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はじめに 

 国立国会図書館総務部司書監の児玉です。現在協力業務を担当しています。本日は「総

合目録ネットワーク」の草創期を振り返って｣と題してお話させていただきます。事業開始

から 11 年になり、フォーラムも 17 回を迎えます。私は実験の段階から平成 16 年度まで、

様々な形で総合目録ネットワーク事業に関わってきました。現在、次世代の総合目録のあ

り方が検討されています。私の話がその検討の一助になればと思います。 

  

1.総合目録とは何か  

先程、大場が話したように先日も「総合目録って

何？」と一般の人には何も分からないという声を

聞きました。まず我々図書館員にとってなじみの

「総合目録」の定義を振り返ってみたいと思いま

す。『図書館情報学ハンドブック』1には以上のよ

うに出ていますのでいくつかの例をあげてみたい

と思います。 

下に 4つほど上げましたが、上の 3つは現在当館

が提供している総合目録です。 

                                                  
1 『図書館情報学ハンドブック』（第 2 版、丸善、1999 年）p.263 

 

3. 講演「総合目録ネットワークの草創期を振りかえって」 

 

 
 

 

国立国会図書館総務部司書監

児玉 史子

総合目録とは何か

二つ以上の図書館間の協力によって、地域的または
全国的に作成される、網羅的ないし主題別の目録
である(図書館情報学ハンドブック 第2版p.263) 

全国新聞総合目録データベース

点字図書・録音図書全国総合目録

児童書総合目録

NACSIS Webcat
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NACSIS Webcat は、国立情報学研究所の提供している主に大学図書館の総合目録です。そ

の他、県域あるいは地域レベルで様々な総合目録があります。我々にとっては自分の図書

館にない資料を探す際の有力なツールになっていると考えています。 

 

2.総合目録ネットーワーク前史 

(1)国立国会図書館と総合目録 

ここに国立国会図書館と総合目録事業の関係

を書いてみました。国立国会図書館法第 21 条で

す。第 21 条の 4に総合目録について書かれてい

ます。設立当初から当館には総合目録作成の義

務があり、その作成に努力をしてきました。『全

日本出版物総目録』、それから全国の主要図書館

が所蔵する洋書の目録『新収洋書総合目録』。い

ずれもすでに刊行を中止していますが、このよ

うな網羅的な総合目録を作ってきました。ただ人手の問題等でやむを得ず中止しており、

現在は総合目録ネットワーク「ゆにかねっと」のほかに、先に挙げたような分野を特化し

た総合目録を継続して提供しています。この間の当館設立から中止に至った時代の経緯、

分析につきましては後の森山さんの講演に譲りたいと思います。 

 

(2)第１期(平成 5～6 年度)  

総合目録作成自体は中断していましたが、作成

の試みはありました。その一つが、総合目録ネ

ットワーク･パイロット･プロジェクト実験です。

これは後の電子図書館プロジェクトと区別しま

して第 1期という呼び方をしています。 

当館では当時､関西館での実現を視野に入れて

この実験を開始しました。公共図書館 4館(千葉

県立西部図書館､東京都立中央図書館､神奈川県

立図書館､愛知芸術文化センター)から約 3 年分

のデータの提供をしてもらい、当館のホストコンピュータ上に機械的に書誌同定を行って

統合ファイルを作り､当時の当館のオンライン情報検索システム”NOREN”を利用して 15館

が検索利用するという実験を平成 5 年から平成 6 年に行いました。この実験では総合目録

の有用性は認めつつも様々な課題が浮き彫りになりました。例えば、ホストコンピュータ

の負担が大きいこと、参加館のデータは現在の「ゆにかねっと」のように参加館でデータ

変換するのではなく当館にはそのままの形で送ってもらって当館の方で変換するという仕

組みを作ったものです。それから当時、分散型が出てきたこともあり、そういう集中型デ

ータベースを作ることに対し疑問が出ておりました。また総合目録は自館にない資料を探

国立国会図書館（ＮＤＬ）と総合目録事業

• 国立国会図書館法第21条
国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又は公立その

他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに
行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本
国民がこれを最大限に享受することができるようにしなけ
ればならない。この目的のために、館長は次の権能を有す
る。

第21条の４

日本の図書館資料資源に関する総合目録並びに全国の
図書館資料資源の連係ある使用を実現するために必要な
他の目録及び一覧表の作成のために、あらゆる方策を講
ずる。

第１期（平成５～６年度）

• 総合目録ネットワーク･パイロット･プロジェクト
実験

公共図書館４館のデータの提供

NDLのホストコンピュータ上で同定・統合ファイ
ル作成、 公共図書館１５館が検索利用

?

