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第１２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 17 年 2 月 23 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 吉本惠子） 

 

開会挨拶 
国立国会図書館 関西館事業部長  西耒路秀彦  

 本日は年度末のお忙しいところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 
 さて、この一年間における大きな出来事として、昨年 12 月 6 日の総合目録ネットワーク

のインターネット一般公開が挙げられるかと思います。実験プロジェクトとしてスタート

してから約 10 年目の公開となりました。この 3 ヶ月月弱という期間ですが、公開後の一日

平均アクセスは 2,500 件前後ということで、公開前の概ね 2 倍の数字となっております。 
 この総合目録ネットワーク事業は、日本中の公共図書館が手を結び、日本国民に対して

その所蔵資料と取寄せ方についての情報を一元的に提供しようという大変大きな試みだと

思います。更にこれを一般公開するにあたっては、参加館の皆様のご理解とご協力をいた

だき、心より御礼申し上げます。 
 平成 16 年度はまた、当館の総合目録係で把握している限りでも、大変多くの県や政令指

定都市で総合目録ネットワーク研修会が開催されました。北は青森から南は鹿児島まで、

全国各地域にわたり、多数の図書館員の皆様にご参加いただいております。主催館及び参

加された図書館員の皆様の熱意に、深く敬意と感謝を申し上げます。 
 いまや総合目録ネットワークは、多くの公共図書館が、多様な利用者に対し、積極的に

提供しようとしている多様なサービスを支える基本的な枠組みのひとつとなりつつあると

言ってよろしいかと思います。従いまして、運営の中での具体的な課題、問題について、

忌憚ない意見交換を行い、工夫を重ねながら、改善を進めて対応していく必要があると思

います。 
 こうした状況を受けまして、今回の参加館フォーラムでは、まず当館から平成 16 年度に

おける事業活動、及び、一般公開後の状況等についてご報告いたします。 
 それから、大阪市立大学大学院創造都市研究科にご在籍の北克一先生から、この総合目

録を考える手掛りとなる貴重なお話をいただける運びとなりました。北先生には、当館の

発行しております『カレントアウェアネス』についても携わっていただいております。 
 続いて、鳥取県立図書館の資料課整理係長福市信氏からは、同館の取組みについて第一

線からのお話をうかがう予定となっております。 
 その後、ご出席の皆様と情報の共有と意見交換をさせていただきます。 
 3 時間ではございますけれども、集中した会議になろうかと思います。遠路お疲れ様でご

ざいますが最後までよろしくお願い申し上げます。 
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報告１「総合目録ネットワーク平成 16 年度事業報告」 
          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。 
 今年度、総合目録ネットワーク事業はシステムリニューアル、そして一般公開と、大き

な節目となりました。本日のフォーラムはその報告を中心に行いますが、まず、簡単に今

年度の経過と今後の予定を私から報告いたします。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 1 自治体 1 館という枠を外し、市区町村立図書館の分館の参加を認めました。

そのため、今年度の新規参加館数は、市区町村立図書館 79 館、政令指定都市立図書館分館

8 館、合計 87 館となりました。このうちの 34 館が市区町村立図書館の分館にあたります。

なお、今年度は市町村合併の関係で 1 館脱退しましたので、現在の参加館の数は 926 館で

す。詳細につきましては資料１の一番最後をご覧ください。 
 今年度新たに滋賀県立図書館、福井県立図書館がデータ提供館となり、現在のデータ提

供館は 50 館となっています。また、現在、岩手県立図書館のデータ投入を準備中です。埼

玉県立図書館 3 館、広島市立中央図書館からもデータ提供予定を承っておりますので、来

年度前半にはデータ提供館が 55 館となる見込みです。 
 現在の書誌レコード数は、基本書誌が約 784 万、総書誌数が 2,845 万となっております。

参加館別の詳細につきましては参考資料をご覧ください。参加館別に見ますと、データ提

供館であるにも拘らず数値が入っていない図書館があります。注を付けておりますように、

データ移行が未完了のためです。また、データ数が非常に少ないと思われる館につきまし

ては、データ入替えを行っているためです。 
 今年度は、5 館がデータ入替えを行いました。各館のシステム更新に伴いまして、データ

入替えが続いております。システム全体のデータ投入スケジュールにも関連してまいりま

すので、来年度データ入替えを予定されている図書館は早めにご連絡ください。 
 
＜総合目録ネットワーク研修会＞ 

 当館主催の新規参加館を対象とした研修会は、11 月に関西館で開催いたしました。また、

各県域での研修会開催をお願いしていますが、今年度は非常に多くの県や市で開催してい

ただきました。23 の地域で、延べ 460 名ほどの参加がありました。実施状況につきまして

もお手許の参考資料をご覧ください。この場を借りて改めて御礼申し上げます。なお、こ

のような状況を踏まえまして、来年度は研修実施のための、講師の方を対象とした研修会

を、関西館で開催したいと考えております。 
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＜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 月にシステムリニューアルを行いま

