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CA1649

公共図書館政策の研究動向
　研究文献レビュー　

はじめに
　本稿では、国内で刊行された公共図書館政策に関す
る文献をレビューする (1)。期間は基本的に 2003 年以
降のものを対象とするが、一部それ以前のものも含む。
　はじめに本稿が対象とする「公共図書館政策」につ
いて定義しておこう。「公共図書館政策」は、２点で
定義が必要である。一つは「政府レベル」で、一つは

「政策」の捉え方で、である。
　まず、どのレベルの「政府」に焦点を当てるか、が
問題である。「政府」というと、中央政府（国）と捉
えるのが最も一般的である。しかし、近年では地方自
治体のことを「地方政府」と捉えることがある (2)。よっ
て、地方自治体の図書館政策も含めるかどうかが問
題になる。地方自治体の図書館政策を取り上げる場合、
個別具体的な提供サービスや経営指針などを論じるこ
とになるが、本稿では、他の政府に影響を与える政策
に注目することとし、そうした個別具体的な政策は取
り上げないこととする。したがって、基本的に中央政
府の政策、あるいはそれと関連した動きに焦点を当て
る (3)。
　つぎに、「政策」をどのように捉えるか、である。
政策と類似のものに「実施活動」がある。西尾 (4) に
よれば、政治機関によって決定される活動案が政策で
あり、行政機関の決定にゆだねられている事項の立
案・決定活動が「実施活動」である、という。つまり、
方向性は政治機関によって決定され、それに反しない
限りで行政機関にゆだねられている領域が「実施活
動」になる、というわけである。しかし、その定義を
用いると、政治機関の分析がほとんどない図書館政策
の領域では、扱えるものがあまりに少なくなってしま
う。そこで、本稿では政治機関と行政機関によって立
案、決定された政策・実施活動のうち、公共図書館と
関連するものを論じた文献を対象とすることとする。
　なお、タイトルでは、「研究」動向となっているが、
公共図書館政策の研究が十分ないため、報告、提言と
いったものも取り上げる。
　以下、文部科学省を中心とした近年の政策について
概観する。続いて、文部科学省、日本図書館協会を対
象にした研究、構造改革の影響に関する研究、海外の
図書館政策の研究を取り上げる。

1. 近年の公共図書館政策
　はじめに公共図書館政策を担う主体について確認し、
つぎに近年の公共図書館政策について政策文書と法律
を概観する。

(1) 政策主体
　国の公共図書館政策は、政治機関である国会、行政
機関である省庁、特に公共図書館については文部科学
省が中心になって立案している。また、専門家による
技術的な助言、中立的見解を得るため、文部科学省に
審議会が設置されることもある。
　文部科学省で公共図書館を所管しているのは、生涯
学習政策局社会教育課図書館振興係である (5)。審議会
については、中央教育審議会の分科会である生涯学習
分科会が、主に公共図書館に関係する諮問に答申して
いる (6)。
　大学図書館や学校図書館など館種が異なる図書館は
違う部署が所管している。また、審議会も異なる。こ
のように担当の局、審議会が異なることは、公共図書
館にとってクリティカルな課題だが他館種とも関わ
りのあるもの、例えば司書職制度のあり方を論じる際、
極めて不都合になる可能性がある。他館種との調整の
ため、行政組織上、あるいは審議会の組織上、より高
いレベルでの議論が必要になることがあるためである。
　近年、活動している公共図書館関連の審議会には、
文部科学省に設置されている「生涯学習分科会制度問
題小委員会」、文化庁に設置されている「文化審議会
著作権分科会法制問題小委員会」がある。これらは、
国家行政組織法第 8 条、及び政令に基づき設置され
たものである。また、法的な位置づけは明確ではない
が、文部科学省の生涯学習政策局長の決定のもとに「こ
れからの図書館の在り方検討協力者会議」が設置され
ている。これは、主に公共図書館政策について専門家
の意見を聴取するために設置されている。
　近年の文部科学省による図書館振興策は、補助金等
の誘導的で実効性が高いコントロール手段によってで
はなく、モデル、報告、基準の提示といった、いわば
ソフトなコントロール手段によって推進されている。

(2) 近年の政策文書 (7)

