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 今後，わが国の大学におけるネット世代の学習環境

の整備において，インフォメーション・コモンズもし

くはラーニング・コモンズに類した施設・サービス機

能が実現されていくことになろう。その実現にあたっ

ては，大学図書館がリーダーシップを発揮していくこ

とを期待しており，本稿がそのための一助になれば幸

いである。なお，紙面の都合で，理論的側面について

のレビューはできなかった。注で挙げた文献等を参考

にしていただきたい。 

（東北大学附属図書館工学分館：米澤
よねざわ

 誠
まこと

） 
 
(1) ここでいう「インフォメーション・コモンズ（Informa-

tion Commons）」は，情報の共有とフェア・ユースの推進

を説く概念としての「情報コモンズ（Information Com-
mons；CA1541 参照）」とは別のものである。 

(2) ある程度包括的なインフォメーション・コモンズのリス

トとして次のサイトがあるが，2005 年以降更新されてい

ない点に注意する必要がある。 

David Murray. "Information commons: a directory of
innovative services and resources in academic librar-
ies". (online), available from <http://www.brookdale.
cc.nj.us/library/infocommons/ic_home.html>, (accessed 
2006-07-28). 

(3) USC Libraries. "Leavey Library 2004 conference". 
(online), available from <http://www.usc.edu/libraries/l
ocations/leavey/news/conference/about/>, (accessed
2006-07-28). 

(4) J. Murrey Atkins Library. "ALA annual conference 
2006". (online), available from <http://library.uncc.edu
/infocommons/conference/neworleans2006/>, (accessed 
2006-07-28). 

(5) Bailey, Russell et al. Information commons redux :
concept, evolution, and transcending the tragedy of
the commons. The Journal of Academic Librarianship,
28(5), 277-286.  

(6) J. Murrey Atkins Library. "From information com-
mons to learning commons". (online), available from 
<http://library.uncc.edu/infocommons/conference/minne
apolis2005/>, (accessed 2006-07-28). 

(7) 上記(4)での発表資料などによる。 

(8) Albanese, Andrew Richard. Campus library 2.0.
Library journal, 129(7), 2004, 30-33. 

(9) The Learning Grid, University of Warwick. (online),
available from <http://www2.warwick.ac.uk/study/gri
d/>, (accessed 2006-08-15). 

(10) 平成 17 年度文部科学省「今後の「大学像」の在り方に

関する調査研究（図書館）」（研究代表者：筑波大学，永田

治樹教授）での訪問調査（2006 年 3 月）による。 

 
CA1604 
動向レビュー 

日米における著作権法の 

図書館関係制限規定の見直しの動き 
 

1. 図書館資料としての著作物の変化 

伝統的な図書館サービスは，図書・雑誌の紙媒体，

録音テープなどの固定物の資料を収集・保管し，整理

した上で，建物内で利用者に提供するというものであ

るが，社会のデジタル化・ネットワーク化の進展につ

れて，図書館資料としての「著作物の生産・流通・消

費のすべての過程がデジタル技術とインターネットと

に巻き込まれてしまったこと」(1)により，情報提供機

関としての図書館の機能に変化が生じたため，デジタ

ル・ネットワーク時代に対応した著作権法の見直しが

必要であるという指摘がなされている。 
 本稿では，このような著作物の変化の中で，米国・

日本で行われた図書館関係の著作権法上の権利制限の

見直しの議論について，デジタル化・ネットワーク化

を中心に紹介する。 
 デジタル化・ネットワーク化された著作物は，これ

までの著作物とは異なり，物理的な占有を必要とせず，

インターネットを通じた流通・複製等が容易なものとなる。

この状況を踏まえて新たに法制化する場合には，どの

ようなデジタル情報の流通過程に複製権，演奏権等の

著作権法上の支分権（権利の束である著作権を構成す

る権利のそれぞれを指す）を及ぼし，また権利制限規

定を設けるのが妥当であるのかを考える必要がある(2)。 
2. 米国における改正動向 

2.1. 108 条研究グループの概要 
 米国では，「108 条研究グループ(The Section 108 
Study Group)」が米国議会図書館（LC）に設置され，

