
参考書誌研究第8号（1973．ID’
／

〈資　料〉

世界主要国の総合目録の事情

ユ　　ァメ、リカ

2、幽イギリス

3　ドイツ

4・フランス

5　ソ連・

6　イタリア

　まえがき　本誌では，第6号・第7号にア

ラソスの国立図書館の目録について，また第

7号ではイギリスのブリティシュ・・ミュジ：ア，

ムの目録について紹介した。世界の主要な国、

．々の総合目録について解説したこの欝1晦

当館参考書三部で，1965年当時の原徹郎弓長

の三三により，、館内資料として作成され，館

内に配布されだものである々ミ・そ喉の土曽力・

．について編集委員会で補足の上，ここに発表

することにした。泪録についで関心のある方

々の参考比なれぽ幸いである。

　　　　　　　　　　（編集委員会）

1　アメリカ

　1900年にアメリカめ議会図書館は，

旧館の印刷カー’ドを他の館の印刷カー

ドと交換する制度を作ったがジζの三

三㍉現在1・000万枚以上のカーttを含

む、　Nationa1．Union　Catalogl（．カー5“

式）め創始である。1　　　　　ン

　この目録は，最初の25年間は，Card

Divisiopの管掌するところであって，

特別の職員も．なく，他の館から寄せら・

れた印刷カードは，Card　Divisionの

職昂の夏の仕事として・1処理されてい，「

た。‘

　1926年には，・．カード枚数は約200万．．

枚に達したが，．学者の要求をみたすの

には不＋分であることが痛弛れ・．．ア，．

刈鋼書綿卸示騨よってr・ロ．
ックフェテ　・一財団がこの宿案㊧ために・、

2ら方ドル（年5万ドルを5年間）を議

会図書館に寄付することになり，1927’

年から32年にかけて，層そρ充実の浸め

の作業が行なわれ，．・・この間634万4，356

枚のカーttドが追加された。．そして，、．こ・

の作業の終了とともua，・　1932年にUn一、

、ioll　Catalog　Divisionが誕生した。

　．11948年にいたって，N母tional　Union

C・t・1・9fと1・死式略称が採用趣

た。・

　一方において，議会図書館は，・1942．、

年三・つぎの冊子三口瞬柳生、∫

しはじめた。

U．S‘　Libraror　of　Congress：　A’／cata－

　1・9げ三々・一r・Presentea　bN　LibraTgy’

’of．　Coapgress　printed　cards　gsSued

　t…、納・3Z，1942・Ahn　Atb・・ジ1、

　Edwards　Bro．s．，　1942－L－1946．　167v・
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　　・Libraryであ9・rそζに，3つめ総合目　　』』』』外図書館（The　Ou‡lie士Libraries’

　　録：が爵かれし（いるが，・四域には地域ご　　．＿of・the　Na‡iQnal　Centrq1　Librafy）

　　との縮合目録がある。Br・itish・　MuSeum　．　《4）National　Centra1：Lib，raryを通

　　．は，tt．納本に基礎をおく図書館であるた　　1「じて，図書の黛借をするその他㊧

　　・めに，図書の亡失をおそれて相互貸出「、　．専門図書館’（Other　sPecial　libra一

　　を行なわない6そのために，国立図書tt　：ries　which　borrow　and、　lend．

　　館でありながら総合肩録のうちに入っ　　　　through　the　NatignaL　Cehtral

　　、ていない・・しカ）・L；そ備書瞬をま・、一L畑・y＞

べ4QQ万以上嘩不を含タ米甲図会図1　（5）以上4組織の結節聴し燗く
　　書館や目録に平なy・も．Q電発RされJ．　　・・　’．Natiρnal　Cen・ra1・Lib・a・y（The

