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第１０回総合目録ネットワーク参加館フォーラム 記録 
 
 

 ○日時 ： 平成１５年３月１９日（水） 午後１時 30 分～午後４時 30 分 
 ○会場 ： 国立国会図書館 関西館 大会議室 
 
 
 （司会：国立国会図書館 関西館事業部 図書館協力課 課長補佐  吉本惠子） 
 
 
開会挨拶  

国立国会図書館 関西館事業部長  内海 啓也 
 
 本日はお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。 
 国立国会図書館関西館は昨年の 4 月に組織が発足し、10 月に開館いたしました。関西館

の開館と同時に、いわゆる電子図書館サービス機能の提供を本格的に開始しました。 
 例えば、近代デジタルライブラリー、これは当館が所蔵している明治期に刊行された資

料の一部、約 3 万冊をデジタル情報で公開するというものです。そのほかに、インターネ

ット資源選択的蓄積実験事業（WARP）、ネットワーク情報の中にあるデータベースのナビ

ゲーションサービス（Dnavi）も始めております。 
 この総合目録ネットワークにつきましても、4 月の関西館の組織発足と同時に業務を開

始しました。平成 14 年度には参加館が 700 館を超える規模になったこともあり、システ

ムの改修予算が計上されました。平成 15 年度に設計開発を行い、平成 16 年度には新しい

システム機器で総合目録ネットワークを運営していく予定です。 
 本日の会議では、当館から、平成 14 年度の事業報告及び平成 15 年度の事業計画につい

て、総合目録システムの改修内容も含めて報告させていただきます。また、参加館の方か

らもご報告いただいた後、懇談を行います。フォーラムということでございますので、忌

憚のないご意見をいただきたいと思います。 
 当館では同じく平成 14 年度より、レファレンス協同データベースの構築を実験的に行

っているところでございます。このことにつきましても今後皆様方のご協力を仰がなけれ

ばならないということで、懇談に入る前に事業の概要について説明させていただきます。 
 本日は 3 時間にわたる長い会議でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
１．報告「平成 14 年度の経過報告及び今後の予定」 

国立国会図書館 関西館事業部 図書館協力課長  児玉 史子 

 
 総合目録ネットワーク事業は、平成 10 年度の開始から丸 5 年となった。また、この参

加館フォーラムも実験段階から数えて 10 回目を迎えた。 

 今年度は国立国会図書館にとって、関西館の開館という大きな節目であったが、私が担
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当している図書館協力業務についても大変大きな節目であった。そして、この総合目録事

業にとっても大きな節目となった年である。本日は、その点を中心に、また、来年度以降

の予定について報告する。 

 まず、この総合目録ネットワーク事業にとって大きなこととして、係の新設がある。昨

年 4 月の関西館開庁を機に、関西館に事業部が設けられ、そこに図書館協力課が設置され

た。図書館協力課は、図書館間の連携協力を高めるべく基盤整備を中心に業務を展開して

いるが、業務の柱のひとつがこの総合目録ネットワーク事業である。平成 13 年度までは

図書館協力部国内協力課の連絡係が担当していたが、事業の円滑な運営のために、図書館

協力課に総合目録係を設けた。3 人の係だが、本事業の運営を専任で行っている。係の設

置によって皆様との窓口が明確になった。 

 関西館の概要についてはお手許のパンフレットをご覧いただきたい。また、フォーラム

の後に予定している見学会で、関西館の施設あるいは利用者サービスの一端を見ていただ

ければと思う。 

 

○平成 14 年度の経過報告 

 平成 14 年度の経過をいくつかの項目をあげて簡単に報告する。日時を追っての経過は

資料 1 をご覧いただきたい。 

 1 点目は参加館の拡大についてである。今年度も、年度当初に市区町村立図書館の新規

参加館を募集した。その結果、市区町村立図書館 194 館、県立図書館分館 1 館、政令指定

都市立図書館分館 17 館、計 212 館が新たに参加館となった。今年度新規参加館は、9 月

からシステムの利用を開始している。 

 現在の総合目録の参加館はトータルで 724 館であり、内訳は国立国会図書館 1 館、都道

府県立図書館 56 館、分館を含む政令指定都市立図書館 119 館、市区町村立図書館が 548
館である。 

 また、本日のデータ数は基本書誌が 705 万件、総書誌数が 2,270 万件になっている。書

誌件数、データ提供館の詳細については、平成 15 年 3 月 14 日現在のデータになるが、お

手許の参考資料をご覧いただきたい。 

 新規参加館に対する国立国会図書館主催の研修会は、事務局の関西館移転もあり、今年

度は開催しなかったが、7 月に東京と関西で都道府県立図書館を対象とする研修会を開催

している。各地域での連携協力業務の中心になっている都道府県立図書館にお集まりいた

だき、各地域における総合目録の研修会開催のための、意識や問題点の共有をかねての研

修会とした。来年度は当館でも、新規参加館を対象に研修会を開催したいと考えている。

都道府県立図書館の方にお集まりいただいての研修会は、大体 3 年程度で担当者の交代が

あるとお聞きしているので、3 年程度のスパンで開催したいと考えている。   

 各地域における研修会の具体的な実施状況についても、お手元の参考資料をご覧いただ

きたい。多数の県で研修会を開催していただいており、この場を借りて改めてお礼を申し

上げる。 

 事業の展開に向けて、11 月には協力館会議を開催した。都道府県立図書館、政令指定都

市立図書館 10 館にお集まりいただき、総合目録の現状報告と今後の課題についてご意見

をうかがった。事業開始後 5 年が経過し、参加館の数も当初に比べて圧倒的に増えている。

こうした状況を踏まえて、現状調査をしたいと考え、協議をお願いした。協議の結果が、

先日お願いしたアンケートと、来年度お願いしたい統計調査である。アンケートは現在集
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計中であり、結果については何らかの形で公開したいと考えている。 

 さて、来年度は現在運用しているシステム機器の更新時期にあたる。総合目録ネットワ

ークのシステム機器は、現在東京本館にあり、東京本館の情報システム課がシステム運用

を行っている。平成 15 年度の機器更新を機に機器を関西館に移転し、平成 16 年度以降の

運用をしていきたいと考えている。平成 14 年度は、このシステム機器の更新に向けて概

要設計を行っており、平成 15 年度に機器の移転・更新に加えて、システムの機能改善も

行う予定である。 

 機器の更新、機能改善に向けて、「総合目録共通フォーマット」の改訂を行った。改訂に

ついては既に通知しているが、今回の改訂の主な理由としては、JAPAN/MARC（2002 フ

ォーマット）への対応が挙げられる。現行の「総合目録共通フォーマット（第 2 版）」の

制定時から、JAPAN/MARC は 2 回改訂されているため、現行のフォーマットでは対応し

きれない部分がある。JAPAN/MARC との整合性を持たせるために、今回の改訂を行った。

ただし、新フォーマットによるデータの受付は機器更新後の平成 16 年度以降である。平

成 15 年度は現行フォーマットで受け付ける。以上の 2 点については、後ほど詳しく報告

させていただく。 

 

○今後の予定 

 平成 15 年度以降については、お手許の資料に簡単に予定を挙げている。例年どおり、

新規参加館の募集を年度当初から開始する。また、皆様には、1 年間統計調査をお願いし

たいと考えている。大変手間のかかることとは思うが、事業運営の基礎になるものである

ので、よろしくお願いしたい。なお、フォーラムは今回初めて関西館で開催したが、来年

度も同様に関西での開催を考えている。 

 スケジュールについては以上だが、来年度の大きな課題として、先ほど触れた通り、シ

ステム機器の更新がある。機器のバージョンアップを機に、これから申し上げる 2 点を行

いたいと考えている。 

 1 点目は、総合目録のデータベースをインターネット上に一般公開することを検討した

いということである。一般公開については、先日のアンケートでもいろいろとご意見をい

ただいた。問題点が多々あることはご指摘で承知しているが、機器更新にあたっては、一

般公開を視野に入れた改善・改修を行いたいと考えている。もちろん、現行のデータベー

スをそのまま公開するのではなく、一般公開向けの別画面を想定している。相互貸借機能

は持たせず、あくまでも書誌データの公開に留めるつもりである。特定の図書館に貸借が

集中することが懸念されているが、データ提供館が順調に伸びており、平成 16 年度には

50 館を超えることが予想される。運用・システム両面での工夫によって、貴重なデータを

公開することが可能ではないかと考えている。 

 2 点目は、参加館の拡大である。現在、市区町村立図書館については 1 自治体 1 機関、

中央館のみという形でお願いしているが、町村合併等により現状では対応しきれない事態

が予想される。これについても平成 15 年度中に検討し、平成 16 年度からの実施を考えた

いと思っている。以上の 2 点が平成 15 年度の大きな課題になると考えている。 

 実験段階から、この総合目録ネットワーク事業も 10 年近くになっている。参加館の皆

様との共同作業により作り上げてきたこの事業も、新たな展開の時期を迎えているかと思

う。今後の事業の発展のためにも、本日のフォーラムにおいて、是非皆様の率直なご意見

をお願いしたい。 
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２．報告「総合目録ネットワーク事業の平成 15 年度計画」  

