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A Study on the Role of Santama Kyodoshiryo Kenkyukai
in the Postwar History of Public Libraries in Japan
Maniko KATSURA
This paper aims at reconsidering the postwar history of public libraries in Japan from the standpoint of ʻ local collection ʼ
(kyodoshiryo). It examines (1) the general development of the ʻ local collection ʼ activities at public libraries from the 1950s to the
1960s, and (2) the specific activities of Santama Working Group for Local Collections (Santama Kyodoshiryo Kenkyukai) from
1975 to 1999.
As a result of this study, it became clear that Mr. Ichiro Aoki (1913-2004) who had been the director of Niitsu City Library
(Niigata Pref.) from 1951-71, by instructing the local librarians in Santama area (Tokyo) how to handle the local collection, played
an inﬂuential role in forming the Santama Working Group for Local Collections that started a new era in the ʻ local collection ʼ
activities at public libraries in the 1970s.
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Ⅰ．はじめに
)

公共図書館の郷土資料 １ は，地域の図書館が一般図
書とは別に独自に収集に努めている資料群である。そ
のような活動の根拠は1950年に制定された図書館法
である。しかし，実際に各地の公共図書館が所蔵する
郷土資料は現在でも未整理や未所蔵のものが目立ち，
当該地域に関するすべての資料を体系的に収集するに
)
至っていない。２ とりわけ中小規模の市町村立図書館
においてこのような状況を生み出した要因は何であろ
うか。
戦後日本の公共図書館は，1970年代から定着しだ
した貸出し重視の図書館サービスと共に発展したが，
既存の郷土資料の扱いは後回しにされてきたことがそ
の要因として考えられる。また，郷土資料は地域特有
のものであり，一般図書のような流通ルートがないこ

とも扱いを困難にさせている。そして，各図書館で何
を収集し，収集した郷土資料をどのように整理・提
供・保存していくかについて統一的な理解が欠如して
いたことが挙げられよう。
)
最後の点に関して，
「地域資料」３ という新しい名称
を用いて郷土資料の理論と方法論を提示したのが『地
域資料入門』
（1999）である。編集主体である三多摩
郷土資料研究会は，東京都多摩地域の30の市町村立
図書館で郷土資料を担当する図書館員を中心に構成さ
れ，1975年に発足し，今日まで活動を継続している。
戦後の公共図書館史を考察するにあたって，同地域の
公共図書館と三多摩郷土資料研究会の果たした役割は
大きいが，その歴史的・体系的な研究は見られない。
本稿では，郷土資料の観点から戦後の公共図書館史
を見直すという視座の下に，⑴図書館法制定以降に見
られる全国的な郷土資料活動の変遷をたどり，⑵三多
摩郷土資料研究会の活動内容を明らかにした上で，後
者の戦後公共図書館史における位置づけを試みる。⑴
)
全国的な郷土資料活動に関しては，先行研究 ４ を参照
しつつ，特に「郷土資料」から「郷土の資料」へとい
う用語の変化に留意して1950年代から1960年代にか
けての動向を概括する。⑵三多摩郷土資料研究会の活
動分析には，現地調査で新たに発掘した未公開の研究
会資料も用い，定例会活動を ５ 年ごとに区切って活動
の推移を整理した。本稿は「郷土資料」に着目するた
め，分析対象を1975年から1999年に限定し，「三多摩
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地域資料研究会」と名称変更した後の活動については
別稿を期す。また，初期の定例会には青木一良（1913
−2004）という人物がしばしば登場し，研究会の活動
に何らかの影響を与えたと推察される。彼の人物像に
ついても，文献と関係者からの聞き取りを基に本稿で
初めて明らかにするものである。

Ⅱ．戦後公共図書館史と郷土資料
Ａ．伝統的な郷土資料活動
１ ．図書館法の制定（1950）
戦後，公共図書館全体に郷土資料の収集と提供が求
められるようになったのは，1950年の図書館法制定
以降のことである。第 ３ 条第 １ 項は，図書館が収集・
提供する資料として以下のものを規定している。

１ ．郷土資料，地方行政資料，美術品，レコード，
フィルムの収集にも十分留意して，図書，記録，
視聴覚教育の資料その他必要な資料（以下「図書
館資料」という）を収集し，一般公衆の利用に供
すること。
ここで注意したいのは，「郷土資料」と「地方行政
資料」とが区別して列挙される点である。両者とも当
該地域を知るために欠かせない資料であるが，前者は
郷土史を中心とした地域の歴史的資料を指し，後者は
設置自治体の刊行物を中心とした地域の現代的資料を
指したものと考えられる。図書館法と時を同じくし
)
て発刊された西崎恵の『図書館法』５ はさらに詳しく，
郷土資料は「その図書館の所在する地域に関連を持つ
文献とか，考古学的又は民俗学的資料」であり，地方
行政資料は「その図書館の所在する地方公共団体の行
政に関する資料」であるとし，条例や規則，告示等も
これに含まれると解釈している。つまり，図書館法は，
地域に関する歴史的資料と現代的資料の両方を一般の
図書と同様に収集し，地域住民に提供することが図書
館機能の基本であると規定しているのである。

