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《論文》 014．4
〈資料分類法〉

毛利宮彦と「簡明十進分類法」

藤倉 恵一
Miyahiko Mohri and his “Simple Decimal Classification”, by FUJIKURA Keiichi.

日本図書館学草創期の要人の1人でありながら今日顧みられることの少ない毛利宮彦は
分類法との関わりも深く，「日本十進分類法（NDC）」第1版とほぼ同時期となる1929年8
月に「簡明十進分類法」を発表した。これは鈴木賢祐の批評を受け標準分類法論争を招く
端緒となった。また，毛利はその後二度にわたってこの分類法を改訂・刊行するかたわら
で NDC を批判し続けた。簡明十進分類法（簡明十進分類表とも）は簡略な記号法ながら
国内刊行書を主な対象とし，書架分類を目的とする単純な記号で構成した分類法であった。

1 はじめに

1929年8月，間宮商店の森清によって『日本十進
分類法（NDC）』第1版1）が出版された。NDC がそ
の後，わが国の標準分類法として今日まで続くもの
となったのは周知のとおりであるが，この8月は奇
しくも他に2つの一般分類表として，県立長野図書
館の乙部泉三郎による「日本書分類表」2）と図書館
事業研究会の毛利宮彦による「簡明十進分類法」3）

もまた発表されていた。当時はまだ館ごとの独自分
類表の作成・使用が主流であり，山口県立図書館の
十進分類表や東京市立図書館の分類表が（多少の改
変も含めて）複数の図書館で用いられたのがわずか
な例といってよい程度である。その意味において，
1929年8月というのは日本図書館史上，特異な時機
であったといえよう。
NDC を含むこの3つの分類について，青年図書

館員聯盟の鈴木賢祐は同年の『圖書館雑誌』におい
て比較検証・批評をおこなった4）5）。それは毛利の
反論6）を呼び，「標準分類法」をめぐる誌上論争が
約2年にもわたって展開され，おそらく毛利の側に
強い禍根を残すものとなった。
その後の NDC は，戦前にあっては青年図書館員

聯盟の会員がいる図書館を中心に採用実績を伸ばし，
戦後は GHQ・民間情報教育局（CIE：Civil Infor-
mation and Education Section）と文部省，当時の
図書館要人らの連絡会であった「金曜会」をはじめ
日本図書館協会などとの折衝・検討を経て「日本の
標準分類法」としての地歩を固めていった。一方そ
の裏面で NDC を強く否定し，CIE や文部省に対
し DDC や他の分類法を採るようはたらきかけ，一
時は CIE 側に NDC 採用の再検討を指示させるま
でに至った，ある意味において「NDC 史上最大の
障壁」となったのが，毛利の存在である。
本稿では，まず毛利と分類法の関わりについて概
説し，続いて毛利が三度にわたって公表した「簡明
十進分類法（あるいは分類表）」について比較検証を
する。最後に，この分類に対して寄せられた批評に
ついて述べる。ただし，標準分類法論争の経緯につ
いては既に筆者の過去の研究7）8）において説明して
いるため，本稿では毛利の反論以後の論争の詳述や
経緯を省略する。

1．1 本稿の表記・記述について
本稿の執筆にあたって，本誌投稿規定には「常用
漢字，現代かなづかいを用いる」とあるが，引用文
および書誌事項については原典どおりの文字（Uni-
code で表記可能な範囲）とした。ただし，引用文
中の読点および句点は，原典ママではなく本誌基準
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である「，」「。」に置換・統一した。
本稿文中で用いた下線はすべて筆者によるもので
あり，原典で示されているものではない。
年号の表記については原則として西暦のみを用い
る（引用および書誌事項を除く）。
人物の生没年については「2 毛利宮彦につい
て」においてのみ，毛利との年齢上の関係や時系列
を示すために付記した。

2 毛利宮彦について

毛利宮彦（1887－1957）9）の経歴や人物像について
の研究は多くない。その中でも特に重要なものが，
毛利の没後に中村初雄（1911－2006）が『図書館雑
誌』に寄せた追悼文10）と，毛利の早稲田大学図書館
在職中の留学前後の事情について日記や記録を詳解
した中西裕による研究11），そしてこの2つでも謎と
されていた毛利退職の事情に迫る高梨章の論考12）で
ある。

2．1 略歴
毛利は，愛知県の士族の家に生まれた。
母方の姻戚には文学者の坪内逍遥（1859－1935）
がいる。毛利が早稲田大学の英文学科に入学し上京
する際は坪内を頼ったという。そして卒業後の1912
年，毛利は早稲田大学図書館に就職したが，このと
きも坪内の支援があった。同館の初代館長は坪内と
同窓の市島謙吉（1860－1944）であり，館には既に，
坪内の甥であった坪内大造（1881－1924）もいた。
坪内や市島の日記には時折毛利の名が挙がることが
あったが，毛利がなにがしかの不祥事を起こした
1917年以降はあまり良好な関係ではなかったように
見える（2．2参照）。しかしながら，高梨によれば毛
利はその後も再就職や財政支援などで何度か坪内を
頼っていたようである。
さらに毛利をめぐる人物で特筆すべきこととして，
憲法担当国務大臣を経て国立国会図書館の初代館長
や日本図書館協会会長などを務めた金森徳次郎
（1886－1959）とは，愛知一中で同窓であったとい
う。毛利の『圖書館學綜説』13）には金森が序（内容と
しては推薦文）を送っている。それによれば，卒業
後交流が途絶えていたが，おそらく国会図書館長就
任を機に金森が毛利の『圖書の整理と運用の研究』14）

