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CA1669
Library of the Year

－良い図書館を良いと言う－

　2006 年、NPO法人知的資源イニシアティブ（IRI）
は「Library of the Year」（以下「LoY」という。）と
いう事業を始めた。毎年開催される図書館総合展の
フォーラムの一つとして行われているこの企画は、幸
い好評を得て、第 3回にあたる 2008 年度は、総合展
初日の 11 月 26 日（水）午後 3時～ 5 時に最終選考が
予定されている。また、その前後に関連企画もある。
　本稿では、LoY の概略を紹介し、図書館に対して
賞を授与することの意義について、内外の事例を見な
がら簡単に検討してみたい。なお、本稿で表明する見
解は筆者の個人的見解であることをお断りしておく。
1. 学習へのアクセス賞

　公共図書館等に対する国際規模での賞としては、ビ
ル＆メリンダ・ゲイツ財団による「学習へのアクセ
ス賞」（Access to Learning Award：ATLA）⑴があ
る。同財団のグローバル図書館計画（Global Libraries 
Initiative）の事業の一つで、米国以外の公共図書館や
同種の組織のうち、コンピュータとインターネットを
無料で提供し、ひとびとと情報とをつなぐための革新
的な活動を行っているものを対象としている。賞金は
100 万ドル。過去 4年間の受賞館は次のとおりで、発
展途上地域や少数民族を対象とした活動に主に授与さ
れ、実質的な資金援助となっているようである。
　・2008 年　ヴァスコンセロス・プログラム（メキ

シコ）⑵

　・2007 年　ノーザンテリトリー図書館（オースト
ラリア）（E691 参照）

　・2006 年　READネパール（米国のNGOである
READのネパール支部）（E559 参照）

　・2005 年　シデュライ・スワニバル・サングッサ
（バングラデシュのNGO）（E374 参照）

2. 全米博物館・図書館サービスメダル

　一方、世界各国で与えられている賞となると、あま
りにも調査の範囲が広すぎて追いきれないので、ここ
では LoY と同名の「Library of the Year」がある米
国に絞って紹介しよう。
　「全米博物館・図書館サービスメダル」（National 
Medals for Museum and Library Services）は米国博
物館・図書館サービス機構（IMLS）が授与する全国
レベルの賞である。かつては「IMLS 全国賞」と呼
び、1994 年に始まった博物館部門と 2000 年に始まっ
た図書館部門（National Award for Library Service）
とを持っていたものを、改称・拡充した。賞金 1万ド

ルが授与される。第 1回となる 2007 年は、ジョージ
タウン・カウンティ図書館、フンボルト・カウンティ
図書館キム・ヤートン分館、メンフィス公共図書館情
報センター、ニューベリー図書館、オーシャン・カウ
ンティ図書館の 5館が図書館部門で受賞した⑶。また
博物館・図書館への熱心な擁護活動を称え、ローラ・
ブッシュ大統領夫人に、新しく鋳造された 1枚目のメ
ダル（The First National Medal）が贈られた。授賞
式での祝辞でローラ夫人は「かつて図書館司書であ
り、また、現に博物館に住んでいる人間として」と笑
わせた後に、本授賞式はホワイトハウスで行われる行
事の中でも好きなものの一つだと語っている⑷。
3. 米国の Library of the Year

　米国の Library of the Year はライブラリー・ジャー 
ナル誌と参考図書出版で知られるゲール社の共催事業
として 1992 年に始まった。全米の公共図書館から毎
年 1館を選び、米国図書館協会（ALA）年次総会の
場で授賞式を行う。受賞館は賞金 1万ドルを受け取る
とともに、ライブラリー・ジャーナル誌の表紙を飾る
ことになる。2008 年の受賞館はワイオミング州ララ
ミー・カウンティ図書館である（E803 参照）。同賞の
選考基準では、革新的なサービスの提供、利用の劇的
な増加、他館の模範となるようなプログラムの開発と
実施などが挙げられている⑸。
　米国にはこの他に、同じくライブラリー・ジャーナ
ル誌とビル＆メリンダ・ゲイツ財団の共催事業であ
る「最優秀小規模図書館賞」（Best Small Library in 
America Award）などの全国規模の賞や、各州の図
書館協会が授与する賞など、実にさまざまな賞があ
る。
4. 日本の Library of the Year（LoY）

　わが国の LoY を企画・実施しているのは IRI の
中でも図書館コンサルティング・タスクフォース
（LTF）と呼ばれるチームである。IRI は図書館、博
物館、文書館などを地域の知的資源ととらえ、知的資
源を中核とする地域社会作りについての提案を行うこ
とを目的としている。LTF は図書館に関する提言や
コンサルティング活動を担当しており、2008 年 8 月
現在の座長は大串夏身昭和女子大学教授である。図書
館を社会の知的基盤ととらえようとする点は一致し
ているものの、その具体的な展開方策や目指す方向に
ついて、メンバー間で見解が一致しているわけではな
い。むしろ、LTF の活動を通して図書館のあり方に
ついて議論してゆくこと自体も、LTF の活動の一つ
であると認識している。
　LoY はこうした LTF の事業の一つである。その狙
いは、これからの公共図書館のあり方を示唆するよう
な先進的な活動を行っている機関を表彰することで、
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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。

（慶應義塾大学：田
た

村
むら

俊
しゅん

作
さく

）

⑴“Access to Learning Award”. Bill & Melinda Gates Foundation.
　http ://www.gates foundat ion .org/Globa lDeve lopment/
GlobalLibraries/AccessLearningAward/,（参照 2008-08-14）.
⑵“Increasing Access and Opportunity in Rural Mexico”. Bill & 
Melinda Gates Foundation.
　http ://www.gates foundat ion .org/Globa lDeve lopment/
GlobalLibraries/AccessLearningAward/2008Award/default.htm,
（参照 2008-08-15）.
⑶“Five Libraries Win IMLS Awards”. American Libraries. 
2008-01-15.
　http://web1.ala.org/ala/alonline/currentnews/newsarchive/2008/
january2008/imlsawards.cfm,（参照 2008-08-15）.
⑷“Mrs. Bush's Remarks at the National Medals for Museum and 
Library Services Ceremony”. White House. 2008-01-14.
　http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/01/20080114-4.
html,（参照 2008-08-08）.
⑸“Press Room: Library of the Year Award”. Gale.
　http://www.gale.cengage.com/press_room/library_of_the_year.
htm,（参照 2008-08-08）.
⑹“Library of the Year（LoY）とは”. NPO 法人知的資源イニシア
ティブ .
　http://iriweb.fc2web.com/forum/loy08.html#aboutloy,（参照 2008- 
08-08).

　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

　
ぎょう

明
めい

）
（訳　関西館アジア情報課：篠

しの

田
だ

麻
あさ

美
み

）

⑴ 建中ほか . 于制定《上海 条例》的建 . 上海市第十二届
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44.

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
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で基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれを活用す
る学習活動（観察・実験、レポートの作成、論述）を
行い、総合的な学習の時間において教科等を横断した
課題解決的な学習や探究活動を行うというものであ
る。それにともなって総合的な学習の時間の時数が 3
分の 2 に縮減される。これには異論もあるだろうが、
教科の指導が、単に知識・技能の習得にとどまること
なく、その活用と結びつけて、教科を横断した課題解
決的な探究活動へと発展させる道筋が示されたことは
注目される。なぜなら、今後、習得－活用－探究を相
互に関連させながら子どもたちの学びが発展していく
ようなカリキュラム編成が行われるとすれば、次のよ
うな効果が期待できるからである。
⑴ 教科の指導が、教師からの一方向的な伝達やドリ
ルなどの反復練習によって教科書の内容の定着を
はかることに終始することなく、「教えて考えさせ
る」⑻指導や「読ませて考えさせる」指導が進むの
ではないか。

⑵ 学んだことを、現実の社会や自己が抱えている問
題と結ぶことによって、「学校の勉強」と「人生の
生き方」が統合され、子どもたちが学びの意味を
実感できるようになるのではないか。

探究型の学習活動の展開

　探究とは、知識や情報を活用して、現実社会や自己
の生き方にかかわる課題や問題を解決していくことで
あり、そのような活動の指導は、これまでにも教科の
学習や総合的な学習の時間など、学校の教育活動のさ
まざまな局面において行われてきた。たとえば、片岡
勝規⑼は、高校社会科（倫理）の授業でレポートや小
論文作成を課す授業を展開するなかで、生徒の探究意
欲を掻き立てる方法を開発した。片岡は、書くことを
通して「自分自身を見つめ直し、社会と自分との関わ
りを省察できる」としたうえで、思考を深化させるた
めに「自分の考えと他人の考えの接点として様々な文
献にあたり、他人が書いたテクストと対話ができるこ
と」を生徒に求め、自分を取り巻く世間の思考と自分
自身の思考の枠組みを検証する批判的思考を行わせて
いる。
　強い意欲に支えられた探究活動であっても、ひとり
で淡々と遂行できるものではない。探究の過程で、さ
まざまな問題や困難にぶつかり、挫折しそうになるこ
ともしばしばである。そんなとき、探究の過程を振り
返って自らの思考や感情や行動をコントロールするた
めの指針や、学び合う仲間や、適切な助言をもらえる
指導者の存在が必要となる。その結果、学校内に、問
いや疑問を重視し、失敗を許容しながら、生徒も教師
もお互いの学びを支えあって向上する「探究の文化」
が育まれる。そのプロセスについては、プロジェクト

