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CA1697■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
縮小する雑誌市場とデジタル雑誌の動向

1. はじめに
　日本における出版販売額は 1996 年をピークに長期
下落傾向にあり、出版産業は深刻な事態に陥ってい
る。とりわけ雑誌の販売不振がその大きな要因となっ
ており、このままでは新聞（CA1694 参照）とともに
メディアとしての雑誌が終焉に向かうのではないか
という論調も見られるようになってきた（1）。
　本稿では雑誌メディアの現状を概観し、デジタル
雑誌やインターネットとのクロスメディア戦略を模
索する出版業界の動向を紹介する。

2. 雑誌販売の低迷と情報環境の変化
　『出版年鑑 2009』によれば、2008 年（1 月～ 12 月）
の雑誌の実売総金額は 1 兆 1,731 億円（前年比 4.1%
減）とピーク時である 1996 年の 1 兆 5,984 億円より
4,252 億円も減少している（2）。この 12 年間に減少し
た 4,252 億円という数字は国内最大の取次である日本
出版販売の年間売上高 6,327 億円（2009 年 3 月）（3）の
約 7 割に匹敵する額であり、雑誌市場がいかに凄ま
じい勢いで縮小しつつあるかが分かるのである。ま
た、返品率も 36.3％と前年の 35.3％より 1.0 ポイント
増加し、売り上げ不振と流通コスト高の悪循環を繰
り返している。
　一方、『出版指標年報 2009』でも雑誌販売金額は 1
兆1,299億円（前年比4.5％減）、金額返品率は36.5％（前
年比 1.3 ポイント増）となっている（4）。さらに、日本
ABC 協会が発表した 2008 年下期の公査部数でも調
査対象52社157点の総販売部数は2,051万5,364部（前
年同期比 3.7％減）となっており（5）、いかに雑誌が売
れなくなってきているかを顕著に示しているのであ
る。
　2008 年に『月刊現代』（講談社）、『論座』（朝日新
聞社）、『主婦の友』（主婦の友社）などの有名雑誌が
休刊して話題を呼んだが、2009 年も『ロードショー』

（集英社）、『L マガジン』（京阪神エルマガジン社）、『就
職ジャーナル』（リクルート）、『諸君！』（文藝春秋）
などが相次いで休刊し、雑誌の時代が終わりつつあ
るかのような印象を人々に与えている。
　雑誌の販売金額の大幅な減少と相次ぐ休刊は、い
くつかの影響が考えられるが、大きくは雑誌に対す
る読者の需要が後退しているためであり、その要因
としてまず考えられるのがインターネットによる情
報環境の変化である。
　インターネットの急速な普及で芸能情報、企業情
報、時事問題など、たいていの情報は紙の雑誌を購

入しなくてもパソコンで検索して必要な部分だけを
ダウンロードし、印刷することができるようになっ
た。さらに i モードなどの携帯電話のインターネット
サービスによって、多くの人々が占いから旅行・グ
ルメ情報、乗換案内、時刻表、ファッション情報な
ど様々な情報を簡単に入手することができるように
なったのである。つまり、これまで紙の雑誌で得て
いた様々な分野の情報がデジタル化され、パソコン
や携帯電話で読まれるようになってきたということ
である。

3. デジタル雑誌の動向
　出版業界ではこのような状況を受けて、紙媒体だ
けではなく、デジタル雑誌あるいはインターネット
とのクロスメディア戦略を模索する取り組みが始まっ
ている。『デジタル ef』（主婦の友社）、『雑誌の市場
SooK』（小学館、2008 年 9 月終了）、『Newsweek 日
本版・デジタル版』（阪急コミュニケーションズ）な
どがデジタル雑誌として登場し、また富士山マガジ
ンサービスが「デジタル雑誌ストア」を開始したこ
とから 2007 年は「デジタル雑誌元年」と呼ばれたが、
最近では次のような新たな取り組みが展開されてい
る。
　第 1 に、携帯電話向けの雑誌記事立ち読みサービ
スの開始である。雑誌の総合情報ポータルサイト

「zassi.net」を運営する雑誌ネットが、2009 年 4 月
から携帯電話向けに雑誌記事の「立ち読みサービス」
を開始している（6）（7）。
　第 2 に、雑誌発売と同時にインターネットで無料
公開する動きが出てきたことである。例えば月刊漫
画誌『モーニング・ツー』（講談社）は、2008 年 10
月から 12 月までの 3 か月間と 2009 年 5 月からの 1
年間にわたり雑誌丸ごと 1 冊のインターネットでの
無料公開を試みており、そのうち 2009 年 5 月から 7
月までは雑誌発売と同時に無料公開するという取り
組みを行っている（8）。
　第 3 に、休刊雑誌の記事を電子書籍化する試みが
スタートしたことである。秋田書店が 2003 年に休刊
した歴史雑誌『歴史と旅』の記事を、携帯電話向け
電子書籍サイト「よみっち」で 2009 年 5 月から販売
を始めている（9）。
　第 4 に、雑誌、単行本、インターネットの三位一
体で読者に提供する雑誌のクロスメディア戦略が展
開されたことである。2008年末に休刊した『月刊現代』
の後継誌として 2009 年 9 月に創刊したノンフィクショ
ン雑誌『G2』（講談社）は、インターネット上での全
文公開によって雑誌本体と掲載作品の単行本の売上
げ増を図ろうとしているのである（10）。
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4. 「雑誌コンテンツのデジタル配信」実証実験
　日本における雑誌発行部数の約 80%を占める有力
雑誌出版社で構成される日本雑誌協会は2009年 1月、

「デジタルコンテンツ推進委員会」を新設した。これ
は 2008 年 11 月に日本雑誌協会・国際雑誌連合（FIPP）
が共催した「アジア太平洋デジタル雑誌国際会議」
を受けて、デジタル雑誌に関する常設委員会が必要
との認識から発足したものである（11）。
　2009 年 4 月、総務省の「ICT 利活用ルール整備促
進事業（サイバー特区）」の実施テーマの一つとして、
同委員会が応募した「雑誌コンテンツのデジタル配
信プラットフォーム整備・促進事業」が採用された。
8 月には、そのための調査研究プロジェクトを日本雑
誌協会が落札し、実証実験を開始することになって
いる。また、同委員会はビジネスモデルを検討する
ため、広告代理店や IT 関連のパートナー企業と「雑
誌コンテンツデジタル推進コンソーシアム」を設立
するとともに、権利処理やワークフロー・インフラ、
データベース化などの 7 つのワーキンググループを
立ち上げている（11）（12）（13）。
　具体的な実証実験は 2010 年 1 月下旬から 2 月にか
けて、100 誌の参加雑誌を得て、雑誌を定期購読して
いる人 1,000 名以上と、雑誌を定期購読しておらずイ
ンターネットにアクティブな人 500 名以上を参加モ
ニターとして行われる予定である（14）（15）。

5. おわりに
　出版コンテンツのデジタル化は「書籍」と「雑誌」
の区別をあいまいにしただけではなく、「新聞」と「雑
誌」、あるいは「インターネット情報源」と「雑誌」
というメディアの垣根を取り払いつつある。しかし、
編集過程を経た出版コンテンツとしての雑誌メディ
アは書き手の育成やジャーナリズムとしての役割と
いう重要な機能を果たしてきたことを忘れてはなら
ない。また学術情報流通における電子ジャーナルだ
けでなく、書店店頭で販売されているタイプの様々
な雑誌がデジタル雑誌へ移行するとすれば、これま
での出版流通システムはもちろんのことながら、図
書館にも大きな影響を与えるに違いないのである。

（夙川学院短期大学：湯
ゆ

浅
あさ

俊
とし

彦
ひこ

）

（ 1 ）例えば、以下のような文献がある。
　　小林弘人 . 新世紀メディア論―新聞・雑誌が死ぬ前に . バジ

リコ , 2009, 301p.
（ 2 ）出版年鑑 2009 資料・名簿編 . 出版ニュース社 , 2009, p. 

286.
（ 3 ）“ 会 社 概 要 ”. 日 本 出 版 販 売 . http://www.nippan.co.jp/

nippan/gaiyo.html, （参照 2009-10-14）.
（ 4 ）出版指標年報 2009. 全国出版協会・出版科学研究所 . 2009, 

p. 27-28.
（ 5 ）ABC 公査部数 2008 年下半期 . 新文化 . 2009-05-28, 6 面 .
（ 6 ）デジタルで “ 雑誌ビジネス ” に活路 :「雑誌ネット㈱」篠塚

社長に聞く . 新文化 . 2009-03-26, 10 面 .
（ 7 ）“ 立ち読み ”. 雑誌ネット . 
　　http://www.zassi.net/latest_art_list.php?read=1,（参照 2009-

10-14）.
（ 8 ）“ モーニング・ツー無料公開 ”. 講談社 .
　　http://morningmanga.com/twofree/, （参照 2009-10-14）.

（ 9 ）デジタル事業盛ん . 印刷雑誌 . 2009, 92（7）, p. 64-65.
（10）“G2 とは？ ”. 講談社 . 
　　http://g2.kodansha.co.jp/?page_id=426, （参照 2009-10-14）.

（11）雑協が薦めるデジタルコンテツ推進（上）. 新文化 . 2009-
06-25, 1 面 .

（12）“ デジタルコンテンツ推進委員会の活動概要 ”. 日本雑誌協
会 .

　　http://www.j-magazine.or.jp/doc/consortium_katsudogaiyo.
pdf, （参照 2009-10-14）.

（13）“ コンソーシアムの設立について ”. 日本雑誌協会 . 
　　http://www.j-magazine.or.jp/doc/consortium_setsuritu.

pdf, （参照 2009-10-14）.
（14）“ 雑誌デジタル配信モニター大募集 ”. 日本雑誌協会 .
　　https://jmpa.modd.com/, （参照 2009-10-14）.

（15）“ 電子雑誌実証実験に定員の倍を超す応募、参加雑誌も 100
誌に拡大 ”. ITpro. 2009-11-11.

　　http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091111/340407, 
（参照 2009-11-16）.

CA1698■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
これからの学校図書館―

新学習指導要領と教育の情報化をめぐって

新学習指導要領と学校図書館
　1997 年の学校図書館法改正以来、学校図書館が変
わり、現在の社会の変化によりさらに大きく変わろ
うとしている。1997 年の法改正に伴い、2003 年 4 月
1 日より 12 学級以上の学校には司書教諭の配置が義
務づけられた。これにより、全国の小・中・高等学
校約 2 万校に司書教諭が配置された。さらに、司書
教諭講習規程の見直しが行われた。従来は 7 科目 8
単位であったが、科目を整理統合し内容も現代化を
図り、単位数も 2 単位増加した。
　21 世紀は、新しい知識・情報・技術が社会のあら
ゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増
す「知識基盤社会」とされている（1）。これを前提に
学習指導要領も社会の変化に対応し 2008 年 3 月に改
訂された。
　すでに学校現場では一部で先行実施されている新
学習指導要領は、2011 年度（高等学校は 2013 年度）
から全面実施される。学校図書館については、小学
校学習指導要領の総則では、「学校図書館を計画的に
利用しその機能の活用を図り、児童の主体的、意欲
的な学習活動や読書活動を充実すること」と規定し、
他の校種も児童と生徒の表記が異なるだけで記述は
同じとなっている（2）。この記述は、1998 年に改訂さ
れた現行学習指導要領と同じである。これまでの改
訂ごとに学校図書館に関する記述が充実してきた経
緯から見て、さらに先を見通した内容に改訂される
ことが予想されたが、現行のままで変更がなかった。
しかし、文言こそ以前と変わりはなかったが、実際
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には今回の改訂により、学習指導や読書指導におい
て学校図書館の果たす役割は一層重要なものとなっ
た。
　今回の改訂では、以下の三点を基本方針とした。
①教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏

