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司会： 

岡山県立図書館資料情報課長の森山光良様より「次世代総合目録の可能性と課題 －国立

国会図書館総合目録ネットワーク前史に立ち返りながら－」と題するご講演をいただこう

と思います。ご存知のように岡山県立図書館はデジタル岡山大百科1を運営されており、そ

の機能である岡山県図書館横断検索システム2は都道府県域の総合目録ネットワークシステ

ムとしては先駆的な取り組みとして知られています。森山様はこの事業に取り組んでこら

れた経験から数多くの場で公共図書館等における総合目録ネットワークのあり方について

ご報告やご提言をされています。また、ゆにかねっとにも立ち上げ当初から関わってこら

れております。今日は、これまでの総合目録の歩みを踏まえて、その課題や次世代の総合

目録の可能性といったようなことについてお話を伺えればと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

森山： 

みなさん、こんにちは。岡山県立図書館の森山と申します。 

 

はじめに 

                                                  
1 デジタル岡山大百科 http://www.libnet.pref.okayama.jp/mmhp/ 
2 岡山県図書館横断検索システム http://oudan.libnet.pref.okayama.jp/index_default.html 

 

3. 講演「次世代総合目録の可能性と課題－国立国会図書館総合目録ネットワーク前

史に立ち返りながら－」 

 

 

 

岡山県立図書館

森山 光良
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1997 年にパイロット電子図書館総合目録ネットワークの委員になって以来、協力させて

いただいております。それからのゆにかねっとの足取りを考えると、基本的には国立国会

図書館（NDL）、都道府県立図書館、政令指定都市立図書館の和図書データの提供を受けて

成り立つ、という基本構造に変化はないと思います。多くの図書館員の方や先ほどの児玉

さんの話でも、ゆにかねっとは空気のようなものだ、とありましたように日常業務に浸透

しています。イメージとして、成熟、安定している、といったイメージが強いと思います。 

今週は今日を皮切りにレファレンス協同データベースや電子図書館関係等、フォーラム

が連続し、スキー競技のジャンプ週間のようにフォーラム週間と呼べるとも思えます。関

心の多くは、レファレンス協同データベース等に向けられ、本日お話しするゆにかねっと

への関心は低いだろうと思います。しかし、実はもっとも大きな変化を迎えようとしてい

るのは、冒頭の大場課長の話にもありましたように次世代総合目録の開発を控えたゆにか

ねっとです。図書館の日常業務への影響がこれから出てくると思います。また、本日はシ

ステムベンダーの方にもご参加いただいておりますが、ご協力をお願いしたいと思ってお

ります。 

新しいことに取り組んでいくにあたり、闇雲に思い付きでやっていくのは難があると思

います。やはり拠って立つところが必要です。業務の面で言えば、新しい業務を始めるに

あたり、図書館の基本計画・基本構想に立ち返り、それを拠り所として事業を進めていく

ことが必要です。個人レベルで言えば、仕事に閉塞感がある、あるいは行き詰まったとき

には就職したときの自分の思いに立ち返る。さらに結婚生活に倦怠感が出てきたときには、

なぜ自分は相方と一緒になったのか、よいところはこういうところにあったといったこと

に立ち返る。そういったことが必要ではないかと思います。ここでは原点に立ち返るとい

う意味で、ゆにかねっとが構築される前の総合目録事業の歴史、つまり、国立国会図書館

総合目録ネットワーク前史をまずは総括をしてみたいと思います。そうすることでそもそ

もの総合目録の枠組みを検証できるのではないかと思います。そして、今後の方向性も見

えてくるだろうと思います。安定しているかに見える現在の状態も実は過渡的なものにす

ぎないということが実感できるのではないかと思います。 

 

１ 国立国会図書館総合目録ネットワーク前史 

先ほどの児玉さんの講演でありました実証実験が始まった 1993 年、これを紀元 1 年と

考えれば、国立国会図書館の総合目録事業は 1949 年 1 月に始まりましたので、紀元前 44

年にさかのぼるとも言えますし、総合目録ネットワークが事業化された 1998 年を紀元 1 年

とすれば 1949 年は紀元前 49 年とも言えます。ここでは紀元前の前史に立ち返って考えて

いきたいと思います。 

 

