
障害者サービス（図書館利用に障害のある人へのサービス） 
中山玲子（日野市立中央図書館） 

２０１３年６月２５日 
 
１ 図書館ってどんなとこ？（障害者サービス利用者の声聞いたことありますか？） 
  ①その図書館の蔵書だけを貸し出してくれるところじゃないの？ 
  ②読みたい本を言葉で伝えないといけないので恥ずかしいところ 
  ③カウンターで「はい、次の方」と言われても、私の順番なの？ 
  ④「障害者サービス担当者がいないから答えられません」と言われても・・・。 
  ⑤「どんな本を読みたいですか？リクエスト出してくださいね」と言われても・・・。 
  ⑥無償ボランティアにやってもらうサービスは申し訳なくて利用できない 
  ⑦障害者へのサービスを語るとなぜすぐに「ボランティア」という言葉が出てくるの？ 
  ⑧インターネットによるサービスから施設入所者は取り残されることもあるのです 
  ⑨盲ろう者にとって、図書館は命の泉 
  ⑩真面目な本しかないんでしょう？ 
 
２ 障害者サービスで言うところの「障害」とは 
  ①障がい」ではなく「障害」と表記することの図書館サービスにおける意味 
  ②その「図書館の抱える障害」を取り除いていくのが障害者サービスである 
  ③皆さんが高齢者や障害者になっても利用したい図書館は？ 
 
３ 図書館から障害を受けている利用者とは 
  ①活字が読めない、あるいは読みにくい人 
  ②活字が書けない、あるいは書きにくい人 
  ③本を自由に選ぶことが困難な人 
  ④会話によるコミュニケーションが不自由な人 
  ⑤日本語の使用が不自由な人 
  ⑥電話の利用が困難な人 
  ⑦本を持ったりページをめくることが困難な人 
  ⑧外出が困難な人 
  ⑨図書館の中の移動が困難な人 
  ⑩人を見分けることが不自由な人 
  ⑪不自由さを外見からは理解してもらえない人 
  ⑫点字を読めない人 
  ⑬視聴覚資料を利用することが困難な人 
  ⑭テープやＣＤによる朗読では理解が困難な人 
  ⑮図書館の建築材料などの化学物質でアレルギーをおこす人 
  ⑯極度の緊張などにより、人と係ることが困難な人 
  ⑰その他 
 
４ 公共図書館における障害者サービスの歴史 
  １９４９年 「点字図書館」が位置づけられる：恩恵的サービスとしての奉仕 
  １９７０年 視覚障害者読書権保障協議会（視読協）結成：読書権、学習権運動 
        ①公共図書館の豊富な蔵書を開放すること 



        ②朗読者には公費で報償費を支払うこと 
        都立日比谷図書館にて視覚障害者サービスとして対面朗読を開始 
  １９８１年 「国際障害者年」 
  １９８０年代後半 パソコン点訳が広がる 
  １９９７年 デジタル録音図書（ＤＡＩＳＹ）国際標準規格の統一 
  ２０１０年１月 公共図書館における障害者サービスに関連する著作権法改正 
  ２０１１年１０月 公共図書館およびボランティアグループにおける録音図書製作基 
           準統一（別紙参照） 
  現在       公共図書館が読み書き支援を引き受けることの課題がある 
 
５ 図書館利用に障害のある人の読書環境 
  ①点字による読書 
  ②録音テープによる読書 
  ③ＤＡＩＳＹによる読書（音声ＤＡＩＳＹ、マルチメディアＤＡＩＳＹ、 
   テキストＤＡＩＳＹ） 
  ④対面朗読による読書 
  ⑤大活字、拡大写本による読書 
  ⑥パソコンによるテキストデータの読書 
  ⑦手話による読書 
  ⑧絵や写真による読書 
  ⑨外国語資料の読書 
  ⑩触図資料による読書 
  ⑪さわる絵本、布の絵本の利用 
  ⑫音楽 CD、ビデオテープ、DVD 等の利用 
  ⑬その他デジタル化資料の利用 
  ⑭墨字資料の読書 
  ⑮複数媒体併用による読書 
 
６ 障害者サービスのいろいろ 
  (1)資料の貸出（「点字図書・録音図書全国総合目録」「サピエ図書館」などを利用し 
    ての相互貸借含む） 
  (2)大活字図書、ユニバーサルデザイン絵本などの市販の障害者用図書の所蔵 
  (3)図書館協力者の養成 
  (4)点訳図書・録音図書・ＤＡＩＳＹ図書、拡大写本、触図資料等の製作 
  (5)対面朗読 
  (6)さわる絵本、布の絵本の製作 
  (7)文字情報サービス（付録的サービスとして） 
  (8)郵送サービス 
  (9)宅配サービス 
  (10)図書館内のガイド 
  (11)筆談・手話・外国語によるカウンター応対 
  (12)職員が障害のある利用者の代わりに蔵書検索を行う 
  (13)図書館主宰行事における障害者対応 
  (14)最寄り駅などからの送迎 



  (15)利用案内、新刊案内などの点字版・録音版等の作成 
  (16)福祉関係団体、自治体広報へのＰＲ 
  (17)メール・ＦＡＸによるレファレンスやリクエスト受付 
  (18)拡大読書機による閲覧 
  (19)音声パソコンによるインターネット、ＣＤ－ＲＯＭなどの検索 
  (20)自動朗読機による閲覧サービス 
  (21)図書館ホームページのバリアフリー化 
  (22)ＩＴ機器の活用支援 
  （23）点字指導 
  (2４)施設整備 
  (2５)入院患者サービス 
  (2６)受刑者へのサービス 
  (2７)多文化サービス 
  (2８)学校訪問、職場体験など 
  (2９)その他（利用者懇談会等） 
 
７ 図書館協力者 
  ①図書館協力者の種類 
   ・点訳者、点訳校正者 
   ・音訳者、音訳校正者 
   ・ＤＡＩＳＹ編集者、ＤＡＩＳＹ編集校正者 
   ・拡大写本者 
   ・布の絵本製作者 
   ・その他（手話通訳者など） 
 