を読んで図書館事情や知識を1冊でまとめあげたこ
とに「感心した」ことと，当時絶版状態であった同

書の復刊を願ったことが記されている。この『圖書
の整理と運用の研究』については毛利が贈ったもの
か金森が偶然手にしたものかはわからないが，少な
くとも1949年前後に金森との間に交流があったもの
と思われる15）。この発行当時，国会図書館での和書
の分類に NDC を採用することは CIE 特別顧問ダ
ウンズの報告16）を受け既に決定していたが（1948年
9月），あるいは毛利にとっては金森に翻意の機会
を設けたかったのかもしれない。
毛利は早稲田大学図書館在職中の1915年から約1
年間のアメリカ留学を経験している。翌年，早稲田
大学図書館を辞職した後，大阪毎日新聞社での調
査・図書室業務を経て，1928年に図書館事業研究会
を興し，出版や図書館学教育などを手掛けた。1942
年には陸軍予科士官学校で文庫拡充のため教授嘱託
の任にもあった。
戦後は私立大泉文庫を創設し，金曜会の一員とも
なった。中村は毛利が「進駐のキーニー，バネット
両氏に，金曜会で故竹内善作氏等と共に積極的意見
を開陳」したことも毛利の業績であると記している。
先述したように，金曜会と日本の分類の標準化は
関係している。1948年7月24日に日本図書館協会分
類・目録委員会第1回会合が開催され，衛藤利夫
（1883－1953）日図協理事長以下13名が参加し，加
藤宗厚（1895－1981）を委員長に就けたが，毛利は
ここに大泉文庫所属という立場で参加している。こ
の席上，毛利は NDC を日図協公認とすることに異
を唱え，NDC 改訂に向けた議論が始まるにあたっ
ては，

分類はやはり世界人としても日本も世界に同調
一致させることが必要で，私としては DC を
用いたいと思うが，そうなると立場が違うので，
今後はオブザーバーとしてタッチして行きたい。

と発言し17），同月28日に開催された第2回以後の分
類委員会には関わっていない。
1950年には早稲田大学教育学部で図書館学担当の
講師を務め，1957年に脳出血で没した（享年69）。

2．2 人物像
中村の追悼文は「日本に於ける図書館学の草分け
の1人ともいうべき，毛利宮彦先生」という書き出
しで始まっている。



図書館界 Vol．72 No．6

254

一方で中西の研究は，次のような書き出しである。

毛利宮彦は初期の図書館および図書館学の世界
で活躍した先駆者のひとりであるが，傍流―
本人の表現によれば「一介の野人として，図書
館の異端者」であったせいもあり，今日の図書
館界でも知られるところがきわめて少ない。

著作も少なくなく，教育者としての事績も残され
ていることからも確かに毛利は斯界の要人と称され
るに足るといえるが，中村・中西の両者とも毛利の
立場がアウトサイダーにあったことを示唆している。
その遠因として，その人となりにいくつかの問題点
があったことが窺われる。
たとえば早稲田大学図書館を若くして退職した経
緯には不穏なものがあり，坪内の日記では「毛利宮
彦，彼の事件後はじめて来，訓戒を与う」という一
文が記されていたという（1917年5月29日）。だが日
記ではこの「事件」が何を指しているものかは明ら
かになっておらず，中西は，

人事面での確執や不満があったことがまず想像
される。しかし，逍遥が「事件」と書くからに
は，何かもっと具体的な事が起きたように思え
る。

と推測する。
この「事件」について高梨は当時の新聞報道をも
とに，舞台女優とのスキャンダルがあったらしいこ
とを突き止めている。新聞では毛利の名だけでなく
早稲田大学図書館事務員であることも報じられたし，
舞台に絡む金銭も持ち出したことを窺わせる記述が
ある。これが事実であるならば，坪内の日記に「事
件」「訓戒」という語が毛利にからむ文脈でしばし
ば現れたことも納得がいく。
だが，留学から帰国してしばらくの毛利の活躍は
まさに後年「斯界の要人」と呼ばれるだけあり，若
くして講演などの機会も多かったようである。中西
の表現では「図書館界のスター」「ひときわ若くス
マート」と評される。また昭和初期には，東京大学
図書館の新館開館や出版文化等について，朝日新聞
にたびたび名を見ることがある。陸軍からの委嘱や
金曜会への参画などの機会を得たのも，彼が一過性
で騒がれただけの人物ではなかったことを物語る。

中村の追悼文は，毛利のありようを次のように物
語って締めくくっている。

容赦のない批判精神，それは先生の「サムライ」
意識徹底的合理主義と共に，先生の生涯を特長
ずけた3要素とも言われよう。しかしこの三つ
の組合せは或る場合は先生を誤解させる原因と
もなり，先生を孤独の人に追いやってしまった
ともみられぬこともない。（下線部原文ママ）

この「批判精神」の矛先は，前述したように NDC
そして青年図書館員聯盟，特に簡明十進分類法への
批判を示した鈴木賢祐（1897－1967）と，NDC の
採用を主導した分類委員長の加藤にも向けられてい
た。
彼の著作において世界各国の分類法について詳述
されていることはあっても，当時着実に採用館を伸
ばしていた NDC については数行程度・最低限の紹
介にとどめ，批判的な文章や表現を用いることがほ
とんどであった18）19）。

3 簡明十進分類法の概要

毛利が戦前期に発表した「簡明十進分類法」には，
次の3つの「版」の存在が確認されている。
（1）雑誌掲載の「私案」（1929年）20）

（2）毛利著書の別冊付録（1936年）21）

（3）独立刊行された「改訂增補版」（1940年）22）

これらは（3）を除いて明示的に「版」と示されて
いるわけではなく，特に（2）の文中に（1）との関係を
示す記述はない（4．2．1参照）。だが，名称・構造と
も一連のものであることから，本稿では便宜的にこ
れらを「版」と位置付けて検討していくこととする。
以降本稿では（1）を「私案」，（2）を「別冊版」，（3）
を「改訂版」とそれぞれ便宜的に呼称・略記する。
また，本稿では（1）の論題が「案」と銘打ってい
ることも鑑みて，（2）の別冊版を核として検討する
こととし，表や項目を引用する場合は，特に示さな
い限り別冊版を用いる。
またその名称についても，各版それぞれの標題や
奥付における記述が統一されておらず「―分類表」
「―分類法」と表記がゆれているが，どの版も単に
表だけでなく序説や簡易的ながら補助表的な存在を
内包していること，初出の私案での名称，そして別
冊版・改訂版標題紙を除く冒頭に用いられていたと
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いう理由から，本稿では「―分類法」の名称で統
一することとする（4．2および4．3参照）。
なお，別冊版が初出となる「主類表」（4．2．1参照）