第 1 回の会議が 2005 年 4 月 14 日と 15 日にワシント

ン D.C.で開かれた。このグループは，LC 館長に対し

て 2006 年半ばまでに，近年のデジタル技術の進展に

伴う著作物の創作，流通，図書館における保存のあり

方の変化などを踏まえた図書館関係の著作権法改正を

勧告することを目的としている。ここでいう「108 条」

とは，米国著作権法において図書館に関する権利制限

（Limitations on exclusive rights）を規定している

条文（17 U.S.C. Sec.108）を指す。その活動におい

ては，同じ LC の組織下にある米国著作権局（U.S.
Copyright Office）や，同図書館が主導する「全米デ

ジタル情報基盤整備・保存プログラム（National
Digital Information Infrastructure and Preseva-
tion Program：NDIIPP）」（CA1502 参照）の協力を

得ている。 
 会議は，原則として非公開で 13 回行われる予定で

あり，2007 年 3 月の会議で結論を得ることになって
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いる。また公開会議が 3 回開催されることになってお

り，このうち 2 回は既に，当事者からの意見の聴取を

目的としたラウンドテーブル・ディスカッション

（Roundtable Discussions）として，2006 年 3 月 8 日

と 16 日にロサンゼルスとワシントン D.C.で開催され

た。図書館団体，出版団体，権利者団体，博物館関係

者，弁護士，大学教授，インターネット・アーカイブスの

運営者などが参加し，その議事録が公開されている(3)。 
 研究グループの構成は，ノースカロライナ大学ロー

スクールの著作権法の教授で同大学法律図書館長のガ

ザウェイ（Laura N. Gasaway）教授と出版業界の顧

問弁護士として従事してきたルーディック（Richard 
S. Rudick）弁護士が共同議長であり，その他メンバー

は権利者，図書館関係者，さらに弁護士といった法律

有識者の三者からなり，総勢で 19 名である。 
2.2. 108 条研究グループの検討の内容 

 2005 年 4 月から 2006 年 1 月までの研究グループ会

議においては，アナログからデジタル，またはデジタ

ルからデジタルへの公表著作物の保存目的の媒体変換，

保存資料へのアクセス，どのような施設を図書館につ

いての著作権制限の対象として拡大するべきか等につ

いて議論された。 
 その後 2006 年 2 月 15 日に，ラウンドテーブル・デ

ィスカッションの開催と著作権法 108条改正について

の意見募集（3 月 17 日から 4 月 17 日まで，後に 4 月

28 日までに募集期間を延長）の告示を掲載した

“Federal Register”(4)においては，次の 4 点（対象

施設の範囲，108 条(b)(c)の検討，デジタル保存，ウェ

ブサイト保存）を調査の対象として取り上げている。 
 第 1 論点は，108 条による著作権制限の対象となる

施設をどのような範囲にまで拡大するかというもので

ある。具体的には，商業的利益を求めないことを条件

とするか，施設が物理的に存在しない“virtual”の施

設も含めるか，美術館のような図書館類似の施設も含

めるか，さらに業務を外注する図書館も 108 条の図書

館に含められるか，等の問題が提起されている。 
 第 2 論点は，保存，盗難防止または研究を目的とし

て行う未発行著作物の増製について規定する 108 条

(b)と，コピー等の損傷，変質，形式が古くなった等の

ために，かかるコピー等との交換のみを目的として行

う発行著作物の増製について規定する 108 条(c)につ

いての検討である。権利制限により可能となるコピー

の部数を現行の 3 部と限定する必要があるのか，権利

制限の理由となる目的を追加できないか，未発行著作

物と発行著作物を区別する必要があるか，デジタル形

式で複製した場合，これを公に利用可能な状態に置く

ことはできないか等について問題提起している。 
 この論点については，ロサンゼルスのラウンドテー

ブル・ディスカッションにおいて，デジタル形式によ

る提供方法についての制限規定のモデルとして，遠隔

教育（distance education）に係る権利制限規定であ

る“TEACH ACT”（Technology, Education, and 
Copyright Harmonization Act of 2002.）(5)を挙げて議