(課題）

ホスト側の負担大

機械的書誌同定の不十分さ

集中型データベースは適切か

国立国会図書館（ＮＤＬ）と総合目録事業

• 国立国会図書館法第21条
国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又は公立その

他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに
行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本
国民がこれを最大限に享受することができるようにしなけ
ればならない。この目的のために、館長は次の権能を有す
る。

第21条の４

日本の図書館資料資源に関する総合目録並びに全国の
図書館資料資源の連係ある使用を実現するために必要な
他の目録及び一覧表の作成のために、あらゆる方策を講
ずる。
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すには有用ですが、公共図書館の蔵書構築は非常に似ているのに公共図書館の総合目録を

作っても有用なのかという疑問を提起されたことを記憶しています。 

 

(3)第 2 期(平成 6 年度～平成 9 年度)  

第 1期は実験の段階で終わってしまいました。しかし、平成 5年度の補正予算を受けて平

成 6年度から、通産省の委託を受けた特別認可法人情報処理振興事業協会(IPA 現独立行政

法人情報処理推進機構)が実施する「パイロット電子図書館プロジェクト」の一つとして再

度総合目録の実験が行われました。この電子図

書館プロジェクトは資料の電子化､電子化資料

の検索の実験と総合目録ネットワークシステム

の開発、この２つが実施されました。 

この電子図書館プロジェクトは、「いつでも、

どこでも、だれでも欲しい資料を手に入れる」

という目的の為にどういうことが考えられるか

ということから始まったと考えています。求め

る資料を提供するためには二次情報の充実が大

事です。その為に総合目録ネットワークを構築することは大事なのではないかということ

で始まったと考えています。 

開発は平成 6 年度から始まりました。その間、都道府県立･政令指定都市立図書館にアン

ケートを取り、参加を募りました。それからシステムを開発しました。その当時から参加

館フォーラムは始まっています。平成 7年 10 月には第 2回(参加館フォーラム)が開催され

ました。データを提供して利用を開始したのは平成 9年 9月です。その間、平成 8・9年に

アンケートを行い、システムの開発なども順次

行いました。 

これ（右）は当時の総合目録ネットワークのト

ップページです。左上にあるのが当時の情報基

盤センターの写真で、藤沢の慶應大学湘南キャ

ンパスの中に設置されました。 

第 2期プロジェクトでは、第 1期で浮き彫りに

なった課題解決を前提に進められました。第１

期の場合、当館のホストコンピュータに非常に

大きな負担がかかるということが問題になりま

したので、参加する各機関の負担を最小限にす

ることが考慮されました。 

システムは集中型データベースシステムを作

るということにしましたが、 データを提供する

図書館からは書誌データをJAPAN/MARCを拡張定

第２期(平成６～９年度）

• ＩＰＡ(情報処理振興事業協会）の実施するパ

イロット電子図書館プロジェクトのひとつとし
て開始、IPAがシステム開発、NDLは協力

• 目的

「どこに何が在るか｣を明らかに、｢どうやって
利用するか｣の情報を提供する

• 参加館

都道府県立･政令指定都市立図書館２７館

第２期(平成６～９年度）

• 負担を最小限に！(第１期の課題解決）

(参加館? 作業の二重化を防ぐ）

・共通フォーマットに機械的にデータ変換・送

付

(センター? 人手をかけない）

・集中型データベースを継承

・機械的に書誌同定･登録･更新

緩やかな統合を目指す
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義した「共通フォーマット」に従って抽出してセンターに送る、つまり参加館の側で変換