(1)国立国会図書館創設期の総合目録事業の方向性 

国立国会図書館の総合目録事業の方向性以前に、まず国立国会図書館そのものの方向性
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については、1947 年 12 月に米国図書館使節団として米国議会図書館（LC）副館長の Verner 

Clapp と米国図書館協会（ALA）東洋部委員長の Charles Brown が来日して以来、使節団

から提出された覚書に沿って議論が進みました。使節団の草案は米国議会図書館の機構制

度と基本的に同一でした。しかし、使節団自身が苦心した問題が二つありました。1 つは一

国の中央図書館と国会図書館との関係の問題でした。この問題は国会図書館が国立図書館

を兼ねるという形で落ち着きました。もう１つの問題は米国でも実現し得なかった官庁図

書館協力の理想実現でした。担当部局として支部図書館局ができ、理想の実現を目指すこ

ととなりました。これは 1948 年 8 月に支部図書館部となり、今では支部図書館・協力課と

なっております。 

当時の総合目録はコンピュータ処理されておらず、編成スタイルは手作業でした。代表

的な編成スタイルとして英国型と米国型に分けられます。英国型というのは地域単位で形

成される相互貸借制度と総合目録が全国総合目録へとつながるボトムアップ構造、資料に

は階層構造と書いていますが、ボトムアップという言葉の方が適切です。米国型というの

は、米国議会図書館が集中目録作業を行い、米国全土はおろかカナダにまで配布する印刷

カードを基盤に、さまざまな地域で自発的に総合目録が編成され、米国議会図書館に主要

各館から送り返される印刷カードが集約され、国際的な総合目録に編成されるネットワー

ク構造でした。 

国立国会図書館創設前の図書館界は図書館法制定に向けた取り組みをしていました。図

書館法自体は 1950 年に制定されます。わが国の図書館員の気持ちとしては日本の実情に合

った英国型の総合目録が望まれていました。加えて国立図書館の単独創設が望まれていま

した。自分たちの地域の図書館からつながる延長線上に国立図書館があることを望んでい

たのです。戦前の中央図書館制度が引き続き望まれていた背景もあります。しかし、米国

の占領下ということで必然的といえば必然的なのですが、国立図書館機能の薄れた国立国

会図書館の創設によって総合目録の編成スタイルは英国型が後退し、米国型に確定しまし

た。当時、図書館法の草案作成は日本図書館協会等を中心に取り組まれていましたが、初

期の 1946 年や 1947 年頃の草案では総合目録についての規定が詳細でした。しかし、国立

国会図書館の創設が決まって以来その動きはぱたっと止み、今ではご存知のように図書館

法への総合目録の記載はごく簡潔なものです。これは国立国会図書館創設ということ抜き

には考えられないことです。 

1948 年 2 月に制定された国立国会図書館法には、総合目録事業の規定があります。第

17 条の 2 に行政及び司法の支部図書館の総合目録、第 21 条の 4 に全国総合目録の規定が

あります。 

同年 10 月にはダウンズ勧告が出ます。ダウンズとは、Robert Bingham Downs という

方で総合目録の研究家として知られています。日本の復興に尽くしたということで 1983 年

に勲二等瑞宝章を授与されています。ダウンズ氏は連合軍総司令部特別顧問の立場で、国

立国会図書館に対して米国議会図書館のように全国総合目録を設置すべきことを勧告して
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います。ダウンズ氏のアドバイスでは総合目録事業の進捗の成否は事業に必要な人員を得

