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およびオリンピックや中国学を含む 7 つの主題に関
する資源を保存している。その中で、著作権保護の問
題がないものや既に許諾が得られているものについて
は、国家図書館インターネット資源サービスプラット
フォームを通じて利用に供している。
　利用者の電子資料利用への要望に応えるため、NLC
はさらに大量の電子資料データベースを購入してい
る。その内訳は、中国語・外国語データベース 101 点、
西洋古典籍 8,000 点、中国語電子図書 15 万点、中国語・
欧文全文電子ジャーナル 1,900 余誌、中国語・欧文
全文電子新聞 1,100 余紙、AV 資料 11 万余点、電子
出版物 2 万点である。これまでは、データベースの数
が多いことから、ユーザーはデータベースごとに何度
も検索しなおさねばならず、非常に不便であった。そ
こで、2006 年 5 月、NLC は国家デジタル図書館サー
ビスポータルを開始した。これにより、ユーザーは利
用者カードによってシステムにログインすれば、複数
のデータベースを横断検索でき、検索結果も一覧可能
となり、NLC の膨大な情報資源を効率的に利用でき
るようになった。
　NLC は、図書館界へのサービスにも重点をおいて
おり、全国総合目録センターを設立することで、国内
の他の図書館が書誌データおよび所蔵データを共有で
きるようにした。現在、総合目録データは 190 余万件、
ユーザーは 600 余館に達している。また、総合目録
システムを基盤とした図書館資料相互利用システムの
構築を計画しており、このシステムを利用することで、
全国の図書館が他のどの図書館からでも図書館間貸出
や文献提供サービスが受けられるようにする。
　さらに、現在バーチャルレファレンスサービス
プラットフォーム（「ウェブレファレンスデスク」

（CA1636 参照）の発展形）構築の準備作業を進めて
おり、国内の各図書館と連携して、総合バーチャルレ
ファレンスサービスを提供する計画である。と共に、
他の図書館へのレファレンスサービス支援や、レファ
レンス担当者の研修プラットフォームも提供する予定
である。
　中国の大都市の家庭ではすでに、デジタルテレビが
広まりつつある。NLC はデジタルテレビの運営機関
との間で協議を始めており、デジタルテレビシステム
内に専門チャンネルを開通し、多くの利用者にデジタ
ル資源サービスを提供する計画である。
　自国の文化遺産の長期保存は、一貫して各国の国立
図書館の重要な任務の一つである。NLC は、伝統的
な紙媒体資料の保存・保護においては多くの実績があ

るが、デジタル資源の絶え間ない増加に伴い、この種
の資源の長期保存の問題についても検討しており、こ
の問題への対処として、国家デジタル図書館システ
ム内に長期保存システムを設計した。このシステムは
OAIS 参照モデルに準拠して構築され、重要なデジタ
ル資源やインターネット資源の長期保存を実現する。
　目下、中国国家デジタル図書館プロジェクトは重要
な時期にさしかかっている。NLC は、デジタル資源
の統合を進めることで、有用な資源を使いやすい形で
利用者に提供し、その科学研究、教育、生活や仕事に
おける情報や知識への需要を満たすことを目標として
いる。
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CA1641

全世界のデジタル図書館の統合ポータルを目指して
 ～韓国国立デジタル図書館の概要～

知力強国のデジタル的基盤の建設
　2005 年に政策ビジョン「国立中央図書館 2010」(1)

を策定した韓国国立中央図書館（NLK）（CA1578 参
照）。そのスローガンである、「知力強国」実現のため
のデジタル的基盤として、現在、NLK 本館に隣接し
て国立デジタル図書館（NDL）を建設中である（E457
参照）。
　韓国には、既に、国内 8 機関が構築した電子化資
料を閲覧できるポータルサイト、国家電子図書館 (2)

が存在しているが、NDL は、そのようなインターネッ
ト上のサービスだけではなく、多用なデジタル資料を
収集・整理・保存し、かつ、その情報を用いたサービ
スを研究・開発・提供するための拠点として計画され
たものである (3)。
　2006 年度、この NDL で行われる事業の運営戦略
基本計画が策定され (4)(5)、国民向けのセミナーも催さ
れるなど (6)、NDL が目指しているサービス内容が明
らかになってきた。そこで、本稿では、これらの計画
やセミナーでの報告資料、NDL のウェブサイトなど
から、予定されているいくつかのサービスについて概
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観していくことにしたい (7)。

