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第１１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 16 年 2 月 27 日（金） 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ましてありがとうございます。 
 本日の会議では、総合目録システムの今年 4 月からのリニューアルを中心に、当館の方

針等を説明させていただき、皆様のご意見をうかがいたいと考えております。 
 平成 16 年 4 月からはシステム機器の更新、参加館枠の拡大、それから総合目録の情報

の一部についての一般公開を予定しております。一般公開につきましては、皆様いろいろ

ご意見があるかとは思いますが、ご理解の上ご協力をいただき、秋頃には公開したいと考

えております。 
 本日は関係の職員が東京からも来ております。会議の最後の方に意見交換の場を設けて

おりますので、ご意見、ご要望等があればお申し出ください。長い会議ではございますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
１．報告「総合目録ネットワーク平成１５年度事業報告と今後の展開」 

国立国会図書館 関西館事業部 図書館協力課長  児玉 史子 

 年度末の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。関西館に事務局が移

っての総合目録ネットワーク（以下 NDL 総目）事業もまもなく丸 2 年となります。おか

げさまで事業は順調に進んでおります。 
 平成 15 年度は、システムリニューアルを中心に事業を進めてまいりました。本日のフ

ォーラムはその報告を中心に行いますが、まず、今年度の経過と今後の予定を私から簡単

に報告いたします。項目をいくつか挙げてお話しますが、日時を追っての経過は資料 1 を

ご覧ください。 

○経過報告 
＜参加館の増加＞ 
 今年度は、都道府県立図書館では、奈良県立橿原図書館、滋賀県立図書館、市区町村立

図書館 92 館、政令指定都市立図書館分館 23 館が参加しました。現在の参加館数は、国立
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国会図書館（以下 NDL）1 館、都道府県立図書館 57 館、政令指定都市立図書館 143 館、

市区町村立図書館 639 館、計 840 館です。そのうちデータ提供館は 48 館で、今年度新た

に広島県立図書館、宮崎県立図書館、茨城県立図書館、神戸市立中央図書館がデータ提供

館となりました。 
 現在の書誌件数は基本書誌数約 750 万件、総書誌数約 2,500 万件となっています。デー

タ提供館の詳細については参考資料をご覧ください。なお、システムリニューアルのため

12月からデータ更新を停止しておりますので、12月以降書誌件数は増加しておりません。 
 新規参加館には、秋に研修会を開催しました。10 月 17 日に関西館、11 月 4 日に東京本

館の 2 回行っています。また、各県で研修会の開催をお願いしていますが、その実施につ

いてはご協力ありがとうございました。実施状況の詳細は参考資料をご覧ください。来年

度も今年度同様、春に新規参加館を募集し、秋に利用開始と研修会の開催を予定しており

ます。 
＜システムリニューアル＞ 
 冒頭にお話しましたように、今年度は、平成 16 年 4 月のシステムリニューアルに向け

て開発を行ってきました。機器もすでに関西館に設置し、現在、準備の最終段階に入って

います。4 月には新しいシステムで運用を開始できる見込みです。 
 今回のリニューアルでは、書誌データの統合は「機械的な書誌同定によるゆるやかなも

の」という基本的なコンセプトは維持しておりますが、機器の単なるリプレースではなく、

主題検索の改良、画面遷移の変更等の機能改善を図りました。詳細については、後程梶田

が報告いたします。 
 3月末のシステム切り替え時には、2、3日のシステム停止を行いますがご了承ください。 
＜参加館状況調査について＞ 
 昨年度のフォーラムでお願いしました通り、今年度は参加館の状況調査として、昨年度

のアンケートに引き続き統計調査を行っております。この調査は、相互貸借の現状を把握

するために全参加館にお願いしています。本日、参考資料として、4 月から 9 月分につい

ての集計結果をお配りしました。半年分の結果ですが、所属ブロック外から資料を借り受

ける場合、その所蔵情報をNDL総目から得たことが明らかなケースが約 81%となり、NDL
総目が県域を越える相互貸借に有効に利用されていると考えられます。 
 年度後半の 10 月以降の分については、平成 16 年 6 月に提出期限を設けております。引

き続きご協力をお願いいたします。なお、調査結果についてはアンケート結果を含めてま

とめ、何らかの形で刊行したいと思います。 

○今後の予定 
 平成 16 年度以降の予定は、お手元の資料にあるとおり、4 月から新システムが稼動し、

データベースの更新処理も再開します。このリニューアルを機に、昨年のフォーラムでも

お話しましたが、NDL 総目事業の新たな展開を行いたいと思います。 
 まず第一に、参加対象の拡大です。平成 16 年度の新規参加館募集から、「1 自治体 1 館」

の枠をはずし、市区町村立図書館分館の参加を認めることとします。市町村合併の進行に

より、現在の枠では対応できないためです。 
 第二に総合目録データベースの一般公開です。昨年度のフォーラムでこの方向性を提起
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し、また、状況調査の一環としてのアンケート調査でもご意見をうかがいました。アンケ