られるかどうかにかかっていると述べるとともに、 初は収録参加館数を限定し計画を実

行可能な範囲に止めるべきであるとしています。つまり、 初は自重して進めるべきだと

いう考えです。戦前の米英では総合目録事業に多大な費用と労力のかかることが認識され

ており、1920 年代までは大きな動きはなかったものの、1929 年の大恐慌を起点にロックフ

ェラー、カーネギー等の財団の財政援助を受けつつ、知識人失業対策の一環として取り組

まれて大きな成長を遂げます。そうしたことを念頭においてダウンズは勧告したように思

われます。 

国立国会図書館法には先ほど申しましたように 2 つの総合目録が規定されていますが、

1948 年時点の両総合目録に対する考え方としては、「法的にみて、一般国民より行政・司法

を対象とする支部図書館総合目録を優先することは理論上正しい」というスタンスです。 

1949 年 1 月からカード形態による総合目録事業が開始されました。支部図書館総合目録

は支部図書館部で作成し、全国総合目録は受入整理部で作成するというものでした。しか

し、ダウンズ勧告からわずか 3 ヶ月ということから分かるように、国立国会図書館として

は必ずしも十分な計画、予算や人員等の裏づけがないまま事業を開始した感があります。

同年 6 月には印刷カード事業も開始されました。 

なお、当時の総合目録の編成は先ほども申したように基本的に手作業によりますが、編

成スタイルは二つの方式に分かれます。1 つはセンターにカードを集積するカード形態です。

業務のコンピュータ化以降に入館された図書館員の方はカードになじみがないかもしれま

せん。当時は図書館に来館すれば目録カードボックスが真っ先に目に入ったものです。も

う 1 つの編成スタイルは冊子を刊行する冊子形態です。 

国立国会図書館では更新に優れているため、欧米で主流の理論的位置付けのあるカード

形態でまずは継続編成することになりました。 

 

(2)全国総合目録、支部図書館総合目録、新収洋書総合目録の沿革 

全国総合目録と支部図書館総合目録について、国立国会図書館法では個別に規定されて

いますが、実際には一体的に作られていました。このあたりの細かいことは各種文献には

出ていなかったので国立国会図書館の OB である丸山泰通氏にお聞きしました。1949 年以

降、支部図書館部に各支部図書館から提出されたカードが受入整理部に回付され、受入整

理部がそれを転記し、他の参加館の大学、公共、国立国会図書館のカードと合わせて全国

総合目録を編成する。そして、再び支部図書館部に戻されたカードを活用して冊子形態の

官庁刊行物総合目録と支部図書館総合目録が刊行されていました。 

その後、1959 年 6 月の全館的な機構改革に伴い、支部図書館部が廃止されました。支部

図書館総合目録は洋書のみを新収洋書総合目録の中に存続していくこととなり、洋書以外

は廃止されました。 

1961 年には全国総合目録のうちの和漢書のカード編成が中断されます。国立国会図書館
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の年報（昭和 36 年度）に、「全国総合目録のうち和漢書のカード編成は、本年度以降一時

