専門書はどれほど図書館で購入されるか
上田修一(慶應義塾大学文学部)
ueda@slis.keio.ac.jp
１ 目的
この報告の目的は，国内で出版される本
のどれほどが図書館で購入されて蔵書と
なっているのかを明らかにすることであ
る。日本の出版業は，15 年来，あるいは
20 年にわたる下降局面にあるとされてい
る 1)。
『出版統計年報』によると書籍出版点
数は，1989 年の約 39,000 点から 2008 年の
約 76,000 点と倍増した一方，推定書籍販
売部数は，同じ 20 年間に，1990 年の出版
点数は 9.4 億部から 7.5 億部に減少した 2)。
この結果，1 点当たりの販売部数は，20 年
の間に約 60%減っている。
一方，この 20 年間に『日本の図書館』
の回答館でみると，
大学図書館数は 1.4 倍，
公共図書館数は 1.7 倍となっている。
出版物の主要な購入者は通常は，一般読
者であろうが，出版社は，出版にあたって
図書館の購入を期待しているはずである。
一時，書籍出版の衰退の原因の一つとして
公共図書館による貸出が取り上げられた
ことがあったが，最近では，そうした論調
は影を潜め，むしろ，図書館が本の出版を
支えることを期待する発言も見られる。
２ 先行調査
本の出版流通における図書館の貢献の
程度を調べるため，書籍の総販売額と図書
館の資料費や図書費の総額を比較する試
みは，これまでもたびたびなされてきた。
しかし，これはマクロというより大まかで
あり，実態との関わりは薄いと考えられる。
特定の本を対象とし，図書館の所蔵状況
を調べる調査の例として，日本図書館協会

と日本書籍出版協会が行った『公立図書館
貸出実態調査』
（2003 年）がある 3)。これ
は，ベストセラー，受賞作など 80 点を公
立図書館 500 館を対象に，所蔵と貸出状況
調査を行ったものである。例えば，「取次
ベストセラー作品」21 点の「1 図書館あた
り 1 タイトルあたり所蔵冊数」は 2.01 部，
「サントリー学芸賞受賞作」15 点は，0.15
部となっていた。ここから，公立図書館全
体での所蔵部数の推定が可能である。
３ 調査方法
(1) 調査対象とした本
最初に調査対象とする出版物を決めた。
ここでは，国内刊行書籍のみを対象として，
雑誌は除いた。また，フィクションは除外
した。フィクションとノンフィクションは，
出版や読書において，大きく性格が異なる
と考えるためである。また，出版部数の設
定の異なる新書や文庫は除外した。さらに，
後述のように価格の高い本としたので，結
果的に，専門書となった。
分析の項目としては，知名度，注目度な
どヴィジビリティの高さ，分野，価格を用
いることにする。
まず，知名度について，新聞書評，受賞
作品，一般の三つのグループを設け，各 20
点を選んだ。日本十進分類の 0 類から 9 類
までで各 2 点となるようにした。出版年は
2007 年を原則とした。新聞書評は，朝日新
聞，読売新聞，毎日新聞，日本経済新聞の
2007 年の書評欄に取り上げられた 2,114 点
（延べ 2,451 点）から重複の多い順に分野
を考慮しつつ選択した。
（表 1）

表 2 受賞書

表 1 新聞書評（出版年は全て 2007 年）
(1)IPOD は何を変えたのか？. スティーブン・レヴィ.
ソフトバンククリエイティブ(1800 円)
(2)メディアと政治.蒲島郁夫他.有斐閣(1800 円),
(3)幽霊を捕まえようとした科学者たち. デボラ・ブ
ラム. 文藝春秋(2476 円)
(4)信じない人のための〈宗教〉講義. 中村圭志. み
すず書房(2500 円)
(5)江戸狂者傳.中野三敏.中央公論新社(8800 円)
(6)環境の歴史 : ヨーロッパ、原初から現代まで. ロ
ベール・ドロール他. みすず書房(5600 円)
(7)ナショナリズムの由来.大澤真幸.講談社(4762 円)
(8)景観にかける. 石原一子. 進評論(2500 円)
(9)トランス・サイエンスの時代. 小林傳司. NTT 出
版(1800 円)

学学術出版会(2006 年,23000 円[岩瀬弥助記念書
物文化賞])
(22)美酒と革嚢. 長谷川郁夫. 河出書房新社(2006
年,5800 円[日本出版学会])
(23)ソフィストとは誰か？. 納富信留.人文書院
(2006 年,2800 円[サントリー学芸賞])
(24)ローマ帝政初期のユダヤ・キリスト教迫害. 保坂
高殿. 教文館(2003 年,10000 円[日本学士院賞])
(25)自壊する帝国. 佐藤優. 新潮社(2006 年,1600 円
[大宅壮一ノンフィクション賞]),
(26)周恩来秘録. 高文謙. 文藝春秋(2007 年,3714 円
[アジア・太平洋賞])
(27)フランス自由主義の成立 . 安藤隆穂. 名古屋大