することを考えました。各図書館がメーカーの図書館システムパッケージを使用している

ことを考え、メーカーに変換プログラムの開発を依頼しました。各参加館はこの様な形で

データを送ることになりましたので、そこでデータの共通化、標準化が図られたと思って

います。それから基盤センターにおいて機械的に書誌データを同定し、登録し、更新する

という形にしました。第１期でもこの同定が不十分できちんと同定されないことが問題に

なったのですが、100％の書誌同定率は望まない、人手をかけずに機械的に書誌データを同

定しているので重複した書誌が存在することを許容するという方針で始められました。ま

た、当時まだ普及していませんでしたが、検索についてインターネットの標準的なブラウ

ザを利用することを考えました。 

 

・学術情報センターの場合（NACSIS-CAT） 

ここで当時の学術情報センターの作っていた

NACSIS Webcat と比較してみたいと思います。

Webcat は共同分担方式で作っているので、きち

っとした入力基準があります。またコピーカタロ

ギング、データのダウンロードもできますが、実

験での総合目録ネットワークはそのような分担

目録作業を保証する機能は一切持っていません

でした。各参加館の書誌データは総合目録とは無

関係に作成され、その結果が総合目録に投入されるという方式をとっています。また、収

録範囲は｢和図書｣としましたが、どこまでが和図書であるかというのは各参加館の基準に

よります。この大きなデータベースには綿密な基準がまだありませんでした。適用される

目録規則も各館の目録規則に拠りますので、ばらばらであるという状態でした。こういう

状態でも「有用性があるのでは」という理由でこの実験は開始されているのです。ただこ

のような状況を認めるにしてもあまりに低い同定率では問題ではないかと実験段階から

様々な精緻化の努力が図られています。「書誌データ整備分科会」を作って実験段階から努

力を重ねてきています。 

 

・プロジェクト運営 

プロジェクトの運営には今申し上げたような

「書誌データ整備分科会」「相互貸借分科会」を

作り、その上に「調整委員会」「協力会議」を作

って運営にあたりました。私はこれらの分科会の

設置がプロジェクトの成果、実現に大いに寄与し

たのではないかと思っています。プロジェクト自

体は参加対象を都道府県立・政令指定都市立図書

第２期(平成６～９年度）

• 学術情報センター（当時）との比較

・書誌データ作成の共通ルール、入力基準がない

? 和図書の範囲はさまざま

? 適用規則の違い

・オンラインカタロギング、ダウンロード機能がない

• 書誌同定精緻化の努力

? 書誌データ整備分科会の設置

第２期(平成６～９年度）

• プロジェクト? 調整委員会･協力会議の設置
・書誌データ整備分科会

書誌の品質保証
書誌同定の精緻化
書誌調整組織の検討
デジタル化への対応

・相互貸借分科会
全国レベルの相互貸借条件整備
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館に限定しましたが、その参加館が開発に関わったことで、よりニーズにあったシステム

の構築が図られたと思われます。ちなみにこの後講演される森山さんはこの分科会時代か

ら参加されています。この検討の結果については『総合目録ネットワークの発展に向けて：

パイロット電子図書館総合目録調整委員会報告書』2、『パイロット電子図書館総合目録ネッ

トワーク協力会議活動状況報告書』3にまとめられています。ぜひご覧になってください。

大いに参考になるかと思います。 

この分科会で取り上げられた課題を挙げました。これらをみると現在の総合目録ネットワ

ーク「ゆにかねっと」の抱える課題はすで当初から提起されていたのではないかと思われ

ます。 

 