国立国会図書館 関西館事業部 図書館協力課 総合目録係長  長嶺 悦子 

 

 平成 15 年度、国立国会図書館が総合目録ネットワーク事業について、どのようなコン

セプトでどのような作業を行うのか、また、作業に伴う参加館への影響について、少し具

体的に報告する。 
 ここでは、大きく三つの内容について順に報告する。 
 1 点目は、システム機器のリプレースとそれに伴う機能改善について、コンセプトとス

ケジュールを報告する。2 点目として、総合目録共通フォーマットの改訂について、目的

及び変更点のうちポイントとなる主な項目、また、共通フォーマットの導入スケジュール

について説明する。3 点目は参加館状況調査についてである。 
 
（１）システム機器リプレースとそれに伴う機能改善 
 本事業に関して、平成 15 年度に国立国会図書館が取り組むべき最も大きな作業は、シ

ステム機器のリプレースである。システム機器の使用は基本的に 4 年のスパンで想定して

おり、現行のシステムは平成 15 年度に使用期限を迎えることになる。 
 このため、今年度から、平成 16 年度の新機器リリースに向けた移行準備作業に着手し

た。現在まさに、概要設計作業の詰めの段階である。現行のシステム機器は東京本館に設

置されているが、新しい機器は関西館に導入する。 
 スケジュールとしては、今年度に概要設計作業、来年度は設計、開発、機器導入、デー

タベースの移行再構築、検証作業を行い、平成 16 年度にリリースという 3 年計画である。 
 リプレースにあたっては、ハードウェア、ソフトウェアのレベルアップが当然発生する

が、現在のシステム機能及びデータベースの構造は保持した上で、更なる機能の改善・強

化を図っていくことが前提となる。 
 
○大量データ更新への対応 
 それでは、機能改善と強化について、現段階での考え方と内容について報告する。 
 1 点目として、大量データ更新に対応する。現行システムの導入から 3 年を経過しよう

としているが、この間、データ提供館数、書誌データ件数ともに大きく増加した。ユーザ

数の増加は市区町村立図書館の参加によるものであるが、データ提供館にしても 2000 年 3
月段階の 27 館から現在 44 館まで増加している。また書誌件数の方も大幅に増加している。 
 データ提供館の増加はすなわち、データ更新量も増加するということである。実際に、

データ処理にかかる時間は長くなる傾向にある。 
 特に今年度は各参加館の図書館システム入替のタイミングに当ったのか、データの全件

削除・再登録についてご相談を受けることが非常に増え、作業が複数館で発生している。

この件については後ほど神奈川県立図書館からご報告いただく。 
 新規のデータ投入、差分更新処理に加えて、こういった大規模な全件削除・再登録とい

う作業が発生すると、データベースの再同定処理が生じるのでやはり処理に時間がかかる。

総合目録ネットワーク事業も運用後数年経過し、今後こういったケースが恒常的に生じる

ことを想定する必要が出てくる。 
 つまり、今回のリプレースでは、新規データ提供館のデータの大量投入というこれまで

の大掛かりな作業以外に、データの入替に伴う大量削除・再登録という作業が発生するこ
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とを想定して、対応を強化する必要があるということになる。 
 
○検索機能の向上 
 もちろん、検索サービスに影響を及ぼすことのない、安定的なデータベース運用の実現

という観点からも充分な検討が必要である。 
 大量のデータについて、レスポンスの低下を招くことなくいかに効率的に検索するか、

データベースの構成を中心に現在検討している。データの増加とユーザの増加・多様化の

双方に対応することが課題になる。 
 それから、これまで参加館の皆様からご要望の多かった内容細目の中間一致検索に対し

て、全文検索機能の導入を予定している。 
 現在「書名中用語」という項目を用いて内容細目を対象にして中間一致のような検索が

可能ではあるが、これはあくまでもインデックスとして切り出された「名詞」に対する検

索であった。ここに全文検索機能を導入することを現在検討している。 
 ただし、検討を重ねてきた結果、ノイズの発生もさることながら、レスポンスにどうし

てもある程度の時間がかかってしまうことが見込まれるため、従来の「書名中用語」の検

索では見つけることができなかったケースについて、更に詳細な検索を行いたい場合の「オ

プション画面」として現行の一般検索画面とは別の画面に展開する方向で予定している。 
 
○セキュリティの確保 
 3 点目としては、セキュリティの確保が挙げられる。近年、ネットワーク化に伴う情報

セキュリティへの関心の高まりとともに、総合目録システムのセキュリティについてご質

問を受けることが増えてきた。 
 実のところ、現在の総合目録システムはプレーンな ID とパスワードによる認証である

が、機器のリプレースにあたっては、暗号化等セキュリティの向上を図るべく検討を行っ

ている。 
 また、近年はネットワーク環境の変化が著しい。従来データ提供館の皆様から修正デー

タのファイルをお送りいただく時には、当館側でグローバル IP アドレスの認証を基本と

していた。図書館の住所ともいうべき IP アドレスを認識し、当館のネットワークセキュ

リティを通すという方法を採ってきたが、県域ネットワークを経由したインターネット接

続等の事情により、固定の IP アドレスの取得が難しいというご相談を受けることも増え

ている。 
 このため、差分更新データの受付方法についてもあわせて検討を行っている。 
 現在いくつかの手法を比較検討しているが、たとえば http-get が考えられる。現行では

参加館から ftp でファイルを送っていただいているが、これとは逆に国立国会図書館から

取りに行く方法である。各図書館の Web サーバの一角にファイルを置いたことを、国立国

会図書館にお知らせいただくと、その通知を元に指定された場所にファイルを取りに行く

仕組みである。 
 この方法は、参加館の皆様で Web サーバをお持ちであること、また国立国会図書館から

のアクセスをお許しいただくことが前提になるので、各図書館のセキュリティに関しても

ご意見をお聞かせ願いたい。 
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○トレーニング機能の導入 
 新しい機能として、トレーニング機能の導入を考えている。 
 現在、市区町村立図書館の新規ネットワーク参加に際しては、研修会への参加をお願い

している。 
 ただ、国立国会図書館主催の研修会は、開催できても場所と回数が限られる。特に今年

度については、10 月の関西館の開館準備のために、新規参加の時期に対応できないという

ことで、多くの参加館に県域研修会開催のご協力をいただいた。 
 しかし、人員や時間的な問題、地理的な問題によって、どうしても県域の研修会にも出

席できない図書館が存在していることも事実である。 
 そこで、市区町村立参加館の担当者に、システム利用方法の自習や研修の復習ができる

ように、また、担当者が急に代わってしまってもすぐにシステムの利用方法を学んでいた

だけるように、トレーニング機能を付加することを検討している。 
 県域の研修会では、協力担当者を集めて行う連絡会議と併せて総合目録ネットワークの

説明会を開催していただく場合もあるようだが、「システムの利用方法」と「相互貸借の運

用のルール」という、若干性質の異なる二つの内容を一度に話すことが困難だというご指

摘をいただいている。 
 「システムの利用方法」の部分をこのトレーニング機能に任せることができれば、県域

内の図書館協力の枠組みや地域の実態と照らしながら、相互貸借のルールについての意識

の共有化をはかりつつ総合目録ネットワークを扱っていただきやすいのではないかと考え

ている。 
 また、現在冊子の『国立国会図書館総合目録ネットワーク マニュアル』を配布してい

るが、こちらに多くの訂正が生じてきている。マニュアルをシステム化することで、最新

の状態が随時参照いただけるよう、更新の強化も可能になるのではないかと考えている。 
 
○ユーザインタフェースの改善 
 現在の画面は非常に飾り気がないが、最近ネットワークに参加された市区町村立図書館

からは「もっと親しみやすい画面にならないか」といったご意見をよく伺う。 
 現在の画面は、総合目録が「パイロット電子図書館プロジェクト」として開始された当

初、まだ Internet Explorer や Netscape Navigator などが登場していない時代に開発され

たものである。実は、最近まで古いブラウザを使用しているためテーブルタグ等を使うと

画面が見えなくなってしまうケースがあった。このため、画面のリニューアルは行ってこ

なかったのだが、その後全参加館が標準的なブラウザに対応されたことを確認できたので、

今回のリプレースとともに画面のリニューアルを考えている。 
 リニューアルに当って、これまでご要望の多かった検索結果一覧画面のページング機能

を付加する。また、書誌詳細画面を見比べて確認したい時には一覧画面に戻る必要があっ

たのだが、これを前書誌、次書誌という形でダイレクトに遷移できるようにする。また、

所蔵館の並び順についても、近隣地域から順番に並べて欲しいというご意見が非常に強く

あるので、これらについても改善する方向で現在検討している。 
 また、システム的なことではないが、実は大きい問題として、「国立国会図書館総合目録

ネットワークシステム」という名称について、長い、扱いづらいというご意見をいただい

ている。これについては何か呼びやすい、分かりやすい愛称・名称を付けることができれ

ば、画面のリニューアルは良いタイミングになるので同時にオープンにできればと考えて
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いる。 
 本日のアンケート用紙の一番最後に、愛称をご記入いただく欄を設けたので、良いアイ