した。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を維持しておりますが、単なる機器のリプレースでは

なく、主題検索の改善、画面遷移の変更等の機能改善を図りました。準備中に一部不具合

が発生し、リニューアル時期が 4 月末と遅れましたことをお詫びいたします。また、現在、

タイムアウトが頻発するという障害が発生しております。原因の一部は判明しております

ので、来年度以降対応したいと思っています。 
 このように一部問題はありますが、使い勝手には工夫をいたしましたので、だいぶよく

なったのではないかと思っております。もし、お使いになって気になること等がありまし

たら、この場で、あるいは後からでも係にご連絡ください。 
 システムリニューアルに伴いまして、マニュアルも改訂いたしました。1 月に刊行し、発

送は全て終了いたしました。もしまだお手許に届いていない場合は、係までご連絡くださ

い。 
 
＜状況調査について＞ 

 平成 15 年度、16 年度と、相互貸借に関する状況調査としてアンケートと統計を実施いた

しました。平成 15 年度分後半の統計を平成 16 年 6 月に締め切り、まとめております。長

期間にわたりご協力有難うございました。その結果を見ますと、所属ブロック外から資料

を借り受ける場合､その所蔵情報を総合目録ネットワークから得たケースが全体の 79％と

なっております。県域を越えた相互貸借に利用されている実態がうかがえるのではないで

しょうか。状況調査の詳細につきましては、来年度、当館の刊行物に発表する予定です。

是非ご一読いただきたいと思います。 
 また、今回、システム更新により、システム上で総合目録ネットワークを利用した相互

貸借統計を取れるようにいたしました。概数ではありますけれども、こちらも参考資料と

して付けましたのでご覧ください。これにより、全国的な利用状況の一端を捉えられるの

ではないでしょうか。なお、「FAX 書式画面表示回数」についてはあくまで画面の表示回数

です。実際の依頼件数とはなりませんので、その点はご留意ください。 
 
＜インターネット一般公開について＞ 

 昨年度のこのフォーラムでお話しましたように、今年度、総合目録ネットワークの一般

公開に向けて準備を進め、平成 16 年 12 月 6 日に公開いたしました。当館ホームページか

ら入り、検索できるようになっております。公開にあたり、一般公開用画面について平成

16 年 6 月～7 月にモニター調査を行いました。また 7 月に東京本館、関西館で開催した新

システム説明会の際に、データ提供館の皆様にご意見を伺う機会を設け、反映するように

いたしました。また、公開に向けて、改めて都道府県立、政令指定都市立図書館の全参加
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館にご協力をお願いし、ご了解をいただきました。この一般公開の経過につきましては、

後程梶田が報告いたします。公開に当たっては、様々な懸念がありました。皆さんのご意

見を伺いシステム上、運営上工夫いたしましたがいかがでしょうか。公開後の反響などに

ついて、是非このフォーラムの場でお話いただければと思います。 
 
＜相互貸借情報＞ 

 昨年度のフォーラムで、相互貸借業務の支援としてシステムで提供している「相互貸借

情報」を見やすいものとできるように統一を図るため、掲載項目の再検討、入力雛型等を

検討すると申し上げましたが、残念ながら今年度は着手することができませんでした。来

年度の課題としたいと思います。 
 また、参加館同士のコミュニケーションツールとしてメーリングリストも構築しており

ます。準備が整わずまだ公開に至っておりませんが、来年度早い時期に進める予定です。 
 
○まとめ 
 平成 16 年度から、総合目録ネットワーク事業も新たな段階に入りました。 
 来年度は、事業及びシステムの安定運用に努めたいと思っています。加えて、今後の総

合目録の方向性についても検討を始めたいと思っています。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全く変わっておりません。本日のフォーラムに

おいても、今後の総合目録のあり方について皆さんのご意見をお願いしたいと思っていま

す。 
 簡単ではございますが、以上で私の報告を終らせていただきます。 
 
 
 

