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オーストラリア国立図書館の紹介

オーストラリア国立図書館は、連邦議会図書館（Commonwealth Parliamentary 
Library）として1901年に設立され、議員と国民の両方に貢献していた。その後1960年の
国立図書館法（National Library Act）により、議会図書館と国立図書館が正式に分離し、
1968年、国立図書館のコレクションとサービスを移管した新たな建物が開館した。
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2018年は国立図書館の設立50周年に当たるため、私達も今年はこの重要な節目を祝っ
ている。
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国立図書館のコレクションの規模は、現在推定1,000万点、デジタル保存データが5.69
ペタバイトとなっている。職員はおよそ380人いる。
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アジア関連コレクションを1つの強みとしており、日本関連資料を集めた重要なコレク
ションをはじめ、約65万点を所蔵している。1864年の東京都の地図もその１つである。
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2016-2017年度は、50万人が来館した。
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さらに、ウェブサイトの訪問者が120万人、Trove（国立図書館が運営するオンラインの
アグリゲータ兼検索システム）の訪問者が2,230万人いた。
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オーストラリア国立図書館の役割

国立図書館法の規定に従い、国立図書館は現在及び将来にわたり、全国民の利益のため
にオーストラリアの記録遺産を確実に収集・保存するとともに、それを利用可能にするこ
とを主な役割としている。
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2011年のIFLAの「納本制度に関する声明」（IFLA Statement on Legal Deposit）に
て認められているとおり、オーストラリア国立図書館が法定の役割を果たすためには納本
制度が必須であり、その点は、世界中の他の国立図書館と変わらない。
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オーストラリアの州レベルの納本規定

オーストラリアの納本制度には長い歴史がある。納本制度に関する最古の規定は、独立
以前に、州レベルで策定された。1869年のヴィクトリア州を皮切りに、1878年には南
オーストラリア州で、1879年にはニューサウスウェールズ州で納本制度に関する州法が可
決された。今日ではほぼ全ての州及び準州が各々に納本制度を定めている。納本対象とな
る資料の種別や、納入部数、納入先の図書館数は州によって微妙に異なるが、今や大半の
州が電子資料に関して何らかの規定を設けている。現在はこうした州法としての納本制度
と、国家レベルで定められた全国的な納本制度とが併用されている。
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国の納本制度

オーストラリア初の国レベルの納本制度は、1912年の著作権法に盛り込まれた。同法の
下、全国の発行者は各図書の「最良」版を出版後1カ月以内に連邦議会図書館長へ納入する
ことが義務づけられた。
この法の下に納入された図書が後々、1960年に国立図書館を設立する際のコレクション

の基礎となった。
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やがて1912年著作権法に代わり、1968年の著作権法が制定され、発行者は議会図書館
ではなく国立図書館に納本するよう義務づけられた。それ以外の点では、納本制度に関す
る規定は事実上100年以上変わることがなかった。
この期間の大半において、発行者は国によく貢献した。そのかいあって、オーストラリ

アの出版物がきちんと収集・保存され、全国民がそれを利用できる環境が整っていた。
しかし1980年代に入り電子版の出版が、1990年代にはオンライン出版が登場し、必然

的に、納本制度では収集できない出版物の割合が増えた。1968年の著作権法には紙資料の
納本しか定められていなかったためである。
電子資料を収集するため、国立図書館は任意納本の仕組みをいくつか設けたが、それら

の仕組みは管理に多大な労力を要する上、成果も限られており、断片的な収集に終わるこ
とが多かった。ウェブアーカイブは、電子資料に比べるとかなり成功したが、その対象は
ネット上で自由に入手できるオンライン資料に限られていた。
そこで、納本制度に関する規定を電子出版物にまで拡大しようと、国立図書館はその後