デアがあれば是非お寄せいただきたい。なお、後日の提案についても歓迎する。 
 
（２）総合目録共通フォーマットの改訂について 
 次に、リプレースのタイミングに向けた「総合目録共通フォーマット」の改訂について

報告する。 
 昨年度からフォーマット改訂の検討を開始し、今年度は実質的な確定に向けた作業を行

ってきた。先日、データを提供する権利を持つ都道府県立図書館、政令指定都市立図書館

に対して通知したところである。 
 検討の際に、民間 MARC 作成各社の皆様には、当館からの問合せに対して資料をお送

りいただいた。ご協力に感謝している。 
 リプレース後の新データベースは、改訂版フォーマット「総合目録共通フォーマット（第

3 版）」を基本フォーマットとして構築する。 
 フォーマット改訂の主な目的は次の 2 点である。 
 まず 1 点目が、JAPAN/MARC（2002 フォーマット）への対応である。総合目録データ

ベースは、国立国会図書館の JAPAN/MARC を基盤として構築される。しかし、現行の「総

合目録共通フォーマット（第 2 版）」は、JAPAN/MARC の二世代古いバージョン（1981
フォーマット）に準拠しているために、現在国立国会図書館が実際に作成している新しい

データに正しく対応しきれていない。 
 平成 16 年度のシステム機器のリプレースに伴うデータベース再構築のタイミングは良

い機会になるので、「総合目録共通フォーマット」を改訂し、総合目録データベースに提供

している国立国会図書館のデータを JAPAN/MARC にきちんと準拠させることとした。 
 2 点目として、フォーマット中の用語を原則として『日本目録規則 1987 年版改訂 2 版』

に沿ったものとしたほか、フォーマット中の用語の定義についても明確化を図った。 
 改訂の前提としては 2 点挙げられる。第一に、非常に重要なことだが、フォーマット構

造の大幅な変更は行わない。データ提供館に過度の負担をおかけしないよう、基本的には

現行フォーマットの拡張とする。 
 しかし、シリーズに関するフィールドなど、現行フォーマットから変更が必要となる箇

所は存在する。 
 当館としても、各参加館におけるデータ抽出・変換プログラムの修正は、現実的には各

図書館での図書館システム更新のタイミングになり、全面的な切替には数年がかかるだろ

うと認識しているが、各参加館の皆様には適切なタイミングにおいて、順次第 3 版への対

応をお願いしたい。図書館システム・メーカーの皆様にも、ご対応を重ねてお願い申し上

げる。 
 第二の前提として、平成 16 年度にリリースされるシステムにおいては、こうした状況

を考慮し、現行フォーマットによるデータの受入を継続する。データベース登録の際に新

旧フォーマットを判断したうえで登録を行う形で、両フォーマットに対応できるように検

討している。 
 次に、改訂の内容について、特にポイントになる点をピックアップして説明する。 
 改訂の目的でも述べたが、国立国会図書館のデータについて、今まで JAPAN/MARC に

フィールドが存在しながら「総合目録共通フォーマット」で受け入れられないデータにつ
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いては、一律に注記へ収録することで対応していた。 
 今回、対応するフィールド群を新設することで、電子出版物、地図資料、楽譜といった、

JAPAN/MARC(M)に新たに収録し始めた資料群についても、総合目録のデータで正しく対

応できるようになる。これらの資料群は総合目録データベース本来の収録範囲である「和

図書」には含まれないものではあるが、国立国会図書館のデータは「全国書誌」という位

置付けで提供しているので、この考えに基づいて JAPAN/MARC の収録範囲を提供してい

く。皆様には書誌作成の際などに、ご参照・ご活用いただきたい。 
 2 点目に、必須項目「フィールド 001」の廃止がある。 
 現行フォーマットの必須フィールド 001 に「レコード識別番号」という箇所があり、各

図書館においてユニークな番号が収められている。このデータは総合目録システム上では

ユニークではない。あくまでも、各図書館の識別番号である。 
 実は全く同一のデータがローカルのレコード、950「各館のユニークなコントロール番

号」という箇所にも存在する。これが非常に紛らわしく、誤解を招く場合があるので、950A_
の「コントロール番号」に一本化する。今後は、950A と図書館コードの組み合わせでデ

ータを識別していく。 
 図書館システムの入替によって、コントロール番号が変更された場合、現行の 001、改

訂版フォーマットでは 950A が変更になった場合は、総合目録データベースでは別書誌と

みなされて、修正データが上書きされなくなるのでご注意いただきたい。 
 3 点目は ISBN、ISSN に関する変更である。 
 現在の総合目録の画面上では、ISBN、ISSN について、各冊かセットに付与されたもの

か区別がつかない。そこで、データ長を拡張し、画面に明示できるように変更する。 
 民間の MARC フォーマットでは、「セット ISBN」が判別できるようになっている場合

があるので、共通フォーマット変換の際、それを生かして末尾に「（set）」と付与して収め

てほしい。 
 また、「誤 ISBN」を収めるフィールドを新設する。これは、JAPAN/MARC には存在し

ないフィールドだが、民間 MARC フォーマットに対応して新設したものである。 
 例えば、資料に記載されている ISBN が誤りであった場合、総合目録の「誤 ISBN」に

データが収録されていれば検索が可能となる。 
 なお、誤 ISBN は検索キーとして用いるが、同定項目にはしない。同定の際には正しい

ISBN のみを対象にする。 
 余談になるが、ISBN の桁数については、今後 10 桁から 13 桁に変更される。今回のフ

ォーマット改訂には盛り込まないが、システム的には考慮した形で設計を行う。ISBN 桁

数の変更が本格実施されるのは 2007 年と聞いているので、その頃にはフォーマットの修

正が生じる予定である。 
 4 点目は、960D「所蔵館の請求記号」についてである。現在、960D「所蔵館の請求記

号」では、1 バイト文字、いわゆる半角文字しか許容されていない。フォーマット作成当

初のミスと思われるが、ひらがなや漢字を含む請求記号をきちんと収録できるよう、改訂

版フォーマットでは 2 バイトフィールドに変更する。 
 そのほか、改訂内容の概要は、3 月 3 日付でお送りした文書「総合目録共通フォーマッ

トの改訂について」でお知らせしているのでご確認いただきたい。また、改訂版フォーマ

ットについて、もう少し詳しい説明が入ったものを現在作成しているので、後日お送りす

る。 
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 それでは、改訂版フォーマットによるデータ受入についての現段階での想定スケジュー

ルを説明させていただく。 
 まず、平成 15 年中に、東京にある現行データベースでの新規の提供データ、すなわち

新たに提供館になっていただく場合の全件データ受入を停止し、以後は新しいデータベー

スへの投入とする。 
 そして、平成 16 年 1 月に、総合目録の新しい機器を関西館に導入してデータベース再

構築を開始する。改訂版フォーマットによる国立国会図書館のデータから投入することに

なる。 
 国立国会図書館のデータ投入後、現行のデータベースから参加館のデータを移行する。

その後データの検証が完了すると、新データベースのリリースということになり、新しい

機器で差分更新修正データの受付を開始するというスケジュールを現在想定している。 
 実際に機器が導入され、更新プログラムの移植が完了しないと、データのチェックを行

うべき環境が整わないため、改訂版フォーマットの検証作業が可能となるのは平成 16 年

の 1 月以降、ということになる。作業状況によってはスケジュール変更の可能性があるの

で、必要に応じてお知らせしていく。 
 
（３）参加館状況調査 
 「参加館状況調査」は統計調査とアンケートの 2 種類から成っている。 
 主旨は依頼文書にも明記しているが、市区町村立図書館参加後 1 年を経過したタイミン

グでもあるので、相互貸借の状況について数値データを得たいということが 1 点目である。

参加館状況調査のうち統計調査にあたる部分である。  
 2 点目としては、都道府県立・政令指定都市立中央館、すなわちデータ提供館相当の図

書館の相互貸借業務の現状、県域の情報・物流ネットワークの状況を把握したいというこ

とである。こちらについては、アンケートをお願いした。結果は今後の総合目録事業の展

開を検討するための貴重な資料とさせていただく。 
 統計調査については、相互貸借量が増えているというお話を伺っているが、裏づけとな

る数値データがほしい、ということである。 
 当初は統計をお願いする参加館を限定する方向で考えていたが、全参加館からとしなく

ては意味がないというご意見もあり、全参加館にお願いすることとした。 
 業務ご多忙の中、大変お手数をお掛けするが、ご協力をお願い申し上げる。 
 また、アンケートについては先週末を締切としていた。回答をざっとではあるが非常に