　つぎに、2000 年以降に出された主要な政策文書と
法律について簡単に概観する。
　2000 年、生涯学習審議会から「新しい情報通信技
術を活用した生涯学習の推進方策について」(8) が答申
された。生涯学習審議会による答申であり、政策体系
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の中で高い位置づけを持つものである。ここでは、地
域情報拠点としての図書館像が示され、また情報技術
の積極的活用がうたわれている (9)。同年、上記の答申
を含め、情報技術の活用等、電子図書館機能のあり方
を探る目的で、『2005 年の図書館像 地域電子図書館
の実現に向けて』(10)（2000）（以下「2005 年の図書
館像」）が文部省内に設置された「地域電子図書館構
想検討協力者会議」から出された。ここでは、情報技
術の活用に焦点を絞って、近未来の図書館像をわかり
やすく提示している。
　2001 年、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい
基準」(11)（以下「望ましい基準」）が文部科学大臣に
よって告示（2001）された。これについては、何よ
りも告示された事実が公立図書館界にとって重要であ
ろう。内容的にはこれまでの図書館界の議論、例えば

『公立図書館の任務と目標』(12) で提起されてきたもの
が多く取り上げられているが、新しい点として、広域
図書館への取り組み、政策・行政資料提供、サービス
計画の作成、点検、評価などが盛り込まれている。
　2005 年、『地域の情報ハブとしての図書館 課題解
決型の図書館を目指して』(13)（2005）が、「図書館を
ハブとしたネットワークの在り方に関する研究会」か
ら出された。ここでは、図書館を情報や人のハブ（ネッ
トワークの中心）とすることが提起されている。優先
すべき取り組みとして、ビジネス支援、行政情報、医
療関連情報の提供等が挙げられている。情報コミュニ
ケーション技術（ICT）の積極的活用が強調されてお
り、内容的には「2005 年の図書館像」を引き継いだ
ものである。
　2006 年、『これからの図書館像 地域を支える情報
拠点をめざして』(14)（2006）（以下、「これからの図
書館像」）が「これからの図書館の在り方検討協力者
会議」から出された (15)。ここでは、「望ましい基準」
で強調されなかった点や、社会の変化に対応した試み
が提示された。この報告書は、「望ましい基準」を補
完するとともに、バージョンアップしたもの、と捉え
ることができる。また、2000 年以降、ハイブリッド
化や課題解決型図書館の提起がなされたが、それらも
含めた包括的な政策提案である。全体として資料提供
サービスに比べ、情報サービスが強調されている。
　図書館政策に関係する法律としては、「子どもの読
書活動の推進に関する法律」(16)（2001）、「地方自治
法の一部を改正する法律」(17)（2003）「文字・活字文
化振興法」(18)（2005）がある。特に、地方自治法改
正によって指定管理者制度が導入されたことは、図書

