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 ただ今ご紹介にあずかりました立花とい

います。どうぞよろしくお願いします。自

己紹介を兼ねまして今回私がお話させて頂

くことになりました経緯を申しますと、埼

玉県公共図書館協議会、今は埼玉県図書館

協会の公共図書館部会となっていますが、

そちらに専門委員会がいくつかあります。

そのなかのシステム・ネットワーク専門委

員会、今は図書館ネットワーク専門委員会

と言っているんですけれども、そちらの事務局を 3 年ほどやらせて頂いたことがあります。

その時にこれからお話する ISBN 総合目録に携わった経験と、ちょうど今、次期図書館シ

ステムの開発の時期に県立図書館が当たっており、それを担当しているということで横断

検索を含めた次期図書館システムの話をさせて頂くことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．参加館報告①：「公共図書館と総合目録－埼玉県域の総合目録ネットワーク－」  

 

 

                 埼玉県立浦和図書館システム管理担当司書主幹 

立花 浩美       
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はじめに話の流れについて見ておきます。

最初に、現在運用されております埼玉県内

の総合目録を紹介しまして、順次図書館協

力、それから所蔵調査、ISBN 総合目録、学

校図書館と ISBN 総合目録、県内公共図書

館等横断検索システム、次期横断検索シス

テム、次期県立図書館システム、それと将

来想定される総合目録の研究ですね。先ほ

ど申しましたように図書館ネットワーク専

門委員会の方で研究もしておりますので、そちらについても紹介いたします。内容は歴史

的な経緯を含みまして盛りだくさんとなっております。駆け足気味になってしまうかもし

れないのですがご了承下さい。 

 

県内の総合目録ですが、公共図書館で使

われている ISBN 総合目録、高等学校で使

われている Web-ISBN 総合目録、公共図書

館等横断検索システムの主に 3 つのシステ

ムが相互貸借のツールとしてあります。 

 

 

 

 

 

県内の図書館協力ですが、 
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現在、ネットワークの形成に必要な二つ

の要素、資料の提供と物流手段の確保によ

りまして、県内の公共図書館、学校図書館、

大学図書館、類縁機関、さらに国の機関で

ある国立女性会館、国立保健医療科学院な

どもあわせ 2300 万冊の資料を埼玉県民

719 万人に対して提供しております。始ま

りは昭和 48 年です。現在協定に加盟して

いるのは 63 市町、8 類縁機関、2 大学、県

立図書館です。相互貸借は 1 年間に

411,054 点、資料搬送量 713,561 点です。

全国でもトップレベルの水準ではないか

と思っております。県立図書館では基本方

針、重点目標、サービス評価指標で県内の

公共図書館との連携を業務として位置づ

けています。先日も図書館協議会の委員か

ら県立図書館らしいサービスだ、とのご発

言がありました。さて、図書館協力のうち

の１つの要素、資料情報の提供を歴史的に

振り返りますと昭和 60 年に合同蔵書目録

を刊行しました。Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期と 10 年間

に渡り、書名編と著者名編、分類編と 19

分冊を県内公共図書館に配布しました。 

その後、書誌情報をデータ化してパソコン

で検索できるようにと、彩-BISC と言いま

すが、それを平成 7 年に CD-ROM にして、

県内の公共図書館にパソコンも含めて配

りました。 

また、新聞・雑誌一覧を HTML 形式で

図書館協力WEBサイトで提供しておりま

す。一般公開はしておりません。現在、オ

ープンソースのネットコモンズを利用し

て、一般利用者に提供しようという試みを

しているところです。システムは構築して

おり、あとは運用の問題を検討している段
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階です。 

物流手段は、連絡車が主に県立図書館間、

協力車が市町村図書館等を巡回しておりま

す。県立図書館は以前は４館ありましたが、

今は３館です。連絡車の巡回先には大学図

書館、類縁機関を含んでおります。歴史を

振り返りますと昭和48年にまず協力車が試

行的に運行しまして、昭和 51 年に連絡車と

協力車が本格的にスタート致しました。そ

の後、業務の外部委託を経まして、現在では連絡車が週 4 回、協力車が週 1 回各施設を巡

回して相互貸借を支えています。毎年度業務委託の予算が削減されておりますが、コース

を統合、再編したり、市町の合併を利用して、巡回の頻度をなんとか維持しています。 

 

