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序文
『IFLA ディスレクシアの人のための図書館サービスのガイドライン 改訂・増補版 』は、
IFLA の専門組織と世界各地のすべての会員に対し、ディスレクシアの人のための図書館
サービスの開発と実施に関する指針を提供することを目的としている。このガイドライン
は、2001 年に専門報告書第 70 号として発行された旧ガイドラインの改訂・増補版であ
る。
このガイドラインは、特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会（LSN）およ
び印刷物を読むことに障害がある人々のための図書館分科会（LPD）の共同責任の下で
活動する国際作業グループによって作成された。
このプロジェクトは、IFLA プロジェクトとして予算の承認を受け、進められた（プロジェク
ト番号：E3.09.1-2/12）。また、ガイドラインは、IFLA 第 3 部会 LSN によって提案され
たものである。
作業グループのメンバーは、以下の通りである。
・ ベルギー フランドル地方オーディオブック・点字図書館
（Luisterpuntbibliotheek）
サスキア・ボーツ（Saskia Boets）
・ デン マ ーク リュン グビュー・トーベック市公共図書館（Lyngby-Taarbaek
Public Libraries）
ヘレ・モーテンセン（Helle Mortensen）
・ オランダ デディコン（Dedicon）
コーエン・クリカール（Koen Krikhaar）
・ 日本障害者リハビリテーション協会
野村美佐子
・ オランダ デディコン／ヴィンデスハイム大学（Windesheim University）
ミケ・ウルフ（Mieke Urff）
このプロジェクトの最初の会合は、ヘルシンキ（2012 年 8 月）における IFLA 世界図書
館・情報会議（WLIC）で開催された。その後、多くのスカイプ会議、電子メールによるやり
とり、2 回にわたる対面会議を経て、リヨン（2014 年 8 月）での WLIC において、『IFLA
ディスレクシアの人のための図書館サービスのガイドライン 改訂・増補版』を発表する準
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備が整った。
作業グループは、関連のある IFLA の 6 つの分科会の委員長を通じて、IFLA コミュニテ
ィに対し、見解とグッドプラクティスを求めた（2012 年 11 月）。作業グループのメンバー
は、国際的に著名なディスレクシア専門家、ディスレクシア協会、情報専門家および直接体
験を持つ図書館員に意見を求めた。また、既存の国際調査のデータを有効に活用し、多く
のベストプラクティスの事例を収集した。何よりも、メンバーは、自らが所属する機関にお
ける広範な体験と、日々積み上げられた専門知識および技術を活用したのである。
原稿は、修正のために、多くのディスレクシア専門家および図書館専門家の元に届けられ、
幸運なことに、批判的かつ建設的な批評家数名との出会いがあった。作業グループは、こ
れらすべての方々に対し、貴重な情報とご意見を賜ったことを感謝申し上げたい。
特に：
・ デンマークのギッダ・スカット・ニールセン（Gyda Skat Nielsen）およびスウェ
ーデンのビルギッタ・イールヴァール（Birgitta Irvall）は、2001 年版『IFLA デ
ィスレクシアのための図書館サービスのガイドライン』の作成者であり、改訂版ガイ
ドラインに取り組む私たちを励まして下さった。
・ ベルギー ゲント大学（University of Ghent）
アネミー・デソエト（Annemie Desoete）
・ 英国 エディンバラ大学（University of Edinburgh）
パメラ・デポニオ（Pamela Deponio）
・ ドイツ ベルリン・フンボルト大学（Humboldt University Berlin）
マイケル・シードル（Michael Seadle）
・ 米国 聖ルカ・ルーズベルト病院センター（St. Luke’s-Roosevelt Hospital
Center）
ナンシー・パネラ（Nancy Panella）
・ スウェーデン スウェーデン・アクセシブル・メディア局（Swedish Accessible
Media Agency）
ジェニー・ニルソン（Jenny Nilsson）
・ オランダ サキション大学（Saxion University）
ハンネケ・ウェンティンク（Hanneke Wentink）
・ ヨーロッパディスレクシア協会（European Dyslexia Association）
マイケル・カルマー（Michael Kalmár）
・ 米国 ナンシー・ボルト・アンド・アソシエイツ（Nancy Bolt & Associates）
ナンシー・ボルト（Nancy Bolt）
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・ 英国

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン

教 育 研 究 所 （ Institute of

Education, University College London）
キャロリン・ハント（Carolyn Hunt）
・ 英国 ヘンショーズ盲人協会（Henshaws Society for Blind People）
ヘレン･ブレイジャー（Helen Brazier）
・ デンマーク ヘルニング公共図書館（Herning Public Library）
ビルギッテ・スロース・ヨルゲンセン（Birgitte Sloth Jørgensen）
・ デンマーク ヘルニング公共図書館
レネ・シュローダー（Lene Schrøder）
・ ベルギー ザ・ファクトリー・ブリュッセルズ（The Factory Brussels）
バス・パッティン（Bas Pattyn）およびヴィンセント・クネヒト（Vincent Knecht）
・ 英国 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 教育研究所
アンドリュー・マクドナルド（Andrew McDonald）
・ スイス国立図書館（Swiss National Library）
ジェネヴィエーヴ・クラヴェル-メリン（Genevieve Clavel-Merrin）
・ スイス国立図書館
パトリス・ランドリー（Patrice Landry）
プロジェクトチームは、このガイドラインが興味深い議論を引き起こし、よりよいサービス
を開発する助けとなることを願いつつ、これを提供する。世界中の図書館司書、教師およ
びカウンセラーの方々には、さらに多くのグッドプラクティスの事例をもって、このガイド
ラインを拡大し、充実させていただきたい。
何にもまして、プロジェクト作業グループは、多くのディスレクシアの人々が、今後長きに
わたり、多数の刺激的かつ創造的な図書館において、素晴らしい物語を発見し、楽しむこ
とを願っている！
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「私の子どもに 読書への渇望を与えたまえ
これこそが私の望み 燃え上がる想いをこめて願う
子どもには本当に
手にしてほしいから
冒険の地
何よりも甘美な喜びが 手に入れられる地への鍵を」
アストリッド・リンドグレーン（Astrid Lindgren）

序論
1． 目的
この新たなガイドラインは、図書館によるディスレクシアの人へのサービスの提供を支援す
ることを目的としている。これは、読むことが困難なその他の利用者グループにも適用す
ることができる。
このガイドラインは、読むことや学習することが困難な人にサービスを提供する責任を負
う、熟練した図書館員と経験の少ない図書館員の両方に、1 つのツールとして使用しても
らうことを想定している。
ガイドラインの意図は、ディスレクシアの利用者に対する図書館サービスについて知られて
いることの、詳細かつ最新の内容をまとめたものを提供することであり、さらには、予備
知識とベストプラクティスの事例を含めたナレッジベースを作成することである。これは
IFLA のウェブサイト（www.ifla.org/lsn）からも入手できる。

2．背景
2001 年、IFLA は『ディスレクシアのための図書館サービスのガイドライン』（ギッダ・スカ
ット・ニールセンおよびビルギッタ・イールヴァールによる専門報告書第 70 号）を発行した。
政策立案者、情報提供者および図書館が、ディスレクシアの重要性、広範性および社会的
影響に気づき始めたのは、20 世紀最後のほんの 10 年間のことである。それ以前には、
ディスレクシアは教育上の問題を特徴とする症状で、矯正指導によって「治療」できると考
えられていた。しかし、以後、相次いで行われた調査研究の結果、ディスレクシアに対する
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理解が変化し、医学的な意味よりもむしろ社会的な意味を帯びたものとなった。そして、今
度はこのことが、ディスレクシアの人に対する私たちの態度に影響を与えるようになった。
多くは徒労に終わってしまう、印刷物を読み、正確に書く訓練を試みる代わりに、私たちは
今、読み書きの代替策など、より創造的な解決策をもって、ディスレクシアの人を支援する
よう促されているのである。
近年、多くの国で、当初は視覚障害のある人の支援を目的としていた著作権の例外規定
が、ディスレクシアの人を含むプリントディスアビリティのあるすべての人を対象とするべ
く拡大された。
したがって、特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会（LSN）および印刷
物を読むことに障害がある人々のための図書館分科会（LPD）という、緊密な連携をとり
ながら活動している 2 つの関係分科会の共同事業を通じ、IFLA によってディスレクシア
ガイドラインの改訂が進められてきたのは、当然のことである。

3． 理念
私たちは、国連世界人権宣言を参照する。
（http://www.un.org/en/documents/udhr）
私たちは、国連障害者権利条約も参照する。同条約では、プリントディスアビリティのある
人が、他のすべての人と同じ時期に、同じ費用および同じ質の、本、知識および情報への
平等なアクセスの権利を持つことが述べられている。（国連障害者権利条約第 9 条 施設
及びサービス等の利用の容易さ）
世界保健機関（WHO）は、2012 年に世界銀行と共同で、『世界障害報告書（World
Report on Disability）』を出版し、ウェブ上に読みやすい要約版を掲載して、障害のあ
る人のためのアクセシブルな情報の重要性を強調した。
（https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/easyread.pdf） 1

4． 対象範囲

このディスレクシアガイドラインは、以下の特徴を持つ専門報告書であると言える。
・ 図書館界の専門家が参考にできる。
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・ 図書館員が、ディスレクシアの図書館利用者を特定し、彼らにアプローチし、図書
館サービスを適宜改善する方法に関するアイディア、事例および提案を見つける
ことに利用できる。
・ アドバイスとアイディアのチェックリスト、ベストプラクティスの概説およびナレッジ
ベースを提供する。
私たちは、このガイドラインが学術的または科学的な報告書であるとは主張しない。私た
ちの目的は、ディスレクシアとディスレクシアの人が遭遇すると思われる困難な課題に関
する情報を提供し、適切な図書館サービスの提供に関するアイディアを示すことである。
このガイドラインは、公共図書館を対象としているが、その多くの提案と勧告は、他のタイ
プの図書館にも刺激を与えるであろう。
ガイドラインには、ディスレクシアを診断する方法やツールは含まれていない。また、このガ
イドラインは、ディスレクシアの人が利用できる支援方略のプログラムを提供するものでも
ない。
このガイドラインは、受容と尊重を基礎としている。私たちは、ディスレクシアの人は特別
なスキルと能力を持っているという信念から活動しており、彼らが物語、本および図書館
を楽しめるよう働きかけていくことを志している。
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1

ディスレクシアとは何か？

この章は、ディスレクシアの概念を明確にすることを目的とし、この症状のさまざまな定義
を論じ、ディスレクシアの人が読書をする際に遭遇すると思われる困難な課題について説
明する。
ディスレクシアという言葉は、ギリシャ語の dys（劣っている、または、不十分な、という意
味）および lexis（単語または言語という意味）に由来している。ディスレクシアの子どもと
大人には、脳が異なる方法で情報を処理し、解釈する原因となる神経障害がある（NCLD,
2013）。これは知的障害や感覚異常、情緒障害または文化的剥奪に起因するものではな
い。

1.1 ディスレクシアの定義に関する議論

ディスレクシアの定義は、その症状と同様、複雑である。ここでは、国際的に妥当とされて
いる 5 つの定義について論じる。
2009 年、IFLA は特別なニーズのある利用者グループに関する用語定義集を出版した
（Panella, 2009）。この用語定義集では、ディスレクシアを以下のように定義している。
「ディスレクシアとは、神経学的基盤に由来する障害で、言語の習得と処理を妨げ、それゆ
え、読むこと、文字をつづること、書くこと、話すことや聞くことまたはその両方における
問題、正常な知能と十分な努力にもかかわらず読み書きの学習がうまくできないことを
特徴とする。」
IFLA による定義は、ディスレクシアの神経学的原因と、それが学業面および職業面の発
展に与える影響に言及した、ヨーロッパディスレクシア協会（EDA）による定義と一致して
11

いる（EDA, 2013）。EDA は、ディスレクシアと個人の知的レベル、努力または社会経済
的地位は関係がないと強調している。EDA による定義の最も衝撃的な部分は、ディスレク
シアの人が、ディスレクシアにとってやさしくはない世界で、生きることの難しさに直面し
ているという事実に言及している点である。
国際ディスレクシア協会（IDA）による定義では、ディスレクシアの由来については論じて
いないが、その代わりに、多くの原因が考えられると述べている。ここでは、ディスレクシ
アは言語ベースの学習障害として説明されている（IDA, 2013）。
英国ディスレクシア協会（BDA）による定義では、言語ベースのスキルとその他の認知能
力との格差に言及しているが、これはもはや国際的に広く受け入れられている見解ではな
い。この定義でも、ディスレクシアが従来の指導法に抵抗を示すこと、しかし、絶対的な解
決策はないものの、特別な介入によって成功を収められることが指摘されている（BDA,
2013）。
最後に、今でも世界保健機関による「特異的発達性ディスレクシア」の定義（1968）が、十
分な教育的、社会的および文化的機会に恵まれてきた、他の面では有能な個人の予期せ
ぬ識字困難に注目した、最も簡潔な定義の 1 つとしてあげられる。
これらすべての定義が、ディスレクシアは不適切な指導方法や努力不足の結果ではない
こと、生涯にわたって影響を及ぼす障害であることを語っている。
EDA は、世界人口の 8％が何らかの形のディスレクシアであり、2～4％が重症の可能性
があると推定している（Panella, 2009）。
ディスレクシアの診断は、他の読むことの困難とは異なり、常に問題をはらんだ概念であ
った。一部の研究者と医師は、診断は必要なく、「特異的学習障害」（SpLD）という一般的
な用語を使用し、それぞれの具体的な懸念に個別に取り組むことが望ましいとの勧告を出
してきた（Elliot and Grigorenko, 2014）。
ディスレクシアの認定に関する歴史は、当初それが医学的な問題と見なされていたことを
示している。これは、ディスレクシアに関する用語が医学に由来する理由を説明するもの
である。例えば、診断、治療および治療計画という言葉が広く使われている。多くの国にお
いて、ディスレクシアは長い間、いわゆる医学モデルに組み込まれてきた。
しかし、社会的視点に立つと、ディスレクシアは社会的な問題と考えられる。つまり、人は、
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環境内でニーズを満たす改善がなされていない場合にのみ、障害を持つのである。また、
社会モデルは、障害のある人と社会の両方が責任を担うことを意味している。障害のある
人は、自分の個人的な体験から専門知識を得、自分自身で選択することができるのだ。

