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　第１章　タワーハムレッツ区が抱える課題　

～イーストエンドという悪名を背負って～

　
　ロンドンは自治機能を持った 32 の特別区（London 
Borough）と中枢的役割を担うシティ・オブ・ロンドン

（以下シティ）で構成されている。タワーハムレッツ・
ロンドン特別区 （London Borough of Tower Hamlets、
以下タワー区）は、シティの東隣に位置している。面
積 19.77 平方キロメートル、人口 237,900 人、人口密度
12,033 人 / 平方キロメートル。ロンドン塔やタワーブ
リッジ（ロンドン橋）などの観光名所がある。
　シティとの区境には古くから「イーストエンド・オブ・
ロンドン（以下イーストエンド）」と呼ばれる下町があり、
そのためタワー区の住民は「イーストエンダーズ（東端
のやつら）」としばしば呼ばれる。これは日本における「下
町」「下町っこ」といった温もりや親しみのあるニュア
ンスとはかなり違い「無法地帯」「ならずものたち」と
いう蔑視的ニュアンスが少なからず含まれている。
　イーストエンドは、16 世紀に急激に増加したロンド
ンの住民を吸収する地帯として拓かれ、当初は貧しい労
働者たちの住居として、やがては物乞いや犯罪者も集ま

る劣悪な場所へと変貌していった。その後 19 世紀半ば
にかけて、産業や商業の利益を求めてイギリス各地から
ロンドンに人が流れるなか、同地区に多くの貧困者が定
住するようになった。
　1888 年に同区内のホワイトチャペル地区で発生した

「切り裂きジャック事件」（同地区の売春窟で働く女性た
ちが被害者となった連続殺人。未解決）によって、劣悪
な治安状況が国内外に伝わった。
　一方で、1800 年ごろからは、テムズ川に面した一帯
に西インド会社関連の埠頭が建設され、タワー区にも多
くのドックが備え付けられたことから、植民地貿易の拠
点として大いに繁栄した。これにより同区は、莫大な富
と極貧が同居するまちになった。
　しかし第二次世界大戦のドイツ空軍の攻撃で、ドック
は壊滅、また戦後は、物流の航空輸送化が進んだため、
テムズ川流域の水運産業は急速に衰退した。同区では失
業者が大量に発生し、港湾地帯は廃墟になった。荒れ放
題となったまちに、かつての切り裂きジャックなどのマ
イナスイメージが重なり、イギリス内で「イーストエン
ド＝無法地帯」が固定化した。　
　現在、英 BBC が放映している「イーストエンダーズ」
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　本稿は、ロンドン・タワーハムレッツ区において 2002 年に誕生した新構想図書館「アイデアストア」について、同
館代表補佐（運営責任者）のセルジオ・ドリアーニ氏へのインタビューを中心にまとめたものである。1 号館としてア
イデアストア・ホワイトチャペルが開館してから 10 年の節目ということで、ドリアーニ氏に、その「振り返り」と「手
応え」をざっくばらんに語っていただいた。
　また、筆者自身も同区内に９日間滞在し、日々、区民と同じようにまちを歩き、アイデアストア各館に通った。その
際の使い勝手や館員の対応、利用者の様子、周囲の環境などの印象についても記した。
　タワーハムレッツ区は歴史的な背景によって貧困層と富裕層の格差が顕著であり、ロンドンのみならず、イギリス国
内においても、とりわけ治安の悪い地域として知られている。そのなかで教育・図書館関係者が「図書館がまちの未来
のためにできること」を模索し、きめ細やかなリサーチを経て出した結論が「アイデアストア」である。
　アイデアストアは住民に次の５項目を約束した。①新しく、開かれた図書館と成人教育のために投資する②地域住民
が来やすい場所につくる③利用者に十分に目を向けたサービスを行う④近年に発行された新しい本とコンピューター施
設を中心に投資する⑤週７日間、毎日開館する。現在、区内ではアイデアストア５館と従来の図書館３館が住民に利用
されており、同区の年間の図書館利用者数は、この 10 年で４倍に伸びた。また、安心して住民が集まることができる「コ
ミュニティスペース機能」や、学びの拠点としての「ラーニングセンター機能」も広く認知されるようになった。本邦
においてもさまざまな観点から「自治体公共図書館の行き詰まり」が指摘されている。本稿が紹介する「アイデアスト
アの取り組み」が、行き詰まり突破の一助になれば幸いである。
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（1985 年２月～）は、これまで約 4500 話が製作された
長寿ドラマで、「舞台はロンドンの架空のまちウォル
フォード」という設定だが、番組のオープニングとエン
ディングでは同区の空撮映像が流れる。登場人物はアル
中、薬中、離婚、レイプ、交通事故、殺人、浮気、金銭
トラブル、裏切り、失踪、貧困と、ありとあらゆる問題・
犯罪に巻き込まれる。これはイギリス人が同区に対して
持っているイメージを下敷きにしている。
　その後、サッチャー政権による開発計画で、区の西端
部（カナリーワーフ地区）には摩天楼が立ち並ぶ金融街
やショッピング街が形成され、現在も大規模な開発が進
んでいる。そのため新たな雇用が生まれ、治安問題も解
決しつつあるが、1980 年代後半から 90 年代にかけて南
アジア、主にバングラデシュからの移民が急増し（近年
はコソボからの移民も増加）、貧困地帯が拡大している。
そこから新たな「富裕と貧困」問題が発生し、収入格差
が深刻な人種間対立や教育格差を生み出している。
　同区にある「トインビーホール」は、著名な歴史家アー
ノルド・トインビーの叔父である経済学者のアーノルド・
トインビーが 1880 年に開館した世界初の救貧・防貧活
動施設（ソーシャルセツルメント）である。ロンドン中
で一番貧しいまち、という理由で、この地区が選ばれた。
　それから 100 年以上が経った現在はどうか。佐藤順子
氏（聖隷クリストファー大学）のリポート「トインビー
ホールの地域社会における今日的活動」によると、トイ
ンビーホールは以下のような過酷な状況を訴えている。