２ ．図書館における文書記録の扱い
図書館法においては，郷土資料と地方行政資料双方
の収集・提供が定められたが，公共図書館における実
践は郷土資料を整理することから始められた。根本彰
)
はこの時期を「整理技術期」と名づけている。６ 戦後
公共図書館の郷土資料コレクションの中心は古文書や
行政文書などの文書記録類であったが，これらは独自
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の秩序をもった「ナマ資料」であるため，図書館がど
う扱うかについて活発に議論された。
例えば，郷土資料の全国的な研究集会としては最初
のものとなる1954年の全国公共図書館研究集会（松
山）では，テーマとして「郷土の資料の整理」が取り
上げられた。そこで郷土資料を図書，新聞・雑誌，変
形図書，視聴覚資料，博物館的資料の ５ つの分野に分
類することが提案され，古文書や古記録などの文書記
録は図書と同じ分野に入れられた。これに対して，平
井良朋は，図書とは別に文書記録を新たに加えた六分
)
類法を提案している。７ また，文書記録は「その方面
の専門学者や専門技術者の手によって解きほぐされ，
復刻され，または解説を加えられるなどの手続きを経
て後，一般人の前に提示しうる」とし，一般の図書館
資料と同様の NDC による分類は難しく，一般郷土資
料とも異なった扱い方をする必要があると論じてい
る。
このように，1950年代の公共図書館における郷土
資料論の中心は，図書以外の様々な資料も郷土の資料
に含めて収集し，整理・保存しようというものであっ
た。しかし，図書館で多様な種類の郷土資料を管理す
るには限界があったため，1959年に山口県立山口図
書館は，日本最初の文書記録を扱う独立の機関として
山口県文書館を設立した。同館はその後の文書館・公
文書館運動をリードしていくことになるが，それは後
述するように文書館設立以前から文書記録を収集して
きた公共図書館にとっても大きな影響を及ぼすものと
なった。

３ ．文書館の登場（1959）
山口県文書館設立の経緯は次のようである。文書館
の母体である県立山口図書館は明治36年の開館当時
から文書資料の収集を積極的に行ない，郷土史研究に
も熱心であった。戦後，毛利家から山口県に「毛利家
文庫」約 ５ 万点が寄託され，そのまま県立図書館の郷
土資料室に移管された。しかし，郷土資料室には既に
郷土資料や行政文書，戦前の県史編纂所が収集した資
料が数万点存在していたため，これらの資料群と毛利
家文庫とを図書館が一手に管理することは困難となっ
た。そのため，郷土資料室は図書館から独立し，当時
の図書館長鈴木賢祐の下，1959年に山口県文書館が
誕生した。
設置に際して鈴木は，アメリカの公文書館に倣っ
て，古文書と行政文書の両方を扱う近代的な機関を目
指した。それは単なる文化施設ではなく，行政組織に
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とっての情報センターとしての機能を兼ね備えたもの
に「郷土の資料」という新しい表現が用いられている
)
である。８ のちに制定された山口県文書館条例（1964） 点に注目したい。「郷土」を「郷土の」という表現に
置き換えることによって，歴史的資料が中心であった
によると，文書館設置の目的は「山口県の公文書及び
郷土資料との違いを示し，現代的資料も重点的に収集
記録並びに県内の歴史に関する文書及び記録（以下
「文書」という。）を収集し，及び管理するとともに， すべきであることを強調している。さらに，図書館が
これらの活用を図り，もって文化の発展に寄与する」 地域のアクセサリーにしかすぎないという次元から抜
け出して住民の生活と密接な関係を持つ施設として機
ことであるとしている。
能するためには，新鮮な内容の実用的な資料が必要に
従って，文書館とは行政文書と歴史文書の双方を扱
なることを予測している。
い，それらに関連する調査研究を専門的に行なう機関
なお，図書館法第 ３ 条で郷土資料と同様に図書館資
である。一方，図書館は，図書館法第 ２ 条において「図
料と規定された「地方行政資料」の項目は『中小レポー
書，記録その他必要な資料を収集し，整理し，保存し
ト』には見られない。しかし，「郷土の資料」に代表
て，一般公衆の利用に供し，その教養，調査研究，レ
される現代的資料の一角は地方行政資料であり，資料
クリエーション等に資することを目的とする施設」で
活用の具体例は下に挙げる「レファレンス・サービス」
あると定義されている。図書館が収集する資料にも文
（館内奉仕）の項目からも読み取ることができる。
書記録は含まれるが，図書館の基本的な機能は利用者
『中小レポート』が打ち出した公共図書館の新しい
の調査研究を支えることであって，図書館資料そのも
機能の １ つは，様々な関心や問題を抱えて生活をする
のについての調査研究を積極的に行なうことはない。
地域住民に正しい情報や問題解決のための判断材料を
設置目的から判断すると，文書記録の保存と提供を
提供する「インフォメーションセンター」となること
司る機関としては文書館が適している。しかし，市町
であった。その中心的なサービスが地域住民からの相
村レベルで文書館を設置する自治体は少なく，公民館
談に応えるレファレンス・サービスであり，特に「地
や資料館，博物館，役所の倉庫などに様々な文書記録
域の実情」に即したレファレンス・サービスが効果
が保管されていた。図書館もそのような仕事の一端を
的であると主張する。その内訳は以下のとおりであ
担い，文書館的役割を果たしていたのである。
)
る。11
Ｂ．
「郷土の資料」運動
地域の日常生活に関する情報
『中小レポート』と「郷土の資料」
１．
Ａ 市政に関すること
『中小都市における公共図書館の運営』
（以下『中小
)
Ｂ 市の主要な産業に関すること
レポート』
，1963）９ は，公共図書館が郷土資料を扱う
Ｃ その地方の行事について
際に古文書などの文書記録に重点を置きすぎてきたこ
Ｄ その他（書式の書き方などの日常的なもの）
とが，当時の公共図書館がいまだ「地域のアクセサ
郷土史に関すること
リー的な存在」でしかない要因の １ つであると指摘し
図書及び読書に関すること
た。
『中小レポート』とは，中小都市における公共図
書館の運営基準を作成するために，日本図書館協会の
地方行政資料の活用が期待されるのは のＡとＢで
下に設置された委員会が1960年から ３ 年間かけてま
あり，上述の「郷土の資料」が意味する「現在の市民
とめた報告書であり，
「郷土資料」の項目の冒頭で次
10)
生活に直接結びついた，市民生活に有用な資料」に通
のように述べている。
じる。地域に必要とされる公共図書館となるために
は，これらの質問に図書館が回答できるよう，地方行
郷土の資料は，地域の市町村立図書館が責任を
政資料，郷土資料，一般図書を含む幅広い分野の資料
持って収集しなければならない。ただここで注意し
なければならないのは「郷土の資料」という場合， を図書館に取り揃えておくことを『中小レポート』は
明言している。
その重点は現在出ている資料であることである。す
なわち，現在の市民生活に直接結びついた，市民生
「郷土の資料を図書館に収集しよう」（1962）
活に有用な資料がその主力である。
２．
『中小レポート』に見られた「郷土の資料」という
考えが全国的に広まる最初の契機となったのが1962
1950年代には一貫して使われた「郷土資料」とは別
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年の「郷土の資料を図書館に収集しよう」運動であっ
)
た。これは，当時の県立長野図書館長，叶沢清介12 が
『図書館雑誌』 ６ 月号で呼びかけたものであり，「叶沢
13)
提言」と呼ばれる。
古文書的資料よりも地方行政資料，農工水産関係等
の「今日的な資料」
（＝郷土の資料）に目を向けた資
料収集を実行することがこの運動の目的であった。ま
た，実施する際の注意点として「図書館が古いものの
みに関心を持つという印象を植えつけることは細心の
注意を払って避けたい」とも呼びかけている。
同年10月に開催された全国公共図書館整理部門研
究集会では，
「郷土資料の収集整理」をテーマに行政
)
資料や産業資料の収集が議論された。14 テーマ名には
まだ「郷土資料」という名称が残っているものの，古
文書を扱っていた1954年度の研究集会とは異なり，今
日的な資料への関心が高いことが分かる。また，同年
11月の都道府県立図書館部会（栃木）においても行政
資料の収集に関する協議がなされ，出席者の １ 人の叶
沢は，郷土資料の中でも特に行政資料の収集方法につ
15)
いて今後検討していく必要があると発言している。

