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第１8回総合目録ネットワーク事業フォーラム 

プログラム 
 

 

     日時 ： 平成２３年２月１０日（木） １３：００～１７：００ 
 

     会場 ： 国立国会図書館 東京本館 大会議室（主会場） 

国立国会図書館 関西館 第１研修室 

 

 

 

 

１． 13:00 開会あいさつ  

  関西館長  中井 万知子

２． 13:05 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

３． 13:50 報告「国立国会図書館サーチについて」 

  総務部情報システム課  小澤 弘太

４． 14:20 報告「国立国会図書館サーチの総合目録機能デモンストレーション」 

  関西館図書館協力課  志村 努

５． 15:05 休憩 

  

６． 15:25 講演「情報探索システムとLibrary2.0」 

  慶応義塾大学 准教授  原田 隆史

７． 16:25 質疑応答・意見交換 

８． 16:55 閉会あいさつ  

  総務部司書監  原井 直子

 17:00 閉会  

 

 

（司会）： 関西館 図書館協力課  渡辺 和重 

 

  

■総合目録ネットワーク事業フォーラムのハッシュタグ 

本フォーラムでは、Twitter 上で以下のハッシュタグにて情報交

換がなされました。 

 

#unicaf2011 

 

※Twitterのハッシュタグについて 

 ある特定の話題についての発言であることを示すためのハッシ

ュタグという Twitter の仕組みです。Twitter 上で特定の話題に

ついて発言されたものをまとめて表示することができます。 
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第 18 回総合目録ネットワーク事業フォーラムにご参加のみなさま、東京本館そして関西

館の会場にお集まり頂きどうもありがとうございます。私は国立国会図書館関西館長の中

井万知子と申します。開催に先立ち一言御挨拶申し上げます。 

総合目録ネットワーク事業の発端は 1994 年に遡ります。その頃、世界中で電子図書館の

構想が湧き上がり始め、日本でも電子図書館について実証実験を進めることになりました。

通商産業省に予算がついたことに伴い、国立国会図書館は情報処理推進機構に協力し、実

証実験を行うことになりました。そのパイロットプロジェクトの目玉の一つとして取り組

もうとしたのがこの総合目録ネットワーク、つまり大規模な集中型の総合目録データベー

スを作ろうという構想でした。 

1994 年と言いますと、電子図書館の黎明期で、当館の長尾館長（当時は京都大学の教授

でした）が、一番のパイオニアとして「電子図書館」という本を刊行した年です。また、

当時はインターネットについてもこれから、という時代でありました。 

翻って国立国会図書館は、国立国会図書館法第 21 条に「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」と定められているように、総合目録の

作成を創立期から大きな任務の一つとして考えていました。 

ただ創立当時といえば、様々な図書館から目録カードを送っていただき、それを排列し

て目録を作るという作業を行うしかなく、それ以上の有効な手立てが用いられませんでし

た。しかし、電子図書館の立ち上がりといった情報環境の進歩によって、ようやく総合目

録に着手することが可能になりました。 

その後、実証実験からの脱却を試み、1998 年に事業として本格的に開始したことになり

 

１．開会あいさつ 

 

 

 

                                関西館長 

中井 万知子



平成 23 年 2月 10 日（木） 

第 18 回総合目録ネットワーク事業フォーラム 

記録集 

 

3 
 

ます。都道府県立図書館また政令指定都市立図書館からデータ提供を受けて、全国の和図

書の所蔵確認、それから相互貸借の支援ツールとして発展し、定着してきたと思っており

ます。当館としましても、2002 年に関西館が開館し、図書館協力事業を関西館で行うこと

になりましたが、総合目録事業をその中核となる事業して推進して参りました。 

一方で情報環境の進歩はとどまるところを知らず、インターネットはここまで普及し、

そして様々な新しいサービスが広がっています。図書館においても、インターネットで

OPAC を提供する、あるいは横断検索によって様々な総合目録を提供するのが通常の状態

になってきました。私たちの総合目録事業についてもインターネットでの提供を開始し、

また次世代の姿について色々検討を重ねて参りました。 

昨年 2010 年は電子書籍元年と言われるような年であり、社会全般で電子情報に関する状

況が臨界点に達してきたようにもに思います。もちろん電子書籍ブームと総合目録を短絡

的に結び付けるわけではありませんが、やはり国立国会図書館の総合目録ネットワークも

一つの大きな転機を迎えております。電子図書館の黎明期に誕生した総合目録も、今の時

代にあわせてどんどん変わっていかなければならないと思っております。 

今回はそういう新しい総合目録の姿について図書館協力課の佐藤からご報告いたします。

それから、新しい総合目録のプラットフォームとなる情報探索システム（NDL サーチと呼

びます）についてデモンストレーションを行いたいと思います。またその NDL サーチの開

発を全面的にバックアップしていただいた慶応義塾大学の原田隆史先生から情報探索サー

ビスとは何かについて、そして新しい図書館サービスの在り方について御講演を頂くこと

になっております。 

何よりも総合目録ネットワーク事業フォーラムというのは、皆様全員の意見交換の場と

考えております。本日も活発な意見交換、議論を期待して挨拶に替えたいと思います。そ

れではどうぞよろしくお願いします。 
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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

1 1,235
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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。 
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皆様こんにちは。情報システム課の小澤

と申します。現在、国立国会図書館サーチ

の開発を担当しておりまして、今日はその

概要を説明致します。 

国立国会図書館サーチは平成 22 年 8 月

に公開したばかりでして、まだ開発版とな

っています。開発版ということで、皆様と

一緒に育てていきたいと思いますのでど

うぞよろしくお願いします。 

 

国立国会図書館サーチとは 

国立国会図書館サーチというのは当館

の新しい検索サービスでして、既存の検索

サービス、NDL－OPAC や総合目録、あ

るいはリサーチナビ、レファレンス協同デ

ータベース、PORTA といったものを統合

的に検索できるシステムです。24 年 1 月

から本格的に稼働していきます。その際に

は総合目録も、この中で実現することにな

ります。次世代 OPAC がどういうものか

は後ほどデモンストレーションで各機能を説明しますので、それが次世代 OPAC 的なもの

 

３．報告「国立国会図書館サーチについて」 

 

 

                   総務部情報システム課

小澤 弘太     
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であるとご了解頂ければと思います。 

検索対象データベースは今のところ 43 あります。国立国会図書館内部のもの、外部のも

のあわせて 43 というわけでして、それがどういった内訳かは次のスライドでご説明したい

と思います。 

 

何を目指して我々はこれを構築して、皆

様に提供しているのかということですが、

当館が保有しているもの/していないものが

ありますが、保有の有無を問わず、また媒

体も紙媒体かデジタル化されたもの、ある

いは音声、テキスト情報色々なものがあり

ますが、そういったものをいつでもどこで

も的確かつ迅速にアクセス、あるいはその

場でアクセスできなくてもここにあります

ということを案内できるようにする、つまり単なる目録というより、皆様が実際資料を利

用するという目的を達成するための入口になるようにしようとしています。それを違う言

い方をしますと国内の各機関が持つ豊富な知を活用してもらうためのアクセスポイントに

なるようにしよう、ということを考えております。これは我々の思いがこもっていること

ですので、この知のアクセスポイントということは色々なところで申し上げていきたいと

思います。 

 

43 個のデータベースがどのようなものか、

提供している機関と資料という 2 つの軸か

らご説明します。機関は大きく分類すると

次のようなものになります。当館が提供し

ているもの、公共図書館、大学図書館、専

門図書館、NII、国立公文書館、民間電子書

籍サイトなど色々なところから提供して頂

いています。資料について見ると、全国の

図書館の蔵書、各機関のデジタル資料、レ

ファレンス事例と大きく 3 つあります。MLA 連携ということで、国立美術館、国立公文書

館、国立博物館と色々な観点で連携していくべきというムーブメントがありまして、

PORTA でもすでにさせて頂いていたのですけれども、国立国会図書館サーチでも連携させ

て頂いています。レファレンス事例（図書館が質問を受け、それに対する回答）は利用者

にとって書籍やデジタル資料と並んで重要なものと考えています。 
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検索対象との連携方法ですけれども、方式

が 2 つあります。検索していると 2 つある

というのに気付く方もいらっしゃると思い

ますが、書誌情報、メタ情報を事前に収集し

て検索しているものが 34 個あります。左側

がそれに当たります。あとはその都度検索に

いっているもの（横断検索と言っています）

ですが、この横断検索は時間がかかることが

あります。この 2 種類があるということを

利用者には感じさせないようにしたいと思っておりますけれども、裏側ではこういった 2

つの方式があります。 

 

先ほどの 43 のデータベースを一度に検索

できますといった部分ですけれども、それを

図で示すとこういうことになります。真中に

ある青い四角が国立国会図書館サーチを表

しています。その下に国立国会図書館とか各

機関のデジタルアーカイブであるとか蔵書

目録、レファレンスなどのメタデータを集約

します。国立国会図書館サーチの中のデータ

ベースに格納します。そうすることで結果的

に青い四角の中に 3 つ楕円を書きましたが、デジタル、紙資料、レファレンス情報の総合

目録というものがこの中で実現されていくと考えています。 

集約した次は、提供ですけれども、大きく分けて 3 つのルートがあります。まず真中に

NDL が直接利用者に提供する、国立国会図書館サーチが提供している画面で皆様に検索し

て使って頂くということになります。これは後ほどデモでお見せします。他に 2 つルート

がありまして、左側は他のネットワークを利用して利用者に届けるということです。たと

えば MLA 連携のネットワーク（美術館や博物館、公文書館のネットワーク）、あるいは大

学図書館のネットワークなど色々なネットワークがございます。国立国会図書館サーチと

いうのは単独でメタデータを全て集めるというものではなくて、他のネットワークに参画

していく、相互参照していくことで、結果的に利用者に最良の形でデータを提供すること

ができればよいと思っております。その中で API ということをお聞きになったことがある

と思いますけれども、国立国会図書館サーチ外のシステムが国立国会図書館サーチを使う

ためのシステム間の連携をする為の仕組みをアプリケーションプログラムインターフェー

スといっていますが、そういう機能を実装して、メタデータを提供していきたいと思って

おります。 
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右側の Google とか Yahoo といったサービスプロバイダーには 2 種類の意味があります。

一つは API 経由で民間の色々なサービスを提供しているところに、例えば皆様から頂いた

情報、公共図書館の蔵書であるとか、あるいは NII からの情報とか、色々なところから集

めた情報を、ある一つの書誌のデータに変換して、それをサービスプロバイダーに提供し

て、色々なサービスを展開していくということがあります。もう一つは Google とか Yahoo

で検索することが、情報探索する上で最初の入口になるということがあります。Google で、

ある書名を検索した時の結果一覧の上位に、当館が提供する書誌詳細が表示されることで、

国立国会図書館サーチを知らなくても使って頂くことになります。以上、大きく分けて 3

つのルートを紹介したのですけれども、こ

ういうルートで結果的に利用者に届けば

いいのかなと思っております。 

 

この図は、先ほどから少し変わったもの

で、変更部分を赤く括ってあります。今日

皆様が関係していらっしゃるのは図のこ

の部分で、この部分について協力頂いてい

るのであり、今後一緒に育てていきたい部

分ということで赤く括ってあります。 

 

次に、原田先生の話にもつながっていく

のですけれどもシステムとしての特徴を

申し上げておきたいと思います。国立国会

図書館サーチというのは、国立の機関では

まだ珍しいと思うのですけれどもオープ

ンソースソフトウェアを活用して構築し

ております。オープンソースソフトウェア

といっても何？と思う方もいらっしゃる

と思います。ソフトウェアの設計図にあた

るものとしてソースコードというものがありますが、それをインターネットで無償で公開

して、誰でもそれを改良したり、再配布したりすることができる、そういうもののことを

オープンソースソフトウェア（OSS）といいます。Linux であるとか Firefox などがオープ

ンソースとして有名なのでお聞きになったことがあると思いますが、国立国会図書館サー

チは Next-L Enju という統合図書館システムをコアに、Heritrix、Hadoop、GETAssoc、

WordPress といったオープンソースソフトウェアを活用してシステムを構築しています。

そういうことをなぜしているかといいますと、開発した国立国会図書館サーチ自体をオー

プンソースとして公共図書館などで自館のシステムとして使って頂くことを考えています。
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ですので基本的にオープンソースで作っています。特徴の 2 番目ですけれども書誌情報の

