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— 日本の状況と対比して —
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1. はじめに

本稿では、台湾の図書館や関連施設（図書室を設置している公共施設）の現状を、日本
の図書館サービスと対比しながら、かんたんに紹介する1。
まず、社会言語学や情報保障研究において図書館に注目する意義についてのべる。
社会言語学の観点から地域研究をおこなうとき、その社会の多言語状況がとりあげ
られる。学校教育、医療、司法、メディア、公共の言語表示など、研究の着眼点は多方
面にわたる。社会言語学の研究は公共の領域、私的領域をとわないものである。その
なかでとくに、公共領域における言語に着目した研究のなかで、公共図書館に焦点を
あてたものはそれほどおおくないように感じられる。例外的に松田陽子（まつだ・よう
こ）が『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』で「図書館の多言語サービス」を
とりあげており、オーストラリアでは「図書館の多言語サービス」が「コミュニティ
の人々と政府の政策とをつなぐネットワークの 1つの結節点としても機能すべき所と
みなされているため、言語政策の 1つの重要施策としてとりあげられている」と指摘
している（まつだ 2009:227）。
また、図書館研究の領域で社会言語学における言語権の理念にも言及しながら図書
館の多文化サービスを論じた「図書館の多文化サービス」という論文がある（こばやし
2007）。日本では 1991年に結成された「むすびめの会（図書館と在住外国人をむすぶ会）2」
が多文化サービスの普及にとりくんできた。2004年に『多文化サービス入門』という
本が出版された（日本図書館協会多文化サービス研究委員会編 2004）。しかし 2017年の全
国図書館大会（日本図書館協会主催）の分科会「多文化サービス」は「なぜ進まない?!

多文化サービス — はじめの一歩を踏み出すために」という題をかかげていた3。多文化
サービスを推進する側にとって、満足のいく実践ができていないという問題意識がう
かがえる。
公共図書館は、だれもが図書館を利用できるように、図書館利用の障害をとりはらう
とりくみをしている。そのために、情報のかたちを人にあわせる作業であるとか、図
書館サービスを利用者のところまでとどける作業をしている。その実践はまさに情報
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保障そのものであるといえる。利用者にとっての情報や移動のバリアを解消すること
も図書館の役割といえるのである。
図書館利用の障害には、身体的な障害だけでなく、言語や文化のバリアも存在する。
その意味で、図書館の多文化サービスは、「図書館利用に障害のある人々へのサービス」
の一部であるといえる。
近年、日本の図書館は障害者サービスの内容を再点検している状況にある。それは
日本が 2014年に障害者権利条約に批准し、2016年に障害者差別解消法を制定、施行
したからである。しかし、多文化サービスについては、根拠／うしろだてになるよう
な法律はない。
日本では、阪神淡路大震災をきっかけのひとつとして「多文化共生」というスロー
ガンが普及してきた。地方自治体や支援団体、大学や研究の分野においては「多文化」
という語はすでに定着しつつある。しかし一方で、日本政府は「多文化」という語を
つかってなにかを発信することはほとんどない。多文化と名のつく法律もない。たと
えば韓国が 2008年に「多文化家族支援法」を制定したこと、台湾が国をあげて「多元
文化」をスローガンとしていることをかんがえれば、日本政府の消極性はあきらかで
ある。
日本と台湾の図書館はそれぞれどのように運営されており、多文化という視点がど
れだけ意識されているのだろうか。以下では、台湾社会に注目し、多元文化をかかげ
る台湾社会において公共図書館がどのように運営されているのかを紹介したい。なお、
日本で在住している人であっても、日本各地の図書館にくわしい人はそれほどおおく
ないと予想されるため、本稿では、日本の図書館ではどうなのかについてもあわせて
紹介する。
まず、台湾の国立図書館と公共図書館についてとりあげる。

