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は，今回出席した委員の出身国 11 カ国のうち７カ国
が，ODA の対象国であることからも明らかである(4)。

また特に東南アジアと太平洋の国々に関しては，欧米

や日本の植民地であったという歴史的背景と，現今の

必ずしも安定しているとはいえない政治状況がある。 
このような課題をかかえる地域に対して，日本の図

書館界は，どのように関わり方を考えていけばよいの

だろうか。一案としては，アジア・オセアニア地域に

関する情報ニーズがますます高まっていく中で，日本

がアジアの情報基盤の中核としてこの地域の情報の収

集・発信を担っていく形が考えられる。この構想を実

現させるには，アジア・オセアニアの各国内において

図書館と専門職の制度化が不可欠であり，同地域への

長期的な関与が求められる。とかく欧米での先進例に

目が行きがちな私たちにとっては，IFLA アジア・オ
セアニアセクションの活動へ参加することが，多様な

背景を持つ参加者と問題意識を共有するきっかけにな

るかもしれない。 
今夏 8月のソウル大会に関連するアジア・オセアニ

アセクションの活動は表のとおりである。ご興味のあ

る方は，立ち寄って頂ければと思う。 

（京都大学東南アジア研究所：北村
きたむら
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資料をデジタル化するための著作権処理 
 

1. はじめに 

図書館がデジタルデータを扱うことが多くなった

が，それでも日本においては，利用許諾を必要とする

所蔵資料に対して個別に著作権処理を行った上で電子

図書館を構築するケースはそれほど多い訳ではない。

実際には，著作権の保護期間が満了した資料をデジタ

ル化するケースや，電子ジャーナルなどのように契約

によって著作権処理をクリアした形で提供するケース

が多い。著作権の保護期間が満了した資料をデジタル

化する場合，検討すべき課題は主として技術的な側面

が中心となり，デジタル化のための見通しは良い。ま

た，契約による提供の場合は，通常，インターネット

上での無料提供ではなく，限られた利用者に対するサ

ービスや有償でのサービスとなることを前提とする場

合が大半である。 
電子図書館における著作権処理という点に関して

は，これまで国立情報学研究所（NII）の電子図書館
サービスである Nacsis-ELS の報告(1)や，奈良先端科

学技術大学院大学図書館の報告(2)，国立国会図書館の

近代デジタルライブラリーでの著作権処理実務(3)など

が紹介されている（CA1528参照）。また，筑波大学で
は，学内において収集・生産された著作物の著作権処

理についてその方法等を中心に報告がある(4)(5)。神戸

大学附属図書館が開設した震災文庫では一次情報の公

開のために資料 1点ごとに著作権処理を行っていると
いう報告(6)がなされている。国立国会図書館では児童

表  2006年 8月 アジア・オセアニアセクション IFLAソウル大会関連活動 

開催日 場所 テーマ 共催機関 

16日～ 
17日 

国立国会図書館 
東京本館 

サテライト・ミーティング： 
アジアにおける資料保存 
(Preservation and conservation
in Asia) 

IFLA資料の保存プログラム
(PAC) 

18日 延世大学 サテライト・ミーティング： 
21 世紀の東アジアに関する学術
情報 
(Scholarly Information on East
Asia in the 21st Century) 

東アジア図書館協議会 
(Council on East Asian 
Libraries：CEAL) 

20日～ 
24日 

COEX 
(コンベンション･展
示センター) 

知識社会のための情報リテラシー
(Information Literacy for the 
Knowledge Society) 

IFLA地域活動部会 
(第 8部会) 

20日～ 
24日 

COEX 
(コンベンション･展
示センター) 

オープンアクセス導入の推進 
(Promoting the Implementation
of Open Access) 

IFLAアジア・オセアニアセ
クション 
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図書のデジタル化に伴う著作権処理(7)も行われている。 
この分野に関して米国では，カーネギーメロン大学

（Carnegie Mellon University）において，1999 年
より著作権処理を必要とする資料のデジタル化とイン

ターネット提供について継続的な調査研究が行われて

いる(8)。本稿ではその概要を紹介した後，2006年 4月
に明治期刊行図書の追加公開を行い，その著作権処理

に関して実務的な報告が行われたばかりの国立国会図

書館の近代デジタルライブラリーについても取り上げ

ながら，この分野の一端を紹介する。 

2. カーネギーメロン大学図書館における著作権処理 

カーネギーメロン大学において 1999 年から 2001
年の間に行われた無作為抽出標本による実証研究（The
Random Sample Feasibility Study）では，無作為に
抽出された 209の出版者に係る 277タイトルについて
フルテキストによる電子化を行い，全文検索機能を付

け，かつ無料でインターネット上に公開するための許

諾を得るという試みが行われている。資料は図書，雑

誌などの複数の出版形態の資料が選ばれ，出版者も公

共性の高いものから商用のものまで多様なタイプから

選ばれた。方法として郵送により許諾処理を行った結

果，半分の出版者から回答があり，約 4分の１から許
諾を得ることができている。約 5分の 1の出版者分は
連絡先を見つけることができなかった。許諾を得るの

に要した費用は１タイトルあたり平均およそ 200ドル
であった。また，この実証研究の一環と考えられる著

作権許諾プロジェクト（Copyright Permission
Project）においても同様の分析・報告が行われて
いる(9)。著作権処理に要した時間は 100日以上で，著
作権処理は手間のかかる点を指摘している。 