・国立国会図書館の動き 

この実験について当館の使命に基づき事業

化していくべきではないかということでこの

実験が続いている間に当館では事業化の検討

が進められました。平成 8年度に都道府県立図

書館等 70 館にアンケート調査を行いました。 

相互貸借を主たる目的とするということに

ついては賛成が大部分でした。但しこれには全

国規模の貸借規定の策定が必要だというコメ

ントが多数寄せられています。 

「対象は和図書」ということについても賛成が多数でした。 

検索の利用を都道府県立・政令指定都市立図書館に限定するということについては当面賛

成である、やむをえないという回答が多数でした。 

総合目録の必要性については必要であるということが多数でした。 

この総合目録に参加するかという問いには参加するという回答が多数でしたが、それと同

数の財政的負担が大きければ参加しないという声もありました。 

このような結果でしたが、当館では平成 9年度にこの総合目録を事業化することで基本方

針を以下のように策定し、事業化を決定しました。 

・ 事業の目的は当館の図書館協力事業の一環として実施する。 

・ データベースは県立図書館等の蔵書とし、原則として和図書とする。 

・ システムは機械的書誌同定による集中型データベースを構築する 

・ 事業開始を平成 10 年度とする 

そして平成 10 年度からこの総合目録ネットワークが国立国会図書館の事業として開始さ

                                                  
2『総合目録ネットワークの発展に向けて：パイロット電子図書館総合目録調整委員会報告書』（日本図書

館協会, 1997.2) 
3 『パイロット電子図書館総合目録ネットワーク協力会議活動状況報告書』（情報処理振興事業協会 技術

応用事業部 1998.2） 

第２期(平成６～９年度）

• 事業化に向けてのＮＤＬの動き

平成８年度 アンケート調査

・相互貸借を主たる目的とする

・対象は和図書

・利用は県立に限定

・総合目録は必要

・財政的負担への懸念

平成９年度 事業実施要項案作成
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れました。目的はここに上げましたが、 

・ 公共図書館の資料の共有化 

・ 書誌サービスの標準化・効率化を図る 

・ 県域を越える相互貸借を支援する 

というもので当時の都道府県立・政令指定都市立図書館 43 館の参加がありました。実験

に参加した図書館が全て継続して参加しています。 

 

3.総合目録ネットワーク事業化（平成 10 年度～） 

事業化にあたり、実験段階の運営方法を取り

入れ、参加館の積極的な協力を得ての運営とし

ました。今年の 3月に予定されている協力館会

議は事業開始当初から毎年開催していますし、

参加館フォーラムも継続的に行っています。 

システムは、先程のトップページに図を載せ

ました情報基盤センターから平成 10年 10月に

東京本館へ移設しました。 

事業開始にあたっては広報に力を入れました。

当時の事業の参加館は 43 館、データ提供館は

24 館とまだまだ少ない状況でした。あらゆる機

会を捉えて総合目録ネットワークをアピール

し、未参加館には事業への参加、まだデータ提

供をしていない参加館にはデータ提供をお願

いしました。 

 

 

・エピソード (1) -事業のアピール- 

私は平成10年4月から総合目録担当の図書館

協力部の主任司書になりました。PR のために全

国を出張し、図書館大会･各地区の研修会等に

参加させていただきました。 

その中でまずは「認知度を上げよう！」とい

うことで各地に赴きお話をしました。その際に

言われて印象に残っている発言をここに挙げ

ました。 

１つ目は国立国会図書館が事業化したことに対する発言です。国立国会図書館が公共図書

館の方を向いてくれたという発言をいただいたこともありました。２つ目は相互貸借につ

いて、県立図書館の方からですが「資料は県民の税金で買っている。それを全国の方に貸

総合目録ネットワーク事業化(平成10年度
～）

• 目的(総合目録ネットワーク事業実施要項より）

公共図書館の図書館資料資源の共有化、
書誌サービスの標準化･効率化を図る

県域を越える相互貸借を支援する

• 参加館(都道府県立図書館･政令指定都市立図
書館）

４３館(データ提供 ２４館 検索館 １９館）

• 書誌データ件数

約８１０万件

事業の運営

• 参加館の協力による運営
協力館会議
参加館フォーラムの継続開催
積極的な広報

• ＮＤＬでは、図書館協力、書誌作成、システムの各担
当セクションの連携により実施

• システム機器の移設（平成１０年１０月）
情報基盤センターからＮＤＬへ

エピソード：事業のアピール

• 各地を巡る！

図書館大会･各地区の研修会への参加

北海道･秋田･青森・千葉・神奈川・福井･

山梨・岐阜・岡山･愛媛･大分・・・

｢国会図書館が公共図書館の方を向いてくれ
た・・」

「資料費は県民の税金だから・・・」
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すというのはどうだろうか。」ということで、まだまだ躊躇する発言がありました。また安