  ②「図書館協力者ガイドライン」が目指すもの 
 
  ③職員と図書館協力者それぞれの役割（音訳を例として） 
 
  職員 
   ・音訳者、利用者それぞれからの相談に応じる 
   ・音訳者を知る 
   ・録音図書製作、対面朗読のコーディネート 
   ・音訳者の養成 
   ・各種マニュアルの整備 
   ・機材の選定と購入 
 
  音訳者 
   ・専門技術を用いて、職員の補えない音訳活動を支える 
   ・継続的な技術向上 
 
  音訳校正者 
   ・専門技術を用いて、職員の補えない録音図書の校正活動を支える 
   ・継続的な技術向上 



  ④職員と図書館協力者との関係 
   ・対等な関係 
   ・よい関係 
   ・利用者を知る 
   ・コミュニケーション力を高める 
   ・ユーザーの立場に立っての資料製作と評価 
   ・共に学びあう機会の重要性 
 
８ 利用者に接するときの基本的考え方 
  ①「○○障害者へのサービスから「○○さん」へのサービスへ 
  ②個々の利用者の読書傾向、興味、思想などを「自然に」会話などから理解していく 
  ③図書館は住民としての社会参加の扉であるという認識を持ってサービスに当たる 
  ④「本が好き」なことと同じくらい「人が好き」になろう（信頼感でリクエストは 
   増える） 
  ⑤コミュニケーション能力を高める努力 
  ⑥待っているだけでは利用はない（継続的広報、人づてによるＰＲ） 
  ⑦「できません」「やりません」は言わない 
  ⑧障害を受けた時期、障害の性質を知る 
  ⑨強いプライバシー保護の意識 
  ⑩子ども扱い的な態度をしない 
  ⑪利用者の質問に対してたらいまわしをしない 
  ⑫表情は声に現れることを心しておく 
  ⑬障害者の読書環境に関する最新情報を入手する 
 
９ 利用者登録の際に気をつけたい点 
  ①プライバシー保護で気をつけることは 
   ア．他人に個人情報が漏れないための配慮 
   イ．「障害」という言葉を使用するときの配慮 
  ②登録条件について 
   ア．障害者手帳について 
   イ．一時的な利用 
  ③様々なコミュニケーション手段を使おう 
   ア．電話 
   イ．メール 
   ウ．筆談 
   エ．手話 
   オ．専用のＦＡＸ 
  ④表示の工夫 
   ア．筆談をする旨の表示 
   イ．利用者カードへのマークなど 
   ウ．手話や外国語のできる職員がだれかということがわかるような印 
   エ．その他、きめ細かい館内表示 
  ⑤施設の整備 
   ア．車いす使用の方の座りやすい机 



   イ．音声ソフトの組み込まれたパソコンの使用スペース 
   ウ．拡大読書機等の置き場所 
   エ．当事者が望む施設のバリアフリー化 
 
１０ 図書館内のガイド・資料案内 
  ①だれが図書館内のガイドをするか 
  ②ガイドの方法 
   ア．白杖を持った視覚障害者の場合 
   イ．盲導犬使用者の場合 
   ウ．弱視者の場合 
   エ．その他（車椅子使用者、内部障害者など） 
   オ．通路などに障害物を置かない配慮→置いてしまっているときの配慮 
   カ．抽象的な言葉を極力使わない配慮（特に視覚障害者に対して） 
  ③書架案内の方法 
   ア．プライバシーを護る 
   イ．本を手にとってもらう 
   ウ．資料紹介をするときに先ず行うこと 
 
１１ 図書のリクエストやレファレンスを受ける際に気をつけること 
  ①電話応対で気をつけること 
  ②来館応対で気をつけること 
  ③メールやＦＡＸの利用で気をつけること 
  ④送迎サービスについて 
  ⑤自宅が図書館のカウンターになる宅配サービスはだれがすべきか→ボランティア 
   宅配にせざるを得ないときの心構え 
  ⑥どこの図書館でも先ず行える郵送サービスにおいて気をつけること 
 
１２ 全職員の意識向上のために 
  ①全職員にここまではやってもらうという内容を明確にする 
  ②図書館内の会議で障害のある利用者の課題も積極的に取り上げる 
  ③音訳・点訳等の講習会に職員も同席する 
  ④職員自ら資料変換技術、コミュニケーション技術を習得する 
  ⑤障害のある利用者も参加できる図書館行事を企画する 
  ⑥都道府県等主催の障害者サービス研究会行事に積極的に参加する 
 
１３ 障害者サービスの課題 
  ①予算の獲得 
  ②録音図書のＤＡＩＳＹ化 
  ③ＰＲの不足 
  ④読み書き支援問題 
  ⑤録音図書のネット配信 

 
１４ 障害者サービスを学ぶことができる資料 

 『障害者サービス 補訂版』 日本図書館協会障害者サービス委員会編    



日本図書館協会 2003  
    『本のアクセシビリティを考える－著作権・出版権・読書権の調和をめざして－』  

公共図書館で働く視覚障害職員の会編                       読書工房 2004 
 『障害者サービスの今をみる－２００５年障害者サービス全国実態調査（一次）報告 

書－』 日本図書館協会障害者サービス委員会編集    日本図書館協会 2006 
 『見えない・見えにくい人も「読める」図書館』 公共図書館で働く視覚障害職員の 

会編著                           読書工房 2009 
 『聴覚障害者も使える図書館に－図書館員のためのマニュアル－改訂版』 

日本図書館協会 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２００５年４月４日 
公共図書館の障害者サービスにおける 

資料の変換に係わる図書館協力者導入のためのガイドライン 
―図書館と対面朗読者、点訳・音訳等の資料製作者との関係 

社団法人日本図書館協会（障害者サービス委員会）  
目   次 

Ⅰ ガイドラインの目指すもの 
Ⅱ ガイドライン（提言）と解説 
Ⅲ 障害者サービスの基本的な考え方 
Ⅳ 図書館と図書館協力者やボランティアをめぐる現状 
Ⅴ 用語解説  
 