2. 台湾の多様な国立図書館

日本で国立図書館といえば、国会図書館がある。国会図書館は 3つある。本館（東
京）と関西館（京都）、そして国際子ども図書館（東京）である。それ以外には国立図書
館はないということになる。ただ、図書室のある国立の公共施設をあげるなら、国立
民族学博物館、国立国語研究所、国立特別支援教育総合研究所、国立天文台など、多
数の付属専門図書館がある。
台湾はどうか。台湾には以下のような国立の図書館がある。

・立法院国会図書館（台北（タイペイ）市／対象に制限あり）

・国家図書館（台北市。台南（タイナン）市に分館を準備中）

・国立台湾図書館（新北（シンペイ）市）

・国立公共情報図書館［国立公共資訊図書館］（台中（タイチョン）市に複数）

・台湾先住民族図書情報センター［台湾原住民族図書資訊中心］（台北市）

立法院国会図書館は公共にひらかれた図書館ではないため、ここでは省略する。
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国家図書館は日本の国会図書館にあたる。日本の国会図書館は閉架式であるが、台
湾の国会図書館は開架式である（ただし書庫にあるものはカウンターで請求）。6階には日
本語と朝鮮語（韓国）の図書や雑誌をあつめた部屋がある。国家図書館の利用には閲覧
証が必要である（パスポートを持参すれば利用登録ができる）。満 16才あるいは高校生以
上が利用できる。研究調査に特化した図書館であるといえる。
国立台湾図書館は新北市にある。新北市は台北市の南に位置し、台北市よりも人口
がおおい。国立図書館として障害者サービスを担当しているのは、この国立台湾図書
館であるといえる。視覚障害者資料センター［視障資料中心］がある。利用できるのは、
視覚障害、聴覚障害、学習障害、読書の困難［閲読困難］のある人である。読書の困難
は、本のページをめくることの困難などをふくむ、幅をもたせた意味である。2014年
に「心身障害者権益保障法」［身心障礙者権益保障法］が改定され、図書館などの情報保
障に関して、権利保障の対象が拡大されたことにもとづくとかんがえられる（国家図書
館編 2015:13）。興味ぶかいとりくみとして、国立台湾図書館周辺の飲食店に協力を依頼
し、同意のえられた店に点字つきメニュー［双視菜単］4をおいている。その内容は国立
台湾図書館が提供しているアプリ「視障随身聴（視覚障害者携帯再生アプリ）」からもア
クセスできる。そのほか、この図書館には多文化リソース区［多元文化資源区］、高齢者
リソース区［楽齢資源区］がある。台湾学研究センター［台湾学研究中心］もこの図書館
の中核であるといえる。
国立公共情報図書館は台中市にある。巨大な図書館である。台中市のなかに、本館
と 3つの分館、そして自動セルフ図書館［微型図書館］がある。台中市には以上にあげ
た国立図書館のほかに、台中市立図書館があり、本館と 43の分館がある。利用カード
ひとつで台中市立図書館と国立公共情報図書館の本館、分館をとわず資料の貸出がで
きる（「一證通用5」）。
ここでは国立公共情報図書館本館についてのべる。本館をみると、年齢をとわず利
用したいとおもえるような工夫がされた図書館であるといえる。とくにマルチメディ
アの活用に特徴があるといえる。2階にはたとえば「デジタルマルチメディア視聴セ
ンター［数位多媒体視聴中心］」があり、衛星放送をながすテレビ、視聴覚資料をみる空
間、言語学習スペース、撮影や録音ができる部屋などがある。さらに視覚障害者／聴覚
障害者情報センター［聴視障資訊中心］もある。このセンターのウェブページをみても
わかるように、資料としては視覚障害者のためのものがほとんどである。しかし、そ
のページのなかの活動紹介をみると、手話によるイベントも実施されていることがわ
かる6。ウェブサイトにフロアガイドのページがあり、グーグルマップやユーチューブ
で館内の各施設を紹介している7。3階には雑誌、新聞コーナーのほかに、高齢者学習
リソースサービス区、多文化スペースがある。多文化スペースにはアメリカ資料セン