学習による実践的研究を続けている福井大学教育地
域科学部附属中学校が「探究」と「コミュニケーショ
ン」を通して、生徒と教師の双方に探究するコミュニ
ティを創出した、きわめて示唆に富む事例が報告され
ていている⑽。
探究活動と学校図書館

　知識・技能の活用や探究を重視する教育課程の展開
にあたって学校図書館の果たす役割は大きいと考えら
れる⑾。新学習指導要領の解説にも「学習・情報セン
ター」「読書センター」といった学校図書館の機能が
明記されている。しかし、「総合的な学習の時間」の
解説には、図書館担当者の役割として「必要な図書の
整備、生徒の図書館活用支援」⑿と記されてはいるも
のの、図書だけでなく多様なメディアやリソースへの
アクセスを保障し、リテラシーや思考力の育成にかか
わって子どもの学びや教師の教育活動を支援していく
司書教諭や学校図書館の姿⒀が十分に示されていると
は言い難い。
　「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まと
め・表現」といった一連の探究過程⒁の指導は、司書
教諭あるいは司書教諭資格を有する教師が担う専門的
職務の一部として、さまざまな実践事例が報告されて
いる。たとえば、鎌田和宏⒂は、小学校の教室で、子
どもの疑問や身近な出来事など、さまざまな場面で子
どもの好奇心を満足させ、問題を解決するために情報
リテラシーを身につけさせることが必要だという認識
にたって学校図書館を活用する実践を展開している。
鎌田の実践には、「神秘や不思議に目を見はる感性」
⒃（sense of wonder）や観察力に端を発した子ども一
人ひとりの学びが学級やグループの学びの質の高ま
りへと進化し深化していく様子がうかがえる。また、
宅間紘一⒄は、学校図書館と一体となって展開される
「論文指導」において、生徒が自分の問いを持ち、そ
れを深めていくことを軸にして、「考える」「調べる」
「書く」指導を行っている。
　そしてまた、桑田てるみ⒅は司書教諭として社会科
の授業にかかわり、必要な情報を取り出すための読
み方と論理的に表現させる指導を合わせて行っている
が、このような試みは、単に生徒の思考力や表現力を
育てるだけでなく、教職員間の協働を促進する文化を
学校内に築いていく可能性を示している。
実践知の共有と理論の整備

　だが、わが国では、このような司書教諭の実践を理
論的に裏づけて他の教職員と共有していくプロセス
が十分に進んでいるとはいえない。米国では、学校図
書館を質の高い学習センターに再生し、教授・学習の
改善を図ることを目的として、1988 年から 1998 年に
かけてライブラリー・パワー・プログラム（Library 



カレントアウェアネス　NO.297 （2008.9）

8

カテゴリー「社会的責任（学びの共同体・社会への参
加）」29という要素が含まれてないことを指摘し、社
会の変革につながる「情報共有型探究学習」に向けて
の日本の学校図書館の課題としている。
探究を育む司書教諭の役割

　以上の考察をふまえて、知識・技能の活用や課題解
決的な探究活動を展開するにあたって司書教諭が他の
教職員と連携して果たすべき役割を次のように整理す
ることができる。
⑴ 学校の情報基盤を確立する

　図書館の整備だけでなく、学校内のメディア環境の
統合的な利用を図ることが必要だろう。
⑵ 情報リテラシーを軸にして探究型の学習指導を行

う

⑶ 学校内に探究するコミュニティを創造する

　他の教職員とチームを組んで指導計画の立案・実
施・評価や、その他の教育課題の解決を行うことで、
同僚性を育んでいくことが必要だろう。
⑷ 地域社会とのネットワークを構築する

　図書館のネットワーク機能を活用して探究活動を学
校の外に拡張していくことも必要だろう。資源の共
有だけでなく、eレファレンスや eラーニングも組み
込んで課題解決のためのソシアル・ネットワークを構
築することができれば、今後、子どもたちの探究活動
は、民主主義社会に参画する市民性を育む教育として
位置づけることができるだろう。

（甲南高等学校・中学校：足
あ

立
だち

正
まさ

治
はる

）

⑴ 耳塚寛明 . “学習基本調査の結果からみえること”. 第 4 回学習基
本調査報告書・国内調査 . 高校生版 , Benesse 教育研究開発セン
ター , 2008, p. 14-19. 
　http://benesse.jp/berd/center/open/report/gakukihon4/hon/pdf/
kou/data_02.pdf,（参照 2008-08-08）.
⑵ 西島央 . “学習基本調査の結果からみえること”. 第 4 回学習基本
調査報告書・国内調査 . 中学生版 . Benesse 教育研究開発センター , 
2008, p. 14-24. 
　http://benesse.jp/berd/center/open/report/gakukihon4/hon/pdf/
chu/data_02.pdf,（参照 2008-08-08）.
⑶ [ 文部科学省 ]. OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）: 2006 年調
査国際結果の要約 . 2007, 15p. 
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/
sonota/071205/001.pdf,（参照 2008-08-08）.
　PISA における読解リテラシーは、「自らの目標を達成し、自らの
知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書か
れたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」と定義されてい
る。
⑷ 福田誠治 . 特集 , 子どもの読書を再考する : 国際学力調査 PISA に
おける読解力と日本の子どもの読書 . 現代の図書館 . 2008, 46⑴, p. 
9-16.
⑸ PISA では、学習の背景として、学校や家庭の学習環境について
も調査し、学校の違いや生徒の社会経済的背景の違いと習熟度の
関連についても分析している。
　大塚尚子ほか . “学習の背景”. 生きるための知識と技能 : OECD 生
徒の学習到達度調査（PISA）: 2006 年調査国際結果報告書 . 3. 国
立教育政策研究所編 . ぎょうせい . 2007, p. 243-274.
⑹ 鹿毛雅治 . 特集 , 学習意欲 : どう捉え、どう向きあうか : 学習意欲
の構造から見た学校が取りうる方策 : 「状況意欲」に着目して教育
環境のデザインを . BERD, 2008, 13, p. 2-7. 
　http://benesse.jp/berd/center/open/berd/2008/07/pdf/13berd_01.
pdf,（参照 2008-08-08）. 
　によると、国際学力調査によって「テストの点数は高いが学習意
欲は低い」という日本型学力の特質が 30 年間以上にわたって指摘