(10)新たな疫病「医療過誤」. Ｒ・Ｍ・ワクター他. 朝
日新聞社(2400 円)
(11)未完の建築家. フランク・ロイド・ライト他.
TOTO 出版(2000 円)
(12)ＮＡＳＡを築いた人と技術. 佐藤靖. 東京大学
出版会(4200 円)

学出版会(2007 年,5700 円[日本学士院賞])
(28)「帝国」の国際政治学. 山本吉宣. 東信堂(2006
年,4700 円[読売・吉野作造賞])
(29) ガ リ レ オ の 迷 宮 . 高 橋 憲 一 . 共 立 出 版 (2006
年,9000 円[毎日出版文化賞自然科学部門])
(30)食品安全問題の経済分析. 中嶋康博. 日本経済

(13)コーヒーの真実. アントニー・ワイルド. 白揚社
(3500 円)

評論社(2004 年,4200 円[日本農業経済学会学術
賞])

(14)築地. テオドル・ベスター.木楽舎 (3800 円)
(15)ブラッサイ

(21)日本現存朝鮮本研究. 集部. 藤本幸夫. 京都大

パリの越境者. 今橋映子. 白水社

(4500 円)
(16)ボクシングはなぜ合法化されたのか. 松井良明.
平凡社(2400 円)
(17)プラスチック・ワード. ウヴェ・ペルクゼン. 藤
原書店(2800 円)
(18)日本語は天才である.柳瀬尚紀. 新潮社(1400 円)
(19)川柳のなかの中国.中村義.岩波書店(3600 円)
(20)ベケット巡礼. 堀真理子. 三省堂(2800 円)

(31)日本の放水路. 岩屋隆夫. 東京大学出版会(2004
年,8500 円[土木学会 出版文化賞])
(32)シミュレーションの思想. 廣瀬通孝他. 東京大
学出版会(2002 年,2800 円[大川出版賞])
(33)日本庭園の植栽史.飛田範夫.京大学術出版会
(2002 年,4600 円[日本造園学会賞])
(34)ブロードバンド・エコノミクス.依田高典. 日本
経済新聞出版社(2007 年,4000 円)[大川出版賞]),
(35)切断の時代. 河本真理. 星雲社(2007 年,8000
円)[サントリー学芸賞芸術・文学部門])
(36)歌舞伎の近代 作家と作品. 中村哲郎. 岩波書店

受賞書は，日本学士院賞，講談社ノンフ
ィクション賞，和辻哲郎文化賞，読売・吉
野作造賞などや分野を考慮し，土木学会出
版文化賞，日本出版学会賞などの受賞作を
対象とした。受賞作には，2007 年以前に出
版された本も含まれる。
（表 2）

(2006 年,5800 円[河竹賞]),
(37)平安鎌倉時代に於ける表白・願文の文体の研究.
山本真吾.汲古書院(2006 年,2800 円[新村出賞])
(38) 国 字 の 位 相 と 展 開 . 笹 原 宏 之 . 三 省 堂 (2007
年,9900 円[金田一京助博士記念賞])
(39)西行の和歌の世界. 稲田利徳. 笠間書院(2004
年,20000 円[角川源義賞])

(40)文芸時評という感想. 荒川洋治. 四月社(2005

(56)ドレスデン 都市と音楽. バロック音楽研究会.
東京書籍(5500 円)

年,3200 円[小林秀雄賞])

(57)日本語と韓国語の慣用表現の差異. 李明玉. 笠

「一般」は，トーハン，日本出版販売，
紀伊國屋書店，日外アソシエーツが作成し
ている BOOK データベース」
（2007 年版）を
用い，価格が 3,000 円以上の本 8,449 点を
抽出してリストを作成し，無作為な順序に
なるように並べ替え，分野が分かれるよう
に選択した。
（表 3）
表3

一般 （出版年は全て 2007 年）

(41)一歩リードする情報リテラシー. 亀井栄治他.
ナカニシヤ出版(3500 円)
(42)ギリシア・ローマ時代の書物. ホルスト・ブラン
ク. 朝文社(6410 円)
(43)東洋自然思想とマルクス主義. いいだもも. 御
茶の水書房(9000 円)
(44)音楽療法の現在. 国立音楽大学. 人間と歴史社
(4000 円)
(45)古代国家成立過程と鉄器生産. 村上恭通. 青木

間書院(3800 円)
(58)日本語形容詞の文法. 工藤真由美. ひつじ書房
(6000 円)
(59)甦る詩学. 藤井貞和. まろうど社(5000 円)
(60)初期万葉論. 梶川信行. 笠間書院(8000 円)