   
 
Ⅰ ガイドラインの目指すもの 
 １ ガイドラインの目的と適用範囲 
 このガイドラインは、図書館法に規定される図書館（以下、「公共図書館」という。）に

向けたものである。公共図書館の障害者サービスを支えている職員、対面朗読、点訳、音

訳等のメディア変換を行う図書館協力者等について、そのあり方を明確にすることを目的

にしている。 
 公共図書館では、すべての人の図書館利用を保障する方法として対面朗読や種々な障害

者サービス用資料の製作を行っている。これらのサービスは、図書館の基本的業務である

「資料提供」の一手法であり、本来図書館（あるいはその職員）が行うべきものである。 
 また、この資料のメディア変換（製作）には高度な専門技術を必要とし、職員のみで行

うのは困難であることも事実である。そこで図書館では、対面朗読者・点訳者・音訳者等

に協力をあおぎ、この資料のメディア変換を行ってきている。 
 ところで、昨今「図書館ボランティア」の導入が推奨され、障害者サービスにおいても、

対面朗読、点訳、音訳といったメディア変換にかかる業務にまでボランティアの導入が進

んできている。障害者サービスの誕生した初期の段階では、図書館に経験・実績が乏しい

こともあり、ボランティアの自発的・献身的な力添えによりこのサービスが開始されてき

た事例も多くあった。しかし、それは過渡的段階のものであり、障害者サービスにおいて

は、障害者の人権保障としての情報保障という側面からも決して望ましいものではないと

考える。 
 日本図書館協会では、障害者サービス委員会を中心に、公共図書館における障害者サー

ビスのより良い発展を図るために、約３年にわたり資料の変換に係わる図書館協力者やボ

ランティアをめぐる現状を分析・検討してきた。その結果、近年のボランティア導入の動

きは、障害者サービスの根幹に関わる問題を抱えており、このまま進めば、障害者への情

報保障の面で重大な結果を招く恐れがあると考え、これまでの検討結果、とくに図書館協

力者の導入に関する基本的な考え方をまとめ、「ガイドライン（提言）」として公表するこ

とにした。ここに示した考え方を理解して頂き、図書館の現場で指針として活用し、サー

ビスの充実に努めていただければ幸いである。 
 なお当然の事であるが、このガイドラインはボランティア活動そのものを否定するもの

ではない。図書館職員や図書館サービスを行う者が、障害者サービスの意味を正しく理解

し、その上で図書館協力者やボランティアを活用してのサービスの充実を願うものである。



私たちは利用者や図書館協力者・ボランティア等とも協力しながら、図書館の障害者サー

ビスが真に利用者の利益につながるような望ましい方向に発展していくことを切に願うも

のである。  
 
 ２ ガイドライン全体の構成 
 
 本ガイドラインは次のような構成になっている。 
Ⅰ ガイドラインの目指すもの 
  ガイドラインの目的・適用範囲および構成を示す。 
Ⅱ ガイドライン（提言）とその解説 
  対面朗読者や図書館協力者のあり方を７つの提言としてまとめ解説する。 
Ⅲ 障害者サービスの基本的な考え方 
  本ガイドラインの基礎となる、公共図書館における障害者サービスの理念を詳述する。 
Ⅳ 図書館と図書館協力者やボランティアをめぐる現状 
  現状分析を種々な例で説明する。 
Ⅴ 用語解説 
 「障害者」「図書館協力者」「ボランティア」等の用語の解説を行う。  
 
   
 
