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１．はじめに 
国立国会図書館においては、行政及び司法の

各部門に対して図書館サービスを提供すること

を目的の一つとしている。この図書館サービス

を提供するため、各府省庁及び最高裁判所に 27
館 6 分館の支部図書館が設置されている。各支

部図書館は、それぞれ特色ある蔵書を持つ当該

分野に関する専門図書館として機能しており、

農林水産省においては支部農林水産省図書館、

同農林水産政策研究所分館、同農林水産技術会

議事務局つくば分館の 3 館が置かれている。 
このうち支部農林水産省図書館は、1948 年 2

月の国立国会図書館法の公布に次ぐ同年 8 月の

国立国会図書館支部農林省図書館長の任命によ

り成立したが、この前身として 1947 年 5 月 27
日に米国農務省図書館長 Ralph R. Shaw 博士１）

が行った勧告２）に則り農林省農業改良局統計情

報部図書課が同年 6 月に設置されている３）。 
その経緯と活動内容については、1951 年 3

月 9 日開催の参議院図書館運営委員会において

行われた同年 2 月 27 日の法務府、厚生省、農

林省、労働省の４館の視察報告３）にて「農林省

図書館はショー氏勧告に副つて発足」「農林省蔵

書目録の刊行、図書月報の発行等、実際的活動

においては支部図書館中の出色ある存在」と報

告されている。 
本稿では、このような活動の基礎となったシ

ョー氏の勧告についてその内容を概説するほか、

当時の農林省図書館、とりわけ支部農林省図書

館の設立から 10 年ほどの間においてどのよう

に受容されたかについて論じる。 
 
２．「農林省図書館に関するショー氏の勧告」 
１）構成 

「農林省図書館に関するショー氏の勧告」４）

（以下、「ショー氏の勧告」という。）は以下の

章立てで構成される。以下、この章立てに沿っ

て内容を解説する。 
 
序言 
農林省図書館の現状 
農林省に図書館を設置する件についての提案 

1.方針 
2.農林省図書館の規模 

A.機構と運用 
B.図書類の収集 
C.収集組織 
D.場所 
E.人事 

サービス 
出版物の交換 

 
２）「序言」と「農林省図書館の現状」 

冒頭において、「日本及海外の各種試験場で達

成された仕事について知るところがない限り、

調査に於ける時間及労力は避け難い」と論じて

いる。これを受け、「各種の研究も調整され時間

と資料の不必要な重複と浪費とも少なくする最

も有効な機構の一つ」を生み出すため、農林省

及び関連機関における研究成果を網羅的に把握 

「農林省図書館に関するショー氏の勧告」の影響とその受容 
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し各試験場で参照可能な状態とすべきであるこ

