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Abstract
本研究では Amazon.co.jp の書誌リストを NDL-OPAC に突き合わせる形で国立国会図書
館における納本状況を調査し，成人向け出版物のほとんどが納本されていない現状を示した。
また成人向け出版物を刊行している出版社の納本状況を調査し，一般出版物は納本しているに
もかかわらず成人向けだけは納本していないといったパターンも確認した。さらに国立国会図
書館，取次，出版社に聞き取り調査を行い，日本の納本制度の運用上における問題点を明らか
にした。
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はじめに

納本制度 (Legal Deposit) とは，その方法・媒体
の如何を問わず，賃貸または販売により，一般に流
布する目的で作成されたあらゆる種類の出版物を
数部，1 またはそれ以上の指定された機関に納める
ことを，法的強制力をもって要請する制度，と定
義されている [1, 2]。現在の日本では，国立国会図
書館法（昭和 23 年法律第 5 号）の納本関連条項第
24 条，第 24 条の 2，第 25 条，及び第 25 条の 2 に
よって規定されている [3]。したがって国立国会図
書館は，収集対象の資料群を可能なかぎり全て収
集すべきであり，特定分野の資料に関し納本が少
ないという状況はあってはならない。
だが成人向け出版物は他の分野の資料に比べて
非常に納本が少ない。ここで成人向け出版物とはア
ダルト出版物，成年向け出版物と同義であり，ゾー
ニングなどによる自主規制で販売等を制限している
図書，ビデオ，DVD を指す。その内容は性的描写
（いわゆるセックスシーン）を描いたものがほとん
どである。近年，心理学や社会学，民俗学，思想，
歴史および法学などの各分野でしばしば成人向け
出版物が研究・議論の対象とされている1 。また成
人向け出版物は海外においても認められている日
本の文化遺産である。江戸時代の春画に芸術とし
ての価値を見出せず，海外に流失させ，海外で高評
価を得たという過去 [4] を省みると，
『散逸又は流失
を惜しまれる貴重な資料があるときは，その確保
に留意する』[5, 6] という収集方針をしく国立国会
図書館は，現代の成人向け出版物も収集・保存し，
後世に伝えるべきである。本研究は，成人向け出版
物が他の出版物に比べ明らかに納本が少ない現状
を示すことで問題提起を行い，聞き取り調査等に
よって納本漏れの原因を明らかにするものである。
なお本研究では図書に焦点を当てる。以下では簡
略化のため「成人向け出版物」は図書に限定する
こととする。
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納本状況に関する先行研究としては，青森県内
の出版物について調べたものがある [7]。だが日本
全体について，出版物の主題やカテゴリ別に納本
状況を調べた研究，特に成人向け出版物の納本状
況を調べた研究はほとんど存在しない。少なくと
も公表されてはいない。
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1 例えば松文館裁判ではコミック『蜜室』の猥褻性が争点と
されているが『蜜室』は 2008 年 2 月現在 NDL-OPAC でヒッ
トしない。即ち『蜜室』は納本されておらず，現在あるいは後
世の研究者が松文館裁判を研究する際，現物を参照することが
難しい状況となっている。

調査方法
調査 1: 納本状況一般に関する調査

日本における納本状況一般を広く調べる目的で，
Amazon.co.jp[8] において「アダルト」を含む 25
カテゴリにおいて，トップセラー 100 とされてい
るものの上位 50 冊ずつを抽出し，それらが NDLOPAC[9] でヒットするかを調査した。

3.1.1

網羅性の高い出版物リストの入手

納本状況一般に関する調査には，出版物の網羅
的なリストが必要となるが，日本ではそのようなリ
ストを入手するのは難しい。予備調査の結果『日本
書籍総目録』にもかなりの漏れがあり，網羅的なリ
ストとして用いるのは問題があることが分かった。
そこで本研究では日本最大のオンライン書店であ
る Amazon.co.jp の販売書誌を，現在最も網羅性の
高い出版物リストとみなし2 ，Amazon.co.jp が扱
う出版物のどれほどが，国会図書館に納本されて
いるかを調査することにした。Amazon.co.jp が扱
う出版物が，日本の出版物全体においてどのよう
な位置を占めるかについては今後の課題としたい。

3.1.2
∗筑

先行研究

所蔵状況のカテゴリ別調査

さて，Amazon.co.jp は和書をカテゴリに分けて
いるが，本研究では各カテゴリにおいてトップセ
ラー 100 とされているものの上位 50 冊ずつを選び，
それらが NDL-OPAC でヒットするかを調べる形
2 少なくとも『日本書籍総目録』より網羅性が高いことが感
じられた。(表 1 参照)

