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1. はじめに

　移民・難民などの民族的・言語的・文化的マイノリ
ティ（以下、「マイノリティ」）に対する図書館サービ
スの歴史は、１世紀ほど前に遡るが、その目的は移民
や難民を受け入れるホスト国の言語や文化への同化
を促進することであった。しかし1960 ～ 70年代以降、
公民権運動や民族意識の高揚などの影響を受け、ホス
ト国でも次第に同化からマイノリティの言語や文化を
尊重する多文化主義政策の方向へと変わってきたこと
が、現在の図書館における多文化サービスの背景にあ
る。
2. 多文化サービスの対象

　最初に、多文化サービスの対象はマイノリティだけ
ではないことを確認しておきたい。IFLA多文化社会
図書館サービス分科会（以下、「IFLA分科会」）の主
張は次のとおりである。「多文化サービスはマイノリ
ティだけが恩恵を受けると思いがちであるが、じつは
すべての図書館利用者に対する多文化情報の提供と、
これまで十分なサービスを受けてこなかった民族的・
文化的集団を対象とした図書館サービスの提供という
２つの要素をふくんでいる。つまりその社会全体が多
文化サービスの恩恵を受けるべきであるということで
ある｣(1)。
　人々はますます多様化する社会に生活しており、異
なる文化間の交流は多くの場合、創造性や相乗効果 
を生むが、対話やコミュニケーションが欠けていれば
逆に誤解や軋轢を生む可能性もある。地域住民全てに
平等なサービスを提供する公共図書館は、文化的に多
様な社会の仲介者としての役割がある。しかし現実に
は文化的・社会的に不利な立場にあるマイノリティへ
の図書館サービスはまだ十分とは言えない。
　IFLA分科会では多文化社会でこれまで十分なサー
ビスを受けてこなかった集団として、(1) 移民のマイ
ノリティ、(2) 保護を求めている人、難民、短期滞在
許可資格の住民、(3) 移住労働者、(4) ナショナル・マ
イノリティ、の４集団(2)を挙げ、彼らに対しては特別
の配慮、例えばそれぞれが好む言語と媒体による情報
提供が必要であるとしている。
　また、「ユネスコ公共図書館宣言1994年」は、すべ
ての人に平等にサービスが提供されること、また通常
のサービスや資料が利用できない人々－例えばマイノ
リティ、障害者、入院患者、受刑者－に対しては特別
なサービスと資料の提供が必要である、と謳っている。

　多文化サービスは、多様化する社会全体を対象とす
る幅広いサービスだが、ここでは主たる対象者である
マイノリティに限定して話を進める。
3. 日本における多文化サービスの歩み

　日本の図書館界で、多文化サービスの必要性が認識
される転機となったのは、1986年IFLA東京大会にお
ける「多文化社会図書館サービス分科会および全体会
議決議｣(3)である。その後多文化サービスは、日本図
書館協会の「公立図書館の任務と目標」（1989年１月
確定公表　2004年３月改訂）、文部科学省の「公立図
書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成13年７
月18日文部科学省告示第132号）、さらには司書課程の
テキスト(4)にも取り上げられ、一定の理解を日本の図
書館界で得るようになったといえる。
　実践例としては、1988年大阪市立生野図書館に「韓
国・朝鮮図書コーナー」が開設されたのを皮切りに、

「出入国管理法及び難民認定法」（1989年12月改正、
1990年６月施行）の改正以降来住した南米日系人労働
者の多い群馬県大泉町など、各地域で多文化サービス
が根付きつつある。
　しかし、日本で多文化サービスが始まって20年を経
過した現在、さらに前進させるためには、これまで多
言語資料の収集と提供、および多言語による図書館利
用案内の作成などに重点を置いて行ってきたサービス
を振り返り、問題点を明らかにしておかなければなら
ない。
　こうした状況の中、2007年第93回全国図書館大会東
京大会で、「図書館の多文化サービスのこれまで、こ
れから」と題して、多文化サービス研究委員会による
分科会が、初めて単独開催された。この分科会の開催
により (1) マイノリティ出身職員の採用、(2) マイノリ
ティの母語で検索できる目録システムの構築、(3) 対
象となるコミュニティの実態とニーズの把握、(4) 図
書館および関係機関とのパートナーシップの確立、な
どが今後の課題として共通認識された。本稿では、マ
イノリティの図書館利用を促進するために、課題のひ
とつである情報ニーズ調査の必要性について考える。
4. 情報ニーズ調査の必要性