と序言において論じている。 
まず、日本の研究者に対して「東大図書館や

上野図書館の如き大図書館の蔵書に含まれてい

る知識」をサービスする機構がないことを指摘

し、農林省や附属試験場職員より「公衆一般に

対するサービスの必要性を認識せよ」と提案し

ている。 
具体的なサービスについては 2 点を挙げてい

る。一つは試験研究機関の報告類の網羅的収集

である。農林省が試験場の業務報告を全部収集

し定期的リストを発行すれば「試験場の研究調

査に貢献することは大きく」「全国 565 に及ぶ

研究所において研究が不必要な重複を避けるこ

とに役立つ」としている。このために、「農林省

又は日本の研究者が全国の農事試験場における

研究報告は如何なるものでも農林省に申請さえ

するならば入手できるように」するため、「資料

の最新照合表（Current Check List）」と「マイ

クロフィルムによる複写施設」を提案している。 
もう一つは外国資料の収集と目録作成と提供、

またこれによる他分野の図書館との連携協力で

ある。「外国の官公立試験場及び農業試験場例へ

ば米国農務省農事試験場及び米国の他の農事試

験場並びに普及教育機関（extention agency(原
文ママ)）」と刊行物を交換することで、「日本人

は皆農林省図書館に頼つて、日本と外国との農

業研究資料と普及教育資料を得ることが出来る」

また「他の図書館は農業研究資料を集める必要

がなくなる」としている。また、「化学、植物学、

動物学の如き基礎科学資料」は他の大図書館に、

また他の図書館は「他の研究機関の農林省が網

羅しようと企てる分野のサービスを農林省に仰

ぐ」として他分野の専門図書館との相互利用を

提案している。利用にあたっては、「図書目録作

成者（bibliographer）は農業に関係を有する科

学の関係資料を選択し、それの所在地を示した

一覧表」を作成し、これを利用者が参照し所蔵

している図書館に依頼する、とある。 
これらの提案について「日本の農業又は他の

分野のために、ライブラリーサービスの研究能

力が最大限に発揮される必要から、この計画は

絶対に欠くべからざるものである」と勧告して 

 
いる。また、この実現のためには各方面の協力

が必要であるとし、「日本の図書館業務の各分野」

「関係公共団体を代表する委員会」の指揮のも

と、「教育研究能力の発展に関係を有する米軍の

各部局」との協同が必要であるとしている。 
「農林省図書館の現状」では、3 万冊の蔵書

について利用のための組織も設備もなく、また

「農林省所管事務に関係のない資料」「省刊行物

の重複したコピー」が多く、「研究資料の収集」

は行われておらず農林省の刊行物さえ完全に収

集されていない現状を指摘している。さらに、

「判断し得る限り」「農林省又は試験場の全刊行

物が保管してある場所は日本には一つもない」

と断じている。 
 
３）「農林省に図書館を設置する件についての提案」 

この章は「方針」、「農林省図書館の規模」及

び「サービス」で構成され、この勧告の核とな

るものである。「方針」においては、任務、活動

範囲、便宜の対象の 3 つを上げている。まず、

農業図書館一般の任務として「農業の研究調査、

農政、農業の指導教育及び農業情報の収集発表

等農業各方面の健全な発展に欠くべからざるも

のである」と定義づけている。 
また、農業の活動範囲は、「広範であり且その

関係部門は、化学、植物学、動物学、経済学等

の多くを包括する」ことを示している。しかし、

これら全てを包括することは「他の収集との重

複」と「莫大な経費を伴う」ことから農業その

もの文献を優先し「農林省としては、調査研究

図書館を設置するを以てその根本方針とすべき」

とその方針を定義している。これにより、「関係

方面のあらゆる出版物は当該方面の収集に重複

する事なしに備えつけられる」としている。 
具体的な収集対象等は次節のうち「B 図書類

の収集」で述べられている。これら収集した図

書は「日本人を教導する必需品」とされ、「農林

省図書館の便宜は、一般大衆並びに学者研究家

に役立つものたらしめねばならない」とある。

このように、農業を専門とした調査研究図書館

として一般の利用に供することを農林省図書館

の方針としている。 
次いで「農林省図書館の規模」では、この勧
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告の範囲に加え、機構と運用、資料収集と組織

