
 

資料２．海外の国立図書館等における蔵書評価事例 
アンケート調査の結果について 

 

 

１．調査概要 

（１）目 的 

海外の国立図書館等における蔵書構築および蔵書評価の実施状況等について把握することを目的

とする。 
 

（２）実施期間 

2005年12月20日（火）～2006年１月20日（金） 
※一部の図書館に対しては、追加調査を実施（2006年３月７日（火）～2006年３月17日（金）） 

 

（３）配布・回収方法 

国立国会図書館から、調査対象図書館宛てに、調査協力依頼を文書で送付した。 
質問紙・回答用紙は、協力依頼文書に同封した上、国立国会図書館からダウンロード可能とした。 
回答方法は、電子メール、ファックス、郵送のいずれも可とした。 

 

（４）回収結果 

配布件数：27件 
回収件数：18件（実施期間後に到着した回答も含む） 
回 収 率：66.7％ 

 
 回収館は、次ページの一覧表に示す。 
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表 回答館一覧 

 図書館名 回収状況 備 考 

１ 米国議会図書館（LC） ○  

２ 

英国図書館（BL） ○ 質問紙に対しては「蔵書評価実施中のため回

答不能」と回答があったが、追加調査におい

て、質問紙の各項目に即した十分な回答があ

ったため、回答ありとして扱った。 

３ ドイツ国立図書館（DDB） ○ ライプチヒ（Leipzig）にある Deutsche 
Büchereiを対象とした。 

４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） ○  
５ オーストラリア国立図書館（NLA） ○  
６ 中国国家図書館（NLC） ○  
７ シンガポール国立図書館 ○  
８ フィンランド国立図書館 ○  
９ ノルウェー国立図書館 ○  
10 デンマーク王立図書館 ○  
11 チェコ国立図書館 ○  
12 スコットランド国立図書館 ○  
13 クイーンズランド州立図書館 ○  
14 メルボルン大学図書館 ○ 本部（中央）図書館を対象とした 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 ○ 本部（中央）図書館を対象とした 
16 オックスフォード大学図書館 ○ 本部（中央）図書館を対象とした 
17 ケンブリッジ大学図書館 ○ 本部（中央）図書館を対象とした 

18 ロンドン大学図書館 ○ 東洋アフリカ研究所（School of Oriental and 
African Studies: SOAS）図書館を対象とした

 エジンバラ大学図書館  一部の項目に対する回答のみであったため、

分析の対象とはしなかった。 
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２．集計結果 
 

Ⅰ.外国図書のコレクションに関する構築方針について 

１－１．外国図書の蔵書構築方針を明示したドキュメントはありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢１． 選択肢２． 選択肢３． 
１ 米国議会図書館（LC）   ● 

２ 英国図書館（BL） ●   

３ ドイツ国立図書館（DDB） ●   

４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） ●   

５ オーストラリア国立図書館（NLA） ●   

６ 中国国家図書館（NLC）  ●  

７ シンガポール国立図書館  ●  

８ フィンランド国立図書館  ●  

９ ノルウェー国立図書館   ● 

10 デンマーク王立図書館  ●  

11 チェコ国立図書館 ●   

12 スコットランド国立図書館 ●   

13 クイーンズランド州立図書館 ●   

14 メルボルン大学図書館   ● 

15 ブリガム・ヤング大学図書館  ●  

16 オックスフォード大学図書館   ● 

17 ケンブリッジ大学図書館 ●   

18 ロンドン大学図書館   ● 

 

注：カナダ国立図書館・文書館は、「２つの国立施設（カナダ国立文書館とカナダ国立図書館）を１つに（カナダ国立

図書館・文書館）に統合することを受け、カナダ国立図書館・文書館の蔵書構築方針は、現在開発中であること

に留意。」と付記。 
注：シンガポール国立図書館は、「国立／納本図書館として、シンガポール国立図書館は世界中の国立図書館／機関か

らの寄贈や交換で、外国図書を収集している。収集する資料は、シンガポールの4つの公用語である英語、中国

語、マレー語、タミル語である。以後の当館の回答は、この方法で取得した資料と考えていただきたい。」と付記。 
注：ノルウェー国立図書館は、「当館は、全国書誌の中に含まれている「ノルウェーに関する外国資料（Norvegica 

Extranea）」の蔵書構築方針についてのウェブサイトを設けている。」と付記。URL も付記されていたが、誤記

Ⅰ 1-1　外国図書の蔵書構築方針を明示したドキュメントはありますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1.公開可能なドキュメントがある 8  44.4

 2.ドキュメントはあるが、非公開で
ある

5  27.8

 3.特にドキュメントはない 5  27.8

不明・無回答 0   0.0

合  計 18 100.0
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があるため、回答分析者が調べた URL を示す。http://nabo.nb.no/trip?_b=BASER&navn=Norex （ノルウェ

ー語のみ） 
注：デンマーク王立図書館は、「当館は、デンマークの国立図書館としての機能と、コペンハーゲン大学の大学図書館

としての機能を有する。したがって、質問への回答は、国立図書館の視点からのもの（NLと表記）、大学図書館

の視点からのもの（ULと表記）のいずれかを明記する。そのほか、両者の機能をともに含む回答もある。」と付

記。 
なお、本調査は主として国立図書館を対象としたものであるため、原則として、国立図書館の視点からの回答の

みを集計対象とした。この１－１．についても、国立図書館としては選択肢２、大学図書館としては選択肢１を

選択しているが、前者のみを集計している。ただし、各質問項目の自由記述欄については、それぞれ【国立】【大

学】と付記した上ですべての回答を記しているほか、必要な場合には注として、それぞれの回答がわかるように

している。 
注：クイーンズランド州立図書館は、「ウェブサイトにて間もなく刊行される。現在印刷中であり、2006年２月に利

用可能となる。」と付記。 
 
選択肢１「公開可能なドキュメントがある」の、ドキュメントを公開している URL に対する質問

への回答内容は以下のとおり。 
 図書館名 回答内容 

２ 

英国図書館（BL） 図書に限定したものはないが、蔵書全体及び個別の言語・地域の蔵書構

築方針は存在しており、以下のURLで公開している。 
全体方針  
http://www.bl.uk/about/policies/collections.html 
（注：このほかにも特定地域の蔵書構築方針の URL が列挙されていた

が、上記のURLからリンクが張られているため省略する。） 
３ ドイツ国立図書館（DDB） http://www.ddb.de/eng/wir/ueber_ddb/sammelauftr.htm 

４ カナダ国立図書館・文書館

（LAC） 
蔵書構築フレームワーク 
http://www.collectionscanada.ca/collection/024/index-e.html 

５ オーストラリア国立図書

館（NLA） 
http://www.nla.gov.au/policy/cdp 

10 デンマーク王立図書館 大学図書館のみ。 
http://www.html.dnlb.dk/dnlb/accessionspolitik.html 

11 チェコ国立図書館 http://conspectus.nkp.cz/ 

12 スコットランド国立図書

館 
http://www.nls.uk/professional/policy/index.html 

13 
クイーンズランド州立図

書館 
当館のウェブサイトで公開される予定である。 
http://www.slq.qld.gov.au/ 
現在、印刷中であり、2006年2月には刊行できる予定である。 

17 ケンブリッジ大学図書館 http://www.lib.cam.ac.uk/collectiondevelopmentpolicy.htm 
 

注：米国議会図書館は、質問Ｉ．１－３．の回答において、「蔵書構築方針に関する声明」の URL
（http://www.loc.gov/acq/devpol/）を示している。 

注：回答分析者の調べでは、クイーンズランド州立図書館の蔵書構築方針は、以下の URL で公開されている。ただ

し、外国図書に特化したものは見当たらない。http://www.slq.qld.gov.au/about/coll 
注：オックスフォード大学図書館は、公開可能なドキュメントはないとしながらも、「当館のものは以下のサイトに

ある。http://www.ouls.ox.ac.uk/」と記載している。 
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１－２．（１－１で「公開可能なドキュメントがある」「ドキュメントがあるが、非公開である」と

回答された方に伺います。） 

ドキュメントを 初に作成されたのはいつですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 作成年等回答内容 
２ 英国図書館（BL） 2000年～2001年 
３ ドイツ国立図書館（DDB） 1912年 

４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） 前身の２施設の長年にわたる蔵書構築方針に由来する「蔵

書構築フレームワーク」が、2005年春に承認された。 

５ 
オーストラリア国立図書館（NLA） 1961年が発見できた も古いものであるが、当館は1901

年に設立されており、1961 年以前のものも存在すると思

われる。 
６ 中国国家図書館（NLC） 1984年 
７ シンガポール国立図書館 1980年代初頭 
８ フィンランド国立図書館 1977年 
10 デンマーク王立図書館 30年以上前。第２版。1974年。【大学】 
11 チェコ国立図書館 2002年 
12 スコットランド国立図書館 1980年 
13 クイーンズランド州立図書館 1999年 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 不明。必要に応じて改訂される。 
17 ケンブリッジ大学図書館 1999年 

注：デンマーク王立図書館は、大学図書館としての回答を記入している。 
 

Ⅰ 1-2①　１－１で「公開可能なドキュメントがある」「ドキュメントがあるが、非公開である」と回答され
た方に伺います。ドキュメントを 初に作成されたのはいつですか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. 記入あり 13 100.0

 2. 記入なし 0   0.0

不明・無回答 0   0.0

合  計 13 100.0
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１－２－①ドキュメントは定期的に改訂されていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢１． 選択肢２． 選択肢３． 
２ 英国図書館（BL）  ●  
３ ドイツ国立図書館（DDB） ●   
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） ●   
５ オーストラリア国立図書館（NLA） ●   
６ 中国国家図書館（NLC）  ●  
７ シンガポール国立図書館  ●  
８ フィンランド国立図書館  ●  
10 デンマーク王立図書館  ●  
11 チェコ国立図書館 ●   
12 スコットランド国立図書館  ●  
13 クイーンズランド州立図書館 ●   
17 ケンブリッジ大学図書館 ●   

 
選択肢１「（    ）年ごとに定期的に回答している」の回答内容は以下のとおり。 
 図書館名 回答内容 
３ ドイツ国立図書館（DDB） 定期的に。必要な場合には、少なくとも年１回。 