1.2 ディスレクシアの読者の課題
ディスレクシアは、多くの場合、読み書きの苦手さが最も目立ち、これが最初に発見される
可能性があるが、大方の考えに反して、読み書き能力の問題だけに関係しているわけでは
ない。ディスレクシアは、記憶、処理速度、時間感覚、組織化と優先順位付けの問題など、
情報を処理し、保存し、検索する方法にも影響を与える（BDA, 2013）。
このガイドラインでは、読むことと図書館訪問に関連のある問題を中心に取り上げる。
根底にある問題：音韻認識レベルの低さ
音韻認識とは、おもに話し言葉と書き言葉の関係を理解することで、ディスレクシアの人
は、多くの場合、音韻認識レベルが同世代の人よりも低いようである。また、自己の認知レ
ベルと比較しても、期待されるレベルより低い。
音韻認識とは何か？ それはさまざまなスキルから成るシステムである。
・ 言語には、さまざまな音があるという認識
・ 韻の認識
・ 文が単語、音節および音素に分解できるという認識
・ 音について話し、検討し、操作する能力
・ 話し言葉と書き言葉の関係の理解
かつては、ディスレクシアの読者に見られる相対的に低い音韻認識レベルが、彼らの読む
ことに関する問題のおもな原因と考えられていた。しかし、スタノヴィッチ（1986）は、逆
の因果関係を明らかにした。不十分な音韻スキルは読解処理能力を損なうが、読むことが
苦手な読者は、つづりと音の暗号解読が困難なため、単語認識を自動的に行う能力とその
スピードの発達が遅れる。こうして、練習不足、不十分な解読スキル、難解な読書資料のす
べてがそれぞれその役割を果たす悪循環が始まる。報われない読書体験によって幅広い
読書が妨げられ、練習が回避される。これは負のスパイラルの始まりであり、その後もさら
に続いていく。
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有能な読者は、新しく難しい単語が示されたときにのみ解読が必要となる段階へと、すぐ
に到達する。より多くの読書体験を通じて、彼らは新しい単語を数多く学び、統語構造に
関する情報と知識を得る。読むことが得意で語彙も豊富な子どもは読書量が増え、さらに
多くの単語の意味を学び、その結果、一層上達する。
時間が経つにつれて、読むことが苦手な読者と得意な読者は、読解力のスペクトラムにお
いて相対的な立場を維持するようになる傾向がある（Shaywitz, 1998, p.307）。語彙
が不十分な子ども（読むのが遅く、楽しめない子ども）は、読む量が少なく、その結果、語彙
の発達が遅れる。そしてこれが、さらなる読解力の発達を妨げる（Stanovich, 1986）。
このプロセスが、「使うか、それとも、失うか！」というスローガンで示されているのだ。

1.3 読むことへの影響：ディスレクシアの読者の特徴
ディスレクシアの読者を一様な集団と考えることはできないが、彼らに共通する特徴はい
くつかある。
・ 読む速度が遅い。
・ 特定の単語や節を、2、3 回読まなければならない。
・ ページの中で、どこを読んでいるかわからなくなり、読んでいた文を探さなけれ
ばならなくなる傾向がある。
・ 単語レベルで読むことに大変苦労するので、文章の内容が十分に把握できない。
ディスレクシアの人の中には、多大な労力を払わなければならないにもかかわらず、
読書を楽しんでいる者もいるが、多くは読むことを避けたり、読まなければならない
ときにだけ読んだりしている。
ディスレクシアの人のその他の困難
国によってチェックリストは異なるが、そのほとんどすべてが、読むこと以外の困難に
言及しており、その一部は、図書館やオンライン目録の利用に影響を与えていると考
えられる。
以下にその例をあげる。
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・ 考えを言葉にすることと、質問を（書き言葉や話し言葉で）明確に組み立てること
が困難
・ 言葉を見つけるのが困難
・ 2 つの課題を同時に行う（聞きながらメモを取るなど）のが困難
・ 時間のプレッシャーを感じながら作業するのが困難
・ 書字が苦手
・ アルファベット順に並べられた情報を探すときの問題
・ 建物の中で迷子になってしまう問題
多くの国で、ディスレクシアの読者の特徴と問題について、国内のさまざまな機関による
説明がなされてきた。図書館には、自国で利用できるチェックリストのコピーを入手するこ
とが勧められる。

1.4 さまざまな言語におけるさまざまな問題
このガイドラインは、さまざまな言語を話す図書館員によって使用される。それゆえ、ディ
スレクシアのような学習困難に対するさまざまな言語の影響について、認識しておくこと
が重要である。
Davis（2005）によれば、アルファベットを使用する言語の中には、いわゆる「浅い」正書
法を持つものと、「深い」正書法を持つものとがある。「浅い」正書法とは、書字システムに
おける文字と音（書記素と音素）の対応が 1 対 1 に近いことを意味する。フィンランド語が
そのよい例で、23 の組み合わせがあり、ちょうど文字数と一致している。
フィンランド語の書字は、英語の書字とは大きく異なる。英語は世界で最も不規則な「深い」
正書法であると考えられる。英語の場合、読者は、複数の文字から成り、多くの場合一貫
性がない書記素を、正字法に基づいて分割できなければならない。文字が表す音に関す
る基本的な知識だけでは、書記素／音素（文字／音）を対応させるのに十分ではない。
読むことを成功させるには、脳はまず、文字で書かれた単語とその音とを正確に結び付け
なければならない。1 つの音素に複数のつづり方がある正書法もあれば、常に同じつづり
方をする正書法もある（Davis, 2005）。
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1.5 ディスレクシアの人に関する考え方
ディスレクシアは疾病ではなく、また、成長すればなくなる症状でもないと認識することが
重要である。しかし、ディスレクシアが、学業面および職業面の発展に必ずしも悪影響を与
えるわけではないことは明白である（BDA, 2012）。
早期発見と適切な介入および支援により、ディスレクシアの人がその症状に対処する方略
を身につける手助けをすることができる。

2 法的背景

この章では、法的背景と著作権を取り上げる。多くの国の著作権法には、プリントディスア
ビリティのある人のための例外と制限を扱った特別な項目が設けられている。これには明
確な利益があり、多くの場合、ディスレクシアの読者のニーズと選好に、出版物と本を適合
させることができる。これが特別な著作権条件の下で行われる場合、その資料は、適合版
またはアクセシブル版と説明される。ほとんどの場合、これらの版には特別な貸出条件が
付けられており、一般向けのコレクションには統合できない。

2.1 著作権の問題
著作権とは、複製を作成する権利を意味する。それは、出版など、一般の人々に利用され
る著作物を作成することで自動的に生まれる、強力な、議論の余地のない権利である。ほ
とんどの国は、著作者の作品に対して何らかの著作権保護を実施しており、著作権に関す
る国際的な合意や条約の 1 つまたはそれ以上に署名している。例えば、文学的及び美術的
著作物の保護に関するベルヌ条約や、海外の作品を保護する世界知的所有権機関（WIPO）
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著作権条約などがある。一部の国は、自国の法律の下での保護のみ行っている。
著作権には、通常、期限が定められている。一般に、著作権は著作者の死後 70 年で消滅
する。著作者の作品は、その後、パブリックドメインになるとされ、誰でも自由に複製する
ことができる。1972 年 2に開始されたプロジェクト・グーテンベルクでは、著作権が切れ
た有名な本を集めている。そして、このような作品をすべて、インターネット
（http://www.gutenberg.org）を通じてデジタルで利用できるようにするために奮
闘している。それは世界最古のデジタル図書館で、2014 年現在、45,000 タイトル（電子
書籍）以上を所蔵している。

2.2 ディスレクシアの人のための図書館サービスへの影響
ディスレクシアの人に最善の図書館サービスを提供するために、図書館司書は法律と著
作権の状況を認識しておく必要がある。当該著作物の著作権状態によって、状況が変わ
ってくる場合がある。
以下に、いくつかアドバイスをあげる。
・ 問題となっている図書館資料は、一般向けのコレクションの一部か？ その場
合、利用者は、その読解力にかかわらず、当該資料を借りることができる。
・ 問題となっている資料が、障害を理由とした例外規定に基づいて制作されたも
ので、それゆえ、一般向けのコレクションの一部ではない場合、利用者は、そ
の例外規定から利益を得ることを法的に許可された集団に所属する限りにおい
て、当該資料を借りることができる。
・ 国内の著作権法において、プリントディスアビリティのある人のための著作権
の例外規定がある場合、この例外規定にディスレクシアの人が含まれるかどう
か確認する。もし含まれる場合は、該当する読者に資料を貸し出してよい。含
まれない場合も、出版社協会と、視覚障害以外のプリントディスアビリティの
ある人に図書館サービスを提供することについて、合意に達することは可能で
あろう。このような協定を結んでいる国の例として、ベルギーのフランドル地
域、オランダおよびデンマークがあげられる。
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3

私たちの図書館へようこそ！

ディスレクシアの人を支援するために、図書館がするべきことは何か？

3.1 序論
読む権利
情報へのアクセスは、読むことと緊密に結び付いた人権である。書き言葉が文化に深く
浸透している社会においては、読むことが社会経済的に不可欠である。読めるというこ
とは、単なる知的スキルではない。それには深い社会的・文化的な意味が伴う。読めな
ければ、社会的排除の危険が高まり、参加、発達、さらには健康にまで、あらゆる悪影
響を及ぼすのである。

インクルージョン
困難な課題に対処するには、学校、自宅、職場、学習の場や図書館など、どこで課題が
発生しようと、ディスレクシアの人のすべての生活面を網羅した統合型アプローチが極
めて重要である。成功談、認識および優れたロールモデルは、動機付け要因となり、デ
ィスレクシアの人が成果を上げ、成功できることを示してくれる。
ディスレクシアに関する認識と知識は、読み書きが難しい人には知能が不足していると
思い込むスティグマの克服に役立つであろう。
ディスレクシアの人は、長い年月を経て使いやすくインクルーシブなものとなった適切
な読み書きツールの使用など、多数の方略を採用することにより、その症状を補うこと
ができる。
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ステークホルダーと連携
図書館、教育機関および地方自治体における連携先による協力は、極めて重要である。
その他の関係者としては、親、労働組合、ディスレクシア協会、雇用センター、読書相
談員、プリントディスアビリティのある人にサービスを提供している専門図書館がある。
刑務所などの施設には、ディスレクシアの人およびその他の読むことが困難な人が、多
数収容されている可能性がある。また、連携先との協力を通じて、これらの利用者グル
ープのニーズに関する情報と彼らに関する知識へのアクセスが得られ、利用者によるサ
ービス参加の可能性が開かれる。

3.2 図書館体験
図書館で焦点となるのは、知識、体験、そして学習である。
ディスレクシアの人には、基礎的な図書館体験や図書館を利用する習慣がない場合があ
る。また、読書で大きな喜びを体験したことがなく、娯楽、イベントおよび学習にかか
わる図書館の価値を理解していない可能性もある。図書館は書架にある印刷図書のコレ
クション以上の存在であり、読むことが困難な人も、図書館で読む技術をはじめとする
さまざまな方略を用いて、印刷物を利用できるようになると伝えることが、図書館の基
本的な課題である。
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3.3 図書館スペースと展示
読みやすい資料と IT ツールは、受付カウンダ―に近い中央部に展示することが重要で
ある。ときには、読み書き用ソフトウェア、リーディングペンおよび専用のモバイルア
プリケーションなどの IT ツールについて、ディスレクシアの人に説明する必要がある
（詳しい情報は、第 6 章を参照）
。
読みやすい表示とピクトグラムの利用を検討する。
以下に、いくつかのヒントとアドバイスをあげる。
・ 明確な表示とピクトグラム（アイコン）を使用した建物は、すべての来館者に
とって、よりアクセシブルであり、使いやすい。
・ 表示では、大文字を続けて使用したり、イタリック体や下線を使用したりしな
い。
・ 読書意欲を刺激する読みやすい図書コーナーを設置する。このコーナーでは、
利用者に、座ってリラックスし、コレクションを閲覧したり、IT ツールを検討
したりしてもらう。
・ 閲覧や読書を促すような家具を選ぶ。資料は表紙が見えるように展示する。デ
ィスレクシアの利用者とステークホルダーに、選考のプロセスに参加してもら
うとよい。誰にでもすぐにわかる明確な書架表示を使用する。
・ 読みやすい資料をオーディオブックの近くに配架する。印刷図書とその音声版
や DAISY 版を、同じ場所に配架する（5.3 の DAISY 録音図書を参照）。図書およ
びその他の資料にはピクトグラムやラベルを貼り、ジャンルを明確に表示する。
図書館には、「異なる方法で読む」スペースも設けるとよいだろう。そこには、録音図
書、印刷図書および DAISY 図書、読みやすい資料と大活字本を集め、すぐに見つけられ
るようにする。例として、
「りんごの棚」や「読みやすい広場（Easy Reading Plaza）」
（付録 A を参照）がある。
統合型アプローチの重要性を忘れない。楽しい読書体験をもたらす価値連鎖は、図書館
における登録のプロセスをはじめとする多くの時点で、崩壊する可能性がある。すべて
の体験を、利用者の視点から検討する。問題点を明らかにするために、利用者の意見を
聞く。
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資料と選択基準
コレクションには、CD や DAISY 図書と組み合わせた読みやすい図書を取り入れ、あら
ゆる好み、関心および能力に適した、さまざまな難度のフィクションおよびノンフィク
ションのタイトルを含めなければならない。
ディスレクシアの利用者あるいはその他の読むことに障害のある利用者向けに特別に
出版されたものではない資料の選択基準は、以下の通りである。
・ 短い単語と文
・ 多数の絵・写真
・ 左マージンを揃える／右マージンは設定しない（左揃え）と、読みやすくなる。
・ ブロック体で書かれているテキストは避ける。
・ 「けばけばしい」色（明るすぎる色、混合色、反対色）は避ける。

資料の展示
すべての資料を、表紙を外側に向けるか、あるいは、背表紙と表紙が見えるようにして配架
する。面白い絵や重要な絵が描かれた表紙は魅力的と言えるが、背表紙では好奇心をかきた
てられそうにない。また、ディスレクシアの人には、背表紙にある横向きの字を読むのは難
しいかもしれない。

ピクトグラム
ピクトグラムにより、利用者は自分が求めているものを見つけやすくなる。フィクショ
ンおよびノンフィクション用のピクトグラムの例は、以下のウェブサイトに見ることが
できる。
http://www.letbib.dk/res/docs/pictogrammer-faglitteratur.pdf
http://www.letbib.dk/res/docs/pictogrammer-skoenlitteratur.pdf
これらは、印刷し、ラミネート加工して、資料に貼ることができる。また、フィクショ
ンやノンフィクションのピクトグラムと組み合わせて、戦争やスポーツなどテーマ別の
ピクトグラムを使用することもできる。