化、資料の保管場所、そして人事について勧告

を行っている。 
まず、この勧告の内容は「極めて僅少な経費」

で「即時執行し得る」限定的な範囲であること

が示されている。加えて、「特別な立法措置やそ

の他の権限」なしに「農林当局の発意」かつ「現

機構の内で実施し得る」範囲に限っているとも

あり、「最小限の時間と努力」により実施すべき

事項を勧告するものである。 
「A 機構と運用」では、農林省図書館の省内

での位置づけを示している。大臣官房文書課に

置かれていた当時の図書館を「全省総合機関と

しての活動を許さない」とし、全国に渡る農林

省の各機関や「農業の全ての部門」に対して「効

果的に其の役割を果たす」ため、農林大臣に対

し「オフィス・オブ・ライブラリー」の設立を

勧告している。この「オフィス」は「省の総て

の図書に関する仕事及び文献目録の事情」を担

当し、これら業務について「大臣又は次官に対

して直接報告」するものである。また、「省及び

所属機関のあらゆる図書及び出版物は、悉く之

を新設図書館に移管」することでこれら業務の

責任を果たすとされている。あわせて「司書は

その総ての所掌事項について省を代行する」権

限、また「文献が包蔵する知識を最大限に農業

各分野に役立たしめる如き計画」の立案実施の

権限を与えられるべきあると勧告している。 
「B 図書類の収集」では、収集対象となる資

料と重複資料の取り扱いについて勧告している。

資料の種類ごとに勧告されている対応を表 1 に

整理した。なお、「但し農業関係の全書籍の収集

を試みるな」とその範囲についての記載がある。

農林省、また農業試験場・研究所の刊行物は総

て収集し求めに応じて提供するほか、サービス

の中心と成す事がわかる。また、重複図書は交

換の対象とし、これにより蔵書の拡大を図るこ

とが方針である。あわせて、農業関係の主要や

文献目録、また農業関係の代表的な資料を収集

することが方針として勧告されている。なお、

「農林省図書月報」では「付録第一（米国農業

関係書籍の選択リスト）」は省略されている。 
「C 収集組織」では、収集資料をどのように

組織化するかを勧告している。方法とその内容

を表 2 に整理した。「農林省図書館の便宜は、

一般大衆並びに学者研究家に役立つものたらし

めねばならない」という方針の下、主題別カタ

ログの重視や総合目録の構築を目途とした組織

化が勧告されている。 
「D 場所」については，標準として「照明の

よい、乾燥した清潔な防火設備の完備したもの」

が必須であること、また一般の利用を考え一階

に設置することを勧告している。あわせて、「も

し出来るならば」として公衆の関心がある「農

産物と書籍の両方」を陳列して公衆啓蒙と利用

者を図書館に誘導する手段とするため、道路に

面した窓を持つ必要を勧告している。なお、「シ

ョー氏の勧告」（農林省統計調査局訳編））では

図書館の模範設計も示されているが、「農林省図

書月報」では省略されている。 

表 1 図書類の収集 

種類 対応 

重複図書 すべて除去しリストを作成の上、農林

省図書館で必要とする刊行物と交換

せよ 
農林省の所掌事務と

関係のない刊行物 

農林省の刊行物 全日本が刊行物利用の便宜を仰ぎ得

るよう収集を完備せよ 

農業の分野に於ける

試験場及び研究所発

行の総ての刊行物 

完全な綴りを収集し斯界に於けるサ

ービスの全国的中心とせよ 

外国政府の農業関係

機関及び試験場の最

新刊行物 

確保するため交換協定を結べ 

すべての農業関係 
図書目録 

例へば 
ヴイブリオグラフイー・オフ・アグリ

カルチュアー 
ケミカル・アブストラクト 
バイオロヂカル・アブストラクト 
エクスペリメント・ステイション・レ

コード 
及び農業分野の総ての特別な図書目

録 

農業関係書籍の代表

的サンプル 
付録第一（米国農業関係書籍の選択リ

スト） 
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「E 人事」では、「当該部門の専門家も解答