中止することとした」と記述されております。しかし、二度と再開されることはありませ

んでした。中断の原因として総合目録担当者の絶対数不足と冊子形態への重点移行が挙げ

られます。冊子形態への重点移行は後で述べますが、1953 年に文部省（当時）と大学図書

館からの要請によって冊子形態の刊行を考えざるを得ない状況に国立国会図書館が追い込

まれました。それにも関わらず和漢書の冊子刊行は実現せぬままの早期中断となりました。

1949 年の総合目録事業開始以来の 10 年間のひずみが表面化してきたのです。その結果、

国立国会図書館では総合目録といえば基本的に洋書という時代がそれから長く続きます。 

次に新収洋書総合目録はカード編成をベースとして冊子形態で 1958 年 3 月に刊行が始

まりました。ただし、受入期間を 1 年間に限定した追録が繰り返し刊行され、累積版は刊

行されず、一括検索の実現という総合目録の要件からは相当かけ離れたものとなっていま

した。出版年を区切りとした追録が繰り返されるならともかく、受入期間を 1 年間に限定

した追録が次々と刊行されため、複数冊を探さねばならないということになるからです。 

1971 年にはカード形態による累積が中断されて、冊子形態のみの編成となります。東大

教授の長沢雅男氏はこのことについて、カード形態か冊子形態かの二者択一の問題でなく、

カード形態を基盤としなければ 新の状態に維持しつつ累積することは不可能であると述

べて、カード編成の中断を批判しています。 

残った冊子形態も 1987 年版をもって刊行が打ち切られることが 1987 年に決定します。

直接の打ち切り原因は参加館のカードレス化に伴い、送付された目録カードをそのまま写

真製版する手編纂方式が事実上不可能となったことにあります。これは図 1 を見ていただ

ければ分かります。カードが幾分斜めになっていたり、手書きの部分があったり、所蔵館

の印が目立ちます。これは目録カードを提供してもらって転記し写真製版するという方式

によるものです。また、1988 年時点で 1983 年版を編纂していたという手編纂方式による

作業の遅れや、新収洋書総合目録の 80%以上の書誌データが学術情報システムと競合する

問題もありました。 

以上の取り組みへの公共図書館の参加館は東京都立図書館と大阪府立図書館の 2 館に過

ぎませんでした。その後、大阪府立については夕陽丘図書館が参加し、自治体レベルでは 2

館ですが、カウント上は 3 館になっています。丸山泰通氏によれば、選択基準は東西の公

共図書館を代表するという程度の理由に過ぎなかったとのことです。 後の 1987 年版では

大学図書館 15 館、公共図書館 3 館、国立国会図書館、支部図書館 34 館の計 53 館の蔵書が

収録されていました。 

新収洋書総合目録の事業終了に伴い、1993 年の総合目録ネットワークパイロットプロジ

ェクト（第 1 期）の開始まで、国立国会図書館の総合目録事業は空白期間を迎えることに

なります。確かに点字図書・録音図書全国総合目録等は継続的に出されていたのですが、

基幹となる総合目録はここでいったん消滅することになります。 

なお、支部図書館総合目録は現在、分散型総合目録データベースのシステムとして運営
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されています。一般に公開されているわけではなく、霞ヶ関 WAN 上に公開された支部図書

館の書誌情報データベースを横断的に検索し、一元的に検索結果を表示することができる

システムです。2008 年度末時点で支部図書館が 26 館あり、そのうちのデータ提供館は 13

館です。課題として書誌情報公開のための予算獲得が各省庁支部図書館で難しく、新規デ

ータ提供館が増えない点が挙げられます。 

 

(3)総合目録事業を巡る組織間関係 

国立国会図書館と他組織との関係に着目しつつ、事業がどのように進んできたかを見て

いきます。 

総合目録事業が始まって間もなくの 1952 年 11 月に国立国会図書館と文部省は、「学術

文献総合目録作成に関する覚書」を交換しました。これは、両組織から総合目録作成の予

算要求を受けた大蔵省（当時）が関係調整を要求してきたことによって取り組まれたもの

です。覚書の内容としては、文部省がすでに着手していた「学術図書総合目録」の規定範

囲以上に総合目録事業を拡張しないとともに、当該冊子目録完成後にはその原稿カードを

国立国会図書館に提供するというものです。 

この覚書を受けて 1953 年 2 月には文部省学術文献総合目録分科審議会から国立国会図

書館に冊子形態の総合目録の作成が要望されます。国立国会図書館は全国総合目録につい

て冊子、カード両形態を含む全面的な推進の責務を正式に負うことになりました。一方で

文部省と大学図書館側は総合目録編成についての大義名分を失ってしまいました。1924 年

の日本で 初の本格的な総合目録としての冊子形態である外國學術雜誌目録以来、戦前か

ら実績を積んできた学術文献総合目録作成計画は、学術図書総合目録着手とともに全国的

な分担協力体制の下いよいよ軌道に乗ろうとしている 中であったにもかかわらず、中断

させられることとなりました。なお、学術雑誌総合目録の冊子形態での刊行はその後も継

続されました。 

この覚書交換の際に文面には記されていませんが、両者の間に密約があったのではない

かという説があります。図書の総合目録は国立国会図書館が担当し、雑誌は文部省が行う

といった分担協定が存在したのではないかという解釈です。しかし、1966 年 3 月に「総合

目録業務の改善に関する報告」で国立国会図書館は雑誌、単行書の違いを問わず、学術文

献についての総合目録は国立国会図書館が行うという公式な態度を取ります。全国総合目

録事業を巡って国立国会図書館と文部省との間で主導権争いをしていた感がありますが、

こうした経緯を踏まえて国立国会図書館が完全にイニシアティブを握りました。 

 