収集および配信の標準 API を持っているということがあります。OAI-PMH など色々な方

式がありますけれども、そういった標準的なものは大体実装しておりまして、外のシステ

ムからメタデータを収集し、収集したメタデータを横断検索なり配信機能によって提供す

ることが比較的容易にできるようになっています。特徴の 3 番目としては書誌情報の記述

要素としては、「国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述」（DC-NDL)を採用していま

す。メタデータ記述の国際標準としてダブリンコアというものがありますが、それに国立

国会図書館の特徴を加えたものです。2007 年に最初に公開しましたが、ダブリンコアの方

でも改訂があったということで、当館の方も少し改訂しまして昨年改訂版を公開しました。 

 

アクセス方法ですが、URL はこちらにな

ります。Google などで国立国会図書館サーチ

と検索しても出てきます。当館のホームペー

ジのトップページからは電子図書館の一番

下から飛ぶことができます。 

 

主な機能 

では、ここから主要なところだけデモをし

たいと思います。ご覧になった方も多いと思

いますが、こちらが国立国会図書館サーチの

トップページになります。今日は図書館の関

係者が多く参加されているということで「図

書館」と検索してみます。 

2、3 秒で結果が返ってきました。検索後

の画面が検索結果一覧になっておりまして、

ランキングのロジックの問題で雑誌記事索

引が上の方に出てきておりますが、メタデー

タに「図書館」を含んでいるもの、また全文に含んでい

るものもインデックスとして格納されていますが、そう

いったものが検索結果一覧の中に出てきています。 

「図書館」の検索結果ですと、ヒット数が多いので、

本・雑誌で絞り込みます。絞り込みというのが画面左側

にありまして、ファセット検索ということを聞いた方が

いらっしゃると思いますが、この一覧の中からたとえば

資料種別で絞り込みをしていく、これが次世代 OPAC 的な機能ということになります。本・

雑誌で絞り込んだ結果、「図書館」というキーワードを持った中で、本・雑誌の集合が一覧
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として表示されております。これが基本的な絞り込みの流れになります。さらに他の絞り

込み、出版年や分類などで絞り込むことができます。これをファセット検索といいます。 

 

次に画面右側の方にご注目下さい。関連キ

ーワード、著者名キーワード、連想キーワー

ドというのがあります。これは再検索の戦略

を提示しているものです。たとえば関連キー

ワードの中にあります「関連語」というのは、

当館が作成しております件名標目表から「図

書館」という語の関連語を表示しております。

例えば電子図書館をクリックしますと、電子

図書館というキーワードで検索し直します。

その結果は「電子図書館」という語を含んだ集合になります。当然先ほどよりも少なくな

ります。その時、右側には電子図書館と関連した言葉が出てきます。 

偶然ですけれども、「著者名キーワード」の上から 3 つめが私の一番上の上司に当たる長

尾真館長の名前が出ておりますので、それで絞り込みをしてみたいと思います。「長尾真」

をクリックしましたが、長尾真というキーワードでの検索をし直していることになります。 

 

その結果、たくさんヒットしたのですが、2 ページ

目を見ますと、「電子図書館」という本があります。お

読みになった方も多いのではないかと思うのですが、

1994 年に最初に出版され 2010 年にまた出版されまし

た。その上下には太線が引いてありますが、これは同

じ著作物をグループ化した表示となります。FRBR と

いうことを聞いた方もいらっしゃると思いますが、著

作単位で同じと思われるものを太線で区切って表示しております。このへんはまた志村の

方から説明があると思います。 

 

1994 年の「電子図書館」をクリックしてみます。タ

イトルをクリックしますと書誌詳細画面が表示されま

す。タイトルや著者名が続きますが、このあたりはい

わゆるメタデータに当たる、図書館で作っている情報

です。画面右側は入手手段を案内しています。

「NDL-OPAC」をクリックすると、この資料の

NDL-OPAC での書誌詳細画面に移ります。 
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「見る・借りる」のところに図書館名が

たくさん並んでおりますが、これらの図書

館で「電子図書館」を所蔵しているという

ことになり、この部分で総合目録の機能が

実現されていることになります。図書館名

をクリックすると、各図書館の OPAC のト

ップページに遷移します。将来的には書誌

詳細画面に移っていければと思います。 

では、この資料を図書館で借りるのでは

なくて、購入しようという方もいると思います。皆様、Amazon、Books.or.jp、ビーケーワ

ンなどお使いになっていらっしゃるのではないかと思いますが、「オンライン書店等で探

す」の「Database Linker」をクリックした先で、Amazon をクリックすると、Amazon で

の詳細画面に移ります。皆様がクレジットカードの情報を入れていたら購入までできます。

NDL サーチの書誌詳細画面を起点に、例えば購入まで進めるということも含め色々な入手

手段を利用者に提供したいということで、このようにしています。 

 

付加価値機能 

ここまでが基本的な検索の流れになりま

す。トップページに戻る場合は、左上のロ

ゴをクリックすると戻ります。 

トップページにはログインという表示が

ありますが、利用者登録の際に近くの図書

館を登録して頂くと、書誌詳細画面の右側

にその図書館が所蔵していれば表示される

ことになります。たとえば、世田谷区立中

央図書館が「電子図書館」を持っていれば、

そのことが表示され、クリックすることで

世田谷区立中央図書館の OPAC に移ること

ができます。便利な機能ですので是非お使

い頂ければと思います。 

また、翻訳機能というのを備えておりま

して、これをクリックして頂くと韓国語や

中国語に翻訳されます。ただし、現在は翻

訳しないことがデフォルトになっています。

これはどういうことかといいますと、日本

語を入力すると自動的に韓国語や中国語に翻訳して、翻訳された後のキーワードで検索を
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行ってくれる機能です。検索結果には韓国語や中国語が出てきて読めないことに通常はな

るわけですけれども、結果を日本語で表示することができます。韓国語や中国語のメタデ

ータを日本語で表示することができます。今日は詳細を省略しますが、そういうものがあ

るということをご認識頂ければと思います。 

 

携帯電話、スマートフォンへの提供とい

うこともしておりまして、画面を携帯電話

やスマートフォン向けに最適化しており

ますので、色々なデバイスで WEB にアク

セスできます。スマートフォンについては

PC 版とほとんど同じような機能でお使い

いただけます。携帯電話版は横断検索など

の機能を多少削除しております。URL を

配布資料に書いておきましたので是非お

使い頂ければと思います。 

 

外部サービス連携機能については、書誌

詳細画面右上にいろんなアイコンが並んで

おりますが、Yahoo ブックマーク、はてな

ブックマークあるいは Twitter などがあり

ます。今日のフォーラムもつぶやいて頂い

ているかもしれませんが、表示しています

「電子図書館」という書誌の URL が固定

URL になっていまして、これを Twitter に

投稿することができます。Twitter にログイ

ンしていれば、クリックすると書き込みの

画面が出て、入力フィールドに URL が書き

込まれた状態になりますので、この本は良

い、とかいうことをつぶやきやすくなって

おります。そういう外部サービスの連携を

提供しております。 

 

API については、「API について」1とい

うページがありますので、詳しくはそちら

をご覧ください。色々な標準的 API を提供

                                                  
1 http://iss.ndl.go.jp/information/api/ 
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しておりますので、少しシステムがおわかりになる方は色々使って頂けます。現在公開し

ている API は仕様書を掲載しておりますので、色々お使いいただけますが、今後仕様を変

更することもありますので、その点ご留意下さい。 

 

また、NDL 新着図書情報というのを最近

始めました。納本されたものが整理される

まで当館では時間がかかるのですが、整理

が完了するまでの書誌を国立国会図書館サ

ーチで検索、メタデータを閲覧することが

できます。それをテキストファイル、TSV、

あるいは RSS（ブラウザや RSS リーダーで

お使いいただけます）、で 30 項目ほどをご

覧いただけます。このデータでしたら納本

から数日程度でご提供しておりますので、ぜひお使い頂ければと思います。 

 

今後の展開 

ここからは今後の展開を簡単にお話させ

て頂きます。平成 24 年 1 月のサービスイメ

ージということで数枚スライドが続きます

が、平成 24 年 1 月時点で何が実現できてい

るかをご紹介するものです。すでにできてい

るものも含めて一覧にしてあります。 

さきほどから申し上げていますように、所

蔵機関や情報種別を問わない統合検索機能

を提供しておりますが、より推進していけれ

ばと思います。同一資料や同一著作物をグルーピングして表示することについてはより精

度を上げていければと思っております。日中韓の国立図書館の統合検索は、翻訳検索・表

示機能については既にできておりましてご

紹介した通りです。中国、韓国の国立図書館

と連携して向こう側の OPAC をこちら側で

検索できるように、また逆の場合でもできる

ように調整を進めているところです。 

 

コンテンツの閲覧およびナビゲーション

を容易にする点に関しては、色々なデジタル

コンテンツであれば直に見られるようにし
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たり、あるいは図書館の所蔵を確認したり、オンライン書店に案内したり等、先ほどご紹

介した通りです。 

携帯電話、スマートフォン、タブレット端末などデバイスが増えておりますが、そうい

うデバイスに最適化したユーザインターフェースについては、既にできている部分もある

のですがまだ表面的な処理にしている部分もありますので、今後も推進していければと思

っております。 

 

ユーザビリティを向上させた検索機能の

提供ということで、検索時点での表記揺れを

吸収する曖昧検索をより進めていければと

思っております。またキーワードサジェスト、

（検索語を入れていくと、こういう語でも引

いてみては、と提案する機能）も実装してい

ければと思っています。絞り込み検索とか再

検索機能についても今後充実させていけれ

ばと思っています。 

 

情報およびサービスの再利用の機能です

けれども、こちらで用意した情報を色々と活

用して頂きたいということで提供している

ものです。書誌情報の提供、MARC、

DC-NDL など書いてあります。NDL-OPAC

が国立国会図書館サーチと同じタイミング

でリニューアルされますが、リニューアル後

の NDL-OPAC から MARC 形式での書誌情

報の提供が可能になります。そして、国立国

会図書館サーチでは DC-NDL 形式で書誌情報を提供します。検索結果の RSS 配信やソー

シャルブックマークは先ほどご説明した通りです。外部システムの本サービスを利用する

ための連携機能は、API を実装しています。今後調整しなければいけない点がありますが、

使いやすいように改善していきたいと思います。以上が、24 年 1 月時点での達成を予定し

ています機能の一覧です。 

 

今後のスケジュールですけれども、スライドにある通りでして、赤い線が現時点ですが、

総合目録を含む本システムの中核となる利用者共通の機能は本年度の開発で進めていると

ころです。来年度は国会関係者、児童、障害者、来館者など独自のインターフェースを必

要とする利用者のための機能を開発します。すでに開発した機能の改善も来年度行います。
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24 年 1 月に公開するのですが、そこで開発

を終えてしまうのではなくそれからも機能

強化を続けていく予定です。 

ユーザーから頂いた評価は、我々が改善

していくための一番の栄養源になりますの

で、ご意見頂ければと思っております。実

証実験ということでは、書誌同定や集約表

示やグループ化表示の改善や、シングルサ

インオン（最初にログインしておけば当館

の色々なサービスをもう一度ログインすることなく利用できる仕組み）を 24 年 1 月に実現

できるように実験を進めているところです。全文テキスト化をして、それを検索するシス

テムについても現在プロトタイプを開発しているところですが、その成果も取り込んでい

ければと思います。 

 

国立国会図書館サーチと公共図書館、パッケージベンダー 

国立国会図書館サーチで公共図書館支援

をしていきたいと思っております。国立国会

図書館サーチは、オープンソースのソフトウ

ェアとして作っておりますので、いつになる

かは申し上げられませんが、公共図書館での

利用に供していきたいと思います。また

DC-NDL という記述要素の書誌情報を配信

していくことになりますので、それをご活用

頂いて書誌情報の標準化を国立国会図書館

サーチを通じて進めていきたいと思います。 

 

公共図書館の方へのお願いしたいことと

しまして、都道府県域の横断検索サービスを

推進して頂きたいと思います。効率的な域内

横断検索システムができれば、それと国立国

会図書館サーチが何らかの形で連携するこ

とで全国的な総合目録の実現ができるので

はないかと思います。これは先ほどの佐藤図

書館協力課長のご報告と少し重なりますが、

国立国会図書館サーチの観点からも考えて

頂きたいと思います。また NDL 新着図書情報を活用して、書誌の記述要素の標準化を進め
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て頂ければと思います。またデジタル化した郷土資料について、デジタルアーカイブが目

録になっていなかったり、メタデータが付与されていなかったりしますが、それを整備し

て頂いて、それと連携できればと思っております。 

 

システムベンダーの方にご参加頂いてい

ると思いますが、図書館システムパッケージ

の中に API が実装されていることはまれな

ケースになると思います。API が実装されて

いないと、例えばスクレイピングのように、

連携するためには非常に負荷のかかる方法

を取らなければなりません。そういうことが

ないように標準的な API が実装されていけ

ば、よりメタデータのネットワークが広がっ

ていくのかなと思います。 

 

