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 小特集  

インターネットに対応する 
納本制度改正の動き 

 
 インターネットが社会に不可欠のインフラとなって

いる今日，インターネット上で公開される著作物の数も

日増しに増加しています。 
 その一方で，このような著作物は，作成や消去が容易

で不安定であるという特性を持ち合わせており，国民の

知的営為の成果物が時の経過とともに消えてしまうこ

とが懸念されています。 
 そこでこれらの著作物を「納本制度」により収集・保

存し，次世代に継承しようとする動きが出てきています。

本号では，納本制度によるこれらの著作物の収集を開始

するニュージーランド，ドイツ，フランスの 3 か国の概

況を紹介します。 

 

CA1612 

ニュージーランドにおける法定納本制度改正の動き 
 
 ニュージーランドでは 2006 年 8 月 12 日，電子的ド

キュメント（electronic documents）も納本の対象に

含めた新納本制度がスタートした。 
経緯 

ニュージーランド国立図書館（National Library
of New Zealand：NLNZ）は，2001 年に電子情報資

源の収集・管理等に関する中期計画を策定し，2003
年に国立図書館法を改正した（CA1537 参照）。そして，

翌 2004 年に，改正法の第 31 条を踏まえ，図書

および定期刊行物の納入に関する規程“National
Library Requirement （Books and Periodicals） Notice
2004”を定め 7 月 1 日に施行した。そして 2006 年

5 月 11 日，2 年越しの審議を経て，電子的ドキュメン

トの納入に関する規程“The National Library
Requirement（Electronic Documents）Notice
2006”を告示した（以下 Notice 2006）。5 月の告示

から 8 月の発効までの期間に，NLNZ は出版者への文

書の送付，説明会の開催およびホームページでのアナ

ウンス等で，新納本制度の周知に努めた。 
The National Library Requirement Notice 2006 

 Notice 2006 は，電子的ドキュメントをオフライ

ン・ドキュメント（off-line documents）とインター

ネット・ドキュメント（Internet documents）に分け

て規定している。 
 オフライン・ドキュメントとは，①磁気的メディア

（magnetic media；フロッピーディスク，ハードドラ

イブ，オーディオテープ，ビデオテープなど），②光

学的メディア（optical media；CD，DVD など），

③電子的電子情報貯蓄装置（electronic electronics

storage device；USB，メモリーカードなど），である

（3 条）。出版者はオフライン・ドキュメントを発行し

た 20 営業日以内に 2 部（当該出版物が 1,000 ニ

ュージーランドドル（逐次刊行物は年間の購読料が

3,000 ニュージーランドドル）以上の場合は 1 部）納

本しなければならない（第 5 条）。複数の言語で出版

された場合はそれぞれの言語につき納本する（第 6 条）。 
 インターネット・ドキュメントに関しては出版者に

納本の義務を課さず，NLNZ が複製を通じて収集する

ことを定めている（第 8 条）。ただし，複製が困難な

場合，NLNZ が出版者に対して複製の補助を求めるこ

とができる。 
 また，Notice 2006 は電子的ドキュメントの納本の

例外規定を設けている。それは当該電子的ドキュメン

トが，①官公庁が業務の処理に必要な情報源として作

成した資料もしくは，②公文書と同程度の公開，保存

が保障されている資料である場合には，大臣の許可を

得た上で納本が免除されるというものである（第 9 条

の 2）。 
新納本制度の運用 

 NLNZ は 2004 年に電子情報資源の収集，保存，提

供を一元的に管理するソフトウェア NDHA（National
Digital Heritage Archive）プログラムの開発を発表

した。このプログラムの開発のため，NLNZ は 2006
年 5 月 13 日に Sun Microsystems，2006 年 8 月 11
日に Endeavor Information Systems と協力関係を

