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1．はじめに 
1.1 危機の文化と図書館 

 現在の図書館に対して、新しい時代への対応を促したり、転換点にあることを指摘したりす

る言説は多い。しかしながら、このような言説は、図書館やそれを取り巻く社会環境が特別に

差し迫った現状にあるために生み出されているというわけではない。むしろ、その時々の問題

関心には多少の変化があろうとも、継続的に提示されているものである。このことを、ブッシ

ュマンは「危機の文化」と表現し、先行研究を整理しつつ、30 年以上にわたって、「図書館関

係文献では危機が支配的メタファー」1)であることを指摘している。さらに、「司書職の危機の

訴え方はさまざまであるが、他にも無数の主張が絶え間なく続いている」として、「情報時代

（Information Age）」や新しい技術への対応、司書職の存続に関わる言説を列挙している2)。こ

のように、図書館は危機にあるという「現状認識」は存在し続けてきたのであり、特別なもの

ではない。 

 こうした視点から、これまでの日本の図書館界の動向を概観してみれば、社会の動向への対

応や、司書職の社会的地位の向上についての、より具体的な事例を見出すことができよう。前

者の例としては、図書館の普及を目指すものとして対比される 2 つの路線が顕著なものである。

すなわち、戦前から 1950 年代の図書館法改正論争までの、国の後押しを得て公立図書館の一定

の義務設置を達成しようとする方針と、1960 年代後半から 1970 年代を中心とする、市民運動

を通じた図書館要求である3)。また、後者では、東京都の司書職制度確立に関する動向4)、大学

図書館における配置転換に関する議論5)、「図書館員の倫理綱領」の採択6)なども挙げられる。

このように、社会的存在としての図書館の在り方を理解するには、図書館と社会との関係性の

検討が求められよう。 

 本研究では、社会と図書館との関係性を歴史的に記述する一環として、図書館が特定の政治

的、社会的立場を採用することに関する葛藤に焦点をあてながら、1950 年代中盤の、図書館と

社会的立場の表明に関する議論および決議を検討する。具体的な検討対象と分析の視座につい

て、次節で詳述する。 

 

1.2 図書館の社会的立場の採用と研究の視座 

 本研究で特に着目するのは、1952 年から 1953 年にかけて日本図書館協会の機関誌『図書館

雑誌』で行われた図書館の中立性に関する誌上討論および、1954 年の全国図書館大会で採択さ
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れた「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」である。 

まず、これらの図書館史上の位置を、研究状況とあわせて確認しておく。終戦から 1952 年 4

月 28 日の日本国との平和条約（サンフランシスコ講和条約）の発効までの占領期の範囲では、

図書館を扱った歴史研究に一定の蓄積がある。そこでは、アメリカの影響下で戦後日本の図書

館の出発点が形成されたことが明らかにされている7)。また、占領後の動向として注目を集め

るのが、1954 年の「図書館の自由に関する宣言」の採択である。当該宣言は、1979 年の改訂を

経て、現在でも高い規範性を有する。宣言の作成を主導したのは、日本図書館協会の事務局長

の有山崧であった。そして、宣言の内容は、アメリカの動向、特にアメリカ図書館協会の「図

書館の権利宣言」（Library Bill of Rights、当時は「図書館憲章」と訳される）と親和性のある有

山の思想が基盤となっていた8)。本研究で扱う誌上討論と決議は、これらの間に位置するもの

である。 

また、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」が研究として取り上げられたことは管

見の限りない。一方、図書館の中立性に関する誌上討論は、「図書館の自由に関する宣言」の採

択の前段階として言及されてきた。ただし、多くの文献は、当該討論で行われた議論の中身に

立ち入ることはなく、塩見昇9)や、森耕一10)、安里のり子ら11)のように、内容に簡単に触れるに

止まっていた。そこで、筆者は、「中立」の類型に着目しながら誌上討論の内容を詳細に分析し、

誌上討論と宣言採択との関係性を明らかにしている。すなわち、「中立」という主題は連続して

いたのに対して、議論の視座や当事者という点では断絶していた。あわせて、当該誌上討論が、

その後の、図書館の社会的立場の採用をめぐる路線の相違の起点となることも指摘している12)。 

 このような研究状況を受けて、本研究において押さえておくべきことは、図書館の中立性に

関する誌上討論が、宣言採択のために
．．．

行われたわけではないということである。当該討論とは、

結果的に
．．．．

宣言採択の前段階になったものに過ぎない。むしろ、当時の図書館関係者にとって、

第一義的に、図書館がいかなる政治的・社会的立場をとるべき
．．

なのかを問うものであった。そ

れに加えて、歴史研究一般に言えることであるが、有馬学が指摘するように、「われわれがなが

めているのは、結果を知らない人々の行為の集積であること」13)を認識しておくべきであり、

安易に後世の価値観を適用したり、予断をもって分析を行ったりすることには注意を払う必要

がある。これらのことを踏まえれば、当該誌上討論について、「図書館の自由に関する宣言」の

前段階として扱うことに問題はないが、それ以上に、図書館界での社会的立場の表明に着目す

る本研究の枠組みで取り上げるほうが、討論の趣旨に合致した、より本質的な分析となろう。 

次に、図書館の政治的・社会的立場の採用を検討する研究の視座についてまとめる。そもそ

も、占領期以降の図書館界の動向を歴史研究として扱った業績は多くない。通史として図書館

史を記述する文献では、戦後史には僅かな紙幅が割かれる程度であった14)。戦後図書館界の全

般的な動向を記述する、まとまった文献としては、石山洋『源流から辿る近代図書館』15)や、

今まど子らの『現代日本の図書館構想』16)、小川徹らの『公共図書館サービス・運動の歴史 2』
17)、東條文規『図書館の近代』18)などがあるが、いずれも概説に止まっている。例えば、東條

は「近代日本史のなかで図書館はどのように位置付けられるのか」19)ということを問題意識と

して示しており、同書の第 4 章のタイトルとして「戦後社会と図書館」を設定しているものの、

記述の大半は図書館界内部の動向に関するものであった。このように、戦後社会と図書館との
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れた「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」である。 

まず、これらの図書館史上の位置を、研究状況とあわせて確認しておく。終戦から 1952 年 4

月 28 日の日本国との平和条約（サンフランシスコ講和条約）の発効までの占領期の範囲では、

図書館を扱った歴史研究に一定の蓄積がある。そこでは、アメリカの影響下で戦後日本の図書

館の出発点が形成されたことが明らかにされている7)。また、占領後の動向として注目を集め

るのが、1954 年の「図書館の自由に関する宣言」の採択である。当該宣言は、1979 年の改訂を

経て、現在でも高い規範性を有する。宣言の作成を主導したのは、日本図書館協会の事務局長

の有山崧であった。そして、宣言の内容は、アメリカの動向、特にアメリカ図書館協会の「図

書館の権利宣言」（Library Bill of Rights、当時は「図書館憲章」と訳される）と親和性のある有

山の思想が基盤となっていた8)。本研究で扱う誌上討論と決議は、これらの間に位置するもの

である。 

また、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」が研究として取り上げられたことは管

見の限りない。一方、図書館の中立性に関する誌上討論は、「図書館の自由に関する宣言」の採

択の前段階として言及されてきた。ただし、多くの文献は、当該討論で行われた議論の中身に

立ち入ることはなく、塩見昇9)や、森耕一10)、安里のり子ら11)のように、内容に簡単に触れるに

止まっていた。そこで、筆者は、「中立」の類型に着目しながら誌上討論の内容を詳細に分析し、

誌上討論と宣言採択との関係性を明らかにしている。すなわち、「中立」という主題は連続して

いたのに対して、議論の視座や当事者という点では断絶していた。あわせて、当該誌上討論が、

その後の、図書館の社会的立場の採用をめぐる路線の相違の起点となることも指摘している12)。 

 このような研究状況を受けて、本研究において押さえておくべきことは、図書館の中立性に

関する誌上討論が、宣言採択のために
．．．

行われたわけではないということである。当該討論とは、

結果的に
．．．．

宣言採択の前段階になったものに過ぎない。むしろ、当時の図書館関係者にとって、

第一義的に、図書館がいかなる政治的・社会的立場をとるべき
．．

なのかを問うものであった。そ

れに加えて、歴史研究一般に言えることであるが、有馬学が指摘するように、「われわれがなが

めているのは、結果を知らない人々の行為の集積であること」13)を認識しておくべきであり、

安易に後世の価値観を適用したり、予断をもって分析を行ったりすることには注意を払う必要

がある。これらのことを踏まえれば、当該誌上討論について、「図書館の自由に関する宣言」の

前段階として扱うことに問題はないが、それ以上に、図書館界での社会的立場の表明に着目す

る本研究の枠組みで取り上げるほうが、討論の趣旨に合致した、より本質的な分析となろう。 

次に、図書館の政治的・社会的立場の採用を検討する研究の視座についてまとめる。そもそ

も、占領期以降の図書館界の動向を歴史研究として扱った業績は多くない。通史として図書館

史を記述する文献では、戦後史には僅かな紙幅が割かれる程度であった14)。戦後図書館界の全

般的な動向を記述する、まとまった文献としては、石山洋『源流から辿る近代図書館』15)や、

今まど子らの『現代日本の図書館構想』16)、小川徹らの『公共図書館サービス・運動の歴史 2』
17)、東條文規『図書館の近代』18)などがあるが、いずれも概説に止まっている。例えば、東條