ートでは過半数の賛成を得ました。一方、アンケートや先月行いました協力館会議では、

業務の集中、相互貸借ルールの混乱等への懸念が出されました。しかし、現在データ提供

館は 48 館となり、4 月には福井県立図書館、滋賀県立図書館のデータが公開され、50 館

となります。その他、来年度中にデータ提供の意向をお持ちの図書館が数館ありますので、

平成 16 年度中には 55 館程度のデータが提供されることになります。このデータ提供館の

増加によって貸出依頼の分散がかなり図られるのではないかと思っています。また、シス

テム面での配慮、新システム説明会、新規参加館への研修会の開催など運用面での配慮に

より、ルールの徹底を図ることといたします。詳細については、後程長嶺が報告いたしま

すが、こうした点を踏まえ、インターネット一般公開についてご了解をいただきたいと思

います。来年度に入ってから諸手続きを行い、秋に公開の予定です。 
 平成 16 年度から、NDL 総目事業も新たな段階に入ります。しかし、本事業は参加館の

皆様との協同作業により作り上げていくという基本は変わりません。本日のフォーラムに

おいても、皆様の率直なご意見をお願いしたいと思います。 
 
 
２．報告「平成１６年度以降の国立国会図書館総合目録ネットワーク事業について」 

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 

 システムリニューアル後、平成 16 年度以降の総合目録事業について、新たな方向性と、

従来からの変化が見込まれる事業運営内容を、具体的にご報告します。それぞれ 2 つの柱

が中心となります。 

１．新システム公開後の新たな事業の方向性 

（１）参加対象の拡大 
 従来、NDL 総目への参加には「1 自治体につき 1 館」という制限を設けてきました。

これは、平成 13 年 10 月にネットワーク参加対象を市区町村立図書館まで拡大するにあ

たって「拡大は段階的に実施する」との方針を設け、それに従ったものです。 
 その後、2 年余を経過しましたが、拡大に伴う特段の問題について報告は受けておら

ず、一方で市区町村立図書館の分館・地域館の参加に関する要望が多く寄せられており

ます。 
 また、最近の市町村合併の影響により、1 自治体 1 館という条件では対応しきれなく

なっています。 
 これらの状況から、平成 16 年度春の新規参加館募集時より、「1 自治体につき 1 館」

という条件を緩和し、市区町村立図書館分館の参加を認めることといたします。 

（２）データベースのインターネット一般公開 
 これまで総合目録データベースに蓄積してきた「どんな資料が日本国内に存在するの

か」「どこの図書館が何を持っているか」という膨大な情報は、国内の図書館資料の有効

活用へつながる、非常に有用なものと考えています。このような考えから、平成 16 年

秋以降、データベースをインターネット上に一般公開します。 
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 今回のシステムリニューアルにあたっては、大量データへの対応、検索機能の向上等、

システムのレベルアップを図ると同時に、総合目録データベースのインターネット一般

公開を前提として開発を行ってきました。 
 公開する画面は、参加館に提供する画面とは別の URL で、より簡易な画面とします。

また、機能面では、データ提供館への負担の集中を避けるために、検索機能のみを提供

します。相互貸借依頼はできません。 
 スケジュールとしましては、まず 4 月から 10 月までの間をモニタリング期間と位置

付け、「簡易検索画面（一般公開用）」を参加館の皆様に使っていただきたいと考えてお

ります。画面説明、レスポンス等使い勝手をご報告いただく一方で、総合目録側ではシ

ステム性能評価を行います。 
 モニタリング期間は 10 月までを想定しておりますが、8 月頃から、いただいたご意見

や性能評価の結果の検討、システム反映を並行して開始します。 
 またこの頃には、今年度皆様にご協力いただきました「参加館状況調査＜統計調査＞」

も集約の段階にあると思われますので、調査結果と新システムで取得する統計ログとを

あわせて検討材料といたします。 
 それらを踏まえまして、早ければ平成 16 年 10 月、システム反映等に若干の時間を要

する場合は平成 16 年内の公開を目指します。 
 公開情報の内容については、画面でイメージをつかんでいただきたいと思います。 
 表示する書誌データの

内容は、参加館向け画面

の「基本書誌表示（現行

の書誌詳細表示）」程度で

す。「タグ表示」と「参加

館書誌表示」は提供しま

せん。 
 書誌データの下には

「所蔵館情報」として図

書館名を表示します。ロ

ーカルデータ（請求記号

等）、相互貸借情報は提供

しませんが、誤同定を判

別するため、所蔵館名の

うしろに、当該参加館書

誌のタイトル・タイトル

関連情報・巻次等の一部

を表示する仕様になって

います。 
 また、検索結果の取扱

に関する注意点は、画面

上に目立つように配置し

 

誤同定を知るてがかりとして、 
所蔵館名のうしろに 

参加館書誌の一部を表示 

資料の利用についてのメッセージ

「お近くの図書館にご相談ください」

を書誌詳細表示画面に必ず明示
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ました。メッセージの表現については、特に皆様からのご意見をいただきたい部分です。 
 検索画面の入口は、NDL ホームページ内にリンクを設ける予定です。特にユーザ認

証は行わず、所蔵館情報は図書館コード順とします。 
 また、外部の横断検索システムからの利用（取り込み）は、システム負荷の点で懸念

がありますので、公開後も、当面は許可いたしません。 

２．事業の運営 

（１）研修会の開催 
 参加館の拡大に伴い、研修の重要性が今後ますます大きくなると考えます。 
 これまで都道府県立図書館の皆様には、各県域研修会の開催や、新規参加館へのご説

明に多大なご協力をいただいております。心から感謝を申し上げるとともに、今後とも、

各県域内へのフォローをお願い申し上げます。 
 NDL においては、平成 16 年度はシステムリニューアルの初年度にあたりますので、

2 種類の研修会を企画しております。 
 まず 1 つめは、「新システム説明会」です。6 月頃、NDL の東京本館と関西館で各 1
回ずつ開催する予定です。 
 この説明会は 2 部構成となります。午前中に、都道府県立及び政令指定都市立図書館