IT ツール
ディスレクシアの人は、読むことの問題を克服するために、さまざまな技術を利用する
ことができる。これらのツールのアクセシビリティと使用方法を認識しておくことが重
要である。
IT ツールの外見と雰囲気は、インクルーシブでなければならない。つまり、それらは通
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常の一般向けのツールのように見えなければならないのだ。

IT の配置に関するアイディア
・ コンピューターはオーディオブックおよびその他の読みやすい資料の近くに配
置する。
・ 図書館内のすべてのコンピューターに、読み書き支援技術をインストールする。
・ 図書館のウェブサイトに、IT ツールに関する簡単で段階的な使用説明書を掲載
する。

ウェブサイト
ウェブサイトと目録は、すべての人にとって完全にアクセシブルでなければならない。
これは、単純な構成、明確かつ変更可能なフォント、スペースおよび色と、読み上げボ
タンの使用によって達成できる。
図書館の検索エンジンは、基本的にピクトグラムを使用したものにしなければならない。
検索結果のリストに、各資料の最初のページと、内容に関する短く読みやすい説明を表
示すれば役に立つ。
その他の選択肢として、以下があげられる。
・ 読むことに障害のある人のためのメニュー
・ さまざまなフォント設定
・ 対象グループ向けのリンク、ウィジェットおよびアプリ
・ 読みやすい資料を検索できるようにすること
・ 目録検索用の音声合成システム
・ 文章ではなく映像による図書館サービスの実演説明
・ ディスレクシアおよび読むことの困難を専門とするスタッフの名前と写真
さらに詳しい情報は、ウェブ・アクセシビリティ・イニシアティブ（WAI）のウェブサ
イトを参照（http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php）
。
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3.4 図書館内外でのマーケティング

ディスレクシアの人への図書館サービスは、図書館外で推進していかなければならない。
図書館は、読むことが困難な人が、どのようにして図書館の利用から利益を得られるか、
具体的な例を示さなければならない。
以下に、マーケティングのアイディアをいくつかあげる。
・ 認識しやすいロゴを使用すれば、長々とした説明を避けられる。
・ 読みやすく、情報量が多い、印刷版とデジタル版の両方が利用できる紹介冊子。
教育機関、職場、学校、店、雇用センターおよび診療所で配布する。このよう
な冊子の作成には、障害専門家とディスレクシアの人にも参加してもらう。
・ 図書館サービスについて説明した動画。読むよりも視聴する方がわかりやすい
場合がある。簡単な機器で質のよい動画を作成することができる。
・ 情報を大画面に掲示する。
・ 技術支援と、ディスレクシアに関する専門知識を持つ図書館員に会う機会を提
供する、ドロップインセッションや立ち寄りカフェ。また、利用者はこの種の
イベントを通じて、自分と同じような課題に直面している人と話すことができ
る。
・ 図書館ツアー。関連資料の例を紹介し、印刷図書以外の資料を強調する。
・ 研修：
－

ディスレクシアの生徒や学生対象（専門教師と連携して企画するとよい。
）

－

読むことが困難な成人対象（企業、教育機関、労働組合と協力）

－

親子対象（読書相談員および教師と協力）

－

新しいメディアや電子書籍に関する講座
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・ 印刷図書とオーディオブックの両方を利用する読書クラブ
・ デジタルニュースレターは、利用者との連絡を保つ一手段である。これには、
新刊図書、今後開催される講座やイベント、新しい読書用ツールに関する情報
を掲載するとよい。できれば、読みやすい版を作成するか、音声版を同梱する。
・ 読みやすい「今月の図書」
・ 宿題のサポート
・ 地元の新聞や雑誌、人気のある雑誌、ソーシャルメディア、ウェブサイト、ラ
ジオやテレビに、記事や広告を掲載する。
・ イベント：ディスレクシアの利用者に、図書館で開催するイベントについて情
報提供する。子ども向けのイベントも忘れずに。考えられるものとしては、連
携機関と協力して開催するイベントや読書会、著作者、エンターテイナー、ミ
ュージシャン、お笑い芸人、政治家およびスポーツ選手など、ロールモデルと
なるようなディスレクシアの著名人による講演があげられる。地域のイベント
に参加して、図書館が何を提供できるかを宣伝する。

ノタ（Nota）の利用者グループの約 50％が、自分以外のディスレクシアの人と出
会う場所として、図書館を是非利用したいと述べた。
（Auxiliary aids and access to learning for children and young people
with dyslexia/severe reading difficulties, 2011 より。ノタは、デンマーク
のプリントディスアビリティのある人のための国立図書館）

3.5 他のタイプの図書館
子ども図書館
第 3 章全体を通じて提案されている勧告と行動は、子ども図書館と学校図書館にも適用さ
れるが、親もまた重要な役割を果たす。

親
すべての親が読書を自宅での余暇活動として高く評価しているわけではなく、
子どもの読むスキルの向上に役立てられるツールと方法があることを知らない
親もいる。子どもへの読み聞かせが家庭での習慣の一部ではなく、読むことの困
難への対処法について、親が詳しくない可能性も高い。このような親は、読書、
本および読む技術に対する前向きな態度の重要性に関する情報から利益を得ら
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れるであろう。
ディスレクシアは遺伝する可能性があり、それゆえ、一方または両方の親もディスレク
シアの場合がある。読むことがつらい体験や困難と結び付けられるために、読書の楽し
みに気づかないのかもしれない。ディスレクシアの親は、自分自身も図書館サービスを
利用して利益を得られることに、気づいていない可能性がある。
「カンガルー・ポケット」は、ディスレクシアの親に子どもへの読み聞かせを勧めるデ
ンマークのキャンペーンである（https://nota.dk/services/kænguru-lommen 3）
。

子ども図書館と学校図書館の協力
子どもと若者を対象とした図書館サービスは、専門教師、学校図書館司書および子ども
図書館司書との緊密な協力の下で計画されなければならない。

グッドプラクティスとアイディア
・ プリントディスアビリティのある子どもと十代の若者を支援する公共図書館と
教師の連携。リンショーピン図書館（スウェーデン）のアンナ・ファールベッ
ク（Anna Fahlbeck）によるパワーポイント・プレゼンテーション（付録 A を参
照）
・ フランドル地方の一部の図書館では、印刷図書と DAISY 形式の図書を結び付け
るためにラベルを使用している。すなわち、DAISY 図書には、
「図書館には印刷
本もあります」というラベルを、印刷図書には、
「図書館には DAISY 図書もあり
ます」というラベルを使用している。
子どもと若者は、聞きながら読むことで読むスキルを練習できるように、両方
の形式を一緒に借りる。DAISY 図書の再生速度を遅くすれば、達成可能な読み
のエクササイズとなる。
・ スウェーデンの公共図書館では、印刷図書に DAISY のディスクが同梱されてい
る。

学校図書館
学校で焦点となるのは学習である。ディスレクシアの子どもは、十分な支援を受け、対
等な立場で授業に参加し、教室内の社会的関係を構成する一員とならなければならない。
これを達成するためには、指導力と教育学的専門性を兼ね備えていることと併せて、読
むことの援助に関する知識も必要となる。読むことの困難が能力の欠如と見なされれば、
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障壁が発生する。子どもは、自分がクラスメートと比べて読むことの困難を多く抱えて
いれば、すぐに気づく。そして、このことが、彼らの読みと自尊心に影響を及ぼす。
読み書きの困難には、早くから取り組むことが非常に重要である。そうしなければ、デ
ィスレクシアの子どもと若者は挫折し、読むことに関して、いつかは許容水準に達する
ことができるという希望を捨ててしまうだろう。教師と学校図書館司書は、このことを
認識し、何らかの方略、特別なプログラムおよび適切な IT ツールが、確実に利用でき
るようにしなければならない。

3.6 大学図書館
大学に通うディスレクシアの学生の数は増加しつつあるが、学生の中には、高等教育機
関に入学するまで、ディスレクシアと診断されない者もいる。これは、ディスレクシア
の学生を対象としたアクセシブルな情報に、特別な配慮が必要であることを意味してい
る。
ウェブサイトや読書資料のアクセシビリティに関しては、大学図書館と公共図書館の課
題は同じであるが、大学図書館の場合、情報がより複雑であるため、課題が一層際立っ
ていると言えよう。サービスとガイダンスに関するニーズは似通っているが、学生の場
合、より専門的な資料が必要となると思われる。また、教科内容への容易なアクセスに
加えて、個別のサービスも必要となるであろう。教材への平等なアクセスは、法的な問
題である。アクセスを促進する方法や、それを取り巻く法的な問題は、国によって異な
る。ディスレクシアの学生や読むことが困難な学生が、教科書の電子版へのアクセスを
得、文書を適切な形式に編集できるように、大学の障害学生支援センターと出版社の連
携が推奨される。

アイディア：
・ ディスレクシアの学生や読むことが困難な学生に、個別調整によって対処する、
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ディスレクシア学生サービスを設立し、出版社と連携する。
・ 大学の障害顧問と協力する障害情報担当官を任命する。
・ ディスレクシアの学生を支援できるよう、ディスレクシアに関する意識向上研
修を、図書館員を対象として定期的に実施する。
・ 貸出期間を延長する。
・ ディスレクシア支援ソフトや支援技術を提供する。
・ 音声合成ソフトなどの無料の支援ソフトを搭載した USB メモリーの貸出を行う。
・ ウェブサイト上で、代替形式による文書の作成とアクセス獲得の方法に関する
情報、利用可能なリソースと支援技術に関する情報を提供する。

4

図書館員

Q: 図書館でスタッフに会ったら、どんなふうに対応してほしい？

A: ちょうどよいものを教えてくれるとか、自分の意見を押し付けようとしないとか、
ほかにもたくさん。
とても前向きに、
「ああ！ これなら読めますよ！」と言ってほしい。
ただ助けてくれればいい。
（Talking books and reading children. Finnish 4 Survey, 2013）
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4.1 意識向上

読書なんて嫌い！
「読書なんて嫌い！」というのは、フランドル地方におけるディスレクシアの子どもと若者
を対象としたキャンペーンのスローガンである。このスローガンは、キャンペーン創始者が、
読むことが困難な子どもや若者がこの言葉を口にするのを、しばしば耳にしていたことか
ら選ばれた。図書館司書と特別支援教員の中には、最初はショックを受けた者もいたが、そ
の後しばらくして、この言葉が本当に口にされていることを認めるようになった。しかし、
嫌われているのは物語や内容ではなく、読むという行為であり、読むことに伴う劣等感なの
である。それゆえ図書館員は、ディスレクシアの若者が、自分好みの、あるいは、少なくと
も簡単だと思える方法を見つけられるように、印刷図書（教科書）以外の読書方法を試すよ
う説得しなければならない。

気づき、気づき、気づき
「気づき」がキーワードである。利用者と最初に接する案内係から、方略を立て、決定を下
す上級図書館司書に至るまで、図書館で働くすべての人にとって、これは重要である。
・ 利用者へのサービスが、合理的な追加支援を提供する出発点となる。
・ インクルーシブな思考は、対象グループに対するスティグマを防ぎ、あらゆる種類
の図書館サービスの発見を促すので、重要である。
・ 気づきとは、いつ積極的に出るか、また、いつ後へ下がるかを理解するという意味
でもある。
・ 図書館の建物および図書館サービスのあらゆる側面におけるアクセシビリティへ
の気づきが重要である（建物、書架、ウェブサイトおよび目録については、3.3 を
参照）
。
・ あらゆる子ども、若者および大人が、本を読み、楽しむ権利を持っていることを心
の底から信じている、十分な教育を受けたスタッフから、すべてが始まる。

4.2 図書館員
2001 年のディスレクシアガイドラインには、
「障害のある人たちが図書館を訪れたとき、
図書館は思いやりのあるサービスを提供することが全ての図書館関係者の義務である。」
と記されている。このことは、コレクション用資料を選択するスタッフと同様に、目録
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やウェブサイトを担当するスタッフにも、当然あてはまる。
しかし、非常に多くの場合、親と若者は、受付カウンターの背後で働いているスタッフ
について、不満を訴える。ほとんどの図書館には、子ども向けのサービスを担当する、
ディスレクシアの人のニーズと必要なアプローチを十分に認識しているスタッフがい
る。しかし、その人は毎日働いているわけではなく、必要なときに利用できない場合が
ある。このため、すべてのスタッフがすべての利用者を支援できるように、知識と基礎
的なスキルを共有することが重要である。利用者は、すべての人がすべてのことを専門
にできるわけではないことは理解しているが、基礎的なスキルへの期待はあるものと思
われる。

読むことへの案内役
読むことが困難な利用者へのサービスを専門に提供することができ、利用者の主たる連
絡先となるスタッフを養成する。すべての図書館員が基礎的なガイダンスを提供できる
ようにし、必要な場合は、利用者を専門のスタッフに紹介できるようにする。

「私の専属図書館員（パーソナルライブラリアン）」
利用者に図書館に来るよう促し、利用者が安心感を得られるように支援する「専属司書
（パーソナルライブラリアン）」を予約できるようにする。利用者は、自分の特別なニ
ーズについて、図書館を訪れるたびに説明する必要がなくなる。そして、自分を知る人
と親しくなることで、緊張が解け、質問がしやすくなる。専属司書（パーソナルライブ
ラリアン）の名前、電話番号および写真など、連絡先情報を公開する。ディスレクシア
の利用者や読むことが困難な利用者は、書面よりも電話でコミュニケーションを取る方
を好む場合があることに注意する。

知識の共有
知識の共有は、同じ図書館のスタッフの間でのみ重要であるわけではなく、異なる図書
館のスタッフとの間でも、また、図書館員と他のディスレクシア専門家との間でも、重
要である。ディスレクシア専門家には、特別支援教員、学校図書館司書、学校および成
人教育の場で活動している心理学者、言語療法士、地域および国のディスレクシア団体
などがいる。ディスレクシア団体の経験と知識は、明らかに極めて貴重である。
図書館サービスは、関連団体およびステークホルダーとの協力と連携モデルの創造から、
大いに利益を得るであろう。
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4.3 ライブラリースクール
多くの図書館員は、ライブラリースクールで専門的な教育と訓練を受け始める。しかし、
特別な図書館研修プログラムがもはや存在しない国もあれば、まだ導入されていない国
もある。図書館や情報専門家に関するカリキュラムがある場合、ディスレクシアの人な
ど、特別なニーズのある図書館利用者に関する認識を含めることが欠かせない。ライブ
ラリースクールでは、しばしば、さまざまな読者層のニーズに関する講座やセミナーを
いくつか開催しているが、カリキュラムに正規のコースとして組み込む方がより効果的
である。
「ディスレクシアの人を招いて、彼もしくは彼女が図書館で知りたい文献、または受け
たいサービスについて話してもらう事も役に立つ。」（『ディスレクシアのための図書館
サービスのガイドライン』2001 年）ディスレクシア団体および専門図書館も、興味深い
関連情報とアドバイスを提供できる。