は「近代日本史のなかで図書館はどのように位置付けられるのか」19)ということを問題意識と

して示しており、同書の第 4 章のタイトルとして「戦後社会と図書館」を設定しているものの、

記述の大半は図書館界内部の動向に関するものであった。このように、戦後社会と図書館との

 
 

関係性を歴史的に記述する試み自体が、いまだに十分な質と量を伴う状況にないのである。ま

た、日本の図書館の歴史研究の全体をみても、例えば、1938 年の全国図書館大会において「国

民精神総動員」に自ら協力しようとしたことへの批判など、図書館界の政治的、社会的立場と

関係する個別の指摘は散見されるのであるが、それを研究の主題として採用するものはない20)。 

一方、アメリカ図書館研究では、川崎良孝が「図書館と知的自由」という研究領域で、この

主題を扱っている。「知的自由」（intellectual freedom）という概念は、アメリカ図書館協会の中

核的価値であるにもかかわらず、これまで明確な定義が与えられてこなかった。そこで川崎は、

資料や利用者などの図書館および知的自由にかかわりの深い 4 つの領域を設定した上で、知的

自由の広がりと深さを歴史的に記述している。「図書館と知的自由」はそのうちのひとつの領域

であり、「あらゆる見解の提供に尽力する図書館や図書館関係団体が、1 つの政治的立場を取る

ことの是非をめぐる問題」21)が中心となる。研究結果は川崎らによって『図書館と知的自由』22)

にまとめられており、1960 年代後半のヴェトナム戦争への対応を起点に、ジェンダーに関する

立法や、ホロコースト否定文献の取り扱い、アパルトヘイトへのアメリカ図書館協会としての

対応などの事例を扱っている。そこでは、人種、階級、ジェンダー、同性愛、マイノリティな

どの社会的問題がキーワードとなり、図書館界において、知的自由派と呼ばれる、表現の自由

への寄与を最高位に位置付けるアメリカ図書館協会の主流派と、同協会内に設置された社会的

責任ラウンドテーブルを中心とした、人権問題への唱導に関心を寄せる社会的責任派との対立

を描き出している23)。 

同書の最終章において、筆者は、アメリカ図書館協会の社会的立場の採用について、基本的

に、図書館界における政治的力学のもとで決定が行われるものの、図書館なり図書館団体に引

き付けて立場表明を行うことには最低限の合意があったことを指摘している。さらに、諸事例

から帰納的に、「図書館と知的自由」の下位領域として次の 3 つを導いている。歴史的にみたと

き、アメリカ図書館協会では、この下位にあるほど、合意形成が困難であった。 

(1)雇用問題などの専門職団体としての在り方を媒介とする領域 

(2)資料の提供や情報へのアクセスに関わる領域 

(3)上記以外の、雇用やアクセスの問題を経由しない領域 

詳細な議論は同書を参照すべきであるが、簡単に内容をまとめるならば、次のようになろう。

(1)のように、アメリカ図書館協会が立場表明を行うにあたり、専門職団体の構成員の雇用や職

場での平等を媒介にする場合がある。このとき、図書館固有の価値を持ち出す必要はなく、他

の専門職団体と同様の取り組みが求められる。そのため、知的自由派と社会的責任派の両陣営

に本質的な対立構造は存在しない。仮に、この領域に属するテーマに関して対立が顕在化する

ことがあろうとも、そこで問題となるのは資料や情報の公平な取り扱いへの信頼を問題とする

など、(2)に属する事柄への影響を懸念するのであり、(1)に属する対応そのものが問われている

わけではない。次に(2)の領域に関する議論では、対象と図書館との関わりが自明視される。そ

のため、背景をなす思想レベルでの対立は存在するが、資料やアクセスの制限に反対するとい

う結論が一致する場合には、対立が表面化し難く、時に論争の妥協点ともなる。一方、(3)では、

採用する論理についての対立が生じる。すなわち、議論の対象について、「図書館の専門職団体」

が扱うべき事柄なのかどうか、図書館に結びついているのか否か、という線引きの論争が生じ
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るのである24)。なお、これは前述のように、アメリカ図書館協会という「協会」レベルでの構

図であり、具体的な図書館サービスにおいて両陣営の対立に関係する問題が日常的に発生し、

具体的な対応が求められることになるのは(2)の領域である。 

 こうした葛藤をめぐる議論は、図書館が資料の公平な取り扱いを基本とする限り、時間や場

所を超えた論理を内包するものである。ここで、本研究が図書館界の政治的、社会的立場の表

明を主題とする点からみれば、上記の 3 類型の理論的性格について、次のような 2 つの論点を

導出できる。 

第 1 点目は、「図書館と知的自由」の研究が、前述のように、「知的自由」の領域に関する記

述的研究の一つとして提示されていたことに関係する。図書館という機関の構成要素に資料や

図書館員が当然に含まれるため、上記の 3 類型の構図は、広く図書館と社会との関係性の分析

に利用できるだろう。「図書館と知的自由」の研究成果によれば、アメリカ図書館協会において

「知的自由」が強い規範性を持った後に、図書館と社会的立場の採用をめぐる議論が登場して

いた。それに対して、「知的自由」が強い規範性を有する以前には、専門職団体としての在り方

や、資料の取り扱い、何が図書館の関与すべき事柄であるのかといった議論がどのような形で

行われるのであろうか。第 2 点目は、アメリカの図書館界の動向から帰納的に導き出した枠組

みが、日本の動向にどの程度まで適用可能か、あるいは時間や場所を超えた性格を有する議論

が歴史的、社会的環境の中でどのような形で具体化してきたのかということである。 

 このような論点を踏まえ、規範という観点から本研究の検討対象の歴史的位置をまとめると、

次のようになる。1950 年に図書館法が制定されているため、一見すると法規範が、すでに確立

している時期のように思える。しかしながら、図書館法制定直後から図書館界には法改正の動

きが生じていた。1950 年代中盤には沈静化していたが、1950 年代後半に再度、図書館界として

法改正に取り組む動きが顕在化した。ただ、この頃になると、改正論における戦前との連続性

を問題視する勢力が強まり、論争に発展した25)。そのため、法規範の影響力は必ずしも自明の

ものと捉えることはできない。また、自律的規範という観点からみれば、戦後の権利保障の思

想の起点である 1954 年の「図書館の自由に関する宣言」の採択直前である。その後の、読書の

自由の保障、表現の自由と対応する情報受領の権利保障、情報の自由な流れへの寄与といった

戦後図書館界の自律的規範26)が未確立の時期にあたる。 

 以上のことに鑑みて、本研究は、「図書館と知的自由」の研究で導かれた枠組みを、より広く、

図書館の社会的立場の採用をめぐる議論の図式そのものに適用し、理論的に拡張させることを

視野に入れる。その上で、戦後図書館界の、社会的立場の採用をめぐる路線の相違の起点とな

り、戦後図書館界の自律的規範が明確に確立する直前の時期の議論として、図書館の中立性に

関する誌上討論と「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」を分析する。それによって、

議論の多様性の程度や対立構造といった、1950 年代の図書館界の趨勢を示す。さらに、戦後図

書館界の自律的規範の成立に重要な役割を担った有山崧の思想の意義や同時代的位置づけにつ

いて、「図書館と知的自由」の観点から明らかにする。 
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2．図書館の中立性に関する誌上討論 
2.1 破壊活動防止法と誌上討論の呼びかけ 