自然との調和　～建物の概観～
　まず、建設中の建物について見ておくことにしよう。
近隣の公園にある自然との調和がコンセプトとなって
いるこの建物の総事業費は 1,208 億ウォン（約 140
億円）で、2008 年 12 月には、地上 3 階、地下 5 階、
総面積約 38,000㎡からなる建物が完成する予定だ。
　建物は、既存の NLK 本館からの視界を遮らないよ
うに計画されており、利用者用スペースは NLK 本館
前の広場の真下、地下 1 階から 3 階にかけて設けら
れる。専用通路を通って、NLK 本館へと向かうこと
も可能だ。このほか、地下には施設管理設備、駐車場
に加え、1,200 万冊収蔵可能な自動集密書庫が設置さ
れる。2008 年には満架が予想される NLK 本館の書
庫不足問題解消のため、非図書資料、パッケージ系電
子出版物のほか、電子化済の紙媒体資料が収納される
ことになるという。

他機関との連携と納本　～価値ある蔵書の構築～ 
　さて、NDL では蔵書の構築をサービスの根幹とし
て重視しているという。運営戦略基本計画によると、
蔵書は保存の観点からレベル分けされており、後述す
る NDL ポータルで提供される電子情報を「奉仕水準
の蔵書」と呼び、活用される可能性や、利用者の要求
を鑑みて構築していく方針である。構築の手段として
は、資料の製作・収集・納本の 3 つの方法が考えら
れている。
　資料の製作とは、NLK が所蔵するアナログ資料を
デジタル化すること、収集とは電子ジャーナルなど
の NLK 以外で作成された資料を入手すること、納本
はオンラインデジタル資料を NLK に納本させること
を意味する。蔵書構築に当たっては、図書館、文書館、
研究機関、出版社など、国内のデジタルアーカイブ運
営機関との利害関係を調整し、NLK 主導のもと国内
におけるデジタル蔵書構築における役割分担を明確に
していく予定だという。
　このほか、厖大に生み出される地域資料の効率的な
アーカイブ実現のため、公共図書館との協力ネット
ワーク網の構築も目指されており、注目に値する。
　デジタル資源構築の役割分担のなかで、NLK 自身
は、特に、オンライン出版されたデジタル資料収集に
ついて国家的役割を果たすことを目指しているようで、
既存の紙資料の納本義務を規定した「図書館法」（第
20 条及び同施行令第 13 条）とは別に、オンライン

デジタル資料の納本を義務化させる「デジタル資料納
本及び利用に関する法律」の制定を目指すなど、その
役割を果たすための準備を進めていることがうかがえ
る (8)。
　このように構築された蔵書（「奉仕水準の蔵書」）は、
利用者に提供された後、利用統計を中心に価値評価が
なされ、この中から「保管水準の蔵書」と呼ぶ長期保
存される蔵書が選択されることになる。

未来接続可能性の保障　 ～蔵書の長期的保存～
　「保管水準の蔵書」とされた蔵書は、2005 年 6 月
から運用が開始され、既にウェブサイトやウェブ文書
が保存、公開されている、OASIS（E457 参照）のシ
ステム内に保存される計画となっている。
　ただ、現在のシステムは、収集した電子情報を CD-
ROM に保存しているため、長期保存には向いておら
ず（E555 参照）、マイグレーションやエミュレーショ
ンの運営戦略と保存のための標準フォーマットについ
て検討することになっているという。
　また、デジタル情報の長期保存に必須のメタデータ
および情報流通のためのパッケージについても検討が
加えられており、開館後には、NDL 内に国立メタデー
タセンターを設置、メタデータ開発や標準化の、また、
普及活動の拠点としての役割を果たしていくという。

統合と開放　～ポータルサイトの構築～
　構築された NDL の蔵書は、全世界のデジタル図書
館の統合ポータルを謳う NDL ポータルを通じて提供
される予定となっている。
　ポータルのテーマである統合と開放を実現するため、
検索方式としては、メタデータ統合検索、標準 API
基盤の分散検索、OpenURL 基盤の連携検索などの導
入が予定されており、また、各種機関や民間の検索ポー
タルからの検索や携帯電話など各種デジタル機器から
の検索を可能とするための標準化要件についても検討
することになっている。また、Library 2.0（CA1624 
参照）と呼ばれている機能なども取り込むという。
　この他、NDL ポータルからは、SDI サービス（E368
参照）、複写依頼、レファレンス依頼などが可能なほか、
登録利用者になると、情報教育サービスを享受し、個
人用リポジトリが利用できる計画となっている。
　画面のカスタマイズも可能で、主題別、資料別、子
ども青少年図書館（E506 参照）などの分館別のポー
タルが予定されているほか、注目されるものとして、
地域別公共図書館向けポータルと、障害者、外国人、
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高齢者などの情報弱者向けポータルが計画されている。
前者は、上述した蔵書構築時における公共図書館との
協力とともに、地域資料アーカイブ構築の手助けとな
ることが予想され、後者は、あわせて計画されている
アウトリーチサービスとあいまって、既存の視覚障害
者用国家電子図書館以上のサービスが提供されること
が予想される。

