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1. はじめに

　開発途上国とは一般に、経済協力開発機構（OECD）
の開発援助委員会が作成する「援助受取国・地域リス
ト」（DACリスト(1)）第Ⅰ部に記載されている国々で
ある。
　開発途上国の中には、図書館情報学教育機関を持た
ず、図書館員の養成を全面的に周辺諸国や先進国に依
存している国・地域も多いが、本稿ではアフリカ、中
南米、アジア地域の開発途上国を取り巻く図書館情報
学教育の動向を、最新文献より紹介する。
2. アフリカ

　アフリカ地域の図書館情報学教育プログラムの多く
は、各国の独立を契機に住民の教育レベル向上と非識
字者根絶をめざして開始された。たとえば、ナイジェ
リアが1960年に独立した際に、最初の図書館学校をイ
バダン（Ibadan）大学に開設した。それ以前はナイ
ジェリアの図書館員の多くは英国で教育を受けてお
り、当初、ナイジェリアの図書館員はカーネギー財団
に、毎年４名の図書館員を英国あるいは米国に留学さ
せる資金の援助を求めたが、カーネギー財団は少数の
学生を海外に留学させて地域の実情とかけ離れた教育
を受けさせるより、国内に教育機関を設立した方が経
済効果が高いと考え、図書館学校設立資金を提供した
のである(2)。現在ナイジェリアには４つの図書館情報
学プログラムが設置されているが、教育の焦点は印
刷メディアの管理におかれているため、口頭によるコ
ミュニケーションが主体であるナイジェリアの社会的
現実を反映したものではない(3)。
　英国の植民地から独立国家となったナイジェリア、
ケニア、南アフリカのような国々では、英国の影響に
より高等教育レベルの図書館情報学教育が定着してい
るが、フランスの植民地から独立した諸国の図書館情
報学教育は、はるかに遅れている。サハラ砂漠周辺諸
国の図書館情報学教育の実態を、国連の設定した20世
紀開発目標（IDGs）に基づいて評価したオルブライ
ト（Kendra Albright）ら(4)は、地域文化と関連性を持 
つ情報資源やサービスの不足、アフリカ諸国の情報
ニーズや環境に関する研究の不足を始めとする、開発
途上国の図書館情報学教育に共通する課題を報告する
とともに、地域に密着した教育を目指すよう提案して
いる。すなわち、図書館情報学教育は、貧困の撲滅、
新生児死亡率の低下、母体の健康改善といった国家目
標の達成に直接関与し、HIV/AIDSに関する情報流通
においてリーダーシップの役割を果たしうる専門職を
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養成することで、社会的評価を高めることができると
オルブライトは主張している(5)。
3. 中南米

　中南米地域の図書館学校および図書館情報学プ
ログラム数の変化を調査したガジャルド（Adolfo 
Gallardo）は、この地域の図書館情報学教育が当初は
スペイン・ポルトガル系の教育システム標準に基づく
図書館補助職養成、学部教育、大学院教育の３段階で
構成されており、中核は学部レベルであると報告して
いる。教育内容は、20世紀初頭には、ヨーロッパの影
響が強く出ていたが、20世紀後半の情報通信技術の導
入に伴い、現在では北米の影響が強くなっているとい
う(6)。
　ドミニカ共和国の図書館情報学教育プログラムの内
容を調査したメンデス（Eva M. Mendez）らは、情報
社会の発展を支援し、貧困を撲滅し、持続可能な開発
を促進する上で、図書館や他の情報サービスが果たす
役割の重要性を指摘するとともに、図書館情報学プロ
グラムを開設する新たな手法として、プエルトリコ大
学で実施されているハイブリッド・プログラム（一部
対面で一部オンライン）を最適なオプションとして推
奨している(7)。
4. アジア

　アジア地域で最も早くから図書館学教育を開始
したのはインドで、ロンドン大学ユニバーシティカ
レッジで図書館学教育を受けたランガナタン（Shiyali  
Ramamrita Ranganathan）が、1920年代と1930年代に 
マドラスで図書館学コースを開設した。中国の最
初の図書館学校は、1929年に米国人ウッド（Mary 
Elizabeth Wood） が 武 漢 大 学 に 開 設 し た ブ ー ン