 続いて県内における所蔵調査ですが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前は図書館数がずっと少なくて相互貸

借といっても相互ではなく、県立図書館か

ら市町図書館への協力貸出というのが主で

した。そのため所蔵調査も県立図書館の所

蔵に関することがほとんどでした。その後、

県内の図書館数も増えまして、神奈川県に

当時ウォンテッドというのがありましたの

でそれを参考に、昭和 63 年にサーチという

ものを導入しました。サーチは各市町村図

書館における県立図書館の未所蔵資料を調べるものです。市町村から寄せられた所蔵調査

を県立図書館で編集し、リスト化して、FAX 等で市町村に配布します。そして、各館から

回答された所蔵状況を県立図書館がとりまとめて、偏らないようにバランスを取りながら

所蔵館に貸出の依頼をしました。 
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所蔵調査の方法も変わってきまして、昭

和 63 年のサーチ導入後、市町村図書館の数

が増えるとともに所蔵調査の件数が増加の

一途をたどります。編集方法もワープロか

らデータベースに変更し、事務の効率化を

図ったんですけれども、その後も所蔵調査

の件数は増え続け、当時私が所属していた

浦和図書館も毎日残業が続いている状態で

サーチ方式は限界に達していました。こう

した状況の中で県内の総合目録の必要性が叫ばれてまして、平成 11 年に相互貸借のツール

として県内ではじめての総合目録、埼玉版 ISBN 総合目録というものが導入されたわけで

す。運用の効果は絶大で、翌年には所蔵調査の件数が激減しました。そして、ISBN 総合目

録導入の７年後の平成 18 年度には、Web-OPAC を公開する図書館が増えたことにより、横

断検索システムを導入し、翌年 20 年間にわたるサーチによる所蔵調査が終了しました。 

 

埼玉版 ISBN 総合目録ですが、初めてお

聞きになる方もいらっしゃるかもしれませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN をキーにしまして、各館の蔵書デー

タを抽出、統合した総合目録です。検索画

面に ISBN を入力して、検索すると所蔵館

が表示されるというシンプルなシステムで

す。当時、文京区図書館にいた桜井武さん

が開発したものです。私も訪問して、話を

伺ったことがあります。総合目録という名

称になっていますけれども、書誌情報が検

索できるという一般的な意味での総合目録

ではありません。ほぼ同じ時期に東京 23 区、群馬県、宮城県が導入しています。他県では、

横断検索の導入を機に運用を終了しており、埼玉県だけが現在も運用しています。継続し
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ている理由は、第一に利用の便が挙げられます。検索スピードが速く、操作も簡単、イン

ターネットの接続環境によらず、パソコン単体で利用できます。市町村の数が 63 あって、

相互貸借の件数が非常に多くカウンター、リクエスト担当は相当の件数をこなさないとい

けない。ほとんど瞬時に検索結果が出てきますので、大変便利です。さらに、Web-OPAC

の未提供館が複数館あり、また後で申し上げますけれど資料保存のツールとしても使われ

ていることもあり、横断検索への一本化を望む声は聞かれておりません。 

 

経緯ですが、平成 9 年から研究をはじめ

ましたが、当時は文京方式と千葉方式とい

うものがありました。そこで埼玉では、文

京方式によるテスト版を作成して実験を行

い、11 年に本格稼働しました。この間の 3

年間、私も事務局として導入に携わりまし

た。第 1 回は、37 市町村、1 機関、県立図

書館でデータ数 594,263 件でした。 

ついでに申しますと千葉方式というのは、

検索結果に所蔵館だけではなく、J-BISC の書誌データも同時に表示するといった仕組みに

なっています。J-BISC のプログラムを組み込んで使用するため、導入に非常にコストがか

かるところが難点でした。それで埼玉では見送ことになりました。その後、千葉県でも広

まらなかったようです。 

 