報告２「国立国会図書館総合目録ネットワークシステムの 
検索機能一般公開後の状況について」 

     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  梶田 英知 

はじめに 

 皆様こんにちは。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 梶田と

申します。いつもお世話になっております。 
 本日、私からは、総合目録ネットワークシステムの検索機能の一般公開後の状況につい

て、ご報告させていただきます。 
 
１ 一般公開の経緯 
 はじめに、検索機能の一般公開に係る経緯について触れたいと思います。 
 この総合目録ネットワーク事業は、パイロット電子図書館プロジェクトの一つとして行
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われていたのですが、平成 8 年度の終わり頃、総合目録調整委員会のまとめによる報告書

が日本図書館協会から出されております。 
 この中で、総合目録ネットワークシステムの「インターネット等との接続」に関する考

察がまとめられています。これによりますと、情報公開の必然性や必要性を認めつつも、

その時はまだ公開は行わず、継続して検討する課題と位置付けられました。 
 総合目録ネットワーク事業は、平成 10 年度に、当時の情報処理振興事業協会から国立国

会図書館に事業移管されましたが、それと同時に、一般公開も継続した課題という位置付

けで、引き継がれました。 
 平成 11 年度には、協力館会議用の資料作成のために、参加館にアンケートを実施してお

ります。この際、一般公開に関する意向を尋ねたところ、非常に微妙な回答状況だったこ

とから、時期尚早という判断をし、公開には至りませんでした。 
 数年を経た平成 14 年度から、再び一般公開に関する検討に着手いたしました。平成 14
年度の協力館会議や参加館フォーラムの場で、平成 16 年度を公開時期に想定し、検討を進

めて行きたいといった方向性を示しております。 
 平成 14 年度末には、参加館状況調査で、アンケート調査を実施しました。その結果、過

半数が一般公開に賛成との回答を得られました。だいぶん状況が変わってきたのかなとい

ったような印象を受けたことを覚えております。ただし同時に、一般利用者からの所蔵館

への直接の問合せが増加するのではないか、また、相互貸借の件数が増加するのではない

か、そして物流コストの問題がある、といった懸念される面については、従来からずっと

言われていたところでございましたので、こうした懸念等もあわせて解決をしていくよう

なかたちはないかということも検討の対象としていかなければいけない状況になりました。 
 平成 15 年度については、具体的に公開できる情報の範囲、また、公開の時期などについ

て、参加館との協議を行いました。 
 そして、平成 16 年度になり、5 月頃から、データ提供対象館となります都道府県立図書

館、また、政令指定都市立図書館との、一般公開に関するご相談をはじめさせていただき

ました。公開にあたって懸念された事柄、事項への対応策にはどういうものがあるのか、

といったことについて、個別にご説明させていただくこともございました。そうした参加

館と、直に情報等のやりとりをさせていただいたこと、お話させていただいたことは、私

にとって大変有意義で、良い経験をさせていただいたと思っております。 
 
 また、6 月から 2 ヶ月間ほど、全ての参加館を対象としたモニター調査を実施し、7 月に

はシステム説明会を行った際に、午前中の時間を利用して意見交換を実施し、一般公開用

に準備させていただいていた画面や、またシステムの使い勝手などについてご意見をいた

だきました。そこで出たご意見としましては、ブラウザの「戻る」ボタンを押しても前の

画面に戻れないのは不便、といったご指摘ですとか、中間一致や後方一致の検索ができた

方が便利、といったご意見、書誌の詳細画面に所蔵館名だけでなく、図書登録番号とか請
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求記号などが表示されている必要があるといったご指摘、また、システムの使い方のご案

内ですとか、資料の利用にあたっての注意点については、記述の内容ですとか、レイアウ

トに関しまして工夫が必要であるといったご指摘。また、画面上の文字が小さすぎるとい

ったご指摘がございました。 
 そういったご意見、ご指摘を受けまして、公開に際しての懸念となっておりました、所

蔵館への直接の問い合わせ、及び、相互貸借件数の増加、こちらの 2 点については、ある

程度関連があるのではないかと捉えまして、資料の利用にあたって画面上に「最寄りの図

書館へご相談ください」といったご案内を掲載させていただいたり、また、お問合せは総

合目録係に届くようなご案内を載せさせていただいたりと、少し、ご案内等に工夫をさせ

ていただきました。 
 ただ、中間一致の検索ですとか、後方一致の検索につきましては、作業スケジュールと

作業内容に関して少し課題がありまして、対応いたしませんでしたけれども、その他のご

意見・ご指摘については、できるだけ作業の中に盛り込ませていただきました。 
 さて、平成 16 年 9 月頃になりまして、都道府県立図書館、それから、政令指定都市立図

