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 令和３年度 東海北陸地区図書館地区別研修会 

  これからの公共図書館について ～AI、society5.0、パンデミックの時代に向けて～ 

                           京都橘大学 文学部    嶋田 学 

 

１．はじめに 

 厚労省が、1月 28日に開いた緊急会見で、新型コロナウイルスで日本人の感染者が初めて確認された 

ことが明らかにされた。以来、「対岸の火事」とも思われた新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」

という）は、またたく間に感染拡大し、8 月 23 日現在のわが国の感染者数は、12,395 人、死亡者は、

1,189人となっていた。 

 安倍総理大臣は 2020年４月７日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県に緊急事 

態宣言を行い、４月 16日に対象を全国に拡大した。 

  ＊5月 25日には、およそ 1か月半ぶりに全国で解除される 

 

２．図書館への影響 

 saveMLAKの調査では、緊急事態宣言後の 5月 5日～6日において休館となっていた図書館は、調査対

象の 1692館のおよそ 9割にあたる 1506館であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://savemlak.jp/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:20200801_COVID-19_Libraries_closed.png#file 

 

 フィンランドでは、2020年 3月 18日に緊急事態法を発令し、学校や図書館がすべて閉鎖された。 

 → 一部の図書館では、職員が一時的に解雇されたり、給与支払いが中断され、モチベーションに深刻 

   な影響を及ぼした。 

 → 開館サービスを休止した図書館では、職員が自治体の別の業務に異動した。 

     ＊日本においても、休館措置の取られた図書館で、職員が、「特別定額給付金」の手続き業務の応 

       援に従事した。 

 

https://savemlak.jp/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:20200801_COVID-19_Libraries_closed.png#file
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◎感染拡大防止対策としてのサービスの制限の意思決定 

 先に見たように第一波の緊急事態宣言時には多くの図書館が感染拡大防止措置として休館すること 

となった。 

  → 教育機関として独立性を持つ図書館の休館決定はどのようなプロセスでなされたのか… 

 フィンランドの事例では、 

   ①図書館の館内意思決定 

   ②図書館が直接影響力をもたない、自治体レベルの意思決定 

      ③フィンランド政府の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   アリ・ハーシオほか「COVID-1９とフィンランドの公共図書館における影響」」 『現代の図書館』 58(4),168p (2020 年 12 月号) 

 

◎日本においても、感染拡大にともなう「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の発出の影響で、  

 臨時休館やサービスの縮小が繰り返された。 

 《感染拡大防止対応の事例》 

  ◎臨時休館時 

   ・Web予約図書館の貸出し ・図書の郵送、宅配サービス（送料負担なし・あり） 

      ・Webコンテンツの提供  ・電話、ファックス、メールによるレファレンス 

  ◎開館時のサービス制限 

   ・開館時間の短縮   ・貸出冊数制限の緩和 ・閲覧席の一部間引き ・館内滞在の制限 

   ・「本の福袋」の貸出し ・「おはなし会」等、各種イベントの中止、延期 

 

３．閉館中の図書館での取り組み ～Withコロナ～ 

 saveMLAKの調査では、休館している図書館でも、郵送貸出・宅配のほか電子リソースの推奨、電話や

メールでのレファレンスといった非来館型のサービスを行われていた。実施されていたサービスは、予

約受取（192）が一番多く、次いでレファレンス（144）、何らかの開館（142）の順であった。 

 一方、電子リソースや外部リソースの推奨、オリジナルコンテンツの提供は 50 館程度にとどまり、

saveMLAKは、今後の休館中の図書館サービスや情報発信に課題があるとの認識を示している。 
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https://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/20200507#.E8.AA.BF.E6.9F.BB.E7.B5.90.E6.9E.9C.EF.BC.9A_.E4

.BC.91.E9.A4.A8.E4.B8.AD.E3.81.AE.E5.AF.BE.E5.BF.9C 

 

