
3．3 図書の検閲

逃走を防止し所内の安全を確保することは，施設管

理者にとって重大関心事である。このため施設管理者

は，逃走を計画し暴力を助長する図書は許可しないが，

検閲の基準があまりに厳しくならないように注意して

いるのが実務上の扱いである。最も頻繁に不許可とな

る図書は，露骨な性的描写を含む図書および人種に関

する侮辱的表現を含む図書である。

連邦矯正局の通達では，武器製作，犯罪の手口，特

定集団の抹殺をそそのかす文書，暴力や幼児を含む性

的図書などは，閲覧が禁止されている。逃走を防ぐた

め，地図の閲覧を禁止している施設も少数ある。なお，

検閲をしないと回答した施設は１施設であった。

3．4 図書館の運営について

教育，文化，趣味活動，教養などの分野において，

どの程度役立っているかを質問したところ，58％の施

設は，図書館が受刑者の活動に大きく貢献していると

回答し，あまり役立っていないと回答したのは34施設

のうち３施設に過ぎない。

なお，カナダ図書館協会は刑務所図書館の運営基準

を定めていないが，多くの図書館関係者はその必要性

を認めていない。むしろ予算の増額や図書館運営の強

化のほうに関心が高い。

４．調査結果のまとめ

この調査結果によると，大多数の図書館担当者は職

員を充実させ，古くなった図書を新しい図書に替える

ための資金が必要だと感じている。また，米国や英国

ほどではないが，異文化，多言語の図書を備える必要

にも迫られている。私見であるが，図書整備の予算を

獲得するためには，刑務所図書館の役割についての理

解を広く外部に求め，最低基準などを定めた運営基準

の策定が望まれるところである。しかしながら，本調

査で図書館の担当者は，識字教育，生活指導，職業教

育，読書指導などの活動によって，刑務所に蔓延する

不安で退屈な雰囲気を緩和するという図書館の教育的

かつ心理的な役割が理解されていないことに不満を感

じている一方，カナダ図書館協会が刑務所図書館の運

営基準を作ることにはさして関心を示していない。

この調査によって，社会ではごく普通に利用されて

いるインターネットや参考図書，教育教材などが利用

できないために，受刑者は情報不足の状態におかれて

いることが明らかになった。受刑者にインターネット

の利用を許可することは保安警備上の問題が生じてく

るが，受刑者がこれから受ける利益は非常に大きい。

パソコンの発達により，将来はファイアーウォールな

ど適切な配慮を施すことにより，刑務所図書館がイン

ターネット利用を認めることになるであろう。

受刑者の多くは基礎学力とパソコン操作能力が十分

ではない。この状態で再び社会に戻ることになれば社

会に適応できない恐れがある。

最近の判決（ソービ対カナダ事件2002年）において，

カナダ最高裁判所は，受刑者の選挙権を認める判断を

示している。受刑者の権利保護の流れからみると，刑

務所内において，適切な図書館サービスなど社会復帰

のための援助をいっそう行う必要が増している。

５．おわりに

これらの調査結果を参考にして，わが国の現状をみ

るとどうであろうか。

カナダと比較して，市立図書館などの公共図書館の

蔵書を利用している刑務所は非常に少ないのが現状で

ある。日本図書館協会の調査によると，公共図書館の

図書を利用しているのは，わが国にある74か所の刑務

所のうち，13か所程度である。近隣公共図書館から廃

棄図書を受け入れている刑務所は多いが，一般的には，

刑務所管理者の間で，図書に対する関心は少ない。市

原刑務所などごくわずかの例外を除き，所内に図書閲

覧室はなく，完全開架式の図書室がある刑務所も女子

刑務所などに限られている。職員についても司書など

の専門職が配置されている施設はないのではなかろう

か。一方，公共図書館の側から見た場合であっても，

果たしてどれだけの数の職員が，勤務する図書館の周

辺にある刑務所に収容されている受刑者に思いをめぐ

らすことがあるであろうか。

刑務所図書館の充実を図り，受刑者が読書に関心を

持って社会復帰できるように励ますためには，刑務所

の職員の側からの要請を待つということよりも，まず，

公共図書館の職員が積極的に刑務所と接触を図ってゆ

くことが必要なのではないだろうか。

（財団法人矯正協会国際協力部：山
やま

口
ぐち

昭
あき

夫
お

）

Ref: Curry, Ann et al. Canadian federal prison libraries: a national

survey. Journal of Librarianship and Information Science.

35(3), 2003, 141-152.

Kaiser, Frances E. ed. (中根憲一訳) 矯正施設被拘禁者に対する図

書館サービスのガイドライン. 現代の図書館. 32(1), 1994, 50-55.