中央館の担当者を対象とした「意見交換会」を設けます。20～30 人の会場で、意見交換

や実務的な情報交換を行っていただくもので、14 年度の「県域研修会講師のための研修

会」でのディスカッションのようなイメージです。 
 平成 16 年度は「講師のための研修会」は開催いたしません。当日、県域研修会開催

のための資料をお渡ししたいと考えております。 
 午後には、会場を移しまして、全参加館を対象としたシステム説明会を行います。こ

れが県域研修会の雛型となるようにと考えております。 
 2 つめは、「新規参加館研修会」です。これは例年行っているもので、16 年度も新規

参加館の利用開始から遠くないタイミングで開催いたします。 
 また、従来、県域研修会への NDL 講師の出張依頼に対しては、システム開発作業の

関係上お断りしていましたが、16 年度は前向きに検討したいと考えております。ご相談

ください。 
 また、研修会ではありませんが、システムに新しく設ける「オンライン・トレーニン

グ機能」は、県域研修会での実践や、各参加館での自習・復習にご活用ください。 

（２）「相互貸借情報」の検討 
 総合目録システムでは、相互貸借業務の支援を目的として「相互貸借情報」を提供し

ています。 
 「相互貸借情報」は、参加館の皆様に、各館の資料貸出の条件などを記入していただ

きますが、基本的な入力項目の定めはあるものの、表現は必ずしも統一されていないた

め戸惑うこともあるようです。 
 このため、掲載内容をある程度統一できれば業務の効率化につながるのではないかと

考えました。具体的には、掲載項目の再検討、表現の検討、入力雛型の作成といった手

法が採り得るかと思います。 



  6/16 

 全国公共図書館協議会の「公共図書館間資料相互貸借指針」との関係に留意しつつ、

参加館の皆様と、内容を十分に検討させていただければと考えています。 
 研修会で相互貸借のルールの徹底をはかりつつ、システム上ではより理解しやすい「相

互貸借情報」を参照できることを目指すこと、この 2 つを、平成 16 年度以降の事業運

営の重要なテーマと考えております。 
 
 
３．報告「総合目録システムのリニューアルについて」 

国立国会図書館 関西館事業部 図書館協力課 総合目録係  梶田 英知 

 今年度実施しております総合目録システムのリニューアルについて、ご報告させていた

だくとともに、画面のデモを行います。 

○システムリニューアルの考え方 
 まず、リニューアルにあたっての考え方からお話いたします。 

（１） データ提供館の増加と書誌件数の増加 
 現在のデータ提供館は 48 館です。そして、システムで扱う総書誌件数は既に 2,500 万

件を超えました。今後の数年間を考えるにあたって、データ提供の対象館となる都道府

県立及び政令指定都市立図書館 70 館、およそ 5,000 万件の書誌データをデータベースに

収録したうえで、効率的に処理できることを前提としました。 

（２） ユーザ数の増加（参加対象の拡大と検索機能の一般公開） 
 先ほど「平成 16 年度以降の国立国会図書館総合目録ネットワーク事業について」でご

報告いたしましたように、平成 16 年度からネットワークへの参加条件が緩和されますが、

2,000 館規模のユーザ数でもシステムの応答速度に問題ないようにします。 
 また、検索機能の一般公開を行うと、参加館向け各種機能のレスポンスへの影響が懸

念されます。一般からのアクセスは一定量を超えるとシステム的に受け付けなくするな

ど、配慮します。 

（３） 相互貸借マナーの徹底 
 参加条件の緩和にあたっては、特に、資料の利用についてのトラブルを起こさせない

工夫が必要になります。そこで、既存の研修会に加えて、参加館がいつでも相互貸借の

マナーやシステムの利用の仕方、また総合目録事業の趣旨などに触れられるようにしま

す。 

（４） 機器更新のタイミング 
 NDL では、情報システムに関して概ね 4 年で機器の更新を行います。 
 平成 12 年度の前回の入替から 4 年経過したタイミングにあたり、現在までに明らかな

問題点の改善や、これから先の事業運用に必要なシステム開発を織り込みました。 

○システムリニューアルのポイント 
 今回のリニューアルポイントを、大きく 5 つにまとめました。順にご説明いたします。 
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（１） サービス全般について 
 サービス全般ということでは、3 点挙げました。 
 現状の午前 9 時から午後 10 時までのサービス時間を見直し、原則として 24 時間サー

ビスを行います。とはいえ、法律に定めのある停電日や、メンテナンスが必要な場合、

あるいは重大な障害発生によるサービス停止はありえます。なお、メンテナンスについ

ては、月に一度の「メンテナンスの日」を設定しておきますが、当初はシステムを止め

ての予防保守や点検が必要になった場合に適用する方向で運用を開始します。必ず止め

るというわけではなく、止めるならこの日というかたちです。 
 システム機能の利用にあたっては、現行と同様、ユーザ認証が必要です。ここを暗号

化通信にし、ネットワーク上でのパスワード（以下 PW）や参加館情報の漏洩を防止し

ます。 
 また、画面のデザインを一新しました。システムをより使いやすく、またアクセシビ

リティにも配慮した画面作りを心がけました。 

（２） データベースについて 
 データベースの基本的な構造については、変更はありません。 
 集中型データベースで、現行と同様に、書誌データを機械的に同定処理し、基本書誌