電子出版制作・流通協議会 電子図書館・コンテンツ教育利用部会の調査では、2021年 07月 01日現在

の電子図書館(電子書籍貸出サービス)実施数（前回 2021年 04月 01日との比較） 

  ・実施自治体 229自治体（＋24） 

  ・電子図書館 222館（＋21） 

・新聞報道 

 ・「変わるコロナ後の図書館 オーディオブック充実、全席撤去も」（2020.6.8  産経 WEST）  

    https://www.sankei.com/west/news/200608/wst2006080009-n1.html 

 ・奈良市立図書館 

   パソコンやスマートフォンで本の朗読が聞ける 

   オーディオブックの活用 

     https://library.city.nara.nara.jp/content/audiobooks.html 

 ・国立国会図書館「リサーチ・ナビ」の調査(更新日：2020年 8月 6日) 

  新型コロナウイルスに関する図書館等の取組 

    https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-1168.php 

 ・京都府立図書館 新型コロナウイルス感染症に関する 

    https://www.library.pref.kyoto.jp/?p=21767 

 ・鳥取県立図書館 インターネット上で読むことのできる！デジタル書籍リンク集 

    https://www.library.pref.tottori.jp/info/post-148.html 

 ・田原市中央図書館 おうちで楽しむ 音読タイム♪ 

    http://www2.city.tahara.aichi.jp/section/library//info/ondoku_at_home.html 

 

https://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/20200507#.E8.AA.BF.E6.9F.BB.E7.B5.90.E6.9E.9C.EF.BC.9A_.E4.BC.91.E9.A4.A8.E4.B8.AD.E3.81.AE.E5.AF.BE.E5.BF.9C
https://savemlak.jp/wiki/saveMLAK:%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9/20200507#.E8.AA.BF.E6.9F.BB.E7.B5.90.E6.9E.9C.EF.BC.9A_.E4.BC.91.E9.A4.A8.E4.B8.AD.E3.81.AE.E5.AF.BE.E5.BF.9C
https://www.sankei.com/west/news/200608/wst2006080009-n1.html
https://library.city.nara.nara.jp/content/audiobooks.html
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-1168.php
https://www.library.pref.kyoto.jp/?p=21767
https://www.library.pref.tottori.jp/info/post-148.html
http://www2.city.tahara.aichi.jp/section/library/info/ondoku_at_home.html
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◎県立長野図書館の取り組み  

 ①情報発信 ： 「# 図書館は動き続ける」 

      ・「本のお取り寄せサービス」 

   貸出期間を 2週間から 4週間に延長し本の郵送サービスを実施した。 

  ②権利保障 ： 公共の福祉と基本的人権の狭間 

  JLA「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に沿った「来館者名簿」作成 

  の要請。 → 感染拡大対策という公益性と「利用者の秘密」保護 

      ＊名簿作成ではなく、任意の「連絡票」の協力要請 

 ③未来志向 ： 図書館の新しい形を求めて 

  「情報」の改革、「人」の変革、「場」の革新 → 多くの県民の「知的創造の基盤」の整備 

  ・「信州学び創造ラボ」の開設  ・「信州ナレッジスクエア」の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    森いずみほか「ウイズコロナ時代の公共図書館を模索する」 『図書館雑誌』114(9),493p (2020 年 9月号) 

 

４．新型コロナ感染症という事態にどう向き合うか 

 「コロナウイルスのパンデミックは、健康、経済、財政に深刻な影響を及ぼす世界的な緊急事態であ 

 る。」ヤズダン・マンスリアン（チャールズ・スタート大学） 

   → 人類が経験したことのなかった危機 

 ◎パンデミックへの向き合うための三つのアプローチ 

   ・消極的な対応 

   ウイルスの拡散を止めるためにコミュニティ間の交流を最小化。図書館を閉鎖し、すべてのサー 

   ビスを停止。 

  ・積極的な対応 

      情報サービスの代替手段を提供する。パンデミックに関連した信頼性の高い情報を提供する。 

  ・先進的な取り組み 

      情報サービスの新しい方法を開発する。平時とは別に災害計画を策定し準備を重ねている。 

 

https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/guidance/atsumaritai/manabilabo.html
https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/portal.html
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   ヤズダン・マンスリアン「パンデミック時の公共図書館のサービス」 『現代の図書館』 58(4),181p （2020年 12月号）                                                                                             

