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蔵書構成

1. はじめに
　今回の研究文献レビューにあたり、はじめに、簡
単な定義、対象範囲の設定、最近のレビューの確認
をしておきたい。

1. 1. 「蔵書構成」の定義
　『図書館情報学用語辞典　第三版』には、「蔵書構
成」は「図書館蔵書が図書館のサービス目的を実現
する構造となるように、資料を選択、収集して、計
画的組織的に蔵書を形成、維持、発展させていく意
図的なプロセス」（1）とある。「蔵書」の「構成」とい
うと静態的な響きがするが、収集によって資料が増
え、除籍によって資料が減り、その前後で蔵書とし
ての一体性を保つ、その有機体的かつ動態的なプロ
セスが蔵書構成なのだということを、この記述は示
している。その過程に「計画的組織的な意図」が介
在することによって、単なる資料の集合と「蔵書」
は区別されることになる。より細かく見れば、すべ
ての資料を収集することは現実的に不可能である以
上、「計画的組織的な意図」に基づいて選択するため
に、「収集方針」が必要になる。それを受けて個々の
レベルでの「資料選択（選書）（2）」がなされる。その
結果できた蔵書の性質を把握するために、「蔵書評価」
を行うことになる。そうした調査結果も踏まえつつ、
収集方針の裏面としての「除籍」基準に従い、一部
の資料は除かれる。この一連の流れは、すべて「蔵
書構成」の一環として把握できる（3）。

1. 2. 文献レビューの対象
　通常、本誌の研究文献レビューでは、国内の「研究」
文献を対象としている。だが関連文献の多くは事例
報告であり、その中にも研究と言える分析が見られ
ることから、今回は対象を広めに取った。図書館の
館種についても特に限定していないが、結果として
公共、大学、学校図書館が中心となっている。さら
に 1.1. のように考える以上、本レビューの対象とす
べき文献には、蔵書構成についての個別テーマを扱っ
たものもできるだけ含むのが適当である。そこで今
回は対象として、原則として 2005 年以降で、タイト
ルや論題名、件名に次の用語のいずれかを含む国内
文献を、NDL-OPAC の「書誌　一般検索」及び「雑
誌記事索引」で検索した結果を用いた。

研究文献レビュー

・タイトル、論題名
蔵書構成、蔵書構築、コレクション構築、コレクショ
ン形成、収集方針、収集基準、図書選択、資料選択、
選書、蔵書評価、コレクション評価、除籍

・件名（NDLSH）
資料収集（図書館）、図書選択

　今回の問題意識から明らかに外れるものを除くと、
図書が 15 件、雑誌記事が 91 件（ただし、簡易な報
告等も含む）あり、以下のレビューの中核をなして
いる。合わせて、必要に応じて 2005 年以前の文献、
内容の一部に当該テーマを含む文献、インターネッ
ト上の文献も適宜採り上げている。なお、納本、地
域資料、分担収集については、紙幅の都合もあり対
象外とした。

1. 3. 最近のレビュー
　本稿で対象とする 2005 年以降に出た先行レビュー
について、事前に確認しておこう。公共図書館につ
いては、山本（4）が 2001 年から 2009 年にかけての蔵
書構成（実質的には資料選択）論を対象とし、①ベ
ストセラーの複本購入、②目標・対象を設定する戦
略的蔵書構成、③選書ツアー、という 3 点（をめぐ
る論争）を中心に整理を行っている。なお選書ツアー
とは、図書館の利用者が書店等に赴き選書業務に参
加する一種のイベントである。また厳密にはレビュー
でないが、安井（5）も、1990 年代から 2000 年代初頭
にかけての資料選択論を多数引用して類型化を試み
ている。大学図書館では、米澤（CA1668 参照）が
2005 年から 2008 年を対象に、学習支援のためのコレ
クション形成という観点からレビューしている。今
田（CA1660 参照）は看護図書館の蔵書構成について、
1990 年代後半から 2000 年代前半を対象に文献を紹介
している。また蔵書評価の領域では、岸田（6）が 1980
年代以降の国内外文献を中心に、主な評価方法別に
詳細なレビューと整理を行っている。

2. 動向の概観
　個別の文献を紹介していく前に、全体的な動向に
ついて確認しておきたい。特徴的な点として、3 つ挙
げられる。

2. 1. 雑誌での特集が多いこと
　2005 年以降、蔵書構成に関する特集が図書館関係
誌上で何度も組まれている。特集のうち主なものを
挙げれば、以下のとおりである。
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・特集 ,	蔵書構築 .	病院図書館 .	2005,	25（1-2）.
・特集 ,	選書が変われば、図書館が変わる .	みんなの

図書館 .	2006,	（350）.
・特集 ,	本をえらぶ .	子どもと読書 .	2006,	（360）.
・特集 ,	選書の現場から .	図書館雑誌 .	2007,	101（6）.
・特集 ,	コレクションの構築と運営 .	情報の科学と技

術 .	2007,	57（12）.
・特集 ,	図書資料の選択 .	学校図書館 .	2008,	（698）.
・特集 ,	この人に聞きたい―選書論 .	みんなの図書館 .	

