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は し が き
近年の図書館を取り巻く状況は、激しく変動しています。そのような状況に如何に対処してい
くかは、館種を越えて、各図書館にとっての緊急の課題となっているのではないでしょうか。そ
のためには、基礎的な図書館関連情報の収集、調査研究が必須となります。
国立国会図書館では､従来から図書館及び図書館情報学分野の調査研究を行ってきましたが、
平成14年度以降、その業務を関西館事業部図書館協力課が担当しています。図書館協力課では、
図書館及び関連機関の協力を得て調査研究を行うとともに、広く情報を共有することを目指し、
その成果を｢図書館調査研究リポート｣としてシリーズで刊行することとしました。
平成14年度は、｢デジタル環境下における視覚障害者等図書館サービスの海外動向｣調査として、
「デジタル環境下における欧米の視覚障害者等図書館サービスの全国的提供体制に関する調査研
究」、｢視覚障害者等図書館サービスにおける国際協力活動に関する調査研究｣を行いました。本
報告書はその成果をひとつにまとめたものです。
各国における視覚障害者に対する図書館サービスは、インターネットをはじめとする情報通信
技術の発展の影響を大きく受け、著しく変化しています。当館でも平成14年度から、学術文献録
音図書のDAISY仕様による製作開始等、視覚障害者図書館サービス業務にデジタル技術を積極
的に採用しています。今回の調査による各国の図書館及び国際機関の最新情報が、我が国の障害
者図書館サービスに資するものとなれば幸いです。
上記調査は､株式会社シィー・ディー・アイに委託しましたが、調査の実施にあたっては、北
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第１章
第１節

総

論

視覚障害者等に対する図書館サービス等の状況に関する２件の調査研究

平成14年度に国立国会図書館では、障害者図書館協力事業の将来計画及び日本における視覚障
害者等図書館サービスの全国的な提供体制のあり方を検討するための基礎情報の収集を目的とし
て、「デジタル環境下における欧米の視覚障害者等図書館サービスの全国的提供体制に関する調
査研究」及び「視覚障害者等図書館サービスにおける国際協力活動に関する調査研究」の２件の
調査を実施した。
両調査の実施において、特に調査の留意点としたのは、次の３点である。
第一に、調査対象である「視覚障害者等」、「視覚障害者等図書館サービス」という範囲は、視
覚障害及びその他の障害で伝統的な印刷物を読むことが困難な人々（print disabilities）に対す
る図書館等のサービスである。すなわち、これらの調査では、対象者を狭い意味での視覚障害者
に限定せず、知的障害者、身体障害者、読み書きに障害のある人々（dyslexia）、難聴者など広
範な範囲を対象とした各種サービスを対象とした。また、サービス機関を図書館事業に限定せず、
広く関係機関の同サービスを調査対象とした。
第二に、視覚障害者等に対するサービス実施との関係を念頭に、著作権法を始めとする法や各
種の社会制度、国際的なガイドライン等を可能な範囲で取り上げた。
第三に、インターネットに代表されるネットワークの進展と情報のデジタル化の状況を踏まえ
て、「デジタル環境下における欧米の視覚障害者等図書館サービスの全国的提供体制に関する調
査研究」では、米国、カナダ、スウェーデンの３ヵ国における障害者等図書館サービスの全国的
提供体制について、ネットワークやネットワーク上のアプリケーション（WWW、メーリング
リスト等）の利用状況、書誌データベース等の公開とその内容、フォーマット、DAISY規格の導
入状況などについて調査を進めた。
一方、「視覚障害者等図書館サービスにおける国際協力活動に関する調査研究」においては、
国際協力活動について、国際図書館連盟（IFLA）盲人図書館セクションの概要、国際協力活動
の現況、今後の課題等を対象とした。併せて、DAISY関連では、DAISYコンソーシアムの概要、
DAISY規格の現況、今後の課題と展望について調査を行った。

第２節

デジタル環境下における欧米の視覚障害者等図書館サービスの全国的提供
体制に関する調査研究

視覚障害者等に対する図書館サービスは欧米を中心として活発に研究開発が実施されており、
着実な技術開発とその上に立った図書館サービスが見られる。同サービスの充実を図っていくた
めには、全国サービスを提供する中心機関の役割、そのサービス内容が重要である。本調査では
欧米における視覚障害者等図書館サービスの全国レベルでの提供体制及びそこにおける全国サー
ビスを提供している中心機関が果たしている役割について、ネットワーク情報資源を含む文献等
により調査を行い、国立国会図書館の障害者図書館協力事業の将来計画及び日本における視覚障
害者等図書館サービスの全国的な提供体制のあり方を検討する際の基礎情報の収集を目的とした。
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本調査の対象とした地域及び機関は次のとおりである。
１．米国及び米国議会図書館盲人・身体障害者全国図書館サービス
２．カナダ及びカナダ国立図書館
３．スウェーデン及びスウェーデン国立録音点字図書館
また、主な調査項目は、次のとおりである。
１．当該国における視覚障害者等を対象とした図書館サービスの全国的な提供体制
当該国の視覚障害者等関連施策の概要を、図書館サービスとの関連を念頭において、
著作権法を始めとする法や社会制度を可能な範囲で取り上げる。
当該国の視覚障害者等に対する図書館サービスの提供体制、ネットワークの現状を概
観し、必要に応じて図書館以外の視覚障害者等サービス機関の役割・機能も取り上げる。
２．当該機関の視覚障害者等図書館サービス支援機能
当該機関が全国的なサービス提供体制において果たしている役割を明らかにする。
当該機関の視覚障害者等図書館サービスの特徴があれば報告する。
３．当該国における視覚障害者等図書館サービスにおいての最新技術等の導入状況
ネットワークやネットワーク上のツールの利用状況、目録を始めとするデータベース
の公開内容や検索機能、DAISY規格の導入状況などの技術的要素の使用側面を調査す
る。
調査の詳細は第２章を参照されたいが、調査対象の各国において、それぞれの歴史的経緯から
各種法制度や政府等のガイドラインなどは多様であり、全国的サービス機関体制、被サービス対
象者範囲の相違、技術基盤整備と応用においては、ネットワーク環境下においてデジタル化の過
渡期にある姿である。ただし、基本的な体制構築の方向性においては、各国において共通して、
全国サービス体制の充実・強化、世界的な標準化への対応のもとでのデジタル化、ネットワーク
化の推進の姿勢にある。しかし、一方では全国書誌データベース提供機関・部門と視覚障害者等
図書館サービス関係データベース提供機関・部門との連携の一部未整備や、新しいデジタル資料
等に対応する検索ツール（finding list）としての書誌レコード項目の未対応など、課題となる
点も存在している。

第３節

視覚障害者等図書館サービスにおける国際協力活動に関する調査研究

前記の「デジタル環境下における欧米の視覚障害者等図書館サービスの全国的提供体制に関す
る調査研究」において、米国、カナダ、スウェーデンの３ヵ国における視覚障害者等図書館サー
ビスの全国的ネットワークの概要とそれを推進している中核的機関の活動内容を明らかにすると
ともに、同サービス分野の技術的側面において国際的な協力活動が重要な役割を果たしているこ
とが明らかになった。
そこでこの調査では、世界的な規模でのデジタル・デバイドの拡大危機と、それを防ぎ、デジ
タル・オポチュニティへと展開する国際的な協力を基礎に、特に視覚障害者等を新たな情報弱者
にしないためのデジタル環境構築に当たっての解決すべき課題を、国際的な共同活動について、
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問題点の現状、課題などについて調査した。
具体的には、視覚障害者等図書館サービス分野における国際協力活動において中心的な役割を
果たしている国際団体の活動状況について、国際図書館連盟盲人図書館セクションを中心に国際
図書館連盟の組織、活動と関係機関との連携の状況、DAISYコンソーシアムにおけるDAISY規
格の開発と普及の現況等を中心に調査を行った。主な調査項目は、国際図書館連盟及び国際図書
館連盟盲人図書館セクションについては、その概要、同セクションの国際協力活動の現況、視覚
障害者等図書館サービス分野における国際協力活動の課題と展望、そこにおいて推進されている
各種プロジェクトや開発されたガイドラインの現状などである。
調査結果から浮かび上がってきた主な点は、視覚障害者等に対する図書館サービスが、資料・
情報の利用において社会的に不利益を被っている人々（disadvantage people）に対するサービ
スが各種先天的・後天的な環境から強いられている状況に対して、特別な資料・情報へのニーズ
のある人々への図書館サービスという広い文脈の中で位置付けられていること、デジタル環境下
において国際的な協力と連携のもとに、全国書誌の重要な役割とそれを作成、提供、流通させて
いく中心的な全国機関の体制整備の必要性である。
一方、DAISYコンソーシアムについては、コンソーシアムの概要を始めとして、DAISY規格
の仕様の開発状況、ソフトウエアの開発と普及、コンソーシアム・メンバーに対する研修・技術
支援体制、発展途上国支援の現況などを調査した。また、関連項目としてW3Cのアクセシビリ
ティに関する規格との連携やOpen eBook Forumとの協力動向、DAISYコンソーシアムの現状
と今後の展望なども併せて対象とした。
調査結果において特に強調しておきたいことは、DAISY規格の第２世代から第３世代への規
格開発・普及の過渡期において、W3C等の国際的な機関のアクセシビリティに関する規格との
連携を図りつつ、DAISY規格がマルチメディア・デジタル情報の情報交換フォーマットへと進
展しつつある状況であり、また、Open eBook Forum等との協同のもとに、DAISYのための電
子コンテンツを視覚障害者等のための特別なフォーマットに閉じ込めるのではなく、デジタル・
コンテンツ作成過程において自然に形成される環境を形成しようとする努力の現況である。
現在、ネットワーク環境の普及と資料・情報のデジタル化は、従来のメディア環境に多様性と
コンテンツの充実や、コンテンツ選択性の拡大の大きな可能性をもたらしている。視覚障害者等
への図書館サービスの確立は、すべての人々に対してこのメディア環境をデジタル・オポチュニ
ティの確立・拡大の機会とするために、サービス対象を視覚障害者に限定するのではなく、広く
読みに障害のある人々への図書館等サービスの量的、質的拡大を目的に、それぞれのプロジェク
ト推進において、企画、立案、実施、評価の各段階から、共同・協力を国際的に進行させていく
必要がある。
調査の詳細は第３章を参照されたい。
本調査報告が、国立国会図書館における障害者図書館協力事業の将来計画の進展や、日本にお
ける視覚障害者等図書館サービスの全国的な提供体制のあり方を検討する際の基礎資料となり、
当該分野の図書館サービス等の質的充実と量的拡大の役割の一石となれば幸いである。
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第２章

第１節

デジタル環境下における欧米の視覚障害者等図書館サービスの
全国的提供体制
米

国

2．1．
1 米国における視覚障害者等を対象とした図書館サービスの提供体制
米国の視覚障害者等関連施策の概要
米国は、2002年12月現在、面積は962.8万

（日本の約25倍）、人口は2000年現在、2億8,142

（１）

万人である

。1994年10月から1995年１月にかけて、商務省の主導の下に行われた国勢調査に

よると、約5,400万人、人口の20％近くが何らかの障害を持っている（２）。日本の総人口に対す
る障害者の割合は様々な統計から４〜５％であることが分かっている（３）が、それと比較すると
かなり多い割合である。この数値は、米国内の黒人コミュニティ（約3,000万人）よりもはる
かに多い。
米国障害者法
米 国 の 障害 者 を 定 義 し て い る の は 、 米 国 障 害 者 法 （P.L. 101-336 Americans with
（４）
（５）
Disabilities Act of 1990：ADA）
である。これによると、障害者は、主たる生活活動の

一ないしそれ以上を実質的に制限する身体あるいは精神障害を過去に持った記録があるか、あ
るいは、そのような障害を持つとみなされる者である。生活活動を制限するという社会的な意
味で障害を捉えているという点と一時的に生活活動が制限されても障害者とみなすという点で、
障害者の割合が多くなっていると考えられる。ADAは、「障害」だけでなく、「補助具とサー
ビス」を、1．資格のある通訳者あるいは音で伝えられる資料を聴覚障害者に伝える効果的な
方法、2．資格のある朗読者、テープの本、その他視覚を通して伝えられる資料を視覚障害者
に伝える効果的な方法、3．機器や装置の取得と改良、4．その他のサービスと行為、と定義し
ている。コミュニケーションに障害のある人のための代替手段について明文化している点が特
徴である。
ADAは、米国でアクセシビリティを義務付けた最初の法律でもある。ADAの導入部分では、
障害者を取り巻く状況の現状解説が盛り込まれている。その中で障害者が差別に直面する分野
として、雇用、住宅、公共施設、教育、交通機関などとともに、コミュニケーションも挙げて
いる。条文には、雇用、公共サービス、民間事業体によって運営される公共性のある施設及び
サービス、テレコミュニケーションの章がある。公共サービスは、公共事業体（州、地方自治
体、そのすべての局、課、特別目的区、その他の機関、全米鉄道旅客公社及びすべての通勤局）
のサービスを指す。国立や州立の図書館のサービスはこの中に含まれる。また、図書館は、公
共性のある施設及びサービスにも含まれるため、私立の図書館であってもADAの範疇に含ま
れる。
米国議会図書館（Library of Congress：LC）は、ADAに従うことを表明し、その下で、
アメリカ手話通訳サービスプログラム（American Sign Language Interpreting Services
Program：ASL/ISP）、盲人・身体障害者全国図書館サービス（National Library Service
for the Blind and Physically Handicapped：NLS）を行っている（６）。建物自体のアクセス
―5―

も考慮しており、障害のある人を平等に雇用する機関であることを明示している。ADAコー
デ ィネ ータ ー 兼障 害 雇用 プ ログ ラ ムマ ネ ージ ャ ー （Disability Employment Program
Manager）がおり、ADA関係の調停や障害者雇用の窓口となっている。
ADAでは差別の禁止は、ほぼ章ごとで触れられているが、各章で共通しているのは障害者
の活動への参加の拒否を禁止することである。この参加の拒否は差別であるという考え方は、
1973年に制定されたリハビリテーション法第504条（Section 504 of the Rehabilitation Act（７）
Nondiscrimination under Federal grants and programs）
の流れを汲んでいる（８）。

リハビリテーション法第508条
更に、障害者の電子情報技術のアクセシビリティに踏み込んで規定しているのが1998年８月
に修正されたリハビリテーション法第508条（Section 508 of the Rehabilitation Act（29
U.S.C. 794d）, as amended by the Workforce Investment Act of 1998 （P.L. 105-220）,
（９）
（10）
（11）
August 7, 1998 - Electronic and information technology）
である。

508条は、1．障害のある連邦政府職員が、障害のない連邦政府職員と同様に、情報やデータ
を入手し利用できなければならないこと、2．連邦政府及び機関が提供する情報やサービスを
求める障害のある一般市民が、障害のない一般市民と同様に、情報やデータを入手し利用でき
なければならないこと、3．電子情報技術の開発・導入・保守・利用をアクセス委員会から公
表される基準に適合させることが過度の負担となる場合、各機関は対象となる障害のある人に
対しアクセスを可能にする代替手段によって情報及びデータを提供しなければならないこと、
を規定している。修正508条制定後、アクセス委員会は、電子情報技術アクセス諮問委員会を
結成し、508条を徹底するための手段として電子情報技術のアクセシビリティ基準の策定に取
り組んだ。508条の基準は、2000年３月から５月まで基準案に関する一般からの意見聴取を行
い、2000年12月の最終基準公示を経て、2001年６月に正式に施行された。
LCのウェブサイトは、508条とW3C（World Wide Web Consortium）の『ウェブ・コンテ
（12）
ンツ・アクセシビリティ・ガイドライン』（Web Content Accessibility Guidelines 1.0）
に
（13）
準拠している。
また、これらの法律や指針の成立前の古いページも準拠した形への更新を進