Power Program）が実施され、そこから得られた知
見⒆が、あらゆる学習活動の基盤となる情報リテラ
シー基準⒇の策定や、課題探究型の学習活動の過程
を類型化した“Big6”21などプロセス・モデルの開発
という形で実を結んでいる。カナダでも、アルバー
タ州の教育省が、何度かの改良を経て、生徒のメタ
認知活動を促す独自の「探究モデル」を開発すると
ともに、その指導法を具体的に解説した教師と司書
教諭のための手引書“Focus on Inquiry”22を刊行し
て、カリキュラム全般にわたって探究に焦点をあてた
学びの指導を奨励している23。探究型の学習活動にプ
ロセス・モデルが必要な理由として、ドナム24（Jean 
Donham）は、⑴ 教師がカリキュラムを組み立てる
足場となること、⑵ 探究過程における感情の変化に
対応するための尺度となること、⑶ 探究の過程を共
有するための共通の語彙が持てること、⑷ 探究を進
める生徒の指針となること、⑸ 探究の過程を観察す
るためのモデルになること、を挙げて、教師にとって
も生徒にとってもモデルが有効だとしている。
　情報リテラシー基準やプロセス・モデルが普及し、
広く活用されるようになったことをふまえて、米国
学校図書館員協会（AASL）は、2007 年度の大会に
おいて新たに「21 世紀の学習者の基準」25（E718 参
照）を採択した。そこには、探究型の学習活動を進
める過程で学習者に求められる技能、資質、責任
と、それを自ら評価・改善するための方略が具体的
に示されている。では、そのような探究型の学習指
導はどのように行われるのだろうか。学校図書館を
ベースにした学びの理論化に取り組んでいるクルトー
26（Carol Kuhlthau）は、生徒の生活経験や関心の領
域（First Space）と教師が提供するカリキュラムの
領域（Second Space）が融合する第 3の領域（Third 
Space）を、生徒が学び合う探究の場と位置づけたう
えで、教科担当教師、司書教諭、地域の専門家などか
らなるチームによって多面的な指導を行い、ヴィゴツ
キー（Lev Vygotskii）の「発達の最近接領域の理論」
27にもとづいて適切に介入していくことが必要だと指
摘している。そこには、学校の教育活動の担い手とし
て同僚性を築いていく多様な専門職の姿が浮かび上
がってくる。
　このような海外の動向に照らして、日本の実践はど
のように位置づけられるだろうか。坂本旬28は、日本
における戦後の探究学習の系譜を「生活綴方型探究
学習」「科学発見型探究学習」「知的生産型探究学習」
「情報共有型探究学習」の 4つのモデルに類型化して
論じ、学習センターとしての学校図書館が「知的生産
型探究学習」に取り組んでいる事例を紹介したうえ
で、そこにAASL の情報リテラシー基準の 3つめの
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され続けてきたという。その内実については、下記の資料で詳し
く検討されている。
　田中耕治 . “学力調査に見る日本の子どもたちの学力実態 : 最近の
PISA・TIMSS・文部科学省の調査結果から”. 希望をつむぐ学力 . 
久冨善之ほか編著 . 明石書店 , 2005, p. 104-136,（未来への学力と日
本の教育 , 1）.
⑺ 文部科学省 . “新しい学習指導要領”. 
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm,（ 参 照
2008-08-08）.
⑻ 市川伸一 . 「教えて考えさせる」授業を創る : 基礎基本の定着・深
化・活用を促す「習得型」授業設計 . 図書文化社 , 2008, 188p.,（教
育の羅針盤 , 1）.
　なお、市川には、探究型の学習に関しても下記の著書があるので、
両方を合わせて参照されたい。
　市川伸一 . 開かれた学びへの出発 : 21 世紀の学校の役割 . 金子書
房 , 1998, 181p.,（子どもの発達と教育 , 6）.
⑼ 片岡勝規 . “探究意欲と批判的思考力を育成する倫理の学習 : レ
ポート･小論文作成を中心とした授業の工夫”. 平成 9・10 年度 高
等学校教科研究員研究報告書 地理歴史・公民 . 千葉県教育庁学校
指導部指導課 .  
　http://homepage2.nifty.com/k-katsunori/tankyu.htm,（ 参 照 
2008-08-08）.
⑽ 福井大学教育地域科学部附属中学校研究会 . 中学校を創る : 探究
するコミュニティへ . 東洋館出版社 , 2004, 200p.
⑾ 根本彰 . 特集 , 新学習指導要領を読む : 学校図書館の重要性を示唆
する新指導要領 . 学校図書館 .  2008,（693）, p. 15-18.
⑿ 文部科学省 . “校内組織の整備”. 中学校学習指導要領解説 . 総合
的な学習の時間編 , 2008, p. 107-113. 
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/
chukaisetsu/index.htm,（参照 2008-08-08）.
⒀ 図書館専門職が「学び方の指導」や「書く力」を伸ばす指導にど
のようにかかわるかに関しては次の資料がある。
　Zmuda, Allison et al. Librarians as Learning Specialists: Meeting 
the Learning Imperative for the 21st Century. Libraries Unlimited, 
2008, 128p.
　Cox, Marge et al. The Library Media Specialist in the Writing 
Process. Linworth Publishing, 2007, 120p.
⒁ 文部科学省 . “総合的な学習の時間の学習指導のポイント”. 中学
校学習指導要領解説 . 総合的な学習の時間編 . 2008, p. 96-104. 
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/
chukaisetsu/index.htm,（参照 2008-08-08）.
⒂ 鎌田和宏 . 教室・学校図書館で育てる小学生の情報リテラシー . 
少年写真新聞社 , 2007, 175p.
⒃ Carson, Rachel. センス・オブ・ワンダー . 上遠恵子訳 . 新潮社 , 
1996, 60p.
⒄ 宅間紘一 . はじめての論文作成術 : 問うことは生きること . 三訂
版 , 日中出版 , 2008, 214 p.
⒅ 桑田てるみ . 特集 , 子供の読書を再考する : 思考力（PISA 型読解
力）を高めることを目的とした学校図書館の「読書」支援 : 社会
科授業への支援を例として . 現代の図書館 , 2008, 46⑴, p. 17-25.
⒆ Zweizig, Douglas L. et al. Lessons from Library Power: Enriching 
Teaching and Learning: Final Report of the Evalutaion of the 
National Library Power Initiative: an Initiative of the DeWitt 
Wallace-Reader’s Digest Fund. Libraries Unlimited, 1999, 281p.
　ライブラリー・パワー・プログラムは、当時のデウィット・ウォ
リス・リーダーズ・ダイジェスト基金（DeWitt Wallace-Reader’s 
Digest Fund）の支援によって、全米 19 地域、35 学区の公立学校
700 校、100 万人の児童生徒にたいして実施された。
⒇ American Association of School Librarians. Information Literacy 
Standards for Student Learning. ALA, 1998, 56p.
21 Big6 Associates. “Big6”. 
　http://www.big6.com/,（accessed 2008-08-08）. 
22 Focus on Inquiry: a Teacher’s Guide to Implementing Inquiry-
Based Learning. Alberta Learning, 2004, 111p. 
　http://www.education.gov.ab.ca/K_12/curriculum/bysubject/
focusoninquiry.pdf,（accessed 2008-08-08）.
　この小冊子は、”Focus on Learning”（1958）、 “Focus on Reseach”
（1990）による実践知を引き継いで刊行されたもので、2005 年度に
国際学校図書館協会（IASL）から、もっとも優れた、あるいは革
新的な学校図書館のプロジェクト、プラン、出版物、プログラム
に対して与えられる ProQuest Information and Learning : eLibrary 
Commendation Award を受賞している。
23 徳岡慶一 . 「探究」型学習に関する一考察 : カナダ・アルバータ州
教育省教師用手引き書“Focus on Inquiry”の分析を通して . 京都
教育大学教育実践研究紀要 . 2008, ⑻, p. 119-128. 
　http://cert.kyokyo-u.ac.jp/report8PDF/13.pdf,（参照 2008-08-08）. に従
来のプロセス・モデルとの相違点や、教科担任と司書教諭がかか
わったティーム・ティーチングの事例などが紹介されている。
24 Donham, Jean. “2 The Importance of a Model”.   Inquiry-Based 
Learning: Lessons from Library Power, Linworth Publishing, 2001, 
p. 13-30.

25 American Association of School Librarians. Standards for the 
21st-Century Learner. ALA, 2007. 
　http://www.ala.org/aasl/standards,（accessed 2008-08-08）. 
26 Kuhlthau, Carol C. et al. Guided Inquiry: Learning in the 21st 
Century. Libraries Unlimited, 2007, 170p.
27 Vygotskii, Lev. 「発達の最近接領域」の理論 : 教授・学習過程にお
ける子どもの発達 . 土井捷三ほか訳 . 三学出版 , 2003, 227p.
28 坂本旬 . ｢ 探究学習」の系譜と学校図書館 . 生涯学習とキャリアデ
ザイン . 2007, ⑷, p. 49-59. 入手先 , 法政大学学術機関リポジトリ .  
　http://hdl.handle.net/10114/1685,（参照 2008-08-08）.
29 American Association of School Librarians. Information Literacy 
Standards for Student Learning. ALA, 1998, 56p. は、「情報リテラ
シー」「自主学習」「社会的責任」の 3 つの要素について 9 つの基
準と 29 の指標で構成されている。坂本はこれを民主主義のリテラ
シーと捉え、コンピュータ・リテラシーなどとの混同を避けるた
めに information literacy を「識知能力」と訳している。

CA1672
マンガ同人誌の保存と利活用に向けて
－コミックマーケットの事例から－

1. はじめに

　一般的に「同人誌」とは「主義・志などを同じくす
る人たちが、自分たちの作品の発表の場として共同で
編集発行する雑誌」（『大辞林』 第 2 版より）のように
定義される。
　本稿ではこのうち、同人誌即売会や専門書店等で
限定的な形で自費出版として頒布される、マンガ・ア
ニメ・ゲーム等を題材としたいわゆる「マンガ同人
誌」の保存と利活用の現状、課題について、筆者が
運営に携わっている同人誌即売会「コミックマーケッ
ト」（以後、コミケットと呼ぶ）の事例を中心に紹介
する。したがって本稿における「同人誌」とは「マン
ガ同人誌」のことを指すものとする。
2. 同人誌保存・利活用の必要性

　近年、マンガ・アニメ・ゲームを、日本が誇る文
化・芸術と見なす動きが広まっている。政府の『知的
財産推進計画 2008』でも、マンガ・アニメ・ゲーム
は「日本の魅力」「日本ブランド」の 1つと位置付け
られている⑴。
　こうしたマンガ・アニメ・ゲーム文化を育んできた
場の 1つが同人誌であり、また 1975 年 12 月に始まっ
たコミケットをはじめとする同人誌即売会である。日
本のマンガ・アニメ・ゲーム文化における創作活動、
ファン活動の中で、同人誌は大きな位置を占め続けて
きた。
　多くの商業作家・制作者・編集者たちが、アマチュ
ア時代に同人活動を経ており（例えば、プロのマンガ
家の半数近くに同人誌経験がある⑵）、商業活動と並
行して同人活動を続けている人も多い。作家の研究を
行う場合、商業活動のみならず、同人活動をも視野に
入れる必要が生まれてきている。
　また、自分のオリジナル作品を掲載する創作同人