から参加館書誌を表示します。また、データベース構築の方針として、誤った書誌が同

定されるより同じ書誌が分かれたほうが良い、とする「ゆるやかな統合」の考え方を維

持しました。 
 同定アルゴリズムの検討については、たびたび MARC 番号にまつわる誤同定が問題と

なっています。この問題を減らせないか検討を行い、誤同定を起こしているケースでは

ISBN や書名が著しく異なっていることに注目して、該当した場合に文字列同士の再同定

処理に回るアルゴリズムを実験しました。結果は、誤同定もある程度解消するものの、

それ以上に同定されてよい書誌の非同定、つまり「書誌割れ」が大幅に増加してしまい

ましたので、結局、実験したアルゴリズムは採用せず、現行のままとしました。 
 アルゴリズムそのものではありませんが、書誌データを総合目録データベースに登録

する際に、JAPAN/MARC では全国書誌番号が 8 桁、TRCMARC ではマーク番号が 7 桁

または8桁であるかをチェックして、不正な場合は総合目録データベースに反映しない、

「不正 MARC チェック」という措置を昨年現行のシステムに組み込んであり、リニュー

アル後も引き継ぎます。 
 当総合目録のデータフォーマット、「総合目録共通フォーマット」は第 3 版に改訂しま

した。参加館の皆様には、今後可能なタイミングをみて、第 3 版によるデータ抽出に移

行していただきますようお願いします。なお、既に第 2 版データが登録されているとこ

ろに、同じ図書館から第 3 版データが提供されても大丈夫です。 
 「総合目録共通フォーマット（第 3 版）」は、JAPAN/MARC（2002 フォーマット）の

改訂に準拠した部分と「総合目録共通フォーマット」独自の改訂箇所があります。独自

部分としては、NACSIS-CAT レコード ID を MARC 等種別に加えました。また、誤 ISBN
を収録するフィールドを設けました。これらは、「総合目録共通フォーマット（第 3 版）」

のデータであれば検索することができるようになります。 
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 また、リアルタイムの反映という意味ではありませんが、データベースの更新処理を

24 時間行えるようになります。 
 現在、データベース更新がサービス運用開始時間の午前 9 時までに完了せず、データ

の登録が終わっても、検索や一覧表示用のインデックス作成が終わっていないことがあ

りました。今後は、更新処理に十分時間が使え、処理の高速化もはかられますので、た

とえば検索結果の一覧で、インデックス作成が追いついていないために一部のタイトル

が空白となってしまうケースはなくなります。 
 差分データ転送に関しましては、従来と同じ ftp 転送に加えて、http-get という転送方

式を追加します。参加館側の Web サーバにファイルを置き、総合目録システム上で差分

データファイルの URL を指示すれば、その日の夜、総合目録サーバが差分転送データフ

ァイルを取りに行く、という仕組みです。http-get は、ftp 転送と異なり認証のためのグ

ローバル IP アドレスの取得が不要であるため、ftp 転送よりも若干敷居の低い実施方式

になると考えられます。ftp と http-get のいずれの方法も、参加館のネットワーク担当者

とのご相談は必要ですが、より実施しやすいファイル転送方式を選んでいただくことが

できるようになります。 
 総合目録データベース上の書誌データで、誤同定の原因になってしまっているものや、

本来無くなっていないといけないのに総合目録データベースに残ってしまっているもの

がたまに見つかります。そうした時に、参加館側で削除処理できる機能を実装しました。

既に図書館マスタに当該書誌がなく、通常の差分データ更新では削除データの送信が不

可能な場合などにお使いいただければと考えています。もし参加館側に当該データが残

っている場合は、差分更新データなどの形で総合目録に転送されると、総合目録上に復

活しますのでご注意ください。また、削除は自館データのみ可能で、作業は 1 件ずつ指

示して削除を実行する形になります。 

（３） 検索サービスについて 
 検索サービスに関しては、5 点ほど申し上げます。 
 まず前方一致検索の範囲についてですが、これまで著者名ヨミ検索はデフォルトで完

全一致検索でした。一方、同じ著者名検索でも漢字検索はデフォルトが前方一致で、分

かりにくく説明が必要でしたので、デフォルトを前方一致に統一しました。また、日本

十進分類法（以下 NDC）の分類記号の検索では、常に完全一致でしたが、3 桁以下の分

類記号まで知っていないと目的の資料がヒットしないのは不便があろうと考え、デフォ

ルトを前方一致としました。 
 2 点目に、NDC の階層のリンクをたどっていく、NDC 階層検索では、NDC 新訂 9 版

を採用しました。また、画面上では、“を見よ”や“をも見よ”の関係性を使った検索や、

地理区分や下位区分への遷移、などを分かりやすく表現しました。 
 3 点目に、内容細目フィールドのみの全文検索を行う画面を別にご用意しました。通常

のタイトル検索でも、内容細目フィールドを対象としていますが、前方一致や完全一致

の検索で、内容細目のデータをヒットさせるのはなかなか困難です。通常の書誌検索で

うまくヒットしなかった場合の「奥の手」として、この機能をご利用いただければと考

えています。 
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 4 点目に、データ提供館向けの機能となりますが、参加館側で付与している書誌のコン

