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国立国会図書館総合目録ネットワーク 

参加館ＮＥＷＳ No.17 2002/8/21 

１．総合目録ネットワーク・最近の動き 

（１）新規データ提供館のお知らせ 

福島県立図書館、福岡市総合図書館が新たにデータ提供館となりました。これで、平成 14 年 8
月現在のデータ提供館は 43 館となりました。 

（２）平成 14 年度新規参加館がシステム利用を開始します。 

 今年度、新規参加の申請があった図書館（市町村立図書館 194 館、県立図書館分館 1 館、政令指

定都市立図書館分館 17 館）について、8 月 1 日付けで参加が承認されました。これらの図書館は、

9 月 2 日午後 1 時から総合目録ネットワークシステムの利用を開始する予定です。 
 参加が承認された図書館に対しては、参加承認通知（図書館長宛て）と『国立国会図書館総合目

録ネットワーク マニュアル』（担当者宛て）をそれぞれ郵送しました（8 月 9 日発送済み）。 
 
 

●現在の参加館数(平成14年 8月 21日現在)● 

参加館724館（内データ提供館43館） 

国立国会図書館 1館 

都道府県立図書館 56館 

政令指定都市立図書館 119館 

市区町村立図書館 548館 
 
 
２．総合目録ネットワーク研修会について 

（１）国立国会図書館主催の研修会を開催しました。 

国立国会図書館では、総合目録ネット

ワーク参加館のうち、都道府県立図書

館・政令指定都市立図書館中央館を対象

とした研修会を、7 月 12 日（於 国立国

会図書館東京本館、出席者30館34名）、

7 月 19 日（於 国立国会図書館関西館、

出席者 24館26名）の2回開催しました。 
当日は、各都道府県域での研修会（新

規参加館及び新任担当者に対する研修

会）の内容確認を行いました。また、後

半にはディスカッションの時間を設け、

参加館と国立国会図書館、参加館同士の意見交換を行なったほか、各図書館の相互貸借業務の実態

等について、事例の紹介がありました。次のページでは、その内容を一部ご紹介します。 

関西館事業部長 開会あいさつ(関西会場) 
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総合目録ネットワーク研修会 

ディスカッション 
質問・意見・事例報告 

 

●相互貸借業務に携わる人員・ 
 組織体制や、データ提供後の 
 業務量の変化を知りたい。 

・ 以前は、相互貸借業務はカウンター業務の担当者が兼務していたため、カウンターが忙しい時

には作業が後回しにならざるをえなかった。今年度から効率化を図るため、相互貸借業務の担

当をカウンター担当者からシステム担当者に変更し、県外への資料発送については曜日を定め

て一括して作業するように変更した。 
・ 相互貸借の量がそれなりにあると、対応する部署がないと難しい。当館でも、県外については

曜日を決めて発送業務を行っている。 
・ データを総合目録に提供してから、月ごとに少しずつ貸出数が増えている。現在は、相互貸借

担当は館内閲覧サービス担当者が兼務しているが、今後は担当人数を増やさないと対応できな

いかもしれない。 
・ 総合目録ネットワークにデータを提供する以前からインターネットで自館OPACを公開してお

り、貸出件数が増加してきている。送料を相互負担にしているので、送料の負担が厳しくなっ

てきており、容易に入手できる資料については貸出しを断るなど工夫している。 

●県外の図書館からの資料借受が増えており、送料の利用者負担を検討すべきかと思っています。 
 各館ではどのように対応していますか。 

・ ブロック内では相互貸借の送料は貸出館・借受館の相互負担とする取り決めがあり、この場合

は送料を利用者に負担してもらっていない。ブロック外では全額借受館負担になることが多い

が、こちらも今のところ図書館で負担している。 
・ 利用者に全額負担してもらっている。貸出を依頼する前に、送料を負担していただくことと、

本の状態によっては館内利用に限定される場合もあることを利用者に念押ししている。 
・ 片道分の送料を利用者負担にしているが、全額を利用者に負担してもらってもよいのでは、と