書館中央館宛てに、一般公開の是非に関してご回答をいただくべく、文書の依頼を行いま

した。その結果ですけれども、承諾というご回答をいただくことができ、それを受けたか

たちで、平成 16 年 12 月 6 日に、国立国会図書館ホームページを通じまして、総合目録の

検索機能の一般公開を開始いたしました。 
 物流コストの問題、というのは、要するに情報は流れても物が流れない、といった話な

のですけれども、この懸念につきましては、各自治体における様々な取組みをお聞きする

機会があるのですけれども、懸念事項としてはまだ残っているのかな、というふうに私共

では認識しております。 
 では経緯の方はこれぐらいにいたしまして、一般公開後の状況について、ご報告したい

と思います。 
 
２ 検索回数の状況 
 まず検索回数につきましては、約 2 倍になった、という状況です。一般公開前、1 日当り

の参加館のみに使われていた状況では、1 日当り 1,200 回ほどの検索がございました。一般

公開後では、約 2,500 回になっております。内訳は、参加館向けの機能につきましては約

1,000 回、一般公開向けの機能については、約 1,500 回となっておりまして、参加館のみの

機能に関しては 1,200 から 1,000 へ下がっています。これに関しては、ある参加館の方か

らお話を伺った事柄なのですけれども、検索利用では、普通は一般公開用の画面を使う、

相互貸借の依頼等を行う時には参加館用の画面を繋ぎ直して使っている、というお話をお

聞きしました。こちらでも改めて、そういった使い方もあるのだということに気付いた次

第です。 
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３ リンク等の状況 
 続きましては、インターネット上でご案内されている情報というのを調べてみようと思

いまして、検索語に「総合目録ネットワークシステム」または「ゆにかねっと」という言

葉を使って、Google を 3 回ほど検索してみました。この他の数値も、ちょこっと入ってる

のですけれども、2 月 16 日現在で、67 件見つかりました。一番多かったのは大学図書館の

ホームページです。ホームページの中では、文献探索のリンク集などのところにリンクが

設定されていました。 
 その他の 26 件は、比較的多めにあるのですけれども、個人の方が運営されているホーム

ページ上のリンク集ですとか、後は、ニュース的なお知らせを書かれているホームページ

ですとか、日記のページなどにも紹介されていました。 
 その他のうちのその他は、メールマガジンやメーリングリストです。メーリングリスト

は、Google ではちょっとヒットしないのですけれども、こういうのが流れていましたよ、

と教えてもらったものをカウントしています。 
 
４ 刊行物への記事掲載 
 後は紙媒体の刊行物でのご紹介の状況です。3 件ほど把握しております。『図書館雑誌』

の平成 17 年 1 月号に、総合目録の一般公開についての記事が掲載されておりました。 
 『国立国会図書館月報』の平成 17 年 1 月号ですが、お知らせというコーナーに、総合目

録の一般公開の紹介記事を掲載させていただきました。 
 それから 3 月に発行予定なのですが、『全国書誌通信』の 120 号に記事を掲載する予定で

す。 
 
５ 参加館の状況・意見 

 参加館からも、一般公開後の状況をお聞きしております。先月の 1 月 28 日ですけれども、

意見聴取会というヒアリングの場を設けさせていただきまして、データ提供をいただいて

いる 4 館の図書館の方にご出席いただいてお話をお聞きしました。 
 テーマは一般公開後の状況です。その内容は、一般公開の前後に大きく変化したことは

ありましたか、というご質問と、後は直接の問合せ等、状況はいかがでしょうか、という

ご質問、また、今後の心配ごとはありますか、というご質問をさせていただきました。 
 その結果については、大きくまとめてしまっていますが、一般公開前後に貸出冊数や借

受冊数という数値に関して、総合目録の一般公開をしたことによって大きく変わったとい

う状況は見受けられなかったというお話を伺いました。 
 それから、利用者からの問合せですけれども、こちらも従来通りのレベルで、特段、一

般公開したことによって増えたといったような状況は今のところ見受けられなかったとい

うお話でした。 
 最後に、今後の心配ごとというお話を聞かせていただいたんですけれども、現在のとこ
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ろはまだ一般公開した状況が浸透していないのではないか、このため、今後浸透した場合