において，簡明十進分類法に対する英語名称として
「SIMPLE DECIMAL CLASSIFICATION」を与
えているが，これについて毛利は「S.D.C.」などの
ような略称を用いることはなかった。

3．1 概略
簡明十進分類法の初出にあたる私案の冒頭「はし

がき」において，毛利は世界規模の統一的な分類法
（今日の定義では「一般分類法」あるいは「標準分
類法」とされうるようなもの）に対する否定的見解
を示したうえで，この分類が「日本の圖書そのもの
を確實な對象として」いわゆる文献的根拠に基づい
て作られた，かつ「『ポピユラリテイー』の價値を
附加」することを目的とした分類を目指すものであ
ることを述べている。
そして同じく私案後段の「解説」において，

本分類表は目錄上の分類を第一義としたもので
なく，書庫に於ける架上の圖書の整備を期する
上から作製したものであつて，而も藏書十萬冊
までの普通圖書館を標準としたものである。

と，書誌分類よりも書架分類を志向し，かつ，蔵書
規模からしてもそれほど詳細な分類表を志向してい
ないことにもふれている。

3．2 体系およびクラスの順序
簡明十進分類法は，20世紀初頭当時の国内にあっ

た数多くの分類表と同様に，デューイ十進分類法
（DDC）を模して数多く作られた十進的分類表の亜
種の1つである。他分類表の多くと同様に単純な列
挙型分類表で，番号構築（ナンバー・ビルディング）
のような記号合成による主題表現には対応していな
いが，総記や地理的区分にはある程度の助記性
（mnemonics；毛利の表現では「記憶的」）を持た
せている（3．3参照）。
細目表（いわゆる本表）はアラビア数字3桁で表
現された分類記号と項目の名辞だけが記されており，
注記や参照の類は設けられていない。部分的に，

041 叢書（日本人明治前）

042 同（日本人明治後）
043 同（支那人）
044 同（西洋人）

などのように括弧を用いた補記がなされている程度
である（「同」は原表ママ）。
クラスの順序については，当時の日本の分類表の
多くが敷衍した帝国図書館由来の体系や毛利の独創
によるものではなく DDC を援用したことを，別冊
版および改訂版の「緒言」において次のように示し
ている。

大體メルヴイル・デユウイー氏の十進法，所謂
D.C に準據したものであるが，次に列記した
理由に依り，その機構をより簡單に，事項の存
在をヨリ明確に，成すことを期待し次の諸觀點
から，之を修正又は再整理したところの，「簡
明十進分類法」である。
一，日本文化の特殊性
二，現在の圖書館の實情
三，整理及利用上の利便

この趣旨は私案「解説」においても述べられてお
り，DDC の順に一部変更・調整をしたことについ
て言及している。

第一位の「類」の順序に就いては，全くデユー
ウヰー氏の原案通りとし，第三位以下の細分に
於ては，又その記憶的「地理別法」を採用して，
成るべく簡易な形式に於て，之を試みたことで
ある。
（略）
デユーウヰー氏の十進法を基本とし，之に我國
の特殊的立塲からして，類，綱の配置其他に手
加減を加へたこと。
元来デユーウヰー氏の十進法そのものゝ類，綱
の配置には，歐米に於てはずいぶん以前から非
難されてゐる。その排列の順序といふことにも
異論があり得るが，寧ろ配分の不當といふこと
の方が，缺點としては大きい。

具体的には DDC の200宗教と300とあわせて社会
科学にしたこと，DDC の400語学を理学，500科学
を医学・工学としたこと，地理的区分を日本・東
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表1 簡明十進分類法における18の主類
100 宗敎※ 140 哲學※
200 政治 250 法律
300 經濟 360 社會
380 敎育 400 理學
500 醫學 530 工學
600 農業 660 工業
700 美術 750 技藝
800 文學 870 語學
900 歷史※ 950 地誌※

表2 総記の主題形式区分
1 哲理，槪論
2 歷史的記述
3 關係學科
4 辭書，書目
5 叢書，全書
6 雜誌，會報
7 講演，論文
8 敎科書類
9 特殊事項又ハ形式

洋・西洋のように区分したことなどがそれにあたる。
分類記号については，NDC や初期版の DDC も

含め，当時のほとんどの十進的分類表がそうであっ
たように，十進記号の桁数と概念の上下関係は必ず
しも一致していない。特に，綱目表（100区分）や細
目表（1000区分）において，インデント（字下げ）に
よって下位概念を示している箇所がいくつかある。
しかし簡明十進分類法においてはそれだけでなく，
記号の桁数を短縮することや特に国内刊行書の文献
的根拠を優先させたためか，たとえば次のような偏
りが見られる。

800 文學
810 日本文學
820 和歌・俳句
830 物語・小説
840 脚本・歌謠
850 支那文學
860 外國文學

本来，和歌（820）や物語（830）は日本文学（810）
の下位概念であるが，811や812を用いるのではなく
記号およびインデントの上では810と820／840が「等
位」として並立している。もしインデントによって
階層を示すのであれば

800 文學
810 日本文學
820 和歌・俳句
830 物語・小説
840 脚本・歌謠
850 支那文學

となっていなくてはならないだろう。
さらに，支那文学は詩（856），小説（857）などの
ように下位概念が細目として展開されているが，
860外國文学の下位は地域別の細分展開のみであり
「ドイツ文学（865獨）」としか分類できず，「ドイツ
の詩」と「ドイツの小説」というように文学形式に
よって区別・細分することはできない。
そしてこれらを見て明らかなように，日本文学と
支那文学，その他の外国文学との間には文学形式に
対する助記性もない。
また，簡明十進分類法全体にわたって，下位の区

