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以下の 3点を選考基準として示している。
　・今後の公共図書館のあり方を示唆する先進的な活
動を行っている。

　・公立図書館に限らず、公開された図書館的活動を
している機関、団体、活動を対象とする。

　・最近の 1～ 3 年間程度の活動を評価対象期間とす
る。⑹

　選考手順は、まず IRI のメンバーからの推薦を受け
て、選考基準に合致しているかどうかについての粗
い第 1次選考を行う。そこで残った機関・団体につい
て、6月下旬に LTF のメンバーが集まって第 2次選
考を行って優秀賞 4機関・団体を選出する。図書館総
合展において、優秀賞の 4機関・団体を対象にフォー
ラムの参加者とともに最終選考を行い、大賞 1機関・
団体を選出する。2007 年からは、大賞の他に、図書
館総合展来場者の投票により、会場賞も授与されるよ
うになった。
　過去 2回の受賞機関・団体は次の通りである。
　・2006 年　大賞：鳥取県立図書館
　・2007 年　大賞：愛荘町立愛知川図書館
　　　　　　会場賞：静岡市立御幸町図書館
　2008 年は恵庭市立図書館、絵本カーニバル、ジュ
ンク堂書店池袋本店、千代田区立千代田図書館の 4機
関・団体が優秀賞に選ばれ、最終選考に残っている。
　2008 年の優秀賞受賞機関・団体が端的に示してい
るように、LoY の受賞対象機関・団体は公共図書館
に限定されていない。公共性・公開性を備えているこ
とを条件に、公共図書館以外の機関・団体も視野に入
れている。また、評価のポイントも「今後の公共図書
館のあり方に示唆を与える活動をしている」ことに置
いており、単なる優秀公共図書館の表彰にはしていな
い。
　このように選考対象と選考基準を定めている理由は
四つある。第 1に、公共図書館の今後の方向性を考え
る上でヒントとなる活動を積極的に発掘したいと考え
たこと、第 2に、発掘するプロセスの中で、IRI およ
び LTF のメンバー間で、今後の公共図書館のあり方
について積極的かつ具体的な議論の場を持ちたいと考
えたこと、第 3に、こうした IRI の議論と見解を広く
関係者・国民一般に提示し、対話を通じて今後の公共
図書館の方向性を明らかにしたいと考えたこと、第 4
に、公共図書館の今後の方向性に対して示唆を与える
活動は、公共図書館界の外にもあると考えたこと。
　IRI の内部で議論する時間を大切にしたいために、
現在のところ第 2次選考までは非公開にしている。つ
まり、第 2次選考までで IRI 内部での見解を整理し、
議論の観点を定めた上で、最終選考においてそれを提
示して議論を掘り下げ、図書館総合展の参加者ととも

に今後の公共図書館のあり方について考えたい、とい
うことである。

　わが国にも文部科学省による子どもの読書活動優
秀実践図書館表彰や日本図書館協会建築賞など、公共
図書館に関わる賞がないわけではない。しかし、LoY
は公共図書館の今後に向けた IRI からの提言、という
点で、独自の意義を持っていると言えよう。さらに、
授賞は、図書館に対する評価と、その結果を国民一般
に PRする効果を持つとも考えられる。
　図書館に対する賞は、学習へのアクセス賞のよう
に、賞金が図書館振興にとって無視できないものとな
ることもあれば、顕著な実績の承認、有識者による優
秀性の評価、図書館を外部に PRする絶好の機会、と
いったさまざまな効果を持つこともできる。賞の持つ
意義を理解し、活かす知恵と工夫があれば、こうした
賞は図書館界の発展にとって効果的な手段となるに違
いない。
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　図書館事業の健全な発展には、法律による強力な保
障が必要である。法律に基づいて図書館を管理し法治
化の道を進めることは、中国だけではなく世界各国に
おいてかねてからの共通認識である。中国の図書館関
係者は、長年にわたり図書館法の制定と関連法を含め
た法体系の構築に向けて積極的な取り組みを進め、詳
細な研究を行い、多くの論文を発表して、図書館法の