４ 

カナダ国立図書館・文書館

（LAC） 
LACの蔵書構築方針は、５年単位（例えば2005年から2010年まで）

の蔵書構築フレームワークに基づき、現在開発中である。各方針は、策

定後、１年程度で見直される予定であり、承認され次第、LAC のウェ

ブサイト上で公開される予定である。 

５ 
オーストラリア国立図書

館（NLA） 
これまでは、方針は必要に応じて改訂された。過去３回は、1990 年、

1999 年、2005 年に改訂された。2006 年から、方針は毎年更新される

予定である。 

13 クイーンズランド州立図

書館 
今後は、３年ごとに改訂する。 

17 ケンブリッジ大学図書館 2005年から、毎年。 
 

Ⅰ 1-2②　１－１で「公開可能なドキュメントがある」「ドキュメントがあるが、非公開である」と回答さ
れた方に伺います。ドキュメントは定期的に改訂されていますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1.（　　）年ごとに定期的に改訂し
ている。

6  46.2

 2.必要に応じて随時改訂している。 6  46.2

 3.改訂は行っていない。 0   0.0

不明・無回答 1   7.7

合  計 13 100.0
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１－３．（１－１で「ドキュメントはない」と回答された方に伺います。） 

ドキュメントを作成されていない理由は何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 理  由 

１ 

米国議会図書館（LC） 米国議会図書館は、出版地別ではなく主題別の、約 80 の

蔵書構築方針に関する声明を採択している。 
声明書は下記URLで閲覧可能である。 
http://www.loc.gov/acq/devpol/  

９ ノルウェー国立図書館 当館は現在、蔵書構築方針を策定中であり、本年末までに

完成させる予定である。 

14 

メルボルン大学図書館 当館には、フランス語、ドイツ語、日本語など、特定の言

語に関する蔵書収集方針がある。外国図書全体に関する蔵

書収集方針はない。当館は、本学で教えている特定の分野

に関する外国語の図書だけを収集している。 
16 オックスフォード大学図書館 当館は新しい収集方針を策定中である。 

18 ロンドン大学図書館 当館では、旧版の改訂を行っているが、非常に手のかかる

作業となってしまっている。 
 

Ⅰ 1-3　１－１で「ドキュメントはない」と回答された方に伺います。作成されていない理由は何ですか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. 記入あり 5 100.0

 2. 記入なし 0   0.0

不明・無回答 0   0.0

合  計 5 100.0
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２－１．収集の際に特に重点を置いている分野や言語、資料群などはありますか？（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢１． 選択肢２． 
１ 米国議会図書館（LC） ●  

２ 英国図書館（BL）  ● 

３ ドイツ国立図書館（DDB） ●  

４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） ●  

５ オーストラリア国立図書館（NLA） ●  

６ 中国国家図書館（NLC） ●  

７ シンガポール国立図書館 ●  

８ フィンランド国立図書館 ●  

９ ノルウェー国立図書館 ●  

10 デンマーク王立図書館 ● ● 

11 チェコ国立図書館 ●  

12 スコットランド国立図書館 ●  

13 クイーンズランド州立図書館 ●  

14 メルボルン大学図書館  ● 

15 ブリガム・ヤング大学図書館 ●  

16 オックスフォード大学図書館 ●  

17 ケンブリッジ大学図書館  ● 

18 ロンドン大学図書館 ●  

 

注：英国図書館は、「全体の蔵書構築方針と同様、コレクション分野ごとに独立した方針がある。これらはすべてウ

ェブで公開している。」と付記。 
注：デンマーク王立図書館は、選択肢1. 2.の両方を選択（【大学】【国立】別の記載はなされていない） 
注：ケンブリッジ大学図書館は、「ただし、蔵書構築方針で優先度が示されている。」と付記。 
 

Ⅰ 2-1　収集の際に特に重点を置いている分野や言語、資料群などはありますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. あ　る 15  83.3

 2. な　い 4  22.2

不明・無回答 0   0.0

合  計 18 100.0
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２－２．（２－１で「ある」と回答された方に伺います。） 

どのような分野、言語、資料群などに重点を置いていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 回答内容 

１ 

米国議会図書館（LC） 米国史と合衆国市民が残した功績に関する資料の収集を 優先してい

るが、世界中からのあらゆる分野に関する資料収集についても重点的に

取り組んでいる。 
我々の一般対象領域に対して例外となる２つの主要分野がある。臨床医

学と農業技術分野の資料収集については、重きを置いていない。これら

の分野は、米国医学図書館と米国農学図書館が担当している。 

３ 

ドイツ国立図書館（DDB） ・ドイツ語の文学。 
・ドイツ語の刊行物で外国語に翻訳されたもの。 
・外国語で刊行された、ドイツとドイツ人の性格に関する研究

（Germanica）。 
⇒図書、雑誌類。 

４ カナダ国立図書館・文書館

（LAC） 
当館の新たな展開、カナダ国立図書館・文書館では... 

５ 

オーストラリア国立図書

館（NLA） 
・オーストラリアとオーストラリア人に関する資料－海外で刊行された

オーストラリア人による著作、オーストラリア人の著者による外国語

版の著作を含む。 
・オーストラリア地域に関する世界中の資料。 
・東アジア、東南アジア、ニュージーランド、パプアニューギニア、そ

して太平洋地域に関する資料。 
・政府刊行物と国際ＮＧＯからの資料－当館は多くの組織にとっての納

本図書館である。 
・特に社会科学、人文科学の分野において、世界で起こっている出来事、

問題についての理解の促進に資する資料。 
・図書館学、地図資料、国際法を含む、特定分野に関する資料。 

６ 

中国国家図書館（NLC） ・中国に関する書籍。 
・中国国内で刊行された書籍。 
・マルクス、レーニン、エンゲルス、スターリン、毛沢東に関する書籍、

また彼らの著書。 
・中国に関する書籍。 

Ⅰ 2-2　２－１で「ある」と回答された方に伺います。どのような分野、言語、資料群などに重点を置いてい
ますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. 記入あり 14  93.3

 2. 記入なし 1   6.7

不明・無回答 0   0.0

合  計 15 100.0

－ 103 －



 

 図書館名 回答内容 

７ シンガポール国立図書館 4つの公用語で書かれた、海外で刊行されたシンガポールに関する書籍、

同様に東南アジアに関する書籍。 

８ 
フィンランド国立図書館 人文科学における外国語文献。特にレファレンス用文献、目録、原典。

主要な分野は、歴史、ロシア・東欧研究、古典及び中世研究、美術（音

楽、文学、視覚芸術）、語学、哲学など。 

９ 

ノルウェー国立図書館 ノルウェー人による著作で、海外で刊行されたもの。ノルウェーやノル

ウェー人に関する資料で、海外で刊行されたもの。（すなわち、Norvegica 
Extranea） 
Norvegica Extranea に加え、当館は海外で刊行された重要な刊行物を

購入し、芸術、歴史、地方誌、地理、社会など特定主題のコレクション

を構築している。 

10 デンマーク王立図書館 海外で刊行されたデンマークに関する資料。【国立】 
全ての分野。【大学】 

11 チェコ国立図書館 ・海外で刊行された我が国に関する資料。 
・外国語に翻訳刊行されたチェコ人が著者の資料。 

12 

スコットランド国立図書

館 
・海外で刊行されたスコットランドやスコットランド人に関する資料。

・近年の購入方針に即した、海外で刊行された英語や他の西欧言語の資

料。 
・海外で刊行された、登山や極地探検に関する資料。 

13 

クイーンズランド州立図

書館 
・英語の資料 
・教養ある市民に役立つ、デューイ・コンスペクタスの範囲内のすべて

の主題の資料 
・海外で刊行された我が国に関する資料 
・歴史、文学、視覚芸術、クイーンズランドの歴史、オーストラリアの

法律やビジネスなどの分野における、現在の蔵書強度を上積みする資

料 
・当館の公共図書館サービス（Public Library Services）を通じて貸し

出しされる、国内の公共図書館向けの資料 
・英語以外の言語（Languages other than English: LOTE）を話すク

イーンズランド住民のための、娯楽用・教育用の外国語資料 

15 ブリガム・ヤング大学図書

館 
海外で刊行された、その国に関する英語で記述された人文科学、社会科

学、自然科学分野の資料。 

16 
オックスフォード大学図

書館 
当館は、本学で行われている研究、教育の全分野をカバーしている。 
主要な蔵書は、英語や他の西ヨーロッパ言語のものである。東洋コレク

ションが、非ヨーロッパ言語をカバーしている。 
18 ロンドン大学図書館 アフリカとアジアに関する、人文科学、言語、文化の資料 
 
注：カナダ国立図書館・文書館の回答は、文の途中で終わっている。 
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３－１．外国図書の収集に関して他館との協力関係を持っていますか？ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢１． 選択肢２． 選択肢３． 
１ 米国議会図書館（LC） ● ● ● 
２ 英国図書館（BL）  ●  
３ ドイツ国立図書館（DDB） ●  ● 
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） ●   
５ オーストラリア国立図書館（NLA） ● ●  
６ 中国国家図書館（NLC） ● ●  
７ シンガポール国立図書館 ●   
８ フィンランド国立図書館 ● ●  
９ ノルウェー国立図書館 ●   
10 デンマーク王立図書館 ●  ● 
11 チェコ国立図書館 ●   
12 スコットランド国立図書館   ● 
13 クイーンズランド州立図書館 ●   
14 メルボルン大学図書館   ● 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 ●   
16 オックスフォード大学図書館 ●   
18 ロンドン大学図書館 ● ●  
 
選択肢３「その他」の回答内容は以下のとおり。 
 

 図書館名 選択肢３．「その他」 

１ 

米国議会図書館（LC） 米国議会図書館は、海外に６つの事務所を開設している（ニューデ

リー、カイロ、リオデジャネイロ、ジャカルタ、ナイロビ、イスラ

マバード）。 
米国議会図書館の業務に加え、これらの事務所は、協同収集プログ

ラム（Cooperative Acquisitions Programs）を運用しており、そこ

では105の参加機関、基礎的学術調査図書館により購入される。 
参加している図書館は、資料購入費、梱包、発送、登録に関する費

用を賄うための資金を毎年、米国議会図書館に納めている。 

Ⅰ 3-1　外国図書の収集に関して他館との協力関係を持っていますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1.他国の図書館等と国際交換を行っ
ている。

14  77.8

 2.自国の図書館等と共同あるいは分
担収集を行っている。

6  33.3

 3.その他 5  27.8

不明・無回答 1   5.6

合  計 18 100.0

－ 105 －



 

 図書館名 選択肢３．「その他」 
３ ドイツ国立図書館（DDB） 20世紀以前に関連する文献 
10 デンマーク王立図書館 減少の程度に応じてのみ【大学】 
12 スコットランド国立図書館 スコットランドの他の学術図書館と非公式の協定を結んでいる。 
14 メルボルン大学図書館 （特に協力関係にある図書館等は）なし。 
 