が出来ないか、或いはできても多大の時間を浪

費せねばならぬような質問に対しても有能なる

図書館員は、文献の内からその解答を提供する

ことが出来るものである」ことを求めている。

これに対し、現在の業務について「同所で行つ

ている仕事の質は極めて低い」とし、「図書目録

作成は少なくとも題目分類に関する限りもう一

度やり直さねばならない」と再教育の必要性を

勧告している。人員については、当時の 7 名か

らの増員ではなく「専門的な指導さえ与えられ

るならば多くの仕事を遂行する上に十分」「さし

当たり人員を増やすことではなく、ライブラリ

ー・サービスに関する訓練と経験を経た人を充

てる」としている。「手頃なライブラリー・サー

ビス」に必要な「最小限の人員」として、表 3
の職制が示されている。 
「この目的は米国仕込みのライブラリアンが

居ない結果直ぐには達成できない」として、「米

国の図書館業務につき経験を有する誰かの力を

借りるよう」また「G.H.Q.の天然資源局から訓

練されたライブラリアンをパートタイムで借受

け農林省の図書館組織を依頼」するべきと勧告

している。なお、前者については「（例えば坂西

女史の如き適任であろう）」とある。この「坂西

女史」は米国議会図書館において日本資料の収

集に携わった坂西志保氏と考えられるが、農林

省図書館への関与を示す資料は現在のところ確

認できていない。 
さらに、「優秀な米国のライブラリー・スクー

ルで教育を受ける協定が出来るように」なれば、

「農業図書館における経験を積み且つ学術的な

訓練を受けるために十分な期間を米国で過ごす

べき」のように、実務経験と学術的訓練の必要

性を示している。 
 
４）「サービス」 

「日本の図書館は概して米国のそれに比較し

てほとんどサービスを行っていない」「学者及び

一般人に対するサービスは図書館の基本的な存

在理由」と定義して、「今直ぐに行うべきサービ

ス」として 4 項を勧告している。その内容を表

４に示す。一般を対象としたレファレンスと目

録作成に重点が置かれていることがわかる。 
 
５）「出版物の交換」 

「日本に於ける図書館の調査能力を増大せし

める効果的な計画」に重要な点として、出版物

の交換による米国の資料入手を勧告している。

これは農林省図書館に限定せず、「CIE（民間情

報教育局）其の他の GHQ 部局及び日本政府の

諸機関及び民間の図書館、大学其の他の機関の

方

法 
内容 

主
題
別
カ
タ
ロ
グ 

特に重点を置く 
国際文書連合会（ International Federation of 
Documentation, Brussels）所定の主題分類方式

（現在の UDC）が望ましい 
容易でないとすればアルファベット別主題分

類を用いる 

著
者
別
カ
タ
ロ
グ 

他の図書館にある農業及び農業に関連する科

学技術関係書類のカードを包含し、農業関係

の総合カタログ（uuion catalog(原文ママ)）と

して利用できるようにする 

分
類
法 

日本化されたデューイ法による 

書
架
リ
ス
ト 

一連番号（図書受入番号）を附し、カタログ

カードに記入する。このカードは分類番号順

で整理される。 
これにより、書棚に整理されていると同じ順

序にカードが綴り込まれる。利点は次の通り。 
(A) ある主題の表題の分類リスト 
(B) 財産保管責任を名にするため財産目録記録 
(C) 部局に常置、自由閲覧棚など書棚に普通の番

号通り置いていない書籍に位置を示す 

 

表 2 収集組織 

表 3 職制 
1. 司書長（チーフ・ライブラリアン）－米国で訓練を

受けた者 

2. 司書－図書の入手、目録作成、其の他技術的処理に

ついて米国で訓練を受けた者 

3. 同専門的補佐員－上野図書館で訓練された者 

4. 書記 
5. 給仕 
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協力」と「日本の諸種の大学や研究機関の間に