カレントアウェアネス　NO.297 （2008.9）

10

的に、サークルから見本として同人誌の回収・保存を
行っているという状況である。
　その 1つがコミケットであり、第 1回以来、サーク
ルから提出された見本誌を保存している。その長期的
な目標としては、同人誌図書館の設立を目指している
（後述）。もう 1つは、創作同人誌に特化して開催され
ている同人誌即売会である「コミティア」⑹が、見本
誌を集めている。コミティアの場合、イベント開催後
に見本誌の読書会を別途行ったり、見本誌を元に推
薦本を選び、レビューをカタログ（即売会への参加全
サークルの紹介や会場での諸注意等が掲載されたパン
フレット）に掲載したりと、見本誌の保存というより
は、活用に主眼が置かれている。なお、どちらの即売
会も恒常的な見本誌の公開は行っていない。
　次章では、筆者が関わっているコミケットにおける
取り組みの現状について詳述する。
4. コミケットにおける見本誌の回収・保存・利活用

　コミケットは前述のとおり、30 年以上の歴史を有
する。現在は年 2回、夏と冬に 3日間連続で、東京国
際展示場（東京ビックサイト）を全館借り切って開催
している。2008 年夏においては 3日間で 3 万 5 千サー
クルの出展、約 55 万人の参加者を集めるなど、規模
も世界最大であるとされる。
　初期においては、コミケットで集めた見本誌は、コ
ミケットの事務所に併設している書架に収めていた
が、コミケットの規模の拡大とともに収容が不可能と
なり、1987 年頃に千葉県に見本誌保存用のプレハブ
の倉庫を建設した。その後、プレハブ倉庫の増築を
行ったが、増え続ける見本誌の収容が追いつかず、ま
た、保存状態にも問題が発生したため、2003 年に埼
玉県に鉄筋コンクリート製の倉庫を取得した。現在
は、全ての見本誌をそこに収納している（図 1参照）。

　見本誌は、コミケット当日朝、各サークルの受付
時に回収し、コミケット準備会のスタッフがコミ

誌だけでなく、様々なジャンルで、ファンによる同人
誌が発行されている⑶。そのモチーフは、マンガ・ア
ニメ・ゲーム以外にも広がっている。コミケットの場
合、創作同人誌と既存のマンガ・アニメ・ゲーム作品
のパロディ・二次創作が数の上では主流を占める（約
8割）が、それ以外にも、音楽、TV、芸能、スポー
ツ、小説、鉄道、旅行、歴史等々、多種多様な同人誌
が作られている⑷。これらを系統的に分析することに
よって、時代毎に、どのようなサブカルチャーや作
家、作品が、どのような形態でファンに受容され、い
かなる表現に昇華されているのかを知ることもでき
る。
　同人誌の市場規模については、様々な推計がなされ
ているが、自費出版という特質もあって、その規模を
明確化することは非常に難しい。例えば、同じ書籍内
であっても、同人誌全体の市場規模を 277.3 億円とす
る論文と、同人誌即売会以外の流通形態（専門書店・
中古ショップ・ダウンロード販売）のみで約 300 億円
～ 350 億円という異なる推計の論文が併載されてい
るような状況である⑸。いずれの数字を採用するにし
ろ、「同人誌」という言葉のもつイメージとは大きく
異なる市場規模を同人誌の世界は有している。
　以上のように、様々な側面において、日本のコンテ
ンツ文化の広い裾野の大きな部分を同人誌とアマチュ
アのファン活動が担っており、同人誌の研究の必要性
は、今後大いに高まっていくことが予想される。その
ためには、発行された同人誌が適切に保存・利活用さ
れる必要がある。
3. 同人誌の保存・利活用の現状

　マンガを保存・提供している図書館等の施設は全国
各地に存在する（CA1637 参照）が、同人誌まで含め
て保存・収集している施設は、ほとんどない。国立国
会図書館への納本制度を認識しているサークル（同人
誌では、発行団体を「サークル」と呼ぶ）も少なく、
実際にもほとんど納本はなされていない。書誌情報
から同人誌を特定できないため正確な数は不明だが、
2007 年中に刊行され 2008 年 7 月までに「マンガ」と
して分類・整理された同人誌は、大学のマンガ研究会
の同人誌など数点にすぎない。
　そもそも、同人誌は、「出版社－取次－書店」とい
う一般的な流通形態では頒布されておらず、組織的に
収集することは大変困難である。同人誌の主な流通形
態は、1）日曜・祝日を中心に全国各地で開催されて
いる同人誌即売会における頒布、2）マンガ専門書店・
同人誌専門書店経由の流通（書店等による通信販売・
ダウンロード販売を含む）、3）発行元であるサークル
自身による通信販売、の 3つであるが、このうち、1）
の同人誌即売会のうちの 2つのみが、継続的かつ長期

図 1　見本誌倉庫概観
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ケットの規約及び法律に触れるような内容がない
ことを確認するのに用いている。現在、回収の対象
としているのは、それまでのコミケットに見本誌
として提出していない、a）同人誌（コピー誌を含
む）、b）カレンダー、c）カードゲーム（b、c はい
ずれも画集に準じるものとして扱っている）、d）メ
ディア類（ビデオテープ、カセットテープ、フロッ
ピーディスク、MO、CD、DVD等）、e）量産された
フィギュア（人形）、である。一方、回収していな
いものは、f）ペーパー（サークルの情報や作者のフ
リートーク等が掲載されている 1枚紙のもの）、g）
グッズ類全般（ポスター、便せん、紙袋、シール等）、
h）量産されていないもの（自主制作のハードウェア、
フィギュア等）である。提出する見本誌には、サーク
ル及び書誌の情報（サークルの受付番号・配置場所・
サークル名・誌名・頒布価格・発行日）を記入した見
本誌票（図 2参照）を事前にサークルが貼り付けてお
く。見本誌票は、サークル参加のための申込書セッ
トに綴じ込んである。これはコミケット 47（1994 年
12 月に開催した第 47 回のコミケットのこと。以下の
「コミケット○○」の○○も同様に開催回数を表す）
から制度化されており、初期から記入項目に変更はな
い。

　見本誌の保管に当たっては、2004 年に廃止され
た旧ゆうパックのダンボール箱（大サイズ）及びそ
の相当品を利用している（外寸：長さ 390mm×幅
290mm×高さ 200mm）。この箱は、B5 判サイズの本
を、2冊並べて横置き収納することができ、かつ縦置
きにもできるため、この判型が多い同人誌の保存に
非常に適している。コミケット 36（1989 年 8 月開催）
以前は、回数毎に整理はされていないが、コミケット
37（1989 年 12 月開催）以降は開催回、開催曜日、配

置地区（ホール）、ブロック（一連のサークルスペー
スを表す単位）毎に管理されており、2008 年７月現
在、総数で約 13,000 箱弱のダンボール箱に見本誌が
収納されている（図 3参照）。1980 年代までの同人誌
が未整理な状態なのは、明確な管理基準もないままに
書架に同人誌を並べており、何回か整理・管理を試み
たが中途半端な形に終わったこと、見本誌を元に年 1
冊程度コミケット準備会で刊行していたアンソロジー
作品集の作業のため見本誌の整理がうまくいかなかっ
たこと、という当時の事情による。各回の各曜日の各
ブロックのジャンルやサークルの構成については、当
該回の『コミケットカタログ』を見れば、追跡が可能
である（なお、『コミケットカタログ』については過
去に発行した全冊を国立国会図書館に納本済みであ
る）。

　1箱あたりの同人誌の冊数は、ジャンルによって異
なる（例えば、女性向けジャンルの方が、B5 判同人
誌が少ない傾向がある）が、概算で平均 150 冊程度が
収納されている。つまり、現在、約 200 万冊の同人誌
を保管していることになる（表 1参照）。その他、約
500 箱の同様のダンボール箱に、各種メディアの見本
誌（前述の d）が収納されている。
　こうして、集められている見本誌については、次
回コミケットでのサークルの配置作業（即売会におい
て、どのサークルをどこに置くのか）の参考資料とし
て一部確認したり、特別な企画がある場合に活用した
りする場合もあるが、ほとんど手つかずのままなのが
現状であり、ましてや、図書館として利用されるよう
な状態にはなっていない。

図 2　見本誌票

図 3　見本誌保管箱

（箱内に保管されている見本誌の回数・曜日・ブロック
のシールが貼られている）
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表 1　コミケット開催毎の見本誌の箱数

5. 同人誌の保存と利活用にまつわる問題点

　このようなコミケットの取り組みから見えてきた、
同人誌の保存・利活用（特に図書館等での提供）にま
つわる問題点について、以下に整理した。
【収集　　膨大な発行数と網羅性】

　同人誌の保存にまつわる問題点として、まず、挙げ
られるのが、網羅性である。前述のとおり、同人誌の
流通形態は 3種類あり、同人誌即売会だけでも、大小
あわせて年間 1,800 回以上も開催されている⑺。最も
規模の大きい即売会であるコミケットでも、日本国内
で発行される全ての同人誌を網羅しているわけでは