興味深く拝見している。ボリュームもあり、まとめあげるのはなかなか大変だと改めて認

識しているところである。これは 15 年度の大きな作業になると考えている。 
 参加館からも、業務の参考にしたいので結果を知らせてほしいといったご要望をいただ

いている。鮮度を考慮して、アンケート部分のみの形でも結果を早目にご報告する必要が

あると思っている。 
 いただいたご意見を元に、今後の事業展開のたたき台を作成し、皆様にご検討いただき

ながら慎重に今後の事業を進めていきたい。 
 
 平成 15 年度、国立国会図書館は、システム機器リプレースに関する作業、事業運営に

関する検討作業を 2 本柱として作業を進めていく。 
 総合目録共通フォーマットの改訂は、主として今年度の作業であったが、改訂版フォー
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マットでの同定の向上、今問題になっている書誌割れへの対応についても引き続き検討を

進めていく。 
 総合目録ネットワーク事業は、参加館の皆様、関係機関の皆様の沢山のご協力をいただ

いたおかげでここまで育ってきた。皆様とともに作り上げてきた事業であり、また、今後

もそうあるべきだと考えている。引き続きご意見・ご協力をよろしくお願い申し上げる。 
 
 

３．質疑応答 

 

仙台市民図書館： 
 JAPAN/MARC に対応するフィールド群の新設・変更について質問がある。新たに電

子出版物、地図資料、楽譜等の資料群を公開し、参照・活用できるように考えていると

いうことであったが、例えばカナヨミ等、内容的なもののタグ情報をダウンロードする

ことについてどのような方向で考えているか。データの参照・活用がどこまで可能か、

今分かっている範囲で構わないのでお尋ねしたい。 
 

国立国会図書館（以下 NDL）（長嶺）： 
 現在のシステムにはダウンロード機能は付けていない。次のシステムについても、ボ

タンを押すと何かのファイルの形で取り出せるといったようなダウンロード機能は検

討していない。 
 ダウンロードはできないが、現行システムでもタグ表示画面で基本書誌のすべてのデ

ータをご覧いただけるので、そちらをご参照いただきたい。 
 

仙台市民図書館： 
 ダウンロードをしないまでも、カット＆ペーストをして自分のところの書誌データに

取り込んだり、それを何かのファイルにしてまとめてタグを送るシステムを作ったりと

いうことを、許可すること等は考えていないということでよいか。 
 

NDL（長嶺）： 
 許可という形では考えていない。 
 

仙台市民図書館： 
 洋書データについてもお尋ねしたい。図書データベースの中で洋書、中国語、韓国語

等いろいろな言語があるが、それらについても同様な観点からタグ情報を見せる予定は

あるか。 
 

NDL（長嶺）： 
 総合目録に提供しているデータは JAPAN/MARC(M)と同一である。洋書などは

JAPAN/MARC(M)には含まれていないので総合目録にも含まれない。国内刊行洋書とい

う形で一部含まれているデータはあるが、洋書、アジア言語資料等のデータについては

含まれない。 
 当館のホームページに「日本全国書誌」のページがあるので、具体的にどういった資
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料が入ってくるのかはそちらでご確認いただける。 
 基本的には和図書と、先程申し上げた通り、非図書の部と言われている電子出版物の

ほか、楽譜、地図資料などが今後入ってくる。 

 

 

４．参加館からの報告 

「国立国会図書館総合目録データの全件削除及び再登録について」  

神奈川県立図書館 調査部協力課  原 勇次 

 

 神奈川県立図書館で行った国立国会図書館総合目録データの全件削除及び再登録につい

て、なぜ全件削除・再登録せざるを得なくなったのか、その経緯と再登録の作業手順を報

告する。 
 
○神奈川県立の図書館の概要 
 神奈川県の図書館は、神奈川県立図書館と神奈川県立川崎図書館の 2 館体制を敷いてい

る。2 館が役割分担をしつつ、連携・協力しながら全体で県立の図書館としての役割を担

っている。 
 神奈川県立図書館は昭和 29 年に横浜市内、また神奈川県立川崎図書館は昭和 33 年、川

崎市内に設置された。県立図書館が主に社会・人文系の資料を収集する一方、県立川崎図

書館が科学・産業技術系の資料を中心に収集している。 
 両県立図書館は、神奈川県図書館情報ネットワーク・システム（KL-NET）という電算

システムを運用しており、この中で所蔵情報を一元的に管理している。従って、これまで

は国立国会図書館総合目録ネットワーク（以下、NDL 総目）には両県立図書館の所蔵デー

タを一括して提供していた。 
 
○神奈川県図書館情報ネットワーク・システム（ＫＬ－ＮＥＴ）の経緯 
 この KL-NET は、平成 3 年 4 月にシステムを本格的に稼働させ（第 1 次 KL-NET）、平

成 5 年に「国立国会図書館総合目録ネットワーク・パイロットプロジェクト実験」に所蔵

データの提供を開始した。 
 平成 11 年 11 月には NACSIS-CAT/ILL に加入した。 
 平成 12 年 3 月にはシステムの更新を行い、第 2 次 KL-NET の運用を開始した。この第

2 次システムにより、インターネット上に OPAC 等を公開している。 
 
○ＮＤＬ総目に係る問題点 
 こうした状況の中で、NDL 総目に関してはいくつかの問題があった。 
 まず従来からの問題の 1 点目として、所蔵館情報表示の問題がある。神奈川県では 2 館

体制を敷いている関係から、今まで 2 館のデータを一括して NDL 総目に提供していた。

このため、両県立図書館の所蔵館情報の表示がいずれも「神奈川県立図書館」と表示され

てしまい、資料が県立図書館、県立川崎図書館のいずれで所蔵しているのかを確認するた

めには、参加館書誌表示で所蔵館を確認する必要があった。 
 それからもう 1 点、メールの送信先の問題があった。両県立図書館への貸借依頼メール

送信先が常に県立図書館になってしまうために、県立川崎図書館分については県立図書館
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から転送していた。 
 これらの問題は、一手間かかるだけで特に業務的に支障を来すことがなかったので放置

していたが、平成 12 年 3 月の第 2 次 KL-NET 以降、大きな問題が発生した。 
 それは NDL 総目データを更新・削除できないという問題である。さらに、書誌更新が

できないことに気づかないまま、平成 12 年 4 月から約 10 か月間 NDL 総目にデータを提

供したために、二重データが発生してしまった。 
 このことは、第 1 次 KL-NET では 9 桁だった書誌番号を、第 2 次 KL-NET では 11 桁

に増やしたことに起因する。県立図書館では図書を廃棄しないことが前提となっているた

め、書誌番号を増やす必要があった。 
 先ほど報告されたとおり、NDL 総目ではフィールド 001 のコントロール番号が変更さ

れた場合は別書誌とみなされ、修正データが上書きされなくなる。神奈川県立図書館では

NDL 総目のフィールド 001 に県立図書館データベースの書誌番号を使用していた。第 2
次 KL-NET への移行にあたって書誌番号が変わったため、NDL 総目上で更新・削除がで

きないという事態に陥ってしまっていたのである。 
 なぜそんなことが起こったのかといえば、NDL 総目のことを十分に念頭に置かずにシス

テム開発してしまったためである。もちろん NDL 総目へのデータ提供については仕様に

書いていたが、データを更新できるようにするとは書いておらず、そこの部分が考えから

抜け落ちていた。 
 
○問題点への対応 
 対応策として考えたのは、まず NDL 総目データベースから当館登録データの一括削除・

再登録作業を行うこと、また、その作業にあわせて、従来からの問題に対応するために、

両県立図書館所蔵データの分割登録を行うということである。 
 作業を一括して行う場合は別途 SE 費がかかってしまうため、職員の手作業による ftp
転送により作業を実施することとなった。なお、ftp 転送は NDL 総目側の制限により、1
日 2 万件以下しか送信できないため、分割してアップロードすることになった。 
 次に対応作業の手順だが、まず KL-NET のデータベースから県立川崎図書館分のデータ