収集の責任の分担」を前提とした全国的な出版

物の交換計画である。 
「優に 600 を超える機関が米国の農事試験場

のあらゆる出版物に興味を持つている」として、

個々の機関による「米国農事試験場のすべての

出版物」の収集は「その膨大さの故に挫折する」

ため、「限定交換制」を勧告している。この「限

定交換制」は CIE と米国 CAD（Civil Affairs 
Division、陸軍省民政部）を媒介とした以下の

フローが想定されている。 
1.日本の諸機関から GHQ 各部局で取りまと

めた希望を CIE から CAD 経由で申込 
2.申込を受けた米国側機関からの日本側機関

の資料交換の希望は CAD から CIE に通達 
3.通達を受けた CIE は一般教育に関する資料

は直接に日本側機関ととりまとめを行い、

これ以外の分野は GHQ 各部局に移牒して

日本側機関と取りまとめた、この内容を

CIE に通告する 
 
６）「ショー氏の勧告」のまとめ 

本章においては「ショー氏の勧告」の内容を

概説したが、まとめると以下のようになろう。

まず、利用対象については農林省の職員のみな

らず、一般、研究者等であると位置づけている

（「序言」）。資料については農林省及び国内外の

農業関係の試験場、研究所の刊行物、また農業

関係の文献目録を網羅的に収集（「B 図書類の

収集」）し、主題別カタログ、著者別カタログ、

書架リストなどにより組織化すること（「C 収
集組織」）を勧告している。このうち著者別カタ

ログには他の図書館所蔵も含まれ、農業に関す

る総合目録を成すこととしている。 
具体的なサービスとしては閲覧のほかレファ

レンス、受け入れた資料等の文献目録の作成、

複写が挙げられ（「サービス」）、来館利用の便を

図るため一階に、かつ道路に面し展示が行いう

る窓を持つこと（「D 場所」）など、必要な施設

についても勧告がなされている。 
これらの実施に必要な組織として農林省全体

に権限を有する「オフィス・オブ・ライブラリ

ー」を置き、米国で訓練を受けたライブラリア

ンにより業務を行うほか、将来的には米国での

留学や研修が行われるべきとしている。特に題

目分類に関する目録作成に関する技術の向上が

あると勧告している（「E 人事」）。 
また、国外の資料については交換によるとし、

1.  公開閲覧室を設け、農林省職員、学者及び一般人が自由に農業関係の文献に

つき相談が出来るようにすること。 

2. リフアレンス・サービス このサービスは収集された出版物の内容を知っており、且つ一般人がそのコ

レクションを利用することを助ける方法及び電話、手紙または面談に依る具

体的な質問に対する解答を発見する手段を知っている職員を充てることによ

り行われる。 

3. 文献目録 農林省は農林省図書館及び其の他の日本の図書館で受入れた農業部門に於け

る書籍及び論文の月報を作成すべきである。 
この月報によつてすべての農業関係者は、その仕事をする上に有益なる如何

なる出版物があるかを知ることが出来るのである。 
農林省は又諸種の重要なる農業問題に関する文献の特別目録を発行すべきで

ある。 

4. 複写サービス 農林省は誰にも安価に所要論文の複写を手に入れられるようマイクロフィル

ム設備を持つべきである。 
このマイクロフィルムによる複写は又、外国の図書館や研究所との間の交換

方法として役立ち、その方法によっては得られない多くの外国文献を日本に

もたらすことが出来るのである。 

 

表 4 サービス 
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余剰の資料を提供するほか、個々の図書館に依

らず国内の希望については CIE を経由して取

りまとめ米国に依頼すべきであるとしている

（「出版物の交換」）。 
 
３．「ショー氏の勧告」の受容と影響 
１）支部農林省図書館の諸活動 

本項では、「ショー氏の勧告」を受けての諸活

動について概要をまとめる。記載に当たっては

「行政司法支部図書館 10 年のあゆみ」の「農

林省図書館」の項６）ほかを参考とした。 
①各種目録の作成まず「農林省刊行物目録」

が 1949 年 3 月に、「農林省図書館蔵書目録第 1
巻産業編」が 1950 年 9 月に刊行されている。

1953 年には「農林省図書館収書目録」「農林省

図書館収書目録 : 外国資料の部 = Catalogue 
of foreign agriculture archive」など、多数の

目録類が刊行され交換により内外の機関に供さ

れた。 
「農林省は又諸種の重要なる農業問題に関す

る文献の特別目録を発行すべきである」と勧告

された文献目録については、「農林文献解題」と

して 1955 年の「米価編」「協同組合編」をはじ

めとして、1978 年までに 22 編が刊行された。

「農林文献解題」はその時々の農政上の主要な

テーマを取り上げ、農林省図書館が所蔵する図

書資料を中心に関係する資料を体系的に配列、

かつ文献の解説等を加えた資料である。 
②図書月報の刊行 

「ショー氏の勧告」のうち「サービス」で挙

げられた「農林省図書館及び其の他の日本の図

書館で受入れた農業部門に於ける書籍及び論文

の月報」については、1950 年 2 月から刊行さ

れた「農林省図書月報」として実現している。

その第 1 巻第 1 号では農林次官、農業改良局長、

農林省図書館長の 3 者による創刊の辞のほか、

雑誌記事摘要、新聞記事紹介、収書目録、農林

省刊行物一覧表、近着米国逐次刊行物目録（農

林関係）、国立国会図書館洋書目録（農林関係）、

雑誌記事索引、新聞記事索引といった受入資料

とその解題、また他館の目録情報が掲載されて

いる。 
この「農林省図書月報」は 1950 年 6 月より

毎月刊行され、1954 年 6 月からは執筆者を農

林省外の者にも求め、記事についても資料の行

政的利用普及の面に重点を置き「農林図書資料

月報」と誌名を改めている。 
③資料収集 

図書選定審議会を 1950 年に発足させ、農林

省図書館の資料収集のため省内各局との審議を

図るほか、農林省図書月報の編集等、図書資料

業務一般の連絡業務を行っている。また、省内

資料の完全な収集を図るため、1954 年 12 月よ

り、刊行物が省内に納品される際、検収官が検

収の際に 2 部ずつ資料を留保しこれを農林省図

書館に納入することとしている。 
海外諸機関の資料については、GHQ を通じ

て農林省統計表などの刊行物と交換に米国、イ

ギリス、カナダ、オーストラリアなどからの資

料を受けている。また、1950 年には GHQ より

斡 旋 を 受 け た ガ リ オ ア 資 金 （ GARIOA, 
Government Appropriation for Relief in 
Occupied Area、占領地救済政府基金）により、