 多くの文献で指摘されているように、図書館の中立性に関する誌上討論の発端は、破壊活動

防止法の制定と、それに対する全国図書館大会での動きと有山の反応であった。ここでは、破

壊活動防止法に関する制定の経緯や当時の社会の反応を概観した上で、図書館界の動きをみる。 

 

2.1.1 破壊活動防止法の制定と社会の反応 

 1952 年に施行されることになる破壊活動防止法の前提をなすのは、占領下の 1949 年に政令

として制定された団体等規正令と、共産党の非合法化の動きであった。後者のための新たな単

独法を制定しようとする動きが生じたのは 1950 年 3 月からであり、治安維持のための一般法の

中でこれを達成しようとした。具体的には、団体等規正令や公職追放令などを踏襲した内容を

有する法律が検討され、公安保障法案や、団体等規正法案、特別保安法案など、名称の変遷と

内容の修正を経て、破壊活動防止法案に至った。同法案は、1952 年 3 月 28 日の閣議で決定さ

れ、4 月 17 日に国会に提出された。その後、5 月 15 日に衆議院本会議で可決され、7 月 3 日に、

「この法律の拡張解釈を禁ずる趣旨の規定を設けること」を含む緑風会による修正案を受け入

れながら、修正案を参議院で可決し、翌日、衆議院でもこの修正案を可決した。これによって、

1952 年 7 月 21 日に破壊活動防止法が公布・施行された27)。 

 成立した破壊活動防止法では、緑風会の要望から、「国民の基本的人権に重大な関係を有する

ものである」ために拡大解釈を禁じることが第 2 条に追加されている。一方、法案から施行後

まで、争点とされる事柄には変わりがない。この法律の目的を規定する第 1 条では、「団体の活

動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主

義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もって、公共の安全の確保に寄与することを目的と

する」とある。ここから、同法の射程として、「団体規制つまり団体そのものを取締る（行政上

の）仕組みと、内乱などの教唆・せん
．．

動や内乱の正当性・必要性を論ずる文書の配布などを取

締る（刑事上の）仕組みの、ふたつがある」（傍点、原文）28)と解される。 

こうした論点に関わる規定は、閣議決定された法案の時点で提示されていた。前者の団体に

関する規制措置としては、法案と、成立した破壊活動防止法に共通して、詳細な規定が設けら

れていた。同法（案）の第 2 章と第 3 章で、破壊的団体の規制や手続きが定められており、活

動の制限や解散の指定を行うことも可能である。そして、後者の教唆やせん動については、公

安調査官に調査権限を与えるとともに、同法が禁じる「暴力主義的破壊活動」の一つとして、

「教唆若しくはせん動をなし、又は（中略）その実現の正当性若しくは必要性を主張した文書

若しくは図面を印刷し、頒布し、公然掲示し、もしくは頒布し若しくは公然掲示する目的をも

って所持すること」29)が含まれていた。また、国会審議を通じて「せん動」の曖昧さが問題に

なった結果、1952 年 7 月 1 日に参議院で提示された修正案で、せん動とは、「特定の行為を実

行させる目的をもって、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決

意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう」

という説明が追加されることになった30)。このような、団体の規制や、教唆やせん動といった

行為の実行以前の取り締まり、そして文書や図面が取り締まりの対象として明示されているこ
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となどが問題視され、破壊活動防止法に反対する動きが強まっていった。 

 破壊活動防止法案の提出の前段階から、総評などの労働団体による「弾圧法」反対の集会が

行われ、法案の国会提出後には、何度も大規模なストライキが行われた31)。さらに、「衆議院法

務委員会における審議にかかる頃から、いままで総評・労闘を主力として労働諸団体が中心と

なっていた法案にたいするたたかいに学園・各文化団体が加わることによって、名実ともに全

国的規模での運動へと盛りあがっていった」32)という。早い例では、1952 年 4 月 24 日の日本

学術会議における声明は「破壊活動防止法法案は学問思想の自由を圧迫するものと深く憂慮」

するものであり、「この声明を一〇五対四九（棄権一）で可決したことは、過去において再軍備

反対声明を否決しているだけにいっそう強い注目をひき、特に大学における反対運動を促進さ

せた」33)とされる。また、同日、日本文芸家協会が「破防法案は言論、表現の自由の基本的人

権を侵害する危険を含むものと認め、同法の成立に強く反対する」という声明を発表している34)。

このように、大規模な反対運動が行われる中で、破壊活動防止法が学問の自由や、思想・表現

の自由を侵害するという懸念も表明されていた。 

 

2.1.2 破壊活動防止法への図書館界の反応 

 前項のような情勢の中で、1952 年 5 月 20 日から 23 日にかけて、昭和 27 年度日本図書館協

会総会と第 5 回全国図書館大会が開催された。これらの会の報告がなされている『図書館雑誌』

1952 年 7 月号において、日本図書館協会の事務局長であった有山崧は「九州大会の折、『破防

法』について緊急動議を出して大会決議によって『反対』を図書館として表明したらどうだ、

との話が内々交わされていたようだ」と報告している。その理由について、同法の成立によっ

て戦時中のように資料の入手・公開が圧迫され、図書館の中立性や自由が侵されるというから

であるという。続けて、有山は、破壊活動防止法が思想問題にからむ政治問題であり、資料へ

の影響があるため、直接的な意思表示を行いたくなることに一定の理解を示した。しかしなが

ら、「図書館が本当に information center として、客観的に資料を提供することを以ってその本質

とするならば、図書館は一切の政治や思想から中立であるべき」と述べ、「この中立性を破って

直接政治や思想の問題に口を出すことは、それ自身図書館の中立性の自己侵犯で自殺行為であ

る」と戒めた。破壊活動防止法の賛否は国民が行うべきことであり、図書館が行うべきなのは、

国民の判断に資する資料の提供を行うということである。その上で、同法の成立によって図書

館が圧迫を受けることが生じるならば、「その時は、その事実を国民に訴えて、国民の判断によ

って決定すべきである」と述べた。記事の末尾では、「この所論に対しては、多くの意見が存す

るであろう。賛否を問わず、大いに表明され」ることを呼びかけた35)。 

 これを受け、『図書館雑誌』の編集を手伝っていた石井敦と武田八洲満は、図書館の中立性に

関する誌上討論を呼びかけた。ただし、そこでは、「一切の沈黙を守ることが“中立”であり得

ることなのか」、「頼まれれば拒まず撤布するような無感動な行為が“中立”を意味するか」、「沈

黙は現実への服従を意味する」などと述べつつ、図書館の中立性を論じる意義を説明した36)。 

さらに彼らは、その翌月の『図書館雑誌』に匿名37)で、破壊活動防止法に積極的に反対して

いくべきとする論稿を掲載していた。そこでは、阿羅厳の名義で武田が、破壊活動防止法は中

立を許さない性質のものであるため、あくまで闘わなければならないと主張した38)。さらに、
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石井敦も諸尾露夫39)の名において、破壊活動防止法への反対運動を提案している。このとき、

図書館法を引用しながら、図書館は文化の発展に寄与するという目的を持つとして、破壊活動

防止法は図書館の否定をもたらすという認識を示している。さらに、有山の見解に正面から反

論を行っている。すなわち、「国民の判断によって決定すべき」という見解について、次のよう

に述べている。 

 

果して訴えることが出来るでしょうか。訴えに応えて民衆に立上がってもらうのは、「政治

運動」ではないでしょうか。そうです。すべてのことが政治につながっているのです。殊に

「破防法」は、思想の圧迫や、基本的人権の蹂躙だけではなく、戦争へ、ファシズムへの数

歩前進なのですから、この悪法に反対し、撤回を要求するだけではなく、もっと奥に潜む、

日本の軍事基地化、植民地化に反対しない限り、思想・学問の自由等を維持することは出来

ないのです40) 

 

こうした討議の設定や匿名原稿に共通して、政治的文脈の中で積極的な活動を求めている点

で、石井らと有山とは路線が相違している。そして、呼びかけの結果、「会員諸兄姉の積極的な

支持を得て、ほとんど全国を蔽う分布を以て投稿が集」まったという41)。そして、特集名を「図

書館の抵抗線：中立についての意見」として、1952 年 10 月号から 1953 年 3 月号まで、5 回に

わたって、計 21 人分の見解が掲載された。 

 