Ⅱ ガイドライン（提言）と解説 
１ 対面朗読は、図書館の管理責任の下で、図書館の主体的事業として、図書館職員また

は対面朗読者（音訳者）が行わなければならない。たとえ図書館の管理責任の下でも、

ボランティアで行うことはできない。 
ボランティアや障害者等に朗読のための部屋を貸し出すことは、図書館が実施する対

面朗読ではない。これは単なる施設使用にすぎない。  
 

（解説）対面朗読は「閲覧」をすべての人に保障するための方法であり、本来図書館が自ら

行うべきものである。職員が音訳を行う場合は問題ないが、外部の対面朗読者に依頼す

る場合は、図書館が行うべき事業を代行してもらうのであるから、それ相応の賃金なり

謝金を支払う必要がある。 
対面朗読は閲覧と同意義であるからすべての図書館で実施する必要がある。障害者や音

訳ボランティアへの単なる施設貸出は図書館が実施する対面朗読ではない。  
 
２ 障害者サービス用資料の製作（点訳・音訳・拡大写本製作・ＤＡＩＳＹ図書製作等）

は、それぞれ図書館に個人登録した資料製作者（点訳者・音訳者・拡大写本製作者・Ｄ

ＡＩＳＹ編集者等）または職員が行わなければならない。製作をボランティアに依頼す

ることはできない。  
 

（解説） 障害者サービス用資料の製作は、すべての人に資料提供を行うための手段である。

資料製作を職員で行うことができればよいが、製作には高度な変換技術や専門知識を必

要とし、外部の「資料製作者」に依頼することが多い。資料製作は図書館が行うべき資

料提供の代行であり、かつ高度な専門技術を必要とするため、必要な技術を有している

資料製作者が行わなければならない。資料製作は図書館が主体となり行うものなので個



人登録でなければならない。賃金あるいは謝金が必要なのは前述と同様である。（グルー

プへの委託は「提言４」を参照）  
 
３ 対面朗読者および資料製作者（以下「図書館協力者」という）は、図書館への個人登

録を原則とし、その活動に対し相当の対価を支払わなければならない。対価は、通例上

謝金・報償費という形式をとることが多いが、その金額は交通費程度であってはならな

い。労働対価といえる金額でなければならない。  
 

（解説）図書館協力者は高度な専門技術を必要とし、かつかなりの時間的拘束を受けること

になる。さらに本来図書館の代わりに行うものであるので、その労働に対し賃金なり謝

金を支払う必要がある。また、その金額は専門技術者に見合うものでなければならない。 
 
４ 図書館は、一定の技術水準を有する「資料製作グループ」「録音・点字図書等の障害者

用図書出版社」「ＮＰＯ法人」等に資料製作を委託することができる。ただし、委託先と

は必ず契約関係を結び、相応の対価を支払わなければならない。  
 

（解説）資料製作をボランティアを含め外部に委託する場合は、委託先ときちんとした契約

を結び、委託費や製作経費を支払う必要がある。これは、情報の正確さや変換技術等、

資料の「質」を一定水準に保つとともに、図書館における障害者への資料提供を、いわ

ゆる恩恵的サービスとしてではなく、責任ある“業務”として、明確に位置付けるため

である。また、図書館は資料製作マニュアルを用意し、出来上がりを評価する能力を持

たなければならない。 
委託先の選定に当たっては、資料製作能力、過去の製作実績とその評価等について十

分検討しなくてはならない。無料または不自然に安い契約内容の提示には特に資料の質

等を十分確認する必要がある。履行責任の希薄化などを伴うことがあり好ましい方法で

はない。 
  委託先には点訳・音訳等の資料変換技術にとどまらず、下記のような条件が求められ

る。 
   1）製作した資料の品質を自らチェック・管理できること 
   2）図書館が指定した納期内に製作できること 
   3）図書館の「資料製作マニュアル」に従って製作できること  
 
５ ボランティアグループ等からの障害者サービス用資料の寄贈を、図書館による資料製

作としてはならない。 
資料の寄贈受け入れは一般資料の寄贈の場合と同様に扱い、図書館が資料の内容や質

を十分考慮して判断する。特に、障害者サービス用資料については、その質を十分検討

しなくてはならない。  
 

（解説）本来資料製作は、リクエストされたもののうち、全国どの図書館にも所蔵しないも

のを製作する。図書館からの製作依頼によらない外部からの資料提供は「寄贈」であっ

て「図書館の資料製作」ではない。 
寄贈の受け入れは一般資料と同様、その資料内容等により受け入れを判断する。特に

障害者サービス用資料については、その音訳・点訳等の変換の質などを十分検討しな

くてはならない。校正のなされていないもの、点訳・音訳等に誤りのあるもの、内容



の一部を割愛しているもの、表紙・目次・奥付等が付いていないもの等を受け入れて

はならない。  
 
６ 図書館の施設あるいは資料を使用しての、障害者に関連したボランティアの自主的活

動については、一般の図書館ボランティアと同様に考える。  
 

（解説）図書館ボランティアが図書館の資料や施設を使って行う種々な「自主的活動」を行

う場合、図書館はこれを支援する。もちろんその対象者が障害者や高齢者等であっても

同様である。図書館ボランティアの自主的活動は、図書館が主体となる障害者サービス

とはまったく別のものである。図書館はその自主的活動に支援・協力するが、それが図

書館の障害者サービスの一部を担うことはない。 
図書館がボランティア（グループ）に自らの障害者サービスを無料または安価に委託

するようなことがあってはならない。  
 
 
７ ボランティアの自発的・献身的努力により一定レベルのサービスを実施している図書

館があることは認識している。しかし、このボランティアによるサービスを到達点とし

てとらえることなく、あくまで緊急的・過渡的手段であり、速やかに上記（提言１、２）

のような望ましい方式に移行するように努めなければならない。 
（予算措置等の理由から概ね５年以内に改めていく必要がある。）  
 

（解説）図書館職員および現在活動中のボランティアは、対面朗読や資料製作をボランティ

アで行うことの不合理について認識しなくてはならない。そのためには公共図書館の障

害者サービスの理念（特に対面朗読・資料製作の意味）を学ぶ必要がある。具体的には

優れた活動を行っている図書館の実例に学ことも大切である。  
 
   
 
Ⅲ 障害者サービスの基本的な考え方 
 ここでは、本ガイドラインの基礎になっている考え方について詳述する。  
１ 公共図書館における障害者サービスの意味 
（１）障害者サービスとは「図書館利用に障害のある人々へのサービス」である。図書館

利用に何らかの障害のある人すべてが、その利用対象者となる。 
（２）障害者サービスの目的は「すべての図書館サービス・図書館資料をすべての人に提

供すること」である。すべての人が利用できるようにすることは、図書館としての責務

であり、当然図書館が自ら行うべき仕事といえる。 
   具体的には、図書館の個々のサービスがすべての人に利用できるようになっている

かということである。つまり、障害者サービスは障害者を対象とした「対象別サービス」

ではなく、（もちろん、「恩恵的サービス」でもなく）、図書館の個々のサービスをすべて

の人に提供するための手段であり、図書館サービスの基礎である。 
（３）この目的を達成するための障害者サービスの手法として、概ね次の三つが行われて

いる。 
    1）資料を何らかの方法で利用者の手もとに届ける。 
      郵送貸出、宅配、施設貸出、入院患者等へのサービス、受刑者サービス等         



２）資料を利用者の使える形に変換して提供する。     
       対面朗読、点字・録音・文字の拡大等の資料製作・貸出、字幕・手話入りビ

デオの製作・貸出、多文化サービス等 
    ３）図書館利用をサポートする。 
      施設・設備の整備、コミュニケーション（点字・手話・外国語等）の確保等 
     （本ガイドラインでは主に 2）の部分が関係する。）  
 