4.4 継続研修
専門図書館司書が同職者の意識向上と知識増進のための追加研修を行うのは、よくある
ことである。情報、経験および知識を、他の図書館やディスレクシア団体および教育団
体の同職者と共有する機会は、スキルと知識を高める素晴らしい方法である。例えば、
短期ワークショップは、新たな洞察と方法についての情報の獲得や、このような情報の
継続的な入手に利用できる。経験とベストプラクティスの共有は、名案と実践的な解決
策を見出す最善の方法である。これらの活動は、図書館協会や図書館自身が企画しても
よいだろう。ディスレクシア当事者のスタッフも、貴重な洞察を与えることができる。
国際レベルでは、IFLA が専門知識の優れたネットワークを提供している。年次大会と
専門家サテライト会議では、世界中から専門家が集い、貴重な情報とベストプラクティ
スを交換している。特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会（LSN）お
よび印刷物を読むことに障害がある人々のための図書館分科会（LPD）が、会議のセッ
ションにおいて、特別なニーズがある人々を対象とした図書館サービスを定期的に取り
上げている。
学校図書館員および公共図書館員は、あらゆるレベルの継続研修に参加しなければなら
ない。
30

政府、図書館協会、ライブラリースクール、ディスレクシア協会、プリントディスアビ
リティのある人にサービスを提供している図書館、またはそれ以外の専門機関が開催す
るワークショップ、セミナーおよび会議に参加することで、偏見がなくなり、前進を阻
む障壁が減っていく。

4.5 戦略計画
ディスレクシアの人や読むことが困難な人を対象とした図書館サービスを担当する図
書館員が、図書館全体の計画プロセスに参加することが重要である。これにより、認識
と支援とが、図書館の全体的な目標と長期計画に確実に統合されることになる。
場当たり的な行動は、短期的な影響を多少は与えるかもしれないが、十分に練られた計
画の方が、より望ましい長期的な成果を達成するものとなるであろう。図書館サービス
全体を網羅し、数年間継続される、統合型アプローチが必要である。言うまでもなく、
資料、図書館員、マーケティングキャンペーンおよびその他の必要性を満たす十分なリ
ソースを提供することが不可欠である。

4.6 サービスとガイダンス
図書館に一歩足を踏み入れることは、ディスレクシアの人にとっては挑戦とも言えるこ
とである。なぜなら、図書館は、彼らに困難をもたらす可能性のある、文字で書かれた
文章に満ちた建物だからだ。ディスレクシアの利用者およびその他の読むことに障害の
ある利用者に敬意と共感を持って対応することで、彼らが歓迎されていると感じ、居心
地がよいと思えるようにしなければならない。図書館を訪れることが、有意義な体験と
なることが重要である。
利用者は、ほとんどの場合、自分がディスレクシアであることを伝えないため、図書館
司書はうまく話を引き出し、よい聞き手にならなければならない。
以下にいくつかアドバイスをあげる。
・ ディスレクシアの人が、自分自身の読むことの困難について話したいと考えて
いるかどうか敏感に配慮し、その印象に合わせてサービスを調整する。
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・ 本以外の資料等（映画、オーディオブック、DAISY 図書、音楽、ゲーム、イベン
ト、読みやすい資料および読み上げツール）の利用に重点を置く。
・ デジタル資料など、利用者が気づけない選択肢について教える。
・ 個別見学を実施し、書架や関連エリアに案内する。
・ 貸出期間を延長する。

「読みやすい図書」コーナー
・ 新しい利用者に、資料がどのように配架されているか伝える。
・ さまざまな資料を見せる。
・ 一部の資料がオーディオブックまたは DAISY 図書で利用できることを指摘する。
・ ピクトグラムを見せて説明する。

オンラインサービス
・ 図書館のウェブサイトの関連項目を紹介する。
・ 利用者に関連のあるオンラインサービスについて伝え、使用法を教える。
ディスレクシアの人にサービスを提供する図書館司書が忘れてはならないこと：
・ ある人にはうまくいく方法でも、別の人には役に立たないことがある。
・ 利用者の強みを意識し、弱みだけに注目しない。
・ 利用者が提案する解決策を前向きに受け入れる。
・ 重要なのは、読書の楽しみであり、特定の症状の治療ではない。図書館員の役
割は、特別支援教員や教育者の役割とは異なる。
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5

図書館コンテンツ

情報、雑誌および書籍という形式をとったコンテンツへのアクセス提供は、図書館の中
核事業である。コンテンツがどのように書かれ、提示され、伝えられるかによって、デ
ィスレクシアの読者に大きなプラスの変化をもたらすことができる。
この章では、各図書館がディスレクシアの人にサービスを提供するに当たり、どのよう
にして十分なコンテンツと専門機器を提供できるかを説明する。

5.1 印刷資料
テキストの印刷方法により、ディスレクシアの人に大きな変化をもたらすことができる。
ディスレクシアの人にやさしいやり方で印刷物または画面上に情報を提示する方法に
ついては、簡単なルールとアドバイスがある。それには、フォント、文字の大きさ、ス
ペース調整およびレイアウトに関するアドバイスが含まれる。長文やハイフンも避けな
ければならない。（ディスレクシアの人にやさしい印刷物の作成において、するべきこ
ととしてはいけないことに関するさらに詳しい情報は、付録 B を参照。）

5.2 読みやすい資料
読みやすい出版物の目的は、理解しやすく、かつ、さまざまな年齢層に適している、簡
単な文章を提示することである。読みやすい資料は、ディスレクシアだけでなく、さま
ざまな読むことの問題に対する 1 つの回答と言える。例えば、それは知的能力や認知能
力が限られている人に役立つであろう。
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新技術による読みやすさの強化
読みやすい資料の効果は、電子機器を使用して読むことによって増強される。フォント
の種類とサイズおよび色のコントラストを、ディスレクシアの人のニーズに合わせて容
易に変えられるからである。例えば、DAISY 録音図書、オーディオブックおよび動画は、
ディスレクシアの人にとって大いに役立つ。

スウェーデンの好事例
スウェーデンの読みやすい図書センターによって出版された読みやすい図書の大半は、
スウェーデン・アクセシブル・メディア局（MTM）によって DAISY 録音図書に変換され
たものである。ディスレクシアの若者や読むことに問題のある若者は、印刷版を読みな
がら DAISY 図書を聞くことができ、これらの図書は、学校図書館や公共図書館で、まと
めて借りることができる。 5

読みやすい資料の制作
オリジナルの読みやすい資料を制作するには、あるいは、オリジナルのテキストを読みやす
い版に変換するには、著作者／出版社は、その内容、言語、挿絵およびレイアウトを考慮し
なければならない。2010 年の『読みやすい図書のための IFLA 指針（ガイドライン）第二版
（改訂版）』
（専門報告書第 120 号、また本書付録 B も参照）を参照。

5.3 オーディオブック
印刷図書の音声版を聞くことは、よく知られる、また、広く利用されている、印刷字を
読むことの代替策であり、ディスレクシアの人に極めて有効と言える。
多くの公共図書館がオーディオブックを提供しており、さらに、ヨーロッパとアメリカ
合衆国では、盲人またはプリントディスアビリティのある人のための図書館と関連機関
のほとんどにおいて、ディスレクシアの人を対象としたデジタル録音図書の配布を始め
ている。
ディスレクシアの若者による録音図書の利用は、読書の楽しみと学力にプラスの効果を
もたらしてきた。さらに、音声を聞きながらテキストを読むという組み合わせは、強い
インパクトを生み、読むスキルを高める。しかし、印刷図書はしばらく置いておいて、
音声だけを楽しむのもよい。
一般向けの商業市場においても、また、特にプリントディスアビリティのある人のため
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に収集された特別なコレクションにおいても、優れたナレーションを録音した、利用可
能なオーディオブックの数は増えつつある。歴史的に見ると、特製の録音図書は、オリ
ジナルの印刷作品を全体的に翻案した、外見も雰囲気も異なるものであり、市販のオー
ディオブックは、多くの場合、要約版であった。オーディオブックのおもな形式につい
て、以下に説明する。
デンマークにおける調査（Auxiliary Aids, 2011）からは、ディスレクシアまたは深刻
な読みの困難を抱えた多くの子どもと若年成人に、オーディオブックが極めて重要な読
書の舞台を提供していることが明らかになった。つまり、オーディオブックは、知識と
体験を得る一手段なのである。
フォーカスグループによるディスカッションに基づくスウェーデンの調査（Talking
Books, 2013）は、図書館が子どもによる録音図書の利用を重視するべきであると結論
付けており、個々の利用者への専門的なアプローチの重要性を強調している。

音声 CD
音声 CD に録音されたオーディオブックは、市場で最も一般的に利用されている技術で
ある。しかし、音声 CD の技術は低下しており、録音量もナビゲーションも限られてい
る。要約されていない平均的な長さの本の音声版は、およそ 10 時間（600 分）で、合計
9～10 枚の CD になる。これらのディスクを 1 つのケースにまとめ、常に正しい順番で
保管しておくのは難しい。一方で、音声 CD は音質が優れており、ほとんどの人がその
扱い方を知っている。音声 CD に録音された図書は、音声による読書を読者に紹介する
のに望ましい第一歩として推奨される。

MP3
主要な音声ファイル圧縮規格である MP3 でコンテンツをダウンロードして利用できる
ようにしているオーディオブックプロバイダーは、ますます増えている。モバイルプラ
ットフォーム上で MP3 形式のオーディオブックを聞くことは、特に若者の間で、最も人
気のあるオーディオブック利用法であろう。

DAISY 録音図書
DAISY 録音図書は、一般に、既存の作品を肉声で朗読した音声版である。通常は、1 枚
の CD で全編を収録できるように、CD-ROM 仕様と MP3 圧縮を使用して CD に焼き付けら
れる。
DAISY は、図書制作に使用されるオープンな国際規格で、ブックマークに加えて、セク
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ション（章）間のナビゲーション、サブセクション（ページおよびパラグラフ）のネス
ト化を可能にする確固たる構造を伴う。また、もう 1 つの長所として、ディスレクシア
の若者が印刷版を読みながら DAISY 図書を聞くことが容易になる、再生速度を遅くする
機能があげられる。
市販の CD／DVD プレーヤーの中には、MP3 を認識し、DAISY 録音図書を再生できるもの
もあるが、ナビゲーションやメモリーの機能を十分に活用するには、専門の DAISY プレ
ーヤーで、あるいは、無料の DAISY 再生ソフトを使用して再生するのが理想的である。
DAISY 録音図書を読むためのハードウェアプレーヤー、ソフトウェア再生ツール、アプ
リ お よ び 機 器 の 広 範 な リ ス ト を 含 む 、 DAISY に 関 す る さ ら に 詳 し い 情 報 は 、
www.daisy.org で得ることができる。

5.4 デジタル情報と電子書籍
デジタルファイルまたは電子テキストファイル
デジタルテキスト版へのアクセスにより、ディスレクシアの読者は多くの利益を得るこ
とができる。最も明白なメリットを以下にあげる。
・ テキストのフォント、サイズおよびコントラストを調整できる。
・ 合成音声によるテキスト読み上げ（TTS）ソフトを使用して、テキストにアクセ
スできる。
・ 単語レベルでテキストを検索できる。
・ 章、ページ、その他のレベル（テキストファイルの構造によって異なる）での
テキストのナビゲーションが可能である。
・ 目次からテキストにアクセスできる。
しかし、すべてのファイル形式が同じ柔軟性を備えているわけではなく、あらゆるケー
スにおいて、調整を行うためにはソフトウェア・エディターが必要となる。
電子書籍および電子書籍リーダー
電子書籍は、本 1 冊分の長さのデジタル形式による出版物で、Kindle、Kobo または
SonyReader など、専門の電子書籍リーダー（e リーダー）で電子版を読むことを目的と
している。
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e リーダーは、e インクまたは電子ペーパーと言われる、比較的新しい、進化しつつあ
る技術を利用している。これは、直射日光の下でも反射しないため読みやすく、極めて
安定した画像を生成する。最も多く販売されている電子書籍リーダーは、通常、5～9 イ
ンチの大きさのものである。一部の電子書籍リーダーは、ページをめくったり、シンプ
ルなメニューから選択をしたりする際に、基本的なタッチ技術を用いている。ほとんど
の e リーダーは、同義語や意味を素早く示してくれる辞書を備えている。（e リーダー
に関するさらに詳しい情報は、6.5 および付録 B で得ることができる。）

5.5 テキストと音声を同期させた図書
テキストと音声を（合成音声または肉声の録音のいずれかを使用して）同期させた録音
図書が、以前よりも容易に利用できるようになりつつある。また、今では、多数の人気
のある読み上げ機器または教育機器を使用して、合成音声によるテキストの読み上げが
可能である。このタイプの図書は、読み上げられるテキストをハイライトすることで、
ナビゲーションと、多感覚に訴える読書体験を提供する。フルテキストとフル音声を同
期させた DAISY 形式の図書は、ディスレクシアの人に大いに役立つ。
ブックシェア（Bookshare）は、アメリカ合衆国著作権法の例外規定に基づいて配信
されるデジタル図書の、アクセシブルなオンライン図書館である
（https://www.bookshare.org/_/aboutUs/legal/chafeeAmendment）。ブックシェア
は、合成音声を使用したマルチモーダルリーディングのための、ダウンロード可能な
DAISY 形式によるフルテキストおよびフル音声図書のコレクションを提供している。

5.6 デジタルマルチメディア（ハイブリッド）図書
テキスト、音声および画像から成るマルチメディア（ハイブリッド）DAISY 図書は、フ
ルテキストおよびフル音声の録音図書の一例で、ディスレクシアの人に特に適している。
多感覚に訴える体験を通じて、これらの図書は読みやすく、また、理解しやすいものと
なる。
表示設定、フォントサイズ、色のコントラストおよび読み上げ速度を変えることによっ
て、さまざまな再生スタイルが実現できる。
（マルチメディア DAISY 図書の例は、付録 B を参照。）
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5.7 マルチメディアの利用：画像、漫画、劇画、動画
ディスレクシアの人およびその他の読むことに障害のある人は、言葉だけでなく、画像
の助けを借りて思考し学習する方が、はるかに早く、容易である。したがって、ディス
レクシアの読者に彼らが楽しめる図書を提供するには、画像のある図書、漫画および劇
画を収集することが重要である。
動画もまた、集中力と興味を維持する効果的な方法である。動画を見ることは、読書
の優れた代替策となりうる。オランダでは、学童を対象とした教材を中心に、数多く
のビデオクリップが、公共放送機関が運営するウェブサイトに掲載されている
（http://www.schooltv.nl/beeldbank/）
。