館経営に大きな影響を及ぼしている。

2. 文部科学省・日本図書館協会の公共図書館政策
(1) 文部科学省
　公共図書館政策を担う文部科学省は、本来であれば
政策研究の中心的テーマになるべき機関であるが、報
告が中心で研究は少ない。歴史的にしっかりした「公
共図書館政策」がなかったことが影響しているのかも
しれない。
　「2005 年の図書館像」については、委員として議
論に参加した土本 (19)、二村 (20) による文献がある。と
もに、議論の経緯と報告の特徴を知る上で有益である。
二村によれば、文部省は提言の実効性を担保しないか
わりに自由な議論を期待した、とのことである。
　「望ましい基準」については、報告書作成に携わっ
た研究者から越塚 (21)、田中 (22) が立案のプロセス等を
報告している。越塚は研究者が図書館政策作りにどの
ように関わるべきか、実体験に基づく提言をしており、
興味深い。田中はまとめ役として、様々な制約の中で
慎重に検討を重ねたことを報告している。告示の仕方
の問題点の指摘は、政策プロセスに関わった田中の発
言だけに説得力を持つ。
　北・村上 (23) は第三者の視点から、「望ましい基準」
を考察している。「望ましい基準」の特徴を述べた後、
問題点を数値目標、前文削除、記述のバランス、とい
う観点から批判的に検討している。分析に際しては、
文部科学省や日本図書館協会の政策文書との関係も論
じており、丁寧に問題点を洗い出している。
　「望ましい基準」の達成状況については、国立教育
政策研究所社会教育実践研究センター (24) が調査をし
ている（2003 年 11 月調査実施）。達成状況について、
一定の情報が得られる。
　薬袋 (25) は、自らが委員（主査）としてまとめた「こ
れからの図書館像」について、検討体制、報告の背景、
構成を述べた後、報告の特徴とこれからの図書館に求
められる運営について述べている。文部科学省による
近年の図書館政策と「これからの図書館像」の位置づ
けを確認する上で、欠かせない文献である。なお、少
し前の文献だが、糸賀 (26) による文献も文部省の政策
の流れを知る上で有益である。
　「これからの図書館像」に対して、平久江 (27) は学
校図書館との連携協力のあり方について検討している。
これまでの政策文書と比較し、提言が「学校支援サー
ビスに対する従来の見解をさらに推し進め」ると高く
評価している。また、大庭 (28) はレファレンスサービ
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スに関する提言を詳しく取り上げた上で、こちらも提
言を高く評価している。
　文部科学省による図書館政策研究として、将来的に
重要な資料となるのは「これからの図書館の在り方検
討協力者会議」の議事録 (29) であろう。議論を追って
いくと興味深い記述が数多く見られる。例えば、協力
者会議での議論の政策化がどのようになされるか、も
議事録に記述されている。それによれば、会議での意
見は中央教育審議会に反映され、その答申に盛り込ま
れれば政策化され、法律改正につながることもあると
いう（第 1 回の会議録より）。
　文部科学省における図書館政策の立案過程を分析す
る際、こうした知見は不可欠であるにも関わらず、政
策過程の全体像を詳細に報告した文献や、研究した文
献がないことは、図書館関係者が図書館政策を推進す
る上で、マイナスに作用するのではないであろうか。
　必要な数の公共図書館の設置や、司書の充実等を定
めた「文字・活字文化振興法」については、日本図書
館協会が、2005 年 7 月に要望をまとめ (30)、法成立後
には、全国図書館大会において、実効性確保のため会
員、協会各委員に意見、提案を募った (31)。その後、『豊
かな文字・活字文化の享受と環境整備』(32) という提
言を出している。
　梅本 (33) は、法律の必要性への疑問を呈しながら、
施策の展開にあたっては、図書館側の積極的な関わり
が必要ではないか、と提起している。
　「子どもの読書活動の推進に関する法律」について
は、すでに岩崎が本誌『カレントアウェアネス』で政
策の内容、読書推進計画に関する文献を取り上げてい
るので、ここでは取り上げない（CA1638 参照）。
　図書館政策の歴史研究としては、根本、三浦らによ
る占領期図書館研究 (34) が重要である。三浦 (35) は、占
領期の図書館政策形成に大きな影響を残したキーニー

（Philip Keeney）について、彼が構想した図書館制度
（中央図書館制度によって特徴づけられる）を一次資
料から丁寧にまとめている。根本 (36) 等による一連の
研究と原資料の目録・解題は、占領期の公共図書館政
策を考える上で貴重な資料である。

(2) 日本図書館協会
　はじめに、日本図書館協会による政策提言について
確認し、つぎに、関連する研究や報告について概観する。
　2000 年以降に提案されたもののうち、重要なのは、

「図書館による町村ルネサンス L プラン 21」(37)（2001）
と、「公立図書館の任務と目標改訂版」(38)(2004) であ

る。前者は、文部省から日本図書館協会が受託した委
嘱研究であり、町村における図書館振興を目指し、政
策提言を行ったものである。後者は、『中小都市にお
ける公共図書館の運営』、『市民の図書館』を引き継ぐ
日本図書館協会の中心的な政策文書の改訂である。文
部科学省によって「望ましい基準」が告示されたこと
で、今回の改訂が最後になるという。日本図書館協会
から出された政策文書との整合性を図りながら、また、

「望ましい基準」の具体化、という観点から改訂が進
められたものである。
　研究の中で、まず取り上げたいのは東條 (39) による
歴史研究である。東條は、大正から第二次世界大戦に
至る 25 年間の日本図書館協会を中心とした図書館設
置運動の歴史を描いている。図書館設置を推進するた
め、国家政策に接近していく図書館界の動きを、史実
に丁寧に当たりながら展開している。当時の文部省と
の関係も描かれており、興味深い。
　春田 (40) の研究は、日本図書館協会という団体の性
格を考える上で、貴重な論考である。春田は、個人会
員と施設会員との関係、ナショナルセンターとしての
在り方の問題について、データに基づく分析をしてい
る。日本図書館協会が公共図書館中心の機関であるこ
となど、これまで経験的に知られていたことを、デー
タを丹念に追うことで実証している点は、価値ある研
究である。
　近年の日本図書館協会の政策プロセスについては、
塩見 (41) が「公立図書館の任務と目標」および「解説」
の改訂作業について、経緯を報告している。

