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講義概要
本講義では、著作権法及び個人情報保護法を中心に、図書館をめぐる様々な法的問題を講義す
る。図書館は、文化と学術の拠点となる社会的機関であり、教育・研究活動を支える重要な存在
である。また、貴重資料の蓄積保存を行うという役割も担っている。こうした図書館における情
報の取扱いは、
「知る権利」
、学問の自由、教育を受ける権利(学習権)、参政権といった憲法上の
諸権利や、著作権、プライバシー権や個人情報保護法など、実に多岐にわたる法制度と関連する
ことから、図書館業務に従事する際には、いかなる法的問題が存在するかを認識し、その解決策
を考えることが肝要である。あわせて、図書館サービスを提供することに伴う各種トラブルへの
対処法も理解しておく必要がある。
このように、図書館をめぐる法的問題は多岐にわたるが、
「図書館と法」では、実務的に問題
となることの多い著作物及び個人情報の取り扱い方を中心に、次の構成にて講義を進めることと
する。
講義の構成
1 著作権法の基礎知識
(1) 知的財産権の分類
(2) 著作権法の目的
(3) 著作権法の分類
(4) 著作物
(5) 著作権
(6) 著作者人格権
(7) 自由利用
(8) 保護期間
(9) 違反の効果(民事・刑事)
(10) 平成 21 年改正法
(11) 平成 24 年改正法案
まず最初に、著作権法の概要を講義する。ここでは、
「図書館等における複製」(第 31 条)の要
件及び同条に関して争いになった多摩市立図書館事件(東京地判平成 7 年 4 月 28 日、東京高判平
成 7 年 11 月 8 日、最判平成 9 年 1 月 23 日)にウエイトを置きつつ説明を加えるとともに、平成
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21 年改正法、及び、平成 24 年改正法案にも言及する。
2 著作権に関する個別問題
図書館サービスで最も問題となるのは、著作権法に基づく対応である。これについては、例え
ば、次のような個別問題が存在する(著作権情報センター ケーススタディシリーズ第 3 集「図書
館と著作権」(http://www.cric.or.jp/qa/cs03/cs03.html)、黒澤節男『Q&A 図書館の著作権基礎知
識』(太田出版、第 3 版、2011 年)。
Q1 どのような図書館でも権利者に無断で複写サービスができるのでしょうか。
Q2 コイン式複写機を用いて複写サービスを行うことに問題はありますか。
Q3 著作権法第 30 条の「私的使用のための複製」の規定により、図書館内においてもコイン式
複写機で全文の複写ができると聞きましたが、そうなのでしょうか。
Q4 複写サービスができる「著作物の一部分」とはどの範囲でしょうか。
Q5 定期刊行物に関する「発行後相当期間」とはどの程度と考えたらよいのでしょうか。
Q6 自館にない資料について利用者から複写請求があったので資料を所蔵している他の図書館
に文献の複写依頼をして対応したいのですが、よろしいでしょうか。
Q7 ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。音楽 CD の貸出とは違うのでしょ
うか。
Q8 最近、図書館の雑誌の付録に CD-ROM やフロッピーがついている場合がありますが、館外
貸出をしてもかまいませんか。
Q9 市立の図書館で子どもたちに対してお話会（朗読サービス）を、視覚障害者に対して録音サ
ービスをしようと考えています。
Q10 デジタルカメラや携帯電話を使って資料を撮影する利用者がいますが、図書館としてはど
う対応したらいいのでしょうか？
Q11 当館では、
「図書館だより」に絵本や本の表紙を写真に撮り、毎月新着図書の紹介として載
せ、また、その図書館だよりをそのままホームページにも載せておりますがよろしいでし
ょうか？
Q12 大学図書館では、
「機関リポジトリ」を開設して当該大学の研究者の研究成果物を図書館の
ホームページに登録し、世界に情報発信することが数年前より行われていますが、著作権
的に留意すべきことは何ですか？
Q13 国立国会図書館の「納本制度」とは何ですか。所蔵資料の電子複製化に関する著作権法の
改正内容はどのようなものですか。
これらのほかにも、絵本を大型紙芝居化や立体化、図書館におけるインターネット情報の利用、
利用者複製に対する図書館の責任、図書館におけるビデオ上映等の問題もある。ここでは、具体
的事例を解説しながら、個別問題への対応を検討する。
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3 個人情報保護法の基礎知識
(1) プライバシー権と個人情報保護法
(2) 個人情報の保護に関する法律
(3) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(4) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
個人情報保護については、関連する 5 つの法律が、2003 年 5 月 23 日にまとめて制定された。
そのうちの主な法律は、民間事業者に適用される「個人情報の保護に関する法律」
、行政機関
に適用される「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
、独立行政法人等に適用される
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」である。また、地方公共団体の設置
する組織には、それぞれの個人情報保護条例が適用される。ここでは、3 つの法律の概要を説明
する(自治体の条例は個別に制定されているため、本講義では割愛する)。説明の際には、目的、
主な定義、個人情報等の取扱いに関する主な義務、開示、訂正、利用停止等の各制度、例外、罰
則を取り上げる予定である。
また、プライバシー権は、個人情報保護法制を語る上で欠かせない概念である。歴史的には、
プライバシー権が発展して個人情報保護法制への実現に至っているが、両者は同一の概念ではな
い。そこで、個人情報保護法制の解説に入る前提として、前記(1)においてプライバシー権との概
念整理を行う。
4 図書館サービスと個人情報保護法
前述のとおり、個人情報保護法制については、設置母体ごとに適用法令を異にする点に 1 つの
特徴がある。図書館についても、そもそも個人情報保護法の適用されない図書館があるほか、適
用される場合であっても、当該設置母体に適用される法令が何であるかを確認した上で法令遵守
に取り組むことが求められる。
また、図書館が扱う情報には、利用者情報、利用情報(記録)、個人情報関係資料、図書館職員
等の個人情報、書誌情報があり、それぞれに法令に則った取り扱いが求められるものの、個人情
報関係資料は、法令の適用対象外となる場合がある。この点を踏まえつつ、各種情報を取得、利
用、提供、管理する過程で取るべき法的対策を整理し、解説する。あわせて、昨今疑義をもたら
した武雄市立図書館による指定管理者問題、その他、個人に関する情報の開示等の求め(請求)を
受けた場合における対応等も取り上げる。
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⏕Ꮡ䛩䜛ಶே䛻㛵䛩䜛ሗ
䠇
≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾
ಖ᭷ಶேሗ

⏕Ꮡ䛩䜛ಶே䛻㛵䛩䜛ሗ

䛣䛾ሗ䛜

≉ᐃ䛾ಶே䜢㆑ู䛷䛝䜛ሗ

⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾ᙺဨཪ䛿⫋ဨ䛜⫋ົୖసᡂ
orྲྀᚓ䛧䛯ಶேሗ
䠇
ᙜヱ⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾ᙺဨཪ䛿⫋ဨ䛜⤌⧊ⓗ䛻⏝䛩䜛
ἲேᩥ᭩

䛾ሗ䛸↷ྜ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸䛭䜜䛻䜘䜚≉ᐃ䛾ಶ
ே䜢㆑ู䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛺䜛䜒䛾䜢ྵ䜐