CA1670
中国における図書館法制定に向けての

取り組みと研究動向



カレントアウェアネス　NO.297 （2008.9）

4

制定に関する議論を交わし、図書館の法制化の推進
に重要な役割を果たしてきた。改革開放以降の 30 年、
特に 21 世紀に入ってからは、中国の図書館事業は事
業規模、サービスの質、管理レベルや現代科学技術の
応用など、さまざまな分野で大きな発展を遂げてい
る。図書館法の制定に向けての取り組みと図書館法研
究の機運もこれまでになく高まっている。
1. 図書館法の制定に向けての取り組み

　中国の法律では、立法権は中央と地方のレベルに分
けられる。中国は領土が広大で、地域の発展状況も異
なるため、省、自治区、直轄市の人民代表大会および
常務委員会が当該行政区域に関わる地方事務の地方性
法規を制定できると法律で規定されている。中国の中
央政府、すなわち国務院は地方性法規以外の行政法規
を制定できる。また、省、自治区、直轄市の地方政府
は地方政府規章（訳注：地方性法規などの実施細則）
を、政府の各部門は規範性文書（訳注：行政法規、規
則、決定、命令などの普遍的な拘束力を持った規範）
を制定できる。こうした制定機関の違いにより、中国
の図書館事業に関する現行の法律、法規、規章は主に
以下の 3種類に分けられる。
⑴ 国家が制定する関連法律と法規

　現状では、中国の図書館法制は依然として草創期に
ある。現行の法律、法規の中で公共文化事業と図書館
に関わるものは、わずかに国務院が制定した公共文化
体育施設条例（2003 年）1 件のみである。これは公共
図書館を含む公共文化体育施設の建設の促進、それら
の施設の管理と保護の強化、ならびにそれらが充分に
機能を果たすことを目的として定められた、初めての
専門の行政法規である。この条例で初めて、各レベル
の人民政府が開設する図書館等の公共文化体育施設の
建設、修理維持、管理に係る資金は、その人民政府の
基本建設投資計画と財政予算に組み込むべきであるこ
とが具体的に明示されている。その他、図書館などの
公共文化体育施設を献金などの方法で建設する社会基
金の奨励や、図書館などの公共文化体育施設の計画と
建設、利用とサービス、管理と保護についての規定な
どが盛り込まれている。
⑵ 地方立法機関が制定する関連の地方性法規

　近年、多くの地方立法機関が当該行政区域の社会経
済の発展状況に基づいて、公共図書館地方条例、政府
規章を制定し、国家レベルの図書館法の制定活動に寄
与している。たとえば、上海市公共図書館管理弁法、
北京図書館条例、内蒙古自治区公共図書館管理条例、
湖北省公共図書館条例、広東省文化施設条例、深圳経
済特区公共図書館条例、河南省公共図書館管理弁法、
浙江省公共図書館管理弁法、江蘇省公共図書館管理弁
法等が挙げられる。

⑶ 中央の関連部門が制定した政策および部門規章

　たとえば、文化部が公布した《省（自治区、市）図
書館活動条例》、教育部が公布した、普通高等学校図
書館規程（改正）、学校図書館（室）規程（改正）、中
国科学院が公布した《中国科学院図書情報活動暫定施
行条例》等が挙げられる。これらの条例、法規等は、
法律と同列に扱うことはできないものの、中国の図書
館事業の発展および、図書館法の制定活動に積極的な
影響を与えており、理論的な基礎を築き、法制度化の
根拠となっている。
2. 図書館法法制化の取り組みが直面する問題

