
るためには，書物の価格に関する1981年8月10日の法

律（公共団体への書籍販売について割引の上限を設定

するもの）の強化が必要である。

公共団体が書物を購入する場合，割引が可能である。

これは1981年の法律に基づく措置によるものであるが，

この措置のおかげで，現在，書店側には損失が生じて

いる。図書館市場に多数の卸売商が参入した結果，割

引率の嵩上げが生じ，そのアップ率が大部分の書店に

近寄れないほどの水準に達したのである。

このような条件下で，付帯措置を欠いたまま「既払

い貸出」を実施すれば，購入者である図書館は値引き

に敏感になり，書店は図書館市場からの撤退を余儀な

くされるかもしれない。したがって，割引については

上限を設定することとする。

公共団体の補助的負担を軽くするため，「購入時払

いによる既払い貸出」は，2年以内に実施する。初年

度について，値引きの上限は12％，図書館への納入業

者による「共同管理団体」への振り替え率は3％とす

る。

この法案（上院先議）は，2002年2月21日，国会に

提出され，同年10月8日に上院を通過した。その際，

法律施行の2年後に政府は国会に報告書を提出する，

という条項が付加された。2003年5月現在，下院での

修正案に基づき、上院での第２読会が行われている。

フィンランド，英国，スウェーデンでは，図書館での

貸出に起因する著作者の印税損失を補填する制度がす

でに確立しているが，この法案が可決されれば，フラ

ンスもこれら3国と並ぶことになる。

（調査及び立法考査局農林環境課：宮
みや

本
もと

孝
たか

正
まさ

）

Ref. Droit de pr t. Association des biblioth caires

fran ais. (online), available from <http://www.

abf.asso.fr/ dossiers/ droitdepret/>,(accessed 2003-

05-06).

Non au droit de pr t. Association des Directeurs

des Biblioth ques D partementales de Pr t.

(online), available from <http://www.adbdp.

asso.fr/association/droitdepret /index.html>,

(accessed 2003-05-06).

S nat. Project de loi relatif la r mun ration

au titre du pr t en biblioth que et renfor ant

la protection sociale des auteurs. (online),

available from <http://www.senat.fr/leg/tas

02-003.html>, (accessed 2003-05-06).

S nat. R mun ration du pr t en biblioth que et

protection sociale des auteurs. (online), avail-

able from <http://www.senat.fr/leg/pjl01-271.

html>, (accessed 2003-05-06).

Assembl e national. Projet de loi relatif la

r mun ration au titre du pr t en biblioth que.

(online), available from <http://www.assemblee-

nat. fr/ 12/ dossiers/ pret _ bibliotheque.asp > ,

(accessed 2003-05-06).

カナダにおける政府情報管理の指針となるものに

「政府 所有 情報に 関す る管 理政策 （Policy on the

Management of Government Information Holdings:

MGIH）」がある。MGIHは政府情報を網羅的にかつ

整合性を持って取扱う目的で1987年に策定された（19

94年に改定）。具体的にこの政策が目指すものは，有

益な政策決定を行うための資料提供の手段を確保し，

情報が最大限有効に活用されるよう，管理し，また不

必要な情報を排除することで国民への負担を減少させ

ることである。この政策の対象者は各政府機関をはじ

め付属する図書館である。これらの機関は各機関で計

画・発行した情報について，その形態や媒体に関わら

ず，収集から保管に至るまでの全工程に責任を持たね

ばならない。

この政策が各機関において機能しているかどうかは，

国家財政委員会事務局（Treasury Board Secretariat）

が各省庁の内部報告書を通して監査している。またカ

ナダ国立公文書館（National Archives of Canada）

は国家財政委員会事務局の代理としてこの政策に対す

る評価責任を負い，かつ公文書館で保有する資料に関

する問題点等について報告することが義務づけられて

いる。各政府機関においても情報収集に際しての固有

の問題点等について報告することが認められており，

カナ ダ国 立図 書 館（National Library of Canada:

NLC）も出版物について同様に報告することが規定

されている。

このMGIHの認知度および達成度を把握する目的で

2002年，NLCによる調査が行われた。同様の調査は1

999年にも行われているが，電子情報等紙媒体にとど

まらない情報が近年増大し，その収集の実態を把握す

る必要性から，今回再調査が行われた。この調査を通
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して政府情報の形態，管理部門，公開方法および問題

