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1. はじめに
国立国会図書館（NDL）では、2021年 4 月 1 日、NDL

全体の方針として「国立国会図書館ビジョン 2021-
2025」（1）（以下「ビジョン」）を定めた。ビジョンでは、
NDL の使命を果たすための基本的役割の一つとして

「資料・情報の収集・整理・保存」をあげ、書誌デー
タの作成および提供を引き続き NDL の大きな任務と
した。

また、NDL は、ビジョン以前から定期的に計画を
立て、書誌データ提供の強化と書誌データの作成基盤
整備に取り組んでおり、2018 年 3 月に「国立国会図書
館書誌データ作成・提供計画 2018-2020」（2）（以下「書
誌計画 2020」）を策定し実施してきた。この後継計画
として「国立国会図書館書誌データ作成・提供計画
2021-2025」（3）（以下「書誌計画 2025」）を 2021 年 3 月
に新たに策定した。書誌計画 2025 は、『日本目録規則
2018 年版』（以下「NCR2018」）の適用、NDL で使用
する業務用書誌作成システム（以下「書誌作成システ
ム」）のリニューアル、安定稼働を前提として策定した。
三つの基本方針として①書誌データ機能の強化、②書
誌データ標準化、③書誌データの普及及び関係機関と
の連携協力、を基に実務上の取組事項を中心に策定し
た。本稿では、書誌計画 2020 および書誌計画 2025 の
取組事項から、具体的な成果と今後の取組事項を中心
に紹介する。

2. 書誌計画 2020 の成果と書誌計画 2025 の取組事項
2.1 書誌データ機能の強化
2.1.1 典拠データの更なる活用

典拠データは、書誌データの効率的かつ的確な検索
を可能とし、利用者にとって非常に有用なデータであ
る。今後も典拠データをより一層充実（2.1.2 および
2.1 . 3 参照）させ、国立国会図書館典拠データ検索・提
供サービス（Web NDL Authorities）（4）を使うことで、
書誌データのより的確な検索を実現する。

2.1.2 典拠形アクセス・ポイントの拡大
従来は、和図書等の書誌データにおいて、個人また

は団体に対する典拠形アクセス・ポイントを一つの役
割表示につき三つまでに限定していた。2021 年 1 月（5）

＊収集書誌部

以降は、典拠形アクセス・ポイントの対象を全ての
個人または団体に拡大（6）し、検索対象の漏れを少な
くした。

2.1.3  新しい典拠データである「著作典拠」と「ジャ
ンル・形式用語」の提供開始（7）

2021 年 1 月から和図書および国内刊行洋図書の一
部において、著作の典拠コントロールを開始した（8）。
訳者、出版者、出版時期等によってタイトルが不統一
であっても、まとめて検索し資料を発見できるように
なった。例えば、「星の王子さま」と訳されることが
ある “Le petit prince” を著作典拠として新しく作成し
た上で既存書誌に紐づけたことから、「小さな王子さ
ま」、「小さな星の王子さま」等の日本語タイトルに訳
されている場合も当該著作典拠に紐づく資料がまとめ
て検索できるようになった。

また、2021 年 1 月からジャンル・形式用語（9）を導入
した。現在は、「漫画」、「児童図書」、「LL ブック」、「議
会資料」の 4 種類であり、資料の検索に有用な手段が
増えた。

現在は、「著作典拠」と「ジャンル・形式用語」は、
新規作成した書誌を中心に付与しているが、書誌計画
2025 の期間内には、遡及入力、適用資料群の拡大等を
検討し、より広範囲に付与することで従来の分類、件
名だけでは検索が困難な資料も発見できるようにする
予定である。

2.1.4 識別子の入力の拡大
現在、NDL の典拠データは、バーチャル国際典拠

ファイル（VIAF）にリンクするとともに、米国議会図
書館の典拠 ID（LCCN）および日本古典籍総合目録デー
タベースの著作 ID を記録している。今後は、ORCID

（CA1740 参照）、研究者番号等の標準的識別子を記録
することも検討する。人物の同定に有用な識別子の情
報は、利用者のニーズも多く、典拠データだけでなく、
書誌データの充実のために記録することが望まれてい
る。一方で、NDL において膨大な数の研究者を同定
することは難しく、著者の識別子が出版物に表示され
れば、人物の同定がしやすくなり書誌データおよび
典拠データに追記することも容易になる。このため、
出版時点での識別子の表示を出版界に期待したい。

2.1.5  雑誌記事索引における採録対象の電子雑誌への
拡大

従来は、紙媒体等の有形資料のみを雑誌記事索引の
採録対象としていた。有形の採録誌から媒体変更した
電子雑誌へも対象を拡大し、2019 年 11 月から「雑誌
記事索引データ（オンライン資料編）」の提供を開始し、
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2021 年 5 月からは、創刊号から電子雑誌として刊行さ
れたオンライン資料についても、提供を開始した。

2.2 書誌データ標準化
2.2.1 NCR2018 の策定及び適用

RDA（CA1766 参照）の世界的な普及が進む中で、
2016 年から 2018 年にかけて NDL と日本図書館協会
は、連携して NCR2018（CA1951 参照）を策定した（10）。
NCR2018 は、書誌レコードの機能要件（FRBR）を基
盤に国際的な概念モデルを取り入れて構築された国際
目録原則覚書（ICP）等に準拠し、RDA と相互運用性
を持たせている。書誌計画 2025 の期間では、日本図
書館協会と協力して NCR2018 の普及促進に向けた
活動を継続する。