まえ「生きる力」を育成すること。
②知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の

育成のバランスを重視すること。
③道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健

やかな体を育成すること。
　この内の②の方針を受けて、総則の「指導計画の
作成等に当たって配慮すべき事項」に「各教科等の
指導に当たっては、児童の思考力、判断力、表現力
等をはぐくむ観点から、基礎的・基本的な知識及び
技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言
語に対する関心や理解を深め、言語に関する能力の
育成を図る上で必要な言語環境を整え、児童の言語
活動を充実すること」（下線は筆者）とした（3）。これ
を受けて各教科においても各種の言語活動を行うこ
ととなり、学習指導要領解説の総則編では、前述②
の思考力・判断力・表現力等を育むために各教科に
おいて「記録、要約、説明、論述といった学習活動
に取り組む必要がある」とした（4）。
　総合的な学習の時間は、時間数こそ減ったが、旧
学習指導要領での総則の一部としての扱いから、独
立した章に格上げとなった。総合的な学習は教科横
断・総合的な学習や探究的な学習であり、まさに学
校図書館を必要とするものである。
　これからは各教科・領域で全校の教員が言語活動
の指導を行うことになる。これを教科書だけで行う
ことは困難であり、豊富な図書を有する学校図書館
が各教員をサポートすることになる。文部科学省は、
2009 年度からの「学校図書館の活性化推進総合事業」
の一つとして「教員のサポート機能強化に向けた学
校図書館活性化プロジェクト」を行っている。これ
は学校図書館に教員用の図書を用意するだけではな
く、司書教諭・学校司書が担任と協力して教材研究
や教材の作成を行ったり、教育実践上の有用な情報
を提供したり、そのためのスペースとして専用の教
材図書室やコーナーを設けたりすることの有用性を
調査するものである（5）。

学校図書館評価基準の活用
　これからの学習指導や読書指導には、教科書や
ICT だけではなく、学校図書館の活用が欠かせない。
その前提条件として、学校図書館の環境が整備され
ている必要がある。学校図書館メディア、施設・設
備等のハードの面は各種の基準で整備できるが（6）（7）、

経営・運営等のソフトの面は学校図書館担当者の経
験やこれまでの慣習等で行っていた感が強い。これ
からの学校図書館は従来の運営だけではなく、組織
を経営（マネジメント）する視点が必要となる。近年、
経営学の手法である PDCA サイクルが学校経営にも
取り入れられてきた。そのサイクルでは評価（Check）
が重要となる。評価のための標準的な基準として全
国学校図書館協議会により「学校図書館評価基準」
が 2008 年に作成された（8）。この基準の作成に携わっ
た須永は、学校図書館の経営・活動・環境などの改
善点を提案し、サービスの向上を目的とする、と基
準の作成意図を述べている（9）。この基準で各項目を
数値化することにより、弱点、課題等を客観的にと
らえることができ、今後の年間経営計画や改善計画
に役に立つものと期待されている。

学校図書館の情報化
　情報技術の発展と共にコンピュータの高性能化、
小型化、低廉化及び高速・大容量通信網の普及が進
み、社会の情報化が一挙に進展した。2008 年末の我
が国のインターネット利用人口普及率は 75.3％であ
り、まさに国民の大部分がインターネットを利用し
ていることになる（10）。
　教育の面においても情報化が進むことになった。
1999 年に産学官の体制で新しい産業を生み出す大胆
な技術革新に取り組むミレニアム・プロジェクトが
立ちあがった。その中の一つが「教育の情報化」で
ある。2005 年度までに全ての学校がインターネット
にアクセスでき、校内 LAN が整備され、全ての学級
のあらゆる授業で教員及び生徒がコンピュータを活
用できる環境の整備を目指すことになった（11）。
　こうした施策の下、学校図書館においても情報化
が図られた。当初は高等学校で学校図書館の事務処
理を主な目的としてスタンドアロンでコンピュータ
の導入が始まった。次いで、インターネットの利用
と校内 LAN の整備も進み、コンピュータ室だけでは
なく、学校図書館にも情報コンセントが設置されて
きた。
　文部科学省は学校図書館の蔵書のコンピュータ管
理等の実証研究を目的とする、以下のような学校図
書館の情報化を進展させる施策を展開した。
①「学校図書館情報化・活性化モデル地域事業」（1995

～ 2000 年度）
②図書等の共有化を研究する「学校図書館資源共有

型モデル地域事業」（2001 ～ 2003 年度）
③学校図書館のネットワーク化を目指す「学校図書

館資源共有ネットワーク推進地域事業」（2004 ～
2006 年度）
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　これらの一連の施策により、学校図書館担当者が
持つ、学校図書館にコンピュータが置かれることに
対する違和感が払拭されていった。
　コンピュータの用途は、小中学校では貸出・返却、
資料検索、蔵書点検が多く、高等学校はインターネッ
トの利用が最も多い。これからの学校図書館はレファ
レンス用資料を中心にインターネットにより情報資
源にアクセスすることが多くなるが、小中学校の現
状では、まだ環境が整っているとは言い難い。全国
学校図書館協議会の行った 2008 年度の調査（12）によ
ると、学校図書館においてコンピュータを導入して
いる学校の割合は、小学校 52.0％、中学校 57.5％、
高等学校 89.6％であり、小中学校での導入が遅れて
いる。1 校あたりのコンピュータの平均台数は、小
学校 1.7 台、中学校 1.8 台、高等学校 3.8 台と少ない。
導入が遅れている原因の第 1 位は予算不足、第 2 位
は専任の図書館担当者がいないこと（高校を除く）
をあげている。学校図書館の情報化においても「人」
の問題が隘路になっていることがわかる。
　学校図書館では従来、学校図書館の利用法を指導
する「利用指導」が行われてきたが、これからは学
校教育において一層重視されてきている情報活用能
力の育成が大きな課題となる。教科等で情報活用能
力の育成指導を行うのは各教員だが、司書教諭・学
校司書は、その指導法を各教員に伝えたり、チーム・
ティーチング（TT）として共に指導したりする。し
かし、学校図書館として児童生徒への指導法、教員
への支援の方法についてはまだ十分確立しておらず、
学校現場で実践が積み重ねられているところである。
堀川らは、これらに対応するために司書教諭は常に
情報に関する新しい知識、技術を評価し取り入れる
ことの重要性を指摘している（13）。これまで図書を中
心に経営・運営をしてきた学校図書館にとっては、
社会の情報化に遅れて対応するのではなく、先取り
した形で行うことが要求されることになる。

（全国学校図書館協議会：森
もり

田
た

盛
もり

行
ゆき

）

（ 1 ）中央教育審議会 . 我が国の高等教育の将来像（答申）. 2005, 
189p. 

　　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/
toushin/05013101.htm, （参照 2009-10-13）.

（ 2 ）文部科学省 . “ 第１章　総則 ”. 小学校学習指導要領 . 東京書
籍 , 2008, p. 17. 

　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/
syo/sou.htm, （参照 2009-10-13）.

（ 3 ）文部科学省 . “ 第１章　総則 ”. 小学校学習指導要領 . 東京書
籍 , 2008, p. 16. 

　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/
syo/sou.htm, （参照 2009-10-13）.

（ 4 ）文部科学省 . “ 第１章　総説 ”．小学校学習指導要領解説　
総則編 . 東洋館出版社 , 2008, p. 2. 

　　http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
micro_detail/__icsFiles/afi eldfi le/2009/06/16/1234931_00
1.pdf, （参照 2009-10-13）.

（ 5 ）文部科学省 .“16. 学校図書館の活性化推進総合事業（新規）”. 文

部科学省事業評価書 －平成 21 年度新規・拡充事業等－. 2008, 
p. 69-74. 

　　http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100105/020.
htm, （参照 2009-10-13）.

（ 6 ）“ 学校図書館メディア基準 ”. 全国学校図書館協議会 . 
　　http://www.j-sla.or.jp/material/kijun/post-37.html, （ 参 照 

2009-10-13）.
（ 7 ）“ 学校図書館施設基準 ”. 全国学校図書館協議会 .
　　http://www.j-sla.or.jp/material/kijun/post-38.html, （ 参 照 

2009-10-13）.
（ 8 ）“ 学校図書館評価基準 ”. 全国学校図書館協議会 .
　　http://www.j-sla.or.jp/material/kijun/post-44.html, （ 参 照 

2009-10-13）.
（ 9 ）須永和之 . 学校図書館評価基準（成案）策定について . 学校

図書館 . 2008, （699）, p. 47-48.
（10）“ 平成 20 年通信利用動向調査の結果（概要）”. 総務省 . 
　　http://www.soumu.go.jp/main_content/000016027.pdf, （参

照 2009-10-13）.
（11）“ ミレニアム・プロジェクト（新しい千年紀プロジェクト）

について ”. 首相官邸 . 
　　http://www.kantei.go.jp/jp/mille/991222millpro.pdf, （参照 

2009-10-13）.
（12）全国学校図書館協議会研究・調査部 . 2008 年度学校図書館

調査報告 . 学校図書館 . 2008, （697）, p. 51-53.
（13）堀川照代ほか編 . インターネット時代の学校図書館 . 東京電

機大学出版局 , 2003, 173p.

CA1699■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「読みやすい図書のための IFLA 指針」の

改訂について

1．はじめに
　1997 年に、「読みやすい図書のための IFLA 指針」

（IFLA Guidelines for Easy-to-Read Materials；以下
「IFLA 指針」という）（1）が、LSDP（Library Serving 
Disadvantaged Persons Section―利用において不利
な立場にある人々への図書館サ－ビスに関する分科
会）（2）より発行された。この指針は、同分科会の常任
委員会委員であったスウェーデンの「読みやすい図
書センター」の所長であるブロール・トロンバッケ

（Bror Tronbacke）を中心として作成された。
　この IFLA 指針は、「読みやすい（easy-to-read）（3）」
という概念を利用する 2 つの形態の出版を想定して
いる。１つはオリジナルがあるものを対象者の読む
レベルに合わせて、翻案をする出版である。もう１
つは、最初から対象者に合わせた内容で、読みやす
く書き下ろしをする出版である。トロンバッケの「読
みやすい図書センター」の出版物を見るとこの 2 つ
の異なった出版があることがわかる。前者は今まさ
に一般に読まれているものを読みたいという希望に
沿った出版であり、後者は読んで理解することが困
難な人々を対象に絞った内容が多い。
　「読みやすい」図書は、媒体も紙だけでなく、ラ
ジオやテレビ、そして電子媒体での出版にも有効で
ある。「読みやすい図書センター」では、2008 年ま
でに約 800 冊を出版しているが、そのうちの 670 冊
が TPB（スウェーデン国立録音点字図書館）により
DAISY 化（音声のみ）されている（4）。更にマルチメ
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ディア DAISY（CA1486 参照）による読みやすい電
子図書の出版の試み（5）も始まった。
　こうした状況の中で、2007 年に、LSN の常任委員
会において、上記指針の改訂の提案がなされた。最
初の発行から 10 年が経過し、インターネットや情報
技術の進展は目を見張るものがあり、紙以外の出版
方法に関して改訂が必要になってきたからである。
2009 年 8 月には、最終案が LSN 常任委員会に提出さ
れ、2009 年 11 月現在、審議中である。
　筆者は、デンマークのフリーランス図書館コンサ
ルタントであるギッダ・ニールセン（Gyda Nielsen）
と共にトロンバッケが行う改訂作業に参加した。そ
の経験を踏まえ , 今回の主たる変更点に焦点を当てな
がら IFLA 指針を紹介する。

