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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- 
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まとめ  
 

はじめに  
 

・ 実証実験当初から今日まで，NDL（国立国会図書館），都道府県立，指定都市立図書

館が和図書データを提供し成り立つという基本構造の変化はない。  

・ 次世代総合目録を取り組んでいくに当り，まずは原点に立ち返り，国立国会図書館総

合目録ネットワーク前史を総括し，今後の方向性を展望する。  
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１ 国立国会図書館総合目録ネットワーク前史  
 

（1） 国立国会図書館創設期の総合目録事業の方向性  

 

NDL そのものの方向性  

1947 年 12 月，米国図書館使節団の Verner Clapp（LC（米国議会図書館）副館長）と

Charles Brown（ALA（米国図書館協会）東洋部委員長）が来日  

使節団の草案は LC の機構制度と基本的に同一  

問題①一国の中央図書館と国会図書館との関係の問題  

→国会図書館が国立図書館を兼ねるという形で落ち着く。  

問題②官庁図書館協力の理想実現  

担当部局として支部図書館局（1948 年 8 月支部図書館部と改称）ができる。  

 

欧米の全国総合目録の編成スタイル  

①イギリス型  

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階層構造  

②アメリカ型  

LC が集中目録作業を行い，アメリカ全土およびカナダに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，LC 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  

 

NDL の全国総合目録事業の方向性  

図書館界では NDL 創設前，図書館法へのイギリス型の詳細な規定が望まれていた。  

国立図書館機能の薄れた NDL の創設で，イギリス型は後退し，アメリカ型に確定  

→図書館法での総合目録の記載はきわめて簡略なものとなる。  

 

国立国会図書館法（1948 年 2 月）での総合目録事業の規定  

第 17 条の 2 行政及び司法の支部図書館の総合目録  

第 21 条の 4 全国総合目録  

 

ダウンズ勧告（1948 年 10 月）  

Robert Bingham Downs：総合目録の研究家として知られる  

LC のように全国総合目録を設置すべきことを連合軍総司令部特別顧問の立場で勧告  

総合目録事業の進捗  

 事業に必要な人員を得られるかどうかにかかる。  

 最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。  

 

両総合目録の業務に対する考え方  

「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」 （「行政・司法部門支部図書館視察報告ー主として総合目録

編さんよりみたるー」（1948 年））  
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カード形態による総合目録事業の開始（1949 年 1 月）  

支部図書館総合目録は支部図書館部で作成  

全国総合目録は受入整理部で作成  

 

印刷カード事業の開始（1949 年 6 月）  

 

※ 1980 年代までの図書館界の総合目録の編成スタイル  

基本的に手作業  

①センターにカードを集積するカード形態  

②冊子を刊行する冊子形態  

→NDL では，更新に優れているために欧米で主流の理論的位置付けをされたカード形態

でまずは継続編成  

 

（参考文献）  

・ 国立国会図書館編『国立国会図書館三十年史』国立国会図書館，1979 年，2 冊．  

・ 岡田温「終戦直後図書館界大変動期の回顧（1）」『図書館界』Vol.19，No.3，

1967.9，p.66-83．参照は p.67．  

・ 小出孝三「国会図書館の初期のころ」『国立国会図書館支部図書館外史』支部図書

館館友会，1970，p.24-29．  

・ 山崎与四郎「支部図書館総合目録のことども」『国立国会図書館支部図書館外史』

支部図書館館友会，1970，p.40-43．  

・ Downs, Robert Bingham「国立国会図書館に於ける図書整理  : 文献参考サーヴイス並

びに全般的組織に関する報告」国立国会図書館，1948,54p．参照は p.10．  

・ 丸山泰通「日本における『全国総合目録』沿革ノート」『図書館研究シリーズ』

No.19，1978.3，p.1-100.参照は p.31-34．行政・司法支部図書館視察報告（要約）．  

 

（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の編成  

国立国会図書館法では個別に規定されているが，実際には一体的に作られていた。  

 