作成手順は、各図書館が ISBN を抽出し

て、県立図書館、当時は浦和現在は熊谷が

データを統合して CD-R で配布します。配

布頻度は年 4 回。CD-R の構成ファイルは

ISBN コードと検索コードと図書館名の定

義ファイル、ISBN の抽出および統合のプ

ログラムがあります。桜井さんのホームペ

ージでそれらを提供していたのですが、今

は閉じているみたいです。ただ、合併等に

よって図書館等の定義ファイルを変えない

といけないことがありまして、桜井さんとメールでやりとりして、新しいプログラム、フ

ァイルを頂いています。システムの維持管理のため今でもお世話になっているところです。 
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こちらが ISBN 総合目録の検索画面です。

さいたま市が合併して蔵書が増えたため二

つの画面になっています。第 1 画面が県立

等＋市町：1,278,194 タイトル、第 2 画面

がさいたま市：680,698 タイトルです。ほ

ぼ一瞬で検索結果が出てくるため、カウン

ターでお客さんを待たせずに済むという利

点があります。埼玉県の横断検索はまだス

ピードが遅いので、担当者は状況に応じて

両方を使っています。 

 

最新のデータ数は 62 館、195 万タイトル

です。 

 

 

 

 

 

 

 

長所と短所ですが、長所は繰り返しです

がスピードが速いことです。短所は ISBN

がない資料を探せないことです。1980 年以

前に刊行された本や郷土資料などですね。

また、OPAC ではないので貸出等の資料状

態が反映されません。データ更新が年 4 回

ですので、中には廃棄になっているものも

あります。そういった短所があります。 
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ISBN 総合目録を利用した資料保存も行

っております。平成 18 年に県図書館協議会

で資料保存に関する協定を定めまして、県

内で１館のみ所蔵している資料については

所蔵館で保存をするということになってい

ます。県内 1 館のみ所蔵、単館所蔵と言っ

ているんですが、これを把握する手段とし

て ISBN 総合目録が使われています。抽出

する仕組みは桜井氏が開発したプログラム

にはなくて、次にご紹介する Web 版の ISBN 総合目録に搭載している単館所蔵の抽出リス

トを出力する機能を利用します。抽出リストを FD で各所蔵館に配布し、各所蔵館ではその

資料を廃棄しないようにする仕組みです。参加館数は 116、対象冊数は 302,326 冊です。つ

まり県内に 1 冊しかない資料が 30 万冊あるということです。 

 

埼玉県にはもう一つ総合目録がありま

して、それは学校図書館で利用されている

ISBN 総合目録です。 

 

 

 

 

 

 

 

こちらがその画面です。このシステムは

インターネット上で動作するもので、プロ

グラム言語は Perl を用いています。作成

者は埼玉県立図書館の司書だった間部豊

氏で、私の後輩ですが、現在は北陸学院短

期大学部コミュニティ文化学科の講師を

しています。左側の検索画面は ISBN を一

つしか入力できませんが、拡張検索画面で

は 10 件まで入力できます。 
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これが検索結果画面です。3 件表示したと

ころで、県東とか県西という表示がありま

すが、県を 4 地区に分け、あと県立図書館

です。ISBN だけなので、わりと早く結果が

返ってきます。 

 

 

 

 

 

経緯ですが、平成 19 年に正式に稼働して

います。その後、学校だけではなく県立図

書館と総合教育センターがデータを提供し

ています。これからお話することも含めて、

『図書館雑誌』（2010 年 3 月号）にこれに

携わっている埼玉県立豊岡高等学校の司書

である小野敏子氏が記事を書いていますの

で詳しい内容はそちらをご覧頂ければと思

います。 

 

