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図書館資料の IC タグ管理について 

 
1 文京区立図書館の資料管理方式の推移 

昭和 53 年(1978 年)、新設した水道端図書館において区内で初めてコンピューター方式
による貸出を開始しました。 

その後順次、区内図書館のオンライン化をすすめ、平成 3 年(1991 年)に全館オンライ
ン化が完了しました。 

平成 18 年(2006 年)本郷図書館の新装開館時は、複合施設による管理上の理由から資料
に磁気テープを貼付し、施設入口に BDS ゲート(盗難防止ゲート)を設置しました。 

現在では、全館でバーコードによる資料管理を行うとともに、本郷図書館のみ磁気テー
プを貼付しています。 
 
2 他区の状況 

他区では、文京区よりも早くから磁気テープによる BDS ゲートを設置していましたが、
平成 17 年頃からは、IC タグによる資料管理方式を導入し始めています。 

◆IC タグの導入状況 
導入済み、導入中 

15 区 
千代田、中央、港、新宿、台東、墨田、江東、大田、世田谷、
渋谷、豊島、北、練馬、葛飾、江戸川 

導入予定   2 区 中野(令和 2 年度より)、板橋(令和 2 年度より) 
未導入     6 区※ 品川、目黒、杉並、荒川、足立、文京 

   ※未導入 6 区は、いずれも磁気テープによる BDS ゲートを設置しています。目黒は全館、品川、
荒川、足立はスペース上置けない館を除いて複数館に設置。杉並は中央館のみ、かつ一部資料のみ
に磁気テープを貼付しています。 

 
3 IC タグとは 
 小さな無線 IC チップを埋め込んだタグ(荷札)です。資料に
貼付し、電波を当てることで、チップのデータを読み書きする
ことができます。図書館では、主に 2 種類の IC タグが使われ
ています。 

◆図書館で使われる IC タグ 
タグの種類 HF 帯(13.56MHz) UHF 帯(920MHz) 

特徴 通信距離が短い 通信距離が長い 

通信方式 電磁誘導 電波方式 
通信距離 実質数十センチ 実質 3 メートル 
通信速度 実質 10kbps 以下 実質数十 kbps 
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タグの種類 HF 帯(13.56MHz) UHF 帯(920MHz) 
水分の影響 受け難い 受ける 

=人体の水分も影響する 
金属の影響 受ける 受ける 
積層性能 やや悪い 

=タグが重なると読み込み
にくい 

良い 

固有識別子 あり(UID) なし(TID=一意と言い切
れない) 

 
 HF 帯は図書館では古くから使われている方式です。 
 UHF 帯は、主に流通業界で発展し、最近図書館でも使われるようになってきました。
電波が広範囲に飛ぶため、設置時に周辺環境(カウンター、書架など)との調整が難しい一
方、一度に多数のタグを読み込めるため、団体貸出や資料の移動管理など、新しい活用方
法が期待されています。 
 
4  IC タグ関連機器 
(1) リーダライタ 
 IC タグを読み書きする機器です。貸出や返却時に使用しま
す。 

IC タグを貼付した資料は、最初にリーダライタで IC タグ情
報を図書館システムに登録し、資料管理します。 
 
(2) BDS ゲート 

図書館の出入り口に設置し、通過時に IC タグ情報を読み取
るゲートです。 

不正持ち出しを検知して、アラームを鳴らします。また、入
館者数をカウントでき、利用統計に反映することができます。 
 
(3) 蔵書点検機器 

IC タグを読み込む、持ち運び式の機器です。 
短時間で多数の資料を読み込むことができ、蔵書点検にかか

る期間を短縮します。 
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(4) 自動貸出機 
利用者が自分で貸出処理できる機器です。 
セルフ化により、利用者のプライバシーを保護します。 

 
(5) 自動返却機 

利用者が自分で返却処理できる機器です。 
セルフ化により、利用者のプライバシーを保護します。

投入と同時に返却処理されるため、利用者は 
すぐに次の資料を借りることができます。 
 
(6) セルフ予約棚 

利用者が自分で予約資料の貸出もできる機器です。図書
館の一角に、予約棚コーナーを設置します。 

全ての貸出がセルフ化され、利用者のプライバシーを保
護します。また、窓口対応や予約資料の管理業務が大幅に
軽減され、図書館員は相談業務等に時間を充てるなど、人
員の再配置が可能となります。 
 