また、NCR2018 を適用した目録を作成するために
は、従来の書誌作成システムでは大規模な改修が必要
だったこともあり、2021 年 1 月の書誌作成システムの
更新のタイミングで、NCR2018 の適用を開始した。

2.2.2 新しい書誌フレームワークに向けた検討
書誌計画 2020 では、NCR2018 のような NDL 書誌

データの新しい「容れ方」（書誌データ作成基準）を効
果的に反映できる「容れもの」（書誌フレームワーク）
への対応を検討した。BIBFRAME は、ウェブ環境に
適した新しい書誌フレームワークとして米国議会図書
館が現在も開発中であるが、各国で BIBFRAME を使
用した書誌データの提供が開始されており、実質的に
MARC（機械可読目録）形式に代わる書誌フレームワー
クとして定着しつつある（11）。

2021 年 1 月 に 更 新 し た 書 誌 作 成 シ ス テ ム で は
BIBFRAME を採用しなかったが、将来的な拡張性を
見込んで開発した。書誌計画 2025 では国際的な動向
等を注視し BIBFRAME を使用した書誌データの提供
に向けてさらに検討を進める。

2.3 書誌データの普及及び関係機関との連携協力
2.3.1 関係機関の所蔵資料を含めた書誌データの提供

NDL は、納本制度により、国内で発行された出版
物の網羅的収集に努め、収集した資料を元に全国書誌
データを作成し提供している。NDL による収集から
漏れた資料（例えば流通範囲が限られる郷土資料等）
については、都道府県立図書館等の関係機関が所蔵
する資料の書誌データを一元的に検索できる国立国会
図書館サーチ（以下「NDL サーチ」）により、存在の
可視化とアクセス向上に努めている。関係機関との連
携協力を強化（12）することで、国内出版物に関する書誌
データのより網羅的かつ一元的な提供を目指す。

また、NDL は、オンライン資料収集制度により、

インターネット等で出版（公開）された民間発行の電子
書籍・電子雑誌等（オンライン資料）も収集し（13）、そ
の書誌データを全国書誌データの一部（14）として提供
している。しかし、この制度において、NDL 以外の
機関による長期的な保存と利用提供が見込まれる資料

（リポジトリに収録されているコンテンツ等）は収集対
象から除かれる（15）。それらの書誌データの可視化には、
NDL サーチによるメタデータ連携がより重要で、現
在は、「学術機関リポジトリデータベース（IRDB）」と
のメタデータ連携を行っているが、関係機関との連携
協力を拡大し、オンライン資料についても、より広範
かつ一元的な書誌データの提供を目指す。

2.3.2 MARC 形式の書誌データ提供の継続
2020 年 12 月の国立国会図書館書誌提供サービス

（NDL-Bib）終了に伴い、2021 年 1 月以降は NDL サー
チから MARC 形式および MARC タグ形式の書誌デー
タを提供している。NDL サーチからの MARC 形式等
での書誌データ取得は 1 件ずつに限られるため、2021
年 1 月から複数件をまとめて取得できる MARC 取得
ツールの配布（16）を開始した。しかし、新規作成書誌を
まとめて入手する機能がないなどの理由から NDL-Bib
に対する代替手段としては、不十分な点が多い。現在
も MARC 形式は多くのニーズがあり、使いやすい方
法で利用者に提供することが必要である。将来の提供
用システムにおいては、利用者にとって必要な形式の
書誌データを一括ダウンロード等の使いやすい方法で
提供することを目指す。

2.3.3 書誌データのオープン化
2020 年 4 月から、政府の「オープンデータ基本指針」

の策定（17）等に対応し、書誌データを営利、非営利の目
的を問わず、二次利用も含め無償かつ申請なしで利用
できるようにした。従来は、書誌データを営利目的で
利用する場合は申請が必要であったところ、速やかに
利用できるようになり、書誌データの利活用に向けて
大きく改善を行った。今後、多様な形で書誌データが
利活用されることを期待したい。

3. 終わりに
書誌データの作成では、書誌作成時点での目録規則

等を活用して対象資料に関する情報を秩序立てて詳細
に記録している。更に、書誌データを作成した後も、
時間が経過し書誌データに付加できる情報が増えた場
合には、対応する必要がある。例えば、ペンネーム等
の多種多様な情報を確認した場合には、既存の書誌
データに紐づけ、新しい情報を加えることが重要で、
書誌データ一点一点について作成時に加えその後の維



カレントアウェアネス　NO.349（2021.9）

19

持作業が重要な意味を持っている。
また、書誌データの重要な役割は、利用者が最適な

情報を的確に入手できる手段となることである。例え
ば、一次資料へのアクセス、多面的な関連資料リスト
の作成、コピーカタロギングとして自館の OPAC で
の活用等多くの利用例が想定される。いずれの場合も
利用者が書誌データの特徴を十分に把握していること
が書誌データの活用範囲を広げると考えられる。一方
で、目録規則等は利用者のニーズを反映して整備を進
め、各書誌データも目録規則、適用細則、内部運用ルー
ル等の多数のルールに即して作成するように努めてい
るが、当該ルールの詳細が難解な部分もあり、普及の
障害になっている面もある。このため、NDL では利
用者に対し目的に沿った書誌データの使い方を分かり
やすく説明していくことが必要だと考えている。

書誌計画の目的を実現するため、取組事項のいずれ
も着実な実施を目指す。
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