はじめに－ブランド／ブランディングとは何か？

「ブランド(brand)」の語源は，「焼き印（burned）」

である。放牧する牛を識別するために施された。その

後，12世紀の中世ヨーロッパはギルドの時代，自社製

品の品質を保証するために，陶器やウイスキーといっ

た製品に自社の「焼き印」を押すようになった。強い
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ブランドは，長期間にわたり熱狂的な支持者を生み出

し高いロイヤリティを保持した。期待を超え続けるブ

ランドには，強いアイデンティティが形成され，価格

も自由に設定できるようになった。かくして，ブラン

ドは，安定的な成長と高収益を生み出す無形の資産と

して位置づけられ，現代では企業の価値をはかる指標

にすらなろうとしている。

本稿では，2000年から始まった英国図書館（BL）

のリ・ブランディング（ブランド再構築）のプロジェ

クトを紹介しながら，「図書館に何故，ブランディン

グが必要なのか？」「図書館のブランディングの固有

性」について考察し，論述する。

１．プロジェクト・スタート－コア・プリンシプルの

作興から

プロジェクトは，「BL自らの存在意義」と「１つの

図書館を創り出している価値とは何か？」を議論する

ことから始まった。議論は図書館全体におよび，ワー

クショップ形式をとりながら，外部専門機関からのア

ドバイスのもと，横断的な意見交換がなされた。

プロジェクトの推進者であるジル・フィニー（Jill

Finney）戦略マーケティング・コミュニケーション

局長は次のように述べている。

「ワークショップで初めに明確になったのは，各部門が自

分の仕事を説明するミッション・ステートメントをもちな

がらも，それらは実にバラバラで整合性がないということ

だった。１つにまとめられたBLの目的（存在意義）を，

関係者全員が理解・共感している状況を早くつくることが

求められた。」

１年をかけて合意を得ることができた新しいコア・

プリンシプルは，次のとおりである。

[BLのコア・プリンシプル]

● 本質的な目的：世界の知識への道（a gateway to

the world's knowledge）を提供す

ること。

● ビ ジ ョ ン：サービスが人々の生活を豊かにす

る。

● ミ ッ シ ョ ン：人々が生活を豊かにするために，

知識をより活用することを支援する。

● 組織の価値観：図書館全体が 「コア・プリンシプ

ル」にプライドをもつこと。／それ

ぞれの関係者（顧客，従業員，社会）

にむけて最適な活動を行うこと。／

図書館が前進するために技術革新を

絶やさないこと。

２．表象開発－ブランド名称とデザイン開発導入

プロジェクトでは，次のステップとして，ブランド

を象徴するコア要素の開発導入に入った。コア要素は

大きく二つに分けられる。

第一には，言語的表象としての「図書館の名称」や

「サービス名称」，「ブランド体系」である。BLは，

「図書館」という既に既得価値がある名称をブランド

に選択した。フィニーは，「図書館は，図書館自身を

別の名称（ex.学習センターやアイデアストアなど）

で呼び始めたとき，誤った方向に歩み始めた例がある。」

と語っている。名称変更は，新しい名称とその内容を

認知させるのに，多額の投資が必要であり，むしろ

「これが新しい図書館」であると訴求するほうが有利

であるとしている。

第二のコア要素は，それらを視覚的に表象するシン

ボルロゴやカラーシステム，タイポグラフィ，デザイ

ンプリンシプルやレイアウトデザインのルールである。

フィニーは，ワークショップで明確になった「１つ

にまとめられた図書館の目的を，関係者全員が理解・

共感している状況をできるだけ早くつくる」という

２つめの課題についてこう述べている。

「従来の図書館コミュニケーションは，表現に一貫

性がなく，受け手の立場ではデザインされていなかっ

た。タイポグラフィも15世紀のものがそのまま使われ

ていたり，イメージ（知覚品質）も良くなかった。デ

ザインは，特にこれからの新しい顧客を魅了しつつ関

係者に共感をもたらす必要がある。そのために，我々

はデザインを基本から大胆に変更することを決めた。」

ウェブサイトから図書館のサイン計画，備品から利

用案内にいたるまで，あらゆる顧客接点において，新

しい図書館のコア・プリンシプルを表象する新しいデ

ザインシステムが，徹底的に導入された。

デザインシステムを一つの目的に沿って作り上げる

ことにより，顧客や従業員を含む関係者全てに新しい

メッセージとイメージが配達され，それが結果として

新しい顧客層を開拓するのである。

３．大規模なインナーコミュニケーション

新しいシンボルロゴの導入にともない，大規模な組

織内への浸透計画が始まった。

全ての部門責任者に，「コア・プリンシプル」 と

「新デザインシステム」の意味が伝えられ，新しいブ

ランドの本質を，どのように日常のサービスに反映し，

利用者に明快に伝えていくか，一つひとつの業務項目

のチェックが求められた。

いままでの現場での議論は，「どのようにサービス

するか？」が中心であったが，それ以降は「我々のサー

ビスは，どのような結果や期待が獲得できるか？」に

変わっていった。ブランドの価値を顧客に伝えるのは，

一人ひとりの従業員であり，それを継続的に促進し，

マネジメントする組織体系が構築されたのである。

４．経営変革とブランディング

2000年より始まったBLの経営変革（CA1382，1417，
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1424参照）は，いままでの伝統と歴史を打ち破り，

