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ドイツ国立図書館の紹介
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現在のドイツ国立図書館（略称DNB）の前身に当たる機関は、1912年に設立された
。設立の主体となったのは、ライプツィヒ市（当時のドイツにおける図書出版業の中
心地）と、当時存在したザクセン王国と、ドイツ書籍商組合の3つの機関である。その
図書館はドイチェ・ビュッヘライと名付けられ、その目的が定められた。すなわち、
1913年1月1日以降に、ドイツ国内で制作されたドイツ語又は他言語の全出版物及び、
海外で出版されたドイツ語の文学を収集し、ドイツの全国的な書誌データを作成し、
国民が無料でそのコレクションを利用できるようにすることである。この3つの任務は
基本的に今日まで変わっていない。当時のドイチェ・ビュッヘライには納本を受ける
権利はなかったが、発行者と著者の任意によって納本が成り立っていた。

第二次世界大戦後終結後、ドイツは東西に分裂し、国立図書館としての任務と機能
を有したもう1つの図書館ドイチェ・ビブリオテークがアメリカ領フランクフルト・ア
ム・マイン市に創立された。ライプツィヒの図書館はドイツ民主共和国の国立図書館
として、フランクフルトの図書館はドイツ連邦共和国の国立図書館として、それぞれ
の国に貢献していた。

1969年、ドイツ連邦議会によりフランクフルトの図書館に関する連邦法が採択され
た。以来フランクフルトの図書館は連邦政府の直轄機関と位置づけられ、連邦政府の
財政で運営されている。また、同法には、納本制度に関する規定も含まれていた。

1991年のドイツ再統一後、ライプツィヒのドイチェ・ビュッヘライとフランクフル
トのドイチェ・ビブリオテークが1つの機関に統合された。

2006年、ドイツ国立図書館に関する新たな法律が制定された。主な変更点は2つで
、まず、図書館の名称が現在の「ドイツ国立図書館」になった。さらに、収集の責務
がネットワーク系電子出版物にまで拡大された。
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DNBに関する法律（以下ドイツ国立図書館法）はDNBの組織と業務に関する法的枠
組みを規定している。

ドイツ国立図書館法の第1条第1項は、ドイツ連邦共和国の中核保存図書館かつ全国
書誌センターとしての機能をDNBに与えている。したがってDNBは一国の文化遺産の
保存を請け負う記憶機関（memory institution）に当たる。

ドイツ国立図書館法に規定されているDNBの任務は、収集、恒久的なアーカイビン
グ、書誌的な索引作成、コレクションの一般市民への利用提供である。

DNBは国家レベル及び国際レベルの協力関係を維持している。例えば、ドイツ語圏
の図書館界で共有すべき図書館規則及び標準を、パートナーとして精力的に開発・維
持しており、国際標準の開発においても重要な役割を果たしている。
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DNBとDNBのコレクションの規模を把握していただくために、具体的な数字をいく
つか示す。

DNBは、3,400万点以上のコレクションを所蔵する、ドイツ最大の図書館である。
現在すでにコレクションの10%以上がオンライン出版物となっている。

2017年には、100万点のオンライン出版物をはじめとする150万点がコレクション
に加わった。

職員は約630人で、フランクフルトとライプツィヒでほぼ半々の内訳となっている。

DNBは連邦文化メディア庁から資金提供を受けており、2017年の資金額は5,000万
ユーロを超えた。
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収集はDNBにとって極めて重要な責務である。

DNBの合法的な収集責務は、1913年以降に国内で又はドイツ語で出版された文字、
図画、音で表現された全ての出版物と、ドイツに関する外国の出版物、ドイツ語作品
の翻訳物、ドイツ語を話す亡命者が1933年～1945年に海外で出版した作品に適用さ
れる。また、一枚刷りの楽譜と、録音資料も収集の対象となっている。コレクション
は客観性、公平性、恒久性、網羅性を兼ね備えていなくてはならない。

言い換えれば、DNBのコレクションは、1913年以降に出版されたものであれば、全
ての創作作品はもちろん、児童書、タブロイド紙、博士論文まで揃えていることにな
る。