２ 図書館サービスと資料製作   
（１）公権力は共通善（コモングッド）を実現する任務をもち、それは公共サービスとし

て具現化される。 
（２）社会教育行政サービスは公共サービスの一環であり、図書館は、その基軸部門であ

る。 
（３）地域住民への資料提供は、図書館の根幹業務であり、さらに活字読書困難な種々な

障害者等がその利用者に含まれるのは当然である。 
（４）以上のことにより、図書館は、その責任において利用に何らかの障害のある人に対

し、図書館資料を点訳・音訳等その人が利用できる形にメディア変換をしてでも、提供

を保障しなければならない。原本が図書館にあるのに、一部の人（障害者等）が利用で

きないのはおかしい。 
（５）障害者サービス用資料の内、購入可能なものはごくわずかである。そのため自館で

製作あるいは他機関に委託して製作せざるをえない。必ず提供するという姿勢が何より

も求められる。障害者サービスの基本である。  
 
３ 公共図書館の対面朗読者・資料製作者はなぜ図書館協力者でなければならないのか？ 
（１）資料提供は図書館の基軸となる業務である。本来「図書館が行うべき」資料提供（そ

の一方法である資料製作）を、無料のボランティアに依頼するのはおかしい。図書館あ

るいはその職員の代わりに高度な専門技術を有する者にお願いしているのであるから、

そこに賃金なり謝金を支払うのは当然である。すでに図書館で活動している多くのボラ

ンティアは、図書館に代わって行っているというよりも、障害者のために行っていると

いう誤解があるのではないか。 
（２）対面朗読をボランティアに行ってもらうと、いくら図書館の責任で手配していると

しても、利用者としては「やってもらっている」という気持ちになってしまう。「やって

もらっている」というのは、それ自体が図書館利用上の大きなバリアとなり、図書館利

用を完全に保障していることにはならない。（恩恵的サービス） 
図書館がきちんとお金を支払って一定水準の音訳者を手配することにより、気兼ねなく

図書館利用ができるのである。（利用保障） 
（３）資料製作には高度な変換技術を必要とし、合わせて時間的制約もクリアしなくては

ならない。ボランティアがこの高度な変換技術を有していることもあるが、それを持続

的・向上的に確保できる保障はない。資料製作者に対し、図書館がふさわしい対価を支

払うことにより、その責任を明確化し、ある種の義務を負わせる必要がある。 
（４）図書館が対面朗読者や資料製作者に賃金あるいは謝金を支払うことにより、職員と

図書館協力者とのある種の契約関係が生まれ、そのことで図書館の指示により利用者の

求めに則した資料製作が可能となる。いわば職員が利用者の声を代弁しているのである。  
 
 



４ すでにボランティアにより実施している館において図書館協力者に移行できない理由 
種々なサービスの中には、当初は緊急性や未発達等の理由からボランティアにより開始

されるものも少なくない。しかし、それらのサービスも徐々に望ましい形に変化してい

くものである。例えば、聴覚障害者のための手話通訳や要約筆記等のサービスは、当初

ボランティアにより開始されたが、現在行政主体のものについてはほとんどお金が支払

われるようになっている。 
では図書館の障害者サービスの場合は、なぜ望ましい方法に移行していけないのだろう

か。その理由は次のようなことがあげられる。 
1）図書館の障害者サービスへの理解が不足していて、「ボランティアではおかしい、ボラ

ンティアはありえない」という認識に欠けている。（図書館職員） 
2）利用者自身の権利意識が薄く、行政への要求が弱い。「ボランティアではおかしい」こ

とを積極的に訴えていない。 
3）現在活動しているボランティア自身が「ボランティアではおかしい」ことに気づいて

いない。 
4）行政の財政難による予算化の難しさ。 
しかし、実際のところどれだけの館が新規予算要求を行っているのだろうか。むしろ、

永年予算化できている館が、逆にボランティアへの移行を強要され、それに必死に抵抗

しているのが現状である。予算化するのが当たり前の状況を早くつくっていかなくては

ならない。  
 
   
 
Ⅳ 図書館と図書館協力者やボランティアをめぐる現状 
ここでは、図書館と図書館協力者、ボランティアをめぐる現状について、私たちの現状

認識を示しておくことにする。  
１ 図書館協力者の現状 
 対面朗読者や点訳・音訳等の資料製作者と図書館の関係をみると、現状ではさまざまな

形態がある。このガイドラインにいう図書館協力者のように、賃金あるいは謝金を支払っ

ているもの、交通費のみを支払っているもの、まったく無償のボランティアで行っている

もの等さまざまである。1998 年に日本図書館協会が実施した「図書館利用に障害のある

人々へのサービス全国調査」では、謝金を支払っている館が 78 館（45％）、謝金と交通費

を支払っている館が７館（４％）、交通費のみを支払っている館が３館（２％）、何も支払

っていない館が 85 館（49％）となっている。 
 図書館への登録についても、個人登録もあれば、グループとしての登録もあるなど多様

である。  
 
２ 先進的ボランティア活動との連携 
 ボランティア活動の基本的理念には、「自発性」「無償性」「公共性」「先駆性」等がある

と言われている。公共図書館の障害者サービスの中には、その端緒から先進的な活動を行

っていた外部のボランティアグループ等に学びながら、かつ支援を受けながら発展してき

た例もある。 
 今後も、ＬＤ（学習障害）・ディスレクシア（読み書き障害）・知的障害・精神障害等、

現状では図書館として十分には対応できていない新たな障害者へのサービスを推進してい

くためには、これらの先行する外部のボランティア活動との連携は欠かせないと考える。  



 
３ 文部科学省（旧文部省）のボランティアをめぐる動向 
 文部科学省では、下記のように、図書館を含む生涯学習分野へのボランティアの導入に

積極的になっている。しかし、障害者サービスにおける図書館協力者、ボランティアのあ

り方に関しては検討が十分になされていないと推測される。 
（１）１９９２（平成４）年の「生涯学習審議会答申」において、生涯学習とボランティ

ア活動の関係が明確に示され、生涯学習の振興方策として、ボランティア活動の支援・

推進施策が位置付けられることとなった。 
（２）２０００（平成１２）年の『公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準について

（生涯教育審議会社会教育文化審議会計画部会図書館専門委員会報告）』の「Ⅲ.基準の

内容の２．市町村立図書館 （６）ボランティアの参加促進」に次のような記述がある。 
 「……高齢者・障害者等多様な利用者に対する新たな図書館サービスを展開していくた