３ ．郷土の資料委員会（1963〜1967）
叶沢提言の翌年にあたる1963年 ５ 月，日本図書館
協会の臨時委員会として郷土の資料委員会が発足し，
活動期間は1967年までの ４ 年間であった。委員会は，
郷土の資料収集運動の提案者である叶沢清介を中心に
した都道府県立図書館の関係者により構成された。同
委員会の働きかけにより，全国公共図書館研究集会や
全国図書館大会など全国的な集会で郷土の資料をテー
マにした部会が開催されるようになった。なかでも，
1965年度・1966年度の研究集会が「全国公共図書館
（郷土の資料）研究集会」の名称で開催された点には，
「郷土の資料」に対する図書館界の意識を高めたいと
いう郷土の資料委員会の思いが読み取れる。
この時代の公共図書館は類縁機関に相当する文書
館の設置問題にも大きな関心を寄せていた。例えば，
1965年度の全国研究集会（富山）のテーマは「地方行
政資料の収集と整理」であったが，図書館と史料セン
ターの問題も取り上げられている。1966年度は，
「公
共図書館と文書館制度について」というテーマで全国
研究集会（山口）が開かれ，①文書の保存・利用はど
うあるべきか，②文書の保存・利用機関はどうあるべ
きか，③図書館は文書館問題をどう考えるべきか，の
３ 点について討論された。その背景には，1964年11
月頃より展開された「日本史資料センター」問題をめ
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ぐる論争があった。
学術機関に資料センターを置く
構想に反対する人々は史料の保存・公開は大学を窓口
にするのではなく，国や地方自治体が設立する文書館
で公開されるべきであるという共通認識を持ち始める
ようになる。当時文書館機能を持った施設は，文部省
史料館と県立山口文書館だけであったが，この論争を
きっかけに文書館の設立が重視されていく。こうした
流れの中，同じく歴史的資料を扱う図書館も文書館設
立が与える影響と生じうる問題について考える必要に
迫られた。
文書館問題に押され，郷土の資料収集運動の中心課
題であったはずの地方行政資料については，継続的な
収集の必要性を説くに留まり，全国的な啓蒙活動は，
全国図書館大会の一部会「郷土の資料部会」
（1966〜
1975）へと継承されていった。同部会の終了とともに
1960年代より1970年代前半までに行われた「郷土の
資料」についての啓蒙活動は一段落し，1970年代後半
以降の郷土資料活動は，個々の図書館による実践段階
へと進展していった。その一例として，次章では，東
京都多摩地域の公共図書館における郷土資料活動の歴
史を概括する。

