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1.事業報告 (1)参加館数

参加館数の推移（H21年度は2月15日まで）
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2. 事業報告「平成 21 年度事業報告及び事業中期計画の検討状況について」 

 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課長

大場利康

 

はじめに 

 図書館協力課長の大場と申します。今日のお話は総合目録ネットワークの平成 21 年度の

事業報告となっています。それともう 1 つが中期計画の検討状況についてというのをタイ

トルに入れています。前半は総合目録ネットワークの事業報告ということで基本的な統計

的情報を参考にしながら総合目録の現状についてお話したいと考えています。また、実は

総合目録を新しいシステムへの入れ替えを検討しています。それに向けてこれからどの様

な形で事業を展開していくのかというのをまとめるために中期事業計画というのを考えて

います。後半は、その内容と新しいシステムの姿について概要をご紹介します。 

 

1．事業報告  

(1)参加館数 

それではまず事業報告の(1)ということ

で参加館数のグラフをご覧ください。ご覧

になって頂ければ一目瞭然ですが着実に

数を増やし続けています。 初の頃は 100

館に満たない数からスタートしている訳

ですが、現在このように 1,100 館を超える

参加館数になっています。昨年度末の段階

で都道府県立全てがデータ提供館になっ

たということもありましてデータ提供館

に関してはちょっと伸びが止まっていま
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1.事業報告 (3)検索件数

検索件数(H21度は1月末まで)
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1.事業報告 (2)書誌件数

書誌件数の推移（H21年度は1月末まで）
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す。これからに関しては政令指定都市立図書館の幾つかとお話を進めている所があります

ので、順次増えていくことになるかと思っています。 

 

(2)書誌件数 

書誌件数、データの量ということです。

こちら上の方が総書誌数と書いてあり

ます。緑色のグラフの方ですね。下の方

が基本書誌数のグラフになっています。

総書誌数というのは、データを提供して

頂いている図書館の皆さんから頂いて

いるデータの数、これを全て合わせた、

いわゆる延べ数です。こちらは当然デー

タを提供して頂く館が増える程このよ

うに増えていきます。それに対して基本

書誌数は同定をした後の数字になります。例えば ISBN 等で同じ本は同じ書誌だとしてまと

め、この本がこの図書館とこの図書館にありますと表示しています。そういった 1 つの固

まりになった状態で数えると下の基本書誌数のグラフになります。見て頂くと総書誌数は

増え続けている一方で基本書誌数はやや伸びが鈍い。 

 別々の図書館から頂いたデータを照らし合わせてこれは一緒の書誌であるという作業を

機械的にやっているのですが、それなりに働いているということが何となくお分かりにな

って頂けるのではないかと思います。基本書誌数は既に 1000 万件を超えています。件数の

面から見ると非常に大きなデータベースになっていることがグラフから読み取れると思い

ます。 

 

(3)検索件数 

 続きまして検索件数です。ゆにかねっ

とは検索の画面が大きく分けて 2 つあり

ます。1つは皆さんが参加館として使われ

ているログインをして入る画面です。も

う 1 つは国立国会図書館のホームページ

から直接ログインせずに、一般の方が自

由に使える画面ということになります。

平成16年度からの履歴を見てみますと

初の頃は参加館の方が使う専用画面の検

索数が多かった訳ですが、多少のデコボ

コはありますが徐々に減ってきているのがこのグラフから見えると思います。参加館の数
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1.事業報告 (4)相互貸借支援機能

相互貸借支援件数(H21年度は1月末まで)
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は先程ご覧いただいたとおり増える一方ですが、それに対して参加館用の画面での検索件

数は若干軽減傾向にあります。 

 その一方で増えているのが一般向けの画面です。平成 18 年度だけイレギュラーになって

いますがおそらくこれは大量の検索が機械的にかかったものでしょう。カウントから外せ

なかったのだと思います。若干イレギュラーなところはあるものの着実に増え続けている

ということがお分かりかと思います。参加館の皆さんもとりあえず検索するだけであれば、

ログインをせずに一般向けの画面から検索されているケースが結構あるのではないかと思

いますが、それなりに一般の利用というのもあると考えています。その話が後半に繋がっ

ていきます。 

 