　　‘断最大の瞬「と興しでよいであろ　、、N・・i・n・1　C叫・al．Libr・ry・．whirh

t／

@tt　・狽､（263v・T・nryea・’・噌ρ1・脚ぢ聯…a・・・…毛h◎臆b・・ween・he

．、

熬福Vy∵1ゆ叫r胴輪罫膿難
　　　珀16媒，・シドシに，．A1もett”1’・N・・亡h・rn；，W・・＃．．　Midl・nd・；S・uth・

　　Mqn・b・idgeによ．？て・C甲・t・1　Lib・at　1’．’E・・te・n；・E…Midl・ndr；N・・th・

　　・yf6r　Stud・nt＄が創立さ締・エ9311．’Wgrte・n　’；　Y・rk＄hi・e；S・uth－W・・t・rp・l

　　tt年にこの離館は・N・ti・nal「頓tral・∫’W・1・・（2　bu・e・ux）・Scotland；、Lon一．

　　Lib耳・・yと改称趣幅璃・年から「』一dρn網織猷卜いる・・

　　．1937’年り間に・9の地域図書餌組線　tttt戸ソドソを除く各地域ではレその地

　　（・egi・n・l　lib・a・y・’・y・t・⑱．が・イ1》「壌こあ砕早撃舗駐体をなして・

　　グラ：ゾドおよびウェFルズの全地域に　　．各地域はその地域の総合目録をもって

　　奉仕するために確立された619舞年に、：二おり，Nationa1』Central孕ib血ryに．

一創立さ雛S・・tti・h　C鴫al恥・・y．　fOる』N・・i・n・1　Uni・n　C・t・1・gu・．耐

　　が・第・0翻鋼織とPて：（・．939年）・tttして，増加したものや糊したものを

　　この組搬に入って活動している6大ま　　二三することになっている。．ただし．

　　がにいうと，、現在の図書病間相互貸借』「Y6rkshireはまだ総合目録をもつ1てい

　　組織はつぎの5つの構威部分からなつ　　’．ない6官ンド：ソとウェー7ルズを除く地

　、』ている。』tt　t’1』　』　．ttt‘．「　∫　域組織㊧総合目録およ1びNatidnal

　　t一・（1）・』地域図書館組織（The　Regional　Central　Library’たある・’　Natiprial’

　　　　Libra・￥串y・ゆ・）t　・・一t、　・・Uhi・n‘C・t・1・gu・は｛’・レーズ四「フ

　　　・（2．）・大学間の相野借・繍（Th9．．’．木（sheaf　f6・m）の．騰である・1959・

　　　　．lnter－Unj∀ersity．：Lendin琴Sch6一・1年1月からBritish　Nation毎1　Biblio一

　　　　’・mの　1・　一tt・．1・・9・aphy、に収録：さ野際’・N・ti6na「

　　■S）・・N・ti6na1・・’c・nt・al・Libr・・yの部Lunl・n　C・t・19Sμ・か琳外されるζ・と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一：一．　58．，一一．．
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　　　になつ・た，また，British　．　Nati．onai．