15

16

᪂ಖྐ⏕䛂ಶேሗಖㆤ䜈䛾㐺ษ䛺ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛃(2006ᖺ11᭶16᪥)䛾ㅮ₇㈨ᩱ25㡫䜘䜚䚹

ᑐ㇟ሗ䐠
ಶேሗ䝣䜯䜲䝹⡙䛾సᡂ䞉බ⾲

ಖ᭷ಶேሗ

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛾ྡ⛠
⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾ྡ⛠
ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䜢⏝䛩䜛ົ䜢䛴䛛䛥䛹䜛⤌⧊䛾ྡ⛠

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䠖ಖ᭷ಶேሗ䛾㞟ྜ≀

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛾⏝┠ⓗ

୍ᐃ䛾ົ䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻≉ᐃ䛾ಖ᭷ಶே
ሗ䜢㟁Ꮚィ⟬ᶵ䜢⏝䛔䛶᳨⣴䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻య
⣔ⓗ䛻ᵓᡂ䛧䛯䜒䛾
䝁䞁䝢䝳䞊䝍ሗ
or

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䜈䛾グ㘓㡯┠䚸ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛻グ㘓䛥䜜䜛ಶே䛾⠊ᅖ
ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛻グ㘓䛥䜜䜛ಶேሗ䛾㞟᪉ἲ
グ㘓ሗ䜢ᙜヱ⊂❧⾜ᨻἲே➼௨እ䛾⪅䛻⤒ᖖⓗ䛻ᥦ౪䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ᥦ౪ඛ
㛤♧ㄳồ䚸ゞṇㄳồ䚸⏝Ṇㄳồ䜢ཷ⌮䛩䜛⤌⧊䛾ྡ⛠ཬ䜃ᡤᅾᆅ

୍ᐃ䛾ົ䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻Ặྡ䚸⏕ᖺ᭶᪥䚸
䛭䛾䛾グ㏙➼䛻䜘䜚≉ᐃ䛾ಖ᭷ಶேሗ䜢ᐜ᫆䛻
᳨⣴䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻య⣔ⓗ䛻ᵓᡂ䛧䛯䜒䛾
䝬䝙䝳䜰䝹ሗ

ゞṇㄳồ䚸⏝Ṇㄳồ䛻䛴䛔䛶䚸䛾ἲ௧䛻≉ู䛾ᡭ⥆䛜⨨䛛䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛾グ㍕
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝣䜯䜲䝹䛛䝬䝙䝳䜰䝹䝣䜯䜲䝹䛛䛾✀ู

17
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䝬䝙䝳䜰䝹䝣䜯䜲䝹䛻䛴䛔䛶䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䝣䜯䜲䝹䛾⏝┠ⓗཬ䜃グ㘓⠊ᅖෆ䛻ヱᙜ䛩䜛䛛ྰ
䛛
18

సᡂ䞉බ⾲䛧䛺䛟䛶䜒䜘䛔ሙྜ
ᙺဨ䚸⫋ဨ➼䛻㛵䛩䜛ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛷䛒䛳䛶䚸ᑓ䜙䛭䛾ே䚸⤥ⱝ䛧䛟䛿⚟ཌ⏕
䛻㛵䛩䜛㡯䜢グ㘓䛩䜛䜒䛾
ᑓ䜙ヨ㦂ⓗ䛺䝁䞁䝢䝳䞊䝍ฎ⌮䛻⏝䛩䜛䛯䜑䛾ಶேሗ䝣䜯䜲䝹
බ⾲ᑐ㇟䛾ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛グ㘓
୍ᖺ௨ෆ䛻ᾘཤ䛩䜛ሗ䛾䜏䜢グ㘓䛩䜛ಶேሗ䝣䜯䜲䝹
㈨ᩱ䚸≀ရ䚸㔠㖹䛾㏦ཪ䛿ᴗົୖ䛾㐃⤡䜢⾜䛖䛯䜑䛾ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛷䛒䛳䛶䚸┦ᡭ
᪉䛾Ặྡ䚸ఫᡤ➼䚸㏦ཪ䛿㐃⤡䛻ᚲせ䛺㡯䛾䜏䜢グ㘓䛩䜛䜒䛾
ᙺဨ䚸⫋ဨ䛜Ꮫ⾡◊✲┠ⓗ䛷సᡂ䚸ྲྀᚓ䛩䜛ಶேሗ䝣䜯䜲䝹䛷䛒䛳䛶䚸ᑓ䜙ᙜヱᏛ⾡
◊✲䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻⏝䛩䜛䜒䛾
ᮏே䛾ᩘ䛜1000ே䛻‶䛯䛺䛔ಶேሗ䝣䜯䜲䝹
⾜ᨻᶵ㛵䛜㞠⏝䛧䚸ᅜ௨እ䛾ປົ䛻᭹䛩䜛⪅䛻㛵䛩䜛ே䚸⤥䚸⚟ཌ⏕䛻㛵䛩䜛
㡯䜢グ㘓䛩䜛䜒䛾➼

ྡྂᒇᕤᴗᏛ䛾(http://www.nitech.ac.jp/release/johokaiji/file.html#m-13)

19

ಶேሗ䝣䜯䜲䝹⡙䜈䛾グ㍕䜔ᥖ㍕䚸ົཪ䛿ᴗ䛾㐺ṇ䛺㐙⾜䛻ⴭ䛧䛔ᨭ㞀䜢ཬ䜌䛩
䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜛䛸䛝(䛿䛭䛾㒊ศ䜢グ㍕䚸ᥖ㍕䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹)
20

୍ゝ䛷䛔䛖䛸
ಶேሗ䚸ಖ᭷ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔䛻㛵䛩䜛䝹䞊䝹

䜲䞁䝝䜴䝇ሗ
䝔䝇䝖䝕䞊䝍



䝞䝑䜽䜰䝑䝥




䠍ᖺ௨ෆ䛻ᾘཤ



ಖ᭷䛾ไ㝈
⏝┠ⓗ䛾᫂♧
㐺ṇ䛺ྲྀᚓ
ᚑᴗ⪅䛾⩏ົ

䛂ಶேሗ䛃䛻㛵䛩䜛⩏ົ

㏦䜔㐃⤡⏝


Ꮫ⾡◊✲┠ⓗ



䠍䠌䠌䠌ேᮍ‶




⾜ᨻᶵ㛵䛻䜘䜛㞠⏝⪅䛾䜲䞁䝝䜴䝇ሗ

ᴗົ䜈䛾ⴭ䛧䛔ᨭ㞀

ṇ☜ᛶ䛾☜ಖ
Ᏻ☜ಖ䛾ᥐ⨨
⏝ཬ䜃ᥦ౪䛾ไ㝈
ᥦ౪䜢ཷ䛡䜛⪅䛻ᑐ䛩䜛
ᥐ⨨せồ

䛂ಖ᭷ಶேሗ䛃䛻㛵䛩䜛
⩏ົ

21

22

᪂ಖྐ⏕䛂ಶேሗಖㆤ䜈䛾㐺ษ䛺ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛃(2006ᖺ11᭶16᪥)䛾ㅮ₇㈨ᩱ35㡫䜘䜚䚹

