

イエーガー等は，公共図書館の役割を「人権」や「社会的公正」の保障と規定し，そのための課題

等を整理する中で，情報アクセスについて論じている。イエーガー等は，情報アクセスを捉える視点

として，物理的アクセス，知的アクセス，社会的アクセスの 3つの次元を挙げている。

まず，物理的アクセスとは，求められている情報に到達するプロセスを意味している。これは文字

通り，情報資源に利用者がアクセスすることの保障となる。すなわち，閲覧や貸出サービスを通じて

公共図書館が行っている情報資源の提供は，物理的アクセスに該当する。これについては，貸出サー

ビスに注力してきた日本の公共図書館は一定の水準を達成していると捉えることが可能である。ただ

し，上述したように，電子書籍の提供が十分な水準に達していない印刷媒体中心の蔵書構成等につい

ては別途検討が必要である。しかしながら，2019 年時点において，日本の公共図書館の数は 3,000

館以上存在し，相互貸借も含めれば印刷媒体資料はほぼ提供され，各種データベースの提供，利用者

のネットワーク環境整備のためのWi-Fiの提供等を考慮すれば，物理的アクセスについては一定程

度の評価が得られるだろう。

次に，イエーガー等が挙げる知的アクセスについて，確認していこう。知的アクセスとは，物理的

アクセスが保障された上で，情報自体にアクセスすることとして理解できる。これは，利用者が情報

資源にアクセスした上で，情報資源の中身を理解することまでをアクセスの範囲に含む概念である。

例えば，公共図書館において利用者が「認知症」についての調べ物をしている場合を考えてみよう。

通常のアクセスという場合，調べ物で利用する情報資源に到達することを指しているが，知的アクセ

スとは利用者が情報資源を読み，理解することまでをその範囲としている。利用者が認知症関連の図

書やWebサイトを読み，それを理解し，自身の課題にそれらの情報資源を活かすことが知的アクセ

スの範囲になる。そのため，仮に「認知症」関連の図書が見つかったとしても，利用者が当該図書の

内容を理解できない場合，知的アクセスが保障されたとは言えない。また，知的アクセスは，図書等

の内容以前の問題として，利用者の言語能力等にも関わっている。例えば，米国の公共図書館で提供

されている移民向けの英語のリテラシー支援プログラム等も知的アクセスの保障のためのサービスと

して捉えることができる。当然ながら，情報リテラシー教育はまさに知的アクセスに該当するサービ

スである。ただし，日本の公共図書館において，知的アクセスの保障は十分であるとは言いがたい。

最後の社会的アクセスとは，社会的文脈での情報入手等を意味する概念である。例えば，公共図書
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館で情報資源が提供されていたとしても，皆が同じように情報を受け取る，あるいは，入手できると

は限らない。利用者の置かれた文脈によって，情報資源の提供の仕方を工夫することが必要な場合も

多い。日本の公共図書館では，ある部分で障害者サービスや多文化サービス等において，社会的アク

セスの保障を行ってきたと言える。ただし，社会的アクセスについても，「障害者」や「在日外国人」

といった既存のカテゴリーを基にしている点である程度限界がある。近年の情報利用研究において，

社会的包摂 (Social Inclusion)等の視点から社会的アクセスに関する研究が行われている 36)。

3.3 公共図書館における情報リテラシー教育の可能性

３章 1節で確認したように，2019年時点での日本の公共図書館において，情報リテラシー教育を

積極的に展開していくことは簡単ではない。むしろ，公共図書館に対する利用者ニーズや地域社会か

らの期待等を考慮すれば，公共図書館における情報リテラシー教育の優先順位は低くなるかもしれ

ない。

しかしながら，公共図書館以外に広範に情報リテラシー教育を担う組織は見当たらず，検索エンジ

ンやソーシャルメディア全盛の情報環境や将来的な公共図書館の持続可能性を考慮すれば，公共図書

館における情報リテラシー教育は不可欠なサービスとして位置づける必要がある。では，公共図書館

の現状を考えた場合，情報リテラシー教育をどのように展開していくべきなのだろうか。以下では，

公共図書館のサービスから情報リテラシー教育へと展開していく可能性について述べたい。

日本の公共図書館において情報リテラシー教育，例えば，単独の情報探索法のようなワークショッ

プを開催した場合，それほど集客は見込めないかもしれない。上述したように，インターネット上の

情報資源は，「資本の論理」に支配されていると言っても過言ではない。無論，これはあくまでも無

料の情報資源に限定した話であるし，無料の場合でも学術情報に限ればその限りでない。ただし，多

くの人々が利用する情報資源の大部分は，無料かつ非学術系の情報資源であることも確かである。そ

のような状況において，情報資源の選択における評価は一層重要になる。しかし，検索エンジンで提

供される情報資源のランキングは，情報資源の重要性を担保するものではない。インターネットの利

用者にとって，極めて断片的な情報を取捨選択し，さらに自らの中に体系だった知識を構築していく

のは非常に困難な場合も想定される。

この時，公共図書館等で採用している日本十進分類法等の既存ツールの活用の仕方によっては，今

後の情報リテラシー教育につながる一つのヒントを示してくれるかもしれない。日本十進分類法は，

図書館にとっては情報資源の分類・整理といった情報資源組織化の基盤である一方，利用者にとって

は知識の体系性を学ぶツールになり得る可能性を持っている。例えば，利用者が書架をブラウジング

しながら，利用者自身が調べている事柄に関連する情報を見つけることはもちろん，そこから派生的

に多様な知識のつながりを発見するといったことは図書館利用者なら誰しも経験したことがあるだろ

う。このような分類や件名といった図書館が扱ってきた知識の体系性を持つツールを活用して，図書

館側から企画展の開催や書架の配架を工夫すること等も有効な情報リテラシー教育であろう。各地の

公共図書館で作成されているパスファインダーについても，この点を意識して取り組むことでより充

実したツールになり得る可能性を持っている。
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また，公共図書館において展開されている課題解決支援サービスについても，情報リテラシー教育