館内サービス　～インフォメーションコモンズ～
　一方、館内でもインフォメーションコモンズと呼ば
れるサービスが提供される（CA1603 参照）。そこで
は、ポータルを基盤としたサービスに加え、デジタル
クラスター空間、デジタルラーニング空間を実現する
ため、デジタル映像館、メディアスタジオ、ブックカ
フェ、グループ学習室などが設けられるとされている。
各種デジタル機器も設置され、ネットワークへの接続
環境が提供されるほか、ユビキタス社会を体験できる
u- ラウンジなどが計画されている。
　このほか、NDL では次の 3 つの国家的なセンター
機能を果たすことも考えられている。
　一つ目は、国家情報リテラシーセンターとしての機
能である。知力強国実現のための教育プログラムを策
定し、国民の情報資源、情報機器活用能力を強化する
役割を果たすという。二つ目は、国家情報レファレン
スセンター機能である。レファレンス専門司書を配置
し、NDL ポータルを基盤としたレファレンスサービ
スを行うことになる。そして最後は、国家情報政策サー
ビスセンターとしての役割である。政府が発表した多
用な情報に対する統合検索を可能にし、国民は政府情
報に迅速にアクセスできるようになる。
　また、NDL ポータルと同様、情報弱者へのサービ
スも考えられており、デジタル機器の貸与や、外国語
支援用、高齢者用インタフェースなどが用意される。
教育プログラムとしても、情報教育プログラム、韓国
の文化を知るための韓国文化教室、生活支援プログラ
ムなどが計画され、ユビキタス社会における情報弱者
への情報福祉を実現するための準備を進めている。

おわりに
　以上、NDL の運営計画を紹介してきた。計画からは、

「図書館法」第 18 条で国家を代表する図書館として
位置付けられている NLK の、国民の情報活用能力を
高める強い意志が感じられる。一方、NLK は、国際
インターネット保存コンソーシアム（IIPC）への参加
を検討するなどウェブアーカイブにおいて世界的な役

割を果たすことも考えているようである。
　建物完成後は、2 部 1 センター 9 チーム 218 名か
らなる組織として始動することになるという。NDL
および NLK の動向については今後も引き続き注目し
ていく必要があるだろう (9)。
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국립중앙도서관. “9.2 국립디지털도서관운영전략수립”. 2006년
도국립중앙도서관연보. 서울, 국립중앙도서관, 2007, p151-152. 
http://www.nl.go.kr/pds/research_data/year_2006/seji_
report.html, （参照 2007-10-18）.
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・류희경. 국립디지털도서관	포털서비스	구축방안
・박현주. 새로운	디지털	열람황경, 인포메이션코먼스
の 3 報告が行われた。報告時の資料は以下の URL から閲覧する
ことができる。
2007년 1회열린정책세미나. 2007-03-29. 서울, 국립중앙도서
관. 2007.  http://www.ndl.go.kr/board/doc/content.asp?colu
mn=RNAME&searchString=&IDX=25&GotoPage=1&num=, 

（参照 2007-10-18）.
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と国立国会図書館の業務交流時の記録も参考にしている。報告
および質疑応答の要旨については、下記参照。
第 11 回韓国国立中央図書館との業務交流：電子情報の収集・
提供・保存. 国立国会図書館月報. 2007, (559), 1-5p. http://
www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/pdf/geppo0710.pdf,（参
照 2007-10-26）.
また報告の全文については、下記ウェブサイトで閲覧できる。
国立国会図書館. “国立国会図書館と韓国国立中央図書館と
の 業 務 交 流 概 要 一 覧”. http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/
cooperation_chronological_korea.html, （参照 2007-10-18）.