　とはいうものの、現在の図書館法の制定活動は発展
途上であり、未だ実効ある整備された図書館法を制定
できていないのは否めない事実である。図書館で生じ
る一連の問題、例えば経費の不足、設備の老朽化、人
材確保の不安定さなどは完全には解決されていない。
中国図書館界が重視している《普通高等学校図書館規
程》、《省（自治区、市）図書館活動条例》《中国科学
院図書情報活動暫定施行条例》の 3つの部門規章は、
主に、公共図書館、高等教育機関図書館、科学研究
図書館の主要な 3館種それぞれに端を発するもので、
各々の主管部門により別々に制定されたため、規程の
内容は必然的にそれぞれの図書館の特徴を偏重する傾
向にある。このように足並みの乱れた産物では、法律
の効力の点からみても、実施した際の効果の点からみ
ても、図書館事業の発展の根拠になりえず、図書館の
法的な権益も全く保護されない。そのため、図書館事
業においてマクロな視点からの強力なコントロールも
なく、ミクロな視点からの有効な指針もないという状
態が長く続くことになったのである。
　幸いなことに、《中華人民共和国図書館法》の制定
活動が 2001 年 4 月から正式に開始されて以降は、図
書館事業関連の国家レベルの立法活動および図書館関
連の法の制定・公布活動は、図書館員の職業倫理、図
書館の権利、図書館での著作権のフェアユース、さら
には図書館建築基準、サービス基準など、一連の図書
館法関連の環境と法体系の構築へと次第に広がって
いった。例えば、2003 年に中国図書館学会が公表し
た《中国図書館員職業道徳準則》、国務院常務委員会
が制定し、2006 年 7 月 1 日から施行された、図書館の
意向を反映した《情報ネットワーク送信権保護条例》、
2008 年に中国図書館学会が公表する《公共図書館
サービス宣言》、および文化部の委託を受けて中国図
書館学会が作成し、2008 年に公布・施行される見込
みの《公共図書館建築基準》とその基準とセットにな
る《公共図書館建設用地指標》等は、図書館事業の発
展に必ずや重要な影響を与えるだろう。
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3. 図書館関連の法規研究の発展

　現代の中国図書館界では、1980 年代初頭から図書
館の法治に関する研究が始められ、ここ 30 年間弛む
ことなく続けられてきた。80 年代初から 90 年代末ま
では海外の図書館法を紹介し、参考にすることに重点
が置かれていた。90 年代末に至り、海外の図書館法
の翻訳紹介、図書館法制定の意義や原則的な議論か
ら、図書館と利用者の権利と義務などの実際的な問
題を含む図書館法体系の構築へと研究内容が発展し、
年平均 12 件以上にのぼる論文が発表され、1996 年に
発表された論文は 27 件に達した。しかし、1980 年か
ら 2000 年の 20 年間は、図書館の法治についての研究
は、相対的に純粋な学術と理論の探求という局面で進
められ、論文数は膨大だったが、実際に法律の制定を
進めるには脆弱なものであった。その原因としては、
法治研究と法律制定の活動がかみあわなかったこと、
さらには、研究内容が新味に欠け、結論が深まらず、
法制化の課題や争点についての説得力ある論証や分析
に欠け、図書館法の制定活動への具体的な提案にあま
り関心が払われなかったことが挙げられる。

　図書館の法治研究を実質的に推進したのは、2001
年初頭の《中華人民共和国図書館法》の制定活動の開
始である。2001 年 4 月、天津で開催された専門家座
談会において、《中華人民共和国図書館法》の法制化
の方向性が明確にされ、法律の枠組、構造などの基本
的な問題において共通認識に達し、法制化の課題につ
いて焦点の定まった議論が行われ、図書館法の制定活
動が正式に開始された。2002 年の初頭に、中国図書
館学会は図書館法と知的財産権について検討する専門
家委員会を正式に設置した。これによって全国の図書
館法治研究は、組織的に資源を統合し、足並みを揃え
て必要な資源を集中させ、重点的に課題解決を図れる
ようになった。その結果、図書館法規研究において、
例えば新しい状況での法による図書館管理とモラルに
よる図書館管理の問題、デジタル図書館と図書館ネッ
トワーク情報のサービスが直面する法律的な問題など
の多くの新しい課題と具体的な法規の研究などが立ち
現れてきた。研究内容もより深く発展を続け、法理学
の視点から図書館法の具体的な問題を検討した論文が
数多く発表され、研究成果は大幅に増加し、年平均の
発表論文数は 48 件以上にのぼった。法律制定に向け
ての取り組みが進むにつれ、法治研究には、多くの現
実的な課題が突きつけられるようになった。そして、
図書館法研究はより深く、具体的で焦点の定まった方
向へ進み、図書館事業関連の国家立法、図書館員の
職業倫理、図書館の自由と権利、図書館での著作権の
フェアユースなどの現実的な問題と法律環境を整える