2．「読みやすい（easy-to-read）」概念を支える理念
　この指針の基本となるのは、「すべての人が、文化、
文学及び情報に、それぞれ理解できる形でアクセス
できるというのが、民主主義的な権利である。」（6）と
する考え方である。今回の改訂にあたっては、前回
の指針にはなかった「国連障害者権利条約」（7）の理念
を取り入れている。この条約は、2006 年 12 月に国連
の総会で採択され、2008 年 5 月には、20 か国の批准
により、法的効力のある国際法になった。この条約
は障害のある人の基本的人権を促進・保護すること、
固有の尊厳の尊重の促進を目的としている。条約が
定める「合理的配慮」の中に指針が求める「読みや
すい」図書が含まれることは明らかである。

3．対象グループについて
　今回の改訂においては、障害に関する用語の変化
により、handicap という言葉はすべて disability に
変更されている。また、ADHD（注意欠陥多動性障
害）、アスペルガー症候群、レット症候群、そして認
知症など最近一般的に認知されるようになってきた
障害も新指針に追加された。
　なお、トロンバッケの図書センターにおける「読
みやすい」図書の出版を見てみると、圧倒的に、読
みに問題がある成人および青年のための図書に集中
している。しかし、何らかの理由で読みやすいテキ
ストを必要としている人たち、例えば、移民・小学
生など語学力あるいは読む能力が不十分で、一定期
間、この種の図書が役に立つ人々も指針が対象とす
るグループである。

4．電子媒体を利用した読みやすい図書
　前述のように、今回の改訂の中心は、｢読みやす
さ｣ をより効果的にする電子媒体の紹介となってい

る。そのひとつがマルチメディア DAISY である。
DAISY は当初、視覚障害者のために開発されたシス
テムであったが、現在は通常の印刷物を読めない障
害（print disability）がある人々に対して有効なデジ
タル録音図書の国際標準規格として、DAISY コンソー
シアム（8）によって開発・維持が行われている。
　新指針では言及されていないが、今後、こうした
技術を開発や活用することにより、最初から紙媒体
を利用することなく、かつ、さまざまなニーズに対
応した「読みやすい」マルチメディア電子図書の出
版も可能になると考えられる。

5．さいごに
　改訂された IFLA 指針においては、｢読みやすい｣
とは何かという概念に対する科学的な探究や実践的
な研究が必要であると述べている。トロンバッケを
中心とした国際的な「読みやすい」図書のネットワー
ク（9）も立ち上がっており、言語学や教育だけでなく、
障害やグラフィックデザインなど多分野にわたる研
究者の連携により「読みやすい」図書の共同研究が
進むと考えられる。
　また図書館の役割について、新指針では、すべて
の利用者にサービスを提供するべきであり、そのた
めに資料やサービスに関する利用案内、広報用ポス
ター、およびウェブ上の情報は、アクセシブルにす
るべきであると追記している。図書館員は、情報を
明確でわかりやすく表現する責任があることを認識
し、サービスを行う上でIFLA指針を活用してほしい。
　日本においては、2009 年 6 月に公布された「著作
権法の一部を改正する法律」（10）により、2010 年 1 月 1
日から一定の条件のもとで翻案も無許諾で可能とな
るので、｢読みやすい｣ 図書や情報に関する社会全体
の理解や取り組みの推進が期待される。
（日本障害者リハビリテーション協会：野

の

村
むら

美
み

佐
さ

子
こ

）

（ 1 ）Tronbacke, Bror I., ed. IFLA Guidelines for Easy-to-Read 
Materials. International Federation of Library Association 
and Institutions, 1997, 34p.

　　トロンバッケ , ブロール . 読みやすい図書のための IFLA
指針 . 日本障害者リハビリテーション協会情報センター訳 . 
2001, 34p. 

　　http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/easy/ifla.
html, （参照 2009-10-09）.

（ 2 ）LSDP は 2008 年 12 月、LSN（Library Services to People 
with Special Needs Section―特別なニーズのある人々への
図書館サービス分科会）に変更されている。

（ 3 ）「easy-to-read」の訳には、「やさしく読める」、「読みやす
くわかりやすい」などがあるが、ここでは「読みやすい」
と言う訳語で統一する。

（ 4 ）トロンバッケ , ブロール . “ 講演会「読みやすさ、わかりやす
さに向けたスウェーデンの取り組み」2008 年 5 月 29 日 ”. 日
本障害者リハビリテーション協会障害保健福祉研究情報シス
テム . 

　　http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/guideline/080529_
seminar_bror/bror.html, （参照 2009-10-09）.

（ 5 ）スウェーデンでの取り組み事例については以下の文献を参
照。
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　　Boqvist, Lena. “Nytt projekt: Elever testar text i talbocker”. 
Bibliotek for alla. 2008, （3）, p. 4-5. （Swedish）.

　　※日本語要約は、以下のウェブページを参照。
　　“ スウェーデンの事例　リーディングエー市の学校でマル

チメディア DAISY 図書を試用 ”. 日本障害者リハビリテー
ション協会障害保健福祉研究情報システム . 

　　http://www.dinf .ne. jp/doc/japanese/access/daisy/
sweden/example_index.html, （参照 2009-10-9）.

　　なお、国内でのマルチメディア DAISY 電子図書が付いた
読みやすい図書出版として以下がある。

　　ソールセン , ロッタほか . 赤いハイヒール：ある愛のもの
がたり . 中村冬実訳 . 日本障害者リハビリテーション協会 , 
2006, 59p.

（ 6 ）Tronbacke, Bror I., ed. IFLA Guidelines for Easy-to-Read 
Materials. International Federation of Library Association 
and Institutions, 1997, p. 2.

（ 7 ）“Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. 
United Nations. 

　　http://www.un.org/disabil it ies/default .asp?id=259, 
（accessed 2009-10-09）.

（ 8 ）DAISY Consortium.
　　http://www.daisy.org, （accessed 2009-10-09）.

（ 9 ）Easy-to-Read Network. 
　　http://www.easy-to-read-network.org, （accessed 2009-11-

14）.
（10）“ 著作権法の一部を改正する法律 ”. 文部科学省 .
　　http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__

icsFiles/afi eldfi le/2009/03/11/1251916_3_3.pdf, （accessed 
2009-10-09）.

Ref:
藤澤和子ほか編 . LL ブックを届ける . 読書工房 , 2009, 327p.

CA1700■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「偽学術雑誌」が科学コミュニケーションに

もたらす問題

　科学関係の大手出版社である Elsevier 社発行の The 
Australasian Journal of Bone and Joint Medicine はじ
め 6 誌が、2000 年から 2005 年の間に他の雑誌からの
転載論文を掲載し、かつ、その転載論文が医薬品メー
カーであるメルク社から資金を受けて研究された論
文であったにもかかわらずそのことを公表していな
かった、という事実が 2009 年 4 月から 5 月にかけて
発覚した（1）（2）。これに対し Elsevier 社は、十分な情
報開示をせずにふつうの雑誌論文のようにみえるよ
うな出版をおこなったことを謝罪し、今後情報開示
のルールを徹底することを明言した（3）。この事件はと
くに The Scientists 誌のウェブ版で多くの議論を呼ん
でいる。問題は、この雑誌が、ピアレビューされた論
文のようにみせかけてそれら転載論文を載せていたこ
と、および論文のスポンサーをきちんと公開しなかっ
た点である。このスキャンダルを、出版社の倫理の問
題として論じることは簡単である。しかし、本稿では、
この事件の提起する問題が学術コミュニケーションに
対してもつ意味、また学術コミュニケーションと社会
の関係など、科学コミュニケーションの側面から考え
てみたい。なおここで、学術コミュニケーションとは、
学者の共同体のなかに閉じられたコミュニケーション
を指し、科学コミュニケーションとは、学者の共同体

の境界をこえて、広く社会とのコミュニケーションを
ふくんだものを指す。
　まず学術コミュニケーションに対してもつ意味に
ついて考えてみる。本事実は、メルク社に対する
訴訟（メルク社製の薬 Vioxx 服用中に心臓麻痺で
死亡した患者に関する訴訟）のプロセスで明らかに
なった。そこで、世界医学雑誌編集者協会（World 
Association of Medical Editors）のメンバーである
イェリネク（George Jelinek）氏は、「かの出版物は、
メルク社によって資金供与され、かつメルク社の製
品に対しポジティブな結果を導く論文のみが掲載さ
れているにもかかわらず、ピアレビューされた論文
のように誤解されやすい状況だった」と証言した（4）。
つまり、情報を受け取る医師の側から言えば、医師
らは、医薬品の使用を促進するようにデザインされ
た出版物を、まるでピアレビューされた論文誌かの
ように Elsevier 社から受け取っていたことになるの
である。これは、ピアレビューによって維持されて
いる真面目な医学雑誌群に対する侮辱であると同時
に、学術コミュニケーションにおいてピアレビュー
がもっている認知的権威（学者集団のなかである見
解や考え方が幅広く用いられ、権威をもったものと
して考えられていることを指す）を汚す行為である。
問題の雑誌群には、編集委員会のもとで書かれたと
いう誤解を与えるような表現があったことから、ピ
アレビューされた論文が一つの認知的権威であるこ
とを逆手に利用していたことが示唆される。学術コ
ミュニケーションにおいて形成されていた信頼や認
知的権威を脅かすことになる行為といえよう。
　次に、学術コミュニケーションと社会の関係、ひい
ては科学と社会のコミュケーションの問題として捉え
てみよう。学術コミュニケーションのみならず、一
般社会においても、「ピアレビューのある雑誌に載っ
た論文は妥当性の保証がされている」という前提が共
有されている。ピアレビューされた論文は、社会に
おいても 1 つの認知的権威なのである。この事件は、
この前提および社会からの信頼や認知的権威に対し
てどのような意味をもつのだろうか。
　学術コミュニケーションと社会の関係を考える際、
本事件と韓国のファン（黄禹錫）らによる捏造事件

（CA1582 参照）とを比較してみると、興味深いこと
が明らかになる。2005 年の Science 誌上に載せた 2
本の論文がファンによる捏造であることが発覚した
際、ピアレビューの果たす役割についての議論が多
くまきおこった。Nature 誌のエディトリアルは、ピ
アレビュー（査読）システムは論文に書かれている
ことは事実であるという前提のもとに作動しており、
不正を検知するためにデザインされているわけでは
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ない、と明言している（5）。それに対し、NY タイム
ズ紙は、科学ジャーナルが虚偽の報告をふるいわけ
するゲートキーピング機能をもつことを期待する（6）。
このように、雑誌の内側（編集委員会）の考えるピ
アレビューの実態と、外側（刊行された雑誌論文を外
からながめる一般のひとびと）によるピアレビューの
受け取り方との間には、大きなギャップがあることが
示唆された。それに対し、今回の事件は、ひとびとの
ピアレビューへの信頼、研究者のピアレビューへの信
頼を逆手に利用していたという点は悪質ではあるが、
ファンの事件のときのように、ピアレビューのゲート
キーピング機能への疑いの目、あるいはピアレビュー
自体への根本的見直し、といった議論まではいってい
ない。出版社が守るべきこと（ピアレビューしてい
ない論文をピアレビューしたかのように装ってはい
けない、スポンサーがついていることは公開しなく
てはならない）を守っていなかったことが指摘され、
一連の議論はそのような出版社の行為を社会的に罰
することによって、実はピアレビューの認知的権威
を守ろうとしているように観察される。その意味で、
つまり出版社レベルの話で終えられる、という意味
ではファンらのケースよりは学術コミュニケーショ
ンに対して社会のもつ信頼へのダメージは軽症とい
えるかもしれない。
　これらの事件の提起する問題を、倫理の問題として
論じることは簡単である。たとえば、ファンのケース
は、投稿者の倫理の問題であり、今回の事件は、出版
社の倫理の問題である。しかし、科学コミュニケー
ションの問題として捉えると、より根源的な問いが
喚起される。ピアレビューによって生まれている認
知的権威を、ほんとうに不問のまま信頼してよいの
だろうか。雑誌の内側の考えるピアレビューの実態
と、外側によるピアレビューの受け取り方との間に
あるギャップをこのまま放っておいてよいのだろう
か、そもそも何故ピアレビューされた雑誌論文に認
知的権威が生まれているのだろうか、などの問いで
ある。Elsevier 社の倫理の問題として片付けるだけ
でなく、彼らを非難することによって守られている
科学コミュニケーション上のシステムとは何なのか、
という問いが喚起される。

（東京大学：藤
ふじ

垣
がき

裕
ゆう

子
こ

）

（ 1 ）“Elsevier published 6 fake journals”. The Scientist. 2009-
05-07. 

　　http://www.the-scientist .com/blog/display/55679/, 
（accessed 2009-10-15）.