めに、必要な知識・技能等を有する者のボランティアとしての参加をいっそう促進する

よう努めるものとする。」  
 
４ 自治体サービスとボランティア 
 最近各地でボランティアグループによる自治体の広報紙や議会だより等の点字版、録音

版の製作が行われている。それもボランティア（無償）という場合が少なくない。しかし、

本来それらのものを発行し、すべての住民に提供する責務が自治体側にあることは明確で

ある。それを無償でボランティアグループ等に依頼できる根拠はどこにあるのだろうか。

当然、ボランティアなりＮＰＯ法人に委託するとしても、それ相応の委託費を支払うべき

である。 
 しかも、これらの方法で製作されている広報紙の点字版・録音版は抜粋版がほとんどで

あり、残念ながら住民のニーズを満たしているとはいえない。また責任ある校正がなされ

ていないものさえある。 
 これは、自治体に自ら製作する義務があるという意識に欠けていることと、グループへ

何もかも依頼して済ませてしまおうとする姿勢に問題があるといわざるをえない。ひるが

えって図書館職員はどこまで資料製作の意味を理解しているだろうか。自治体サービスと

いう側面からも問い直してみることが必要である。  
 
５ ボランティアから図書館協力者への移行 
 現状では対面朗読や資料製作をボランティアに依頼している図書館は少なくない。しか

し、その方法を望ましい形・到達点としてとらえることなく、あくまで緊急的・過渡的な

形であると認識する必要がある。図書館（員）はボランティアの誠意ややる気に甘えては

ならない。 
 そして、できるだけ早く図書館が主体となった職員と図書館協力者によるサービスに移

行していく必要がある。  
 
   
 
Ⅴ 用語解説 
１ 障害者 
 「図書館利用に障害のある人」の総称。 
 公共図書館の障害者サービスにおいては、障害者手帳を持つ身体障害者だけでなく、高



齢者・学習障害者・施設入所者・入院患者・受刑者・外国人等、図書館利用に何らかの障

害のある人を総称して「障害者」という場合がある。  
 
２ 資料製作者 
 図書館からの指示により、点訳・音訳・拡大写本・ビデオソフトへの字幕・手話挿入等

の、資料のメディア変換（製作）を行う者。図書館への個人登録を原則とする。 
 資料製作は高度な専門技術を必要とし、また本来図書館が行うべき業務の代行であるた

め、その活動に対しそれ相応の対価を支払わなければならない。また、図書館においては

資料製作者の技術向上のための定期的な研修を行う必要がある。 
 例：点訳者、音訳（朗読）者、ＤＡＩＳＹ編集者、拡大写本製作者、布の絵本・さわる

絵本製作者、字幕・手話付きビデオ製作者等  
 
３ 対面朗読者 
 図書館からの指示により対面朗読を行う者。図書館への個人登録を原則とする。 
 対面朗読者は、音訳技術に加え資料検索能力等高度な専門技術を必要とする他、利用者

の読書のプライバシーを尊重する義務を負う。本来図書館が行うべき業務の代行であるた

め、資料製作者同様、その活動に対しそれ相応の対価を支払わなければならない。また、

技術向上のための定期的な研修を行う必要がある。  
 
 
４ 図書館協力者 
 上記の「資料製作者」と「対面朗読者」を合わせた呼び名。 
 その活動には相応の対価が支払われるので、無償のボランティアはこれに含まれない。 
 
５ 謝金・報償金、対価 
 「対面朗読者」「資料製作者」が行った活動に対して図書館から支払われる対価のこと。 
 一般に「謝金・報償金」となっていることが多いが、本来は「労働対価」としての意味

を持っている。そのため、交通費・弁当代程度の額であってはならない。  
 
６ ボランティア 
 自己実現のために個人の自主的活動として、社会や個人に貢献しようと活動している者

のこと。同じ目的を持つ者が連携し合い、グループで活動する場合もある。 
 無報酬が原則だが、活動に対する交通費程度の支払いは経費として社会通念上認められ

ている。 
 ボランティアの原語は、「ボルンタス」ｖｏｌｕｎｔａｓ（ラテン語）で、意味は「意志」

である。内心に生まれた善意を自分の意志として受け止めるというものである。したが

って内発性（個人的なもの）と、自由性（しなくてもよい）が、内在的な二つの性質で

ある。 
 この語源から社会的に以下の四つの特徴が生まれる. 
1）社会の中で、まだ顕在化してはいないが、「人間の尊厳」の視点から見逃すことのでき

ない潜在ニードを先駆的に発掘し、社会的に顕在化させていく。 
2）放っておけずに、やむにやまれず助けてしまう。つまり、「まず仕事在りき」である。

したがって、経済的な裏打ちがないために「リスク」が付きまとう。そのため、実際に

は自己負担、受益者負担、募金、公費等で賄われている。 



3）「いつでもやめられる」という内在的性質から、社会的存在としては恒常性に不安が残

り、「通過集団」としての脆さをもつ。 
4）ボランティアによってその必要性が社会的に認知された仕事は、専門化し、やがて職

業として恒常化していく。これは例外を除き、多くの場合営利性をもたないので、公権

力に引き継がれていくことが多い。  
 
７ 有償ボランティア 
 ボランティア（自発性、無報酬性が原則）に対し、このように呼称される場合がある。 

交通費以上の対価が支払われる活動をする場合はボランティアの概念とは矛盾する。有

償ボランティアという表現自体誤り。  
 
８ 資料製作会社 
 障害者サービス用資料の製作及び販売を主たる業務とする会社のこと。 
 高度な資料製作技術を有しているが、残念なことにその会社数や個々の製作数は非常

に少ない。  
 
９ ＮＰＯ法人 
 「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」に基づき、法人格を取得した団体のこと。 営利