20年にわたり、ロビー活動を展開しながら、電子出版物の納本を議題とする連邦政府の
数々の審問に応じてきた。この間並行して、諸外国の事例を研究するとともに、出版関係
者の抱く不安について理解を深め、効果的で実践的な仕組みの要件を策定した。その結果、
21世紀の目的にかなった、革新的かつ柔軟な法律が誕生したのである。
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2016年の新法

2016年2月、国家としての納本制度を規定する新しい法律が施行され、電子出版物が初
めて納本の対象に加わった。
新しい納本規定は、出版物の形式や技術に関係なく適用される。つまり、オフライン出

版物（紙の印刷物、CD-ROMなど）か、オンライン出版物（電子ブック、電子ジャーナル、
ウェブサイトなど）かに関わらず、オーストラリアの全出版物を対象としている。
また、国立図書館での長期保存を可能とするため、納本された資料に技術的制限手段

（DRM）を施してはならないと規定している。
特に革新的な点は、国立図書館が、発行場所や頒布場所による制約を一切受けずにオン

ライン資料の納本を要請できることである。これにより、海外拠点のオンラインサービス
を利用したセルフパブリッシングの出版物であっても、発行者がオーストラリア人であれ
ば納本を求めることが可能となっている。
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納本対象

新法は、あらゆる形式で頒布される文学、演劇、音楽、美術作品の出版物を全て対象と
している。例えば、図書、逐次刊行物、地図、楽譜、ウェブサイトなどはそうした出版物
に該当する。
視聴覚資料、ゲーム資料、ソフトウェアアプリケーション、限定頒布の資料などについ

ては、納本が免除される。
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発行者の義務

発行者の義務に関しては、新法は、オフライン出版物とオンライン出版物とで差を設け
ている。
オフライン出版物の場合、発行者は出版後１カ月以内に国立図書館に出版物を納入する

義務がある。その際今までどおり、「最良版」（例えば、ペーパーバックよりはハードカ
バー）を納入する必要がある。
オンライン出版物の場合、図書館側から要請があった場合のみ、発行者は要請を受けた

日から１カ月以内に、出版物を納入する必要がある。要請は、ウェブハーベスターなどに
より自動でなされることがある。要請を受けなかった場合、オンライン出版物の発行者に
納本の義務はないものとする。
オフラインとオンライン両方の出版物がある場合（ハードカバー版と電子ブック版な

ど）、国立図書館からオンライン版の要請がない限り、発行者は出版後１カ月以内にオフ
ライン版を納入する必要がある。国立図書館は、政府や逐次刊行物の商業出版社及び大手
商業出版社に対し、印刷物の代わりにオンライン版を納入するよう推奨を強めている。こ
れは、デジタルコレクションの規模を拡大するという、国立図書館の戦略上の優先事項に
沿ったものである。
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電子出版物の収集メカニズム

国立図書館は現在オンライン電子出版物を3つの手段で収集している。1点目は、電子納
本サービス（詳細は後述）。2点目は、大量納入用の仕組みで、多数のファイルの納入を希
望する発行者向けに用意されている。３点目は、ネット上で自由に閲覧可能なオンライン
資料の、ウェブアーカイブ。このウェブアーカイブでは、特定のウェブサイトを選択的に
収集するとともに、年１回、.auドメインの全サイトを収集する。
オーストラリアは国立図書館で初めてウェブ収集に着手した国であり、1996年にウェブ

アーカイブを構築した。今では、計0.5ペタバイトすなわち90億ファイル以上のウェブ
アーカイブがコレクションされている。ハーベストロボットエージェントを用いた収集に
ついて新法に具体的な定めがあるため、新しい納本規定では大規模なバルク収集が実現し
やすい。また、新しい納本規定により、国立図書館は許可を求めることなくウェブサイト
をアーカイブできる。
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2016年の新法が施行された同日に、電子納本サービスが開始された。
電子納本サービスは、発行者が電子ブックや電子地図、電子楽譜、電子ジャーナルを個