2001 年から 2004 年の間に行われた希少本研究
（The Fine and Rare Book Study）では，カーネギ
ーメロン大学が所蔵するポスナー記念コレクション

（The Posner Memorial Collection）のデジタル化
のため，104人の著作権者に係る 284作品の許諾処理
を行った。この試みでは，途中から 1回の許諾依頼に
あたっては出版者ごとにタイトルをまとめ事務の効率

化を図ったこと，最初の手紙で応答のなかった出版者

には，電話や電子メールを活用した結果，出版者のお

よそ 3分の 2から応答が得られ，およそ半分から許諾
を得ることができている。一方，出版者のおよそ 3分
の 1の連絡先を見つけることができなかった。許諾を
得るのに要した費用は１タイトルあたり平均およそ

78ドルであった。 
現在，これら先行して行われた著作権処理の調査研

究を活かして，カーネギーメロン大学では 2007 年ま
でに 100万冊の図書をデジタル化し，提供することを
目指すミリオンブックプロジェクト（Million Book
Project : MBP）を，米国科学財団（National Sci-
ence Foundation : NSF）やインド，中国両国政府に
よる資金供給を受け，実施している。著作権処理の対

象として約 50,000 タイトル（約 5,600 出版者）を想
定している。2005 年 2 月時点で，約 61%を終了して
おり，この内，ほぼ交渉を終えた 364の出版者につい
て分析を行ったところでは，すべての出版者を特定す

ることができ，出版者の約 4分の 1から許諾を得るこ
とができている。許諾を得るのに要した費用は１タイ

トルあたり平均 69セントであった。 
いずれの調査研究も，出版者・タイトル単位での許

諾の割合，米国内・米国外の出版者による傾向，商用・

学協会・大学出版部など出版者別の傾向，出版形態別

の傾向，出版年代別の傾向などについて分析を行って

おり興味深い。 

3. 近代デジタルライブラリーと著作権処理 

国立国会図書館が所蔵する明治期刊行図書をデジ

タル化して提供する近代デジタルライブラリーは，

2006年 4月の追加公開により，全体で約 89,000タイ
トル，約 127,000冊の資料をインターネットで公開す
るようになった。近代デジタルライブラリーにおける

明治期刊行図書の著作権処理報告(10)によると，国立国

会図書館においてマイクロ化された明治期刊行図書の

うち，児童図書と欧文図書を除いた 106,099タイトル
（156,236冊）を対象として，2000年度から 2005年
度まで 72,730 名の著作者について著作権処理を行っ
た。その結果，著作権の保護期間が満了している著作

者が 27.7％，著作権の保護期間中の著作者が 1.1%，
著作権の有無が不明の著作者が 71.1%で，442名に対
し許諾依頼を行い，315 名から許諾が得られた。最終
的に著作権者の連絡先が不明または著作権の有無が不

明で許諾処理を行うことができない外国人著作者等を

除く著作者 38,794名について，著作権法第 67条に規
定された文化庁長官の裁定を受けてデジタル化を行っ

ている。 
4. おわりに 

カーネギーメロン大学の調査研究においては，著作

権者の連絡先を見つけるのは案外難しく，著作権者に

たどり着けないことが実際には多いということが報告

されている。これは近代デジタルライブラリーにおい

ても言えることで，明治時代のように年代が古くなる

と実務上は許諾まで至ることがなかなか大変であるこ
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とは，大半の著作物が文化庁長官の裁定の対象資料と

なったことからも窺える。 
また，許諾を得るための費用について，カーネギー

メロン大学では事業規模が大きい場合，タイトルごと

に処理を行っていく方式だと費用が高くつく可能性が

ある点，出版者単位でまとめて処理していくアプロー

チが効率的だという点を指摘している。著作権処理に

かかる費用とその効果を分析・評価する視点や方法論

は今後，重要な要素となってくるだろう。 
米国は 1989 年にベルヌ条約に加盟しているが，過

去の方式主義時代の著作物が混在するために保護期間

の種類が細かく分かれていること，ソニー・ボノ法

（The Copyright Term Extension Act of 1998）の
制定により日本とは著作権の保護期間が異なること，

フェアユース（Fair use）の考え方があること等，日
本との相違点も多い。米国の事例を日本における著作

権処理にそのまま応用することには難があるが，同大

学における一連の取り組みと報告は興味深く，日本に

おいても参考とすることはできる。 
さまざまな資料をデジタル化し，特色あるコレクシ

ョンを構築しようとする場合，著作権保護期間中の資

料について処理の必要性が出てくるため，著作権処理

のノウハウの蓄積の必要性は高い。電子時代の図書館

サービスの発展を考えた時，デジタル化に伴う著作権

処理に関する分野における地道な実務作業とその成果

の報告が今後，期待されるところである。 
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