
 

1 
 

 

第１7 回総合目録ネットワーク事業フォーラム 

記録集 
 

 

     日時 ： 平成２２年２月１６日（火） １３：００～１７：００ 
 

     会場 ： 国立国会図書館 関西館 第１研修室（主会場） 

国立国会図書館 東京本館 新館講堂 

 
 
 
 

１． 13:00 開会あいさつ  

  総務部支部図書館・協力課長  ローラー ミカ

２． 13:10 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」 

  関西館 図書館協力課長  大場 利康

３． 13:50 講演「総合目録ネットワークの草創期を振りかえって」 

  総務部司書監   児玉 史子

 14:35 休憩 

  

４． 14:55 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

５． 16:10 質疑応答・意見交換 

６． 16:55 閉会あいさつ  

  関西館長  中井 万知子

 17:00 閉会  

 
 
 

（司会）： 関西館 図書館協力課 課長補佐 鈴木 智之 
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日頃から当館の図書館協力事業その他にご協力いただきまして、ありがとうございます。

フォーラムの開催にあたりまして、簡単にご挨拶させていただきます。私は、総務部支部

図書館・協力課長のローラーと申します。支部図書館・協力課というのは、こちらの総合

目録を担当している図書館協力課と一緒になって、国立国会図書館の図書館協力事業を推

進している部署でございます。 

本日のフォーラムでは、例年行っております事業報告に加え、当館の司書監の児玉から

お話をさせていただき、岡山県立図書館の森山様にご講演いただきます。 

現在、当館では次世代の総合目録に関する検討をおこなっております。検討は大きく分

けて、中期事業計画の策定とシステムに関する検討の 2 本からなっております。 

次世代の総合目録を考えるにあたっては、これまでの総合目録事業の歩みを顧みる必要

があると考えております。当館の児玉は本事業立ち上げ時から携わり、総合目録の歩みと、

次世代になろうとも大事にしていくべき事項について、お話させていただきたいと考えて

おります。 

また、森山様にはこれまでも本事業に関して多大なるご協力をいただいておりますが、

この 12 月、1 月に開催した中期事業計画に関する意見聴取会にもご出席いただきました。

本日は、意見聴取会での協議をふまえて、今後の総合目録事業のあり方についてお話をし

ていただけると伺っております。 

図書館協力というのは国立国会図書館にとりまして、重要な任務であります。その中で

も総合目録というのは、大きな柱であると考えております。引き続きみなさまのご支援を

よろしくお願いしたいと思います。 

本日は参加館のみなさま、その他ご関係機関のみなさま、その他、ご関心をお持ちのみ

なさま、年度末のお忙しいところにも関わらず、数多くご参加いただきましてありがとう

ございました。以上、簡単ですが挨拶に替えさせていただきます。 

１．開会あいさつ 

 

総務部 支部図書館・協力課長

ローラー・ミカ
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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
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(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/ 
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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。 
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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。 
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質問 (1) 

総合目録はありがたいシステムですが、物流がネックになっています。どんなにシステ

ムが便利になっても送料の負担の問題があるので、物流を確保できません。そのため利用

者に便利に利用していただくことが困難です。図書館界から物流業者に相談をするなどし

てコストを減らす方法を考えなければなりません。この状況を打開するために物流を改善

する方法はないでしょうか。何が問題でどうすればこの問題を解決できるかを今後考えて

いく必要があります。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 大場 

難しい問題であると思っています。国立国会図書館が提供するサービスも物流がネック

になっています。調査をして実情を把握するところから始めないとこの問題は解決できな

いかもしれません。簡単に解決できる問題ではないと思いますが、何らかの形で解決に向

けて動きだすための手立ては考える必要があります。 

 

岡山県立図書館 森山 

国立国会図書館が、県外図書館からの借受送料について，平成 15 年度に全国調査してい

ます1。利用者負担にしている図書館が結構ありました。利用者負担が伸びている状況にあ

ると思います。しかし、図書館の負担で県外から取り寄せている比率の方がまだ多いです。

県内は都道府県立が資料搬送基盤を作るのが一般的です。問題は県外の相互貸借ですが、1

つのアイディアとして東海北陸ブロックがやっているように県内の図書館が県外へ貸し出

す資料を県立図書館が毎週まとめて出すという方法があります。まだ、東海北陸ブロック

を除いて他の地域に拡がっていませんが、今後考えていく上でのヒントになると思います。 

 

質問 (2) 