という観点から期待できる部分が大きい。例えば，公共図書館が提供する健康・医療情報サービスで

は，関連図書の収集・展示からオンラインデータベースの提供，医師等の専門家による講演会の開催

等，その内容は多岐にわたっている。公共図書館の利用者に限らず，住民全員が高いニーズを持って

いることが予想される健康・医療分野であれば，情報リテラシー教育においてもある程度の集客が見

込まれる。実際に，埼玉県立久喜図書館では，年 2回「情報の調べ方講座 健康・医療情報コース」を

開催し，役立つ情報の紹介とともに情報調べのポイントも案内している。また，同図書館での講演会

開催時には，必ず図書館司書による講演関連テーマの調べ方案内も実施している 37)。インターネッ

ト上の健康・医療分野の情報は，学術的なものから商業的なものまで無数に存在している。さらに，

病気や怪我の治療法や医薬品，医療機関に関する口コミサイトも多数存在し，どの情報が信頼できる

ものかの判断は非常に難しい。近年，医療の分野では，インフォームドコンセントやセカンドオピニ

オン等，従来の受動的な医療ではなく，患者の権利と義務を重視する参加型医療に移行しつつあり，

「ヘルスリテラシー」(Health Literacy)の重要性も高まっている 38)。健康・医療分野における情報

リテラシーの育成は，図書館利用者やその家族の健康に直結するものでもあり，公共図書館が担うべ

き役割である 39)。実際に，公共図書館において健康・医療分野に関する情報リテラシー教育を行っ

た成果として，青木玲子等は下記の 5点を挙げている 40)。

① ニーズ分析による多様な市民情報ニーズの再確認

② 信頼できる情報発信をするライブラリー，頼りになるライブラリアンとしての存在意義の

確認

③ 図書館のコレクションの見直し

④ 地域社会情報源の活用，他機関との連携

⑤ 専門機関の支援体制と各種図書館ネットワークの重要性の認識を深め，エンパワーする情

報リテラシー講座の実施

健康・医療分野に対する利用者ニーズを基にした情報リテラシー教育は，公共図書館の活動全体を

活性化することにつながる。今後，公共図書館は，健康・医療情報サービスのような利用者ニーズの

高い分野を切り口として，市民の情報リテラシー支援を担うことができる。具体的には，公共図書館

が健康・医療分野におけるインターネット上の情報資源の評価基準のポイントを公共図書館のWeb

サイトや館内の配布資料等の各種媒体で発信することができる。

また，近年，公共図書館が学校図書館の支援や連携を積極的に行っている事例が増加している 41)。

公共図書館による支援や連携が学校図書館の単なる補完ではなく，情報リテラシー能力の育成という

共通の基盤に立ち，情報リテラシーの専門家として積極的に活動を行っていくことが期待される。

これらの取り組みは，すでに多くの公共図書館で取り組まれているかもしれない。しかし，公共図

書館が情報アクセスの保障を担う機関であると位置づけるならば，現在の取り組みを「情報リテラ

シー教育」という枠組みで再検討し，時には再構築していくことが必要になると考えられる。
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4 結び

公共図書館における情報リテラシー教育の意義と課題について，インターネット上の検索エンジン

が情報探索のゲートキーパーであること，その中で公共図書館が果たすべき役割は何かという観点か

ら論じた。

ただし，早急な情報リテラシー教育の展開が必ずしも望ましいとは限らないことに留意が必要であ

る。日本の公共図書館の現状や利用者ニーズに即した形で，情報リテラシー教育の展開が望ましいと

考える 42)。そのためには，利用者ニーズを基にしたサービス計画と，情報リテラシー教育の枠組み

の構築が期待される 43)。

日本では，情報リテラシーという用語自体がコンピュータやインターネットの活用という文脈で議

論される傾向にある 44)。それに対して，欧米では，上述したように図書館界が情報リテラシーの普

及及びその教育に積極的に活動してきたこともあり，情報リテラシーとコンピュータ・リテラシー

は異なる概念として議論されている。これも日本と欧米の公共図書館を取り巻く環境が異なる点で

ある。

いずれにしても，日本の公共図書館の現状を基にしたサービス展開が必要となろう。そのために

は，まず，図書館界において，公共図書館が情報リテラシー教育を担う機関であるということの共通

理解を図る必要がある。公共図書館やそこに勤務する図書館員，さらに研究者が “情報への等しいア

クセスと情報使用能力の提供という図書館のユニークな役割”という考えを共有できるかどうかが，

今後の公共図書館における情報リテラシー教育の展開に大きく影響することは間違いない 45)。
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Abstract

The aim of this paper is to describe public libraries in Japan, for which purpose I discuss their

historical background, status quo and issues. Firstly, the historical background is examined

to determine a prototype of the public library. Books and materials have been stored and

organized for circulation for hundreds of years; many of these processes have been recorded and

published to promote library service establishment. Secondly, the status quo of public libraries

and its background are investigated. When household income increased twofold in the 1970s,

Japan’s national economy promoted the development of libraries. Until the mid-1990s, grants

were offered to cities and towns that could afford libraries, although they remained unaffordable

for many rural towns. However, it eventually became difficult to promote building libraries or

even to maintain them afterwards. In conclusion, I note several issues affecting public libraries

in Japan.

1 HISTORICAL BACKGROUND

The Japan Library Association (JLA) was founded in 1892, and it is the third oldest library

association in the world. Its Library Journal, which has succeeded for more than a century, was

first issued in 1907. In 1963, the JLA issued Public Library Management in Small and Middle

Scale Cities and Towns, which emphasized that giving access to books or information is the

most important role of public libraries and that more accessible libraries are more important

than those of large scale (such as prefectural ones). Libraries of Citizens described experiences

of creating library services and insisted on the importance of three points: lending service,

children’s service and whole area service2). The book also acted as a guideline for those who

wanted libraries in their own cities. Due to national economic growth, libraries were built rapidly

from the 1970s to the mid-1990s, when the working population began to decrease.