概要ですが、参加数 125 校、県立図書館、

総合教育センター、総所蔵数 3,492,315 冊で

す。高校に 507,596 冊ありますが、そのう

ち県立図書館未所蔵資料が 122,628 冊あり

ます。内容は 15 歳から 18 歳のヤングアダ

ルト資料が主となっています。それと地域

の伝統校が所蔵している古くて貴重な資料

です。 
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課題ですが、現行の運用は、ID とパスワー

ドを発行し高校図書館のみの利用となってい

ますが、館種を超えた図書館への公開につい

ても考えているようです。それから物流につ

いては、地域差はありますが学校間での構築

はされつつあります。ただ、地域の公共図書

館との物流がまだないので、これからの課題

となっています。 

 

目指すものは、館種や設置母体を超えた地

域における図書館との連携・協力体制を確立

するとともに、全県的な図書館資料群として

の収集、分担保存（資源共有化）を行い、そ

れらによって地域の図書館の総合的な発展と

学校教育・生涯教育の発展に貢献していく、

というものです。 

 

 

 

続きまして埼玉県内公共図書館等横断検索

システムの話に移ります。 

 

 

 

 

 

 

 

経緯ですが、平成 17 年から導入準備をし

て、平成 18 年 3 月から稼働しています。 
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横断検索は、みなさんご存じのように、

自宅に居ながらにして複数の図書館の蔵書

を一度に検索できるという画期的なシステ

ムです。ただ大変便利なシステムであるた

め、個人から直接所蔵館へ貸出の申し込み

ができると勘違いされることがあり、その

点注意が必要です。所蔵している資料が必

ずしも貸出できると限らず、利用者からク

レームを寄せられることがあります。検索

画面にそうした説明を表示させようと考えているところです。 

 

概要ですが、書いてある通りでして、加

入率は90％です。蔵書数が1,433万1千冊。

アクセス件数 65 万 5 千件、検索件数 2,157

万 7 千件です。検索件数は検索ロボットに

よる代行検索の数です。 

 

 

 

 

 

横断検索はどの県にもありますが、埼玉

県の特徴として相互貸借条件（出版月）で

絞り込みができることが挙げられます。こ

れは相互貸借の事務用で、埼玉県では、多

くの図書館で出版年月による貸出制限があ

りまして、出版されてから何ヶ月か経ない

と他の図書館へ貸出ができません。例えば

3 月に出版されたものであれば、検索条件

として制限なしを選んで、該当する図書館

を確認してから検索するということになります。あと、グループ分けは、県内市町村数が

63 と多いものですから必要となります。ただし、連絡車、協力車のコースとは連動してい

ないので、貸出依頼館を指定する際は注意が必要です。 
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システムの設計に当たり、宮城県と東京

都の事例を参考にしています。検索対象館

のグループ分けと検索結果のフレーム表示

は、見ての通りです。検索結果は左側に表

示されます。先ほどお話のあったファセッ

ト検索のような感じで所蔵館と件数が表示

されます。図書館名をクリックすると各館

の OPAC に遷移していく仕組みです。 

 

これにも長所、短所があります。ISBN

総合目録との比較という観点から申します

と、長所は出版年月による貸出条件です。

出版されて 3 カ月以内の新刊については予

約を申し込む時に 2 度手間となりません。

短所は ISBN 総合目録と比べますと検索速

度が遅いということがあります。あと、検

索条件の違いですね。各システムで表示内

容 が 異 な る の で 、 特 に 雑 誌 な ど は

Web-OPAC によって巻号が出るところ出

ないところがあり、その辺の統一は難しいです。ID、パスワードは、予約する際に入力し

ますが、市町村の数が多いものですから担当者の管理の手間が増えるということがありま

す。また、対象館のシステム更新に伴ってプログラム修正が必要になります。この前の図

書館協議会でも改善意見が出されました。特に2月、3月はシステムの更新が多いのですが、

一応県立浦和図書館のシステム管理担当へシステム更新の連絡をすることになっています

が、実際には連絡がなかったりして、利用者から苦情が来ることがあります。現行システ

ムではシステム更新中の図書館を自動で検出して処理する仕組みがないものですから、と

りあえず委託業者にお願いして定期的な手動による検索により調査することで対処してい

ます。この点については次期システムで改善することになっています。 

 