(4)相互貸借支援機能 

 相互貸借支援機能に関するグラフです。

ログインをして使う画面の話になります。

ILL 申し込みのために FAX の書式申込書

でプリントアウトしたり、Ｅメールで申

し込む機能があります。こちらがどの位

使われたのかという件数の統計です。こ

ちらもはっきりとした増加傾向は見えに

くいかもしれませんが、平成 21 年度につ

いては、上の方に書いてあります通り１

月末までの数字です。そこを頭の中でも

やっと換算して頂くと何となく増えているのかなという傾向が見えてくると思います。

18,000 件という数を多いと見るか少ないと見るか意見の分かれるところだと思いますが、

それなりの数が使われ、県域を超えた ILL としてそれなりに役割を果たしていると我々と

しては評価しているところです。 

 ここで、東京会場のみなさまにお詫びと修正のお願いです。配布資料の資料 4 別添２の

「相互貸借支援機能統計」の本文上部の説明箇所にある「表中の数値は、平成 20 年 4 月 1

日～平成 21 年 2 月 28 日の合計値である。」は「表中の数値は、平成 21 年 4 月 1 日～平成

22 年 1 月 31 日の合計値である。」の誤りです。申し訳ありませんが、修正をお願いします。

関西館会場の分は、修正済みのものをお配りしています。 

 グラフの方は特に変わりがありませんので大まかに言えば増えてきているとお分かりに

なるかと思います。後もう 1 つの特徴というのは FAX が減っていないということでしょう

か。Ｅメールが増えていないという言い方も出来るかと思いますが、あまり変わらない割

合できているのも特徴かと思います。その理由は分析ができておりませんが、実態として

FAX がそれなりに使われていることはこちらとしても考えておくべきことかと思います。こ

こまでが統計的なことです。 
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1.事業報告
(5)研修会

国立国会図書館主催
総合目録ネットワーク担当者向け
研修会

日時: 9/10（木）
会場：国立国会図書館関西館

参加者：18館 25名、3社 7名

 

(5)研修会 

 事業として様々なイベントまたは研修等を行っ

てきていますのでその報告をしたいと思います。ま

ず研修会です。国立国会図書館主催総合目録ネット

ワーク担当者向け研修会ということでこちらは 9

月 10 日に関西館で行われました。関西館のまさに

この会場です。参加された図書館の皆さんは 18 館

25 名です。また、3社 7名と書いていますが、図書

館システムに関係しているベンダーの方々7 名の

方に参加いただきました。総合目録ネットワーク担当者向け研修会は内容的には主にデー

タの提供館の方を対象にしていることが多いのですが、いかにうまくデータを受け渡すか

ということに焦点をあてて、データの登録とはどういう構造になっているかといったよう

なことを中心に説明をしました。もちろん検索等についても説明しています。 

 これ（右）が研修の風景です。関西会場の方はまさに

この部屋だということがお分かりになるかと思います。

その後意見交換会というのも行われました。その場では

今日後半でお話しする将来の総合目録の姿についても

お話をして色々ご意見を頂きました。ありがとうござい

ました。 

 この担当者向け研修会は国立国会図書館が実

施した研修ですが、各都道府県図書館、政令指定

都市立図書館に様々な研修会を実施して頂いて

います。こちらの方に書いた通り青森県、広島県、

千葉県、愛知県、さいたま市で研修会を開催して

いただきました。合計 110 館 143 名の方に参加い

ただきました。ありがとうございました。 

総合目録は、国立国会図書館がサーバーをおい

て中心になってやっているという側面はあるの

ですが、やはりそれぞれの参加館の皆さんのご協力があってはじめて動かしていける事業

です。こういった形でそれぞれの地域で事業に関する研修をしていただけるのは本当にあ

りがたいと思っています。 

(5)研修会

1.事業報告

都道府県立図書館
政令指定都市立図書館
主催

総合目録ネットワーク（ゆにかねっと）研修会

青森県、広島県、千葉県、愛知県、さいたま市

参加者：合計110館・143名
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(6)協力館会議 

平成21年度3月に協力館会議の開催を予定

しています。実は協力館会議を開催したのは

平成 17 年度が 後だったと思います。各ブロ

ック１館ずつ位お願いして、関西館に来てい

ただき、様々な課題について議論するという

場になっています。今回は今日の後半にお話

する中期事業計画について議論していただこ

うと考えています。 

 