分が多数に及ぶ主題において「其他」を積極的に活
用し，体系が複雑になることを避けている。

3．3 記号法
簡明十進分類法が番号構築などを用いない単純な
列挙型分類表であることは前項で述べたが，いくつ
かの主題形式や地理的区分などに対しては助記性を
持たせた記号配当がされている。
3．3．1 総記と主題形式
簡明十進分類法は，総記を設けている主類（メイ
ンクラス）の数と十進記号を完全に対比させている
わけではなく，表1のように，100区分のうち18の
主題を総記として扱っている（※は私案から別冊版
への改訂で配置変更された箇所）。

そして，この下位にそれぞれ7つの主題形式を割
り当てている（表2）。

これらは，番号構築によって与えるものではなく，
あらかじめ細目表にすべて組み込まれて列挙されて
おり（例：801（文学）概論，802世界文學史），NDC
のように任意の主題に付加できるものではない。
また特徴的なのが，この3と9には主題ごとに異
なった独自の内容が配当されており，たとえば800
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表3 別冊版における地理的区分
1 日本
2 印度 其他アジア洲，オセアニア洲
3 支那
4 英
5 獨
6 佛
7 露 其他ヨーロツパ洲
8 米 其他アメリカ洲
9 埃 其他アフリカ洲

文学の下では803修辭學，809書簡文其他，380敎育
では383敎育心理，389靑少年團というように，主題
間で共通している要素はない。
なお，表1で示した18の主類のうち17は別冊版以
降の綱目表でゴシック体とインデントで強調され上
位概念となっているが，750技藝はこの対象ではな
く，綱目表では760音樂が強調されている（文末表6
参照）。
細目表では751槪論，752技藝史，753趣味，道樂

……と，総記としての主題形式が割り当てられてい
るが，760では761日本音樂，762旧（雅樂・能樂），
763新（唱歌・新樂）……と，主題形式による下位区
分ではない各個の主題が列挙されている（762と763
は字下げされ761の下位）。
これが誤りなのか意図的なものであるかはわから
ない。改訂版の綱目表でも同じ体裁をとっているこ
とから，あるいは意図的なものであったととらえる
こともできなくはないだろう。しかしながら，下位
区分の配当を考えれば，おそらく別冊版で発生した
誤植が，改訂版でも訂正されずそのまま残ったもの
と考えるのが自然である。
前述したように，形式に対する区分で細分できる
のはこうして細目表で示された場所のみであり，た
とえば810日本文學の下に列挙されていない「日本
文学史」を細分することはできない（8102や810．2と
することもできず，また812には「漢文」が充てら
れている）。
3．3．2 地理的区分
主題に対する地理的な細分は，おおよそ表3のよ
うな記号が共通して用いられている。

このうち2と3については，私案から別冊版への
改訂で順序を入れ替えている（4．2．2参照）。なお，
今日あまりなじみのない国名を示す漢字「埃（あ

い）」はエジプト（埃及）を指したものである。
だがこの地理的区分は前項の主題形式ほど統一的
に用いられているわけではなく，細目表上では「日
本／東洋（あるいは支那）／西洋」や「日本／外國」
といった粗い区分や，4／9だけが用いられる場合
（例：980西洋地誌では981／983は独自の主題が充て
られ，984／989が上表の展開となる）など，様々な
区分がなされている。
また，地理的な区分をしながら助記性を持たない
場合もある。たとえば290統計の下で292日本・299
外國のように，あるいは066雜誌（日本）・067同（東
洋）・068同（西洋）というように，簡明十進分類法
の地理的区分において「日本は常に1」というよう
に定義されているわけではない。
そして主題形式と同様に，細目表に地理的区分が
列挙されていない主題に対してこの区分を適用する
ことはない。たとえば，「ドイツ哲学」は170西洋哲
學の下に「175 獨」が列挙されているが，「ドイツ
の行政」は220行政の下で「229 外國」までの分類
となり細分することはできない。
しかし，地理的区分については各版の表外で2お
よび7／9の諸国について「參考のため，第四段以
下に於ける細別を，必要とされる場合」と前置きし
たうえで列挙している。たとえば「〔二〕露西亜以
外のヨーロッパ洲諸国」として1イタリー，2スペ
イン……というようになっており，これを用いれば
通常は867に分類される「イタリア文学」を「8674」
として867ロシア文学と区別することができ，また
「ドイツの行政」は「2295」と記号化できるようで
ある。しかし，記号表現を含む適用の具体例が示さ
れているわけではないため，867．4とするのか8674
とするかはわからない。これは適用する図書館次第
で決定することと判断したのであろう。
3．3．3 時代的区分（日本）
別冊版および改訂版においては，上の地理的区分
の細分と同様に，日本の時代別の細分についても表
外で1／7の記号が示されている（表4）。
「緒言」ではこの表に先んじて「第四段以降にお
いて試みられるべき，日本の時代別」と記されてお
り，実際に細目表であらかじめこの区分が適用され
ているのは810日本文學と910日本史だけである。
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表4 別冊版における地理的区分
1 太古史，上古史
2 中古史（大化改新，奈良時代）
3 中古史（平安時代）
4 近古史（鎌倉，吉野時代）
5 近古史（室町，桃山安土時代）
6 近世史（江戸時代）
7 現代史（明治，大正，昭和――）
8 ――
9 ――

しかしながら，改訂版では時代区分の代表的な適
用例であるはずの910日本史において，この区分が
正しく適用されていない（4．3．2参照）。

4 簡明十進分類法各版の概要

これまでも述べたように，簡明十進分類法は雑誌
記事→付録→単行書と発表の形態が毎回異なってい
る。以降，各版発表の経緯，構成等を順に解説する。

4．1「簡明十進分類法」私案（1929年）
1929年8月15日発行の『圖書館雑誌』117号にお
いて毛利は「圖書分類法の一つの私案」と題した論
考を発表した23）。
当時の『圖書館雑誌』記事の基本的な版組書式は

