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Abstract 

The purpose of this research is to understand actual management of public libraries and actual usage of long -stay 
type public libraries. We have conducted three surveys in this research. The first survey is the interview from the 
staff of public libraries. Second one is data analysis of Kanagawa Library Association.  And third one is 
questionnaire surveys from visitors in long-stay type public libraries. In many libraries, there is seen the lack of 
space as a problem. However, variety spaces corresponding to the diversification of purpose have been required.  
And the space to be used and the time to stay is different depending on the purpose of visitor, and the visitor has 
selected libraries or staying place by the purpose. 
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背景・目的
 

公立図書館は地域社会の生涯学習ニーズに対応した

施設として ,これまで以上に重要な役割を担うと考えら

れる .特に市区町村単位で整備されている地域図書館は ,
従来の貸出中心の機能に加えて ,近年では学習や閲覧空

間 ,ラウンジなどのコーナーを充実させ ,訪問すること自

体を目的に長時間滞在する「滞在型」1)や,生涯学習セン

ターなどの他施設と併設した「複合型」が出現し ,図書館

の多様化・個性化が進んでいる .図書館の施設規模や利用

実態に関する研究としては ,図書館における面積構成割

合の傾向を考察した藤谷らの研究 2)や利用者の館内の居

場所選択の要因を分析・考察した中井らの研究 3)～4）
など幾つか報告されているが ,近年の多様化する図書館

の施設機能や施設規模 ,運営・利用実態についての研究は

少なく,関連する調査研究の蓄積が必要と思われる . 
そこで本研究では ,公立図書館の施設機能・運営状況を

概括した上で ,「滞在型」公立図書館に着目し ,首都圏に

立地する「滞在型」公立図書館を対象にその利用実態を

明らかにし ,今後の図書館計画における知見を得ること

を目的とした. 

調査概要
 

公立図書館の施設機能・運営状況を概括するために ,
調査 A では,首都圏に立地する公立図書館の中から「滞在

型」図書館や,「複合型」図書館と考えられる事例を含む

15 事例(東京 5 事例,神奈川 10 事例)を実踏調査対象とし

て選定し ,施設概要の収集 ,並びに管理者に対する運営・

利用実態や今日抱えている問題についてのヒアリング調

査を行った.調査 B では,神奈川県図書館協会による資料

5）に記載されている神奈川県の図書館 75 事例に対し ,
同資料に記載されている施設概要(総延床面積・閲覧座席

数・書架収容可能册数・奉仕対象人数など)について ,数
値解析を行うことで ,図書館の現状を統計的に把握した . 

調査 C では,特に利用者の目的が多様であると思われ
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る「滞在型」図書館に着目し,来館者の利用実態を把握す

るために,調査 A の対象 15 施設のうち,Table1 に示す「在

型」図書館として特徴づけられる公立図書館 2 事例

(Fc,Kc 図書館)を調査対象に選定し ,日常利用実態(属性・

利用圏・利用目的・滞在時間・頻度・図書館選択の要因),
および館内での過ごし方 (日常利用する場所・好きな場

所・利用人数・主な行為・場所選択の理由等)に関するア

ンケート調査を実施した . 
 

施設機能および運営面からみた今日的課題
 

Table2 は,調査 A でヒアリングを行った 15 事例の開設

年度,延べ床面積,蔵書数と施設機能面・運営面の問題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点・課題を延べ床面積順に示したものである .施設機能面

では,書庫及び事務・作業スペースの不足が複数館で指摘

されている他,座席数の不足や学習室・休憩コーナー等の

滞在機能の設置等 ,施設規模に起因した項目が多く挙げ

られている .また音漏れも複数館で指摘されているが ,こ
れらは児童書コーナーからの音漏れであり ,基本的なゾ

ーニング計画に起因すると考えられる .運営面ではスタ

ッフ不足 ,レファレンスの充実を望む意見が複数館で出

されている他 ,宅配サービスや他図書館との連携などの

サービスに関する項目も挙げられている .この背景には

昨今の図書サービスに対する要求の多様化・高度化・複

雑化等の要因が考えられる . 
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4.公立図書館の運営・利用状況 
 