4台湾では、墨字（すみじ）の文章のうえに点字の文章を透明のシールではりつけるというとりくみがあ
る。墨字でも点字でもよめるという意味で「双視」という。とくに絵本がおおく、公共図書館に蔵書されて
いる。

5台中市立図書館のサイトの「よくある質問［常見問答］」のページに解説がある（http://www.library.
taichung.gov.tw/public/faq/index.asp?Parser=27,20,54）。

6http://www.nlpi.edu.tw/ReaderService/Utility/TheHandicapped.htm
7http://www.nlpi.edu.tw/About/introduction/librarytour.htm
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ター、イギリス資料センター、フランス資料センター、台湾資料区、先住民族資料区
［原住民族資料区］、新住民サービス区［新住民服務区］がある。東南アジアの言語の資料
がある。ほかに多元学習教室、留学サービス区、地図区がある。多言語の資料は 5階
にもある。
高齢者学習リソースサービス区は、55歳以上優先スペースとなっており、健康チェッ
クのためのグッズ（体温計、血圧計、体脂肪計）、新聞を大画面で読めるタッチパネル、
将棋などのゲームのできるタッチパネルなどがあり、高齢者むけの資料や大活字資料
だけにとどまらない工夫がされている。
国立公共情報図書館のサイトには台湾の図書館を検索するページがあり、22の自治
体（6直轄市、3省轄市、13県）のそれぞれにどのような公共図書館があるのか確認でき
る8。
日本でいえば奈良県立図書情報館がマルチメディアに力をいれており、各地の市立
図書館でも「図書情報館」と名のつくところはいくつもある。情報センターとしての
図書館という位置づけは日本でも今後さらに強化されていくだろう。
台湾には国立公共情報図書館とおなじ規模の公共図書館が複数ある。たとえば台北
市立図書館本館（1990年）、高雄（カオション）市立図書館本館（2014年）と新北市立図
書館本館（2015年）をあげることができる。現在、桃園（タオユエン）市立図書館の新
館が建設中である。
つぎに、国立の専門図書館として台湾先住民族図書情報センターを紹介したい。こ
れは台湾大学図書館の地下 1階にある。先住民族委員会［原住民族委員会］が台湾大学
図書館に運営を委託している。入館の際、身分証の提示が必要であり 18歳未満は利
用できない。台湾の先住民族に関する図書や映像資料が閲覧できる。日本語の図書も
ある。なお、台湾先住民族図書情報センターのウェブサイトをみると、「台湾先住民族
図書情報館ネットワーク［台湾原住民族図書資訊際聯盟］」というサイトへのリンクがあ
る9。これをみると、ネットワークに参加している公共図書館、大学／研究所図書館、
博物館／専門図書館が台湾の全国にあることがわかる。現在、北区に 18館、中区に 7

館、南区に 13館、東区に 13館、「会員」として登録されている。そのなかには、中央
研究院民族学研究所図書館、中央研究院人文科学総合図書館、原住民族委員会原住民
文化公園管理局図書室などもある。これらも国立の図書館であるといえる。
なお、先住民族図書情報センターは「台湾先住民族情報リソース網［台湾原住民族資

訊資源網］」というポータルサイトを運営している10。
日本ではどうか。日本では国立のアイヌ民族図書館は存在しない。2020年に開館予
定の国立アイヌ民族博物館にも「ライブラリー」が設置されるようである11が、詳細
はまだ発表されていない。現時点では北海道博物館に図書室があり、アイヌ民族に関
する資料が豊富にある。北海道博物館は北海道開拓記念館と北海道立アイヌ民族文化
研究センターを統合し 2015年に設立された博物館である。博物館には入場料が必要