Ⅲ．三多摩郷土資料研究会の活動
Ａ．研究会発足の背景
１ ．多摩地域における図書館の普及
戦前の多摩地域には，明治期に発足した八王子市立
図書館（設立当時は八王子町）と浪江虔が現在の町
田市鶴川に開設した南多摩農村図書館の ２ 館が存在す
るのみであった。戦後1950年に図書館法が制定され，
1963年の『中小レポート』によって中小都市における
図書館のあるべき姿が描き出された時点でも，奥多摩
町，武蔵野市，町田市，府中市の ４ 館しかない。つま
り，叶沢提言（1962）が出された当時の多摩地域には，
郷土資料を収集するための基盤となる図書館が整備さ
れていなかったのである。
1970年代に入り，多摩地域に本格的な図書館建設
ラッシュが始まる。第 ２ 期美濃部都政下の1971年から
1976年の ５ 年間，東京都図書館振興策が実施され，都
は図書館未設置の市町村に図書館建設費と図書購入費
17)
の半分を補助した。
1976年には設置自治体が21に増
え，多摩地域全体の ３ 分の ２ で図書館サービスが開始
された。
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『市民の図書館』と郷土資料
２．
1970年に日本図書館協会より刊行された『市民の
図書館』は，公共図書館を市民の身近な存在とさせ
る契機となった １ 冊である。これは，
『中小レポート』
（1963）の ３ つの提言「貸出し重視」
「全域奉仕」
「資
料第一」を具体化することに成功した，ある図書館を
モデルに新しい公共図書館像を示したものである。そ
のモデルになったのが，多摩地域で1965年に移動図
書館「ひまわり号」からサービスを開始した日野市立
図書館であった。その後，多くの市町村立図書館は，
『市民の図書館』が提唱する「貸出し」
「児童サービス」
「全域奉仕」の ３ つを図書館サービスの柱にして成長
した。
同書は，公共図書館の基本的機能である資料提供は
18)
「貸出しとレファレンスという方法であらわれる」
が，
「市民が日常生活の問題解決に図書館を使う（レファ
レンス・サービスをうける）という常識は現在非常に
)
薄い」19 と指摘し，まずは貸出しを充分に行い，その
先に市民からのレファレンスの要求があると主張す
る。つまり，レファレンス・サービスは貸出しに付随
して自ずと要求されるものであり，その実践について
の議論は時期尚早であるため『市民の図書館』では大
きく取り上げられなかった。
『中小レポート』には「地
域の実情」に即したレファレンス・サービスの必要性
が盛り込まれており，地域行政資料や郷土資料を用い
た活用例についても言及されていたが，
『市民の図書
館』では，郷土資料という言葉すら登場しなくなった
のである。
日野に続こうと全国の市町村立図書館が『市民の図
書館』の推奨する貸出しに力を入れるようになり，同
書に言及されない郷土資料の扱いは後回しになって
いったと言うことができる。しかし，モデルとなった
日野市立図書館では，
『市民の図書館』が刊行された
1970年代に，すでに貸出しだけではなく郷土資料に対
しても前向きに取組んでいたのである。例えば，1973
年の中央図書館開館当初より郷土資料を提供する「市
民資料室」をレファレンス室と同じフロアに設置し，
1977年には新市庁舎の一角に「市政資料室」という地
域行政資料を専門に扱う分館を置いて市職員や議員，
市民へのサービスを開始した。このような郷土資料の
収集と活用に対する高い関心が，日野のみならず多摩
地域の他の図書館においても同様にあったことが，次
に述べる三多摩郷土資料研究会の発足へとつながった
のである。
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Ｂ．研究会活動の分析
１ ．三多摩郷土資料研究会の発足（1975）
1975年12月，多摩地域図書館の郷土資料担当者を対
象に「他館との意見・情報交換の場を作り，各館の郷
20)
土資料の充実を計ること」
を目的とした三多摩郷土
資料研究会（以下「三郷研」
）が発足した。会発足の
21)
背景について，蛭田廣一は次のように記している。
多摩地域の歴史的かつ地域的な関連と，図書館成
立事情の共通性（多摩地域の図書館のほとんどは昭
和45年以降に成立した新しい図書館で占められて
いる）から，図書館の置かれている現状や問題など
にも共通性があった。また，まさに資料が物を言う
図書館にあって，資料の質と蓄積が問われ，しかも
その上に地域についての情報・知識を要求される郷
土（地域）資料担当者にとって，資料に関する情報
や知識を得，地域を知らなければ良い仕事ができな
いという共通認識もあった。
『市民の図書館』以降，貸出し重視の流れの中で多
摩地域の郷土資料担当者たちは「地域を知る」ことが
図書館サービスの基礎であるという共通認識があった
ことが分かる。また，貸出し冊数への貢献度が低く，
未収集・未整理状態の郷土資料をどう扱かうかは，多
摩地域の大多数の図書館が共通して抱えていた課題で
あった。
三郷研が発足するにあたって，1975年当時東京都
公立図書館協議会の郷土資料部会に参加していた日
野・府中・昭島・町田・東村山の地域資料担当者が幹
事を務めた。会の運営は幹事館に任され，事務局が日
野市立中央図書館に設置された。翌1976年 ４ 月に三
郷研は東京都市町村立図書館長協議会の下部組織とな
る。その結果，三郷研は単に図書館員の有志の集まり
ではなく，その活動は館長に認められた図書館業務の
一部であることになった。
)
三郷研の主な活動は，蛭田によれば22 ，⑴郷土資料
に関する情報交換を行う，⑵各館の郷土資料を実際に
見聞し，各館の参考になるべく意見交換を行う，⑶郷
土資料についての先達の講演会，討論会等を開く，⑷
貸出という図書館の基本的業務の中で，郷土資料はい
かに利用者と結び付けられていくかの方法についての
研究，⑸分類など整理方法の研究，⑹可能な範囲での
資料発掘である。これらのうち，⑴〜⑶が発足当初の
必須課題とされ，残りの ３ つは将来的な課題として位
置づけられていた。
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２ ．活動内容の概観
1975年12月より三郷研の活動が開始し，年に ６ 回
の定例会を開催し，多摩地域の各図書館の郷土資料担
当者が入れ替わっても，研究会は今日まで継続してい
る。その間，三郷研が編集した『地域資料入門』が
1999年に出版され，これを機に「三多摩地域資料研究
会」へと名称を変える。30年を超える研究会の歴史の
中で生じた名称変更は，長年継続してきた郷土資料活
動が一区切りしたことを意味すると考え，本稿では三
郷研時代（1975〜1999）に限定して活動の歴史を整
理し，郷土資料に対する取組みの変化を分析する。
三郷研の定例会は1999年までに通算139回開催され
ている。そのうち第102回（1993年10月）までの活動
は荒井敏之の「定例会100回の軌跡―三多摩郷土資料
)
研究会―」23 に掲載されているテーマ一覧を参考にし
た。第103回から第139回までの活動については，昭島
市民図書館と町田市立中央図書館の協力を得て，当時
の報告記録に沿ってテーマ一覧を独自に作成して補完
した。1975年から1999年までの定例会の活動内容を
５ 年度ごとに整理すると，表 １ のようになる。
表 １ 「三郷研定例会：1975〜1999（第 １ 〜139回）」