 Fig.1 は,調査 B で行った 2007 年度に神奈川県図書館協

会に登録されている公立図書館 75 施設の竣工年度,延床

面積 ,蔵書数 ,児童書数 ,貸出冊数を示したものである .75
施設のうち約半数の 37 施設が 1980 年代に竣工したもの

であり,2007 年時点で築 20 年を超える施設は 46 施設,全
体の 61%で,老朽化した施設が多いことがわかる.また,神
奈川県立図書館(Ka)と横浜市中央図書館(Yo)は,延床面積

や蔵書数から広域図書館にあたると考えられる .そこで

この 2 館を除いた 73 事例をみると,延床面積の平均は

1,973 ㎡であり,最少 106 ㎡,最大 4,739 ㎡,また蔵書数にお

いては,平均が 191,102 冊,最大 692,788 冊,最小 24,468 冊

となっており ,多様な規模の図書館が存在していること

がわかる.なお ,竣工年度による蔵書数や延床面積の傾向

は特に見られなかった .Table3 は図書館の規模や運営実

態を示す指標と考えられる 8 項目(貸出冊数,延床面積,入
館者数 ,蔵書数 ,開架図書数 ,児童用図書数 ,閲覧席数 ,リフ

ァレンス件数)の単相関係数と検定統計量Ｆ値の値を示

したものである.延床面積と蔵書数の単相関係数は 0.91
であり,決定係数が 0.83 であることから,この二つの項目

は強い相関関係にあるといえる.一方で,貸出冊数と施設

のハード面に関わる項目である延床面積や閲覧室の座席

数の単相関係数は,0.5 以下であり,貸出冊数とこれらの項

目の関係性は弱いといえる. 
 貸出冊数は図書館運営の重要指標の一つであると考え

られる.そこで ,貸出冊数との単相関係数が高い入館者数

と開架図書数を指標とし,貸出冊数と入館者数,開架図書

数の回帰分析を行った (Fig.2).貸出冊数と入館者数の単

相関係数は 0.71,貸出冊数と開架図書数は,0.75 であり,と
もに決定係数が 0.5 以上であることから,入館者数と開架

図書数の二つはいずれも貸出冊数に有意な説明変量と考

えられる. 
  

5.来館者の利用実態アンケート調査結果 
 
 調査 C で行った来館者への利用実態アンケートの実施

対象施設の詳細および実施概要は Table１に示すとおり

である .Fig.3 はアンケート回答者の性別 ,年齢 ,職業を示

したものである.20 代から 40 代までは女性の利用者が若

干男性を上回り,50 代を境に男性の利用者が増加してい

る.この傾向は Kc 及び Fc 両図書館にみられ,特に 60 代以

上の男性の利用者が多くなっている.つまり,図書館が比

較的自由な時間を持てるようになった世代の居場所とな

っていることが推察できる. 
 
 5.1 調査対象図書館の利用圏について 
 Fig.4 は Kc 及び Fc 図書館利用者の来館にかかる所要

時間と利用者累積度数割合の関係を交通手段別に示した

ものである.Fc・Kc 両図書館とも徒歩 40～50％,自転車 45
～55%,両者で併せて 95％で,その他の交通手段（車・バ

ス・電車の併用含む）は 8％である.80%利用圏は Fc と

Kc で大差はなく Kc 徒歩 16～20 分,自転車 11～15 分,Fc
徒歩・自転車共に 11～15 分程度である. 
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いては,平均が 191,102 冊,最大 692,788 冊,最小 24,468 冊