8http://www.nlpi.edu.tw/LibMap.aspx
9http://www.tiprc.org.tw/tipilc/

10http://www.tipp.org.tw
11文化庁『国立アイヌ民族博物館 概要』http://www.bunka.go.jp/koho hodo oshirase/hodohappyo/

icsFiles/afieldfile/2017/08/18/2017032301 besshi.pdf
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であるが、図書室だけの利用である場合は無料で利用できる。なお、東京にあるアイ
ヌ文化交流センターにも図書室がある。アイヌ文化交流センターは公益財団法人アイ
ヌ文化振興・研究推進機構が運営しており、国立の施設ではない。札幌市アイヌ文化
交流センターは札幌市が運営している。
図書室のある国立の施設は台湾にも多数ある。ここでとりあげたいのが台湾国立文
学館である。台南市にあり、入場料は無料である。台湾国立文学館は文学の展示だけ
でなく、地下 1階に図書室がある。図書や雑誌だけでなく、CDや DVDなどもある。
台湾文学館は近年、バリアフリーに力をいれている。たとえば台湾文学の選集をオー
ディオブックを付録につけて出版している（『台湾民間文学』『台湾現代文学』）。『台湾民
間文学』は 5冊セットであり、付録として CD4枚と DVDがついている。『台湾現代
文学』は「小説巻」「新詩巻」「散文巻」の 3冊あり、それぞれに書籍の内容をよみあ
げた内容が CD3枚と CDロム 1枚（録音デイジー12）に収録されている。
ここでは散文『台湾現代文学 散文巻』を紹介する。台湾で「国語」とされている漢
語（北京官話）の作品、台湾で「台語」とよばれているホーロー語の作品、客家語の作
品が収録されている。言語は漢語であっても作者は先住民族であるものもある。この
散文巻について解説した記事では、声の文学は、そもそも台湾先住民文学の伝統であ
り、台湾のホーローや客家の民間文学も文字の文学よりもさきにあったことを指摘し
ている（台湾文学館 2015:16）。
散文巻のホーロー語作品は、活字の文章は漢字と一部ローマ字で表記されている。
現在一般的なホーロー語表記である。客家語の作品は漢字だけで表記されている。こ
のような文章は、点字に転写することができないといえる。台湾の点字は漢語の「ふ
りがな」として使用されている「注音符号」をもとに構成されている（そのため、中国と
台湾の点字には互換性がない）。教会ローマ字で表記されたホーロー語にもとづく点字表
記もあるが、現在の台湾で使用者がどれほどいるだろうか。台湾は民主化以降、「本土
化」といって「国語」以外の言語［母語］の復権をうたってきた13（すがの 2012）。ホー
ロー語も客家語も、基本的には、はなしことばとして使用されているものである。先住
民族の言語についても、学校教育でも言語教育は実施されており、教科書もある。と
はいっても、先住民族委員会［原住民族委員会］の雑誌『原教界』では「先住民言語をか
きおこす［把族語写出来］」（2016年 6月号）や「先住民言語の文字化の十年をふりかえる
［族語的文字化十年回顧］」（2017年 2月号）という特集がくまれているのが現状である。
台湾の多様な言語実践は点字の世界にどれだけ反映されているのかという問いは台
湾の言語状況を議論するうえで、ひとつの論点としてあげることができるだろう。合
成音声（TTS）の開発という分野も、少数言語運動の舞台であるといえる。ホーロー語
の合成音声はすでに開発されているようだ14。少数言語の音声資料とその電子化、バ

12デイジーとは、電子バリアフリー図書の国際規格であり、パソコン、専用再生機、スマートフォンやタ
ブレット端末のアプリで再生できる。mp3の圧縮技術によって CD3枚の内容も CDロム 1枚におさまる。