全館的な機構改革（1959 年 6 月）  

支部図書館部の廃止  

支部図書館総合目録については，洋書のみに関して「新収洋書総合目録」の中に存続

しそれ以外は廃止  

 

全国総合目録のうちの和漢書のカード編成の中断（1961 年）  

「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」

（「国立国会図書館年報 昭和 36 年度」）→再開されず。  

中断の原因→総合目録担当者の絶対数不足，冊子形態への重点移行  
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「新収洋書総合目録」  

カード編成をベースに冊子形態で刊行（1958 年 3 月）  

受入期間を 1 年間に限定した追録が繰り返し刊行され，累積版が刊行されず  

カード形態による累積が中断され冊子形態のみの編成となる（1971 年）  

冊子形態についても 1987 年版をもって刊行が打ち切られることが決定（1987 年）  

直接の打ち切り要因→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（図１参照）が事実上不可能となったことにある。  

その他の打ち切り要因：手作業の大幅な遅れ，学術情報システムとの競合問題  

データ提供館：大学図書館 15 館，公共図書館 3 館，NDL，支部図書館 34 館の計 53

館の蔵書が収録されていた（1987 年版）。  

 

NDL の総合目録事業は，新収洋書総合目録事業の終了により，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）の開始まで空白期間を迎える  

 

支部図書館総合目録  

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  

霞が関 WAN 上に公開された各支部図書館の書誌情報データベースを横断的に検索し，

一元的に結果を表示することができるシステム  

支部図書館全 26 館中，データ提供館は 13 館（2008 年度末時点）  

課題：書誌情報公開のための予算獲得が各省庁支部図で難しく，新規データ提供館が

増えない  

 

（参考文献）  

・ 国立国会図書館総務部総務課編「国立国会図書館年報 昭和 36 年度」国立国会図書館，

1961，213，4p，参照は p.23-24. 

・ 西沢秀正「総合目録」『学術月報』Vol.13,No.9,10，1961.1，p.598-602．  

・ 中村初雄「総合目録評価試論―総合目録の問題点（Ⅱ）」『Library Science』No.2，

1964.7，p.25-49．  

・ 長沢雅男「過渡期における図書総合目録」『Library and Information Science』No.15，

1977，p.1-14. 

・ 国立国会図書館図書部書誌課「『新収洋書総合目録』の今後について」『図書館協力

通信』No.5，1988.1，p.4-5．  

・ 丸山泰通「日本における『全国総合目録』沿革ノート」『図書館研究シリーズ』No.19，

1978.3，p.1-100.参照は p.53．  

・ 国立国会図書館総務部編「国立国会図書館年報 平成 20 年度」国立国会図書館，2009，

269p，参照は p.32. 
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図１．『新収洋書総合目録 1983 Part Ⅲ：O-Z』  
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（3） 総合目録事業を巡る組織間関係  

 

「学術文献総合目録作成に関する覚書」を NDL と文部省が交換（1952 年 11 月）  

文部省はすでに着手していた「学術図書総合目録」の規定範囲以上には総合目録事業

を拡張しないとともに，当該冊子目録完成後はその原稿カードを NDL に提供する。  

 

文部省学術文献総合目録分科審議会から NDL に冊子形態の総合目録の作成を要望  

（1953 年 2 月）  

NDL 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

に負うこととなった。  

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う。  

 

「総合目録業務の改善に関する報告」（1966 年 3 月）  

NDL は「総合目録業務の改善に関する報告」で，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 NDL が行うという公式な態度を取る。  

→NDL が全国総合目録の取り組みにおいて完全にイニシアティブを握る。  

 

（参考文献）  

丸山泰通「日本における『全国総合目録』沿革ノート」『図書館研究シリーズ』No.19，

1978.3，p.1-100．参照は p.45-52．  

 

（4） 問題分析  

 

問題１ 標準化ツールとしての印刷カードの不振  

アメリカ型のネットワーク的な仕組みを本来目指したにもかかわらず，自身が運営し

キーツールとなる印刷カード事業を普及させられなかった。  

総合目録事業においては，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

ことが重要であるが，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。  

 