点が明らかになった。

調査は2002年3月14日～4月26日の間に行われ，調査

票はカナダ国内の省庁や政府機関に設立されている連

邦図書館の評議会（Council of Federal Libraries）

の委員に配布された。回答は68機関中52機関（76％），

190人中97人（51％）から得られた。そのうち68％の

機関が出版物を管理する部門を持ち，さらに半数は付

属する図書館がその役割を担っていると回答している。

また大多数の官庁出版物はインターネットを通して，

あるいは付属図書館並びにNLCへの寄託によって国

民に提供されている。しかしながら，大部分の機関は，

出版物の目録情報をNLCの全国総合目録データベー

スAMICUSに掲載するための手続きをとっておらず，

また全ての出版物をNLCに寄託しているわけではな

いと回答している。ここで留意すべき点は，電子形態

で発行された出版物について長期的なアクセスを保証

し，かつ付属の図書館やNLCに寄託をしている機関

は半数にとどまり，大多数の機関では長期間に及ぶア

クセスを想定していない点である。電子形態の政府情

報の保存と長期的なアクセスの保証という問題にはN

LCが対応しているが（CA1198，CA1332参照），NLC

への寄託が回答数の半数にとどまり，また各付属の図

書館間に連携がない点や官庁出版物の出版方法や目録

作業に一貫性がない点は，情報収集・管理の網羅性が

保たれないという問題点を浮き彫りにしている。

NLCが行ったこの調査のもう１つの目的は，MGI

Hを遂行していくうえで，NLCが提供できる援助，お

よびNLCに期待されている役割の把握が挙げられる。

1999年の調査結果では，資料の取扱いや保存方法につ

いての助言に期待が寄せられており，官庁出版物の副

本利用や対付属図書館サービス，および目録情報の提

供については期待されていなかった。そこで今回の調

査では特に後者のサービスの利用を問う項を加えた結

果，40％の回答者が目録情報の問い合わせをしたこと

が分かった。 こうしたNLCのサービスを受けた大多

数が満足，もしくは大変満足したと回答しており，N

LCが果たしている役割の大きさを示している。

NLCが政府情報の収集・管理において担う役割は，

先ごろ策定された新しい政府情報に関する政策「政府

情報管理政策（Management of Government Information

(MGI) Policy）」の中に明示されている。MGIはMGI

Hと比較して政府情報の定義，目的，政策内容をより

詳しく説明しているほか，NLCに期待される役割に

ついても国立図書館法を明示し，それに基づいてより

厳密に規定している。 さらにNLCは国家財政委員会

事務局との協力のもと，調査を行う責務があることも

明記されており，NLCの果たすべき役割がより明確

になっている点に今後の期待がかかる。

（書誌部外国図書・特別資料課：野
の

澤
ざわ

明
あ

日
す

香
か

）

Ref. National Library of Canada. "Executive

summary-Management of government Publi-

cation Survey". (online), available from <http:

//www.nlc-bnc.ca/8/4/r4-401-e.html>,(accessed

2003-03-13).

Treasury Board of Canada. "Policy on the

Management of Government Information".

(online), <http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/

ciopubs/tb_gih/mgih-grdg_e.asp>, (accessed

2003-05-30).

「 電 子 情 報 へ の ア ク セ ス の 保 存 （Preserving

Access to Digital Information: PADI）」はオース

トラリア国立図書館（NLA）が運営するイニシアチ

ブで，電子情報の長期にわたる保存とアクセスの保証

に関する活動を行っている。主な目的は次の4点であ

る。

１．電子情報へのアクセスを保証するための戦略や

ガイドラインの開発・促進

２．電子情報保存に関する情報の提供と振興を図る

ウェブサイトの開発・運営

３．電子情報保存に関連する活動の積極的な発掘と

提供

４．電子情報保存において関係各機関の協力を実現

するためのフォーラムとなること

PADIは1993年の発足当初，NLAを中心に文書館，

博物館，美術館，フィルムサウンド・アーカイブやオー

ストラリア図書館情報サービス評議会，通信芸術省な

ど国の文化関連機関の協力のもとにスタートした（C

A1160参照）。しかし活動が進展するにつれて，協力

関係も国際的な広がりをもつようになってきた。

米国の図書館情報資源振興財団（Council on Libra-

ry and Information Resources: CLIR）は現在スポ

ンサーとしてPADIのプロジェクトに財政的な支援を

行っている。また，英国の電子情報保存連合（Digital
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