で納本状況の調査を行った。調査に用いたカテゴ
リは，和書カテゴリにおいて「カレンダー」
「ポス
ター」を除いた 25 カテゴリである。
トップセラー 100 は 2006 年 11 月 26 日時点のも
のを用い，NDL-OPAC での調査は半年後の 2007
年 5 月に行った。タイムラグを設けたのは，Amazon.co.jp で扱われるようになってから NDL-OPAC
でヒットするようになるまで時間がかかることを
想定した為である。
さらに，国立国会図書館の納本状況と海外の国
立図書館における成人向け出版物の納本状況と比
較するため，Amazon.fr[10] における各カテゴリの
トップセラー上位 25 冊ずつが，フランス国立図書
館 (Bibliothèque Nationale de France) の OPAC で
ある Catalogue Bn-Opale Plus[11] で検索し，ヒッ
トするかを確認した。このときÉrotisme カテゴリ
に関しては上位 50 冊まで検索を行った。フランス
に関しては 2007 年 2 月 21 日時点のトップセラー
リストを用い，Catalogue Bn-Opale Plus での調査
は 2007 年 6 月に行った。調査に用いたカテゴリは
livres カテゴリから Calendriers et Agendas を除い
た 29 カテゴリである。

3.2

調査 2: 出版社の納本パターンの調査

次に出版社ごとに納本状況のパターンを調査し，
特徴的なパターンを示す出版社を抽出した。先ほ
どの調査 1 に加えてアダルトカテゴリに関しては
上位 100 冊まで所蔵状況の調査を行い，そこで抽
出された出版物が多かった 4 社および参考のため
2002 年に摘発された松文館について調査する。こ
こで，カテゴリ・出版年別に Amazon から出版物
を抽出し，納本状況の特徴・パターンを明らかにす
る。成人向け出版物を出している出版社の，成人
向け出版物の納本パターンは以下の A，B それぞ
れいずれかの組み合わせが考えられる。

(A1) 成人向け出版物をほぼすべて納本してい
る。
(A2) 成人向け出版物の一部を納本し，一部は
納本していない：
1) 昔は納本していたが今は納本してい
ないといった通時的偏りがある。
2) 同じ年月に出版した 2 冊なのに，一
方は納本し他方は納本していないと
いった共時的偏りがある。
3) 上記 2 つが混在している。
(A3) 成人向け出版物を全く納本していない。
同じくそれら出版社における，成人向け以外の一
般出版物の納本に関しては以下の 4 パターンが考
えられる：

(B1) 一般出版物も出しており，それらはほぼ
すべて納本している。
(B2) 一般出版物も出しており，それらの一部
は納本している。
(B3) 一般出版物も出しており，それらは全く
納本していない。
(B4) 一般出版物は出していない。

3.3

調査 3: 関係機関への聞き取り調査

本研究では，納本状況の異同が生じる原因を明
らかにするために，株式会社トーハン図書館営業
部図書館第一グループ (以下，トーハン) について
電話による聞き取り調査を行い，さらに国立国会図
書館収集部収集企画課 (以下，国立国会図書館) に
電話及び対面による聞き取り調査を行った。また，
先ほどの調査 2 で特徴的なパターンを示した出版
社に対しメールおよび電話によって聞き取り調査
を行った。

4
4.1

結果と考察
調査 1: 納本状況一般の結果

成人向け出版物の納本がそれ以外の出版物より
も明らかに少ないことがわかった。表 1 に各カテゴ
リ 50 冊中における，NDL-OPAC において検索し
てもヒットしない出版物の冊数とその割合を示す。
表 1 には日本書籍総目録が網羅的な書誌ではないこ
とを示す意味で，日本書籍総目録のオンライン版で
あり，毎月更新が行われている books.or.jp[12] で
検索してもヒットしない冊数とその割合も示した。
ここで，成人向け以外の出版物では未納本率はお
おむね 10 ％にとどまるのに対し成人向け出版物未
納本は実に 80 ％にのぼる現状が明らかとなった。
フランスに関する同様の調査では，Amazon.fr
のÉrotism カテゴリの出版物 50 冊は，フランス国
立図書館の OPAC で 44 冊がヒットした。即ち，未
納本率は 12 ％にとどまった。単純に比較すること
はできないが，日本のアダルトカテゴリの未納本
率 80 ％に比べ，大きな差が感じられた。3