いう意見もある。 
・ 送料を利用者負担にしても、本当にその資料が必要な人は申し込んでくる。 
・ 総合目録ネットワークに昨年度から参加している市町村の図書館で、年 100 冊程度他館から資

料を借り受けたというところがある。現在は送料を全額図書館で負担していて大変なので、送

料の受益者負担を検討した方がよいか、という相談を受けた。 
・ 送料の利用者負担については、図書館条例の施行規則で定めている。 
・ 図書館が負担すべきか利用者負担としてもよいか、という問題については、各図書館・自治体

の状況があり、ここで結論は得られないと思う。各自治体の法制担当に相談すべきではないか。 
・ 総合目録ネットワークは情報の流通基盤として、全国的な情報流通を飛躍的に発展させたが、

その一方で、全国的な物流ネットワークについては整備が遅れている面があると思う。 

ディスカッションのようす（関西会場） 
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●実際の相互貸借業務において、マナーや資料の取り扱いについて困った事例はありますか？ 

・ 貸出申込みの際に住所も書いていない図書館があった。『日本の図書館』などを調べれば分かる

ことだが、最低限のことは記入してほしい。 
・ 画面上で分かる情報は全て記入してほしい。たとえば書名だけ書かれてあっても、資料を特定

できない。 
・ 厚めの古い資料が、綴じた糸の部分が切れた破損状態で返却されてきたことがある。原因は、

コピーをしたか、返却ポストに入れたかではないかと考えられる。相手館に補修費用を負担し

ていただく予定である。 
・ 絶版本の紛失について、利用者が古書店で見つけてきて、現物で弁償した事例がある。 

●簡易検索画面*を利用者に提供していますか？ 
 *簡易検索画面とは、県立図書館等での一般来館者向け画面です（市区町村立図書館には公開していません）。 

・ 利用者用端末のうちの一台を総合目録専用として、プリントアウトできない状態にして 6 月か

ら提供している。プリントアウトできないため請求しにくいのか、簡易検索画面を提供し始め

たことで、極端に相談・請求が増えたということはない。 
・ 1 か月ほど前から利用者に提供しているが、今のところ特に、それを利用して相談に来る人は

いない。 
・ 利用者開放端末では、自館の OPAC 提供だけでも、利用者が勝手に別なところへのアクセスを

試みるなど、既にトラブルが発生している。カウンターに来ていただく方が、利用者の目的も

はっきりし、レファレンス業務の延長としてきちんと対応できると考えているので、利用者に

は提供していない。 
・ Proxy Filter を使用すると検索速度

が遅くなるようだ。 
⇒システム環境（OS・ブラウザ等）に

よるものと思われますので、 
総合目録係までご相談ください。 

 
ご出席いただいた参加館のみなさま、 
ありがとうございました。 

 

 

（２）市区町村立図書館を対象とした研修会について 

 今年度は、都道府県立図書館により、各県域で開催される予定です。新規参加館の担当

者・新任担当者の方は、県域研修会で総合目録の利用方法をご確認ください。 
 県域研修会開催の有無、開催時期、参加対象等については各県により異なります。開催

スケジュールの詳細については所属する自治体の都道府県立図書館にご確認ください。 

関西館エントランス（研修会受付） 
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国立国会図書館総合目録ネットワーク 新規参加館・新任担当者研修会スケジュール 
（8 月 21 日現在、総合目録係が把握しているもの） 

 