13「本土化」に関する図書館活動として、国立台湾図書館が 2014 年にはじめた台湾の諸言語による読書
キャンペーン［本土語言閲読推広］をあげることができる（https://www.ntl.edu.tw/ct.asp?xItem=15283
&CtNode=1408&mp=14）。国語と英語が重要視されている現状にたいする言語復興キャンペーンである
といえる。「本土語言閲読」で検索すると各図書館のとりくみが確認できる。

14工研院文字轉語音Web 服務 http://tts.itri.org.tw
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リアフリー化の現状は、どのようになっているのだろうか。

3. 台北市立図書館のネットワーク

以上のような国立の図書館のほかに、各自治体が設置した公共図書館が台湾各地に
ある。ここでは台北市立図書館について紹介する。
台北市立図書館本館［総館］は地下 2階から 9階まで図書室のある巨大な図書館であ
る。1階は総合カウンターとパソコンスペース、10階は会議室、11階は高齢者学習セ
ンター［楽齢学習師範中心］となっている。地下 1階は子どもフロアであり、地下 2階
には外国語の児童書のフロアになっている。3階の参考室には外国語資料、留学資料
センター、アメリカ資料センター、成人教育資料センターがある。9階は多文化資料
センター［多元文化資料中心］となっている。朝鮮語、東南アジアの諸言語、移民・中
国出身者むけの漢語資料、台湾先住民族の資料があり、本、雑誌、各国の映画のDVD

がある。
台北市立図書館本館は巨大である。しかし見どころがあるのは本館だけではない。
台北市立図書館の分館は、それぞれに特徴があり、たとえば啓明（チーミン）分館は
視覚障害者サービス、大同（タートン）分館は手話関連資料、南港（ナンカン）分館は先
住民族資料をあつめており、それぞれ展示コーナーをもうけている。やまなか（2013）
はマンガ資料をあつめている中崙（チョンルン）分館を紹介している。台北市立図書館
のウェブサイトに本館、分館、閲覧室を紹介するページがあり、「館蔵特色」が明示さ
れている15。分館のほとんどに特色があることがわかる。また、台北の地下鉄駅など
に設置されているスマート図書館（自動化無人図書室）［知恵図書館］とファストブック
全自動貸出ステーション［FastBook全自動借書站］の一覧がある16。スマート図書館は
7館あり、ファストブックステーションは 9箇所にある。「各分館閲覧室」というペー
ジをみると、本館、分館、閲覧室、スマート図書館、ファストブックステーションす
べてあわせて 77あることがわかる。さらにウェブ上に、台北市立図書館視覚障害者電
子図書館［台北市立図書館視障電子図書館］がある17。これは啓明分館が運営しているも
のである。啓明分館のバリアフリー資料は視覚障害の人と学習障害の人が利用できる
ことになっている。啓明分館のサービス内容としては、ボランティアによる新聞よみ
あげを電話できくことができるサービス18、ボランティアが録音した生活情報を電話
できくことができるサービス、映画の音声解説つき上映会などがある19。
台湾ではボランティア活動がさかんであり、図書館だけでなく、学校、病院など、公
共施設のほとんどで「ボランティア［志工］」がいる。

15http://www.tpml.edu.tw/ct.asp?xItem=1139536&ctNode=58131&mp=104021
16「知恵図書館」については、さかい（2012）を参照のこと。
17http://blind.tpml.edu.tw/
18日本でも「新聞リーディングサービス」が NTT東京福祉文化事業団ゆいの会によって実施されている

（通話料のみ）。ゆいの会のブログを参照のこと（http://blog.goo.ne.jp/yuii2100）。
19以前は送迎や心理相談も実施していたとのことである（ツン 1999）。



