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CA1635

韓国の図書館関連法規の最新動向

はじめに
　2006 年は韓国の図書館界の歴史に大きな里程標と
して残るものと思われる。1 つは 8 月の IFLA ソウ
ル大会（E546，CA1609，CA1610，CA1611参照）の
大成功であり，もう 1 つは 9 月の図書館法改正であ
る。さらに大きな動きとして，図書館や読書問題に関
心を持つ市民団体やマスメディアの積極的な活動があ
る。例えば 2000 年度から行われている，民間テレビ
局と市民団体「本を読む社会作り国民運動（Citizen 
Action for Reading Culture）」の読書推進活動，「奇
跡の図書館（Miracle Library)」，「小さな図書館（Small 
Library）」などの全国的なプログラムと，朝鮮日報

の「リビングを書斎に」運動など主要新聞社が推進し
ている読書キャンペーンである。このような市民中心
の活発な活動は，読書，公共図書館，特に児童図書館
環境に関する社会認識の画期的変化に大きく貢献した。
韓国図書館協会を始めとする図書館団体も主管・協力
団体として参加し，その効果は大きい。こうした動き
は地方自治体の図書館設立と発展に対する関心を触発
し，国・民間の財政投資拡大により，多くの図書館が
設立された。
　また，各図書館は国民に対するサービス強化の一環
として，開館時間を延長するなど自ら努力している。
2006 年 11 月から国立中央図書館は夜間・週末（平
日は午後 11 時，土・日曜も午後 6 時まで）開館を実
施し，全国 16 の市・道の地域代表図書館も延長開館
を実施している。文化観光部は夜間開館拡大運営の成
果を評価し，2007 年からは全国規模に拡大する予定
である。これにより新しい雇用機会を創出し，国民の
文化施設利用を積極的に支援する方針がある。
　このような図書館分野における社会・市民の運動，
法律の整備および国際的な成功は，知識情報基盤社会
において良いサービスを期待している国民に対し，図
書館が新しい図書館文化を創り出し，新しい社会的役
割を担うための図書館改革を試みる重要なチャンスで
あるとして，その主役である図書館界の使命感と熱意
が高まっている。

新「図書館法」の概要
　韓国における図書館情報に関連する主な法律として
は，図書館および読書振興法（1994 年）（CA1018 参
照），個人情報保護法（1994 年），情報化促進基本法

（1995 年），情報公開法（1996 年），記録物管理法
（1999 年），平生教育法（生涯学習法，1999 年），知
識情報資源管理法（2000 年）などがあるが，ここでは，
2006 年に制定された図書館法の成立経緯，主要内容，
推進方向について概観する。
　2006 年 9 月，2005 年 6 月に国会に提出された「図
書館および読書振興法の全面改定に関する法律案」

（E376，E429，CA1578 参照）が本会議で修正可決
され，10 月 4 日に公布された。この改正法の基本原
則は図書館法と読書振興法を分けることである。新

「図書館法」は図書館に関する基本法としての性格を
明確にし，国民の情報アクセス権と知る権利を保障す
るために，図書館の社会的責任と役割を明示してい
る。総則（第 1 章），図書館政策樹立および推進体制

（第 2 章），国立中央図書館（第 3 章），公共図書館（第
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4 章），大学図書館（第 5 章），学校図書館（第 6 章），
専門図書館（第 7 章），知識情報格差の解消（第 8 章），
補則（第 9 章），附則から成る。
　この法改正により，図書館政策の樹立および推進を
担う組織として「図書館情報政策委員会」が大統領直
属で設立された。委員会は 5 年毎に「図書館発展総
合計画」を樹立し，それに基づいて中央行政機関と
市・道など地方自治体が毎年，年次計画を樹立・施行
することになった。また，図書館行政の地方分権を強
化するため，市・道に地域代表図書館を設立・運営す
ることとし，「地方図書館情報サービス委員会」を設
け，自律的な図書館政策推進の基盤を作った。さらに，
公共図書館の範囲を再規定した。従来は「専門・特殊
図書館」として公共図書館とは別に位置づけられてい
た特殊図書館（障害者・病院・兵営・刑務所・文庫な
ど）と，新しい文化施設，文化情報センター，平生学
習館などの類似名称・機能の施設について，公共図書
館に含むように法律の適用範囲を拡大し，名実ともに
図書館サービスをすべての国民に提供できるようにし
た。その他，国立中央図書館に図書館研究所と国立障
害者図書館支援センターを設置し，図書館分野に関す
る研究と知識情報格差解消のための支援業務を担当で
きるようにした。