都道府県 会場・研修会名称 日程 連絡先 

北海道 

会場未定（札幌市内） 

「平成14年度全道図書館部門別研究集会」

 （同時開催） 

11月 21日（木） 

 ～22日（金） 

北海道立図書館 

 業務部業務課 

TEL:011-386-8521 

青森県 検討中（開催予定）   

岩手県 岩手県庁12階 情報化研修室 
8月 30日（金） 

13:30～16:00 

岩手県立図書館 

 奉仕１課参考調査係 

福島県 

福島県立図書館 第二研修室 

「福島県公立図書館協力事業連絡会議」 
 終了後 

6月 28日（金） 

14:00～15:00 

＜開催済＞ 

福島県立図書館 

 資料情報ｻｰﾋﾞｽ部（高野）

TEL:024-535-3218 

茨城県 検討中（開催予定）   

栃木県 
栃木県立図書館ホール 

「図書館情報化基礎研修会」 

6月 28日（金）10:00

～16:00 

＜開催済＞ 

栃木県立図書館 

 調査相談課（鈴木） 

TEL:028-622-5112 

群馬県 群馬県立図書館 
12月 11日（水） 

10:00～12:00 

群馬県立図書館 

 調査相談室（関口） 

TEL:027-231-3008 

埼玉県 
埼玉県立久喜図書館 
検討中（開催予定） 

  

千葉県 

千葉県立中央図書館 会議室 
「「国立国会図書館総合目録ネットワーク」

 新規参加館等に対する研修会」 

8月 28日（水） 

13:30～16:00 

千葉県立中央図書館 

 資料課（奈良） 

TEL:043-224-0300  

神奈川県 
神奈川県立図書館 

新館1階会議室 

9 月 13日（金） 

13:30～15:30 

神奈川県立図書館 

 協力課（原） 

TEL:045-241-3131 

新潟県 新潟県立図書館 

12月 6日（金） 

13:30～ 

（2時間程度） 

新潟県立図書館 

 企画協力課（池端） 

TEL:025-284-6001 

富山県 
富山県立図書館 

「図書館協力事務担当者会議」 

11月下旬～ 

12月上旬頃  

富山県立図書館 

 調査課 

TEL:076-436-6812 

福井県 

福井県立図書館 2階 大会議室 

「国立国会図書館総合目録ネットワークに

 ついて」 

7月 31日（水） 

13：30～15：30 

＜開催済＞ 

福井県立図書館 

 サービス班（中川） 

TEL:0776-24-5167 

山梨県 山梨県立図書館 会議室 10月（予定） 

山梨県立図書館 

 資料情報課情報ｼｽﾃﾑ担当

TEL:055-226-2586 
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都道府県 会場・研修会名称 日程 連絡先 

岐阜県 
岐阜県図書館 

「総合目録フォーラム」 

10月 10日（木） 

（予定） 

総合目録研究会事務局 

TEL:058-275-5111 

静岡県 
静岡県立中央図書館 

「専門研修（レファレンス）」の一部 

10月 17日（木） 

or18日（金） 

静岡県立中央図書館 

 企画振興課企画係（森川）

TEL:054-262-1246 

愛知県 愛知芸術文化センター愛知県図書館 未定 

愛知県図書館 

 管理課企画振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

TEL:052-212-2323 

三重県 三重県立図書館職員派遣による個別研修 対象となる図書館と

直接日程調整を行う

三重県立図書館 

 企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ（井戸本）

TEL:059-233-1181 

京都府 

京都府立図書館（予定） 

「国立国会図書館総合目録ネットワーク 

 研修会」 

9月頃 

京都府立図書館 

 総務課企画調整係 

TEL:075-762-4655(内 407)