３－２．（３－１で「自国の図書館等と共同あるいは分担収集を行っている。」と回答された方に伺

います。） 

その協力組織数、また代表的な機関の名称は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢１．「記入あり」 

２ 

英国図書館（BL） ・当館は、ロンドン大学の政治経済研究所（London School of 
Economics and Political Science: LSE）、高等法学研究所

（Institute of Advanced Legal Studies: IALS）、東洋アフリカ

研究所（School of Oriental and African Studies: SOAS）と協

同蔵書収集協定を結んでいる。 
・当館はまた、研究図書館コンソーシアム（the Consortium of 

Research Libraries in the British Isles: CURL）の会員であ

り、東ヨーロッパの資料の協同収集・管理のためのパートナー

シップの一員である。 

３ 

ドイツ国立図書館（DDB） 「ドイツ刊行物コレクション」プログラム（Arbeitsgemeinschaft 
Sammlung Deutscher Drucke） 
http://www.ag-sdd.de 
6図書館 

Ⅰ 3-2　３－１で「自国の図書館等と共同あるいは分担収集を行っている。」と回答された方に伺います。そ
の協力組織数、また代表的な機関の名称は？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. 記入あり 5  83.3

 2. 記入なし 1  16.7

不明・無回答 0   0.0

合  計 6 100.0

－ 106 －



 

 図書館名 選択肢１．「記入あり」 

５ 

オーストラリア国立図書館

（NLA） 
・オーストラリア国立図書館は、同じくキャンベラ市内にあるオ

ーストラリア国立大学と、多くの収集協定を結んでいる。 
・当館はまた、どこがどのような分野の収集を責務としているの

かという点から、以下のような文化研究機関について把握して

いる。オーストラリア国立公文書館（National Archives of 
Australia）、 オーストラリア アボリジニ＆トレス海峡諸島

住民研究所（Australian Institute of Aboriginal and Torres 
Strait Islander Studies）、オーストラリア国立美術館

（National Gallery of Australia）、オーストラリア戦争記念館

（Australian War Memorial）、国立映画・音声資料館

（National Film and Sound Archive）、オーストラリア国立博

物館（National Museum of Australia）、国立海洋博物館

（National Maritime Museum）、国立肖像画美術館（National 
Portrait Gallery）、オーストラリア国内の全ての州、準州の図

書館。 
・当館はまた、オーストラリア中の図書館の書誌レコード・所蔵

情報からなるオンライン総合目録「Libraries Autstralia」を提

供している。このサービスにより、収集責任の分担を促進して

いる。 

６ 

中国国家図書館（NLC） 4図書館： 
・中国医学科学院（Chinese Academy of Medical Sciences） 
・中国地質科学院（Chinese Academy of Geological Sciences）
・中国軍事科学院（Chinese Academy of Military Science） 
・中国科学技術情報研究所（Institute of Scientific &  
 Technological Information, China） 

８ 

フィンランド国立図書館 2 専門図書館（議会図書館とフィンランド文芸協会図書館（The 
Library of Finnish Literary Society））及びいくつかの大学図書

館、特に特にヘルシンキ大学のシティキャンパス図書館と協同し

ている。 
10 デンマーク王立図書館 ごくわずかである。 

13 
クイーンズランド州立図書館 オーストラリア国立図書館（NLA）や、オーストラリア州立図

書館協議会（Council of Australian State Libraries: CASL）に

加盟する各州立図書館と協力している。 

18 ロンドン大学図書館 研究図書館コンソーシアム（CURL） 
研究図書館グループ（Research Libraries Group: RLG） 

 
注：ドイツ国立図書館、デンマーク王立図書館、クイーンズランド州立図書館は、３－１で「自国の図書館等と共同

あるいは分担収集を行っている。」と回答していないが、この設問に回答している。 
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Ⅱ.外国図書のコレクションの選書・収集状況について 

  １．どの部門の職員が選書・収集の業務を行っていますか？ （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢

1. 

選択肢

2. 

選択肢

3. 

選択肢

4. 

選択肢

5. 

選択肢

6. 

選択肢

7. 

１ 米国議会図書館（LC） ● ● ● ● ●  ● 
２ 英国図書館（BL） ●   ●    
３ ドイツ国立図書館（DDB） ●       
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） ●   ● ●  ● 
５ オーストラリア国立図書館（NLA） ● ●      
６ 中国国家図書館（NLC） ●       
７ シンガポール国立図書館 ●       
８ フィンランド国立図書館   ●   ● ● 
９ ノルウェー国立図書館 ● ● ● ●    
10 デンマーク王立図書館    ● ● ●  
11 チェコ国立図書館 ●  ●   ●  
12 スコットランド国立図書館    ●   ● 
13 クイーンズランド州立図書館 ●   ● ●  ● 
14 メルボルン大学図書館 ● ●  ● ● ● ● 
15 ブリガム・ヤング大学図書館     ●   
16 オックスフォード大学図書館     ●   
17 ケンブリッジ大学図書館 ● ● ●  ● ●  
18 ロンドン大学図書館 ● ●  ● ● ●  
 
注：クイーンズランド州立図書館は、「当館は出版地よりも主題内容によって図書を選書している。この調査におけ

る外国資料の定義では、当館の蔵書の多くを占める、オーストラリア国外で刊行された英語資料というカテゴリ

ーが該当するだろう。当館が外国資料と見なしているものは、英語以外の言語の資料である。当館は、古典的な

Ⅱ 1　どの部門の職員が選書・収集の業務を行っていますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1.外国図書の収集部門の職員が行っ
ている。

13  72.2

 2.外国図書の整理部門の職員が行っ
ている。

6  33.3

 3.外国図書の利用部門の職員が行っ
ている。

5  27.8

 4.各主題部門の職員が行っている。 9  50.0

 5.特定の部門の職員ではなく、館内
の有識者・専門家が行っている。

9  50.0

 6.館外の有識者・専門家に委託して
いる。

6  33.3

 7.その他 6  33.3

不明・無回答 0   0.0

合  計 18 100.0
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研究領域の資料、例えば仏教、フランス文学、ラテン語の作品などを、外国資料として購入している。また母語

が英語でない住民のための娯楽用の外国語資料も購入している。これらのうち、多いものは中国語、アラビア語、

ドイツ語、フランス語、ギリシャ語、イタリア語である。当館のウェブサイトで、多言語サービスについてもっ

と多くの情報を参照いただきたい。http://www.slq.qld.gov.au/serv/lang」「この質問については、以下に留意い

ただきたい。クイーンズランド州立図書館は、以下の図書館用の資料を収集している：デューイ・コンスペクタ

スに即した25のコンスペクタス主題分野からなる州立参考図書館（State Reference Library）、クイーンズラ

ンドの歴史を扱うJohn Oxley図書館、オーストラリア芸術図書館（Australian Library of Art）、地域の図書館

に貸し出すためのコレクションをそろえた公共図書館サービス（Public Library Services）。」と付記。 
 
 
選択肢７「その他」の回答内容は以下のとおり。 
 

 図書館名 選択肢７.「その他」 

１ 

米 国 議 会 図 書 館

（LC） 
購入プロセスは、収集・書誌アクセス部（ABA）の技術サービススタッフに

より管理されている。 
蔵書構築と評価機能は、ABAのスタッフが250名の推薦官（大半がその分野

の専門家で図書館の公共サービスエリアにいる）とともに担当している。 

４ カナダ国立図書館・

文書館（LAC） 
一般からの助言。 

８ フィンランド 
国立図書館 

利用者（例えば、学生、大学講師、研究者）。 

９ 

ノルウェー 
国立図書館 

各主題を取り扱う部門の職員、すなわち、外国図書を選書する収集部及び文

化・知識課の職員が行っている。選書基準では、芸術、地方誌、地理、社会

といった当館の主題コレクションの範囲に含まれる、海外で刊行された重要

な作品を重視している。英語、フランス語、ドイツ語が優先である。加えて、

Norvegica Extranea（ノルウェー人により書かれ海外で刊行されたもの、海

外で刊行されたノルウェーやノルウェー人について書かれたもの）が購入さ

れている。 
主題部門の職員が当館の目録システムに発注内容を登録し、収集部の職員が

実際の収集作業、すなわち、適切な業者に発注し、資料を受領し登録する作

業を行う。また、収集部は、資料購入費の全体と、インボイスに対する支払

いの責任を負っている。各年度の初めに、収集部は各主題コレクションに予

算を割り当て、予算がオーバーしないように管理する。 
今日現在、当館は、図書の選定を担当する特定のプロジェクトチーム、図書

委員会などは設けていない。 

12 スコットランド 
国立図書館 

特定言語、すなわち海外で刊行されたフランス語、スペイン語・イタリア語、

ドイツ語、ロシア語、英語資料の選書担当職員。 

13 クイーンズランド 
州立図書館 

公共図書館からのリクエスト。 

14 メルボルン大学 
図書館 

図書館外の専門家は、特定分野における教育・研究を行っている本学関係者

である。 
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２．選書のためのツールは何を使用していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択

肢1.

選択

肢2.

選択

肢3.

選択

肢4.

選択

肢5.

選択

肢6.

選択

肢7. 

選択

肢8. 

選択

肢9.