DNBはドイツで出版された公表著作物を納本制度により収集する権限がある。その
ため、有形出版物の場合、有形の公表著作物を出版する全ての企業、個人、施設は、
各出版物を2部DNBに納入する必要がある。ドイツで出版された外国の出版物又はドイ
ツに関する外国の出版物の場合は、その1部を購入又は交換、寄贈という形で収集する
。

この収集責務は2006年のドイツ国立図書館法の改正時に拡大された。

現在では紙の図書、新聞、音楽CDに加え、いわゆる無形の公表著作物も収集の義務
の対象となっている（「無形の公表著作物」という用語は、ドイツ国立図書館法の中
で使われている用語である）。

改正法の説明資料には、デジタル化とウェブの発展により多様な出版手法や出版形
式が生まれたこと、デジタル形式の文化・文学・科学遺産を保存する必要があること
が明記されている。

無形の公表著作物は、有体物としても相当するものが存在するオンライン出版物（
電子ブック、電子ジャーナル、電子新聞など）の場合もあれば、ウェブサイトやブロ
グなど、ウェブによりウェブの世界で発展した読み物形式の出版物の場合もある。
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オンライン出版物コレクションの構築
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この図は、2005年～2017年に収集された紙の本と電子ブックの数を比較したグラ
フである。円柱の緑の部分は電子ブックを、青の部分は紙の本を表している。紙の作
品がわずかに減少しているが、何よりもまず目に付くのは、オンラインの作品が急増
している点である。この傾向はDNBのワークフローと作業工程にどのように影響して
いるのだろうか。
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ドイツ国立図書館法の改正時にすでに分かっていたことであるが、デジタルコレク
ションを構築するには、オンライン出版物を収集・処理する新しい様式を設計し、適
用するしかない。そういう意味で、DNBにとっては「標準化」「自動化」「大量処理
」がキーワードとなっている。

ドイツ国立図書館法は、納入者について次のように明言している（以下に原文を引
用する）。

「公表著作物を頒布し、又は、公衆の利用を可能にする権限を有する者で、かつ、ド
イツに本籍又はいずれかの事業施設、主たる住まいを持つ者は、納入の義務に従うも
のとする」

納入者は以下の義務を果たさなくてはならない。オンライン出版物の1部全体を、最
良な状態で、利用期限を設けず、恒久的なアーカイビングに適した状態で、無償で、
自らの負担により、公衆の利用が可能となった日から1週間以内に納入する。無形の公
表著作物については、適時定めがある場合、DNBが収集可能な状態に置くことで納入
に代えることができる。

DNBは、主に2つの納入方式を提供している。１つは、多数のオンライン出版物を一
度に受け入れるために設計されたワークフローである。こちらは基本的に、電子ブッ
クや電子ジャーナル、電子新聞を納入する発行者に利用されている。一方、ウェブフ
ォームから電子ファイルを個別に納入することも可能性である。こちらはオンライン
学術論文の納入などに利用されている。

このような状況においてDNBでは、従来のようにオンライン出版物の目録を司書が
作成するのはやめるべきだとの重大な決定が下された。手作業で目録を作成するので
はなく、出版物に記述メタデータを付加してもらい、メタデータごと収集すべきだと
いうことである。人手や資金は、1件ずつ出版物を処理するために費やすのではなく、
ワークフローや手順の開発、納入者の支援に回すのが筋ということだ。

また、オンライン出版物の収集が段階的に進められた点も、重要と言える。最初は
小規模から、具体的にはオンライン学術論文の収集から始め、徐々に他の電子出版物
も対象に加えていくことで、DNBは収集規模をスムーズに拡大できた。
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大量処理に狙いを定めた、標準化かつ自動化された納入ワークフローを実現するに
は、数々の条件を満たす必要がある。

まず、先ほど述べたとおり、記述メタデータから目録レコードを自動生成するため
に、オンライン出版物が記述メタデータ付きで納入されること。その際、記述メタデ
ータは認知された標準に沿ったものが求められる。DNBは出版物のタイトルや出版地
など、記述すべきコア・エレメント一式を定めている。

また、ファイル形式が一般的であること。DNBがこれまで最も多く扱ったファイル
形式はPDFだが、EPUBなど他のファイル形式も存在する。各フォーマットは、納入の
ワークフローと長期保存に適合している必要がある。