4.2

調査 2: 納本パターンの結果

アダルトカテゴリに関しては上位 100 冊まで所
蔵状況の調査を行った。そこで抽出された出版物の
数が多い 4 社である，株式会社コアマガジン，株
式会社フランス書院，株式会社茜新社，株式会社
キルタイムコミュニケーションの 4 社とおよび参
考のため 2002 年に摘発された松文館について調査
した。
コアマガジン
納本のパターンは (A2-1)(B1) であった。カテゴ
リにかかわらず 2006 年 4 月まではかなり網羅的に
納本を行っているようだが，2006 年 5 月以降から
ほとんど納本が見られない。
フランス書院
納本のパターンは (A2-2)(B1) を示す。ゾーニン
グがなされていない一般の出版物についてはほぼ
100 ％納本が行われているが，成人向け出版物につ
いては 79 ％しか納本が行われていなかった。成人
向け出版物の中でも，コミックの納本が特に行わ
れておらず，成人向けコミックのみを抽出して納
本率を調べたところ，抽出した 50 冊のうち実に 80
％が未納本であった。逆に，コミック以外の成人向
3 Érotism 以外の 29 カテゴリに関してもほとんどが 5 ％以
下であった。

け出版物はほとんど納本がなされている。
茜新社
納本のパターンは (A3)(B2) を示す。ゾーニング
がなされていない出版物はほとんど納本されている
ものの，成人向け出版物は納本されていない。また，
2003 年以降納本率が少しずつ低下しており，2005
年以降の出版物はほとんど納本されていない。そ
してその多くが成人向け出版物である。
キルタイムコミュニケーション
納本パターンは (A1)(B1) を示し，抽出された出
版物はすべて納本している。
松文館
納本のパターンは (A3)(B2) を示す。成人向け出
版物は全く納本しておらず，一般出版物の納本も
かなり少ない。また，2002 年以前の出版物に関し
ては少し納本が見られるものの，2003 年以降の出
版物はほとんど納本がなされていないようである。

4.3

調査 3: 聞き取り調査の結果

今回，株式会社トーハン図書館営業部図書館第
一グループ (以下，トーハン) について電話による
聞き取り調査を行い，重ねて国立国会図書館収集
部収集企画課 (以下，国立国会図書館) に電話及び
対面による聞き取り調査を行った。出版社に関して
は，調査 2 で取り上げた出版社はもちろん，全部
で 13 社の出版社に，メール・手紙・電話の 3 通り
を用いて対面での聞き取り調査を申し込んだ。し
かし，ほとんどすべて無視されるか断られてしまっ
た。なお，電話にて納本についてのコメントをい
ただけたのは 4 社であるが，担当者の多忙などで
正式なコメントをいただくに至らず，電話を受け
てくださった方個人の印象にとどまっため社名を
挙げるには至らなかった。
この調査によって，複数の側面から成人向け出
版物の納本漏れの原因および納本制度の運用体制
がはらんでいる問題点が明らかになった。明らか
になった点について，以下に述べる。

4.3.1

納本の体制とその問題点

まず，現在の納本の体制が持つ問題点として取
次が取り扱った出版物が確実に全て納本されると
は言いがたい点，そして，国立国会図書館の国内
出版物の網羅的な把握に疑問が残るという点が挙
げられる。まず，前者の問題点について説明する。
民間で市販された出版物については社団法人日
本出版取次協会を通じて一括した納本が行われて
おり，大手取次が取り扱った出版物に関しては漏れ
なく納本されるといわれている。しかし，あくまで
厳密に言うならば，それは正しくないと言わざる
を得ない。その理由として，この納本代行のシステ
ムは取次が出版社から販売を委託された出版物を
すべて自動的に納本するといったシステムにはなっ
ていないという点が挙げられる。取次が出版社か
ら販売を委託された出版物がすべて自動的に納本
されるシステムであれば，取次が取り扱った出版物
のみに関して言えば納本漏れはありえない。しか
し，取次を通して出版物を納本する場合，出版社が

踏むプロセスとして当該出版物の「流通を委託す
るプロセス」に加えて「納本を委託するプロセス」
が必要であり，出版社がそのプロセスを忘れる・遅
らせてしまうなどのミスを犯した場合，督促が行
われたころには品切れや絶版で納本ができない場
合がある。発行部数の少ない成人向け出版物のよ
うな図書の場合，特にその状態に陥りやすい。
取次が流通を代行した出版物の 9 割程度が納本
されていることが国立国会図書館の回答によって
明らかになっているが，これがその残り 1 割の納
本漏れが発生する主な理由だと言われている。
次に，後者について説明する。国立国会図書館
は，納本の網羅性を保障するために取次 5 社から
簡単な新刊リストを買い，納本されたものと照合
して漏れが生じた場合には出版社に督促を行う。と
ころが，成人向け出版物については出版社 web サ
イトや Amazon，既刊出版物の綴じ込みはがきか
らの通信販売や，出版社から専門書店への取次を
通さない直接の卸売り，果ては自動販売機での販売
など，取次を通さない流通形態が比較的発達して
いる。そのような方法で流通した出版物に関して
は，出版されていること自体を国立国会図書館側
が把握していない場合がある。フランス書院の成
人向けコミックの納本漏れや，茜新社の成人向け
出版物の納本漏れはそこに原因があると考えられ
る。より網羅的な納本を目指すには，重ねて別の
新刊書誌リストを (例えば Amazon などから) 入手
したり，個別の出版社の出版目録を入手してそれ
らとも照合する必要がある。Web の発達によって，
取次を通さない書籍の流通形態が少しずつ発達し
てきている現状において，取次から買い取った新
刊リストだけを用いて照合を行うのは問題がある。
そもそも，収集対象である国内の出版物を全て把
握するのは不可能に近いが，網羅的な納本と納本
制度の円滑な運用を目指すのならば以上のような
対策が必要であると言えよう。

