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図書館協力課長の佐藤と申します。日頃、

総合目録ネットワーク事業にご協力いただ

き、ありがとうございます。 

私からの報告ですが、今年度のここまでの

事業の活動と、平成 23 年度以降の方針につ

いてご報告させていただきます。事前のご案

内では、タイトルの後半部分を「中期事業計

画の策定について」としていましたが、策定

する文書の性格を少し修正しまして、平成 23

年度に予定しているゆにかねっとのシステム移行計画とその後の事業方針について、とり

まとめることにしました。その主な内容をお話しし、参加館の皆さまのご理解とご協力を

お願いしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．報告「平成 22 年度事業報告及び平成 23 年度以降の事業の方針について」  

 

 

              関西館図書館協力課長

佐藤 従子     
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1.平成 22 年度事業報告 

では 初に平成 22 年度のこれまでの報告をさせて頂きます。 

(1)参加館数 

参加館数ですけれども平成 23 年 1 月末現

在、全部で 1115 館となっております。新規の

参加館が、ここまでで 7 館加わって頂きまし

た。内訳は資料の１ページ目にある通りです。

ただ、グラフですと昨年度末から 5 館だけ増

えているようになっていますが、実は 2 館脱

退しています。事情をお聞きすると、中央館

で相互貸借を集約することになったため、分

館はゆにかねっとを使うことがなくなり脱退

することになった、ということです。 

次にデータ提供館ですが、昨年度末と変わ

りありません。すでに都道府県図書館は全て

データ提供館になって頂いています。それか

ら政令指定図書館のうち、さいたま市立中央

図書館と静岡市立中央図書館に近くデータ提

供館になって頂く予定で準備を進めていると

ころです。 

(2)書誌件数 

書誌件数ですが、総書誌件数が 41,230,085

件となっています。そのうち基本書誌となっ

ているのが、10,380,393 件です。これらは平

成 23 年 1 月末の数字です。グラフを見ると減

っていると思われますが、これは件数を取得

したタイミングで書誌の入れ替えを実施中の

館が 3 館ほどありまして、そこの件数が 0 件

で計算されているためです。それが終わりま

したら昨年度よりも総書誌件数が増える見込

みです。詳細は別添資料１をご参照下さい。 
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(3)検索件数 

検索件数、つまりどれくらい利用して頂い

ているかという数字ですが、今年度 22 年 4

月から 23 年 1 月までの参加館用の検索画面

で検索された件数が 211,880 件、一般用検索

画面で検索された件数が、1,614,171 件とな

っております。一般用検索の伸びが大きいの

ですが、これははっきり理由がわかっていな

いのですが、おそらく NDL-OPAC から

Database-Linker でゆにかねっとに遷移で

きるようになりましたので、それを利用される件数が増えたことが、ある程度影響してい

るのではないかと考えております。 

(4)相互貸借支援機能 

参加館が相互貸借支援機能を使われた件

数については、別添資料の 2 をご参照下さ

い。 初の表は依頼件数でして、どの県か

ら依頼されたかということになっています。

次の表はデータ提供館別になっていて、ど

の館がどれだけ依頼を受け付けたかという

ことになっております。相互貸借支援につ

いては年度ごとに変動がありますが、資料

に掲載されていますのは今年度の 1 月末までの数字ですのであと 2 カ月で昨年度並みくら

いになるのではないかと思います。 
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(4)相互貸借支援機能
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(5)研修会 