5.8 まとめ
音声 CD

DAISY

シンプル

DAISY

デジタル EPUB3

録音図書

な電子書

フルテキス

マルチメ

籍

ト・フル音

ディア

声
音

声 あり

（wave）

通常なし

なし

通常なし

可能

可能

あり

なし

あり

可能

可能

あり

あり

（ CD1 枚で
74 分間）

音声（MP3） なし

（CD1 枚で

（同期）

20 時間）
テキスト

なし

見出し

あり

あり
（同期）

ナ ビ ゲ ー 一段階
ション

多段階

（ ト ラ ッ ページ

目次

多段階

目次

目次

ページ

ページ

リンク

リンク

あり

あり

あり

あり

あり

あり

ク）
画像

なし

なし

（同期）
動画

なし

なし

なし

なし
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6

読み上げ機器と支援技術

ディスレクシアの人の読み書きと情報へのアクセスを支援する技術と機器は、数多く存
在する。教育市場では、ディスレクシアの人の存在が明らかになったことで、多数の新
製品と解決策が提案されている。これらは、特殊なペンや眼鏡、音声／映像機器、記憶
法、音韻認識とラピッドネーミングの講座から、栄養補助食品に至るまで、広範囲にわ
たっている。
これらの機器および技術の中には、すべての図書館に備えるべきものもあれば、ディス
レクシアの人が個人的に購入したり、インストールしたりしなければならないものもあ
る。

6.1 警告とアドバイス
読むことと格闘している者にとって、技術は大きな支援となりうる。しかし、技術それ
自体は、決して完全な解決策ではないことに注意する。技術は万能な解決策ではないが、
自信をつけさせ、読書の楽しみを増やすことを目的とした支援方略に、常に組み込まれ
なければならない。
図書館利用者に技術を提案するには、個人的な体験がいくらかあった方がよい。図書館
員は、DAISY 録音図書、ローカル言語の合成音声によるテキスト読み上げ（TTS）ソリュ
ーション、そして、最後に忘れてはならない大事なことだが、電子書籍リーダーやアプ
リで読む電子書籍など、より広く使用されている推奨システムを自ら試し、これらに慣
れ親しんでおかなければならない。
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6.2 携帯機器

携帯機器には、標準的な携帯電話からタブレット端末までさまざまなものがあり、MP3
プレーヤー、フラッシュドライブ、電子書籍リーダー（e リーダー）およびスマートフ
ォンも含まれる。ディスレクシアの読者にとっては、主流の市場で入手できる機器の方
が、外見が異なり、利用者が注目を浴びてしまう専門機器よりも魅力的である。
ディスレクシアの若者は、オーディオブックや DAISY 図書の再生に携帯機器を使うこと
を好むが、これは、このような機器が扱いやすく、インクルーシブに感じられるからで
ある。スウェーデンには、学校図書館司書、通常学級教師と特別支援学校教師を対象に、
録音図書をダウンロードし、ファイルを携帯機器に転送する方法を学ぶ講習を実施して
いる教育支援センターがある。この種の講習は、ディスレクシアおよびその他の読むこ
とに課題のある若者に対する図書館サービスの開発に向けて、極めて有用な基礎を形成
する。

6.3 DAISY 図書再生機器およびソフトウェア
DAISY オーディオブックの再生に使用できる専門プレーヤーの大半は、高レベルの機能
を提供するものである。これには、セクション、サブセクション、ページおよびフレー
ズのナビゲーション、読書中のブックマークが可能であること、読み上げ速度（速くま
たは遅く）や音の高さを変更できること、利用者が最後に読んでいた箇所を自動的に開
くオプションが含まれる。DAISY プレーヤーは比較的高価だが、テキスト文書（Word な
ど）を合成音声で読み上げることができる小型携帯プレーヤーなど、さまざまなサイズ
とモデルのものを利用することができる。中には、オンラインの DAISY 図書館（利用可
能な場合）に直接アクセスできるものもある。
DAISY 録音図書は、PC やラップトップ用に設計されたソフトウェアツールやアプリケー
ションを用いて読むこともでき、タブレットやスマートフォンなどの携帯機器で読むた
めのアプリケーション（アプリ）も、増え続けている。このような読書方法は、特に生
徒や学生の間で人気が高い。
マルチメディア DAISY 図書を読むための無料再生ソフトの 1 つである AMIS は、DAISY
コンソーシアムから、英語およびその他の多数の言語で入手できる。AMIS およびその
40

他の読み上げアプリケーションソフトは、テキストのハイライト、フォントサイズ、読
み上げ速度およびコントラストの選択、フルテキスト検索などの優れた機能を提供する。
DAISY 録音図書読み上げアプリケーションの最新リストは、
http://www.daisy.org/tools/splayback から入手できる。 6

6.4 合成音声によるテキスト読み上げ（TTS）
TTS すなわち画面読み上げソフトは、デジタルテキストを合成音声に変換する。この技
術は今なお開発中であるが、近年、順調な進展が見られる。多くのウェブサイトには TTS
ボタンが備えられ、多くのスマートフォンとタブレットには、TTS アプリケーションが
内蔵されている。TTS の音声には、パブリックドメインのものもあれば、許諾が必要な
ものもある。
多くの人が、TTS は娯楽目的の読書には、まだ適切ではないと感じているが、雑誌、新
聞あるいはノンフィクションを読む際には、広く受け入れられている。いかなる場合で
も、自己判断を控え、TTS を使用するか否か、また、その使用方法について、利用者自
身に選択させるのが望ましい。
ローカル言語でどの TTS アプリケーションが利用可能かを調べ、テストする。無料の
合成音声は、ほとんどの言語で利用できる。例えば、英国では、図書館は JISC
TechDis によって開発された音声を無料で使用できる資格を持つ。
（http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/technologymatters/TechDisVoices/Downlo
adInstall） 7
読者が画面上でハイライトされたテキストを見、同時に、同期された合成音声を聞く
ことができるとき、最大の成果が達成される。これによりディスレクシアの読者は、
テキストの意味に集中することができる。
MS Word でデジタルテキストが利用できる場合、”Save as DAISY”というプラグイン
を使用して、TTS を備えたマルチメディア DAISY 録音図書を制作することができる。
ディスレクシアの人は、話し言葉を正確に認識する（聞いて理解する）ことに問題が
ある場合がある（Deponio, 2012）
。合成音声を聞いて理解することが難しい可能性は
あるが、これは経験と訓練によって改善される。読者が苦労しているのなら、TTS の
速度を遅くするよう提案する。これにより理解が進むであろう。
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場合によっては、録音図書が合成音声で制作されることもあり、この方が、ローカル
な TTS アプリケーションを使用した場合よりも、専門性の高い優れた品質を提供する
ことができる。

6.5 電子書籍リーダー
e リーダーは、
今後急速に普及し、
出版情報を読むために広く使用されるツールとなり、
ディスレクシアの人をはじめ、さまざまな人がその恩恵を受けるであろう。e リーダー
の中には TTS 機能を備えたものもあり、ディスレクシアの人に適している。
e リーダーのメリットとして、以下が考えられる。
・ フォントタイプとサイズの調整が可能
・ 迅速な辞書検索
・ 安定した文字画像
・ 極めて長いバッテリー使用可能時間（通常、再充電まで数週間使用可能）
・ 日光の下でも読みやすい
・ TTS 出力
利用者は、自分のコレクションを管理するために ICT スキルを持つ必要があるだろう。
デジタル著作権管理ソフトのために、アクセスが妨げられる可能性がある。
ほとんどの e リーダーは画面が灰色なので、ディスレクシアの読者は、タブレットで電
子書籍を読む方が、読書体験を楽しめるであろう。その一方で、タブレットの多数の機
能が、注意散漫を引き起こす可能性もある。原則として、どのタイプの機器が自分の目
的に最も適しているかを判断するに当たり、利用者が支援を受けられるようにするべき
である。

6.6 その他の支援
スペルチェッカーと辞書
スペルチェッカーや辞書が搭載されているパーソナルコンピューターが役に立つ。
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リーディングペン
リーディングペンは、辞書も備えた携帯型のツールで、スキャンした部分を読み上げて
くれる。これは、ディスレクシアの人が印刷されたテキストを読んでいるとき、その場
で支援を提供できるようにと作られたもので、これによりディスレクシアの人は、自力
で読み、理解できるようになった。リーディングペンは、今ではあまり使われていない。
バールーペと特殊な眼鏡
ディスレクシアの人の中には、読書用のバールーペの使用から恩恵を受けられる人もい
る。これは、読み取り用ラインが付いた棒型の拡大鏡である。また、特殊な眼鏡（プリ
ズムレンズ）が役立ったという人もいるが、これらの見解には議論の余地がある。
ディスレクシア用ソフトウェア
ディスレクシアの生徒や学生の読み書きと学習の支援を目的としたソフトウェアパッ
ケージが、多数利用できる。これらのパッケージのほとんどは教育現場で開発され、ノ
ートテーキングや要約などの機能を備えている。
特殊なマルチメディアモードの教材を取り扱っている有名なシステムが、カーツワイル
教育システム（KES）である。KES のファイル形式は独自仕様で、カーツワイルシステム
でしか作成することができない。こうして作成された KES ファイルは、TTS 音声出力が
同期されており、生徒や学生は複雑な構造の図書を論理的に読み進めることができる。
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7

さあ、これからはあなた次第！

このガイドラインでは、できる限り多くの情報とアドバイスの提供を試みている。利用
可能な支援は豊富にあるので、安心してほしい。
私たちのおもな提言は、全体的な計画を立てること、ステークホルダーと協力すること、
そして、最後に忘れてはならないのが、一歩ずつ前進していくことである。
このガイドライン、チェックリスト、ベストプラクティスの事例およびナレッジベース
から、着想が得られることを願っている。
常識を働かせ、ディスレクシアの利用者との会話を続けてほしい。
幸運を祈る！
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（www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf から入手可能） 8
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8

用語集

アプリ
特定の目的を果たすために作成された内蔵型プログラムあるいはソフトウェア。特に、
利用者が携帯機器にダウンロードしたアプリケーション。

りんごの棚
特別なニーズのある子どものための本棚で、りんごのマークが付いている。スウェーデ
ンのほとんどの公共図書館に「りんごの棚」がある。

支援技術
機能障害や障害の克服または補完を助けるために特別に設計された、一般的にはハード
ウェアとソフトウェアの組み合わせで、多くの場合、読むことの障害や視覚障害との関
連において使用される。

オーディオブック
本を読み上げた音声を録音したもので、通常は商業目的で制作される。

音声 CD
音声を 44.1kHz Wav で録音したコンパクトディスクで、1 枚で最長 74 分間録音できる。

CD-Rom
コンピューターシステムの読み出し専用光メモリーデバイスとして使用されるコンパ
クトディスク。

著作権
印刷、出版、実演、映画撮影、または、文学的、美術的あるいは音楽的資料の記録を行
う、排他的かつ譲渡可能な法的権利で、一定年数創作者に与えられる。

著作権の例外または制限
引用、教育目的での使用、パロディ、または読むことの機能障害によるアクセシビリテ
ィの欠如など、特別な状況下における著作権の条件付き留保または制限。

DAISY（アクセシブルな情報システム）
読むことと理解することに問題がある人に大いに役立つ、アクセシブルなマルチメディ
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アプレゼンテーション。この技術は、DAISY コンソーシアム（www.daisy.org）によって、
デジタル図書の国際標準規格として開発・維持されている。マルチメディア DAISY には、
DAISY 標準規格に従って制作された録音図書や電子テキストがあり、テキストと音声を
同期させることもできる。これらの資料は、CD／DVD やメモリーカードで配布したり、
インターネットを通じて配信したりすることができ、DAISY 再生ソフトを使用したコン
ピューターや、DAISY ハードウェアプレーヤーおよび携帯電話で読むことができる
（Panella）。

読みやすい本
既存の本を翻案したものや、認知や読むことに制約がある人のために特別に書き下ろさ
れた本（Panella）。

読みやすい資料
読みやすく、かつ、理解しやすくするためにテキストを翻案した資料。読むことや理解
することに制約がある人のための、難易度は低いが興味を喚起する資料（Panella）
。

電子書籍
コンピューターや、特別に設計された携帯機器で読むことができる電子的な本。

EPUB3 標準規格
EPUB®仕様は、デジタル出版物およびデジタル文書の配信・交換形式の標準規格である。
EPUB3.0 は、EPUB 規格の最新版である（国際デジタル出版フォーラム：IDPF）。

電子書籍リーダー（e リーダー）
電子書籍、電子新聞、電子雑誌などを読むことができる携帯機器。

フラッシュドライブ
フラッシュメモリーを内蔵した小型電子装置で、データの保存や、コンピューターやデ
ジタルカメラなどのデータのやりとりに使用される。

インクルージョン
全体の一部になること（Panella）
、全体に含まれている人や物（オックスフォード英語
大辞典）。
ICT（情報通信技術）
情報の操作と伝達に使用される技術全体を指す包括的な用語（Panella）
。
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KES（カーツワイル教育システム）
レイ・カーツワイルによって発明された、学習困難がある人や読むことが困難な人のた
めの読む技術。カーツワイル朗読機は、音声出力機能を備えたテキスト読み上げ機器で
ある。一例として、カーツワイル 3000 朗読機は、印刷された文書をスキャンし、カラ
ー画像および絵や写真をそのまま掲載して、オリジナルの文書（本や雑誌）そっくりに
ページを表示し、読み上げ部分をハイライトしながら文書を朗読してくれる（Panella）
。
ディスレクシアの読者のほとんどは、カーツワイルの朗読機ではなく、ソフトウェアの
方を使用している。

バールーペ
一度に 1 行だけ見えるようにした、読み取り用ライン付き棒型拡大鏡。

MP3
音声シーケンスを非常に小さなファイルに圧縮するために広く使用されている規格で、
これにより、デジタル保存およびデジタル伝送を効率的に行える。DAISY 図書だけでな
く、音楽業界でも広く使用されている。

MP3 プレーヤー
MP3 デジタル音声ファイルの再生機器。

OCR（光学式文字認識）
スキャンしたテキストをデジタルテキストとして認識する ICT プロセス。

リーディングペン
スキャンした部分を読み上げてくれる携帯型ツールで、辞書も内蔵されている。

スマートフォン
コンピューターの機能を多数実行できる携帯電話で、通常は、比較的大きな画面と、汎
用アプリケーションを動かすことができるオペレーティングシステムを備えている。