易に他県の図書館に頼るのはおかしい、まずは県内の図書館の充実を図ることが第一であ

るとのポリシーにより参加しないとした県立図書館もありました。 

 

4.事業の進展 

さて事業が進展していく中でいくつかの課題

が浮かび上がりました。書誌データベースかとい

う問題です。これは実験段階からあったのですが、

書誌サービスの標準化･効率化を目的に挙げまし

た。果してこの役割をこのデータベースは担って

いるのかどうかということで、１つは書誌同定の

課題が浮かびあがってきました。この同定率を挙

げるために同定の仕組みを改善しました。同定項

目に叢書名、資料種別等を追加しました。それか

ら、各参加館が適用している目録規則がバラバラであったのでなるべく統一するように呼

びかけました。 

基本的なコンセプトとしては、｢誤同定を避ける｣を第一に考えました。これは実験段階の

コンセプトを継承しています。 

相互貸借については、プロジェクトの分科会時代から｢相互貸借協定｣を作るべきか否かと

いう議論があったと聞いています。結論を見なかったのですが事業を開始後に「公共図書

館間資料相互貸借指針」4が全国公共図書図書館協議会（全公図）で策定されました。これ

は総合目録ネットワーク参加館の貸借規定ではありません。全国の公共図書館間の相互貸

借に関する指針です。それまで、各地域ブロック内での貸借協定はありましたが、このよ

うな全国規模の規定はありませんでした。「指針｣という緩やかな形ではありましたが、こ

ういうものができたのは画期的なことではなかったでしょうか。総合目録ネットワーク事

業はその実現の契機になったのではないでしょうか。 

 総合目録ネットワークの認知度があがるにつれ、市町村立図書館からの参加要望が増え

てきました。そのため平成 13 年度に参加館の枠を市町村まで拡大しました。拡大のために

平成 12 年度にモニタリング調査を行いました。

そのあたりの経緯については、後程お話します。 

 

・エピソード (2) -同定をめぐって- 

エピソードの 2番目として「同定をめぐって」

というものをあげてみました。これは｢参加館ニ

ュース｣第 1 号に載った記事の抜粋で、誤同定に

                                                  
4 公共図書館間資料相互貸借指針: http://www.library.metro.tokyo.jp/15/pdf/shishin.pdf 

事業の進展ー浮かび上がる課題

• 書誌データベースか

書誌同定の課題? 同定項目追加(平成１２年６月）

標準化の問題

? 誤同定を防ぐため、書誌割れを許容する

• 相互貸借ツールか

公共図書館間資料相互貸借指針の制定

• 参加館の拡大

市町村立図書館まで参加館枠を拡大(平成１３年５月）

エピソード ： 同定をめぐって

自館作成の書誌について、同定作業における問題点

現在、本来全く別の書誌が同一のものとして扱われてしまっ
たケースが発生し、問題となっています。

当総合目録システムにおける書誌同定ロジックでは、ＭＡＲＣ
番号(ユニークキー)による同定が最上位であり、また、ＭＡＲ
Ｃ番号が一致し、書名が不一致の場合でも同一書誌とみな
すようプログラムを組んであります。このため、ユニークキー
ではない番号がＭＡＲＣ種別（０９０＄Ａ）とともに入力されて
しまうと、誤同定が発生します。

（参加館NEWS No.１ 1999/08/20 ）
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関する記事です。本来 MARC 番号とは JAPAN/MARC にしても民間 MARC にしてもユニークなも

のです。その MARC 番号に重複があるということで全く違う書誌が同定されてしまったとい

うことがあり、参加館ニュースに取り上げられています。詳しい内容は総目のホームペー

ジの参加館ニュースにありますので省略しますが5、これは各図書館が遡及入力したデータ

に独自の MARC 番号をつけていて、その結果番号が重複したために発生したものです。複数

館のデータが並存する総合目録はそういう作業の段階では当然想定外のことだったといえ

ます。しかし、このことは私にとって標準化の必要性を痛感する事件でした。 

 