「タワーハムレッツ区を構成する 17 地区のうち、16 地

区が全英で最も貧しい地区 10％に入っている」

（A Framework for Neighbourhood Renewal in 

TowerHmlets2002）

「タワーハムレッツは児童の貧困問題については、全英

の自治体の中で最も劣悪である」

（The Well-being of Children in UK2002）

ます。そこでは 10 万人が働き、多くの富を得ています。
そういった意味では、同じ区内でありながら、大きなコ
ントラストが見られます。また、さまざまな民族が住ん
でいます。50 パーセントは白人ですが、残りの 50 パー
セントは非白人です。バングラデシュ、ソマリア、中
国、ベトナムなどの人々が多く住んでいます。しかし一
方で、私たちの区は、いつも創造的で進歩的な考え方を
持っていると思います。荒廃している他の地域では、住
んでいる地元の人たちが犠牲になっているように感じて
いるケースもあります。しかし、私たちは、問題がある
ことを認識し、どのように改善していくのかという前向
きな姿勢をもっており、ロンドンでも屈指の素晴らしい
自治体であると思っています」

　第２章　タワーハムレッツ区の新図書館構想　　

～デパートのような敬意ある対応を～

　
　セルジオ・ドリアーニ氏は 1959 年生まれイタリア人。
トリノで教師を務めた後、1984 年にロンドンに移り、
タワー区でイタリア語の教師になった。その後、同区に
おける成人の教育プログラムを手がけ、言語学やコン
ピュータの講師を務める。新図書館構想のメンバーとし
て参加し、アイデアストア計画に移行するなかで運営責

ホワイトチャペルの移民街から、西端部の開発区を臨む。貧困と富裕の
生活の格差がこのコントラストからうかがえる

Sergio Dogliani 氏

「タワーハムレッツの 16 歳未満の児童を持つ世帯の３

／４はなんらかの給付に依存しており、67％は給食費

の免除を申請している」

（ToynbeeHall2002annual report）

「タワーハムレッツの児童・生徒の 61.1％が英語以外

の言語を使っており、その種類は 78 ヶ国語におよぶ」

（UK2001census」）　

　アイデアストアの統括責任者として運営を切り盛りす
る代表補佐の Sergio Dogliani（セルジオ・ドリアーニ）
氏（53 歳）は同区について次のように話している。