利用状況についてはおかげさまで順調に

伸びており、平成 17 年度と比較して平成 22

年度は 2.5 倍となっています。検索回数は代

行検索なのですが、21、22 年度は 2 年連続

で 2000 万件以上となっており、この傾向は

今後も続くものと思われます。県民の利便性

向上に役立っていると自負しているところ
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です。 

 

次期横断検索システムですが、NDL サー

チに代表されるように検索機能の強化が課

題です。 

 

 

 

 

 

 

 

異なる検索システムと連携して、検索環境

の向上、相互貸借業務の効率化を図る、とい

うことです。 

 

 

 

 

 

 

 

新たな機能としては、県内公共図書館に加

え、国立国会図書館サーチ、国立情報学研究

所、オンライン書店、青空文庫など多様な外

部データベースとの連携をし、県立図書館

Web-OPAC とも連動させていくというもの

があります。また、相互貸借支援機能も強化

を図っていきたいと思います。利用者が求め

る資料・情報へ、スピーディに効率よく到達

するシステムを構築することが次期システ

ムのコンセプトになっています。新たな相互貸借支援機能は、国会図書館さんの総合目録

のようにメール送信ボタンや FAX の用紙印刷ができるようにすることを考えています。一

般の利用者も使用しているものですので、公開されている横断検索とは別の URL で管理を

して、利用可能な機関を限定できる仕組みにします。あと、先ほど申しました対象館のシ

ステム更新に伴うプログラムの修正については、定期的に参加館の Web-OPAC を巡回して
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URL の変更などを調査して、検索不能に該当する館を検索対象から除く仕組みを考えてい

ます。 

 

次期県立図書館システムは横断検索とは

直接関係ないのですが、新たな機能のうち

主だったものはWeb上で展開させるサービ

スので少し紹介させて頂きます。今年度開

発予定だったのですが、いろいろ事情があ

りまして１年間延長になりました。 

 

新たな機能として、ひとつは Web-OPAC

を横断検索と連動させます。県立図書館の

OPAC で検索してなかった場合に、同じ検

索キーを引き継いで国会図書館、オンライ

ン書店を検索できる仕組みです。あと自館

作成データの公開です。埼玉に関する情報

が一番重要と考えています。それとレファ

レンス情報ですね。具体的には雑誌記事索

引、人物データベース、新聞記事索引です。

新聞記事は著作権をクリアする必要があり

ます。レファレンス情報については、調べ

方案内が埼玉県立図書館にもありまして、3

館それぞれ名称が違うのですが、HTML とＰＤＦでネット上に公開しています。それを全

文検索できるようにします。また、県立図書館が発行しているパスファインダーのなかに

は、タイトルを押すと Web-OPAC の書誌詳細に遷移する仕組みにしてあるものもあります

が、それも含めて行いたいと思います。あと、デジタルアーカイブですけれども、貴重書

資料の画像がネット上で閲覧できるのですが、メタデータを検索できるようにします。図

書館システムと連動するか、別にするかということがありますが、負荷を考え分離して構

築する例が多いように思います。電子書籍の利用ですが、民間の出版物だけではなくて、

郷土資料についても、オーサリングツールなどを利用して電子書籍化して閲覧に供するこ

とを考えています。また、地域情報ポータルの構築について、本来は博物館、美術館のメ

タデータを収集して総合的に検索できるようなものができれば、と思っていたのですが、

相手のあることですので、とりあえず RSS 配信情報をウェブサイト上で提供する程度の内

容になる予定です。あと、国立国会図書館サーチを広く活用するため、OAI-PMH に対応す

ることも考えております。 

 