あべ「台湾の図書館とその周辺 日本の状況と対比して」 129

4. 台湾の多文化サービス提供施設

公共図書館ではなくとも、図書館機能をもつ公共施設はある。ここでは図書館の多
文化サービスという観点から図書室をもつ公共施設に注目する。
日本では、国際交流センターや国際交流協会、国際交流会館などの名前のついた公
共施設が各地にある。筆者の居住地である京都市には京都府国際センターと京都市国
際交流協会がある。各地の国際交流協会には図書室があり、多言語の本や雑誌、新聞、
ミニコミ、チラシなどがある。多言語による相談（法律、教育、医療など）の実施や日
本語教室を設置している場合もおおい。台湾ではどうか。
移民社会台湾ならではの公的施設として台中市新住民多元図書室がある（設立時の名

称は台中市新移民多元図書室）。多言語の絵本が豊富にあり、新移民にたいするサービス
を実施するだけでなく、文化を発信する主体として新移民が自分たちの文化を紹介す
る行事などが実施されている。
にたような施設として、台北市には移民会館が 2つある（南港新移民会館／万華（ワン

フア）新移民会館20）。ボランティアと通訳者（有償）が常駐している。ベトナム語、イ
ンドネシア語、タイ語、英語の通訳が曜日や時間帯にわけて配置されている。ベトナ
ム語の通訳はニーズがおおく、南港新移民会館には毎日午前に、万華新移民会館には
毎日午後にベトナム語通訳がいる。電話での問い合わせにも対応している21。点数は
おおくないが多言語の雑誌、新聞、図書がある。カラオケ施設がある。料理もできる。
受付カウンターには台湾国籍を取得するためのテストについての案内が掲示されてい
た。移民社会ならではといえるだろう。なお、移民会館とはべつに、公共機関として
移民署がある。日本でいえば入国管理局にあたる。移民署、入国管理局という国家機
関の名前に台湾と日本それぞれの立場があらわれているといえるだろう。
多文化の視点で台湾をとらえるとき、客家の存在もわすれることはできない。台湾
には国家機関として先住民族委員会［原住民族委員会］と客家委員会がある。テレビ放
送として客家チャンネルと先住民族チャンネルが保障されていることやその背景につ
いては林怡蕿（リン・イーシュエン）の『台湾のエスニシティとメディア』にくわしい
（リン 2014）。国立の施設として先住民族情報図書センターがあるのも、先住民族委員
会があるからこそである。客家についても同様の施設がある。たとえば台北市客家図
書視聴覚資料センター［台北市客家図書影音中心］である。客家についての資料があつ
められている。

5. おわりに — 台湾の図書館が示唆するもの

台湾の人口集中都市には 6つの直轄市がある。人口と行政区の数をみると以下のと
おりである（2017年 1月の統計22）。

新北市：397万 9963人：29区
20日本語の紹介ページがある（http://nitj.taipei/ct.asp?xItem=63839476&ctNode=74083&mp=102

167）。
21「新移民会館問い合わせサービス」http://nitj.taipei/ct.asp?xItem=29538384&ctNode=54347&mp=10

2167
22内政部「戸政司全球資訊網」人口資料庫 http://www.ris.gov.tw/346
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台北市：269万 5371人：12区
桃園市：215万 0685人：13区
台中市：276万 9005人：29区
台南市：188万 6075人：37区
高雄市：277万 9332人：38区