(4)問題分析 

国立国会図書館の取り組みには 2 つの問題点がありました。 

第一に標準化ツールとしての印刷カードの不振が挙げられます。本来、米国型のネット

ワーク的な仕組みを目指したにもかかわらず、国立国会図書館自身が運営しキーツールと
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なる印刷カード事業を普及させられなかったことが事業不振の要因として挙げられます。

背景として資料整理の遅れ、いわゆる滞貨問題があります。総合目録事業は各館の目録作

成作業、センターの集約作業を効率的に行うことが重要です。書誌コントロールのキーツ

ール、当時の標準化ツールとしての印刷カードがない状態で事業を進めるのは非常に難が

あったと思われます。 

第二に編成スタイルの採用が適切でなかったことです。カード形態で事業が開始され理

論的優位性を熟知していたにもかかわらず、外部からの要請により冊子形態も考慮せざる

を得なくなりました。ダウンズ勧告でも言及されていたように本来ならこの段階で安易な

妥協をせずに事業を絞り込むか、多額な人件費と編成費に応じた財政措置を講じる必要が

あったのですが、それがないまま事業を拡大したのは無謀でした。さらに必要な財政措置

が得られなかったためにその後の二者択一で冊子形態を優先しカード形態を放棄せざるを

得ないという悪循環に陥りました。カード形態の放棄によって、データ累積、 新状態の

データ保持という総合目録事業の基盤も失われることになりました。 

 

(5)前史から導かれる指針 

以上を受け、現在に通じる指針を次に挙げておきます。 

指針 1 として、標準化の推進と普及が挙げられます。標準化推進の本来の目的は単純化、

効率化、無駄な作業の排除にあります。標準化達成により、その仕組みやツールが限定さ

れた場所だけで利用されるのではなく、広く世の中で利用され、そのことによって社会全

体の利益が高まり、コストも低下します。前史では印刷カードを活用した米国議会図書館

モデルの普及が進まなかったため、総合目録編成にあたってのデータ交換、データ収集に

かかるコストが非常に高くつきました。全国、地域、いずれの取り組みも停滞していまし

た。例外的に前史の期間、地域で継続的に取り組まれていた事例はカード形態で行われた

富山県内図書館総合目録事業に過ぎませんでした。 

現在は全国レベルのゆにかねっと、地域レベルの都道府県域総合目録で一見問題解決し

ているように見えます。しかし、ゆにかねっとの集中型モデルや総合目録共通フォーマッ

トは基本的にゆにかねっとという限定された範囲でしか用いられていません。また、分散

型の横断検索システム一色に近い地域についても、ネットワークの標準化は実現していま

せん。ベンダーの独自プロトコルや個々の OPAC を個別分析してできあがったものですの

で、無駄なコストがかかっています。参加館が増える都度、ベンダーの SE が個々の OPAC

を分析、システム設定することになっていて、そのコスト負担を図書館側かベンダー側の

いずれかが負わなければならない構造になっています。標準化がされていないため、横断

検索対象の各 OPAC へのアクセス負担が高くなり、また検索結果表示レベルも低いです。

いわば、日本の図書館はガラパゴス状態にあります。 

指針 2 として、編成スタイルの安易な妥協はしないことが挙げられます。問題分析の第

二で述べたように、編成スタイルについては、理論的優位性や標準モデルの位置づけから
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確定していく必要があります。総合目録が紙媒体のカードや冊子から電子媒体のデータベ

