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図書館の"はたらき"は
国を越えて届くか

--『本棚の中のニッポン』から--

江上敏哲
資料課 資料利⽤係

⽇⽂研 ⽊曜セミナー
2012.9.20

本棚の中のニッポン
海外の⽇本図書館と⽇本研究
（笠間書院 / 2012.5）

『『本棚の中のニッポン本棚の中のニッポン』』とは？とは？

• 海外の⽇本研究（研究者・学⽣）
• 海外の⽇本図書館とその周辺

- 蔵書・サービス・活動
- 現状・課題・ニーズ

• ⽇本からのサポート・情報発信

• 図書館は
どんな機能を持つか
どんな活動をしているか

• 図書館の機能・活動は

本日のプレゼン本日のプレゼン

図書館の機能 活動は
国を越えてどう動いているか

（海外の日本研究図書館）

• 日文研図書館

図書館は

どんな機能を持つかどんな機能を持つか

どんな活動をしているか

図書館の機能

– 資料の 収集

資料の 整理

図書館の機能・活動図書館の機能・活動

– 資料の 整理

– 資料の 提供

– 資料の 保存

ランガナタン (1892-1972 インド)

「図書館学の5原則」

2 ”Every reader

図書館の機能・活動図書館の機能・活動

2. Every reader 
His (or her) book.”
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図書館のはたらき①

あらゆる人に、

その人が求める本を

図書館の機能・活動図書館の機能・活動

その人が求める本を

確実に届ける

図書館のはたらき②

図書館は

“横のつながり”なしに

図書館の機能・活動図書館の機能・活動

“横のつながり”なしに

成り立たない

“横のつながり”① ＩＬＬ

• ILL=Inter Library Loan

相互貸借（図書）

図書館の“横のつながり”図書館の“横のつながり”

•相互貸借（図書）
文献複写（コピー）

“横のつながり”① ＩＬＬ

• 大規模な仕組み
（NACSIS-ILL）

図書館の“横のつながり”図書館の“横のつながり”

• 定型化（ルーチン）
（国立国会図書館など）

• 毎回・個別に交渉
（地方の図書館・資料館など）

“横のつながり”② 目録

• 総合目録データベース
（NACSIS-CAT

図書館の“横のつながり”図書館の“横のつながり”

（NACSIS CAT
＝NII検索・webcat・CiNii Books）

• 書誌ユーティリティ
（コピー・カタロギング）

“横のつながり”③人的交流

• コミュニティ

• 研修

図書館の機能・活動図書館の機能・活動

研修

• 研究会
• ライブラリアン
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図書館の機能・活動は

国を越えてどう動くか国を越えてどう動くか

（海外の日本研究図書館）

海外の日本図書館には

“横のつながり”が不可欠

国会図書館 4000万冊

京都大学 700万冊

日文研 50万冊

ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ・ｲｪﾝﾁﾝ 32万冊

ﾌﾗﾝｽ極東学院 1万冊

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ大学 4500冊

図書館の“横のつながり”

① ＩＬＬ

図書館の“横のつながり”図書館の“横のつながり”

② 目録

③ 人的交流

① ＩＬＬ

• OCLC

-北米中心・全世界対象の

海外日本図書館の海外日本図書館のILLILL

北米中心・全世界対象の
図書館ネットワーク

-北米内： ILL可能

-対日本： 加入・実績 ごくわずか

Global ILL Framework (GIF)

① ＩＬＬ

• 日本へのILL依頼の実際

-早稲田大学図書館 （OCLC加入・実績多）

海外日本図書館の海外日本図書館のILLILL

-国会図書館

-（それ以外）
個別に交渉 →謝絶
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② 目録

• CJKデータを扱えるか？

• コピー・カタロギングできるか？

海外日本図書館の目録海外日本図書館の目録

• 北米：OCLC総合目録ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

• 欧州：NACSIS-CATに参加

日本からOCLCへの書誌レコード提供
＝コピー・カタロギングが可能になる

1995～ 早稲田大学
2008～ 図書館流通センター
2010～ 国立国会図書館

OCLCの日本語書誌件数

③ 人的交流
【コミュニティ】

• CEAL (Council on East Asian Libraries)

NCC

海外日本図書館の人的交流海外日本図書館の人的交流

• NCC (North American Coordinating 

Council on Japanese Library Resources)

• EAJRS (European Association of 

Japanese Resource Specialists)

• その他

③ 人的交流
• CEAL (Council on East Asian Libraries)

-総会（3-4月・AAS同時期）

海外日本図書館の人的交流海外日本図書館の人的交流

-ML「eastlib」

-JMC (Japanese Materials 
Committee)

-日本古典籍目録規則・ディレクトリ

③ 人的交流
• NCC (North American Coordinating 

Council on Japanese Library Resources)

-総会 （3-4月・CEAL同時期）

海外日本図書館の人的交流海外日本図書館の人的交流

総会 （3 4月 CEAL同時期）

-MVS （高額資料の共同購入・調整）

-ILL/DD （ILLの促進）

-DRC（digital resourceの契約交渉）

-日本司書のいない大学へのサービス
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③ 人的交流
• EAJRS (European Association of 

Japanese Resource Specialists)

–総会（9月）

海外日本図書館の人的交流海外日本図書館の人的交流

総会（9月）

–NACSIS-CATプロジェクト

–digital resourceの契約交渉

–研修事業

–研究者が参加・協働

北米・東アジア図書館での所蔵数(2010)
■中国語 ■日本語 ■韓国語

9286
632

5568
202

97469 269

171

1328
615

図書

1244

11703

電子書籍

69

電子ジャー

ナル

③ 人的交流

【研修】

• 日本専門家ワークショップ

海外日本図書館の人的交流海外日本図書館の人的交流

（国立国会図書館・国際文化会館
・国際交流基金）

• 天理古典籍ワークショップ
• その他

現地開催のワークショップなど

③ 人的交流
【ライブラリアン】

海外日本図書館の人的交流海外日本図書館の人的交流

日文研図書館
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• 外部・他機関との関わり

-海外の日本図書館・ライブラリアン

日文研図書館日文研図書館

・コミュニティ

-国内の専門図書館
（国際交流基金・国際文化会館など）

【資料】

• 資料の存在を知らせる

• 蔵書・外書の強化

【サービス】

日文研図書館日文研図書館

• ILLの強化

【人的貢献】

• CEAL・NCC・EAJRS等への関与・貢献

• 研修事業への関与・貢献