別に納入できるポータルサイト、すなわちウェブフォームであり、デジタルコレクション
の管理全般を担うシステムの、公共インターフェースに当たる。国立図書館におけるデジ
タルインフラ再開発6カ年計画の一環として開発された。
主な目的は、納本規定に従いシンプルかつ安全にオンライン出版物を納入する効果的な

手段を、オーストラリアの発行者へ提供することにある。また、国家コレクション管理人
としての国立図書館に対する発行者の信頼を維持する狙いもある。
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電子納本システム

電子納本サービスは、国立図書館の他のシステムと完全に統合されている。一例として、
図書館管理システム（Voyager）、RefTracker（逐次刊行物に関するコミュニケーション
管理に使用）、Troveその他の既成製品（独占的ソフトウェアであるデジタル保存管理シス
テムPreservicaなど）が挙げられる。
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電子納本ワークフロー

スライドは、図書、楽譜、地図の個別納入における現在のワークフローを示している。
工程のほとんどは、全自動化により職員が介入する必要がなくなっている。まず発行者

が電子納本サービスから電子出版物とメタデータを送信する。そのファイルとメタデータ
は自動的に国立図書館のデジタル管理システムへアップロードされる。出版物が納入され
ると職員にメールで通知され、職員が目録レコードを更新する。
メタデータが国立図書館の目録と全国データベースに転送され次第、読者がその資料を

発見し利用できるようになっており、この点が重要である。
国立図書館が任務を果たすには、コンテンツの長期保存が欠かせない。電子納本サービ

スによる個別納入であれ、それとは別プロセスの大量納入であれ、継続的な保存を確実に
するため、データとファイルは自動化されたプロセスを通じてPreservicaに転送される。
そうして受け入れた情報をデジタル保存の担当職員が定期的に監査することで、受け入

れたコンテンツ及びメタデータの質と完全性が保証されている。
CD-ROMなどのオフライン電子出版物から抽出した出版済みコンテンツもPreservicaに

取り込まれる。このオフライン電子出版物の受け入れ処理は、電子納本の場合とは異なり、
手作業で行われる。オフライン電子出版物の少なさ、減少傾向を考えると、自動化は非経
済的と考えられたためである。
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収集統計

新法により、国立図書館は新法施行後の最初の2年間で、電子ブック1万1,200点、電子
楽譜300点、電子ジャーナル1,500タイトル、電子地図ファイル2万6,300点を収集できた。
さらに、同期間にドメイン一括収集を3回実施し、オンライン出版物5,000点以上を選択的
にアーカイブした。

2017年7月から2018年4月は、納本制度により収集した図書及び逐次刊行物のおよそ
40％がオンライン出版物で占められた。政府刊行物、逐次刊行物、地図については、オン
ライン出版物の収集が、印刷物の収集を上回り始めている。
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ワークフロー効率

電子納本は、国立図書館や発行者、利用者の作業効率を様々な面で向上させた。例えば、
発行者が資料を納入する際のワークフローが合理化され、図書館での目録データ作成にお
いては発行者のメタデータが再利用されるようになり、逐次刊行物は納入直後から閲覧可
能になった。これに対し紙の逐次刊行物は、出版から国立図書館で閲覧できるようになる
までに最大で２、３週間かかる可能性がある。
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アクセスの向上

発行者は、電子納本サービスを通じて、自身の出版物に適用するアクセス条件を選択で
きる。これにより、オーストラリアの著作権法で認められているよりも広いレベルのアク
セスに合意できるようになった。オフサイト利用（図書館構外での利用）が可能な資料の
割合は多く、これまでに納本された資料の約40％がオフサイトからのアクセスを許可して
いる。つまりオーストラリアの人々は、これらの出版物を、居住地や現在地にかかわらず
利用できる。
こうしたコンテンツの大部分は地域や地方組織から生まれたもので、主題は多岐にわた

る。多くは「ボーンデジタル」であり、これまではどこの図書館を通してもアクセスでき
なかったコンテンツかもしれない。
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成功要因-スタッフの関わり