ースへ移行し編成スタイルの軸が変化する時代に対して、なし崩し的に新収洋書総合目録

事業を終了させねばならなかったということがありましたが、編成スタイル唯一絶対とい

う訳ではなく、時代に合った変化を遂げていかなければならないことを示唆しています。

さらに次世代総合目録の検討過程でたびたび話題に出てきたのが、既存の県域横断検索シ

ステムをさらに横断検索をしようというものです。既存のものは標準化されているわけで

はなく、さらにつながることが想定されていない自己完結的な縦割り構造です。標準化さ

れていないものを接続することの愚は指針 1 に背くことにもなります。標準化された API

でのつながりならいいのですが、いちいち各横断検索システムを分析する形は、ネットワ

ークの世界では非常に難があると思われます。 

それから指針 3 ですが、そもそも国立国会図書館は内容範囲を限定しない網羅的な総合

目録を目指していたので、そこを 終目標とすべきです。1966 年 3 月にその表明をしてい

ます。本来の全国総合目録で目指していた資料種は和図書という枠に止まらないものであ

ったはずであり、変化の激しい時代に対応するための逐次刊行物や、多文化サービスのた

めの外国語図書も網羅していくべきです。国立情報学研究所（NII)が存在しなかった当時と

状況は異なりますが、基本的には国立情報学研究所が大学図書館蔵書を主な対象とし、国

立国会図書館が公共図書館蔵書を主な対象とするというような大雑把な棲み分けはできる

のではないかと思われます。また、資料種が広がると区分コード等が標準化されなければ

ならないという問題があります。国立国会図書館では DC-NDL が今検討されていますが、

資料種が区分されないままにデータが集められているだけでは、検索しても様々な資料種

が入り混じったものが検索結果として出てくるという混沌状態になってしまいます。従っ

て、国立国会図書館としては資料種の区分を標準化することが必要です。さらに国立国会

図書館にデータ収集される段階で各館が DC-NDL の該当部分にマッピングして送付するこ

とができるようにすべきです。各館で資料区分の取り扱いに違いが出てくるとは思います

が、そのばらつきは許容せざるをえないだろうと思います。 

 

２ 次世代総合目録の可能性 

前史の総括を受け、次世代総合目録の可能性について述べます。 

 

(1)わが国の公共図書館の目録環境 

まず、わが国の公共図書館の目録環境を概観しておきます。書誌ユーティリティによっ

て自動的に総合目録が編成されることを前提に発展してきた大学図書館や欧米の図書館と

異なり、わが国の公共図書館では書誌ユーティリティが構築されませんでした。また、

JAPAN/MARC が普及せず、民間 MARC に公共図書館各館が個別依存するという状況があ

ります。また、民間 MARC でカバーされない地域資料や外国語資料の書誌は自館作成する

という状況にあります。書誌ユーティリティであれば、他館が作った書誌を使えばいいの
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ですが、公共図書館ではあくまで縦割り構造となっています。民間 MARC がなければ自館

で作らねばなりません。書誌作成が追いつかず、滞貨が増える構造になっています。現在、

多文化サービスが盛んに言われますが、外国語資料について英語はともかく、フランス語、

ドイツ語、ロシア語、ハングル、中国語等の資料の整理は委託すれば済むのですが、そう

いった費用もないので職員がやらなければなりません。外国語資料担当の職員はよくて県

立図書館に一人いる程度です。市町村の図書館では閲覧業務をしながら整理業務も行って

いますので、到底多文化サービスには対応できません。また、地域資料も県立図書館でも

市町村立図書館でもそれぞれ別にデータ入力を行うという実情があります。こうした特色

を踏まえて、地域の公共図書館を支援するシステム構築が必要になると思われます。 

 

(2)既存の総合目録システムのデータベース管理方式による比較 

既存の総合目録システムはデータベース管理方式によって集中型と分散型とに分かれま

す（図 2）。集中型は各館のデータをセンターの単一データベースに送付して蓄積し集中管

理する方式です。分散型は Web に分散した各館の複数データベース（OPAC）を横断検索

する方式です。 

集中型はメリット 1 として、単一データベースで管理されていますので、検索精度を厳

密にすることができます。メリット 2 として分散環境で個別に発生する障害の影響を受け

にくい安定性があります。どこかの館でシステム停止していても、その短期的な障害に集

中型総合目録は左右されない点が挙げられます。 

逆にデメリット１として、データ提供館が当該総合目録に特化したデータ提供をし続け

なければなりません。具体的にはゆにかねっとのためだけに FTP あるいは HTTP-GET に

よってデータ提供し続けなければならない点が挙げられます。デメリット 2 として、児玉

さんもおっしゃっていたようにセンターのデータベース規模が巨大化し負荷が大であるこ

とが挙げられます。 

分散型はメリット 1 として、データ提供館はデータベースを Web 公開することでさまざ

まな総合目録に参加することができます。メリット 2 として、センターの負荷が小である

ことが挙げられます。 

逆にデメリット 1 として、複数データベースの異なる検索環境からはき出された検索結

果を集約するために検索精度が大雑把になります。検索結果を書誌同定するパターン、単

に検索結果が館単位で表示されるのみのパターン等、表示レベルに差があります。デメリ

ット 2 として分散環境で個別に発生する障害の影響を受けやすい不安定性があります。 

 