スペルチェッカー
テキストファイル内の単語のつづりを、通常は保存されている単語リストと対照してチ
ェックするコンピュータープログラム。
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テキストと音声の同期
音声（肉声によるナレーションまたは合成音声）が、電子テキストに同期レイヤーとし
て追加されるプロセス。

音声合成
電子テキストを基に、機械で音声を生成するプロセス。

タブレット
キーボードやマウスを使用せずに、画面に直接入力することができる携帯可能な小型コ
ンピューター。

録音図書
本の朗読を録音したもので、もともとは視覚障害のある人による使用を目的として制作
された。
TTS（合成音声によるテキスト読み上げ）
電子文書のテキストの音声版を作成するために使用される、音声合成の一形態。
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付録 A： ベストプラクティス
〔訳注：以下は、2020 年 6 月 7 日現在、IFLA のウェブサイトで公開されている最新版
の内容である。
〕
以下の事例は、遂行を求めるものではなく、着想を与えることを目的としている。
常に最新の情報を提供するために、事例は毎年チェックされる。ベストプラクティスの
最新版は、IFLA のウェブサイト（www.ifla.org/lsn）で入手できる。
このリストに加えるべき価値のあるグッドプラクティスをご存じの方は、ご連絡くださ
い。皆様のご協力に感謝します。

クロアチア
2006 年から 2011 年まで、読み書きが困難な学齢児童を対象に実施された、ビェロヴ
ァル公共図書館児童部門のストーリーワークショップ。言語療法士と図書館司書各 1
名が協力し、ワークショップの構想を練った。子どもたちが物語を読みたくなるよう
に、一連の創造的な教育ゲームが作られ、子どもたちは物語の絵を描くために、読ん
だ内容を視覚化するよう促された。ストーリーワークショップで作成された絵本は、
すべてデジタル化され、サウンドトラックとスクロール機能が加えられ、CD-ROM に保
存された。詳細は：http://www.knjiznicabjelovar.hr/index.php/djecji_odjel/vesela_shkola_chitanja/
ビェロヴァル公共図書館児童部門の「楽しい読み方教室」は、読み書きスキルの習得に
問題のある小学 1 年生と、読み書きの困難が認められる小学 2 年生向けのワークショッ
プである。ワークショップのプレゼンターは言語療法士と図書館司書各 1 名で、プログ
ラムには親も積極的に参加し、子どもたちの進歩の様子を観察する。楽しみのための読
書は、情報と知識獲得のための読書に好ましい影響を与えることから、ワークショップ
では、役に立つ楽しい活動としての読書に焦点が絞られている。
言語病理学の専門家の協力が無償で得られ、これら 2 つのワークショップと、読むこ
とが困難な子どもたちを支援する最善の方法に関する親や図書館司書へのアドバイス
が提供された。クロアチアディスレクシア協会とクロアチア図書館司書専門教育継続
センターの協力も得られた。児童部門は、読むことが困難な人のための特別なコレク
ションを構築した。詳細は：
http://www.knjiznica54

bjelovar.hr/index.php/djecji_odjel/vesela_shkola_chitanja/
クロアチア視覚障害者図書館（CLB）は、サービスを通じて、機能障害の種類や年齢、
IT リテラシーのレベルが異なる、プリントディスアビリティのあるさまざまな利用者
のニーズを満たすことを目指している。CLB の目標は、プリントディスアビリティのあ
るすべての人に教育と情報提供をし、自由な時間を上手に使えるようにするために、知
識、情報および文化的コンテンツへのアクセスを提供することである。2015 年に CLB
は、図書館のオンライン目録からアクセスできる「e ブック（e-knjige）
」のダウンロー
ドサービスを開始した（http://library.foi.hr/kzs/

2016 年 5 月 18 日アクセス）
。

このサービスは、CLB の利用者、特に増加しつつあったディスレクシアの利用者や、文
学のカリキュラムでアクセシブルなタイトルを必要としていた児童生徒に、すぐに歓迎
された。図書館は、サービスを促進し、読むことに障害のある潜在的なエンドユーザー
にアプローチするさまざまな方法に、常に取り組んでいる。
http://library.foi.hr/kzs/
http://www.hkzasl.hr
「私たちが一緒に読みます：読みの困難とディスレクシアを理解するには」は、2002 年
に「フラン・ガロヴィッチ」コプリヴニツァ公共図書館が始めたプログラムである。対
象はディスレクシアの子どもと若者、彼らの親、教師およびその他の専門家である。サ
ービスは、児童部門に図書コーナーを設ける形をとり、ハンドブック、読みやすい図書、
オーディオブック、電子書籍、コンピューター教育プログラムおよびパンフレットの収
集などが行われている。さらに、親と教師向けの講座が開かれ、地元の学校向けにオー
ディオブックの新刊リストを掲載したニュースレターが発行されている。コプリヴニツ
ァ公共図書館はまた、早期識字教育と読み書きスキルの促進のための教材の交流展示会
と、クロアチア視覚障害者図書館で利用できる電子書籍の使い方を、子どもと親に教え
る講座も準備している。2016 年初めには、
『IFLA ディスレクシアの人のための図書館サ
ービスのガイドライン 改訂・増補版』のチェックリストに従い、図書コーナーが再編
された。
http://www.knjiznicakoprivnica.hr/knjiznica/dokumenti/The_Example_of_Good_Practice.pdf
http://www.knjiznica-koprivnica.hr/knjiznica/defaultcont.asp?id=105&side=3】

デンマーク
letbib.dk.というプロジェクトを通じて、デンマーク国内および海外の公共図書館のベ
ストプラクティスが収集された。プロジェクトの目標は、読むことに障害のある利用者
を公共図書館で優先しやすくする、シンプルかつアクセシブルなツールを開発すること
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である。プロジェクトは、デンマーク文化庁の支援を受けて実施された。
letbib.dk.のウェブサイトは、利用者向けと専門家向けの 2 つの部分に分かれている。
利用者向けのウェブサイトでは、読むためのアイディア、インターネット情報、映像と、
読むことが困難な人向けの読み上げツールを提供している。専門家向けのウェブページ
では、マーケティングに関する優れたアイディアとアドバイス、図書館からの提案、ニ
ュースレター、関連ウェブサイトと図書館スペースについて紹介している。
http://www.letbib.dk/about
ノタは、デンマークのプリントディスアビリティのある人のための国立図書館および専
門センターである。ウェブサイトは英語で利用できる。
https://nota.dk/om-nota/english
デュオ・コンセプトは、デンマーク文化庁の後援による、公共図書館とノタのプロジェ
クトである。デュオは、中等・高等教育を受けているディスレクシアの生徒および学生
のためのネットワークで、自分と同じ状況にある者と出会い、読みの困難に関する知識
と経験を共有する機会を提供するものである。また、デュオを利用している生徒および
学生の、図書館に関する知識と利用を促進する。デュオが常設され、その結果、図書館
が学習ネットワークの出発点となることが望まれる。
http://slq.nu/indexc490.html?article=volume-48-no-3-2015-10 20
さあ始めよう！ 図書館で、ディスレクシアの人のための図書館サービスに重点的に取
り組むには？
バラールップおよびリュングビューの 2 つのデンマーク公共図書館における、ディスレ
クシアの人を対象とした図書館サービスのベストプラクティスの事例。2009 年にベル
ギーで開催された P3 21会議（IFLA LPD サテライト会議）でのプレゼンテーション：出版
社および公共図書館との連携によるプリントディスアビリティのある人への図書館サ
ービス。
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-printdisabilities/presentations/get_going_pedersen_mortensen.ppt

フィンランド
セリア（Celia）は、ディスレクシアの人を含む一般の印刷図書を読むことができない
人のために、アクセシブルな形式の文献を制作、提供しているフィンランドの国立図書
館である。セリアはすべての教育レベルの教科書を制作している。読みやすい図書の中
には、録音図書として制作されているものもある。ウェブサイトには Read Speaker が
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組み込まれており、読みやすい版ウェブサイトもある。また、セリアでは、ディスレク
シアの子どもを対象とした製品やサービスの開発を支援する特殊教育教員を採用して
いる。セリアは他のディスレクシア団体および学習障害団体と協力して、ディスレクシ
アに関する情報を掲載したウェブサイトを作成してきた。このウェブサイトには、簡単
なディスレクシア検査（英国ディスレクシア協会によって開発された検査を基にしたも
の）や、利用者が質問できるページが設けられている。
https://www.celia.fi/eng/
“Senat.sakaisin”は、十代のディスレクシアの人を対象とした、フェイスブックを使
ったセリアのイニシアティブである。このイニシアティブについては、2012 年の IFLA
LPD サテライト会議で、『さかさまの言葉：フェイスブックに見るディスレクシアの十
代（Words Upside Down: Dyslexic Teens on Facebook）』という表題で発表された。
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-printdisabilities/conferences-seminars/2012-08-tallinn/2012-08-09-katela.pdf
読書介助犬は、読むことに不安がある子どもが図書館で本を朗読するときに、聞き役と
なってくれる犬で、アメリカ合衆国からスカンジナビアに広まった。このサービスをフ
ィンランドで初めて導入した図書館が、フィンランド西部のカーリナ公共図書館である。
このサービスについては、エスポー市セロ図書館の専門司書、ライザ・アラメリ（Raisa
Alameri）が、2012 年にヘルシンキで開かれた IFLA 会議で発表した（『聞くことが使命：
犬を相手に読み聞かせ―しかし、ただの犬ではない（My mission is to listen: Read
to a dog – but not just any dog.）
』
）
。
http://conference.ifla.org/past-wlic/2012/160-alameri-en.pdf

ベルギー

フランドル地方

Luisterpunt 図書館は、プリントディスアビリティのある人にサービスを提供している
フランドル地方の公共図書館である。同図書館のキャンペーン、『読書なんて嫌い（I
hate reading）
』については、2012 年 8 月にタリンで開かれた IFLA LPD サテライト会
議において、サスキア・ボーツが発表した（『読書なんて嫌い！ ディスレクシア？ オ
ーディオブックを使いなさい！

フランドル地方のディスレクシアの可能性がある若

者のためのキャンペーン（I hate reading!

Dyslexic?

Go for an audio book!

campaign in Flanders for young potentials with dyslexia.）
』
。
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-printdisabilities/conferences-seminars/2012-08-tallinn/2012-08-08-boets.pdf
http://www.ikhaatlezen.be
http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/english
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日本
東京にある調布市立図書館は、2010 年の著作権法改正後、意識向上のために、ディスレ
クシアの人およびその他の読むことに障害のある人へとサービスを拡大し、マルチメデ
ィア DAISY 図書と、ディスレクシアや DAISY に関する冊子のコーナーを設置した。この
図書館を通じて、利用者は、日本点字図書館と全国視覚障害者情報提供施設協会が運営
する DAISY オンライン図書館システム、
「サピエ図書館」にアクセスすることができる。
調布市立図書館：https://www.lib.city.chofu.tokyo.jp/contents?5&pid=91#serv05
サピエ図書館：https://www.sapie.or.jp/
川越市立高階図書館は、ディスレクシアの子どもを含む特別なニーズのある子どもたち
のための図書館スペース、「りんごの棚」を開設した。これは、特別なニーズのある子
どもたちを公共図書館サービスの対象とするための一手段としてスウェーデンで設置
されている「りんごの棚」のアイディアを取り入れたものである。高階図書館は、「障
害のある子ども向けの資料」と考えられるもの、すなわち、布の絵本、読みやすい図書、
点字つき絵本、さまざまな障害に関する絵本、大活字の資料、漫画などを収集した。さ
らに、すべての利用者が借りることができるマルチメディア DAISY 図書（著作権で保護
されているもの）も置き、障害のある人向けのサービスを受けるための登録をしなくて
も試せるようにした。さらに詳しい情報は、以下のウェブサイトを参照：
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/access/appleshelf.html
高階図書館のホームページ：
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisetsu/kokyoshisetsu/bunkashisetsu/taka
toshokan.html 22

オランダ
読みやすい広場（Easy Reading Plaza: ERP）は、オランダおよびベルギー（フランド
ル地方）の図書館における青少年部の特別部門で、読むことに障害のある小学生を対象
としており、魅力あふれる、特別に選ばれた読書資料を通じて読書を促進する。また、
ERP には特別にデザインされた家具が使われており、コレクションが、背表紙ではなく
表紙が見えるように正面を向けて展示されている。
魅力的な展示が功を奏し、ERP は、ディスレクシア、AD(H)D、自閉症の子どもや、語
彙が限られている子どもなど、多くの利用者の心をとらえてきた。また、読みやすい
図書アドバイザーが、親、教師および図書館司書を対象とした活動を企画している。
www.makkelijklezenplein.nl および www.makkelijklezenplein.be というウェブサイ
トには、子ども、親、教師および図書館司書を対象とした、読みやすい図書に関する
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情報が掲載されている。

ノルウェー
ノルウェー視覚障害者図書館（NLB）は、プリントディスアビリティのある人のための
国立図書館である。NLB では、すべての年齢層を対象としたフィクションと、高等教育
機関の学生を対象とした文献を制作している。
http://www.nlb.no/eng/about-nlb/facts-about-nlb/

読む権利は、協力と連携を促進する長期キャンペーンである。このキャンペーンは、文
献へのアクセスの重要性を明らかにすることを目的としている。

スプレッド・ザ・ワードは、初めての「読む権利」キャンペーンである。ノルウェーの
すべての公共図書館が、アクセシブルな文献に関する展示をし、情報普及に貢献するよ
う求められている。
http://rettilålese.no/ 23

南アフリカ共和国
ヨハネスブルグのウィットウォーターズランド大学図書館は、ディスレクシアに関する
「リブガイド」を提供している。このリブガイドでは、学習障害や学習に影響を与える
障害のある子どもを持つ親と、これらの障害のある人を支援するための情報、サービス
およびリソースを紹介している。
http://libguides.wits.ac.za/c.php?g=145400&p=953757