地域資料の書誌のことで質問です。例えば、総合目録ネットワークには愛知芸術文化セ

ンターが参加していますが、そこには美術館や文化情報センターのアートライブラリーが

あります。そのような機関が所蔵し、普通の公共図書館があまり所蔵していないオークシ

ョンカタログなど MLA 連携の中で必要となってくる博物館的な灰色文献の扱いが問題とな

ってくると思います。総合目録ネットワークでは博物館が持っているような独特な資料の

                                                  
1参加館状況調査: http://somoku.ndl.go.jp/info_chosa.html 

5．質疑応答 
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書誌を載せる予定はありますか。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 大場 

総合目録ネットワークという枠組みからはおそらく外れると思います。しかし、総合目

録ネットワークをシステム的に吸収する情報探索サービスではターゲットになりうるので

はないかと思います。なんらかの形で一緒に検索可能できるようにすることは考えていか

なければならない。PORTA は博物館や文書館もふくめて連携する形になっていますのでそ

れを拡大していく形で進めていくことになります。  

 

質問 (3) 

総合目録ネットワークで使われている目録の形式に合わせて都道府県立博物館に目録を

作って欲しいという考えはありますか。ミュージアムライブラリーの資料の大半は展覧会

カタログやオークションカタログ、寄贈交換によって入手する資料です。ほとんど購入す

る資料がない。つまり、MARC を流用できない資料です。全国的に年間平均で 2000 点くらい

になります。それを例えば１人がオリジナルで作らなければならないという状況です。そ

のため、目録の入力が進まず、公開も進んでいません。都道府県立の博物館に総合目録ネ

ットワークの形式にあわせて目録をつくってもらい、総合目録ネットワーク上で目録情報

を共有できるようにできませんか。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 大場 

地域資料についてそのようなことができないかと実は考えていました。地域で発行され

た資料や地域でしか流通しない資料など目録データを集めてそれを共有することです。展

覧会目録は確かに MARC に入らない資料が多いと思います。MLA 連携の中で MARC の形式でや

るのか、それとも Dublin Core クラスのちょっと荒いデータでやっていくのかがポイント

になります。Dublin Core クラスでうまくやる方法があれば博物館も含めて情報を共有する

ことができるのではないかと思います。 

 

質問 (4) 

すでにいくつかの博物館は NACSIS-CAT に所蔵資料や展覧会図録などの目録を出していま

す。JAPAN/MARC と NACSIS-CAT で展覧会図録のコーディングの仕方が全く異なっています。

例えば、別冊は国立国会図書館では別書誌扱いですが、NACSIS-CAT の場合は１つの書誌の

注記の中に入れています。国立文化財機構や国立美術館は NACSIS-CAT に入って、すでに

NACSIS-CAT に合わせてデータを作成しています。NACSIS-CAT に入ることができない機関に

も影響があります。 

レファレンス協同データベースの参加館規定は国立国会図書館長が認めれば参加できる

という比較的ゆるやかな規定ですが、（総合目録ネットワークも）NACSIS-CAT に入ることが
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できない機関が参加できるようにすることで NACSIS-CAT とすみ分けができればよいと思い

ました。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 大場 

NACSIS-CAT と当館との間でいろいろとルールが異なることは書誌標準化の点で非常に大

きな問題です。それも含めて課題とさせていただきます。 

 

質問 (5) 

次世代総合目録の統合検索機能では国立情報学研究所との協議、調整が重要になってき

ます。どのようなスケジュールと考えで取り組むのですか。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 大場 

具体的なスケジュールはまだ詰め切れていません。しかし、すでに PORTA で国立情報

学研究所と連携について話をしていますのでパイプはすでにあります。協力にむけての方

向性は一致しています。システム負荷、リプレイスのタイミングについては、個々にそれ

ぞれのシステムごとに話をしていくことになると思います。 

 

質問 (6) 

総合目録ネットワークは、出版点数に占めるカバー率は算出していますか。  

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 大場 

出版点数に対して総合目録ネットワークにどれだけ収録されているかというカバー率の

調査は残念ながら行ったことがありません。今、担当に確認しましたが、総合目録に収録

されているデータを刊行年で区切り、その年に出版された点数と比較することは可能とい

うことです。母集合が本当にイコールなのかという点については若干疑問がありますが、1

つの目安にはなるかと思います。 

 

質問 (7) 

そのような調査を行ったとしてどの程度のカバー率を満たすべきという目安はあります

か。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 大場 

それは納本率の問題にもなります。理想論から言えば流通している本はすべてカバーさ

れているべきということになりますので、できるだけ高い率を目指すことになります。そ

れは総合目録というよりは国立国会図書館としてどれだけカバーしていけるのかという問

題になります。そして、地方出版物などで納本から漏れているものを総合目録でどれだけ
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カバーできるのかという話になります。まずは納本率の問題があり、そして、地方出版物