のみ抽出した。NDL 総目の中には新たに「神奈川県立川崎図書館」の図書館コードの設定

を施し、データをアップロードした。 
 この作業が終了してから、従来の「神奈川県立図書館」として存在していた所蔵データ

の一括削除を行った。この一括削除の作業は、NDL 総目側で行ったが、システムで 1 日

に処理可能なデータ量として、6 万件に分割して削除することになった。 
 以上の作業が終わり、神奈川県立図書館のデータが空になった状態のところへ、今度は

KL-NET のデータベースから県立図書館のデータのみを抽出し、「神奈川県立図書館」と

してアップロードした。以上が作業の手順である。 
 資料(3)4.3 の作業進行リストはその当時付けていた作業のチェックリストである。作業

は 5 月 16 日に開始した後、終了までに約 2 か月半近くかかった。見え消しになっている

部分は、一旦アップロードしようとしたがエラーが発生し、エラーをつぶしていく手間が

かかった部分である。アップロードしたデータ件数は県立図書館が約 56 万冊、県立川崎

図書館が約 17 万冊だが、これは書誌の件数であり、実際の所蔵冊数はまた別の数字にな

る。 
 



13 

○今後の課題 
 今後の課題であるが、まず NDL 総目未登録データのシステム的な課題として、どうし

ても一部アップロードできないデータがある。NACSIS からダウンロードしたデータにア

ップロードできないものが多いが、これは半角エリアと全角エリアの違いでそこを直せば

すぐにアップロードできる。しかし、抽出さえできないものも存在し、しかもそれは「抽

出できなかった」というエラーが出ないため、データが含まれていないこと自体が分から

ない。この部分は調査中である。 
 また、総合目録とは関係ないが、最近インターネットへの OPAC 公開館が増え、県外図

書館の所蔵情報をいろんな方が容易に検索できる環境が整ってきた。このため利用者から

あそこにあるから取り寄せてほしいという依頼が増加してきている。しかし、その依頼の

大多数は、県内で調達可能な資料である。逆にいえば県外図書館から依頼の大多数はその

程度の図書が多いということであり、県外図書館との関係において、図書館の相互貸借の

ルールを今後徹底していただければと考えている。 
 それから図書館の窓口としての観点では、一般の利用者に「県→地域のブロック→全国」

という相互貸借のルールが周知されていないことでトラブルが起きたりしているので、周

知徹底を図りたいと考えている。 
 また、県内の相互貸借については「WANTED」という電子掲示板への書き込みを利用

しているが、掲示板に書き込んでから本が届くまでに約 1 か月ぐらいかかってしまう。情

報だけが速く進んでいる時代に、相互貸借の時間が 1 か月かかってしまうことになる。県

内相互貸借の迅速化が、今、私どもの課題だと考えている。 
 
 

「京都府図書館総合目録ネットワークと図書館協力について」  

京都府立図書館 総務課企画調整係  島村 聡明 

 

 京都府内で構築している総合目録と、それにまつわるシステムについて報告する。 
 
○京都府図書館総合目録ネットワーク（Ｋ－Ｌｉｂｎｅｔ）の概要 
 京都府図書館総合目録ネットワーク（以下、K-Libnet）の愛称は、京都府内では K-Libnet
と言っている。元々のパッケージが J-Libnet だったので京都の K をとって K-Libnet にし

たが、先ほどの神奈川県のシステムは KL-NET だったりと似たような名前が多いので、

NDL 総目の愛称には国会の K を付けた、似たような名前にならないとよいなと思う。 
 資料の最初には、参加館数やデータ件数を載せているので、後でご覧いただきたい。 
 京都府立図書館のホームページで「資料の検索（府内総合目録）」をクリックすると、

K-Libnet のトップページになる（以下、画面を投影しながら説明）。ホームページのアク

セス件数が一般の人の利用件数の目安になるかと思うが、平成 14 年度は、平成 15 年 2 月

末までに約 114,000 アクセスあった。 
 K-Libnet の特徴は、資料 1 枚目の右下に挙げたとおり、集中型の総合目録が中心のシス

テムということである。借受要求ということでは、総合目録を検索して分かった資料の所

蔵館に対して逐一依頼をかけるのではなく、所蔵館に順々に依頼を流していくことができ

るというのが、まず一つの特徴だと思っている。 
 2 番目として、それぞれの都道府県でも似たような物流のシステムがあると思うが、連



14 

絡協力車が何日にどのコースを回るかというスケジュールをシステムの中に取り入れて、

本が届く日や返ってくる日が分かるようになっている。 
 資料の 2 ページ目に現在の参加館一覧を掲載している。今のところ 46 館が参加してい

る。府内であと 2 市 1 町が未参加だが、その 2 市 1 町に関しても参加の目途が立っており、

平成 15 年度中には全市町村が参加する予定である。 
 参加館には 2 タイプあり、データを提供しているデータ提供館（A タイプ）26 館、検索

のみでシステムを利用しているデータ検索館（B タイプ）20 館が参加館の内訳になる。B
タイプ参加館の 4、5 館からデータ提供の予定を聞いているので、この比率もまた変わっ

てくる。 
 
○Ｋ－Ｌｉｂｎｅｔの機能の概要 
 一般の方はホームページの「府内総合目録」のページから「資料の検索（資料の検索は

こちら）」を押すと、簡易検索の画面が出てくる。さらに「標準検索へ」というボタンを押

すと、通常の検索画面が出てくるので、一般的な総合目録と同様に使っていただける。な

お、画面の下のほうに「図書館の選択」があるので、お住まいの地域の図書館の資料だけ

を絞って検索したいとき、ここにチェックすると、Web-OPAC のような使い方ができると

いうのも一つの特徴かと思う。 
 この一般の人に使っていただく画面とは別に職員用の画面があり、そちらは ID・パスワ

ードを入力してログインする。例えば京都府立図書館の職員としてログインすると、府立

図書館に新規借受要求が届いた、貸出了承という回答をもらった等、参加館からの連絡が

見られるようになっている。 
 資料の 3 ページ目は相互貸借のイメージである。システム的に依頼が順次かかっていく

イメージを、資料（図 2）を参考にしながら、借受館の気持ちになって見ていただきたい。 
 まず、総合目録で『ハリー・ポッターと秘密の部屋』と検索すると書誌割れをかなり起

こしている。書誌割れは大きな問題である。MARC 種別と MARC ナンバーで同定をかけ

ているので、同じ MARC を使っている図書館同士はきれいに同定できている。 
 検索結果を 1 つずつ確認していき、目的の資料があれば、「相互貸借業務へ」というボ

タンを押す。すると、借受要求をかけるための画面が出てくる。 
 この画面では府立図書館を先頭に所蔵館が並んでいるが、それぞれ所蔵館に 2、3、16
などと番号が入っている。これは連絡車が行く順番で、要求をかけた日からなるべく早い

ところから借りられるように、機械が自動的に順番を振っている。市町村から見ると、連

絡車の日程に関係なく、府立図書館に常に一番に要求がかかるようになっている。この番

号は自分で書き替えたり、いつも借りている図書館には依頼が流れないように順番を削除

することも可能である。 
 実行ボタンを押すと優先順位順に依頼がかかっていく。最初の図書館で貸出不可だった

場合には次の館に依頼が流れる、ということが順次続いていく。これが借りるときの特徴

である。 
 逆に、他の参加館から新規借受要求が届いた（A タイプの図書館に借受要求が来ている

状態）場合は、すぐ貸せるようなら貸出了承というボタンを押せばいいし、貸出中であれ

ば予約了承、資料を貸せないときは貸出不可というふうに、貸出側の操作はボタンを押す

だけである。 
 もう一つの特徴である、連絡車のスケジュールを取り込む点については、例えば画面上
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の『よわいかみつよいかたち』という本の借受要求に対して、府立図書館が貸出了承と回

答したので、他の所蔵館には要求が行かなかったことが分かる。要求した日が 2 月 19 日

で、回答したのが 20 日だが、そのほかに要求日、了承日、次の連絡車の運行日にあたる

発送予定日、発送日、受取予定日、実際に借受館が資料を受け取った日、返却資料確保日

（利用者から借受館に資料が戻ってきた日）、次の連絡車の予定日が入る。つまり 3 月 19
日に府立図書館に返ってくるはずだということが表示されることになる。そして、最後に

貸出館が「返却受領」という、返却資料を受け取ったという確認作業を行うと一連のやり

とりが終了となり、このデータは消えてしまう。 
 また、先ほどの神奈川県の話でもあったが、京都府にも WANTED という電子掲示板が

ある。総合目録になかった本をどこかで持っていないか、掲示板に登録しておく。資料を

所蔵している館がそれに対して回答を登録すると、問い合わせをした図書館に回答できる

というのがこの WANTED の機能である。 
 
○レファレンス事例データベース 
 最後になるが、後ほどレファレンスのデータベースの話があるようなので、参考までに

説明する。京都府の場合、レファレンスを蓄積していくデータベースを持っている。仕組

みとしては掲示板のようなものだが、レファレンスの情報一覧という形で参加館が自由に

参照できる。今のところ 73 件が蓄積されている。 
 例えば、検索画面でキーワードに「ミス京都」と入れた検索結果を見ると、府立図書館

が「ミス京都府の人形写真」として書いた回答があるが、特徴的なのは参加館がその回答

に情報を追加できることである。登録内容の削除や変更は登録した館しかできないが、更

にいい情報があるとか、少し間違っているのではないかということも含めて、参加館が追

加していくことができる。これがうまく機能すれば、皆さんが日頃お困りであろうレファ

レンスに役に立つのではないかと思っている。 
 資料の 3 ページ目にある「メッセージ」というのは、普通のメール機能で、これといっ

た特徴はないので説明は省略する。 
 
○問題点と課題 
 このシステムの問題点としては、総合目録で先ほど見ていただいたとおり書誌割れが起

こっているが、書誌の同定が一番大きい問題だと思っている。 
 また、システムがこれだけ大きくなると便利な反面、操作が複雑だったり、重たかった

りして、反応が遅いという問題もあるので、次期に向けて横断検索やインターネット予約

に加えて、もっとシンプルでかつ速くて分かりやすいシステムにできたらと考えている。 
 

 