今年度も研修会を実施しました。まず当館

主催の研修会としては、参加館の担当者をお

招きして、システムについての理解を深めて

頂き、そして主に都道府県立図書館を中心に、

各地域の参加館向けに研修会をして頂いて

おります。その担当者の支援として研修会を

実施しております。こちらは 6/18 に関西館

で行いまして、その場で意見交換もさせて頂

きました。ご参加頂き、ありがとうございま

した。 

それから都道府県立図書館、政令市立図書

館が主催される研修会の中で総合目録ネッ

トワークについても取り上げて頂いており

ます。今年度は千葉県、岡山県、福井県で開

催して頂きまして、83 館 116 名に参加頂い

たとのことです。こちらにつきまして別添資

料３をご参照下さい。ご協力ありがとうござ

いました。今後もこのように総合目録ネット

ワークについて理解を深めて頂く機会を持

っていただこうと思っています。 

そのほかの当館の事務局の方から各館に

出向いて、たとえばシステムリプレース時の

データ提供の仕組みなどについて打ち合わ

せをするということも毎年何回か実施して

おります。今年度は少なかったのですが、東

京都立図書館に出張して打ち合わせと意見

交換をさせて頂きました。これも続けていき

たいと思っておりますので、システムリプレ

ースのご予定のある館はご連絡頂ければと

思います。 
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(6) 広報の強化 

平成 22 年度はこれまでと比べますと広報

に力を入れて参りました。来年度、大きな変

更を予定しているということがありまして、

事務局からのお知らせや情報発信に努めて

いきたいと思っております。具体的には RSS

や Twitter の配信を始めました。それから総

合目録ネットワークのホームページも若干

改善しました。具体的には参加館ホームペー

ジは参加館にのみ URL をお知らせし、一般

の方には公開していなかったのですが、検索画面からリンクを張って、興味のある方には

そこから飛べるようにしました。またホームページ内の検索機能を付けたり致しました。 

 

2. 平成 23 年度におけるシステム統合 

ここまで平成 22 年度の活動報告を致しま

したけれども、これから来年度以降のことを

ご説明したいと思います。 

まず平成 23 年度に予定しているシステム

統合ですが、ゆにかねっとは、平成 6 年度に

パイロット事業としてスタートし、平成 10

年度に本格運用を開始して既に 11 年以上が

経過しています。ここまで、データ提供館の

拡大、システムリプレースとそれに伴うサー

ビス改善、検索画面の一般公開等を経ながら、独立したデータベースシステムによって運

営してきましたが、平成 23 年度には、NDL の他の総合目録などと統合し、新たに開発を

進めています国立国会図書館サーチ（以下「NDL サーチ」と呼びます）に移行する予定で

現在準備を進めています。これは、ゆにかねっとにとって事業の姿が大きく変わる転換点

となりますし、何より日常お使いいただいているデータベースの使い方がかなり変わるこ

とになります。本日のフォーラムを始まりとして、統合までの期間に様々な形で新しいシ

ステムについてご説明していき、参加館の皆さまのご理解とご協力をいただきたいと願っ

ています。 

私からは、統合決定までの経緯と、新しいシステムの概要、新システムを基盤にした今

後の事業の方向性、移行までのスケジュールをご説明し、この後のデモや原田先生のご講

演でより詳しく NDL サーチについてご紹介します。 
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(1) 統合にいたる経緯 