最後になりますが、クイックアンケートに

是非ご協力下さい。ご静聴ありがとうござい

ました。 
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内容 

図書館協力課の志村と申します。まず、お

話しする内容を紹介します。 

初に、国立国会図書館サーチの総合目録

機能のデモということで、ログインしてから

書誌を検索して相互貸借を依頼するまでの

デモを行います。次に、デモに関する補足説

明します。 

2 番目に、データ提供館に関することとし

て、データ送付に関する機能について説明し

ます。 

そして 後に、平成 23 年度の 4 月以降、新システムへのリプレースまでの予定をお話し

します。 

 

０．総合目録（ゆにかねっと）機能とは 

まずデモに入る前に、総合目録機能につい

て説明しておきます。 

スライドには図書館の種別ごとの利用で

きる機能を示しています。一番上には”一

般”、”参加館”、”データ提供館”のそれぞれの

分類を表しています。一般には、参加館以外

 

４．報告「国立国会図書館サーチの総合目録機能デモンストレーション」  

 

 

                              関西館図書館協力課 

志村 努      
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の図書館や図書館以外の利用も一般に含まれます。また、参加館としてログインせずに使

用する場合も含まれます。その下は、それぞれが利用できる機能ですが、順に見ていきま

すと、まず検索機能、これはデータを検索できる機能ですが、どなたでも利用することが

できます。 

次に相互貸借支援機能ですが、これは参加館であれば利用することができます。検索し

た結果から FAX やメールでの相互貸借依頼を支援する機能です。それから 3 点目として、

データ送付機能、これはデータ提供館がデータを送るための機能でして、データ提供館の

みの機能となります。送付後のデータはシステム的に同定処理にかけられ、同じ書誌かど

うかを判定しています。 

総合目録機能とは、スライド中で囲ってある相互貸借支援機能とデータ送付機能のこと

を指しています。これからこの 2 つの機能を主にお話ししていきます。 

 

１．相互貸借支援機能デモ 

それでは実際のデモに入っていきますが、

初めに画面が移り変わっていく流れを説明

しておきます。 

まず、参加館としてログインします。次に、

書誌を検索します。そして、所蔵館を選んで、

相互貸借依頼を FAX、電子メールで行いた

いと思います。 

 

 

デモ開始―国立国会図書館サーチトップページ 

 これからお見せする画面ですが 2 点注意

点があります。 

これからお見せしていく画面は、現在提供

されている国立国会図書館サーチとは異な

ることもあります。特にログインしてからの、

総合目録機能の画面は、まだテスト環境でし

か動いておりませんので、検索できるデータ

もとても少なくなっていますし、所蔵館も少

なくなっています。 

それからもう 1 つは、テスト環境が多少不安定なところがありますので、同じ画面を

HTML のファイルとして用意しましたのでそちらを使って説明いたします。まずはじめに

重要なこととして、なんども繰り返しになりますが、総合目録ネットワークという独立し

た検索ページはなくなります。また現在は、一般検索と参加館検索のページが分かれてい
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るのですが、国立国会図書館サーチの画面に統一されます。 

 

ログイン画面 

 こちらがログイン画面になります。これは

現在提供している画面とは変わったところ

はありません。ここに ID とパスワードを入

れてログインします。 

 

 

ログイン後 

 こちらがログイン後の画面となります。右

上をご覧いただければ、テスト図書館という

名前でログインしていることが分かると思

います。参加館がログインされる場合は、こ

こには各図書館の名前が表示されることに

なります。簡易検索画面は書誌全般に含まれるキーワード、詳細検索画面はタイトル、著

者、出版年、ISBN 等での検索も可能です。 

 

検索キーワードを入力 

それでは「吾輩は猫である」という語で

検索してみます。 

 

 

 

 

 

検索結果 

こちらが検索結果の画面になります。黄

色で色が付いている箇所は入力したキーワ

ードです。見ていただければ分かると思い

ますが、相互貸借が可能な書誌については

ILL という表示がされるようになります。

これは参加館がログインした時のみ表示さ

れます。一覧を見ていきますと記事や論文

といった情報も一覧に混ざっています。表示をデータ提供館の所蔵が含まれるもののみ、

つまり相互貸借の依頼ができるもののみにしたいと思います。その場合は、左側にあるデ
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ータベースの中の「公共図書館蔵書」をクリックすることで、データ提供館の所蔵のみに

絞り込むことができます。他にも左側には様々な分類がありますので、これだけを表示し

たい、という場合にはここを選んでクリックしてください。 

 

公共図書館蔵書で絞り込み 

では、「公共図書館蔵書」で絞り込んでみ

ます。「公共図書館蔵書」をクリックします。 

左上を見ると、「公共図書館蔵書」で絞り

こまれていることがわかります。「公共図書

館蔵書」で絞り込まれたものが、現行のゆに

かねっと相当の表示となっています。 

 

公共図書館の絞り込みを解除 

ここから検索結果を公共図書館蔵書より

広げたい場合は、左上にある絞り込みのとこ

ろの×をクリックしてみてください。絞り込

みが解除された結果一覧を表示させること

ができます。 

このようにふたたび絞込み前の画面が表

示されます。もう一度公共図書館で絞り込ん

で依頼へ進んでいきたいと思います。 

 

再び公共図書館で絞り込み 

では、次に相互貸借の依頼へ進むために書

誌を選びたいと思います。 
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検索結果一覧から選択 

書誌詳細画面を表示するために、検索結果

一覧の中の「笑いのユートピア：『吾輩は猫

である』の世界」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書誌詳細画面 

 こちらが書誌詳細画面となります。画面右

側の「見る・借りる」の項目をご覧下さい。

こちらに所蔵館が並びますが、その所蔵館名

のさらに右側に「依頼」というリンクが表示

されているのが分かりますでしょうか。なお、

この「依頼」リンクは参加館がログインして

いる状態でなければ表示されません。 

こちらのリンクから相互貸借の申し込み

へと進むことができます。 

 

相互貸借の申し込み 

では、滋賀県立図書館への依頼を行います。

滋賀県立図書館の右にある「依頼」をクリッ

クします。 

すると、このような表示になりますが、こ

れは所属地区への依頼を優先してください

という画面になります。NDL サーチでは、

このように所属地区外へ申し込もうとした

ときに、所属地区への依頼を勧める画面が表

示されます。なぜ滋賀県立図書館に申し込ん

だときにこの画面が表示されたかと言いますと、実は今ログインしているこのテスト図書

館の住所は東京都に設定しているからです。所属地区の関東地区では千葉県東部図書館が

所蔵しているにも関わらず、所属地区以外の滋賀県立図書館へ依頼をしたことでこの画面
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が表示されました。そのまま滋賀県立図書館への依頼へ進むこともできますが、この画面

で再度、相互貸借情報を確認して、依頼していただくように勧めています。 

 

相互貸借情報 

相互貸借情報を見るときは、館名の右にあ

る「相互貸借情報」というリンクをクリック

してください。「相互貸借情報」をクリック

すると、このように表示されます。確認後は

閉じてください。 

 

 

 

 

 

依頼をクリック 

 では、千葉県立東部図書館の方へ申し込み

してみたいと思います。「依頼」のボタンを

クリックします。 
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相互貸借情報同意画面 

まず千葉県立東部図書館の所蔵事項が表

示されます。そして、その下には千葉県立東

部図書館の相互貸借情報が表示されます。こ

の情報を一通り確認いただきまして、これら

の条件をよくご確認の上、下の方にあります

「貸し出し条件に同意します」のボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼内容確認画面 

この画面では、タイトルや責任表示等の簡

易な書誌と、その下には申し込み先の館の所

蔵事項、そしてその先には依頼先館の情報、

そして 後に依頼館の情報が表示されます。

ここでもう一度自館の情報を確認いただき

ます。 
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そして、もし何かコメントをつけることが

あれば、コメント欄に文字を記入していただ

きます。 

その下には「電子メール送信」と「FAX 書

式表示」のボタンがありますが、これを押す

ことで現行のシステムと同様に電子メール

での依頼や FAX 用書式の画面を表示するこ

とができます。ではまずはメール送信から行

います。電子メール送信のボタンをクリック

します 

 

 

メール送信確認画面 

するとここで送信内容の 終確認画面が

表示されますので、 後に一度内容に間違い

がないかどうかを確認してください。その後、

「依頼メールを送信する」ボタンを押してく

ださい。メールを送信することができます。 

 

 

 

 

FAX 画面 

画面を少し戻って、次に FAX 用の画面を

表示させてみたいと思います。相互貸借依頼

情報の確認画面のところで、今度は「FAX

書式表示ボタン」を押します。 
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 するとこのように FAX 用の画面が出力さ

れます。これを印刷して FAX することで、

依頼ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

１．補足説明＞ ログイン 

検索してから相互貸借依頼をするまでの

ひと通りの流れを見てきましたが、それぞれ

の各画面での追加説明が必要な部分があり

ますので、これからお話しいたします。 

ログインする際には ID が必要になるので

すが、その ID についてです。現在、ゆにか

ねっとをログインしてお使いいただく場合

は、ゆにかねっと専用の ID をお使いいただ

いていますが、その ID はこちらのシステム

では使用できなくなります。ゆにかねっとの ID が使えない代わりに、NDL-OPAC でお使

いいただいている ID をこのシステムでもお使いいただいてログインすることになります。 

実際の画面を見ておきます。 

 

ゆにかねっとホームページを表示 

 これがゆにかねっと事業のホームページ

です。 
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現行ゆにかねっと検索ログイン画面、管理機能ログイン画面 

検索機能のログイン、管理機能のログイン

で別の ID／パスワードをお使いいただいて

います。新システムでは、この ID でログイ

ンできなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

NDL-OPAC ログイン画面 

代わりに、こちらの画面でお使いいただい

ている ID／パスワードを使って、新システ

ムへはログインしていただくことになりま

す。ここでは D11987654 という ID を入力

していますが、こういった NDL-OPAC でお

使いの ID とパスワードを使ってログインす

る こ と が で き ま す 。 パ ス ワ ー ド も

NDL-OPAC のものと共通になります。 

 

 

１．補足説明＞ 検索結果（絞り込み） 

続いて絞り込みについてですが、先ほどは

「公共図書館蔵書」という分類で絞り込みま

したが、この公共図書館蔵書というのはデー

タ提供館から送られた書誌での絞り込みと

なります。１番目に表示されている書誌のよ

うに NDL 書誌に同定されている場合、そう

いった書誌も表示されることになります。つ

まり、データ提供館の所蔵があるものでの絞

り込みで、現行のゆにかねっと相当での絞り込みとなります。 

１点現行のゆにかねっとと異なる点は、公共図書館蔵書で絞り込んだ場合に、当館だけ

で所蔵しているものが表示されなくなることです。当館の所蔵を見る場合は、いったん絞
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り込みを解除して、国立国会図書館蔵書で絞り込んでいただくことで当館のみが所蔵して

いる資料も表示できます。 

 

分類でさらに絞り込み 

他にもいくつかの分類で絞り込むことが

できます。絞り込んだ状態からさらに分類で

絞り込んでみます。 

 

 

 

 

 また、逆に絞り込みを解除していくことも

できます。「公共図書館蔵書」、「７.芸術」の

右にある×をクリックすることで、その絞り

込みを解除することができます。 

 

 

 

 

記事・論文で絞り込み 

このように公共図書館の蔵書で調べてみ

たが、一度絞り込みを解除して「記事・論文」

でもう一度絞り込んでみる、といった使い方

も可能です。 

 

 

「記事・論文」をクリックすると、記事・

論文で絞り込まれた結果が表示されます。 

毎回、書誌を検索して絞り込んでいくのは

面倒といった場合は、あらかじめ絞り込みを

設定しておくことを可能にする予定です。 
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１．補足説明＞ 検索結果（並び替え） 

 続いて並び替えについて説明します。検索

結果の並び順を変更することができるので

すが、参加館 ID でログインした場合は、入

手可能性で並び替えることが可能です。 

通常は並び順として適合度が選択されて

います。検索したキーワードの適合度を計算

して並び替えています。 

入手可能性とは相互貸借可能かどうかで

並び替えをしています。相互貸借可能な書誌

ほど上位に表示されるような並び替えになります。 

 

 

１．補足説明＞ 検索結果（同定） 

同定処理についてですが、NDL 書誌を基

本書誌として、そこに同定されたデータ提供

館の書誌は所蔵がくっつくという仕組みは

現行と同等のものです。 

 

 

 

 

 

 

実際の画面をお見せしますと、まず NDL

書誌が基本書誌になっている場合です。 
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次にデータ提供館の書誌が基本書誌にな