　IFLA分科会は、マイノリティの情報ニーズ調査の
必要性を、決議あるいは刊行物のなかで以下のように
指摘している。
・IFLA分科会のガイドライン
　「個々の図書館は、民族的・言語的・文化的マイノ
リティ集団と協議して、そのコミュニティの性格や
ニーズを継続的
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に調査し、その査定と協議にもとづい
てサービスをおこなうべきである｣(5)（傍点筆者）。
・“The IFLA Multicultural Library Manifesto”(6)

　図書館は利用者ニーズの分析と適切な資源に基づい
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て政策と戦略プランを打ち立てるべきである。
　実際、1986年IFLA大会決議(7)では、「マイノリティ
が必要とする情報や資料の調査」とそれに基づく解決
の道を提示することを、日本図書館協会とその関係
機関に対して要請している。だが今日に至るまで、マ
イノリティの情報ニーズに対する調査は行われていな
い。
5. マイノリティの情報ニーズ

　近年、地球規模での国境を越えた人の移動が激増し
ている。飢餓や政情不安のため母国を逃れてきた難
民、あるいは仕事やチャンスを求めて移住して来る労
働者など、新規入国者あるいは新来外国人にとって、 
(1) ホスト国で使用される言語の基本的なリテラシー、 
(2) 新しい地域社会での生活スキルに関する情報、(3) 出 
身国との文化的な絆を維持するための情報、などは
もっとも基本的なニーズと考えられる。
　しかし、マイノリティの情報ニーズは、民族・言語・
文化の違いだけで括られるほど単一ではないことも理
解しておかねばならない。トランスナショナルな移動
や国際結婚など、複数の文化が混ざり合い変容する社
会にあって、同じ民族集団とみなされても皆が同一と
は限らない。
　キューバン（Sondra Cuban）はこの点を特に強調し、
アメリカにおける最近の移民集団は、(1) 移民の理由、 
(2) 職業的地位と社会階級、(3) 国籍と人種、(4) 性、 
(5) 世代の要因、によって、ホスト国社会への適応の
仕方や情報ニーズが異なると指摘している(8)。
　キューバンの指摘が、日本の状況にそっくり当ては
まるかどうかは別としても、そうしたニーズの違いを
調査し把握すると同時に、グローバル化し情報通信技
術の発達した社会において、彼らの情報環境や情報入
手行動などを分析し、適切な情報の伝達方法を準備す
ることが、多文化サービスをさらに進めるために必要
である。
6. マイノリティの情報環境と情報入手行動

　マイノリティ住民の情報環境と、どのように必要な
情報を入手しているのか、を知ることはニーズ調査と
同様に、図書館が行おうとしているサービスの提供を
考える上で重要なポイントである。
　1. 生活情報に関する情報環境
　日本でも各自治体が、マイノリティ向けに生活上の
各種案内などを、彼らの言語で相当数出版している。
しかし、確実に彼らの手に渡っているかどうかに関し
ては、問題が多い。神奈川県国際交流協会（現「かな
がわ国際交流財団」）の行った調査(9)によれば、行政
機関が発行する多言語生活情報はほとんど知られてい
ない。また口コミやキーパーソンによる情報伝達も依
然大きな役割を果たしているが、新聞･雑誌・テレビ・

インターネットなどのさまざまなエスニック・メディ
ア(10)が利用されているという結果が出ている。
　2. 図書館
　マイノリティが情報を入手するために地域の図書館
を利用するかどうかは、出身国の図書館事情に大きく
左右される。つまり、出身国の図書館が未発達でほと
んど行ったことがなければ、滞在国で図書館を利用す
ることを思いつかないからである。さらにマイノリ
ティの母語で書かれた資料が図書館あること、あるい
は図書館が無料で利用できる施設であることを知らな
いなど、さまざまな理由で図書館が十分に活用されて
いない。ナカタ・グレース・キヨカは、日本の公共図
書館はもっと積極的にマイノリティに確実に届く形で
広報活動をすべきだと提言する(11)。
7. 情報ニーズ調査にあたって