2009,	（388）.
・小特集 ,	選書 .	大学図書館研究 .	2010,	（88）.

　参考までにそれ以前に目を遣ると、『みんなの図書
館』では 2002 年、2003 年にも選書の特集が組まれて
いる一方、『図書館雑誌』での前回の特集は 8 年前の
1999 年である。間隔にばらつきはあるものの、少な
くとも蔵書構成というテーマは現在でも重視されて
いると言えよう。各図書館関係団体が行っている年
次集会等でも、蔵書構成を扱う分科会がしばしば設
置されている（7）。

2. 2. 雑誌記事の多くが資料選択を主とした事例報告
であること

　2.1. で挙げた特集タイトルからもわかるとおり、蔵
書構成プロセスの各段階の中でも、とりわけ資料選
択を中心とした雑誌記事が多い。また、詳しくは以
下で確認していくことになるが、そうした文章の多
くは事例に基づいた報告である。このことは、多く
の図書館員にとって、資料選択という業務が重要な
位置を占めていること、そして他館の事例を参考に
したいという顕在的・潜在的な要望を持っているこ
との反映であろう。だが、先に述べたように、資料
選択はそれだけで独立した業務ではなく、他の各業
務と有機的に関連して蔵書構成を形作る要素の一つ
である。この点、資料選択と他業務との関連を意識
した文献が増えてきていることも補足しておきたい。

2. 3. 包括的に蔵書構成を扱った図書が見あたらない
こと

　雑誌記事に事例報告が多いならば、図書は一体ど
うであろうか。長谷川（CA1662 参照）が指摘して
いるように、冊子体の書物が統合の隠喩と見なされ
てきたとすれば、雑誌文献がある程度限定された分
野を扱うのに対して、図書形態ではそういった各々
の要素を統合した包括的な文献が中心を占めるべき
ということになる。確認してみると、図書は大きく
2 つのグループに分かれる。1 つは個々の段階に注目
した研究文献で、もう 1 つはプロセス全体を俯瞰的

にとらえたマニュアルやテキストである。前者は以
下で採り上げていくとして、後者の具体例を挙げれ
ば、学校図書館での収集方針や選定会議の運営方法
を扱ったマニュアル（8）や、司書課程における図書館
資料論のテキストがある（9）。これらの文献は実務や
学習の目的に合致するよう書かれており、性質上ど
うしても入門的な記述になってしまう。一方、個々
の段階を扱った研究文献でも、蔵書構成の包括的考
察までなされているものは見当たらない。結局、蔵
書構成の「基本書」を志向する図書が出ていないの
である。こうして見ると、今でも多数の文献が、河
井弘志の『新版　蔵書構成と図書選択』（1992 年）（10）

や、三浦逸雄・根本彰の『コレクションの形成と管理』
（1993 年）（11）を議論の拠り所としていることは示唆的
である。

3. 文献の整理：プロセスに注目して
　では個別文献のレビューに入ろう。1.1. で述べたよ
うに、蔵書構成という概念には様々な段階が含まれ
ているため、それに沿った形で進めていきたい。も
ちろん複数の段階に跨る文献もあるが、主たる内容
によって適宜整理したことを予め断っておく。

3. 1. 蔵書構成の全体的プロセス
　すでに述べたように、蔵書構成を包括的に扱った
文献は見当たらないものの、実務の側面から一連の
流れを辿った報告が大学図書館を中心に出てきてい
る。三谷（12）は学部新設に伴う図書館創設事例を報告
しているが、収集方針、資料選択、蔵書評価、除籍、
さらには予算の問題まで 1 つのサイクルとして簡潔
にまとめており、内容だけでなく、その「語り方」
も極めて参考になる。また山田（13）、山室（14）も、各業
務の関連に配慮した報告を行っている。歴史的研究
としては、高野（15）が（東京）帝国大学図書館の蔵書
構成プロセスを総体的に考察している。