っている場合です。 

基本書誌になる順ですが、早く登録された

データが基本書誌になるようになっていま

す。 

 

 

 

 

もう一つグループ化と呼んでいる機能が

あります。タイトル・著者が同一の書誌をグ

ループ化しています。例えば、「吾輩は猫で

ある」を見てみますと、このように出版年が

異なり、同定されない書誌ですが、こういっ

た書誌をグループ化することで検索結果を

わかりやすくしています。 

 

 

 

 

１．補足説明＞ 書誌詳細表示 

 NDL-OPAC との ID 統合について先ほど

お話ししました。ID を統合して何ができる

かというと、複数の ID/パスワードを覚えて

おかなくてもいい、というのはあるのです

が、その他にシングルサインオンが可能に

なります。シングルサインオンとは、ひと

つの IDで複数のサービスにログインできる

ことをいいます。現在はゆにかねっとでロ

グインしていても、続けて NDL-OPAC を使

う場合はログインしなければなりません。

平成 24 年 1 月以降は、一度 NDL サーチで

ログインしていると、そこから NDL-OPAC

に遷移した場合に再度ログインする必要が

なくなります。 

今はこのように NDL-OPAC のログイン
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前画面に遷移しますが、これがすでにログインされている画面になります。 

一つ補足しておきますと、平成 24 年１月には NDL-OPAC もリニューアルされますので、

この画面ではなく、新しい画面になります。それと同時にシングルサインオンも可能とな

る予定です。 

 

 

１．補足説明＞ 相互貸借依頼 

相互貸借の依頼の際に、同じ所属地区への

依頼を促す画面が表示されますが、先ほども

申しましたが、はなるべく地区内への依頼を

すすめるためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 では実際の画面を見ていきます。これはあ

る書誌を表示させたものです。右側の「見

る・借りる」のところに所蔵館が表示されて

おりますが、ログインした館から近い順に並

ぶようになります。しかし、今はまだ並び替

えが実現できていないため、所蔵館は北から

順に並んでいます。これは全公図の指針にも

書かれていることですが、相互貸借の依頼は

まずは地区内でということから、このような

表示を行っています。この表示がでる場合は所属地区の図書館が所蔵しているのに、地区

外への依頼をしたときに限られます。地区外しか所蔵していない場合は、この画面は表示

されません。 
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１．補足説明＞ 図書館情報管理 

図書館情報を修正する画面を紹介します。

基本的には現行と同じ情報を入れていただ

きます。いくつか追加している項目などがあ

りますがそれを見ていきます。 

 

 

 

 

 

 

管理画面を表示 

韓国語、中国語、英語での館名を入力で

きます。この画面上では文字が化けてしま

っていますが、実システムでは文字化けし

ません。現行ゆにかねっとでは、図書館の

情報を入力するところが、一つのフィール

ドになっておりますが、国立国会図書館サ

ーチでは、御覧のように相互貸借情報の項

目を細分化しております。 

 

２．データ送付機能 

 データ送付機能についてですが、

HTTP-GET の使い方が変わります。という

のは結果一覧の表示が可能となります。 
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収集リクエスト作成画面 

 図書館、収集先 URL、収集時刻を設定し

て「登録する」をクリックして頂きます。 

収集 URL に仮に事業のホームページの

URL を入れて、登録してみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集リクエスト一覧画面 

収集リクエストの一覧を表示させること

が可能でして、登録したものを確認すること

ができます。 

今は状態が、どれも未収集になっているの

ですが、実際に収集されれば、表示が変わる

ことになります。 

FTP については現行同様にお使いいただ

けます。送付データについては現行と同様に共通フォーマット 2 版 3 版でお送りいただく

ことができます。 

いずれもご注意いただきたいのは当館の IP アドレスが変更になることです。HTTP-GET

で当館からデータを取得する際のアドレスが変わりますし、FTP の送付先が変更になりま

す。FTP の場合は、現在ディレクトリを指定していますが、それも含めて変更となる予定

です。 
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３．4 月以降の予定 

それでは 後に 4 月以降、システム移行ま

での予定についてお話しします。ここでは主

にシステム面でのお知らせや、システム対応

が必要なことについて挙げています。太線で

囲ってある箇所は対応が必要な箇所となり

ます。 

4 月ですが、NDL サーチとは関係のない

ことですが、大きな話ですのでここに記載し

ています。4 月 3 日に当館のネットワークが

リプレースとなり、それにともなって IP アドレスが変更となります。FTP の変更先を変更

していただく必要がありますが、IP がちょうど今週決まったばかりで、今月中にはご連絡

いたします。 

5 月頃には次期システムの仕様もほぼ固まりますので、使い方が変わるところを中心に全

参加館宛に郵送させていただきます。またそのときに合わせて ID の統合、ゆにかねっとの

ID が廃止になり、NDL-OPAC の ID に統一されることをお知らせします。 

9 月以降には東京と関西でのシステム研修会を予定しています。そのシステム研修までに

は、操作マニュアルをホームページに掲載致しますのでご覧頂ければと思います。また、

出張研修についても予定していまして、数館程度にはなってしまいますが、訪問して使い

方の説明などすることを考えています。これについては予算が確定する後日に連絡させて

いただきますので、日程の調整等をさせていただきたいと思います。 

10 月頃からデータ移行並びに新システムでもデータの更新を開始します。この間は、現

行システムにデータをお送り頂くのですが、そのデータが時期システムにも反映されるこ

とになります。 

1 月からは NDL サーチの本格稼働となり、旧システムではデータ更新が完全に止まりま

す。また１月から、相互貸借支援昨日は NDL サーチでお使いいただくことになり、現行シ

ステムへはログインできなくなります。 

特にデータ提供館の皆さまには送信先の変更をしていただくことで、二度にわたりお手

数をおかけすることになりますが、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。また、平成

24 年 1 月以降は今までとは使い勝手の違うシステムになります。研修の際には、実際に検

索していただきながらの研修を考えていいますので、そちらへのご参加もぜひよろしくお

願いいたします。 

長くなりましたが、総合目録機能のデモについては終りにいたします。 

ありがとうございました。 
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５. 講演「情報探索システムと Library2.0」 

 

 
 

 

慶応義塾大学

原田隆史

 

 

はじめに 

「情報探索システムと Library2.0」というタイトルになっていますが、内容的には「国

立国会図書館サーチと Library2.0」というタイトルにした方がよかったのかもしれません。 

NDL サーチ自体の話が今まで続いていましたが、この NDL サーチを都道府県立図書館・市区

町村立図書館等でどう使うのか、というお話をしていこうと思います。 

 

国立国会図書館サーチの利用 

NDLサーチの利用方法として 4種類ほど挙

げています。1点目は NDL サーチをブラウザ

で見て情報検索ツールとして使う方法で、

OPAC として本を探すということに相当しま

す。また、先ほどお話がありましたように，

NDLサーチは NDLの蔵書目録だけではなく連

携している図書館の蔵書やデジタルアーカ

イブも含めた様々な機関のデータが探せる

ようになっていますので、日本中にある資料

を探すために使えるウェブサービスの一つも見ることができます。次世代 OPAC 的な機能も

多く組み込まれていますので、OPAC システムの進化形として見ていただくこともできると

思います。 

2 点目は情報源として利用する方法です。NDL サーチに収録されている様々なデータは、

そのほとんどを引き出して使うことができます。どこで使うのかというと、自分の図書館



平成 23 年 2 月 10 日（木） 
第 18 回総合目録ネットワーク事業フォーラム 
記録集 
 

44 
 

に取り込んでいただいて、自館のデータと組み合わせて提供することが可能になっていま

す。そのように情報源として利用する方法があります。 

3 点目は ILL（図書館間貸出）の拠点として使うことができます。拠点という表現はおか

しいかもしれませんが、ILL を利用する際の補助ツール・支援ツールという機能を持ってい

ますので、それを利用することができます。 

4 点目はオープンソース図書館システムとして利用することができます。これら４点の方

法で NDL サーチを使っていくことができると考えられます。 

 

次世代 OPAC 

まず OPAC の話です。「次世代 OPAC」という

言葉はそろそろ古くなり始めようとしてい

るかもしれません。 近ではディスカバリー

インタフェースという言葉を使うようにな

ってきてもいます。 

OPAC の有用性そのものについてはみんな

が理解していながら不満も多い、というのが

現状かと思います。現在は、1次資料も 2次

資料も両方 OPAC を使って探す、ということ

が大学生・高校生を問わず情報探索の 初の段階で行われることが常識となっています。

実際にイギリスで行われた調査でも、ウェブの探索とならんで OPAC を使うことで様々な情

報源の利用を始めるという利用者が多数に上っています。OPAC が情報源として認知されて

いるという状況は間違いないでしょうし、日本の大学においても図書館の資料の利用とい

う形で授業が行われることもあります。しかも昔に比べると、ずっと行われる回数が増え

てきました。また、小中学校においても学習指導要領等では、地域の図書館・学校図書館

を利用し図書館を使って様々な資料を入手し、またその際に目録カードの利用を教えるの

ではなくて OPAC を使って探すといった指導がなされるケースが増えてきています。OPAC に

対する期待はそれほど低くはない，むしろ高いものであると考えられます。しかし不満も

多くあります。 

 

図書館サービスの Web サービス化 

不満の原因は、近年 OPAC がウェブ上に公

開されたことと無関係ではありません。利用

者にとって便利になった、サービス展開のた

めにウェブ上に提供されている基盤技術・基

礎技術を使うことができる、といった様々な

利点はありますし、図書館サービスの広報と
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いう点でも意義があります。 

しかし、ウェブを通して図書館にアクセスできるということで、利用者にとっては便利

になったのと同時に、図書館を昔ほど特別なものだとは見てもらえなくなっています。か

つては、図書館から届いたメールであれば、たびたび届くメールでも、スパム扱いされず

になんとなく有用なメールだと思ってくれていた牧歌的な時代もありました。今はそのよ

うな時代ではありません。図書館から送られてきたとしても、登録した人ならどうにか許

してもらえるかもしれませんが、毎月毎月、新刊情報などが届いたら邪魔だと言われるよ

うな状況です。 

また、利用者にとって便利になった半面、ライバルが増えました。さまざまなウェブサ

ービスの中でこれを探すときは検索エンジン、これを探すときは OPAC、これを探すときは

Amazon というように、本を探すときは本屋、TRC、図書館等のウェブページの中から同じよ

うに探していきます。そして、そのうちのどれが便利なのかを利用者が選ぶ、そのような

状況になっています。 

 

使いやすい情報提供サービス 

図書館サービスをウェブ上で公開しても、

使いやすい情報探索サービスを提供しなけれ

ば図書館だからと言っても許してもらえる時

代ではありません。 

図書館以外の様々なウェブサービス提供機

関で情報を探すことができますが、図書館に

対する利用者の信頼は今でも高いです。図書

館は悪いことをしないだろうと思っている人

はたくさんいますので、そういう意味ではウ

ェブサービスを提供する人たちにとってみると、提供したものの質が少々低くても許して

もらえる状況は本当にうらやましくてしかたがない状況とも言えるでしょう。 

このような状況のもとで、使いやすいシステムを提供していかなければ、もう図書館は

いらないという話になってしまうのも仕方がありません。図書館だけが情報提供機関では

ありませんので、当然のことながら、ウェブサービス上で図書館がどうやって利用者を満

足させるかというのが必要になってきます。こういった背景から次世代図書館システム、

次世代 OPAC が話題に上るようになってきたのが現状です。 

ウェブサービスの一つの大きな特徴として、単体でサービスを提供するのではなく、他

のサービスと組み合わせた（マッシュアップと言います）サービスを提供することに特徴

があります。 近、Web2.0 といわれるサービスの中で、フォークソノミーと言われるよう

な利用者がつける様々なキーワードも利用して情報提供することがよく行われています。

しかし、そのような話は図書館ではまだ想像もできません。図書館にとっては遥か彼方の
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世界の話に聞こえますが、今やそういった Web2.0 のサービスは古いのではないか、といわ

れるようになっています。それがウェブサービスの世界です。これらのウェブサービスと

比べて図書館は大きく遅れているといわざるをえません。下手をすると２周遅れになって

いるかもしれません。これはまずいですよね。せめて、１周遅れ以内にとどめておかなけ

ればなりません。そのような点からも、次世代 OPAC のようなサービスが図書館にも必要と

されている状況と言えます。 

 