 

５．Withコロナで見えた図書館の課題 

 ◎非来館サービスという概念、形態についての認識不足 

  ・デジタルアーカイブ  ・オンラインデータベース  ・電子図書館  

  ・ 電子書籍  ・オーディオブック  ・配信型音楽ソフト、ビデオ映像サービス 

   ＊「読み聞かせ」などの館内サービスを Web配信するという発想が平時においてはなかった。 

    → 対面サービスが出来なくなって初めて、Web配信での著作権の問題に向き合うことに…。 

 

 ◎電子図書館 ・ 電子書籍の普及課題に対する認識不足 

  提供コンテンツが少ないため導入は時期尚早と認識 

   → コンテンツ増加等のサービス拡充は出版業界の責任という認識しか図書館界は持てていな 

     かった。 

    ＊電子図書館というサービスの展開が出版社や著者、出版業界全体に与える影響などについて、 

      図書館界はあまりに無頓着であった。 

   ＊電子図書館が普及した場合の電子図書の利用状況 

   ・本を借りるために図書館に行かなくてもいい → 時間と空間の制限が解除される 

   ・延滞がなくなることや予約取り置き期間も運用次第でゼロにすることも可能で、現状よりも格 

        段に資料の利用効率が向上する。 

      ⇒ 今よりも格段に、図書館で図書を借りる人が増える。 

      ⇒ 出版社は既存書籍や販売用の電子書籍への、電子図書館の影響をどの程度見積るべきか… 

       ※電子図書館向け電子書籍の価格設定の難しさ  

           → 図書館界は、電子図書館における電子書籍の商品化について、もっと積極的に出版界 

               と向き合う必要があったのではないか…。  

   ＊公共図書館で活用される電子書籍は、冊子体の書籍よりも「情報」としての価値が高くなった。 

      → サービス向上につながるという観点から価格に応じた予算確保が求められる。 

   ＊「公共貸与権」の問題として考えるべきか…情報価値の向上に伴う対価への対応と考えるか…  

  

 ◎電子図書館 ・ 電子書籍の普及課題  タイトル数の少なさ 

  ・電子書籍の利用実態  帝京大学の間部豊の調査（2020年度） 

   電子書籍の貸出件数が全体で 5倍以上、個別には 10倍以上に伸びるという事例も見られたが… 
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   → 個別の閲覧・貸出冊数を見ると 1か月あたりの利用点数が前年度比で数十冊から数百冊の利 

     用に伸びたといったレベルのものが多い。 

      → 1日単位では、数冊から数十冊程度の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2020年度 日本出版学会 春秋合同研究発表会 （データは 2019 年度）長谷川智信（（一社）電子出版制作・流通協 

          議会）「公共図書館における、電子図書館サービス導入の実態と課題、 新型コロナウイルス感染問題による図書 

          館の意識の変化について」 https://www.shuppan.jp/wp-content/uploads/2020/09/01hasegawa.pdf 

 

 

電子出版制作・流通協議会、電子図書館・コンテンツ教育利用部会「公共図書館電子図書館 

      （電子書籍貸出サービス）導入館（2021/10 /01版）」より筆者が作成 

  