（ 2 ）“Elsevier admits journal error”. FT.com. 2009-05-06. 
　　http://www.ft.com/cms/s/0/c4a698ce-39d7-11de-b82d-

00144feabdc0.html, （accessed 2009-10-15）.
（ 3 ）“Statement From Michael Hansen, CEO Of Elsevier's 

Health Sciences Division. Regarding Australia Based 
Sponsored Journal Practices Between 2000 And 2005”. 

Elsevier. 2009-05-07. 
　　http://www.elsevier.com/wps/find/authored_newsitem.

cws_home/companynews05_01203, （accessed 2009-10-15）.
（ 4 ）Hutson, Stu. Publication of fake journals raises ethical 

questions. Nature medicine. 2009, 15（6）, p. 598.
（ 5 ）Three cheers for peers. Nature. 2006, 439（7073）, p. 118. 
　　http://www.nature.com/nature/journal/v439/n7073/

full/439118a.html, （accessed 2009-10-15）.
（ 6 ）Wade, Nicholas et al. Researcher Faked Evidence of 

Human Cloning, Koreans Report. The New York Times. 
2006-01-10, A1.

CA1701■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
韓国の図書館における電子書籍の提供

1. はじめに
　図書館において、紙媒体資料のみならず、CD-
ROM などのパッケージ系電子資料、電子ジャーナル
などのネットワーク系電子資料が提供されるように
なって久しい。
　韓国では、電子書籍を提供・貸出している図書館
も多い。 以下では、韓国における電子出版事情（1）を
概観した後、図書館での電子書籍の提供（2）の現状に
ついて述べる。

2. 電子出版事情
　文化体育観光部（3）発行の「2008 文化産業白書 : 年
次報告書」（2008 문화산업백서 : 연차보고서）によ
ると、韓国の電子出版産業の市場規模は、2008 年で
5,551 億ウォンであり、2009 年には 5,786 億ウォンに
なると推定（4）されている。
　また、韓国ソフトウェア振興院（한국소프트웨어

진흥원）の調べ（5）では、ゲーム・デジタル放送・デ
ジタル音楽などを含むデジタルコンテンツ産業全体
に占める電子書籍業種の割合は、2007 年で約 0.5%で
あり、2008 年は 0.4％と推定されている。一方、電子
書籍業種の市場規模でみると、2008 年が 473 億ウォ
ンであり、2009 年は 506 億ウォンと予想されている。
デジタルコンテンツ産業全体に占める割合は依然低
いものの、電子書籍業種の市場規模は増加傾向にあ
るといえよう。
　韓国内の主な電子書籍業者として、これまでブッ
クトピア（북토피아）が主導的な役割を果たしてき
た（6）。ところが、2008 年に同社は出版社に対する著
作権料 58 億ウォンが支払えなくなり、不渡り危機に
陥った（7）。近年では、国内でも指折りの大規模書店
である教保文庫（교보문고）が「デジタル教保文庫」
を運営するなどして台頭してきている。教保文庫は、
このほか、マンション内の「電子図書館」事業（E487
参照）にも積極的に進出している。
　「2008 文化産業白書 : 年次報告書」によると、電子
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書籍業者の類型としては、電子書籍コンテンツ制作・
流通関連企業が 127 社と最も多く、ビューワー・パ
ブリッシャー関連技術業者や DRM（デジタル著作権
管理）業者等のソリューション企業が45社であった（8）。
　電子出版物の発行状況をみると、2008 年までの累
積数で、電子書籍 355,424 種、CD/DVD の教育用電
子出版物 17,919 種、学術論文が 1,718,137 編、電子雑
誌およびウェブマガジンが 2,369 種、オーディオブッ
クが 20,872 種、電子辞書が 471 種発行されている（9）。
　電子書籍リーダーについては、パソコン、PDA か
ら専用ソフトを用いるのが中心である。電子書籍用
の携帯端末は各社が開発していたが、具体的なサー
ビスには至っていなかった（5）。その中で、サムスン
電子（삼성전자）が、2009 年 7 月 31 日に電子書籍用
の携帯端末の販売を開始した（10）。この端末では、前
述の教保文庫が提供する 2,500 種のコンテンツが利用
できる（11）。今後も、オンライン書店であるイエス 24

（예스 24）とアラジン（알라딘）が共同で法人を設立
して専用端末の販売及び電子書籍サービスを開始す
る予定であるとともに、別のオンライン書店のイン
ターパーク（인터파크）も、専用端末を通じて同様
のサービスを開始すると発表している。携帯電話会
社も、電子書籍サービスを検討している（12）など、今
後の展開が注目される。
　韓国政府の電子出版物政策として、文化観光部（現
在の文化体育観光部）では、2004 年に電子出版の納本・
認証システム（13）を構築したほか、紙の出版物と同様
にオンライン電子出版物に対して付加価値税を免税
するなどして、電子出版を推進してきた（14）。その結果、
2008 年までに累計 365,220 件の電子出版物が認証さ
れた。また、韓国電子出版協会に補助金を出し、「優
秀 u-book 制作支援事業」を、毎年行っている（15）。

3. 図書館での電子書籍の提供と利用の実際
3.1. 国立中央図書館
　国立中央図書館では、同館のウェブサイト（16）上の
情報によると、所蔵資料をデジタル化したもののほ
か、民間業者が構築した電子書籍を含むデータベー
スを購入し、同館内のみならず、韓国複写伝送権協
会と著作権契約を締結した公共図書館へもサービス
している。
　契約を締結した公共図書館で利用する場合、検索
や書誌情報照会はどの端末でも可能だが、全文を閲
覧できるのは指定された端末のみである。また、大
学図書館や行政資料室では、このサービスは利用で
きない。
　このように、国立中央図書館が主導し、全国の公
共図書館に電子書籍の利用を促進しているのが特徴

的である。

3.2. ソウル大学校中央図書館
　ソウル大学校中央図書館（17）では、電子書籍の検索
は一般資料の蔵書検索（OPAC）画面から可能である。
電子書籍のみの絞り込み検索もできるほか、書誌詳
細から全文へのリンクも張られている。また、契約
会社ごとのサイト（18）もあり、電子情報のページから
リンクされている。
　電子書籍の利用について、ログインが必要な業者
のコンテンツとそうでないものがある。学外から利
用する際には、どの業者のコンテンツでもログイン
が必要である。閲覧方法についても、一人 5 冊まで
5 日間などと、期間が定められているものもあれば、
期間を定めず、アクセスする都度ダウンロードして
閲覧するものもある。

3.3. 大学生を対象としたアンケート調査
　電子書籍がどのように利用されているのか、利用
者の側からみるために、ここでは、チャン・ヘラン

（장혜란）が行ったアンケート（19）の結果を紹介する。
これは 2006 年 10 月に、韓国のある大学の学生 466
名を対象に実施された、電子書籍をどのように利用
しているかについてのアンケートである。まず、電
子書籍を利用したことがあると回答した学生は 136
名（29.2％）であった。その経路を複数回答可で尋ね
たところ、図書館から借りる：52 名（38.2%）、ポー
タルサイトから購入：33 名（24.3%）、電子書籍供給
業者から購入：25 名（18.4%）、オンライン書店から
購入：11 名（8.4%）などであった。また、どのよう
な媒体で見るかについて、複数回答で尋ねたところ、
パソコンで閲覧：116 名（85.3%）、PDA：9 名（6.6%）、
電子書籍専用リーダー：9 名（6.6%）、携帯電話：9
名（6.6%）などであった。
　電子書籍の利用にあたっては、図書館経由もしく
はインターネットのポータルサイトを経由している
学生が多数派であることが分かる。また、閲覧には、
パソコンを利用する場合が大半を占めている。

3.4. 国民読書実態調査
　文化体育観光部は「国民読書実態調査」を毎年実
施している。2008 年は、9 月から 10 月にかけて、韓
国内の 18 歳以上の成人男女 1,000 名と小学校 4 年生
から高校生まで（以下「生徒」）の 3,000 名を対象とし、
読書実態・読書傾向・図書入手経路などについてア
ンケートを実施している。以下では、電子書籍に関
する設問の結果を紹介したい（20）。
　まず、電子書籍サイトを利用している者の比率は、
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成人で 4.2%、生徒で 14.8%であった。利用している
と答えた者にどの媒体で電子書籍を利用するかにつ
いて尋ねたところ、成人は、デスクトップパソコン
が 73.8%で最も高く、次いでノートパソコン 9.5%、
携帯電話、PDA、電子辞書がそれぞれ 4.8%であった。
生徒は、デスクトップパソコンが 63.6%で最も高く、
次いで電子辞書 11.7%、携帯電話 11.5%であった。
　一方、電子書籍を利用するための手段について、成
人は、オンライン書店 35.7%、ポータルサイト 31.0%、
公共機関の電子図書館 11.9%、電子書籍専門サイト
9.5%、公共図書館の電子図書館 7.1%の順であった。
生徒は、ポータルサイト 36.4%、オンライン書店
19.1%、電子書籍専門サイト 16.9%、学校の電子図書
館 8.5%、公共図書館の電子図書館 5.4%の順であった。
　以上のように、電子書籍の利用率は、成人より生
徒のほうが高かった。利用する媒体は、成人・生徒
とも圧倒的にパソコンが多いが、生徒は電子辞書や
携帯電話を通じての利用もある。どのような経路で
利用するかについては、成人・生徒とも、オンライ
ン書店やポータルサイト経由が多く、公共機関・公
共図書館および学校の電子図書館を利用する比率は、
高くなかった。

3.5. 大邱・慶北地域の公共図書館・大学図書館での
調査

　次に、具体的に図書館におけるサービスの状況を
確認するため、チョン・ジンハン（정진한）ほかが
行った、韓国南東部に位置する大邱・慶北地域の図
書館における電子書籍利用状況調査の結果（21）を紹介
する。これは、2007 年 5 月に、アンケートを送付・
回収し、さらに電子書籍担当司書にインタビューを
行ったものである。アンケートの結果、同地域にあ
る図書館 111 館のうち、電子書籍を導入しているの
は全体の 49.54%にあたる 55 館であり、そのうちの
34 館に対してインタビュー調査をしている。内訳は
4 年制大学図書館 11 館、2 年制短大図書館 8 館、公
共図書館 15 館である。主な質問と集計結果は以下の
ようなものであった。

a. どの業者の電子書籍を導入しているか（複数回答）
　ブックトピア：79.41%、バロブック（바로북）：
50.00%、教保文庫：20.58％、ヌリメディア（누리미