となっており ,多様な規模の図書館が存在していること

がわかる .なお ,竣工年度による蔵書数や延床面積の傾向

は特に見られなかった .Table3 は図書館の規模や運営実

態を示す指標と考えられる８項目(貸出冊数,延床面積,入
館者数 ,蔵書数 ,開架図書数 ,児童用図書数 ,閲覧席数 ,リフ

ァレンス件数 )の単相関係数と検定統計量Ｆ値の値を示

したものである .延床面積と蔵書数の単相関係数は 0.91
であり,決定係数が 0.83 であることから ,この二つの項目

は強い相関関係にあるといえる .一方で ,貸出冊数と施設

のハード面に関わる項目である延床面積や閲覧室の座席

数の単相関係数は ,0.5 以下であり,貸出冊数とこれらの項

目の関係性は弱いといえる . 
貸出冊数は図書館運営の重要指標の一つであると考え

られる .そこで ,貸出冊数との単相関係数が高い入館者数

と開架図書数を指標とし ,貸出冊数と入館者数 ,開架図書

数の回帰分析を行った (Fig.2).貸出冊数と入館者数の単

相関係数は 0.71,貸出冊数と開架図書数は ,0.75 であり,と
もに決定係数が 0.5 以上であることから ,入館者数と開架

図書数の二つはいずれも貸出冊数に有意な説明変量と考

えられる. 
 

来館者の利用実態アンケート調査結果
 

調査 C で行った来館者への利用実態アンケートの実施

対象施設の詳細および実施概要は Table１に示すとおり

である .Fig.3 はアンケート回答者の性別 ,年齢 ,職業を示

したものである.20 代から 40 代までは女性の利用者が若

干男性を上回り ,50 代を境に男性の利用者が増加してい

る.この傾向は Kc 及び Fc 両図書館にみられ ,特に 60 代以

上の男性の利用者が多くなっている .つまり ,図書館が比

較的自由な時間を持てるようになった世代の居場所とな

っていることが推察できる . 
 

5.1 調査対象図書館の利用圏について 
Fig.4 は Kc 及び Fc 図書館利用者の来館にかかる所要

時間と利用者累積度数割合の関係を交通手段別に示した

ものである.Fc・Kc 両図書館とも徒歩 40～50％,自転車 45
～55%,両者で併せて 95％で,その他の交通手段（車・バ

ス・電車の併用含む）は 8％である.80%利用圏は Fc と

Kc で大差はなく Kc 徒歩 16～20 分,自転車 11～15 分,Fc
徒歩・自転車共に 11～15 分程度である. 
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～55%,両者で併せて 95％で,その他の交通手段（車・バ
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Fig.5 は Fc 及び Kc 図書館利用者の居住エリア別来館

者数を示したものである .両館共に概ね２km 以内に来館

者が密集している.Kc・Fc 図書館周囲には分館や他自治

体図書館が分布しているが ,Kc・Fc 図書館は中央館であ

ることから広域的な利用がみられる .図書館選択行動・利

用圏・利用者吸引力等は ,各図書館が有する機能や魅力度

（蔵書総数・種類 ,図書館内の雰囲気 ,図書サービス）等

に相当量影響されると考えられる . 
 