（Boone）図書館学校であり、1989年には45大学が図
書館学教育プログラムを提供していた。1990年代中ご
ろになると、経済界で働く情報専門職の需要が高まり、
卒業生の過半数が図書館以外に就職している。北京大
学では印刷資料を対象とする伝統的なカリキュラムを
情報処理や知識管理を扱うカリキュラムに改訂し、図
書館情報学部を情報管理学部と名称変更した(8)。
　東南アジアでは、20世紀後半に急激な経済成長を
遂げたシンガポールの南洋工科大学に1983年、知的島
嶼国家・学習国家に必要な情報専門職の人材育成を
目指した国家計画の一環として情報処理や知識管理
に主軸をおいた図書館情報学専門教育プログラムが
開設され、図書館情報学教育におけるASEAN諸国連
携の中核的役割を担っている。連携の取組みとして、
ASEAN諸国間で共通な図書館情報学プログラム認証
枠組みの構築と導入(9)、学習オブジェクト・リポジト
リの構築による教材の共有、および図書館情報学担当
教員のファカルティ・ディベロップメント（FD）が
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ある(10)。
5. 共通課題

　世界の図書館情報学教育は、時代の要請を踏まえて、
文献の管理を要とするカリキュラムから、情報社会の
要請を踏まえた知識管理や情報処理を組み込んだもの
へと変貌している。開発途上国の図書館情報学教育の
課題は、こうした社会の変化と地域のニーズを踏まえ
た図書館・情報サービスを提供するために求められる
人材の養成である。具体的には以下のトピックが挙げ
られよう。

・図書館専門職団体の役割：各国における図書館情報
学教育プログラムの開設や発展には、国内の図書館協
会や国際的な専門職団体が関わっている。その意味で、
この領域の教育を強化するためには、図書館協会等の
専門職団体の存在とその活動を活性化することが重要
である。

・カリキュラムや教育の質の保証：欧米では、図書館
情報学専門職団体が地域や国の教育プログラムを認証
する枠組みが整備されており、それによってカリキュ
ラムや教育の質の保証が図られている。こうした取組
みは、小規模国家が単独で実施するのは経済的にも制
度的にも困難であることから、東南アジア地域にみら
れるような国境を越えた地域連携が期待される。

・地域の状況を反映したカリキュラムとコンテンツの
提供：開発途上国の多くは、植民地からの独立に伴い
図書館情報学教育に着手しているが、カリキュラムの
内容は旧宗主国を含む西欧諸国の影響を受けている。
地域のニーズに即した人材を育成し、国の経済的・社
会的・文化的発展を支援する図書館情報専門職を供給
することが求められている。

・図書館員の給与と社会的地位の向上：開発途上国の
図書館員は、給与や社会的地位が低く、専門職として
認知されていない場合も多い。図書館・情報サービス
を国や地域の経済発展を支援するものと位置づけ、図
書館・情報専門職のリーダーシップ能力を高めること
で、地位や給与の向上に結び付けていく努力が期待さ
れる。

・図書館情報学担当教員の継続的な学習機会の充実：
情報通信技術の急速な普及に伴い、図書館サービスや
情報サービスの担当者や、彼らを養成する教員には、
従来の印刷媒体の管理に加えて、デジタル情報を扱う
スキルが求められている。こうした要請に応えるため
に、新領域の知識や技術を教え、新たな教授法や学生

評価手法を身に付けた教員を育成すべく、FDの内容
と機会の充実が求められる。

　図書館情報サービスは、国家や地域の経済的・社会
的発展と連動してこそ、その真価が発揮できる。その
意味で、ジョンソン（Catherine A. Johnson）が指摘
するように、開発途上国の図書館情報学教育の多くは
欧米の教育モデルに依存しており、図書館員が地域社
会において専門職として尊重されていないなど(11)、多
くの課題が残されているといえよう。
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IIPCを中心としたウェブアーカイブに関する動向

　国際インターネット保存コンソーシアム（International  
Internet Preservation Consortium：IIPC) とは、国立 
図書館等が国際的に連携してウェブアーカイブ

（CA1537、E751参照）の技術開発等を行うための組織
である。IIPCは、フランス国立図書館（BnF）、米国
議会図書館（LC）、インターネットアーカイブ（Internet 
Archive：IA）等、37機関で構成されている（2008年
4月現在）(1)。2008年４月、国立国会図書館（NDL）は、
IIPCに加盟した。
　本稿ではIIPCの設立経緯、組織、成果物、今後の取
組みについて、概観する。