1975-

多摩地域の各館における地域資料業務の把握，

1979

レファレンスへの対応

1980-

青木一良による地域資料整理の指南，類縁機関訪

1984

問，業務マニュアル・独自分類表の作成

1985-

業務実態調査の実施，地域資料業務の具体化，

1989

情報公開に連関した行政資料の収集，類縁機関と
協力した郷土資料分科会の運営，資料保存

19901994

第 48 巻 2008

)

24
心に行われた。
各館の郷土資料業務をある程度把握したのち，研
究会では郷土資料に関係するレファレンスにどのよう
に対応していくかが検討されはじめた。郷土資料の収
集や整理の方法についての議論がまだ充分でないとき
からレファレンスへの対応が問題となっている点は注
目に値する。また，図書館のレファレンス・サービス
を強化するためには郷土資料の活用が重要であるとい
う認識を持っていたことが分かる。これを実践したの
が，先に挙げた日野市立図書館の市政図書室であっ
た。1977年に日野市役所内に設置された同室は所蔵
資料を「地域・行政資料」と呼び，分類整理，行政資
料の提供，行政資料を活用したレファレンス・サービ
スに着手している。三郷研の定例会では1979年 ５ 月
（第19回）に日野市政図書室で業務の現状報告と見学
会が催されている。

２ − ２ ．郷土資料の収集・整理（1980年代）
1980年代前半の研究会活動の顕著な特徴は，青木一
良による講演が非常に多いことである。1982年から
1985年の間に以下のテーマで ６ 回の講演を行ってい
る。
郷土資料の分類と件名索引について（第32回）
郷土資料索引の必要性について（第44回）
郷土資料関係の雑誌記事索引について（第45回）
雑誌記事索引作成の実習／新聞記事索引の作り方に
ついて（第46回）
新聞記事による年表索引について（第47回）
地域図書館の郷土資料組織論（図書・雑誌・新聞・
写真資料などの組織化と索引）
（第48回）

利用のための資料保存，多摩地域地誌の索引づく
り，地域資料総合目録計画（中断）

1995-

『新編武蔵風土記稿索引』
『地域資料入門』刊行，

1999

業務実態調査の実施，研究会の名称を変更（三多
摩地域資料研究会）

２ − １ ．郷土資料業務の把握（1970年代）
三郷研発足当初，開館間もない図書館では，郷土資
料担当者の多くが日常の業務に追われていたこともあ
り，他の図書館における郷土資料業務の実状を知るす
べがなかった。そのため，研究会の初期の活動は，活
動方針⑵に挙げられた「各館の郷土資料を実際に見聞
し，各館の参考になるべく意見交換を行う」ことを中