縦書き上下2段組であったが，この記事は「はしが
き」部分は定型で組まれたものの，分類表部分は横
向き・横書き5段組で活字も小さく，行間も詰めた
変則的な版組で掲載された。そして，後段の「解説」
も同様に縦書き上中下3段・小字でかつ行間も詰め
ている。そのため，掲載された誌面では全10ページ
の記事であったが，実際の原稿分量からすると本来
その1．5倍から2倍ほど要したものと思われる。
4．1．1 私案の構成
私案は，「はしがき」「簡明十進分類法」「解説」
の3項からなっている。
「はしがき」は，簡明十進分類法発表に至る毛利
の見解や述懐が中心である（3．1参照）。
続く分類表は，細目表（という名辞は示されてい

ないが）だけであり，分類全体のアウトラインを示
すような別表の類はない。細目表に列挙された分類
の項目数は979項である（次項・870における誤り項
目も含む）。索引は作られていない。
そして最後のブロックとなる「解説」では，簡明
十進分類法は DDC をもとにしたことや，そこから

の改変など（3．2参照），また助記性（記憶的）に関す
ることや地理的区分等の別表，総記など（3．3参照）
について言及している。
そして文末において，簡明十進分類法作成にあ
たって「大正十五年に発表の，東京市立図書館の新
分類表を，最も多く參考した（ママ）」と記している。
これは同館の「和漢図書分類表」24）のことであり，
山口県の分類や DDC とも異なる分類であった。こ
の分類は帝国図書館の八門分類の体系にやや近いな
がらも独自性があり，4桁のアラビア数字を使用し
ているが，分類表上の表現として分類記号や項目名
に使用する文字の大小・字体やインデントによって
階層を示しているという特徴がある。概念の上下関
係が記号の漸進だけに拠っていないというのは確か
に簡明十進分類法に通じるものがある。
4．1．2 私案における誤植
当時の活版による製版工程上やむを得ないことで
はあるだろうが，私案にはかなりの数の誤植が散見
される。
特に多く見られるのは，分類記号の数字が誤って
いるものである。しかしこれは，前後に列挙されて
いる記号を見れば誤りであることが明瞭で，誤りの
内容も容易に類推でき，そして私案が実用を目的と
した単行書ではなかったことからしても，些事に類
するものといえる。
また，文字通りの誤植で，活字の縦横が違ってい
るものも時折ある。これも一目見ればわかるもので
あるからさほど深刻なものではない。
私案の誤植の中で特に問題といえるのが870語學

の下におけるものである（掲載誌 p．220）。
870は前述（3．3．1）のとおり総記であり，形式が
割り当てられているが，875以降は次のように示さ
れている。

875 叢書・全書
835 雜誌・會報
876 講演・論文
877 敎科書類
878 演説・式辭
879 速記術

この「835」は一見すると，先述したような製版
工程上の単純な誤植であるとも思われる。しかし，
記事中の同種の誤植と異なり，この「835」には項
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目名辞が割り当てられている。表1と照らし合わせ
ると明らかなように，本来「835」は「876雜誌・會
報」とされるべきであり，以下のようになるはずで
ある。

875 叢書・全書
876 雜誌・會報
877 講演・論文
878 敎科書類

結果，「特殊事項又ハ形式」であるところの「演
説・式辞」と「速記術」が残る2項に割り当てられ，
870の区分肢は10個となってしまった。これは工程
上の誤植ではなく，原稿の誤りであるのは確かであ
る。
なお，この箇所は別冊版で878が削除，「879演説・

速記術・點字」として統合されたうえ，私案835／
877が876／878に修訂され解決した。

4．2「簡明十進分類法」別冊版（1936年）
次に簡明十進分類法が世に出たのは1936年6月，
毛利の著書『圖書の整理と運用の研究』25）の別冊附
録26）としてであった。
なお，冊子冒頭の標題では「―分類法」とあり，

奥付の添え書きでは「―分類表」となっているが，
本稿では前者を採る（3．1参照）。
4．2．1 別冊版の構成
別冊版は「緒言」「簡明十進分類表」「兒童圖書分
類表」「簡明十進分類表索引」の4項からなり，全
37ページ＋奥付・広告である。
「緒言」（原著 p．1―10）は「1 分類法の知識」
と「Ⅱ 分類表の適用」の2項であり（項番の文字
は原書ママ），前者は私案の「はしがき」「解説」を
もとに整理したものである。
私案にあった文章は毛利の主張がかなり強く表現
されていたものであったが，別冊版ではそれらを抑
え，単独の分類表の序言として成立するよう意識し
て書きなおされたものと見ることができる。そして
この文中には私案についての言及はなく，人名辞典
を含む毛利の評伝では別冊版（および改訂版）にし
か言及がないことが多い。
分類表について，別冊版では「主類表」「綱目表」

「細目表」という，記号の桁数に対応した3表が用
意された。

主類表（p．11）は0～9門に対し，漢字二文字で
まずその分野を総括する語を置き，次いで主題を日
本語・英語で併記している。

例）
1門…神明 宗敎・哲學 Religion, Philosophy

4門…究理 理學・數學 Natural science, Ma-

thematics

綱目表（p．12―13）は本稿末に表6として引用し
た（表6は新字体に置換した）。
細目表（p．14―23），いわゆる本表に列挙された項

目数は985項であり，私案から6項増えている。数
的に比較すれば微細な数の増加にとどまったように
見えるが，項目名を比較すると移動や追加・削除な
ど改訂が多くに及んでいる（4．2．2参照）。
次いで，別冊版から新たに設けられたコンテンツ
として「兒童圖書分類表」（p．24―26）がある。こ
れは「解説」と「幼年圖書分類表」（分類記号なし
11項），「少年圖書分類表」（分類記号つき32項）か
らなる。いずれも簡素なものであり，公共図書館で
の使用を想定して編まれたものと考えられる。
解説の冒頭で毛利は「兒童圖書の分類法，といふ
ことに就いては，従來餘り論議されてゐないやうで
ある」と述べているが，NDC が「兒童用日本十進
分類表」を設けたのは第3版（1935年）27）のことであ
り，青年図書館員聯盟の『圕研究』においては1933
年に仙田正雄「兒童のための圖書目錄必要論」28）を
皮切りに児童用の目録・件名標目表案やそれに対す
る批判・対案などが1934年を中心にたびたび掲載さ
れていた。
さらに，別冊版で新たに設けられた索引（p．27―