１ 米国議会図書館（LC） ●        ● 
２ 英国図書館（BL）    ● ●   ● ● 
３ ドイツ国立図書館（DDB） ● ● ● ● ●   ●  
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC）  ● ● ● ● ● ● ●  

５ オーストラリア国立図書館

（NLA） 
● ● ● ● ● ● ● ●  

６ 中国国家図書館（NLC）  ● ●  ●  ● ●  
７ シンガポール国立図書館         ● 
８ フィンランド国立図書館 ● ● ● ● ●  ● ●  
９ ノルウェー国立図書館 ● ● ● ● ● ● ● ●  
10 デンマーク王立図書館  ● ● ● ● ● ● ●  
11 チェコ国立図書館  ● ● ● ● ● ● ●  
12 スコットランド国立図書館   ● ● ● ● ● ● ● 
13 クイーンズランド州立図書館 ● ● ●  ● ●  ●  
14 メルボルン大学図書館       ● ● ● 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 ● ● ● ● ● ● ● ●  
16 オックスフォード大学図書館 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
17 ケンブリッジ大学図書館     ●  ● ● ● 
18 ロンドン大学図書館 ● ● ● ● ● ● ● ●  
 
 
 
 

Ⅱ 2　選書のためのツールは何を使用していますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1.書店へのブランケットオーダー 9  50.0

 2.書店のカタログ 12  66.7

 3.書店のウェブサイト 13  72.2

 4.他館OPAC、総合目録、書誌ユーテ
ィリティの類

12  66.7

 5.書評誌や雑誌・新聞に掲載された
書評

15  83.3

 6.学会誌の引用論文リスト 10  55.6

 7.館内外の専門家・有識者が作成し
たリスト

13  72.2

 8.利用者等の要望リスト 16  88.9

 9.その他 7  38.9

不明・無回答 0   0.0

合  計 18 100.0
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選択肢１、２、３の自由記述欄、選択肢７「その他」、及び、追加で行った質問「 も多く図書を購

入している選書ツールは？」への回答内容は以下のとおり。 
（なお、個々の出版社・書店名は省略した。また各行頭のカッコは、回答分析者による補足である。） 

 

 図書館名 記入事項 

１ 

米国議会 
図書館（LC） 

（ブランケットオーダーについては）米国議会図書館は、承認された計画を有し、ま

た、世界中の多くの図書業者とのつながりを持つ。 
（その他については）図書の推奨は、多様な手法を用いて世界中の出版についての

新事情を把握する当館の推奨図書担当官から受けている。 

２ 
英国図書館

（BL） 
（書評誌や雑誌・新聞に掲載された書評については）利用はしているが、一括見計ら

い納入（approval plan）には及ばない。 
（その他については）主として、一括見計らい納入で選書を行っている。 

４ 

カナダ国立 
図書館・文書

館（LAC） 

（書店のカタログについては）収集担当スタッフは、多数の図書出版社のカタログを

使っている。 
（書店のウェブサイトについては）収集担当スタッフは、多数の図書出版社やディー

ラーのウェブサイトを使っている。 
（ も多く図書を購入している選書ツールについては） 
－古書業者の目録 
－出版社のウェブサイト 
－著者自身のウェブサイト 
－図書選定用のジャーナル（2誌が例示された） 
－国際交換プログラムのパートナーから提供された図書リスト 

５ 

オーストラリ

ア国立図書館

（NLA） 

（ブランケットオーダーについては、カナダ、フランス、ドイツ・オーストリア・ス

イス、ギリシャ、インド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、太平洋、パキス

タン、フィリピン、ロシア・東ヨーロッパ、スペイン、英米、ベトナムの各地域・国

ごとに出版社が列挙された。） 
（書店のカタログについては）多過ぎてリストアップできない。 
（書店のウェブサイトについては、6サイトが列挙された。） 
（ も多く図書を購入している選書ツールについては）ブランケットオーダーであ

る。当館がブランケットオーダーの業者にプロフィールを提示し、毎年、幾らを使え

るのかを伝える。そのプロフィールでは、どのようなタイプの図書を当館が求めてい

るのか、図書の上限価格、そして、どのような分野のものを当館が必要としているの

かを示している。業者は選書を行い、見計らい納入（approval）として当館に送付

する。当館のプロフィールに適合しない場合は業者に返品されるが、大半の図書は、

蔵書に加えられる。業者はその図書の出版国に本拠を置いており、かなり容易にそれ

らの本を入手できるため、このシステムは通常はよく機能している。 

６ 
中国国家図書

館（NLC） 
（書店のカタログについては、3社が列挙された。） 
（書店のウェブサイトについては、2サイトが列挙された。） 
（ も多く図書を購入している選書ツールについては）書店のウェブサイトである。

７ シンガポール

国立図書館 
寄贈・交換資料を提供してくれる機関による交換用目録、交換用リスト 
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 図書館名 記入事項 

８ 
フィンランド

国立図書館 
（ブランケットオーダーについては、主な出版社として4出版社が列挙された。） 
（書店のカタログについては）さまざまな書店・出版社から。 
（書店のウェブサイトについては、主なサイトとして2サイトが列挙された。） 

９ 

ノルウェー 
国立図書館 

（ブランケットオーダーについては、9社が列挙された。） 
（ も多く図書を購入している選書ツールについては） 
1. 書店のウェブサイト（よく利用しているものとして11サイトが列挙された） 
2. 書評誌や雑誌・新聞に掲載された書評 
3. 他館OPAC、総合目録、書誌ユーティリティの類 
4. 利用者等の要望リスト 

10 

デンマーク 
王立図書館 

（ も多く図書を購入している選書ツールについては）当館は、神学、人文科学、法

律、社会科学、自然科学、健康科学分野の第一の研究図書館・学校図書館であるため、

選書ツールは広範な領域をカバーしており、ツールの選択はある程度、対象とする主

題に依存する。 
しかしながら、当館が も用いている選書ツールは、オンライン書店、国際的な書店

の目録、さまざまな全国書誌である。 

11 チェコ国立 
図書館 

（ も多く図書を購入している選書ツールについては）書評誌や雑誌・新聞に掲載さ

れた書評である。 

12 

スコットラン

ド国立図書館 
（書店のウェブサイトについては、3サイトが列挙された。） 
（その他については） 
1. 主題ごとのプロフィールに応じてあらかじめ選定された、図書館サービス業者（2

社）から送られてくる紙の票 
2. 主題ごとのプロフィールに応じてあらかじめ選定された、書店（2社）から送ら

れてくる電子化されたリスト 
3. 目録（インドの2機関が列挙された。） 
4. Global Books in Print 
5. 出版社の目録 
（ も多く図書を購入している選書ツールについては）国によって異なる。例えば、

フランスの場合、当館は新刊の出版情報が載る出版業界の週刊誌を用いている。アメ

リカの場合、取り引きのある業者のひとつから提供される詳細な情報を用いている。

イタリアについては、出版社や書店から提供される情報を用いている。したがって、

単一の回答にはならない。 

13 

クイーンズラ

ンド州立図書

館 

（ も多く図書を購入している選書ツールについては）当館は 近、資料購入に関す

る契約を業者と締結した。およそ10の業者を、優良業者として挙げることができる。

これらの業者は、雑誌を除き、視聴覚資料から印刷媒体まで、すべての種類の資料を

適正に納入した。当館は主として、4業者のウェブサイトを使って図書を千書してい

る。 
以前には、紙ベースの目録を使っていた。（6誌が例示された。） 
選書の後、主題部門とは異なる部門の職員がオンラインで発注する。選書は、個々の

タイトル単位で行われるか、もっと一般的には、業者が選書用の書架に資料を持ち寄

り、そこから選書者が選ぶ形をとる。選書する資料のプロファイルは当館が作成する。

注文が受理され、手続きが終わると、電子的認証、決済、梱包、請求が行われ、配達

される。多くの資料は、当館の仕様にしたがって目録作業と 終処理が完了しており、

到着後すぐに書架に入れられる状態にある。 
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 図書館名 記入事項 

14 
メルボルン大

学図書館 
（その他については） 
図書館サービス業者の一括見計らい納入。 
図書館サービス業者のオンライン／印刷版のカタログ。 

15 
ブリガム・ヤ

ング大学図書

館 

（ も多く図書を購入している選書ツールについては、書店へのブランケットオーダ

ーとして 5 社、書店のカタログとして 5 社、書店のウェブサイトとして 1 サイトが

列挙された。） 

16 
オックスフォ

ード大学図書

館 

（欄外の注として） 
（各学部）図書館や分野により、どの方法を用いるかが異なる。 

17 

ケンブリッジ

大学図書館 
（その他については） 
図書館サービス業者の一括見計らい納入。 
図書館サービス業者の新刊図書リスト。 
全国書誌。 
（ も多く図書を購入している選書ツールについては）重要性あるいは量を考慮する

と、以下の順になるだろう。 
・図書館サービス業者の新刊図書リスト 
・図書館サービス業者の一括見計らい納入 
・全国書誌 

18 
ロンドン大学

図書館 
（ も多く図書を購入している選書ツールについては）当館では、出版社という意味

で図書館の外部に当たる機関が作成したリストと、当館の関心分野を熟知している主

要な取引業者が作成したリストを も多く使用している。 
 
 

 

 

３．外国図書の選書・収集業務には約何人の職員が従事しているでしょうか？ 

  以下の表に人数を記入してください。 

 

 図書館名 常勤職員 非常勤職員 
その他 

（外部有識者等）

１ 米国議会図書館（LC） 正確な数値を示すことは出来ない。 

２ 

英国図書館（BL） １５０ 
（このプロセスに、お

よそ150名が（何らか

のかたちで）関わって

いる。） 

０ ０ 

３ ドイツ国立図書館（DDB） １５ １ １ 

４ 

カナダ国立図書館・文書館（LAC） １１ 
（ただし、外国図書の

選書・収集に割いてい

る時間は少ない。） 

０ ０ 
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 図書館名 常勤職員 非常勤職員 
その他 

（外部有識者等）

５ 

オーストラリア国立図書館（NLA） ８ 
（ただし、複数のスキ

ルを有するチームが

担当しており、この人

数の中には目録作業

の分も含まれてい

る。） 

３ 
（ただし、複数のスキ

ルを有するチームが

担当しており、この人

数の中には目録作業

の分も含まれてい

る。） 

０ 

６ 中国国家図書館（NLC） １２ ０ ０ 
７ シンガポール国立図書館 １ １ ０ 

８ 
フィンランド国立図書館 

１ 
（選書担当） 

８ 
（選書担当、収集担当

が4名ずつ） 
０ 

９ ノルウェー国立図書館 ０ １２ ０ 

10 デンマーク王立図書館 ２６ 
（収集担当） 

４７ 
（主題専門家） 

０ 

11 チェコ国立図書館 １１ ４ ５ 

12 

スコットランド国立図書館 １０ 
（うち6名は、選書・

収集に関わる時間は

ほんの一部である。）

１ 
（選書・収集に関わる

時間はほんの一部で

ある。） 

０ 

13 

クイーンズランド州立図書館 

およそ３０ ０ 

およそ１２５ 
（公共図書館がリク

エストできるように

なっている。） 
14 メルボルン大学図書館 ５ ２ 不明 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 １０ ０ ０ 
16 オックスフォード大学図書館 全体でおよそ５０ 

17 

ケンブリッジ大学図書館 

８ 

１７ 
（多くのスタッフは

業務の一部として、目

録作業を行ってい

る。） 

０ 

25 ロンドン大学図書館 ７ ０ ０ 
注：ケンブリッジ大学図書館は、「外部の有識者は、職員ではないので記載していない。」と付記。 
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４．外国図書の冊数（またはタイトル数）はどのくらいですか？ 

 

 