トロール番号から検索できるようになりました。気になる自館データの確認などにご利

用いただければと考えています。 
 最後に、現在も都道府県立および政令指定都市立図書館に提供している、館内利用者

向けの「簡易検索画面」に変更があります。この検索画面を立ち上げるには、総合目録

システムへ接続するための認証を必要とします。利用中に検索画面を間違えて閉じてし

まった時に、来館利用者の前で ID、PW を入力することは避けたい、また、利用者向け

の提供画面はタイマーで自動的に立ち上がるため、毎朝職員が ID、PW を入力すること

ができないといったご事情にお応えするため、これまでは参加館に認証を省略するフィ

ルタソフトを導入していただいていました。今回、別の方式として Cookie を使うことに

して、ソフトウェアの別途の導入を不要にしました。 

（４） 相互貸借支援およびマナーについて 
 相互貸借支援については、3 点ほどございます。 
 総合目録の検索から相互貸借の依頼に至る流れについては、その過程で、求める資料

かどうかの確認と、貸出依頼先図書館の優先順位は「近くから遠くへ」という基本原則、

また、依頼先図書館の相互貸借情報の確認という 3 つのステップが最低限必要な要件に

なります。そこで、検索から相互貸借依頼のフローチャートを別紙に示すように変更し

ました。注目していただきたいのは、中央部分です。「基本書誌」と書いてあるのは、こ

れまで「書誌詳細表示」と呼んでいた画面です。この画面では、所蔵館一覧の並び順を、

検索している参加館から見て「近くから遠くへ」並べます。参加館の書誌を見て、さら

に相互貸借情報に同意して初めて、依頼内容の確認画面に遷移するようにしました。「基

本書誌」から依頼ができる仕組みはありません。 
 参加館の皆様のご都合の良いときに、いつでも、システムの使い方や、相互貸借のマ

ナーについてご確認いただけるように、NDL 総目に関するトレーニングコンテンツを作

成しました。現在 5 コース用意しております。各コースの最後にテスト問題もあります

ので、挑戦していただきたいと思います。 
 今回のフォーラムにもあてはまりますが、全ての参加館が一同に会すことは現実的に

はほぼ不可能なことになってきました。その一方で、NDL 総目は参加館の協力が不可欠

ですので、参加館同士で意見交換や情報交換を行える場として、メーリングリストを提

供する予定です。皆様の意思で、ご参加いただければと考えています。 

（５） システム構成について 
 システムのソフトウェアやハードウェアに関係するポイントとしては 3 点です。 
 今回、システムの OS に Linux を採用しました。特にオープンソース・ソフトウェア

に限定したわけではありません。開発仕様を満たす上で問題ないと判断した結果です。

一般にオープンソース・ソフトウェアは多くの人の目で見るためセキュリティに優れて

いると言われます。そうした良い面に期待しています。 
 システムに格納するデータを XML 化します。これにより、特定タグのみを参照するこ

とができるようになります。主に参加館書誌のローカル情報が対象となりますが、ロー

カル情報のみのリスト作成や、データの一括変換を行えるようになります。ただ、処理
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性能上の制約があり、実際にご希望される場合は、個別にご相談いただくことになりま

す。 
 データベースサーバは複数用意し、それぞれのサーバへのアクセスは負荷のバランス

を保つように設計しました。 

○現在の進捗状況 
 新しい機器の導入と、システムの全機能の開発および単体・結合・総合テストを完了し

ました。そして、現行データベースからの書誌データの全件移行を完了しました。ただし、

NDL と一部の参加館のデータは、「総合目録共通フォーマット（第 3 版）」の書誌データ

に入れ替えますので、移行対象から除外しました。NDL 以外の第 3 版データの参加館に

ついては、4 月以降、データが登録されるまで、しばらくはデータが未登録の状態になり

ます。 

○今後の予定 
 平成 16 年 2 月から 3 月は、索引作成や、12 月以降の差分更新データの登録を行い、新

データベースを構築するとともに、各種検証作業を鋭意行ってまいります。 
 システム切替に伴うサービス停止を 2、3 日程度予定しています。詳細については後日

ご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 
 4 月には、システムリニューアルを実施し、データベース更新処理、参加館による一般

公開用画面のモニタリングを開始します。6 月頃、新システム説明会を行い、10 月には平

成 16 年度新規参加館のシステム利用開始、それから遠くないタイミングで新規参加館向

け研修会を開催します。10 月以降、NDL 総目の検索機能をインターネット一般公開しま

す。 
《リニューアル画面デモ》 
 

 

４．参加館からの報告 

「総合目録への期待 ～宮城県の場合～」  

宮城県図書館 企画管理部企画協力班  椙本 哲弥 

 総合目録についてお話する前に、宮城県図書館の今年度の出来事として、5 月に地震被

災のため三週間ほどの休館を余儀なくされました。その間、全国の図書館の皆様からご心

配をいただき、ご連絡いただいた図書館もありました。今は通常通り開館しており、昨日

から蔵書点検を行っています。蔵書点検の期間中に建物のクラック（ひび割れ）を埋める

工事を行う必要があり、まだ軌道修正をしながら何とか元に戻ろうとしているところでは

ありますが、業務面は通常に戻っています。ご心配をお掛けした皆様には心より御礼申し

上げたいと思います。 
 では、本題である総合目録への期待ということで、宮城県内の状況についても若干説明

しつつお話したいと思います。 
 宮城県においては、県図書館のホームページ上で横断検索システムを提供しており、広

く一般にご利用いただいています。また、県内の図書館ならびに公民館図書室向けには、
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同様の検索システムに加え、宮城県図書館への資料貸出依頼機能、県内図書館同士の相互