37）は1，143件の索引語が列挙されている。冒頭に
記したように鈴木により簡明十進分類法の私案は
NDC や日本書分類表と比較されたが（5．1参照），
鈴木が NDC 優位とした点の1つが索引の存在で
あった。索引語数は分類項目数に対して十分な数と
はいえないかもしれないが，表中にない語から分類
を参照できる意義は大きい（例：「イタリー文学
867」）。
4．2．2 別冊版における変更点
まず表のレイアウトの点からいえば，項目名のイ
ンデントによって上下関係が示されるようになった
ことがあり（3．2参照），これは綱目表と細目表でそ
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れぞれ採用されている。十進記号の漸進と概念の上
下関係が理論的に一致しないという問題は回避しえ
ないが（これは最初期の DDC から存在し，現在の
NDC でも用いられている），少なくとも関係が視
認できるようになったのは改善といってよい点だろ
う。
細目表上で，私案から改訂版に至る項目数の増加
が単純比較では6つだったことは先述したが，項目
順の入れ替えや移動，項目の追加・削除が行われた
項目数は実に406項にも及ぶ。そしてこの数には，
単純・軽微な文字の変更（例：023「圖書館管理（整
理）」→「圖書館管理（整備）」）や，概念・意味にほ
とんど影響しない変更（例：518「理學的療法」→「理
學的諸療法」）は含んでいない。それらを含めると，
私案の大半の部分に手が入ったことがわかる。
綱目表でも確認できる大きな差異は，私案で100

の下が「哲學」→「宗敎」，900の下が「地誌」→「歷
史」とあった順を入れ替えたところである。この改
訂の理由は不明だが，東京市の分類の順により近く
なったともいえる。
また，地理的区分では私案の「2支那」→「3印
度其他アジア洲」という順序が入れ替わったため
（3．3．2参照），8箇所16項目が変更された。
なお，誤植はわずかながら見られるが，私案のと

きほど多いものではなく，類推も可能な軽微なもの
ばかりである。

4．3「簡明十進分類法」改訂版（1940年）
別冊版の刊行から4年半後の1940年12月，簡明十

進分類法は独立した単行書として刊行された29）。正
式な標題には「改訂增補」と冠され，「簡明十進分
類表並索引」となり，さらに「二千六百年版」と付
されている（1940年は皇紀2600年にあたる）。
ただし解説標題は別冊版と同様「―分類法」を
採っており，本稿では「分類法」と読み替えて扱う。
4．3．1 改訂版の構成
改訂版は「自序」「緒言」「簡明十進分類表」「兒
童圖書分類表」「索引（および增補）」「分類法參考文
獻」「圖書分類二論考」「外國分類表集覧」の8項で，
自序1ページ（標題紙・目次に続いており頁付な
し）＋本編64ページ＋附表4枚＋奥付・広告である。
「自序」において毛利は，先の別冊版に対して「各
方面からの要求が屢々あつたので，今回同分類表に
若干の改訂を施し，索引にも增補を加へて，上梓之

に應ずることゝした」と改訂版刊行の理由を述べて
いる。
続く「緒言」（原著 p．1―10）は別冊版とほとんど

同一であり，差異はほとんど見いだせず，別冊版で
の項番「1」「Ⅱ」もそのままである（ただし別冊版
で新設された目次では「1」「2」）。
「主類表」「綱目表」とも，一部の字体以外は別冊
版とほぼ同様であり，内容には改訂の影響はない。
「細目表」も，改訂箇所を除いて基本的な体裁は別
冊版と大きく変わらない（変更箇所は4．3．2参照）。
続く「兒童圖書分類表」も同様であり，ほぼ別冊
版と同一である。
索引本体も別冊版と同一だが，改訂版は索引の後
に別表「增補索引」（p．39―42）として438件が追加
され，索引語は合計して1，581件となっている。
「分類法參考文獻」（p．43―45）では主に海外の分
類法関係文献と解題が並ぶ。国内の文献では唯一，
加藤の『比較分類法概説』30）が挙げられ，また欄外
（解題なし）にはその他の国内文献として村島靖雄，
衛藤利夫らの名と著書が挙げられている。
「圖書分類二論考」（p．46―64）は，この簡明十進
分類法とは独立した付録的コンテンツといえる。こ
こでは毛利が『圖書館雑誌』に寄せた「『標準分類
表』の批評について」31）と「N.D.C.第三版を見る」32）

を再録している。いずれも NDC やその支持者（主
に鈴木）に対する強い批判の文であり，これらに対
する毛利の敵愾心の表れであろう。毛利が NDC や
鈴木，青年図書館員聯盟に対してこのような意見を
示すのは，本稿冒頭に示したように，鈴木が『圖書
館雑誌』において示した私案への批評への反発によ
るものと思われる（5．1参照）。先述の参考文献には
森や NDC の名も挙げられておらず，ベーコン（Ba-
con, Corinne）の“Classification”の項目では鈴木
による同書の翻訳書33）の存在には一切言及していな
い。
そして本書の最後に，DDC やカッターの展開分

類法（EC）など各種分類表の概略が附表として掲載
されている。
4．3．2 改訂版における変更点
緒言～索引（増補部除く）の版面（p．1―37）は，
一部の字体や細目表の改訂箇所を除き，頁付を含め
てほぼ別冊版を踏襲しているようである。ただし，
別冊版で確認された誤植はほとんどが修正されてい
る（綱目表750・760のように残されたままのものも
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ある；3．3．1および表6参照）。
細目表に列挙された項目は985項で別冊版と同数