2.2 図書館の中立性に関する誌上討論 

 前述のように、この誌上討論の一環として『図書館雑誌』に掲載された見解について、その

テーマである「中立性」という観点から、筆者はすでに分析を行っている。その結果を示せば、

大きく 3 つの「中立」観があったといえる42)。 

  (a)積極的中立 

  (b)消極的中立 

  (c)ジャーナリズムの中立性を参考にすべきという意見 

石井らと同様に、政治的に一方の立場を取るべきだとする(a)積極的中立を採用する者は比較

的少なく、政治的文脈の中で議論は行えども、対立する意見の両方を提供することが図書館の

中立であると論じる(b)消極的中立が相対的に多かった。(c)での、図書館の中立について、政治

的文脈から論じるべきでないという主張は、ごく少数であった。全体的に、図書館の中立性の

問題は、国際情勢（冷戦）と国内情勢（逆コース）の一部として語られていたといえる。たと

え(b)のように、両方の見解を取り扱うべきという意見であっても、逆コースの状況下でそれを

行うことによって、逆コースへの反対に帰結するという期待を直截に提示していた。その点で、

(a)と(b)では、政治的にとるべきとする立場は一定であり、ここでも、社会的立場の表明に禁欲

的であった有山とは異なった見解が登場している。こうした状況は、石井らによる議論の設定

に起因する側面もあろう。例えば、(c)の見解として、K 生は「問題は『中立性』という言葉で

出されているが、ジャーナリズムの上に現れている『二つの世界の対立』とその間における不

安定な『中立論』を予想させ、従って問題の焦点を政治的な課題にすりかえてしまう危険があ
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る」と述べていた43)。これには、「K 氏は図書館も亦社会政治的存在であり、政治を離れて存在

しないことを忘却したイントン的図書館人にすぎない」という批判がなされるほどであった44)。 

 本節では、本研究の主題に即して、(a)と(b)の「図書館の中立」論において、積極的にせよ消

極的にせよ政治的、社会的状況を図書館との関係で記述するに際して、いかなる論理が提示さ

れていたのかについて、本稿 1.2 で示した、「図書館と知的自由」の下位領域の視点を用いて分

析する。ただし、ここには(1)専門職団体としての在り方を媒介とする領域に関係する議論は登

場しない。そのため、(2)の社会の動向と資料の取り扱いの関係性や、(3)と関係する、図書館と

いう機関の捉え方に着目する。 

 

2.2.1 資料の提供や情報へのアクセスと社会的立場の採用 

 安藤正信は「再軍備資料の不買を」45)という投稿を行っているが、これは彼自身の主張とい

うわけではない。安藤は、神奈川県公共図書館職員定例研究会の議論を紹介している。そこで

の議題は「文化擁護を使命とする我々は戦争反対の為の抵抗としてまず県下の図書館において

平和促進に逆行的な軍国調図書資料の購入を見合わせるかどうか」というものであった。一方

の側は、図書館の抵抗はデモや火炎瓶を投げるようなことではなく、「合法的な手段で戦争反対

の烽火をあげることが、我々図書館人の抵抗の在り方」だとして、不買を提案していた。また、

出版界及びジャーナリズムが偏りをみせる中で、真実を提供する立場こそ、中立的立場と論じ

ていた。他者からの反論には、図書館の本質的な在り方に誤謬があると応じて、民衆の幸福を

考え、その方向に指針を定めるべきとした。もう一方の側は、世相をそのままに反映すべきで

あり、意識的な不買は図書館の中立的な立場を危うくすると主張した。あわせて、図書館人は

舞台の登場人物ではなく、もっと謙虚な役割で、舞台裏にあるべきとも述べている。こうした

議論の後に、採決ととったところ、賛否は半々だったという46)。 

 誌上討論をみても、すべての議論の基本的な論調は、逆コースや再軍備に反対の立場をとる

点では共通するものの、資料の取り扱いに関する見解として、上記のような相違が現れていた。

まず、対立する意見の両方を包含するべきだという主張をみていきたい。 

 雲野散歩は「図書館と中立」47)において、購入、保存、館内奉仕、館外奉仕の各段階におい

て、図書館のとるべき方策と外圧に言及している。まず、購入では、商業新聞と赤旗を念頭に

置いた政党機関誌を対置させたうえで、対立する「二者を大衆に批判させる事は望ましい」こ

とであり、それに基づいて行われる保存に関わって、国家権力による独断的廃棄は「図書購入

の中立性を破壊する以上に大きな中立性の阻害」であるという。また、館内奉仕では、利用者

個人の「道徳感情や政治思想には図書館員はタッチしない」ことが基本であるといい、閲覧者

が館内で警察官による調査を受けたり、逮捕されたりするべきではないと述べている。また、

館外奉仕としての団体貸出の対象も、たとえ極左グループあるいは極右グループであろうとも

「グループの政治性は関係ない」とする。ただ、左翼グループとの接触には、目をつけられる

場合もあるとする。このように述べつつ、最後には「現在の右翼転換への風潮を是正しなけれ

ばならない」と主張していた。 

 同様の見解として、宮原賢吾「自主性と使命」48)がある。宮原は、「図書館は、図書館資料を

蒐集し、保存し、公衆の閲覧に供し、人類文化の向上に寄与する教育機関である。（中略）右へ
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持って行ったり、左へ持って行ったりしてはならない」と述べ、「頭山満、徳田球一の伝記が同

一書架に並ぶ所が、図書館の文化性」だと論じている。 

 片方の見解のみを図書館の資料に含めるべきであるという主張が顕著な議論として、鳥羽省

三と永芳武弘を挙げておく。鳥羽省三は、「中立とは正確な現実把握の態度である」49)と題する

記事で、「図書館は、現実の社会に対して、人間社会の進歩に関する資料
．．．．．．．．．．．．．

を提供し、これに奉仕

する態度に於て中立でなければならない」（傍点、福井）という認識の下で、「図書館に於ける

中立の実態は何であるかというと、それは、人間社会の進歩性を信じ、そのために必要なあら

ゆる物質的精神的条件を、資料として常に社会に提供し、奉仕する存在である」という図書館

像を示している。さらに、進歩性に対して明らかに逆行すると認めていい政治的圧力が加えら

れた場合に、とるべき行動は明白であるとしつつ、左翼の文学座談会を開催した際の事例を披

歴している。端的にいえば、開催理由などの取り調べを受けることとなったが、座談会は社会

の進歩性を再確認するものであったために、鳥羽は何ら臆するところはないということであっ

た。 

 また、永芳武弘は、「中立についての立場」50)を考えるにあたって、「社会の一員として、又

図書館の職員として」検討を行っている。中立とは、傍観することではなく、闘うこととして、

「人権の問題、人間は総てどんな環境に於いても尊重されると云うこと」などが闘うに足る目

的である旨を表明している。さらに、再軍備反対、インフレ経済反対、不平等条約反対、帝国

主義反対というのが、当面の日本人の中立の問題であり図書館の中立もこれらの精神を生かす

のために努力・反省すべきであると主張した。さらに、「図書館に購入すべき図書の選択にも、

戦争謳歌の図書も反戦の図書もどちらも購入し読者に判断させるのではない、読者に自由に選

択させることは読者個人の中立えの闘いであって図書館の中立への判断であり解決ではない。

どちらも推薦すると云うのは商業主義的出版屋精神である。図書館では戦争を少しでも希うよ

うな図書は購入しないのである」（原文ママ）と述べている。なお、後半の議論では、「Socialism

の立場」を採用すべき、という主張も含まれていた。 

 

2.2.2 図書館の中立性に関する誌上討論にみられる図書館の捉え方 

 社会的、政治的問題に図書館が関与すべきか否かの線引きの議論との関係でみれば、そもそ

も図書館がどのような機関であるのか（あるべきなのか）という認識が重要になる。原則的な

図書館の立場が明確であるならば、それを踏襲したり、あるいはそれを修正したりする議論が

顕在化しやすいであろう。しかしながら、前述のように、この時期は規範の影響力が限定的で

あった。誌上討論では「図書館の中立」に関する多様な見解が表明されているものの、あるべ

き図書館像に言及する投稿は多くはない。当然のことながら、当該誌上討論での議論が当時の

図書館界の自己認識を代表するものとはいえないが、ここではその多様性を具体的に把握して

おく。 

 まず、中村光雄の投稿は、資料の扱いに深く関係するものである。その趣旨は、支配権力と

民衆を対置させ、その上で、図書館は民衆の側につくべきだというものである。加えて、平和

を破るものに利用されるべきではないということを主張しつつ、アメリカの裁判官であるホー

ムズの「嫌悪する思想の自由」に言及しながら、対立する両方の見解へのアクセスを主張して
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いる。その前段階として、中村は、「図書館のもつ一つの任務“学問の場”をまもるためにも是