めている。そして、電子資料・電子情報をすべての人が利用できるようにするためにあらゆる
努力をすることを宣言している。サイトの利用でトラブルがあった場合の窓口は、ADAコー
ディネーターである。また、ウェブ・スタイルガイドの中に、アクセシビリティの項目を設け
ている（14）。
NLSに関連する法律・規則には、次のようなものがある。主な法律を成立年順にたどるこ
とで、NLSの歴史的発展を見ることができる。
プラット･スムート法
最初の注目すべき法律は、1931年３月３日に制定された、成人の視覚障害者（15）に対して本を
提供するための法律、通称プラット・スムート法（Act of March 3, 1931（Pratt-Smoot）
（16）
An Act to provide books for the adult blind.）
である。LCでは1897年から視覚障害者

に対しても閲覧サービスを行っていたが、この法律により、毎年10万ドルの予算がLCに支出
され、成人の視覚障害者を対象とした全国的な貸出しサービスが開始された（17）。資料を貸し出
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すために適切な地域図書館を配置することが明示され、退役軍人に対するサービスを優先する
という条件も付けられていた。1946年からは視覚障害者サービス部門を統合し、盲人奉仕部
（Division for the Blind）となる。また、1952年には、プラット・スムート法から「成人」
の語が削除され、サービスを児童に対して拡大した。
LCの一般利用者の利用資格は18歳以上であり、写真・現住所の入った身分証明書を持参し
利用登録をする形式を採っている。したがって、現在も基本的に18歳未満の児童・青少年には
サービスをしていない（18）。ここでのサービス拡大は、視覚障害者の読書環境を考慮し、特別に
利用資格を広げたものであると見ることができる。
プラット･スムート法を改正する法律
次の法律は、1966年７月30日に制定された、視覚障害者のための書籍及びその他の資料を整
備することに関連して、その資料をその他の身体障害者のために整備することを許可する法律
（P.L. 89-522, An act to amend the Acts of March 3, 1931, and October 9, 1962, relating
to the furnishing of books and other materials to the blind so as to authorize the fur（19）
nishing of such books and other materials to other handicapped persons.）
である。

このプラット・スムート法の最終改正により、NLSのサービスは、視覚障害者以外の身体障
害者にも拡大された。ここで言う視覚障害者及び身体障害者とは、「身体的制限のために通常
の印刷物を読むことができないことを資格のある権威者によって認定された視覚障害者及び身
体障害者」のことである。これに伴い、盲人奉仕部の名称も盲人及び身体障害者奉仕部（the
Division for the Blind and the Physically Handicapped：DBPH）に改められた。名称は、
1978年にDBPHからNLSに改められ、現在に至っている。
著作権法を改正する法律
NLSのサービスに大きな影響力を持つ最近の法改正は、1996年９月16日に公布された、著
（20）
作権法を改正する法律（Copyright Law Amendment, 1996 : P.L. 104-197）
である。従来

は、視覚障害者のために無料で著作物のコピーや録音図書を１部作成することはフェア・ユー
スとして認められていたが、一般に配布するための多数のコピーを作成するには著作権者の許
諾が必要であった（21）。NLSも許諾を得て図書を作成していた。この改正により、一般の文字
情報を得ることのできない障害者のための点訳・録音に際して著作権者の許諾が不要となった。
著作権法改正前から、米国は録音方法や再生機器を特殊なものにするというクローズドシス
テムを採ってきた（22）。それは著作権法にも反映されており、製作機関は限定しないが、「特殊
な形態で複製し頒布すること」が条件として入っているのである。
合衆国法典
合衆国法典（United States Code）は、第２巻で議会について、その第５章で議会図書館
について定めている。そのうち、NLSに関しては、135条ａ（23）、135条ａ‐1（24）、135条ｂ（25）で
規定している。これらの規定は、主に、プラット・スムート法とその改正法によって成立した。
135条ａは図書と音声資料について、135条ａ‐1は音楽資料について、135条ｂは地域のセンター
（地域図書館）について規定している。135条ａでは、米国に居住する視覚障害者とその他の身
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体障害者の利用のために、印刷された図書や浮き出た文字の図書、音声複製物やその他の形態
の資料の購入・維持・音声複製物の再生機器の補充を行い、LCの規定の下に利用の資格を持
つ者に貸し出すことが定められている。135条ｂでは、それらを地域のセンターを通して貸し
出すことを定めている。
連邦規則法典
連邦規則法典（Code of Federal Regulations）は、第36巻第７章第701部第701.10条（26）で、
NLSのサービスに関して、1．プログラムの内容、2．利用資格基準、3．地域図書館を通して
の貸出し、4．ナショナルコレクション、5．施設や学校への貸出し、6．音楽スコア、7．退役
軍人の障害者へのサービス優先、8．問い合わせ先、を規定している。
利用資格基準によると、NLSのサービスを受ける資格のあるのは、次の人々である。
１．矯正した良い方の視力が20／200以下、又は、視野が20度未満の視覚障害者
２．標準の印刷資料を読むことが困難な視覚障害者
３．身体的制限により標準の印刷資料を読んだり、利用したりすることができない人
４．生まれつきの機能不全で読書が不可能であり、普通の方法では印刷資料を読むことが
できない人
いずれの場合も、資格のある権威者（competent authority）の認定が必要である。資格の
ある権威者とは、内科医、整骨療法医、視力検定者、看護婦、セラピスト、ソーシャルワーカー、
図書館員などである。4．の場合の認定は、内科医と整骨療法医が行う。
（27）
視覚障害や身体障害がない限り、学習障害者、ディスレクシア（Dyslexia）
、注意欠陥障

害の人、慢性疲労症候群の人、自閉症者、機能的非識字者、知的障害者等は、サービス対象者
とはならない（28）。
米国の視覚障害者等に対する図書館サービス提供体制
NLSのサービスは、全国規模のネットワークを通じて提供されるものと直接利用者に提供
されるものの二つに分けられる。
全国ネットワークを通して提供されるのは、点字資料・録音資料・読書器・再生機器の貸出
しサービスである。NLSは、学生のための教科書や専門家のための調査資料を作成しない（29）。
例外的に音楽資料は作成するが、重きをおいているのは娯楽的読書資料（recreational reading material）のフィクションや一般的なノンフィクションである。この選書基準の根底にあ
るのは、一般利用者が公共図書館を通して利用できる図書と同じタイプの図書を点字図書・録
音図書として製作して提供しようという考え方である。児童へのサービス拡大は、この考えの
延長と捉えることができる。
この考え方は、一般の公共図書館・点字図書館があまり製作してこなかった専門的録音図書
を製作し提供しようとする日本の国立国会図書館のサービスとは立場を異にする。両者の立場
の差は、サービスの導入時期の差から生じたものと考えられる。NLSのサービス開始時期は1
931年であり、当時は視覚障害者に対してサービスをしている公共図書館・点字図書館は少な
く、最初に組織化された地域図書館はわずか18館であった（30）。それに対し、国立国会図書館が
学術文献録音サービスを開始した1975年は、日本では一般録音図書の製作・提供においては点
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字図書館や一部の公共図書館がそれなりの実績を持っており、サービス開始当初で135館の協
力館があったのである（31）。
米国の 全国ネッ トワーク は、 NLS を頂点 として、 二つの マルチ ステート ・センタ ー
（Multistates Center）、 57館の地域図書館（Regional Library） と、79館の副地域図書館
（Subregional Library）、地域図書館内にある機器貸出し機関（Machine Lending Agency）、
副地域図書館内にある副機器貸出し機関（Machine Sublending Agency）で構成されてい
る（32）。地域図書館と副地域図書館の総称はネットワーク図書館である。
マルチステート・センターは、1974年に始まったものである。それまでは、DBPH（NLS
の前身）の下に直接地域図書館が組織されていたが、これでは広い米国ではどんなに急いでも
資料の郵送に最低２週間はかかってしまうため、全米をおよそ13州ごとに、北部、中部、南部、
西部に分け、各部に１施設を設置した。今まですべてDBDHに集中していたマスターテープ
の保管、プリント、機器の保管、貸与、カタログ等をセンターに分散し、利用者の要望に数日
でこたえられるようになった（33）。マルチステート・センターは、ネットワーク図書館に２年間
寄託されて利用された図書があまり利用されなくなると集められる書庫にもなっている。また、
NLSが提供するすべての図書の複本を保有しており、要求に応じて、直接ここから貸し出さ
れることもある（34）。
1986年に予算の都合で南部センターがなくなり、1990年に北部センターもなくなって、現在
は、ミシシッピ川より東のネットワーク図書館を担当する東マルチステート・センター
（Multistates Center East）がオハイオ州シンシナティに、ミシシッピ川より西のネットワー
ク図書館を担当する西マルチステート・センター（Multistates Center West）がユタ州ソル
トレークシティに置かれている（35）。
地域図書館は、57館のほとんどが州政府管轄下の公共図書館の一部門である。中にはアメリ
カ点字協会（Braille Institute of America：BIA）のように古くから活動していた民間機関、
パーキンス盲学校録音点字図書館（Braille and Talking Book Library, Perkins School for
the Blind） のような盲 学校の図書館、 オ クラホマ盲人・身 体障害者図書館 （Oklahoma
Library for the Blind and Physically Handicapped）のように州のリハビリテーションサー
ビス部門と図書館の両方の管轄下にある機関など、特色のある機関も含まれている。ワイオミ
ング州、グァム島以外のすべての州に地域図書館があり、カリフォルニア州、ミシガン州、ニュー
ヨーク州、オハイオ州、ペンシルヴェニア州には、二つの地域図書館がある。グァム島の利用
者はハワイ州の、ワイオミング州の利用者はユタ州の地域図書館を利用している。
副地域図書館は、地域図書館によって組織され、地域図書館から録音図書・点字図書・大活
字図書の補充をすることにより、その地域に住む利用者のためにサービスをしている。サービ
ス開始当初は存在しなかった副地域図書館が地域図書館の支援機関として発展したのは、地域
図書館だけでは利用者の急速な増加と地域レベルの幅広いサービス利用の要求に対応し切れな
かったためである（36）。
直接NLSから提供されるのは、国外在住の米国民の利用者へのサービス、音楽資料の提供、
Web-Brailleサービスである。
音楽資料のコレクションは、約３万タイトルで、点字や大活字のスコア、点字や大活字の教
科書や書籍、音楽カセットや個々の楽器に関する個人レッスンカセットなど多種多様である（37）。
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Web-Brailleサービスは、1999年８月から開始されたサービスで、インターネットを経由し
て点字図書や点字雑誌を利用するものである（38）。データはすべて２級点字（39）で、１級点字や外
国語の資料は含まれていない。音楽資料のうち点字のものは、一般の点字図書・点字雑誌と同
様にインターネットを経由して利用できる。Web-Brailleサービスは、著作権法により、NLS
の利用者と盲学校等の機関しか利用できない。機関がWeb-Brailleファイルから作成できるの
は、点字のコピーだけであり、大活字やＥテキストの作成は許可されていない。利用は、地域
図書館か副地域図書館で手続きをし、ユーザー名とパスワードを取得してから可能となる。
NLSは、前述したように、「学習障害者」や「読書障害者」の存在を意識していても、連邦
規則法典の規定により、それが「身体的制限に由来するもの」でなければサービスできないと
している。その結果、学習障害者、ディスレクシア、注意欠陥障害の人、慢性疲労症候群の人、
自閉症者、機能的非識字者、知的障害者等は、NLSのサービス対象者とはならない。ネット
ワーク図書館も独自にサービス対象を拡大していない限りはNLSと同じ範囲でサービスを展
開していると思われる。
NLSを頂点とした図書館ネットワークがカバーできていない部分を補完している民間機関
として二つの機関が挙げられる。専門的な録音図書の全国サービスを行うRFBD（Recording
for the Blind and Dyslexic）と読書に障害のある人個人やそのサービス機関に対しオンラ
イン上でアクセシブルなデジタルフォーマットの図書を提供するブックシェア（Bookshare）
である。録音図書のデジタル化には大きく二つの方向があるが、米国では、DAISY図書の貸
出しを行っているのがRFBDで、ネット上でのコンテンツの提供を行っているのがブックシェ
アである。
RFBDは、視覚障害・知覚障害・身体障害により通常の印刷物を読むことができない人に対
して録音資料を提供する民間機関である（40）。利用には登録料と年会費が必要であるが、NLS
が製作しない教科書や教育的資料などを製作し、NLSがサービス対象としない知覚障害者、
特にディスレクシアへのサービスに力を入れているため会員は2002年現在116,948人と多い。
2002年現在の所蔵タイトルは246,303タイトルである。
蔵書構成とサービス対象者の特徴により、NLSは、高齢の視覚障害者の利用が多く（41）、RF
BDは若年者、学生、学習障害者、ディスレクシアの利用が多い。RFBDの学習障害者の利用
は1970年ごろから増え始めていた。1995年から機関名にDyslexicを付けたのも、その現状を反
映し、読書に障害を持つ人（print disabilities）すべてをサービス対象とすることを明確に名
称に表したためである（42）。
RFBDは再生機器の貸出しをしないため、RFBDの会員の中には、再生機器の貸出しを受け
るためにNLSの録音図書サービスに申し込む者もいる（43）。RFBDの会員がNLSのサービスを
受けられるようにすることが期待されているが、NLSは連邦法の範囲を超えてサービスする
ことができないため、RFBDと同じ基準に利用者を拡大することはできていない。
ブックシェアは、全盲の人、メガネやコンタクトレンズを使用しても通常の活字の新聞を読
むことが困難なほどの視覚障害のある人、印刷資料を読んで理解することの妨げとなるディス
レクシアのような学習障害のある人、本を持ったりページをめくったりすることの妨げとなる
ような運動障害のある人のために、オンライン上でアクセシブルなデジタルフォーマットの図
書を提供する（44）。ブックシェアのサービスは、障害のある人にアクセシブルな資料を提供する
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機関も利用することができる。利用者は会費を払ってサービスを利用する。
ブックシェアの図書は、録音図書はNISO規格に則ったXMLフォーマットで、点字図書は
ピンディスプレイや点字プリンターに対応したBRFフォーマットであり、著作権法上の障害
者のための「特別な形態」として認められている。この図書は、スキャニングすることによっ
て作成されるが、作成にはボランティアを募るだけでなく、会員自身にも他の会員のためにデ
ジタルコピーを提供することを呼び掛けている。著作権者からオリジナルのデジタルコピーも
受け入れている。また、ブックシェアの目録は、検索をしたときに、他のプロバイダーのアク
セシブルな図書を「遠隔図書」（Remote Books）として表示するようなシステムになってい
る。実際にその図書の詳細を調べたり、注文したりする場合は、そのプロバイダーのサイトに
自分で行き、そちらでも料金を払う必要がある。これは書誌情報提供サービスの一つである。
更に、ブックシェアは、自らのサービスをNLSやRFBDと比較している。NLSとRFBDが質
の高いデジタル図書を提供する小さな図書館であるのに対し、ブックシェアは低コストのスキャ
ンされた図書を提供する広大な図書館であるというのである。NLSとRFBDは図書の質を高く
維持する必要があるため図書１冊当たりのコストが高くなる。実際、製作者のスキルを高めて
いくことは両機関にとって常に重要な課題であった。NLSのWeb-Brailleサービスが提供した
BRFフォーマットの点字図書が約4,700タイトルで、RFBDが2002年９月時点で提供できるDA
ISY録音図書が6,000タイトルであるというデータからブックシェアは、質の追求によって両
機関の製作数が限られてしまっていると捉えている。それに対し、ブックシェアは提供する図
書の質を保証しないで図書の数を増やすという道を選んだ。ブックシェアの図書は、質のラン
クがスキャニングのエラーの数で分けられている（45）。ほとんどエラーのないものが優（Excellent）、 少しエラーのあ るものが良 （Good）、 エラーが多いが読み取りに 耐え得るのが可
（Fair）といった付け方である。そのうち優と良の図書は、BIAの協力で、リクエストに応じ
て校正しない状態の点字図書として直接打ち出すことができる。優の図書だけが、資格のある
点訳者が体裁を整えた点字図書として製作される。点字図書として打ち出されたものは、会員
以外でも利用できる。可の図書は会員がデジタルフォーマットでのみ利用する。ブックシェア
のサービスは、デジタル環境下の新しいサービスとして注目に値する。
以上のように米国では、主として図書館ネットワークが一般的な読書（recreational reading）に対応し、民間機関が専門的な読書（professional reading）に対応している。また、
図書館ネットワークが対象としない利用者に対しては民間機関が積極的にサービスを行ってい
る。
このように図書館ネットワークと民間機関は、相互に補完し合っている。しかし、視覚障害
者と身体障害者は図書館ネットワークのサービスも民間機関のサービスも受けられるが、その
他の学習障害者は民間機関のサービスしか受けられず、障害によって選択肢が狭められている
という問題点が残されている。
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2．1．
2 米国議会図書館盲人・身体障害者全国図書館サービスの視覚障害者等図書館サービ
ス支援機能
現在、 NLSは、合衆国法に基づき、内外の米国市民の視覚障害者・身体障害者へ読書資料を
提供する国家計画を実行するという責任を果たすため、次のような業務を行っている（46）（47）。
１．選書、著作権処理、読書資料の調達
２．直接、あるいは、ネットワーク図書館を通した資料と関連書誌情報の流通
３．音声再生機器の設計、開発、流通
４．製作物とサービスの基準の確立と質の保証
５．ボランティアの訓練、講習、調整
６．相互貸借計画の管理
７．目録、印刷形態の出版物、視覚障害者・身体障害者用メディアの出版物の整備
８．視覚障害と身体障害に関する全国的なレファレンス・レフェラルサービスの提供
９．音楽資料の開発、維持、貸出し
10．NLS資料を効果的に利用するためのネットワーク図書館の監督とガイドライン・プロデュ
ーサーマニュアルの提供
また、NLSは、視覚障害者・身体障害者のための特別な形式の読書資料（点字・音声その他
利用できる形態の図書や雑誌を含む）を保管する責任（Custodial Responsibilities）を持つ。
NLSの本部では、これらの業務を、局長室の調整により、資料開発部、ネットワーク部の二つ
の部門に分けて行っている。
局長室は、局長が中心となり、方針の策定、計画立案、すべての業務の管理、二つの部署の調
整を行う。局長室には、オートメーション室、調査開発室、管理課、出版メディア課がある。
資料開発部には、書誌調整課、点字開発課、コレクション開発課、工学技術課、製作調整課、
品質保証課の六つの課があり、それらを資料開発部事務室が調整している。また、製作調整課の
管理下にレコーディングスタジオもある。1、3、4、5、7の業務にかかわっている。
ネットワーク部には、在庫管理課、音楽課、ネットワークサービス課、レファレンス課の四つ
の課があり、それらをネットワーク部事務室が調整している。また、利用者関係職を置き、個々
の利用者や利用者グループとの連絡、利用者調査などを行っている。2、3、6、8、10の業務にか
かわっている。
図書の点訳・朗読は、広範なボランティアの協力に依存しており、NLSではこれらボランティ
アの養成・指導援助に力を入れるとともに、民間のボランティア組織と協力して全国サービスを
行っている。
資料の所蔵概況（48）は、点字図書の所蔵が63,000タイトルで、年間受入れ点数が1,300タイトル
である。録音図書（４トラック半速と２トラック半速）の所蔵が55,000タイトル、年間受入れ点
数が2,123タイトルである。まだDAISY図書の製作実績はない。大活字図書の所蔵が200,000タイ
トルと非常に多い点が特徴的である。
なお、カナダ盲人援護協会は、ナレーション付きビデオやナレーション付き映画フィルムも所
蔵しているが（49）、NLSではこれらを所蔵していない。米国では、字幕付きフィルム・ビデオ提
供計画（Captioned Films/Videos Program）は1958年から1965年までは教育省が担当し、196
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5年 か らは 外郭 団体 のCEASD （Conference of Educational Administrators Serving the
Deaf）に委託された（50）。更に、この計画は、ビデオの選定と字幕製作を担当する部門と字幕付
きフィルム・ビデオの配布を担当する部門に分けられ、前者はNAD（National Association of
the Deaf）に、後者はMTP（Modern Talking Pictures, Inc.）に委託されるようになった。
この間図書館はこれらの計画やこれらの資料の収集にかかわることはなかった。また、米国では、
録音にはクローズドシステムを採用したが、字幕は聴覚障害者だけでなく、障害者や英語を母語
としない移民を含んだ一般の視聴者をターゲットとしたオープンシステムであるという点も特徴
的である。