「タワーハムレッツは、ロンドン
で最も荒廃した地域です。失業率
が高く、資格を持たないまま学校
を卒業する学生が多いために、就
業の機会が得られない状況です。
しかし、同じ区内にはカナリー
ワーフという金融街、ビジネス街
があり、高層ビルが立ち並んでい
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任者となった。以下、インタビューの内容を記す。
　
◆アイデアストア設立までの経緯

「アイデアストア誕生のきっかけは 1998 年の住民調査で
す。当時、私たちタワー区の図書館担当者は、区内の公
共図書館自体がうまく機能していないことに気が付きま
した。そのころのタワー区の図書館利用率は住民全体の
18 パーセントでした。イギリスの平均は 50 パーセント
でしたので、これはタワー区の図書館が住民のニーズに
応えていないということになります。私たちは図書館施
策に何が欠けているのか、何を更新しなくてはいけない
のかを理解するために、タワー区の住民にヒアリングす
ることにしました。図書館員は図書の仕事には精通して
いますが、リサーチの専門家ではありません。ですから、
国内最大手のリサーチ会社に依頼し、１年ほどかけて調
査を実施しました。区内の各地区で意見交換会を開き、
年齢、民族、社会背景、身体的な障害などに配慮しなが
ら 600 人の住民を選びました。事前にアポイントをとっ
て自宅にお伺いし、１時間程度インタビューして詳細に
話を聞きました。それらを集計し、統計的な根拠をもっ
て、図書館の改善に着手したのです」

◆住民が図書館に求めたもの

「住民が求めることは①図書の数をもっと増やしてほし
いということ。これには英語以外の図書、例えばバング
ラデシュの母国語であるベンガル語の書籍などを充実さ
せてほしいということも含まれています② IT へのアク
セス。これはネットワークにつながったパソコン端末を
整備してほしいということです。ニュースのほか最新の
就職情報などを手に入れたいという要望です③開館時間
をもっと長くしてほしいということ、そして最も多かっ
たのは④日常的な生活のなかで立ち寄れるような場所に
図書館があってほしいという意見です。例えばマーケッ
トでの買い物や、郵便局や銀行に行ったついでに立ち寄
れる場所にあってほしいということです。1998 年当時、
タワー区には、13 の図書館がありました。しかし、ど

れも人目につかないような脇道にあったり、生活ゾーン
から離れたところに点在していました。また、調査を通
じて、成人教育プログラムの充実の必要性を感じました。
この地域は荒廃していることから、失業率も高く、学校
教育で職業的スキルを得た人は多くありません。調査で
は、就労に向けた学習意欲の高い大人が大変多いという
ことがわかりました」

◆偏見のない温もりある対応を

「ほかにもリサーチを通してわかったことがありました。
彼らが図書館に求めているのは、役所のような味気ない
対応ではなく、デパートに行ったときのような、あるい
はサービス産業で得られるような、敬意をともなった対
応でした。堅苦しく、ルールにとらわれた無味乾燥な応
対ではなく、外観も美しく、心地よく、清潔感のある場
所で、敬意を持ったサービスを受けたいという願いでし
た。『自分のことを尊重してほしい』ということを多く
の住民、特に収入の低い層の人たちから伺いました。確
かに、低所得である、あるいは移民であるというだけで、
尊厳を踏みにじられるケースが少なくありません。せめ
て図書館では人種による偏見のない温かな親しみのある
サービスを受け、リラックスした時間を過ごしたい、と
いう意見はとてもよくわかります。私自身が移民ですの
で、そういった気持ちが本当によくわかるのです。また、
区内には子どもや高齢者が危険を感じる物騒なストリー
トも少なくありません。この施設は安心・安全な場所で
あるということを、建物の設えや内装、そしてスタッフ
の所作で感じてもらう必要がある、と感じました」