データとファイルの転送自体は、納入者側と図書館側とで合意したインターフェー
スを通じて行われる。現在は大量納入用のインターフェースとしてOAIとHotfolderの2
つを設けている。納入者は納入管理システムの利用登録をする必要があり、DNBがそ
れを認証すると、オンライン出版物が納入できるようになる。

システムがオンライン出版物を受け入れる際、いわゆる受入レベルが自動的に決定
される。受入レベルとは、電子ファイルに求められる長期保存性の観点から、その出
版物のリスクを評価したものである。評価基準の一例として、ファイル形式がファイ
ル仕様に適合しているか、電子ファイルに制限がかけられていないか（すなわち電子
ファイルの利用を規制するもしくは妨げる技術的制限がかけられていないか）などが
挙げられる。
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では、これまでに何がアーカイブされたのだろうか。あくまで一例ではあるが、
2017年に受け入れたファイルの数値情報をここに示す。

収集されたオンライン出版物は合計約100万点。

内訳は、電子ブック及びその他の単行出版物22万5,000点、オーディオブック約
5,000点、電子新聞約37万部。電子新聞は、紙の新聞と同一のレイアウトのものであ
る。DNBはドイツで発行されている電子新聞のほぼ全てに当たる約1,200タイトルの
電子新聞を収集している。

最後になったが、電子ジャーナルの記事38万点を収集した点も見逃せない。
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電子出版物は全てDNBのオンライン目録に登録されている。表示されているリンク
を利用者がクリックすると、受入処理の工程で出版物に割り当てられる識別子URN（
Uniform Resource Name）に基づいて、アーカイブされているファイルがリポジトリ
から引き出される。こうして、利用者は実際の文書にアクセスできるようになる。
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DNBはこの何年かでデジタルコレクションをうまく構築することができたが、課題
は多数残っている。

オンライン出版物の収集を段階的に進めたことは、盤石なワークフローを確立する
猶予があったという意味で成功だった。しかしそれは、一定のグループの出版物は出
版直後ではなくもっと時間が経ってから収集されるということでもある。そうしてい
る間に出版物が消失する恐れがあるかもしれない。

また、どのような種類の電子ファイルでも、ファイル形式とメタデータに関してそ
の種類特有の要件が発生することが判明した。その結果ワークフローの運用に関する
要件がますます多く、かつ複雑になってきている。

同じことが技術インフラにも当てはまる。大量のオンライン出版物を受け入れ、処
理するには、大容量の機器類が必要である。DNBは現在、今以上のデータ量に備えて
ハードウェアを強化するプロジェクトを実施している。

そして最後も重大な問題で、現在全く収集できていない種類の出版物がある。特に
電子音楽について言えることだが、法令義務に従って納入すべきものは何か、納入者
は誰かといった点が、現代の流通ルートによって特定し難くなっているためである。
今後数年かけてこうした現状への解決策を見付けることが、戦略上の重要な優先事項
の１つとなっている。
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ウェブアーカイビング
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2006年にドイツ国立図書館法が改正された際、立法者は改正法の趣旨説明において
、文化立国はウェブ資料の恒久的な可用性を確保する必要があると明言した。ウェブ
資料は、文字、画像、音で表現された、DNBが保存の責任を負う文化遺産である。

この責務に関連してどのような問題が存在するかは、考えるまでもない。DNBには
「ドイツのウェブ」を収集・保存する責任があるわけだが、どこからどこまでをドイ
ツのウェブと定義すべきだろうか。そもそも、定義のようなものは存在するのだろう
か。

責任表示が求められるのは、商用のウェブサイトだけである。deドメインだからと
いって、必ずしもそのウェブサイトがドイツ起源とは限らない。反対に、ドイツのウ
ェブサイトにde以外のドメイン名を付けることもありえる。言語やサーバーの所在地
は、どちらも全く基準として役立たない。

こうした状況の全てが、収集戦略の必要性を示している。電子ブック、電子ジャー
ナルなど個々の電子出版物に関しては、DNBは網羅的な収集を目指している。しかし
ウェブアーカイブにおいては網羅性を目標としても意味がない。ドイツのウェブの範
囲を定義する難しさに加え、ウェブの流動性も大きな課題である。