ための研究が発展していった。
　図書館員の職業倫理の確立についての議論は、おお
よそ 1980 年代初頭から始まって、1990 年代中頃に高
まり、2003 年に《中国図書館員職業道徳準則》（訳注：
準則は「基準となる規則、原則」の意）が正式に交付
されたのちに全盛を迎えた。2003 年以前は、図書館
の職業倫理の研究の多くは図書館の職業倫理の意味や
意義などの比較的一般的な問題を扱っており、この時
期の研究は厳密には図書館理念研究に属していたと
いえる。2002 年に中国図書館学会が《準則》を制定
した後、ようやく法治研究に重点が移り、図書館職業
倫理の具体化が重視されるようになった。この時期に
発表された文章の多くは《準則》の内容、形式および
その具体化についての分析、論評、批評、提案などで
ある。しかし、2005 年以降に「図書館精神」が話題
にのぼるに伴って、再び図書館理念の範疇へと戻って
いった。
　図書館の利用者の権利と義務、図書館員の職権など
の問題についての議論は休むことなく続けられてき
たが、情報の自由と平等を主題とし、国際的な図書館
サービス理念とかみあった「図書館の権利」の研究は
ここ数年でようやく現れてきたものである。2003 年
に発表された、「新時代の 3人の論客による“知識の
自由”についての対話」と題する文章では、知識の自
由を保護し、社会的弱者の知識へのアクセスを保障す
ることは、図書館業務の中心的な価値であることが
明示されている。この後、図書館の自由に関する権利
の研究が急速に深まり始めた。2004 年の中国図書館
学会の年次大会では、「図書館の権利」が「第 3回図
書館法と知的財産権フォーラム」のテーマに設定され
た。同年、中国図書館学会の第 2回青年学術フォーラ
ムでは「図書館と図書館員の権利」が大会のサブテー
マの 1つに設定された。図書館学会の推進の下、2005
年から 2006 年までの間、このテーマについて質の高
い研究論文が多数発表され、図書館の権利の範囲の明
確化やその実現と保護といったさまざまな問題に対し
て、広範で詳細な検討が行われ、原則的な問題につい
ての共通認識が形成された。この成果に基づいて、自
由に関する権利の研究は図書館活動の細部に目を向け
始め、実際の図書館活動で知識の自由と情報の平等の
保護の実現を目指す図書館サービスの方針を重視する
こととなった。
　中国の図書館学では、著作権と図書館におけるフェ
アユースについて、図書館の活動が密接に関わる法律
問題の研究に着手するのが非常に遅く、コンピュータ
ネットワークの発展により、知的財産権の保護活動が
国際化するにいたって初めてこの問題を重視するよう
になった。この問題において最初に注目されたのは、
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国際図書館連盟（IFLA）など図書館界の組織が、デ
ジタル環境下における著作権法の改正にいかに影響
を与え、どのような成果が得られたのかということで
あった。その後、各種文献やサービスにおいて生じる
著作権問題、新しい環境で新しい法令が図書館業務に
及ぼす影響、および図書館が果たすべき活動原則と
方法などの問題についてより深い議論が展開された。
その典型と言えるのは、2006 年 5 月の国務院常務委
員会会議で採択され、2006 年 7 月 1 日から施行され
た《情報ネットワーク送信権保護条例》である。以前
より中国の図書館界はこの《条例》の立法過程を注視
し、さまざまな手段で影響を与え、図書館の意向を反
映させることができた。
4. 図書館法規についての研究不足