ない。コミケットに参加していないサークルは数多く
存在し、参加しているサークルでもコミケット以外の
同人誌即売会で発行した同人誌を全てコミケットにて
頒布するわけではない。前述のとおり、コミケット以
外に同人誌を収集・保存しているのはコミティアだけ
であり、両即売会で頒布されない相当数の同人誌が収
集・保存されていない。
　一方で、コミケットが現在１年間に集めている見
本誌の数だけで、約 11 ～ 12 万冊に達している。これ
は、年間約 8 ～ 9 万冊とされる新刊書籍の発行点数⑻

を大きく上回っている。コミケットが保存している分
だけでも、管理するには膨大な数である。これを管理
するコスト・負担は非常に大きい。
【整理　　書誌情報の不足と管理手法の未確立】

　同人誌の書誌の問題点として、同人誌がサークルに
よる即売会での直接頒布を中心とし流通等をあまり考
慮しておらず、奥付が不十分なものや、さらにはタイ
トルが不明のものも少なからず発行されていることが
挙げられる。
　また、どのような分類体系の元に同人誌を整理・管
理することが適切なのか、研究はほとんど行われてい
ない。著者で分類しようにも、1人の作家が同じサー
クル名・同じペンネーム・同じジャンルで活動を続け
ている例はそれほど多くはなく、作家によっては、複
数のサークル名・複数のペンネームを用いて複数の
ジャンルで同時に活動していることすらある。これを
統制したデータを作成するのは大変困難である。また
主題で分類するのにも困難が伴う。コミケットの場
合、申込したジャンル以外の同人誌を出すことも自
由である（例えば「鉄道」ジャンルで申込したが、鉄
道と関係のないアニメの同人誌も頒布する等）。しか
し、コミケットの現在の保存方法は、ブロック毎と
なっており、ジャンルはブロックを基準に配置されて
いる。したがって、申込ジャンル以外を主題とした同
人誌を主題から検索することは事実上不可能である。
同人誌の持つ自由さが、資料の保存・利活用にあたっ
ては、阻害要因ともなってしまう。
【保存　　装丁上の特質がもたらす脆弱性】

　同人誌の装丁上の特質として、以下の問題が挙げら
れる。a）同人誌は一般的に薄い本が多く、「くるみ製
本」であっても、タイトルが背表紙に書かれていない
本が大半である。したがって背を向けて書架に並べて
も、本の内容がわからない。b）製本を行っていない
本が少なからず存在し、本がばらけてしまう恐れがあ
る。c）製本を行っている本でも、特に 80 年代中期ま
での同人誌には、印刷会社の技術力・コスト面から、
糊付けが弱い・表紙が丈夫ではない等、製本方法が不
適切で、本がばらけてしまう・劣化してしまう危険性

年 季
節 開催回 日

数

参加
サークル
数

箱数
概算
冊数

C36 以前 792 118,800 
不明分 109 16,350 

1989 冬 C37 2 11,000 108 16,200 
1990 夏 C38 2 13,000 158 23,700 
1990 冬 C39 2 13,000 138 20,700 
1991 夏 C40 2 11,000 315 47,250 
1991 冬 C41 2 14,000 194 29,100 
1992 夏 C42 2 12,000 207 31,050 
1992 冬 C43 2 15,000 208 31,200 
1993 夏 C44 2 15,000 266 39,900 
1993 冬 C45 2 16,000 219 32,850 
1994 夏 C46 2 16,000 268 40,200 
1994 冬 C47 2 16,000 223 33,450 
1995 夏 C48 2 22,000 372 55,800 
1995 冬 C49 2 16,000 210 31,500 
1996 夏 C50 2 18,000 295 44,250 
1996 冬 C51 2 22,000 318 47,700 
1997 夏 C52 3 33,000 500 75,000 
1997 冬 C53 2 22,000 277 41,550 
1998 夏 C54 3 33,000 447 67,050 
1998 冬 C55 2 23,000 274 41,100 
1999 夏 C56 3 35,000 450 67,500 
1999 冬 C57 3 25,000 270 40,500 
2000 夏 C58 3 35,000 454 68,100 
2000 春 SP3 1 200 2 300 
2000 冬 C59 2 23,000 259 38,850 
2001 夏 C60 3 35,000 456 68,400 
2001 冬 C61 2 23,000 263 39,450 
2002 夏 C62 3 35,000 467 70,050 
2002 冬 C63 3 35,000 359 53,850 
2003 夏 C64 3 35,000 431 64,650 
2003 冬 C65 3 35,000 367 55,050 
2004 夏 C66 3 35,000 455 68,250 
2004 冬 C67 2 23,000 271 40,650 
2000 春 SP4 1 3,400 20 3,000 
2005 夏 C68 3 35,000 479 71,850 
2005 冬 C69 2 23,000 267 40,050 
2006 夏 C70 3 35,000 486 72,900 
2006 冬 C71 3 35,000 383 57,450 
2007 夏 C72 3 35,000 447 67,050 
2007 冬 C73 3 35,000 373 55,950 

合　計 12,857 1,928,550 

注）1箱に 150 冊入るとして計算
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のあるものが多く存在する。d）70 年代の同人誌には、
c）と同様にコスト面から湿式コピー（いわゆる「青
焼きコピー」）で作成された同人誌が多く、光による
退色が進みやすい。
【提供　　性表現を含む同人誌の管理】

　同人誌には、性表現を含むものも少なくない。特に
1991 年にマンガ専門書店等が「わいせつ図画販売目
的所持」で摘発された事件以前の同人誌については、
「わいせつ図画」についての判例上の基準である「性
器の露骨な描写」を含むものも存在している（その一
方で、現在と当時では「わいせつ」基準が明らかに異
なっているので、91 年以前の性表現を有する同人誌
が今でも「わいせつ図画」に該当するかは、ケースバ
イケースの判断になると思われる）。図書館において
公開する場合には、こうした同人誌の扱いに留意する
必要があると思われる。
　また、わいせつに当たらなくとも「成人向け」同人
誌を 18 歳未満に利用させないように、利用のルール
作りが必要となる。
【提供　　同人誌を図書館で閲覧可能にすることへの

合意形成】

　即売会・専門書店で不特定多数に頒布される同人
誌ではあるが、サークルの意識には、同人誌は「同好
の士」の間でやりとりされるという「身内感覚」があ
り、その感覚を共有しない人も来館する図書館で同
人誌を閲覧可能とすることについて、心理的な抵抗感
を持つ者も少なくない。コミケットにおいては、サー
クル参加のための申込書セットにおいて、「コミケッ
トでは第１回目より見本誌を集めています。個人の営
為としての表現、文化としての同人誌を後の時代のた
めに残すという目的のためです。（中略）同人誌図書
館、資料館の設立に向けて、資料の保存に加えて、整
理を始めるべき時期に来ているのかもしれません。」
と、同人誌図書館の設立を目指しているコミケット準
備会のスタンスを表明してはいる。しかしながら、即
売会運営者とサークルの信頼関係の上で同人誌即売会
は成立しているので、サークルの意向を無視した形で
の運用を行うことは難しい。同人誌図書館の意義を
サークルに理解してもらい、サークルからの意見にも
耳を傾けつつ、合意形成をしていくことが重要であ
る。
6. 今後の取り組みと課題

　前章で見たとおり、同人誌の収集には数量・網羅性
という問題が、整理には情報の不足・分類の困難さと
いう問題が、保存には装丁の問題が、提供には内容に
よる閲覧制限の必要性・提供への合意形成という問題
が、それぞれ存在している。しかし、同人誌が適切に
保存され、十分に利活用される環境が必要であること

に変わりはない。
　現在コミケットでは、コミケット準備会前代表であ
る故米澤嘉博が所蔵していたコレクションを明治大学
に寄託・寄贈し、「米澤嘉博記念図書館」（仮称）とし
て 2009 年春頃に開館する計画が進行中である。この
施設の一部を利用し、コミケットの見本誌の一部の閲
覧を行うことができないか、検討に着手している。前
章で挙げた様々な問題点については現実に即した形で
調整を行い、コミケット参加者の理解を得つつ、実現
できればと考えている。
　最後に、同人誌の保存と利活用の問題は、コミケッ
トのみが担うには余りに大きな問題である。サークル
の協力は言うに及ばず、コミケット以外の同人誌即売
会、書店の協力も重要である。また、図書館情報学や
図書館実務に関するノウハウといった面において、大
学等の研究機関、図書館関係者の協力も必須である。
こうした協力なしには、環境整備はおぼつかない。関
係者の協力にも期待したい。
　（コミックマーケット準備会：
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⑴ 知的財産戦略本部 . 知的財産推進計画 2008: 世界を睨んだ知財戦
略の強化 . 2008, 139p.
　http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf,（ 参 照 2008- 
08-20）.
⑵ 経済産業省商務情報政策局文化情報関連産業課ほか . コミック作
家のキャリアパスに関するアンケート調査結果について . 2004.
　http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/
downloadfiles/comicanketo/comicarrierpass.pdf,（参照 2008-08-20）.
⑶ コミックマーケット準備会 . C75 ジャンルコード一覧 . コミック
マーケット公式サイト . 2008-07-14.
　http://www.comiket.co.jp/info-c/C75/C75genre.html,（ 参 照
2008-08-20）.
⑷ コミックマーケット準備会 . コミックマーケットとは何か？ . 
2008, p. 22.
　http://www.comiket.co.jp/info-a/WhatIsJpn080225.pdf,（ 参 照
2008-08-20）.
⑸ 2008 オタク産業白書 . メディアクリエイト , 2007, p. 61, 145.
⑹ コミティア実行委員会 . “COMITIA”.
　http://www.comitia.co.jp/, ( 参照 2008-08-20).
⑺ 同人イベント情報サイト「ケットコム」の検索結果による。
　ケットコム . “同人イベント情報サイト「ケットコム」”.
　http://ketto.com/,（参照 2008-08-20）.
⑻ 書棚ドットコム . “解説”.
　http://www.shodana.com/book.html,（参照 2008-08-20）.