関連する法規の制定
　2007 年 4 月，図書館法施行に伴い，図書館法施行
令（大統領令）および図書館法施行規則（文化観光部
令）が公布された。
　また，図書館および読書振興法から分離された「読
書文化振興法」も 2006 年 12 月に制定され，2007
年 4 月に施行された。文化観光部は 2007 年を読書振
興の元年とし，「本を読む社会」をつくるための読書
振興政策を推進する計画である。さらに，2006 年 12
月には著作権法改正案が国会で可決され，公布の 6 か
月後（2007 年 6 月 29 日）から施行されている。
　このほか，2007 年 5 月に文化観光部とその所属機
関の職制施行規則の改正も行われた（文化観光部令）。
2004 年 11 月に，文化観光部はこれまで図書館およ
び博物館の行政を担当してきた「図書館・博物館課」
を廃止し，国立中央図書館に「図書館政策課」を新設
した。今回の改正で，図書館政策の機能は 2 年半ぶ
りに国立中央図書館から文化観光部に戻り，図書館情
報政策企画団（政策企画，制度改善，政策調整の 3 チー
ム）が新設された。図書館政策課は図書館運営協力課
と名称変更された。読書振興行政も国立中央図書館か

ら文化観光部の出版産業チームに移管された。

図書館情報政策委員会
　図書館情報関連の政策機関の設置は図書館界の宿願
であった。過去には，図書館および読書振興法に基
づく「図書館及び読書振興委員会」（文化観光部長官
の諮問機関）があったが，2000 年に廃止された。ま
た 2002 年 10 月には，文化観光部訓令に基づく「国
家図書館政策諮問委員会」が設置されたが，他の部署
との調整機能をもたなかった。今回の新図書館法で図
書館政策に関する主要事項を樹立・審議・調整する機
関として設置された「図書館情報政策委員会」は，原
案は国務総理所属であったが，大統領直属の委員会と
して上向きに修正された。委員会は，大統領が委嘱す
る委員長，文化観光部長官が務める副委員長以下，大
統領令で定める関係中央行政機関の長，図書館関係の
学識経験者，あわせて 30 人以内で構成される。また，
委員会の事務を支援するために事務機構も設置すると
なっている。
　2007 年 6 月に構成された委員会（26 人）では，委
員長として韓相完・延世大学文献情報学科名誉教授・
韓国図書館協会会長が委嘱された。法律による当然
職（官職指定の委員）は 14 人で，財政経済部，教育
人的資源部，科学技術部，情報通信部，国防部，法務
部，行政自治部，文化観光部，保健福祉部，女性家族
部，建設交通部，企画予算処長官，国家青少年委員会
委員長，大統領首席秘書官である。図書館関係者では，
韓国図書館協会の新会長（金泰承・京畿大学文献情報
学科教授・前副会長）ほか，6 人の文献情報学教授等
が含まれている。委員会には図書館政策に関する全面
的・実際的な権限が与えられており，委員長は委員会
の会議結果および図書館政策と施策の主要進行状況を
定期的に大統領に報告する。また委員会は必要な場合
関係中央行政機関と特別市長・広域市長・道の長が出
席する評価報告会を開催することができる，と規定さ
れている。

