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して政府情報の形態，管理部門，公開方法および問題

厳密に規定している。 さらにNLCは国家財政委員会
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で発行された出版物について長期的なアクセスを保証
し，かつ付属の図書館やNLCに寄託をしている機関
は半数にとどまり，大多数の機関では長期間に及ぶア
クセスを想定していない点である。電子形態の政府情
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LCが対応しているが（CA1198，CA1332参照），NLC

「 電 子 情 報 へ の ア ク セ ス の 保 存 （Preserving

への寄託が回答数の半数にとどまり，また各付属の図
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書館間に連携がない点や官庁出版物の出版方法や目録
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作業に一貫性がない点は，情報収集・管理の網羅性が

ブで，電子情報の長期にわたる保存とアクセスの保証
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に関する活動を行っている。主な目的は次の4点であ

NLCが行ったこの調査のもう１つの目的は，MGI
Hを遂行していくうえで，NLCが提供できる援助，お
よびNLCに期待されている役割の把握が挙げられる。
1999年の調査結果では，資料の取扱いや保存方法につ
いての助言に期待が寄せられており，官庁出版物の副
本利用や対付属図書館サービス，および目録情報の提
供については期待されていなかった。そこで今回の調
査では特に後者のサービスの利用を問う項を加えた結
果，40％の回答者が目録情報の問い合わせをしたこと

る。
１．電子情報へのアクセスを保証するための戦略や
ガイドラインの開発・促進
２．電子情報保存に関する情報の提供と振興を図る
ウェブサイトの開発・運営
３．電子情報保存に関連する活動の積極的な発掘と
提供
４．電子情報保存において関係各機関の協力を実現
するためのフォーラムとなること

が分かった。 こうしたNLCのサービスを受けた大多
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LCが果たしている役割の大きさを示している。

ストラリア図書館情報サービス評議会，通信芸術省な

NLCが政府情報の収集・管理において担う役割は，

ど国の文化関連機関の協力のもとにスタートした（C

先ごろ策定された新しい政府情報に関する政策「政府
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情報管理政策（Management of Government Information

関係も国際的な広がりをもつようになってきた。
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米国の図書館情報資源振興財団（Council on Libra-

Hと比較して政府情報の定義，目的，政策内容をより

ry and Information Resources: CLIR）は現在スポ

詳しく説明しているほか，NLCに期待される役割に

ンサーとしてPADIのプロジェクトに財政的な支援を

ついても国立図書館法を明示し，それに基づいてより

行っている。また，英国の電子情報保存連合（Digital
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