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宮原志津子

後も一層の努力が必要であることを国民に

もに︑国際的な競争が激しさを増す中で今

のシンガポールの発展について讃えるとと

に立ったリー・シェンロン首相は今日まで

典は例年以上に盛大な催しがなされ︑挨拶

えた︒建国記念日の八月九日に行われた式

シンガポールは昨夏︑建国四○周年を迎

い︑政治的・経済的な混乱を制することに

新たな国民国家をまとめる求心力として用

行動党は︑
﹁生き残り﹂という言葉をこの

機感を克服するために政権政党である人民

続していける見通しすらなかった︒その危

な状況は非常に厳しく︑このまま国家が存

︵ survival
︶である︒四○年前︑誕生した
ばかりのこの国をとりまく政治的・経済的

す る た め の キ ー ワ ー ド が︑
﹁生き残り﹂

このようなシンガポールの急成長を理解

入れた最新のサービスを提供することで利

て大規模な設備投資がなされ︑ＩＴを取り

年代半ばからの構造的な図書館改革によっ

ず︑利用も限られていた︒しかし一九九○

館も︑特に目立ったサービスを行っておら

同様にかつてのシンガポールの公共図書

ケースはほとんどなかった︒

館が国家開発のために積極的に活用される

政策上のプライオリティも低く︑公共図書

勉強部屋としてひっそりと存在している︒

発揮することなしに︑多くが書庫や学生の

が重なり︑公共図書館はその本来の機能を

多くの開発途上国では財政難や出版点数の

呼びかけた︒

成功した︒この言葉は批判の多い人民行動

用が大幅に増えた︒言うなれば国の発展同

みはまさに︑途上国から先進国への歩みそ

一九六五年にシンガポールがマレーシア

党単独政権を正当化する手段として︑今な

少なさ︑司書の養成や待遇面での悪条件等

から半ば追い出される形で独立を余儀なく

お積極的に用いられている︒

のものであった︒

来が明るいものになるとは予見しなかった︒

牽引する立場にあるばかりか︑国際競争力

のシンガポールが今日︑東南アジア経済を

てきた︒公的機関は﹁生き残り﹂に基づい

当化した政府の厳しい管理体制で実現され

国家の﹁生き残り﹂を図るために自らを正

そこで本稿では︑シンガポールの公共図書

図書館の重要性が増したことが指摘できる︒

革が行われた背景には︑開発における公共

へと急速な発展を遂げたのである︒この改

様︑公共図書館も途上国から先進国レベル

でも日本や欧米先進国と肩を並べるに至る

た役割を担い︑開発への貢献が常に求めら

館の歴史について概観するとともに︑国家

このようにシンガポールの急速な発展は︑

までに発展したのは︑現首相の父であるリ

れてきたが︑それは公共図書館も同様であ

いて述べていきたい︒

開発における公共図書館の役割の変化につ
建物︑蔵書︑司書と言われている︒しかし

基本的に図書館運営に必要な三大要素は︑

った︒
﹁途上国から先進国へ﹂
︵ From Third World
︶だが︑シンガポール四○年間の歩
to First

ー ク･アンユーの力によるとは衆目一致す
るところである︒彼の自伝のタイトルは

天然資源もほとんどない︑小さな都市国家

されたとき︑多くの経済学者はこの国の将

●途上国から先進国への急速な発
展

特
集
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●公共図書館史の概略

へと実質的に変わったのである︒そして一
九六○年に完成した国立図書館が︑公共図

●公共図書館の役割の変化

とから利用者の大半はイギリス人であり︑

った︒しかし蔵書は英語資料のみだったこ

書館﹁ラッフルズ図書館及び博物館﹂とな

四年に︑植民地政府が運営する会員制の図