これから，資料の分類方法や，雑誌・新聞記事の索
引の作成方法などの技術的な方法論だけでなく，索引
の必要性や地域の図書館に求められる郷土資料の組織
化など，郷土資料業務の理念的な側面を郷土資料担当
者に教授していたことが推測される。三郷研の活動方
針⑶に「郷土資料についての先達の講演会，討論会等
を開く」とあるように，青木は郷土資料の専門家とし
て三郷研の初期の活動に深く関与している。青木と三
郷研の関係については，1990年代の研究会活動を概
括したのちに考察を加えることとする。
1983年には，三郷研の活動方針⑸に挙げられた「分
類など整理方法の研究」の成果が三郷研独自の「郷土
資料分類表」となって完成する。この分類方法を考案
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する以前は，日本十進分類法（NDC）の「09 貴重書・
状態にしておく必要がある。つまり，図書館を含め，
郷土資料・その他のコレクション」に郷土資料は含ま
資料を扱う機関は「利用のための資料保存」を考慮し
れていた。郷土資料には地域の歴史や行政に関する資
なければならない。三郷研はこの課題に以下のように
料が多いため，従来の分類では「092 歴史・地理」 取り組んでいった。
と「093 社会科学」に資料が集中してしまう。これ
文化・文政期に昌平坂学問所地理局の間宮士信らに
に着目した三郷研は，該当する資料の多いカテゴリー
よって編纂された武蔵国の地誌『新編武蔵風土記稿』
を細分化するために，アルファベットと数字を組み合
（1810年起稿，1830年完成）は全266巻に及び，その
わせた新しい分類体系を提案した。これにより，092
うち多摩郡について書かれている部分は40巻ある。同
は「Ｂ 歴史」と「Ｄ 地理（誌）
・文化財・伝記」に， 文書には三多摩の村々の歴史・地理・農業・特産・寺
院・寺社・山や川・名所旧跡・行事など村民の生活に
093は「Ｅ 民俗」「Ｆ 議会・選挙」「Ｇ 行政」「Ｉ
財政」
「Ｊ 経済」
「Ｋ 統計」
「Ｌ 社会・生活」
「Ｍ
関係するあらゆる事象が記録されているため，多摩地
労働」
「Ｎ 福祉厚生」
「Ｏ 教育」の10項目に細分
域の基本的な地誌としての評価も高い。しかし，いく
化された。
ら有用な資料でも，索引のない『新編武蔵風土記稿』
1980年代後半の三郷研が成し遂げた成果として， の中から必要な情報を得ることは非常に困難である。
三郷研が長年かけて取り組んだのは，この問題を解消
1988年の第74回全国図書館大会（東京・多摩）の「郷
土資料分科会」を挙げておく。三郷研は全国大会の一
するための索引づくりであった。
部会を任され，
「豊かな地域社会をめざして―図書館
奇しくも全国図書館大会の郷土資料分科会を担当し
26)
と生涯学習―」という大会テーマのもと，
「開かれた
た1988年に開始された『新編武蔵風土記稿索引』
の
郷土資料（地域資料）のために」をメインテーマに，
「地
編集作業は，1996年12月に終了し，翌年 １ 月にたまし
27)
域に根ざした地域資料活動」をサブテーマとし，郷土
ん地域文化財団によって刊行された。
原書と索引を
資料分科会の運営を担当した。前章で述べたとおり， 併せて利用することが可能になったことにより，多摩
図書館大会の「郷土の資料部会」は1975年を最後に休
地域を知る上で欠かすことのできない有効な資料が，
止状態であったため，13年ぶりに分科会が設置され
より活用度の高い資料へと生まれ変わったのである。
たことになる。また，分科会テーマが「郷土資料（地
『新編武蔵風土記稿』の索引づくりに携わった府中市
域資料）」とあるようにこの頃から多摩地域の図書館
立図書館の庄司明由は，「地域の図書館は，その地域
の間で「地域資料」という名称を意識的に用いようと
が必要とする情報を提供する責務を持っている。さら
していることもうかがえる。
にその情報を，利用しやすい形に組織化し整備するこ
13年ぶりに開催された全国規模の研究会において， と，すなわち情報と人とを結びつける仕組みを作るこ
多摩地域の ５ つの機関（公共図書館，博物館，公文書
とは，図書館を有機的に動かしている図書館員の任務
28)
館，大学図書館，企業資料室）が一堂に会し，「それ
である」
と述べ，索引の作成はその仕組みをつくる
ぞれの機関の資料提供・情報提供に関する相違点・類
ための重要な作業であると指摘している。『新編武蔵
似点を検討して，利用者サービスをどう統合的に発展
風土記稿索引』を作成する過程を通して，多摩地域の
25)
させられるか」 という問題提起が行われた。図書館
図書館員たちは資料を収集・整理し，原資料をそのま
に限らず，地域内の各種機関が連携・協力して，利用
ま保存・提供するだけではなく，利用困難な資料は利
に結びつく郷土資料の活用を展開させていこうという
用しやすい形に加工・編集して提供することの重要性
共通認識が，当時の多摩地域には既に存在した。
に気づかされた。三郷研の活動方針⑷「貸出という図
書館の基本的業務の中で，郷土資料はいかに利用者と
結び付けられていくかの方法についての研究」がここ
２ − ３ ．利用のための資料保存（1990年代）
に反映されている。
1990年代の三郷研は「資料保存」をテーマにした定
例会が多く開催され，資料の保存や修復を専門とする
1990年代後半の三郷研の定例会テーマを見ると，
企業の担当者から保存に関する技術について直接指導
「郷土」から「地域」に用語が変化していく様子がう
29)
を受けるようになる。とりわけ郷土資料のようにその
かがえる。
これは，1996年に『新編武蔵風土記稿索
地域にしかない資料群をいかにして長期間保存してい
引』が完成してまもなく，地域資料に関する入門書作
くかという問題は大きい。郷土資料を利用に供するた
成に向けた準備が始まったことに起因する。この間の
)
めにはいつの時代でもその資料を利用者に提供できる
経緯については蛭田廣一の報告30 が詳しい。三郷研の
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ような一研究会が『地域資料入門』を編集した背景に
は，同研究会がこれまでに行ってきた数々の活動が日
本図書館協会に高く評価されたからであった。
1960年代に「郷土資料」から「郷土の資料」へと名
称が変わったことで郷土資料への意識が高まったよう
に，三郷研は「郷土資料」を「地域資料」と呼び変え
ることによって『市民の図書館』以降後回しにされて
いた郷土資料の扱いを一新し，時代に即したサービス
確立のための共通認識を示そうとしたのである。全国
の市町村立図書館に向けて地域資料（＝郷土資料）の
理念および収集・整理・保存・提供という一連の業務
についての方法論を提示したことは，三郷研の最大の
活動成果である。