5.2 利用者属性別の来館目的・滞在時間・利用頻度・

図書館選択の要因について 
1)来館目的と利用頻度 

Fig.6 は Fc 及び Kc 図書館利用者を会社員 ,自営業,主婦,
学生,その他(主に高齢者)の 5属性に分類し,各属性別に来

館目的と利用頻度の人数割合を示したものである . 
全体的に資料の貸出・返却目的の来館者が他の目的に

比べ高くなっており ,割合をみると Fc57.9％ ,Kc49.8％で

ある.利用頻度をみると,週に 1 回,月に 2～3 回が全体とし

て多くみられた. 
属性別にみると ,会社員の目的は ,資料の貸出・返却と

資料の閲覧が主であり ,利用頻度も全体と同様に週に 1
回 , 月 に 2 ～ 3 回 の 2 項 目 を 合 わ せ た 割 合

が,Fc68.5％,Kc64.8％と高くなっている .これは平日 Fc は

午後 10 時,Kc は午後 8 時迄開館しており ,帰宅時または帰

宅後に利用ができることが起因していると考えられる .
この傾向は主婦にもみられ ,特に主婦においては ,他の属

性 に 比 べ 資 料 の 貸 出 ・ 返 却 を 目 的 と し た 利 用 が

Fc74.2％,Kc63.5％であり,利用頻度をみると月に 2～4 回

の利用が Fc44.8％ ,Kc47.7％と高くなっている .これは主

婦の主な利用目的が資料の貸出・返却であり ,本の貸出期

間が 2 週間であることが起因していると考えられる . 
学生は他属性に比べて資料の貸出・返却目的の利用は

少ないが,学習目的の利用は Fc27.2％,Kc34.5％で,Kc にお

いては学習が最も高くなっている .利用頻度をみると ,学
習目的の利用者が特に多い Kc では,他の属性に比べほぼ

毎日や週に 2～3 回の割合が高くなっている .これは学習

目的で来館している利用者が ,日常的に図書館を学習空

間として利用していることが起因していると考えられ

る. 
自営業において利用頻度は会社員と大差がないが ,両

図書館とも他属性に比べ ,資料の閲覧目的が高くなって

いる .このことから,自営業は会社員に比べ ,利用する時間

の自由度が高いことが考えられる .主に高齢者が占める

その他も資料の貸出・返却が主であるが ,資料閲覧も比較

的多く ,さらに学習やオンラインデータベースの利用 ,図
書館職員への相談の割合も少数ながら存在しており ,多
様な使い方をしていることがわかる .利用頻度も両図書

館とも他属性に比べ高くなる傾向がみられ ,図書館を日

常的に使用していると思われる . 
2)滞在時間 

Fig.7 及び Table4 は図書館の滞在時間を利用目的別に

示したものである .Table4 に示すように利用目的別の平

均滞在時間は両図書館共に資料の貸出・返却が最も短く

Kc38.2 分,Fc36.2 分であり,最も長いのは学習で Kc235.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分,Fc346.7 分であった .また,Fig.7 の滞在時間の分布をみ

ると,両図書館ともに資料の貸出・返却目的の利用者の滞

在時間は 60 分未満に集中しており ,資料の閲覧目的

は ,200 分未満の利用者が多いことがわかる .また ,学習目

的の利用者の滞在時間にはばらつきがみられた . 
3)図書館選択の理由 

Fig.8 は利用目的及び利用頻度別に図書館の選択理由

を示したものである .Kc・Fc 共に全体では ,図書の充実 ,
自宅から近い ,図書館の雰囲気が良いが主な選択理由と

なっている .利用目的別では ,資料の貸出・返却と資料閲

覧目的の利用者は ,ともに自宅からの近さ ,雰囲気の良さ ,
図書の充実を重視しているが ,資料閲覧目的の利用者は

新聞雑誌の充実も重要視しており ,新聞雑誌の閲覧が目

的である利用者が多いことがわかる .また ,学習目的の利

用者は自宅からの近さと雰囲気の良さを他属性に比べて

特に重視し ,さらに飲食ができるコーナーも重要視して

いる .一方で他属性に比べ図書の充実はあまり重視して

おらず ,このことから学習目的の利用者は ,図書館を自宅

の学習空間のように長時間滞在する場としてとらえてい

ることが考えられる .利用頻度別にみると ,利用頻度が月

に 2～3 回,月に 1 回の利用者は ,雰囲気の良さ,資料の充実

を特に重要視していることがわかる .これは主な目的が

資料の貸出・返却であり ,さらに貸出・返却の利用者の滞 
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在時間が短いことが起因していると考えられる .毎日利

用する利用者は ,新聞雑誌の充実を重要視しており ,新聞

の閲覧が主な利用目的であることが考えられる . 
 