3. 2. 収集方針と資料選択
　両者を一体的に扱った文献が多いため、まとめて
紹介することとする。全体数が多いので、理論的ア
プローチと実践的アプローチに分けて確認していき
たい。

3. 2. 1. 理論的アプローチ
　公共図書館における収集方針と資料選択の全体的
な概説としては、根本（16）のものが簡潔にまとまって
いる。根本は、図書館を「知識情報管理の責任を負っ
た公共施設」として位置付け、それを担保する収集
方針の重要性を指摘している。安井（17）（18）や新（19）は、
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旧来の「価値論／要求論」という図式の問い直しを
主張し、公開性を重視したが、実践には役立たない
という加藤（20）による批判もある。大学図書館につい
ては、収集方針の比較研究（21）はあるものの、理論的
な考察はないようだ。事例研究に優れたものが多い
にもかかわらず、理論的な研究が見られない一因に
は、各機関の性格の違いの大きさに伴う一般化の困
難もあるのだろう。学校図書館については、ツール
紹介型の概説（22）や理念的概説（23）がある。
　理論史的な文献としては、新藤（24）（25）（26）の成果に
注目したい。従来、価値論一辺倒の資料選択論が戦
前期においては圧倒的だったとされてきたが、新藤
は明治期から昭和前期に著された資料選択論を丹念
に調査し、それらが一面的なイメージであり、実際
には要求に配慮した議論が多いことを明らかにした。
このイメージのずれは、こうした議論が当時どの程
度受容されたのかという、さらなる関心を抱かせる。
　欧米の理論や事例の紹介としては、公共図書館と
大学図書館を主に扱った河井（27）の浩瀚な論考がある。
1970 年代の雑誌論文等をまとめたものではあるが、
理論的な部分は未だに十分示唆に富む。医学図書館
については、米国国立医学図書館のコレクション構
築マニュアルが翻訳されており（28）、学校図書館の分
野でも米国の収集方針の紹介がなされている（29）。
　また、理論的研究とは若干異なるが、資料選択の担当
者としての心構えを説く文献の多さが目を引く（30）（31）（32）。
この現象は、資料選択が一種の「道」として認識さ
れていることを示していると言えよう。代表的な文
献としては明定（33）（34）のものが挙げられる。明定は、
資料選択を予想に基づく「仮説―実験」モデルとし
てとらえ、その結果として「偏ったコレクション」
になることを恐れるべきでないと強調している。

3. 2. 2. 実践的アプローチ
　公共図書館については、1.3. で触れた山本（4）の整理
を念頭に置くと、トピックの盛衰が鮮明にわかる。ま
ず、特定の目的に向けた戦略的な資料選択論は引き続
き活況と言ってよい。代表的な論者は豊田（35）（36）（37）で、
明定の「仮説―実験」モデルを援用しつつ、ビジネス
支援サービスを主たる対象として、「要求を掘り起こ
す選書」を提唱している。これは従来の資料選択論
における「潜在的要求」や「ニーズ」に対応するも
のと言える。他にも県立と市立の違いに着目したも
の（38）や、ヤングアダルト（YA）向け資料（39）、看護
資料に着目したもの（40）がある。また児童書の選択は、
従来から議論の活発な領域である（41）（42）。
　選書ツアーについては、安井（43）（44）、田井（45）の総括
的な論考が出た後、特に文献は見当たらない。図書

館界で議論が起こった際の反応の過剰さを両者とも
指摘しているが、田井は選書ツアー自体にも厳しい
批判を加えている。複本に関しても主題的に扱った論
考は見当たらず、加藤ら（46）による実態調査が見られ
る程度である。おおよそ 2004 年の貸出実態調査（47）を
もって、議論は表面的には収まったと言えよう。そ
の他、県立（48）、市立（49）の事例報告やアンケート調査（50）

が見られる中で、指定管理者の立場から収集方針策
定と資料選択を行った事例として、小川（51）の報告が
注目される。
　大学図書館については、資料選択者の問題、すな
わち教員と図書館員のどちらが資料選択をするのか、
という議論が以前から存在している。丹羽（52）や井上（53）