非中立でありたい」と述べている51)。さらに、南諭造も、同様の主張を行うにあたって、反対

陣営の言説をも把握した上での見解表明を助けるインフォメーション・センターとして図書館

は機能すべきであると主張している52)。 

 また、誌上討論の最後の号（1953 年 3 月号）に掲載された池口勝三の投稿は、最初に、本節

冒頭で示した K 生への批判を含め、それまでの主要な議論への反論を行った。それに続けて、

「日本及世界の平和陣営が、勤労者、農民、学生、インテリ層を中核とし、（中略）広汎な戦い

を開始し戦争挑発者の企図を未然に防ごうとしている」という認識を示した。そして、「日本図

書館はこれらの政治的条件の中で、新聞、学校、放送等とともにマス・コミュニケーションの

一端としての文化的役割を演ずる地位にある」として、図書館が進歩的役割を担うか反動的役

割を担うかは、図書館関係者の平和への意思にかかっていると呼びかけた53)。 

その前号にも、図書館とマス・コミュニケーションとの関係性の認識が登場している。1953

年 2 月号には、誌上討論の特集ページに、朝日新聞で取り上げられた二つの論説を転載してい

る54)。そのうちの一つでは、齋藤毅が、「図書館の中立性」の問題を、国立国会図書館法の前文

のように、真理が人間を自由にするという図書館機能の本質に関わるものと認識している。た

だし、同時代の図書館について、もはや「図書の置き場や読書室」と考えるべきではなく、「一

種の人工頭脳的機能をもつ知的情報センター」と解するべきであるという。ただし、実態とし

ては、大部分の日本の図書館はこの段階に達していないとして、「新聞雑誌やラジオ映画等のマ

ス・メディアと肩をならべて、その政治的偏向をうんぬんされねばならぬとは、どうしても考

えられない」と述べている。そこから、齋藤の議論は、図書館が十分に発展し、国民の「完全

に自由な、判断の機会」が与えられることを見越して、それに合致した図書館管理の在り方を

検討している55)。 

これらに加え、前項で扱った鳥羽の、人間社会の進歩性に資料提供を通じて寄与するという

図書館観や56)、宮原の「人類文化の向上に寄与する教育機関」57)というものも、ひとつの図書

館の捉え方と言えよう。また、図書館の役割の範囲という観点からみれば、次の、らいぶらり

あん生の投稿も興味深い。らいぶらりあん生は、図書館の中立性の問題を「現在の日本の国民

及び将来の国民の運命を左右する“戦争”と“平和”即ち“中立”について日本人がいかに考

えねばならないかと言う問題の枝葉である」とした上で、図書館での閲覧票の調査に言及して

いる。そして、閲覧票をみせるべきではないという結論に至る理由とは、基本的人権は侵すこ

とのできない国民の権利であるという精神であるという。これについて、「明快に割り切った判

断が必ずしも図書館人の事務能力でも知識でもなかったことです。それは『憲法』を守ると言

う一国民の常識
．．．．．．

だったのです」（傍点、福井）と述べている58)。 

このように、図書館の性質について多様な把握がなされていた。ここには、その後の「図書

館の自由に関する宣言」に結晶化される、インフォメーション・センターとしての図書館とい

う有山崧の図書館観とは大きく性格の異なるものも含まれていたといえよう。 

 

2.3 図書館の中立性に関する誌上討論以降の展開 

図書館の中立性に関する誌上討論に前後して、「図書館の自由に関する宣言」の採択につなが
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いる。その前段階として、中村は、「図書館のもつ一つの任務“学問の場”をまもるためにも是
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る動きが現れる。1952 年 11 月の埼玉県図書館大会では、日本においても「図書館憲章」を作

成するように日本図書館協会に申し入れを行うことを決定し、翌月、それが実行された59)。そ

して、1953 年 6 月の日本図書館協会総会で、「図書館憲章」の作成が決定される60)。有山崧、

韮塚一三郎、佐藤忠恕が中心となり、内容を検討し、1953 年 10 月に憲章案が提示された61)。

そして、1954 年 5 月 26 日から 28 日にかけて開催された全国図書館大会および日本図書館協会

総会において、「図書館憲章」は「図書館の自由に関する宣言」と名称を変更して採択された62)。 

この間に、有山は、アメリカ図書館協会の「図書館の権利宣言」やマッカーシズムによる資

料への圧力といったアメリカの動向を参照しつつ、特定の政治的・社会的文脈での議論を拒否

し、資料への圧力そのものへの反対という意味での資料の問題に議論を限定していった。例え

ば、1954 年 1 月には「図書館憲章」と題する論考において、「図書館の中立性を政治や思想上

のことのみ解していた人が沢山いた。それがやっとインフォメーション・センターとしての図

書館の根本機能から来る資料の問題であることに落着いて来て、その結果資料の収集と資料の

提供が侵された時の予防措置として憲章制定まで進んで来た」と述べている63)。また、「図書館

の自由に関する宣言」へと名称が変更される「図書館憲章」の採択を目指す全国図書館大会を

目前に、「すべての種類のインフォーメーションについて平等公平に客観的に対処しなければな

らない。ここに『図書館の中立性』があるのであって、図書館の中立性とは飽くまで資料に関

することである」と再度述べている。さらに、同じ記事では、「図書館の立場は、或る事柄につ

いて直接的に意見を表明することではなくして、民衆の表明への奉仕にある」としている64)。 

そして、全国図書館大会と日本図書館協会総会にまたがって、宣言の採択について討議が行

われた。そこでは、趣旨説明を行う以外に、制定者の発言はない。なお、提示された宣言案の

副文を参照すれば、最大限の資料の提供など、それまでの有山の示した思想が反映されている

ことがわかる65)。一方、行われた討議の関心は、宣言案に含まれていた「抵抗」という文言を

中心に、宣言の採択による現実社会への影響にあり、政治的・社会的な議論が行われた。なお、

趣旨には賛同するということで、主文の採択自体は早々に決定していた66)。採択された「図書

館の自由に関する宣言」は、『図書館雑誌』1954 年 7 月号の 4～5 ページに掲載された。その次

のページに掲載されたのが、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」であった67)。これ

は、同じ全国図書館大会において、決議という形で図書館団体としての意思表明がなされたも

のである。 

 

3．「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の採択 
 「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の内容や、決議に至る議論を検討する前に、

この決議がいかなる社会状況の下で作成・採択されたのかを簡単にみておく。 

 

3.1 原水爆禁止運動の展開 

日本における原水爆反対運動の直接的な契機となったのは、1954 年 3 月 1 日に、アメリカが

マーシャル諸島のビキニ環礁で行った水爆実験である。これによって第五福竜丸の乗組員が被

ばくしたことを受けて、原水爆禁止運動が全国的な盛り上がりをみせることになる。すべての

都道府県および、250 余りの市町村で原水爆に反対する決議が行われただけでなく、1954 年 3
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月から 5 月にかけて、自由人権協会、日本赤十字社、日本政治学会、日本青年団体協議会、PTA

全国大会など、全国各地の多様な団体において決議が行われた。 

また、原水爆禁止運動が全国に広がる中で、そのモデルケースとなったのは東京都杉並区に

おける運動であった。1954 年 5 月 9 日に水爆禁止署名運動杉並協議会が結成され、約 1 か月間

のうちに、杉並区で得た署名の数は 25 万人分を超えた。これは人口約 39 万の杉並区民の 3 分

の 2 以上にあたる68)。その中心となったのは安井郁であった。安井は、国際法を専門とする法

学者として東京大学や神奈川大学を経て、法政大学に属していたが、1952 年から杉並区立図書

館長に着任し、翌 1953 年から杉並区立公民館長も兼任するようになった69)。安井は、杉並区に

おける社会教育実践で得た人脈の中で、超党派の運動として慎重に水爆禁止署名運動杉並協議

会を組織し、署名運動を成功させた70)。原水爆禁止署名運動全国協議会の結成にあたって、そ

の準備委員会の世話人となったのも安井であった。 

そして、1955 年 8 月には広島で原水爆禁止世界大会が開催され、9 月には原水爆禁止日本協

議会が結成されるなど、全国規模の運動は継続していった。1960 年代に運動が分裂するまでの

初期の原水爆禁止運動について、藤原修によれば「1954 年から 1960 年までの、超党派の人道

的性格を基本とし、幅広い草の根的基盤と多くの有名無名の市民によって熱心に支えられた」

という71)。その後、1959 年には安保条約の改定との関係で、保守派が運動から離脱した。さら

に、1961 年からソ連が核実験を再開し、それへの評価をめぐって革新陣営内でも対立が生じ、

1963 年に分裂するようになった。 

 