計 260 種 13,393 冊の図書寄贈を受け、他省庁

や省内試験研究機関、大学、民間農業研究機関

に分配している７）。これらの資料を元に 1952
年には海外農業文庫としている。 
④図書館の移転と拡充 

「D 場所」で勧告された十分な施設について

は、1954 年の農林省の霞ヶ関新庁舎（中央合同

庁舎一号館）への移転によって実現する。これ

までは有楽町の中農ビルにおいて書庫 52 ㎡、

書庫兼用事務室 66.1 ㎡と狭隘だったものが、移

転後は書庫 198.4 ㎡、事務室 66.1 ㎡、閲覧室

36.4 ㎡と大幅な拡充が図られている。このため

か、閲覧者数は昭和 27 年度の 644 人から昭和

28 年度には 3.923 人、昭和 29 年度には 13,587
人と大幅な増加を見ている。この後、1966 年に

増床されている。 
 
２）「ショー氏の勧告」の受容 
①支部農林省図書館の設立まで 

「ショー氏の勧告」と時を同じくして、国立

国会図書館における支部図書館制度の検討が行

われている。制度の検討にあたって参議院図書

館運営委員会が行った公聴会における農林省か
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らの発言について酒井悌氏は以下のように記し

ている８）。 
 
積極的にこの構想を支持したのは農林省であ

った。当時農林省は時代の中心課題である食糧

増産という大問題をかかえており、このために

は農林省のもっている農業図書館（現在の国立

農業図書館の前身）のようなものを設立し、農

林省管下の研究所試験場の調査・研究・実験等

の報告書を網羅的に集め一大研究資料センター

設置の必要性を痛感しており、このため米国よ

り農業図書館長ショー氏を招へいしたほどであ

った。こうした農林省図書館の構想は、国立国

会図書館の支部図書館制度とむすびつくことに

よって一層広範な成果をあげうるというのであ

る。農林省の代表者の賛成意見とともに、上記

のような農林省図書館の大構想の説明を行った

若き中野事務官の姿を今も忘れることはできな

い。 
 
この内容は「ショー氏の勧告」とも符合する

もので、勧告の内容を実現すべく省内において

積極的に検討が進められていたことを示唆する

ものと考えられる。 
②支部農林省図書館の設立と「農林省図書月報」

の創刊 
「ショー氏の勧告」が農林省内でどのように

受容されたか、「農林図書月報」創刊号から伺う

ことができる。 
創刊号においては、片柳真吉農林次官は「創

刊の辞 アメリカ農務省図書館の印象」と題して

農務省図書館を訪問した際の印象を「われわれ

は図書館とは図書の閲覧が本来の目的の如く観

念的に理解しているのであるが、農務省図書館

では開覧よりもむしろインフオメイシヨン・サ

ービスが主たる目的となっている。広範な米国

各地から農務省図書館に対して調査の依額－オ

フアがあった場合、それに対して教示する。即

ち本の集積よりインフオメイシヨン・サービス

が主たる仕事である」と記している。 
また、「ショー氏の意見としては、農林省がサ

ーピス・センターとなり各地の試験研究機関の

貴重な研究結果を図書課において取纏め、全国

にインフオメイシヨン・サービスを行うことが

必要であるといつている」「日本では貴重な研究

の成果が知らされず眠っているということがあ

るであらう。わが国では今までこうしたサーピ

スがなされていなかつたのであるが、農林省図

書館において全国の農林関係試験研究機関の研

究成果を毎月取り纏め全国の関係機聞に頒布周

知するというサービスがなされることが望まし

い」として、「ショー氏の勧告」冒頭の「農林省

又は日本の研究者が全国の農事試験場における

研究報告は如何なるものでも農林省に申請さえ

するならば入手できるように」と同様のサービ

スの必要性を述べている。 
次いで磯邊秀俊農業改良局長は、農林省の刊

行物について「科学的な分類法、目録法に基き

整理し、目録を作成配布し、図書、資料の解説

紹介をなし、組織的な貸出閲覧等のいわゆる図

書館奉仕を提供することに対しては、一顧だに

与えられなかったといっても過言ではない」と

して、「行政運営に科学の面が導入されつつある

現状にかんがみ、今後立法に政策樹立に統計及

び調査等の資料が大いに活用されなければなら

ない。これらの意味において、一咋年国会図書

館の支部として農林省図書館が、更に昨年統計

調査部に図書課が設置せられたのである。」と設

立の目的を述べている。 
また小倉武一農林省図書館長からは、図書の

収集・整理・紹介の重要性は「時と所を訪わな

い」としているが、「戦前は、官房の文書課に図

書室があり、伝統的方法ではあったであろうが、

一応の整理が出来ていたのである。それが混乱

して、混乱は未だ充分に克服されていないので

ある。このような応対では既存の図書の利用も

行われ得ない」と「ショー氏の勧告」で指摘さ

れた状況とは若干異なる認識を示している。確

かに戦前期においても大臣官房図書課にて「農

林省図書目録」が 1928 年に刊行され追録も作

成されており、「一応の整理」はなされていたと

みることができる。 
さらに、恩田芳彦統計課長の「「農林省図書月

報」の発刊に際して」２）では「しかも図書館殊

に行政官庁に於ける図書館は、この外、リファ

レンス・サービスという重要な仕事がある。一
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般人のこの点に関する知識は皆無に等しいと思