4.3.2

児童ポルノ規制激化との関連

13 歳未満の児童を被写体とする児童ポルノ (原
文では，子どもポルノ) の単純所持を禁止する「子
どもを犯罪の被害から守る条例」が 2005 年（平成
17 年）6 月，奈良県で成立し、同年 7 月 1 日に公布
された。
「児童買春，児童ポルノに係る行為等の処
罰及び児童の保護等に関する法律」にも，単純所持
を罰する規定を盛り込むことが求められ始めてい
る。こういった児童ポルノ規制が厳しくなるに伴っ
て，2006 年 4 月に国立国会図書館に所蔵されてい
る出版物のうちで児童ポルノとされたもの 120 点
が閲覧不可となった。それ以降国立国会図書館は，
児童ポルノに該当すると思われる出版物に関して
はもともと納本がうまくいっていなかった分野で
あることも手伝い，積極的な納本督促を行わなく
なった。そのため，これまで督促を受けた場合のみ
取次を通して納本を行っていた前述のコアマガジ
ンなどは，成人向け出版物の納本に経年変化が生
じたと考えられる。
4.3.3

検閲のイメージ

国立国会図書館に検閲機関としてのイメージを
持っており，それに由来して納本を避けていると考

えられる出版社も少数であるが存在する。そのひ
とつに松文館が挙げられる。松文館からのコメン
トの一部を，以下に引用する。

表 1: Amazon.co.jp の各カテゴリ 50 冊のうち
NDL-OPAC でヒットしない物の冊数と割合
カテゴリ

国家の図書館に蔵書のあるものは、歴
史的に遡っても、体制を維持するうえで、
心配のないものとの判断によるもので、む
しろ、蔵書のない文献のほうが、存在価
値があるのではないかと思われます。
このような回答には以下のような背景が考えら
れる。第 2 次世界大戦前の日本では，主として検
閲のために内務省への納本義務が定められていた。
そこで納本され，図書館の蔵書として問題がない
と考えられた出版物は，大日本帝国図書館ないし
その全身の東京図書館へ納入され一般への利用に
供されていた。また，大日本帝国図書館は蔵書を
甲部図書，乙部図書，丙部図書に分類していた。そ
こで甲部図書とされたもの以外のすべての図書を
利用者に供さず，丙部図書に至っては 1 年で廃棄し
ていた。乙部図書は「従来小説中，猥褻ノ甚ダシキ
モノ」とされ，1895 年には蔵書全体の 55 ％を占め
ていたのである。
こういった歴史的な背景から，松文館は国立国会
図書館に検閲機関としてのイメージを持っており，
納本を行っていないようである。成人向け出版物
は時代にかかわらず社会からの監視と国家からの
規制にさらされてきたものであるため，このよう
な問題が発生しているのであろう。

4.3.4

その他

成人向け出版物と直接関連のない納本漏れでは
あるが，取次を経由しているものではシンクタン
クや研究所などの出版物の納本率が低いそうであ
る。こういった出版物は予算がかけられた調査結
果そのものでもあり，それが図書館という機関に
納本されてしまうと情報が漏れてしまうというこ
とから納本を嫌うようである。

5

おわりに

本研究では，国立国会図書館における成人向け
出版物の納本状況を調査し，それらがほとんど納
本されていない現状を明らかにした。さらに，納
本に関わる諸機関に意識調査を行い，日本の納本
制度の運用上における問題点等を明らかにした。
国立国会図書館は網羅的な書誌リストの入手と
それによる収集を進め，また検閲等の間違ったイ
メージが持たれないよう，広報に努める必要があ
る。また成人向け出版物を刊行している出版社の
うち，出版物を 1 冊も納本していない出版社は存
在しなかった。この点で，彼らに納本制度の知識が
全くないとは考えがたい。成人向け出版物は海外
でも認められている日本の文化遺産であることを
出版社は自覚し，取次を通さない流通形態を採用
している出版物についても自主的かつ網羅的に納
本するべきである。
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