◆「アイデアストア」というコンセプト

「これらを踏まえて、私たちは建築事務所に声をかけま
した。この建築事務所は、建築するだけではなく、コミュ
ニケーションとブランドを手がけている会社です。この
会社にマーケットリサーチで得たデータと情報を渡し、
分析してもらい、この地域の住民が私たちに、どんなメッ
セージを伝えようとしているのか、それを図書館施策に
どう反映していくべきか話し合いました。そして新しい
コンセプトが生まれました。まず図書館としての機能を
持ち、そして学習をする場を与える、すなわち授業（講座）
をさまざまな形で行えること。インターネットのみなら
ず、CD、DVD の貸し出しも行う情報サービスの提供、
そして食事のメニューも取り揃え、朝食から利用可能な
カフェスペースを設置すること。アートの展示スペース
も必要です。それを『ライブラリー（図書館）』と名乗

Sergio Dogliani 氏

奇抜で斬新な外観のアイデアストア・ホワイトチャペル。通りでは
アジア系移民の路上マーケットが連なる
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ると、従来の意味しか持ちませんので、アイデアストア
という新しい名前をつけることにしました。私たちが目
指しているのは、図書館機能だけではなくて、さまざま
なアイデアを住民に提供する場所です。そこで利用者に
アイデアを生み出してもらいたい。その後、図書館司書
に来てもらい、私の教育的な観点と図書館員の観点を組
み合わせて具体化なプランを練り上げていきました。そ
して 2002 年に１館目として、アイデアストア・ホワイ
トチャペルがオープンしたのです」

　第３章　アイデアストアの運営

　　～マーケットに学ぶ雇用の狙いとは～　

　現在、タワー区のアイデアストアは、
　　■ ホワイトチャペル （Idea Store Whitechapel）
　　■ ボウ（Idea Store Bow）
　　■ カナリーワーフ（Idea Store Canary Wharf）
　　■ クリスプストリート（Idea Store Chrisp Street）  
　　■ ワットニーマーケット（Idea Store Watney Market） 
　の５館体制。
　従来の図書館は
　　■ ベツナルグリーン（Bethnal Green Library）
　　■ キュビットタウン（Cubitt Town Library）
　　■ 地域歴史図書館（Local History Library）
 の３館で、計８館体制となっている。
　
　イギリスにおける人口 10 万人あたりの公共図書館設
置数は 7.0 館であることから、約 24 万人のタワー区は
設置率が半分以下ということになる。しかしアイデアス
トア・ホワイトチャペルは数館分の規模を持ち、また区
内には大型の成人教育センターが設置されているなど、
総合的な充実度ではほかの地域に見劣りしない。
　ちなみに日本における人口 10 万人あたりの図書館設
置数は 2.1 館と、イギリスの３分の１以下であるが、１
館あたりの蔵書数（イギリスの４倍）や職員数（同 2 倍）
の規模が大きく、総合するとタワー区の図書館の充実度
は日本の平均的な市のレベルと言っていいだろう。
　※設置率は『世界の国一覧表 2003』（財団法人世界の動き社）による

◆利用状況の推移と機能の認知

「10 年前の利用者は年間 50 万人だったのが、現在では
年間 200 万人です。蔵書もトータルで 20 パーセント増
やすことができました。利用者の満足度も上がっている
ことから、私たちが 10 年間達成したことについて、非

常に嬉しく思います。特に嬉しく思うことは、この 10
年間でアイデアストア自身がコミュニティの場として、
地元共同体の中心地になっていることです。さまざまな
背景をもつ人であっても、ここに来ると落ち着いて、理
解し合える場所になっています。どんなグループに所属
していようと、どんな民族であっても、ここに来れば周
りの人と一緒になって、学ぶことができ、読書できると
いうことで、安心して、そして積極的に使ってもらって
いることが大きな喜びです。また、ここで学習プログラ
ムを開催し、知識やスキルをつけてもらうことによって、
地元の住民たちに就業に貢献することができています。
健康や保健に関する戦略を打ち立て、プロと地元住民が
一緒になりながら、クッキングやフィットネス講座を開
催していることから、アイデアストア自体が健康に貢献
するイメージもできつつあります。ここは精神的にも肉
体的にも健康を推進できるスペースなのです。そこから
住民の生活の質の向上につながれば、と願っています」