　　　BibliographY（1950年創刊，・週刊，季tt

　　　刊，年刊）に収録された図書は，各地

　　　方組織のUnio耳¢atalo9μeにまかせる

　・　　こととし，　N3tiρnal、　central　Library

　　　では，外国書や他の図書館で入手でき

　　　ないような図書の収集に力を注ぐこと・

　　　ができるよう．にした。地域図書館組織．‘

　　　の総合目録がすべて完全とい’うわけで

　　　はなく・資金の欠乏かち・Outrtordate

　　　であるものが多ぐ，一Roberts報告
　　　（1959年）・，W・・kin9、　？・士㌻y轄（1鰯

L　　年）＊＊では，おくれをL，　p．もどすたあ．

　　　に；資金を出す必要9i）あるととを勧告

　　　　しているb

　　　’＊・19S7年に文部大臣によって任命され

　　　　　燐員会で・・イγグランドおよびウ・一

　　　　　＞vズの公共図書館の構造を調査すること

　　　　　を任務としていた。正式タイトルは，b・

　　　　　ぎの通り』である。

　　　　　Ministly　of　Eduatcion　：’　’The　structtzre

　　　　　　げthe鋼ろ伽library　sllrvice．　in

　　　　　　EπgZα三三41yαZ65∫ナψoプ孟of　the

　　　　　　Committeeα勿。勿論846ツthe　M♂廊一

　　　　　　ter　of’Educatiop．in’　・September

　　　　　　1957．　Presented　to　Parliament　by

　　　　　　the・　Minister　of　Education　by．　com一

　　　　　　賜・舷ゲ距1蜘・・㌍・彫二三
　　　　　　1959．：London，耳．M．　StationarY

　　　　　　Off．　（1959）．

　　　　1『＊＊　上述の報告が出版されたあと，この、

　　　　　勧告の実施上の措置の勧告のため，”2つ．

　　　　　．のWorking　Partyが任命されたが，そ

　　　　　のうちの1つの報告，その正式タイトル

　　　　　は次の通り・である。・

　　　　　M幡靭げE伽α診吻’1η診θプーz吻の

　　　　tt／t　co－oρ6プα彦ゴ碗鋭EπgZαη4α面舵Z63∫．

．rePortげ彦he　VVorkilzg．Party砂

Pointedの伽M翻5彦er　oゾEduca一、

tion　in　March　1961．　London，　H．M．

Stationary　Off．，　1962．

　1969年に1、：London　Union　Cata16gue・

ttと’

@South－Eastern　Regional　Library

Systemは合併した。

．約300の専門図書館がNational
Central　Libraryの部外図書館（6ut一　’

lier　libraries）‘どして活動している。．

これは，N．C．L．』 �ﾊじて，すべての

種類め図書館に，図書および雑誌を：貸．

出す図書館であるが，どの地域組織に　・・

も属さない図書館である6不完全で！＊1

あるが，’ ﾄ．の部外図書館め総合目録も

N．’C．’L．・にある。’Natiohal　Union、

Catalogue’ ﾍ850，000記入を含んでい・

て，それに比べる乙記入の数は少な

いが，部外図書館め緯合目録が効果的

に働いているるN．C．L．にはLondon

Union　Catalogueもおかれているの

で；この三者を合わせると500万以上

の記入を含んでいる。また，・NrC・’：L・

には，旨シア語とドイツ語の図書およ

び逐次刊行物の総合目録もある6　i

Union　catalogue　・of　Russiait’　bqoks

　and　periodicals．in’the　librasieS　of．

　Great　Britain．

Union　catalogue’　of　German　books

　an．　d”PeriodicalS　．　of　ovear’　1939一．

　49；　’

　遡及的続合目録とし℃は，侭人の編．

さんになるもみであるが，1つぎめ．2つ

カミある・（冊子式）∵

1475－1640　一・
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江懲灘■號拶∵1∵1∵興唾1

、．

p9の）1、Sh・吻イ・・．卿z・9吻．、噛ドイヅほ，第二次秘湯緬てヅ、．

1．b・・k・　？ri・t・伽．．βπ8勿4・βご・t：．．．岡目．録を堺町恐恐つ国であtt

　　．丁．♂叫．〃吻む脚・・．andBritish　・．．って，．第二野戦カミなか・？たならば．

．・4卿吻．／an4．・f．．恥g勘b・・fe・’．最鮪効な書誌として，1そみ総合．騰．

∫．勿剛．吻ψr・．一儲．翻のFB刷饗し協ろ．う．6　r・1

◎礁欝欝∫1蝉1∴膿群議1麟欝鍵’
　　遷斑晦物㊧印刷された聡合目録と、1．が困難であっ齢蔵書の分散ヵsら隼ず

一・レて咲つぎρ．2轡南．る（冊幻喝概貌う嫡にμ＄84軌ドィヅ
・碑鋤軸心勧9径・．げ．・勿晦一ま1．各回舗のカ．「駆集めて齢目．

　　1昭融．々．∫’初加4．げ擁6♪『吻4鶴Z5一録を作るヒ．とを決定したるとあカード

グ伽．．吻砺唖聾11画幅、．．．総合晒蝋．ナゆ才駐四型≒お．．
　　・t4ry．．tg・the，　PreS6nt　ddy・．伽β群醜．・．．．ゑれた61930年に印刷た付することが　1