にはお問合せの急増ですとか、相互貸借件数の増加といったものに繋がる懸念があるとい

うお話をお聞きしました。 
 
６ 国立国会図書館への連絡・問合せ状況 

 国立国会図書館へのご連絡、また、お問合せいただいた状況ということもご報告させて

いただきたいと思います。2 月 16 日現在であわせて 10 件のお問合せ等をいただきました。

個人的には 3 ヶ月間ほどで 10 件というのは少ないような気がします。そのうち一番多かっ

たのは 3 件で、所蔵調査や資料の利用に関することでした。その内訳につきましては、国

会図書館の図書館間貸出の利用方法についてお問合せが 1 件、また、所蔵館調査に類する

ものが 1 件、もう 1 件は、大学の学生や教員が大学図書館に検索結果をお持ちになって、

本を借りたいとのリクエストを受けた場合のご相談が 1 件ございました。 
2 件ずつというのが 2 種類ありまして、検索結果をプリントアウトしてもよろしいか、と

いうのが 2 件。それから、データ登録に関しては、参加対象機関ではない機関からデータ

登録したいのですが、というご相談が 1 件と近所の図書館のデータを登録してほしい、と

いうお話が 1 件ございました。 
1件ずつありましたのは、広報用のパンフレットやチラシ等ありますかというお話が1件、

それから、書誌データの入力ミス、こちらは著者のご遺族の方からのご指摘で、お名前が

異なっているというご指摘でした。それから総合目録ネットワークシステムに関して、相

互貸借支援機能の仕組みがどうなっているのでしょうか、というご質問が 1 件ありました。 
あわせて 10 件というような状況でした。 

 
さいごに 

 最後となりますけれども、様々な場面でお話をお聞ききした限りでは、公開前に最も懸

念されておりました、一般利用者からの所蔵館への直接のお問合せといったような状況は、

これまでのところ私たちの方では把握しておりません。しかし、参加館のみなさま、また

自治体内の図書館などにおきまして、総合目録ネットワークシステムの一般公開によって、

特に困ったことなどが起きているという状況がございましたら、総合目録係へご連絡いた

だければと思います。 
 私からのご報告は以上とさせていただきます。ご静聴いただきましてありがとうござい

ました。 
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講演「総合目録の現状と今後の方向性」 
大阪市立大学大学院教授  北 克一 

 皆さんこんにちは。大阪市立大学の北と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
 お手許の資料は、パワーポイントのスライド 2 枚ずつで 13 ページの配布資料と、その後

ろに図書館協力課のスタッフ作成の用語解説が 3 ページです。与えられました時間が概ね

60 分ですので、余り詳しい中身の解説まで入っていくのは非常に辛かろうと思います。用

語解説の範囲で概ねご理解いただける部分はすっと流しながらお話をさせていただくかも

しれません。 
 今 2 つのご報告を伺い、7 年ぐらい前から、IPA の時代から入れると多分 10 年以上にな

ると思うんですが、総合目録の構築を巡って、地道な努力と話合いを重ねてこられ、昨年

12 月 6 日にインターネット上に一般公開された、ということが非常によく分かりました。

NDL の関係者の方、また、参加図書館の皆様のご努力と鋭意に敬意を表しておきたいと思

います。 
 さて、本日は、最初は図書館界よりもう少し広いお話から始めて、徐々に狭いところの

お話をさせていただき、後半の 4 割はこの総合目録ネットワークを話題にしていきたいと

思っております。 
 
はじめに 

 これは誰でもが言われることですが、この 5、6 年でしょうか、インターネット情報基盤

の整備が徐々に進んできました。50kb ちょっとのスピードのモデムで繋がってとっても早

いと感動したのがほんの 4、5 年前だと思うんですが、あっという間に携帯、もしくは PHS
で 500kb ぐらいで繋がる技術が出てまいりましたし、街中へ行くと無線 LAN で今一番早

いので 15Mb 弱ぐらいでしょうか。街中でもモバイルで繋がる環境が徐々に出来てきてお

ります。 
 今日の主な話題ではございませんが、IPv6 というインターネットの新しいプロトコルが、

規格としては概ね 8 割以上出来上がってきています。現在のプロトコルは IPv4 ですが、5
は飛ばしてバージョン 6 へ行ったら何になるのか。単純に言って、この世界全部、今まで

作ってきたありとあらゆる物に、全て固有の ID 番号として IP アドレスを付与して、更に

今から何千年か作り続けるであろう全てのものにも IP アドレスを与えることができます。

ネットワーク空間の全ての物に IP アドレスを与えることができる技術空間です。 
 もうひとつは比較的図書館関係のお話で、IC タグとか、無線タグとかいう言葉がここ 2、
3 年ちらほらと出て来ており、雑誌等にも出ているかと思います。これも物をアイデンティ