3.2 「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の内容 

 前述のように、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」に関する討議が行われた全国

図書館大会の初日は、1954 年 5 月 26 日であった。これは、各種団体や自治体での決議が相次

いで行われていた時期であり、杉並区における署名運動も活発になっていた頃である。すでに、

5 月 14 日には『朝日新聞』や『毎日新聞』などで杉並区の署名運動の開始が報じられていた。

なお、安井は図書館関係者であるが、この全国図書館大会に安井あるいは杉並区立図書館の職

員が出席していた形跡は認められない72)。 

 決議された「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の全文は、次のようである。 

 

  1945 年、第二次世界大戦が終末に近ずいた頃、我々日本国民は原子兵器の世界における最

初の犠牲者となって幾十万の同胞を失った。戦争が終わって我々日本人は過去のあやまちを

ふたたびくり返さないことを決意し、同時に将来原子兵器による悲惨な被害が地球上の如何

なる部分においても、ふたたび発生しないことを切実に期待していた。 

  本年 3 月 1 日、太平洋ビキニ環礁において米国が水素爆弾の実験を行い、我国の漁夫 23

名がそれによって現代の医学では救済することができない傷害を受けた。その後引続き数度

の実験が同じ地域で行われた。この一連の実験によって 8,750 万の日本人すべてが現在非常

な恐怖の中に置かれているのである。 

  第一に太平洋の魚類は我国民にとっては重要な栄養源である。これが放射能によって汚染

されているかもしれないということ。 

－ �104 －

京都大学大学院教育学研究科紀要　第62号　2016



 
 

月から 5 月にかけて、自由人権協会、日本赤十字社、日本政治学会、日本青年団体協議会、PTA

全国大会など、全国各地の多様な団体において決議が行われた。 

また、原水爆禁止運動が全国に広がる中で、そのモデルケースとなったのは東京都杉並区に

おける運動であった。1954 年 5 月 9 日に水爆禁止署名運動杉並協議会が結成され、約 1 か月間

のうちに、杉並区で得た署名の数は 25 万人分を超えた。これは人口約 39 万の杉並区民の 3 分

の 2 以上にあたる68)。その中心となったのは安井郁であった。安井は、国際法を専門とする法

学者として東京大学や神奈川大学を経て、法政大学に属していたが、1952 年から杉並区立図書

館長に着任し、翌 1953 年から杉並区立公民館長も兼任するようになった69)。安井は、杉並区に

おける社会教育実践で得た人脈の中で、超党派の運動として慎重に水爆禁止署名運動杉並協議

会を組織し、署名運動を成功させた70)。原水爆禁止署名運動全国協議会の結成にあたって、そ

の準備委員会の世話人となったのも安井であった。 

そして、1955 年 8 月には広島で原水爆禁止世界大会が開催され、9 月には原水爆禁止日本協

議会が結成されるなど、全国規模の運動は継続していった。1960 年代に運動が分裂するまでの

初期の原水爆禁止運動について、藤原修によれば「1954 年から 1960 年までの、超党派の人道

的性格を基本とし、幅広い草の根的基盤と多くの有名無名の市民によって熱心に支えられた」

という71)。その後、1959 年には安保条約の改定との関係で、保守派が運動から離脱した。さら

に、1961 年からソ連が核実験を再開し、それへの評価をめぐって革新陣営内でも対立が生じ、

1963 年に分裂するようになった。 

 

3.2 「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の内容 

 前述のように、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」に関する討議が行われた全国

図書館大会の初日は、1954 年 5 月 26 日であった。これは、各種団体や自治体での決議が相次

いで行われていた時期であり、杉並区における署名運動も活発になっていた頃である。すでに、

5 月 14 日には『朝日新聞』や『毎日新聞』などで杉並区の署名運動の開始が報じられていた。

なお、安井は図書館関係者であるが、この全国図書館大会に安井あるいは杉並区立図書館の職

員が出席していた形跡は認められない72)。 

 決議された「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の全文は、次のようである。 

 

  1945 年、第二次世界大戦が終末に近ずいた頃、我々日本国民は原子兵器の世界における最
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  第二に「死の灰」がいつ我々の頭上に降ってくるかもしれないということ。 

  第三に我国は雨の多い国である。その雨の中に実験が行われた 7 週間乃至 12 週間をへた現

在に至ってもなお、多量の放射能が発見されるということ。 

  いわば絶えず生命の危機を感ずることなしに日常生活を送ることができない、という恐怖

である。 

  単に 2、3 回の実験にすぎなかったことがこれだけの結果を生むのである。もしこの実験が

更に継続された場合、いわんや万一第 3 次世界大戦が起り、更に破壊的な原子兵器が使用さ

れた場合、人類がどういう状態になるかということを考えると我々の恐怖は更に深刻になら

ざるを得ない。 

  今や人類はあらゆる困難と戦って原子兵器の禁止を実現しなければならない時期に到達し

ていると考える。 

  我々日本の図書館人は世界各国の良識ある人々と共に世界各国の人民に向かって原子兵器

が禁止されるべきことを訴えたい。 

  今やこの訴えは各種のグループから叫ばれているが、我々は我々と同じ仕事にたずさわる

世界各国の図書館人に対してこれを訴える事が人類の平和にして光栄ある生存に直接寄与す

べき我々の仕事の性質からいって、当然の義務と考えるものである（原文ママ）73) 

 

 あわせて、この決議は全国図書館大会の最終日である 1954 年 5 月 28 日付のものであること

が付記されている。 

この決議の内容の大半は、図書館に固有の文脈ではなく、「日本人」としての立場、あるいは

懸念を表明するものといえよう。末文になってようやく、図書館に引き付けた内容が登場する

のであり、そこで示された図書館像も「人類の平和にして栄光ある生存に直接寄与」するもの

であった。この訴えは、図書館関係者のいかなる認識の下で決議されるに至ったのであろうか。

次節において、1954 年全国図書館大会における議論を検討する。 

 

3.3 「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の決議に至る議論 

 全国図書館大会の 1 日目の全体会議において、議題「原子兵器禁止に関し各国図書館界に訴

える件」を提出し、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」の草案を作成していたのは、

神戸市立図書館の館長である志智嘉九郎であった。志智の趣旨説明も、採択された決議に近い

ものである。すなわち、原子兵器の禁止は、日本人だけではなく「人類全体の目下緊急に迫ら

れている要求」であることに続けて、各種グループの表明だけで満足すべきではないという。

さらに、原子兵器をめぐる世界の情勢に言及した上で、次のように述べている。 

 

  水素爆弾、原子兵器が禁止さるべきであるということは、単にアメリカに向ってだけでな

く、現在、原子兵器をもっているソヴェートに向っても、イギリスに向っても、アメリカに

向っても、世界各国の民衆がこれを大きい声をあげて叫ばなければならない時期に到達して

おると思うのであります。こういう叫びをわれわれ日本人の、日本の図書館界の日本の図書

館人も、世界の図書館人に向って訴えることが、人類の平和にして、繁栄ある生活に直接寄
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与すべきわれわれ図書館人の大きな任務であろうと思いまして、われわれが提案した次第で

あります（原文ママ）74) 

 