驚竺緯騨1堕平叫ll塗奪舗認r灘瓢憂．．

耀鵬鍛1灘譜磁ナピ籠1；憲躍禦驚森緯＼
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　　・卿・碗．勿吻・α・臥「エ9・9「’G・・α漉勲Z6ぎ．．・面．．卿∬ゼ吻．∫

．雛鵡贈∵uワ1∵．・［．長ろ欝謡三　’．

．、〔初鵬．ユ92与＋1927年！9）．「．2版は、D鱗・砂G2吻細4・ダ．．、B－Beeth・

1響撚繋留撫∫．、．趨11㌔
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preussischen　Bibliotheken　und　fUr

den　preussischen　Gesamtkatalog）で

あって，この規則は第60条を除いて団

「体記入を行なわない。

　’また無著者名図書の書名の排列が機

械的排列（書名を排列するどきに、そ

’の図書に記載されてあるとおりに排列

する方法，もちろん最初の冠詞は無視『

するが）ではなく，文法的排列（前者

の反対で書名を排列するとき，最初の

名詞によって最初の排列を決定する。

以下複雑な規則がある。ドイツ語には

ぴったりした排列法であると卦われて

いるが，一般人には理解しにくい）で

ある。

　なお，アメリカ議会図書館が，その

印刷カードに使用した規則は英米規則

といわれ，アメリカ図書館協会とイギ

りろ図書館協会が共同して制定した規

則で，国際的な最初の規則であって，’

団体記入を認め，書名の排列は，機械

的排列である。

　このような状態は，図書の国際的交

流の上に不便であるので，1961年に国

際目録原則会議が開かれ，団体記入の

原則は国際的に承認された。

　1945年以降，ドイツは中央的総合目

録をもたないで，種々φ地方的な総合

目録が作成されている。

＝西ドイツの学術図書館の蔵書は，つ

ぎの7堆区の総合目録で把握される。』

Stuttgart．　Zentralkatalog　，　Badeha－

　Bi｛lrttemberg．

Mtinchen．　Bayerischer．　Zentralkata－

　log．

Frankfurt　am　Main．　Hessischer　Zen－

　tralkatalog．　，．’　’　，・

G6ttingen．　Nieaersdchsischer　Zen－

　tr41katalog．

Hamburg．　Norddeutscher　Zen一．
　tralkataZog．

K61n．　Z顔’プ4三型09　der　漉∬en－

　schaftlichen　Bibliotheken　des　Lan－

　des　Nordrhein－Westfalen．

Berlin．　Berliner　Gesamtkatalog．

　その最も重要なものは，ケルンの大

学市立図書館を本拠とする，ノルトラ

’インーヴエストファーレン州の学術図

書館の中央目録（カード式）である・

Zentralkatalog　der　wissenschaftli－

　chen　Bibliothefeen　des，　Landes

　’　Nordrhein－Westfalen，　Albertus

　Magnus－Plazl　K61n－Lindenthal．

　〔1947年創設，1，700，000タイトル〕

　こ㊧目録は，早期に着手されたばか

りでなく，その後の発展がきわめて急

速であらたので，その活用の面で最大

の効果を収あ得たのである。この目録’

を作るに当って採取された原理はつぎ

のとおりであった。’

　（1＞図書館相互貸借制度を運営して

　　ゆくうえに能率のよい用具とする

　　　こと6タイトルの採取に当って若’