ファイ、識別するための仕掛けです。 
 簡単に言えばこの IPv6というのはインターネットというネットワーク空間上のオープン

な世界です。一方、IC タグの世界は、それぞれのコミュニティ、例えば、出版流通やある

産業といったコミュニティの中の閉じられた関係の世界です。この間の繋ぎをどうするか、
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というのが今からの話、ユビキタス社会前夜の宿題であります。因みに図書館関係につい

て言えば、確か昨年度から IC タグの実証実験というのも始まっているという幾つかの報告

があります。 
 一方、図書館に戻ってきましたら、基本的に電子情報資源への対応と利用者志向の強ま

りが世界的に大きくなっています。 
 1 つ目は図書館ポータルの提供と一般に言われるものです。ポータルを直訳すると、玄関

とか入口とか言われますね。要はここへ来ていただいたらそこから先、インターネット上

やネットワーク上の全ての可能な情報資源への案内入口という程度の意味で、ここではご

覧ください。 
 2 つ目が、何か舌噛みそうですが、OPAC の相互運用性、分散環境下での統合検索です。

何かと言いましたら、日本の全国の公共図書館の世界で見ると、この総合目録ネットワー

クというのは唯一にして非常に巨大なデータベース、図書館目録の世界です。ご承知のよ

うに、日本では大学図書館等始めとする NII さんが運営している NACSIS-CAT、インター

ネット上では Webcat と Webcat Plus というデータベースで提供されているものがありま

す。しかし、もう少し広く世界を見回すと、そうしたデータベースは各国にありますし、

もう少し広い広がりで様々なものが存在しております。例えば、OCLC 等、実際に地球上

のネットワークの中で幾つかの大きなデータベースが並列して存在している。その時に、

もう一歩先の世界というのは一体どうなっていくんだ、その前に、現在そういう世界の人

達はどちらを向いて努力もしくはチャレンジしようとしているのか、という話を今からさ

せていただきたいと思います。そのことがひいてはこの総合目録の今後を考え、議論いた

だくための何らかのヒントになれば幸いだと考えております。 
 3 つ目のナビゲーションシステムというのは、インターネットの検索エンジン等で、例え

ばホームページをうろうろしていたら、クリックで次・次・次・次、と行ける仕掛けです

ね。非常に使いやすい仕掛け、ぐらいの意味でお考えください。 
 4 つ目のリンキング・テクノロジーの活用というのは、また後に出てまいりますが、技術

的には例えば、OpenURL というような仕掛け。技術標準です。主に学術情報の世界で、7、
8 割以上、普及・定着しつつあります。何を考えているかといったら、例えば二次情報デー

タベースから電子ジャーナルの本体へ飛んでいったり、その二次情報データベースの書誌

から電子ジャーナルの記事本体へ飛んでいったり、更にはその電子ジャーナル中の引用文

献から、引用された文献本体へ飛んでいったりといったことが、ナビゲーションのクリッ

クだけで可能になることです。そういう仕掛けを後ろで支える仕組みを、ここではリンキ

ング・テクノロジーの活用というふうに呼んでおります。 
 
１．幾つかの枠組み（１） 
 さて、もう少し図書館屋さんの世界に戻って来たらどうなのか、ということで、概ね大

体 3 つ 4 つのトピックスを挙げて置きました。 
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 1 番最初は FRBR と呼ばれる、こういうネットワーク環境下の目録レコード、書誌レコ

ードの機能要件といった、基本的かつ原理的枠組みを考察したものです。これについて細

かく触れる時間がございませんが、2 つ 3 つの紹介文がこの 1 年半ぐらいの間で出ておりま

すので、雑誌記事索引等で検索していただければ文献が出てまいろうかと思います。 
 2 つ目が 2003 年フランクフルトで決議された国際目録原則覚書です。図書館員をされて

いる方の多分 80 から 90 パーセントは、どこかで一度、パリ原則という言葉を聞かれたこ

とがあるかもしれません。1961 年に国際目録法の著者の標目に関する国際会議で決議され

たパリ原則と比較して、約 40 年ぶりの基本原則の改訂です。内容は電子情報資源とネット

ワーク環境下における目録の在り方をどう考えたらいいのか、今からの世界を律していく

非常に基本の仕組みになっていきます。 
 3 つ目は、JAPAN/MARC だとか、MARC21 だとか、MARC と呼ばれる機械可読目録が

各国の書誌作成機関で作られています。それをもう少し広いメタデータの世界へマッピン

グしようという試みです。図書館に閉じられていた MARC の世界とメタデータの世界との

間を、もう少し相互にデータの行き来ができるようにしようというのが、基本的な考え方

です。 
 MARC というのは、まずルールブックである MARC のハンドブックを丸一冊しっかりと

読んで理解し、それに対応したプログラムを書いて初めて使えるものです。一方、メタデ

ータの世界は私をどう料理して、というレシピ付きですね。システムが自動解釈して料理

ができる世界がメタデータの世界と考えていただければと思います。 
 4 つ目は他の情報資源とのリンクということで、ONIX とか、H-Net Review とか書いて