利用者が驚かないことが必要 

私は、利用者が驚かないシステムを作りま

しょう、とあちこちで話しています。 

でも、今の図書館 OPAC に関しては利用者が

とても驚く状態である、という表現が適切だ

と思います。では、今の利用者はどういった

ものに驚かないのかといいますと、目新しい

サービスには何にも驚きません。図書館が変

わったサービスをしても、はじけたような雰

囲気を出そうと利用者はそんなに驚きません。 

そうではなく、よく使われているような検索エンジンとは異なるインタフェースで堂々と

提供しているのは驚き以外の何物でもありません。少なくとも、図書館 OPAC に見られるよ

うな、たくさんの項目を指定しなければ検索できないようなインタフェースしか備えない

（それがあるのは悪いことではありませんが）のは驚き以外の何物でもありません。 

また、結果が出てこないことがあるのは驚き以外の何物でもありません。間違った言葉

を入れたならば結果が 0 件になってしまいますが、利用者はこれに驚きます。入力を間違

えたとして、結果が 0 件となればそれは驚きのシステムというわけです。そのような間違

った入力に対してもきちんと返してくれるのが普通のシステムです。さらに、図書館の所

蔵資料だけで勝負、と言っているのも驚き以外の何物でもありません。図書館になかった

らどこを探せばいいのかを知らせてくれてやっと普通のシステムです。 

「たらい回し」というのは変な表現かもしれませんが、例えば、出てきた検索結果をも

とにして、そこから自分で図書の ID をメモし予約用端末に入力する、そのようなシステム

は今やもう考えられません。また、この本はたしかにあるはずなのに検索では見つからな

かった場合、それはなぜかというと雑誌だったから。その場合、図書の次に雑誌の検索端

末のところに行って探す必要がある、もまたはデジタル化した貴重書を探すのは図書とは

別のシステムになり、一緒には探せない。こういったことをたらい回しと表現しています。 

今の図書館システムの多くは利用者にとって驚きのシステムです。現在の普通に合わせ

る（少なくとも２周遅れにならない）ためには、 低限この程度は備えておかなければな

りません。さもなければ、利用者にとっては何をいまごろ、ということになってしまう。
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利用者が驚かないシステムを提供する必要があり、それが次世代 OPAC ということになりま

す。次世代と付けている時点で既にちょっと恥ずかしいのですが、OPAC に求められる要件

ということになるのではないかと思います。 

 

情報検索ツールとしての利用 

NDL サーチは普通の（利用者が驚かない）

システムを目指しているものとして、図書館

における OPAC システムの見本とまではいか

ないのですが、少なくともこういうものを作

っていこうという 初のサンプルというよ

うに見ることができると思います。そして

NDL サーチを使ってみて、使いやすさを検証

するということもありえますし、また中に入

っている大量のデータの中から自分で探し

出した結果を利用するということもありえます。スライドには Web2.0 的なサービスと書い

ていますが、次世代システムと呼ばれている機能を取り込もうとした成果が見られるよう

になっています。 

 

次世代 OPAC に求められる要素 

さて、次世代 OPAC に求められる要素を挙

げてみますと、入力の段階から始まり、検索、

対象、出力そして利用の五段階で様々なこと

が言われています。入力の段階では、操作

性・視認性の向上、検索の段階では検索の精

度の向上、対象の段階では対象となる資料の

拡大、出力の段階では表示される内容の充実、

そして利用の段階では利用者の拡大、以上の

ことが実現するようなシステムを考えまし

ょう、ということになります。 

 

操作性・視認性の向

上 

 操作性・視認性の

向上に関しては、デ

ザイン上の工夫や画

面上の配置を十分に
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考えた作りにすることが挙げられます。 

ただし、バランスが大事で、表示内容を豊富にすればするほど、見にくくなり情報がた

くさん表示され分からない、ということになってしまいます。 

 

簡易検索機能・詳細検索機能 

 NDL サーチではどう考えているかといいま

すと、操作性に関しては一般的な簡易検索の

機能と詳細検索機能もタブ一つで切り替え

られるようになっています。普通に見て、こ

こに何かを入力すれば何か結果が出てくる、

ということが実感できるようになっていま

す。さらに、詳細検索機能では細かな指定も

できるようになっています。 

 

操作性の統一 

 「操作性の統一」とありますが、この画面

をパッとみていただいて（もし図書館員の

方々が操作性を統一したとは思っていただ

けなければ多少困るところがありますが）、

画面が 3つに分かれていますが、それには意

味があります。 

左側は絞り込みに使うエリアになってい

ます。真中には検索して出てきた結果が表示

されますが、その結果を、例えば、公共図書

館の蔵書だけに絞り込む、JAIRO の蔵書だけに絞り込む、といった絞り込みや、その下には

資料種別で本・雑誌だけに、あるいは新聞だけに絞り込む、といった絞り込みに使います。 

右側は拡張するためのエリアということで、検索結果を広げていくことに使います。つ

まり、関連語を出していて、キーワードの下位語・関連語、著者名キーワード、著者に関

係ありそうなキーワードなどを右側のエリアには出しています。検索結果に出てきていな

いものに関してもし言葉を思い浮かべなかったとしても、検索結果を利用してさらに関連

する他のものに検索を広げるために使うことができます。つまりエリアを分けることで、

絞り込みと広げるという機能を使いやすくする仕組みとなっています。 

ヒットした検索後にはハイライト表示をし、また多様な並び替えが行えます。並び替え

で一番難しいことは、利用者の多くの人々に満足してもらえるような順番に並べるという

ことです。「タイトル順」、「出版年順」というのはとても簡単なのですが、この「適合度順」

という並べ方に関しては今非常にもがいています。どんな順番に並び替えたら利用者が満
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足するのか、そこが苦労して実装しようとしている箇所になります。しかし、その適合度

順をあえて標準で出しています。それ以外にも多様な並び替えが可能で、利用者の操作感

覚を高めようとしています。 

さらに切り替えボタンの統一ということで、切り替えボタンは 初の検索画面からずっ

と見えるように統一しています。以上のように、NDL サーチでは操作性の向上および視認性

の向上の両方を兼ね備えようと苦労しています。 

 

検索性能の向上 

検索性能については、検索スピードを上

げる、検索後を修正・拡張するというのは

近年普通に考えられています。 

検索スピードについて、先ほどのデモで

は 2, 3 秒かかったと言っていましたが、

それではとてもまずいので現在カスタマ

イズ中です。 

検索語の修正については、例えば Google

では検索語を途中まで入れたらその言葉

の続きを入力してくれますが、そのように

以前に誰かが入力した言葉を探してくれたり、あるいは、二つの言葉で組み合わせて検索

することが多ければ一つ目の言葉を入力した段階で二つ目の言葉を想定して出してくれる

ことが考えられます。このような機能をキーワードサジェストといいますが、この機能を

現在開発中です。まだ実装されていないために現在デモできませんが、こういう機能につ

いても当然実装します。 

ウェブサービスとの決定的な違いはここにあるかもしれません。ウェブサービスでは、

さまざまなサジェストや「もしかして」を Google などはよく出しますが、入力の時に間違

えたスペルミスを修正してくれます。そのようなスペルミスは修正してくれるのが当たり

前になっています。ただ、それがいいかどうかは分かりません。例えば、アメリカ人がよ

くワープロが発達したためにスペルミスが増えたと言われることがあります。しかし、少

なくともそういう機能が実装されている、というシステムがウェブサービスでは当たり前

になっています。 

NDL サーチは検索サービスを提供するだけではなく、システムの中身もできるだけ公開す

るオープンな方針をとっています。従って、もし NDL が文字の入力ミスをデータとして集

めてくれるなら、日本国内の各図書館がそのデータをもらってきて利用するという方法が

取れるかもしれません。NDL が集めた書誌に関する様々なデータ・全文に関するデータ・目

次に関するデータ、そういう図書に関するデータだけではなく、図書館で利用できる様々

なデータの供給源として利用できるかもしれません。 
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 関連語の

表示に関し

ては、国立国

会図書館件

名 標 目 表

（NDLSH）か

ら出してき

たものだけ

ではありません。 近、NII では連想検索エンジンが使われていますが、そこで使われてい

る GETAssoc という仕組みを使って、連想キーワードも提示しています。このように、単純

に NDLSH だけではなく、一般に使われている連想検索キーワードに関しても右側のエリア

に表示しています。 

 

検索対象となる資料の範囲の拡大 

検索対象となる資料を拡大する点では、

当然図書に関するものだけではなく、デ

ジタルアーカイブも含めたくさん集めて

きています。そしてそれらについて統一

して探すことができます。 

先ほど言いましたように、まず図書で

探し、雑誌に関してはまた別の方法で、

というシステムが使いやすいとはとても

思えません。思えないのですが実際は日

本の図書館システムには、そういうもの

もまだ多いというのが現状かもしれません。 

 NDL サーチには、様々なデータを統一的

に同時に探す機能、また検索後の表示す

る段階では、デジタルアーカイブもあれ

ば、本・雑誌もあれば、記事論文もあり

ます。そのように全部を探すことができ

る仕組みが実装されています。 

当然、同時に探すことが便利かどうか

は分かりませんので、だからこそやって

みて評価を受けます。そのため、評価期

間を長くとってあります。開発版が平成

22 年 8 月 17 日に公開されて以降、平成 24 年１月までは開発しているわけですから、その
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間様々な評価データを取ることができるでしょう。 

統一して検索し、出てきた検索結果を絞り込むことが簡単にできます。まずは検索して

みて、そのあと今度は雑誌だけ、記事だけというように絞り込むことは簡単です。絞り込

みの標準をどうするかについてはこれからゆっくり考えても大丈夫でしょう。まずは仕組

みを作り上げることが重要で、今はその段階です。 

 さらに、近くの図書館やオンライン書

店でも探すことができるようにしていま

す。近くの図書館については、同時に探

す仕組みも入れてあります。ここでは、

カーリルという外部サービスを利用して

います。データを表示した際に、この本

については近くの図書館だとどこが持っ

ていますよ、と NDL が持っているかどう

かだけではなく、NDL 以外の図書館が所蔵

しているものについても表示する機能が

実装されています。 

 このように他のウェブサービスとの連

携が、近年のウェブサービスの特徴とす

るならば、NDL サーチではカーリルの利用

をはじめとして、先ほど出てきました翻

訳機能（他の言語へと翻訳する機能をも

っています）等の研究所が公開している

サービスも実験的に取り入れています。

将来的にはほかにも連携できる可能性の

あるサービスがいろいろ考えられます。

たとえば、辞書サービス、書評提供サー

ビス、読書管理システム、目次情報、場合によっては Google ブックサーチ・青空文庫のよ

うに全文を公開することも考えられます。このように連携する仕組みを実装していけば夢

が広がるのではないでしょうか。仕組みを作ることの次に考えられることは、何をどのよ

うにやっていけば面白いか・役に立つか、を考えることだと思います。夢をどんどん広げ

られるように、以上のようなことを図書館の中で考えられる時代がくればよいと強く思い

ます。 
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表示される内容の充実 

 表示される内容の充実に関して言いま

すと、追加操作に関するものや資料の評価

に関する情報などがあります。さきほどお

話しました絞り込み（ファセット機能と呼

んでいます）は、この中にも含まれていま

す。さらに、検索して出てきた一連のデー

タをさらに分類して、出版年がある年のデ

ータは何件、NDC 分類のうちある分類は何

件、というのを出しておいて、そういった

分類で絞り込むことができます。 

 また、外部サ

ービスとの連

携ではtwitter

との連携や、

RSSの配信と言

った連携機能

を提供してい

ます。連携に関

しては、検索語を広げるのと同様に入手先を広げるあるいは、提供先を広げる、というよ

うに「広げる」という考え方のもと右側のエリアに表示することで実現しています。 

 その他の新しい機能としては、FRBR 的

な機能があります。ただし、必ずしも FRBR

をすべて実装していているわけではあり

ません。例えば NDL-OPAC で「三四郎」を

探すと、検索結果画面が 10 ページぐらい

続きますが、10 ページ出されても探す方

は大変です。書誌を１つずつクリックして

見ていくわけにはいきません。このような

場合、NDL サーチでは同じ三四郎という著

作に関しては 1つにまとめてしまって、通

常は 3冊だけ表示し、「類似項目の表示」ボタンを押すとまとまったデータが広がってずら

っと表示されます。 

実際に公共図書館などでも、子どもたちが本を探していて、同じタイトルの図書が何ペ

ージにもわたって表示され、しんどがっていることを見かけることがあります。「ハリーポ

ッター」と検索した時に、似たような本がずらっと何ページも出てきて出てきて「見つか
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らないよ～～」、といって帰ってしまう光景も見たことがあります。これは実は大問題です。