2 STATUS QUO

Library law was enforced in 1950 under the current constitution and was strongly influenced by

that of the United States. Many types of services were detailed within; however, most libraries

did not implement all of them immediately. The law notes that libraries are not obligatory
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(almost 5 percent of the population lives in cities or towns without libraries) and services are free

of charge. The preparation systems for librarians and assistant librarians are also established;

the law indicates that qualification is not necessary to for them to work in libraries. The standard

of library establishment and management (Roles and Objectives of Public Libraries, JLA, 2004)

is also prescribed to guide those in charge. The cooperation of libraries with related institutions

facilitates partnerships. Collecting publications of national and local governments

Roles and Objectives of Public Libraries was published by the JLA in 1989 and revised in 2004

and 2009. It says that public libraries provide information and ideas that are needed in daily life

and work and facilitate research according to the interests of each patron. Public libraries are

meant to provide access to various perspectives to help each patron form their own ideas, as well

as offering information about local government, education, culture and industry. In addition

to facilitating patrons’ pursuits of individual interests for pleasure, public libraries also help

children to form a reading habit, enjoy reading and strengthen their imagination. Moreover,

public libraries contribute to their communities’ enjoyment of cultural life by organizing lectures,

book clubs, music/movie events and exhibitions for patrons.

There were 3,280 public libraries in Japan in 2017, which possessed about 443 million books

(3.46 books per person) and there were about 691 million books (5.40 books per person) in

circulation. They spent 15.6 billion yen per year (1,219 yen per person) for libraries, which

included 2.9 billion yen for collections (227 yen per person) 5).

3 ISSUES

The amount of working individuals in Japan began to decrease in the mid-1990s. Since

then, more money has been spent for social security and less subsidy has been granted to

infrastructures like libraries. The aging population faces various issues, such as poverty concerns,

and it has been increasingly difficult to sustain public library systems. Some policymakers

adopted New Public Management, such as privatization or outsourcing, while others decreased

full-time jobs. From 1998 to 2017, the number of libraries increased from 2,499 to 3,280 and

the number of full-time jobs decreased from 15,429 to 10,443. The Non-Profitable Activities

Promotion Law and the Private Finance Initiative Promotion Law were introduced in 1998 and

1999 respectively, although most local governments had not adopted private sectors. In 2003,

the Local Autonomy Act was amended for local governments to adopt appointed management

organization, and more governments adopted private sectors (although the adoption rate has

not exceeded 20 percent).

The JLA compiled four points to consider regarding appointed management organization:

• consider the effectiveness of realizing the purpose of the facilities,

• consider libraries as educational institutions,
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• consider libraries as institutions that require cooperation and partnership with related

institutions and

• consider that it is difficult for libraries to increase profit (as the service is free)4).

The report insisted that the appointed management organization system did not suit library

service and that local legislatures should avoid applying the system to libraries. National policy

shifted slowly, as some cities or towns adopted the system and evaluated whether they wanted

to alter the system every three or five years. One library director noted that it was difficult

for appointed management organization to reflect new policies. When the Social Education

Act was amended in 2008, the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology

indicated that a long-term perspective was necessary for library service and that the system did

not suit library service. The Minister of Internal Affairs and Communication (MIC) stated that

improving service was more important than cost reduction and that stable employment had to

be considered8). Since 2016, the MIC has promoted administrative reform through the leading

runner approach, which meant that the more an administration apply appointed management

organization system, the more grant it got next year, and initially tried to apply the approach

to all reforms. But after ordinally administrative process such as public opinion, the ministry

exempted library service from its application.

Thus, the situation of public libraries in Japan is revealed. The number of working people has

been decreasing since 1996, and that of elder people will be increasing until 2040-increasingly

fewer working people will have to support increasingly more elder people. Local legislatures

must reduce expenditure according to the speed of each demographic change. The appointed

management organization system has been most readily adopted in the facility management

and maintenance fields, such as in schools, hospitals, accommodations, gymnasiums, etc. Most

librarians protested adopting the appointed management organization system, saying that it

would become difficult for librarians to form their specialties because contracts only last three

or five years. But fiscal difficulties have become more and more serious. We have to keep on

trying to make the situation better.
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LISSASPAC 2018年研究大会：タイの図書館事情
山田 美雪

(兵庫県立大学)

The International Conference on Library and Information Science,
2018, Sponsored by Library and Information Science Society for
Asia and the Pacific (LISSASPAC) and the Libraries in Thailand.
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Abstract

This is a report about the libraries in Thailand (Puey Ungphakorn Library of Thammasat

University, National Library of Thailand, Thailand Knowledge Park, Library of Wat Muang

Kae primary school, and Thailand Creative and Design Center) which we visited, taking the

optional tours after the International Conference on Library and Information Science held in

2018.

はじめに

I-LISS は、主としてアジア諸国の図書館情

報学関係者を中心とする学術組織 LISSASPAC

(Library and Information Science Society for

Asia and the Pacific アジア太平洋図書館情報

学会、2015年創立)が 2019年にアジアから世界

規模に拡大・改組した組織である。その LISS-

ASPACとしては最後の研究大会が 2018年 8月

19-20 日の 2 日間、タイのスコータイタマティ

ラート大学 (Sukhothai Thammathirat Open

University 略称 STOU) で開催され、筆者もそ

の末席に座ることが許された。

この大会は “The 1st International Con-

ference on Library and Information Sci-

ence: From Open Library to Open University

(iCOO-2018)”というテーマで、啓明大学、全北

大学 (いずれも韓国) 、タイ図書館協会、マハー

サーラカム大学、コンケン大学 (いずれもタイ)