2．1．
3 米国における視覚障害者等図書館サービスの現状と特徴
ここでは書誌情報の提供と録音図書のデジタル化について述べる。
NLSのオンラインカタログ（the online catalog）は、NLS、ネットワーク図書館、RFBDな
ど国内の他機関、国外の他機関（カナダも含まれる）のspecial format資料のみを収録した目録
で、LCの目録からは独立している（51）。LC本体の目録からはNLSの資料は検索できない（52）。NLS
の目録は、FormatとAnnotationで資料の特徴を詳しく述べているが、LC本体の目録にはその
項目は存在しないのである。NLSのオンラインカタログからは、現時点では資料請求をするこ
とはできない（53）。NLSでは、地域の図書館でそのようなサービスが受けられるところがあるの
で、基本的にそちらを調べて、地域の図書館からサービスを受けてほしいと考えているようであ
る。
次に、録音図書のデジタル化についてであるが、NLSは、2002年５月にデジタル録音図書計
画に関する進捗報告書を発表した。その内容は、2004年からは最新タイトルのデジタルフォーマッ
トでの製作を開始すること、アナログからデジタルへのコンバートを2008年の４月までに完了さ
せ、約２万タイトルの録音図書をデジタルフォーマットで利用できるようにすることであった（54）。
米国は、当初、DAISYとは異なる方式でのデジタル化を考えていたため、DAISYコンソーシ
アムへの参加は発足（1996年５月）よりも１年ほど後（1997年８月）であった。米国のDAISY
コンソーシアムへの参加決定は、DAISYの世界標準化を最終的に後押しする形となった。
こ れ に 先 立 ち 1996 年 12 月 に 、 NLS は 、 米 国 情 報 標 準 化 機 構 （National Information
Standards Organization：NISO）を通じてデジタル録音図書の標準化に着手することを発表
していた（55）。NISOがデジタル録音図書の標準化について定期的に討議するようになったのは
1997 年５ 月 か ら で ある 。 ワ ーキ ン グ グ ルー プ に は 、 NLS の ほ か に 、 ア メ リ カ盲 人 協 会
（American Foundation for the Blind：AFB）やRFBDなど、視覚障害者にかかわる21機関の
代表が参加した。このワーキンググループにはDAISYコンソーシアムの方から参加を表明し、
代表を出した。５年間の討議を経て、NISOは、デジタル録音図書に関する基準をNISO規格と
（56）
して承認した（ANSI/NISO Z39.86-2002, Specifications for the Digital Talking Book）
。

この基準は、デジタル録音図書を含む電子ファイルのフォーマットと内容を定義し、デジタル録
音図書の再生装置の必要条件を設定するものである。国際標準規格DAISY2.02仕様（57）を更に進
化させ、従来の音声や静止画像だけでなく、動画やビデオデータを含めたオープンなマルチメディ
ア仕様となっており、事実上のDAISY3.0仕様と目されている。
米国では、DAISYコンソーシアムに参加し、DAISY録音図書の製作と貸出しで先行していた
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のは、RFBDである。NLSは、デジタル録音図書に関する基準のNISO規格化において大きな役
割を果たしたものの、今まではDAISY録音図書の製作実績はなかった。今後、NLSが計画に基
づきどのようにデジタル録音図書サービスにかかわっていくかが注目される。
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に提供するもの」を「オープンシステム」としている。
U.S. Government Printing Office（GPO）. Title 2 The Congress, Chapter 5 Library
of Congress, Sec. 135a. Books and sound-reproduction records for blind and other
physically handicapped residents; annual appropriations; purchases . Keeping
America Informed.（online）, available from <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=1994̲uscode̲suppl̲1&docid=usc2-455>,（accessed 2003-01-31）
．
GPO. Title 2 The Congress, Chapter 5 Library of Congress, Sec. 135a-1. Library
of musical scores, instructional texts, and other specialized materials for use of
blind persons or other physically handicapped residents; authorization of appropriations . Keeping America Informed.（online）, available from <http://frwebgate.
access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=1994̲uscode̲suppl̲1&docid=usc2-456>,
（accessed 2003-01-31）.
GPO. Title 2 The Congress, Chapter 5 Library of Congress, Sec. 135b. Local and
regional centers; preference to blind and other physically handicapped veterans;
rules and

regulations; authorization

Informed. （online）,

available

from

of appropriations . Keeping

America

<http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/

getdoc.cgi?dbname=1994̲uscode̲suppl̲1&docid=usc2-457>,（accessed 2003-01-31）．
NLS. 36 CFR 701.10, Title 36 Code of Federal Regulations, Sec 701.10 Loans of library materials for blind and other physically handicapped persons. The Library
of Congress.（online）, available from < http://www.loc.gov/nls/sec701.html>,（accessed 2003-01-31）．
読み書きを習得すること、特に正しく語を綴り、自分の考えを表現することが困難である
こと。医学的には「失読症」、一般的には「難読症」と言われている。発達性ディスレク
シアでは、視覚、聴覚の疾患ではないこと、知的には正常に成長していること、教育環境
の貧困によるものではないことが証明されなければならない。ディスレクシアの診断は、
何種類かの心理テストの組合せで多方面からアプローチする多軸診断によって可能になる。
アメリカ精神医学協会の診断基準の中では、特異的発達障害の中の「Academic skills
disorder」に当たり、それによると「全体的認知能力に比べて、計算する能力、書く技能、
又は読む技能が著しく低下している障害を総称するもの。これらの学習に直接関係する障
害はしばしば、行動面で注意散漫、衝動性、多動を伴うもの」とされている。日本では、
学習障害の中の一つとして扱われているが、広く認識されるには至っていない。
Hornsby, Brev . 読み書き障害の克服：ディスレクシア入門．苧阪直行，苧阪満里子，
藤原久子訳．東京，協同医書，1995，163p．
特別 非営 利活 動法 人EDGE． Edge ．（online） , available from <http://www.npoedge.jp/> ,（accessed 2003-01-31）．
NLS.

NLS Factsheets : Talking Books and Reading Disabilities .The Library of

Congress. （online）, available from <http://www.loc.gov/nls/reference/factsheets/
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readingdisabilities.html>,（accessed 2003-01-31）．
NLS. International Interlibrary Loan . The Library of Congress.（online）, available from <http://www.loc.gov/nls/reference/factsheets/ill.html>,（accessed 200301-31）．
前掲

，100．

国立国会図書館編． 第４章 一般公衆に対する奉仕 ．国立国会図書館年報．昭和50年度．
東京，国立国会図書館，1977，23．
NLS.

NLS Reference Directories : Cooperating Library Address List .

The

Library of Congress.（online）, available from <http://www.loc.gov/nls/reference/
directories/address.html>,（accessed 2003-01-31）．
加藤洋子．テープ・ライブラリーを中心とした情報サービス体制．視覚障害．
（56），1981，
6．
北川和彦．米国議会図書館における盲人・身体障害者全国図書館サービスの概要．国立国
会図書館月報．（238），1981，9．
NLS. History . The Library of Congress.（online）, available from <http://www.
loc.gov/nls/about̲history.html>,（accessed 2003-01-31）．
Cylke，F．K． National Library Service for the Blind and Physically Handicapped ．
The Bowker Annual of Library & Book Trade Information．20th ed．New York，
Bowker，1975，88．
NLS.

Music Services for Blind and Physically Handicapped Individuals .

The

Library of Congress.（online）, available from <http://www.loc.gov/nls/reference/
factsheets/music.html>,（accessed 2003-01-31）．
NLS. NLS Factsheets : Web-Braille . The Library of Congress.（online）, available
from <http://www.loc.gov/nls/reference/factsheets/webbraille.html>,（accessed 20
03-01-31）．
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Recording for the Blind & Dyslexic. Quick Facts About RFB&D .RFB&D : learning through listening. （online）, available from <http://www.rfbd.org/about̲2.
htm>,（accessed 2003-01-31）.
北口利昭．米国議会図書館の視覚障害者サービスについて．国立国会図書館月報．（248），
1981，19．
Recording for the Blind & Dyslexic.

The RFB&D Story . RFB&D : learning

through listening. （online）, available from <http://www.rfbd.org/about.htm>,
（accessed 2003-01-31）.
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Support . Bookshare.org.（online）, available from <http://www.
― 17 ―

bookshare.org/web/AboutBrailleBooks.html> ,（accessed 2003-01-31）.
NLS.