Ref：
myrmecoleon. Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館 .
http://d.hatena.ne.jp/myrmecoleon/,（参照 2008-08-20）.
（上記ブログには、同人誌と図書館について、多くの示唆をいただ
いた。）
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CA1673
 研究文献レビュー

図書館史

　日本における近年の図書館史研究には顕著な特色が
3つあると考えられる。それは、⑴ 図書館史研究の
方法論的な問い直し、⑵ 日本の戦後図書館史の位置
づけ、そして、⑶ 人物への注目である。1990 年代以
降、図書館政策の転換や法制度の改変、利用者構造の
変化など、図書館が急激な転換を求められるようにな
る中で、その存立基盤が歴史的に捉え返されている。
発展過程の枠組みが改めて問われるようになり、とく
に現代と直に結びついた戦後史への注目が高まってい
る。また、戦後図書館の内部で現実にサービスを担っ
た人びとの役割が見直されるなど人物研究が活発化
し、これが歴史文書・文献の総合的な解釈を土台とし
た人物史への着目につながっていると筆者は理解して
いる。
　以下、過去 5年間（2002 年頃以降）に日本国内で
発表された文献を対象に、図書館史研究の成果を見て
いく。特に、図書館史を専門に研究する団体である日
本図書館文化史研究会の活動成果を中心に取り上げ
る。日本を論述対象とする研究を主に見ていくが、館
種や時代はとくに限定しない。また各図書館が編纂し
た館史や、書誌学、歴史学、教育学等の隣接領域の関
連研究については含めていない。
1. 図書館史研究の方法論的な問い直し

　図書館が変革期の只中にあると言われる今日、公共
性の是非、経営状況の変化、新たなサービス理念の展
開といった現代的課題が論じられる中で、図書館史研
究の分野においても、そもそも「図書館とは何か」と
いう問いに立ち返り、図書館史研究を方法論的に問い
直そうとする試みが見られている。
　日本図書館文化史研究会が、旧称図書館史研究会の
発足から 20 周年を迎えた 2002 年 9 月、「図書館文化
史研究の回顧と展望」と題するシンポジウムを開催し
た⑴。この中で、石井敦は戦後図書館史研究の動向を
振り返り、1950 年代に『図書館雑誌』に「図書館史の
方法」が取り上げられたことを端緒にして、日本の図
書館史研究がようやく出発点に立ったことや、1960 年
代後半になって、基本資料に基づく各図書館の一館史
が生まれたり、図書館を教育体系の中に構造的に位置
づける視点が見られ始めたことを述べている。石井は
図書館の本質やあるべき姿を、歴史を通して浮かび上
がらせる態度を強調した。また、パネリストのひとり
藤野幸雄は、図書館史における比較の視座の重要性と
その研究の難しさや、女性史の視点を提示している。

　もうひとりのパネリスト・岩猿敏生は、図書館史の
捉え方を示す時代区分に着目し、一般史の時代区分
とは異なる図書館史の時代区分を提唱した。岩猿は、
1938 年に「日本図書館史の方法」を著した武居権内、
1944 年に『日本文庫史研究』（上巻）を上梓した小野
則秋の時代区分論を批判的に継承しつつ、図書文化の
担い手という観点から、貴族文庫時代・僧侶（寺院）
文庫時代・武家文庫時代・市民図書館時代の 4つに分
けた。社会科学として図書館学を位置づける際、図書
館の本質を歴史的に探究することは不可欠であるが、
従来はその理論的枠組みへの考察が少なく、年表的記
述に終始したことへの反省に立つものであった。この
時代区分をもとに、その後 2007 年に岩猿は『日本図
書館史概説』を発表し、個別の図書館事象に通底する
時代背景を通史的に描いた⑵。
　その後、河井弘志も、主としてドイツの図書館史研
究の系譜を追いながら、その領域が図書館の発生史・
制度史・運動史、さらに図書館に関する理論の歴史
（図書館学史）、思想の歴史（図書館思想史）に及ぶと
論じた⑶。このうち思想の歴史に関しては、社会学的
な視点を持ち込む必要性を主張している。それは、図
書館思想を図書館や図書館員、利用者のおかれた社会
構造・状況との関係において、いわば「社会拘束性」
のもとで記述する態度であった。河井は、図書館学で
は努めて客観的に理論的明快さが志向されるのに対し
て、図書館思想では実務や実践に曖昧さが包含される
ことを論じ、図書館思想が個々の図書館員にとって、
よりよいサービス実践を追求するための指導理念でな
ければならない旨を主張している。
　2007 年 7 月には科学研究費基盤研究（B）「エビデ
ンスベーストアプローチによる図書館情報学研究の確
立」の一環として「図書館史研究にとってエビデンス
とは何か？」と題するワークショップが開催された。
その中で筆者が日本の図書館史研究の概況を報告し、
歴史認識の問い直しに加え、オーラルヒストリーなど
研究素材に広がりの見られることを紹介した⑷。
2. 日本の戦後図書館史の位置づけ

　こうした図書館史研究の方法論的な問い直しと並行
して、戦後の『中小都市における公共図書館の運営』
（いわゆる『中小レポート』）（1963 年）や『市民の図
書館』（1970 年）で推進されてきた戦後の図書館サー
ビス実践を歴史的に評価しようとする機運も高まりを
見せている。現在の図書館のあり方に至る経緯に対す
る問いかけから、日本の戦後図書館史の位置づけが試
みられるようになったのである。
　2004 年には『図書館界』56 巻 3 号誌上で「現代社
会において公立図書館の果たすべき役割は何か」と題
する誌上討論が行われ、『市民の図書館』に対する歴
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史的な評価が試みられたほか、同年秋には日本図書館
文化史研究会の主催で「戦後公共図書館実践の再検
証」と題するシンポジウムが開かれた⑸。
　この中で塩見昇は戦後を 4時期に区分し、敗戦から
1950 年代までを各図書館の「サービス模索期」、続く
1960 年代から 70 年代初期を、人びとの求めに応じて
資料を提供するという図書館の働きを現実化させる意
識の生まれた「活動指針の発見と共有期」（第 2期）、
さらに 1970 年代後半から 80 年代前半の時期を住民の
声が顕在化した「図書館づくりの進展の時期」（第 3
期）、それ以降を「低成長下の図書館づくり」の時期
に分けている。このうち第 2期と第 3 期を画する『中
小レポート』や『市民の図書館』の刊行を通じて、貸
出によって利用者がいつでも図書館資料を自分の手元
で読めるようになったことで、館内閲覧にとどまらな
い図書館認識が広まり、住民の自主的な学びを保障す
る場として図書館が位置づけられた点を評価した。
　2006 年には『公共図書館サービス・運動の歴史』
が刊行された⑹⑺。これは、先行研究・資料を網羅的
に踏まえつつ、古代から現代までの図書館史を 2巻全
13 章の中に通覧した文献である。時代区分は、明治
新政府の樹立以前を「前近代」、それ以降、戦後を迎
えるまでを「近代」、1945 年 8 月以後を「現代」と大
きく分けるが、近現代の比重が高く、とりわけ、第 7
章以降で戦後日本の公共図書館史を描き出しているこ
とに特色がある。
　同書の第 9章「図書館運動の転機」では、1950 年
代における自動車文庫やレファレンスサービスの実践
を背景に、1963 年に『中小レポート』が発表された
ことや、賛否両論の中、それが低迷した図書館状況を
切り開く指針として用いられるようになった過程が描
かれる。そして、貸出とレファレンスサービスの機能
を推進した日野市立図書館の実践を経て、「住民に開
かれたサービスを提供する場としての図書館、そして
地域計画としての図書館という考えが誕生した、新し
い時代の幕開けの時期」（2巻、p. 93）を迎えたこと
を論じた。
　また、続く第 10 章「「市民の図書館」の時代」で
は、図書館界の報告書であった『市立図書館の運営』
が、各地の図書館員だけでなく多くの市民を読者とす
ることを念頭に『市民の図書館』へ改訂され、『中小
レポート』で採用されていた団体中心主義を脱して、
サービス対象を市民個人においたことが高く評価され
ている。本書は現代史上の事柄に対する歴史的評価に
は慎重な姿勢をとりながらも、戦後図書館史の流れを
理解する上での好著となっている。地域・家庭文庫や
市民運動の展開など、図書館と住民との関係性への着
目が多く見られる点も付記しておきたい。