開設した学校図書館である︒その後一八七

タンフォード・ラッフルズが一八二三年に

整備は少しずつ進められたが︑利用者のほ

ていった︒一九八○年代末までに図書館の

形成されるのに合わせ︑図書館の数も増え

開発が進み︑郊外に新たなコミュニティが

分館が開館してからである︒その後は国土

の形成が始まるのは︑一九七○年に最初の

館運営は遅れ︑実際に図書館ネットワーク

しかし独立後の混乱により本格的な図書

く変化した︒

よって公共図書館の果たすべき役割は大き

共図書館にも求められたが︑国情の変化に

としてきた︒この二つの政策への関与は公

残り﹂をもたらす﹁経済成長﹂を政策の柱

もたらす﹁国民統合﹂と︑経済的な﹁生き

念である︒政府は政治的な﹁生き残り﹂を

考え方はシンガポールの国家政策の中心概

前述の通り︑国家の﹁生き残り﹂という

英語が読めない現地人には無縁の施設であ

とんどが学生であり︑国内の出版点数自体

書館サービスの運営拠点となった︒

った︒この時代の図書館の役割は︑英語を

き残り﹂は︑移民国家であるシンガポール

シンガポールの公共図書館の始まりはス

使うことのできる一部のエリート層のため

が少ないこともあって︑公共図書館の利用

の最大の課題であった︒公共図書館では四

称も﹁昭南図書館﹂へと変わった︒図書館

シンガポールは昭南島となり︑図書館の名

様々な国家政策が抜本的に見直された︒そ

ユーからゴー・チョクトンへ交代した際︑

しかし一九九○年に首相がリー・クアン

や講座などの行事を行い各民族が同じ場所

ウィンドーの役割を果たした︒また講演会

族を平等に扱うという政府の方針のショー

言語の資料を収集・提供することで︑各民

独立当初︑国民統合による政治的な﹁生

の教養・娯楽施設だった︒

は限られていた︒

は戦争遂行の拠点として軍への資料提供等

の一環として図書館の見直しもなされ︑初

その後一九四二年からの日本占領期には

を行う政治的役割を担う他︑収容所にいる

も含めた具体的な提案が公共図書館︑学校

圧倒的に勝っていた︒国民統合による政治

る講座をより多く行い︑館数や利用者数で

ンガポール人﹂としての共通認識を育てる

に集う場を設け︑各民族の相互理解と﹁シ

めての包括的な図書館政策である

”Library

外国人捕虜への読み物の提供︑さらには町
中に通俗図書館を開き︑現地に住む日本人

一九五九年に自治権を得︑一九六五年に独

図書館︑専門図書館など館種別になされた︒

的﹁生き残り﹂への役割に関して︑公共図

するコミュニティセンターの方が人気のあ

立した︒この間一九五八年に﹁ラッフルズ

この計画に沿った改革が行われたことで公

書館はコミュニティセンターの二次的存在

機会を作り出した︒しかし人民協会が運営

国立図書館法﹂が制定され︑国立図書館が

共図書館全体のサービス内容は向上し︑利

であったと言える︒

あり方︑司書の養成に至るまで︑数値目標

公共図書館の役割を兼務すること︑会員制

用者数は格段に増えた︒さらに二○○五年

一方で政府は経済的な﹁生き残り﹂のた

が一九九四年に発表された︒この中
2000”
では図書館の施設の数や運営︑サービスの

の廃止︑公用語である英語・華語・マレー

には新国立図書館が完成し︑後継政策であ

終戦後は再びイギリス統治下に入ったが︑

のために日本語の書籍を提供した︒

語・タミル語の四言語による資料提供が開

とを重要視しており︑学校教育制度の改革

などを通した国民の能力向上に非常に熱心

めに︑唯一の資源である人材を活用するこ

始された︒この法により︑英語教育を受け

る ”Library 2010”
が発表されるなど︑さら
なる図書館界全体の充実が図られている︒
た少数のエリートのための図書館から︑国
民のすべての層にサービスする公共図書館