などの納本が漏れているものと総合目録においてそれらがどうなっているのかという比較

という 2 段階の論点でしっかり考えなければならないと思います。 

 

質問 (8) 

岡山県立図書館の森山さんに質問です。図書館の立場でこの 10 年で標準化はどこが進ん

でどこが進んでいないと感じていますか。 

 

岡山県立図書館 森山 

この 10 年間で本質的には変わっていません。依然として標準化は停滞しています。米国

議会図書館のように、国立国会図書館が標準化推進機関としてのまとめ役を担っていくべ

きだと思います。県レベルで標準化推進をして全国に広がっていくということも考えられ

ないでもないですが、下から積み上げてボトムアップ的にやっていくことは現実的には困

難です。岡山県立図書館では、国際標準規格 Z39.50 に準拠した横断検索を行っています。

OPAC を公開する各館のほか、システムベンダーの理解も得ながら行っていますが、限界が

あるとつくづく感じるところです。OAI-PMH を使って県立博物館との連携はすでに行ってい

ます。メタデータを定期的に収集して一括検索できるようなしくみです。フォーマットに

Dublin Core 形式を採用しています。こうした標準化が全国的に広がっていけば業務の効率

化や情報共有が進むと思いますが、それが現実に進んでいないのは忸怩たる思いがありま

す。 

 

質問 (9) 

10 年先に同じ話題を繰り返さないためにこの 10 年に何をしたらよいでしょうか。 

 

岡山県立図書館 森山 

地域レベルで我々も頑張っていますが、まとめ役として国立国会図書館の果たす役割は

大きい。国立情報学研究所の人とも話しますが、標準化推進において扇の要の役割を国立

国会図書館が果たしてほしいという話になります。日本国内で他にこの役割を果たせる存

在は見当たりません。国立国会図書館に期待しています。 

 

質問 (10) 

民間の会社が標準化に参加するという仕組みは考えられませんか。 

 

岡山県立図書館 森山 

民間の会社も参加して解決していくという考えもありうると思います。しかし、横断検

索における情報検索プロトコルの実情として、民間の独自プロトコルがそれぞれあり、統
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一の全く進んでいない状況がずっと続いています。民間の会社もメンバーに含めて協議す

る機関があれば良いのかとも思いますが、現実的には，取りまとめ役が必要と思います。 

 

Web 上でいただいた意見 

網羅性（カバー率）については何らかの書誌の基準集合のようなものを作り、それによ

って各種サービスを比較し、それぞれの特色や網羅性を分析した上で今後の総合目録のあ

り方や他のサービスとの連携を考えるべきだという意見を Twitter 上でいただきました。 

 

Twitter 

http://twitter.com/ 
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国立国会図書館関西館長の中井と申します。本日は第 17 回総合目録ネットワーク事業フ

ォーラムにご参加いただきましてありがとうございました。 

総合目録ネットワークは、国立国会図書館が初めて図書館協力の中でデータ共有を開始

した事業であり、ここまで構築されてまいりました。そういう意味で最初の事業であり、

図書館との協力の核になっている非常に重要な事業であると認識しています。 

本日の講演では実験事業の段階から関わってきた司書監の児玉から当時の話をさせてい

ただきました。岡山県立図書館の森山様には総合目録ネットワークの前史、そしてさらに

将来にむけてのあるべき総合目録の姿についてお話をしていただきました。 

総合目録ネットワーク事業が始まった平成 10年頃は国立国会図書館がまだインターネッ

トで Web-OPAC を公開していない時期でした。図書館界でも OPAC を公開することがそれほ

ど進んでいなかった時期であったと思います。それから図書館界は努力を重ね、今では目

録がインターネットで検索できることが一般的になっています。しかし、環境はさらに変

化し、図書館はまた新しい転換期を迎えています。これまでの目録に用いられてきた MARC

フォーマットは、図書館に閉じた世界のものでした。次世代においては、Web というオープ

ンな世界の中で、その規格に対応していかなくてはなりません。 

一方で、質疑応答の中でも物流の問題が挙げられたように、資料というものが実際にモ

ノである以上は、資料と目録とのつながり、そしてそれをどう共有していくかということ

は図書館独自の問題として重要なことであると考えます。 

その中で新しい総合目録の姿を、これまでの蓄積と経験の上に立って皆様といっしょに

考えていきたいと思います。その中には書誌コントロールの問題も入ってくると思います。

これからが非常に重要な時期であると思いますので、これまで以上のご協力をお願い申し

上げます。 

本日はご参加いただきありがとうございました。 

6．閉会あいさつ 

 

国立国会図書館関西館長

中井 万知子
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