３ ．青木一良と三多摩郷土資料研究会
1999年までの三郷研活動を通して，2-2で述べたよ
うに青木一良（1913-2004）ほど定例会に登場する人
物は他にいない。1980年代前半の初期活動に深く関
与していることから，青木が多摩地域の公共図書館の
郷土資料活動に与えた影響は大きいことがうかがえ
る。以下，三郷研を支えた青木一良の人物像と，研究
会との具体的な関わりについて考察する。
青木一良は，日本図書館協会，ジャパン・ライブラ
リー・ビューローでの勤務を経て1951年から1971年
までの20年間，新潟県新津市立記念図書館の館長を務
めた。この図書館の前身は1925年に開館した新津町
立図書館であり，日本で最初の完全自由開架図書館で
あった。また，青木が館長の時代の1960年には，日本
図書館協会の中小公共図書館運営基準委員会が実施し
)
た実地調査の対象館の １ つに選定されている。31 調査
の結果は最終的に1963年の「中小レポート」にまとめ
られたが，青木はその内容に一部批判的な意見を示し
ている。例えば，報告書の言う「標準的な公共図書館
を目指すこと」と市町村立図書館として最低限の地域
の要望と責任を満たすこととは別問題であると言う。
32)
つまり，人口 ５ 万を図書館の奉仕単位として一定量
の資料費と職員数を満たせば図書館として成立すると
いう「中小レポート」の基準に対して疑問を投げかけ
た。
地域図書館のあり方を追究した青木は，農業地帯と
いう新津市の地域性を考慮した図書館活動を実践し，
農業や産業に関係する資料の充実とレファレンスの対
応に力を入れていた。これらの活動の成果は，彼が新
津の図書館長を退職した翌年の1972年に出版した『地
域図書館活動：その歴史・実践・理論』に記されてい
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る。青木はその中で，図書館において保存と利用は相
互に依存するものであることを主張する。そして，市
町村立図書館は地域性を基盤として始めて成立し，そ
こに利用者の民主性が加わることにより発展するとい
う考えを明確に示している。同書の最後には，
「情報
図書館」としての図書館の機能を提案し，地域的な情
報や資料についてはもっとも小さい単位の市町村立図
書館が収集の責任を持ち，蓄積された資料を組織化し
て利用しやすくする努力が必要であると説いている。
情報図書館の実現のために青木が新津で実際に行
なった試みの １ つに「新津郷土情報索引」がある。こ
れは新津に関する資料の所在に関する詳細な索引であ
り，同様の索引を各図書館が責任を持って作成するこ
とを推奨している。また，青木は著書の中で郷土資料
33)
の特徴を次のように捉えている。
地域の現状を示す記録の収集が，当面の主力とな
るわけであるが，それにつながる過去の行政資料，
産業資料，教育・文化資料，民俗資料などが記録さ
れた形で，それにつづくことになる。さらに将来を
見通すのに必要な資料が，注意深く準備されねばな
らないであろう。そのためには地方小図書館にあっ
ても，オープン・ファイルや視聴覚的な磁気資料の
整備も当然である。
ここに示される「地域の現状を示す記録」およびそ
れにつながる過去の資料とは，全国的な地域資料活動
の歴史に登場した1960年代の「郷土の資料」運動と
1950年代の伝統的な郷土資料活動がそれぞれ中心的
に扱っていた資料に相当する。これに加えて，郷土資
料を「将来を見通すのに必要な資料」と表現している
点が青木独自の解釈である。郷土資料は過去から現
在，そして未来へつながる資料群であるからこそ，地
域の「情報図書館」としての市町村立図書館には郷土
資料を体系的かつ継続的に収集・整理・保存・提供す
る責任があり，その形態も図書資料にこだわることな
くその時代に即した新しい資料形態を受け入れていく
ことが必要であると説いている。
新潟での地域図書館活動の豊富な経験と独自の図書
館論をもつ青木一良の新たな地域図書館活動の場と
なったのが東京都の多摩地域である。1971年に新津
市立記念図書館を退職後，秋川市（現あきる野市）へ
居を移し，1972年には上述の『地域図書館活動』を地
元の黒田書店から出版している。翌年には多摩地域に
９ 館の図書館が開館し，青木と多摩地域の図書館との

戦後公共図書館史における三多摩郷土資料研究会の位置づけ

関わりは，その中の昭島市民図書館から始まる。以下，
)
当時郷土資料を担当していた松尾昇治氏の回想34 を基
に，開館間もない同図書館における郷土資料活動が青
木の協力により進められていった様子を紹介する。
地域図書館活動の実績を持つ青木一良は，昭島市民
図書館の初代館長となった矢野有に依頼され，臨時職
員として同図書館の郷土資料の整理に1979年まで携
わる。青木から伝授された整理法は現在でも引き継が
れており，例えば，閉架書庫の郷土資料をすべて封筒
に入れて保存する方法は他の図書館には見られない昭
島独自のものである。また，対象とする郷土資料は図
書資料に留まらず，開館当初より新聞記事をマイクロ
フィルムの形でも収集している。過去の新聞記事を電
子形態で保存する，今日でいうところの資料の電子化
が1970年代に既に開始されていたのである。
松尾氏によると，青木は昭島での郷土資料の直接指
導の他に，多摩地域の他の図書館から郷土資料のノウ
ハウを共有できる研究会の立ち上げについて相談を受
けていた。これが1975年発足の三多摩郷土資料研究会
へと繋がることから，青木が三郷研の立ち上げや運営
について深く関係していたことが分かる。既に述べた
ように，1980年代前半の定例会で青木はしばしば講
演しているが，その内容には郷土資料索引や雑誌記事
索引，新聞記事索引が含まれ，すべて郷土資料の索引
づくりに関係する。これは地域図書館活動の基礎とし
て青木がもっとも重要視していた図書館の責務でもあ
り，新津時代に青木が実践した「新津郷土情報索引」
の理論と方法はまずは昭島で継承され，三郷研の活動
を介して多摩地域の他の図書館にも教授されていった
のである。
昭島での勤務を終えた青木は，1980年以降も府中・
秋川・小平の図書館を転々とし，それぞれの図書館で
郷土資料整理の方法に助言を与えている。昭島の郷土
資料に関する基本的な整理・保存の方式に大きな変化
は見られないが，保存に使用していた封筒はより保存
性の高い中性紙素材の封筒へと変わった。郷土資料分
類は NDC ２ 桁から三郷研分類を採用し，分類が細分
化された。また，1980年代に図書館にコンピュータが
導入されたのに合わせ，開館当時からの郷土資料目録
を電算化し，郷土資料専用の検索システムを昭島で独
自に開発している。青木によって郷土資料整理の路線
が築き上げられた昭島市民図書館の郷土資料活動は，
彼が現場を離れた後も担当者の努力によって継続・発
展していったのである。
1985年以降，青木が三郷研の定例会で講演すること
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はないが，青木が伝えた地域資料の理念と技術は多摩
地域の地域資料担当者と三郷研の活動に大きな影響を
与えた。1983年の「郷土資料分類表」
，1996年の『新
編武蔵風土記稿索引』，1999年の『地域資料入門』は
いずれも研究会の活動実績であり，元をたどれば，青
木一良による郷土資料指南の延長線上にこれらの成果
が生まれたと評価することができる。