との共催であった。開催校の STOU は首都バ

ンコクの隣のノンタブリー (Nontha Buri) 県に

あり、スワンナプーム国際空港 (Suvarnabhumi

International Airport) から車で約 1 時間半程

度のところにある。1978年に設立された国立の

通信制社会人大学であり、学生は約 11 万人で

12学部、修士課程、博士課程も備えている。

4日後の 24日から隣国マレーシアのクアラル

ンプールで IFLAの大会が開催されるため、ど

れくらいの人数が集まるのかと思うこともあっ

たが、蓋を開けたら 10 か国から 200 人以上と

予想以上に参加者が多く、盛況のうちに幕を閉

じた。

筆者は仕事の都合上、2日目からの参加となっ

58



た。したがって、初日の総会および発表は聞く

ことができなかったが、これについては大手前

大学の孫先生のレポート 1) が大変参考になる。

そのため、大会の内容についてはここでは割愛

し、その後のオプショナルツアーで訪れた図書

館について述べる。公式のオプショナルツアー

は 20 日だけだったが、日本支部メンバーが 22

日まで滞在したため、ホスト側の計らいで、20

日のタマサート大学図書館の訪問の他、21日は

Thailand Knowledge Park (TK PARK) と国

立図書館、22日は学校図書館と Thailand Cre-

ative and Design Center (TCDC) を訪問する

ことができた。

1 タマサート大学図書館

タマサート大学 (Thammasat University) は

1934年に設立されたタイで 2番目に古い国立大

学で、4 つのキャンパスに約 2 万 8 千人の学生

が在籍している。中でも法学・政治学分野では

国内トップクラスであり、多くの著名人を輩出

している。また 1965 年にタイ国内で最初の日

本語学科を設立した大学で、日本語を学ぶ学生

も多い。

今回見学したのは、バンコク郊外にあるラン

シットキャンパス (Rangsit Campus)(図 1) に

あるプオイ・ウンパーコーン図書館 (Puey Ung-

phakorn Library) (図 2)である。同館は、学内

に 11館ある図書館の中の一つで、1965年に当

時の経済学部長 Dr. Puey Ungphakorn によっ

て「経済学部図書館」として設立された。その後

1996年に彼の名前に因んだ Puey Ungphakorn

Library と改称された (図 3)。博士は同大学を

卒業後、財務省を経て国立銀行の総裁を 12年間

務めた。その後大学に戻り、第 10代学長として

ランシットキャンパスを作り、理学部を新設す

るなど、同大学の発展に力を尽くした。1996年

には図書館の蔵書充実のために基金が作られ、

2002年に現在の建物が建てられた。同キャンパ

スでは学部教育を主としているため、図書館も

学部生向けとなっている。このキャンパスは 4

つのキャンパスの中で約 2.8 平方キロメートル

と最大規模を誇り、キャンパス内は学生寮、付

属病院、スポーツセンター等もある。

図 1 タマサート大学ランシットキャンパス構内

図 2 プオイ・ウンパーコーン図書館
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図 3 図書館の成り立ちを説明する展示

参加したライブラリーツアーの説明によると、

スタッフは 25人、開館は 9時から 21時だが、試

験期間中は 24 時迄開いている。学内 ILL は当

日 10時までに申し込むと、同館を含むランシッ

トキャンパスの図書館と大学本部のあるタープ

ラチャン (Tha Prachan) キャンパスの図書館

は同日の 14 時半までには請求資料が届く。学

内便は専用の車が走っているとのことだった。

また身分証明書を見せれば一日 20 バーツ (約

70円) で学外者も入館出来る。蔵書構成は全館

で図書 (冊子) が約 140 万冊、雑誌が 10 万 6

千種、電子書籍が 3万 6千冊、年間利用者数は

87万人以上で、うちこの図書館に限れば図書は

28万冊、雑誌は 217種、新聞 10種、座席数は

2310 席である。18,700 平方メートルもの規模

の割に蔵書数が少ないようにも感じられたが、

学内 ILL網が充実していること、電子書籍など

デジタル資料が多いこと、このキャンパス自体

が学部教育を主体としており、同館は学部生に

学びの場を提供することに力点を置いているも

のと考えられる。

館内はWiFi が完備され、1 階は飲み物持ち

込みが可能な自習用のスペースであり、蔵書の

利用を中心とする図書館スペースは 3階にある

(図 4, 5)。4階には視聴覚ルームなどがあり、設

備・サービスは日本の大学図書館とほぼ同じレ

ベルと感じたが、展示の仕方などはアメリカの

大学図書館に近い印象を受けた。目録は DDC

を元にしたタイのローカルの分類法 (図 6) を

使用しているとのことだった (この点は大学・

公共とも共通) 。同館は日本語関係の図書も約

2 万冊所蔵しており、これは同じキャンパス内

にある東アジア研究所の蔵書が移管されたもの

である。この研究所は当初、日本研究所として

1984年学内に設置された。その後日本政府から

の資金援助もあり、講堂や茶室を備えた建物が

作られた。その後組織再編で東アジア研究所と

なり、現在はその中の東アジア学科の中に日本

研究コースが設けられている。

図 4 コピーコーナー

図 5 レファレンスカウンター
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図 6 タイのローカルの分類

近年同館のすぐ隣に、4階建てのセルフラーニ

ングセンター (いわゆるラーニングコモンズ) が

作られた。総床面積が 15,300平方メートル。カ

ラフルな外観に加え、内部はガラス張りと吹き

抜け構造で広々としている (図 7 ライブラリー

ツアーの様子)。1200 席の座席、228 台の端末

が備えられ、7時から 22時まで開館している。

図 7 スクリーンに映っている建物がラーニン

グセンター

2 Thailand Knowledge Park (略

称 TK Park)

Thailand Knowledge Park (以後 TK Park

という) はタクシン首相 (当時) が打ち出した

「Thailand Knowledge (=タイ国民、特に将来

の国の人材となる子供達に知識をつけてほしい)

」という国家プロジェクトに基づいて、政府が

タイ全土に設置した文化情報機関である。

私達が訪れたのはバンコク市内の中心部にあ

るタイで最大級のショッピングモール「Central

World」にある (図 8) TK Park の中枢部分の

図書館であった。日本でもつがる市立図書館な

ど、近年ショッピングセンター内に図書館が設

置されているケースが出てきているが、建物の

大きさ、図書館の広さではこちらの方がスケー

ルが大きい。

図 8 TK Park 入口

TK自体がプロジェクトであるため、通常の公

共図書館とは異なり、民間企業が出資したファ

ンドを基に首相府傘下の機関である知識開発管

理事務所 (Office of Knowledge Management

and Development 略称 OKMD) が運営してい

る。21世紀に相応しいデザインのものを、とい

うことで、仙台のメディアテーク、ロンドンの

Idea Store、パリのポンピドゥーセンター等の

海外の公共施設等も参考にして 2005 年にオー

プンした。当初は同館 6階にあったが、手狭に

なったので 2013年に 8階に移った。
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TK Parkは青少年メディア総合図書館として