は、①予算を研究用と教育用に分離すること、②教育
用予算による資料選択は図書館員が行うこと、を明
快に主張しており目を引く。浅野（54）も同様の議論を
しているほか、事例報告（55）もある。また派生形として、
教員がアドバイザーとして教育用資料の資料選択に
関与するケース（56）も見られる。新藤（57）は選択権限の
問題とも絡めて、収書方針と資料選択方針の策定に
ついて報告を行っている。教員側からの論考は少な
く、ほぼ唯一のものとして由谷（58）（59）による極めて具
体的な報告がある。同じく資料選択者の問題として、
学生対象の選書ツアーの事例報告（60）（61）（62）が目立つの
は、公共図書館と対照的である。2009 年にアンケー
ト調査を行った福岡（63）の報告によれば、100 校以上
がすでに選書ツアー（学生選書）を行っている。そ
の他では医療系の事例報告（64）（65）（66）（67）	（68）の多さが目
立つ。資料の特殊性など、分野特有の事情がうかが
える。
　学校図書館については、多くの文献が児童生徒向
けの観点からの報告（69）（70）（71）になっている。そうした
中で、内海（72）が教員支援を目的とした資料選択につ
いて紹介しているほか、高橋（73）は教員による選書会
議の運営事例を報告しており、大学図書館での議論
に接近しているのが興味深い。

3. 3. 蔵書評価
　総合的な図書館評価の一部として蔵書評価を論じ
た文献は、紙幅の関係もあり今回対象外とした。そ
の代わりに、蔵書構成の観点から行われた、蔵書に
対する各種の数量的調査はここに含めている。公共
図書館に関するものでは池内ら（74）の調査が目を引く。
これは全国の公共図書館における日本十進分類法

（NDC）別の蔵書構成比を調査・分析したもので、規
模別の傾向や出版時の構成比との差を明らかにした。
全国規模でのこうした調査は前例がなく、さらなる
分析と考察が期待される。対象を絞ったものとして
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は、NDC9 類（文学）に着目した評価（75）や、絶版本
の所蔵状況調査（76）がある。また、大場（77）（78）（79）は社会
的争点となっている分野の資料の所蔵調査などを通
して、資料選択における理念と実際に選択された資
料の実態との間の「ずれ」を指摘している。
　大学図書館では、小泉（80）（81）（82）（83）の研究に注目
したい。小泉は方法論の検討を踏まえつつ、「選書
者」に着目して、図書館員による資料選択と教員に
よる資料選択の性質の違いを定量的に示した。これ
は 3.2.2. で紹介した議論にも資するものである。小
山（84）も方法論を意識した評価を行っているほか、学
術雑誌の評価（85）が特有の問題となっており、Journal	
Citation	Reports（JCR）を使用した事例（86）（87）が目立
つ。豊田ら（88）は、蔵書の特性を「コア・コンピタンス」
として位置付ける視点を表明している。
　学校図書館については、上道（89）による、京都府私
立学校図書館の蔵書構成と「学校図書館メディア基
準」（90）との比較が、ほぼ唯一の文献である。
　また、国立国会図書館所蔵の洋図書を対象とした
事例（91）があるが、レビューや概説も充実しており、
他館種にとっても有益だろう。

3. 4. 除籍
　図書館における除籍を主題的に扱った文献は少数
で、他のプロセス、また文書館等の他領域（92）に比べ
ると、それほど注目されていないと言える。多くは
資料選択の議論に付随して取り上げられているが、
鈴木（93）は、企業図書館の移転に伴う大規模事例を詳
細に報告しており、貴重である。また毛利（94）は主題
分野の特性と関連させて語っている。そうした中で、
2002 年に発覚した船橋市西図書館蔵書廃棄事件は、
皮肉な形で「除籍」という作業の帯びる意味に注目
を集めさせることとなった。本事件は図書館員が所
蔵資料のうち特定著者のタイトルを集中的に廃棄し
たというもので、最高裁判決が 2005 年に出た後、総
括的な論考がいくつか出ている（95）。蔵書構成の文脈
からこの問題を扱ったものとしては、瀬島（96）や安光（97）

の論考が注目される。両者とも、最高裁判決の求め
た公正な資料の取扱を実現する上で、除籍基準の策
定及び公開が必要であると主張している。また同様
の問題意識から、蔵書構成と図書館の自由との関連
において事件を考えたもの（98）（99）も見られる。

4. 新しい研究動向
　3. で取り上げたようなオーソドックスなアプロー
チとは少し違った形で、蔵書構成を扱う論考も近年
散見される。そこで、上記で紹介できなかった文献
を取り上げつつ、今後のさらなる展開が期待される