(7)参加館との意見交換  

我々国立国会図書館のスタッフが出張で各図書館を訪問し、いろいろな点について意見

交換を行いました。ゆにかねっとへのデータ提供、県域の相互貸借の状況、各館の図書館

システムの更新時期などについてです。あるいは今日の後半の話に繋がる中期事業計画に

ついてもご意見を頂いています。東北、北陸、関東、近畿、中国というところで、九州、

北海道までは行かなかったのですが全国各地をまわってきました。多くの方に大変お世話

になり、そこで貴重なご意見をいただきました。ありがとうございました。 

1.事業報告
(7)参加館との意見交換

各図書館を訪問し、以下の点について今後の事
業について意見を交換。

・ゆにかねっとへのデータ提供
・県域の相互貸借の状況
・各館の図書館システム
・中期事業計画（2011年4月-2013年3月）

など

  
 

2．次世代総合目録 

後半の話はまだ国立国会図書館のホームページを見てもあまり載っていない話です。口

頭ではいろいろな場所で話し始めています。関係する部署からも好きなように話してよい

と言われたので若干喋りすぎになるかもしれません。 

次世代総合目録と我々は呼んでいますが、つまりは、次の総合目録の姿ということにな

ります。 初に次世代総合目録を実現する場になる新たなシステムである情報探索サービ

スについてお話したいと思います。それから次世代総合目録サービスに絞って、今後どの

ような形で進めていくのかという概略をお話します。 

 

 

1.事業報告
(7)参加館との意見交換

-東北-

岩手県立図書館
宮城県図書館

-北陸-

富山県立図書館
石川県立図書館
福井県立図書館

-関東-

川崎市立中原図書館

平成21年度訪問機関
-近畿-

三重県立図書館
兵庫県立図書館

-中国-

鳥取県立図書館
鳥取市立中央図書館
広島県立図書館

1.事業報告
(6)協力館会議

平成21年度3月に開催予定

総合目録ネットワーク中期事業計画の素案
について議論する予定



平成 22 年 2 月 16 日（火） 
第 17 回総合目録ネットワーク事業フォーラム 
記録集 

 

8 
 

(1)情報探索サービス(仮)とは 

情報探索サービスとは何か。情報探索サービ

スはまだ仮称ですが言葉で言うと「国立国会図

書館及び関係機関が保有する情報支援、紙支援

やデジタル支援こういったものの探索を容易、

的確且つ迅速に行えるシステム」ということに

なっています。何のことやらという感じかも知

れません。非常に抽象的なテーマですが、国立

国会図書館が持っている様々な図書を中心とし

た情報、後はデジタル情報についても集めてきていますし、さらに関係機関、これは全国

の図書館も含める訳ですが、図書館や博物館、文書館、そういった所が持っている紙ある

いはデジタルの様々な情報源について、こういったものはどこにいったらあるいはどうや

ったら利用できるかということを非常に手軽に検索できるようにしようという構想を持っ

て、開発を進めているサービスであり、システムです。2012 年 1 月の本格稼動をめざして

現在検討を進めています。こちらは 2012 年 1 月にポンと出てくる訳ではなく、後でスケジ

ュールのところで出てくるかと思いますがプロトタイプシステムを開発しています。これ

は来年度途中で公開されると思います。完全にいろいろな機能が実装された形にはならな

いと思いますが、こんな感じのものかなというのはそこで初めて触って頂けるようになる

のではないかと思います。 

 