◆職員の雇用と育成

「図書館からアイデアストアに変わるにあたり、開館時
間が長くなり、建物自体も大きくなりました。これによ
り、雇用のニーズが増えました。以前の図書館に務めて
いた職員をそのまま採用し、そこに新しいメンバーが加
わる形になりました。理想的な雇用形態にできるよう、
組織づくりを見直し、一人ひとりが自分の役割がはっき
りとわかるような環境をつくりました。どのような雇用
が理想的であるかについて、ビジネス業界から学ぶこと
にしました。イギリスのジョン・ルイスに代表されるよ
うなデパートでは、働く従業員はとてもプロフェッショ
ナルであり、お客様に対して優しく接して、それが会社
の業績につながっています。私たちも公的な立場や施設
としての役割を見直す必要があると考えました。特に具
体的に学んだ企業は『プレタ・マンジェ』という、サン
ドイッチやカフェを提供するチェーンでした。同社が一
番重視しているのは、スタッフが人間として、カスタマー
やほかのスタッフと関わるスキルを持っているかとい
うところです。もちろん、サンドイッチバーである同社
とアイデアストアでは、仕事の内容は違いますが、基本
的なコンセプトは同じです。いま、私たちに求められて
いるのは、質の高いカスタマーケアやカスタマーサービ
スです。業務の内容をマニュアル化する必要はありませ
ん。仕事の 90 パーセントは来館者との関わりです。人
と関わるためには、人と接する技量を得たり、率先して
仕事をしたり、積極的に声をかけるなど、ダイナミック
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で素早く行動できる能力が求められます。いままでの伝
統的な図書館の役割から、かなり脱却した形で日常的な
業務が行われています。アイデアストアでは『ライブラ
リアン（図書館員）』ではなく、『アイデアストア・コー
ディネーター』であることを伝えています。採用された
職員は初めのうち、１時間ごとにポジションを交替しま
す。ヘルプデスクで１時間、そのあとにチルドレンズコー
ナー、リファレスンスコーナー、成人教育コーナーで各
１時間というように、さまざまなところを経験すること
で、自分の役割や、それぞれの場所に応じた人との関わ
りかたを学びます。それを経たうえで、その人の得意な
分野に配属します。スタッフが欠勤したとしても、誰で
もそこでカバーできる状況になっています。したがって、
10 年前に図書館で働くスタッフとして求められていた
素質と、いま求められる素質はかなり違いがあります。
ライブラリーの機能や書誌学、図書館学、リファレンス
スキルなどは後の研修でも習得可能です。しかし人柄や
人と接することが好きかどうかはつけたすことはできま
せん。まずは人と接することが大好きな人に入ってもら
い、後から技術を教えることにしています」

◆職員採用までのステップ

「職員として採用するまで４つのステージに分かれてい
ます。①募集広告を出し、履歴書、自己ＰＲを送っても
らいます②書類審査通過者にオンラインでの評価テスト
を行います。スキルを問う 40 の質問があり、それぞれ
文章で回答してもらいます。ここで表現力や応対の力も
見極めます③通過者に来てもらい、インタビューをしま
す。時間は 40 分程度。３人のマネージャーが７つの実
践的な、現実的な質問をします。『何をしたいか』とい
う質問ではなく『あなたは何をしてきましたか』という
ことに焦点を当てています。もちろん図書館以外の事業
から来ていたとしても、その人が持つスキルを図書館で
生かしてもらうこともできます。イギリスのほとんどの
図書館では、このインタビューで選考が終了します。で
すが、私たちはもう１段階増やしています④通過者はア
イデアストアで３時間の実践的な作業に就き、利用者の
応対もこなしてもらいます。その際、職員が、一緒に働
きながら評価します。効率的に動いているか、コミュニ
ケーション能力はどうか、職員が評価するのです。イン
タビューと３時間の活動を合わせて点数が高い順に採用
します。採用した職員のトレーニングについては、啓発
講座（アウェアネスコース）を受講した後、６カ月かけ
て研修プログラム（全 10 コース）を学び、それからＯ

ＪＴ（オンジョブトレーニング）に進みます。私たちが
求めている人柄であり、私たちが求めている「仕事に対
する姿勢」を持っているのであれば、採用から配置まで
ほとんどスムーズにいきます」