　章の最初に述べたことだが、全体として、文部科学
省を対象とした本格的な政策研究は不足している。そ
して、これは日本図書館協会についてもいえる。最も
影響力のある団体として、日本図書館協会がどのよ
うな意志決定のメカニズムを持ち、政策推進のために
外部のアクターにどのような働きかけを行っているか、
に関する研究はほとんど見られない。

3. 構造改革と公共図書館
　近年の国、地方自治体の改革は、「構造改革」と呼
ばれているが、これは、日本版の「新自由主義的改
革」といえる。この改革は、ケインズ主義的福祉国家
からの脱却、規制緩和、緊縮財政、自己責任などを特
徴とする。緊縮財政は地方分権の流れを推進するとと
もに、地方自治体のニュー・パブリック・マネジメン
ト（NPM）改革を促している (42)。
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　こうした一連の改革は相互に連関しながら、公共図
書館に実質的に大きな影響を与えている。地方分権と
いう文脈では、文部科学省の政策官庁化、中央政府に
よる実効的コントロール（国庫補助金など）の見直し、
などが挙げられる。NPM 改革という文脈では、市場
メカニズムの積極的活用（アウトソーシング）などが
挙げられる。
　以下では、こうした一連のマクロレベルの改革が公
共図書館に与えている影響を論じた文献を概観する。
扱うのは、(1) 構造改革との関係を扱った文献、(2) ア
ウトソーシングについて扱った文献、(3) その他のサー
ビス提供のあり方を扱った文献、である。

(1) 構造改革との関係を扱った文献
　坂田 (43) は、教育基本法改正に見られるような改革
を「新保守主義」と呼び、その公共図書館に対する
影響を論じている。特に、業務委託、指定管理者制度、
そして選書に大きな影響が出ることが危惧される、と
規範的観点から論じている。
　日本図書館協会図書館政策委員会が企画し開催した

「政策討論連続講座」は、大局的な視点を得る上で役
立つ。特に第一回の後藤と山口の議論からは、近年の
政策環境の変化を把握することができる。後藤 (44) は

「構造改革」がもたらす労働市場の変容を中心に論じ
ているが、改革が歴史的にどう位置づけられるか知る
上で有益である。同じ回で山口 (45) は、公共図書館理
念の再構築とそのための法制度の整備を主張する中で、

「構造改革」と図書館政策との関連に注目し、新しい
図書館政策を模索する上での示唆を提示している。
　NPM 改革については荻原 (46) の検討が重要である。
荻原は NPM の背景、理論的基礎、基本概念などを整
理した上で、公共図書館への導入における論点をまと
めている。荻原による NPM の文献紹介 (47) とともに、
市民との協働等、これからの公共図書館経営を考える
上で重要な文献である。

(2) アウトソーシングについて扱った文献
　近年、図書館経営に関し、窓口委託、PFI、指定管
理者制度などが強い関心を集めてきた。2003 年から
2006 年まで『図書館雑誌』及び『みんなの図書館』
ではこれに関する特集が合計 7 回 (48) 組まれている。
また、PFI に関しては文部科学省による調査 (49) が実
施されている。
　この分野は、すでに柴田による文献紹介が本誌『カ
レントアウェアネス』上にあるため（CA1589 参照）、

ここでは、これらのレビュー論文を紹介するにとどめ
る。
　柴田は、1999 年から 2006 年までの大学図書館、
公共図書館の経営管理、特にアウトソーシングの文献
をレビューしている。柴田は多くの文献をレビューし
た最後に、「評論家風に「有るべき論」を掲げるもの
よりも、当事者として関わった人たちの反省を込めた
積極的な発言をこそ真摯に捉えるべきだろう」と締め
くくっている。筆者も、まさにそうした発言を多く期
待したいとともに、彼らがそれぞれのプロセスでどの
ような意志決定をしたか、あるいはせざるをえなかっ
たかを、研究者としてたどることも重要と考える。薬
袋 (50) は指定管理者制度の概要と参考文献を紹介して
いる。PFI に関しては須賀 (51) が紹介している。

(3) その他のサービス提供のあり方を扱った文献
　図書館を教育委員会から、首長部局に移管する動き
がある。このことについて、鎌倉市の事例を阿曾 (52)