(2)情報探索サービス(仮)の主な機能 

 この情報探索サービス(仮)の主な機能として

どんなものがあるのか、まず統合検索です。い

ろいろなデータベースをまとめて検索しましょ

うということです。総合目録自体も 1 つの総合

検索システムですが、そういったものをもっと

幅広くやっていこうということになります。 

それから一次資料又は入手先への適切なナビ

ゲーションです。直接インターネットで見られ

るものはそのリンクを辿っていくと出てくると

いう風になります。あるいは紙の資料はどこの図書館に行けば、あるいはどこから借りれ

ば見ることができる場合にはその入手方法が分かるということになります。 

 それから API の提供、API というのは Application Program Interface の略です。普通

に画面で検索できるだけではなく、システムとシステムの間でデータのやり取りができる

ようにしようということです。例えばある図書館の検索システムが API に対応していると、国

立国会図書館のこの情報探索サービスに投げた検索の結果をあたかも自分達のシステムの中で

(1)情報探索サービス（仮）とは
2.次世代総合目録

国立国会図書館
及び

関係機関が保有する

情報資源（紙資源・デジタル資源）
の探索を容易、的確かつ迅速に
行えるシステム

2012年1月本稼動予定

(2)情報探索サービス（仮）の主な機能
2.次世代総合目録

・統合検索機能

・一次資料またはその入手先への
適切なナビゲーション

・APIの提供

・携帯端末への対応

など
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検索したかの様に結果を出すことができるようになります。国立国会図書館のサービスだけで独立

するのではなく、いろいろな機関でそのサービスを活用できるようにしていこうと考えていると思って

いただければよいと思います。 

 後は当然と言えば当然ですが、携帯端末へ対応していくことになっています。こういった様なこと

を考えてプロトタイプを作る、あるいはどういった形にするかという最終版についてもこうった機能が

いるのではないかという議論に入っていく。今のところは、そういった、どういったことをやっていこう

という議論をしています。 

 

(3)情報探索サービス(仮)と次世代総合目録 

 次世代総合目録と情報探索サービスとの関係は

どうなっていくのか。情報探索サービスというのは

いろいろなものを検索できるというのはわかったと

して、それと総合目録はどういう関係になるのかと

いう所が今後の大きな問題となります。 

この図は若干単純化していますが、次世代総合

目録は情報探索サービスの中に組み込まれる形

になります。統合検索機能を使うと結果的として次

世代総合目録も検索できる、あるいは一次資料の入手先の案内についても結果として次世代総合

目録が情報探索サービスの中で使われることになります。 

情報探索サービスというものは元々の発想として一般の利用者をターゲットにしています。一般

の利用者にとっては例えば「総合目録」という言葉すら何だか分からない。先日 Twitter 上でも議論

になりましたが、「総合目録」という言葉は例えば博物館の人には全く分からない。文書館の人にも

「それ何？伝わらないですよ。」という指摘を受けたことがあります。つまり、「総合目録」という言葉

や概念は図書館の人にとっては大変親しみのある欠かせないツールだと思うのですが、一歩図書

館を離れてしまうと「総合目録？何それ？」というところが一方であるのです。しかし、一方でアマゾ

ンを検索するとアマゾンで検索した結果から、ある図書館にあるのかないのかを簡単にチェックでき

るプログラムをブラウザに組み込むことがよく行われています。そういったツールがどんどん開発さ

れて流通している。つまり、そういった役割自体は一般の人たちのニーズがあると考えています。全

体として情報探索サービス全体としては総合目録ということをあまり意識せずに使う形になるだろう

と思います。何か知らないがとにかく検索してみたら結果として総合目録で今まで扱っていたという

ような、「どの図書館にどの本があるよ。」という情報が一般の利用者の人の目に触れる様な形にな

るというイメージかと思います。 

しかし、それだけでよいのかというと、それだけでは図書館のユーザーは困ると我々も思っていま

す。例えば「ILL の申込みに使いたい」というニーズを持っている人にとっては、その図書館に行け

ば借りられるということが書いてあるだけでは困ると思います。やはり申込みができるようになってい

た方がよいでしょう。貸し出し、ILL に関する条件に関してもその場でわかった方が絶対よい。ある

次世代総合目録

2.次世代総合目録

・統合検索機能

・一次資料またはその入手先への
適切なナビゲーション

・APIの提供

・携帯端末への対応

(3)情報探索サービス（仮）と次世代総合目録

中期事業計画（2011年4月－2013年3月）

平成22年度確定
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いは、ILL の対象になるような図書館に限定して検索できる機能に対するニーズもあると思います。