◆職員へのヒアリング

　アイデアストア・ホワイトチャペルの女性職員ゾーイ
（Zoe）に話を聞いた。

「私はここで働き始めて６カ月ですが、毎日新しい発見
があります。ここは、働く場所として、素晴らしい、最
高の場所であると感じます。ホワイトチャペル地区は非
常に興味深い地域です。独特の雰囲気があります。私が
育ったところは、小さな村で、ひっそりした場所でした。
ホワイトチャペルのような、いろいろな民族が集まって
いるまちは、とても刺激的です。ホームレスのかたや、
荒廃した地域に住んでいて、仕事を探している人が来て
います。なかには、気難しい人もいます。その人に対し
ても、できるだけ平等に接するようにしています。ホー
ムレスの人であっても、ライブラリーカードを渡し、イ
ンターネットにアクセスしてもらい、仕事を探すお手伝
いをしています。日中の職員数は 10 人くらいです。５
フロアありますから、結構大変です。１階のヘルプデス
クに２人。チルドレンズルームに１人。１階と３階に１
人ずつコンピュータ担当者がつくので、これで５人にな
ります。ほかの職員は、各フロアで利用者に応対した
り、数人はバックオフィスで管理業務に携わっています。
チームリーダーは、スタッフの配置の調整やトラブル処
理に当たります。今日は私がチームリーダーの当番で、
何かトラブルが起きていないか、いま、館内をぐるぐる
とまわっているところです。アイデアストア・ホワイト
チャペルは幹線道路に面し、地下鉄駅のすぐそばにあり、
裏には大型スーパーがあります。この地区の中心にある
ということで、コミュニティのハブとしての役割を果た
しています。本を読むだけではなく、さまざまな知識を
たくわえたり、交流したり、さまざまな機会（チャンス）
が用意されているところだと思います。ここで働けるこ
とを心から誇りに思っています」

この日のチームリーダを務めるゾーイ
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◆運営費と予算づけ

　イギリスにおいて「区」は、自由都市を意味する
borough（バラ）と呼ばれる。ロンドンの自治体権限の
変化はめまぐるしい。1986 年まではロンドンの広域行
政体としてグレーター・ロンドン・カウンシル（GLC）
が存在していたが、サッチャー政権下で廃止。33 区は、
ばらばらに行政を担っていた。しかし 1990 年代後半に
広域行政を求める世論が高まり、1997 年に誕生したブ
レア政権が、1999 年に GLA（グレーター・ロンドン・
オーソリティ）法を成立させ、2000 年に地域政府 GLA
が創設された。中央政府と GLA そして GLA と区の権
限や所管（行政力学）はめまぐるしく変わり、2007 年
と 2010 年に大きな GLA 改革が行われている。
　教育行政は GLC 時代から区が担っており、GLA はな
んの権限も持たないが、現在、政府は、区から教育に関

人に迷惑をかけない範囲ならあえて注意しません。携帯
電話の音が大きく鳴った場合には『すみません、それを
謹んでください』と声をかけるようにしています。会話
や電話を禁じないことについて、不満に思う人も確かに
いますが、みんなで配慮しながら、共同スペースとして
使う形にしています。利用者は 『自分のことを尊重して
もらいたい』と思っていますので、私たちが彼らを尊重
すれば、彼らも私たちに対して尊重の心で応えてくれる
はずです。それによって、いままで図書館を利用してい
なかった人たちも、足を運んでくれるようになりました」

◆今後のビジョン、アイデアストアの展望

「いまのところ、ほとんどの利用者はアイデアストアに
大変満足しているという結果が出てています。しかし、
これで安心するつもりはありません。まもなくイギリス
国内の図書館についての調査報告が上がってきます。ど
うやら３年前の調査よりも利用満足度が上がっているよ
うです。つまり国内の図書館自体のレベルアップが進ん
でいる。アイデアストアも先に進まなければなりません。
新しい構想として『ワンストップショップ』があります。
地元の自治体に問い合わせたい、担当者にコンタクトを
とりたいといった人に、自治体担当者を引き合わせる機
能です。いわば自治体のオフィスとアイデアストアの融
合で、それぞれにメリットがあります。これは別に突拍
子もない発想ではありません。サービス的にも哲学的に
も、いままでの私たちの姿勢の延長線上にあるもので
す。堅苦しくなく、親しみと温もりがあって、さまざま
な要望を受け止める。そして、そのすべてを平等に使っ
てもらおうというのがアイデアストアのスピリットなの
です。アイデアストアという名称はブランドとして登録
しています。いまはタワー区で展開していますが、イギ
リスのほかの都市でもつくりたいと思っていますし、機
会があれば、海外にもアイデアストアをつくりたい。図
書館というセクターのなかの、新しいブランドとして広
げていきたいと考えています」