いますが、基本的には出版流通業界の図書の内容情報ですね。例えば、日本で言えば、『こ

れから出る本』みたいなものがありますが、それよりもうちょっと詳しい内容情報を自動

的にリンクする仕組みや、OPAC の書誌レコードと幾つかの定評あるサイトの書評をリン

クする仕組みなどが既に実用的に動いております。 
 
１．幾つかの枠組み（２） 
 こういうものを動かす仕組みとして、コンテンツとのリンクの基盤、即ちこの総合目録

に関わってくることですが、ひとつの書誌レコードに対して一意の識別子、統一ナンバー

をしっかり持てるのか、ということがあります。 
 また後で出てまいりますが、当該書誌レコードは一体どの単位の書誌レコードなの、と

いう考え方もありますね。シェイクスピアのハムレットだって何だっていいんですが、仮

に、ある著作の名前があったら、著作というのは抽象概念ですから、見せなさいと言った

って見られないですし、重さも実体もありません。その下に具体的な表現形式を持ってい

る。例えば、英語版、日本語版、ドイツ語版、何々語版、というものですね。それから、

同じ日本語版でも翻訳者が違えば違うものですし、同じ翻訳者であっても、文庫本もあれ

ば単行書もあるし、ひょっとしたらとっても豪華な革装本もあるかもしれない。そういう



 12

ものをどういう段階でうまく捉えることができるかが議論されている世界です。 
 その意味では現在、この総合目録でも、NACSIS-CAT の Web 版でも、書誌単位、物理

単位のものの考え方は違いはありますが、提供されているデータは基本的にはその図書館

で持っている所蔵単位等をベースに考えている世界です。こういう階層構造を今後どこま

で追求していけるのか、という課題があるかと思います。 
 
１．幾つかの枠組み（３） 
 LC（米国議会図書館）では 2001 年 6 月から LC アクションプランというのを動かして

おられます。平たく言いましたら、とっても宣伝がうまいんですね。例えば冒頭に、21 世

紀に向けての我が館の国民への約束みたいなのが来て、そのための 5 つの基本戦略みたい

なのがきます。次に、この公約を具体化するための年次計画がある。よって私たちに人と

お金をください、と「バーン」とアピールしている。 
 余談ですが、できれば次回の総合目録ネットワークは、京都国際会議場で 2,000 人くら

い集めて開けるくらい、もっともっと認知度が高まればいいなと思っております。東京は

武道館でしょうか。5 万人くらい入りますね。 
 
１．幾つかの枠組み（４） 
 最近では Bates Report というのが出ております。単純に言えば、LC の目録、特に社会

に提供している検索システムの次世代の姿について、押さえた方がいいポイントをまとめ

たレポートです。Bates というのは、委員長さんの名前です。 
 資料の後ろの用語解説にも簡単な解説がありましたが、関西館におられた橋詰秋子さん

という NDL の図書館員の方が、『現代の図書館』にとても分かりやすく、詳しく書いてお

られますので、興味のある方はご参照いただければと思います。 
 項目を簡単に見ていきますと、1 番目は主題検索機能をもうちょっとうまくできないかと

いう話です。これは LCSH と言われる LC の件名標目の世界ですが、日本では NDL の

NDLSH であったり、民間 MARC に付いております BSH であったりに置き換えて読んで

いただいたらいいです。何とかダッシュ何とか、括弧・括弧、という仕掛けを普通の人が

見て分かりますか？分かりませんね。後ろにはそれで索引されてるとしても、もう少しフ

ロントエンド・ユーザと書いてますが、やっぱり通常の人が普通の常識を働かせたら 8、9
割推測が付く、分かりやすい主題検索の仕掛けを考えなきゃいけないよね、というのが第