5 導入方法とメリット、注意点 
(1) 全館で一斉に導入する場合 
 全館資料に IC タグを貼付し、IC タグ管理方式に移行します。 
 ・BDS ゲートを設置することで、不正持ち出しを削減できます。 
 ・蔵書点検期間を短縮でき、休館日数の削減が期待できます。 
 ・館の規模に応じて、自動貸出機や自動返却機、予約棚の導入が可能です。フルセット

で導入した館については、カウンター人員の再配置が可能となります。 
 ・既存資料への IC タグ貼付に、約 1 億円の初期経費が必要です。 
 
(2) 1 館ずつ順次導入する場合 
 1 館ずつ、所蔵資料に IC タグを貼付し、IC タグ管理方式に移行します。 
 ・BDS ゲートを設置することで、不正持ち出しを削減できます。 
 ・蔵書点検期間を短縮でき、休館日数の削減が期待できます。 
 ・館の規模に応じて、自動貸出機を導入できます。ただし、自館の在架資料の貸出のみ

です。貸出の約 3 分の 1 を占める予約資料については、従来のカウンターで貸出を受
ける必要があります。 

 ・カウンターでの貸出は、IC タグの有る資料と無い資料(予約本)が混在するため、IC
タグによる貸出処理の時間短縮にはつながらない可能性があります。 

 ・自動返却機や予約棚は、全館の IC タグ貼付が完了するまで、導入はできません。 
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(3) 所蔵資料を段階的に導入する場合 
 所蔵する資料のうち新着資料、視聴覚資料、貸出禁止資料、貴重書などを優先して、全
館において順次 IC タグを貼付していきます。全資料の貼付が終わるまで、資料はバーコ
ード管理方式で行います。 
 ・BDS ゲートでは、IC タグが貼付された資料のみ不正持ち出しを検知します。(機器の

しくみ上、UHF 帯タグでのみ可能な運用でしたが、最近では、HF 帯でも開発を進め
ているベンダーがあります。) 

 ・既存資料への一括 IC タグ貼付が不要のため、初期コストを抑えることができます。 
・バーコードを使った自動貸出機の設置も可能です。(目黒区では磁気テープを貼付し、

バーコードを使ったセルフ貸出機を設置している館があります。) 
 
6 導入における課題 
(1) コスト 
 導入にかかる費用の目安は、以下のとおりです。 
 ① 全館一斉導入し、全館に自動貸出機を設置した場合 
    初期経費  約 1 億 2,000 万円 

 (設置費用 約 1,500 万円、タグ貼付費用 約 1 億 500 万円) 
    運用経費  約 4,200 万円／1 年 
 
 ② 真砂中央図書館のみ導入し、自動貸出機、自動返却機、セルフ予約棚のフルセット

を設置した場合 
    初期経費  約 1 億 1,000 万円 

 (設置費用 約 500 万円、タグ貼付費用 約 1 億 500 万円) 
    運用経費  約 2,500 万円／1 年 
 
 ③ 全館に BDS ゲートのみ設置した場合 
    初期経費  約 1,300 万円 (設置費用のみ) 
    運用経費   約 2,000 万円／1 年 
 
(2) 設置スペース 
 自動返却機やセルフ予約棚については、設置するために一定程度のスペースが必要です。
既存館では、開架書架を撤去するなどして設置スペースを確保する必要があります。 

平成 28 年度に全面改修した真砂中央図書館は、自動貸出機、自動返却機、セルフ予約
棚の設置が可能ですが、地区館については、今後の改築又は改修時に、セルフ機器の設置
スペースについて検討していきます。 

ただし、小規模館（大塚公園みどりの図書室、根津図書室）については、関連機器の小
型化等が実現した時点で導入の検討が可能になります。 



【参考】　文京区立図書館　不明除籍資料点数

(点)

平成28年度 平成29年度 平成30年度
〈参考〉蔵書数
H31.3.31現在

真砂中央 754 872 664 245,343

本郷 98 91 75 134,105

小石川 364 637 433 217,367

本駒込 333 517 261 143,095

水道端 988 842 472 193,560

目白台 676 666 297 129,508

千石 238 256 220 169,533

湯島 256 206 276 80,357

根津 184 78 67 25,007

大塚 83 72 46 22,786

合計 3,974 4,237 2,811 1,360,661
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