位置づけられ、この TK Parkの 3700㎡の広大

な館内には、Reading Park、TK Kid Area(図

9)、Music Library(図 10)、IT Library(図 11)、

TK Theater、Open Square(図 12)、TK Shop

の 7 つのゾーンで多様なメディアが提供され、

青少年が楽しみながら、学べる Edutainmentの

公園になることが目的とされている。TK Park

事務局の業務は都市内・郊外の学習施設のモデ

ル開発だけでなく、Digital TKというインター

ネット上の学習資源および読書支援活動のモデ

ル開発、また学習社会になるように、これらの

結果をベースにして研究、国内研修などの活動

を拡大している。

図 9 TK Kid Area

図 10 Music Library

図 11 IT Library

図 12 Open Square

蔵書は 1200冊 (図書、雑誌の合計) 。CD等

の視聴覚資料は多少あるがほとんどがデジタル

アーカイブ化、データベース化されているとの

ことだった。本の貸出返却は自動貸出機で行う
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(図 13)。なお、冊子の資料に加えて、TK Public

Online Library というオンラインライブラリー

も 2005年から展開しており、約 7000点のコン

テンツを提供している 2)。

図 13 自動貸出機

実際にキッズルームにある端末でデモンスト

レーションしてもらったオンラインゲームも

TK Parkの HPからダウンロードして使えると

のことだった。ITルームではシニア層のパソコ

ン教室も開いており、毎回 5-10人の参加がある

とのことである。

この館のスタッフは 66 人で全員常勤職であ

る。ただし、司書だけでなく、事務員、IT専門

職など合わせた総数である。開館は火曜日–日

曜日の 10-20 時。休館は月曜日である。入館料

は ONE DAY PASSが 70バーツ (約 250円)。

50 バーツはデポジットで、実質 20 バーツ (約

70 円) であり、当日中なら入退館は自由であ

る。年間パスは 24才以下は 100バーツ (約 350

円) 、25-59才は 200バーツ (約 700円) 、この

ショッピングセンターのカード会員 (年間 200

バーツ) 、僧侶、身体障がい者、高齢者は無料で

ある。いずれにしろ格安の値段で便利な場所に

あるおしゃれな施設を使えることから人気があ

り、土日は満員になることもあるそうである。

TK Parkの根幹にあるのは「Living Library」

という概念である。CHUTIRAT は「『Living

Library』は、利用者の情報の要求だけでなく、

利用者の充実感を重要にし、活発なサービス・

活動を提供できる図書館である」と定義してい

る 3)。

タイ全土の TK Park では「Living Library」

の概念の下に様々な「Activity」を展開してい

る。通常の図書館では、教育分野等の他の分野

と図書館がうまく連携していないことから、こ

こでは他分野との交流を持つようにしている。

例えばバンコク首都管理庁、コミュニティ組織

開発研究所、その他の公共機関や民間企業と協

同で生活の質の向上させるスキルと新しい知識

を学習することを促進するために小さなコミュ

ニティベースのラーニングセンターを設立して

いる。更にミニシアター、IT ルームなどでは

「学ぶ、話す、読む」ことをミックスさせた試み

が行われている。

3 タイ国立図書館 (National

Library of Thailand)

国立図書館 (National Library of Thailand)

(図 14)はチャオプラヤ川の東のバンコクのドゥ

シット (Dusit) 地区にある。この地区は王宮や

国会議事堂などがある行政区のためであろうが、

私達の訪問時は警備が他地区より厳しかった。

図 14 国立図書館外観
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国立図書館は 1905 年にラーマ五世が先王

ラーマ四世の生誕 100 年を記念して、王宮の

中に既存の 3つの王立文庫「ワチラヤーン御文

庫」、「仏教文庫」、「王室経蔵」を統合し、タイ国最

初の公開国立図書館である国立ワチラヤーン図

書館を創設したことから始まる。その後数回の

移転を経て 1966年に現在の場所に落ち着いた。

同じ敷地内に国立文書館 (National Archives of

Thailand) もあるが、今回は残念ながら時間が

足りず訪れることはできなかった。

国立図書館の場合、通常は中央館としての図

書館の役割が主眼となるが、ここタイにおいて

は設立の経緯からしても「中央図書館」という

より「王立図書館」のカラーが強く、歴代王朝

の古文書や宝物を所蔵するという博物館的な要

素も強く感じられた。数年前に拡張工事を終え

たということで、新館は現代的で綺麗な建物で

あったが、本館 (旧館) は日本の昭和の時代を思

わせるレトロな設備であった。1 階は雑誌と新

聞のエリア (図 15)、2階は閲覧室 (図 16)で、椅

子と机がスペースの大半を占めており、利用者

はここに集中していた。4 階は博物館のエリア

である (図 17) (3階と 5階はクローズドエリア

になっており、関係者しか入れないようであっ

た) 。館内には無料のWiFiが備えられ、改築済

みのエリアにはラーニングコモンズのように机

と椅子が配置されており、PC を持参して作業

をする人が多かった。国の施設ではあるが、館

内の案内表記の大半がタイ語であり、今回見学

した施設の中では、小学校を除いて一番英語表

記が少ないように見受けられた。

図 15 雑誌と新聞のエリア

図 16 閲覧室

図 17 博物館の入口
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4 学校図書館 (ワット・ムア

ン・ケー小学校)

ワット・ムアン・ケー (Wat Muang Kae) 小

学校 (図 18)は、元々仏教寺院に併設された男子

校であったが、その後男女共学の公立校になっ

ている。仏教はタイの国教ではないが、近代教

育以前から仏教寺院が公教育を担ってきた経緯

から寺院併設の小学校は珍しくない。小さいな

がらも建物の入口から非常に綺麗に装飾されて

おり、アットホームでカラフルな雰囲気であっ

た。図書館 (図 19, 20, 21) もそれだけで独立

しているというよりは、工作ができるなど多目

的に使える部屋にしており、学校司書も専任で

常駐しているわけではなかったようである。ま

た、この小学校はムスリムコミュニティと仏教

コミュニティの中間に立地しているため、多文

化共生の意味から、共通語として英語の授業が

ある、とのことだった。

図 18 ワット・ムアン・ケー寺院 (右)と付属

小学校 (左)外観

図 19 ワット・ムアン・ケー小学校図書館の入口

図 20 ワット・ムアン・ケー小学校図書館館内

図 21 ワット・ムアン・ケー小学校図書館書架
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5 タイ・クリエイティブ・デザ