情報探索サービスにおいては、ここに書いてあるとおり、情報検索サービス全体の窓口の方で結

果として次世代総合目録が使われるという側面と図書館の皆さん、特に参加館の皆さんが使う時の

次世代総合目録として使われるという、両方の側面があると考えていただきたいと思います。画面と

してかっちりと分かれるかどうかは微妙な所ですが機能としては分かれると思います。恐らくログイ

ンすると使える機能が若干変わるとかいった形で実現されるのではないかと思います。 

今日はこうして話していますが、それだけではこのフォーラムに参加された方にしか伝わりません。

そこで参加館の皆さんと情報を共有するために中期事業計画という計画を現在まとめようとしてい

るところです。一方で情報探索サービス自体もまだプロトタイプを作っているという段階ですので細

かい所まで決まっている訳ではないのです。それにシステムに関係する部分と事業として運用とし

てする部分がありますので、これからどうやっていくのかということについても、我々として方針を打

ち出して「こういう風にやっていけばよいのでは？」という参加館の皆さんのご意見を伺って作って

いく必要があると考えています。先程ご説明した出張で各公共図書館のご意見を伺ったり、協力館

会議を開こうというのはその一環になります。 

この中期事業計画は平成 22 年度に完成させようと思っています。既にドラフト版のようなものは

あって一部の方にはお見せしているのですが、どんどんブラッシュアップしていこうと考えていま

す。 

 これ（下の図）は情報探索サービスのイメージを図にしているものです。今、現存の国立国会図書

館のサービスが下にたくさん掲載されています。NDL-OPAC、PORTA、レファレンス協同データベ

ース、ゆにかねっと、新聞総合目録、リサーチナビ等々いろいろあります。そういったものをまとめて

検索する、更に国立国会図書館だけではなく外側にあるデジタルライブラリーや NACSIS Webcat、

都道府県域の総合目録も含めて横断検索の対象にしていく、そういったものをまとめて検索してい

く、それが情報検索サービスですよというイメージです。ゆにかねっとがその中に入っている、その

中の対象の一部になるという意味です。 
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(4)次世代総合目録の概要
2.次世代総合目録