ಶேሗ䛾ಖ᭷䛾ไ㝈

⏝┠ⓗ䛾᫂♧

ಖ᭷䛾ไ㝈

ἲ௧ୖ䛾ᴗົ䜢㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ሙྜ
䛻㝈䜛䚹

⏝┠ⓗ

䛷䛝䜛㝈䜚≉ᐃ

┠ⓗእ⏝

⚗Ṇ

⏝┠ⓗ䛾ኚ᭦

ኚ᭦๓䛾⏝┠ⓗ䛸┦ᙜ䛾㛵㐃ᛶ䜢᭷䛩䜛
⠊ᅖෆ䚹

ᮏே䛛䜙┤᥋ಶேሗ䜢ྲྀᚓ

ಖ᭷䠙ἲ௧䛾ᐃ䜑䜛ᡤᤸົ䛾㐙⾜䛻ᚲせ䛺⠊ᅖ
⏝┠ⓗ䛾≉ᐃ

PC䛾ධຊ⏬㠃䜈䛾ᡴ䛱㎸䜏➼

᭩㠃➼

ே䛾⏕䚸㌟యཪ䛿㈈⏘䛾ಖㆤ䛾䛯䜑䛻⥭ᛴ䛻ᚲせ䚹
ᮏேཪ䛿➨୕⪅䛾⏕䚸㌟య䚸㈈⏘䛭䛾䛾ᶒ┈䜢ᐖ䛩䜛䛚䛭䜜䚹

ኚ᭦ᚋ䛾⏝┠ⓗ

ᅜ䛾ᶵ㛵䚸⊂❧⾜ᨻἲே➼䛜⾜䛖ົཪ䛿ᴗ䛾㐺ṇ䛺㐙⾜䛻ᨭ㞀䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䚹

ኚ᭦๓䛾⏝┠ⓗ䛸┦ᙜ䛾㛵㐃ᛶ䜢᭷䛩䜛䛸ྜ⌮ⓗ䛻ㄆ䜑䜙䜜䜛⠊ᅖ䛻㝈䜙䜜䜛䚹
ᒸᮧஂ㐨䛄ಶேሗಖㆤἲ䛅(ၟἲົ䚸᪂ゞ∧䚸2009ᖺ)356㡫䚸ᅗ8䜘䜚䚹

⏝┠ⓗ䜢᫂♧
እ

ྲྀᚓ䛾≧ἣ䛛䜙䜏䛶⏝┠ⓗ䛜᫂䜙䛛䚹
23

24
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Ἴ⣠ᗈ䛢䜛Ṋ㞝ᕷᅗ᭩㤋䛾䝒䝍䝲ጤクィ⏬


䞉䞉䞉⏝䜹䞊䝗䛾ಶேሗ⟶⌮䜢Ᏻど䛩䜛ኌ䜒ୖ䛜䛳
䛶䛔䜛䚹㈚䛧ฟ䛧ᒚṔ䛿ᛮ䜔ಙ᮲䚸Ⴔዲ䠄䛧䛣䛖䠅䜒ศ
ᯒ䛷䛝䜛㔜せ䛺ಶே ሗ䚹⌧ᅾ䛿㏉༷䛸ྠ䛻グ㘓䜢
ᾘཤ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᵽΏၨ♸ᕷ㛗䛿䛣䛖䛧䛯ሗ䜢ά⏝䛧
䛶䛂ู䛾ᮏ䛾᥎⸀䠄䝸䝁䝯䞁䝗䠅䜒䛧䛯䛔䛃䛸䛾ពྥ䜢♧䛧䛯䚹
䝛䝑䝖䜢 ୰ᚰ䛻䚸Ẹ㛫䛜ሗ⟶⌮䛩䜛༴㝤ᛶ䛺䛹䜢ᠱᛕ
䛩䜛ពぢ䛜┦ḟ䛔䛰 䚹

25

2012ᖺ5᭶5᪥బ㈡᪂⪺グ(http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2204442.article.html)

26

27

2012ᖺ7᭶6᪥బ㈡᪂⪺グ(http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2241726.article.html)䜘䜚

28

బ㈡᪂⪺(http://www.saga-s.co.jp/news/global/corenews.0.2199644.article.html)䜘䜚

2012ᖺ6᭶12᪥బ㈡᪂⪺グ(http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2222748.article.html)䜘䜚

⏝ཬ䜃ᥦ౪䛾ไ㝈

ཎ๎

ἲ௧䛻ᇶ䛵䛟ሙྜ䜢㝖䛝䚸⏝┠ⓗ௨እ䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻ಖ᭷ಶேሗ䜢⮬䜙⏝
䛧䚸ཪ䛿ᥦ౪䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹

እ
ᮏே䛾ྠព䛜䛒䜛䛸䛝䚸ཪ䛿ᮏே䛻ᥦ౪䛩䜛䛸䛝
ἲ௧ୖ䛾ᴗົ䛾㐙⾜䛻ᚲせ䛺㝈ᗘ䛷ಖ᭷ಶேሗ䜢ෆ㒊⏝䛩䜛ሙྜ䛷䛒䛳䛶䚸
ᙜヱಖ᭷ಶேሗ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶┦ᙜ䛺⌮⏤䛾䛒䜛䛸䛝
⾜ᨻᶵ㛵䜔䛾⊂❧⾜ᨻἲே➼䛻ಖ᭷ಶேሗ䜢ᥦ౪䛩䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䚸ᥦ౪䜢
ཷ䛡䜛⪅䛜䚸ἲ௧ୖ䛾ົ➼䛾㐙⾜䛻ᚲせ䛺㝈ᗘ䛷䚸ᥦ౪䛻ಀ䜛ಶேሗ䜢⏝
䛧䚸䛛䛴䚸ᙜヱಶேሗ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶┦ᙜ䛺⌮⏤䛾䛒䜛䛸䛝
ᑓ䜙⤫ィసᡂཪ䛿Ꮫ⾡◊✲䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻ᥦ౪䛩䜛䛸䛝䚸ᥦ౪䛜᫂䜙䛛䛻ᮏே䛾
┈䛻䛺䜛䛸䛝䚸䛭䛾≉ู䛾⌮⏤䛾䛒䜛䛸䛝

䜃ཎ๎

䈜ᚲせ䛺ሙྜ䛻䛿ᥦ౪ඛ䛻ᑐ䛧䛶ಶ
ேሗ⟶⌮䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨せồ

䈜≉䛻ᚲせ䛺ሙྜ䛻䛿┠ⓗእ䛻䛚䛡䜛ෆ㒊⏝䜢≉ᐃ䛾
ᙺဨ➼䛻㝈ᐃ䚹

┠ⓗእ⏝ཪ䛿ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ᮏேཪ䛿➨୕⪅䛾ᶒ┈䜢ᙜ䛻ᐖ䛩䜛䛚䛭29
䜜䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛝䚹
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⨩๎䐟
⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾⫋ဨ䚸௨๓
䛣䜜䜙䛾⫋䛻ᚑ䛧䛶䛔䛯⪅