Function of NLS . The Library of Congress. （online）, available from

<http://www.loc.gov/nls/functions.html>,（accessed 2003-01-31）．
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第２節

カ ナ ダ

2．2．
1 カナダにおける視覚障害者等を対象とした図書館サービスの提供体制
カナダの視覚障害者等関連施策の概要
人口3,075万人を抱える連邦国家カナダは、10州３準州から構成され、世界有数の多民族多
文化国家として知られている。カナダは1990年代の初めには深刻な財政赤字を抱えていたが、
自由党のクレティエン（Jean Chretien）政権下で「小さな政府」への転換を図り、財政再建
を果たした。同政権は財政黒字を背景に、減税と社会福祉政策にバランスの取れた政策を掲げ、
現在３期目に入っている。多民族多文化という特徴は、障害者を含めてあらゆる面での機会の
平等を要求する。1982年にカナダ国憲法の一部として発効した「権利と自由の憲章」において、
障害の有無による差別も禁じられることが明記され、1977年の「カナダ人権法」とともに、障
害者政策を展開する上で、その依拠するところとなっている。
カナダの障害者政策
カナダの障害者関連施策は1980年代には経済的社会的参加に重点を置くものであった。雇用
機会均等の促進や交通バリアフリー政策もその一端である。しかしながら1991年に実施された
調査によって、障害者の社会参加がなお非常に不十分な状況にあることが判明し、また「国連
障害者の10年」の最終年に当たる1992年、「自立の92年」（Independence '92）と題する国際会
議に次いで、国際閣僚会議が開催されると、内外の多くの目がカナダの障害者施策に向けられ
るようになり、その前後からより積極的な障害者政策への取組が見られるようになった（１）。
1998年、カナダ連邦政府はケベック州を除く地方政府との連携の下、以後の障害者政策の一
つの指針となる文書をまとめた。障害を持つ人々の完全な社会参加を促進する方針を示した
《In Unison: A Canadian Approach to Disablitiy Issues》 である。これに基づき1999年、
連邦政府は行動の優先順位を示すアジェンダを発表した（２）。
ＩＴ先進国カナダ
これら一連の政策を支える重要な柱の一つが、平等な情報アクセスの保障である。情報ネッ
トワークの整備においても先進的（３）なカナダは、世界初の完全光インターネット及び世界で最
も安価なインターネット接続コストを誇る。教育関連では、連邦政府の情報政策コネクティン
グ・カナダ（Connecting Canadians）の一部であるスクールネット（School Net）プログラ
ムにより、1999年３月30日までにカナダ中の学校及び図書館がインターネットに接続完了した。
更に現在そのネットワークを個々の教室に拡張しようとしている。2000年５月時点で約50万台
のコンピュータが学校に配置され、インターネットに接続されている（４）。2000年には国家財政
委員会が掲げたコモン・ルック・アンド・フィール（The Common Look and Feel：CLF）
政策に基づき、2004年までに政府の提供する情報に、すべてのカナダ国民が平等にアクセスで
きることを保障する基準が制定されており、視覚障害者のウェブアクセス環境も急速に整備さ
れつつある（５）。
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カナダ著作権法
視覚障害者への情報アクセス保障においては、著作権問題がしばしば制約を与えることが知
られているが、1997年４月には、著作権法において、知覚に障害のある人（６）の求めに応じての
場合、又はそれらの人々の利益に資する非営利組織が行う場合であれば、事前にも事後にも許
諾の要なく、知覚に障害のある人のために特に設計された形態で、1．複製・録音（特に電子
形態を排除していない）、2．手話による翻訳、改作、複製、3．手話実演、の三つを可能とす
る法的整備も実現している（７）。
カナダの視覚障害者等に対する図書館サービス提供体制
カナダでは図書館サービスは州内の各市の責任事項であり、各州内の公共図書館において、
優れた視覚障害者サービスを提供している自治体も多い（８）。例えばブリティッシュ・コロンビ
ア州バンクーバー公共図書館においては、およそ13,000タイトルの録音図書、3,500タイトル
の大活字図書、100タイトルのナレーション付きビデオサービスが提供されている（９）。公共図
書館以外でも、ブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）内に設置されているクレーン・リ
ソース・センター及び図書館（Crane Resource Centre and Library）のサービスは広く知
られており、カリキュラム関連の資料を録音図書、大活字図書、点字図書の形態で、学生以外
にも提供している（10）（11）。ここで取り上げるのはこうした個別図書館の活動ではなく、各館の取
組を支える全国サービス組織のサービス提供体制である。主たるものとして以下の二つを挙げ
（12）
ることができる。その一つはカナダ国立図書館（National Library of Canada: NLC）
で

ある。ＮLCは直接サービスよりもむしろ政策面、特に電子媒体資料にかかわる政策に主導的
役割を果たしている。もう一つはカナダ盲人援護協会（Canadian National Institute for the
Blind：CNIB）の図書館である。CNIBは1918年から視覚障害者、聴覚視覚障害者、その他の
視覚に障害を持つカナダ国民に対して援助を行ってきた非営利機関である。
以下では、ＮLC及びCNIBの視覚障害者等図書館サービス支援機能について述べる。
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2．2．
2 カナダ国立図書館及びカナダ盲人援護協会の視覚障害者等図書館サービス支援機能
視覚障害者関係資料所蔵概況
カナダ国立図書館及びカナダ盲人援護協会の視覚障害者関連の所蔵概況を次表に示す。

NLC

CNIB

点字資料
年間受入れ点数
備考

なし

35,940タイトル
800タイトル
雑誌を含む

録音資料
形態

4,762タイトル
カセットテープ
（一般タイプ）

21,256タイトル
カセットテープ
（4トラック、２トラック）
オープンリール
あり
1,500タイトル

雑誌
年間受入れ点数

4,000タイトル
報告なし

DAISY
自館作成

報告なし

5

大活字資料

1,394タイトル

なし

電子テキスト
自館作成

報告なし

1,500タイトル
1,500タイトル

5

（13）
IFLA. International Directory of Libraries for the Blind 4th Edition（2002年12月現在）
による。

なお、CNIBについては更に下記の所蔵が確認された（14）。
透明点字シート付き絵本

1,600タイトル以上

点字楽譜等

18,000タイトル以上

ナレーション付きビデオ

250本以上

ナレーション付き映画フィルム

50本以上

カナダ国立図書館（15）
ＮLCの視覚障害者等をサービス対象とした蔵書は、1953年という開館時期自体の遅さを考
慮に入れても、先のバンクーバー市立図書館や後述のCNIBに比べて顕著に乏しい。比較的ま
とまった分量を所蔵する録音資料も、高齢化に伴い視覚に障害を持った移民世代が増加し、そ
うした人々を対象とした多文化政策の一環として作成されたという側面を併せ持つ（16）。ＮLC
の視覚障害者等をサービス対象とした資料の乏しさは、既に資料提供サービスにおいて長い歴
史を持つCNIBや各市等の図書館と棲み分けを図り、個別のサービスの直接的な提供ではなく
政策面、基盤整備面に徹していることの現れと見ることもできよう。政策面での取組も前述の
通り、比較的歴史は浅く、その政策が具体的な形を見せるのは今世紀に入ってからのことであ
る。

― 21 ―

報告書『約束の達成』
1990年代における視覚障害者等関連施策の展開の中、1995年、ＮLCは「障害者情報アクセ
ス評価プログラム」
（Evaluation of the Information Access for Persons with Disabilities
Program）を実施し、1999年の報告書『カナダ国立文書館及びカナダ国立図書館の将来の役
割』に繋げた。更に2000年10月ＮLCとCNIBは共同で『約束の達成：印刷物の利用に障害のあ
るカナダ国民のための情報アクセスに関するタスクフォース報告書』を提出した（17）（18）。ここで
は26項目にわたる勧告が示され、この勧告を受けて、ＮLCは「印刷物の利用に障害のあるカ
ナダ国民のための情報アクセス委員会」（Council on Access to Information for PrintDisabled Canadians）を設置した。
2001年には報告書の勧告にＡからＥまでの５段階の優先レベルを設定することにより、今後
の戦略が練られた（19）。
2002年５月に改訂されたワークプランの中で最重要課題とされたのは、以下の６項目であっ
た。
１．CANUC-H/CANWIPデータベースの継続的更新及び包括性の向上。無料提供。
２．ＮLC館長は点字資料出版社等との交渉を通じて、利用可能性の拡大を目指すこと。
３．ＮLC館長は視覚障害者のための録音資料のサイトライセンス契約交渉を行うこと。
４．国家財政委員会はすべての連邦政府の印刷物がオンデマンドで複数の形態で利用できる
よう要求すること。
５．ＮLCはカナダの図書館においてILLや資料共有が促進されるよう、先導し支援するこ
と。
６．ＮLCは、印刷物の利用に障害のあるカナダ国民のためにアクセス可能性を高める計画
と並行して、衆知計画を積極的に推進すること。
カナダ全国総合目録AMICUS
前記勧告を受けて現在進められている計画中で特筆すべきは、書誌データの提供インタフェー
スの向上である。1983年以来障害者のための図書館資料については、全国総合目録CANUC-H
としてマイクロフィッシュで提供されてきた。CANWIPは障害者が利用可能な形態で作成さ
れている途中の資料に関する情報である。一方ＮLCは、ＮLCを含む全国約1,300館からの2,600
万件に近い書誌レコードと、ＮLCの4,600万件に及ぶ所蔵レコードについて、ウェブでのアク
セスを実現し、１日24時間週７日の無料アクセスが可能となった。また登録をしておけばウェ
ブベースの検索だけでなくコマンド検索も可能である。カナダ国内の各館のILL担当者は登録
しておきさえすれば、ウェブからILL要求を送信できる。個人の利用者がウェブから直接ILL
要求を送信することはできないが、検索結果の所蔵情報から各所蔵館のILL要件を確認するこ
とができるようになっている。このウェブベースの全国総合目録AMICUSに、約25,000件の
点字資料、録音資料などの書誌データが含められ、他の資料と同時に検索することが可能となっ
たのである。既に点字資料や録音資料の形態で利用可能なものとそうでないものとを別々に検
索する必要のあった状態から、それらを同一のインタフェースで同時に検索することができる
状態に移行したという点で、より円滑なアクセスへの一歩を築いたと言うことができる。
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AMICUSの検索性
実際にAMICUS Webの検索画面で'advanced search'を選択すると、フォーマット指定でき、
点字、コンピュータファイル、大活字、マイクロフォーム、録音資料、ビデオ、ウェブ資料の
選択肢が用意されている。しかし録音資料やビデオのように利用対象者が障害者に限らない場
合に、例えばナレーション付きビデオに限定して探索することはできない。件名を'Video recordings for visually handicapped'とする、注記フィールドに'described video'、'narration'
のように該当するキーワードを入れて検索するなどの方法が考えられるが、件名が必ずしもす
べての書誌データに統一的に付与されているわけではないこと、注記フィールドの記述方法は
更に自由度が高いことから、いずれも網羅的な検索は望めないという問題点を残している。
AMICUSのデータ維持には国内の多くの図書館が貢献しており、その中にCNIB図書館も含
まれているが、2002年度には協力の後退が見られる。むしろCNIB図書館は別の方向での展開
を図っていると見られる。これについては後述する。
ＮLCはまた代替フォーマット資料の国際的な資源共有を図るため、米国議会図書館のNLS
（本稿第２章第１節米国参照）の維持するオンライン全国総合目録にAMICUSから当該更新デー
タを年２回提供している。ＮLCが障害者サービスについての多くの勧告を実現することによっ
て目指す形は「電子テキストのクリアリングハウスの構築」であるが、その動きはまだ緒につ
いたばかりである。
カナダ盲人援護協会図書館（20）
カナダの全国規模での視覚障害者サービスを語る上でもう一つ忘れてならないのがCNIB図
書館である。CNIB図書館はカナダ最大の視覚障害者向けの資料作成機関であるとともに、カ
ナダ唯一の全国サービス提供機関でもある（21）。アルバータ大学による視覚障害者の公共図書館
利用に関する調査によれば、調査対象者の50％以上が公共図書館を利用しているにもかかわら
ず、多くの公共図書館が蔵書の面で不十分な状態にあるという（22）。CNIB図書館は80年以上の
歴史を持ち、こうした公共図書館への支援機能を長く果たしてきた。CNIB図書館が対象とす
る利用者は、親機関であるCNIBの会員約90,000人及びCNIBと提携関係にある公共図書館や教
育機関など他の情報サービス機関を利用する約50,000人の読みに障害のあるカナダ国民であ
る（23）。CNIBの会員は1982年から1994年の間に倍増し、今後の人口の推移をもとに2015年まで
に125,960人に達するであろうとの予測がなされている。この予測を一つの裏付けとして、CN
IBはサービス展開を図っている。
VISUNET：CANADA
1997年からCNIB図書館はインターネットを利用したネットワークプログラムVISUNET: C
ANADAを推進してきた。VISUNET: CANADAは、インターネットOPACであるVISUCA
T、インターネットにより全文データへのアクセスを提供するVISUTEXT、電話及びインター
ネットにより新聞・雑誌へのアクセスを提供するVISUNEWSの三つのサービスから構成され
る（24）。
こ のネ ッ ト ワ ー ク計 画 を 更 に充 実 さ せ るた め 、 1999 年10 月 CNIB 図 書 館 ５ヵ 年 計 画
Independence: It's About Choices が発表された。その中で、
― 23 ―

・出版物のうち、視覚障害者がアクセス可能なものは３％に満たないこと、
・視覚障害の児童は５歳になるまでほとんど図書館を利用していないこと、
・視覚障害者の資料へのアクセスはそうでない人の３分の１以下であること、
の課題が指摘され、2005年までの５年間で、視覚障害者に対して、
・更なるネットワーク接続
・自立的かつ幅広い情報利用
・多様なフォーマットによる情報の提供
を実現することが目標とされた（25）。具体的にはVISUNET：CANADAの充実である。その一
環として、より幅広い資料提供を目指し、CNIBは1999年より、同一の図書館システムを採用
している英国盲人図書館（National Library for the Blind: NLB）と資料共有の提携関係を
築き、VISUCATからNLBの点字資料の所蔵情報アクセスを実現した。単に所蔵確認できる
だけでなく、点字ファイルやテキストファイルを電子的に転送することも可能で、共同選書計
画、共通ファイルフォーマットの採用、作成状況の情報共有を通じて、より包括的な協力関係
を築きつつある（26）。
VISUCATの検索性
VISUCATからはCNIB図書館の資料、NLBの資料、その他図書館の資料（ＮLCの資料も含
まれる）を同一インタフェースで検索することができる。資料種別の限定は書誌データのID
の頭に識別コードを付与することにより実現されている。例えばナレーション付きビデオの書
誌データはDV90403、DAISY形態の図書はDC19466というようにコードと番号の組合せでID
が付与される。これを手がかりに、検索時にプルダウンメニューの中から求める資料種別を指
定する。この機能を使用するためには同様のルールに従ったIDの付与が必要であり、VISUC
ATで検索できるすべての資料にこの機能が適用できるわけではない点で限界がある。
そ

の

他

地域の図書館はCNIBの提携協力館となることにより、CNIB図書館の提供する様々なサー
ビスを利用することが可能になる。サービスを提供する地域の規模によって年会費が課され、
サービス基準合意書への署名が求められる。州によって参加の仕方は様々で、州内の各市の図
書館システムごとに参加している場合もあれば、州のコンソーシアムを通じて参加している場
合もある（27）。一方、提携協力館となった地域の図書館からは、アクセス技術が複雑であること、
利用が少ないためにサービス提供についての合理的理由が見つけられないこと、等の課題も寄
せられ、CNIB図書館はこうした相談にもこたえている。
より広範囲に効果的にサービスを提供するに当たって蔵書のデジタル化は不可欠である。C
NIBはその作業を急ぐべく、2002年７月、3,300万ドル規模のプロジェクトを開始した。この
プロジェクトは、蔵書の倍増、世界初の視覚障害者のための図書館ポータルの構築、カナダ最
大の録音資料アーカイブなどの計画を含んでいる。コンピュータ業界を含む民間企業や財団等
からの寄付の現時点における到達額は820万ドルであり、目標額の約25％となった（28）。今後の
目標額達成に要する時間には、プロジェクト成果の訴求度や国内景気の動向が大きな影響を及
ぼすと考えられる。
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2．2．
3 カナダにおける視覚障害者等図書館サービスの現状と特徴
全国サービスを目的としたデータベースの公開については前項で既に述べた。ここではDAIS
Yの導入状況及びウェブ・アクセシビリティの確保への取組について述べる。
（29）
カナダ・デイジー・コンソーシアム（Canadian DAISY Consortium）
に参加している最大

の機関はCNIBである。CNIB図書館は現在DAISY形態の図書を、アナログデータからの変換だ
けでなくオリジナルでも作成している。現在提供されているのは、「カナダ遺産ミレニアム電子
（30）
コレクション」（Canadian Heritage Millennium Digital Collection）
のうちの300タイトル