・　干の簡易化を図り・1800年以前の

　　：交：献は一切除外した。　．

　②　学術上の一般図書館（すなわち

　　大学図書館，州立図書館，市立図

　　書館）だけではなく，それらと並

　　んで種々の専門施設の専門図書館

　　も入れたこと。’たとえばエッセン

一61一



　　t

∴．の鋤図書館・．ヂュセ≧・．．ド・レフの∫■．M・聯li齢Verz♀i6hhir　de・’．v・n

　　　　““イツ鉄．．・冶錫会図書館はもピ・ゆ・d6utr乙h・hl　Bibli・th・ken・τ・、

　　　　畝ノ§」デ・U，t“ルシ．の大司教ア、1．’IW・rb・p；．r6’t．「1939無Au・1・hd

　　　　㍗デミ．．一．図書館～およグ』喀」ヒフ　　　／・　erschienenen恥6h♀f・・Bea止b・．　be晦

　　　　・ま・レ．画帳尽デ・咋ある神学鮒■．Z・P・r・lka・・1・91．　d・・．wiS・enS・h・ftL．

’，．．．． A設姻書購でも撚された・．’．1i・h・n　Bibli・th・k・n　d…L・nd・r

　　（3）1．この巨．録の作成に当っ．て嫡・．．流／t　NQr〈lrheinLWestfalen・1．K61n・』J縞

　　　1通手続がと1ら．れ1．．．．作業開始用原稿．　．．1－9・　（61n・1951－59・

　　　　曲用さ繰のは塑篤学市立．一』東ドイツ．に瓢駕・．．？ぎ蝿合．目

　　　　図書館り著者∵書名．月録である6　・録が作られている・・．

　　臣子総合目．録で重要な弔¢）ほ1外国「1．1ZK　det　／AUSland・1i‡鱒tur（Z琴A）’an

．淫書の．も㊧で；1939午以降た出版さ、れ・．．　．det．．De．　ut＄qheg　Staqtsbi戸lipthek’．

燃緊駕御豊漁？．lr溜晶無熱1
惚欝．ψ面面l14・ ．T^細el・．Uh’ve’「si’tat．Sl，，

1一．’・　．Efwerbdngen’，’194，sL’lg50．　’．u一　・　ZK’．Leip，　zig一　一a’p　der．・Universit’atsbi‘

　　　　’terattir’　’rpit’　dep・”EischeiAungs’一・　’　bliothek　Leiplig・

熱搬器糠認＼．￥畿釜誰臨謡∵？ll‘
㍑e素振lb1’1や1ドrφtl隅ニニ．聖贈甲与島eS玲’P1’Q一．

　　2・∫；母werb廿nge坦051－1♀54・恥6・、　．1952年以降・．．東ボイ塑）ユ80館以」；・

　　　、7rafhrl血it．de耳早rs¢h今in画gsjゆr鎚　　．の図書館が参加しで・新着外国図書1？

　　　　1939－1949・’Bearb・、∫beim　Zen－1．．目録を．’出版している。　　・t一．

　　　　t’tdlkatalog．de’r’B’　ibliQtheken’　des’　’Das　’．neue．　wis’．senSchaftliche．Buch．

瀞g諏16∵r嘗fa16今．1．［1欝翻比高1嚇1
@1一．

qの外国青書総合月録は）・．．，1951年か　　．　Hr・g・．・・yb？z：der　D甜三々厩・．Staαts一．，

ら刷蝿出版さ航てい・るへその編1・一6面面．．・9Bi＄　Jgl・i・654．・N・ゆ

．集は、．ノ矛．ト，ラインワヴユ．i“フ：ア．r　．．申・rbqngen　d…’0蜘tli・h・n　Wis－

1器覚騨墜1鰍ヒ．　ttt．灘’艦懸蟹6琶蕃・

1欝菌ll∵1轡1∵鑓r∵∵ll



　　　Reihe・’　A　l：　／NatutiXxissenschftenr’

　　　　Technik．’・’　’

　　　Reihe’　B’：・　Gesellschaftswissen－

　　　　schaften．

　　　　Berlin，．　1952－59v’