・横断検索による検索対象の拡大

・データ提供の標準化

・検索・ナビゲーションの強化

・相互貸借の適正化

・書誌同定の高度化

・メタデータのダウンロード機能

(4)次世代総合目録の概要 

 さらに説明していきますと次世代総合目録といっ

た時にはどこが変わるのか。総合目録といった切

り口から見た時にどこが変わっていくのかというの

をこれからご説明します。 

ひとつは横断検索による検索対象の拡大です。

現在は横断検索ではなくて集中型という形をとっ

ています。それぞれのデータ提供館から書誌デー

タをファイルとして頂いて、それを一箇所のデータ

ベースに集めて、これとこれは同じ書誌だと機械的に判別して大きなデータベースを 1 つ作ってい

ます。そちらの方式もまだ続きます。一方で横断検索も使おうと考えています。つまり検索語を相手

のシステムに投げて、帰ってきた検索結果だけをその都度取り込むという仕組みですね。そういっ

たものも併用することで今まで検索対象にできなかった部分、図書館の慣習や資料群での意味の

ひろがりもあるかも知れません。その両者について対応ができるのではないかと考えています。 

 それからデータ提供の標準化、これに関しては情報探索サービスでは、DC-NDL1というダブリン

コアフォーマットを使うという方向で今検討が進められています。このフォーマットで、情報をやり取

りできるようにしていきたいとと考えています。現在はまだそのフォーマットを示すことができる段階

にまでいってないのですが、ダブリンコアということでいわゆるメタデータの形式になります。書誌だ

けではなく、いろいろな電子情報も含めて同じような形式で扱えるようになるというメリットがあります。

デメリットとしてはMARCに比べるとかなり荒いというか粒度が荒いというところがあります。要素の固

まりがかなり大きくなるのでそういったデメリットもあります。その辺をちょっと考えながら普及に努め

るということになると思います。 

 それから書誌同定の高度化、これは難しい課題です。いろいろな MARC ベンダーが作ったデー

タを基にしていろいろな図書館側が整理を進めています。そういったデータを一箇所に集めてきた

時に A という書誌と B という書誌が実は同じ書誌を表しているのにタイトルの取り方が全然違ってう

まく同定できなかったというケースが山のようにあります。そういったものをもう少しよくしていこうとい

うことを考えています。何か実験ができないかと検討していますが「こうすればいける。」という所まで

は至っていません。目標としては考えています。 

 あとはメタデータのダウンロード機能ですね。ダウンロードすることでそのメタデータを再利用する

ことを考えています。要するにデータのやり取りを DC-NDL 形式でやれば民間 MARC で作ったデ

ータは難しいでしょうが、当館が作ったデータですとか、あるいは各々の参加館の方が自分でカタ

ロギングしたようなデータに関してはダウンロードして再利用できるのではないかと考えています。 

 それから検索・ナビゲーションの強化ですね。検索に関してはいろいろな機能が開発も進んでい

ますのでそういったものをどんどん取り入れていくだろうと思います。 

 それとこれも難しい話ですが、相互貸借の適正化です。どうしてもバランスの悪い面も一部では

                                                  
1 DC-NDL  http://www.ndl.go.jp/jp/standards/dcndl/index.html 
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(5)スケジュール
2.次世代総合目録

2010年6月 プロトタイプ公開

2010年度末 中期事業計画確定

2012年1月 本サービス稼動

3.平成22年度

（1）中期事業計画の確定と協力館会議の開催
（次世代総合目録の具体像を固めます。）

（2）参加館フォーラム

（3）研修会

（4）その他

見受けられるようですし、常々マナーの問題が指摘されているところです。そういった所をいかにう

まくやっていくかというところも含めて次世代総合目録では考えていきたいと思っています。 

 

(5)スケジュール 

スケジュールに関してプロトタイプは今年の 6 月

の公開が目標になっています。それに向けて現在

開発作業が進められています。NEXT-L2というプロ

ジェクトをご存知でしょうか。図書館パッケージの標

準的な仕様を固めていこうというボランティアベース

のグループですが、そのプロジェクトから派生した

オープンソースのソフトウェアである Enju3というもの

があります。そちらを 1 つのベースにして開発を進

めようということで進んでいます。それから 2010 年度

末には中期事業計画が確定して、2012 年 1 月には本サービスが稼動するという非常に荒っぽいス

ケジュールですが、このような形で進めていきたいと思っています。実際ご意見を伺う場がこれから

色々あると思いますが、そこでどんどん「こうして欲しい。」「そんなものはいらない。」等も含めてご

意見をバンバンぶつけていただきたいと思っています。 

  

3．平成 22 年度 

 来年度のお話ですが、まず中期事業計画の確

定と協力館会議の開催を考えています。今かな

り抽象的にこういうことができたらよいなと

いう感じでお話をしましたが、次世代の総合目

録の将来像を具体的なレベルまで落とし込ん

でいきたいと思っています。それから今日、開

催していますフォーラムについても勿論また

開催したいと思っています。それから今日の前

半でご紹介した研修会も開催していきたいと考えています。日程については、適宜ご報告

していきますので、今日来られている皆さんでも他の担当の方でもかまいませんので是非

ご参加頂きたいと考えています。その他、もしかしたら他にも何かするかも知れません。

出張とかは当然あると思いますのでその際にもお世話になるかと思います。 

 

以上で終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

                                                  
2 NEXT-L http://next-l.slis.keio.ac.jp/wiki/wiki.cgi 
3 Project Next-L Enju – オープンソース統合図書館システム / http://wiki.github.com/nabeta/next-l/ 