　しかしながら、2001 年初頭から図書館界が図書館
法の制定を強く推進し始めてから 7年にわたり草案の
検討が重ねられてきたものの、未だ図書館法が公布さ
れていないため、現状では中国の図書館法体系の研究
は依然として図書館専門の法律の制度化に集中せざる
を得ない。2007 年の年初に中国図書館学会が開催し
た全国の各種図書館や政府の関連部門の代表者による
会議では、さらに多くの資源を統合し、互いに協調し
て法制化に必要な事項について検討するよう促され
た。また、中国図書館学会の《図書館立法提言》を起
草するなど、法制化に向けて実現可能な案を提示し、
法律の制定を順調に進めるよう呼びかけられた。この
他、比較的重視されている研究分野には、出版物の納
本制度の研究、図書館建築基準、サービス基準などの
制定と図書館員の職業倫理の確立、図書館の自由と権
利などがある。関連法規の研究では、著作権関連の法
律、法規の発展のほか、著作権の権限譲渡モデル、評
価方法、および著作権者とユーザ間のデジタル権益の
バランスをいかにしてとるのかといった著作権の保護
と利用のための図書館の諸活動については比較的成果
があるが、その他の分野の研究についてはまとまった
成果がないのが現状である。

（上海図書館副研究館員：金
きん
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問われる受験型学力観

　Benesse 教育研究開発センターが実施している学習
基本調査によると、1990 年の第 1 回調査以来 2006 年
の第 4 回調査まで、高校生の家庭での学習時間は減少
の一途をたどり、達成意欲や「受験プレッシャー」の
低下などもともなって全体的に「脱受験競争時代」の
学習傾向が顕著になっているという⑴。その一方で、
小中学生もふくめてトップクラスの生徒には、学習習
慣が局所的に存在していることから、同センターは、
競争する者と競争しない者との分化が進んでいると
分析している。さらに、中学生の調査では、「成績差
が大きい」ことに加えて、「まじめだが受け身」「学習
するが学校に閉じている」「地域・家庭間格差が大き
い」といった傾向が挙げられている⑵。
　一方、経済協力開発機構（OECD）による生徒の学
習到達度調査（PISA）の 2003 年度及び 2006 年調査
における読解リテラシーの結果を見ても、2000 年調
査に比べてレベル 1未満の生徒の割合が大幅に増加
し、上位の生徒との二極化が進んでいることが分か
る⑶。福田誠治⑷によれば、PISA が測ろうとしている
学力は「教科横断的に形成される幅広い実践的な能力
（コンピテンシー）」であり、設問は「具体的な生活を
問題状況として、思考のプロセスが調べられるように
工夫されている」という。これは、これまで日本の学
校で育まれてきた受験型の「学力」とは異なるもので
あることから、PISA の読解リテラシーの結果には、
家庭や地域社会を含めた学校以外の教育環境も何らか
の形で影響していると考えられる⑸。
　かつて、高度経済成長下のわが国では、個人の競争
力を高めるための知識・技能の習得が日本型高学力を
支えてきた⑹が、いまやそのような学力観が問い直さ
れようとしている。子どもたちが受験競争に代わる学
びの意味を見いだし、学力格差を解消しながら、多様
な能力を開花させる条件を整えて弱体化した学びを回
復していくことが今日の学校教育の課題といえるだろ
う。
新しい学習指導要領とこれからの学校教育

　そんななか、2009 年度から実施される小学校と中
学校の新しい学習指導要領⑺が 2008 年 3 月に公表さ
れた。今回の改訂のポイントは、現行学習指導要領の
理念である「生きる力」を育むことを継承しながら、
「基礎的・基本的な知識・技能の習得」を基盤として
「思考力・判断力・表現力等の育成」に重点をおいて
いることだという。具体的には、各教科の指導のなか