平成 24 年 3 月 9日（金） 

第 19 回総合目録ネットワーク事業フォーラム 

記録集 

 

15 
 

これがイメージ図です。浦和図書館の建

物は築 50 年くらい経っており耐震上の問

題があります。熊谷、久喜もそれぞれ築 40

年、30 年と古く老朽化が進んいます。埼玉

県では、平成 20 年度より県立図書館のライ

ブチャンス、ライブラリー化事業を進めて

います。システム開発もその提言を踏まえ

て計画しています。開発のポイントは、非

来館サービスの拡充による利用者サービス

の向上、電子図書館への対応などです。 

 

新たな総合目録の研究ですが、想定され

る課題としてカーリルの活用、検索・予約・

貸出の自動化、県域における資料保存の推

進があります。カーリルは皆さんご存じの

通りです。魅力的なインターフェイス、多

角的なアプローチとなっていまして、検索

スピードも以前に比べかなり早くなってい

ます。アマゾンのシステムをうまく活用し

ています。ただし、レファレンスサービス

の一環である読書案内としては有効と思わ

れますが、相互貸借のツールとしては逆に余分な情報がありすぎて効率性に欠けるという

印象を持ちました。また、アマゾンの扱う

資料は ISBN が付与されているものに限り

ますが、カーリルローカルはその点を補い

地域資料・視聴覚資料・古書に対応してい

ます。カーリルローカルを上手く活用すれ

ば開発費用の縮減効果が得られると思いま

す。ただ、埼玉県の場合は特徴である相互

貸借条件の設定があるので、活用にあたっ

ては別途プログラムの開発が必要と思われ

ます。 
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検索・予約・貸出の自動化については、異

なる図書館システムにおいて処理を連動さ

せることが目的となりますが、API とかプ

ロトコルとかの活用によってなんとかでき

るのではないかなと思います。その際、従来

のパッケージに頼っていてはなかなか進ま

ないこともあると思います。図書館職員がシ

ステム事業者を巻き込んで自らが主体とな

って進めていく必要があると考えています。

クラウドとか SAAS とかいろいろシステムも柔軟になってきていますが、各システム事業

者は独自で開発していますので、それに関わるのはかなりハードルが高いと思われます。

また、参加館における API やプロトコルの導入費用の負担も大きな課題になるかと思いま

す。15 年前、ISBN 総合目録を導入した際も各図書館のシステムから ISBN を抽出する必

要がありましたが、システム事業者により費用がかかったり、いろいろありまして、そう

いったことの調整も必要になってくるものと思われます。 

 

 県域における資料保存の推進についてです

が、現在の単館所蔵資料の保存分担システム

は ISBN があるものについては ISBN 総合目

録の機能を使ってできますが、郷土資料を含

めて ISBN が付与されていないものについて

いかにして単館所蔵を把握するのかというこ

とが課題となっています。単一のシステムで

ある県域の総合目録を作る方法もありますが、

維持管理の手間を含め費用に見合うだけの効

果を考えると難しいのではないかと思います。 

 

最後になりましたが、システムの開発とサ

ービスの提供は車の両輪に譬えることができ

ます。システム上でできることの他にもう一

つ運用上の問題があり、両者の折り合いをつ

けていくことが大変重要です。 
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ISBN 総合目録、横断検索、保存分担シス

テムの導入に際して、埼玉県は県立図書館と

市町村立図書館が協議を重ねてそれなりの

手続を踏んで実現してきたという経緯があ

ります。図書館ネットワーク専門委員会は平

成７年の発足以来、今年で 15 年になります

が、毎年県内の総合目録、相互貸借、ネット

ワークについて調査研究を行い、報告書と研

修会の講演記録を発行してきました。こうし

た県内の公共図書館の協力・連携なくしては総合目録、横断検索、保存分担の実現はなか

ったと思います。残念ながら今日は埼玉県の方はいらっしゃらないようですが、ご尽力頂

いた方々にこの場をお借りして御礼申し上げます。以上で私の報告を終わります。 