出版者が違っても、出版年が違っても、文庫本だったとしても、結果としては１つあれば

いい場合も多いのではないでしょうか。少なくとも違う本はきちんと違う本として表示す

る仕組みがあった上で、そのようにまとめていくことが望まれます。NDL サーチは、このよ

うな機能も備えています。どうしたらこのような仕組みが実現できるのかと言いますと、

近年、書誌を同定する書誌同定だけではなく、そのあと著作を同定していく著作同定とい

うことも重要であるということが言われています。出版者や出版年、また文庫本や炭鉱所

の違いはあるけれども、同じタイトルでかつ同じ著者、場合によっては「十五少年漂流記」

と「二年間の休暇」のように同じ原題のものが異なるタイトルで翻訳されたものに関して

一つにまとめてくれるような機能が提示されるというのは望ましいと思います。 

FRBR という言葉は皆さまもお聞きになったことがあるかもしれませんが、目録規則の話

では「次世代」という枕詞がつけられ、世界中で話題になっています。実際、IFLA が決め

てから以降かなりの年月がたっていますので、OCLC などで実験的な提供がなされているよ

うに FRBR 化した目録を持つところも現れ始めてきています。 

FRBR は整理業務を担当する人々にとっては話題になっていて、FRBR で目録を作ろうとす

るのですが、私もいろいろ見ましたが、FRBR を使って何をするのかに答えた人はほとんど

見たことがありません。FRBR をどうやって便利に使うのかに関して、便利に使った人は誰

もいないような気がします。そういう意味では、このシステムはひょっとすると著作同定

した結果を提示する世界でもかなり珍しいシステムになるかもしれません。 

そのような意味では、新しいものを追加して新しいことをやってみる、という遊びの部

分も追加されているわけです。ただし、今お話している仕組みが必ずしも使いやすいかど

うかについては良く分かりません(笑)。 

昨日聞いたのですが、確か OCLC の調査だったと思います、図書館員と利用者それぞれに

「図書館の OPAC を利用するときに、どの部分に一番力点を置きますか、どこを一番注目し

て探しますか」という話になった時に答えが全然違うという話がありました。図書館員は

書誌記述が正しいかどうかを見ていくのですが、利用者はそんなところはどうでもよく、

現物を一番早く入手できるのはどこかだけを気にしている、とか他にも様々な違いがある

という話を聞きました。 

少なくとも、図書館の利用者がこれだけウェブサービスを使っていて、使用には慣れて

きている状況のもと、OPAC の機能に関しても役に立つという印象は随分持たれるようにな

ってきたと思います。しかし、OPAC を他のウェブサービスと比較した場合、OPAC は不十分

だと感じられているのだとするならば、それらについての対策はやはり必要でしょう。そ

の対策を取ろうとして様々な努力を提示しているシステムとして NDL サーチを見ることが

できます。さらに、ゆにかねっとのデータを含み、さらに NDL の蔵書も含み、さらにはそ

れ以外のデジタルアーカイブの資料も含んで、計 5500 万件のデータを中に含んでいるデー

タベースを検索する、あるいは利用していくことが有効だと思います。 
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情報源としての利用 

 2 点目として、NDL サーチを情報源とし

て見る、というお話です。情報源として

見た場合、NDL サーチは多様な情報源のデ

ータをすべて含んでいて、そしてそれら

を効果的に提供しようとしています。当

然、提供できないデータに関しては制限

がかかっていますが、提供できるものは

すべて出そうという方針で作られていま

す。 

その際に、世の中でよく使われている

標準的な仕組み（API）はほとんど全部提供しよう、ということで作られています。この仕

組みというのは人間が見て便利というよりはコンピュータシステム同士がお互いに連携す

るときに便利な仕組みのことを言います。さらには従来では提供されなかったデータも集

め、提供しようとしています。例えば、インプロセスデータの提供がすでに始まっていま

す。新着図書に関しては NDL の Japan/Marc にタイムラグがあるといわれていますが、この

タイムラグを少なくして、その代わりに少数の項目だけに限定するけれどもタイムラグな

しに提供されるデータのことをインプロセスデータと呼びます。 

 

繰り返しになりますが、図書館システムには利

用者が驚かないことが求められています。 

 ということは NDL サーチだけがこういう驚かな

いシステムになっても意味がなく、NDL サーチな

どのデータを使って（NDL サーチのデータを使え

ば全て解決するわけではありませんが）、当然、各

図書館が自館の内容を豊かにすることが必要にな

ります。情報提供内容をリッチにしたいけれど、

そんなデータを手に入れるのは大変、あるいはそ

もそも世の中に存在するのか分からない、そもそ

も許可を取るのが大変ではないか、できることか

らコツコツとやっていきたいけれど、どうやって

いいのか分からない、といったことがあります。

また、お金の問題もさることながら、と書いてい

ますが、これに関してよく考えてみますと、各都

道府県立で提供されている横断検索システムの多

くでは、県下の一つの図書館がシステムを変えた
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だけで追加費用が発生してしまい、大騒ぎになります。 

実は、うまい方法があります。NDL を有用なデータの提供元として期待すればよいのです。

それから、NDL には仕組みづくりの標準化を期待します。要するに、みんながみんな図書館

ごとに仕組みが異なることがとても問題ですので、一つの図書館システムが変わっても少

なくとも横断検索システムを作る側にとってみて変更がなければよいのです。図書館シス

テムは様々なメーカーに替わってもかまいませんし、より新しいシステムに変えていただ

くのはよいことですが、他に迷惑をかけてまでやることではありません。少なくとも今の

システムと今度のシステムで、横断検索システムへデータを提供する出入り口に関しては

少なくとも標準化しておいてくれればよいのではないでしょうか。 

しかし標準化といいましても、今使っているシステムが標準と言い張るわけにはいきま

せん。少なくとも誰かが標準をおかしくない形で定めるのが当然のお話になります。NDL サ

ーチで採用している標準的な仕組みとしては、様々なものが採用されていて、それらを提

供しています。 

その標準的な仕組みというのが、スライドには「標準的な WebAPI」と書きましたが、こ

のようなものを実装しています。これは図書館の世界だけではなくて、様々なところで提

供されているものを採用しています。Amazon, Google, Yahoo でも提供されています。WebAPI

という名前からして、とっつきにくいイメージがあると思いますが、実はそれらの多くは

使うのがとても簡単です。 

私は大学の授業で教えているのですが、WebAPI に関して XML の授業を２時間して、WebAPI

のサンプルを１時間見せて、そして次の週までに NDL サーチもしくはレファレンス協同デ

ータベースの WebAPI を使って、こういうものを作ってきなさいという授業の宿題を出すと、

学生は作ってきます。それぐらい簡単に実装できるものなのです。逆に言いますと、そう

いうものでなければ標準にはなりません。そのような仕組みがあるのに使わないのはとて

ももったいないので、是非そういった仕組みを実装しましょう。 

 

API の公開と課題 

 WebAPI に限らず、API の公開は世の中の

流れになっています。期待は大きいのです

が、実は利用が少ない可能性もあります。

今は WebAPI を公開している機関がそれほ

ど多くないので、使われているのですが、

様々なところで競争が始まれば、ここの

API は使いやすいから使う、ここは使いに

くいから使わない、となる可能性はありま

す。しかし、やらなければ進歩はありませ

ん。 
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近、図書館への大量アクセスの話がありました。図書館に大量のアクセスがあったた

め、それに対する応答が返らなくなりました。その結果、図書館システムのメーカーや発

注した図書館員に非難が集まったという事件です。実際図書館システムに対しては、例え

API が公開されていなくても、あのような形でのアクセスは頻繁にあります。ある程度慣れ

た人であれば、API が公開されていなくても図書館の OPAC に対してデータを取りに行くプ

ログラムが簡単に作れるという時代になったということです。 

このようなプログラムに対しても OPAC は人間がコマンドを入力した場合と同様に返事を

返すのですが、実は返事の中でプログラムを作って利用する人たちが欲しいデータはその

うちのほんの一部ということも多いのです。出版者、出版年、タイトル、著者名、価格や

貸出中かどうか、その程度のデータだけが取れればよいこともあります。それらを文字数

にして見ると、非常に少ないものです。しかし、実際のシステムでは、人間が見やすいよ

うにということで、利用者に対して画像データを含めてものすごい量のデータが送られて

います。図書館のロゴから始まって、いろんなものを返事として出しています。書誌情報

を表組みとして出す場合の、様々なタグも含まれています。ブラウザではなく、プログラ

ムで利用する利用者はそのようなものは見ていません。無駄なデータが、かつ必要なデー

タを取り出すための余分な操作が必要な、そんなデータがどんどん送られるということに

もなります。図書館システムにとっても負担ですし、利用者にとっても負担になります。

誰も得しないですよね。 

必要なデータを必要な人に提供するという仕組みを整える、ということはシステムに対

しても優しく、なおかつ利用者にとっても優しいものになります。そして、さらに加えて

言いますと、そういった仕組みを実装しようとすると、そのことに関して、きちんと意識

が働くようになります。このデータの提供に関してはこのぐらいのものを用意して、この

ぐらいの利用があるだろう、といった準備をするようにもなります。 

図書館システムにとって優しいと言いましたが、実際には、ウェブの世界で画像データ

の一つや二つの送信でそのデータの流量が問題になるわけはありません。でも、一事が万

事ということ、それらを意識するかどうかというのは大きな問題といえるでしょう。 

このような WebAPI の仕組みを提供していくことは、世の中の流れでもあります。したがっ

て、WebAPI を公開すると、図書館以外の組織からの利用も増えることが期待できます。今

後、図書館が存在価値を高めていくことを考える場合に、別図書館が公開している WebAPI

を使って自動的にとってきたデータを自分たちのシステムに取り込んでそれを公開してい

る例が増えていけば、世の中の図書館を見る目も変わっていきます。 

一昨年、NDL-OPAC に関するインタビュー調査を実施したのですが、その際にあった大き

な不満点として次のようなものがありました。NDL は面白いサービスをしている、また非常

によいサービスをしているのに知られていない、なぜ知られるようにしないのか、それが

不満だ、というものです。この話の時に、同時に出てくるのが必ず Wikipedia です。検索

エンジンに検索語を入れたら“検索語 – Wikipedia”というのが検索結果の上位に出てき
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ます。それを見ると、Wikipedia を意識していなかった人たちはすごいと思い始め、その結

果 Wikipedia に対する期待が高まっていきます。なぜ図書館は同じように出さないのか、

というのが不満としてあります。 

少なくとも本に関する検索後だったら、上位には NDL が出てきて欲しい。なのに“本の

タイトル – NDL-OPAC”が検索結果に出てこないのはなぜなのか。それは NDL のデータに限

りません。図書館が様々なところで人々の目に触れる機会を提供するという意味でも API

を使ったサービスやウェブ上でのサービスは非常に面白くなると思います。予算削減圧力

は大きいと思うのですが、できるだけ省力化してなおかつ評価を高める仕組みはそれほど

多くはありません。そのような中で、出来ることは全部やっていくのは非常によいことだ

と思います。 

 

ハーベスティングと Web 検索 

 API のお話に馴染めなかった方は、二

つの言葉を持って帰ってください。一つ

は、OAI-PMH(Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting)、も

う一つは SRU/SRW です。もし、皆さんの

図書館で次期図書館システムを発注され

るとしたら、仕様書のどこでも結構です

ので「OAI-PMH と SRU/SRW に対応してい

ること」と仕様書に必ず書いてください。

今のシステムと全く同じ仕様書の 後に

この 1行を書いておくだけでも結構です。OAI-PMH に対応していることと、SRU/SRW に対応

していることの両方を書いてください。それが次期システムの能力をきわめて高めてくれ

るかもしれません。 

これらのうち、OAI-PMH というのは、各図書館のデータを外部に提供するための仕組みで

す。もちろんこれを実装したから図書館のデータを外部に全て公開してしまうことになる

ということではありません。次期図書館システムを発注される際にこの仕組みを入れてお

き、仕組みとしてはあるけど公開しないということも可能です。公開する相手を限定して、

例えば NDL だけに OAI-PMH を公開するというようなこともできます。OAI-PMH では、極端な

場合、図書館のデータ一式をまとめて持って行くこともできます。あるいは、更新データ

だけを持って行くこともできます。前回持って行った以降のデータを指定することもでき

ます。例えば、先月から今月にかけて新たに受け入れた本だけを選択して持って行く、と

いったように指定することもできます。 

総合目録を作成するために，OPAC の検索ページの HTML を解析したり、ゆにかネットに登

録するために HTTP-GET や FTP 用のデータを作るために苦労されている方がいらっしゃった
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ら、これからは是非そんなことはやめてください。今は仕方がありませんが、次期システ