領域を、筆者の私見で 3 つ挙げておく。

4. 1. 電子資料への対置としての、「棚」としての蔵書
　最近の電子資料の隆盛は、「蔵書構成」という概念（そ
もそも「蔵書」と呼ぶのが適切かも含めて）にも影響を
及ぼしている。大学図書館を中心に、電子資料（特に電
子ジャーナル）から蔵書構成を論じた文献（100）（101）（102）は
あるものの、これまで見てきた文献の大多数は、明示
的にも黙示的にも冊子体の資料を想定している。ほ
とんどの公共図書館や学校図書館ではそもそも電子
書籍を導入していない、というのが主たる理由であ
ろう。
　一方その裏返しとして、物理的実体としての蔵書、
いわば「棚」の意味が再認識されてきているように
見える。テレビの登場によってラジオの特性が再認
識されたようなものとも言えよう。こうした問題意
識自体は、直観的にさまざまな文献に表出されてい
るが、それを研究の形に昇華させたものはまだ少な
い。北岡（103）（104）は建築計画の観点から、書店での配
架も参考にして、棚の配置と蔵書構成を結びつけて
考察しており興味深い。また書店を対象とするもの
ではあるが、柴野（105）は書棚の機能を社会科学的な観
点から理論的に考察している。福嶋（106）（107）も書店員
の立場から、こうした問題を図書館に絡めつつ論じ
ている。こうした動向はより広くとらえれば、「場所
としての図書館」	（CA1580 参照）を強調する流れと
も呼応している。

4. 2. 資料選択業務の相対化
　純粋に理念的に考えれば、すべての資料が資料選
択の対象となり、その基準は「計画的組織的な意図」
に基づいているはずである。しかし、現実の業務が
その通りになされているかという疑問は当然残る。
3.3. で述べた調査の一部には、こういった観点も含
まれていよう。大場（108）は上述の研究以外にも、市町
村立図書館における新聞・雑誌の所蔵状況を調査し、
一般的にはそれほど重視されていないと思われる「創
刊年の古さ」が所蔵状況と強い相関を持つことを指
摘した。このように必ずしも意図されない要因の指
摘がある一方で、そもそも図書館が選択を行う場面
において、どれだけの範囲の資料を対象にできてい
るのか、に注目する研究も出てきている。木下ら（109）

は、公共図書館における資料選択以前の段階での、
図書館流通センター（TRC）による事前的な選定の
実態を分析している。また片山（110）は学校図書館と児
童書出版社の関係に注目し、図書館に対する出版社
の販売戦略を考察している。電子資料におけるパッ
ケージ化の問題（個々のタイトルを選べない、また
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は選ばなくてよい）も、この論点に関係してくるだ
ろう。

4. 3. 蔵書構成の考古学
　蔵書評価の主目的は、端的には、蔵書構成プロセス、
引いては図書館サービスの改善に資することである。そ
の問題意識を部分的には共有しつつも、河村（111）（112）（113）

は、東京帝国大学内の図書室の蔵書構成を分析対象
として、外部環境が蔵書構成にどのような影響を与
えたか、さらには図書館の位置付けがどう変化した
かについて考察している。ある時点での蔵書という

「過去の痕跡」から、その当時の実態を浮かび上がら
せようという試みであり、いわば蔵書構成の考古学
とも呼べるものだろう。和田（114）（115）による在米日本
語資料の蔵書を対象にした「リテラシー史」研究や、
高倉（116）による近世個人文庫の蔵書構成の研究も、こ
の領域に関連付けられる。蔵書構成において「意図」
に収まりきらない部分を考察対象に含めるという点
で、こうした研究と、4.2. で取り上げた研究は親和性
を持っている。

5. おわりに
　冒頭に述べたように、蔵書構成は「計画的組織的
な意図」に基づくプロセスだが、予算、場所、権限
といったさまざまな制約が存在する。極めて粗い見
立てをすれば、3. で取り上げた文献は、そうした制
約の中で意図をいかに反映させるかという目的意識
を主としている。一方、4.（特に 4.2.）で取り上げた
文献は、そうした目的意識のもとでもなお、その外
部に制約が存在してしまう点に注意を促すものと言
えよう。では、両者は相容れないかと言うと、決し
てそうではない。4. に共通しているのは、それでも
なお帯びる制約を少なくとも意識化し、時にはそこ
に意味さえ見出そうとする視点である。例えば「棚」
を重視する議論は、物理的制約とも言える冊子体の
ボリュームがむしろ利用者に働きかける局面を切り
出している。制約を無化できなくとも、それを意識
化し、場合によっては積極的に意味付けることもで
きるのだ。こうした視点は、理論的研究や歴史的研
究と、実務的関心とを架橋するものともなろう。
　まとまりのないレビューになってしまったのは、
筆者の力不足によるところである。関心のある向き
は、ぜひ各紹介文献に当たられたい。

（収集書誌部収集・書誌調整課：安
やす

井
い
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