問題２ 不適切な編成スタイル  

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った。  

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り，そ

れがないまま事業を拡大したのは無謀であった。  

必要な財政措置が得られなかったため，その後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った。  

カード形態の放棄によって，データ累積，最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った。  
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（5） 前史から導かれる指針  

 

指針１ 標準化の推進と普及  

前史においては，印刷カードを活用した LC モデルの普及が進まなかったため，総合

目録編成に当ってのデータ交換，データ収集にかかるコストが非常に高くついていた。

全国，地域，いずれの取り組みも停滞していた。  

現在，全国レベルのゆにかねっと（国立国会図書館総合目録ネットワーク），地域レ

ベルの都道府県域総合目録と，一見，問題解決しているように見えるが，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ない。  

分散型の横断検索一色の地域についても，標準化されているわけでなく，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，無駄なコストがかかって

いる。図書館あるいはシステムベンダーがコスト負担している。  

 

指針２ 編成スタイルの安易な妥協をしないこと  

編成スタイルは，理論的優位性や標準モデルの位置付けから確定していく必要がある。

編成スタイルは唯一絶対でなく，時代に合った変化を遂げていかなければならない。  

標準化されていない既存横断検索システムをさらに横断検索する考え方には無理あり  

 

指針３ 内容範囲を限定しない網羅的な総合目録を最終目標とすべきこと  

雑誌，単行書の違いを問わず，わが国の学術文献についての総合目録は NDL が行う

という公式な態度とイニシアティブを取っている（1966 年 3 月）。  

資料種は，和図書に限らず，外国語図書，逐次刊行物等も網羅していくべきである。

DC-NDL で資料種別等の区分が標準化されなければ区分検索ができず，検索結果が膨

大になって混乱を招くだけになる。国立国会図書館にデータ収集される段階で、各館

が DC-NDL の当該区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ある。  

 

２ 次世代総合目録の可能性  
 

（1） わが国の公共図書館の目録環境  

 

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いない。  

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状況  

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  
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（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  

 

① 集中型：各館のデータをセンターの単一データベースに送付，蓄積し集中管理する。 

② 分散型：Web に分散した各館の複数データベースを横断検索する。 

 

 

 
データベース管理方式の比較 

集中型 

• メリット 

① 単一データベースで管理されているので，検索精度を厳密にすることができる。 

② 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る。 

個人利用者  
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図 3．分散型データベース管理システムのイメージ  
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総合目録データベースサーバ（OPAC）  

図 2．集中型データベース管理システムのイメージ  
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• デメリット 

① 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ねばならない。 

② 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。 

 

分散型 

• メリット 

① 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

することができる。 

② センターの負荷が小である。 

 

• デメリット 

① 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，

検索精度が大雑把である。 

② 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る。 

 

（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  

現時点では，Dublin Core 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を予定  

各館が Web 公開した OPAC から，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  

 

集中型と分散型のメリットを併せ持つ  

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…  

残るデメリットの克服に向け，従来からのデータ提供館である NDL，都道府県立，指

定都市立については OAI-PMH で対応し，市町村立については，補完的に Z39.50 や

SRU/SRW の情報検索プロトコルに準拠した横断検索で対応することが考えられる。  

 

標準化推進機関の役割を，国内において NDL が果すことが望まれる。  

国際標準をベースとした国内的な決め事への対応が求められる。  

 

システムベンダーへのお願い  

OPAC への各プロトコルの実装と DC-NDL フォーマット化  

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

てもメリットは大きい。  

 

OAI-PMH 実装の進展による電子図書館の活発化や，図書館間のデータ共有の促進へ  
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（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  

 

従来，各データ提供館から NDL 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あった。  

→ 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。  

 

結果として，NDL 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る。  

 

（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  

 

わ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

する縦割り構造である。  

 

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，最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続く。  

 

目録業務の位置付けが低下する反面，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る。  

 

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（表１参照）  

 

→ 目録業務担当者の負荷の増大 → 書誌ダウンロード機能の実装が期待される。  

 