われる。即ち農林省にあっては立法又は重要農

林政策の樹立策定に当り要求により又は自発的

に立法又はその関係資料の収集・分類・分析・

翻訳・索引・摘録・編集・報告その他の準備を

行うことであり、又個々の照会、質問、相談等 
に対し解答を与えることである。」と位置づけて

いる。 
このように、「ショー氏の勧告」を受けた農林

省図書館において、その理念を達成しようとい

う熱意が見られ、また前項で述べた通り実現に

向けた取り組みも見られる。ただし、4 者の創

刊の辞でのサービスの記述内容に見られるよう

に、重視すべき点については異なるとらえ方を

されたと考えられる。 
③ 方向性の確立 

1951 年の「農林図書資料月報」では、岡崎三

郎図書課長は「仕事の意義を反省してみよう」

として「第一に図書の閲覧、貸出し。この件数

はまことに少ない」「次に所謂リファレンス業務

であるが大体地方からは愚か省内からの照会も

殆どない。かりにあるとしても、此処には未だ

夫々の方面の専門家という程の人が居ないから、

やれはしないだろう」と記している９）。 
さらに、「広くいえば図書館の必要を感じてそ

の成立や発達に援助協力するような客観的機運

が熟さなければ成り立たないものである。その

客観的条件が私の見るところではあまり熟して

いるようには思われない」「つまり図書館事業に

ついて全体としてはなはだ関心が薄いのである。

省の内部のことにしてからがすでにそうなのだ

からまして一般民間特に農村を対象としてイン

フォメーションサーヴィスを営もうとしても随

分難しいだろうと思う」と利用者と図書館職員

双方の状況が当初掲げた理想にはほど遠いもの

である現状を述べている。このため、「希望を未

来に託した地味な内容充実の仕事」に注力する

こととしている。「そこで我々は先ず省内の刊行

物の網羅的収集を始めようと思う。前にも之を

やろうとした幾多の例がある。じっと坐ってて

は決して集まらない。しかし今之が出来なけれ

ば農林省図書館は将来に於て背骨のないものと

なろう」と記されているように、「ショー氏の勧

告」のすべてではなく、基盤となる資料収集に

重点を置こうとしたことが読み取れる。 
この結果として、先に述べた通り、1954 年の

霞ヶ関庁舎への移転に伴う利用者の増や、農林

省図書月報の拡張や農林文献解題の刊行など、

収集した資料を基にしたサービスが展開されて

いる。 
④外部での評価 

冒頭で示したとおり、農林省図書館の諸活動

は参議院図書館運営委員会の視察報告３）でも

「支部図書館中の出色ある存在」と表されてい

る。また、中井正一国立国会図書館副館長は「大

切なのは「本を読む」はたらき、 機 能
ファンクション

さえ果

たされればよいのであって、本と図書室という

実体
サブスタンス

そのものは必ずしも、その当体がもって

いなくてもよい」１０）として、図書館の概念に

ついて「実体概念より機能概念へ」の変革を掲

げている。その実例として農林省図書館をとり

あげ、「この議論を最初に取りあげられたのは近

藤康男氏を首班とした農林省の図書機関であっ

た。八つの研究所と、渉外課、調査局とを打っ

て一丸とする組織の事務局として、図書課なる

ものが出現したのであった。「室」から「課」に

移ったとき、それは実体概念から機能概念が新

しく生まれ変わったのであった。そして農林省

は、自分のところには室も本もなくして、ただ

リストの整備によって、そのころのわが館の官

庁出版物を五〇パーセントは利用したのであっ

た。」と記している１１）。 
さらに中井は「ショー氏の勧告」を受けた農