5.総合目録トップページ 

こちらは当館にシステムの機器を移設してからの総合

目録のトップページです。最初の頃から比べるとだいぶ

体裁を整え、実験段階からの独り立ちをしてきたと考え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

6.参加館の拡大 

先にお話した参加館の拡大について、平成 12

年度にモニタリングをしたと先程申し上げまし

た。事業化した段階から市町村立図書館への拡大

を考えており、平成 11 年度にアンケート調査、

平成 12 年度に 156 の市町村立図書館にお願いし

てモニタリング調査を行いました。その結果を受

けて平成 13 年度から拡大した訳です。市町村立

図書館は現在と同じく、検索のみの参加館として

の参加です。データ提供館からは検索のみの参加

館が増えることに対し懸念も寄せられました。ただ市町村立図書館からは書誌事項の確認

をスムーズに行うことができ、貸借依頼業務のスピードアップにつながるとの意見など参

加へのメリットについての意見が多数寄せられましたので、参加館枠の拡大に踏み切りま

した。 

このアンケート調査の際にインターネット上に公開することに対しても調査しました。こ

                                                  
5 参加館 NEWS: http://somoku.ndl.go.jp/news_back.html 

参加館の拡大

• 平成１１年度末 ６０館
• 平成１２年度

参加館拡大に向けてモニタリング開始
• 平成１２年度末 ６４館
• 平成１３年度

市区町村立図書館に参加館を拡大！(検索のみ）
• 平成１３年度末 ５１２館
• 平成１４年度

関西館図書館協力課での事業開始
• 平成１４年度末 ７２３館
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の段階では賛否が半々でしたので、公開は見送ることにしました。 

平成 13 年度末には参加館は 512 館に増えています。こうした参加館の増加にあわせて研

修会を積極的に開催しました。モニタリングの段階でも各地区の公共図書館協議会との共

催という形で研修会を行いました。 

余談ですが、このアンケート調査の段階で「レファレンスのネットワークを作っては」と

いう声がありました。明日、第 6 回レファレンス協同データベース事業フォーラム6が行わ

れますが、レファレンス協同データベースへの気運もこの様な総合目録の進展の中から生

まれたのではないかと考えています。 

 

7.総合目録ネットワーク研修会 

こちらは、時期は少し後になりますが、関西館で開催された研修会の風景です。現在のこ

の会場で行われたものです。平成 14 年度に関西館が開館し総合目録ネットワーク事業は、

関西館、当時の事業部図書館協力課総合目録係が担当することになりました。当時の図書

館協力事業の柱として総合目録が位置付けられ、新たなスタートとなったわけです。 

 

平成 14 年 7月総合目録ネットワーク研修会ディスカッション風景 

 

8.インターネット公開をめぐって 

参加館を市町村立図書館まで広げましたが、さ

らなる拡大として総合目録のインターネット上

への公開を考えました。パイロットプロジェク

ト時代にもインターネット上に公開することに

対し考察はされていますが、当時はまだインタ

ーネットがそれほど普及しておらず、検討課題

となりました。また、平成 11 年度段階での調査

                                                  
6第 6 回レファレンス協同データベース事業フォーラム: http://crd.ndl.go.jp/jp/library/forum_6.html 

インターネット公開をめぐって

• 平成１５年度

インターネット公開に向けて検討開始

(寄せられた懸念）

・データ提供館への貸借依頼の集中

・利用者の直接の問合せ

• 平成16年12月検索機能を一般公開
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ではその賛否は半々でした。データ提供館の数が少ないことから、貸出の集中が懸念され

たからです。しかし、「どのような資料が日本国内のどの図書館に存在するか」という情報

は非常に有用なものであり、図書館に限らず一般の方々にも貴重な情報になると考えまし

た。そして平成 14 年度、関西館に図書館協力課ができた時期から、改めてインターネット

での公開を検討しました。再度のアンケート調査、協力館会議等の検討を踏まえて、平成

16 年 12 月に総合目録の検索機能を一般公開しました。平成 15 年度のシステムリニューア

ルの準備中に一般公開にかかわる機能を開発しました。公開にあたっては、全ての参加館

を対象として画面や使い勝手に対するモニター調査、データ提供館となる都道府県立図書

館・政令指定都市立図書館のご了解を得ての公開でした。公開に当たって寄せられた貸し

出しの集中や利用者から直接の問い合わせがある等の懸念に対して、貸出依頼に関する注

意事項等を極力画面に盛り込むということで対応しました。この一般公開で国立国会図書

館のホームページから機能を利用できるようになりました。ただ、ご覧になってお分かり

のようにあまり目立ちません。密やかに公開したというのが当時の正直な気分です。一般

公開を巡っては、データ提供館を中心に参加館と密接に意見交換したことが非常に重要だ

ったと思っています。 

 