 図書館名 冊 数 

１ 

米国議会図書館（LC） 公開可能な情報を持っていない。しかし、図書館は2千万

冊の書籍・刊行物を有する。これらの蔵書の約半数は、英

語以外の言語によるものである。英語以外の蔵書の大半は、

合衆国外からのものと仮定されうる。 

２ 英国図書館（BL） 蔵書における他の図書と区別してこの数値を算出すること

はできない。 

３ ドイツ国立図書館（DDB） 翻訳＋Germanica：～24万冊 
ドイツ語での刊行物：統計無し 

４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） 外国図書の蔵書に関する数値は把握できない。 
５ オーストラリア国立図書館（NLA） 226万1,569冊 
６ 中国国家図書館（NLC） 300万冊 
７ シンガポール国立図書館 約５万～６万冊 
８ フィンランド国立図書館 59万冊 
９ ノルウェー国立図書館 約50万冊 
10 デンマーク王立図書館 470万点の外国資料（図書と雑誌（巻）） 
11 チェコ国立図書館 不明である 
12 スコットランド国立図書館 蔵書総数1,300万冊のうち200万冊。 

13 クイーンズランド州立図書館 蔵書総数は190万冊。当館としては、外国図書の冊数まで

は詳細化していない。 

14 メルボルン大学図書館 外国語の資料のすべてが図書館システムの目録にあるわけ

ではないので、確かではない。 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 51万2,300冊 
16 オックスフォード大学図書館 全蔵書に関する正確な数値を有していない。 
17 ケンブリッジ大学図書館 回答できない。 
18 ロンドン大学図書館 25万冊 
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５．すべての資料購入費の総額はいくらですか？ また、そのうち外国図書に割いているのはいく

らですか？ 

 

 

 図書館名 資料購入費総額 外国図書の購入費 

１ 

米国議会図書館（LC） 

16億3,100万円 

正確な数字は把握していないが、

およそ 30％の予算が、合衆国外

からの印刷図書に費やされてい

ると推測される。 

２ 英国図書館（BL） 当館は、外国図書に関する数値を切り離して算出することはでき

ない 
３ ドイツ国立図書館（DDB） － － 

４ 
カナダ国立図書館・文書館（LAC） 

１億6,000万円 
外国図書に関する支出を区別し

ていない。およそ 515 万円だろ

う。 

５ オーストラリア国立図書館

（NLA） 
６億9,000万円 8,000万円 

６ 中国国家図書館（NLC） 11億7,200万円 ４億7,000万円 

７ 

シンガポール国立図書館 

非公開 

０円。納本図書館として、当館は

外国の刊行物を寄贈または交換

で入手している。しかし、当館は

他国の国立図書館と交換するた

めに、シンガポールに関する資料

を毎年およそ 220 万円を費やし

ている。 
８ フィンランド国立図書館 １億0,500万円 5,400万円 
９ ノルウェー国立図書館 １億4，400万円 （把握していない） 
10 デンマーク王立図書館 ９億2,000万円 2億1,500万円 
11 チェコ国立図書館 7,200万円 － 
12 スコットランド国立図書館 ２億2,000万円 4,600万円 

13 
クイーンズランド州立図書館 図書全体では160万ドル（米

ドルの場合 1.8 億円、豪ドル

の場合1.4億円） 

図書全体の中で、外国図書に限っ

た数値は取っていない。 

14 メルボルン大学図書館 10億5,300万円 把握していない 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 非公開 
16 オックスフォード大学図書館 ９億2,600万円 ２億0,500万円 
17 ケンブリッジ大学図書館 非公開 

18 ロンドン大学図書館 
１億0,300万円 

外国図書に限った数値は取って

いない。 
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Ⅲ.外国図書のコレクションの評価について（他館と協同して行ったものを含む） 

 

 １－１．貴館では外国図書の蔵書評価を行っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢1. 選択肢2. 選択肢3. 選択肢4. 

１ 米国議会図書館（LC）  ●   
３ ドイツ国立図書館（DDB）    ● 
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC）  ●   
５ オーストラリア国立図書館（NLA） ●    
６ 中国国家図書館（NLC）  ●   
７ シンガポール国立図書館 ●    
８ フィンランド国立図書館  ●   
９ ノルウェー国立図書館    ● 
10 デンマーク王立図書館 ●    
11 チェコ国立図書館 ●    
12 スコットランド国立図書館  ●   
13 クイーンズランド州立図書館 ●    
14 メルボルン大学図書館    ● 
15 ブリガム・ヤング大学図書館  ●   
17 ケンブリッジ大学図書館    ● 
18 ロンドン大学図書館   ●  
 
注：英国図書館は、「現在、蔵書評価を実施中。2006年の初夏に結果が出次第、回答する。」と回答。 
注：カナダ国立図書館・文書館は、「刊行物のいくつかのカテゴリーについて、網羅性を評価する蔵書点検（collection 

inventory）を行ったが、外国図書については行っていない」と付記。 
注：クイーンズランド州立図書館は、「当館は、州立参考図書館の資料に対してコンスペクタス法を、公共図書館貸

し出しサービス用コレクションに対して除籍用のプログラムを用いて評価している。」と付記。 
注：オックスフォード大学図書館は、「（回答者は）そのような評価が行われたか知らない。」と付記。 
 

Ⅲ 1-1　貴館では外国図書の蔵書評価を行っていますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1.定期的に評価を行っている。 5  27.8

 2.定期的にではないが、評価を行っ
たことがある。

6  33.3

 3.評価を計画したことはあるが、行
ったことはない。

1   5.6

 4.評価を計画したことも行ったこと
もない。

4  22.2

不明・無回答 2  11.1

合  計 18 100.0
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１－２．外国図書以外に蔵書評価を行っている資料がありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢１． 選択肢２． 
１ 米国議会図書館（LC） ●  
３ ドイツ国立図書館（DDB）  ● 
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） ●  
５ オーストラリア国立図書館（NLA） ●  
６ 中国国家図書館（NLC）  ● 
７ シンガポール国立図書館 ●  
８ フィンランド国立図書館 ●  
９ ノルウェー国立図書館  ● 
10 デンマーク王立図書館  ● 
11 チェコ国立図書館 ●  
12 スコットランド国立図書館 ●  
13 クイーンズランド州立図書館 ●  
14 メルボルン大学図書館  ● 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 ●  
17 ケンブリッジ大学図書館  ● 
18 ロンドン大学図書館 ●  
 
注：カナダ国立図書館・文書館は、「蔵書点検を含んでいるか？」と付記。 
 

Ⅲ 1-2　外国図書以外に蔵書評価を行っている資料がありますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. ある 10  55.6

 2. ない 6  33.3

不明・無回答 2  11.1

合  計 18 100.0
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１－３．（１－２で「ある」と回答された方に伺います。） 

どのような資料の蔵書評価を行っていますか？ 

 

 図書館名 蔵書評価の内容 

１ 
米国議会図書館（LC） 決まった蔵書評価プログラムはない。しかし、蔵書評価は必要に

応じて実施されている。このような蔵書評価は、概して特定のテ

ーマ区分の収蔵図書に焦点をあてている。 

４ 
カナダ国立図書館・文書館（LAC） 蔵書構築方針が変更したとき、また資料購入予算が削減されたと

きの、購読見直し事業（deselection project）のための定期購読

外国雑誌の蔵書評価。 

５ オーストラリア国立図書館

（NLA） 
国内の図書・雑誌、電子図書、電子雑誌及び電子的に収集された

コレクション 
７ シンガポール国立図書館 当館の全ての蔵書に対し、蔵書評価を実施している。 
８ フィンランド国立図書館 電子ジャーナル 
11 チェコ国立図書館 コンスペクタスによる評価 

12 スコットランド国立図書館 全蔵書について、下記の「ケース1」の作業の一環として評価を

実施した。 

13 

クイーンズランド州立図書館 費用、関連性、条件に応じて、逐次刊行物、コンスペクタスに合

致する主題領域、電子ジャーナル、公共図書館貸し出し用コレク

ションを評価している。文化遺産として価値のある資料は永久保

存される。 
15 ブリガム・ヤング大学図書館 生物学、政治学、音楽といった主題領域 

18 ロンドン大学図書館 学生が授業で教わる資料 
（地域を限定しない）一般コレクションの資料 
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２－１．（１－１で、外国図書の蔵書評価を「定期的に評価を行っている」「定期的にではないが、

評価を行ったことがある」と回答された方に伺います。） 

実施した評価のうち 近の３件について、実施時期、評価の対象、目的、方法、使用した

ツール、結果の概要について、下表に記入してください。 

また、公開可能なドキュメントがあれば，添付してください。 

 

※蔵書評価事例の各ケースについては、「設問Ⅲ．２－１．外国図書の蔵書評価の実施事例」に記載 

 

注：カナダ国立図書館・文書館は、「蔵書全体の評価は行ったが、外国図書に限定しての評価は行っていない」と付

記。 
 
 
 

２－２．（１－１で、外国図書の蔵書評価を「計画したことはあるが、行ったことはない」と回答

された方に伺います。） 

評価の計画について、計画を行った時期、評価の対象、目的、方法、使用予定ツール、計

画が頓挫した理由について、下表に記入してください。 

 

回答なし。 

 

注：ロンドン大学図書館は、「この段階に達していない」と付記。 
 

 

 

２－３．（１－１で、外国図書の蔵書評価を「計画したことも行ったこともない」と回答された方に

伺います。） 

蔵書評価を行っていない理由は何でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 蔵書評価を実施しない理由 
３ ドイツ国立図書館（DDB） 当館は保存図書館で、利用に関係なく長期間保存する。 

９ ノルウェー国立図書館 (I, 1-3) で述べたように、蔵書構築方針は現在策定中であり、施

行された段階で蔵書評価が検討されるかもしれない。 

14 メルボルン大学図書館 図書の蔵書評価は 10 年以上前に実施されたが、参照されたこと

はないし、近い将来行う予定もない。 
17 ケンブリッジ大学図書館 優先事項ではない。 

Ⅲ 2-3　１－１で、外国図書の蔵書評価を「計画したことも行ったこともない」と回答された方に伺います。
蔵書評価を行っていない理由は何でしょうか。

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. 記入あり 4 100.0

 2. 記入なし 0   0.0

不明・無回答 0   0.0

合  計 4 100.0
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Ⅳ．外国図書の蔵書構築においての問題・課題（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館名 選択肢

1. 

選択肢

2. 

選択肢

3. 

選択肢

4. 

選択肢

5. 

選択肢

6. 