ムからは是非やめてください。OAI-PMH を実装することという仕様書に書いていただければ、

後は何もする必要はなく、自館の蔵書データベースにデータを入れておくだけで結構です。

そうすれば、たとえばゆにかネットの場合、蔵書データベースの中に新しく登録されたデ

ータを NDL が OAI-PMH でそれだけを持って行ってくれます。抜き出す作業も不要で、NDL に

アップロードする手間もかかりません。単に OAI-PMH の機能を備えておくだけで十分です。 

また、NDL が提供する OAI-PMH の仕組みを利用し

て NDL からデータを持ってくることもできます。

NDL で新たに受け入れた新刊書のデータだけを

OAI-PMH で取ってきて、各図書館で、世の中では

こんな本が出ています、と表示するのに使ってい

ただいて構いません。新刊情報を入力するのは大

変ですが、入力するのではなく、あるキーワード

に関したものだけ表示しておくこともできます。

それについて希望者からのリクエストを受け取っ

たり、様々な使い方が考えられます。 

もう一つは SRU/SRW です。ひょっとすると皆さんは Z39.50 という言葉を聞いたことがあ

るかもしれません。Z39.50 は海外ではよく使われているのですが、日本ではほとんど使わ

れないままに廃れました。これからは、もう Z39.50 については忘れていただいて構いませ

ん。現在は、Z39.50 は SRU/SRW に名前を変えています。正確に言いますと、Z39.50 の仕組

みをウェブを通じて行う仕組みのことを SRU/SRW と呼びます。ウェブを提供する仕組みで

もって、検索をすることができる仕組みとなります。 

SRU/SRW は、OAI-PMH とは違ってデータの提供の仕組みというよりも、皆様の OPAC を他

の所から機械的に使うことのできる仕組みとなります。例えば、SRU という仕組みでしたら、

“http://ISS.ndl.go.jp?keyword=何とか&pub_year=何とか”という URL を指定すれば（記

述は正確ではありませんが）、その結果としてウェブ上に検索結果が表示されます。 

検索結果として表示されるデータは、OPAC の検索結果とは異なり飾り付けを全部取り除

いて構造化されたデータで、 XML と呼ばれる、データとデータの中身がどういうものであ

るかを示すタグから校正される形で提供されます。SRU/SRW では、OPAC のような情報検索

システムを作った時に、それをウェブ経由でコンピュータ同士がやり取りするときに 適

な形で取り扱うことができます。 

当然のことながら、API は利用する側と提供する側が両方とも対応していないと意味があ

りません。NDL は SRU/SRW も OAI-PMH も提供しています。また一方で、NDL は OAI-PMH を提

供している図書館からデータを収集していくことができる機能を持っていますし、SRU/SRW

を提供している図書館に対して自動的に横断検索などを行う機能も持っています。 

また、この仕組みは図書館だけではなく、さまざまなところで使われています。Google、
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Yahoo、Amazon でも使われています。ということは、使い方に慣れたユーザは世の中にたく

さんいるのです。従いまして、仕組みをいったん作っておけば、それを使ったコンピュー

タを通じた利用というのは当然広がることが考えられます。例えば、OAI-PMH で図書館の全

蔵書データを持っていかれるのはいやだ、あくまで今回検索した検索結果だけを持ってい

ってほしい、そのような場合には SRU/SRW だけを公開しておいて、OAI-PMH は NDL だけに公

開するというやり方も当然考えられます。 

これら二つの API の利用は非常に広がっていまして、スキルを持っている人もたくさん

います。ということであれば、これらについて図書館が実装しない手はありません。Z39.50

の実装を要求しますと、図書館システムにそんなものを入れたら追加費用がかなり発生し

ますし、そしてその結果使われない、ということをベンダーから言われることがあったか

と思います。しかし現在、この二つの仕組みを実装して使われないということは、少なく

とも SRU/SRW に関してはまずないと思っていただいてよいと思います。必ず使われます。

といいますのも、SRU/SRW は図書館しか使わないものではないからです。Z39.50 を図書館

以外で使っているのをほとんど見たことはありませんが、SRU/SRW は各地で使われています。

でも、図書館で使っているのを NDL 以外でほとんど見たことがありません。 

次のシステムでは、是非これら二つのキーワードだけは必ず実装することを仕様書の

後に追加していただきたいと思います。その他にも RSS とか様々な仕組みがあります。自

館の更新データ、例えば、図書館便りを新しく作りました、という場合に RSS で情報提供

することができます。ブログを書いても結構です。RSS の仕組みを使って OAI-PMH 的に自館

データの外部提供を行っている図書館もありますが、このような標準的な API を使うのが

もう今や当たり前になってきていますので是非覚えて帰っていただきたいと思います。 

 

ILL の拠点としての国立国会図書館サー

チ 

 3 番目は ILL の拠点としての NDL サー

チについてです。実は、従来の ILL の仕

組みを実装することはそれほど難しい

話ではありません。ですが、総合目録の

作成というのは 初のステップです。新

サービスにつなぐということを、参加館

の方々とNDLとでいろいろと考えていた

だきたいと思います。 
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 先ほどデモのありましたILLの仕組み

はとても重要で、期待も大きいと思いま

す。今や図書館が単独で生きていられる

時代ではありませんので、図書館間相互

協力は絶対必要になります。 寄りの図

書館にすべての本がそろっていると思

っているユーザもいませんから、当然図

書館に行って探している本がないとい

うのは想定しています。なかった場合に

はどこにあるか聞こうと思っています

し、なかったらどうやったら入手できるか聞こうとも思っていますし、そしていかに早く

その本を入手できるかを知りたがってもいます。 

ただ、この ILL の仕組みを後ろで支えるシステムが余りにも弱いと思います。ILL を支え

るシステムの一つとして、県域の横断検索システムが挙げられます。各都道府県が持つ横

断検索システムたるや、評価が高いものを見たことがありません。もちろん、県域の横断

検索システムが無意味かということ、そういうことはなくて、実は、そこからデータを取

ってくるのには非常に有効だったりします。カーリルという横断検索システムが有名です

が、カーリルではデータをたくさん取りに行った時、延々返ってこなかったことがありま

す。県域横断システムの方が安定してデータを入手することができることも多いです。た

だ、問題はありまして、利用者に仕組みを意識させる仕組み・構造が良くありません。何

が言いたいのかと言いますと、たとえば、検索した結果に「見つかりません」がたくさん

出てくるシステムが多いです。本があることが分かっているのに「見つかりません」が出

てくるのには非常に違和感があります。 

見つからない理由がなぜかを考えてみますと、例えば、横断検索システムに著者名を 3

名入れた場合に、ある図書館の OPAC は著者名が 2名までしか入らないためにその図書館は

探さないことがあります。また、ISBN 検索に対応していないために、その図書館は ISBN で

は探せないこともあります。そのように、図書館ごとの違いによって探せないこともあり

ます。また、結果が返ってくるのが遅いため、結果がまとめて表示されない場合もありま

す。あるいは、図書館ごとの検索結果が表示されるといった、順番に検索するのを代わり

にやってくれるだけ、というサービスもたくさんあります。 

そのようなサービスは、いかにも過渡期というイメージを利用者に持たせることになり

ます。つまり完成品ではないということです。開発している 中のシステムが提供されて

いて、開発途中のシステムなのに提供していてうれしい、という評価はあります。県域横

断検索を完成品だとはみんな見ておらず、これからいつ完成するんだろう、と思って見ら

れている、というように考えていただくのが妥当だと思います。なかなか完成しないなと

思って見ている人は多くいます。言葉を入力して検索すると、所蔵している図書館が表に
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なってきちんと出てきてくれる、しかも早いスピードで、それが当たり前だと思っていま

す。それが近い将来実現されるはずだが、図書館は公務員だからゆっくりやっているのだ

ろう、と思っている人はたくさんいます。そういう状況ですので、そう思われているうち

に早く完成させましょう。完成させる仕組みを早く作りたいと思います。このままでいく

のでしたらそれなりの覚悟が必要です。これは完成品ではありません、とあえて言いきる

覚悟が必要だと思います。 

 

総合目録の作成は、ILL の 初のステップ 

 まずは使いやすい ILL の仕組みを目指

すことが挙げられます。先ほどデモが行

われたシステムは必要なものですし、そ

れを使って利用者にサービスして、ILL

を増やしていくのは非常に重要です。 

でも、少しでも楽をしたくないですか。

「各図書館が API を実装すれば世の中は

変わる．．．かも」とスライドには書いて

いますが、先ほどのデモでお見せした形

が 終形ではないのも自明です。たとえ

ば、さきほどのシステムでは近くの図書館が優先的になるよう表示していました。この表

示方法は、現時点ではあれが 善かもしれませんが、ずっとあのままでは困ります。それ

ぞれの図書について も近い所蔵館が異なる場合、5冊の本を同じ地域の 5つの図書館にば

らばらに依頼する仕組みが 善だとはいえないでしょう。たとえば、今日はこの図書館に、

明日はこの図書館に、あさってはあの図書館に、それぞれ 5 冊ずつ依頼した方がよほど効

果的ということもあるでしょう。図書を書庫から取り出してきて、それを相手先に送るた

めの送付状を書いて、それをわざわざ 5 カ所別々のところにお金を払って送る必要はあり

ません。でも、ある図書館に利用が集中するというのも困ります。 

それを回避する仕組みを考えている人はたくさんいます。Millennium という図書館シス

テムがありまして、オハイオリンクというオハイオ州の図書館ネットワークにも使われて

います。このシステムは、ILL についてどのような処理をしているのかといいますと、貸出

件数と依頼件数を統計的に処理し、特定の図書館に利用が集中しないように計算していま

す。同じ図書が各地に存在していたら、別の図書館に依頼を回します。また、先ほど依頼

を受け付けた図書館への依頼が再びあったならば、そこに 2 冊目を追加して、翌日はその

図書館へは出来るだけ回さないようにします。そのような仕組みになっています。そうし

て物流コストを低減しています。また、近さだけがすべてを決定する要因では当然ありま

せん。特定の図書館だけに負担が傾注しない ILL の仕組みが当然必要になってきます。も

ちろん、オハイオリンクのような仕組みが日本で有効なのかどうかは分からないことがあ
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ります。オハイオリンクはそういった ILL の仕組みを備えたことで、分担収集を進めてい

ます。その結果、オハイオ州内の図書館の 70%は１冊しか所蔵していません。利用が多い本

は各地で持ちます。そのような分担収集を州内全域でやっています。 

それが日本において可能とは言えませんし、そのまま全部採用することはできません。

そのまま採用しましょうというのではなく、日本においてはどのような形が 善なのかを

考えていくことが重要ではないでしょうか。そういった検討への取り組みね含め、将来的

な展望を参加館と NDL とで考えていき、ILL の仕組みそのものを現在あるものからどんどん

良くしていく必要があると思います。 

 

オープンソース図書館システム 

 4 番目にはオープンソースシステムと

しての NDL サーチを挙げています。NDL サ

ーチはできるだけオープンソース・ソフト

ウェアを使って開発していくことが意識

されています。オープンソース・ソフトウ

ェアのみでも稼働可能になっています。 

また、オープンソース・コミュニティが

維持・発展するように支援していくという

ことも意識しています。例えば、二つの仕

組みがあった時に二つをばらばらに作っ

た方が便利という場合があります。二つをばらばらに作った結果として、それぞれ出てき

た結果を重ね合わせるのが難しくなることがあります。しかし、そうならないように、是

非 NDL としては、NDL サーチはこういう形で作られているから、他の図書館システムに関し

てもそれに合わせる形にしてください、という要望を出していただくような形での支援を

していただきたいと思います。 

 

 また、オープンソース・ソフトウェア

のみで実現する図書館システムについて、

そのような活動の支援をしています。 

実際問題として、オープンソース図書館

システムを NDL がすべての公共図書館に

配る予定なのか？、というお話になりま

すと、当然そこまで持っていくことを計

画しているわけではありません。例えば、

日本医師会はオルカ（ORCA）と呼ばれる

システムを作り、オープンソースとして
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無償で公開しました。東芝、富士通や日立等レセプト管理システムを販売する会社がある

中で、日本医師会は無償で公開しました。その結果何が起こったかといいますと、レセプ

ト管理システムの大手のシェアにはほとんど変わらなかったと言われています。小さなメ

ーカーはオルカを使うようになりましたが、大きなメーカーはほとんどシェアを下げませ

んでした。 

しかし、そのときに起こったことが何かと言いますと、データ流通・データ交換などに

関して、少なくとも日本医師会が定めたフォーマットに合わせたものを提供しないとまず

い、という機運が生まれたことは間違いありません。その結果、去年まで A 社のシステム

を使っていたところが今年は B社に移行するといった際にも、A社のシステムと B社のシス

テム間でお互いにデータを交換することが可能な形になっています。 

オープンソース図書館システムが作られることによって、その内部構造が公開され、試

行的な役割を果たすような機関がそれを使いデータを提供することが、システム間の連携

を行う上で、非常に効果的であると思います。今後、図書館界がレセプト管理システムと

同じような形になるかどうかは分かりません。現在、少なくともデータの交換・流通とい

う問題に関して、図書館界は様々な制約を受けており、多くの問題を抱えていることに間

違いはないと思います。図書館システムを A 社から B 社に変えた際、移行費用何百万と言

われることは、本来あり得ないくらいの価格というのが普通の感覚です。データ変換をす

るのであれば、変換に関して妥当な金額はあると思います。別に無償でやれといっている

お話ではなく、極端に高い価格を提示されることについてのお話をしています。当然、作

業量によりますし、マニュアルの作成、あるいは移行後の保証もありますから、当然コス

トはかかります。そのようなことに関して、多様な考え方を提示できるように、標準的な

仕組みはありえるのではないかと思います。 

 