インセンター (Thailand

Creative and Design Center

略称 TCDC)

タイ・クリエイティブ・デザインセンター

(Thailand Creative and Design Center：以後

TCDC という) は、2005 年にタイ政府が国内

のデザイン産業を活性化させ、支援する目的で

オープンした国立のデザイン＆アートの複合

施設である。TK Park と同じ OKMD が運営

している。訪問したのは一番大きいバンコクの

TCDC(図 22, 23, 24)であり、開館は火曜日–日

曜日の 10:30–21:00で月曜が休館日である。

図 22 TCDC外観

図 23 TCDC入口

図 24 ロビー (旧バンコク中央郵便局の展示説明)

ギャラリー、ライブラリー (図 25)、コワー

キングスペース (図 26)に休憩コーナー (図 28,

29)、ショップやカフェも併設し、デザイナー

から学生まで、幅広く利用されているとのこと

だった。カフェと屋上スペースは自由に利用で

きるが、図書室とコワーキングスペースはメン

バー専用エリアとなっている。図書室は、アー

ト関連を中心に 5 万冊以上が所蔵されている。

タイ語は少なく外国語 (英語) 資料が多かった

(図 27)。政府が運営するだけあって利用料は安

く、ONE DAY PASSは 100バーツ、年会費は

1200 バーツであり、人気が高いとのことだっ

た。クラシックな外観の中は非常にモダンであ

り、什器類もデザイン性が高いものが多かった。

利用者は 5 階の入口でスマートフォンに出る

利用者 ID (バーコード) をかざして入館する。

訪れた当日もノマド族と思しき若者たちが PC

で作業する姿が目立った。日本でもこのような

サードスペースを備えた公共施設は増えている

が、規模の大きさとデザイン性はこちらに軍配

があがる。
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図 25 主に所蔵する雑誌

図 26 コワーキングスペース

図 27 英語資料

図 28 休憩コーナー入口

図 29 休憩コーナーにあるセルフカフェと

サッカーゲーム

また、建物内には Material & Design Inno-

vation Centerがあり、そこには、タイで手に入

るものを中心とした 8000 種類の素材が集めら

れ、8つのカテゴリーに分類されて、データベー

ス化されている。また実際に、入館者が見て触

ることも出来る。バンコク市内で入手できる素

材については、その販売先の地図と連絡先が明

記されており、新しいビジネスマッチングの機

会を提供している。なお、これは別途年会費が

必要となる。

TDCDはタイの第 2番目の都市であるチェン

マイ (Chiang Mai) にもあり、更に 35のMini

TCDCが地方に展開しており (図 30)、デザイン

学習の機会を提供したり、地域機関との連携を
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図ったりするなど、地域と都市部と両方で持続

可能なデザイン産業の発展を目指している。そ

の他、TCDC Common Center や AIS Design

Center等の機関をもち、タイ全土でナレッジマ

ネジメントネットワークを展開している。

図 30 タイ各地にある TCDC

バンコクの TCDC は当初プロンポロン (Ph

Rom Phong)駅に直結した商業ビルの中にあっ

たが、2017 年に旧市街地のチャルンクルン通

り (Charoen Krung Road) にある旧バンコク

中央郵便局ビルに移転した。政府はこの地区

を中心として、“Creative District”、“Creative

Thailand” を目指して、2018 年から Bangkok

Design Week 2018”、“Bangkok Art Biennial”

など様々なイベントを展開している。

結び

タイの図書館事情を日本語で知る機会は少な

い。他方、今日来日するタイ人は年々増え続け

ており、留学者の数も多くなっている。筆者の

勤務先も 2019 年 4 月から国際系の新学部を作

り、タイをはじめとする東南アジアの留学生達

が数多く入学してくる予定である。今日タイの

大学進学者率は約 49%、世界第 62位、ASEAN

ではシンガポールにつぐ 2 位である 4)。ちな

みに日本の進学率は 2018 年時点で 64%、世界

第 44 位である。経済成長率ではタイはここ数

年 ASEANの中では低迷しているとはいえ、日

本を上回っており、2018 年はタイが 4.6%、日

本は 1.14% である 5) 。タイ政府は 2015 年に

「Thailand 4.0」という長期的経済ビジョンを打

ち出し、2035年に先進国入りするという目標を

掲げている 6)。「Thailand 4.0」の中で政府は

10の重点分野の産業を出しているが、そのなか

で特にデジタル技術を重視している。今日デジ

タル技術はあらゆる産業の高度化に不可欠の要

素となっており、デジタル経済社会の進展は世

界的な潮流となっている。政府の傘下機関が運

営する TK Parkや TCDCでデジタル技術を駆

使しているのも、資料の長期保存には適してい

るといい難い東南アジアの蒸し暑い気候もさる

ことながら、そういった国策の影響があるので

はないかと考えられる。

また直接図書館情報学とは関係ないが、今回

の学会の参加で印象的だった点がいくつかある。

まず、会場のスコタイである。ここは 13 世

紀に栄えたスコタイ王朝の都があったところで

あり、旧都のイメージで、遺跡と寺院と田んぼ

がある程度しか聞いていなかった。しかし実際

には、大学のすぐ側には巨大なショッピングセ

ンターがあり、近隣住民が車で来て買い物や飲

食を楽しむ光景が繰り広げられていた。滞在中

は毎朝その SC にあるスターバックスまで歩い

て朝食を取っていたのだが、朝から車やバイク

で来た人達が、コーヒーを片手に本を読んだり、

タブレットやスマホを操作したり、おしゃべり

したりと、日本と変わらない光景がくり広げら

れていた。

また、学会スタッフおよびオプショナルツ

アーで出会った当該部門の責任者 (HEAD) 達

は、圧倒的に女性が多かった。日本でも図書館

は女性が働きやすい職場のひとつであるが、管

理職クラスなると必ずしもそうとはいえない。
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NDLのように女性管理職比率が 33%を超える

館もある 7)が、全体的にみれば多くはない。ま

してや一般企業の管理職となると圧倒的に男性

が多いのが実情である。グラントソンの調査 8)