革新的なシステムや、職員及び発行者とのステークホルダー・エンゲージメント（利害
関係者がお互いに有益な成果を得るために、対話の機会などを通じて関わり合う取り組
み）など、様々な要因が合わさり、国立図書館は国内の電子納本の実現に成功した。職員
はデジタルへの移行を速やかに受け入れ、研修を積んだ。ワークショップやワークフロー
の検討会を重ね、職員を巻き込んで交流を図った点が、成功に貢献したことは間違いない。
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成功要因-発行者の関わり

さらに重要なのは、発行者への働きかけを重視した点である。例えば、発行者向けのオ
ンラインセミナーを開催し、新法について解説した。このセミナーは、オーストラリア出
版協会の後援の下、国立図書館の職員が解説を務めた。また、納本制度に関する説明資料
を作成して発行者にメールし、図書館用語を避けた平易な言葉使いのウェブコンテンツを
新たに提供するとともに、発行者からの問い合わせ窓口を一本化した。大量納入システム
の開発においては、ペンギン・ランダムハウスやワイリーなど大手出版社数社と密に協働
した。これらの出版社には、大量納入システムの開発工程全体を通して助けていただき感
謝している。
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2018年発行者調査

国立図書館による取り組み（特に、発行者の協力を得る取り組み）が成功したことは、
今年実施された発行者調査の結果により裏づけられた。
このオンラインアンケートは、リーダー兼パートナーとしての国立図書館への信頼度を

評価するために実施したもので、約1,600の発行者に送られ、500を超える回答があった
（回答率30％）。
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発行者と納本

アンケートの結果、回答のあった発行者の間では、納本制度に対する意識は高く、法令
もよく遵守されていると判明した。回答者の90％が、自身の出版物の全てを、9％が一部
を国立図書館に納入していた。全く納入していないと回答した発行者はわずか１％で、9の
個人発行者であった。
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納入しない理由

一部又は全ての出版物を納入しない理由として、発行者からは以下のような回答が寄せ
られた。
・納本の義務に対する認識不足
（例：州立図書館にのみ納入すればよいと考えている発行者）

・出版物を１つの形式でしか納入していない
（例：デジタルは納入せず紙の印刷物のみ納入、もしくはその逆）

・その他、その出版物の性質や、最近の出版物の性質に関わる理由
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納入方法

回答者の半数以上が、出版物の一部又は全部を電子納本サービスで納入していた。一方、
まだ印刷物を郵送又は配送している回答者も40％いた。4％の回答者は、国立図書館の
ウェブハーベスターに出版物をアーカイブさせていた。
電子納本サービスで出版物を納入している発行者は、明らかにメリットを感じていた。

例えば、38％の回答者が、電子納本は時間と送料の節約になると認めた。また、多数の回
答者が、電子出版物の納入用に作られたこの新サービスを使いやすいと評した。一例とし
て､「手早く簡単に納入できる」とのコメントがあった。
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国立図書館への厚い信頼

とりわけ喜ばしいのは、発行者が国立図書館に厚い信頼を寄せている点である。特に、
電子出版物を保存するという国立図書館の役割に対し厚い信頼が感じられた。このことは、
スライドに引用したコメントをはじめ、回答者から寄せられたコメントにより明らかに
なっている。
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問題と課題

電子納本の実現には成功したものの、国立図書館が解決すべき問題・課題はまだ多数
残っている。その筆頭として、出版の変わりゆく性質すなわち進化、インフラの技術的な
限界、アクセスの問題、人員の刷新が挙げられる。
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進化する出版