ṇᙜ䛺⌮⏤䛺䛟䚸ಶே䛾⛎ᐦ䛜グ㘓
䛥䜜䛯䝁䞁䝢䝳䞊䝍ฎ⌮䛻䜘䜛ಶே
ሗ䝣䜯䜲䝹䜢ᥦ౪

⊂❧⾜ᨻἲே➼䛛䜙䛾ಶேሗ䛾
ྲྀᢅ䛔䛻㛵䛩䜛ཷクᴗົ䛻ᚑ䛧ཪ
䛿ᚑ䛧䛶䛔䛯⪅

ᴗົ䛻㛵䛧䛶▱䜚ᚓ䛯ಖ᭷ಶேሗ䜢
⮬ᕫⱝ䛧䛟䛿➨୕⪅䛾ṇ䛺┈䜢ᅗ
䜛┠ⓗ䛷ᥦ౪ཪ䛿┐⏝

2ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿
100௨ୗ䛾⨩㔠

ᅜእ䛷䜔䛳䛶䜒䜰䜴䝖

1ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿50
௨ୗ䛾⨩㔠
30

⨩๎䐠
⊂❧⾜ᨻἲே➼䛾⫋ဨ

ⴭసᶒἲ䛾ᇶ♏▱㆑

⫋ᶒ䜢℃⏝䛧䛶䚸ᑓ䜙⫋ົ䛾⏝௨እ┠ⓗ䛷ಶே䛾⛎ᐦ䛜
グ㘓䛥䜜䛯ᩥ᭩䚸ᅗ⏬ཪ䛿㟁☢ⓗグ㘓䜢㞟

1ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿
50௨ୗ䛾⨩㔠
31

ᅜእ䛷䜔䛳䛶䜒䜰䜴䝖

▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾ศ㢮
⏘ᴗ㈈⏘ᶒ

▱ⓗ㈈⏘ᶒ

32

ⴭసᶒἲ䛾┠ⓗ


䐟≉チᶒ䠖Ⓨ᫂
䐠ᐇ⏝᪂ᶒ䠖⪃
䐡ពᶒ䠖䝕䝄䜲䞁
䐢ၟᶆᶒ䠖䝻䝂

ⴭసᶒ

➨1᮲䛂䛣䛾ἲᚊ䛿䚸ⴭస≀୪䜃䛻ᐇ₇䚸䝺䝁䞊䝗䚸ᨺ㏦
ཬ䜃᭷⥺ᨺ㏦䛻㛵䛧ⴭస⪅䛾ᶒཬ䜃䛣䜜䛻㞄᥋䛩䜛
ᶒ䜢ᐃ䜑䚸䛣䜜䜙䛾ᩥⓗᡤ⏘䛾බṇ䛺⏝䛻␃ព
䛧䛴䛴䚸ⴭస⪅➼䛾ᶒ䛾ಖㆤ䜢ᅗ䜚䚸䜒䛴䛶ᩥ䛾Ⓨ
ᒎ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹䛃

䛭䛾䠖ṇ➇த㜵Ṇἲ䚸䝟䝤䝸
䝅䝔䜱ᶒ䛺䛹

33

ⴭసᶒἲ䛾ศ㢮

34

ⴭస≀
⊃⩏



ⴭస⪅䛾ᶒ
ᗈ⩏

ⴭస⪅ே᱁ᶒ

ⴭసᶒ

ᛮཪ䛿ឤ
సᛶ
 ⾲⌧
 ᩥⱁ䚸Ꮫ⾡䚸⨾⾡ཪ䛿㡢ᴦ䛾⠊ᅖ


ⴭసᶒ

୍⯡䛾ⴭస≀(ᑠㄝ䚸ᴦ᭤䚸⤮⏬➼)
ḟⓗⴭస≀
 ⦅㞟ⴭస≀
 䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ⴭస≀

せ௳




ⴭస㞄᥋ᶒ
ⴭసᶒ䛿స䜜䜀Ⓨ⏕䠙↓᪉ᘧ⩏

35

✀㢮
36
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ⴭసᶒ

ⴭస≀䛾✀㢮㻔♧㻕

」〇ᶒ

ⴭస≀䜢༳ๅ䚸┿䚸」䚸㘓㡢䚸㘓⏬䛺䛹䛾᪉ἲ䛻䜘䛳䛶᭷ᙧⓗ䛻〇
䛩䜛ᶒ

㡢ᴦ䛾ⴭస≀

ୖ₇ᶒ䞉₇ዌᶒ

ⴭస≀䜢බ䛻ୖ₇䛧䛯䜚䚸₇ዌ䛧䛯䜚䛩䜛ᶒ

⯙㋀ཪ䛿↓ゝ䛾ⴭస≀

ୖᫎᶒ

ⴭస≀䜢බ䛻ୖᫎ䛩䜛ᶒ

⤮⏬䚸∧⏬䚸᙮้䛭䛾䛾⨾⾡䛾ⴭస≀

බ⾗㏦ಙᶒ䞉ఏ㐩 ⴭస≀䜢⮬ືබ⾗㏦ಙ䛧䛯䜚䚸ᨺ㏦䛧䛯䜚䚸᭷⥺ᨺ㏦䛧䛯䜚䚸䜎䛯䚸䛭䜜䜙䛾බ⾗㏦ಙ
ᶒ
䛥䜜䛯ⴭస≀䜢ཷಙ⨨䜢䛳䛶බ䛻ఏ㐩䛩䜛ᶒ

ᑠㄝ䚸⬮ᮏ䚸ㄽᩥ䚸ㅮ₇䛭䛾䛾ゝㄒ䛾ⴭస≀

ᘓ⠏䛾ⴭస≀

ཱྀ㏙ᶒ

ⴭస≀䜢ᮁㄞ䛺䛹䛾᪉ἲ䛻䜘䜚ཱྀ㢌䛷බ䛻ఏ䛘䜛ᶒ

ᒎ♧ᶒ

⨾⾡䛾ⴭస≀䛸ᮍⓎ⾜䛾┿ⴭస≀䛾ཎసရ䜢බ䛻ᒎ♧䛩䜛ᶒ

ᫎ⏬䛾ⴭస≀

㡺ᕸᶒ

ᫎ⏬䛾ⴭస≀䛾」〇≀䜢㡺ᕸ䠄㈍䞉㈚䛺䛹䠅䛩䜛ᶒ

┿䛾ⴭస≀

ㆡΏᶒ

ᫎ⏬௨እ䛾ⴭస≀䛾ཎసရཪ䛿」〇≀䜢බ⾗䜈ㆡΏ䛩䜛ᶒ

䝥䝻䜾䝷䝮䛾ⴭస≀

㈚ᶒ

ᫎ⏬௨እ䛾ⴭస≀䛾」〇≀䜢බ⾗䜈㈚䛩䜛ᶒ

ḟⓗⴭస≀

⩻ヂᶒ䞉⩻ᶒ䛺
䛹

ⴭస≀䜢⩻ヂ䚸⦅᭤䚸ኚᙧ䚸⩻䛩䜛ᶒ㻔ḟⓗⴭస≀䜢స䛩䜛䛣䛸䛻ཬ䜆ᶒ㻕㻌

ḟⓗⴭస≀䛾
⏝ᶒ

⮬ศ䛾ⴭస≀䜢ཎసရ䛸䛩䜛ḟⓗⴭస≀䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸ḟⓗⴭస≀
䛾ⴭసᶒ⪅䛜ᣢ䛴䜒䛾䛸ྠ䛨ᶒ