であるが，うち27項が改訂・変更されている。用語
の追加（例：283「陸軍・制度・軍備」→「陸軍・制
度・軍備・生活」）や変更（例：844「戯曲脚本（全
集）」→「演劇・脚本（全集）」）などが見られるほか，
顕著な変更があるのは以下の箇所である。
・580鑛山學 …項目整理・追加・並べ替え
・830物語・小説 …時代区分の変更
・910日本史 …時代区分の変更
830は，私案および別冊版における時代区分は独
自の展開であったが（私案から別冊版への変更なし），
緒言における時代別区分（3．3．3参照）を適用して区
分しなおしたものである。
910も，まず「914近古」「915近世」「916明治」「917
現代」となっており3．3．3（表4）で掲げた区分と一
致しない。また，「912中古」「913中古」と同じ名辞
が並んでいる。別表を参照すれば前者が奈良時代以
前，後者が平安時代とわかるが，細目表上では差が
わからない。「912中古（奈良時代以前）」のように時
代の補記が必要だったであろう。
索引は前項でも記したように大幅に語数を増やし
たが，編集の都合からか，増補された語が別冊版の
索引と統合せずに別表としているため通覧しづらい。
利用者は求める語についてまず本来の索引を検索し，
そこになければさらに「增補索引」も検索しなくて
はならない。検索性を大きく損なっているのが残念
な点である。
4．3．3 改訂版からの将来展望
中西の毛利研究34）では簡明十進分類法についてご

くわずかな言及しかないが，毛利の没後，夫人に
よって早稲田大学図書館に寄贈された改訂版の冊子
についてこう記されている。

同書には毛利自身によると思われる書き込みが
なされており，分類表の改訂を継続的に行おう
としていた意図が読み取れる。

これは中西自身が確認したものであろうが，その
書き込みがいつなされ，毛利がさらなる改訂にどの
ような展望を描いていたものかはわからない。
改訂版の刊行から毛利が没するまでなお17年の歳
月があったが，戦後の毛利の著作ではこの分類につ
いてふれられていないようである。

5 簡明十進分類法に対する評価

今日的な視点から簡明十進分類法を見ると，やは
り体系に非論理的な箇所や，当時の国内事情を割り
引いて考えても不十分な部分が多くみられると言わ
ざるを得ない。
そして，それらの大部分は既に私案の発表当初か
ら鈴木によって指摘されていたことであるが，毛利
はそれに反発し，「索引」の設置を除いて簡明十進
分類法の改善につなげることはついになかった。

5．1 鈴木賢祐による私案の批評
私案発表後，鈴木は『圖書館雑誌』に日本書分類
表（乙部の分類）と簡明十進分類法と NDC の3分
類に対する比較研究レビュー35）を寄せた。この批評
のうち，簡明十進分類法に対する批判の要旨は次の
ようなものである。
・簡明十進分類法における主題順を DDC から改変
したことは「改良」ではなく「DC 構成の根本原
則の破壊」であり，各分野が相互排他的であると
いう「分類の原則への叛逆」である。
・DDC に倣うことにどれほどの価値があるか。特
に下位区分の順を改変したことで，むしろ DDC
の分類記号と紛らわしくなる。
・緻密さが足りない（乙部も同様）。蔵書量に対して
3桁で十分という根拠はあるか。また将来の増加
も見込んでのことか。
鈴木の評は，セイヤーズやリチャードソンといっ
た当時の分類研究者の論を敷衍しており，公平な立
場で，かつ理論立てて述べられたものであるが，総
じて NDC を称揚する聯盟のプロパガンダ的性格を
帯びているように読めるし，おそらく鈴木もある程
度は意図していたと思われる。
これに対して毛利は反論を寄せた36）。まず鈴木が
論題で提示した「標準」分類法というものの定義に
ついて疑義を示している。鈴木が3つの分類を比較
するための「標準」という尺度それ自体に苦言を呈
したうえで，各論として「デューイの区分が絶対的
なものでないこと」「諸分類法における社会科学の
定義」「DDC における医学の位置づけ」といった
ような点で反論をしている。
毛利は反論の冒頭で私案はあくまで「一つの私
案」に過ぎず，紙幅のために「索引どころか所要の
綱目に参照を付することさえも，差し控えた」と抗
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表5 610／639の私案・別冊版比較
私案（1929）41） 別冊版（1936）42）

610 農業・茶業
611 土壤・肥料
612 被害・害虫
613 穀物
614 野菜
615 果物
616 茶樹
617 珈琲・煙草
618 棉花其他

619 農産製造

農事・園藝
氣象・土壤・肥料
育種・種苗
穀種・栽培－稻・麥・豆其他
－茶・煙草其他
－蔬菜
－果樹
－花卉

農具・灌漑・園藝用品・溫室
其他
農産製造・園藝作物加工其他

620 畜産業・養禽
626 畜産製造
627 實用家禽
628 鶏・傳書鳩
629 愛玩家禽

畜産業・養虫
養禽
畜産製造
養蜂・養虫
獸醫學

630 蠶業・養虫
631 蠶室・蠶具
632 蠶種
633 養蠶
634 製糸
636 蠶業理化學
637 実用養虫
638 蜂・食用蛙
639 愛玩養虫

蠶業
蠶業理化學
病害・保護
蠶種
養蠶
繭
蠶絲
製糸
蠶室・蠶具

弁している。そして後段では私案と NDC とでは精
粗の点ではまったく比較にならないが，NDC が
「蔵書冊数と分類の精粗の問題は全く度外視され」
たものであると指摘している。趣旨としては鈴木と，
鈴木が称揚した NDC に対する批判に終始したもの
であり，この姿勢は毛利の後年の著作にも後を引い
ている。
この反論に対し，標準分類法をめぐって仙田正雄
が別の視点から意見を呈し37），鈴木の再反論38），ま
た仲裁を意図したかのような和田萬吉の論39）を呼ぶ
など，約3年にわたって『圖書館雑誌』誌上論争が
展開された。

5．2 星山實による私案の批評
鈴木の評と時を同じくして，星山實が私案の農業

分野（農業・畜産・蚕業）の構成に対し「農學上の
一般通念とはかなりに異つて」いるという趣旨の一
文が，鈴木の批評前編と同じ号に掲載された40）。
星山は，農業政策や経済（いわゆる総記のもとに
含まれうるもの）や，各専門科目として612被害・
害虫，623實用家畜など細分や配当の変更を検討す
べきであると問題点をいくつか提示している。
また後段では「立派な學科となつている農藝化學
に一目も与へずに蠶業理化學という一目の如き本末
顛倒」とまで強い表現を用いたうえで，次のように
締めくくっている。