　このほか、『図書館界』誌上の一連の議論を総括す
る中で、山口源治郎は『市民の図書館』が日本の公共
図書館発展の基点に位置し、その安定的構造を支えて
いるがために、今日もなお強い影響力・規範性をもつ
ことを指摘した⑻。
　図書館サービスに関する研究を個別に見ると、『中
小レポート』や『市民の図書館』で重視された児童
サービスの成果が注目される。『児童図書館研究会 50
年史』（2004 年）が刊行され⑼、19 世紀後半から現代
までの児童サービスの展開がまとめられたほか、汐﨑
順子が戦後日本の児童サービスの発展を検証してい
る。汐﨑は文献・統計調査によりながら、画期となっ
た出来事として児童図書館研究会の設立（1953 年）、
日野市立図書館のサービス開始および石井桃子『子ど
もの図書館』の刊行（1965 年）などを特定し、戦後
を 5期に区分するとともに、インタビュー調査から小
河内芳子ら中心的人物の人的ネットワークの重要性を
明らかにした⑽。また、吉田右子は 1960 ～ 70 年代の
「子ども文庫運動」の歴史的検討を行い、『子どもの図
書館』の影響の大きさや、母親の学びの場としての重
要性を指摘した⑾。
　さて、1990 年代後半以降、戦後占領期に焦点化し
た継続的な研究成果も出されている⑿。そこでは大
きく 2つのアプローチが試みられており、ひとつに
は、連合国軍最高司令官総司令部（GHQ/SCAP）民
間情報教育局（CIE）関係資料や米国国立公文書館
（NARA）、米国図書館協会（ALA）所蔵資料などを
用いて、従来の日本側先行研究の上に米国の対日図書
館政策を明らかにする視点が取られる。最近では、中
村百合子が戦後の学校図書館改革を取り上げ、1948
年に文部省から刊行され後年の学校図書館実践に強い
影響を及ぼした『学校図書館の手引』の作成過程につ
いて論考を重ねている⒀⒁⒂。そこでは、学校図書館コ
ンサルタントや図書館担当官ら米国側担当者の意向を
受けつつ、深川恒喜ら日本側の「学校図書館（室）運
営の手引」編集委員会によって執筆が進められた経緯
が明らかにされている。また、根本彰が科学研究費補
助金助成を受けた一連の占領期図書館研究の成果の第
3集を刊行したほか⒃、曺在順は同時期の韓国におけ
る米国の影響を考察している⒄。
　もうひとつのアプローチは、聞き取り調査と文献調
査を通じて、終戦直後の図書館運動の実態に迫ろうと
する視点を取った研究である。たとえば、奥泉和久・
小黒浩司は長野県下伊那郡上郷村の図書館運動を検
討し、図書館を診療所と分離する「図書館解放運動」
や、図書館長に青年会長が選任されるよう図書館規程
を改正する活動などを通じて、図書館が地域に深く定
着し、青年たちが利用主体・運営主体として積極的に
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図書館運動に関わったことを説き明かした⒅。
3. 人物への注目

　戦後図書館史を再検討する上で、そこに関わった人
びとの証言は貴重である。戦後占領期に米国の指導
下に設置された CIE 図書館に関しては、大阪 CIE 図
書館を中心に職員による回顧録『CIE 図書館を回顧し
て』（2003 年）が出版され⒆、これをもとに大島真理
が CIE 図書館女性館長 20 名の略歴をまとめたほか⒇、
1948 ～ 84 年に米国文化センター図書館などに勤めた
豊後レイコの記録が刊行されている21。このほか、石
川賀一は、全国学校図書館協議会の顧問・笠原良郎の
証言や文献をもとに、1960 年代以降の学校図書館法
改正運動と教育改革との関わりを取り上げた22。
　人物に注目した研究は、時代・地域を問わずに盛ん
である。そこでは新たな史料を掘り起こしながら、図
書館員や図書館関係者の思想や行動を、社会背景のも
とで読み解く態度が求められている。日本図書館文化
史研究会は 2007 年、図書館発展に関わる国内外 20 名
の評伝集『図書館人物伝』を刊行した23。
　日本人篇では、秋田県立秋田図書館長時代の佐野友
三郎や、大正末年から帝国図書館長・日本図書館協会
事務局長を務めた松本喜一など、近代戦前期の図書
館人に関する論稿 4本に加え、戦前から戦後に活躍し
た人物 6名が取り上げられている。『日本十進分類法』
の作成者として名高く、戦後は国立国会図書館や日本
図書館協会で活動した森清、神戸市立図書館で戦後、
レファレンス・ワークを実践した志智嘉九郎、「文人
図書館長」として鹿児島県立図書館初代奄美分館長と
なった島尾敏雄など、多彩な人物がまとめられた。ま
た外国人篇でも、欧米を中心に 10 名が取り上げられ
ている。
　同じく 2007 年には、藤野幸雄・藤野寛之による
英国図書館人の人物研究書も刊行された24。これは、
『オックスフォード・イギリス伝記事典』（2004 年）
全 60 巻に採録された「図書館員」の項目約 150 を要
約し、その中から重要と見なされた者 34 名を選んで、
先行文献を参照しながら略記したものである。
　単行書のほか、個別研究において人物を論じたもの
としては、以下の研究がある。まず戦後では、鈴木宏
宗が金森徳次郎の国立国会図書館長としての業績をま
とめ、就任の経緯から、幹部職員の採用や一般の人び
とへの PR活動、副館長・中井正一との確執、そして
「春秋会事件」を契機とした辞任に至るまで、衆議院
図書館運営委員会会議録などをもとに考察した25。
　戦中期では、ウエルトハイマーが移民一世の浅野七
之助を取り上げ、浅野がトパーズ強制収容所内に日本
語図書館を設立した経緯について論述した。日系人が
自由に読書・談話を行うことのできる「文化空間」の

意義を論じた本稿は、戦争と図書館をめぐる新たな視
座を提示している26。
　津村光洋は、鳥取県立鳥取図書館時代の森清につい
てまとめ、主任司書河野寛治の指導下で主体的な運
営が行われていた同館において、森が職員誌「ふぐる
ま」を刊行するなど図書館人としての基礎を形作った
旨を論じた27。森清については、戦時下、華中鉄道図
書館時代の活動について米井勝一郎がまとめており、
活発な図書館活動を通じて先進的な図書館実践を目指
したことが論じられている28。
　福永義臣は、石川県における中田邦造の読書指導実
践を取り上げ、図書を教育の手段ではなく自己教育に
おける教育者であると規定する中田の主張を検討し、
さらに、中田が戦時期に翼賛政治に積極協力したと
する通説へのアンチテーゼを提唱した29。また、福永
は、文部省の通俗教育主任官として社会教育を振興し
た乗杉嘉壽の図書館思想についても、その主著『社会
教育の研究』（1923 年）などをもとに考察している30。
　西日本図書館学会では、2006 年、「西日本の図書館
人　その群像 4」と題するセミナーで佐野友三郎が取
り上げられ、佐野の業績、児童サービス論、および佐
野収集の図書館関係洋書の分析などが行われた31。
　戦前期の人物研究では、鞆谷純一が「植民地図書館
人」について論考がある（後述）ほか、大正時代に徳
島県三好町に三好婦人図書館を設立した高津半造を
取り上げ、その婦人教育観・図書館観について、三好
町の風土の特色に言及しながら、丹念な筆致で論じた
32。良妻賢母思想に基づく婦人図書館の創設とその運
営理念について、大正自由教育という風潮の中に位置
づけている。
　宮崎真紀子は、日本で最初に米国のライブラリース
クールで正規の学生として卒業した加藤花子らを取り
上げ、渡米から卒業、帰国に至る経緯を明らかにした
33。また、中林隆明は、明治時代初期の文部行政に影
響力をもった田中不二麿の図書館観について再検討し
たほか、戦後、国立国会図書館で納本制度の発足に尽
力した山下信庸の業績を評価している3435。
4. その他