他国と同様、オーストラリアにおいても出版は過渡期にある。オンライン出版によって
誰もが以前より簡単に作品を出版できるようになり、ニッチで小規模な独立系出版社と、
セルフパブリッシングが増加した。しかも、オーストラリアの出版物とオーストラリアの
出版業は、オーストラリア大陸内に限られたものではない。例えばセルフパブリッシング
の場合、Amazonなど海外のプラットフォームで作品を出す人が多い。そのため国立図書
館は今後、納本制度への関心を高める新しい方法をみつけ、発行者の規模やプラット
フォームの所在地にかかわらず、全てのオーストラリアの発行者に納本制度のメリットを
売り込んでいかなくてはならない。最新の発行者調査から、発行者は国立図書館のデジタ
ル保存活動を特に高く評価していると判明したため、今後の宣伝活動ではそこが1つの焦点
になりえる。
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技術的限界とアクセス

インフラの技術的な限界もまた課題となる可能性がある。例えば、現在の電子納本サー
ビスは扱う出版物の形式やファイルサイズに制限を設けている。マルチメディアの出版物
がその最たる例だが、現在の電子納本サービスの性能ではそもそも取り扱えない種類の出
版物がある。国立図書館が今後も革新的な新しい電子出版物を収集し続けられるよう、技
術インフラの更新に投資することが極めて重要である。
しかし、出版物を収集・保存しただけでは、国立図書館の役割の3分の2しか果たしたこ

とにならない。残りの3分の1も、重要性では引けを取らない。それは、収集・保存した出
版物にアクセスできるようにすることである。現在の著作権法の下では、発行者がより広
範なアクセスを許可しない限り、電子出版物へのアクセスは図書館の敷地内に限定される。
現在、国立図書館が電子納本サービスを通じて収集した電子出版物の約60％が、館内の閲
覧室でしか閲覧できない状態である。著作権が切れていない商用コンテンツは全てこの
60%の中に含まれている。年次のドメイン一括収集に基づいて収集したウェブコンテンツ
も、まだアクセスできるようになっていない。しかし、ドメイン一括収集したコンテンツ
をはじめ、国立図書館のウェブアーカイブコレクションを2018年末までにTroveで統合的
に検索・閲覧できるようにするプロジェクトが、現在国立図書館で進行している。国立図
書館は様々な革新的技術ソリューションを採用することで、ウェブデータのインデックス
を作成するとともに、関連度の高い順に検索結果が表示されるようシステムを改良する予
定である。その結果オーストラリアの歴史的ウェブコンテンツが、テキスト検索可能な形
で初めて大量に提供されるだろう。
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人員の刷新

最後の課題は、国立図書館の人員とスキルの刷新だ。国立図書館では従来から、全職員
の25％以上が収集関連業務に就いている。収集関連業務は場合によっては多大な労力を要
する上、紙の目録カードを使用していた時代以前の慣例もまだ残っている。形あるコレク
ションからデジタルコレクションへ移行するには、それ以上の大きな革命が伴う。資格を
有する専門の職員が作成したデータを用いるのはやめ、発行者が作成したデータをこれま
での何倍も利用することになるのである。例を挙げると、ペンギン･ランダムハウスのよう
な大手商業出版社から納入された図書には、発行者が付与した件名標目や概要など、発行
者のメタデータが大量に付随する。職員が一件ずつ目録レコードを作成するのではなく、
このようなメタデータを利用することで、最終的には利用者のアクセス性を上げ、職員を
目録作成業務から監督業務へ移すよう目指している。そうすれば、将来に向けて人的資源
やスキルを適切に配分することも可能となるため、コレクションの充実とともにコストが
増え続けるという事態も避けられる。
とはいえ、収集業務においては紙の納本資料がいまだ優勢であり、今後数年はこの状態

が続くだろう。資源基盤の縮小に合わせ、紙の納本資料の管理においてもデジタルと同様
の効率化を図る必要があり、これもまた課題と言える。この課題を解決するため、国立図
書館はコレクション記述業務の実態の見直しに乗り出した。見直しの主な目的は、国立図
書館のコレクション記述の方針や、ドキュメンテーションの手順、コレクション管理全般
のワークフロー及び処理工程を再評価することにある。
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納本の未来