ウェブアーカイブはウェブハーベスティングによって構築されている。つまり、ク
ローラーソフトを用いてウェブサイトを自動収集しているのだ。いわゆるシードURL
の一覧を起点としてクローラーがリンク先のウェブサイトを捜索し、指定されたデジ
タルアーカイブに保存する。

つい最近のことだが、ドイツ国立図書館法が再び改正された。その結果、今ではコ
レクション構築の手法として、ウェブ収集が明示的に認められている。

通常は納入者がDNBに出版物を納入する必要があるわけだが、ウェブ収集によって
、その方向性に変化があった。DNBは、許可を得ることなく積極的にコンテンツを捜
索・収集できるようになったのである。
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ウェブ収集については主に相互補完的な2つの手法を用いている。

選択的ウェブ収集では、指定されたURLの一覧に基づきウェブサイトが収集される
。こちらは、特定のサイトを深い階層まで収集する手法とみなすことができる。

これに対し、ルールに沿って作動するのが表層的ウェブ収集である。例えば、特定
のドメイン名のウェブサイト、あるいは、特定の言語で書かれたウェブサイトがまと
めて収集される。こちらの手法は、ルールに当てはまるサイトを広く浅く収集するこ
とを狙っている。

2010年、DNBはウェブアーカイブ用ワークフローの開発・実行プロジェクトを実施
し、ウェブアーカイブの全てのステップ（選択、収集、索引作成、利用提供、長期ア
ーカイブ）を評価した。

また、様々な収集戦略案を比較検討した。その結果、他の類似の機関と同様に、
DNBもクローラーによるdeドメインの収集と、選択的なウェブ収集の2つの手法を実
施することが決まった。前述したとおり、ウェブアーカイブでは網羅性が論点となる
が、DNBは、この統合的な手法こそ、望みうる最高の網羅性を達成する方法だと考え
ている。選択の主な基準は、収集するウェブサイトの「ドイツとの関連性」である。
ドイツと関連性があるウェブサイトとは、ドイツを扱ったウェブサイト又は、ドイツ
に関係のある歴史的、社会的、政治的、文化的、宗教的、科学的、経済的話題を含む
ウェブサイト又は、ドイツ人の著者やドイツに縁のある著者が作成したウェブサイト
を指す。
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ではDNBはこれまでに何をアーカイブしたか。

現在のところ広範なクローリングは1度実施したのみである。2014年、DNBはdeの
トップレベルドメインのクローリングを、フランスのサービスプロバイダーであるイ
ンターネットメモリー財団（Internet Memory Foundation）に委託した。これによ
り600万サイトが収集され、収集時点のドメインのスナップショット（ある一時点にお
けるウェブサイトのコピー）が得られた。

しかし、収集のデータ容量が120テラバイトに限定されていたことは述べておかなく
てはならない。deドメインのウェブサイト全てを収集できたとは限らないわけである
。

このとき収集したdeドメインサイトと、同時期にサンフランシスコのインターネッ
トアーカイブ（Internet Archive）が収集したdeドメインサイトが、最近になって比
較された。

興味深いことに、DNBが収集したサイトの30％は、インターネットアーカイブのア
ーカイブ上に見当たらなかった。

この事実こそ、ウェブアーカイブに絡む課題の1つを指摘している。つまり、ウェブ
アーカイブは、単一の組織で達成することはほぼ不可能な任務なのである。
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今までのところドメイン一括収集は1回限りであったが、DNBは選択的なウェブ収集
は継続的に行っている。選択的ウェブ収集においても、DNBはサービスプロバイダー
と協働している。DNBの職員は、収集するウェブサイトの選択、収集頻度の設定、目
録記述の作成を行う。サービスプロバイダーは、実際の収集作業、品質管理、長期ア
ーカイブに保存すべきファイルの納入を担当している。

構築中のコレクションは2種類ある。

まず、ドイツの公共生活に関係する組織に焦点を当てた時事的なコレクションがあ
る。例えば連邦政府や政党、宗教組織、社会団体、経済団体のウェブサイトが該当す
る。

2つ目として、いわゆるイベント収集も行われている。予測可能なイベントと、予測
不可能なイベントとは区別する必要がある。予測可能なイベントとは、例えば、ドイ
ツの元首相ヴィリー・ブラントの生誕100周年、連邦議会選挙、スポーツ選手権といっ
たあらゆる種類の周期的行事を指す。