디어）：11.76%、韓国学術情報：8.82%、NetLibrary（米
国）：20.58%、Safari（米国）：14.70％

b. 電子書籍蔵書数
　１館あたり平均 9,662 冊。4 年制大学平均 8,939 冊、
2 年制短大 10,662 冊、公共図書館 9,659 冊。

c. 電子書籍貸出状況
　貸出冊数は１館あたり一日平均 8.82 冊。4 年制大
学平均8.86冊、2年制短大5.56冊、公共図書館10.53冊。
　館種別で貸出の多い分野順にみると、4 年制大学は
1）文学、2）外国語、3）経済、2 年制大学は、1）文
学、2）子ども、3）経済、公共図書館は、1）文学、2）
子ども、3）経済であった。

d. サービス提供方法
　電子書籍提供業者のホームページへのリンクのみ
提供が 50.00%、所蔵資料と統合検索できるものが
50.00%。公共図書館の場合、73.33%がリンクのみ提供。
　
e. 電子書籍整理状況
　目録作成している 64.70%、していない 35.29%。

f. 同一の本が冊子体と電子書籍とあった場合の利用
者対応
　冊子体を薦める 79.41%、電子書籍を薦める 2.94%、
どちらとも意識しない 17.64%。

　a. から、韓国内の業者と多数契約していることが
分かる。b. から、蔵書数は冊子体よりかなり少ない
ものの、平均で１万冊近く所蔵していることが分か
る。c. から、どの館種も文学分野の利用が多いこと
が分かる。f. で、同内容のものがあった場合は、圧倒
的に冊子体を薦めていることが分かる。
　なお、電子書籍担当司書へのインタビューによる
と、電子書籍提供にあたっての問題点を改善するた
め、担当司書らは次のような指摘をしたという。即ち、
1）電子書籍への漠然とした不安を解消することが必
要、2）出版されたらすぐにコンテンツ追加できるよ
う電子書籍購入周期を短縮、3）紙媒体発行後電子媒
体発行という出版構造の改善、4）電子書籍利用の広
報、5）契約上義務的に 5 冊分購入する必要があるた
め高単価であり、業者へ改善要望が必要、などである。

4. おわりに
　韓国における電子書籍産業は、政府がその発展を
推進しているとともに、民間企業の側でも電子書籍
を図書館へ積極的に販売することで成長を遂げてき
た。しかし、もともと公共図書館の予算は出版点数
に対して貧弱であること（22）から、最近は市場拡大の
ため、個人向けの販売を強化している。
　図書館にとっては、3.5. で見たように、紙の書籍に
比べると、電子書籍が活発に利用されているとは言
い難いようである。ただ、韓国では、公共図書館へ
の「デジタル資料室」設置を推進するとともに、一
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部の学校図書館にも「デジタル資料室」の設置を進
めた（CA1578 参照）結果、インフラは整備されてい
るといえる。3.5. で電子書籍担当司書がインタビュー
で答えたように、追加周期を短縮してコンテンツの
充実を図り、電子書籍利用の広報といった利用活性
化策を工夫する等すれば、図書館における電子書籍
の利用が伸びる余地は大いにあるように思える。

（関西館総務課：田
た

中
なか

福
ふく

太
た

郎
ろう

）

（ 1 ）2005 年の韓国の電子書籍事情については E404 を、電子書
籍事情および図書館への電子書籍導入状況については、以
下を参照。

　　竹井弘樹ほか . 韓国におけるブロードバンド時代の電子ブッ
ク市場とハイブリッド図書館事情 . 医学図書館 . 2006, 53（4）, 
p. 361-367.

（ 2 ）韓国の図書館における電子書籍の導入実例報告については、
以下を参照。とくに後者は、非来館型電子図書館事情につ
いて詳述している。

　　竹井弘樹 . 韓国のネット利用と図書館情報化事情 . 情報の科
学と技術 . 2007, 57（1）, p. 26-33.

　　http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf
&id=ART0008120649, （参照 2009-11-03）.

　　竹井弘樹 . 日韓における電子図書館の違いはなぜ生じてい
るのか―日韓におけるハイブリッド図書館推進事情の比較
により考察―. 専門図書館 . 2008, 230, p. 20-26.

（ 3 ）「部」は日本の「省」に相当。
（ 4 ）문화체육관광부 . “ 제 4 장 콘텐츠 산업 부문별 성과 및 전망 ”. 

2008 문화산업백서 : 연차보고서 . 2009, p. 361-362.
（ 5 ）한국소프트웨어진흥원 . 2008 년도 국내 디지털콘텐츠산업 

시장조사 보고서 . 2009, 314p.
（ 6 ）舘野晰 . “5　IT 大国・韓国の電子出版 ”. 韓国の出版事情（2008

年版）. 出版メディアパル . 2008, p. 20-21. 
（ 7 ）황세림 . 북토피아 , 미자급 저작권료 58 억 원 ?. 출판저널 . 

2009, 398, p. 24-29. 
（ 8 ）문화체육관광부 . “ 제 4 장 콘텐츠 산업 부문별 성과 및 전망 ”. 

2008 문화산업백서 : 연차보고서 . 2009, p. 361-362.
（ 9 ）문화체육관광부 . “ 제 4 장 콘텐츠 산업 부문별 성과 및 전망 ”. 

2008 문화산업백서 : 연차보고서 . 2009, p. 362.
（10）삼성전자 . 삼성전자 - 교보문고 , 전자종이 단말기로 국내 전

자책시장 활기 불어 넣어 . 2009-07-27. http://www.samsung.
com/sec/news/newsRead.do?news_seq=14177, （参照 2009-
11-03）.

（11）구본권 . 삼성 , 전자책 시장 진입 /31 일부터 단말기 판매 . 
한겨레 . 2009-07-28, 17 面 .

（12）최현미 . 전자책의 미래 ‘ 콘텐츠 ’ 에 달렸다 . 문화일보 . 
2009-08-03, 24 面 .

（13）デジタル化されたデータを電子媒体に収録した出版物（オ
ンラインのみのものも含む）に、EP マークおよび ECN 番
号を付与し、電子出版物の効率的な製作、流通、利用を促
進するためのシステム。韓国電子出版協会内の韓国電子出
版物認証センターが窓口になっている。

（14）付加価値税法第 12 条により、図書・新聞・雑誌等は免税に
なっている。

（15）문화체육관광부 . “ 제 4 장 콘텐츠 산업 부문별 성과 및 전망 ”. 
2008 문화산업백서 : 연차보고서 . 2009, p. 368-369.

（16）국립중앙도서관 . http://www.nl.go.kr, （参照 2009-11-03）.
（17）서울대학교중앙도서관 .
　　http://library.snu.ac.kr, （参照 2009-11-03）.

（18）例えば、以下のようなサイトがある。
　　BookRail. http://www.bookrail.co.kr/, （参照 2009-11-03）.
　　KSI eBook. http://ebook.kstudy.com/, （参照 2009-11-03）.

（19）장혜란 . 대학생의 웹기반 전자책 이용에 관한 연구 . 情報管
理學會誌 . 2006, 23（4）, p. 233-256.

（20）문화체육관광부 , 2008 년 국민 독서실태 조사 . 2008, 490p.
（21）정진한ほか . 도서관에서의 전자책 관리와 서비스 방안에 관

한 연구 ‒ 대구 경북지역 도서관을 중심으로 -. 정보관리연
구 . 2007, 38（3）, p. 31-58.

（22）2008 年度の図書館 1 館あたりの年間資料購入費は 7,428 冊
分であり、出版点数 41,094 冊と比べて 18%に過ぎない。

　　한국도서관협회 . 2008 한국도서관연감 . 2009, 874p.



カレントアウェアネス　NO.302（2009.12）

12

CA1702■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Google Book Search クラスアクション
（集合代表訴訟）和解の動向と
わが国の著作権制度の課題

1. Google Book Search の衝撃
　2008 年 10 月、Google と米国の作家団体・出版団
体等との間で争われた、Google Book Search（Google
ブック検索）をめぐる著作権侵害訴訟の和解案が世
界中の出版社・作家を揺るがせた。この和解案が裁
判所にそのまま承認された場合、和解に異議を申し
立てなかった著作権者は Google に書籍等をデジタル
化され、ウェブ上に提供される可能性があったから
である。
　Google Book Search とは、検索エンジンの Google
ウェブ検索でウェブサイトを探す場合と同様に、検
索ボックスに利用者が探しているキーワードやフレー
ズを入力するだけで、書籍を検索することができるよ
うにしたものである（1）。著作権法上、書籍のデジタ
ル化とウェブサイトでの提供などには著作権者の了
解が必要であることから、了解なく行われた場合に
は著作権侵害が問題になる可能性がある。また、こ
の和解案は米国内の訴訟によるものであるにもかか
わらず諸外国の著作権者にも影響を与えたが、これ
は米国のクラスアクションという訴訟制度と、著作
権の国際条約であるベルヌ条約（文学的及び美術的
著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約）が
関係している。
　そこで本稿では、Google Book Search に係る米国
の訴訟の経緯と和解案（原案及び修正案）を紹介し
た上で、この和解案に対する米国、欧州、わが国の
動向と、今後の課題について考察する。

2. 訴訟の経緯
　Google は 2004 年 12 月に、主に出版社と協働した
書籍デジタル化プロジェクト “Google Print” を拡張
して、ハーバード大学図書館・スタンフォード大学
図書館・ミシガン大学図書館・オックスフォード大
学図書館・ニューヨーク公共図書館の 5 館と、蔵書
をデジタル化して Google から検索できるようにす
る旨合意したと発表した（2）。この “Google Print” が
後に Google Book Search となり（3）、さらに “Google 
Books” と名称を変更した（4）。この事業では、図書館
に所蔵される書籍の電子データベースを作成し、サイ
トにアクセスして書籍を検索すると、「全体表示」（Full 
View）、「限定プレビュー」（Limited Preview）、「ス
ニペット表示」（Snippet View）、「プレビューを利用

動向レビュー

できません」（No Preview Available）（書籍の基本
情報のみ）のいずれかの画面が表示される（5）仕組み
となっている。
　Google Book Search は、出版社や著作権者の販売
書籍をデジタル化する Partner Program（パートナー
プログラム）と、図書館の蔵書をデジタル化して提
供する Library Project（図書館プロジェクト）の 2
つの計画からなる（6）。著作権法の観点から見ると、
Partner Program においては、Google が書籍の著作
権を管理している出版社の許諾を得た上で、その書籍
の全文をスキャンし、Google のサーチ・データベース
に保存することとしているため、基本的には著作権法
上の問題は生じないと考えられる。一方で、Library 
Project については、著作権が存続している書籍に対
して、「第 1 に、Google のサーチ・データベースに
書籍のフルテキストを蓄積することに関して、第 2
に、ユーザーの検索要求に対応して、蓄積している
テキストから数行の文章をユーザーに提示すること
に関して、著作権侵害問題が惹起されることになる」
との指摘がある（7）。このような状況を背景に、米国
内では大学出版社協会（AAUP）（8）や米国出版社協
会（AAP）（9）などの出版関係団体から Google に対し
て、Library Project の著作権侵害の問題点の指摘や、
事業の中止を求める声明が出された。これを受けて
Google は、2005 年 8 月に、著作権保護期間内の書籍
で出版社が Library Project へのデータ蓄積を希望し
ないものについては、デジタル化を一時中止する声
明を出した（10）。
　その後、米国作家協会（Authors Guild）等が 2005
年 9 月 20 日に（11）、AAP の会員である McGraw-Hill 
Companies、Pearson Education、Penguin Group、
Simon & Schuster、John Wiley and Sons の 5 つの
出版社が同年 10 月 19 日に（12）、Google を被告として、
事業の差止命令などを求めてニューヨーク南部地区
連邦地方裁判所に訴えを提起した（13）。このうち米国
作家協会等による訴えは、米国特有のクラスアクショ
ンによる訴訟（集合代表訴訟）であった。
　クラスアクションとは、共通点をもつ一定範囲の
人びと（クラス）を代表して、一人または数名の者が、
全員のために原告として訴えまたは被告として訴え
られるとする訴訟形態で、判決の効果が訴訟に関与
していない者を含め、クラスのメンバー全員に及ぶ
点に特徴がある（14）。米国作家協会等による訴訟では、
ミシガン大学図書館に所蔵されている書籍の著作権
者のすべてをクラスの構成員としていた（11）。このよ
うなクラスアクションは、訴訟に参加した当事者間
にのみ確定判決の効果（既判力）が及ぶことを原則
とするわが国の民事訴訟制度とは大きく異なる。
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　作家・出版社側によるいずれの訴えにおいても、
図書館所蔵資料を著作権者に無断でデジタル化して
ウェブ表示により提供することは、著作権侵害に当
たると主張している。これに対して Google 側はこれ
らの訴訟の答弁書（15）（16）や公式ブログ（17）などにおい
て、Library Project で行っているデータベース化や
画面表示については著作権者の了解が不要であるこ
と、著作権者等からの申立てがあれば書籍の情報を
削除していることや、Library Project での利用が米
国著作権法第 107 条（17 U.S.C. Sec.107）で規定され
ている「フェア・ユース」に当たることなどを理由に、
作家・出版社側の主張を否定した。
　その後 2008 年 10 月 28 日に、米国作家協会、AAP、
Google の間で、Google Book Search による著作権侵害
訴訟の和解契約書（SETTLEMENT AGREEMENT）（18）