 これに続けて、起草案の朗読が行われ、司会者が会場からの意見を促した。会場からは、趣

旨への賛同を簡潔に示しながら、訴えを行う具体的な方法を問うものや75)、字句の確定はこの

議論を反映して大会の最終日に再度発表すべきであること76)などについての発言が出た。大会

期間において施された主な修正点としては、議事録を見る限り、志智が朗読した起草案に含め

られていた憲法第 9 条への言及への削除ということになる。「原子兵器」という対象と図書館と

の関係性についての、線引きの議論が生じるのは、次の武田虎之助（東京学芸大学図書館）の

発言からである。 

 武田は、「趣旨そのものは、日本国民全体のみなの胸のなかに流れているもので、人類全体の

胸につらなるものと考えますが、これについて図書館人なるが故に、外国の図書館人の組織に、

特に訴えなければならない課題ではない、人類全体の問題、日本国民対他の諸国の人達の問題

だと思います」と述べている。ただ、武田の発言の主旨は方法論にあり、「図書館人なるが故に

図書館の職域を如何にして、今の課題を生かして行かなければならないのか」として、日本国

民が持つ意見や、日本の被害の実態、マスコミの反応などをまとめ、それを「日本図書館職域

人の全体の声として、世界各国の図書館人の組織に提供するという方法をとってこそ、はじめ

てわれわれが取上げる課題として意義があると思っております」とまとめた77)。 

 これを踏まえて、方法論と国際情勢との関係での指摘が出された後、吉岡俊亮（千葉大学図

書館）は、原子兵器の禁止にも賛成であることに続けて、「図書館は如何なる方面のことでも、

決して偏よらないで全部を読者に提供して、読者に知識をえてもらうということです、これも

大賛成です。そういう意味からいうと、図書館で特別に原子力を禁止するということを訴える

ことは、図書館の自由ということと、ある程度まで矛盾はありはしないか」と問題提起を行っ

た。さらに、原子兵器が悲惨なものであるという文献を日本で集め、各国の図書館で閲覧でき

るようにするのはどうかと提案した。梅津秀太郎（旭川図書館）も、「書物を通じてそういう問

題を理解させるということが、図書館人のあり方として、至極妥当ではないか」と同調してい

る78)。 

 一方、藤盛正記（秋田県立図書館）は、「これはこれで宣言し各国に流すことは悪いことでは

ない。今のお話のように、資料を集めてやることも差支えないと思います。ですからその両方

をあわせてやったらよろしいと思います」と発言した79)。これには、議長であった小林重幸（奈

良県立図書館）が、吉岡や梅津の見解を忖度して、差し当たり行うべきことはインフォメーシ

ョンの活動に真剣に取り組むことを考えるべきはないかとまとめながら、両方やっても差し支

えないと結論付けてもよいのかと更なる討議を促した。 

 しかしながら、渋谷国忠（前橋市立図書館）や森崎震二（国立国会図書館）が「あわせて行

うのが当り前ではないか」、「あわせて行うということは、取りあえずわれわれの態度を表明し

て、その方法を具体的に資料で発表するということが、現在、原子兵器による被害が頻発して

おる現状で、もっとも必要であると思う」などと発言した80)。これに会場からの拍手での賛同

もあり、両方合わせて行うということで 1 日目の全体会議での協議は終了した。 
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 1954 年の全国図書館大会の 2 日目は部会ごとの協議になっており、全体会議の続きは大会 3

日目であった。「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」については、当初の予定では、

憲法第 9 条への言及を削除したことを報告するだけのようであったが、「原爆禁止署名運動につ

いて」の緊急動議が出された81)。署名運動の全国的な広がりを背景に、図書館関係者も署名運

動を行うべきだとする意見であったが、運動の形式や方法については、提案者自身にも具体的

な考えはなかった。結局、武田虎之助による、職務時間中に行うのではなく、図書館関係者が

個人の立場で行うなら賛同するという発言もあり、何らかの決議を採択するということではな

く、図書館関係者の個人的な協力を願うということで処理された82)。 

 

4．1950 年代中盤の図書館の社会的立場の採用をめぐる議論の位置 
 これまでの章では、1950 年代前半という、図書館の自律的規範が確立する以前の時期を対象

に、図書館の中立性に関する『図書館雑誌』での誌上討論と、「原子兵器禁止に関する各国図書

館界への訴え」の採択をめぐる 1954 年の全国図書館大会における議論を具体的にたどってきた。

以下では、まず、図書館の社会的立場の採用をめぐる議論が、具体的な歴史的、社会的環境の

中でいかなる形で顕在化してきたのかということとの関係で、日米比較を行っておく。その上

で、そうした議論の多様性の程度や、対立構造、あるいは同時代的な位置づけを検討する。 

 

4.1 図書館の社会的立場の採用をめぐる葛藤の議論の日米比較 

 図書館が特定の社会的立場を採用することで生じる懸念や、公平な資料の取り扱いなどの図

書館活動との間で生じる葛藤について、アメリカ図書館協会内で議論が生じたのは、1968 年か

らの、ヴェトナム反戦決議をめぐる動きのなかであった。本研究が扱った 1950 年代前半では、

マッカーシズムによる資料への圧力という、まさに資料の問題に集中していた。 

そして、先行研究でまとめたように、占領期の図書館政策や「図書館の自由に関する宣言」

の採択では、アメリカの影響を受けていた。ただ、本研究が扱った誌上討論や決議は、アメリ

カからの影響を受けたものではない。むしろ、資本主義陣営と社会主義陣営の対立という国際

情勢や、いわゆる逆コースにみられる国内情勢を背景に、治安立法や原水爆に関する社会運動

という日本独自の状況に図書館界が反応したのである。そして、1950 年代の日本の図書館界で

は、アメリカに先行して、社会的・政治的問題への立場表明の賛否が、明確に議論の主題とな

っていた。 

当然のことながら、日本の議論がアメリカ図書館協会の議論へとつながっていくわけではな

い。ただし、ヴェトナム戦争と、破壊活動防止法・原水爆など、扱う対象が異なっていても、

共通する論理が提示されていた。例えば、有山が、「図書館が information center として、客観的

に資料を提供することを以ってその本質とするならば、図書館は一切の政治や思想から中立で

あるべき」83)と述べるなど、一貫して、政治や思想の問題に口を出すことを戒めていた。これ

は、アメリカ図書館協会において、「図書館と直接かつ明確に結びついている」ことに専心すべ

きであるとして、図書館が教育機関から政治的な圧力機関へと変化することを懸念していた、

アメリカ図書館協会の主流派の考えと近い84)。一方、石井敦の「すべてのことが政治につなが

っている」と述べた上で社会的問題に積極的に関与するように主張しているのは、まさに、ヴ
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ェトナム反戦の立場表明を目的に、次のことを述べる社会的責任派の見解と軌を一にする。な

お、ALA はアメリカ図書館協会を指す。 

 

ALA の問題は非図書館的な事柄に関与すべきか否かではない（中略）私たちはすべてのレ

ベルで深く巻き込まれている。次の段階は ALA の枠組みの中で必要とされ可能な全行動を

取ることで、選択の余地はない。この領域に踏み込まねば、私たちが奉仕を意図する社会か

ら疎外される危険、ALA の方向に関わらず非図書館的な事柄に関与しようとする図書館員

（老若、新参古参を問わず）からも疎外される危険がある85) 

 

 また、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」をめぐる議論では、社会的立場への「直

接的な」表明を回避するために、特定の資料を収集するといった方法などを採ることで、資料

の取り扱いを通じて図書館と対象との結節点を導こうという動きもあった。これはまさに、「図

書館と知的自由」の枠組みで明らかになった知見に合致するものである。 

 このように共通する論理が提示されていたが、社会的立場の表明をめぐる議論の前提となる

状況に、日米図書館界で大きな相違点があることを再度、指摘しておきたい。すわなち、本研

究の「はじめに」で言及していたように、ヴェトナム戦争への対応を議論していたアメリカ図

書館界では、知的自由の原則がすでに確立していたのに対して、日本では規範が不明瞭な中で

同様の議論が行われ得た。このとき、事務局長という立場で、図書館が政治や思想といった社

会的問題に関与することを論難した有山崧の果たした役割は、社会的立場の表明をめぐる議論

を用意した点で大きな意義を持つ。破防法への反対運動という、議事録に痕跡が認められない

動きを明示し、図書館が社会的問題に関与することについての議論を有山が喚起したからこそ、

石井敦や武田八洲満は中立性に関する誌上討論を提起するに至った。換言すれば、1952 年の全

国図書館大会での破防法への反対運動とそれに連なる石井らの思想とは異なった、議論の対立

軸を有山崧が打ち出したからこそ、図書館協会レベルで、図書館の社会的立場の表明に関する

議論が生じたのである。 

 なお、1968 年からのアメリカ図書館協会の動向を参照してみれば、指導者層を中心とする知

的自由派と、若手による社会的責任派といった、組織間、世代間に生じた対立構造は、1950 年

代中盤の、日本の図書館界では明確ではなかった。これが顕在化するのは、本研究が検討対象

とした時期よりも後の時代である。石井敦らは、図書館講習会や上記の誌上討論に参加した若

手図書館員を中心として、1955 年に図書館問題研究会を結成する。そして、図書館界において

政治的問題を積極的に扱っていった。1960 年の日米安保条約改定では、図書館問題研究会とし

て「図書館員の立場から安保条約に反対する」を決議した86)。対照的に、全国図書館大会では

この種の議論さえなく、有山崧は本研究で示したものと同様の認識を『図書館雑誌』で示して

いた87)。 

 このように、社会的立場の採用をめぐる世代間、組織間の対立は、1960 年代に鮮明になる88)。

本研究が扱った時代は、その前史にあたり、対立の萌芽期にあるといえよう。次項では、そう

した対立構造に着目しながら、社会的立場の採用をめぐる議論の多様性や、同時代的な位置づ

けについてまとめを行う。 
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政治的問題を積極的に扱っていった。1960 年の日米安保条約改定では、図書館問題研究会とし
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いた87)。 