大阪府 
大阪府立中央図書館  

２F 大会議室 

9月 13日（金） 

午後 

大阪府立中央図書館 

 企画協力課ﾈｯﾄﾜｰｸ係（前田）

TEL:06-6745-9221 

鳥取県 未定（県中部の図書館） 
未定 

（9月頃を予定） 

鳥取県立図書館 

 情報相談課図書館協力係

TEL:0857-26-8155 

島根県立図書館 9月 13日（金） 

島根県 

西部読書普及センター 9月 20日（金） 

島根県立図書館 

 ﾚﾌｧﾚﾝｽ担当（三田） 

TEL:0852-22-5725 

岡山県 岡山県生涯学習センター（予定） 10月中旬（予定） 

岡山県総合文化ｾﾝﾀｰ 

 （大村） 

TEL:086-224-1286 

広島県 

広島県立図書館 

「広島県公共図書館協会職員研修」 
 （主催 広島県公共図書館協会） 

11月中 

広島県立図書館 

 事業課（鍛治） 

TEL:082-241-4995 

山口県 
山口県立山口図書館 

「公立図書館職員等専門講習会第１回」 

8月 2日（金） 

＜開催済＞ 

山口県立山口図書館 

 普及課（町田） 

TEL:083-924-2111 

香川県 検討中（開催予定）   

＊参加対象等、詳細は各図書館にお問合せください＊ 

研修会に出席して、効率的なシステム利用を！ 
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３．県域を越えた物流ネットワークへの試み 
*************************************************************************************** 
 総合目録ネットワーク研修会（7 月 19 日 関西会場）において、参加者から、愛知県を中心とした県域を越

えた物流ネットワークの取り組みがある、という発言がありました。このことについて、詳しい内容を知りた

いというご要望が多く寄せられましたので、愛知県図書館からご紹介いただきます。 

*************************************************************************************** 
愛知芸術文化センター愛知県図書館 

管理課企画・振興グループ 浦部
うらべ

 幹資
かんじ

 

 先月行われた、総合目録ネットワーク研修会では、東京、関西いずれの会場でも相互貸借経費の

利用者負担が話題になったという。 
 多くの公立図書館が相互貸借による資料提供を図書館の基本的なサービスと考え無料で行ってき

た。しかし、総合目録の検索館の拡大、Web-OPAC 公開などにより県域や館種を越えた相互貸借が

増加し、物流経費の負担が問題となってきているのだろう。そこで、愛知県の送料負担軽減化への

ささやかな取り組みを紹介したい。 
 愛知県図書館では宅配便業者と契約し、市町村図書館との間で週 1 往復、貸出・返却資料等を搬

送している。この便には市町村図書館間の相互貸借資料も相乗りさせており、県図書館を経由する

ため時間はかかるが、県内の相互貸借には市町村図書館に経費負担は発生しない仕組みを作ってい

る。 
 昨年から、この宅配便の搬送先に往便だけではあるが、岐阜県図書館と三重県立図書館向けに、

週 2 回の定期便を設定した。郵送に比べ宅配便の契約単価が安いので県図書館の送料負担が軽くな

るということもあるが、両館は愛知県内の市町村図書館に対し片道負担で資料を貸してくださるの

で、市町村図書館が県図書館を経由してこの便で資料返却をすることによって、経費負担なしで両

館から資料の貸出を受ける事ができている。 
 現在、3 県図書館間の便は片道便であるが、これを往復便とし、県立図書館が市町村図書館の中

継基地となって、県域を越えた資料のやり取りをすれば、3 県の市町村の経済的負担をなくすこと

になるだけではなく、県立図書館の送料負担も大幅に削減する事が出来る。こうした、県間物流ネ

ットワークつくりが今後の課題である。 
 相互貸借の多い近隣県との物流はこのような方法でもコスト削減が可能であるが、全国レベルで

のコスト削減をはかるためには図書館界全体として低コスト物流ネットワークを考えていく必要が

あるだろう。 

*************************************************************************************** 

４．★重要★ 誤同定にご注意ください！～検索結果は必ず「参加館書誌表示」まで確認を。 

（１）システム検索時の注意点 
所蔵調査などに総合目録システムを利用するとき、「書誌詳細表示」画面（『国立国会図書館

総合目録ネットワーク マニュアル』p.44）の所蔵館情報（図書館名）だけで「〇〇図書

館がこの資料を持っている」と判断してしまわずに、必ずもう一画面踏み込んで「参加館書

誌表示」画面（同 p.48）を確認してください。 
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各図書館の「参加館書誌表示」画面を見てみると、実は別の書誌が誤同定されていて、実際には