スウェーデン
ほとんどのスウェーデンの公共図書館には、特別なニーズのある子ども向けの本を備え
た、りんごの棚と呼ばれるりんごのマークがついた本棚がある。「りんごの棚」は、読
むことに障害のある子ども向けのメディアに関する情報を提供してくれる。また、「り
んごの棚」は、教師と親に、図書館が所蔵している特別なニーズのある子ども向けのさ
まざまな形態のメディア（オーディオブック、ろうの子どものための手話付きの動画、
触れて読む本、点字図書など）について、情報を提供してくれる。
http://www.barnensbibliotek.se/Hem/OmBarnensbibliotek/English/tabid/439/Defau
lt.aspx
http://www.barhttp://www.barnensbibliotek.se/äppelhyllan/tabid/382/Default.as
pxnensbibliotek.se/appelhyllan/tabid/382/Default.aspx
リンショーピン図書館は、公共図書館がディスレクシアの人にどのようにサービスを提
供できるかを示す優れた事例である。この公共図書館では、コミュニティのいくつかの
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機関と協力し、ディスレクシアの人を支援するスタッフを養成したり、教師およびその
他の学校職員を対象とした講習を実施したりしている。
http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/bibliotek/latt-att-lasa-pa-olikasatt/
プリントディスアビリティのある児童および十代の若者にかかわる教師と公共図書館
の連携―リンショーピン公共図書館
リンショーピン公共図書館には、複数の教師と 1 人の心理学者から成る独自の特殊教育
支援機関がある。これは、ディスレクシアセンターと呼ばれ、その目標は、学校で働く
すべての人に、ディスレクシア／プリントディスアビリティとその影響について知って
もらうことである。ディスレクシアセンターでは、学校職員を監督し、研修を実施する
とともに、児童・生徒と親に情報とアドバイスも提供している。図書館員の 1 人が勤務
時間の 10%をディスレクシアセンターでの活動に充て、おもに録音図書、支援技術およ
びスウェーデン・アクセシブル・メディア局（MTM）のオンライン目録の利用などに関
する情報を提供している。
スウェーデンの多くの図書館が、学校と協力したり、（プリントディスアビリティなど
の）障害のある人のための学習センターを設けたりしている。
「プリントディスアビリティのある子どもと十代の若者にかかわる公共図書館と教師
の連携」のイニシアティブについては、2012 年 8 月にタリンで開かれた IFLA LPD サテ
ライト会議において、アンナ・ファールベック（Anna Fahlbeck）が発表した。
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-printdisabilities/conferences-seminars/2012-08-tallinn/2012-08-09-fahlbeck.pdf
イェーテボリィ大学図書館は、ディスレクシアや視覚障害のある学生向けの情報を掲載
したホームページを開設している。
http://www.ub.gu.se/help/funktion/
スウェーデン・アクセシブル・メディア局（MTM）は、読むことに障害のある人を対象
としたスウェーデンの国立図書館である。MTM のウェブサイトは英語で利用できる。MTM
は最初から読みやすい版として書かれた読みやすい図書と、古典の翻案版を出版してい
る。また、印刷版とデジタル版の新聞も発行している。
http://www.mtm.se/english/
http://www.mtm.se/produkter-och-tjanster/lattlast/
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英国
英国放送協会（BBC）は、ウェブサイトをより使いやすくするための、非常に幅広い、
役に立つガイドを作成した。「マイ・ウェブ・マイ・ウェイ」というサイトで、アクセ
シビリティヘルプを提供し、コンピューターユーザーが自分の能力や障害にかかわらず、
インターネットを最大限活用できるようにしている。ガイドの中の「言葉が難しいと感
じる（I find words difficult）」という項目では、言葉の問題がある人が使いやすい
ように、コンピューターやウェブブラウザの動作を変更する方法について説明している。
http://www.bbc.co.uk/accessibility/
http://www.bbc.co.uk/accessibility/guides/words_index.shtml
エセックス大学図書館は、ディスレクシアや特異的学習困難のある学生向けに、支援技
術、個別試験の手配、講義記録および特別な図書館サービスに関する情報を掲載した特
設ホームページを開設している。
https://www.essex.ac.uk/student/access-and-disability/dyslexia-and-spld 24
エセックス図書館は、知的障害のある人のために、読みやすい図書館案内を提供してい
る。
http://libraries.essex.gov.uk/facilities-and-charges/accessing-librarybuildings-and-facilities/ 25
RNIB UK 教育コレクション（旧 Load2Learn）は、ディスレクシアおよびプリントディス
アビリティのある学習者を支援している学校向けの無料オンラインリソースである。
RNIB UK 教育コレクション（旧 Load2Learn）サービスは、2011 年にディスレクシア・ア
クション（Dyslexia Action）と英国王立盲人協会（RNIB）の協力により開発された。
その後 2016 年に、RNIB UK 教育コレクションという名称に変更された。
https://www.rnib.org.uk/insight-online
「アクセシビリティのために、デザインにおいてするべきこととしてはいけないこと」
は、政府のサービスをアクセシブルにすることを目的とした、最善のデザインの実践に
関する一般的なガイドラインである。ディスレクシアなどの障害のある利用者に対して
するべきこととしてはいけないことを示した、6 種類のポスターがある。
https://accessibility.blog.gov.uk/2016/09/02/dos-and-donts-on-designing-foraccessibility/
スコットランドのエディンバラ大学図書館は、障害のある利用者向けに、文書、プレゼ
ンテーションおよびオンライン資料をアクセシブルにする方法と支援技術に関する情
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報などを掲載した、アクセシビリティと情報サービスに関するウェブサイトを開設して
いる。図書館内のすべての文書は、代替形式で利用することができる。また、館内には、
大学内のすべての PC で利用できるディスレクシア専用パッケージなど、利用可能なさ
まざまな支援用ソフトウェアおよびハードウェアがある。図書館員は、毎年、ディスレ
クシアも対象とした障害意識向上研修への参加を求められる。
エディンバラ大学には、障害学生支援サービス（Student Disability Service）という
部署があり、障害のある学生のために、貸出期間の延長など、図書館サービスの個別調
整を行っている。また、図書館には障害情報担当官がいる。
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/services/helpconsultancy/accessibility

アメリカ合衆国
ラーニング・アライ（Learning Ally）は、全国的な非営利団体で、学習障害のある児
童・生徒および学生とその家族を支援している。
https://go.learningally.org/parents/is-it-dyslexia
ブックシェア・プロジェクト（The Bookshare Project）は、プリントディスアビリテ
ィのある人の読みを支援するアクセシブルなオンライン図書館である。同プロジェクト
は、アメリカ合衆国教育省の支援を受けている。ブックシェア（The Bookshare.org）
の図書館は、アメリカ合衆国のプリントディスアビリティのある人に、点字、大活字、
または合成音声によるテキスト読み上げができるようにデジタル形式に変換された、4
万を超える図書と 150 の定期刊行物への合法的なアクセスを提供している。
https://www.bookshare.org/
ワシントン D.C.のリーディング・ロケット（Reading Rockets）は、全国的なマルチメ
ディア・リテラシーに関するイニシアティブで、幼い子どもが読むことを学ぶ方法、こ
れほど多くの子どもが苦労している理由、また、介助する大人がどのように支援できる
かに関して、情報とリソースを提供する。そして、教師、親、図書館司書および幼い子
どもを有能で自信に満ちた読者にするための支援に携わるすべての人に、調査研究に基
づく最善の方略を示す。
http://www.readingrockets.org/reading-topics/dyslexia/
イェール大学ディスレクシアと創造性センター（The Yale Center for Dyslexia &
Creativity）
このウェブサイトでは、ディスレクシアの人、親、教育関係者および臨床医に対し、デ
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ィスレクシアに関する調査研究のニュースと情報の配信、リソースと情報の提供および
働きかけを行っている。また、同センターでは、ディスレクシアの人の強みを強調して
いる。
http://dyslexia.yale.edu/links.html
http://dyslexia.yale.edu/
読書介助犬（R.E.A.D.）プログラムは、動物への読み聞かせという極めて効果の高い方
法を用いて、子どもの読むスキルとコミュニケーションスキルを向上させるものである。
R.E.A.D.は、子どもの読むスキルとコミュニケーションスキルの向上を支援するために
セラピーアニマルを活用し、本と読書を愛することも教える、初めてのプログラムであ
る。これは、1999 年 11 月にソルトレークシティで始まって以来、世界中に広まりつつ
ある。
http://www.therapyanimals.org/Read_Team_Steps.html
特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会
最終更新日：2019 年 8 月 26 日
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付録 B：ナレッジベース
〔訳注：以下は、2020 年 6 月 7 日現在、IFLA のウェブサイトで公開されている最新版
の内容である。
〕
ナレッジベース
序論
ディスレクシア
障害のモデル
著作権の制限
ディスレクシアの人にやさしい印刷物
読みやすい資料
DAISY 録音図書を図書館サービスに統合する方法
デジタルテキストの欠点
電子書籍リーダー
マルチメディア DAISY 図書の例

序論
本書は、ディスレクシアと、それが人々の生活に与えるあらゆる影響に関する広範な情
報を提供することは意図していない。しかし、図書館員が、ディスレクシアの人にオー
ダーメードのサービスを提供できるように、この分野における知識を広めたいと考えて
いることは想像がつく。
この目的を念頭に置き、信頼のおける、かつ、客観的な情報源のリストをまとめた。こ
れは、図書館員が参照できる小さなナレッジベースである。情報源を選択するに当たり、
文化の違いを超えた国際的な見解を示そうと試みたが、ほとんどの情報源が西洋に由来
するという事実は認識している。
英語圏の情報源が優勢であることは、2 つの理由から説明できる。第一に、英語が IFLA
という機関の中で最も広く使用されている言語であること、第二に、英語はその深層構
造ゆえに非常に難しい言語であり、すべての読者（特にディスレクシアの読者）が、英
語の書き言葉の習得において、比較的多くの問題を体験していることがあげられる。
情報源は、常に最新の情報にしておくために、毎年チェックされる。このナレッジベー
スの最新版は、IFLA のウェブサイト（www.ifla.org/lsn）で入手できる。
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このナレッジベースに加えるべき情報をお持ちの方は、ご連絡ください。ご協力に心か
ら感謝申し上げます。

ディスレクシア
1． http://www.beatingdyslexia.com は、ディスレクシアの人のためのウェブサイトだ
が、複雑な論文や本を読むことなくディスレクシアについて詳しく知りたい人は誰
でも利用できる。多くの説明で動画が使用されている。
2． 国際ディスレクシア協会：http://www.interdys.org/
3． オーストラリアディスレクシア協会：http://dyslexiaassociation.org.au/
4． ヨーロッパディスレクシア協会：http://www.eda-info.eu/
5． 英国ディスレクシア協会：http://www.bdadyslexia.org.uk/
6a. ディスレクシア・リテラシー・インターナショナルによる専門知識の共有。ディ
スレクシア・リテラシー・インターナショナルは、2019 年 6 月 21 日に解散したベル
ギーのディスレクシア・インターナショナルと、イングランドおよびウェールズの公
認慈善団体であるリテラシー・インターナショナルが合併したもので、世界中で効果
的に読み書きの指導が行われることを確保するために、最新の科学的研究を盛り込ん
だ無償の教員養成プログラムを提供している。
http://www.dyslexia-international.org/
6b. ディスレクシア・インターナショナル 26のフランス語版。国際連合教育科学文化機
関（UNESCO）と連携している非政府機関で、ディスレクシアに関するオンライン講座を
提供している。http://www.dyslexia-international.org/ONL/FR/Course/Intro.htm 27
7.

以下の動画では、国際的に有名な科学者、キース・スタノヴィッチ（Keith Stanovich）

博士が、読みに関するマシュー効果について語っている。
https://www.youtube.com/watch?v=lF6VKmMVWEc 28
8.

イェール大学ディスレクシアと創造性センター：http://dyslexia.yale.edu
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9.

IFLA 特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会（LSN）および印刷物

を読むことに障害がある人々のための図書館分科会（LPD）
IFLA には、図書館とプリントディスアビリティのある人のための機関が協力し、経験
を共有している 2 つの専門分科会がある。
（http://www.ifla.org/lsn および http://www.ifla.org/lpd）

障害のモデル
障害のモデルに関するさまざまな見解についての情報は、スタンフォード哲学百科事典
に見ることができる。このテーマに関連のある、国連障害者権利条約の条文は、以下の
通りである。
第 2 条 定義
第 8 条 意識の向上
第 9 条 施設及びサービス等の利用の容易さ
第 21 条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
第 24 条 教育
第 30 条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
http://plato.stanford.edu/entries/disability/#ModDis
障害の社会モデルについて説明した YouTube のアニメーション：
http://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4

著作権の制限
著作権の例外と制限（2.2 を参照）
著作権は、著作者（またはその代理人）の権利と、利用者（読者）の権利とのバランス
として考えることができる。ほとんどの著作権法は、著作者の権利が留保または制限さ
れる特別なケースについて定めている。これは、例外と制限と呼ばれる。著作権法（お
よび例外規定）は、国によって異なり、その適用範囲（地域）も限られている。ある国
でうまくいっていることが、別の国では違法であることもある。世界知的所有権機関
（WIPO）は、国際的な場における著作権への取り組みに奮闘している国連機関である
（www.wipo.org）
。
盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する
機会を促進するためのマラケシュ条約（略称：視覚障害者等による著作物の利用機会促
進マラケシュ条約）
（2013 年 6 月 27 日

マラケシュ）では、例外規定の適用範囲に、
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「改善することができない知覚障害又は読字障害」に苦しんでいる人を含めている。ま
た、この例外規定から利益を得られる人のカテゴリーに特にディスレクシアの人を含め
た、欧州了解覚書もある。
http://www.wipo.int/dc2013/en/
マラケシュ条約は 2016 年 9 月 30 日に発効。
印刷、音声、DAISY および点字形式によるマラケシュ条約全文は、
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/で閲覧可能。
EIFL（図書館電子情報財団）による図書館向けガイドでは、図書館がマラケシュ条約
（2013 年）によってもたらされる機会を最大限活用し、プリントディスアビリティの
ある人が利用できる読書資料を増やせるように、同条約とその重要な条項、国内での実
施に向けた勧告を紹介している。英語、ロシア語、フランス語およびセルビア語で利用
可能。EIFL は非営利団体で、マラケシュ条約の批准と国内著作権法への導入を支援し
ている。
http://eifl.net/resources/marrakesh-treaty-eifl-guide-libraries

ディスレクシアは著作権の例外規定に含まれるのか？
多くの専門図書館が、視覚障害およびその他のプリントディスアビリティのある人にサ
ービスを提供している。国によって著作権法が異なるため、図書館サービスを通じたデ
ィスレクシアの人への支援が常に可能なわけではない。また、多くの場合、予算の制約
から、ディスレクシアの人に対して、すべてを網羅したサービスを提供することは不可
能である。
障害を理由とした例外規定に基づき、図書が制作・複製された場合、それらを受け取る
法的資格がある人にのみ配布することができる。これは、閉鎖的な貸出と呼ばれ、現在
公共図書館で採用されている非差別の方針との間に摩擦が生じる可能性がある。
国内著作権法に、ディスレクシアの人など読むことに障害のある人のための例外規定が
含まれていない場合は、これがマラケシュ条約と欧州了解覚書に示されている現代の国
際的な著作権の枠組に一致していないという認識を高めることを、図書館コミュニティ
内で試みる。図書館は、知識へのアクセス提供に重要な役割を果たすものであり、政府
に働きかけていかなければならない。
2008 年に採択された国連障害者権利条約（UNCRPD）に関して、これは、ディスレクシ
67