4.1 日本

　時代ごとの研究動向を見ると、近代日本を対象とし
た研究に厚みがある。図書館学領域の単行書・学術雑
誌を見る限り、前近代の研究の数は決して多くない
が、小川徹は、法隆寺金堂の釈迦三尊像の台座解体修
理作業の中で見つかった「書屋」について、7世紀の
推古朝もしくは天武朝の成立になったものかと考察し
ている36。また、高倉一紀は竹口家蔵書の蔵書構成を
分析する中で、竹川竹斎の地域民衆へのまなざしこそ
が公開文庫設立の原動力であったと見なし、近世蔵書
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家研究の中に射和文庫を捉え直した37。
　19 世紀後半を扱った研究では、大学図書館史の分
野で高野彰が、『含要類纂』など東京大学附属図書館
所蔵の未整理文書をもとに、帝国大学図書館成立以前
の図書館活動を論考している。高野は、前史となる東
京開成学校では生徒へ貸出す教科書（副本）の置場が
図書館であったが、法律書庫の設置とともに図書館の
重要性が認識されるようになり、東京大学では学部連
合体の各学部に図書館が設置されたこと、そして、図
書館は事務部の 1つであったが、独立機関的な意味合
いをもっていたことを考証している38。高野の手で監
修された『明治初期東京大学図書館蔵書目録』（2003
年）全 8 巻が理解の参考となる39。
　20 世紀初頭を扱った研究では、篠原由美子が聞き
取り調査と文献調査から長野県上田市の小牧普通図書
館の実態をテーマに、設立趣旨や背景、運営・利用状
況、図書整理方法についてまとめている40。小黒浩司
は、同じく長野県の下伊那郡千代村立千代図書館を取
り上げる中で、当初は村の青年たちの自主的な運営が
認められていたものの、図書館令改定と前後して長野
図書館からの思想取締りが強化され、「優良図書館」
として表彰されるに至った経緯を批判的に考察した
41。また、『北海道図書館史新聞資料集成』（2003 年）
42をまとめた藤島隆の主宰する「北の文庫」では、北
海道、東北地方の図書館活動の歴史が精力的に取り上
げられ、坂本龍三による空知教育会図書館に関する考
察など研究成果が発表されている43。
　高梨章は「百貨店としての図書館」という新たな切
り口で昭和元年（1912 年）の図書館を描き、さらには
「美術展と図書館」の関係性を、同年に京都図書館で
開催されたロダン展を題材に考察した4445。宮崎真紀子
は女性史の視点から、戦前の婦人室を取り上げた46。
　他方で近年、戦時下の図書館について多くの研究
が見られており、とりわけ中国・満洲地方の図書館を
扱った論考が活発に発表されている。中でも鞆谷純一
は、撫順図書館で米国流の図書館サービスを実施し、
満鉄図書館で「植民地図書館人」として業績を積んだ
大佐三四五について論じているほか、満洲開拓地読書
運動について中田邦造の活動に焦点を当てつつ、それ
が指導者養成の失敗によって頓挫した経緯を克明に描
いた。さらに戦時期日本軍による「抗日図書」の接収
に関してまとめるなど、着実な研究成果を公表してい
る47484950。小黒浩司もまた、満鉄の経営する学校の図
書館運営に着目し、児童図書の審査・推薦や理論研究
を行った満鉄児童読物研究会の活動を論じた51。
　加藤一夫らは、日本がアジア諸国（台湾、満洲、朝
鮮、中国、南方地域）で経営した植民地図書館の活動
を時間軸に沿って通史的にまとめている。これは「学

術研究の性格をもった研究書ではない」との留保が付
されているものの、戦前・戦中期の図書館活動の歴史
責任を批判的に問い直す意識が一貫している52。著者
の 1人・東條文規は他の著作でも図書館界の戦争責任
を論じており、戦前から戦中期に日本図書館協会を中
心とする図書館関係者が、大正・昭和天皇の大礼や紀
元二千六百年祝典などの国家的慶事を利用し、皇室の
威光を借りるかたちで図書館政策の充実を図った点を
強く批判している。そして、資料費の継続的な確保や
職員の配置が伴わなかったことが、結果的に図書館を
機能としてではなくモニュメントとして捉える考え方
を行政や大衆に植え付けた旨を論述した53。
　岡村敬二は蔵書に着目し、満洲国図書館をはじめ、
日本語資料を所蔵してきた機関で編纂・出版された蔵
書目録・資料目録の類を一覧化したほか、満洲国に集
められた資料のうち、戦後、中国に残されたものの変
遷過程を年表化してまとめた54。
　米国の大学図書館や研究機関に存在する日本語の書
物が、そこに所蔵されるに至った来歴をテーマに論じ
たのが和田敦彦である。和田は米国議会図書館をはじ
め 50 以上の図書館・文書館で聞取りや受入記録の検
討を行い、そこに関わった人や組織の問題意識を浮か
び上がらせた。戦前期の日本語蔵書の構築のされ方、
戦後占領期のプランゲ文庫のようなコレクションの作
られ方に加え、米国内における日本語教育についても
考察し、「リテラシー史」という新たな領域を開いた55。
　個別の図書館サービスに目を転じると、児童サービ
スにおいて平田満子らが、戦前期の大阪府立図書館や
大阪市立図書館などの児童図書館サービスを概観する
とともに、戦後の CIE 図書館やアメリカ博覧会での
サービス事例について紹介している56。障害者サービ
スにおいて野口武悟が一連の歴史的研究を発表してお
り、20 世紀前半の聾学校における学校図書館の導入
や、（戦後になるが）盲学校図書館におけるサービス
展開などについて考察を重ねている57585960。
4.2 海外

　最後に、海外の図書館に関する研究について、いく
つか言及する。
　米国図書館史の研究では、川崎良孝を中心に京都大
学図書館情報学研究会から精力的に翻訳研究が発表
されている。このほか川崎は、1960 年代まで米国の
とりわけ南部諸州において黒人マイノリティの図書
館利用が制度的に差別されていた問題に取り組み、白
人の指導のもとに人種隔離を前提としたサービスが行
われ、黒人図書館員もこれを甘受していた点を論じ
た。国際研究所の調査報告書『公立図書館へのアクセ
ス』（1963 年）の発表により、制度的（ディ・ジュー
リー）な「直接的差別」と事実上（ディ・ファクト）
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の「間接的差別」が全米諸州で行われていることが明
らかにされたが、川崎は同報告書の作成経緯、報告内
容、発表後の議論を詳細に検討する中で、図書館界が
制度上の差別と決別した状況を審らかにした616263。川
崎はこれまでにも図書館の自由に関する歴史的論考を
発表してきたが、1990 年代から 2006 年までの研究成
果をまとめ、これに補筆するかたちで『アメリカ公立
図書館・人種隔離・アメリカ図書館協会 : 理念と現実
との確執』（2006 年）を上梓している64。
　米国公共図書館論について「メディア」をキーワー
ドにして総合的に論じたのが吉田右子である。吉田
は、1920 年代に成人教育論を展開したラーネッド
（William S. Learned）から 1947 年に公共図書館調査
報告を行ったリー（Robert D. Leigh）に至る、米国
の図書館思想家による公共図書館論を詳細に検討し、
それらを社会状況や周辺学問、図書館実践の文脈に位
置づけつつ分析している。米国社会の民主主義的な
文化装置として採用された「自由主義的コミュニケー
ション論」の考えが、公共図書館論に大きく影響を及
ぼしている点について論考した65。また、吉田は戦中
期にALAと戦時情報教育局（OWI）の行った戦時情
報サービスの分析を通じて、米国メディア戦略に公共
図書館が位置づけられ、印刷物だけでなく視聴覚メ
ディアとして機能したことも論じている66。
　このほか、中山愛理は、20 世紀初頭の米国メリー
ランド州などにおけるカウンティ・ライブラリー・シ
ステムの導入と巡回文庫サービスについてまとめ、貸
出統計を用いて馬車図書館の運営実態を明らかにした
6768。
　米国学校図書館史に関しては、鈴木守が「学校図書
館サービスの原則」（1941 年）作成過程を考察し、学
校と公共図書館協力のあり方に関する当時の問題意識
を論じ、原稿段階に比して報告書では教育委員会の役
割が重視されるようになった点を明らかにした69。ま
た、野口武悟は、米国盲学校教育の先駆的存在であっ
たパーキンス盲学校の学校図書館を取り上げ、その成
立（1832 年）から 1930 年代までの展開について、同
校の年報や日本への紹介者・川本宇之助の著作から論
述した70。畑田秀将は、米国の公立図書館の前駆形態
として評価される学校区図書館制度について、学校図
書館史上における位置づけを検討している71。
　ドイツの図書館史に関して、河井弘志は、19 世紀
末からドイツで展開された教養図書館運動とその主導
者であったゴットリープ・フリッツ（Gottlieb Fritz）
に着目し、その運動が当初は米国のパブリック・ライ
ブラリーに倣って中流・下層市民への通俗書提供の場
として構想されていたものの、やがて一般民衆の教化
施設として価値ある蔵書と利用者指導を追求するに

至った経緯を考察した。また、同時期に下層民衆のた
めの図書館を志向したヨハネス・テーフス（Johannes 
Tews）についても詳細な検討を加えている7273。
　赤星隆子は、フランス近代図書館の成立に関するこ
れまでの著作をまとめ、とくにパリ国立図書館館長ド
リル（Leopold V. Delisle）とドリル批判を展開したモ
レル（Eugenu Morel）の思想を中心に考察したほか
74、児童図書館史に関する著作も発表し、児童サービ
スの実務作業の流れを確立したアン・キャロル・ムア
（Anne Carroll Moore）の書評活動などを再評価した75。
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