たとえば名古屋市は 200万人以上の人口があり、16の区がある。桃園市とおなじく
らいの規模といっていいだろう。桃園市立図書館のウェブサイトをみると、本館と分
館（32館）、閲覧室（2館）、児童美術館をあわせて 34の図書館の基本情報が一覧表示
されている。
名古屋市はどうか。県立図書館、市立中央図書館と 21の図書館がある。単純に比較
して、名古屋市よりも桃園市のほうが図書館がおおい。
日本の図書館の課題は、図書館数だけではない。開館時間の問題である。たとえば、
都道府県立図書館のなかでは滋賀県立図書館は全国的にも蔵書数のおおい図書館であ
る。しかし、滋賀県立図書館は 1週間のうち 2日を定休日としている（月曜と火曜）。開
館時間も平日は 10時から 18時まで、土日は 10時から 17時までとなっている。これ
は極端な例であるが、平日の開館時間が 19時までというのは日本の都道府県立図書館
では一般的であり、21時まで開館している例はほとんどない。一方、たとえば台北市
立図書館は火曜から土曜まで 8時半から 21時まで開館しており、日曜と月曜は 9時
から 17時までの開館となっている。これは台湾ではめずらしいことではない。日本の
都道府県立図書館にあたる直轄市の市立図書館本館や省豁市や県の図書館［文化局図書
館］のほぼすべてが 21時まで開館している。22時までの場合もある。
利便性や相互ネットワークの課題もある。日本では都道府県立図書館と市立図書館
の利用カードに互換性はない。広域利用といって近辺の自治体と相互協力して貸出し
ている例もあるが、全国的なものではない。
台湾ではどうか。台湾は 2013年から公共図書館をネットワーク化している。「公共
図書館区域リソースセンター［公共図書館区域資源中心］」という。台湾を北区、中区、
南区、東区という 4つの地域にわけて、各区域の主要図書館それぞれ 3館（計 12館）を
リソースセンターに指定している。ハンドブックによれば、図書館間相互貸借［館際互
借］によって台湾全国の資料をかりることができる。利用者はオンラインで本や視聴
覚資料を予約し、うけとり館をえらぶ。うけとり館に資料がとどくと通知されるとい
うしくみである。資料の送料は教育部が負担し、個人負担はない。今後利用が増加す
れば個人負担にするかもしれないとのことである（国家図書館編 2016:23）。
公共図書館における電子書籍サービスは日本では一部の図書館しか導入していない

状況である。台湾では「台湾クラウド書庫［台湾雲端書庫］」という公共図書館電子書籍
サービスがある23。これは 2013年に遠流出版社［遠流出版公司］が開発し、高雄市立図
書館が採用しサービスを開始した「台湾クラウド書庫＠高雄」が全国的にひろまってき
ているものである（導入していない自治体もある）。利用者は無料で電子書籍をよむことが
できる。利用があれば自治体がその本の出版社と著者にお金をはらうというシステム

23http://www.ebookservice.tw
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である。そのため利用できる点数に制限がある自治体もある。どの自治体でも 1点に
つき 14日間の貸出である。たとえば台北市民であれば台北市立図書館の利用カードさ
えあれば、利用登録することができる。台湾クラウド書庫はひとつのプラットフォー
ム（公式ウェブサイトや公式アプリ）からログインできるようになっている。つまり、自
治体の一覧から自分が利用登録している地域を選択すればよいということだ24。
日本ではクラウド型の図書館として「サピエ」があり、図書館利用に障害のある人
は登録・利用することができる。デイジー資料（録音、マルチメディア、テキスト）と点
字データが利用できる。これらの資料を製作しているのは国会図書館、日本点字図書
館、日本全国にある視覚障害者情報提供施設、公共図書館、NPOなどである。台湾
の場合、国立台湾図書館や国立公共情報図書館、高雄市立図書館などの公共図書館や
NPOだけでなく、国立大学の障害学生支援センターや大学図書館などもバリアフリー
資料の製作主体として参加している。淡江（タンチアン）大学、精華（チンフア）大学、
彰化（チャンフア）大学、交通大学である。それぞれ、教育部の委託をうけて点訳や音
訳資料などを製作している。たとえば淡江大学の視覚障害者リソースセンター［視障資
源中心］は教育部の視覚障害者電子図書館［教育部華文視障電子図書館］を運営している。
国の予算があること、大学もバリアフリー資料を製作していることはバリアフリー資
料の多様化という意味でも重要であるといえるだろう。
日本の図書館でも、魅力的で意欲的なサービスを提供している図書館はすくなくな
い。たとえば、日本では鳥取県立図書館や岐阜県立図書館、そのほか一部の市立図書
館で託児サービスを実践しており、親が図書館を利用するために、図書館内の託児ス
ペースにこどもをあずけることができる。音楽の配信サービスを提供している図書館
も多数ある25。最近では図書館を複合施設の一部として運営する例もふえてきており、
武蔵野プレイスをはじめとして利用しやすさを工夫した図書館もおおい。見どころの
ある図書館は日本にも豊富にある。図書館をめぐる言論状況も、おおくの雑誌があり、
研究書や一般書が出版されており、研究大会やフォーラムなども多様にある。台湾で
は図書館についての出版物は日本のように豊富にあるわけではない。すべての人に図
書館サービスをとどけるという趣旨にたつ本をさがしてみても、台湾ではかぞえるほ
どしか存在しない26。人口の大小が関係しているのかもしれない。しかし、台湾の場
合、国家図書館や国立台湾図書館が公共図書館についての本を出版している。民間ま
かせでなく、トップダウンが機能しているということは、図書館のように無料原則の
ある公共施設としてはひじょうに重要なことであるようにおもわれる。結局のところ、
国や自治体の政策が図書館の予算をきめるのであり、個々の図書館員の努力だけでは
解決できないことがあるからだ。
日本では、基本的に民間ベースであり、熱意のある図書館員が多文化や障害者サービ