ᆅᅗཪ䛿Ꮫ⾡ⓗ䛺ᛶ㉁䜢᭷䛩䜛ᅗ㠃䚸ᅗ⾲䚸ᶍᆺ䛭䛾䛾ᅗᙧ䛾ⴭస≀

⦅㞟ⴭస≀䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ⴭస≀
ᐇ䛾ఏ㐩䛻䛩䛞䛺䛔㞧ሗཬ䜃䛾ሗ㐨䛿䚸ⴭస≀䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䚹

37

ⴭస⪅ே᱁ᶒ
බ⾲ᶒ

38

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊䛂䛿䛨䜑䛶䛾ⴭసᶒㅮᗙ䛃䜘䜚(http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html)

ⴭస≀䛾⏝䛻㛵䛩䜛䝣䝻䞊

⮬ศ䛾ⴭస≀䛷䚸䜎䛰බ⾲䛥䜜䛶䛔䛺䛔䜒䛾䜢බ
⾲䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䚸䛩䜛䛸䛩䜜䜀䚸䛔䛴䚸䛹䛾䜘䛖䛺
᪉ἲ䛷බ⾲䛩䜛䛛䜢Ỵ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᶒ䚹

ⴭసᶒἲ䛷ಖㆤ䛥䜜䜛ⴭస≀䛛
Yes
ⴭసᶒἲୖ䛾ᶒ䛛

Ặྡ⾲♧ᶒ

ྠ୍ᛶಖᣢᶒ

⮬ศ䛾ⴭస≀䜢බ⾲䛩䜛䛸䛝䛻䚸ⴭస⪅ྡ䜢⾲♧
䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䚸䛩䜛䛸䛩䜜䜀䚸ᐇྡ䛛ኚྡ䛛䜢Ỵ
䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᶒ䚹

Yes
⮬⏤⏝つᐃ䛻ヱᙜ䛩䜛䛛
No

⮬ศ䛾ⴭస≀䛾ෆᐜཪ䛿㢟ྕ䜢⮬ศ䛾ព䛻䛧
䛶ᡭ䛻ᨵኚ䛥䜜䛺䛔ᶒ䚹

ಖㆤᮇ㛫ෆ䛛
Yes

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊䛂䛿䛨䜑䛶䛾ⴭసᶒㅮᗙ䛃䜘䜚
(http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html)䚹

チㅙᚲせ

39

⮬⏤⏝䐟















⚾ⓗ⏝䛾䛯䜑䛾」〇(30᮲)
ᅗ᭩㤋➼䛻䛚䛡䜛」〇(31᮲)
ᘬ⏝(32᮲)
ᩍ⛉⏝ᅗ᭩➼䜈䛾ᥖ㍕(33᮲)
ᩍ⛉⏝ᣑᅗ᭩➼䛾సᡂ䛾䛯䜑䛾」〇(33᮲䛾2)
Ꮫᰯᩍ⫱␒⤌䛾ᨺ㏦➼(34᮲)
Ꮫᰯ䛭䛾䛾ᩍ⫱ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛」〇➼(35᮲)
ヨ㦂ၥ㢟䛸䛧䛶䛾」〇➼(36᮲)
どぬ㞀ᐖ⪅➼䛾䛯䜑䛾」〇➼(37᮲)
⫈ぬ㞀ᐖ⪅䛾䛯䜑䛾⮬ືබ⾗㏦ಙ(37᮲䛾2)
Ⴀ䜢┠ⓗ䛸䛧䛺䛔ୖ₇➼(38᮲)
ၥ㢟䛻㛵䛩䜛ㄽㄝ䛾㌿㍕➼(39᮲)
ᨻୖ䛾₇ㄝ➼䛾⏝(40᮲)
䛾௳䛾ሗ㐨䛾䛯䜑䛾⏝(41᮲)
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No

No

Yes
No

⮬⏤䛻䛘䜛

40

⮬⏤⏝䐠
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ุᡭ⥆➼䛻䛚䛡䜛」〇(42᮲)
⾜ᨻᶵ㛵ሗබ㛤ἲ➼䛻䜘䜛㛤♧䛾䛯䜑䛾⏝(42᮲䛾2)
ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ἲ䛻䜘䜛䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㈨ᩱ䛾㞟䛾䛯䜑䛾」〇(42᮲䛾3)
⩻ヂ䚸⩻➼䛻䜘䜛⏝(43᮲)
ᨺ㏦ᴗ⪅➼䛻䜘䜛୍ⓗᅛᐃ(44᮲)
⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾ཎసရ䛾ᡤ᭷⪅䛻䜘䜛ᒎ♧(45᮲)
බ㛤䛾⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾⏝(46᮲)
⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾ᒎ♧䛻క䛖」〇(47᮲)
⨾⾡䛾ⴭస≀➼䛾ㆡΏ䛸䛾⏦ฟ䛻క䛖」〇➼(47᮲䛾2)
䝥䝻䜾䝷䝮䛾ⴭస≀䛾」〇≀䛾ᡤ᭷⪅䛻䜘䜛」〇➼(47᮲䛾3)
ಖᏲ䚸ಟ⌮➼䛾䛯䜑䛾୍ⓗ」〇(47᮲䛾4)
㏦ಙ䛾㞀ᐖ䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑䛾」〇(47᮲䛾5)
㏦ಙྍ⬟䛥䜜䛯ሗ䛾㏦ಙඖ㆑ู➢ྕ䛾᳨⣴➼䛾䛯䜑䛾」〇➼(47᮲䛾6)
ሗゎᯒ䛾䛯䜑䛾」〇➼(47᮲䛾7)
㟁Ꮚィ⟬ᶵ䛻䛚䛡䜛ⴭస≀䛾⏝䛻క䛖」〇(47᮲䛾8)
42

ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳䠖

⮬⏤⏝䠖ᅗ᭩㤋➼䛻䛚䛡䜛」〇(ㄪᰝ◊✲┠ⓗ)
䛂ᅗ᭩㤋➼䛃䛷䛒䜛䛣䛸䚹
」䛾య䛜ᅗ᭩㤋䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 Ⴀ䜢┠ⓗ䛸䛧䛺䛔䛣䛸䚹
 ᅗ᭩㤋➼䛾ᅗ᭩䚸グ㘓䛭䛾䛾㈨ᩱ䜢⏝䛔䜛䛣䛸䚹
 ⏝⪅䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨䛯」〇䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 ㄪᰝ◊✲䛾⏝䛻౪䛩䜛┠ⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 බ⾲䛥䜜䛯ⴭస≀䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 ⴭస≀䛾୍㒊ศ䛾」〇䛷䛒䜛䛣䛸䚹
 1ே䛻䛴䛝୍㒊䛾ᥦ౪䛷䛒䜛䛣䛸䚹