　実際にマイノリティの情報ニーズ調査を始めるに当
たっては、関連する調査の有無や文献などを確認した
うえで、方法論や視点を明確にしておくことが大切で
ある。
　例えば、スリニヴァサン（Rameshi Srinivasan）らは、
マイノリティの情報行動（Information behavior）研究 
のモデルとして、Diasporic Information Environment 
Model（DIEM）を提唱している。これまで図書館に
よるマイノリティの情報行動および情報ニーズに関す
る調査は、居住する地域の文脈でしか捉えられてこな
かった。しかし、実際には地域や国を越えたオンライ
ン・ネットワークによるグローバルな情報環境が存在
している。DIEMは、(1) 再帰的人類学の手法、(2) ソー
シャル・ネットワーク分析、(3) コミュニティをベー
スとした情報サービス調査、(4) コミュニティをベー
スとした活動調査、の４つの調査方法を使い、情報が
媒介される“Ground”、例えば (1) コミュニティセン
ター、(2) ウェブサイト（チャット、ニュースサイト、
ソーシャル・ネットワーク・サイトなど）、(3) 公共図
書館、(4) その他レストランや商店など、でどのよう
に情報が伝達あるいは入手されているかなどを分析し
ようというものである(12)。
　日本におけるマイノリティの情報ニーズと情報入手
行動に関しては、先に言及した神奈川県国際交流協会
の調査、および在住するマイノリティが情報源として
利用しているエスニック・メディアやそれに関する文
献(13)なども参考になるであろう。
8. おわりに

　これまで日本では、まずできることからということ
で多文化サービスをスタートさせてきたが、今後はマ
イノリティ住民の情報ニーズと情報入手行動調査を踏
まえた上で戦略的なプランを考える時期にきている。
その調査が、多様化した地域社会と図書館サービス全
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体のあり方を見直し、マイノリティだけでなく地域住
民の図書館利用を促進する契機となることを期待した
い。
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人文系学術書とデジタル化

　電子ジャーナルは、これまでのところ学術出版のデ
ジタル化においてもっとも「成功」したもののひとつ
にあげてよいだろう。一方、モノグラフに代表される
人文系学術書は、これとはひどく対照的な状況にある。
　ここでいうモノグラフとは、ひとつのテーマについ
て深く掘り下げた論考のことだ。一般に、ひとりの研
究者によって著され、まとまった分量をもち、多くは
書籍の形態で出版される。人文系学術書の基本形であ
り、人文学の研究成果の軸となる発表形態である。
　モノグラフについてもまた、1990年代以降デジタル
化が模索され、英語圏では実際に大きなプロジェクト
が立ちあげられた(1)。プロジェクトは巨大化し、デジ
タル・アーカイヴが構築され、オープンアクセスも実
現された。それ自体は意義あることだが、にもかかわ
らず、当初掲げていた華々しい惹句に見あう成果は達
成されていないことは指摘されてよいだろう。そもそ
も発足の目的のひとつとして、デジタルメディア時代
にふさわしいモノグラフの新しい形式
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をつくりだすこ
とが謳われていたからだ。この目的は、いつのまにか
揮発してしまったらしい。
　人文系学術書のデジタル化が模索された背景には、
従来の冊子体ベースの出版が直面していた閉塞感があ
る。ひらたくいえば、書籍を出版しても売れず、売れ
ないから次の出版が厳しくなるという悪循環である。
これは学問の危機をまねく一大要因だという議論の中
心を、少なくとも初期の段階において、英語圏では大
学・学協会・研究図書館といったセクターが占めてい
た(2)。これにたいし、日本でこの種の議論を担ったの
は一部の出版産業関係者であった。
　日本でも人文系学術出版の市場が縮小し、学術書に
たいする社会的関心の深刻な低下に直面していたが、
産業内部からは、流通の制度疲労をその要因と見なす
言説が絶えなかった(3)。出版活動が書物という物質を
基盤におく以上、流通制度に依存せざるをえない。書
物ないしテクストのデジタル化は、こうした物質的・
制度的制約をバイパスしうるのではないかと考える者
もあらわれた。しかしこれらの議論によって具体的な
見通しが得られたとはいいにくく、散発的に見られる
いくつかの例外を除き、実践に結実することはなかっ
た(4)。
拒絶と隠喩

　ジャーナルがデジタル化される過程では、少数の有
力学術出版社による寡占化が進む一方で、既存の権威
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