によると、女性管理職の割合は、タイは 37%と

アジアで第 2位、世界レベルでも第 4位と非常

に高い。また、管理職に女性がいない企業の比

率は 21%と半数以下である。一方、日本は管理

職に占める女性の割合は 7%、管理職に女性が

いない企業の比率は 73%である。さらに、この

調査対象国の中では日本は全てのランキングの

最下位にランクしており、男女格差が大きいこ

とを実感した。つまり、経済力やインフラ整備、

大学進学率ではタイより日本がリードしている

が、社会構造等他の面では必ずしもそうでない

ということである。

図書館に目を向けると、同一組織内の図書館

の電子化・連携は進んでおり、むしろ日本より

一歩先に進んでいる面もあった。しかしながら、

一方で組織外の ILLや図書館間協力はまだまだ

不十分のように見受けられた。これには様々な

要因が考えられるが、一つには自治体設置の公

共図書館が少ないことがあるように思われる。

タイ国内で最も発展しているバンコク首都圏

は、東京都の 7 割の面積に 1000 万を超える人

口がひしめき、更に人口増加が加速している 9)。

しかし、東京都の公共図書館が 400館近くある

10)のに対し、800万人以上が住むバンコク中心

部に公共図書館は 37館しかない 11)。そして筆

者の訪問中は、バンコクでは Bangkok City Li-

brary 以外の公共図書館の名前をほとんど聞か

なかった。人口比からいっても、タイの公共図

書館は中心部でさえ絶対数が少ないと思われる。

そのため、国が率先して TK PARK や TCDC

のような大規模な施設を作ってカバーしている

のではないかと考えられる。大学図書館も条件

付きではあるが、格安で一般市民も利用でき、大

学図書館自体も非常に巨大な建物であった。こ

のあたりの事情はまた別の機会に検討してみた

いと思う。

LISSASPACは I-LISSと改称し、次年度の研

究大会は 2019 年 7 月 11-13 日、台北にある国

立台湾師範大学 (通称「師大」) で開催予定で

ある。師大は、中等教育に携わる教師陣の育成

機関として台湾を代表する教育大学で、学生数

は約 1万人。交通の便がよいところで、日本か

らは飛行機で 3 時間程度、格安の LCC の便も

多く飛んでおり、行き易いところなので、興味

のある方は是非とも参加していただきたいと思

う。国を超えた交流は、図書館学の研究・教育

のみならず実務面でも大いに役立つものである

と確信するからである。

最後にデレゲーションを組んで下さった

LISSASPAC 日本支部のメンバーの方々、関

西大学の村上泰子先生、STOU関係者、タイ図

書館協会の皆様に改めて感謝を申し上げたい。
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国際図書館情報学会日本支部規約

平成 30年 11月 10日

(名称)

第 1条 本団体は、「国際図書館情報学会日本支部」と称する。英語名を International Library

and Information Science Society，Japan Chapterと称する。

以下、英語名称の略称 I-LISSを用い Japan Chapterを日本支部と称する。

(事務局)

第 2条 本団体は事務局を大阪市住吉区苅田 7-10-7-1105 電話・Fax 06-6607-3395におく。ただ

しインド国チェンナイ市 SRM大学図書館に置かれた本部団体の支部である。

(目的・基盤組織・経緯)

第 3条 本団体は、アジア太平洋地域および国際的な図書館情報学の進歩発展、連携に寄与するこ

とを目的とし、日本におけるその活動の本拠となる。なお、I-LISSホームページで、下記のよ

うにその働きを示している。

　　 世界文化を開発する 14の国の 178人の開始メンバーによって設立。図書、文献の研究に協

力的な学者を組織する研究および図書館と情報科学が関連した分野の研究会議、出版活動を国

際的にめざす。本支部は上記の趣旨に則り、日本人研究者を中心に、図書館情報学の研究とそ

の斡旋に努める。同支部は平成 28年 7月 11人の発起人で成立の LISSASPAC-Japanの会員

を引き継ぎ平成 30年 11月 10日に成立。

(活動内容)

第 4条 本団体は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 機関誌の刊行 (冊子体または電子通信形態とする)。機関誌の頒布は第 7条 (1)場合を除き

別に定める。投稿に関する細則は別に定める。

(2) 研究成果発表のための研究集会の挙行 (海外研究の斡旋を含む)。

(3) 共同研究・調査 (外国人研究者の案内を含む)

(4) 国内外の関係団体・機関との連絡および協力

(5) その他必要と認める事業

(会員と権利)

第 5条 本団体の会員は本団体の基本理念および目的に賛同し入会した個人及び団体である。

第 6条 本団体への入会、会費納入、退会等に関しては、別に運営細則で定める。

第 7条 会員は次の権利を有する。

(1) 本団体の機関誌の配布を受ける。

(2) 本団体の機関誌へ投稿することができる。

(3) 本団体が開催する研究集会に参加できる。

(4) 本団体が開催する研究集会における研究発表の申込みができる。

(5) 総会への参加と議案提出ができる。

(6) 会員は、役員の選挙・被選挙権を有する。
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(役員)

第 8条 本団体に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 1名

理事 6名 (ただし、会長、副会長、事務局長を含む)

監事 2名

事務局長 1名

第 9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、本団体を代表し、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、代行する。

(3) 理事は、理事会によって本団体の議事を審議決定する。理事会は細則を定め運営に責任を

負う。

(4) 監事は会の財政を監査し、毎年の総会に監査報告を行う。

(5) 事務局長は会の事務に職責を有する。

第 10条 前条の役員の選出は次のように行う。

(1) 理事は会員の無記名投票によって選出する。

(2) 監事は会員の無記名投票によって選出する。

(3) 会長、副会長、事務局長は理事の中から理事の互選によって選出する。

(役員の任期)

第 11条 役員の任期は次のとおりとする。

(1) 任期を 3年とする。

(2) 役員に欠が生じた場合には、前条の規定によって補充する。補欠選出された役員の任期

は、前者の残任期間とする。役員の欠員補充に関する規定は別に定める。

(会議)