ཎ࿌䠖ከᦶᕷ䛾ఫẸ
⿕࿌䠖ከᦶᕷ
 ᖹᡂ5ᖺ7᭶୰᪪㡭䚸ཎ࿌䛿䚸ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋䛻ᑐ䛧䚸䛂ᅵ
ᮌᕤᏛ䛃䛾112㡫䛛䜙118㡫䜎䛷䜢」⏦ㄳ䛧䛯䛜䚸
ᣄྰ䛥䜜䛯䚹
 䛂ᅵᮌᕤᏛ䛃䛿䚸ᮏᩥ䛜822㡫䚸䛝䛟18䛾⠇䛻ศ䛛䜜
䛯⦅㞟ⴭస≀䛷䛒䜚䚸ⴭస⪅䜒㡯┠䛤䛸䛻ศ䛛䜜䛶䛔䜛䚹
 ཎ࿌䛿䚸⿕࿌䛻ᑐ䛧䚸ⴭసᶒἲ31᮲୍ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟
」〇ᶒ䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛾☜ㄆ➼䜢ồ䜑䛶ᥦッ䚹









43

ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳䠖ྛุᡤ䛾⤖ㄽ


ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳䠖䛺தⅬ䛸ุᡤ䛾ุ᩿

ᮾிᆅ᪉ุᡤᖹᡂ7ᖺ4᭶28᪥䠖ㄳồᲠ༷

ཎ࿌䛻」〇ᶒ䛿䛒䜛䛛䠛
䛂ᅗ᭩㤋䛻ᑐ䛧䚸」〇≀ᥦ౪ᴗົ䜢⾜䛖䛣䛸䜢⩏ົ䛡䛯
䜚䚸ⶶ᭩䛾」〇ᶒ䜢䛘䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛧䛶䜔䚸䛣䛾
つᐃ䜢䜒䛳䛶䚸ᅗ᭩㤋⏝⪅䛻ᅗ᭩㤋䛾ⶶ᭩䛾」〇ᶒ
䛒䜛䛔䛿୍㒊䛾」〇䜢䛩䜛ᶒ䜢ᐃ䜑䛯つᐃ䛸ゎ䛩䜛䛣
䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹䛃
 ᮏ௳ⴭస≀䛿య䛜1䛴䛾ⴭస≀䛛䠛


ཎ࿌᥍ッ


ᮾி㧗➼ุᡤᖹᡂ7ᖺ11᭶8᪥䠖᥍ッᲠ༷
᥍ッேୖッ



44

᭱㧗ุᡤᖹᡂ9ᖺ1᭶23᪥䠖ୖ࿌Რ༷

䛂ᮏ௳ⴭస≀䛿䚸ྛ㡯┠ẖ䛻䜎䛸䜎䛳䛯ෆᐜ䜢᭷䛧䛶䛔䜛
䜒䛾䛸❚䜟䜜䛛䛴ⴭస⪅䛜᫂♧䛥䜜䛶䛃䛔䜛䚹
45

ಖㆤᮇ㛫

ၥ㢟Ⅼ

ⴭస≀䛾✀㢮
ಖㆤᮇ㛫
ᐇྡ㻔࿘▱䛾ኚྡ䜢ྵ䜐㻕䛾 Ṛᚋ㻡㻜ᖺ
ⴭస≀
↓ྡ䞉ኚྡ䛾ⴭస≀
බ⾲ᚋ㻡㻜ᖺ
㻔Ṛᚋ㻡㻜ᖺ⤒㐣䛜᫂䜙䛛䛷䛒䜜䜀䚸䛭䛾
䛸䛝䜎䛷㻕
ᅋయྡ⩏䛾ⴭస≀
බ⾲ᚋ㻡㻜ᖺ
㻔సᚋ㻡㻜ᖺ௨ෆ䛻බ⾲䛥䜜䛺䛡䜜䜀䚸
సᚋ㻡㻜ᖺ㻕㻌
ᫎ⏬䛾ⴭస≀
බ⾲ᚋ㻣㻜ᖺ
㻔సᚋ㻣㻜ᖺ௨ෆ䛻බ⾲䛥䜜䛺䛡䜜䜀䚸
సᚋ㻣㻜ᖺ㻕㻌

 ゎ㔘ㄽ䛸䛧䛶䛿␗ㄽ䛾వᆅ䜢ᣳ䜏䛻䛟䛔䚹

❧ἲㄽ䛸䛧䛶

ሗ䝃䞊䝡䝇䛾㟂
せቑ䜢⌮⏤䛻䚸
」〇䛾⮬⏤䜢ᗈ
䛟ㄆ䜑䜛䜉䛝䛛䠛

46

බ┈ⓗぢᆅ䛛䜙
䚸䜘䜚ཝ᱁䛻ゎ
䛩䜛䜉䛝䛛䠛

47

䈜ᬺᖺ⩏䠖స䚸බ⾲䚸Ṛஸ䛧䛯᪥䛾⩣ᖺ䛾䠍᭶䠍᪥䛛䜙㉳⟬

48
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㐪䛾ຠᯝ(Ẹ)

㐪䛾ຠᯝ(ฮ)

ᕪṆㄳồᶒ
ᐖ䛾Ṇ䞉ண㜵
ᐖ⾜Ⅽ䛻䜘䜚సᡂ䛧䛯≀䜔ᐖ⾜Ⅽ䜢䛩䜛䛯䜑䛾ᶵ
Ე䞉ჾල㢮䛾ᗫᲠ➼䛾ㄳồ
 ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ



ⴭసᶒ䚸ฟ∧ᶒ䚸ⴭస㞄᥋ᶒᐖ
10ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿1,000௨ୗ䛾⨩㔠
ἲே䛿3൨௨ୗ䛾⨩㔠
 ⴭస⪅ே᱁ᶒ䞉ᐇ₇ᐙே᱁ᶒᐖ➼
5ᖺ௨ୗ䛾ᠬᙺཪ䛿500௨ୗ䛾⨩㔠
ἲே䛿ᮏ᮲䛸ྠ䛨⨩㔠
 ぶ࿌⨥䠖࿌ッ䛜䛺䛡䜜䜀බッ䜢ᥦ㉳䛷䛝䛺䛔䚹



49

2009ᖺⴭసᶒἲᨵṇ




50

㻞㻜㻝㻞ᖺⴭసᶒἲᨵṇ
ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛻䜘䜛ᅗ᭩㤋㈨ᩱ䛾⮬ືබ⾗㏦ಙ䛻ಀ䜛つᐃ
䛾ᩚഛ
䊻ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛿䚸⤯∧➼㈨ᩱ䛻䛴䛔䛶䚸ᅗ᭩㤋➼䛻ᑐ䛧䛶⮬
ືබ⾗㏦ಙ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅗ᭩㤋➼䛿䚸
⏝⪅䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨䛶䚸ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛛䜙⮬ືබ⾗㏦ಙ䛥䜜
䛯⤯∧➼㈨ᩱ䛾୍㒊」〇䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹


䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖➼䜢ά⏝䛧䛯ⴭస≀⏝䛾䜢ᅗ䜛䛯䜑
䛾ᥐ⨨
㐪ἲ䛺ⴭస≀䛾ὶ㏻ᢚṆ䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨
㞀ᐖ⪅䛾ሗ⏝䛾ᶵ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䛾ᥐ⨨
ᅗ᭩㤋䛸䛾㛵ಀ䛷䛿