書誌ダウンロード機能は，書誌コントロールの点でも有効  

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る。  

→ 地域資料データのダウンロード機能 → Japan MARC の普及にもつながる。  

※ 民間 MARＣのダウンロードまでは求めない。  

※ NDL 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。  

 

システムベンダーへのお願い  

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

してくださるようお願いする。  

 

NDL へのお願い  

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 NDL が DC-NDL から Japan-MARC へフォーマット変換する

コンバータを用意してくださるようお願いする。  

検討の進む DC-NDL フォーマットについて，既存の Japan MARC フォーマットとの整

合性の維持をお願いする。。  
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表１． 
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（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る（表２）。  

 

各館ごとの依頼超過，受付超過の原因  

資料費，蔵書冊数のほか，相互貸借受付制限の厳格さも作用  

 

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る。  

 

まとめ 
 

①  標準化の推進によるシステムの最適化  

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  

 

→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。  
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※本表はゆにかねっとを利用した相互貸借依頼・受付の回数を示したものであり、実際の相互貸借の件数を

示したものではない。ゆにかねっとを使用しない、直接の依頼・受付の件数は含まれておらず，注意を要する。 

依頼回数 受付回数
受付回数-
依頼回数

受付回数に含まれる政令指定都
市立図書館の受付回数

当該都道府県立図書
館の受付制限事項

2007年度末
蔵書冊数

北海道 691 665 -26 札幌市中央図書館：131 880,474
青森県 609 306 -303 779,655
岩手県 478 263 -215 651,703

宮城県
579 376 -203

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 976,376

秋田県 278 336 58 706,315
山形県 13 406 393 559,200

福島県
223 320 97

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 784,859

茨城県 300 283 -17 783,268

栃木県
376 269 -107

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 996,292

群馬県 141 314 173 724,305

埼玉県
531 715 184

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 1,331,298

千葉県 748 772 24 1,272,531

東京都
445 137 -308

・NDLで所蔵がある資
料を除く
・依頼様式有り 2,474,392

神奈川県 168 873 705 横浜市中央図書館：141 978,460
新潟県 715 101 -614 ・公印を要す 679,815

山梨県
208 177 -31

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 472,870

長野県 8 179 171 668,673
静岡県 368 0 -368 637,014
富山県 471 346 -125 674,112
石川県 454 301 -153 687,125

福井県
259 325 66

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 994,053

岐阜県 725 223 -502 907,720
愛知県 922 696 -226 名古屋市鶴舞中央図書館：247 940,985
三重県 129 392 263 766,627

滋賀県
75 682 607

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 1,206,190

京都府 875 331 -544 1,176,941
大阪府 537 1308 771 大阪市立中央図書館：471 ・依頼様式有り 2,267,446
兵庫県 379 570 191 神戸市立中央図書館：69 544,387
奈良県 465 222 -243 515,203
和歌山県 60 112 52 762,424
鳥取県 656 215 -441 873,564
島根県 86 81 -5 660,217
岡山県 548 1029 481 816,607
広島県 257 344 87 広島市立中央図書館：175 663,719

山口県
113 214 101

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 722,834

徳島県
144 401 257

・購入等で容易に入
手できる資料を除く 1,090,661

香川県 47 357 310 800,303
愛媛県 438 166 -272 618,766
高知県 267 166 -101 534,277
福岡県 520 325 -195 698,277
佐賀県 78 306 228 596,293
長崎県 162 253 91 811,047
熊本県 320 139 -181 688,678
大分県 91 274 183 1,023,027
宮崎県 553 113 -440 ・依頼様式有り 628,043
鹿児島県 43 143 100 ・館内閲覧のみ 827,484
沖縄県 35 62 27 600,641

計 16588 16588 0

・平成21年度ゆにかねっと事業フォーラムNDL報告 別添(2)参照
・依頼回数，受付回数ともに，メール回数とファックス回数の合計
・依頼回数は，当該都道府県域各館が依頼した回数の合計
・受付回数は当該都道府県立図書館と指定都市立図書館が受け付けた回数の合計

表２．相互貸借負担の不均衡と他要素との関係