初に、システム統合を決定するにいたっ

たここまでの経緯についてです。ゆにかねっ

とは事業の本格運用開始から現在まで、毎年

参加館数、書誌データ総数、検索や相互貸借

支援機能の利用回数ともにその数を増やし

ており、拡大を続けてきましたが、一方で

様々な課題も指摘されてきました。いくつか

主なものを挙げますと、データ提供館や収録

している資料の種類をもっと拡大するべき

ではないかとか、検索機能が十分でない、同じ資料の書誌が同定されないケースが多い、

相互貸借の依頼が特定の館に集中する傾向がある、などです。これらの課題の解決と今後

の事業の在り方についての検討を平成 17 年度くらいから本格的に始めました。平成 17 年

度の参加館フォーラムで「総合目録ネットワーク事業中期計画の策定について」と題する

報告を行い、都道府県域横断検索ネットワークとの統合検索などを提案しています。統合

検索の実現はその後の調査などの結果、その時点での実現は難しいと判断されましたが、

その後も協力館会議などで参加館の皆さまのご意見を伺いつつ、館内での検討を続けてき

ました。 

一方、NDL 全体の動きとしましては、国全体の業務・システム 適化の動きを受けて、

当館においても館内情報システムの全体を見直すことになり、平成 20 年 3 月に「国立国会

図書館業務・システム 適化計画」を策定しました。この計画では、館内のシステムを類

型ごとにグループ分けし、グループごとに検討した上で可能ならば統合などにより、シス

テムやデータの重複を解消し、資源の縮減を図るという方向性が打ち出されました。この

計画に基づいて、現在館全体でシステムの再編やリプレースの準備が進んでいます。

NDL-OPAC も含めた現在の基幹的な業務システムに替えて図書館総合パッケージを導入

する予定で、こちらも平成 24 年１月の稼働を目指しています。 

ゆにかねっとについても、データや機能が一部重複している他の総合目録系システムや

書誌データ関連システムとの統合が望ましいとされたのですが、では具体的にどうするか

という検討を行った結果、新たに構築することになった情報探索サービスシステムに統合

するのが良いのではないかということになりました。これが、昨年 8 月からプロトタイプ

を公開中の「国立国会図書館サーチ」です。平成 21 年度から、NDL サーチへの統合に向

けて準備を開始しました。 
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(2) NDL サーチへの統合によって実現を目指すこと 

なぜ、NDL サーチへの統合が適当と判断

したか、それによって何を目指すのかですが、

NDL サーチは、NDL の所蔵資料と外部機関

が所蔵・提供している情報資源とを統合して

検索し、紙媒体であれデジタル資料であれ、

求める資料へのアクセスまでをナビゲート

するシステムとして構築されています。参加

館の皆さま、また一般の方々にとって、NDL、

公共図書館、さらに近代デジタルライブラリ

ーやこれまで PORTA で提供していた外部機関のデジタルアーカイブなども一括して検索

し、一次情報の閲覧や相互貸借の申込みまで、一つのシステムで行うことが可能になりま

す。現行のゆにかねっとのシステムで課題になっていた検索機能などの改善も同時に行う

予定です。 

また、NDL サーチではデータのやり取りに標準的なプロトコルやフォーマットを採用し

ますので、これまでのようにゆにかねっと独自のフォーマットなどに対応したシステムを

用意していただく必要がなくなります。また、当館や他館の書誌のメタデータをダウンロ

ードして再利用することも可能になります。これらの実現のためにはまず各館のシステム

で API 実装などの対応をしていただく必要があるので、すぐに効果が出るものではありま

せんが、中長期的に見れば、参加館のコストや業務負担の軽減と公共図書館の間のシステ

ム連携、書誌の標準化に資すると考えています。 

3 点目として、類似のシステムを統合することによって、先ほども申しましたように、機

能や書誌データの重複保持の解消、システムの改修や保守運用にかかるコストの縮減など

当館の業務・サービスの合理化・効率化が可能となります。 

(3) NDL サーチにおけるゆにかねっとの機能  

では、新しいシステムでゆにかねっとはど

のようになるかということですが、詳しい説

明はこの後の小澤、志村からのデモでご説明

しますので、私からは概要を簡単にご紹介い

たします。 

まず、データ提供館の書誌データや所蔵デ

ータはこれまでどおり収集させていただき

ますが、書誌データが同定された場合は、基

本書誌となったデータのみをメタデータ形

式で保有し、これに所蔵情報を紐付ける形になります。検索画面は、ゆにかねっと独自の
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ものは作らず、NDL サーチ共通の簡易検索、詳細検索の画面をお使いいただきます。ただ

し、ゆにかねっとのデータ提供館の所蔵資料のみに限定した検索ができます。また、検索

結果の絞り込みや集約表示などの機能により、検索範囲が大幅に広がっても目指す資料を

効率的に検索できるようにします。 

 相互貸借支援機能は、従来と同じで、ログインした参加館はメール又は FAX での相互貸

借依頼が可能となります。 

 