 බᩥ᭩➼䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➼䛻ᇶ䛵䛟⏝䛻ಀ䜛つᐃ䛾ᩚഛ
䊻ᅜ❧බᩥ᭩㤋䛾㛗➼䛿䚸බᩥ᭩➼䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛ἲᚊ➼䛾つ
ᐃ䛻䜘䜚䚸ⴭస≀➼䜢බ⾗䛻ᥦ౪䛩䜛䛣䛸➼䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ሙྜ䛻
䛿䚸ᚲせ䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛㝈ᗘ䛻䛚䛔䛶䚸ᙜヱⴭస≀➼䜢⏝䛷䛝䜛
䛣䛸䛸䛩䜛䚹

(1) ᅜᅗ᭩㤋䛻䛚䛡䜛ᡤⶶ㈨ᩱ䛾㟁Ꮚ
(2) 㞀ᐖ⪅䛾ሗ⏝䛾ᶵ䛾☜ಖ
51

52

䐟


䛹䛾䜘䛖䛺ᅗ᭩㤋䛷䜒ᶒ⪅䛻↓᩿䛷」䝃䞊䝡䝇䛜䛷
䛝䜛䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋➼7䛴䛾㢮ᆺ䛾タ䛻ヱᙜ䛩䜛䛣䛸䚹
ྖ᭩ཪ䛿䛣䜜䛻‽䛪䜛⫋ဨ䜢⨨䛔䛶䛔䜛䛣䛸䚹

ⴭసᶒ䛻㛵䛩䜛ಶูၥ㢟



53

200 図書館と法

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q1 䚸㯮⃝⠇⏨䛄ᅗ
᭩㤋䛾ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅(ኴ⏣ฟ∧䚸➨3∧䚸2011ᖺ)102㡫௨ୗཧ↷䚹

54

䐢
䐠䚸䐡
ⴭసᶒἲ➨30᮲䛾䛂⚾ⓗ⏝䛾䛯䜑䛾」〇䛃䛾つᐃ䛻
䜘䜚䚸ᅗ᭩㤋ෆ䛻䛚䛔䛶䜒䝁䜲䞁ᘧ」ᶵ䛷ᩥ䛾」
䛜䛷䛝䜛䛸⪺䛝䜎䛧䛯䛜䚸䛭䛖䛺䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹





」䝃䞊䝡䝇䛜䛷䛝䜛䛂ⴭస≀䛾୍㒊ศ䛃䛸䛿䛹䛾⠊ᅖ䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ಶ䚻䛾ⴭస≀䛾༙ศ䜢㉸䛘䛺䛔⛬ᗘ䛸ゎ㔘䛥䜜䛶䛔䜛䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q4䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ᅗ᭩㤋䛾ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅122㡫௨ୗཧ↷䚹

䐣


䛛䛛䜛ゎ㔘䛿㐪ἲ䚹䛯䛰䛧䝁䞁䝡䝙䛾䝁䝢䞊ᶵ➼䛷䛾
ᩥ䝁䝢䞊䛿ᬻᐃⓗ䛻㐺ἲ䛺䜒䛾䛸䛧䛶ᢅ䜟䜜䛶䛔䜛䚹

ᐃᮇห⾜≀䛻㛵䛩䜛䛂Ⓨ⾜ᚋ┦ᙜᮇ㛫䛃䛸䛿䛹䛾⛬ᗘ䛸⪃䛘䛯䜙䜘
䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ḟྕ䛜Ⓨ⾜䛥䜜䜛䜎䛷䚸ཪ䛿䚸ᖺห䛾ᐃᮇห⾜≀䛻䛴䛔䛶䛿䚸3䞄᭶㛫䚹
䝞䝑䜽䝘䞁䝞䞊䜢ᐜ᫆䛻ධᡭ䛷䛝䜛ሙྜ䛿䚸ḟྕ䛜ฟ䛶䜒䛂Ⓨ⾜ᚋ┦ᙜ
ᮇ㛫䛃䛸䛿䛔䛔䛜䛯䛔䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q2-Q3 䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ⴭసᶒ䛾ᇶ
♏▱㆑䛅106䚸109㡫௨ୗཧ↷䚹
55

䐤

56

䐥䚸䐦

⮬㤋䛻䛺䛔㈨ᩱ䛻䛴䛔䛶⏝⪅䛛䜙」ㄳồ䛜䛒䛳䛯䛾䛷㈨ᩱ䜢
ᡤⶶ䛧䛶䛔䜛䛾ᅗ᭩㤋䛻ᩥ⊩䛾」౫㢗䜢䛧䛶ᑐᛂ䛧䛯䛔䛾䛷
䛩䛜䚸䜘䜝䛧䛔䛷䛧䜗䛖䛛䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q5ཧ↷䚹
䈜ከᦶᕷ❧ᅗ᭩㤋௳
䈜䛂」〇≀䛾䜚㎸䜏䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃(2006ᖺ)

䛂ᅗ᭩㤋㛫༠ຊ䛻䛚䛡䜛⌧≀㈚䛷䜚ཷ䛡䛯ᅗ᭩䛾」〇䛻㛵䛩䜛

䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛾ྲྀ䜚Ỵ䜑䛻ᇶ䛵䛝䚸౫㢗䜢ཷ䛡䛯ᅗ᭩㤋䛜䚸」〇䜢䛧䛶
ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q6䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ᅗ᭩㤋䛾ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅
126㡫௨ୗཧ↷䚹

᭱㏆䚸ᅗ᭩㤋䛾㞧ㄅ䛾㘓䛻CD-ROM䜔䝣䝻䝑䝢䞊䛜䛴䛔䛶䛔
䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸㤋እ㈚ฟ䜢䛧䛶䜒䛛䜎䛔䜎䛫䜣䛛䚹



㡢ᴦᩍᮦ䛻䛿㈚ᶒ䛜ཬ䜆䚹䛯䛰䛧䚸㠀Ⴀ䚸↓ᩱ䛾እ䛜䛒䜛䚹
ᫎ⏬ⴭస≀䛻ヱᙜ䛩䜜䜀㡺ᕸᶒ䛜ཬ䜆䚹䛯䛰䛧䚸㠀Ⴀ䚸ᨻ௧䛷
ᐃ䜑䛯タ(බඹᅗ᭩㤋䛷䛒䜜䜀OK)䚸↓ᩱ䚸⿵ൾ㔠ฎ⌮䛻䜘䛳䛶
㈚ฟ䛧ྍ⬟䚹
 ᅗ᭩㤋䛜㐺ṇ䛻㉎ධ䛧䛶䛔䜜䜀䚸ᾘᑾ⌮ㄽ䛻䜘䜚䛭䛾ᚋ䛾㈚ฟ䛻
ᑐ䛧䛶㡺ᕸᶒ䛿ཬ䜀䛺䛔䚹



䈜䛂ᅗ᭩㤋㛫༠ຊ䛻䛚䛡䜛⌧≀㈚䛷䜚ཷ䛡䛯ᅗ᭩䛾」〇䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃(2006ᖺ)
57