おわりに
　韓国では，今回の改正によって図書館法が整備され
たことにより，図書館発展のための環境はある程度
整ったといえる。しかし，法的条件の整備は図書館発
展のための前提の一つに過ぎず，これから政府の関係
当局，図書館界，人的・技術的支援機関となる大学お
よび関連学・協会の間での協力を強めることが不可欠
である。図書館の重要性が社会的に認知され，広く浸
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CA1636
中国におけるバーチャルレファレンスサービス

　中国ではインターネットの利用者が年々増加してい
る。中国インターネット情報センター（中国互聯網絡
信息中心：CNNIC）が発表した『第 20 次中国互聯網
絡発展状況統計報告』（2007 年 7 月 18 日発表）(1)によ
ると，中国国内のネット市民数は 2007 年 6 月末の時
点でおよそ 1.62 億人となっている。2007 年 1 月に
発表された前回の同報告(2)では 1.37 億人であるから，
わずか半年で 2,500 万人も増加していることになる。
　この流れを受けて，図書館界でもインターネットを
使ったバーチャルレファレンスサービス（以下 VRS）
を取り入れるところが増えてきている。例えば，公共
図書館では，省級図書館（日本の都道府県立図書館に
あたる）のうち約 71％にあたる 22 館が，チャット，
電子メールやフォーム送信によるレファレンス受付，

レファレンスデータベースの作成など，なんらかの形
で VRS を行っている(3)。また，大学図書館においては，
約 13%にあたる 90 館が，チャットなどによるリアル
タイムレファレンスサービスを行っている (4)。本稿で
は，代表的なものとして，上海市中心図書館知識ナビ
ゲーション合同ネットワークサイト（網上聯合知識導
航站；CA1507 参照）(5)，広東省立中山図書館を中心
とする総合レファレンスサービスネットワーク（聯合
参考咨詢網；E424 参照）(6)および，2006 年 5 月に立
ち上がったばかりの中国国家図書館ウェブレファレン
スデスク（網上咨詢台）(7)を紹介する。

■上海市中心図書館知識ナビゲーション合同ネット
ワークサイト（網上聯合知識導航站）

　上海図書館が中心となって作り上げた共同レファレ
ンスサイトで，2001 年 5 月 28 日よりサービスが開
始された。上海市内の公共図書館，大学図書館や関連
機関のほか，上海社会科学院，蘇州図書館，無錫図書
館，嶺南大学図書館，マカオ中央図書館，シンガポー
ル国立図書館，ニューヨーク市のクイーンズ公共図書
館などと協力関係を結んでいる。レファレンスサービ
ス（チャット，フォーム送信）は，これら国内外の図
書館員および専門家によって行われ，海外からでも
利用が可能である。チャットによるサービスは，9 時
から 11 時までおよび 14 時から 16 時までの 1 日計 4
時間受け付けており，それ以外の時間にレファレンス
を申し込みたい場合は，指定のフォームに件名，居住
地の省・市，メールアドレスとレファレンスの内容を
記入して送信すればよい。回答期限の目安は 1，2 日
となっている。回答済みのレファレンスはデータベー
ス化されており，検索や主題でのブラウジングが可能
である。

■総合レファレンスサービスネットワーク（聯合参考
咨詢網）

　全国文化信息資源共享工程（全国文化情報資源共
有プロジェクト）（CA1601 参照）の一環として，国
内の公共図書館間での共同レファレンスと電子資料の
提供を行うサイトである。広東省立中山図書館が管理
センターの役割を担っている。チャット，電子メール，
携帯電話のショートメッセージサービス，電話による
レファレンスを受け付けており，利用にはあらかじめ
利用登録をする必要がある。利用登録は同サイト上で
できるものの，国内からのみに限られている。チャッ
トによるレファレンスサービスは，8 時から 21 時ま

透しており，また韓国図書館協会を中心とする関連専
門学・協会の活動・協力も積極かつ緊密である今は，
韓国図書館界にとって発展・変化へのチャンスである
が，それができないと危機にもなりかねない。韓国図
書館界が一致団結し，この大きな転機を成功へと導く
ことを願う。
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