以上のような課題はあるものの、未来には大きな期待が見込める。電子納本サービスの
成功を受け、国立図書館は現在、各州や特別地域の図書館と共同で全国電子納本ネット
ワーク（通称NED）を開発している。先ほど述べた課題の少なくとも一部は、この新たな
サービスで対処できるだろう。
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NED

NEDはオーストラリア全域の出版済み電子資料を納入・管理・アーカイブ・保存・検
索・配信するオンラインサービスで、国立図書館と、州及び特別区域の9つの図書館が共同
利用する。新サービスのリリースは2019年初頭を見込んでいる。

NEDは発行者や利用者、提携図書館に様々なメリットをもたらすだろう。
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発行者のメリット

発行者のメリットとしては、個別納入も大量納入も一箇所のサイトから簡単に実施でき
る上、大量納入には様々な選択肢が用意されていること、1回の納入処理で州と国両方の法
定義務を果たせることが挙げられる。また、デジタル保存によりコンテンツへの長期的ア
クセスが可能になる。アクセス条件も複数の選択肢から選べる。
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利用者のメリット

利用者にとってのメリットは相当大きい。NEDにより電子出版物へのアクセスレベルが
大幅に改善される見込みだからである。例えば、館内では国立図書館及び提携図書館が収
集した出版物にアクセスできるようになるだろうし、館外からアクセスできる出版物も増
えるだろう。さらに、出版物は発行者のメタデータを通じて納入とほぼ同時にアクセス可
能となるため、利用者が出版物を利用できるようになるまでのタイムラグが減るはずであ
る。
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図書館のメリット

提携図書館にとっても当然メリットがある。何より、スケールメリットが発生する。つ
まり１つの州立図書館だけでやるには困難が見込まれるサービスも提供できるようになる。
デジタル保存や安全な長期保存を可能としている国立図書館の既存インフラが利用でき

る点も、大きなメリットである。
NEDを推進する利点は他にもあり、一貫した方針と数の力で勝る発行者側との交渉にお

いて、図書館側が共同で提言できるようになる。



全国電子納本ネットワーク

このスライドでは、新たに始まる全国電子納本ネットワークのβ版について概観する。こ
れは、発行者用ポータルサイトのトップページである。

NEDの開発では、国立図書館が独自の電子納本サービスの開発で培った経験を活かしつ
つ、発行者と相談しながらユーザーインターフェースを設計・改良した。また、管理者向
けシステムつまりバックエンドのシステムも強化したため、各州立図書館は自分たちの
ワークフロー（例えば自州の納本の受け入れフローなど）を個々に管理できるようになる
だろう。
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合理化された設計とワークフロー

NEDは、合理的な設計と、納入の合理的なワークフローを発行者に提供する。現行の電
子納本サービス同様、図書、地図、音楽、逐次刊行物の納入に対応する。
また、NEDは発行者のメタデータを保存する。メタデータは、国立図書館及び連携図書

館が更新、改良できるよう、基本的な目録レコードに変換される。
また、NEDによって発行者はアクセスの選択肢が増える。完全にオープンなアクセスに

することもできるし、国立図書館及び関連の州立又は特別地域図書館を通じたアクセスに
限定することもできる。図書館側は、商業出版社側に対し、国立図書館、州立図書館、特
別地域図書館の全ての図書館において出版物にアクセス可能となるよう、共同で交渉する
つもりである。成功すれば、これらの出版物に今よりずっとアクセスしやすくなるだろう。

2019年の全国電子納本ネットワークの出現は、オーストラリアの納本制度における重大
なる新章の幕開けとなる。国立図書館が前述の課題のいくつかを解決する上で、州立図書
館や特別地域図書館とともに、NEDが助けとなる。NEDが完成すれば、9つの図書館の資
源を共有できるため、オーストラリアの記録遺産を収集・記述・保存する能力が図書館全
体として高まる。そして何より、国立図書館と州立図書館は、オーストラリアの全ての
人々がどこからでも共有コレクションへアクセスできる環境を提供できるようになるので
ある。
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