9─アジ研ワールド・トレンド No.126（2006．
３）

2005 年 7 月に開館した新・国立図書館

﹁国家の未来は国民が情報︑知識︑科学技

育の補完的機関であった︒

にいくらか関わっていたが︑やはり学校教

育活動を通した経済的﹁生き残り﹂の実現

づけられた︒このように公共図書館は︑教

国民の能力向上を図る教育機関として位置

公共図書館は読書機会を提供することで︑

学習意欲を持続させる手段としてとらえ︑

であった︒そして読書を識字能力の向上と

ビスの向上が課題となった︒

とで︑文化施設としての図書館施設やサー

文化政策に力が入れられるようになったこ

た︒さらに国民の生活の質を高めるために

実務的な講座の開催が望まれるようになっ

として再認識され︑時代のニーズに合った

公共図書館が地域の生涯学習の重要な基盤

そして生涯学習の機会拡大を図るために︑

教育・マンパワー政策の見直しが行われた︒

識やスキルを身に付けることができるよう︑

済下で︑学歴や年齢にかかわらず新たな知

行動党政府による開発が国家の発展をもた

しさにおいても世界的に有名である︒人民

に非常に積極的である反面︑情報統制の厳

シンガポール政府は国民のＩＴ利用促進

いる︒

れる︒しかし一方で重要な課題も残されて

図書館界の中心的存在になることが見込ま

ことを目指しており︑今後︑東南アジアの

ア地域の﹁情報ハブ﹂としての地位を築く

の資料の収集に力を入れるなど︑東南アジ

いる︒また国立図書館では東南アジア関係

力や生活の質の面と相関関係にあると認識

リティは上昇した︒公共図書館は国の競争

は増し︑公共図書館への政策上のプライオ

性の提示によって公共図書館の社会的役割

しいビジョンが示された︒この新たな方向

重要な経済資源として位置づけるという新

では︑先進国の中でも最上位の国に
Lap”
なるための国づくりと︑知識と情報を最も

した︒一九九一年に発表された

府による管理・運営と狭小な都市国家とい

多額の財政投資がなされ︑中央集権的な政

た︒開発への役割が増した公共図書館には

きるとの存在意義が認められるようになっ

に関わり︑国家の発展に寄与することがで

公共図書館は︑国家開発の重要な政策領域

かし世界的な知識情報社会への流れの中で︑

その社会的役割も限られたものだった︒し

開発においてそれほど重要な存在ではなく︑

割は拡大した︒かつての公共図書館は国家

戦略のもとで︑公共図書館が果たすべき役

て知識と情報を重視するという新たな開発

このように︑トップクラスの先進国とし

や︑提供するコンテンツの中身が今後一層

図書館基盤が整った今日︑図書館の中立性

る自由な情報利用の拠点となりうるのか︒

づけの中で︑公共図書館は市民社会を支え

ているが︑開発のための図書館という位置

会の課題の一つであり︑現政権も重要視し

民主的な市民社会の構築はシンガポール社

れた情報拠点となる危険性を孕んでいる︒

動を監視する︑政府によって過度に管理さ

た情報ばかりを提供し︑市民の情報利用行

しかしそれは公共図書館が政府よりの偏っ

は同時に︑現体制の維持にあると言える︒

いることから︑公共図書館の開発への役割

らし︑逆にその発展が現体制を正当づけて

ている﹂と考えるゴー前首相の就任以降︑

され︑国家開発のための各種政策と結びつ

う︑シンガポールの特殊な開発体制や環境

問われることになるだろう︒

しかし世界的な知識情報社会への流れと︑
術を最も生産的に使えるかどうかにかかっ

けて考えられるようになった︒

によって短期間での変革を遂げることがで

”The Next

図書館を取り巻く政策や状況は大きく変化

例えば情報政策 ”IT 2000”
では︑公共図
書館は国家情報基盤の一つとして位置づけ

きたのである︒

シンガポールの公共図書館の水準は︑近

育学研究科博士課程︶

︵みやはら しづこ／東京大学大学院教

られた︒図書館は印刷物を中心に国内の出

電子図書館としての役割も期待されるよう

隣の東南アジア諸国と比べても群を抜いて

●今後の課題
になった︒また変化の激しい知識集約型経

タル資料を収集し情報提供を積極的に行う︑

版物を収集するだけでなく︑世界中のデジ

（2005 年 8 月、筆者撮影）
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