(3)標準化の推進によるシステムの最適化 

次世代総合目録の仕組みとしては、大場課長もおっしゃっていたように現時点では

DublinCore 準拠の DC-NDL フォーマットの目録データを OAI-PMH のメタデータ収集プ

ロトコルでデータ収集する仕組みが予定されています。各館が Web 公開した OPAC から、
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センターが定期的にデータ収集し、単一データベースに蓄積するというものです。 

従来と同様、センターのデータベース規模が巨大化することを除けば、集中型と分散型

のメリットを併せ持つものです。残るデメリットの克服に向け、従来の横断検索システム

を標準化してそれを API 対応することも考えられます。市町村立図書館については補完的

にZ39.50やSRU/SRWの情報検索プロトコルで横断検索するというようなことも考えられ

ます。すでに岡山県内では町立図書館等も Z39.50 を実装しており、対応可能です。 

それに伴い、今後、米国議会図書館のような標準化推進機関の役割を日本国内において

国立国会図書館が果すことが望まれます。国際標準をベースとした国内的な決め事が日本

語特有のカナ等において求められるからです。 

次にシステムベンダーへのお願いになります。すでに実施済みのケースもありますが、

OPAC への各プロトコルの実装と DC-NDL フォーマット化をお願いしたいと思います。ネ

ットワーク環境の標準化推進はガラパゴス化推進よりもシステムベンダーにとってメリッ

トは大きいはずです。 

図書館にとっての副次的効果として電子図書館、デジタルアーカイブにおいて多用され

る OAI-PMH 等の実装の進展は電子図書館の活発化や図書館間のデータ共有の促進につな

がると考えられます。 

 

(4)納本率の向上と日本全国書誌の充実に向けた取り組み 

これまで各データ提供館から国立国会図書館へのデータ登録や送付は基本的に人的作業

で行われ、人為ミス、漏れ、タイムラグ等が発生しがちでした。今後は基本的に自動化さ

れた仕組みとなり、こうした弊害がなくなる結果、国立国会図書館で従来困難だった地域

資料等の刊行の把握が容易になり、早期納本依頼による納本率の向上と日本全国書誌の充

実につながることが期待されます。 

 

(5)書誌ダウンロード機能の実装と書誌コントロールの実現 

先に述べたように我が国の公共図書館は民間 MARC でカバーされない地域資料や外国

語資料は自館作成する縦割り構造です。 

中小レポート（『中小都市における公共図書館の運営』）で「図書館のあらゆる作業の中

で、 も無用な時間と労力を注いで来たのは、目録作業であった」と目録業務が徹底的に

否定されて以来、公共図書館員の関心は直接サービスに向かう傾向がずっと続くとともに

目録業務の位置付けが低下しています。中小レポートでは印刷カードの普及を前提として

このように述べられているのですが、その前提条件は実現せず、結果的に目録業務の位置

付けの低下のみが進みました。一方、多文化サービスの拡大でさまざまな言語のデータの

処理を求められています。 

また、地域資料の民間 MARC 会社への目録データ作成委託も、予算削減で激減していま

す。表 1 にありますように、中ほどの非流通本という列を見ていただければわかるのです
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が、流通本の件数が伸びているにも関わらず、非流通本は一貫して入力件数が低下してい