で、英仏両国語で利用可能である。貸出しは行っていない。まだ実験段階でもあり、ウェブ上で
のデモンストレーションやサンプルデータの提供によって、利用結果のフィードバックを収集し、
その結果分析を通じて、貸出し方法等についても検討予定である。
冒頭でも述べたように、カナダ連邦政府各部署は2004年までに、政府が提供するすべてのウェ
ブサイトに全国民がアクセスできるよう、整備が義務付けられた。更に各州の地方政府もこれに
ならう必要が生じた。整備を進めるに当たりカナダ政府は『管理者のための複数フォーマット作
成ガイド』（Manager's Guide to Multiple Formats）を公表して、作成するフォーマットご
とに政府出版物へのアクセスを容易にするための方法、資料の作成から配布に至るまでの各プロ
セスを詳細に指示している（31）。図書館の提供物やウェブページについても同様の配慮が必要とさ
れる。
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第３節

スウェーデン

2．3．
1 スウェーデンにおける視覚障害者等を対象とした図書館サービスの提供体制
スウェーデンの視覚障害者及び図書館関連施策の概要
スウェーデン（スウェーデン王国（Kungarike Sverige）は、2002年７月現在、面積は約45
万

（ 日本の 約1.2 倍）、 人口 は約886 万人 （ 日本の 約14 分の １）、 首 都ス トッ クホル ム

（Stockholm）の人口は約74.4万人である（１）。
スウェーデンには一次自治体として住民サービスにかかわるあらゆる行政を担うコミューン
（kommun）と二次自治体として保健・医療を中心に広域レベルの行政を行うランスティング
（landsting）の２種類の地方自治体がある。また、広域レベルでの国の機関としてレーン
（l n）があり、その執行委員会がレーン内の国の機関の業務を調整している（２）。レーンとラ
ンスティングの区画はほぼ重なり合っているが、スコーネ（Sk ne）及び西イェータランド
（V stra G talands）はレーンと同格の権限を持つランスティングでレギオン（region）と
呼ばれている（３）（４）。ゴットランド（Gotland）は、ランスティングに属さずレーンにのみ属して
いる。2001年９月現在、コミューンが289、ランスティングが18、レギオンが２、レーンが21
となっている（５）。
次に、本調査に関連するスウェーデンの法律及び施策について述べる。
社会サービス法
（６）
（７）
スウェーデンの福祉の基本法は、社会サービス法（Socialtj nstlag（1980:620））
である。

社会サービス法は、保育、高齢者・障害者福祉、生活保護、麻薬・アルコール中毒などの福祉
に関する法律を統合して1980年に制定され、1982年に施行された（８）。社会サービス法は、細か
い規定を持たないフレーム法の性格を持ち、障害者の日常生活、社会参加、ニーズに適した住
宅等を基本的に保障している（９）。
機能障害者を対象とする援助及びサービスに関する法律
社会サービス法制定後のスウェーデンでは、長らく障害者のみを対象とする特別立法は行わ
れ て こ な か った 。 し か し 、 1991 年 に 、 障害 者 政 策 に 関 す る 1989 年 委 員 会 （1989

rs

handikapputredning）から、知的障害者や重度障害者の自立した生活や社会参加の遅れ並び
に社会サービス法による権利保障の不十分さが指摘され、障害者の権利を守るためには特別立
法も辞さないとの見解が表明された（10）。これを受けて、1993年に機能障害者を対象とする援助
及 び サ ー ビ ス に 関 す る 法 律 （Lag （1993:387） om

st d

och service till

vissa

（11）
（12）

funktionshindrade）

が制定され、翌年施行された。機能障害者を対象とする援助及びサー

ビスに関する法律は、社会サービス法を補完し、重度障害者のニーズや権利が社会サービス法
だけでは十分に保障されない場合にそれを保障するものである（13）。このような特別法を制定し
ても、一般法の中に障害者関係の規定を盛り込みながら成熟させるという路線は変わっていな
い（14）。
この法律は、第１条で機能障害者を次のように定義している。
１．知的障害、自閉症、又は自閉的症状にある者。
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２．成人に達した後、身体疾患又は外傷に起因する相当程度の恒久的な知的障害になった
者。
３．上記以外の身体的又は精神的機能の障害が継続する者のうち、当該の機能障害が重く、
日常生活に相当程度の困難をもたらし、結果として援助及びサービスを必要とする者。
ただし、通常の高齢化による機能障害は除く。
「当該の機能障害が重く、日常生活に相当程度の困難をもたらし、結果として援助及びサー
ビスを必要とする者」という記述は、日本の障害者基本法第２条の「身体障害、精神薄弱又は
精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」という定
義と大きくは変わらない。最後に「結果として援助及びサービスを必要とする者」という表現
があること、この法律で視覚障害などの個々の障害について定義していないことから、この法
律では、医学的な意味での障害だけでなく、社会的な意味で障害に着目していることが分かる。
知的障害者が定義の中心となっているのは、この法律が知的障害者福祉法を母体とするためで
ある（15）。従来からの対象である知的障害者を基本に対象の拡大を図り、自立を目指す身体障害
者まで含め、「機能障害者」としている。
（16）
（17）
また、同時に施行された介護手当に関する法律（Lag（1993:389）om assintansers ttning）

により、介護に対する公費助成が確立された。これら二つの法律は、障害者の自立した生活に
不可欠な援助やサービスを具体化し、コミューンとランスティングの責任を明確にした（18）。
スウェーデンの障害者政策を支えるのは、「障害とは、個人と、その個人を取り巻く環境と
のかかわりの中で生じてくる問題である」という、障害を環境との関連で捉える概念である（19）。
障害を個人の特徴として見るのではなく、機能障害者がアクセシブルではない環境に直面した
ときに発生するものとして見るのである。これは、障害当事者の運動によって生まれた考え方
である。このような障害観は後述する録音図書の利用者の層が広いことにも影響していると思
われる。
図書館法
スウェーデンでは1905年に図書館法が成立し、改正を重ねていた（20）（21）（22）。スウェーデンの図
書館の礎を築くのに図書館法は大きな役割を果たしていた。しかし、1965年に図書館法の新し
い法案が準備されたものの、議会には提出されず、図書館法は廃止されてしまった。この時期
は、地方自治体も国も、図書館の設立は法で規制するものではなく、地方自治体が自主的に建
設し、運営すべきであるという意見が大勢を占めていたため、図書館法廃止に至ったのである。
図書館法を廃止しても、補助金による政府の援助は必要であった。そのため、1966年から図
書館システムを作る意思はあるが、そのための資金がない自治体のために特別補助金を出すよ
うになった。これによって、公共図書館建設が促進された。
また、法制化をめぐる議論はずっと続けられていた。1970年代は公共図書館の地域格差が争
点となった。1980年代は図書館の水準のばらつきは少なくなったが、財政難のため地方自治体
が無料原則を廃止する動きを見せたため、図書館法の制定を求める意見が再び高まってきた。
議会は、地方自治体が有料制を導入することはないため、図書館法の制定の必要はないと主張
した。しかし、地方自治体も政府も公共部門を削減しようとしていた。地方自治体や政府は、
公共図書館をコミューンが管轄する最も重要な文化及び情報活動の責任機関と考えていたが、
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高齢者介護のための膨大な経費の増加という問題も抱えていた。高齢者福祉の水準を下げるべ
きではないという国民の意見は揺るぎがないものであるため、福祉予算を削ることができなかっ
た。その分、文化予算が削られることになり、図書費の削減が一般的な傾向となった。図書費
の削減は公共図書館システムの発展を阻害した。当時の公共図書館は、コミューンが管轄する
任意設置機関にすぎなかったため、財源削減の影響を大きく受けることになった。このことは
深刻に受け止められ、図書館法に反対していた社会民主党が賛成の側に転じた。
一方、公共図書館の経費削減が進む中で、読書に障害のある人へのサービスが重要な課題と
なっていた。政府委員会は、障害者のメディアと情報へのアクセスについて規定した法律を制
定することを提案した。読書に障害のある人へのサービスに関係する人々は、図書館法が印刷
された本を読めない人々の情報アクセスの権利を規定することを期待した。
1995年には文化委員会も政府に図書館法制定を提案した（23）。その提案に議会も賛成し、1997
（24）
（25）
年１月１日、ついに図書館法（Bibliotekslag
（1996:1596））
が施行された。新たに制定され

た図書館法は、すべてのコミューンとレーンに図書館設置を義務付け（第２条、第４条）、貸
出しの無料原則（第３条）を規定した。第８条では、公共図書館と学校図書館は、障害者、移
民、その他のマイノリティのニーズに応じた特定の形式やスウェーデン語以外の言語の文献を
提供することを義務付けた。財政上の困難が公共図書館の制度化を促進したのである。
著作権法
文芸作品に関する著作権法（Lag
（1960:729）om upphovsr tt till litter ra och konstn r
（26）
liga verk）
は、第17条で視覚障害者等に対する複製を次のように規定した。

だれでも文芸的出版物及び音楽的作品を点字で複製することができる。
政府が特定の場合において決定した図書館や組織は、視覚障害者及び書かれた作品を読むこ
とができない他の障害者に貸し出すために、文芸的出版物を、作品の朗読あるいは他の録音か
らのコピーによって、複製することができる。ただし、市場に出された録音作品については、
そのような複製を行ってはならない（27）。
「視覚障害者と書かれた作品を読むことができない他の障害者」の部分は、法律成立時の19
60年は「盲人とその他の重度身体障害者」となっていた。1961年に制定された著作権法の適用
規定の７条、８条により、「視覚障害者と重度身体障害者とは、本が読めないほど視力が弱い
人々、手や腕に機能障害があるために一般に市販されている本が読めない人々である」とされ
た（28）。
視覚障害者以外のグループから録音図書の利用を求められるようになったのは、簡便なカセッ
トプレーヤーが開発されて、録音図書が利用しやすくなった1970年代である。
1973年に学校教育庁は、録音図書の貸出し対象枠を拡大するための調査を行った。調査の必
要経費は、学校教育庁と文化委員会が負担した。この調査には、失語症者、ディスレクシア、
知的障害者、行動障害者、回復期患者、長期療養者、精神障害者が参加した。調査は、1973年
の春から1976年の１月まで、３館のレーン図書館、１館のコミューン図書館、２館の病院図書
館で、スウェーデン盲人協会（De blindas f rening：DBF）の図書館（29）のゆっくり朗読され
た録音図書を用いて行われた。調査の結果、録音図書は、読むことへの関心を高めることと、
障害者と周囲の社会とのコンタクトを密接にするためのメディアとして非常に有効であること
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が明らかになった。
録音図書の貸出し対象枠は、1977年に拡大されたが、著作権法はすぐには改正されず、調査
結果に関して国とスウェーデン作家協会が合意する形で利用者の拡大が行われた。条文が改正
されたのは、1990年代に入ってからである。
現在、「書かれた作品を読むことができない障害者」として、録音図書を借りる権利がある
のは、１．視覚障害者、２．行動障害者、３．失語症者、４．知的障害者、５．精神障害者、
６．ディスレクシア、７．難聴者（聴覚器官のトレーニングのため）、８．長期療養者、９．
回復期患者、であり（30）、スウェーデンの総人口の約４％と算出されている（31）。これらの人々が
録音図書を借りるために障害者であるという医学的な証明を取る必要がない点が米国のNLS
のシステムと異なる点である。
「録音で複製する権利を持つ図書館や組織」として、録音図書の製作を許可されているのは、
スウェーデン国立録音点字図書館（Talboks-och punktskriftsbiblioteket：TPB）、レーン図
書 館 、 図 書 館 サ ー ビ ス 株 式 会 社 （Bibliotekstj nst AB ： BTJ）、 視 覚 障 害 者 連 盟
（Synskadades Riksf rbund：SRF）、SRF録音点字製作所（SRF Tal ＆ Punkt AB）だけで
ある（32）（33）。録音図書の製作には著者の許諾は必要ないが、製作の前にその旨を知らせなければ
ならない（34）。製作者は、年に一度スウェーデン作家協会に録音した図書、コピー数、録音時間
を知らせる。この数字をもとにして、作家協会は、この目的のために利用できる「図書館の補
償金」（biblioteksers ttning）を配分する。
スウェーデンには、録音図書だけでなく、一般の図書の貸出しについても著者に補償金を支
払う公貸権制度がある（35）。1954年に議会で図書館の補償金の制度が可決され、1955年から、国
が公共図書館・学校図書館での貸出し数に比例して、スウェーデン著作者基金に補償金を支払
い、作家がその配分を決定するという形態が採られている。このように図書館で貸し出すすべ
ての本について著者に補償金を払っているため、録音図書も同じ扱いになっている。
１．著作権法が視覚障害者以外の書かれた作品を読むことができない障害者にも録音図書の
利用を認めていること、２．図書館における図書の貸出しに応じて著者に補償金を支払う公貸
権制度があり、録音図書の製作に対しても補償金が支払われていること、はスウェーデンの著
作権制度における大きな特徴である。
著作権と読書権のバランスを取る方法は２種類あると考えられるが、録音方法や再生機器を
特殊なものにするというクローズドシステムを採ってきた米国とは異なり、スウェーデンは誰
もが利用できる形態で製作した録音図書を、調査を行うことによって、著作権者の合意を得な
がら視覚障害者や重度身体障害以外のニーズを持つ利用者も利用できるようにしてきた（オー
プンシステム）。著作権法の条文もそれを反映し、製作機関を図書館や組織に限定しているも
のの、製作形態は限定しない法律になっている。
スウェーデンの視覚障害者等に対する図書館サービス提供体制
スウェーデンの視覚障害者等に対する図書館サービスは、三つのレベルの図書館の協力によっ
て行われている。特に録音図書の提供体制は、スウェーデンモデル（Den svenska modellen）
と呼ばれている。三つのレベルとは、TPB、19館（36）のレーン図書館、289館のコミューン中央
図書館とその分館である（37）。地域の利用者への直接貸出しはコミューン図書館、レーン内のコ
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ミューン図書館への貸出しはレーン図書館、録音図書の製作、網羅的収集、公共図書館への協
力貸出しはTPBが行っている。このような３レベルの図書館の役割分担と相互協力により、
録音図書業務も一般の公共図書館が元から持っていた分館、ブックモビル、配本所などのサー
ビス網を利用して行われている。
このモデルを支えるスウェーデンの公共図書館は、次のような機構になっている（38）。レーン
図書館、学校図書館は、単独の建物を持たず、コミューン図書館が兼ねている。これは、限ら
れた資源を効率的に活用するためであろう。289館のコミューン中央図書館のうち、19館がレー
ン図書館、３館が貸出しセンター兼保存書庫を兼ねている。レーン図書館の業務には専任の図
書館員がレーンの費用で配置されている。コミューン図書館の分館は約1,700館あり、そのう
ち500館は基礎学校に、200館は高等学校に置かれている。また、分館は、一部の病院の中にも
置かれている。多くが宅配サービスを行い、図書バスを運行している。職場、病院、老人ホー
ム、デイ・センターなどには、配本所がある。宅配サービスは、「本がやってくる」（Boken
kommer）と呼ばれている。長期間病床にある人、身体障害者、高齢者その他何らかの理由で
自力で図書館に来ることができない人々からリクエストを受け、月に１度５冊ほど入った本箱
を宅配するシステムになっている。このような公共図書館が元から持っていたシステムにTP
Bの録音図書サービスが加わったのである。
このモデルは、次の段階を経ることによって、TPBと公共図書館の間で完全に録音図書の
業務の役割分担ができるようになって完成したものである｡
１．TPBと公共図書館の協力の開始（1960年代）
２．公共図書館の録音図書の貸出しが全体の70％を占める（1980年代）
３．録音図書の個人貸出しは、基本的に利用者の近隣の公共図書館が行う（1986年〜）
スウェーデンモデルの実現により、専門技術を必要とするサービスをTPBが行い、一般利
用者へのサービスと同じサービスを公共図書館が行うようになった｡また、録音図書の利用者
は、地元の公共図書館での利用が可能になり、録音図書サービスだけでなく、公共図書館の一
般的なサービスも受けられるようになった。スウェーデンでは、録音図書・点字図書・大活字
図書は郵送無料であるが、多くの利用者は直接地域の図書館を利用する方を好む傾向がある。
スウェーデンモデルを支える機関としては、 公共図書館の他に図書館サービス株式会社
（BTJ）が挙げられる。BTJは、スウェーデン図書館協会が株式の７分の５、スウェーデン地
方公共団体協会が７分の２を保有している株式会社である（39）。運営委員会には政府からの代表
も交え、図書館用書籍の一括仕入れ、製本、配達、図書館付属品等の販売を行っている。また、
スウェーデン語を母語としない国民にも良質の図書が行きわたるように、20ヵ国語の図書を取
り揃えている。このように、BTJは出版業界と図書館を仲立ちする立場にある。録音図書に
関しては、BTJはTPBのマスターテープを無料で借りて、公共図書館に販売する録音図書を
製作する権利を持っている。この録音図書販売サービスは、1960年から始められている。その
ため、公共図書館は、録音図書サービス開始の初期の頃から、独自の蔵書を増やすことができ
た。公貸権の場合と同様にできる限り一般図書と録音図書を同じ体系の中で扱おうとしている
ことが分かる。
BTJは、利用者のニーズへの対応と良質の図書の選択に留意し、様々な分野から図書を選
択することを目標として独自に録音図書の製作も行っている（40）。主として一般文学分野、基礎
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学校・高等学校の教材、地方独自の文学作品などを製作している。BTJは、公共図書館で貸
出し件数が多くなりそうな録音図書を見込んで製作を行っており、公共図書館も貸出し件数が
多い録音図書をBTJから購入する。
一方、TPBは、タイトル数の増加を追求し、網羅的に録音図書を収集しているため、貸出
し回数の少ない専門的な録音図書、特に、学生や研究者向けの録音図書も所蔵している（41）｡ま
た、少数民族や移民などスウェーデン語を母語としない住民が多い国柄を反映して、スウェー
デン語以外の録音図書が多い特徴がある。所蔵している録音図書の言語は50種類ほどにもなる。