Ⅳ．おわりに
本稿では，まず全国的な視野から戦後の公共図書館
に見られる郷土資料活動の歴史を整理した。地域の歴
史的な資料の整理を中心に進められていた1950年代
までの伝統的な郷土資料活動に対して，1960年代に
登場した「郷土の資料」運動は，地域の行政や産業資
料など現代的資料を視野に入れた広範な資料の収集を
呼びかけたという点で，郷土資料活動の歴史を大きく
変えた全国規模の運動であった。
「郷土の資料」とい
う名称は1970年代半ばまで採用されるが残念ながら
消滅してしまう。しかし，公共図書館において行政資
料の収集が実施されるようになったのはこの運動の成
果であり，
「郷土資料」から「郷土の資料」へという
用語の変化によるところが大きい。
郷土資料がカバーする範囲に一定の共通認識が定着
し，全国的な啓蒙活動が一段落した1970年代以降の
郷土資料活動は個別の図書館に委ねられていくが，そ
の中で今日まで活動を継続し，豊富な実績を有してい
るのが三多摩郷土資料研究会（現三多摩地域資料研究
会）である。同研究会が東京都市長村立図書館の館長
協議会の下部組織に位置づけられている点が継続的な
活動を可能にさせた大きな要因であり，他の地域では
見られない体系的な郷土資料活動を蓄積することに成
功したのである。
とはいえ，開館して間もない多摩地域の図書館員の
身近に『市民の図書館』という貸出しのマニュアルは
あっても，郷土資料のマニュアルは存在しなかった。
1970年代以前には，郷土資料の定義や収集，個々の
図書館における活動内容に関する論文が図書館関係の
雑誌に掲載されているにすぎない。その時代に初めて
郷土資料を本格的に取り上げたのが青木一良の『地域
図書館活動：その歴史・実践・理論』
（1972）であり，
出版元は奇しくも多摩地域の書店であった。青木は自
らの郷土資料活動を記録するに留まらず，実践経験を
もとに多摩地域の図書館員たちに地域図書館と郷土資
料の本質と資料整理の方法論を惜しみなく教授したの
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であった。
郷土資料を担当する図書館員たちにとって，当該地
域で収集すべき郷土資料とは何か，どのようにしてそ
れを整理・保存・提供すべきなのか，図書館が行なう
郷土資料活動の理念とは一体何かという問いが常につ
きまとっていたに違いない。このような共通した思い
が1975年の三多摩郷土資料研究会を発足させる契機
となったのであろうが，本稿は初期の研究会活動の背
景に，若い図書館員たちを指導し，実践的な活動の機
会を与えた青木一良という元図書館員が存在したこと
を明らかにした。
最後に，青木一良を通して，戦後公共図書館史にお
ける三多摩郷土資料研究会の活動の意味を総括する。
戦後の公共図書館史において1950年代までの伝統的
な郷土資料活動を第一段階，1960年代の「郷土の資
料」運動を第二段階と位置づけると，青木が新津市立
図書館で館長を務めた時期（1951〜1971）は，その
双方にまたがる。青木は時代の転換を経験すると同時
に，革新的な地域図書館活動を実践した。退職後は，
多摩地域の郷土資料担当者たちに彼の理念と実践を伝
えていった。そこから三多摩郷土資料研究会を中心
に，地域図書館において当該地域に関する資料の所在
を明らかにし，保存してきた資料を「利用できる」資
料に転化させる本格的な郷土資料活動が生まれたので
あった。全国的な郷土資料活動の二つの段階におい
て蓄積された内容に青木の具体的な経験が付与され，
1970年代以降多摩地域において，郷土資料活動の第三
段階として個々の地域における本格的な郷土資料活動
が実現したと言える。三多摩郷土資料研究会は，郷土
資料活動のための入門書『地域資料入門』
（1999）を
自ら作成するところまで成長したのであった。
かつて「郷土の資料」という名称変更によって郷土
資料活動が全国に広まったように，
「地域資料」と名
称が変わりその活動も大きく変化しつつある。多摩地
域のように体系的な郷土資料活動の実績を持たない地
域の図書館では，資料の収集や整理から始めなければ
ならないが，情報化や電子化が進む現代の図書館にお
いて，地域資料の定義や整理の方法も以前と異なって
くる。2000年以降の三多摩地域資料研究会の活動の
検証を今後の課題としたい。
（指導教官 根本彰教授）
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