を目的とせず、社会的な使命を持った民間の組織で、「非営利団体」と呼ばれる場合もあ

る。 
 今後、障害者サービス用資料の製作を、このＮＰＯ法人との契約で行う場合も予想され

る。  
 
１０ 公共図書館と点字図書館「視覚障害者情報提供施設」 
 主に視覚障害者のための点字・録音資料の製作・貸出のサービスは、公共図書館と点字

図書館が協力（全国的ネットワークの構築）して行われている。製作した資料や所蔵資料

を国立国会図書館の「点字図書・録音図書全国総合目録」等に公開し、どの館の資料も電

話やファックス等で申し込むだけで無料で借りることができる。 
 このように、資料を製作し貸出すというサービスにおいては、両者は何ら隔たりのない

サービスを行っている。しかし、そのサービスの意味・利用対象者・資料製作の根拠・方

法等は明確に異なっている。 
 公共図書館での資料製作の意味は、「すべての人にすべての図書館資料を提供する」ため

のものであり、リクエストされたものを必ず提供するための手段である。いわば、原本の

代わりとなる資料(＝２次的資料)ともいえる。このリクエストされた資料を製作するとい

うことと、公共図書館には豊富な原本と読みの調査をする資料が充実していることから、

比較的専門的なものや多分野の資料を製作している。また、その利用対象者も視覚障害者

だけに留まらず、肢体障害者や寝たきりの人等、原本をそのままの形では利用できない人

へと拡大しつつある。 
 これに対し点字図書館は、視覚障害者への専門的な情報提供施設として、視覚障害者の

福祉の向上を目的とし設置されているものである。 
 実際の製作・貸出の状況は、そのかなりの割合を点字図書館が担っている。公共図書館

も年々増加をしているがまだ少ないのが実情である。しかし、大切なことは公共図書館と

点字図書館の製作・貸出量の割合の問題ではなく、資料の製作数が全体として非常に少な

いということである。  



 
 公共図書館と点字図書館の録音資料製作館数、製作タイトル数 

（１） 公共図書館 
 「日図協 2005 年全国実態調査」より 2004 年度（2005 年 3 月 31 日現在） 

カセットテープ 製作館数 164 3,496 タイトル 
ＤＡＩＳＹ   製作館数 28 738 タイトル 

 （２）点字図書館 
 「日本の点字図書館 21」より 2004 年度（2005 年 3 月 31 日現在） 

カセットテープ 製作館数 83 11,109 タイトル（複本含む） 
ＤＡＩＳＹ   製作館数 80 11,686 タイトル（複本含む） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図書館の障害者サービスにおける著作権法第 37 条第 3項に基づく 

著作物の複製等に関するガイドライン 

 

2010 年 2 月 18 日 

国公私立大学図書館協力委員会 

（社）全国学校図書館協議会   

全国公共図書館協議会 

専門図書館協議会   

（社）日本図書館協会  

 

（目的） 

1 このガイドラインは，著作権法第 37 条第 3項に規定される権利制限に基づいて，視覚

障害者等に対して図書館サービスを実施しようとする図書館が，著作物の複製，譲渡，

自動公衆送信を行う場合に，その取り扱いの指針を示すことを目的とする。 

 

（経緯） 

2 2009（平成 21）年 6 月 19 日に公布された著作権法の一部を改正する法律（平成 21 年

法律第 54 号）が，一部を除き 2010（平成 22）年 1月 1日から施行された。図書館が，

法律改正の目的を達成し，法の的確な運用を行うためには，「図書館における著作物の利

用に関する当事者協議会」を構成する標記図書館団体（以下「図書館団体」という。）は，

ガイドラインの策定が必要であるとの意見でまとまった。そのため，図書館団体は，著

作者の権利に留意しつつ図書館利用者の便宜を図るために，同協議会を構成する権利者

団体（以下「権利者団体」という。）と協議を行い，権利者団体の理解の下にこのガイド

ラインを策定することとした。 

 

（本ガイドラインの対象となる図書館） 

3 このガイドラインにおいて，図書館とは，著作権法施行令第 2条第 1項各号に定める図

書館をいう。 

 

（資料を利用できる者） 

4 著作権法第 37 条第 3項により複製された資料（以下「視覚障害者等用資料」という。）

を利用できる「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」とは，別表 1

に例示する状態にあって，視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者を

いう。 

 

5 前項に該当する者が，図書館において視覚障害者等用資料を利用しようとする場合は，

一般の利用者登録とは別の登録を行う。その際，図書館は別表 2「利用登録確認項目リ

スト」を用いて，前項に該当することについて確認する。当該図書館に登録を行ってい

ない者に対しては，図書館は視覚障害者等用資料を利用に供さない。 

 

（図書館が行う複製（等）の種類） 

6 著作権法第 37 条第 3項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは，

次に掲げる方式等，視覚障害者等が利用しようとする当該視覚著作物にアクセスするこ

とを保障する方式をいう。 



 録音，拡大文字，テキストデータ，マルチメディアデイジー，布の絵本，触図・触地

図，ピクトグラム，リライト（録音に伴うもの，拡大に伴うもの），各種コード化（SP

コードなど），映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音すること等 

 

（図書館間協力） 

7 視覚障害者等のための複製（等）が重複することのむだを省くため，視覚障害者等用資

料の図書館間の相互貸借は積極的に行われるものとする。また，それを円滑に行うため

の体制の整備を図る。 

 

（複製の品質） 

8 図書館は第 6項に示す複製（等）の質の向上に努める。そのために図書館は担当者の研

修を行い，技術水準の維持を確保する。図書館団体は，研修に関して積極的に支援する。 

 

（市販される資料との関係） 

9 著作権法第 37 条第 3項ただし書に関して，図書館は次のように取り扱う。 

（1）市販されるもので，次の a)～d）に示すものは，著作権法第 37 条第 3項ただし書に

該当しないものとする。 

   a）当該視覚著作物の一部分を提供するもの 

   b）録音資料において，朗読する者が演劇のように読んだり，個々の独特の表現方法

で読んでいるもの 

   c）利用者の要求がデイジー形式の場合，それ以外の方式によるもの 

d）インターネットのみでの販売などで，視覚障害者等が入手しにくい状態にあるも

の（ただし，当面の間に限る。また，図書館が入手し障害者等に提供できるもの

はこの限りでない。） 

 