の原案が作成され、ニューヨーク南部地区連邦地方裁
判所によって予備承認された。このクラスアクション
和解に関する情報は、和解管理者が用意したウェブ
サイト「Google ブック検索和解」（19）で公開・更新され、
英語以外にも日本語を含めた数十か国語で提供され
ている。

3. クラスアクション和解原案の内容
　本件のクラスアクション和解契約書原案では、訴
訟に実際に参加した作家、出版者等だけではなく、
訴訟に関与していないクラスの構成員に当たるとさ
れた者についても、和解からの離脱（opt out）を裁
判所に表明しない限り拘束される（20）。さらに著作権
侵害訴訟としての特質から、わが国や米国を含む多
数の国々が加盟する著作権国際条約のベルヌ条約が
大きく影響した。すなわち、加盟国の国民である作
家は、他の加盟国においてもその国の国民である作
家と同等の保護を受け（内国民待遇・第 5 条第 1 項）、
そのような保護は加盟国での著作権登録を必要とし
ないため（第 5 条第 2 項）、日本国内で作成・発行さ
れた出版物についても米国著作権法で保護され、米
国の著作権者として、クラスの一員になる可能性が
あった。この点、担当裁判所による和解通知書では

「米国以外の国の市民や、その国にお住まいの権利所
有者の方は、（a）あなたの書籍が米国内で出版され
ている場合、（b）あなたの書籍が米国内で出版はさ
れていないが、あなたの国がベルヌ条約に加盟して
いるために米国と著作権関係がある場合、または、（c）
書籍の出版時にあなたの国が米国と著作権関係を持
っていた場合は、米国の著作権を所有している可能
性があります」と記載されていた（21）。
　和解原案の対象は、2009 年 1 月 5 日（和解の通知
開始日）以前に出版された書籍や、書籍等に含まれ

ている「挿入物」などについて、米国著作権法上の
著作権を有する、すべての著作者、出版社、それら
の権利承継者（相続人など）であった。和解原案に
おける「書籍」（Book）とは、2009 年 1 月 5 日以前
に、ハードコピーの形で綴じられた紙に、筆記また
は印刷されたもので、著作権者の了解を得て公に出
版、頒布、アクセス可能なものであるが、新聞・雑
誌等の定期刊行物、個人的書面、楽譜等、米国著作
権法上でパブリックドメインのもの、米国政府刊行
物等は、含まれないとされた。また「書籍」等に含
まれるもののうち、まえがき、あとがき、エッセイ、詩、
引用、手紙、歌詞、他の書籍からの抄録等のテキス
ト、児童図書のイラスト、楽譜、図表等については

「挿入物」（Insert）として和解の対象になるが、写真、
児童図書以外のイラスト、地図、絵画等の画像作品、
パブリックドメインであるものは含まれないとされ
ていた（18）。
　和解原案によって、作家、出版社などの権利者が
得る利益は次のとおりであった（22）。
① Google の電子書籍データベース定期購読の売上、

書籍へのオンラインアクセスの売上、広告収入及
びその他の商業利用から得られる収入の 63％。

② Google から徴収した収入を著作権所有者に配当
する版権レジストリを創設および維持するため、
Google から支払われる 3,450 万ドル。

③ Google による作品の利用可否、またその利用範囲
を決定する、著作権所有者の権利。

④ 2009 年 5 月 5 日以前に許可なく Google がデジ
タル化した書籍および挿入物の著作権所有者に
Google が支払う 4,500 万ドル。

　以上の利益を権利者として受け取るには、本件和
解に基づく申立てを 2010 年 6 月 5 日までに行い、版
権レジストリのアカウントを作成する必要があると
説明されていた（23）。
　本件和解原案が有効となった場合、Google は和解
の対象となった書籍等については、デジタル化と以
下の利用が可能になるとされた。
①表示使用（Display Uses）：アクセス使用、抜粋表示、

プレビュー表示、前付け表示等（18）。
②非表示使用（Non-Display Uses）：内容を表示しな

い全文検索、目録情報の表示等。
③広告使用（Advertising Uses）：プレビュー、抜粋、

検索結果表示等のページへの広告挿入。
④ 完 全 参 加 図 書 館 に よ る 利 用（Uses by Fully 

Participating Libraries）：書籍を提供した図書館
における、提供データ分の公益的利用。

⑤リサーチコーパス（Research Corpus）：ホストサ
イト等による、言語学、自然言語処理等の研究目
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的利用。
　このうち、①の表示使用については、市販されて
いない書籍については Google が原則として無断で行
える（18）ことから、市販されている書籍（Commercially 
Available）の意味がわが国で問題となったが、クラ
スアクションの原告側から、日本で商業的に刊行さ
れ米国で購入することができるものであれば市販中
とみなされるとの回答があった（24）。

4. クラスアクション和解原案提示後の展開
4.1. クラスアクション和解手続の進捗状況
　クラスアクションの和解案が有効となるには、米
国連邦民事訴訟規則で、裁判所は和解に拘束される
ことになるすべてのクラスの構成員に対する合理的
な方法による告知をしなければならないと規定され
ている（25）。そのため、2009 年 1 月 5 日から和解原案
にしたがって法定通知が全世界でなされた。わが国に
おいては同年 2 月下旬頃に新聞紙上等で掲載され（26）、
また同時期に和解管理者から出版社等に和解通知が
されたことから、話題となった。
　和解原案からの離脱表明または異議申立てなどの
期限は幾度か変更され、最終的に 2009 年 9 月 4 日（異
議申立てと意見書の提出については、2009 年 9 月 8
日午前 10 時（27））となった。また和解案が有効となる
には、裁判所で本和解案の妥当性や、これに対する
意見や異議申立てを検討するための公正公聴会を開
催した上で承認される必要があるが、米国司法省の
指摘を受けて和解案の変更を検討していた米国作家
協会、AAP 側からの要請などにより公正公聴会の開
催が延期された（28）。2009 年 11 月 13 日に和解契約書
の修正案（29）の提出や、その予備承認と補足通知書（30）

の承認の申請が行われ、同月 19 日に予備承認された。
最終的な公正公聴会は、2010 年 2 月 18 日に開催され
ることになった（31）。

4.2. 国内外の関係者の動向
　本件和解原案は、わが国の作家、出版社等に大き
な動揺を与え、様々な対応が見られた。関係団体の
うち、作家団体の日本文藝家協会は和解原案の受入
れを表明（32）した一方で、別の作家団体である日本ペ
ンクラブ（33）、日本ビジュアル著作権協会（34）や出版社
関係の出版流通対策協議会（35）、写真家団体の日本写
真家協会（36）等が和解原案の拒否や離脱等の意向を示
すなど、対応が分かれた。
　このような動きは諸外国でも同様であり（E973 参
照）、いくつかの企業や大学、権利者団体が支持を表
明した一方で、アマゾン、ヤフー等の企業、大学教授、
権利者団体、利用者団体などが和解原案に対して反対

を表明した（37）。また Library Project に参加していた
図書館のうち、ハーバード大学図書館が著作権保護期
間内の所蔵書籍の提供について不参加を表明した（38）。
さらに、米国議会図書館著作権局（39）、フランス文化・
コミュニケーション省（40）、ドイツ連邦政府法務省（41）、
わが国の文化庁（42）といった著作権法を担当する政府
機関からも、著作権制度、文化の多様性などへの影
響に係る懸念の表明や、米国連邦議会の立法権を侵
害するおそれがあるとの指摘、情報提供の要望など
がなされた。さらに、米国図書館協会（ALA）等の
米国の図書館団体などからも裁判所への法的助言を
求められていた（43）米国司法省は、2009 年 9 月 18 日に、
本件クラスアクションの連邦民事訴訟規則上の改善
点や反トラスト法違反の可能性等について裁判所に
指摘した（44）。
　また国際機関・団体においては、欧州委員会（45）や
国際図書館連盟（IFLA）（46）が Google Book Search に
関する意見聴取や、会議を開催した。

4.3. クラスアクション和解修正案の内容
　クラスアクション和解修正案（E991 参照）では、
原案に比べ主に 20 点が修正された。わが国にとって
最も重要な修正点は、和解修正案において対象となる
書籍が、① 2009 年 1 月 5 日までに出版かつ米国著作
権局で登録を受けたものか、②同日までにカナダ、英
国、オーストラリアで出版されたものに限られ、わが
国の出版物の多くが対象外になったことである（29）（30）。
　したがってこの和解修正案が承認された場合、わ
が国の作家や出版関係者は、原則として本件クラ
スアクション和解に拘束されない。しかし Library 
Project からわが国の出版物を除外することは表明さ
れていないため、Google による日本の出版物の利用
について著作権侵害訴訟がそれぞれの関係者から提
起され、フェア・ユースが成立するか等について争
われる可能性もあると思われる。
　また、権利者不明の “orphan works”（孤児著作
物）（47）（48）を含む “unclaimed works”（権利者が名乗
り出ない著作物）から得られる収益の扱いについて、
和解原案では版権レジストリの運営費用や他の権利
者への支払いに用いられるとされていた。これが和
解修正案では、収益資金は受託者が管理し、請求が 5
年間ない場合には版権レジストリによる権利者探し
の費用に充て、10 年間ない場合には識字関係の非営
利組織等に提供できることについて規定された。
　和解修正案ではこのほか、以下の点などについて
修正が行われた。
①他の書籍小売業者も和解案の対象の絶版書籍をオ

ンライン販売できるようにすること。
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②版権レジストリとの関係で、Google には他社と同
等以上の条件が適用されるという「最恵国待遇」
条項の削除等。

③将来的に追加できる事業モデルを、オンデマンド
印刷・PDF ファイルのダウンロード・消費者の購
読の 3 種類に限定すること。

④クリエイティブコモンズ等のライセンス形態を可
能にすること。

⑤各公共図書館に 1 台ずつとされていた無料アクセ
ス端末の台数の増加が可能になったこと。

⑥「市販されている書籍」の定義の変更。

5. わが国の著作権制度の課題
　本件クラスアクション和解で提示された案には、
世界中の著作権者を巻き込んで一営利企業の Google
に独占的な地位をもたらすなど多くの問題点がある
ものの、Google Book Search と同様に文献情報をデ
ジタル・オンライン環境で利用・提供する場面での
著作権制度のあり方について示唆を与えるものと考
えられる。
　欧州委員会では、図書館資料のデジタル化保存や
利用者への電子提供を含めた、オンライン環境での
研究・科学・教育のための「知識経済」（天然資源で
はなく、ノウハウや専門知識のような知的資源を利
用する経済活動（49））における著作権の役割について、
政策提言の文書である『知識経済における著作権』
などで模索している（50）。
　またドイツでは、3 万点以上の資料をデジタル化・
オンライン提供するドイツデジタル図書館（DDB；
E897 参照）の設立を、連邦政府が 2009 年 12 月 2 日
に閣議決定した。その際に、同館は著作権に配慮しつ
つ、商業目的なく、文化遺産のデジタル化という公的
責任を果たすものであり、Google に対する適切な回答
であると、文化大臣がコメントした（51）。
　わが国においては、2009 年に、国立国会図書館の資
料デジタル化や、政府等の発信するインターネット資
料の収集・アーカイブに係る著作権法の改正（52）、国立
国会図書館所蔵資料のデジタル利用の仕組み等の提言
を行うことを目的とした「日本書籍検索制度提言協議
会」の設立（53）（54）などがなされたところであり、Google
とは異なる非営利組織が主体のデジタルアーカイブの
構築に係る制度的検討が進められている。
　このようなデジタルアーカイブの事業を円滑に進
めるには、資料の著作権者の個別の許諾を不要とす
る範囲が制度上広く求められると考えられるが、個
別に列挙された事項しか著作権が制限されないわが
国の著作権法においては、そのような事例はかなり
限定される。この点、政府では「日本版フェアユー