５．報告「レファレンス協同データベース実験事業について」  

国立国会図書館 関西館事業部 電子図書館課長  田屋 裕之 
 

 国立国会図書館では、これまで電子図書館事業を準備してきたが、関西館開館の平成 14
年 10 月からサービスを大幅に拡充した。一つは電子図書館事業を代表するもので「近代

デジタルライブラリー」である。また、ネットワーク資源の収集保存にかかる「WARP（国

立国会図書館インターネット資源選択的蓄積実験事業）」、ナビゲーションシステムとして
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の「Dnavi（国立国会図書館データベース・ナビゲーション・サービス）」といったいくつ

かのサービスを公開している。 
 あわせて関西館では、これからの電子図書館、あるいは図書館と情報の電子的な流通に

関わるいくつかの研究開発プロジェクトに着手した。その一つが、本日報告するレファレ

ンスに関する事業である。 
 本日は、基本的にあまりシステム的な話はせずに、レファレンスをシステム化する場合

の問題点や課題について報告し、現在我々がどこにいるのか、これからどうする予定なの

かについてお話しする。 
 まず、レファレンス業務自体のシステム化という一般的な話からさせていただく。 
 今まで、この総合目録ネットワークについてもそうだと思うが、図書館の機械化の特徴

は目録業務を中心に進展してきたということである。もちろん目録業務以外に、サーキュ

レーションというか、貸出管理等や蔵書管理に関するものをシステム化してきたという面

もあったかと思う。しかし、目録業務が図書館の今までの機械化の中心的な課題であった

と考えられる。 
 一方、図書館の仕事として大きなウエイトを占めているレファレンスはどうなのかとい

うと、主題や用途、範囲、レベルがまちまちで、使用ツールも回答の手法も標準化が困難

だということがあって、なかなかシステム化が進まなかったのがこれまでの実情であろう。 
 京都府立図書館の報告の最後にレファレンスのシステム化についてのお話があったが、

既にいくつかの図書館では、レファレンス事例のデータベース化等に取り組んでいる。 
 しかし、個別で考えると、努力はしてもスケールメリットが不足し、検索した事例に対

して回答が多く出てこないということがある。しかも、それを全国的に統合していこうと

考えると、共通のフォーマットもないため、事例を統合できず、各館がばらばらに作業す

ることになりがちだということが一般的に言えるかと思う。 
 このレファレンス協同データベース実験事業は、あくまでも実験事業でまだ本格事業で

はないが、目指すものは、全国的な協同レファレンスの体制をどのように作るかというこ

と、それから、今後のレファレンスサービスの可能性を開拓することである。 
 レファレンスの事例をデータベース化する、それも全国スケールで行うとなると、不安

や解決すべき課題がたくさんあろうかと思う。 
 データベース化のメリットとしては、全国の図書館から集めると有効なものになるので

はないか、あるいは特定分野について有効ではないかと考えられる。 
 ところが一方、デメリット、懸念としては、レファレンスとは特定のユーザ、特定の課

題に対して回答するものであり、そもそもデータベース化が有効かどうかという疑問もあ

る。また、相当数集まってから何とか役に立つということだと、数を集めるのが大変なの

ではないか、あるいはレファレンスは回答そのものより調べ方のほうが大事ではないかと

いう考え方もある。また、多種多様なレファレンスを分別、分類していくのはかなり手間

なのではないかということも考えられる。 
 しかし、レファレンスサービスとは一般的に、国民に対して公共的に開かれたクエスチ

ョンアンドアンサー、質問回答型の非常に重要な機能であり、これは国民の知る権利を保

障するものだとも考えられる。また近年、一般的に図書館の他の業務はどんどん外注化が

進んでいるが、レファレンス業務は外注困難な図書館プロパーの仕事だと考えられる。そ

れならば図書館ならではの付加価値がここで達成でき、司書の専門性をアピールできるチ

ャンスだとも言えるかもしれない。 
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 一方、これが本当に役に立っているのかどうか、コストベネフィットから考えてみると

どうなのか、司書の自己満足に過ぎないのではないかと言う方もいる。現在はインターネ

ットなどで膨大な情報が出てくるため、それで充分便利であり、果たしてシステム化して

インターネット上でレファレンスの回答事例を見せることが有効なのか、またそれをアピ

ールすることができるのか、さらには回答の質を確保することが難しいのではないかとい

う懸念なども同時にある。この事業は、そのような不安、期待あるいは懸念などがある中

で始めていく実験事業である。 
 レファレンスのシステム化、あるいは事例のデータベース化を考えた場合、まず、公共

図書館やそれ以外でももう既にかなりの事例が蓄積されているのではないか、レファレン

ス事例以外に調べ方マニュアルもデータベース化したらいいのではないか、また図書館に

は図書館プロファイルがあり、それも一緒に検索できるとレファレンスツールとして役に

立つのではないか、あるいは掲示板や優先回付機能といった機能も付け加えていくと全国

レファレンスとして有効な機能を持ち得るのではないかということが考えられる。 
 同時に、事例のデータベースは単館ではなかなか効果が薄く、ネット上の既存サービス

との差別化をどのようにするのか、単に事例データの蓄積ということだけにとどまらず、

協同してレファレンスを行うシステムを構築するために何を考えたらいいのかという課題

もまだ残っている。 
 ここからはレファレンス協同データベース実験事業の考え方とコンセプト的なことを示

したい。 
 全国のレファレンス事例を統合するデータベースを実験的に構築・運用することがこの

事業の趣旨である。 
 そのため、できるだけ壁を低く、参加制限は行わない形で運用したいと考えている。レ

ファレンスについては、公共図書館、大学図書館、専門図書館でそれぞれかなり異なった

特徴をもっている。館種を越えて利用できることによって、図書館全体のレファレンスの

質のアップ、レファレンス回答の幅の広がりを期待したい。 
 また、ユーザの範囲は、図書館と一般公衆に開かれたものにしたいと考えている。 
 事業は平成 14 年度から開始し、平成 16、17 年まで実験事業として続けていく。 
 総合目録ネットワークでは、運用の最初の段階から参加館の方々にいろいろと意見をう

かがって、それをシステムの改善、チューンナップに反映して、段々精緻なものになって

きた経緯がある。レファレンス協同データベースに関しても協同事業なので、参加館協力

会議を設け、運用に関する課題などについて検討していただきながら、システムをより使

いやすいもの、精度の高いものにしていきたいと考えている。 
 データベースのシステムの中身についてであるが、実は、レファレンス協同データベー

スは単一のデータベースという考え方はしていない。このデータベースは統合的なデータ

ベースだが、中ではいくつか別々のデータベースに分かれている。 
 その一つは、レファレンス事例そのものを集めるデータベースである。これはシステム

の中で最も中心的なデータベースということになる。 
 それから先ほど調べ方が大事という話が出たが、特に大学図書館に多い例として、答え

そのものではなく、回答にたどりつくための手順を教えることがある。つまり、調べ方を

アドバイスすることが実はレファレンスになっているのであり、回答に至るまでのプロセ

スについてサポートできる、調べ方マニュアルについてのデータベースを持ちたいと考え

ている。 
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 内容に関しては、全て一般に開放すると差し障りがある部分があるため、図書館員向け

と一般向けのデータベースを分ける方向で考えている。 
 また、図書館プロファイルについてのデータベースも持つ。この中には、それぞれの図

書館が持っている郷土や有名人のコレクション（特別コレクションや個人文庫等）などに

ついて、その特徴や資料点数等も入れることを想定している。 
 さらに電子掲示板やメーリングリスト、優先的な回付機能といったものも、今後参加館

の声を聞きながら実験的にシステムに実装していくことも考えている。 
 次に、データの登録はどのような形になるのかということである。データには遡及分の

データ、つまり今までに蓄積したデータがあり、さらに日々作られている新しいデータが

ある。それらの提供方法の一つとして、インターネットのブラウザでの提供を考えている。

もう一つの方法としては、当館ホームページ中のレファレンス協同データベースのページ

からワークシートをダウンロードし、そのワークシートに記入して転送していただくこと

を考えている。また、既にレファレンスについての処理システムを持っている館もあるか

と思う。多くのデータベースでは、データを CSV という形式にして出力するのが一般的

な形になっている。そこで CSV 形式で出力されたデータを同様に当館配布のワークシー

トと登録アプリケーションを使って送信していただくということも考えている。 
 続いてデータの公開について説明する。 
 それぞれの図書館で作成したデータについては、その図書館のみが参照できるというフ