2．3．
2 スウェーデン国立録音点字図書館の視覚障害者等図書館サービス支援機能
TPBは、ストックホルムにある国立の録音点字図書館である（42）。TPBの前身は、盲人点字
協会が1892年に点字図書の製作・貸出しを目的として設立した視覚障害者図書館である。1980
年から文化省及び教育省管轄の録音点字図書館となり、現在に至っている。視覚障害者図書館
は、慈善事業団体から視覚障害者団体に引き継がれ、最後には国の機関の録音点字図書館へと
変わってきた。その過程で、扱う資料は、点字図書のみから徐々にアナログの録音図書、Eテ
キスト図書（e-text book）及びDAISY録音図書へ拡大し、それに伴い、利用者も点字使用者
のみから視覚障害者、重度身体障害者、読書に障害のある人へと拡大してきている。
TPBは、視覚障害者等の読書に障害のある人に地域の図書館と共同で文献を提供すること
を目的とし、１．録音図書業務、２．点字図書業務、３．学生用教材業務、４．研究開発業務、
を行っている。これらの業務は、製作部門、貸出し部門、教材部門の三つの主要部門と情報・
研究開発活動を行う管理・情報部門の４部門で行われている。
TPBは、上記の体制で次のような業務を行っている。
・地域の図書館を通じた録音図書の提供
・国内の録音図書製作点数の増加への貢献
・点字図書の貸出しと販売
・盲聾者への点訳サービス
・読書に障害のある大学生用の教材の整備
・点字図書・録音図書に関する助言・情報提供
・機器の開発・新技術の導入
・情報検索データベースHandikatによる書誌情報の提供
TPBが目標としているのは次の３点である（43）。
１．高い提供率を維持するために、情報のための読書（information reading）と趣味の
（44）
読書（pleasure reading）
の両方に対応できるような適切な蔵書を構築すること。

２．新しい読者を開拓すること。
３．録音図書が多くの障害者にとって有効な読書法であるということに留意し、普及に努
めること。
情報のための読書と趣味の読書の両方に対応できるように努めることはTPBの大きな特徴
である。学生用教材部門が存在するのはこのためである。
また、録音図書の製作・収集は、年間に出版された一般図書のうちの25％を目標として行わ
れている（45）。25％を目標にするのは、1974年の学校教育庁とTPBの前身であるスウェーデン
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盲人協会による図書館の調査から、一般の読者に好まれ、技術的に録音可能な図書がスウェー
デンの出版物全体の約25％であることが明らかになったためである（46）。
資料の所蔵概況についてであるが、録音図書は、2002年８月現在75,000タイトルを所蔵し、
毎年約3,000タイトルを製作している。DAISY録音図書は、2002年10月現在約9,000タイトルを
所蔵している。点字図書は、2002年現在10,000タイトルを所蔵し、毎年約400タイトルを製作
している。

2．3．
3 スウェーデンにおける視覚障害者等図書館サービスの現状と特徴
ここでは書誌情報の提供と録音図書のデジタル化について述べる。
TPBは、1997年から読書に障害のある利用者のためにBTJと共同開発したHandikatを情報
検索データベースとして提供している（47）。収録されているのは、TPBの所蔵する録音資料の
カセット版とDAISY版、点字資料、Ｅテキストの書誌データである。BTJのデータベースBU
RKにデータ登録されている手話ビデオもHandikatから検索することができる（48）。利用者も図
書館も検索が可能であるが、録音図書をネット上で請求できるのは図書館だけで、利用者は地
域の図書館から利用することになる。点字図書は、利用者も図書館も請求することができる。
ネット請求を行うにはID登録が必要である。TPBのウェブサイトはスウェーデン語版と簡略
スウェーデン語版（49）と英語版があるが、Handikatの検索画面はスウェーデン語版しかない。
したがって、資料のタイトルの中などに英語があれば検索可能だが英語はキーワードとしては
使えない。
スウェーデン王立図書館が公開する総合目録LIBRISは、研究図書館を中心とした国内の300
の図書館、400万タイトルのデータを収録する（50）。このLIBRISデータ収録図書館の中にはTP
Bも含まれる。しかし、LIBRISの検索結果表示画面には注記に当たる部分がなく、資料形態
等の表示の仕方に課題が残る。
次に録音図書のデジタル化についてであるが、TPBは、DAISYが世界標準となる以前の1988
年からデジタル録音図書の研究開発を開始しており、DAISYの世界標準化においても、初期
からのDAISYコンソーシアムの会員として重要な役割を果たしてきた。それだけに、DAISY
録音図書のコレクションの構築も進んでおり、2002年10月現在、約9,000タイトルを所蔵して
いる。この多くがアナログ録音図書から作り変えたものである。すべての所蔵録音図書をDAI
SY化し、2005年からはDAISY等のデジタル録音図書のみを貸し出すことを目標としている。
DAISY録音図書の製作・提供は、従来のアナログ録音図書のシステムに乗っかる形となっ
ている。利用者は、地元の公共図書館からDAISY録音図書を借りることができ、公共図書館
はTPBやBTJにリクエストを出してDAISY図書の蔵書を構築することができる。DAISYの再
生機器（VictorとPlextalk）もTPBから公共図書館に貸し出されている。
TPBは、近年二つの大きなキャンペーンを行ってきた。一つが1996年８月から1998年12月
まで 行わ れた ディ スレ クシ アを 理解す るた めの キャ ンペ ーン （The Swedish Dyslexia
Campaign）である（51）。このキャンペーンを行った結果、子供、教師、ディスレクシアの大人
などが新たに公共図書館で録音図書を利用するようになった。公共図書館職員も録音図書の利
用者は視覚障害者だけではないことを理解するようになった。TPBにはディスレクシアの子
供の両親や教師の問い合わせが増えた。録音図書のイメージは、「視覚障害者や高齢者のため
― 35 ―

の本」から、「若者から高齢者までの様々な読書に障害のある利用者のための多様な本」に拡
大した。
も う 一 つ の キ ャ ン ペ ー ン が 2001 年 か ら 2004 年 ま で の DAISY キ ャ ン ペ ー ン （DAISY
Campaign）である。このキャンペーンの目的は、DAISY録音図書への移行を促進すること、
地方自治体や政府機関は、録音図書の利用者が読むことのできる新しい録音図書を作成するた
めに、デジタル録音図書の再生機器やコンピュータを購入することに従事する必要があるとい
うことを強調することである。
プロジェクトとして、TPBと２館のレーン図書館で試験的に行っているのが、録音図書の
代替配信システムである。従来のように物流に頼るのではなく、TPBがブロードバンド配信
した録音図書をレーン図書館が必要なタイトル分ダウンロードして、CD-Rに焼いて提供する
という方法である。同様のシステムを大学生の利用者や大学図書館に対しても行う計画がある。
streaming talking books と題して、ダウンロードせずに直接インターネットから聴くとい
う形の録音図書のテストも行っている。
TPBは、視覚障害者だけでなく、あらゆる読書に障害のある人への利用に対応するために、
スピードや読み方の異なる様々な種類の録音図書を製作してきた。DAISYシステムも視覚障
害者のための録音図書から近年は他の読書に障害のある人の利用も配慮した方向でバージョン
アップを図っている。DAISYの開発の方向性とTPBのサービスの方向性が相乗効果を生み、
より良い録音図書サービスが展開されていくことが期待できる。
利用者層を拡大させていくオープンシステムを採用したのはスウェーデンの特徴であるが、
デジタル環境もまた、利用者層を拡大させていく可能性を持っている。しかし、オープンシス
テムは、著作権者を巻き込むことによって初めて実現するものであるため、実際は各国の事情
により、クローズドシステムが選択されることが多い。デジタル環境との相互作用を生みやす
いシステムを採るスウェーデンモデルはこの点でも注目に値する。
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第３章
第１節

視覚障害者等図書館サービスにおける国際協力活動
国際図書館連盟（IFLA）

3．1．
1 IFLAと視覚障害者等図書館サービス
国際図書館連盟（International Federation of Library Associations and Institutions：
IFLA）は、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）に対する協議資格（consultative status）
を有する図書館情報サービスにかかわる専門的な意見を代表する国際非政府組織（NGO）であ
る。本部をオランダのハーグに置き、2003年現在150ヵ国1,700団体が加入している。IFLAのホー
ムページ（１）には、すべての加入団体の情報、年次大会の発表論文の全文、専門活動の中核を成す
IFLAコア・プログラムと各セクションの長期活動計画などが掲載されており、これによって活
動のほぼ全容が把握できる。
視覚障害者等図書館サービスに直接かかわる専門活動は、45を数えるIFLAのセクションの内
の盲人図書館セクション（Libraries for the Blind Section：LBS）と、従来の図書館サービ
スで はカ バー でき ない 特別 のニー ズを 持つ 利用 者へ のサ ービ スを 対象 とする セク ショ ン
（Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons：LSDP）とに集中している。両セク
ションは相互補完的に活動分野を設定しているため、視覚障害者等図書館サービスに関心のある
IFLA加入団体の多くは両方のセクションに登録している。日本のIFLA加入団体で両セクショ
ンに登録しているのは、日本図書館協会、日本ライトハウス盲人情報文化センター、日本障害者
リハビリテーション協会情報センターの３団体である。国立国会図書館と日本盲人社会福祉施設
協議会はLBSにのみ登録している。
IFLAのセクションは、八つのDivisionを構成する。LBSとLSDPは、障害者等特別のニーズ
を持つ人々を含む一般利用者へのサービスを対象とするDivision３に所属する（２）。

3．1．
2 盲人図書館セクション（LBS）
LBSの組織
LBSは、従来SLB（Section of Libraries for the Blind）と呼ばれていたセクションで、
1980年代前半にLSDPの前身から分離独立した、現存するIFLAのセクションでは31番目に構
成された比較的若いセクションである。ちなみに、LSDPは入院患者へのサービスを中心に発
足した長い歴史を有する。
LBSの常任委員会は20名で構成され、互選で議長と事務局長を選出する。各セクションから
選出された議長と事務局長とが集まって調整理事会（coordinating board）を構成し、専門
活動の調整を行う。常任委員会は夏のIFLA大会開催期間中に２回、更に１〜３月にもう１回
召集されるのが通例である。これらの会議出席に関する費用をIFLAは一切負担しないので、
ある程度の財政基盤がある加入団体に属していないと、IFLAのセクションの常任委員として
の活動は委員の個人負担となる。実際に多くの常任委員が、時には個人負担で参加していると
思われる。
LBSの活動
LBSは、視覚障害者とその他の在来の出版物を読むことができない人々へのサービスに関し
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て、大別すると下記の分野で活動を行っている。
サービス目標の設定とその実践
サービスの目標とその達成度の評価方法など、利用者と行政当局が参考にできる「視覚障害
者サービスガイドライン」を、スウェーデンとデンマークの常任委員が担当して策定している。
途上国への支援
視覚障害者の80％以上が途上国に住むという認識のもとに、発展途上国における視覚障害者
等図書館サービスを支援するためのセミナー及びワークショップを、これまでアフリカ（タン
ザニア、南アフリカ）、アジア（日本、インド）、ラテンアメリカ（キューバ）で実施した。今
後フランス語圏アフリカでのセミナーを予定している。
資料の標準規格化
基本的に、既に存在する規格を集成しその推奨を行う。かつて米国議会図書館がLBSを通じ
て、米国のカセット録音図書が採用する「４トラックモノラル録音、テープ速度毎秒15/16イ
ンチ」という規格を国際標準として推奨することを提案しようとしたが、ヨーロッパ諸国が同
意せず、国際的には規格の不一致を招いた。DAISYの開発はこの苦い教訓を生かしたもので
あるが、結局それも意見不一致のためLBS自身は開発に参加できず、DAISY規格が完成した
後に、それが唯一のデジタル録音図書の規格であることを確認したに過ぎない。
著作権問題の解決
WIPOとの協議と出版界との議論を中心に、事前の著作権者の許諾を必要としない著作権処
理の実現を中心に取り組んでいる。2004年のIFLAブエノスアイレス大会の際に、LBS、LSD
P、WIPO、IPA、WBU等で著作権問題のシンポジウムを開催する予定である。著作権条約を
管理するもう一つの国際団体であるUNESCO及び視覚障害以外の利用者団体との提携の課題
を残している。
無料郵便と資料流通
万国郵便連合（UPU）及び世界盲人連合（WBU）と提携して、点字・録音図書の国際郵便
を無料にする活動を行ってきたが、郵便事業の民営化の進行とともに無料郵便物扱いは困難に
なりつつある。同様にインターネットによる配信のための接続料金の無料化という要求もある
が、北欧などでは無料よりも機会均等を求める声が大きい。
視覚障害者等図書館サービスのための特別のフォーマットの資料の所在情報の収集
International Directory of Libraries for the Blindを刊行し、オンライン・データベー
スを公開している。オンライン・データベースは日本障害者リハビリテーション協会情報セン
ターが管理提供している（３）。
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3．1．
3 DAISYのインパクト
DAISY（Digital Accessible Information System）に関する詳しい記述は別に譲るが、
ここでは、LBSとDAISYのかかわり及びその影響について述べる。
DAISYは当初Digital Audio-based Information Systemと呼ばれたように、デジタル録
音図書の規格として開発された。米国議会図書館及びCNIB図書館が北米規格のカセット録音
図書の長期存続を前提として、デジタル録音図書の標準化作業そのものに反対するなどのLBS
内の深刻な見解の相違のために、米国とカナダを除くLBSの主要なメンバーがDAISYコンソー
シアムを作り、短期間の集中的な努力で達成した成果がDAISYである。従って、LBSは今で
こそ公式にDAISYを唯一のデジタル録音図書の国際規格として認識し推奨しているが、DAIS
Yそのものの開発と普及には全く貢献することができなかった。
また、DAISYが世界中で長期に安定して使えるデジタル録音図書規格としてインターネッ
トの標準技術を基礎にして開発され、その活用範囲は、点字と大活字による出版はもとより、
広く一般に使われるマルチメディアへも広がった。その結果、従来のように、一般向けの出版
の後に視覚障害者等図書館サービスのために録音図書と点字図書あるいは大活字図書を製作す
るという製作パターンが全く一新される可能性が出てきたのである。具体的に述べると、最新
のDAISY規格（DAISY３）を活用する点字図書及び録音図書製作は、出版社が提供する印刷
用のファイル又は原本をスキャンしたテキストファイルを、DAISY仕様のXMLファイルに変
換する作業から始まる。このDAISYファイルが、点字出版、録音図書製作、そして電子ファ
イル形式、あるいは印刷された大活字図書に加工されるのである。このように、一つのマスター
ファイルから如何様にも出力できるとすれば、最初の出版の段階からDAISYにしないのが不
思議に思える。
教科書のように、アクセシブルでないと採択されないという強制力を発揮できる可能性があ
るものは、真っ先に出版社自らがDAISYファイルを作成して、印刷版と同時に点字・録音・
大活字のそれぞれの版を用意することになるだろう。現にアメリカでは、教科書・教材のファ
イルフォーマットの標準化の作業が連邦政府によって始められており、DAISYを唯一の候補
として検討を進めている。この動きは、教科書のアクセシビリティの向上の要求によって加速
され、やがて一般の出版にも波及せざるを得ない。
このような状況の下で、資料製作とその資料の提供にかかわる専門技術の集積を特徴として
きたLBSの活動は、今大きな転換を迫られている。出版後にそれをどのように点字や録音にす
るかは重要であるが、出版物そのものをアクセシブルにすることの方がより大きな利益を利用
者にもたらすからである。また、資料の電子化は、Webによるストリーミングを含めたオン
ライン及びダウンローディングの情報サービスも可能にする。これらの状況を視野に収めて、
出版そのものの変革と一人一人の利用者への情報提供を最適化するための図書館としての国際
戦略の構築がLBSの今後の課題である。