ス規定」について検討されている（E895 参照）。ま
た個別の著作権制限規定と併せて、主にデジタル図
書館の利用において、著作権者による告知がなけれ
ば著作権侵害から免責する規定を置くことを指摘す
る見解がある（55）。今後、デジタル・ネットワーク化
社会における著作権保護とデジタルアーカイブにお
ける合理的な利用のあり方、著作権者の利益の確保
などについて、わが国でも検討する必要があると思
われる（56）。
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情報リテラシー教育：
図書館・図書館情報学を取り巻く研究動向

1. はじめに
　「研究文献レビュー」は、図書館情報学における特
定テーマについて、最近数年間の研究文献（国内の
図書館情報学雑誌・図書等）をレビューするもので
ある。今回は、「情報リテラシー教育」をテーマとして、
この作業に臨むこととなった。
　対象となる文献を決めるにあたっては、「何をもっ
て『研究』文献とみなすか」「何をもって『図書館情
報学』の文献とみなすか」という判断をしなければ
ならないが、これがなかなか難しい。前者について
は、情報リテラシー教育をめぐっては実践事例に基
づく研究が多く存在するが、単なる事実経過の「紹介」
と分析・考察を加えた「研究」との境界は必ずしも
明確ではない。そこで、「研究」の範囲については、
まずは「広め」に設定することにした。
　後者については、情報リテラシー教育は、図書館
情報学だけでなく、教育学をはじめとする関連分野
でも取り上げられるテーマであり、図書館情報学以
外の分野で研究成果を発表する図書館情報学の研究
者（図書館員などを含む）もいる。そもそも情報リ
テラシー教育は、他分野との連携・協力によって研
究の展開が期待されるテーマであるともいえる。図
書館情報学における研究が進展していくためには、
他の分野における情報リテラシー教育をめぐる研究
動向を見据えておくことは有効であると思われる。
そこで、「図書館情報学」の範囲については、ひとま
ず「限定しない」ことにした。
　以上のことから、今回は、情報リテラシーという「言
葉」に注目して文献を選択することにした。すなわち、
タイトル（書名・論題）に「情報リテラシー」含む
図書（報告書などを含む）と雑誌論文（報告記事な
どを含む）を対象とした。具体的には、NDL-OPAC
の「書誌 一般検索」（一般資料の検索）と「雑誌記
事索引検索」で検索した結果を用いた。こうして収
集した文献を概観することによって、図書館情報学
のみならず、その周囲を含めた情報リテラシー教育
をめぐる研究動向を把握することをめざす。
　なお、対象となる文献は、2008 年以降に発行され
たものとした。情報リテラシー教育については、す
でに 2008 年 6 月発行の本誌において、米澤によって
レビューがなされているためである（CA1668 参照）。
米澤は、「学習・教育基盤としての図書館」というテー
マのもとに情報リテラシー教育を位置づけ、秀逸なレ

研究文献レビュー

ビューを展開している。さらに遡れば、筆者が 2003
年にまとめたレビューもある（CA1514 参照）。同稿
は、直接には「利用者教育」をテーマとしているが、
サブタイトルにもあるとおり、情報リテラシー教育
を中心に扱っている。

2.「情報リテラシー」をタイトルにした図書
　まずは、図書について見ていく。NDL-OPAC「書
誌　一般検索」でヒットした 2008 年以降の「和図書」
は、30 点であった。翻訳書と報告書各 1 点を除くと、
研究書や学術書などと呼べるものは見あたらず、テ
キストブックとして書かれものがすべてを占めてい
た。研究成果を記述したものは、研究会の報告書 1
点のみといってよい（1）。
　研究文献のレビューという趣旨からは外れてしま
うが、これらテキストの状況についてあえて記して
おきたい。ほぼすべてが、いわゆるコンピュータリ
テラシー（情報倫理などを含む）を扱った、大学（短
大などを含む高等教育）における利用を想定して書か
れたテキストであり、「図書館（あるいはコンピュー
タ以外のメディア）」にはまったく、またはほとんど
触れていない（2）。
　もちろん、タイトルに「情報リテラシー」を含ん
でいない図書において、情報リテラシー教育に関す
る研究成果が盛り込まれている場合があることは承
知しているが、あえて乱暴に表現するならば、学問
的な基盤を充分に持たないまま、（おそらく「経験」
に基づいて）教育内容が組まれた「情報リテラシー

（という名のコンピュータリテラシ－）」のテキスト
が続々と発行されているとも考えられる。曲がった
見方かもしれないが、「『コンピュータ』リテラシー」
が「『情報』リテラシー」と呼び替えられていき、「『コ
ンピュータ』さえ使えば『情報』を活用することに
なる」という誤った認識が大学教育の場で拡がって
いくことが危惧される。「最新バージョンのオフィス
ソフトの操作法」を覚えること（だけ）が情報リテ
ラシーではない（少なくとも中核ではない）はずで
ある。
　なお、大学生一般ではなく、分野に特化した情報
リテラシーを謳ったテキストが登場していることは、
注目すべき点であろう（3）。分野ごとに求められる情
報リテラシーはさまざまであるはずである（例えば
看護師として必要な情報リテラシーと弁護士に必要
なそれとは違いがあるであろう）。情報リテラシーは、
そもそもそうした性格の概念でもある。ただし、今回、
確認したテキストの内容は、もっぱらコンピュータ
が中心であり、必ずしも分野ごとの特徴を反映した
ものとはなっておらず、分野を限定しない（大学生
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一般を対象とした）テキストと差異がほとんどない
ことは、付記しておかねばならない。

3.「情報リテラシー」をタイトルにした雑誌論文
　次に、雑誌論文について見ていく。NDL-OPAC「雑
誌記事索引検索」において、2008 年以降、タイトル（論
題）に「情報リテラシー」を含む論文は、73 点に上
る（研究会における発表論文なども含む）。文献紹介
や翻訳など4点を除き、ひとつひとつ確認していくと、
すぐに気づくのは、大学（短大などを含む高等教育）
における情報リテラシー教育について述べたものが
ほとんどを占めているということである。各大学の
紀要に掲載されたものが多く、とりわけ初年次生を
対象とした、いわゆる情報リテラシー科目を担当し
ている教員が、自らの実践に基づいて執筆したもの
が目立つ。専門分野は、図書館情報学に限らず、多
岐にわたる。
　これらの論文のうち、残念ながらと言うべきか、

「図書館」に関係するもの（図書館情報学分野のもの）
は「少数派」であり、「図書館」への言及がない、ま
たはほとんどないものが「多数派」である。前者に
ついては 4. および 5. で取り上げることとし、ここで
は、やはり本来の趣旨からは少々ずれるかもしれな
いが、後者においてどのような研究がなされている
のかについて概観してみたい。
　既述のとおり、大学の情報リテラシー科目に関す
るものが目立つので、それらから見ていこう。いわ
ゆる（一般）教養教育としての情報リテラシー教育
についての論文である。「導入教育」を含め（4）、「初
年次教育」という観点から論じたものも挙げられる
こととなる。短大での実践に関するものもここで取
り上げることにする（5）。
　まず、教育（授業）の方法に焦点を当てたものが
少なくない。多様な方法が検討されていることがわ
かる。例えば、授業が集団（大人数）を対象として
いることから生じる種々の課題について対応策が提
案・試行されている（6）（7）。BBS（電子掲示板）を用い
るなど（8）、いわゆる ICT を活用したものも目を引く。
ICT の活用という点では、e ラーニングによる試みも
進展している（9）。なお、情報リテラシーを応用・適
用する教室環境などについて考察しているものもあ
る（10）（11）。
　教育方法としては、学習者（学生）の「心理面」に
着目した取り組みにも注目しておきたい。例えば、身
近な話題を取り入れて興味を抱かせようとしたり（12）、
資格取得を動機づけにしようとしたり（13）、といった
工夫である。なお、コミュニケーション能力を情報
リテラシーの一部ととらえ、ディベートを行うなど、

コンピュータ以外の側面に目を向けた論考もある（14）。
　一方、教育（授業）内容について考察しているもの
もある。学生に対して、「ケータイ」を中心とするメ
ディア（情報）環境に関するアンケートを実施・分析
したり（15）、インターネットをめぐる技術動向などを
分析したりすることによって（16）、情報リテラシーと
して何が必要かを検討したものなどがある。なかには、
ウェブサイトにおける「リンク設定の通知」について
どう教えるかという見解を述べたものなどもあり（17）、
さまざまな立場・視点から論じられていることがわか
る。
　情報リテラシーを測定・分析しているものもある（18）（19）。
2006 年度以降、高校で教科「情報」を履修してきた
学生が入学してきていることから、教科「情報」と
関連づけて情報リテラシーの実態を調査したものも
目立つ（20）（21）（22）（23）。もちろん、授業の成果を検証する
意味で習得・獲得の状況を調査し、授業改善などに
活かそうとするものもある（24）（25）（26）。学習者がもとも
と持っている能力差をどうするか、という点に注目
しているものなどもあり（27）、現実的な課題を重視し
ていることがうかがえる。e ラーニング（対面型と遠
隔型を併用するブレンディッドラーニング）における
情報リテラシーの影響を検討している調査では、学
習者の特性・経験との関連なども論じられており（28）、
興味深いデータが提供されている。
　さて、（一般）教養教育だけではなく、専門教育に
おける情報リテラシー教育について検討したものも、
もちろん見られる（29）。各大学の教育内容を調査し、
比較検討した論考もある。教員養成系学部を対象と
しているが（専門教育だけでなく、教養教育の科目
も含まれている）、「依然として多数の大学でマイクロ
ソフトの操作を主な内容とする情報リテラシの授業が
必修で行われて」おり、「授業担当教員は、依然とし
て専門が情報とかけ離れた者が数多く見受けられる」
という結論は、調査方法には留意しなければならな
いとしても、一定の重みのあるものであろう（30）。なお、
e ラーニングの導入は、専門教育においても進んでい
る（31）。
　ところで、小 ･ 中学校や高校（初等中等教育）に
関するものは、小学校での実践事例を報告したもの
や（32）（33）、いわゆる「ケータイリテラシー」について
アンケートを実施・分析したものなど（34）、数少ない。
初等中等教育では、「情報リテラシー」ではなく「情
報活用能力」などの用語が使われる傾向にあること
などが理由であると思われる。情報リテラシーとい
う言葉のもとでは、後に挙げるとおり、数のうえで
は図書館情報学分野の文献が上回っている。
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4.「図書館情報学」における研究の動向
　それでは、「情報リテラシー」をタイトルにした論
文のうち、図書館情報学分野のもの（「図書館」に言
及しているもの）について見ていこう。ただし、以
降では、図書館情報学における学術的・専門的な雑
誌に掲載された投稿論文（それに準じた形式・分量
の依頼記事・論文を含む）を対象として、タイトル