（2）図書館は，第 6項に示す複製（等）を行おうとする方式と同様の方式による市販資

料の存在を確認するため，別表 3を参照する。当該方式によるオンデマンド出版もこ

れに含む。なお，個々の情報については，以下に例示するように具体的にどのような

配慮がなされているかが示されていることを要件とする。 

  また，販売予定（販売日を示したもの）も同様に扱う。 

   （資料種別と具体的配慮内容） 

    例：音声デイジー，マルチメディアデイジー（収録データ形式），大活字図書（字

体とポイント数），テキストデータ，触ってわかる絵本，リライト 

 

（3）前記（2）の販売予定の場合，販売予告提示からその販売予定日が 1か月以内まで

のものを「提供または提示された資料」として扱う。ただし，予定販売日を 1か月超

えても販売されていない場合は，図書館は第 6 項に示す複製（等）を開始することが

できる。 

 

 （4）図書館が視覚障害者等用資料の複製（等）を開始した後に販売情報が出された場合

であっても，図書館は引き続き当該複製（等）を継続し，かつ複製物の提供を行うこ

とができる。ただし，自動公衆送信は中止する。 

 

 



（ガイドラインの見直し） 

10 本ガイドラインは，社会状況の変化等に応じて随時見直し，改訂を行う。その際は，

「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」における検討を尊重する。 

以上 

別表 1 

視覚障害 

聴覚障害 

肢体障害 

精神障害 

知的障害 

内部障害 

発達障害 

学習障害 

いわゆる「寝たきり」の状態 

一過性の障害 

入院患者 

その他図書館が認めた障害 

別表 2 

 ※ガイドラインに基づき，図書館職員が「視覚による表現の認識に障害のある者」を判

断するための一助としてこのリストを作成する。以下の項目のいずれかに該当する場

合は，図書館の障害者サービスの利用者として登録ができる。（本人以外の家族等代理

人によるものも含む） 

利用登録確認項目リスト 

チェック欄 

 
確認事項 

 障害者手帳の所持 ［  ］級 

 
精神保健福祉手帳の所持 

 ［  ］級 

 療育手帳（愛の手帳）の所持 ［  ］級 

 

 医療機関・医療従事者からの証明書がある 

 福祉窓口等から障害の状態を示す文書がある 

 学校・教師から障害の状態を示す文書がある 

 職場から障害の状態を示す文書がある 

 

 学校における特別支援を受けているか受けていた 

 福祉サービスを受けている 

 ボランティアのサポートを受けている 

 家族やヘルパーに文書類を読んでもらっている 

 

 活字をそのままの大きさでは読めない 

 活字を長時間集中して読むことができない 

 目で読んでも内容が分からない，あるいは内容を記憶できない 

 
身体の病臥状態やまひ等により，資料を持ったりページをめくったりでき

ない 

 その他，原本をそのままの形では利用できない 

（障害の種類）視覚，聴覚，平衡，音声，言語，咀嚼，上肢，下肢，体幹，運動-上肢，

運動-移動，心臓，腎臓，呼吸器，膀胱，直腸，小腸，免疫 



 

別表３ 

著作権法第 37 条第 3項ただし書該当資料確認リスト 

 

 

 

１．録音資料 

（１）様々な出版社の刊行物のオーディオ出版 

出版社名 電話番号 ＨＰ   

（有）オフィス・コア 045-263-1585 http://www2.odn.ne.jp/~aac32320/ 
ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・

DAISY 

（株）音訳サービスＪ 045-441-1674 http://digitownj.com/digitown/library.html 

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・

DAISY・一般

CD 

一輪堂 03-3368-7089 http://www.itirindo.com/top/hondana.htm 

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・

DAISY・一般

CD 

（株）東京エーヴィセ

ンター 
03-3833-1705 http://tavc.co.jp/library.html 

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・一

般 CD 

ことのは出版有限会

社 
 http://www.kotonoha.co.jp/audiocd/index.html 

一般 CD（図

書館用ﾊﾟﾌﾞﾘｯ

ｸ版あり） 

株式会社・横浜録音

図書 
045-680-1767 http://www5a.biglobe.ne.jp/~yrt/ 

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・一

般 CD 

 

（２）自社出版物のオンデマンドＤＡＩＳＹ出版 

  問合せ先(委託製作) テープ版読者会  

03-3397-5705 e-mail:tapeban-dokusyakai@tea.ocn.ne.jp 

（株）金曜日 03-3221-8521 http://www.kinyobi.co.jp/publish/publish_list.php?m=2 

樹花舎（きのはなし

ゃ） 
03-5609-8110 http://kinohana.la.coocan.jp/entrance.html 

合同出版株式会社 03-3294-3506   

（株）七つ森書館 03-3818-9311 http://www.pen.co.jp/ 

（株）影書房 03-5907-6755 http://www.kageshobo.co.jp/ 

（株）すいれん舎 03-5259-6060   

（有）創出版 03-3225-1413 http://www.tsukuru.co.jp/ 

 

２．大活字資料 （オンデマンド含む） 

（株）大活字 03-5282-4361  

（社福）埼玉福祉会 048-481-2181 http://www.saifuku.com/annai/ 

（有）読書工房 03-5988-9160 http://www.d-kobo.jp/ 

（株）講談社 0120-298-956   



 

３．テキストデータ 

（有）読書工房 03-5988-9160 http://www.d-kobo.jp/ 

バリアフリー資料リソースセ

ンター  
  http://www.best-npo.com/brc/data/ 

 

上記のほか，2010 年 3 月までは全国視覚障害者情報提供施設協会が運営する「ないーぶネット」

（https://www.naiiv.gr.jp/），４月以降は「サピエ図書館」（http://library.sapie.or.jp）で，各種視

覚障害者等用資料の出版物を検索できます。 