１ 米国議会図書館（LC） ●     ● 
２ 英国図書館（BL）       
３ ドイツ国立図書館（DDB）  ● ● ●  ● 
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC）  ●    ● 
５ オーストラリア国立図書館（NLA）    ●  ● 
６ 中国国家図書館（NLC）  ● ●    
７ シンガポール国立図書館   ●  ●  
８ フィンランド国立図書館      ● 
９ ノルウェー国立図書館 ●      
10 デンマーク王立図書館  ● ●    
11 チェコ国立図書館  ● ●    
12 スコットランド国立図書館  ● ●    
13 クイーンズランド州立図書館  ● ●    
14 メルボルン大学図書館      ● 
16 オックスフォード大学図書館  ● ●    
17 ケンブリッジ大学図書館  ●     
18 ロンドン大学図書館  ●    ● 
 
＜その他欄記入事項および回答欄外記入事項＞ 

 図書館名 記入事項 

１ 

米国議会図書館（LC） 現在、米国議会図書館は外国図書の購入の現行プログラム

を支えるに十分な資金を有している。しかし、購入予算に

対しては、印刷物の逐次刊行物と電子媒体の価格上昇から

くる、別の重圧がある。 
３ ドイツ国立図書館（DDB） 外国語が難しい 
４ カナダ国立図書館・文書館（LAC） 機関の蔵書構築方針に一致しない。 

Ⅳ　外国図書の蔵書構築において、どのような点が困難だと感じますか？

(件) (％) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1. 困難は感じていない 2  11.1

 2. 資料費の不足 10  55.6

 3. スタッフの不足 8  44.4

 4. 選書のための情報の不足 2  11.1

 5. 図書館協力体制の未成熟 1   5.6

 6. その他 7  38.9

不明・無回答 3  16.7

合  計 18 100.0
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 図書館名 記入事項 

５ 

オーストラリア国立図書館（NLA） スリランカで信頼のおけるブランケットオーダーの業者

を見つけることは困難である。 
太平洋に関する刊行物の収集は難しい。当館のブランケッ

トオーダー業者はよくやっているが、当館の要望に合致す

るには至っていない。 
ブランケットオーダー業者の中には、当館の収集プロフィ

ールに見合った資料を提供することさえ困難なところも

ある。 
東ティモールからの刊行物の入手は困難である。 
海外の政府刊行物の入手は難しいものもあり、また現在で

は電子媒体でのみ入手可能なものもある。 
 
不足している主な情報の一つは、著者の出身地である。 
当館では、外国図書の収集を、オーストラリア人著者のも

のか、オーストラリアを取り扱ったものに特化しようと試

みている。 
業者や出版社のなかには、図書の広告の際に著者の出身地

を示すところもあるが、大半の業者、出版社はそのような

ことは行わない。 
もし著名な著者であれば、当館のスタッフが名前を確認

し、その本を選ぶべきだということを知ることができる。

しかしながら、とりわけオーストラリア人の学者の多く

は、それほど広くは知られておらず、しかもしばしばその

著作を海外で出版する。 
著者がオーストラリア人であることを知らない場合、また

その本についての情報が伝わらない場合には、これらの図

書を確保することは困難である。 
特に、英語以外で刊行された本の場合はとりわけ困難であ

る。また同様に、図書の中には、オーストラリアについて

の章を有するものもあるが、その情報を得られないかもし

れない。 
 
またときどき、モノグラフ・シリーズの一巻として刊行さ

れた図書を、単独で発注してしまったことに気づくことが

ある。 
しかしながら、モノグラフ・シリーズであることが広告さ

れていなかった場合や、主に使っているオンラインデータ

ベースに書誌情報がない場合には、その図書を単行本とし

て発注してしまい、図書が届いた後に、別の巻を注文する

ことになる。 
８ フィンランド国立図書館 利用者からのフィードバックの不足 
14 メルボルン大学図書館 言語を専門とするスタッフの不足 
18 ロンドン大学図書館 刊行される刊行物の数が、急速に増加している。 
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設問Ⅲ．２－１．外国図書の蔵書評価の実施事例 

（１）オーストラリア国立図書館 

○ケース１ 

実施時期 2002年4月～2004年3月、ほぼ２年間（他の９図書館との共同事業） 
評価対象 環インド洋、南アジア、東南アジアに関する研究用資料、特に人文科学と社会科学

分野 
目的 これらの資料に対し全国から効率的にアクセスできるようにするため、10 図書館

の蔵書コレクションを比較・分析すること。 
方法 全参加館の特定の分類番号の蔵書を抽出・比較した。（詳細については報告書を参

照） 
使用したツール OCLCのACAS（Automated Collection Analysis Services） 
結果の概要 調査した領域に関する、オーストラリアの主要な学術研究図書館すべての蔵書を合

わせても、この領域に関する英国の主な研究図書館であるロンドン大学東洋アフリ

カ研究所（School of Oriental and African Studies: SOAS）の蔵書よりもすこし少

なかった。 
終報告書のキーイシュー、結果、全文を含むプロジェクトの詳細については、下

記を参照。 
http://www.library.uwa.edu.au/research/arlcap/ 

 

○ケース２ 

実施時期 2005年半ばの3か月間 
評価対象 ブランケットオーダー（一括見計らい納入（approval plan））で収集した英米の

近の図書と、特に東アジア、東南アジア、太平洋地域の研究用資料レベルの社会

科学・人文科学資料についての図書館のプロフィールとの適合性 
目的 収集すべき英米刊行資料の大半を入手できているかどうか、また当館のプロフィ

ールを修正する必要があるのかどうかを確認すること。 
方法 さまざまな情報源から選択した、3か月間に刊行された資料について、ブランケッ

トオーダー業者のデータベースと照合し、供給されているのか否か、供給されて

いないのであれば何が原因かを調べる。 
使用したツール ブランケットオーダー業者のデータベース、さまざまな目録、業者のNLA用オン

ラインプロフィール、業者のカスタマーサポート部門 
結果の概要 プロフィールの基準によって供給されなかった資料がいくつかあった。そのよう

な基準の多くは数年前に制定されたものである。 
さまざまな基準が変更され、業者のカスタマーサポート部門は、新しい基準によ

ってプロフィール外の資料として何が提供されたのか、ニーズに合わせるために

はどのくらい余計に費用がかかるのかを示すレポートを報告した。レポートはプ

ロフィールを変更するのに十分な内容であった。その後 6 か月間、問題がないこ

とを確認するため、供給されたタイトルについてより詳細な精査が行われた。 
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○ケース３ 

実施時期 2001年後半～2002年前半の6か月間 
評価対象 ニュージーランドで刊行された 近の図書で、当館のブランケットオーダーのプ

ロフィールに含まれている特定主題のもの 
目的 当館のプロフィールに適合したニュージーランドの新刊本がすべて入手できてい

るかどうか、また出版後、直ちに入手できているかどうかを判断すること。 
方法 ニュージーランドの出版目録と、ブランケットオーダー業者が発行するニュース

レターとを比較する。比較の観点は、新刊図書がどれくらい早くニュースレター

に載ったか、また供給されたか、である。また、ニュースレターに載ることがな

かったタイトルについてもチェックする。 
使用したツール 目録、ニュースレター、オーストラリアのオンラインデータベース 
結果の概要 プロフィールの範囲に含まれると見なされ得るニュージーランドの刊行物が、広

い範囲で入手できていないことがわかった。 
ニュージーランドの業者との契約を打ち切り、ブランケットオーダーのための新

しい業者を探した。 
 

 

（２）中国国家図書館 

実施時期 2003年 
評価対象 近6年間に目録を作成し、外国語新刊図書閲覧室に排架された図書 
目的 選書担当者の参考にする 
方法 質問紙、調査など。 
使用したツール  
結果の概要  

 

 

（３）シンガポール国立図書館 

注：「当館は通常、複数の手法を用いて蔵書評価を行っているが、ここではそのうちのひとつだけ、一般

的な事例を記す」と付記あり。 
実施時期 定期的に 
評価対象 全蔵書 
目的 （収集方針と蔵書の実態との）ギャップを調べ、蔵書の適合性を高めるとともに、

必要であれば対応策を取るのに役立てる。 
方法 実地での蔵書の監査、蔵書責任者へのインタビュー、利用者からのフィードバッ

ク。 
使用したツール 蔵書プロフィール、蔵書に対するフィードバック 
結果の概要 一般的には、特定主題の資料点数が多すぎる場合か、少なすぎる場合が、中心的

な問題である。 
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（４）フィンランド国立図書館 

○ケース１ 

実施時期 2004年 
評価対象 哲学、歴史、文学の外国の学位論文 
目的 オープンアクセスになっているコレクションに対する需要、供給、利用の評価 
方法 引用分析 
使用したツール 刊行物（ヘルシンキ大学の学位論文）における引用、当館 OPAC から抽出した

Microsoft Access形式のレポート。 
結果の概要 ある主題においては、供給と利用のバランスが取れていない。 

 

○ケース２ 

実施時期 2005～2006年 
評価対象 オープンアクセスになっているすべての外国図書 
目的 当館蔵書との照合、当館蔵書の収集レベルの記述 
方法 計量的分析 
使用したツール 図書館システムから抽出したMicrosoft Access形式のレポート。 
結果の概要 まだ評価は終了していない。 

 

 

（５）デンマーク王立図書館 

実施時期  

評価対象 閉架書架に対する、開架書架の外国図書 
目的 スペースを確保するため 
方法 主題専門家が、貸し出し数に基づいて除架する本を選ぶ 
使用したツール  
結果の概要 2004年は、およそ400冊の図書（が対象となった） 

 

 

（６）チェコ国立図書館 

注：誤記の可能性が高い。 

実施時期 コンスペクタスによって 
評価対象  
目的  
方法  
使用したツール  
結果の概要  
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（７）スコットランド国立図書館 

実施時期 1980年代後半 
評価対象 3,000の件名標目と関連する図書館の蔵書 
目的 スコットランドの14の主要図書館の蔵書強度を評価するプロジェクトの一環 
方法 個々の図書館内での分析 
使用したツール コンスペクタス法 
結果の概要 結果は研究用蔵書オンライン（Research Collections Online）というウェブサイト

で見られる。http://scone.strath.ac.uk/rco/ 
 

（８）クイーンンズランド州立図書館 

実施時期 12か月 
評価対象 印刷媒体の逐次刊行物 
目的 印刷物の逐次刊行物のうち、陳腐化（obsolete）しているもの、電子媒体に引き継

がれているもの、使われていないもの、もはや収集対象に含まれていないものを

判別する 
方法 利用統計、主題部門のナレッジ、総合目録によるクイーンズランド州内の他の図

書館の蔵書との比較、コスト評価、重複チェック、全文データベースでのカバー

率など 
使用したツール  
結果の概要 分析した結果、キャンセル対象誌のリスト、電子版を購入するもののリスト、他

の図書館に送るもののリストができた。 
 

（９）ブリガム・ヤング大学図書館 

注：Harold B. Lee Libraryはブリガム・ヤング大学図書館の名称である。 

○ケース１ 

実施時期 "Foreign language teaching collections in the Harold B. Lee Library." Mark L. 
Grover. BYU Foreign Studies Discussion Group, Harold B. Lee Library, 2000. 