論したところ，大学図書館関係者から同規定が複雑で

適用条件を満たすことが困難であり，大きな挫折を感

じたとする発言がなされた(6)。意見募集においても，

教育関係者に多大な負担をかけた“TEACH ACT”を

モデルとすることに懸念を示すものがあり，これと同

様に 108条においてもあまりにも多くの技術的条件を

規定すれば，結局デジタル資料の図書館外からのアク

セスが行えなくなるとしている(7)。 
 第 3 論点は，保存のみを目的とした新しい例外規定

を置くかという問題である。デジタル・メディアが保

存上不安定であるという特徴に鑑み，限定した図書館

等の施設において，危機に瀕した（at risk）著作物を

複製して保存できるとすべきか，等の論点が挙げられ

ている。 
 第 4 論点は，ウェブサイト保存に関する新しい例外

規定を置くかという論点である。ウェブサイトは一時

的に存在する消去されやすい性質である一方で，歴史

的記録として重要であることから，図書館等がインタ

ーネット上のウェブサイトを収集・保存することにつ

いての権利制限を認めるか，さらにそれをインターネ

ット上に公開することについても認めるか，といった

問題提起がなされている(8)。 
3. 日本における改正動向 

3.1. 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の概要  
 日本においては，平成 17 年の文化審議会著作権分

科会法制問題小委員会（以下「法制問題小委員会」と

いう。）において，図書館関係の権利制限について検討

され，平成 18 年 1 月に公表された「文化審議会著作

権分科会報告書」(9)においてその結果が出された。 
 この検討は，著作権分科会において，今後優先して

対応すべき著作権法上の問題を大局的・体系的な観点

から抽出・整理をし，平成 17 年 1 月 24 日に取りまと

められた「著作権法に関する今後の検討課題」(10)の検

討事項として挙げられた「権利制限の見直し」の中で，

特許審査手続関係，薬事行政関係，障害者福祉関係，

学校教育関係とともに行われたものである。 
 会議は，平成 17 年 2 月 28 日から 12 月 1 日にかけ

て合計 10 回開かれ，このうち第 2 回と第 3 回におい

て図書館関係の有識者（常世田良著作権分科会委員ほ

か）よりヒアリングし，同年 9 月 8 日から 10 月 7 日

にかけて，8 月 25 日に公表された「文化審議会著作権

分科会法制問題小委員会審議の経過」(11)についての意

見募集が行われた。この間の会議の議事録はすべてイ

ンターネットで公開されている。 
 法制問題小委員会の構成は，中山信弘東京大学教授

を主査とし，その他知的財産法専攻等の大学教授，弁

護士，消費者団体代表などの有識者の合計 20 名から
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なり，米国と異なり，作家，出版社等の権利関係者や

図書館関係者など，利害関係のある当事者がいないの

が特徴である。 
3.2. 法制問題小委員会の検討の内容 

 法制問題小委員会においては，図書館関係の権利制

限の見直しについて，6 つの論点（図書館間現物貸借

コピー，図書館間ファクシミリ等送信，インターネッ

ト情報のプリントアウト，再生手段の入手が困難な資

料保存，官公庁作成広報資料等の全部分複写，障害者

に対する著作物の提供）について検討し，その結果が

報告されている。 
 第 1 論点は，著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第

31 条の「図書館資料」に他の図書館等から借り受けた

図書館資料を含めること，すなわち現物貸借により借

りた資料のコピーの権利制限を認めることについての

ものである。これについては，「権利者団体と図書館団

体との間の協議における合意の内容・推移を見守るこ

ととし」(12)，権利制限の具体的な条件について実態を

踏まえて検討することが適当であるとした。ここでい

う「合意」とは，日本図書館協会等の図書館団体が，

「図書館における著作物の利用に関する当事者協議

会」において権利者団体との間で合意した「図書館間

協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関す

るガイドライン」を指し，平成 18 年 1 月 1 日より適

用されている(13)。 
 第 2 論点は，図書館等の間においてファクシミリ，

電子メール等を利用して，著作物の複製物を送付する

ことについてのものである。これについては，「大学図

書館間協力における資料複製に関するガイドライン」(14)