その図書館に求める資料がなかった、ということがあります。 
たとえば下の例のように、検索結果「書誌詳細表示」の所蔵館情報（図書館名）を見たときに、

『今日からなつやすみ』という資料を‘あじさい図書館’と‘ほたる図書館’で所蔵していると思

っても、‘ほたる図書館’をクリックして「参加館書誌表示」を確認すると、実は『サンタクロース

の夜』という全く別の資料が誤同定されています。 

（例） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総合目録システムの書誌同定は機械的に処理しており、人の目による確認を行いません。こうい

った誤同定は機械同定の仕組み上発生します。 
上記の例では、『今日からなつやすみ』『サンタクロースの夜』という別の資料に、同じ MARC

番号「12345678」が入力されていることが原因です（どちらか、または両方の MARC 番号が間違

っているか、正式なものではない）。 
総合目録では、MARC 番号が一致すれば、たとえ書名が異なっても同定されてしまいます。 
誤同定の原因としては、MARC 番号のほかにも、以下のケースなどがあります。 
 書名・発行年・出版者が同じ場合には著者が異なっていても同定されてしまう 
 異版が同じ年に出版された場合には同定されてしまうことがある 

相互貸借を依頼する前や利用者に所蔵館を案内する前に、必ず 

「参加館書誌表示」を見て、求める資料がその図書館に確かに 

所蔵されていることを確認してください。 

 なお、『国立国会図書館総合目録ネットワーク マニュアル』p70 
「４－２．システム検索時の注意点」もあわせてご参照ください。 

図書館名をクリックして 
「参加館書誌表示」を確認 
すると、実は別の資料だと 
いうことが分かります。 
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（２）データ提供時の注意点 
総合目録ネットワークシステムの書誌同定作業は、機械的に行っています。同定ロジックでは、

MARC 番号による同定が最上位であり、MARC 番号が一致すれば、書名が不一致でも同一書誌と

みなすようプログラムされています。 
データの遡及入力において、カード目録からのデータ作成を外部委託した場合、データには便宜

上「作業用番号」を付与し、正式な MARC 番号が与えられないことがあります。 
「作業用番号」のような番号は、グローバルユニークではない（他の図書館で別の資料に同一の

番号を付与している可能性がある）ものです。MARC 作成機関の種別（JP_、JLA、NPL、OPL、
KN_）と組み合わせて、総合目録用データの MARC 番号のフィールド（０９０）に登録してしま

うと、誤同定が生じます。 
このことは、従来から『参加館ＮＥＷＳ』No.1（1999 年 8 月 20 日発行）、『国立国会図書館総合

目録ネットワーク マニュアル』p.86 等でご案内していますが、データ提供館におかれましては、

今一度、データ内の MARC 番号についてご確認をお願いします。 
 
５．募集しています！ 

（１）『参加館ＮＥＷＳ』でお知らせしたいことはありませんか 
 今回の『参加館 NEWS』はリニューアルしてお届けしました。今後『参加館 NEWS』
では、各参加館の相互貸借業務等に関する工夫など、事例紹介も積極的に掲載していきた

いと考えています。 
 各参加館で、自館の試みについてご紹介いただけること、他の参加館に広く知らせたい

ことがございましたら、是非総合目録係までお知らせください。 
 また、「こんな記事を載せて欲しい」といったご意見もお待ちしています。下記メール

アドレスまでお寄せください。 

（２）国立国会図書館総合目録ネットワーク 愛称募集 
 国立国会図書館では、現在、次期総合目録システムの検討を行っています。 

 新システムは、ユーザインターフェースを改善し、親しみやすい愛称とともにリリース

したいと考えています。 

 そこで、参加館の皆様から新しい総合目録の愛称について、アイデアを募集します。良

い愛称が思い浮かびましたら、下記メールアドレスまでお寄せください。 

 総合目録ネットワークの名付け親になってみませんか？ 
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