(2) 調査対象の図書館と調査方法
所蔵を調べる図書館の種類は，大学図書
館と公共図書館，その他の図書館とした。
大学図書館とその他の図書館の所蔵は，国
立情報学研究所 NACSIS Webcat を使用した。
それぞれの調査対象の本の書名で検索し，
所蔵箇所を得た。所蔵箇所は大学などの機
関単位でまとめた。NACSIS Webcat の接続
機関は 2009 年度末で 1,224 機関であり，
大学図書館は，94.3%が接続している(表 4)。
表４ NACSIS Webcat 接続図書館数
機関種別
大学図書館

書店(5000 円)
(46)胎土分析からみた九州弥生土器文化の研究. 鐘
ヶ江賢二. 九州大学出版会(6800 円)

機関数
国立大学

86

公立大学

75

私立大学

547

小計

(47)ライバル関係の心理学. 太田伸幸. ナカニシヤ
出版(6000 円)
(48)平和教育の思想と実践

. 山田正行. 同時代社

(4500 円)

その他の

短期大学

図書館

高等専門学校
大学共同利用機関

708
141
58
15

(49)ゲノム化学 . 齋藤烈他. 化学同人(4500 円)

海外機関

107

(50)見て診て学ぶ肺癌の画像診断. 本田憲業. 永井

その他

195

書店(7600 円)
(51)循環型地域社会のデザインとゼロ・ウェイスト.
寺本博美. 和泉書院(3800 円)
(52)プリント基板の試験と評価. 電気学会. オーム
社(3200 円)
(53)近代日本の農村的起源. トマス・C.スミス. 岩波
書店(3800 円)
(54)インターネット通信販売と消費者政策. 丸山正
博. 弘文堂(4200 円)
(55)「モナ・リザ」は聖母マリア. 高草茂. ランダム
ハウス講談社(4500 円)

小計
合計

516
1,224

NACSIS Webcat には一部の公共図書館も
接続しているが，公共図書館の所蔵は除外
した。調査は，2009 年 8 月中旬に行った。
公共図書館は，各都道府県立図書館など
が提供している都道府県内の図書館の蔵
書検索システムを結んだいわゆる「横断検
索システム」を使用した。それぞれの調査
対象の本の書名などで検索し，所蔵図書館
名を得て，さらに所蔵部数を確認し，所蔵

義塾大学のように接続機関リストにあっ
ても入力をしていない図書館がある。公共
図書館では，横断検索システムに含まれな
い図書館がある。また横断検索システムの
ソフトウェアの語の分割や検索アルゴリ
ズムによっては，検索できない事例もあれ
ば，接続できない場合もある。
しかしながら，今回の調査では，主要な
図書館はほぼ網羅している。実際は，これ
に数十部が上乗せされる程度であろう。

図書館名も記録した。調査は，2009 年 8 月
後半から 9 月にかけて行った。ただし，熊
本県と鹿児島県には横断検索システムが
なく，また，横断検索システムはあるもの
の調査期間内に作動しなかった福島県，山
梨県のものは使わなかった。
４ 調査結果
調査結果を表 5 と表 6 に示した。一般の
専門書は，図書館では 117 部購入されてい
る。受賞すれば，それが倍になり，新聞で
書評がなされれば 3.4 倍となる。
この調査で，図書館で買っている部数が
正確に把握できているわけではない。ここ
で対象とした図書館以外の図書館，例えば
学校図書館やその他の図書館がある。大学
図書館の中には，早稲田大学のように
NACSIS Webcat に接続していない例や慶應

一般
受賞書
新聞書評

調査
対象

大学図
書館

点

部

20
20
20

点
総記
哲学
歴史
社会科学
自然科学
技術
産業
芸術
言語
文学

表 5 種類別
公共図 他の図
書館
書館
部

部

計

最少

最多

価格

部

部

部

円

76.6
131.0
162.2

調査
点数
０類
１類
２類
３類
４類
５類
６類
７類
８類
９類

1) 永江朗.本の現場. ポット出版，2009.
2)出版指標年報. 全国出版協会出版科学
研究所. 1961-.
3)日本図書館協会，日本書籍出版協会.『公
立図書館貸出実態調査』
http://www.jla.or.jp/kasidasi.pdf.
（2009-09-07）

36.7
3.4
116.6
117.0
8.0
256.0
226.9
10.3
399.4
表 6 分類別
大学図 公共図 他の図
計
書館
書館
書館
部

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

122.7
115.2
144.8
166.3
153.0
103.3
133.2
92.7
123.8
77.3

部
126.0
184.0
222.1
89.5
108.3
103.9
114.4
93.6
134.3
92.6

部
6.5
6.5
7.2
7.7
8.8
4.7
8.2
6.3
10.0
6.2

部
255.1
305.7
374.1
263.5
270.2
211.9
255.7
192.6
268.1
176.1

41
93
203

263
848
760

5,256
7,006
3,272

最少

最多

価格

部

部

円

66
94
73
93
41
59
127
69
133
57

470
662
848
542
638
381
392
409
760
301

7051.7
5129.3
5252.3
7910.3
4916.7
4083.3
3983.3
5116.7
4450.0
7100.0