年月日 電子図書館導入自治体数 対前回増減 
電子図書館数 

(１自治体１件で計算) 対前回増減 

2020 年 1 月１日 91 自治体 ＋2 88 電子図書館 ＋2 

2020 年 4 月１日 94 自治体 ＋3 91 電子図書館 ＋2 

2020 年 7 月１日 100 自治体 ＋6 97 電子図書館 ＋2 

2020 年 10 月 1 日 114 自治体 ＋14 111 電子図書館 ＋2 

2021 年 1 月 1 日 143 自治体 ＋29 139 電子図書館 ＋2 

2021 年４月 1 日 205 自治体 ＋62 201 電子図書館 ＋2 

2021 年 7 月１日 2529 自治体 ＋24 222 電子図書館 ＋2 

2021 年 10 月１日 258 自治体 ＋29 251 電子図書館 ＋2 

※広域電子図書館（播磨科学公園都市（2 市 2 町）、きくち圏域（1 市 1 町）、たまな圏域（1 市、3 町）） 

 

 ◎電子書籍の価格、利用契約形態について 
  ・電子書籍は印刷書籍の約 1.5倍から 3倍程度 
  ・利用契約は、貸出回数や提供可能年限が設定されているものもある。 
   （例：52回貸出か 2年間利用でアクセス権限切れ） 
 

 ◎電子図書館 サービスの捉え方の問題 
 ・電子図書館サービスは、「電子書籍貸出サービス」だけではない。（札幌市立図書館 淺野隆夫氏） 
   → 自館作成の「地域資料」電子コンテンツを電子図書館システムにアップロードして提供する 
     という取組。 
   → 電子図書館コンテンツの GIGAスクールへの活用  
       ※地域資料のデジタルアーカイブ公開のみを考えれば電子図書館システムよりも安価なコストで実施する手法はある。 

 

  ◎著作物、著作権への理解の程度 

  ・休館が進むころ、絵本等での「読み聞かせ」を無許諾で Web配信を行う事例が散見された。 

   → 市民ボランティア団体などが、 

     「コロナ禍影響 絵本読み聞かせ動画増加が波紋 出版社の注意喚起で許可申請相次ぐ」                 

    （2020.5.29 産経プレミアム）https://www.sankei.com/premium/news/200529/prm2005290002-n1.html  

https://www.shuppan.jp/wp-content/uploads/2020/09/01hasegawa.pdf
https://www.sankei.com/premium/news/200529/prm2005290002-n1.html
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６．Afterコロナ時代の図書館 そのあり方と目指すべき姿 

 ①非来館型サービスの充実を早急にはかる 

  ・オンラインデータベースの提供 

  ・自館地域資料等のデジタルアーカイブ化による提供 

  ・オーディオブックの導入検討 

  ・電子図書館システムの導入とコンテンツの購入 

  ・おはなし会（読み聞かせ等）の Web配信と著作権処理 

  ・レファレンスサービスの Web対応の環境整備 

  ・墨字資料の郵送サービス等の充実のための予算措置 

  ・感染者追跡を理由とした「入館者名簿」等、利用記録の あり方再考 

 ②図書館サービスのリ・デザイン 

  １）「貸出し」、「資料・情報提供」のあり方の根本的な考察 

   → 公共図書館が提供する「価値」と「意味」の再考 

   ＊民間商用サービスが「サブスクリプション」で雑誌や 

    書籍の配信サービスを展開する中、紙の本をニーズに合わせて「お待たせしない」程度に複本 

    を用意し、提供していくサービスが、公共サービスとしての優先度が高いのか？ 

     → 多様な出版物がある中で、要求の多いものに資源を投入することは、公共サービスを市 

      場的な価値基準で調整していることにならないか…。 

   ＊より多くの「貸出し点数」ではなく、より多くの貸出し利用者数（延べ利用者数ではなく実利 

    用者数）、つまりより多くの住民が貸出し利用をすることを目指すべきではないか。 

     → コレクション形成のあり方の抜本的な再考 

      → 電子書籍の図書館向けタイトル選定と価格帯調整も、こうした考え方をベースに取り 

        組むべき。 ※例えば、基本的に「小説」は対象外とする   

  ２）デジタルコンテンツの契約の設計 

   コンソーシアムによる契約 

    ・全国初！新聞記事データベース（朝日・読売）が県内図書館で利用可能に！   

            http://db.pref.tottori.jp/pressrelease2.nsf/webview/D37C2322ECBF58A24925853F000F12E7 