ェーズを持つことを考えている。内容についての修正、確認、追加、変更等をそれぞれの

図書館のみが行う。 
 一方、参加館のみが参照するというフェーズも設け、まだ一般には公開できないが、参

加館に限定公開すればメリットがあると思われるデータをそこに公開することが考えられ

る。最後に、一般ユーザに対して、インターネット上で公開するフェーズを設けたいと考

えている。 
 事例はそれぞれの登録館が自分のデータの内容を確認して判断し、それぞれのデータの

修正、更新が可能である。3 つのフェーズの中で一つ一つ確認しながら公開することで、

個人情報や著作権などに関してセキュリティが確保できることを考えている。 
 事例データベースのデータ要素の必須項目は、レファレンスで最も基本的な部分である

質問と回答だけである。 
 さらに、参考資料、質問の区分、NDC の分類、キーワードなど任意記入項目 13 項目に

ついて必要に応じて記入できる。 
 一方、どういう方から質問がきたのか、その質問について今どういうステータスにある

のかという個人情報については、このデータベースではそれぞれの館で管理することにな

る。つまり、質問者に関する情報と質問の受理等に関する管理情報は、ローカル項目で管

理し、国立国会図書館では管理しない。しかし当館が配布するアプリケーションの中では、

それらについて記入する欄は用意したいと考えている。 
 今後のスケジュールについては、先ほど述べたように平成 14 年度にスタートし、今、

基礎調査と概要設計、基本設計等を行っており、来年度も調査を継続する。それから詳細

設計を行い、開発のフェーズに入る。 
 データの投入と試験運用がいつになるのかについては、まだはっきりと申し上げること

ができない段階である。平成 15 年度から 16 年度の間で準備が整い次第、それぞれの館に

依頼し、データの投入を行い、試験運用したいと考えている。 
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 さらに、参加館の準備会議、協力会議を設けてその中でいろいろとご意見をいただきな

がら進めていくことを考えている。 
 恐らく本日の説明はかなり概念的な説明なので、少しイメージを具体化していただくた

めに参考資料（レファレンス協同データベースシステム図）を配布させていただいた。 
 なお、昨年 12 月末にこのレファレンス協同データベースに関するアンケートを実施し、

その回答を設計作業に有効に活用させていただいている。回答をお寄せくださった図書館

には、集計の結果と事業で行った調査内容、システムの概要設計の内容等をあわせてお届

けするつもりである。それをご覧いただくと、より具体的にご理解いただけると思う。 
 
 
６．意見交換 

 

NDL（長嶺）： 
 今年度、NDL 総目では現行システムの改修を行っているので、いくつか補足説明さ

せていただく。 
 まず、NDL 総目の検索結果として最初に表示される画面には、請求記号などのロー

カル情報が一切出ていない。請求記号や配置場所を確認するためには、基本書誌であれ

ばタグ表示画面、参加館の資料であれば参加館書誌表示画面を見ないと分からないが、

これをもっと分かりやすくできないかという要望があり、非常に簡単な対策ではあるが

画面の背景色を変えてみた。 
 ローカル情報が表示される画面には薄い桜色をつけているので、ブラウザの初期設定

の画面色ではなく、ほんのり色がついている画面まで必ず確認するようにしていただき

たい。ささやかな対策だが、こういった改良を既に行っている。 
 それから、参加館、特に都道府県立図書館では、今まで資料の廃棄がないということ

を前提にしていて、NDL 総目用の削除データを作成する機能をプログラムにつけてい

なかったケースがあった。しかし、削除が必要になったという事例がこれまでにいくつ

かあったので、参加館側から自館送付のデータを一件一件削除できる機能を準備中であ

る。 
 また、NDL 総目に登録している各図書館のデータについて、書誌番号（フィールド

001「コントロール番号」）の一覧を一括してダウンロードできる機能も準備しているの

で、各館でデータのメンテナンスに活用していただけるのではないかと思う。おそらく

4 月中には機能のリリースをお知らせできるかと思う。 
 図書館情報の登録画面についても、改良を加える形で準備をしている。準備が整い次

第ご報告する。 
 

NDL（板垣）： 
 INS 回線を用いて NDL 総目にデータを提供している参加館に発生している ftp 通信

障害について報告する。 
 この障害は、当館ネットワークにおいて、NDL 総目サーバをファイアウォールの内

側に収納したことを契機に発生した。NDL 総目システムの開始当初に、情報処理振興

事業協会（IPA）から貸与されたクライアントのパソコンは OS が Windows3.1、実装さ

れているネットワーク系のミドルウェアが LAN WorkPlace というものであるが、これ
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が行う ftp 通信は、ポートコマンドの最後に改行コードを付加しないため、ファイアウ

ォールで不正な通信であると判断し、リジェクトしてしまうという結果になった。 
 このファイアウォールの動作はセキュリティ・レベルという意味において今日一般的

なものであり、また、ポートコマンドの最後に改行コードが入っていないものを何らか

の操作をして通すことはセキュリティ面においてできない。 
 結果、INS 回線を用いて、直で NDL 総目サーバにデータ転送することは不可能にな

ってしまった。現在対応策として、代替 ftp サーバを参加館から見てファイアウォール

の手前に置き、そこを経由して NDL 総目サーバとデータの授受を行うという方法をテ

スト中である。INS 回線経由でデータを提供している参加館には近日中に手順等を報告

する。 
 

山梨県立図書館： 
 京都府立図書館に質問とお願いがある。 
 山梨県でも京都府と全く同じシステムで総合目録を作っている。ただ当館ではまだレ

ファレンスまでは扱っていない。そこで京都府立図書館でレファレンスを協同で構築す

るにあたり、マニュアルのようなものを作っているのかどうか、もし、作っているので

あればそれをいただけないかお願いしたい。 
 それからもう一つ、山梨県では現在、一般資料については、ほとんどのデータ提供館

が同じ MARC 会社のものを使っている。地域資料については県内で統一して作ろうと

いうことで、書誌割れがあれば県立図書館で同定する作業を行っている。だが、徐々に

一般資料について、違う MARC 会社のものを使う図書館も出てきている。先ほど、同

定が問題だとおっしゃっていたが、何か対策をなさっているのかお聞きしたい。 
 

京都府立図書館： 
 レファレンスのマニュアルは作っていない。出典等をなるべく盛り込みましょうと呼

びかけてはいるが、まとめたものはない。その点が事例が増えていかない原因かもしれ

ない。 
 同定に関してはなかなか難しいのではないかと思う。稼動から 2 年ぐらいは初期デー

タの大量登録がずっと行われていたので、それ以外のことでサーバに負荷をかけられな

かった。なるべく同定の対策はしたいと思っているが、現在は難しいという状況である。 
 

山梨県立図書館： 
 山梨県立図書館でのレファレンスデータの一般公開は、来年度のはじめになるかと思

う。先ほど国立国会図書館で、これからデータベースを構築していくという話があった

が、そのレファレンスデータベースは、例えば地域資料を重点的にとか、そういうこと

は考えているのか。それとも一般資料も地域資料も区別なく考えているのか教えていた

だきたい。 
 

NDL（田屋）： 
 対象としているデータの種類について、特に限定して考えているわけではない。あら

ゆるものが対象になる。 
 しかし、それぞれの図書館において提供するのが適切だと思われるものを提供してい
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ただければそれでいいと思う。特に地域資料について提供し、広く公開することが有意

義とお考えであれば、地域資料中心にということであってもよい。 
 ただ、私どもとしてはできるだけ多くの多様な事例をこのデータベースの中に集積し

たいと考えているので、あまり限定的に考えていただくよりは、それぞれの図書館で作

成した多様なテーマのレファレンス事例を登録していただくほうがありがたいという

のが率直なところである。 
 
東京都立中央図書館： 

 新システム機器へのリプレースに関して、新フォーマットで同定アルゴリズムを策定

すると考えているという話だったが、何か今までと違うことを考えているのかお聞きし

たい。 
 
NDL（長嶺）： 

 新フォーマットが確定したのがつい最近なので、本格的な検討はこれからになる。 
 現在確定していることとしては、ISBN の同定について、ISBN のフィールドの添字