第４章　利用者として各館を訪ねる

～編み物やネットゲーム利用も～

　筆者は 2012 年 11 月 16 日から 25 日まで、タワー区内
のボウ地区の移民街に滞在し、一般利用者として日々、
アイデアストア各館に通った。周辺の環境によって、各
館の性格がていねいに調整されているのが印象的だっ
た。以下、各館の利用雑感を記す

するさまざまな権限を引き上げ、GLA の関与の拡大（市
長部局への権限移行）を視野に入れている。
　図書館行政も教育と同様に区が担っているが、いまの
ところ GLA の関与拡大についての動きはない。図書館
予算は中央政府から区に交付される包括的補助金（日本
の地方交付税と同様、使途は自治体の予算編成に委ねら
れている）で措置されている。
　ドリアーニ氏にアイデアストアの予算措置について話
してもらった。

「図書館の建設費用については、３分の２が中央政府か
らの補助で、残りの３分の１がタワー区で予算措置し
ます。タワー区は、旧図書館を閉鎖する際、設備や土
地の売却金をプールし、それを建設費用に充てている
のです。年間の運営費については区が予算措置します
が、中央政府から語学、コンピューター、ヨガ、料理、
フィットネスなど 1000 のコースの成人教育に対して特
別補助が 300 万ポンド（約４億５千万円）出ています。
成人教育費を除いた年間の図書館運営費は 650 万ポンド

（９億７千万円）です」

◆館内利用のマナー

「伝統的なロンドンの図書館とはずいぶん違っているの
で、戸惑いの声は確かにあります。リサーチで、堅苦し
くなく、ルールにしばられないような場所にしてほしい
という声がありましたので、カフェがあったり、飲み物
を持ち込んで読書ができたり、職員の服装をスーツでは
なく、お揃いのトレーナーにしたりと工夫を重ねました。
また会話や携帯電話の使用、読書以外の行為も、ほかの
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● ホワイトチャペル（Idea Store Whitechapel）

　アイデアストア５館および従来の図書館３館の中枢と
なるのが、このアイデアストア・ホワイトチャペルで
ある。2002 年にアイデアストア 1 号館として誕生した。
青と緑の縞模様の色ガラスは、タワー区でおなじみの露
天商のテントの屋根をイメージしているという。デザイ
ンは、コンセプチュアルな建築で著名なデイビット・ア
ジャイ氏（タンザニア生まれ）。アジャイ氏は一連のア
イデアストアの建築デザインによって、2005 年の王立
英国建築家協会建物賞を受賞している。
　５フロアからなる同館は、奇抜な外観とあいまって、
同地区では極めて目立つ存在である。

　１階（写真上）は、さまざまな質問に対応するヘルプ
デスクのほか、CD、DVD の貸し出し、新刊本や小説が
設置されている。２～４階は分野別図書と、閲覧・読書
コーナーのほか、ラーニングコースを受講できる教室な
どが設置されている。５階はカフェとイベントホール、
という構成。
　午前９時の開館と同時に、利用者が訪れる。求職情報
を閲覧する中年男性や就労に向けた勉強をしている若者
などで閲覧・IT コーナーが埋まる。youtube でサッカー
の試合や連続ドラマを閲覧している利用者も数人いる。

　カフェコーナー（写真上）は開放感があり、雑誌や新
聞も設置してある。400 円ぐらいでボリュームのある食
事がとれる。
　会話や討議、携帯電話の利用も許されているので、館

内はやや騒がしい。集中したい利用者はイヤホン・ヘッ
ドフォンを使って、音楽を聴きながら勉強や読書をして
いる。館内ではさまざまな言語が飛び交い、並んでいる
図書も各国語が用意されている。また、館の裏に大型スー
パーがあり、買い物のついでに立ち寄る住民も多い。