評価対象  
目的  
方法  
使用したツール  
結果の概要 （同図書館の OPAC の検索結果へのリンクが記載されていたが、セッション ID

を含んでおり、再利用できないため記載を省く。） 
 

○ケース２ 

実施時期 "The Brigham Young University foreign language collections: an assessment." 
Mark L. Grover et al. Provo, Utah: Harold B. Lee Library, 1993. 

評価対象  
目的  
方法  
使用したツール  
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結果の概要 （同図書館の OPAC の検索結果へのリンクが記載されていたが、セッション ID
を含んでおり、再利用できないため記載を省く。） 
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（送付先） 
 
 
 
 

Questionnaire Survey 

外国で刊行された図書に関する蔵書評価 

 

 当館では、「蔵書評価に関する調査研究」を実施しております。今日、図書館の蔵書構築を取り巻

く環境では、国立図書館と他の図書館との役割分担の見直し、資料購入費の削減、電子ブックや電

子ジャーナルの普及、シリアルズ・クライシスと呼ばれる逐次刊行物の価格高騰など、大きな変化

が発生しています。また、図書館活動の評価、パフォーマンス評価も求められています。本調査は、

このような状況を踏まえ、当館が国立図書館として構築した蔵書構成を評価する適切な方法論を検

討し、蔵書構築プロセスの見直しに資することを目的としたものです。本調査の一環として、外国

図書のコレクション（特に納本図書館の場合、納本制度に拠らず構築する）に対して、大規模な図

書館がどのように蔵書評価を行っているのかについて、アンケート調査を行うことになりました。

各国の対応は多様だと思われますが、現況を横断的に把握し、情報の共有を図ることは意義深いこ

とと思われます。 

 本調査は、貴館の外国図書の蔵書構築方針、選書・収集プロセスと、具体的な蔵書評価の取組み

についてお答えいただくものであり、当該業務の御担当者による回答をお願いします。 

業務繁忙の折とは存じますが、調査への御協力をお願い申し上げます。 
 
Sincerely, 
 
Kimiko Harada 
Director General 
Kansai-kan of the National Diet Library 

 

参考：調査票送り状（日本語） 
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「外国で刊行された図書に関する蔵書評価」調査票 
 
 

御記入にあたって 

１ 調査の目的 

 外国図書のコレクション（特に納本図書館の場合、納本制度に拠らず構築する）に対する蔵

書構築方針、選書・収集プロセスと、具体的な蔵書評価の取組みについて、大規模な図書館の

現況を把握することを目的としています。 
 なお、この調査における「外国図書」とは、 
 国外で発行された、単行資料（資料のタイトル・本文の言語が自国語であるものも含む。逐

次刊行物、電子資料を除く） 
 とします。 

 
 

２ 回答方法 

 別添の回答シート（印刷物またはPDF, RTF形式の電子ファイル）に御記入の上、 
平成18年1月20日（金）までにFAX又は電子メールにて下記まで御返送ください。 

 
 ＜返送先＞ 
 Library Support Division, Projects Department, 

Kansai-kan of the National Diet Library 
8-1-3 Seikadai, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto 619-0287, Japan 
Fax: +81-774-94-9117 
E-mail: chojo@ndl.go.jp 

 
 

３ データの取扱い 

御回答いただいた個別データは、本調査の目的以外に使用することはございません。報告書

での公開を希望しない事項については、「※nondisclosure」とご記載ください。 
 
 
 
 
 
 

参考：調査票（日本語） 
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調 査 項 目 
 
Ⅰ.外国図書のコレクションに関する，貴館の構築方針はどのようなものでしょうか？  

 

１－１．外国図書の蔵書構築方針を明示したドキュメントはありますか？ 

以下の選択肢のうち一つを選んでください。 

 

□ 公開可能なドキュメントがある 

→できればドキュメントを添付してください。ウェブで入手できる場合は，その URL も

ご記入ください。 

（⇒Ⅰ．１－２を回答ください。） 

□ ドキュメントはあるが、非公開である（⇒Ⅰ．１－２を回答ください。） 

□ 特にドキュメントはない（⇒Ⅰ．１－３を回答ください。） 

 

 

１－２．１－１で「公開可能なドキュメントがある」「ドキュメントがあるが、非公開である」と

回答された方に伺います。 

       ドキュメントを 初に作成されたのはいつですか？ 

 

 

 

１－２SQ①ドキュメントは定期的に改訂されていますか？ 

□ （     ）年ごとに定期的に改訂している。 

→（        ）内に頻度を記入してください。 

□ 必要に応じて随時改訂している。 

□ 改訂は行っていない。 

 

 

１－３．１－１で「ドキュメントはない」と回答された方に伺います。 

作成されていない理由は何ですか？ 

 

 

 

 

 ２－１．収集の際に特に重点を置いている分野や言語、資料群などはありますか？ 

□ ある（⇒Ⅰ．２－２を回答ください。） 

□ ない 

 

 

 ２－２．２－１で「ある」と回答された方に伺います。どのような分野、言語、資料群などに重

点を置いていますか？ 
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    Ex.「他国で刊行された自国に関する資料」「法令・議会資料」など 

 

 

 

 

 
 
 
 ３－１．外国図書の収集に関して他館との協力関係を持っていますか？以下の選択肢のうち該当

するもの全てにチェックしてください。 

□ 他国の図書館等と国際交換を行っている。 

□ 自国の図書館等と共同あるいは分担収集を行っている。（⇒Ⅰ．３－２を回答ください。） 

□ その他：具体的に記入してください：                                                 

 

 

 ３－２．３－１で「自国の図書館等と共同あるいは分担収集を行っている。」と回答された方に

伺います。その協力組織数、また代表的な機関の名称は？  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ.外国図書のコレクションの選書・収集はどのように行っていますか？ 

 

  １．どの部門の職員が選書・収集の業務を行っていますか？ 

     以下の選択肢のうち該当するもの全てにチェックしてください。 

□ 外国図書の収集部門の職員が行っている。 

□ 外国図書の整理部門の職員が行っている。 

□ 外国図書の利用部門の職員が行っている。 

□ 各主題部門の職員が行っている。 

□ 特定の部門の職員ではなく、館内の有識者・専門家が行っている 

□ 館外の有識者・専門家に委託している 

□ その他：具体的に記入してください：                                                 

２． 選書のためのツールは何を使用していますか？ 

以下の選択肢のうち該当するもの全てにチェックしてください。 

□ 書店へのブランケットオーダー：できれば書店名をご記入ください 

 

 

□ 書店のカタログ：できれば書店名をご記入ください 
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□ 書店のウェブサイト：できればURLをご記入ください 

 

 

□ 他館OPAC、総合目録、書誌ユーティリティの類 

□ 書評誌や雑誌・新聞に掲載された書評 

□ 学会誌の引用論文リスト 

□ 館内外の専門家・有識者が作成したリスト 

□ 利用者等の要望リスト 

□ その他：具体的にご記入ください 

 

 

 

 

 

３． 外国図書の選書・収集業務には約何人の職員が従事しているでしょうか？ 

 以下の表に人数を記入してください。 

 

 
常勤職員 非常勤職員 

その他 

（外部有識者等） 

人 数 
 

 

  

 

 

 

４．外国図書の冊数（またはタイトル数）はどのくらいですか？ 

 
 

 

 
  

５．すべての資料購入費の総額はいくらですか？また、そのうち外国図書に割いているのはいく

らですか？ 

 
 すべての資料購入費 外国図書の購入費 

金   額 
  

 

Ⅲ.外国図書のコレクションの評価はどのように行っていますか？ 他館と協同して行ったものも含みます。 

 

 １－１．貴館では外国図書の蔵書評価を行っていますか？ 

□ 定期的に評価を行っている。（→Ⅲ．１－２、２－１を回答ください。） 

□ 定期的にではないが、評価を行ったことがある。（→Ⅲ．１－２、２－１を回答ください。） 

□ 評価を計画したことはあるが、行ったことはない。（→Ⅲ．１－２、２－２を回答くださ

い。） 
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□ 評価を計画したことも行ったこともない。（→Ⅲ．１－２、２－３を回答ください。） 

 

 １－２．外国図書以外に蔵書評価を行っている資料がありますか？ 

□ ある（⇒Ⅲ．１－３を回答ください。） 

□ ない 

 

１－３．１－２で「ある」と回答された方に伺います。どのような資料の蔵書評価を行っていま

すか？ 

       Ex.「国内刊行図書」「電子ジャーナル」「音楽資料」など 
 

 

 

 

２－１．１－１で、外国図書の蔵書評価を「定期的に評価を行っている」「定期的にではないが、

評価を行ったことがある」と回答された方に伺います。 

       実施した評価のうち 近の3件について、実施時期、評価の対象、目的、方法、使用し

たツール、結果の概要について、下表に記入してください。 

また、公開可能なドキュメントがあれば，添付してください。 

実施時期  

評価対象  

目  的  

方  法  

使用したツール  

結果の概要 
 

 

 

２－２．１－１で、外国図書の蔵書評価を「計画したことはあるが、行ったことはない」と回答

された方に伺います。 

       評価の計画について、計画を行った時期、評価の対象、目的、方法、使用予定ツール、

計画が頓挫した理由について、下表に記入してください。 
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計画した時期  

評価対象 
 

目  的 
 

方  法 
 

使用予定ツール 
 

頓挫した理由 
 

 

 

２－３．１－１で、外国図書の蔵書評価を「計画したことも行ったこともない」と回答された方

に伺います。 

蔵書評価を行っていない理由は何でしょうか。 

 

 

 

 

 

Ⅳ．外国図書の蔵書構築において、どのような点が困難だと感じますか？ 

以下の選択肢のうち該当するもの全てにチェックしてください。 

□ 困難は感じていない 

□ 資料費の不足 

□ スタッフの不足 

□ 選書のための情報の不足 

□ 図書館協力体制の未成熟 

□ その他：具体的にご記入ください 

 

 

 

 

 

以上で，質問は終了です。ご協力ありがとうございました。 

後に，回答を担当された方の所属とお名前，FAX番号、電子メールアドレスをご記入ください。

万一，不明な点が生じた場合は確認させていただくことがあります． 

所  属  お名前  

FAX番号  
電子メールアドレ

ス 
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NDL(KA)## 

December ##, 2005 
 
（別添の送付先） 
 
 
 
 
 

Questionnaire Survey 
Evaluation of monograph collections published overseas 

 
The National Diet Library (NDL) is conducting a questionnaire survey on collection 

evaluation of overseas libraries. Today the environment surrounding libraries’ collection 
development has been undergoing significant changes: reexamination of shared responsibilities 
between a national library and other libraries; reduction of materials budget; proliferation of 
ebooks and electronic journals; and skyrocketing prices of serials, a phenomenon known as 
‘Serials Crisis’.  There are also needs for the evaluation of library activities and performances.  
Based on these changing conditions, this survey aims to examine methods of collection 
evaluation and find the best-suited method for the evaluation of our library’s collection as a 
national library; and to review the process of the collection development. 
 