3. システム統合後の事業方針 

(1) 主な拡充方針案 

ここまでご説明してきたのは、新しいシス

テムに移行した時点でのゆにかねっとの姿

ですが、NDL サーチに統合して、その一機

能となった後も、総合目録ネットワーク事業

は継続していきます。新しいシステムを基盤

として、その後どのように事業を展開してい

くか、という方向性について、現在考えてい

ることを次にお話したいと思います。 

総合目録については、これまで当館が策定

した方針などにおいて、その目指すべき姿を示してきました。平成 20 年 12 月に策定した

「創造力を生み出す新しい知識情報基盤の構築を目指して」という文書では、次のとおり

述べています。 

「全国の図書館、その他の情報蓄積機関等と協力して、日本中の情報・資料の所在を明

示する総合目録の充実に取り組み、そこにアクセスすることによって必要とする情報の入

手が容易になるようにする。（中略）利用者はこの総合目録を検索することで、全国の情報

資源を統一的に検索し、求める情報にアクセスすることが可能になるようにする。そのた

めに、全国の各種図書館その他の情報蓄積機関等と協力連携し、全国の書誌・所在情報の

整備に努める。」 

公共図書館以外の機関との統合検索は NDL サーチである程度実現する予定ですが、ゆに

かねっと事業としては公共図書館という範囲で、更に検索対象機関や資料種の拡大に取り

組んでいきたいと考えています。検索対象機関については、必要に応じて市町村立図書館

で所蔵している資料についても検索対象に含めることができるように、その方法を検討し

ていきます。資料種についてもこれまでの和図書のみから、洋図書、逐次刊行物などに順

次拡大していきたいと考えています。デジタル化したコンテンツのデータを整備しておら

れる場合はそれらも対象に加えていくことができると思います。さらに、所蔵情報からそ

の館の書誌詳細画面に直接遷移できるようにするなどにより、相互貸借支援機能もさらに

充実していきたいと考えています。 
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(2) 進め方 

これらは、いずれも参加館の皆さまのご協力をいただかなければ実現できないものです

ので、具体的な方法については、今後ご意見をいただきながら決めていきたいと思います。 

ご協力をお願いするのは、主にデータ提供館であり、またそれぞれ都道府県域横断検索

ネットワークを構築、運営していらっしゃる都道府県立図書館になるかと思います。今後、

各館の図書館システムや県域横断検索システムのリプレース時に合わせて、ご相談させて

いただき、また当館から技術的な情報の提供などの支援ができれば、させていただきたい

と考えています。 

並行して、参加館以外の図書館システムベンダーや図書館関係団体などとも懇談や協議

の場を設け、連携を強めていきたいと思います。 

 

4. 平成 23 年度の予定 

後に、今後のスケジュールについてご説

明します。 

まず、平成 23 年度の初頭までには、本日

お話したシステム統合の計画とその後の事

業の方針について、文書にとりまとめ、参加

館の皆さまにもお示しする予定です。 

次に、システムの移行にあたっては、事業

要項や参加館規定の改定、現在の参加館 ID

の変更などが必要になります。平成 23 年 12

月までの間に、これらについてのご説明と通知を送らせていただきます。また、データ提

供館に対しては、昨年プロトタイプへのデータ提供について許諾をお願いしましたが、本

格移行前に改めて提供していただいているデータの移行についての許諾をお願いしたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

来年度は新しいシステムでの検索やデータの提供などについての研修や説明会を重点的

に実施します。例年年度前半に実施している当館での研修会は、東京本館、関西館で 1 回

ずつ行い、新システムについて知っていただけるようにします。また回数や場所は限られ

るかと思いますが、当館から出向いての出張研修も行いたいと考えています。その他、様々

な機会や媒体を使って、参加館へのご説明、広報をしていきます。 

これらを経て、本年 10～12 月に現在のシステムからのデータの本番移行を行い、平成

24 年 1 月の NDL サーチの本格稼働を持ちまして、ゆにかねっとの同システムへの移行と

なります。新しいシステムが問題なく動き出しましたら、現在のシステムでのサービスは

停止いたします。 

以上、駆け足ですが、平成 23 年度に予定していますシステム統合を中心にご報告いたし
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ました。来年度は、過去数年にわたって検討

し準備してきたことの成果が部分的にでは

ありますが、表れる年となります。これまで

の検討にご協力くださり、ご意見をいただい

た皆さまに改めて御礼申し上げます。慣れ親

しんだシステムから新しいシステムへの移

行は、不便をおかけするという面もあるとは

思いますが、皆さまのご協力とご理解をいた

だければ幸いです。NDL サーチに対しても

ご意見をお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 