ます。いずれにしても目録業務担当者の負荷が増大しており、書誌ダウンロード機能があ

ればありがたいです。地域資料は書誌コントロールができておらず、書誌割れが起きてい

ます。地域資料のデータをダウンロードができれば、書誌コントロールの点でも有効です。

公共図書館は MARＣを民間 MARＣ会社から購入しているので、民間 MARＣのダウンロー

ドまでは求めません。国立国会図書館作成書誌と公共図書館が独自に作成した書誌までで

良いです。JAPAN/MARC の普及にもつながります。 

システムベンダーへのお願いとしては、DC-NDL フォーマットのダウンロードデータの

取り込み機能をパッケージにバンドルしてくださるようにお願いします。 

ただし、各館がシステム更新で当該機能バンドル済みパッケージをすぐに導入できない

ことを考慮すれば、過渡的には国立国会図書館が DC-NDL から JAPAN/MARC フォーマッ

トへフォーマット変換するコンバータを用意してくださればありがたいと思います。 

なお、現在検討が進んでいる DC-NDL フォーマットについては、既存の JAPAN/MARC

フォーマットから DC-NDL へ矛盾がないようにデータの対応ができるようにお願いしたい

と思います。DC-NDL フォーマットは、JAPAN/MARC フォーマットにくらべれば粒度が

荒いということがありますので、細かいデータ項目が DC-NDL には入っていない部分があ

ることは許容するとして、矛盾のないように展開していただきたいと思います。 

 

(6)相互貸借負担の均衡化に向けた取り組み 

相互貸借負担の不均衡問題が慢性的傾向としてあります。表 2 を見てください。依頼回

数と受付回数が、個々の館でバランスがとれていれば一番望ましいのですが、マイナスの

幅が大きかったり、あるいはプラスの幅が大きかったりします。マイナスの幅が大きいの

は、借りるのは多く借りるけれど、貸すのはあまり貸さないということになります。マイ

ナスとなる要因として、たとえば、依頼の際のハードルとして公印を要すというのがあり

ます。また、国立国会図書館に所蔵がある資料は相互貸借を制限するという館もあります。

国立国会図書館とその館にしかない本は国立国会図書館から借りてくださいということに

なります。 

自館の事情でいろいろ制限事項を掲げていると思うのですが、あまり制限が激しくなる

と貿易における保護主義のようなものになりますので事情はおありでしょうが、基本的な

スタンスとしては他館や全体を考えるというのが必要だと思います。別に制限を取り払え

というようなことは毛頭申しませんが、お互い様という意識がないと相互貸借はできませ

んので、まずそういった基本に立ち返っていただきたいと思います。 

受付回数－依頼回数を計算し、マイナスあるいはプラスの数字は何に影響を受けている

のか、いろいろ相関係数を取って分析したのですが、分析した中では蔵書冊数の影響を比

較的受けやすいということがわかりました。ただ、これにしても 0.2 程度でして、非常に弱

い相関でした。 
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根本的解決は不可能であるが、不均衡是正案として、検索結果一覧で上から下へ、依頼

回数超過の館から受付回数超過の館と言うような順に並べれば、相互貸借の集中も少しは

緩和されるとも思われます。そうした並べ方に所属する地区を対応させるということにな

るかと思います。 

 

 

まとめ 

以上述べた、①標準化の推進によるシステムの 適化、②納本率の向上と日本全国書誌

の充実、③書誌コントロールの実現、④相互貸借負担の均衡化に向けた取り組みという要

素は決してばらばらではありません。むしろ互いに影響を与え合うものであり、今後、相

乗効果を発揮する仕組みの構築に向けて取り組んでいくべきであると思います。ゆにかね

っとが安定しているイメージは強いのですが、まだまだゆにかねっとも道半ばということ

が、前史から現在までの歩みを振り替えれば言えるのではないでしょうか。今後とも終わ

りなき革新が望まれます。 

 

以上、ご静聴どうもありがとうございました。 

 

 

司会： 

森山さまどうもありがとうございました。前半では戦後の大きな歴史的な視座のなかに

総合目録を位置づけてそこから導き出される指針についてお話いただき、後半はその指針

の上に立って、総合目録の今後の方向性に関する多くの具体的なご提言をいただきました。

これからの総合目録の展開を考えていく上での本質的な論点をご提示いただいたのではな

いかと思います。どうもありがとうございました。 