9.愛称「ゆにかねっと」 

ここで皆さんにはおなじみの総合目録ネット

ワーク「ゆにかねっと」のロゴを取り上げます。

私たちは「ゆにかちゃん」と呼んでいましたが、

システムリニューアルの際に採用しました。「国

立国会図書館総合目録ネットワーク」という長

い名前ではいいにくいということで愛称も募集

しました。その中から「ゆにかねっと」を採用

して現在に至っています。下にあげたのはその

当時に候補になった名称です。これらの名称で

投票を行い「ゆにかねっと」に決まりました。今ではこの「ゆにかねっと」が愛称として

定着しているようでうれしく思っています。 

 

10. 相互貸借の課題 

改めて総合目録の課題のひとつ、相互貸借をめ

ぐる課題について考えてみたいと思います。最

初に申し上げたように「総合目録ネットワーク

事業」の目的に、県域をこえた図書館間の相互

貸借の支援がありました。事業の進展はその目

的を実施し得たのかどうか、改めて考えてみた

いと思います。事業開始以前と比べると全国公

エピソード ：愛称決定！

• 総合目録システムの愛称の人気投票は「ゆにかねっと」に
決定しました！

(参加館NEWS no.24 平成16年1月28日）

ゆにかねっと（UNIon CAtalog NETwork）
NPNET（National Diet Library Public library NETwork）
UNICAT（UNIon CATalog）
NPCAT（National Diet Library Public library CATalog）
BiblioOne（書誌をまとめて検索できるイメージから）

相互貸借をめぐる課題

• データ提供館の負担の増加

基本：公共図書館間資料相互貸借指針

• 送料負担の問題

借受館負担

利用者負担

• マナーの問題
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共図書館の指針、各ブロックの協定等ができており、資料の物流に対する仕組みも作られ

てきています。参加館、データ提供館も増え、当初コメントであった「県民の税金を使っ

て他県のために使うのはどうか」等のクレームもない時代になってきています。ただ相互

貸借に係る課題はまだまだ解決してはいないともいえます。事業開始当初からフォーラ

ム・協力館会議・研修会等で常に貸借のルール・マナー等の問題が提起されます。送料負

担の問題、利用者に送料を負担させることの是非も取り上げられました。それでも県域の

ネットワークも構築されつつあるとも聞いています。ルールの徹底とともに、具体的な仕

組み作りがこの課題については必要かと思います。 

 

11.現在の到達点・成果 

以上、駆け足ですが、プロジェクト時代からイ

ンターネット公開のころまで時間を追いながら

お話ししました。現在の状況を見ますと、先程、

大場が説明したように全都道府県立図書館がデ

ータ提供館となり、書誌データ件数は総数で約

4000 万件強と大きくなり、貸借依頼件数、これ

はシステム的な統計ですが、19000 件と着実に利

用されています。 

プロジェクト時代から関わっている県立図書館の方からこのような言葉を聞きました。 

 

「我々にとっては空気のようなものです」 

 

このように「ゆにかねっと」が定着し、非常に感慨深いものがあります。 

 