䐧

58

䐨

ᕷ❧䛾ᅗ᭩㤋䛷Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻ᑐ䛧䛶䛚ヰ(ᮁㄞ䝃䞊䝡䝇)䜢䚸どぬ
㞀ᐖ⪅䛻ᑐ䛧䛶㘓㡢䝃䞊䝡䝇䜢䛧䜘䛖䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q7-Q8䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ⴭసᶒ
䛾ᇶ♏▱㆑䛅150㡫௨ୗཧ↷䚹

ᮁㄞ䛻䛿ཱྀ㏙ᶒ䚸㘓㡢䛻䛿」〇ᶒ䛜ཬ䜆䚹
䛯䛰䛧䚸ᮁㄞ䝃䞊䝡䝇䛿䚸㠀Ⴀ䞉↓ᩱ䞉↓ሗ㓘䛾せ௳䜢䜽䝸
䜰䛩䜜䜀チㅙせ䚹
 どぬ㞀ᐖ⪅ྥ䛡䛾㘓㡢䝃䞊䝡䝇䜒䚸2009ᖺᨵṇ䛻䜘䜚䚸බ
ඹᅗ᭩㤋䛷」〇䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹

䝕䝆䝍䝹䜹䝯䝷䜔ᦠᖏ㟁ヰ䜢䛳䛶㈨ᩱ䜢ᙳ䛩䜛⏝
⪅䛜䛔䜎䛩䛜䚸ᅗ᭩㤋䛸䛧䛶䛿䛹䛖ᑐᛂ䛧䛯䜙䛔䛔䛾䛷
䛧䜗䛖䛛䠛






⚾ⓗ⏝䛾⠊ᅖෆ䛷䛒䜜䜀䛸䜑䜙䜜䛺䛔䚹
ᅗ᭩㤋タ䛾⟶⌮ᶒ䛻ᇶ䛵䛟ไ㝈䜢タ䛡䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙
䜜䜛䚹



ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q10䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ᅗ᭩㤋䛾
ⴭసᶒᇶ♏▱㆑䛅100㡫௨ୗཧ↷䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q9ཧ↷䚹
䈜ඣ❺᭩ᅄ⪅᠓ㄯ䛂䛚ヰ䞉ㄞ䜏⪺䛛䛫ᅋయ➼䛻䜘䜛ⴭస≀䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛃(2006ᖺసᡂ䚸
2007ᖺᨵゞ)䚹

59

60

図書館と法

201

⟶⌮㐠Ⴀᶒ㝈䛾᰿ᣐ

䐩

ᅗ᭩㤋ἲ㻝㻟᮲㻞㡯
䛂㤋㛗䛿䚸㤋ົ䜢ᤸ⌮䛧䚸ᡤᒓ⫋ဨ䜢┘╩䛧䛶䚸ᅗ᭩㤋ዊ
䛾ᶵ⬟䛾㐩ᡂ䛻ດ䜑䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛃





ᅗ᭩㤋䛾⏝つ⣙䛻ᐃ䜑䜢⨨䛟䚹

ᙜ㤋䛷䛿䚸䛂ᅗ᭩㤋䛰䜘䜚䛃䛻⤮ᮏ䜔ᮏ䛾⾲⣬䜢┿䛻䜚䚸ẖ᭶
᪂╔ᅗ᭩䛾⤂䛸䛧䛶㍕䛫䚸䜎䛯䚸䛭䛾ᅗ᭩㤋䛰䜘䜚䜢䛭䛾䜎䜎
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䜒㍕䛫䛶䛚䜚䜎䛩䛜䜘䜝䛧䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛










᮲䛻ᇶ䛵䛟㐠Ⴀせ㡿䜢㐺⏝䛩䜛᪉ἲ䜒䛒䜛䚹

」〇ᶒ䛜ാ䛟䛯䜑䚸ฟ∧♫䛻せ☜ㄆ䚹
ᘬ⏝䛾᪉ἲ䛻䜘䜛ሙྜ䜒䚹
チㅙせ䛸䛔䛖ぢゎ䜒᭷ຊ䚹

䈜ඣ❺᭩ᅄ⪅᠓ㄯ䛂䛚ヰ䞉ㄞ䜏⪺䛛䛫ᅋయ➼䛻䜘䜛ⴭస≀䛾⏝䛻䛴䛔䛶䛃

61

䐪





䐫

Ꮫᅗ᭩㤋䛷䛿䚸䛂ᶵ㛵䝸䝫䝆䝖䝸䛃䜢㛤タ䛧䛶ᙜヱᏛ䛾◊✲⪅
䛾◊✲ᡂᯝ≀䜢ᅗ᭩㤋䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻Ⓩ㘓䛧䚸ୡ⏺䛻ሗⓎ
ಙ䛩䜛䛣䛸䛜ᩘᖺ๓䜘䜚⾜䜟䜜䛶䛔䜎䛩䛜䚸ⴭసᶒⓗ䛻␃ព䛩䜉
䛝䛣䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䠛

」〇ᶒ䛸බ⾗㏦ಙᶒ䛻䛴䛔䛶䚸ᶒ⪅䛛䜙䛾チㅙ䛜ᚲせ䚹
≉䛻㐣ཤ䛾ㄽᩥ➼䛻䛴䛔䛶䛿ኚ䛺సᴗ䛸䛺䜛䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q12䚸㯮⃝䞉๓ᥖ䛄ⴭసᶒ䛾ᇶ♏
▱㆑䛅133㡫௨ୗཧ↷䚹
63

202 図書館と法

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q11䚸㯮⃝⠇⏨䛄ᅗ᭩㤋䛾ⴭ
62
సᶒᇶ♏▱㆑䛅(ኴ⏣ฟ∧䚸➨୕∧䚸2011ᖺ)85㡫௨ୗཧ↷䚹



ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛾䛂⣡ᮏไᗘ䛃䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䚹ᡤⶶ㈨ᩱ䛾㟁Ꮚ」
〇䛻㛵䛩䜛ⴭసᶒἲ䛾ᨵṇෆᐜ䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛩䛛䚹



䛂⣡ᮏไᗘ䛃䛸䛿䚸ᅜෆ䛾ฟ∧≀䛾䛶䜢㞟䛩䜛䛸䛔䛖ᴗົ䚹
2009ᖺⴭసᶒἲᨵṇ䛻䜘䜚䚸ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛻䛚䛔䛶䚸ᡤⶶ㈨ᩱ
䛾ཎᮏ䛾⁛ኻ➼䜢㑊䛡䜛䛯䜑(䠙⣡ᮏᚋ┤䛱䛻)䚸⣡ᮏ䛥䜜䛯ᅗ᭩
➼䜢䝕䝆䝍䝹䛧䛶ཎᮏ䜢ಖᏑ䛩䜛᪉㏵䛜㛤䛛䜜䛯䚹

ⴭసᶒሗ䝉䞁䝍䞊 䜿䞊䝇䝇䝍䝕䜱䝅䝸䞊䝈➨3㞟䛂ᅗ᭩㤋䛸ⴭసᶒ䛃Q13ཧ↷䚹
64