5.3 日常利用する場所と集団単位・選択理由について  
1)日常主に利用する場所と好きな場所  

Fig.9 は主に日常利用する場所と好きな場所を示した

ものである.Fc 図書館の日常よく利用する場所は ,一般書

架 A が 61.2％で最もよく利用されており ,次いで一般書

コーナーB が 51.8％,新聞・雑誌コーナーは 41.9％であっ

た.一方,Kc 図書館でも一般書架Ａの選択割合が 50.4％で

最もよく利用されており ,次いで一般書架 D が 40.3％,一
般書架 B が 37.0％,一般書架 C が 32.6％となっている.ま
た雑誌コーナーは 34.9％,CD・DVD コーナーは 22.2％で

あった .日常利用する場所で特に好きな場所の選択割合

をみると,Fc 図書館では,学習室や読書室 ,新聞・雑誌コー

ナーの割合が高く ,Kc 図書館では一般書架 D や児童開架 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
室 ,YA スペース ,北区の部屋 ,読書テラスの割合が高くな

っており ,長時間滞在できる場所が好きな場所として選

択される割合が高くなる傾向がみられた . 
2)日常利用する場所の選択理由 

Table5 は主な日常利用する場所の選択理由割合(質的

要因と環境要因)を示したものである .全体として質的要

因では「落ち着く」「快適」「静か」等の選択理由が高く ,
環境要因では「見たい資料がある」「選んだ本から近い」

「席が空いている」が高くなっている .Fc 図書館で好き

な場所として多く挙げられた学習室や読書室は「落ち着

く」や「静か」といった項目が特に高く ,さらに環境要因

をみると,「座席の間隔」や「座り心地」など座席のしつ

らえに関する項目が他の場所に比べ多く挙げられている.
飲食スペースや児童書コーナーなど他の空間においても ,
その空間で行う行為によって ,選択理由の傾向が異なっ

ており ,利用者はそれぞれの目的に応じた多様な空間を

求めていることがわかる . 
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総括
 

首都圏に立地する特色ある公立図書館の実踏ヒアリン

グ調査から ,公共図書館の多くは ,面積規模に関する課題

を抱えていること ,利用目的の多様化への対応を検討し

ていること等が明らかとなった .また神奈川県公共図書

館のデータ分析から ,貸出册数は入館者数と開架書架の

規模に影響していることが明らかとなった . 
都内公立 2 図書館における来館者の利用実態アンケー

ト調査からは,以下の項目が明らかとなった . 
1) 利用者の属性によって ,利用目的の傾向が異なり ,多  
様な使われ方がされている . 
2) 利用目的や頻度にあわせて ,利用者は図書館を選択  
し,利用している. 
3) 平均滞在時間は貸出・返却が最も短く ,利用者によ   
る滞在時間のばらつきが少ない .学習は平均滞在時間  
が最も長く,利用者によるばらつきがみられる . 
4) 日常的に一般書架を利用する利用者が多いが ,好き  
な場所としては ,読書室や学習室といった長時間滞留  
できる場所の選択割合が高くなる . 
5) 日常利用する場所は資料からの距離など利便性を重  
視して選択しているが ,好きな場所の選択割合の高  
い場所は,空間のしつらえを重視する傾向がある . 

近年の公立図書館は ,面積不足に関する課題を抱えて

いる施設が複数存在している一方で ,利用目的の多様化

に対応した空間機能やサービスが求められており ,利用

者は目的に応じて図書館や館内の空間を選択して利用し

ていることが明らかとなった .公立図書館が多様化・個性

化することは ,利用者の選択肢を増やすことになり ,多様

化する利用目的に対応するための一つの方策になると考

えられる .また,利用者は長時間滞在でき ,落ち着ける空間

を好む傾向があることから ,長時間滞在が可能なコーナ

ーのゾーニングや座席のしつらえが滞在型図書館を計画

する際に重要な項目となるとが考えられる . 
今後さらに ,図書館内における利用者の追跡調査など

を行うことで ,図書館の多様な利用実態をより詳細に把

握し ,各コーナーの適正規模やゾーニングを検討してい

く必要があると考えられる . 
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