Berliner　T翻4プ鋸ん6．．NeueriVerbun－

genα％吻雌頭・・』』Lゼ・・卿．・d・r

　wissenschdhtlichen一　’・　．　Bibliotheken’

　’aef　Deutschen　DeMok’ratisbhen　Re－

　publik．　Re／／he　A．B・　Jg・　1‘t’　”1960T・　・

　．逐次刊行物．につ．い℃は，．．下記の総合

信録が出版されているd．

Ver2eichnis　ausgetw’a”hlter　upissen7

・制御ガ・ψ’Zeitschrzften　4ρ・

　　AuSldnaes・　（V；A．Z．）．　Wiesbaden，　・

　　　Steiner，・　195712v．

　　〔25館に受入れ．ら．れた外国逐次刊行

　　物．800種〕・

Gesamtver2eichnis　l．απ5z三三砒ブ

　　Zeitschrzften　ztitd　Serien，’　1989－

　　1958’（G．A．ZS：）　Bea’tb．　’und’hrsg．

　　Von　det　Westdeutschen　Bibliothek

　　（MarbJ　rg）・　，．Wiesbaden，　・’　．’Ha；一

　　rassoWitz，・　1959－L一一68．　5v．　（5，152　P．）

　　〔西ドィッおよび西ベノゆンの．図書

　．館や科．学機関の尻軽目録』12G館，

　・45，．00Qタイ．ト♪レ〕．・

Gesdnztwer2eichnis’　・・　’一dusldnaischer

　　御・とん雌・力∴エ939一エ959．（G・4・

　　．Z．）．’　Bearb：’imd　hrsg．　．’vo．n，der’

　　Deutscheri　Staatsbibliothek．　IBerlin，

　　Dt．　StaatsbiblLs　1962r

：．4、フ．ランス

　フラシズ国立図書館は納本に基礎を

おく図書館であるφで瓦そ㊧蔵書目録

は，ララ．ンス出版の図書につ．い．て調査．

する．基灘なる．もρで郊・㌃

助z鋤伽・編加46・Catdl・幽・
・．
ｬ励α読・吻gr．ゴ無事・解rzα．‘

Bゴ励漉伽6麓勿αz6’ASttehrrS・．

　，Paris，　IMprimerie　nationale，／1897一

⑲7↓輯在℃v・即Y・n．d・・．∫．H・・

・g・P－V・nhyd・・まで出板されてし・．る6’

騰の年鄭麹ζよって逸る・．出版．．．

嚇騨在になってV．｝る・著錯聴「．

ではあるが｝個人著者．をのみ含んでい

る．窒ｻφ補邸・　　　　・
Ca・al・gue．196吻z　4es．伽τ診・勿一．

加泌聯・郷，c・zz・・ψ勧6－dut・urS，．

an吻欄4960」1ρ5チ12マ∴
　1．この版には・p一団体著者，含集声よび

無著者名図書の書名記入を含む。

　　189s年から1934年まで，　M：ohtpelliof．

で，． 蜉w間の貸借を容易にするために
／Liste　alphabe’tigue　L！es’　’nbuvelles　acL．　，

guisitions　des　biblioth2gtzeS一　uniwersi一

．毎加∫が年刊で刊行された6’そめ第22

巻および最．終刊にぽ24館が参加してい

．る6：．』．．．

　　：1926年から1937年にかけて，‘1874年’

以来刊行きれてきた　Bulletini　mehsdr『1

’des　ptiblicatiohs　gtrangtreS・．　tegues

．pdT・le　Dφと～；7・彦ement　4es　iク？ψ厚z痴∫de　l

ld．’Bibll・th2gue．nati・naleは」．Bulr

letin　des　acquisitions　・e’trapagb7ieS”de

，a　・63　一’