さらに、オープンソースシステムは

様々な形で影響を与える可能性があると

思っていまして、私自身はそのような活

動をしています。NDL で今回採用されてい

る図書館システムはオープンソースの図

書館システムをベースに作られ、そして

機能の一部を特に強化していくという形

で提供されています。このことはおそら

く、図書館システムはこういう形で作る

ことができます、とシステム全体の完成

度を上げていく形で作り上げていくサンプルを提供するという意味では、よい例になるの

ではないかと思います。これがどのような効果を上げるのかについて、今後注目していた

だければと思います。 
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Library2.0 

Library2.0 を 後 に 載 せ て お き ま し た 。

Library2.0 という言葉は Michael Casey が 2005 年

に言った言葉です。ただ、web2.0 と言ってもなんだ

かよく分からないのと同じように、Library2.0 もよ

く分からない言葉です。 

 

 クロウフォード（Crawford）は Library2.0 が出て

くる様々な論文や記事を探してきて 62 の見方と 7 つ

の定義があることを明らかにしています（カレントア

ウェアネス参照1）。あるいは、ものすごく広く捉えた

ものもあり、音楽・動画のダウンロードから、図書館

が実施したティーン向けのゲーム大会、または iPod 

shuffle の貸出しなど、そのようなものまで

Library2.0 だと言っている場合もあります。 

 

 Library2.0 とは、実は何かと言いますと、このよ

うな原則です。原則と言いますと、ランガナタン以来

のお話になるのですが、目的に合わせて変化していく

図書館サービスを作る必要があり、潜在的な利用者に

対するサービスの促進が必要であり、利用者主導のサ

ービスを通じて利用者自身にそういったサービスを

提供する必要がある、と言われています。 

 

 図書館モデルを考えるときに、図書館が今まで何を

してきたかということに関して、誰かに聞いた話があ

ります。一般的にシステムというのは、計画・実施・

評価を行うのが当然のサイクルになっています。その

方は、なぜ図書館は計画・実施・忘却なのですか？と

いう表現を使われていました。計画をたてて実施する、

これが図書館です。そして、評価はあまり行わずに、

忘れてしまって新しい計画をたてる、これが図書館で

す。このように言われて、反発も覚えましたが、なんとなく納得させられた部分もあった

ような気がします。 

                                                  
1 CA1624 - 次世代の図書館サービス？―Library 2.0 とは何か / 村上浩介 
http://current.ndl.go.jp/ca1624 
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このようなことをなくしてしまう、というのが実は Library2.0 ということになります。

NDL サーチでは、評価のためのアンケートが取られています。また、各地でグループインタ

ビューも行われています。評価をしていくのが NDL サーチの 大の特徴かもしれません。 

 

国立国会図書館サーチをしゃぶりつくす 

スライドには NDL サーチをしゃぶりつ

くすと書きましたが、できるだけ使って

いただきたいと思います。そしてそれら

を使うことで NDL がどうこうすること、

NDL の評価が高まるとかそういうことよ

りも、各図書館が利用者に少しでも高く

評価されるようになっていって欲しいと

思います。図書館界全体がウェブサービ

ス的なことをやっていく、しかもできる

だけコストを下げてやっていくことが必

要です。次世代 OPAC というのはシステムの要件ということは関係なく、図書館の姿勢や考

え方を示す、と書いていますが、図書館の考え方が今後変わっていくという時代にあたっ

て NDL サーチがその中の一つの踏み台になっていく、一つの成功例になっていく、と思っ

ています。 

 

NDL サーチが始まってすぐには、前の操作方法から変わってしまったなど、慣れの問題な

どからなかなか使いにくいところがあるかもしれません。しかし、各図書館のサービスと

の連携を考えていきましょう。そして各図書館で使われているシステムには、できるだけ

データを提供しましょう。このような方針のもとに作られていますので、是非 NDL サーチ

をしゃぶりつくしていただくことに期待をしています。 
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質問（１） 

 NDL サーチの検索対象を全国の市町村立図書館の所蔵にまで拡大した場合ですが、自県

の市町村立図書館の所蔵については、既存の県の横断検索でわかりますので、NDL サーチ

では自県を除いて近隣の県の市町村立図書館の所蔵を検索・表示させて、相互貸借できる

というような機能になりませんでしょうか。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 佐藤 

 自県にないから NDL サーチをお使いになるということは承知しております。NDL サー

チの検索対象ですが、一度に全国の市町村立図書館に横断検索をかけるというのは、シス

テムに負荷がかかりますので現実的ではないと思います。たとえば隣の県とか、東北地方

とか範囲を指定した上で、横断検索をかけるというやり方になるのではないかと思います。

相互貸借を市町村立図書館に依頼することについては、まだ具体的に想定できておりませ

ん。 

 

質問（２） 

横断検索はどのようなものが標準になりますか。当館は近々リプレースを予定している

のですが、市町村立図書館にはどのように呼び掛けていくべきでしょうか。 

 

慶応義塾大学准教授 原田 

私見ですが、NDL サーチのようなシステムを公開していきますので、その機能を使って

いくと県内の横断検索システムを作るのは従来よりも楽になると思います。県域横断検索

が作られた段階で、その県域横断検索システムと国立国会図書館との連携が行われるとい

うのが一番穏当かと思います。既存のシステムが OAI-PMH1に対応しているなら、その機

能を有効にしてもらうよう市町村立図書館に求めて頂ければよいです。しかし、対応して

いない場合は今すぐシステム改修を行おうとすると費用がかかりますし、拙速のため上手

くいかないということがありますので、各図書館でのリプレースのタイミングを見計らい

ながら SRU/SRW2に対応するように求めていけばよいと思います。 

                                                  
1 OAI-PMH は「Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting」の略。デ

ータの自動収集によってメタデータを交換するためのプロトコルの名称。 
2 SRU は「Search/Retrieve URL Service」の略。SRW は「Search/Retrieve Web Service」
の略。SRU/SRW は、Z39.50 プロトコルの利点を残し問題点を押えながら、Web との親和

性を向上させている。 

６．質疑応答 
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質問（３） 

NDL サーチに大学図書館関係のデータは入っていますか。また、大学図書館と公共図書

館の ILL の仕組みはどうなっているのでしょうか。もう一つ質問がありまして、民間企業

である Amazon や Google に NDL サーチを利用させているというのは少し違和感があるの

ですが、それは国立国会図書館の方針ですか。 

 

国立国会図書館総務部情報システム課主査兼システム第一係長 小澤 

WebcatPlus3については、画面の右側の部分で再検索ができるようにしています。また大

学図書館との連携という観点では、機関リポジトリを集積している JAIRO4からメタデータ

を収集しています。NDL サーチでは、大学図書館の所蔵は再検索ができますが、ILL がで

きるわけではありません。Google に利用させているというのは、Google での検索結果一覧

の上位に、NDL サーチの書誌詳細画面が表示されるように最適化しているということです。 

 

国立国会図書館総務部情報システム課課長 中山 

NDL サーチは、利用者が一次情報に辿りつけるようにすることを目的としています。利

用者のナビゲート先は公共のサービスに限らず、民間のサービスも視野に入れていいので

はないかと考えています。 

 

質問（４） 

 平成 24 年 1 月から NDL サーチにシステムが変わることに関わって、参加館では IP ア

ドレス変更以外にどのような対応が必要になりますか。それに対応できない館はどのよう

な影響があるのでしょうか。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課 志村 

 IP アドレスの変更以外には必要なことはありません。IP アドレスの変更ができない場合

はデータの受取が出来なくなりますので、個別に調整させていただければと思います。 

 

質問（５） 

去年のフォーラムでは、総合目録に提供するデータを Dublin Core5に準拠するフォーマ

トに変えていって欲しいと仰った記憶があります。今の志村さんのお答えでは、それにつ

いて触れられていませんが、どうなったのでしょうか。 

 

                                                  
3 Webcat Plus は、国立情報学研究所が運営する本、作品、人物の検索サービス。

http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
4 http://jairo.nii.ac.jp/ 
5 Dublin Core（ダブリン・コア、略称 DC）とは、メタデータ記述に使う語彙の通称。 
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国立国会図書館関西館図書館協力課 志村 

 確かに DC-NDL6で送付されるのであれば、その方がいいです。平成 24 年 1 月時点での

ご対応は多分無理だと思いましたので、IP アドレスの変更のみということを申し上げまし

た。平成 24 年 1 月時点ではこれまで通り、共通フォーマットでのご提供をお願いします。 

 

国立国会図書館関西館図書館協力課課長 佐藤 

データ提供館でシステムリプレースを検討される際には、標準的な形式を採用するよう

お願いしたいと思います。近いうちにリプレースを予定されている場合は、事務局にご連

絡下さい。 

 

質問（６） 

原田先生は、図書館員には情報関係の知識、スキルがどの程度必要と思われますか。 

 

慶応義塾大学准教授 原田 

基本的には引継ぎができる程度でよいと思います。HTML、XML については、できれば

本を読んでおいて頂きたいと思います。システムエンジニア(SE)と話ができるスキルもで

きるだけ身につけて頂きたいと思います。文部科学省令7で定められた図書館司書講習科目

に図書館情報技術論が設置されましたけれども、その中で最低限として WebAPI8のことな

どが項目として挙げられています。その背景には、あまり高いスキルを求めると、スキル

が高い人がいなくなるとサービスが提供できなくなってしまう、そういう状況は避けた方

がいいということがあります。図書館に関わる多くの人の集合知のような形で、みんなが

少しずつ色々なことを言えるような状況が望ましいと考えています。 

 

 

                                                  
6 http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/meta.html 
7 図書館法施行規則（昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号） 
8 API は「Application Program Interface」の略。あるプログラムが別のプログラムの機

能を呼び出して使うための手続きを定めた規約の集合。ネットワーク上で利用する API を
特に WebAPI と呼ぶ。 
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国立国会図書館総務部司書監の原井と申します。総合目録を担当しております関西館図

書館協力課と一緒になりまして当館の図書館協力事業の推進に努めております。本日は第

１８回総合目録ネットワーク事業フォーラムにご参加頂きましてどうもありがとうござい

ました。 

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

した事業です。参加館、データ提供館をはじめ、皆様のご尽力のおかげでここまで育って

まいりました。そして、今日の話にも出てきましたように、来年の 1 月には NDL サーチに

システムを統合するということで、来年度は、この事業開始以来の変革期になる予定です。

そこで、今日は、来年度以降の計画・事業方針につきまして図書館協力課長の佐藤から、

NDL サーチにつきましてはその概要を情報システム課の小澤から、次世代の総合目録機能

についてはデモンストレーションでイメージをお見せしながら図書館協力課の志村から、

皆様に報告させていただきました。 

原田先生につきましては、この NDL サーチの開発について日々色々と働いて頂いていま

すが、本日は図書館情報学の知見から、これまで私たちが見慣れてきた総合目録を越えた

NDL サーチの使い方について啓発的な御講演を賜りました。非常に迫力のある、熱意のあ

る御講演で、驚かれた方もいらっしゃるのではないかと思います。しかしながら私どもは

利用者に対しましては驚きを与えないサービス、図書館外でも通用するサービスを作って

いかなくてはならないということ、また総合目録事業でも総合目録以外の事業でも、この

ように驚かれないサービスを構築していくためには到底もう単館ではやっていけないとい

うこと、そのようなことを印象深く感じました。 

また質疑応答の中では、来年度の変革について不安をお持ちの方、積極的に考えていら

っしゃる方、色々いらっしゃるという風に感じました。 

 

７．閉会あいさつ 

 

 

                                総務部司書監 

原井 直子  
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図書館協力、中でも総合目録というのは国立国会図書館にとりましては非常に大きな任

務の一つです。総合目録にとりまして来年度は特に大事な時期ですけれども、引き続き皆

様のご支援ご協力を宜しくお願いしたいと思います。 

本日は参加館、関係機関の皆様、年度末のお忙しい中お集まり頂きどうもありがとうご

ざいました。 
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