要するにもとより氏の目的は全體にあつて細部
に迄及ばれなかつたのであらうけれど農業に關
する限り此分類は常識にも達してゐないといへ
る。

そして，文末に東京農大図書室と（おそらく星山
の所属と思われる）長岡市農会図書館の分類表の概
略を引用し，毛利の私案が，これらの専門分類表が
対象としている区分に対応できていないことを示し
ている。
文中，毛利の区分を指し「あまりに杜撰」という
表現まで用いて，ある意味において鈴木よりも直接
的な批判を浴びせた星山に対しては，鈴木に対する
ものと異なり，毛利は反論らしいものを示していな
い。少なくとも『圖書館雑誌』上で示された反論の
中に，星山評についての言及は一言も見られなかっ
た。

しかしながら，別冊版への改訂時に610の下位は
すべての細目が変更されている。また，620から650
に至るまでもほとんどの細目に改訂が見られ，農林
水産業全般にわたって修正された。610から659まで
の50個の細目において，なんらかの用語や字句修正
および移動があったのは41項にも及ぶ。これらは星
山の挙げた問題点にすべて応えたものではないが，
これが毛利の，星山評に対する回答であったのかも
しれない。
表5では，610／630において変化があった細目を
挙げた。640林業・650水産業の下の細目もすべて私
案から変更されているが，これらは星山の指摘とは
直接無関係なので表5には含んでいない。

なお，「製糸」は私案634・改訂版638とも原典マ
マであり，「蠶絲」（改訂版637）と「糸」の字が異
なっている。
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6 おわりに

1930年代初頭の標準分類法論争からやや時間をお
いて，やがて毛利は前述した NDC3版への批判や，
分類委員長となった加藤宗厚や NDC への批判，
CIE 関係者とのやりとりが NDC を排しうる機会
であったことなどを寄稿するようになった43）44）。
ただ，特に戦後の毛利は NDC を否定し対抗する

ために彼自身の簡明十進分類法を持ち出すのではな
く，DDC の適用を推奨するようになっていた。そ
れは，簡明十進分類法の目指した性格，すなわち簡
易な分類表が NDC の対案となりうるものではない
という理由かもしれず，あるいは採用館が増え続け
る NDC の標準化を阻止するためには，世界的によ
り採用館の多い DDC で対抗するのがよい，と考え
たからかもしれない。
いずれにせよ，簡明十進分類法については採用し
た館がどの程度あったか定かでないままに，戦後
NDC が日本の標準になっていく裏側でひっそりと
姿を消していったのである。

付記

本研究は，当初2020年2月に開催予定だった第61
回（2019年度）研究大会において個人研究発表とし
て予定していたものであるが，同大会は新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のために中止となった。そ
こで本研究については主催者と相談のうえ，予稿を
もとに全面改稿し論文として整え，投稿することと
した次第である。
簡明十進分類法の別冊版および改訂版は，国立国
会図書館デジタルコレクションでインターネット公
開されている（2020年9月5日現在）。なお「別冊版」
および「改訂版」の呼称は本稿における便宜的なも
のであることを重ねて記しておく。

（別冊版）
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1115303

（改訂版）
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1122644
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41）毛利宮彦，前掲3），p．218―219より抜粋
42）毛利宮彦，前掲21），p．20より抜粋
43）毛利宮彦「最近の圖書分類法の問題」『圖書館雑誌』43（10），
1949．10，p．137―138．

44）毛利宮彦「最近の圖書分類法の問題Ⅱ」『圖書館雑誌』43
（11），1949．11，p．157―159．
45）毛利宮彦，前掲20），p．12―13をもとに新字体に置換して
作成。
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表6 「簡明十進分類法」（1936年）の綱目表45）
一般書類

000 総記
010 書目
020 図書館
030 事彙・年鑑
040 隨筆・雑書
050 叢書・全書
060 新聞・雑誌
070 協会・学会
080 博物館
090 希覯書

宗教・哲学
100 宗教
110 神道
120 仏教
130 基督教
140 哲学
150 日本哲学
160 東洋哲学
170 西洋哲学
180 心理
190 倫理

政治・法律・軍事
200 政治
210 国家
220 行政
230 外交
240 植民
250 法律
260 内国法
270 外国法
280 軍事
290 統計

経済・社会・教育
300 経済
310 生産・分配・企業
320 交換・消費・保険

330 商業
340 交通
350 財政
360 社会
370 社会問題
380 教育
390 制度・実践

理学・数学
400 理学
410 数学
420 物理学
430 化学
440 天文学
450 地質学
460 古生物学
470 生物学
480 植物学
490 動物学

医学・工学
500 医学
510 基礎医学
520 臨床医学
530 工学
540 土木工学
550 建築学
560 機械工学
570 電気工学
580 鉱山工学
590 造船工学

農業・工業
600 農業
610 農業・園芸
620 畜産業
630 蚕業
640 林業
650 水産業
660 工業

670 化学工業
680 製造工業
690 家政

美術・音楽
700 美術
710 建築・造庭
720 彫刻・工芸
730 書画・骨董
740 印刷・写真
750 技芸
760 音楽
770 演劇
780 娯楽
790 運動

文学・語学
800 文学
810 日本文学
820 和歌・俳句
830 物語・小説
840 脚本・歌謠
850 支那文学
860 外国文学
870 語学
880 日本語
890 外国語

歴史・地誌
900 歴史
910 日本史
920 東洋史
930 西洋史
940 伝記
950 地誌
960 日本地誌
970 東洋地誌
980 西洋地誌
990 風俗習慣

（筆者注）
この表においては一覧性を重視し，原典どおりではなく新字体に置換した。
370および390のインデントは他項目の字下げ位置よりさらに1字分下がっているが，これは別冊版・改訂版の版面
ママである。
また，本来総記が割り当てられ上位に位置するはずの750技芸と，その下位に当たるはずの760音楽の表示は誤植が

疑われるが，別冊版・改訂版ママとした（本文3．3．1参照）。