24遠流出版会社と国立台湾図書館の共同により、「台湾クラウド書庫バリアフリー専用区［台湾雲端書庫無障
礙専区］」が 2017年 7月にできた（http://viis.ntl.edu.tw/ct.asp?xItem=152894&ctNode=719&mp=1）。
つぎのページからアクセスできる。 http://lib.ebookservice.tw/ntl/

25「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」という民間の音楽配信サービスとの契約をむすんだもの
（http://naxos.jp/nml/）。

26チェン編（2014）『公共図書館』は、中華民国図書館学会による「中華民国図書館事業百年回顧と［与］
展望」というシリーズの 1 冊（第 4 巻）であり、重厚な内容になっている。とくに第 2 篇第 5 章「多元及
特殊読者服務」が参考になる。
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スを議論している。日本点字図書館も社会福祉法人であり、国立の機関ではない。そ
うしてみると、日本の図書館にはトップダウンがすくないのである。台湾と比較して
みると、日本は国としての図書館政策が不十分であると感じられる。個々の公共図書
館は地方自治体の管轄であるとはいっても、国が図書館政策をうちだす必要もあるの
ではないだろうか。
日本でも、国立国会図書館は『国立図書館月報』『カレントアウェアネス』『カレン
トアウェアネス–E』『アジア情報室通報』などのメディアをもち、情報を発信してい
る。その内容はウェブで公開されている。民間が発行する雑誌は経営上の問題もある
ため、すべて無料公開することはむずかしい面がある。もし国立の図書館が複数あり、
雑誌などを発行していれば、それらの成果物はたんに無料公開されるだけでなく、バ
リアフリーの状態で公開される。国が責任をもって発信することは「情報」を一部の
人や多数派の独占物にしないためにも必要なことなのである。
以上、台湾の図書館の概略的な紹介と、場あたり的なおぼえがきとなった。図書館
をめぐる論点は多言語社会、多文化政策、バリアフリー化など、多分野にわたるもの
である。「多元」という表現が多方面でつかわれている台湾社会において、図書館はど
のような空間であるのか。主観的な評価になるが、電子化、多文化、高齢化、バリア
フリーなど、時代のながれに応じていること、利用しやすいように配慮があることが
その特徴であるように感じられる。
筆者は 2015年から 2017年まで、4回にわたって台湾の図書館や関連施設をあるい
てまわった。しかし、都市部ではなく、離島や山間部での図書館サービスはどのようで
あるのか。利用者に対するサービスとして、具体的にどのような実践があるのか。こ
のような問いについてほりさげることができなったという意味で、本稿は台湾の図書
館のうわべだけをなぞった紹介となっている。今後の課題としたい。
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