第 12条 総会

(1) 総会は年 1回会長が定期に招集する。会員の 5分の 1以上の要求があった場合は臨時に

総会を開催しなければならない。

(2) 総会は通信形態で行うことができる。この場合には、通信の到着を以って出席とみなす。

(3) 総会は欠席会員の委任状を含めて会員の 4分の 1以上で成立する。

(4) 総会の議決は出席会員の過半数で決定し、議長は賛否同数の場合のみ議決に加わる。

第 13条 理事会

(1) 理事会は会長が招集して年 3回以上開催する。

(2) 理事の半数以上の請求がある場合に理事長はこれを招集する。理事会は、欠席者の委任状

を含め理事総数の 2分の 1以上の出席で成立する。

第 14条 委員会

理事会は、事業遂行のため、編集、研究等の専門委員会をおくことができる。

(会費、補助金、寄付金、奨励賞など)
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第 15条 会費等は次のとおり規定する。

(1) 会費等の財務は理事会が主管し、事務局長の主担とする。

(2) 本団体の会費額は、総会の承認を経て理事会が定め、別に規定する。

第 16条 特別の収入および支出

本団体は、会費、補助金、寄付金およびその他の収入を得ることができる。

前記第 7条 (2)機関誌への投稿には投稿料を支払う。投稿料の仔細は別に定める。

本会奨励賞を設け、本会が評価する論文活動にこれを授ける。奨励賞の仔細は別に定める。

(報酬)

第 17条 役員ほか会員への報酬は支払わない。ただし、領収書をもって明白な事務費、交通費、

宿泊費用等正当な支出に対しては相当額が支払われる。

(年度)

第 18条 本団体の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。監事はこの終了日を

もって監査する。その監査結果を翌年度初めの総会に報告する。

(規約の改正)

第 19条 本団体の規約を変更しようとするときは、理事会の議を経て、総会において出席会員の

3分の 2以上の同意を得なければならない。

付　則 　

この規約は、平成 30年 11月 10日から施行する。

◆運用細則 (規約第 6条会員に関する規定依拠)

1 本団体への入会は、理事会の承認および、年度会費納入によって成立する。年度途中の入

会の場合は次年度分の会費の納入をもって代える。

2 退会は本人の申し出または逝去による。既払いの会費等は返納しない。2年度以上会費を

納入しない場合は理事会の決議により退会とする。

◆会費 (規約第 15条第 2項依拠)

年度会費は、1人または 1団体 3000円とする。これは、年度開始日までに納入されなければ

ならない。なお本部 (インド SRM大学内)への年度会費はうち 1000円とする。

◆機関誌 　

機関誌は 7 条 (2) の場合 (会員配布) を除き 1 冊 2000 円とする。但し催会等で廉価特売で

きる。

◆投稿 　

投稿に関しては下記のとおりとする。

投稿は英文による本文または抄録を必要とする。

英文はネイティブ・スピーカーのチェック証明を要する。

論文は編集委員会により査読を行う。

投稿料は 1頁につき 300円 (切上げ)とする。ただし、勤務・就学機関から［当該投稿料に関

し研究費等が］支出されない場合は、1頁あたり 100円 (切上げ)とする。なお、依頼原稿は、
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理事会の判断 (決)で課金外とすることができる。挨拶、消息通信等についても同様とする。

◆奨励賞 　

奨励賞に関しては下記のとおりとする。

奨励賞名は「I-LISS Japan Prize」とする。

奨励賞は理事会の議を経て、必要時に与える。

奨励賞の資源は寄付に依拠し特別会計とする。

授与は本賞及び 1万円とする。(平成 30年 11月 10日)
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編集後記

Journal of I-LISS Japan の第 2 号には，3 本の論文と 2 本の研究ノートを収めることができま

した。

志保田論文は前号より続くもので，この後編では戦中期という図書館にとって困難な状況における

図書館関係者たちの行動が記されています。現代において知的自由に責任を持つ者として，今後自ら

はどのように行動すればいいか，身をつまされます。村上論文はカナダの公共図書館のガイドライン

の分析に留まらず，公共図書館の目標の設定の困難さから，今後公共図書館は何に取り組めばいい

か，より図書館が発展するにはどのような方法があるかなどいろいろ考える材料を与えてくれます。

瀬戸口論文はインターネットによって社会が分断化していく中での公共図書館の重要性を論じたもの

で，公共図書館における情報リテラシー教育を具体的にどのように展開すればいいか，改めて考えさ

せられます。

いずれの論文も，国内に固有の問題についてのみ扱うのではなく，様々な海外の知見を踏まえて論

が展開され，国際図書館情報学会の名にふさわしい論文が掲載されていると考えています。

研究ノートは 2本で，海外へ日本の公共図書館の状況を伝えるものと，海外の図書館の状況を日本

へと伝えるものと 1本ずつ，バランスよく収めることができました。海外の研究者へ日本の図書館の

状況，特に日本の図書館の問題点を説明したいときに適した英文の解説が見当たらないことはよくあ

ります。柳論考はそういう状況を埋めるのにとても意義があり，有用であると考えます。また，山田

論考はタイの図書館の紹介の体を取りながらも，“有料の図書館”や “大規模な図書館を優先して建設

する方針”など，図書館のあり方について有益な示唆を与えてくれます。もちろん旅行記としても楽

しく読め，まだ見知らぬ世界へと思いを馳せ，すぐに旅に行きたいと強烈に思わせてくれます。

最後に，この号から組版のシステムを変更しました。具体的には，今までは業者にお願いしてした

のを，編集委員が LATEXというシステムを用いて組版することにしました。これによって製作の費

用を減らすことができるだけではなく，編集期間が短くなることによって，よりタイムリーな論文を

掲載することができるようになると考えています。

もちろん投稿は今までどおり，MS Wordなどの今使われているワープロソフトを用いていただけ

ます。ただ，もしよろしければ，投稿者の方々も LATEXを用いれば，参考文献の参照にも煩わされ

ず，仕上がりを確認しながら原稿を作成することができます。LATEXはフリーソフトウェアでもあり

ます。

合わせて，Journal of I-LISS Japan，また継続前誌である Journal of LISSASPAC JAPAN の

全号が J-STAGEで見られるように準備を進めています。ただ掲載には時間がかかるため，一時的に

webスペースに掲載することを予定しています。

(編集委員 岡田大輔)
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