● ボウ（Idea Store Bow）

　アイデアストア・ボウは、1 号館の前のプロトタイプ
として古いビルを改装して実験的につくられた。
　アイデアストアとしては珍しく、地下鉄駅からかなり
遠い交通の不便な場所にある。移民街の一角にあり、ベ
ンガル語などの英語以外の図書が相当数が用意されてい
る。館内で見かける数少ない白人は、学生もしくは求職
者、子ども連れ、高齢者など。ソファに腰かけてずっと
編み物をしているおばあさんや、カフェのみを利用する
勤め人など、従来の図書館とは使われかたも異なる。
　子どもをチルドレンズルームに預け、料理や被服、小
説を選んでいる母親もよく見かける。彼女が本を読みな
がらソファで寝入ってしまっても「子どもはどうするの」
と職員が起こしたりはしない。この地区の子連れの母親
が、普段の生活やストリートでどれだけ気の抜けない毎
日を送っているか、職員もよく知っているのだろう。
　土地柄、ならず者風の若者が時折入ってくるが、節度
ある態度で館を利用している。ドリアーニ氏は「コミュ
ニティセンターに本がある、というスタイルなら、羽目
を外す若者も出てくるだろう。逆に図書館にコミュニ
ティ機能があるというスタイルだと彼らはルールを守
る。書物の持つ鎮静作用なのか、図書館という空間の抑
制作用なのか、それとも私たちの思いが伝わっているか
らなのかは、わからないけどね」と話す。

　

　

館内には千羽鶴があしらわれていた（写真上）。また、同
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館には日本の漫画（翻訳版）コーナーが特設されている。
若い職員に「日本から来た」と告げると「ワオ、日本は
大好きな国だ。日本の文化はクールだよ。いつか日本に
行きたいよ」と大喜び。ボウと日本はいい関係のようだ。

● カナリーワーフ（Idea Store Canary Wharf）

　摩天楼が立ち並ぶ金融街の一角にあるこの館は、他の
アイデアストアと異なり、利用者の多くは白人であり、
ビジネスマンや裕福な高齢者がほとんど。ビジネス支援
図書や軽い小説類、ファッション雑誌などが充実してい
る。英語以外の図書は各国語のロンドンガイドが多い。
　カフェコーナーは設置されていないので、隣のスター
バックスの飲み物を持ち込んでいる利用者も多い。
　

● クリスプストリート（Idea Store Chrisp Street）

　

　
　オールセインツ駅から歩いて３分。マーケット街の一
角にあり、隣は肉屋で、解体された畜肉が吊り下げられ
ている。「アイデアストア」という呼称は、まだ馴染ん
でいないのか、場所を尋ねてもみな首をかしげる。「図
書館はどこ？」と聞くと、笑顔で教えてくれる。
　１階は絵本・児童書、新刊、実用書のコーナーで、親
子連れや高齢者、学生が多く、通常の図書館のようにマ
ナーが守られている。

　２階は、分野別図書と閲覧室、IT コーナー。放課後
や休日は IT コーナーで子どもたちがネットゲームに夢
中になっている。「ストリートで悪さしているよりずっ
といい」とドリアーニ氏が話すように児童館としての役
割を引き受けている。ある程度以上、騒がしくなると職
員が注意するが、大人たちも会話に夢中になったり、ヘッ
ドフォンなしに youtube を見ているので、かなり騒然
としている。次々と住民が訪れるのは、１階と２階で機
能分担されていて、気軽に利用できるからだろう。

● ワットニーマーケット（Idea Store Watney Market）

　

　残念ながら、訪れた時期はまだ建設中だった。（2013
年５月に開館）。このあたりの店の看板はベンガル語で
書かれているものがとりわけ多い。
　工事中のフェンスには「私のアイデアストア」との題
で 10 枚ほど小学生の絵が飾られている
　

　ひと通り見ていくと、ソファ設置の要望が非常に高い。
憧れなのだろうか。ちなみに、アイデアストアのソファ
はすべてイケア製だと思われる。

【開館時間】
　どの館も月～木曜が午前９時～午後９時、金曜は午前
９時から午後６時、土日は各館で若干異なるが、おおむ
ね土曜が午前９時～午後５時、日曜が午前９時～午後４
時となっている。