貸借を行うための回覧版やワークフロー機能を付加した宮城県図書館情報ネットワークシ

ステムを構築し、ご利用いただいています。 
 現在、市立図書館を中心に、県内図書館の約半数にあたる 15 館が NDL 総目に参加して

います。利用状況の実際について、県としてきちんとした調査を行っていないのですが、

概ね利用者からの質問に基づき、出版情報等のデータ確認、特に、少し古い資料に関して

データ確認を行いたい時に利用していると聞いています。NDL 総目を利用しての借受に

関しては、政令指定都市である仙台市の図書館を除き、なかなか行っていないという現状

にあるようです。 
 次に、宮城県図書館への依頼という点について少しお話します。北日本ブロックの図書

館からの依頼が中心であるのは言うまでもありませんが、日々協力貸出を担当として行っ

ていると、全国からご利用いただいていることが分かります。 
 お詫びしなければならないと思っていることが 1 点あります。依頼には概ね 3 日以内に

対応しているつもりですが、ここ一年ほど、利用が多いために折角依頼があってもすぐに

貸出の対応が取れないことがまれにあります。実は今年度に関しては、宮城県において初

めて県内外の協力貸出が 2 万冊の大台に乗るという状況になりました。協力貸出は担当 3
人で行っているのですが、迅速な手続きが難しい状況になっています。 
 そのような中、NDL 総目を通じてご依頼いただく方が、その後の貸出手続き、資料の

搬送等がスムーズにできています。手書きの FAX 依頼が不都合という訳ではないのです

が、一担当者としては、NDL 総目の様式でご依頼いただけると大変ありがたいと思って

いるところです。 
 宮城県内では来年度中には 3 館ほど図書館が増える状況にあります。いずれの自治体も

非常な財政難の折、県内外での相互貸借はますます増加していくものと考えられます。 
 NDL 総目の利用について、県内の市町村立図書館ではデータ確認しか行っていないと

先ほどご説明しましたが、今後は貸借依頼も積極的に行うようになっていくと思いますの

で、NDL 総目システムのより一層の充実を期待し、報告とさせていただきます。 
 
 
「斐川町立図書館からの報告」  

島根県 斐川町立図書館 館長  白根 一夫 

 斐川町とお聞きになっても、ほとんどの方はお分かりにならないと思いますが、島根県

の出雲市の東隣にあります。出雲空港があるのが斐川町です。81km2 の町域に 2 万 8 千人

の人口を抱えています。 
 斐川町立図書館は、平成 12 年 4 月から教育委員会に図書館準備室を立ち上げ、3 年半の

準備を経て昨年 10 月 1 日に開館いたしました。 
 私は平成 12 年 4 月に、福岡県立図書館から斐川町の図書館準備室に移りました。それ

までは、福岡県立図書館において、NDL 総目のデータの差分更新データを週 1 回送信す

る仕事をしていました。福岡県立図書館では、資料をお借りすることもある一方で、デー

タ提供や資料の貸出に他の職員と一緒に取り組んでいました。現在では、本を借りる立場
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の町立図書館を職員と一緒に運営しています。 
 当館は小さな町立の図書館ですが、最近他館からの資料要求も増加しています。10 月開

館と同時にホームページも開設し、当館のデータのほか町内に 6 校ある学校図書館のデー

タ全てをインターネット上で公開しています。大多数は県内の近隣図書館からではありま

すが、資料要求が増えてきています。 
 逆に、利用者からの要求に応じて、当館がお借りすることも日を追って増えてきていま

す。現在、当館には資料が 9 万冊程ありますが、資料の蓄積では歴史のある市立図書館、

大きな県立図書館を頼りにする立場になります。島根県内では横断検索がまだ実現できて

おらず、また、ホームページで資料の検索を可能にしている図書館も少ないので、県外に

頼ることも多くなります。その際は申し合わせ通りに、まずはホームページで資料検索が

できる近隣の図書館を調べます。そこになければ島根県立図書館、県内で都合がつかなけ

れば、中国ブロック内の図書館を NDL 総目で調べ、相互貸借を依頼しています。 
 まだそれほど複雑な資料要求は生じていませんので、中国ブロックの県立図書館のご協

力により当館の利用者には対応できています。中国ブロックの各県立図書館には大変お世

話になっており、ありがたく思っています。この場を借りて御礼申し上げるとともに、こ

れからもよろしくお願いしたいと思っているところです。今後は、中国ブロック外の図書

館にもお世話になろうかと思いますので、その節はよろしくお願いします。NDL 総目の

参加館には、当館のように小さな町立図書館も参加していることをお聞きいただきたく思

い、本日のフォーラムに参りました。 
 配布資料についてご説明します。ひとつは手作りの利用案内です。9 月に町の広報に掲

載された町立図書館開館に関する記事のコピーには、左下の方に開館までの経緯として、

平成 12 年度からの準備状況を簡単に記載していますのでご覧ください。同じく、広報 2
月号のコピーは、3 月から運行を開始する移動図書館についてのお知らせです。この移動