    ・北アルプス地域の市町村図書館で新聞記事データベースの共同利用が始まります。  

       https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/bunsho/happyou/020331datapress.html 

    ３）図書館管理システムとデジタルコンテンツシステム 

    ・メタデータとしての書誌情報と一次資料の複製物としてのデジタルコンテンツの統合的管理 

        検索システム 

    ・自館所蔵と他館所蔵のシームレスな検索システム 

    ＊「一次資料の複製物としてのデジタルコンテンツ」 

       → 地域資料のデジタルアーカイブ化の重要性 

 

６．図書館・ものがたり・コミュニティ ～コロナ時代の図書館～ 

 １）「判断根拠」語らない「ＡＩ」という知恵との付き合い方 

  人工的な手段で実現され，知覚，インタラクション，推論（推理），問題解決，言語，連想，学習 

http://db.pref.tottori.jp/pressrelease2.nsf/webview/D37C2322ECBF58A24925853F000F12E7
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/bunsho/happyou/020331datapress.html
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  などの知的情報処理を自律的に遂行することができる情報処理メカニズム。 

   → 行動選択肢の提案や意思決定を支援してくれるが…。現在の技術では、「なぜ、そうなの 

     か」という判断根拠を示せないのが、ＡＩ（人口知能）の限界。 

    → ＡＩが代替不可能な領域で「人間らしさ」を高める好機 

      ＊人は、なぜ生きるのか？ 

      ＊人にとって幸福とは何か？それはどのような理由？ 

      ＊平和をもたらすためのコミュニケーションとは？ 

          ＊図書館が先人の知恵の集積体として提供できる支援 

        ＊人と人が、何らかの興味関心でつながることを支援 

        ＊知と情の両面の精神活動を支える 

  「知性」と「感情」によって、人の「ものがたり」は生み出される。人が生きている時間には、 

  唯一無二のその人の「ものがたり」があり、そこに生きる意味が刻印されている。 

  ２）「Society 5.0」と図書館に期待されるもの  

  狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、 

    情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会 

     → サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムによ 

         り、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society） 

            ・日常生活の時間を豊かにすること。 

            ・その豊かさとは、どのようなものかを考えること。 

            ・幸福とは、何か、について一人ひとりが考えられること。 

  ３）「ものがたり」と「コミュニティ」を提供する(元浦安市立図書館 鈴木均司書の言葉) 

  様々な境遇、背景をもつ住民の生活や仕事、人生全般にかかわる「個人」の「ものがたり」を支 

  える資料や情報あるいは人と人、人と地域の関係性へのかかわりを支援する。 

    → 「コミュニティ」への参画やその人の「コミュニティ」づくりを支援する。 

  ＊図書館自体が「個人」への「ものがたり」の提供のための「コミュニティ」となることも含む。 

 

おわりに…  

 パオロ・ジョルダーノ   

 「感染症とは 僕らのさまざまな関係を侵す病だ」   

                       《『コロナの時代の僕ら』 （早川書房）》              

  → 「私」と「他者」、社会との関係性をいかに再生するか…図書館の仕事ではないか？ 

 

 ロバート・キャンベル ～ソーシャルディスタンスについて～                      

  「今はまだ物理的な距離として考えられていますが、社会の中の自分自身の位置づけを知る、自分 

  の居場所から他者との関係を見つめ直すことだとも捉えたい」 

                  《村上陽一郎編  『コロナ後の世界を生きる』 （岩波新書）》 

 

                        ＊記載した Webサイトの参照日はいずれも 2021 年 12月 2日 