3．1．
4 著作権問題
DAISYの最新の規格（DAISY３）は米国では国の推奨する標準規格として採択された。D
AISYは特許料の必要ない開かれた国際標準規格であるので、出版社がこの規格を採用すれば、
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出版と同時に音声・大活字あるいは点字でも読めるマルチメディアの電子出版物の流通が可能
になる。墨字で出版された資料を特別のフォーマットに変換するのではなく、障害者もともに
同時に読める出版を可能にし、奨励することが現実の課題になったのである。
この技術革新は、今まで出版物を読むことに困難を持っていた人々に新しい読書の機会を提
供する。認知・知的障害、本を持てない上肢障害、高齢による様々な困難など、日本の現行著
作権法では全く配慮されていない障害のために読書が困難な人々の情報アクセス権と著作権と
の調和が求められる。出版社が自らこのような各種の選択が可能な出版をするのが理想である
が、そうしない場合には、この技術を用いて障害者のニーズに応じたフォーマットで情報を提
供するサービスが必要となり、著作権問題が発生する。
これに伴い、CDなどのパッケージ・メディアあるいはネットワークで配信される著作物を
違法コピーから守るための技術のあり方が大きな問題となる。デジタル・ライツ・マネジメン
ト（Digital Rights Management：DRM）と一般に呼ばれる電子図書の権利管理システム
に内蔵されるデータの暗号化技術は、一歩間違えれば、せっかく開発された国際交換を保障す
るための開かれた国際標準規格としてのDAISYの存在理由を根底から覆しかねない。このよ
うな暗号化技術は、一般に画面を読み上げるソフトウエアによるデータの解析を拒絶するため、
EUあるいは国際連合アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）は、著作権保護のための暗号化
（４）
技術が「画面読み上げソフト等の障害者支援技術を排除しないこと」
を求めている。

LBSは、WBUと提携して著作権問題についてWIPOと協議を進めており、2004年のIFLA大
会でLSDPとともに著作権問題のセッションを開催し、WIPOとの公開討論を行う予定である。
国際著作権条約のもう一つの管理団体であるUNESCOとのこの問題での協議と、より多くの
障害分野からの協議への参加とが今後の課題である。
［注］
IFLANET.（online）, available from <http://www.ifla.org/>,
（accessed 2003-03-31）.
IFLA Directory 2002-2003（2002）.
IFLA. International Directory of Libraries for the Blind（4th Edition）.（online）,
available from <http://ifla.jsrpd.jp/>,（accessed 2003-03-31）.
Biwako Millennium Framework（BMF）: Towards an Inclusive, Brarrier-free and
Rights-based Society for Persons with Disabilities in Asia and the Pacic.（online）,
available from <http://www.unescap.org/sps/bmf.htm>,（accessed 2003-03-31）.
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第２節

DAISYコンソーシアム

3．2．
1 DAISYコンソーシアムの組織
DAISYコンソーシアム（Digital Accessible Information System Consortium）は、チュー
リッヒ市 （スイス）に事務局を置く、DAISY規格の開発と普及を目的とする国際非営利法人
（NGO）である（１）。
コンソーシアムの設立目的は、視覚障害者や本を持って読めない上肢障害者、認知障害あるい
は知的障害で読みに困難がある人々などの「普通の印刷物を読めない障害者」の要求を満たし、
なおかつすべての人にとっても便利な、持続性のある、開かれたデジタル録音図書の国際標準規
格の開発である。
投票権を持つ12の正会員と投票権を持たない準会員とで構成する総会を最高議決機関とし、そ
の下に理事会を各正会員が１名ずつ指名する12名の理事で構成する。コンソーシアムは直接スタッ
フを雇用せず、事務局長以下のスタッフはいずれかの会員の雇用者から選抜され、世界各地で働
いている。
日本から加入している正会員（Full Member）は財団法人日本障害者リハビリテーション協
会情報センターである。ほかに、社会福祉法人日本ライトハウス盲人情報文化センター及び特定
非営利活動法人デジタル編集協議会「ひなぎく」の２団体が準会員（Associate Member）になっ
ている。
営利企業には会員資格が認められないがFriendと呼ばれる後援団体としてDAISYの開発と普
及に貢献する道があり、日本企業では、プレクスターとオタリ株式会社の２社がFriendとして
登録している。
DAISY コ ン ソ ー シ ア ム は 国 連 の 専 門 機 関 で あ る 国 際 電 気 通 信 連 合 （International
Telecommunication Union ：ITU） のほか、World Wide Web Consortium （W3C）、Open
（２）
eBook Forum（OEBF）
に加入し、2003年12月にジュネーブで開催される国連世界情報社会

サミットのNGOセクターで構成する市民社会ビューロー（Civil Society Bureau）の障害者問
題に関する意見集約の窓口機能（Focal Point）を務めている。

3．2．
2 DAISYの沿革
DAISYコンソーシアムは1995年４月に日本とスウェーデンの関係者の間で設立準備が始まり、
1996年に６ヵ国（日本、スウェーデン、イギリス、スイス、オランダ、スペイン）の正会員で発
足した。
これらの正会員がDAISYを開発した主な動機は、

専門書の利用にも耐える録音図書の検索

機能充実（ページ及び目次の機能のある録音図書の実現）、
の保存、

既に劣化が進行している録音図書

カセットテープ以後の録音図書の国際的な互換性の確保（デジタル録音図書規格の標

準化）、の３点だった。
1996-1997年に、日本が中心になり、新生コンソーシアムが協力して世界32ヵ国の視覚障害者
にプロトタイプの再生機とCD-ROMに収めた録音図書を提供して国際評価試験を実施した。そ
の結果、視覚障害者ユーザーが必要とする機能についての国際的なコンセンサスが形成された。
評価試験の実施過程で、デンマーク、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランドが順次正会員
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に加わり、 1997年８月には、 米国の専門書 の録音図書を提 供する主要な団 体であるRFBD
（Recording for the Blind and Dyslexic）が正会員に加わった。その時点で、次世代デジタル
録音図書を早急に開発することを期待する主要な団体はすべてDAISYコンソーシアムに加入し、
国際評価試験で確認された機能仕様を既に存在する開かれた標準規格のみで実現する、デジタル
録音図書の国際標準規格の開発に着手した。
1998年９月に、従来のDAISYの機能は維持しながら、HTML4.0と当時W3Cの勧告として成
立したばかりのSMIL1.0をベースにして、「開かれた国際標準」の要件を満たした「DAISY仕様
2.0」の開発が完了した。
日本を始めとする各国は、この2.0仕様、あるいは脚注などに対応したその改良版である2.02
仕様のDAISY録音図書を用いて、従来のカセット録音図書を更新している。
SMIL（Synchronized Multimedia Integration Language）は、テキストと音声を同期させ
るために不可欠の技術として、DAISYコンソーシアムが積極的に開発に参加し、成立に尽力し
たW3Cの勧告である。勧告当初は、それに対抗する独自の字幕仕様を開発したメーカーの強い
反対があったが、W3Cは障害者のニーズにこたえるためにはこの勧告の早期承認が必要という
会長の判断により、勧告に踏み切った。その後、DAISYコンソーシアムと反対したメーカーと
の直接対話等を経て、SMILの改良版である動画に幅広く対応するSMIL2.0が2001年に完成した。
当初のW3Cの判断が正しかったことは、その後、DAISYを始めとするSMILアプリケーション
が続々と開発され、勧告に最大級の反対の意思表示をしたメーカーを含む数社が、SMIL2.0に準
拠したインターネット・ブラウザあるいは字幕対応の動画ストリーミング配信システムを商品化
していることで証明された。
米国議会図書館は、録音図書の国際標準の開発に組織としては参加せず、近々のデジタル化は
しないという従来からの立場を守りつつ、将来のカセットの市場の終焉に備えるために、担当者
レベルでDAISYコンソーシアムと提携して必要な調査研究を進めた（３）。一方、DAISYコンソー
シアムは、DAISY仕様をHTMLの後継技術であるXMLとSMIL2.0に基づいたものに発展させ
て、Webとの完全な互換性を保ちつつ、ブラウザに依存しない正確なレイアウト表示及び大活
字と点字のニーズも同時に満たす技術開発を展望していた。両者は共同開発に合意し、2002年に
DAISY３に当たる仕様を完成させた。この共同で開発したDAISY３仕様は、ANSI/NISO Z39.
86-2002として米国の標準規格の一つに認定され、DAISYの将来を更に揺るぎないものにした。
また、DAISY３の開発により、DAISY３仕様を満たす出版用版下データあるいは電子図書を製
作して、出版と同時に、点字、大活字、デジタル録音、パッケージ化されたマルチメディア図書、
Webコンテンツとしての公開、ストリーミング配信等、一つのファイルをもとに多様な形態の
情報アクセス・チャンネルを選んで提供する道が開かれた（４）。

3．2．
3 DAISYの機能
DAISYは、マルチメディア・コンテンツを構成するファイルの仕様である。2.0仕様のDAIS
Y図書は、HTMLとSMIL及び音声ファイルで構成される。DAISY録音図書の特徴である目次
やペ ージ によ る検索 は、 DAISY 製 作ソ フト で自動 生成 され るNCC （Navigation Control
Center）と名付けられたDAISY固有のncc.htmlファイルによって実現されている。
2.02仕様は、HTMLの代わりにXHTMLを用いるが、SMILは1.0を用いる。2.02仕様の録音図
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書の最大の特徴は、本文を聴いているときに「注」がある部分にさしかかると、そこに「注」が
あることが分かり、その際に注を読むか読まないかを読者がその都度自由に決め、注を読む場合
は、注を読み終わると本文に自動的に戻って読み続けられることである。この機能は、録音図書
の利用に革新をもたらすと期待されている。また、ある種の試験問題のように、長い文中に下線
が引かれ、後に続くそれぞれの下線ごとの問題文に回答するという場合にも、これは極めて有効
である。これは、読みに障害がある人々の現実のニーズに導かれたDAISYの不断の開発が、誰
にとっても便利な機能をもう一つ録音図書に追加した好例である。
DAISY３のNCX（Navigation Control file for XML）は、その名のとおりncx.xmlという
XMLファイルで、ncc.htmlに代わるものである。NCXの特徴の一つは、現在Webで当たり前の
ように使われているリンクを用いて、他のNCXを参照できることになるだろう。これは、DVD
などの大きな容量のメディアに数十冊の文献を収めて相互にリンクしながら読めるようにしたり、
あるいは、インターネットのサーバーにDAISY３仕様の辞書や百科事典を置いて、詳しい解説
や最新のデータはそれにリンクを張って参照できるようにすることも可能になる。
また、出版社が DAISY３仕様で電子出版したファイルを、フィルターと称するソフトウエア
を介して、直接に点字や大活字あるいはカラー・コントラストや行の間隔を変えて読むことも可
能である。そうすることによって、「複製」を伴うことなく情報アクセスの問題を解決できる。
このようなDAISY３に着目して、音声合成装置、大活字、あるいは点字ディスプレイで読む
DAISY３仕様の電子テキストのネットワーク配信を行っているのが、DAISYコンソーシアムの
準会員である米国の非営利法人ベネテク（The Benetech Initiative）が運営するブックシェア
（Bookshare.org）である。デンマーク、スウェーデン、スイスにおいても、教科書あるいは辞
書を対象とするDAISY３の応用が始まっている。デンマークの巨大な対訳医学用語辞典の例を
挙げると、デンマーク国立盲人図書館は、出版社から文書ファイルを受け取り、それをDAISY
３仕様のXMLファイルに加工し、更にテキストのブロックごとに英語とデンマーク語を識別す
るためのタグをつける作業をしている。そのための専用XMLエディターを開発し、そのエディ
ターの販売もしている。そして通称TTS （Text-To-Speech）エンジンと呼ばれる音声合成ソフ
トウエアを用いて、英語とデンマーク語をそれぞれの言語用のTTSに発音させて合成音声でDAI
SY録音図書を製作している。この数ギガバイトもの大きさになる大部の辞典は、完成すると、
録音図書であると同時に、大活字あるいは点字も同時に表示して読めるものになる。また、近い
将来ストリーミングのためのDAISY仕様が拡充されれば、オンラインで引ける音声、点字、大
活字をサポートする辞典として使われる。
2003年１月にW3CにTimed Text作業部会が設置され、動画のストリーミング配信にそれぞれ
独自の仕様の字幕を用いているマイクロソフト社、アップルコンピューター社、リアルネットワー
クス社とDAISYコンソーシアム、ボストン市を根拠地にする放送局のWGBH、及び日本障害者
リハビリテーション協会が参加して、字幕等に広く使われる「時間情報付テキスト」の標準化を
進めている。2003年秋完了を目途に進むこの作業の完成により、DAISYに字幕付き動画を取り
込むための更なる仕様改定の条件整備が進む（５）。
XMLとSMIL2.0をベースとするDAISY３と、同じくSMIL2.0をベースにするインターネット
用動画を統合すると、テキストを手話通訳画面とテキスト画面を、カラオケの歌詞のようにテキ
ストのハイライト表示で同期を取ることが可能になり、手話も含めた全く新しい概念のアクセシ
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ブルな情報コンテンツができ上がる。このコンテンツは、DVDなどのパッケージメディアによ
る出版と、ストリーミング配信によるインターネットを通じた流通の両方が可能になる。このス
トリーミング配信される動画を含むコンテンツは、利用者にとってはOn Demandの放送あるい
はビデオに極めて近いものになる（６）。

