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ヨーロッパにおける書籍へのアクセシビリティをめぐる現状と課題　立命館大学　青木 千帆子
 　　目的
１）国際機関における書籍アクセシビリティをめぐる議論の現状
２）イギリス・ドイツにおいて、書籍へのアクセスがどのように保障されているのか　を明らかにする
　　方法　
・文献調査と訪問調査

- イギリス：The British Library、Royal National Institute for the Blind、The Publishers Association　
- ドイツ：Technische Universität Dortmund、Karlsruhe Institute of Technology、Deutsche Zentralbücherei für Blinde　など

　　結果
　　ドイツ
■書籍へのアクセスを保証するとりくみの現状
2002 年　障害者平等法
2003 年　著作権法改正

- 対象は視覚障害者のみ。 認可機関指定なし
- 複製に際してライセンス料金が必要

2006 年　平等待遇原則の実現のための欧州指令を実施するための法律
MEDIBUS　
・７つの音声図書、点字図書間の連合体。音声図書、点字図書

の目録をオンラインで共有。また、各図書データのアーカイ
ブは加盟図書館同士で共有。
■書籍のアクセシビリティを向上しようとするとりくみ
Sehcon　
・19 の組織（大学図書館など）が参加
・1985 年 Zentralkatalog der Medien für Sehgeschädigte とし

て始動。当初は音声本 20 冊を蔵書。
・2002 年 Sehcon に名称変更。ドルトムンド工科大学のリポジ

トリ ELDORADO にサーバーを設置しウェブベースのものに
移行。登録した利用者にパスワードを発行しサーバーより直
接ダウンロードすることが可能。

・現在のデータ総数は13378件、うちデジタルデータは5367件。
大学図書館のスタッフが管理運営。

・データは出版社より PDF ファイルの提供を受け、図書館ス
タッフが校正。無償か、紙の書籍と同額の支払い。

　　イギリス
■書籍へのアクセスを保証するとりくみの現状
1995 年　障害者差別禁止法
2002 年　著作権法改正

- 対象は視覚障害者のみ
- 認可機関は教育機関および非営利団体

2010 年　平等法
RNIB National Library Service　http://goo.gl/efwGKE
・1882 年に始まった世界初の点字図書館 National Library for 

the Blind が、2007 年より Royal National Institute for the 
Blind (RNIB) による運営へ移行
■書籍のアクセシビリティを向上しようとするとりくみ
Publishers Association
・障害のある個人からの直接的なリクエストだけではなく、高

等教育機関や図書館から間接的なリクエストが増加。
・2007 年から Copyright publishers group 発足、アクセシビリ

ティに関するリクエストの件数を数えはじめる
⇒multiple copies の問題を考える必要性が明確に

・2007 年 Publisher Guideline　http://goo.gl/f8pymp
- 差別禁止法の下、アクセシブルなコピーの提供が責務であ
る点を明記し、アクセシビリティの高い書籍のあり方やリ
クエストへの対応方法など解説

JISC Tech Dis
・高等教育機関に所属する障害者の学習において有用な技術や

情報を集約し発信

・高等教育機関の支援者への手引き
- Obtaining Textbooks in Alternative Formats　http://goo.gl/4nhXKH
- Publisher Lookup UK　http://goo.gl/d49O7V

・出版関係者への手引き
- Accessible Publishing　http://goo.gl/dnNhrk
- Educational publishing and accessibility　http://goo.gl/Xee0uQ

Royal National Institute for Blind　
・技術を把握し、著作権団体と交渉する役割のスタッフを配置

- Can Everyone Read Your Books?　http://goo.gl/dLcVgd
- Accessibility of top 1,000 titles of 2012 　http://goo.gl/Xu2t1W

↓The Right to Read Alliance
・23 の当事者団体（視覚障害者、ディスレクシアなど）により結成。

団体ごとの主張を調整した上で一つの声を持つ。
Accessibility Action Group　
・Publishers Association、RNIB、JISC Tech Dis、Dyslexia Action、

EDItUER、Publishers Licensing Society が参加。出版、教育、
福祉に関連する団体がパートナシップを組む。

・2009 年結成。電子書籍のアクセシビリティを高めるための技
術に関する勉強会を開くことから始まり、現在は様々な情報を
発信。

・2012 年 London Book Fair にて Digital Publishing Forum on 
Accessible Publishing 開催。共同声明↓を公表。

・Joint Statement on Accessibility and E-books　http://goo.gl/Al1HIy
↓Print Disability Licence

・2010 年 Accessibility Action Group と The Right to Read 
Alliance との協議の下、The Copyright Licensing Agency が設
置

・著作権法が権利制限の対象として認定する視覚障害者の範囲を
超え、読書に困難を持つ全ての障害者に対し、無料でアクセシ
ブルな形式への複製を認めるライセンス

　　ＥＵ 他
■書籍のアクセシビリティを向上しようとするとりくみ
Memorandum of Understanding
・Federation of European Publishers、European Blind Union など

による、EU 圏全体での書籍のアクセシビリティを向上するた
めの合意文書。Trusted Intermediaries を介しての相互利用を
前提に議論。

 ・Welcoming a new chapter of greater access to books for 
people with print disabilities　http://goo.gl/W1e0el

マラケシュ条約
・2013 年 6 月マラケシュにて WIPO 外交会議開催。盲人、視覚

障害者及び読字障害者の出版物へのアクセス促進のためのマラ
ケシュ条約が日本を含む 186 の全加盟国の合意を得て成立。

・世界各国において読書障害者のために制作されたアクセシブル
な型式の複製物の国境を越えた相互利用

・各国の認証機関に対し他国の個人 / 認証機関がデータの申請を
することが可能

・マラケシュ条約は 20 か国が批准すると効力を持つ
・日本が締結するには法改正が必要である可能性が高い

　　まとめ
・書籍へのアクセスを保証する既存の体制とそれをさらに拡大しようとするとりくみ、それぞれを確認
・拡大するとりくみにおいて差別禁止法は大きな要因となっているが、同時に多様な組織による積極的な議論も存在

⇒このような議論の結果、法の範囲を超えた権利制限を著作権者が認めている事例
・障害者差別解消法が成立した日本においても、今後、著作権者と読書障害者間の対話や議論が重要となる