は、“001”が各冊、“002”がセットものという対応になっているのだが、現行のアルゴ

リズムを調べたところ、各冊の ISBN の一番最後のものを同定キーにしていた。最初に

出てくるものの方が重要ではないかと考え、この点については一番最初に出てきたもの

を同定キーとするようプログラムの修正をしようと考えている。 
 また、この事業がはじまって以来ずっと、MARC 番号に起因する誤同定が問題になっ

ている。異なる資料について、複数の図書館が同じ番号を累積 MARC 番号と同様に収

録しているケースがあることに起因している。JAPAN/MARC、TRC-MARC 等、何種

類かの MARC が NDL 総目に入っているが、各種 MARC について、チェックの強化を

何かできないか、現在調査を進めている。 
 なお、次のシステムでも人の目による同定ではなく、機械的同定を行うという点は変

更しない。 
 
岡山県総合文化センター： 

 共通フォーマットの改訂について、当分の間は現行フォーマットでも受入可能とする

とあるが、具体的にはどのくらいの年数を当分と考えているのか。当館のシステム更新

までにいくらか期間があるのでお伺いしたい。 
 

NDL（長嶺）： 
 平成 16 年度のリプレース後、少なくとも平成 19 年度までは同じマシンで運用するこ

とが前提になるので、その間の受入は問題ないはずである。その機能を必要としている

参加館がいるのに外してしまうことはしない。 
 ただ、その次のリプレースの時にどのように考えていくかはその時点での状況を見て

の判断になるかと思うので、適切なタイミングでの対応をしていただきたい。その際に

も突然打ち切ってしまうのではなく、こちらでも参加館の状況は調べて、ある程度は対

応していく必要があるということは認識しているので、その時点で声をあげていただき

たい。 
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埼玉県立川越図書館： 
 レファレンスデータベースについて質問がある。事例データの公開について、自館の

みの参照、参加館のみの参照、一般ユーザ表示という 3 つの段階があるとの説明だった

が、これは作業内容によって公開の範囲が変わるという意味なのか、それとも登録する

館がこのデータは参加館までは表示していいとか、一般ユーザに表示していいとか判断

して設定ができるのか、どちらをお考えなのか伺いたい。 
 

NDL（田屋）： 
 まだ設計段階なので、実装をどのような形にするのかは今後の課題だと考えているが、

今の質問については、後者を考えている。内容によってではなく、それぞれの参加館の

方で、これは一般公開が適切だとか、あるいは参加館の範囲に限定すると判断すればそ

の範囲をラジオボタンなどで選択し、次のステップに進むことを考えている。 
 

東京都立多摩図書館： 
 アンケートの結果報告に関して、今取りまとめの作業中ということだが、その結果に

ついて私どもも関心を持っており、期待している。というのは、相互協力を進める上で、

送料、役務費の関係も含め、都内でもいろいろな問題がいくつか出てきている。そうい

うこともあり、結果がまとまればできるだけ早い機会にフィードバックしていただきた

い。 
 

NDL（長嶺）： 
 了解した。 
 締切が先週末だったので、ようやくまとまったものを拝見し、入力し始めたところな

ので、まだ若干時間がかかってしまうかと思うが、まとまり次第報告させていただく。 
 

埼玉県立川越図書館： 
 アンケートの質問内容の中に、地域総合目録と NDL 総目との連携とまではいかない

にしろ、何か結びつきを考えているような質問があったと思うが、具体的に、システム

に取り込むといった計画は考えられているのか。 
 

NDL（長嶺）： 
 アンケート項目のⅢ－７がそれに該当する。県域・地域の情報ネットワーク、データ

ベース化された総合目録等と NDL 総目の関係はどうあることが望ましいと思うか、と

いう質問である。 
 これは「関係」と書いているように、システム的にどういう機能がほしいかというの

ではなく、関係としてどうあるべきだと考えるかという設問である。 
 例えば、「県域総合目録→NDL 総目」という関係で、県域の総合目録を探して見つか

らなければ、NDL 総目に飛べるような仕組みがあるとよいと考えるか、または「NDL
総目→県域総合目録」という関係で、NDL 総目を検索して所蔵がなかった場合、自分

の地域にあるだろうか、あるいは他県立で所蔵しているが県内の市町村はどうだろうか

と考えたときに、各地域で構築された県域の総合目録へのリンクを用意しておいて調べ

られるとよいと考えるか。また、現在、NDL 総目の検索には ID・パスワードが必要な
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ので、横断検索の一部に取り込むことはできないが、県域総合目録の横断検索の一部と

して取り込めるとよいと考えるか、そういったことを伺う設問である。 
 ただ、今回のリプレースにおいては、NDL 総目と各県域の総合目録および各図書館

の予約システムとのシステム的な連携、ILL のプロトコルといった機能については困難

なため検討からは外している。各県立図書館のホームページの中に県域総合目録のペー

ジがあったときに、リンクを足す程度であれば可能かと考えている。 
 

仙台市民図書館： 
 全国の公共図書館の設置率について、50％以上の自治体が図書館を持たない状況の中

にこの NDL 総目があるという実態を考えるとき、市町村合併等で町村等が今後どうな

るかという時期を迎えており、各地にある地域資料が入手しづらかったり、残っていか

ないということが一方に起きている。そのような状況にあって、何か国レベルそれから

県レベルで対策を打って、データベース化についても何らかの対策を考えていく必要が

あるのではないかと思う。ここで何かお答えをいただきたいとは思わないが、総合目録

というものを考えた時に、各地でなくなってしまうかもしれない地域資料をこれから全

国の図書館でどう考えていったらいいか、またデータベースをどのように共有できる状

態にしたらいいかということを意見として述べさせていただいた。 
 

NDL（田屋）： 
 直接総合目録には関係のない話であるが、関西館ではインターネット資源選択的蓄積

実験事業という事業を行っており、そこで失われていくサイト情報の収集保存を行って

いる。代表的な例では、昨年官民あげて行ったワールドカップも実行委員会がなくなる

ことによってサイト自体が閉鎖する。そのサイトの中には大量の情報があるので保存し

たいということを実行委員会に話し、ワールドカップの情報はサイトがなくなっても私

どもの方で保存するということをしている。 
 同じように、今、国の機関でも特殊法人等が独立行政法人に変わり、それにより前の

情報が失われていく。市町村についても合併によって前の市町村のサイトにあった情報

がなくなっている。当実験事業では、現在、各自治体などに声をかけ、そのような情報

を保存しようと呼びかけている。 
 それぞれ契約によって収集するため、それに応じるかどうかはその自治体の判断にな

るが、そのような取り組みをしているということを一言ご報告する。 
 

千葉県立西部図書館： 
 先ほど、総合目録について、県や地域レベルのものと国レベルのものとの関係につい

て話があったが、相互に関係づける工夫を先進的に試みているような諸外国での事例や、

今後そういった計画があるということを把握しているか、あるいはそういった比較検討

も課題としてあるのかどうかをお伺いしたい。 
 

NDL（田屋）： 
 私も以前、NDL 総目事業に関わっていたことがあり、昔の情報になるが、総合目録

事業は 1960 年代の終わりにアメリカの MARC ができ、その後 70 年代に入ってから、

書誌ユーティリティ、例えば OCLC、RLIN、WLN といったいくつかの機関が中心と
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なって全国的な広がりを見せてきた。 
 OCLC や RLIN といった巨大な書誌ユーティリティについては、それぞれローカルな

ところが整理する前に全国的なサービスを展開しており、それぞれ地域で、例えば

OCLC では州の協議会のようなものを持っている。それぞれの州の協議会などで検討し

たものと、全国的なレベルのものを有機的に関連づけるような形で全国サービスを維持

しているようだ。 
 最近の事例ははっきりと把握していないので分からないが、データベースとして別の

サブセットを持つかどうかという点については、多分持っていないのではないかという

印象を持っている。 
 
 

閉会挨拶 
国立国会図書館 関西館事業部 図書館協力課長  児玉 史子 

 
 本日は、長時間の討議、ありがとうございました。 
 最初にお話しましたが、総合目録ネットワーク事業は開始当初に比べますと大変大きく

なりました。公共図書館界だけではなく、全国の大学図書館、専門図書館等にもこの事業

が周知されてきております。そういう意味で、今後の事業運営は注目されていくのではな

いかと思っております。 
 来年度は、機器更新そしてデータの投入とシステム的な面で大きな課題を抱えておりま

す。 
 また、この総合目録ネットワークも、情報の流通が広がる一方で、その裏でそれを支え

ている物流のネットワークの問題が大きくクローズアップされてくるのではないかと思っ

ております。情報が広がれば広がるほど、物流のネットワークをどう作っていくか、特定

図書館に貸出が集中するような事態の頻発といった問題が来年もやはり出てくると考えて

おります。 
 システム的な課題も大変重要で、私どもはそちらに大いに力を注がなければならないの

ですが、神奈川県立図書館に相互貸借の問題を述べていただきましたし、京都府立図書館

でもいろいろ抱えている問題がおありと聞きました。運用面での問題、全国の図書館で相

互貸借をどうしていくかという部分についての意識の共有を図りながら、その解決の方法

を探っていかなければならないと考えております。ただ私どもは相互貸借のルールの徹底

や意識の共有化の部分につきまして音頭をとる立場にはありませんので、参加館の皆さん

と共に問題の解決を図りたいと思っております。 
 来年も皆様に統計や調査をお願いしたり、協力館会議をお願いしたり、いろいろな形で

お願いすることも多々あると思いますが、基本にあるシステムの構築、そしてその裏で支

える物流の保証という両面で、この事業を円滑に進めていきたいと考えております。 
 どうぞご協力をよろしくお願いいたします。 
 簡単ではございますが、以上で閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 