 このように、社会的立場の採用をめぐる世代間、組織間の対立は、1960 年代に鮮明になる88)。
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4.2 原則としての「知る自由」と図書館の社会的立場の採用をめぐる議論 

 「図書館の自由に関する宣言」には、図書館をインフォメーション・センターとみなし、政

治的、社会的立場の直接的な表明を拒否し、資料の問題に集中すべきであるとする有山崧の見

解が反映されていた。有山は、宣言の採択を成功させ、前節でも述べたように、後には、日米

安保条約の改定について、日本図書館協会や全国図書館大会での決議が行われなかったように、

有山の思想は後の図書館への影響力は持ち得たはずである。そして、「図書館の自由に関する宣

言」も、1979 年の改訂で理論構成には変化が生じたものの、国民の「知る自由」を保障すると

いう基本的な価値は変化することなく、現在でも規範として影響力を有している。 

 このように、規範という観点からみれば、有山および有山の思想の果たした役割は大きい。

さらに、前節で指摘したように、図書館の社会的立場の表明をめぐる図書館協会レベルでの議

論を用意した点でも、大きな意義を有する。ただ、その思想自体の同時代的な位置付けはどの

ようであろうか。これまで取り上げてきた議論に鑑みれば、宣言の論理の前提にあった有山の

見解は、当時の図書館界の言論空間において、次に示すような形で、必ずしも支配的ではなか

った。 

 例えば、第 2 章で示したように、図書館の中立性に関する誌上討論を中心に、多様な図書館

観が提示されていた。有山のいうインフォメーション・センターの他にも、学問の場や、マス・

コミュニケーションの一端、文化の発展に寄与する機関などがあった。また、「原子兵器禁止に

関する各国図書館界への訴え」でも、「人類の平和にして栄光ある生存に直接寄与」するという

図書館観が提示されていた。さらに、そこから導かれる具体的な方策もさまざまであり、特に

資料の収集では、真逆の論理が併存していた。 

 加えて、「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」に関する議論では、あらゆる見解の

表明に基づく図書館の自由と、原子兵器の禁止という特定の社会問題への意見表明との矛盾を

明確に指摘する意見が出されていた。前者の立場は、有山の思想と軌を一にするものである。

また、この対立軸は、「あらゆる見解の提供に尽力する図書館や図書館関係団体が、1 つの政治

的立場を取ることの是非をめぐる問題」という「図書館と知的自由」の枠組みそのものである。

ただ、第 3 章でみたように、『図書館雑誌』に掲載された議事録をみる限り、矛盾するとされた

取り組みが「両立する」という意見に強い反論が生じることなく、むしろその意見で合意に至

った。ここでは、有山をはじめとした「図書館の自由に関する宣言」の作成者による発言がな

かったものの、これは、「図書館の立場は、或る事柄について直接的に意見を表明することでは
．．．．．．．．．．．．．．．

なくして
．．．．

、民衆の表明への奉仕にある」（傍点、福井）89)という有山の見解にはそぐわない結末

であろう。 

 

5．おわりに 
 以上に示したように、本稿では、「図書館と知的自由」の研究から導かれた枠組みの適用範囲

を拡張しながら、占領終了後の日本の図書館界において、いかなる形で図書館と社会的立場の

採用をめぐる議論が行われてきたのかを明らかにした。最後に、本稿のはじめにで触れた、危

機の文化や有馬学の指摘との関係で、本稿の射程や今後の研究の展望について示しておく。 

－ �109 －

福井：原則としての「知る自由」の未確立期における図書館と社会的立場



 
 

 本稿第 1 章第 2 節で引用したように、有馬学は、歴史記述を行う者の有する知識や認識との

関係で、慎重な歴史研究を促している。これを、危機の文化を有する図書館界に当てはめるな

らば、その人の置かれている「現在」の図書館に対する問題意識や、あるべき
．．

と考える図書館

像が先行するあまり、安易に過去の議論を肯定あるいは否定するようなことがあってはならな

いということになろう。本稿で取上げた議論として、有山崧の見解からいえば、資料を媒介に

しようとも特定の社会的・政治的問題への立場表明すら認められないということになる。また、

「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」では、資料の取り扱いへの言及はなく、図書

館固有の文脈からの記述がほとんどない中で社会的立場の表明を行っていた。こうした方法を

個別に取り出して、ある種の「べき」論の補強に、安易に適用すべきではない。 

その意味でいえば、本稿は一連の歴史研究を構成するものとして提示しているが、一つの研

究としての射程は、1950 年代の図書館界における社会的立場の採用をめぐる議論の解明と、そ

の位置づけにある。ここに、図書館の社会的立場の採用をめぐる論点が十分に現れているわけ

ではない。上記の、有山の思想や「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」にみられる

方法以外では、『図書館と知的自由』で導かれた研究成果に鑑みれば、図書館界が社会的問題へ

の意志表明を行う際に、資料の取り扱いや利用者の図書館利用への影響を媒介にしたり、図書

館の運営との関係で生じうる懸念を用いたりすることなどがありうる。 

以上のことを踏まえて、今後の研究では、図書館界の社会的・政治的立場の採用に関する枠

組みを用いて、戦前・戦後における図書館と社会との関係性を検討し、時間や場所を超えた論

理が具体的な社会的・歴史的条件の下で、いかなる形で登場したのか、慎重に研究を進めてい

きたい。 
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原則としての「知る自由」の未確立期における図書館と社会的立場 

―1950 年代の図書館界の趨勢と有山崧の思想― 

福井 佑介 

図書館史研究では、図書館と社会との関係性の検討が十分に行われているわけではない。図書

館と社会との関係性を歴史的に検討する一環として、本研究は、戦後図書館界の自律的規範が

未確立の 1950 年代前半に、社会的・政治的問題と図書館との関係を図書館関係者がいかなる形

で認識していたのかを検討した。特に焦点をあてたのは、図書館の中立性に関する誌上討論と

「原子兵器禁止に関する各国図書館界への訴え」であった。分析の結果、戦後図書館界の規範

の成立に大きな役割を果たした有山崧の思想は、この時点では必ずしも支配的ではなかったこ

とが明らかになった。さらに、あらゆる見解を提示する図書館の立場と特定の社会的立場を採

用することとの葛藤は、日本の図書館界において、明確に議論の主題となっていた。これは、

アメリカ図書館界の影響が大きかったとされる当時にあって、日本独自の動きであり、アメリ

カ図書館協会に 10 年以上先行するものであった。 

 

Distance between Libraries and Social Issues in the Early 1950s 
FUKUI Yusuke 

In history studies, the relationships between libraries and social and/or political issues have not been 

thoroughly investigated. The purpose of this study was to determine librarians’ thoughts regarding the 

roles of libraries in a social context just before approval of “The Statement on Intellectual Freedom in 

Libraries” (1954). We focus on the arguments of the neutrality of libraries (1952-1953) on Toshokan 

Zashi and “Appeal to Library Associations for the Prohibition of Atomic Weapon,” which was approved 

at the All-Japan Librarians Conference in 1954. Ariyama Takashi (executive director of the Japan 

Library Association) warned librarians not to declare an ideological position directly and recommended 

that they concentrate on the role of the public library as an information center, which was to provide 

various materials. As the basis of the statement that would affect Japanese librarianship, his concept did 

not gain a dominant position in the early 1950s. Librarians recognized the nature of the public library in 

various ways. The arguments related to the neutrality of libraries and the appeal clarified the conflict 

between the role of libraries to provide all points of view and the adoption of specific positions related 

to social and/or political issues. 

 

キーワード： 知的自由、社会的責任、有山崧、図書館の自由に関する宣言、原子兵器禁止に

関する各国図書館界への訴え 

Keywords: intellectual freedom, social responsibility, ARIYAMA Takashi 
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