．Zαβ冠物πr．海α伽α妙Z・’desゴde「Alf・ed　Lac・。i…　pa・i・・．1924一

，♪吻吻！・・聯・・々29πr・44晦・・と．．．・939・　lv・・≠・2・如Pレ

測蝋ζれに畔時約29鰍ミ協力tt〔1939年に剛る・R．，・I」・の143騨め・

・していや・』』、tt、「＿■．　　25，　OOO記入を含んでいる〕

　1・89S年と1911年に，　Ch．　Mortetと　　Bibliothさque’　nationale．　D6partement．

L、Delis玉eが，膨大な富を蔵すやペリ　　　des　p6riodiques・Cαtalogue・60ZZ86渉グ

姪誓湯齢目凹即効説ヤ・’‘des・卸・伽6・．c・nserwgs編
・た・エ937年に輪作陣着手したカミ・　1・・’bibli・thegu・・　d・．Pa・i・　・・　dans

続行されなかっ1た。1952年に，フラン　　　leS　biblioth2gues％η勿6〆5伽舵5《た・

スの全図書館が入手した外国図書のカ　　　proηince．　paris，　Bib1・．ndt・，，1943

「ドによ礁舗録赴画された・　1一1962・43v・（r・n6・・yp6・）’

　1952年1月に，、Directi6n　’des　bib一．　　19β7年かち新しく「印刷されはじゃ

1i6蜘ug・・4・F・anceに‡つて，同月1た・

1以降に・、ノ籾騰よび各県の諸図書館で・，’Catal・gue　c・llect・f　des「ρ動64吻爾

翠入れた外国図書のカe．ドにタる緯圏　　　d44多吻ぬX▽Z㍗漉6Zξ諺エ989，

u脇が倉j始された・1（C・t・1・gu・、　c・（一’・co79・er．w2s 　・lqapS　’1・・　bibli・・hegu・・　de

・Z圃4・3即α9・・伽π9⑳・968．「珈麺4α解・鋤帳面π・・』三

年に師10舩矯燃轍ρ機関・ttt、・でr・・吻・吻伽回覧郷P・・i・・

1大学の廟所・’、陸ユ潮テリシ・ンIBib1・hat・・1967－

tt．・ Zシタ・Tが・それに部面し’（t＞’る・　．3i・　M＝Q・969・4・恥Z4967・．

　そQほか，斉大学区には，．地方別総　’、、〔国立図書館その他75館の100・000帳

合目録（カs一・一一ド式）が置かれ1大学図　　　．入を含む〕．

誉餌を奉拠としているQ斉県の参加機　　　うぎにカyソトな逐次刊行物を：対象

』関は1．持分を、乞稼大学図書館に送るζ　1とし，所在明示を目的としたものとし．

とを義務づけられていて，11枚は地方　・て，．　lgs6年にはDirection　．des／・．　bib一

別総合目録に，1枚は本部に送ちれ　　．1i・thさques’　de、Franceはカ・レソトな外

1る。パリ大学区内の参加機関に∴直接　一国逐次刊行物の永続的目録（LP．P．E．

カードを本部に送る。．．：こ¢）聡合目録　　C．：）を発行した。’　1962年に出版された

肥rl轡でl150gooo蜜蝋翻9矯編濫淫箋・
　・遂珠刊行物4）総合目録・（竪子式〉に　　入れ．られた3Qr　OOO記入を取録してい・

、1・＊，’・．Pぎの．ものヵミある。「t　’t　t．　一．ttt　・．る。

B，ultingaire“　L．　6Qn，；，　：　4tefltair’　e　・　des　．　Direction　des．　bibligthttques　de　France．

r卿・4膨5・・語頭9％ε・・4・・うみ　　lvz，entaire　P・rmamp・nt撚卸σ’、

　樋畔r！4σ和幡：・伽吻耽・＼伽碑τ噸…町回』1・p．p．
il　・’ D”．一，　’ C　．　．・　i’i’・　・・．一．’64一．．



／

　E．C　lnwentaire　des’　Pe’riodigues’