3．2．
4 DAISYの視覚障害者等図書館サービスへの影響
DAISYあるいはその類縁のSMILとXMLを用いる視覚障害者等にもアクセシブルなコンテン
ツが、今後どのように発展し図書館にどのような影響を与えるかを事前に評価することが、今後
の視覚障害者等図書館サービスの立案に不可欠であると思われる。その評価のために、なぜDAI
SYが急速に世界中で普及しつつあるのかを分析し、その普及の要件が持続し得るのか、あるい
は、普及を阻む条件が生まれつつあるのかを見ておく必要がある。
DAISYの急速な普及の主たる要因は下記の５点に集約できる。
国際評価試験で形成された視覚障害者の意見を反映した安定した機能仕様
対抗する標準規格の提案による規格の分立を回避する標準化戦略
発展途上国でのDAISYの活用も視野に入れたグローバルな普及戦略
すべての人に便利なデザイン（ユニバーサル･デザイン）と個別の障害者のニーズへの
対応（支援技術）を統合するデザイン戦略
開発と普及を熱意を持って推進する個人及び団体からなる中核グループの形成（DAIS
Yコンソーシアムの設立）
これらの要因をそれぞれ分析することによって、今後の行方と影響をある程度予測できるだろ
う。
利用者がDAISYに要求する機能
1996-1997年に実施された国際評価は、視覚障害者のユーザーによるものである。著作権法
（７）

等

の制度面で日本のように視覚障害者に限定して規定している国々と、
「読みに障害がある人々」

という規定の仕方の国々とがある。前者は多く見積もっても全人口の１％、後者は定義の仕方に
よっては総人口の10％以上になることもある。しかも、国際評価試験は音だけを再生する専用プ
レーヤーを用いて実施されたので、パソコン用再生ソフトを使うことに抵抗の少ない「読みに障
害がある人々」の、行間隔やテキストのフォントとサイズ、あるいはカラー・コントラストなど
の視覚的な表現に関する多彩な要求について、十分吟味されたとは言えない。従って、DAISY
（８）
の機能が、視覚障害者の要求を完全に満たしつつ、より幅の広い「読みに障害がある人々」
の

要求をも満たすものにできるのかどうかが、これからのDAISYがより広範な支持を得ていくか
どうかを判断する指標となるだろう。
標準化戦略
これまでのところは、DAISYは国際的に提案された唯一のデジタル録音図書規格である。と
かく群雄割拠で分立することが珍しくないデジタル技術の世界で、対抗する提案が出ていないこ
とは奇跡に近いが、その背景には関係者の並々ならない統一のための努力がある。
また、WWWの標準化団体であるW3Cと緊密に提携し、いわば「既に存在するW3Cの標準規
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格のみを用いてDAISYの仕様を組み立てる」ことによって誰に対しても同じように開かれた規
格を作るというユニークな開発手法が成功を収めた。既に存在する標準のみに依拠するという原
則は、公開性と互換性を確保するとともに、規格の最初の開発コストのみでなく、それを維持す
るためのメンテナンス・コストも考慮に入れて採択された重要な基本方針である。テキストと音
声をシンクロナイズする技術の国際標準がなかったときに、独自の技術を開発するのでなく、
W3CのSMILワーキング･グループに積極的に参加して必要な技術の開発を促進し、DAISYに不
可欠の技術をW3C勧告として実現したのはその標準化戦略を示す好例である。
同様に、DAISYに動画を統合するために、現在３社が分立してそれぞれのフォーマットでス
トリーミングさせる動画に付ける字幕（キャプション）を実現している状況を改善するために、
まず時間情報付のテキスト（Timed Text）のフォーマットをW3C勧告として各社の合意を形成
して統一し、その統一したTimed Textを用いたキャプションを付けて動画をDAISYに取り込
むという戦略を採っている。W3CのTimed Text Working Groupにはストリーミングの大手３
社のすべてが参加し、DAISYコンソーシアムからは３名の技術者が参加して、2003年中の勧告
化を目指して作業が進められている。
しかし、この優れた戦略にも限界がある。例えば、W3Cが従来からのWWWの伝統である基
本技術の無償利用という原則を変更する場合に、この前提は大きく揺らぐ。現在誰もが疑問なく、
無償でHTMLを活用してWWWを公開し閲覧している。HTMLの後を次ぐXMLが将来あるバー
ジョンから特許化され、XMLを使うブラウザやWWWのオーサリングソフトにW3Cあるいはそ
の開発者が課金するような事態がそれである。WWWが歓迎され、爆発的に普及した原因の一
つである、無償の開かれた国際標準という基本原則が産業界の参入と圧力の中で守り切れなくなっ
たとき、DAISYの発展にも翳りが出る。従って、DAISYコンソーシアムは、WWWの開かれた
国際標準による発展とアクセシビリティの実現を支持する最も活動的なW3Cメンバーである。
普及戦略
DAISYの開発は、当初から発展途上国での普及を念頭において進められた。これは、1991年
から1994年にかけて、IFLAのSection of Libraries for the Blind（現在はLBSと改称）が、
東京、デラドゥン（インド）、ハバナ（キューバ）で相次いで開催した途上国における視覚障害
者等図書館サービス支援セミナー（９）で、従来の新技術の開発がいわゆる先進国だけで進められた
ことに対する途上国の厳しい批判を受け止めたものである。特に、従来、「ないよりマシ」とさ
れてきた旧式システムの途上国への安易な寄贈について、DAISYコンソーシアムは総合的に見
て途上国の支援になるかどうかは疑問という立場を採り、DAISYを積極的に途上国でも普及す
る戦略を立てた。
当然「先進国でも普及していないものを途上国で普及させるというのは現実的でない」という
批判がある。それに対して、複数の国から導入されたフォーマットの異なるカセット録音図書に
悩む途上国の状況を改善し、世界中の80％以上の視覚障害者が住む開発途上の地域で視覚障害者
等図書館サービスを普及させるのは至難の業であるが、いくつかあるオプションの中で最も現実
的な方法はDAISYの普及であるという立場で、DAISYコンソーシアムは途上国への普及プロジェ
クトを推進している（10）。
途上国支援に積極的な日本及びスウェーデンと、会費は一切途上国支援に使うべきでないとい
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う原則を主張するいくつかの正会員とで取組の熱意は異なるが、主として日本とスウェーデンが
独自に貢献する形で途上国に対する支援が進み、タイ、インド、コロンビアの各準会員組織が、
DAISYコンソーシアム等の支援を得てDAISY製作を開始している。
DAISYコンソーシアムは、途上国の関心ある団体に対して、国内の態勢を整え、年間2,500ド
ルの会費を納める準会員になってまず公式の関係を確立し、次いで途上国の準会員に認められる
支払済みの当該年度会費額を限度とするDAISY普及プロジェクト助成を得て活動を進めること
を奨励している。この結果、途上国の準会員数は急速に増加している。
デザイン戦略
建物や都市の車椅子でのアクセスを確保するためには、設計（デザイン）の段階でそれを織り
込むことが、機能的にも経済的にも最も効果的に実現する方法である。出版や放送、あるいはイ
ンターネットの情報のアクセスにおいても、当然、設計の段階で現在アクセスに障害がある人々
のニーズを織り込んで次のシステムを設計することが、問題を最も効果的に解決する。
DAISYのデザイン戦略の目標は、最初の出版の段階でそれぞれのコンテンツをすべての人に
アクセシブルにすることである。既に、一定の条件を満たすDAISY図書は、録音図書であると
同時に、点字図書や大活字図書、あるいは動画を含むマルチメディア図書として利用されること
を述べた。DAISYのコンテンツは、音声ファイル、マークアップされたテキストファイル（HT
（11）
ML、XHTMLあるいはXML）
、画像ファイル、そしてそれらのファイルの再生（表示）を

1,000分の１秒単位で統制するSMILファイルで構成される。表示されるテキストのフォント、大
きさ、行間、色、レイアウトなどを調節するためにはCSSが使われる。
コンテンツ製作の基盤技術の側から見ると、近い将来、Webはもちろんのこと、出版は原稿
書きから印刷用版下製作までXMLをベースにしたソフトウエアで行われ、放送のコンテンツも
XMLで作られる時代を迎える。XMLのアクセシビリティを充実させ標準化することによってす
べての人の情報アクセスを確保するという戦略は、極めて合理的かつ時宜を得たものと言える。
ただし、この戦略が時宜を得たものである期間は極めて短く、取組が遅れてアクセシブルでない
仕様が氾濫してしまえば、発生源対策に失敗し有害物質が拡散してから対応するときと同様の戦
略の見直しが必要になる。
DAISYコンテンツを生かすユーザーインターフェースは、W3CのUser Agent Accessibility
Guidelines[UAAG]1.0（12） 及びウイスコンシン大学トレイスセンターが提唱するEZ Access（13） の
両方を満たすことを目標にオープンソースで開発されているAMIS （Adaptive Multimedia
（14）
Information System）
等の様々な再生システムが開発されており、多言語の対応を含むアク

セシブルなDAISY再生システムの開発は順調に進んでいる。
DAISYの開発と維持
DAISY規格の開発と維持は、非営利団体が結成する国際コンソーシアムに依存している。正
会員の年会費は25,000ドルであり、開発成果を生かすためには、会費負担のほかにシステムの変
更を実施するための膨大な予算が必要である。数億円以上の投資を必要とするカセットからデジ
タル録音図書への転換を果たすための投資としては正当化できる年会費であっても、いったん転
換した後の規格の維持というだけの理由でこれを支払い続けるのは簡単ではない。現在のDAIS
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Yコンソーシアムの活動目標は、デジタル録音図書サービスの提供の実現に留まらず、情報アク
セスにハンディキャップがある図書館利用者への非障害者と対等な情報サービスの提供に発展し
ている。これに伴って、当初Digital Audio-based Information SystemであったDAISYは、
この発展に伴ってDigital Accessible Information Systemのアクロニムに改定された。スウェー
デンを代表する正会員は、この目的の進化に並行して、国立録音点字図書館を中心に情報サービ
ス提供団体と障害当事者団体等で構成するスウェーデンDAISYコンソーシアムとして再編成さ
れ、より幅広くDAISYを開発・応用していく組織となった。
日本においても、正会員である日本障害者リハビリテーション協会は、ＬＤ障害及び知的障害
関係団体と提携してDAISYの認知･知的障害者への応用の研究開発を進め、国の助成を受けて認
知･知的障害者と重度肢体不自由者もDAISY図書を扱えるAMISを開発した。
DAISYコンソーシアムは、DAISYの用途と機能が極めて広範なものになるという認識のもと
に、必要なソフトウエアをオープンソースで開発する戦略を進めている。特に、書記文字を持た
ない言語とTTSエンジンが存在しない言語のコンテンツにDAISYを生かした新しい展開を、途
上国のプログラマーの参加を得て実現しようとするオープンソース戦略は注目される（15）。

3．2．
5 結

び

DAISYコンソーシアムのユニークさは、グーテンベルグ以来の情報革命という時代背景抜き
には考えられない。この革命の技術的な基盤はインターネット、パソコン、マルチメディアにあ
る。しかし、この「革命」がすべての人に対等の情報アクセスを保障するかどうかは、よほどの
積極的かつグローバルな利用者主体の取組がない限り、悲観的であると言わざるを得ない。
視覚障害者等図書館情報サービス団体がDAISYコンソーシアムを結成し、利用者と提携して
デジタル録音図書の規格をインターネットとマルチメディアの最先端のアクセス技術を基礎に開
発した結果、インターネット、出版、放送のすべてに通底するアクセシブルな情報システムの形
が見えてきた。DAISYコンソーシアムは、残されたわずかな可能性を生かしてそれを実現する
ための活動を行っている団体である。従って、デジタル録音図書の一応の導入が完了した段階で、
図書館情報サービス機関のDAISYコンソーシアムへのかかわり方は、機関ごとに大きく分化す
ると思われる。科学技術の進化に対応するDAISY規格の不断の進化を展望するか、一応のデジ
タル化の実現をゴールと見て極力現状維持を図るかの分化である。
これは、角度を変えてみると、インターネットのデジタル・コンテンツとパッケージ化された
電子出版物やデジタル放送など、XMLをベースにしたデジタル･コンテンツへの障害者のアクセ
スに図書館情報サービス団体がどうかかわるかという問題である。
スウェーデン及びデンマークの国立図書館は積極的にコミットする道を既に選択した。デジタ
ル録音図書の導入が既に一応の段階まで進んだ日本で、21世紀の情報社会における視覚障害者等
の情報アクセスをどのようにデザインするか、それに国立国会図書館がどのように関与するかは、
日本の障害者の情報アクセスの将来を大きく左右するものと思われる。
もし図書館が21世紀以後も人類の知識と文化にかかわる情報を体系的に収集し整理し提供し続
けるとすれば、爆発的に増大し続ける情報に十分に対応できる仕組みがそこに存在していなけれ
ばならない。主要な記録された情報の発受信活動が、伝統的な出版（オーディオ、ビデオを含む）
と放送からインターネットを含めた新しい複合的なチャンネルの形成に移ろうとするとき、図書
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館がその蓄積と伝統を生かした積極的な立場を採り得るかどうかが問われている。すべての人に
開かれた膨大な資料を保有する無料の情報提供機関という万国共通の図書館の概念そのものが、
世界の図書館の比類ない資産である。この資産に視聴覚障害者等への対等な情報サービスの実現
という新しい価値を付け加える大きな夢を、スウェーデンとデンマークの国立図書館が提唱して
いる。ちなみに、DAISYコンソーシアムの初代会長はスウェーデン国立録音点字図書館長、次
期会長はデンマーク国立盲人図書館長である。
［注］
DAISY Consortium Articles of Association. Zurich, 18th of November 1998 including Amendments

Kyoto Meeting （November 2000）, Amendments Stockholm
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日本財団が助成している。
仕様のバージョンごとに、HTML
（2.0及び2.01）、XHTML
（2.02）、XML（3）が用いられ
る。
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視覚障害その他の理由でこの本を活字のままでは読むことができない人の利用に供する
ために、この本をもとに、録音図書（音声訳）、拡大写本又は電子図書（パソコン等を利用
して読む図書）を作成することができます。ただし、営利を目的とする場合を除きます。
録音図書等を作成した場合には、国立国会図書館までお知らせください。
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