As a part of this survey, we are sending questionnaires to large-scale libraries asking how 
each library conducts collection evaluation for foreign monographs. We are particularly 
interested to know how legal deposit libraries do collection evaluation for foreign monographs, 
which are collected by acquisition and not by the legal deposit system. We expect that each 
country has handled this matter in different ways. However, understanding the current 
situation in different countries and sharing information will be very helpful. 
 

This survey is to inquire about your library’s foreign publication collection development policy, 
selection / acquisition process and evaluation work of your collection in a concrete manner.  
Therefore, we would like to ask the person in charge of the work to provide your valuable 
feedback. 
 

Thank you very much in advance for your kind cooperation. 
 

Sincerely, 
 

Kimiko Harada 
Director General 
Kansai-kan of the National Diet Library 

参考：調査票送り状（英語） 
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Questionnaire on 

 ‘Evaluation of monograph collections published overseas’ 
 
 
 

Introduction 
 
1.  Purpose of the survey 

The purpose of the survey is to examine the current situation of large-scale libraries 
regarding their collection development policy, selection / acquisition process and the collection 
evaluation (or collection assessment) for foreign monographs. (especially interested in the case 
of legal deposit libraries which collect foreign monographs by acquisition but not by legal 
deposit system)  
 

‘Foreign monograph’ in this survey refers to: monographs published overseas, which include 
those with the titles and body text written in your native languages, but not includes serials 
and electronic materials.  
 
 
2.  Response method 
Please fill in an attached response sheet and send us a print-out or supply an electric file in PDF, 
RTF format(*) to the address below by FAX or e-mail by Friday 20th of January, 2006.  
 
* You can download response sheet in PDF, RTF format from following URL. 
  http://www.ndl.go.jp/jp/library/lis_research/survey/ 
 
  < Return address > 
Library Support Division 
Projects Department, 
Kansai-kan of the National Diet Library 
Fax: +81-774-94-9117 
E-mail: chojo@ndl. go. jp 
 
 
3.  Usage of data 

The data we acquire through this survey will be used only for the purposes of compiling 
reports. Please indicate any items which you do not wish to be shown in the report with the 
word “*nondisclosure.” 
 

参考：調査票（英語） 
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Survey Items 
 
I.  What is your library’s collection development policy for foreign monographs like? 
 
1-1. Do you have clearly-documented foreign collection development policy? 

Please check an answer from the following: 
□ We have documents available to the public. 

Please attach the document if possible.  
If it is accessible through a web site, please provide us with the URL.   
 
 

 (  Please go to I. 1-2)  
□ We have documents but unpublished.  (  Please go to I. 1-2)  
□ We have no specific documents.  (  Please go to I. 1-3)  

 

1-2. For those who selected ‘We have documents available to the public.’ and ‘we have documents 

but unpublished.’ for questions 1-1, when was the first time the document was created?  

 

 
 

Have the documents been regularly revised, and how often? 
□ They have been revised regularly, i.e., once a year or every three-year.  

 Please indicate the frequency as in examples.  
 
 

□ They have been revised as needed.  
□ Not subject to any review.  

 

1-3. For those who selected ‘We have no specific documents’ for questions 1-1. 

What are the reasons for not making one?  
 
 
 
 
 

 

2-1. Do you have any specific field, language or material group that you particularly put an emphasis 

in collection development?  

□ Yes (  Please go to I. 2-2)  

□ No 
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2-2. For those who selected ‘Yes’ for questions 2-1, what kind of field, language or material group do 

you focus on?  
Ex.  ‘Materials about our country published overseas’, ‘Legal / Parliamentary Documents’ etc.  
 
 
 
 
 
 

 
 

3-1. Do you have any collaborative relationships with other libraries for the collection development of 

foreign monographs?  Please check all that apply from the following:  

□ We engage in international exchange with libraries of other countries.   

□ We cooperate in or partly share the collection development with other libraries in our 

country.  (  Please go to I. 3-2)  

□ Others 

 Please explain specifically.  
 
 
 
 
 
 

 
3-2. For those who selected ‘we cooperate in or partly share the collection development with other 

libraries in our country” for question 3-1, what are the numbers of the organization your library 

cooperate with and what is the name of the representative institution?  
 
 
 
 
 
 
 

II.  How do you select and acquire foreign monographs?  
 

1. Who is responsible for selection and acquisition foreign monographs?  

Please check all that apply from the following:  
□ Staff from the department of book acquisition  
□ Staff from the department of technical services such as cataloging & processing 
□ Staff from the department of public services 
□ Staff from the department dealing with subjects 
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□ Staff knowledgeable in the subject across the departments   
□ External authorities / experts outside the library  
□ Others 

 Please explain specifically.  
 
 
 
 

 

2. What tools do you use for the book selection?  

Please check all that apply from the following:  
□ Blanket orders to book stores 

 Please give the name/s of the store/s if possible.  
 
 
 
 

□ Catalogues from book stores 
 Please give the name/s of the store/s if possible.  

 
 
 
 

□ Web sites of book stores 
 Please give the URL/s if possible.  

 
 
 

□ Other libraries’ OPAC, union catalogs, and bibliographic utilities.  
□ Book reviews in book review journals, magazines or newspapers.   
□ Lists of references in journal articles.  
□ Lists made by the experts / authorities outside the library  
□ Request from users, etc.  
□ Others 

 Please explain specifically.  
 
 

3. Approximately how many staff members are involved in the selection and acquisition of foreign 

monographs?  

Please specify the numbers in the following table:  
 

Full-time Part-time 
Others 
 (external authorities etc. ) 

Number of staff    
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members 
 
 

4. Approximately how many foreign monographs (or title numbers) do you have? 
 
 
 
 

 
 

5. How much is the overall materials budget? And of this total, what proportion is spent on foreign 

monographs?  
 Overall materials budget Budget for Foreign monographs  

Price   

 
 
 
III.  How do you conduct the collection evaluations for foreign monographs?  

This also includes the cooperative evaluations of collection conducted with other 
libraries.   

1-1. Do you conduct foreign monographs collection evaluation at your library? 

Please complete the table below using the following selections. 
□  We regularly conduct evaluation.  (  Please go to III. 1-2, 2-1)  
□  Not regularly but evaluation has been conducted before.  (  Please go to III. 1-2, 

2-1)  
□  Evaluation has been planned but never conducted.  (  Please go to III. 1-2, 2-2)  
□  Evaluation has never either been planed or conducted.  (  Please go to III. 1-2, 

2-3)  
 

1-2. Do you conduct collection evaluation for any collection groups other than foreign monographs at 

your library? 
      □  Yes (  Please go to III. 1-3)  
      □  No 
 
 

1-3. For those who selected 'Yes' for questions 1-2, what kind of materials do you evaluate?  

Ex.  'domestic monographs", ‘electrical journals’, ‘music materials’ etc.  
 
 
 
 

 

－ 140 －



 

 

2-1. For those who selected ‘We regularly conduct evaluations.’ or ‘Not regularly but evaluation has 

been conducted before.’ regarding foreign monographs for questions 1-1.  

Regarding recent evaluation you have conducted, please choose 3 cases and specify in the 

table below, together with their implementation time, target materials of evaluation, purpose, 

method, used tools, and a summary of the results. If you have any documents open to the 

public, please attach them if possible. 
 
Case 1 
Implementation time 
 

 

Target materials of 
evaluation 
 

 

Purpose 
 
 

 

Method 
 
 

 

Used tools 
 
 

 

Summary of the 
results 
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Case 2 
Implementation time 
 

 

Target materials of 
evaluation 
 

 

Purpose 
 
 

 

Method 
 
 

 

Used tools 
 
 

 

Summary of the 
results 
 
 
 
 

 

 
Case 3 
Implementation time 
 

 

Target materials of 
evaluation 
 

 

Purpose 
 
 

 

Method 
 
 

 

Used tools 
 
 

 

Summary of the 
results 
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2-2. For those who selected ‘Evaluation has been planned but never conducted. ’ regarding ‘foreign 

monographs’ for questions 1-1.  

Regarding the evaluation planning, please specify the planning time, evaluation objectives, 

purpose, method, tools planned for use and the reasons for the plans not being implemented in 

the table below. 
 
Planning time 
 

 

Target materials of 
evaluation 
 

 

Purpose 
 
 

 

Method 
 
 

 

Tools planned to be 
used 
 

 

Reasons for the plans
Not being 
implemented 
 
 
 
 
 

 

 
 

2-3. For those who selected ‘Evaluation has never either been planed or conducted. ’ regarding 

‘foreign monographs’ for questions 1-1, what are the reasons for not conducting any 

monographs collection evaluation? 
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IV.  Regarding collection development of foreign monographs, what aspects do you 

consider are difficult? 
Please check all that apply from the following: 
□ Do not perceive any difficulties.  
□ Shortage of materials budgets 
□ Staff shortage 
□ Lack of Information for selecting monographs 
□ Incomplete library cooperation system 
□ Others  

 Please explain specifically.  
 
 
 
 

 
 
 
Please provide your information below.  In case we have any questions about your reply, we hope 
you will allow us to contact you.    
 

Name of the Library in English  

Department/Section  

Name of the contact person  

FAX (+country code  

E-mail  

  

 
 
This is the end of the questionnaire.    
Thank you very much for your cooperation.  
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視覚障害その他の理由でこの本を活字のままでは読むことができない人の利用に供するた

めに、この本をもとに録音図書（音声訳）、拡大写本又は電子図書（パソコン等を利用して読

む図書）の作成を希望される場合には、国立国会図書館まで御連絡ください。 

 

【連絡先】国立国会図書館総務部総務課 

〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1 電話 03-3506-3306 
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