（論題）から（だけ）でなく、内容的に見て情報リテ
ラシー教育について論じているものを渉猟したうえ
で、そのなかから選択的に取り上げた論文も加えて
いくことにしたい。いわば「研究」と「図書館情報学」
を狭くとらえたときの文献も加えたわけである。研
究の「拡がり」とともに「深まり」も見ていくため
である。なお、追加した文献も、基本的には 2008 年
以降のものを対象としているが、適宜、さらに 2 年
程度まで遡ったものも含めている。
　ところで、情報リテラシー教育をめぐっては、し
ばしば雑誌に「特集」が組まれている。
・特集 情報リテラシー．情報の科学と技術．2009, 

59（7）.
・特集 図書館利用教育．短期大学図書館研究．

2008, （28）.
・特集 大学図書館と図書館利用教育．図書館雑誌．

2008, 102（11）.
少し遡ると、次のようなものもある。
・特集 情報リテラシーの育成と図書館サービス． 

現代の図書館．2007, 45（4）.
図書館情報学（図書館）において、情報リテラシー
教育は、特に図書館利用教育との関わりにおいて、
依然として注目されているテーマであるといえよう。
まずこのことを確認しておきたい。
　では、具体的にはどのような研究が展開されてい
るのだろうか。以下では、三つの流れにまとめて整
理してみることにしたい。
　第一は、理論的な研究の流れである。ここでは「理
論」を広義に用いており、動向分析や論点整理など
も含めている。
　この流れに位置づけられる研究としてまず挙げる
べきは、瀬戸口による論考であろう（35）。瀬戸口は、
基盤となっている定義・モデルをアプローチと呼ぶ
こととしたうえで、情報リテラシー教育のアプロー
チについて、スキル志向と利用者志向の二者に分け
て整理・比較している。筆者の理解に基づいておお
まかにいえば、スキル志向アプローチが、いわば「教
育者」側が教育目標などを設定するものであるのに
対し、利用者志向アプローチは、利用者の置かれた
状況や場面などに対応しようというものである。両
者の利点を活かせるように有機的に結びつけていく

必要があるという指摘は、極めて重要な示唆を含む
と考えられる。
　なお、瀬戸口は、同稿に先行して、情報リテラシー
教育をめぐるアプローチについて、関係論を中心に
詳細な分析を行なっている（36）。（狭い意味での）理論
研究が乏しいとも言われるわが国において、こうし
た研究の積み重ねは評価されるべきものであろう。
　大城は、英語圏諸国における研究・政策・実践な
どの動向を整理している（37）（38）。米国を中心とする英
語圏諸国から多くの知見・示唆を得ているわが国の
図書館情報学であるが、情報リテラシー教育も例外
ではない。大城の論考は、自身の見解も交えつつ、
わが国への適用を意識しながら述べており（39）、理論
的な動向を押さえるのに有用であろう。
　情報リテラシー教育をどのような枠組みに位置づ
けるか、という点も理論的な検討を必要とするとこ
ろであろう。まず、大学図書館について、いくつか
の論考を挙げていこう。
　慈道は、初年次教育としての情報リテラシー教育
における図書館の役割について検討している（40）。わ
が国の大学において初年次教育としての情報リテラ
シー教育が定着しつつあるなか、図書館が積極的な
役割を果たそうという実践も拡がってきている。こ
うした動きに伴って、理論的な裏づけを固めていく
ことは大いに意味があると考える。
　いわゆるラーニングコモンズに象徴されるとおり、
大学図書館の学習・教育支援機能が近年、注目され
ているが、米澤は、ラーニングコモンズの本質が図
書館を情報リテラシー教育・オープン教育の基盤施
設と位置づけるところにあるとしている（41）。筆者の
認識では、情報リテラシー教育やラーニングコモン
ズなどは、図書館が本来、持っている（広義の）教
育的な機能を具体化したものである。「ブーム」に終
わらせないためにも、米澤の主張に続くような理論
をさらに蓄積していく必要があろう。長澤によるケー
ススタディをはじめ（42）、海外を含めた動向の把握・
分析の意義も（43）（44）、もちろん小さくない。
　学校図書館については、いわば総論的な論考が挙げ
られる。行政の動向などを踏まえて情報リテラシー教
育における図書館の役割を検討したものや（45）、情報
リテラシー教育と読書指導との関連について考察し
たものなどがある（46）。
　第二の流れは、情報リテラシー教育のプログラム

（あるいはカリキュラム）について、いわば体系化を
めざす研究とでも呼ぶべきものである。学校図書館
をめぐっては、例えば、PISA 型読解力を育成すると
いう目標において、実践事例を紹介しつつ、プログ
ラム（指導体系表）の提案を行なっているものがあ
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る（47）（48）。小学校 6 学年にわたる実践に基づいて課題
などを整理・検討したものもある（49）。
　大学図書館をめぐっては、主題や分野を絞った考
察が目を引く。岡田は、「法情報リテラシー」の指導
体系（内容・方法）について論じている（50）。法学部
生に限らず、教養課程の学生を対象としている。堀
内らは、情報リテラシー教育の内容をいくつかの「ス
テップ」に分けて体系的に指導する取り組みについ
て、アンケートなどによる検証・分析とともに報告
している（51）（52）。「スポーツ学部」のカリキュラムに
位置づけようとする試みであるが、授業（教員）と
図書館（員）の連携・協力に関する事例としても興
味深い。
　なお、体系化にあたっては、情報リテラシー教育
を計画から評価までの、いわゆるマネジメントサイ
クルのなかでとらえることも重要である。実践の指
針となるような手順などの整理を行なっていくこと
も必要であろう（53）。
　第三の流れは、具体的な教育（指導）の方法に関
するものである。情報リテラシー教育においては、
さまざまなツールを用いた、いわば間接的な指導方
法（対面以外の方法）も取り入れられている。実際
のツール開発に基づく論文も増えている。慶應義塾
大学におけるオンラインチュートリアルの試みはよ
く知られているが（54）、長期にわたる地道な取り組み
に基づく成果のひとつであることは忘れてはならな
いであろう（55）。千葉大学におけるパスファインダや
ポッドキャストを用いる取り組みは（56）（57）、必ずしも
情報リテラシー教育という文脈を意図しているわけ
ではないが（むしろ教員との連携という文脈を前面
に出している）、ここで挙げておきたい。ほかにも、
図書館の案内ビデオなど（58）、いわゆる広報という文
脈で作成・利用されるツールもあるが、情報リテラ
シー教育が「印象づけ」や「サービス案内」までを
目標とするものであるならば、研究課題として積極
的に取り上げられるべきであろう。
　なお、データベースベンダーが直接、利用者に対
してインターネット経由で「情報リテラシー教育」
を行なっているという報告がなされている（59）。これ
に対しては、情報リテラシー教育における図書館（員）
の役割について再考する機会として（その意味では
第一の流れの点からも）とらえておきたい。
　もちろん、対面による直接的な指導方法も重要で
ある。集合形式（集団対象）の講習会や授業による
取り組みについては、変わらず多くの実践報告や事
例紹介がなされているが（60）（61）（62）（63）、それ以外の形式
にも注目しておきたい。諏訪は、レファレンスサー
ビスにおける個別対応の機会を情報リテラシー教育

に組み入れることについて検討している（64）。第二の
流れとして触れた体系化とも関連して注目すべき視
点であろう。なお、椎名の論考は、海外事例を紹介・
分析したものであるが、チュータ育成という試みも、
この流れに位置づけてとらえることで示唆を与えて
くれるものとなろう（65）。
　なお、情報リテラシー教育（図書館利用教育）に
ついては、全国的な実態調査がしばしば実施されて
いる（66）。全体的・数量的な実態の把握・分析も、も
ちろん必要かつ重要である。

5. 今後における研究の方向性
　引き続き、図書館情報学における論文を取り上げ
ていく。ここでは、今後、特に注力していくべき論
点に沿って整理してみたい。筆者の私見に基づいて
三点だけ挙げる。決してこれ以外の論点が重要でな
いというわけではない。
　情報リテラシー教育、特に実際の指導に図書館員
が関わる場合、いかなる能力が必要であり、その開
発（養成・研修を含む）をどのようにするのか、と
いう問題が生じる。長澤の論考は、米国の大学の事
例をもとにこの問題に取り組んだものであるが（67）、
わが国に対するヒントを提供している。河西は、学
校図書館における専門職モデルの構築をめざした議
論を展開している（68）。こうした研究が、研修などの
実践ともあいまって（69）、さらに発展することが期待
される。
　評価をいかに行うかも大切な論点である。戸田ら
は、アウトカム評価について検討するなかで、情報
リテラシー（教育）の評価にも触れている（70）。評価
をめぐる本格的な研究は（も）、緒についたばかりで
あり、今後の展開が待たれる。
　情報リテラシー教育の「主役」である利用者（学
習者）をどのように理解するかという点も、言うま
でもなく重要である。例えば、中島のような実践に
即した考察も有意義である（71）。いわゆる利用者研究
は、従来、必ずしも情報リテラシー教育への応用を
意識したものではなかったが、学習者のニーズやス
タイルの把握などは、情報リテラシー教育にとって
不可欠なものとすらいえよう。近年、興味深い論考
がいくつか発表されているが（72）、今後、「情報利用」
をめぐる利用者の行動について、それに伴う思考（認
知）や心理（感情）とあわせて、さらなる考究が求
められるだろうことを、4. の冒頭に挙げた瀬戸口の
指摘を改めて想起しつつ、ここで強調しておきたい。

6. おわりに
　2. や 3. で見たように、情報リテラシー（教育）は、
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図書館情報学以外の分野では、図書館とは「無関係」
のものとして語られている。情報リテラシー（教育）
とは、コンピュータに関わる能力（とその育成）であ
ると考えられている。関連分野の状況として認識して
おくべきであろう。（それらの研究の成果や手法など
には、図書館情報学にも一定の示唆を与えるものが含
まれていることも理解しておくべきであろう。）
　こうした状況が何を意味しているのかについては、
図書館情報学として考えていくべきであろう。ここ
では、自戒も込めて次の点を指摘しておきたい。す
なわち、少なくとも情報リテラシー教育をめぐる研
究に関して、図書館情報学（研究者）は、研究の推
進や成果の発信にあたって、図書館情報学の「外」
に「出向いていく」必要があるのではないだろうか（も
ちろん「出向いてもらう」ことも必要であろう）。教
育工学の研究会で学校図書館に関するセッションが
設けられるなど（73）、期待できる兆候がいくつも見ら
れることは歓迎すべきであろう。ただし、図書館情
報学における地道な研究（図書館における個々の実
践）の積み重ねがあってこそ（74）、「出向いていく」意
味があることは忘れてはならないであろう。
　蛇足かもしれないが、「ヘルスリテラシー（健康情
報リテラシー）」など、分野ごとの情報リテラシー教
育（研究）が図書館情報学以外のところで展開され
つつある（75）。これに対して、図書館情報学はどう関
わるのか、つまりどのように「出向いていく」べき
なのか。ここでは酒井の論考を挙げておくに留める
が（76）、補足として指摘しておく。
　本稿では、あえて館種の区分を優先しないで（し
ばしば混在させて）述べてきた。館種（区分）を超
えて情報リテラシー教育を論じることに意義がある
と考えているためである。そのために整理がきれい
にいかなかったところがあるが、お許し願いたい。
なお、館種ごとに見ると、公共図書館・専門図書館
に関する文献はほとんどない（77）。これらの館種にお
いて情報リテラシー教育が不要であるはずはなく、そ
の研究が不要であるはずでもない（「情報リテラシー
教育」という用語を使うかどうかは別にしても）。本
稿がかなり短い期間の文献のみを対象としているこ
とも考慮すべきであるが、なぜ研究が（少）ないの
かについての分析には取り組むべきではないだろう
か。
　レビューとして不充分なところについては、筆者
の力量不足を素直に認めるものである。今後の課題
と受け止めていることを記して、本稿のむすびと
したい。（文中における NDL-OPAC の検索結果は、
2009 年 11 月 12 日に最終確認をした。）
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