「図書館のリ・ブランディング」を軸足にすえて断行

された。『第31回年次報告書 2003-2004』のタイトル

には，興味深い次のような言葉が添えられている。

「Making the measurable difference はかるこ

と（客体化）ができる差異（BL固有の価値）をつく

る。」

この言葉には，未来の図書館に求められる次の３つ

の意味が込められていると考えられる。

１つめは，BLは利益を生み出すプロフィットセン

ターとして自立する，ということである。図書館の活

動が英国経済にどのような価値を生み出しているかを，

定量的に説明することによって，自らの存在意義を関

係者に訴え，経営計画のよりどころにしようとしてい

るのである。

２つめは，BLとしての固有の価値を生み出すこと

に集中しようとしていること。ブランドの価値の源泉

は，そのユニークネスにある。BLならではのユニー

クネスと，他機関との「差異」をいかにつくるかに戦

略をシフトすることによって，ブランドの価値は高ま

るのである。

３つめは，魅力的でわかりやすい伝達方法をとるこ

と。図書館の活動とその哲学を明快なメッセージに置

き換え，関係者に積極的に伝え，理解，共感を得よう

という努力がなされていることである。

おわりに

そこに図書館がある限り，ブランドは既に存在して

いる。問題は，そのブランドにどのような生命を吹き

込み，マネジメントできるかである。もし，図書館が

強いブランドを持つことができるなら，顧客（利用者）

や社会，出資者から期待と共感を獲得し，強い心理的

な絆を形成することができるだろう。それを生み出す

組織は活力にあふれ，そこで働く人々は，仕事に誇り

と自信を見出すことができるだろう。

わが国の図書館も，戦略としての「図書館のブラン

ディング」に着手する時期が訪れようとしている。

（AXHUM Consulting：南山
みなみやま

宏
ひろ

之
ゆき

）

Ref: Finney, Jill. Brand values at the BL. update. 2(2), 2003, 54-

55.

南山宏之. 戦略的ブランンド経営－ポストCIの地平を求めて . 21世

紀CI展望：企業価値とアイデンティティ. 東京, 自分流文庫, 2000,

237-249.

南山宏之. 新しいブランディングの地平へ . ブランディング・デザ

イン. 東京, グラフィック社, 2004, 2-3.

British Library. Thirty-First Annual Report and Accounts 2003-

2004 . (online), available from <http://www.bl.uk/about/annual/

latest.html>, (accessed 2005-02-15).

アクサムコンサルティング. (オンライン), 入手先<http://www.axhum.

co.jp>, (参照2005-02-15).

平成16年10月11日から14日まで上海図書館において

開かれた標記会議に出席したので報告する。

この会議は上海図書館が主催し，中国科学院文献情

報センター，中国国家科技図書文献センター，ダブリ

ンコア・メタデータ・イニシアティブ(Dublin Core

Metadata Initiative: DCMI)の他， 上海の二大電子

メーカーがスポンサーとなっている。

中国から68人， 海外から92人の合計 21か 国160人

の参加者があった。会議は講演・報告，理事会，顧問

会議，運営委員会，ワーキング・グループ会議，研修

会 (Tutorial) から構成されていた。 同図書館では，

一部並行して （12日～15日）16か国から70余名を集

めた第２ 回上海国 際図書 館フォー ラム （Shanghai

International Library Forum: SILF）が行われたた

め，13日午前の基調講演プログラム3件は両会議共通

に行われた。この共通プログラムの基調講演をIFLA

次期会長のバーン（Alex Byrne）氏に依頼してしま

うのが上海図書館の凄いところである。同時に二つの

国際会議を進める事務方の能力もあなどれない。

日本で行われた2001年の同会議については中井の報

告（1）を，日本から10数名の発表があったSILFについ

ては『図書館界』の記事（2）を参照されたい。DC-2004

の報告部分の会議録（3）は上海科学技術文献出版社から

発行されている（200元：約2,500円）。報告とそれ以

外の会議の内容はDCMIのホームページ（4）からのリン

ク（後述）でも見ることができる。ただしよくあるこ

とだが，提出したペーパーをなぞるように報告する人

もいれば，ペーパーにこだわらずに報告を行う人もい

る。行われなかった報告もある。また，DC研修会の

資料も同ホームページで見ることができ（5），ダブリン

コア入門の資料として大変便利である。

言うまでもなくダブリンコア（CA1506参照）は，

1995年にOCLCがその所在地であるダブリン市で開催

したワークショップ（研究会）から生まれたメタデー

タ記述要素セットである。その後７回にわたるワーク

ショップ（1996～2000年）を経てダブリンコアは進化

（複雑化？）し，図書館に限らず様々な分野で用いら

れるようになった。もちろんダブリンコア以外にもメ

タデータ記述要素セットは開発されている。

それまでのダブリンコアのためのワークショップを

発展させ，図書館関係者にもダブリンコアにも限定せ

ず，幅広くメタデータの開発・応用についての報告と

意見交換の場として開催されたのがDC-2001（東京）
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