図書館は、実は福岡県の小郡市立図書館の車を譲り受けたものです。小郡市で車の買い換

えのため不要になったものを譲り受けました。デザインを一新し、塗装、整備も行って、

当館の移動図書館として再活用することになりました。いろいろな図書館のご協力によっ

て、図書館をスタートすることができたと思っています。 
 もうひとつは、高齢者を対象にした思い出語りの会を開始した時の案内です。子どもた

ちへのおはなし会はどこの図書館でもやっておられると思いますし、当館でも開館と同時

にスタートしています。公立図書館は、赤ちゃんから高齢者まで利用できる、唯一と言っ

ていいほどの生涯学習施設だと思っています。全国の公共図書館においても高齢者の方の

利用が増えてきていると思いますが、島根県は全国一の高齢化率です。そういう方々への

ひとつのサービスとして、本を読んだり、本や写真をもとにして、いろいろな思い出をみ

んなで語り合う思い出語りの会を、2 月から月 2 回行っています。 
 NDL 総目については、私ども町立図書館は利用させていただく側になりますが、先ほ

ど申しましたように、身近なところからの利用という手順を踏んで利用していきたいと思

っています。近隣や県内、ブロック内で準備できなかった資料が、ブロック外の図書館に

要求されていることをご理解の上、暖かい心で資料提供をお願いしたいと思っているとこ

ろです。 
 NDL 総目の利用頻度としてはまだそれほど多くはありませんが、今後は増えていくで
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しょう。私どもも充分に活用していきたいと思っています。多くは借りる側となりますが、

できるところは協力し、一緒に参画していきたいと思っています。 
 時間があまりない中、言葉だけでは斐川町立の図書館をお分かりいただけないと思いま

す。残りの時間はビデオをご覧いただき、このような町立の図書館も参加館に入ったとい

うことを見知っていただきたいと思います。 
《ビデオ上映》 
 当館のホームページ上にもデータを公開していますので、もし当館の資料で皆様のとこ

ろにお役に立つようなことがあれば、ご連絡いただければ資料提供を行っていきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 
 
 
５．意見交換 

NDL（長嶺）： 
現在のシステムについて、補足で説明させていただく。 
現行データベースの更新処理は停止しているが、日々生じる更新データに対応するため

差分データの受付は行っている。差分データを受け付けると総合目録から受付通知メー

ルを送信するが、この受付メールがデータ提供館に届かないという問題が生じている。

データファイルを転送したにもかかわらず受付メールが届かない場合は、総合目録係ま

でご連絡いただきたい。当方で状況を調査の上、報告させていただく。 
調査に時間を要し、皆様方にご迷惑をお掛けしていることをお詫び申し上げる。 

 
群馬県立図書館： 

NDL 総目については現行システムの開発時に関わったが、担当者としては、当時のメ

ンバーからほとんど入れ替わってしまったという実感を持っている。 
報告について、いくつか確認したい。 
報告 3 で参加館側での書誌削除を可能にするとあったが、修正はできるのか。所蔵の削

除は可能なのか。 
また、新システムになった時、「総合目録共通フォーマット（第 3 版）」でデータを提供

するために登録が遅れるところは具体的にどこなのかをうかがいたい。 
NDL（梶田）： 

書誌の修正機能はなく、削除機能のみである。修正については現行と同様、差分データ

を送っていただくことになる。 
1 点確認をさせていただきたいが、所蔵の削除とは一括削除のことか。 

群馬県立図書館： 
ローカル書誌を削除すれば所蔵館情報から図書館名が消えるということでよいか。 

NDL（長嶺）： 
参加館書誌となっていた書誌を削除すると、所蔵館情報にあった図書館名が消え、参加

館書誌としてデータを参照できなくなる。 
なお、基本書誌を削除した場合は、同定されていた参加館書誌が再同定され、別の書誌
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が基本書誌となる。 
質問事項の 2 点目については、第 3 版データで登録する図書館のうち、NDL のデータ

は 4 月に登録された状態でリリースする。参加館については、データのチェックに 4 月

以降まで作業時間を要するため、4 月当初はデータが未登録の状態となる。具体的に図

書館名を挙げると、山口県立山口図書館、県立長野図書館、静岡県立中央図書館、福岡

県立図書館、千葉市中央図書館である。この中には、図書館システム入替のため、図書

館マスタに変更が生じ、全件入替を希望している場合がある。図書館システムのリリー

スのタイミングにより、4 月より後に登録開始となる場合も考えられる。そうした点に

ついて、今まさに打合せをしているところである。 
 
神奈川県立図書館： 
システムの検討段階に参加していたが、報告にもあった通り、その当時と比べると参加

館数、書誌件数ともに増加している。当館でも県域を越えた貸借件数が増えており、NDL
総目はそのツールとして有効に活用されている状況である。 
報告を通して、平成 16 年度の計画については分かったが、その後の予定はどうか。NDL
総目は公共図書館だけのシステムであり続けるのかということが 1 点。 
もう 1 点は、今まで報告にあった以外に NDL で課題として認識していることが何かあ

るのか。またそれについてどのように考えているのか。以上 2 点についてうかがいたい。 
NDL（児玉）： 

データ提供館となる図書館のうち、80%近くの図書館からデータ提供をいただいており、

現在の NDL 総目は、システムとして完成形に近づいたと考えている。前回のシステム

更新時に機能改善を行っており、このたびの更新にあわせて大幅なリニューアルを図っ

た。システム更新は 4 年に 1 度を目途に行っているため、およそ 4 年後に次の更新時期

を迎えるが、その際は大きなリニューアルではなく、機器のリプレースになると考えて

いる。 
今後の課題の 1 点目として、大学図書館や県域のネットワークとの連携がある。大学か

らは NDL 総目のデータを参照したいという要望が寄せられていたが、このたびの一般

公開により応えられる部分が大きいと考えている。 
多くの都道府県で域内の総合目録が作成されており、県域との連携は大きな課題と認識

しているが、具体的な計画が作成できている段階ではない。 
2 点目の課題としては、対象資料の拡大が挙げられるかと思う。 
NDL 総目は和図書のデータベースであり、逐次刊行物は含まない。逐次刊行物につい