予測不可能なイベントは、不幸なことに、自然災害や著名人の死など痛ましい性質
のものである場合が多い。明るいイベントの例としては、国際スポーツ試合でのドイ
ツチーム優勝などがありえる。

完全に商用もしくは私用目的のウェブサイトは収集の対象としていない。
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現在までにおよそ1万5,000点のウェブサイトが個別収集された。このうち、およそ
1万1,500点は、定期的に更新されている20の時事的コレクションに該当し、残りのお
よそ3,500点のウェブサイトは45のイベントコレクションに由来するものだった。全
体でおよそ15テラバイトのデータがDNBの長期アーカイブに保存されている。

このウェブアーカイブには、DNBの目録からもアクセスできるし、DNBのホームペ
ージの特定のページからもアクセスできる。当該ページには、全文検索用の検索窓が
設けられている。スライドの画像は、2012年のDNB開館100周年サイトのトップペー
ジである。もちろん、DNBは自身のウェブサイトも収集しているのだ。

残念ながら、ドイツの著作権法による制約のため、DNBのウェブアーカイブのコン
テンツのほとんどは、ウェブからアクセスできないようになっている。それらのコン
テンツにアクセスするためには、DNBの構内に足を運ばなくてはならない。
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オンライン出版物の収集数の伸びと比べると、DNBのウェブアーカイブは緩やかな
ペースで発展している。現在は、ウェブアーカイブの構築戦略の見直しが1つの目標と
なっている。DNBが目指すのは、我々自身が名付けた「ドイツの継承に必要な網羅性
（representative completeness）」である。すなわち、DNBのウェブアーカイブは
、ドイツの文化や生活に関する物事を、未来のユーザーに深く理解させるものである
べきだ。

そこで、ドイツの継承に必要な網羅性の構成要素について対話を促そうと、DNBは
科学界や社会学界の有識者を交えたワークショップを立ち上げた。今までの反応から
分かったのは、広範なクロールと選択的収集の両方を実施する手法は支持するが、収
集量はもっと増やす必要があるということだった。

例えばフランスに目を向けると、次のことが明らかになる。フランス国立図書館の
ウェブアーカイブ活動は、いっそう広範囲に及んでいる。収集するウェブサイトの選
択には、約100の図書館が関与している。また、これまでに収集されたファイルは290
億点以上に達する。

ドイツの場合、地元のために納本を受ける権利を有する地域図書館や州立図書館が
多数存在する。こうした図書館のうち、ウェブ出版物についても収集権限のある図書
館と、DNBは協働を開始した。共同ウェブアーカイブという統合構想により、コレク
ションの重複を避け、結果的にドイツのウェブの収集率を向上させようという狙いで
ある。地域図書館は、DNBに収集・アーカイブして欲しいウェブサイトの一覧を作成
してもよいし、自館で収集･アーカイブしてもよい。納本を受ける権利を有する図書館
は全て、互いのウェブコレクションへのアクセスを許可できることになっている。協
働はコスト抑制への道でもある。収集とアーカイビングはかなりの費用を要する。サ
ービスプロバイダーが絡めばなおさらである。DNBは現在、サービスプロバイダーの
費用だけで年間約20万ユーロを消費している。リソースというものは限られているの
が常であるから、そこから最大の効果を得るよう努めるべきだ。
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まとめ
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デジタルコレクションを十数年構築してきた経験から学んだ教訓は何だろうか。

収集すべき出版物が大量に存在するという問題に立ち向かうには、戦略的な計画が
必要である。

そのためには、新たなワークフローと作業工程を開発しなくてはならないし、特定
の技能及び知識を持った職員も必要だし、ITインフラも十分でなくてはならない。

コストを低く見積もり過ぎないことも大事である。ネット上では無料かもしれない
が、DNBがそれを収集・処理・保存する費用は無料ではないのである。

それでもなお、DNBはそのコストを価値ある投資だと考え、未来のユーザーのため
に、デジタル文化遺産を保存している。
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