アの人に情報へのアクセスを提供するための特別な複製や技術の使用を支持する強力
な法的主張と言える。UNCRPD に関する自国の立場について調べるには、国際連合事務
局の経済社会局（DESA）社会政策・開発部（DSPD）障害者権利条約事務局（SCRPD）に
問い合わせる（https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-onthe-rights-of-persons-with-disabilities.html）
。
英国平等法に関する英国ディスレクシア協会（BDA）のウェブサイト:
https://www.bdadyslexia.org.uk/advice/employers/how-can-i-support-mydyslexic-employees/legislation
図書館の電子書籍貸出制度の妥当性は？
ディスレクシアの人に対する電子書籍の妥当性は、どれだけ誇張しても、し過ぎること
はない。電子書籍へのアクセスを提供するということは、読者がテキストへの柔軟性の
あるアクセスを持つことを意味する。電子書籍と電子書籍リーダーは、どの形式もすべ
て同じ可能性を提供するというわけではなく、読者はせいぜい、フォントのサイズとス
タイルまたは背景を変更したり、音声出力のために合成音声によるテキストの読み上げ
を行ったりすることができる程度である。電子書籍貸出サービスを求めるキャンペーン
活動と、電子書籍を図書館の貸与権に含めるために図書館の権利を求めて熱心に取り組
むことが、ディスレクシアの人にとって最大の利益となる。これを受けて、IFLA はキャ
ンペーン活動を実施しており、最近、『図書館の電子書籍貸出（eLending）のための原
則』を発表した。
IFLA は、図書館の意見を聞き入れてもらうための強力な基盤を提供する。IFLA には、
この件についての専門知識を備えた、著作権等法的問題専門委員会（CLM）がある
（http://www.ifla.org/clm）。

ディスレクシアの人にやさしい印刷物
可能な限り常に、以下のことを行う。
・ Arial または Verdana などのサンセリフ体を使用する。または、特別に作成さ
れたフォント（Opendyslexic）を試す。
Opendyslexic のウェブサイト：https://www.opendyslexic.org/
・ 12～14 ポイントのフォントサイズを使用する。
・ 行間隔を 1.5 行または 2 行にする。
・ クリーム色またはオフホワイトの紙面を使用する。
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・ 見出しや小見出しを使用し、テキストを短い段落に分ける。
・ 強調部分には、イタリック体や下線ではなく、太字を使用する。
・ テキストの重要な部分は、枠で囲むなどして、はっきりとわかるようにする。
・ 左から右へと読む言語では、テキストを左側で揃える（左揃え）
。
・ 右から左へと読む言語では、テキストを右側で揃える（右揃え）
。
・ 1 行を長くせず、段組みにする。
また、以下は避ける。
・ 長すぎる文
・ 長い段落
・ 行末から始まる新しい文
・ まぶしさを増す可能性のある光沢のある紙
・ 不必要な大文字の使用
・ 裏面の文章が透けて見えてしまう薄い紙
・ 不必要なハイフンの使用
英国ディスレクシア協会（BDA）
『ディスレクシアスタイルガイド（Dyslexia Style
Guide）』
https://cdn.bdadyslexia.org.uk/documents/Advice/styleguide/Dyslexia_Style_Guide_2018-final-1.pdf 29
複数の出版物や版から選べる場合、ディスレクシアの人に最も適した資料を見つけるこ
とに、このリストが役立つであろう。独自の資料（情報を掲載したパンフレットや冊子
の印刷版やウェブサイト用テキスト）を作成する際にも、このリストを使用するとよい。
ディスレクシアの人にやさしい印刷物の作成に関するアドバイス
http://www.altformat.org/index.asp?pid=344

読みやすい資料
2010 年、IFLA は『読みやすい図書のための IFLA 指針（ガイドライン）第二版（改訂
版）
』（専門報告書第 120 号）を発行した。
以下に、読みやすい資料または翻案の要点をあげる。
・ 抽象化を避ける。短く、シンプルに、また、簡潔かつ具体的にする。
69

・ 話の展開は、直接的かつシンプルなものとする。
・ 話の展開は、論理的連続性を伴う、単一の筋に沿ったものとする。
・ 象徴的な言葉（隠喩）の使用は控えめにする。
・ 難しい言葉は避けるが、きちんとした大人の言葉を使う。
・ なじみのない言葉は、前後関係を手がかりに理解できるよう説明をする。
・ 複雑な関係は、具体的かつ論理的に、説明または記述をする。
・ 論理的・時系列的枠組を使用し、出来事を順番に並べる。
・ 資料は、印刷する前に、実際の対象グループに試す。
優れた経験則として、読者と向かい合って、物語を語り直しているかのように書くこと
があげられる。
簡潔さは、必ずしも読者を見下すことにはならない。簡単な言葉を使って上手に作られ
た本は、誰にとっても有意義な読書体験をもたらしうる。

DAISY 録音図書を図書館サービスに統合する方法
多くの国で、プリントディスアビリティのある人を対象とした図書館が、読者が DAISY
録音図書をダウンロードしたり、視聴したりできるオンラインサービスを提供している。
DAISY 図書は、商業市場では購入できず、歴史的には視覚障害のある人と関連があるた
め、公共図書館サービスとして促進するのが難しい場合もある。しかし、DAISY 録音図
書は、多種多様な読者に適用することができ、さまざまな市販のオーディオブックに勝
る機能を提供できる。
・ DAISY 録音図書が入手可能であれば、ディスレクシアの人への録音図書サービ
スの提供における最適な選択肢となる。
・ プリントディスアビリティのある人のための国立図書館と協力して、DAISY 録
音図書の貸出サービスを開発する。例えば、スウェーデンのすべての公共図書
館では、DAISY 図書を通常のサービスの一部として提供している。
・ 可能であれば、DAISY 再生ソフト（Read2Go アプリなど）を備えた携帯電話や携
帯型 MP3 プレーヤーにダウンロードできるとして、DAISY 図書を宣伝する。
・ DAISY 再生ソフトは、以下のサイトから無料でダウンロードできる。
http://www.daisy.org/tools/splayback
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デジタルテキストの欠点
ディスレクシアの人のニーズに合わせてデジタルファイルや電子ファイルを利用する
ことには、いくつか欠点がある。その中でも目立つ欠点を以下にあげる。
・ 作品のフルテキストを含むデジタルファイルを、常に入手できるわけではない。
・ デジタルファイルは、不正な複製を防止するために、デジタル著作権管理（DRM）
によって保護されている場合があり、これにより、合成音声によるテキスト読
み上げアプリケーションがブロックされることがある。
・ 印刷図書からのデジタルテキストの作成は難しく、時間がかかり、光学文字認
識（OCR）の失敗によるスペルミスの危険がある。
・ PC 画面上のテキストの読み上げは、娯楽目的の読書ではなく、学習や仕事と関
連していることが多い。これはタブレット上での読み上げには適さない。
電子ファイルのアクセシビリティに関するさらに詳しい情報は、
「EU インターネットハ
ンドブック」を参照。
http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm 30 および
https://www.washington.edu/accessibility/documents/

電子書籍リーダー
多くの電子書籍は、ラップトップ、タブレットあるいは携帯電話の TFT/LCD 画面上でも
利用できるが、それには読み上げ用のアドビ・デジタルエディションや iBooks などの
特別なアプリケーションと、多くの場合、デジタル保護手段の解除が必要となる。電子
書籍をラップトップやタブレットで読む際には、色、音声、動画／ビデオ映像の使用に
より、さらに多くの機能を読書体験に追加することができる。これらのマルチメディア
レイヤーをデジタルテキストに追加することで、マルチメディア電子書籍のアクセシビ
リティが高められる。EPUB 規格（DAISY コンソーシアムとの共同開発）は、出版社とア
クセシブルなファイルの制作者が直面しているアクセシビリティの問題について明確
に規定している点で、模範的である。

電子書籍の保護手段
出版社や書店が違法な複製を防止するために取っている保護手段は、電子書籍を読む方
法に影響を与える可能性がある。例えば、Amazon を通じて購入した電子書籍は、Kindle
を使用しなければ読むことができず、iBook Store を通じて購入した電子書籍は、iBooks
を使用しなければ楽しむことができない。大半の書店は、電子書籍ファイルを独自仕様
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の形式に変換することはしていないが、売り上げを確保し、自分の店に顧客をつなぎと
めるために、多くの書店が独自のアプリケーション（アプリ）を開発しているのは確か
である。電子書籍のファイルをアプリから抽出し、自分が選択した読み上げ機器にコピ
ーするのは、
（不可能とは言えないにしても）難しいことが多い。

図書館は電子書籍を貸出できるのか？
出版社が電子書籍販売の最善のビジネスモデルを見出そうと奮闘しているように、図書
館も、利用者に電子書籍を貸出す最善の方法を見出そうと、（通常は出版社とともに）
奮闘している。ほとんどの国では、図書館の貸出用コレクションに印刷図書を追加する
ことを、著作権の例外規定で認めているが、電子書籍はこれに含まれていない。しかし、
アクセシブルではない作品の電子書籍ファイルをアクセシブル版に変換した場合、図書
館は、障害のある利用者に対する著作権の例外規定を利用し、ディスレクシアの読者に
対し、合法的にこれを配布することができる。

マルチメディア DAISY 図書の例
・ Yoleo はオランダ語のウェブサイトで、デディコン（Dedicon）が作成・管理し
ているフルマルチメディア DAISY 図書を、若者が利用できる。
http://www.yoleo.nl/
・ 日本障害者リハビリテーション協会では、DAISY 図書を制作しているボランテ
ィア団体と協力し、小中学校のディスレクシアの児童・生徒にマルチメディア
DAISY 教科書を提供している。
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
最終更新日：2020 年 1 月 29 日
特別なニーズのある人々に対する図書館サービス分科会、ディスレクシア
最終更新日：2020 年 3 月 8 日

訳注
1

http://www.who.int/disabilitis/world_report/2011/report/en/index.html から変
更。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
2
正しくは 1971 年
3
「英語字幕付き動画は http://www.nota.nu/node/442 へ」から変更。「カンガルー・
72

ポケット」に関するサイト。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
4
Swedish の間違いと思われる。
5
読みやすい図書センターは 2014 年に廃止され、現在、スウェーデン・アクセシブ
ル・メディア局（MTM）がその役割を引き継いでいる。MTM については、付録 B を参
照。。
6
2020 年 6 月 7 日現在、AMIS はサポートされておらず、紹介されている URL もリンク
切れだが、https://daisy.org/info-help/guidance-training/reading-systems/で読
み上げシステムの最新リストを閲覧可能。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
7
JISC TechDis は 2014 年にサービスを終了。2020 年 6 月 7 日現在、この URL はリン
ク切れ。
8
日本語版は https://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexiaguidelines-checklist-ja.pdf（2020 年 6 月 7 日アクセス）
9
日本語版は https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/easy/gl.html（2020 年 6
月 7 日アクセス）
10
日本語版は https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf（2020 年 6 月 7 日
アクセス）
11
Dyslexia research information. http://www.bdadyslexia.org.uk/aboutdyslexia/further-information/dyslexia-research-information-.html（2013 年 11
月 4 日アクセス）から変更。ディスレクシアに関するサイト。（2020 年 6 月 7 日アク
セス）
12
What is dyslexia? http://www.eda-info.eu/nl/about-dyslexia.html（2013 年 11
月 4 日アクセス）から変更。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
13
Dyslexia. http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dyslexia（2013
年 11 月 4 日アクセス）から変更。ディスレクシアの人の脳に関する情報あり。（2020
年 6 月 7 日アクセス）
14
正しくは、reading ではなく literacy
15
http://dx.doi.org/10.1598/RRQ.21.4.1 から変更。（2020 年 6 月 7 日アクセス）
16
2020 年 6 月 7 日現在、この URL はリンク切れ。
17
http://www.nota.nu/sites/default/files/English_version_of_survey.pdf （2013
年 7 月 8 日アクセス）から変更。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
18
http://mtm.se/globalassets/logotyp/talkingbooks_rapport_webb.pdf（2013 年 9
月 10 日アクセス）から変更。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
19
日本語版は https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professionalreport/120-ja.pdf（2020 年 6 月 7 日アクセス）
20

http://slq.nu/?article=volume-48-no-3-2015-9
http://slq.nu/?article=volume-48-no-3-2015-10 から変更。（2020 年 6 月 7 日アクセ
ス）
21

People: 人々 Publishers: 出版社 Public Libraries: 公共図書館
https://www.lib.city.kawagoe.saitama.jp/shisetsu/takashina.html から変更。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
23
このリンク先のアドレスは http://xn--rettillese-65a.no/
24
http://www2.essex.ac.uk/stdsup/disab/disabilities/dyslexia.shtm から変更。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
22
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25

2020 年 6 月 7 日現在、IFLA のウェブサイトにある最新版にはこの URL が記載されて
いるが、リンク先には読みやすい図書館案内はなく、図書館の利用について普通の言
葉で書かれている。
26
正しくは、ディスレクシア・リテラシー・インターナショナル
27
2020 年 6 月 7 日現在、6a.および 6b.に記載されている URL のリンク先は、いずれも
ディスレクシア・リテラシー・インターナショナルのトップページ。そこから eCampus のページ（https://www.dyslexia-and-literacy.international/ecampus/?doing_wp_cron=1591516568.3789820671081542968750.）にアクセスすると、
教員養成プログラムやオンライン講座に関する情報あり。（2020 年 6 月 7 日アクセ
ス）
28
http://www.youtube.com/watch?v=IF6VKmMVWEc から変更。
（2020 年 6 月 7 日アクセ
ス）
29
http://www.bdadyslexia.org.uk/common/ckeditor/filemanager/userfiles/About_Us
/policies/Dyslexia_Style_Guide.pdf から変更。
（2020 年 6 月 7 日アクセス）
30
このリンク先のアドレスは https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE で、タ
イトルも「EU インターネットハンドブック（EU Internet Handbook）」ではなく、
「ヨ
ーロッパ・ウェブ・ガイド（Europa Web Guide）
」となっている。
（2020 年 6 月 7 日ア
クセス）。
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