林省図書館の諸活動について、これまでの「場

所としての図書館」とは異なる「機能」を有し

たものであると評している１２）。 
 
やがて秋、国内の官庁出版物を米国に送る事

によって、アメリカの国会図書館から、交換と

して送って来る、外国官庁出版物は時には月一

万部を越える事すらあったのである。これに目

をつけたのが農林省であった。彼等は近藤康男

13）氏を主班として渉外局、調査局及び八つの研

究所を、打って一丸としてこの外国図書に向っ

て殺到して来たのである。 
 
そこではもはや、本を読むとか、本を納めて
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おくとかいうスペース、場所としての図書館で

はなくして、それは図書課とでもいうべき、大

きな組織としての「働き」（機能）としての流れ

である。本は省内の何処の室にあってもよい。

カタローグがしっかりしており、流れ作業の組

織さえ厳密に、そして巧に出来てさえいれば立

派に新しい意味の図書館が、そこにその姿を現

わしているのである。もはや、固定した場所を

図書館というのではなくて、省の全機構を流れ 
ている研究及び調査の流れ作業全体が一つの図

書館という機構となっているのである。 
そして、国会図書館の国際業務部は、恰も乳

房の如き役目を果たして、アメリカの農業技術

の戦争中の進歩の姿、また刻一刻を争う現実の

革新の姿が、農林省のあらゆる機構に向って、

血管の中に流れ入る如くみなぎり、ゆきわたり、

満ち溢れていったのである。 
 
４．まとめ 

以上、本稿においては「ショー氏の勧告」と

この勧告が農林省においてどのように受容され

たか、また農林省図書館のサービスの成立とそ

の影響について概説した。勧告された内容のす

べては今日でも実現を見ていないが、現在の農

林水産省図書館の基盤の形成に大きな影響があ

ったと考えられる。 
「ショー氏の勧告」の原文の存在の有無や農

林省図書館における検討の過程など不明な点も

多い。たとえば、Ralph R. Shaw 招へいの経緯

については、初代の図書課長である恩田による

「当時アメリカの図書館関係の人でショーとい

う人がいました。その人に私は手紙を書きまし

て是非援助してくれ、場合によっては日本に来

て農林省にハッパを書けてくれと書いた記憶が

あるのです。」と自身の関与を示す発言１４）があ

るが、その他の文献では確認できていない。 
また、「ショー氏の勧告」その他においては試

験研究機関の刊行物の収集や目録編纂の重要性

が散見されるが、この分野については農林省図

書館より農林省において試験研究機関を管掌す

る農林水産技術会議事務局における取り組みが

顕著である。農林水産技術会議事務局において

は試験研究機関における図書資料の整備充実を

図るため、1962 年に「国立試験研究機関におけ

る図書資料管理の実態」１５）、1963 年に「図書

資料利用の実態」１６）の 2 調査を行い、これら

の結果をもとに「農林省試験研究機関等所蔵外

国語逐次刊行物目録」１７）を 1965 年に刊行し

ている１８）。これらの諸活動は後に農林水産研

究情報総合センター（国立国会図書館支部農林

水産省図書館農林水産技術会議事務局つくば分

館）の設立などに繋がるが、これらと「ショー

氏の勧告」の関係については明らかになってい

ない。これらを含め引き続き調査を行い、機会

があれば稿を改めて検討し日本における農学分

野の図書館活動の成立と展開を知る一助としたい 。 
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