12.現在の課題 

現在の総書誌件数 4000 万件は、平成 16 年の

システムリニューアル時に想定した 5000 万件

に近づきつつあります。大きなデータベースを

維持することは大変なことだと思います。利用

する側には基本書誌 1000 万件から求める資料

を特定するにはそれなりの手間がかかってい

るのではないかと思われます。このあたりは皆

さんにお聞きしたいところです。また、相互貸

借は資料費の確保がなかなか難しい昨今の状

況により、需要は着実に増えでいるのではないでしょうか。データ提供館の業務の集中・

費用の問題は大きな課題といえます。しかし、このような課題は事業開始から包含する課

題です。さらなる課題として、インターネット公開によるニーズの変化があるのではない

現在の到達点･成果

• 都道府県立図書館全館がデータ提供館に！

• データ総件数 約４０００万件

• 相互貸借依頼･受付件数 約１９０００件(２００８年度）

全国規模の相互貸借ツールとして定着

「我々にとっては空気のようなものです」

（某県立図書館担当者）

現在の課題

• データベースの巨大化
・基本書誌/総書誌 1000万/4000万
収録対象資料の範囲

• データ提供館の負担増加
業務･物流コストの増加

• 一般利用の増大によるニーズの変化
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かと思います。何度か強調してきましたが「誤同定よりも書誌割れを許容する」というコ

ンセプトによるデータベースは、利用するのが図書館員であること、その図書館員が相互

貸借のツールとして使うことを前提としてきました。参加館への研修会・オンライントレ

ーニングの開発等の実施も、いわばデータベースの限界や癖を知って効率的に使うための

仕組みです。インターネット公開に関しても「ゆにかねっと｣の機能の一部を公開するとい

うスタンスです。当然ながら、一般公開した総合目録を検索する利用者は、そのような前

提を知りません。利用者にとって総合目録ネットワークは自分の求める資料を入手するた

めの情報を得る、様々な手段の一つでしかありません。検索の結果に基づいて直接利用を

求めてくることもありうるのではないでしょうか。 

 

13.新総合目録ネットワークをめざして 

当館では次期システムの開発にあたっては、

「ゆにかねっと」を情報探索サービス（仮）に

統合されることになっており、一般利用者を前

提とした新たな総合目録を目指して検討してい

ます。この際、総合目録で何をめざすのか確認

していく必要があると思います。「ゆにかねっ

と」の現状を踏まえ、一般利用者を前提とする

ならば、書誌同定の問題・対象範囲の問題は重

要になってくると思います。また、プロジェク

ト当初から電子情報をも含めた一次資料への手段の提供が考察されていました。ますます

この点が重要になってくるかと思います。 

蔵書構成が類似している公共図書館の総合目録については、実験当初その意義について疑

問視されていましたが、その有用性は確実です。現在の基本書誌と参加館書誌の対比を見

ると、各図書館の蔵書の重なりがよく分かりますが、同時に基本書誌件数 1000 万件という

数を見ると各図書館の特色も見えてきます。もちろん、この 1000 万件という基本書誌件数

については、当館の納本率の問題、「ゆにかねっと」の対象範囲、書誌作成基準、書誌同定

の問題があることを考慮しなければなりません。しかし、各図書館がその地域の資料を収

集し、それを組織化していることが見えてくると思われます。いま県立図書館は各地域の

総合目録を運営することも重要になっていると思います。地域資料の収集に重点を置いて

いる県立図書館の役割も見えてくるのではないでしょうか。 

最後に、私は 10 年近く総合目録に関わってきましたが、その中で図書館の蔵書構築の

重要性を認識させられました。限られた予算の中、どのような蔵書を持ち、また持たない

か、全国的なネットワークに頼るべき部分はどこなのか、各図書館員の役割が重要になっ

てくると思います。現在厳しい財政状況ではありますが、そのような状況だからこそ、各

図書館の皆さんが蔵書構築について考えていくことが重要ではないかということを申し上

げて終わりにしたいと思います。最後に学術情報のネットワークのことを挙げましたが、

新総合目録ネットワークをめざして

• 何を目指すか

コンセプトの再確認が必要

?

・書誌同定の課題解決

・一次資料へのナビゲート

• 他の総合目録との連携

・県･地域総合目録

・学術情報ネットワーク
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これはそのような意味で重要だと思います。大学図書館等の学術情報を蓄積している図書

館と公共図書館の蔵書の違いを踏まえた上で、資料の情報を共有していくことが重要であ

ると思います。以上駆け足となりましたが、草創期に担当した者として当時の状況をお話

させて頂きました。今後の皆様の業務の一助になれば幸いです。ご清聴ありがとうござい

ました。 