を引用の上，権利者団体および図書館関係者間の協議

の状況も踏まえつつ検討することが適当であるとして

いる。 
 なお，以上のような著作物利用に係るガイドライン

を日本において設けることは，米国のようにフェアユ

ース規定（米国著作権法第 107 条）がない以上困難で

あるとの指摘が考えられるが，そのような明確な制限

規定がなくとも，制限規定の立法趣旨や著作権法上の

権利の制定趣旨を勘案して，合理的な解釈運用をすべ

きであるとの指摘がなされているところである(15)。 
 第 4 論点は，SP レコード，ベータビデオなど，「再

生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため

例外的に許諾を得ずに複製することについてのもので

あり，現行法の枠組みや権利処理の取組みにより対処

可能か否かの判断基準について，必要に応じて検討す

ることが適当であるとしている。米国の研究グループ

の第 2 論点と異なり，デジタル保存のみならずアナロ

グ保存を複製の対象に含めているのが特徴的である。 
 このほか，図書館等におけるインターネット上の情

報のプリントアウト，官公庁作成広報資料等の全部分

の複写，障害者に対する著作物の提供に係る権利制限

の条件緩和を行うことについての論点があったが，い

ずれも権利制限を行うことを適当とする結論は出され

ていない(16)。意見募集においては，図書館団体，権利

者団体，図書館利用者等から，様々な意見が提出され

ている(17)。 
4. まとめ 

 総じて見て，日本の議論は米国に比べると，デジタ

ル化対応といった長期的な政策を踏まえた議論ではな

く，現在の図書館の現場における利用者対応の中で生

じた課題を扱っているといえる。これは，日本の図書

館関係者の著作権に対する 大の関心が利用者からの

苦情に関するものであり(18)，また図書館政策全般を取

りまとめる機関が日本に見当たらないことによると考

えられる。また利害関係者が審議のメンバーとして加

わらなかったことから，図書館において具体的にどの

ように著作権が関係し，制度改正によりいかなる影響

（メリット，デメリット）を社会に与えるのかが必ず

しも明確にならなかった。 
 著作権の権利制限は，著作権が公共性を有すること

により規定されたものであるため，権利制限の議論において

は，当事者間の利害調整や政策的判断が重要となる。

今後の図書館関係の権利制限の議論においては，そのような

視点から行うことが必要であると思われる(19)(20)。 

（調査及び立法考査局国会レファレンス課：鳥澤
とりさわ

孝之
たかゆき

） 
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CA1605 
動向レビュー 

オープンソースと統合図書館システム 
 

近年，社会の多くの分野でオープンソースソフトウ

ェア(以下OSSと略す)の利用が急速に増大してきてい

る。たとえば Web サーバ用ソフトウェアの Apache
やDNS管理用ソフトウェアであるBindのように標準

的なソフトウェアとなっている OSS も存在するよう

になってきた。OSS の利用は世界的な流れともなって

きているといえよう。 
 日本でも 2003 年 8 月に内閣 IT 戦略本部が発行した

「e-Japan 重点計画-2003」に OSS の推進が取り上げ

られており，以来「e-Japan 重点計画-2004」「IT 政策パッ

ケージ 2005」と一貫して，その推進が謳われてきた(1)。

さらに 2006 年 1月には，経済産業省の支援を受けて，

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の中に「オープ

ンソースソフトウェア・センター(OSS センター)」が

常設され，OSS の普及促進，基盤整備，情報の集約と

発信が活発に行われるようになってきている(2)。 
1. OSS 利用のメリット 

 OSS とは，自由な利用，修正，複製，再配布などを

認めた上で，プログラムの実行ファイルだけではなく

ソースコード(人間が読んで理解できるプログラム)も
公開しているソフトウェアのことである。 
 OSS のメリットを，システムを導入しようとする立

場から考えた場合，主要な点として，安価であるとい

う点とセキュリティ上の有利さがあげられることが多い。 
 OSS は多くの場合，無償あるいは無償に近い形で提

供されるものであるから，程度の差はあってもコスト

面でのメリットがあることは確かである。その意味で，

システムに高額の予算をかけられない場合には OSS
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