(8) パク・ソンチョル. ” 国立中央図書館の電子情報サービス及び
保存 ”. 第 11 回日韓業務交流. 東京. 京都, 2007-06-13/20, 国
立国会図書館, http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/pdf/
nlk11_4_park.pdf, （参照 2007-10-18）. も参照のこと。

(9) 近年の NLK の動向については、前掲注 (2) 曺論文、および、ヨ・
ウィスク. “新しく変化する国立中央図書館”. 第 11 回日韓業
務交流. 東京. 京都, 2007-06-13/20, 国立国会図書館, http://
www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/pdf/nlk11_1_yeo.pdf, （参照 
2007-10-18）. に詳しい。
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CA1642
図書館と書店のコラボレーション
～淘汰と対立を越えて～

1. 大型書店は図書館を淘汰するか？
　「経済学の法則によれば、公共サービスは、市
場が社会が要求するサービスを手頃な価格で提供
することに失敗したがゆえに、提供されるもので
ある」。“Household use of public libraries and 
large bookstore” を、ヘムメーター（Jeffrey A. 
Hemmeter）はこう語り起こす。
　大型書店の伸長が、米国の公共図書館の存続を脅か
しているといわれている現状は、まさにその命題の

「裏」である。果たして、それは本当にそうなのか？
　ヘムメーターは、55,000 件以上の家庭への電話取
材の結果、得たデータを集計し、丁寧に検証していく。

「大型書店の出現は、実際に近隣の人々の図書館利用
を減少せしめているのか？」。
　結論をいえば、—それぞれの理由はまったく別であ
るのだが—、上流階級と下流階級においては図書館利
用に対する大型書店の影響は比較的小さかったものの、
中流階級においては大きかった。米国の公共図書館に
とって、このことは我々が想像する以上に忌々しき問
題だという。何故ならば中流階級こそが、公共図書館
の存続や予算、基金について、賛否を問う投票の主要
な票田だからである。
　この結論には、米国と日本のバックグラウンドの違
いが表れていると思う。そもそも集計段階で標本を収
入や居住地域などではっきりと分類するところは、ア
メリカが階級社会であることを明確に示している。ま
た是非はともかく、日本で図書館の存否を決定する住
民投票が行われる可能性は、今のところ低く、図書館
の新設・存続・予算の決定に対して、住民は首長や議
会を通じて、間接的に関与するに過ぎない。また書籍
の再販制度がなく、値引き販売が可能である米国にお
いて、大型書店チェーンは商品のディスカウントを期
待され、現にその期待に応えており、図書館利用に及
ぼす影響も、決して小さなものではないだろう。書籍
の再販制度を採用する日本とは、ずいぶん様子が異な

るだろう。とはいえ、日本においても格差社会が具体
的でかつ切迫した問題として議論され始め、政府・地
方公共団体を問わず財政の逼迫が喫緊の課題となって
いる昨今、米国の状況は、決して対岸の火事ではない。
　もとより、ヘムメーターの分析結果においても、収
入や階級のみが図書館利用状況に直結する要因ではな
い。だが仕事がらみの利用、求職のための利用は図書
館から大型書店に流れているという。それは何よりも、
図書館の持つ「資料」と書店の持つ「商品」の間に存
在する情報の鮮度の違いに起因する、ある程度不可避
なものと考えられる。一方、子供のいる家庭、とりわ
け子供の多い家庭にとっては、大型書店が存在しても
図書館利用は影響をさほど受けない。いかにコスト負
担を背負いきれない収入状況であっても子供への教育
投資は最重要課題であり、そこに「（階級間の）情報
分断状況に架かる橋」としての図書館の存在意義があ
ることを、ヘムメーターも述べている。

2. 淘汰から協働へ
　そもそも「裏」命題は、もとの命題と同値ではない。
もとの命題が真であっても真であるとは限らない（「対
偶」命題は同値である）。ヘムメーター自身、「図書館
と書店はまた相補的でもあり得る」と述べる。
　Public Libraries の コ ラ ム “Professional Views” で、
執筆者のサガー（Donald J. Sager）がその具体例を
いくつか紹介している。
　イリノイ州エバンストン公共図書館で館長を務める
ナイ（Neal J. Ney）は「書店の目的は本を売って利
益を得ることにあり、図書館のそれは我々が奉仕する
コミュニティの情報ニーズに応えることにある」、「多
くの人々にとって本の世界は二つに分けられる。図書
館から借りられれば嬉しい本と、どうしても所有して
いなければいけない本と」と述べ、図書館と書店の役
割の違いを明確にする。一方、書店チェーンのバーン
ズアンドノーブルと提携し、同館が若い詩人たちによ
る朗読会の開催した例を紹介し、「私は、私たちが今後、
広く、多くの新しい隣人たちと協力し合う方法を見い
だしていくであろうことを、確信している」と結んで
いる。
　イリノイ州ライル図書館のエモンス＝クローガー

（Suzan Emmons-Kroeger） と シ ョ ー（Jane Balon 
Shaw）は、「有能で、頼りがいがあり、知識も豊富な」
書店チェーンのボーダーズのスタッフたちと連携した

「図書館における作家ライブ」が、図書館の存在をコ
ミュニティにアピールする効果的な方法であったとし
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