結んでいる。 
 インターネット・ドキュメントの収集はウェブ・ハ

ーベスタによる機械的収集が中心となる。しかし，年

報および調査ドキュメント（consultation documents）
等の情報価値の高い資料については自発的納本を呼び

かけている。 
 また NLNZ は，Web ブラウザーを利用して，オン

ラインでインターネット・ドキュメントを納本できる

ようにしている。出版者はユーザー登録を行い，イン

ターネット・ドキュメントのアップロードを行う。続

いてアップロードしたインターネット・ドキュメント

に対して，著者名，タイトル，ISBN，ISSN 等のメタ

データを，出版者が付与して登録が完了する。このイ

ンターネット・ドキュメントのオンライン納本システ

ムは 2005 年 9 月より試験的に稼働している。 
 このほかメールで納本することも可能である。また，

情報収集のために自動的に配信されるメールマガジン

やメーリングリストに NLNZ のメールアドレスを追

加するよう呼びかけている。 
 収集されたインターネット・ドキュメントは，基本

的にインターネットを通じて利用に供される。ただし，

利用者は所定の画面にユーザー名とパスワードを入力

する必要がある。有料サイトや会員向けサイトといっ

たアクセスに制限のあるインターネット・ドキュメン
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トの場合は，同時に 3 人までしか閲覧できない。 
 NLNZ の新たな納本制度はまだ始まったばかりで

ある。今後の展開に注目したい。 

（収集部国内資料課：熊
く ま

倉
く ら
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子
こ
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ドイツにおけるオンライン出版物の法定納本制度 
 

ドイツでは，2006 年 6 月 28 日にドイツ国立図書館

法が公布され，翌 29 日から施行された(1)。この法律は，

連邦レベルの納本図書館であるドイツ図書館（Die
Deutsche Bibliothek）の名称をドイツ国立図書館

（Die Deutsche Nationalbibliothek）に改めるとともに，

パッケージ系の出版物に加えオンライン出版物につい

ても同館への納入を発行者に義務付けることを主な内

容としたものである(2)。 
 法律の制定から間もないこともあり，依然，不確定

な部分もあるが，以下，これまでに明らかにされた情

報を基に，新たに創設されたオンライン出版物の納本

制度の概要を紹介する(3)。 
収集範囲 

オンライン出版物は，活字，図画，音声のいずれの

形態であれ納入義務の対象である。紙媒体での出版物

と同じ内容で発行されたものも，また，データベース

のようにオンライン出版物に特有のものも，納入義務

の対象である(4)。内容的には，逐次刊行物，モノグラ

フ，辞典などは義務的納入の対象だが，単なる告知情

報や商品カタログなどは対象外である(5)。 
なお，収集範囲は，近々行われる納本令や収集方針

の改訂により，明文化される予定である(6)。 
収集方法 

 収集方法は，1) 地域の納本図書館の協力の下での納

入，2) ドイツ国立図書館のサイトを通じた納入，3)
ハーベスティング（ロボットによる収集），の 3 とお

りに大別される(7)。ただし，学位論文については，そ

れ以外の方法として，大学図書館を通じたオンライン

での収集が既に 1998 年から行われている(8)。 
 2)の方法により収集する場合には，次のような手順

を踏むことで，納入者・納入出版物の真正性の確保が

図られている(9)。 
・オンライン出版物を納入しようとする者は，まず，

ドイツ国立図書館（以下「図書館」という。）にメ

ール，FAX，郵便等の手段で通知を行う。通知を受

けた図書館は，納入用の ID とパスワードをメール

で通知者に送付する。 
・納入者は，送付が確実になされることを確認するた

めに，所定のフォームに記入した「通知様式」をオ

ンラインで図書館に送付する（配付された ID，パス

ワードはこのとき使用する）。「通知様式」が問題な

く送付された場合には，図書館から送付用の ID がメ

ールで送付される。 
・納入者は，送付用 ID を用いてオンライン出版物を

図書館に送付する。 
 なお，納入先は，フランクフルト市にあるドイチェ・

ビブリオテーク（Die Deutsche Bibliothek）か，

ライプツィヒ市にあるドイチェ･ビューヒェライ

（Deutsche Bücherei）のいずれか一方であるが（両者

はいずれも図書館を構成する一部門である），納入者

の居住地によって一義的に決定されることになる。 
書誌の作成 

 納入者は，納入するオンライン出版物のメタデータ

を図書館に送付する(10)。これにより，図書館の整理作

業の合理化が図られる。整理されたオンライン出版物

の書誌は，全国書誌に掲載される(11)。 
利用提供 

 図書館は，ゲッティンゲン州立・大学図書館，ゲッ

ティンゲン学術データ処理協会，IBM 社との共同プロ

ジェクトにより，技術革新によってソフトウェアが変
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