て要望はあるが、現行のデータベースに逐次刊行物を含むことは考えていない。対象資

料の範囲を拡大するならば、別のシステムを構築する必要があると思うが、具体的な計

画がある訳ではない。 
今後どのように展開していくか検討することがリニューアル後の課題であるといえるが、

NDL だけで決定することは難しい。皆様のご意見をうかがいたい。 
 

鳥取県立図書館： 
総合目録システムからは NDL 総目のフォームでメールによる依頼ができるようになっ
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ているが、フォームで送信した後、csv 形式で保存できる機能はないか。 
フォームのままで送りたいのはやまやまだが、統計のために FAX で送信して記録を残

している状態である。 
NDL（梶田）： 
あ csv 等のファイルにして残す仕組はないが、貸出依頼のメールを送信すると、送信元に

も依頼先に送ったのと同じメールが届くようになっている。 
NDL（長嶺）： 

リニューアル後のシステムでも、貸借依頼のメール及び FAX については現行と同様で

ある。手元に残る情報としては、CC されたメールということになる。csv 等扱いやすい

形式になっていない点申し訳ないが、ご了解いただきたい。 
 
徳島県立図書館： 
最近は一般利用者から直接問合せを受けることが多くなっている。県下の方から、当館

で所蔵している資料を直接送ってくれという問合せがあったり、中には売ってくれとい

うものまである。 
県外の図書館も含め、様々な図書館の情報を手近に手に入れられる状況になっており、

図書館を通すのが面倒という人も増えているようだ。 
NDL 総目を平成 16 年の秋以降に一般公開するということだが、利用者から直接の問合

せが増えることが懸念される。相互貸借は図書館を通して行うというルールをもっと広

めていかないといけないと感じている。 
 
三重県立図書館： 
利用者向けに提供する端末では、セキュリティのため Cookie を使用できないようにし

ていることが多い。 
来館利用者向け簡易検索機能の認証に Cookie を利用するということであったが、

Cookie を使えないようにしている場合の対応はどうなるのか。 
NDL（長嶺）： 

Cookie を使用しない場合は直接ログイン認証を行うことになり、その都度認証が発生す

る。 
なお、Cookie に関しては、認証の有効期間について補足がある。 
一度認証を行ったら二回目以降は認証不要と申し上げたが、認証の有効期限は総合目録

のサーバ側で設定を持っており、無制限とすることを想定している。PW を変更すれば

再度認証がかかるようになるので、適宜簡易検索用の PW を変更していただきたい。重

大な事態が生じた場合は、NDL 側で強制的に変更するという対応で運用していきたい。 
三重県立図書館： 

Cookie を使わなくても大丈夫なようにしてほしい。 
NDL（長嶺）： 

検討課題とさせていただく。 
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NDL（児玉）： 
NDL 総目を一般公開するにあたっては、先ほど徳島県立図書館の方からご指摘があっ

たように、個人の利用者から図書館への直接の問合せが増加することを当方としても最

も懸念している。資料の利用に関しては近くの図書館を通して問合せるよう、画面上に

案内文を入れたいと考えているが、図書館に直接依頼する利用者が増えるかもしれない。 
情報を容易に入手できるようになってきた結果、利用者の動きが変わってきているとこ

ろがある。全国公共図書館協議会の 2 月の理事会で NDL 総目の事業の方向性について

報告した。認識を共有し、公共図書館のネットワークとしての対応をいかにとっていけ

るか検討できればと考えている。 
平成 16 年度に実施する新システム説明会の前の意見交換は、相互貸借に関する情報交

換を通じて認識を共有するひとつの場とし、また、ルールの徹底のために何をすべきか、

ともに考えていく場にしていきたい。 
 
 
閉会挨拶  

国立国会図書館 総務部 主任参事  中村 規子 

 本日は全国の図書館、関係機関の方々にお集まりいただきありがとうございました。 
 私にとっては昨年に引き続き 2 回目のフォーラムでした。少し感想を述べさせていただ

きたいと思います。 
 平成 10 年度に開始した NDL 総目事業が、参加館数、データ提供館数、運用、システム

等、様々な面において進展していることを感じ、大変嬉しく思いました。と申しますのも、

協力担当の主任参事として、日々協力の仕事に携わっておりますが、異なった機関の者同

士が理解しあうのは難しいこともあると実感しております。協力事業以前の理解という段

階でも難しい場合があるのですから、この NDL 総目事業が進展しつつあることについて

大変嬉しく思っております。 
 また、本日は、この事業の様々な点について話し合うことができたと思います。特に、

宮城県図書館、斐川町立図書館の 2 館の参加館から具体的な状況をおうかがいし、この事

業がどのように進められているのかを思い描くことができました。また、意見交換の際に

は、テクニカルな点についての質疑応答もありましたし、インターネットへの一般公開を

するとどうなるか、などのご質問も得て、本当に有意義なフォーラムになったと思います。 
 次年度以降は、参加対象の枠を広げることにより、サービスの向上が可能になるととも

に、解決すべき課題が発生する可能性もあり、新たな努力が必要になるかもしれません。

しかし、その際には、本日のように、参加館の皆様と意見交換を行いながらクリアしてき

たい、そして利用ニーズに応えていきたいと考えています。この点については皆様のご理

解をいただき、来年度に向けてともに事業を進めていきたいと思っております。今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。 
 本日はありがとうございました。 
 