が報告している。こうした動きは、そもそも全国市長
会や地方分権改革推進会議などが、教育委員会設置の
弾力的対応を求める中で生じている。阿曾は、鎌倉市
における図書館移管問題について、反対の立場から運
動の経緯を述べている。鎌倉市の動きに対し、日本図
書館協会 (53) も「公立図書館の所管について」を発表し、
反対の立場を表明している。
　荻原 (54) は、公共サービス提供における住民セクター
の重要性を指摘する。行政学の先行研究を論じながら、
これからの公共サービス提供の方向性を確認し、住民
セクターとの協働の在り方を探っている。今後のサー
ビス提供を考える上で不可欠の視点であろう。荻原は
方法論的に、行政学の知見を多く取り入れている。公
共図書館は行政機関の一部門であることから、研究領
域においても行政学の知見を生かせる余地が、多々あ
ると考えられる。今後もこうした研究が期待されよう。

　以上、文献を見てきたが、一連の改革は、図書館政
策研究や関連文献が対象とする射程を広げているよう
に思える。従来、図書館政策の研究や文献は生涯学習
政策（社会教育政策）といった、比較的近接した政策
領域との関係を論じることが多かった。それが、構造
改革の影響により、より大きな政策との関係も含めて
議論する必要が生じている。

4. 海外の図書館政策の研究
　上で見たような新自由主義的政策は、1980 年代以
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降、イギリス、アメリカで採用され、日本でも近年、
強力に推進されている。こうした背景を考えると、今
後の動向の示唆を得る点で海外の研究は重要である。
また、新自由主義的政策に限らず、情報リテラシーの
向上や読書支援といった共通する課題に対して示唆を
得る上でも海外の研究の意義は大きい。
　宮原 (55) は、シンガポールで国家的に推進されてい
る図書館情報政策 “Library 2000” を取り上げている。
宮原は策定の背景や内容について、シンガポールの国
家戦略との関連から論じている。近年、先進的取り組
みで図書館界から注目を集めるシンガポールの図書館
情報政策の概要を知ることができる。
　須賀 (56) は、イギリスの公共図書館政策において、「社
会的包含」（貧困、失業、健康問題などが原因となっ
て社会から排除された人々を再び社会の一員に迎える
こと）の考え方がどのように捉えられ、実践されたか、
政策文書から明らかにしている。市場原理と社会的公
正の両立を目指す「第三の道」を模索する中で、社会
的包含に基づく図書館実践を、過去の図書館実践との
整合性を考慮した上で検討しており、日本の現状を考
えたとき、示唆に富むものである。須賀はイギリスに
おける公共図書館政策への批判、提言についてもまと
めている（CA1568 参照）。
　金 (57) は、韓国の図書館情報政策に関する法制度
や、現況について、詳細に論じている。また、本
誌で 2006 年の図書館法制定について報告している

（CA1635 参照）。積極的に図書館政策が展開されてお
り、注目される。また、ジョは図書館情報政策の所管
変更の経緯や関連法規などをまとめている（CA1578
参照）。
　文部科学省は、「これからの図書館像」で海外の公
共図書館政策について言及するのみならず、韓国、中
国、シンガポールの図書館政策に関する報告書 (58) や、
日本を含む 10 か国の公共図書館に関する詳細な報告
書 (59) を出版している。ともに、中央政府の政策体系
における図書館政策の位置づけなどが報告されており、
有用な政策研究でもある。

5. おわりに
　以上、文献を見てきたが、端的に言って、公共図書
館政策研究は、研究と呼べるレベルのものが少ない。
この研究領域にとってまず必要なことは、研究の数を
増やすことであろう（自戒を込めて）。
　方法論的な観点からいえば、政治学、行政学で蓄積
された理論的知見をもっと導入するべきと考える (60)。

これは、公共図書館が地方自治体の一部門であること
を考えると、それほど違和感のないことではないだろ
うか。その際、政治学や行政学で意識されている区別、
規範研究と分析的研究（実証研究）の区別 (61) にも自
覚的でいるべきだろう。規範研究とは、政策や制度の
あるべき姿を法律や図書館理念から導き出そうとする
研究であり、分析的研究は理論的枠組みを設定した上
で、実態を観察し、それを生み出している要因を分析
的に明らかにする研究である。前者は、直接に図書館
現場への示唆を示すことができる一方、理念優先にな
る傾向が強い。後者は実態をふまえた提言が可能にな
る一方、実態に引きずられる傾向が強い。それぞれの
立場の研究が、お互いを補う形で発展していくことで、
実現可能なよりよい図書館政策が立案され、実施され
ていくのではないだろうか。

（東京大学大学院教育学研究科：松
まつ
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