窃プαη96ブ5忽％5en　France　Par　les

　biblioth2ques　et　les　organismes　de

　documentation，　en　1960－1961．

　．3．　6d．　Paris，　Bibl．，　nati’onale，1962．

　（1．　6d．　1956）　（21・　6d．　1959）　…

　カード式の中央目録は，・1953年に創．

始され．Bibliothさque　nqtionale，　D6p．

des　P6riodiquesに置かれていて，絶

えず，up－to－date．．に保持きれ』（いる。

5ゾ連

　遡及的な総合目録としては，1689－

11725年，．1725－1800年の出版物についt　’t

て総合目録が；出版されている。’

OrtM．caHlde　H3AaH曲，　HaneqaTa亙耳HX　llpva

　I［eTpe　1．　CBoAHbifi　KaTalov…MocKBa，

　va3AaHze　AKaAeMvava　HayK　CCCP，

　1955r58．　・　2．v．

・CBoJ［Hbblti　KaTa」［or　pycc・Koth　KHz・rva

　rPa3itAaHcscoti　neqaTva　XVIII　BeKa，

　1725－1800．　Mo．c’KBa・，　IZ［3AaHvae　Vocy一　・’

　AapcTBeHHofi　6va6maoTeKva　CCCP　zMe－

　Hva　B．II．　JleHvaHa，　1962－67．’5v．

　ロシア語図書全部の冊子式総合巨録

が1947年から着手されているが完成し

ていない（60巻13，000，000記入）。、

　外国出版物に対するカード式総合目

録は，16ある。こめうち大きいものは

つぎの2つである。

　外国図書総合目録　モスクワ　1937

　　年創設　300，000単行書，5，・　200の・・

　　双書，11，000、の逐次刊行物を含

　　、む。’．1937年からレーニンダラー．5“

　　．1946年からモスグワをも含む。

．外国図書総合目録モスクワ　1940，

　　年創設1940年からモスグワ，1955

　　年からソ連邦を含む。

　冊子式の総合目録はユ9を数えるが，

そのうち有名なもめは，

ツ連邦科学ナカデミしおよび連邦構

　　成共和国科学アカデミー新収外国

　　図書（1942一）モ冬クワ　1948汁　．

　Y連邦の大図書餌に受入れられた外

　　国図書の総合公報

　　A．集：官然科学編モスクワ

　．1949一一一　．　’　・’一

塩’ a集：社会科学編モスクワ

　　1952L

6　イタリア

　かつて地方分権化されていたイダリ

アでは，蔵書は古い州の諸図書館に分

散されており，それちの目録も回想し

たり，断片であったり，時にはなぐな

っていたりしている。．

　1951年にCata1・g・Unic・’（総合目

録）のための国立セシターが，μ一マ

の国立ヴィクトル・エマヌエル三世図

書館に創立されたQそり仕事は，国

立，州立，公立，教会立や私立のイタ

’リアの主要図書館の総合目録塗作ると一

とであ．つた。

　その最初り仕事は，目録規則を検討

統一することで，1956年に著者アルフ

ァベット順目録編成規則．の刊行をみ．

、た。基礎作業は，規則にしたがらて，

’国立図書館の目録を作成しているセン

一一@65　一



タ曽で行なわμる・∴そこで嬬llロ7ア　　（）roninJ・hn’W・：The’INヨ‡ignal　Un’i・n

　　．の全図書館．の目録が，．．同じよう．に．どり

　適される．ご．とになつ．てい．る。1同様「に．，

、．最初め地方別総合目録も作られるはず

了盈藩四三四：ζ漏挙

’緯が．≧られ．る6．．．．各地方ご．と．め総合目録．

．Pミ．　catqlQ9・Uni，d・．．に導入される・

　．1958年には，．フ戸．」ンンス．国立．図書館

　　で編集さ．れるイ1タ．リア㊧重レシトな全

愚書誌によって・灘か郎与えら
1・麺い印ミダその三三こしkpKhづ℃書

　　かれたカー二．ドが発売されている。1962

　　．年．から．ば，C包talogo　Unic61（冊子式）
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