一です。 
 2 番目はログを解析して、エンドユーザが主題検索にアクセスしてくる言葉を集めたら、

主題検索のアクセスをもう少し補完するいい材料が手に入るんじゃないか、という話です。

分かりやすい主題検索の仕掛けを考えるという点では同じことです。 
 3 番目は、要約を含む内容情報がやっぱりほしいよという話。 
 4 番目の階層、版次、書誌ファミリーというのは、先ほど申し上げたように、著作から始
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まって、そのレベルに応じたいろんな階層構造をどこまで下りて来られるのかという話で

あります。ただし、このことを十全に実現するためには、典拠コントロールが行われてい

ないと駄目ですね。幸い NDL は、長らく著者の典拠コントロールを行っていて、内部デー

タベースとしても持っている。また、電子図書館の構築の中で、著者に電子化の許諾を得

る作業の結果として作られた、著作権台帳の親戚みたいな著作権データベースとでもいう

ようなものもお持ちです。典拠が書誌ときちんとリンクされ、検索システムとしてもうま

く使えるようになっていくといいですね。そうでなければ、17 人のスティーブンスンとい

う悲惨な具合になる。 
 17 人のスティーブンスンというのは、15、6 年前だったと思うんですが、某民間 MARC
会社のニュースレターに掲載された短い談話です。R.L.スティーブンスンという、『宝島』

を書いたイギリスの作家の、ティーとかイーとかブとか組み合わせると 17 通りあるという

話です。逆に言えば、この人の、日本の図書館のものを全部見付けようとしたら、17 回著

者検索しなければ見付からない。多分総合目録はもう少し基本書誌に固められてるんでこ

こまで悲惨ではないと思いますが。 
 
２．OPAC 相互運用性とそのモデル 

２．１ 検索エンジンと OPAC 

 検索エンジンが概ね第一世代から第二世代と来て、今第三世代が来ましたね、というだ

けの話です。第三世代として挙げた幾つかの固有名詞については、用語解説にございます

のでまた後にでも見ていただければと思います。平たく言えば、今のキーワード検索だけ

ではやっぱり駄目。何万何千件出て来ましたら端から端まで見る人はいません。もうちょ

っといい工夫はないか、と、それぞれの検索エンジンを提供しているシステム側がいろい

ろ独自にやっているという話です。 
 
２．１．１ メタデータ 

 この 4、5 年、そこら中でメタデータという言葉が出て来ています。メタというのは、超

とかウルトラというふうに考えてもいいです。舌噛みそうでありますが、構造化されたデ

ータについてのデータです。何かといったら、古い意味では目録もメタデータのひとつで

あり、基本的には目録と同じです。抄録もそのひとつです。ただ、従来のカード目録の場

合は入力と出力が一緒ですね。書いた瞬間に物が出来上がってる訳で、要するに入力と出

力が一緒です。MARC やコンピュータ目録になってきて、入力と出力の間でシステムの違

いが出来て、入力システムと検索システムと、間が切れているみたいですが、実際には入

力と出力は繋がっています。表示されるデータというのは、結局は人間が解釈する、人間

が意味的に読み取ることを相当無意識のうちに前提として提供されているデータです。 
 一方、メタデータ自身は、それぞれのコミュニティによって設計が様々にございますが、

基本的には人間も読んで分かるけれども、機械が自動的に分かり、ネットワーク空間にあ
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るお互いの約束事を参照して、ある時にはデータのエントリだったりロードだったり、ま

たある時には検索の要求したりその結果を返したり、といったデータ交換ができるという

世界です。例えば、図書館と美術館、文書館等々類縁機関との間で情報をうまくスルーに

流していったり、お互いにほしい情報を貰うという仕掛けですね。 
 繰り返しになりますが、図書館については、著者、統一タイトル等の典拠コントロール

と、統制された主題索引体系との整合性ということが、やはりメタデータの質を問われる

話なのだろうと思います。 
 
２．１．２ 図書館目録とメタデータ 
 ちなみに先ほど著者典拠だけ申し上げましたが、現在の日本目録規則では、音楽作品を

除いては、無著者名古典と聖典以外はコントロールしていないですね。コントロール対象

任意になっています。具体的に何かと言えば、『岩窟王』と『モンテ・クリスト伯』は 2 回

引かなきゃいかんし、『十五少年漂流記』と『二年間の休暇』も 2 回引かなきゃ見付かりま

せん。それで 2 回引かなきゃいけないことを知っている人だけ見付けられますよ、という

仕掛けですね。そういうことがなくても、出来る仕掛けを考えたいよね、というのがここ

まで述べてきたお話です。 
 
２．２ 目録の検索モデルと OPAC 

 ここでちょっと角度を変えまして、現在ネットワーク上で提供されている、様々な目録

の仕組み、目録検索の仕組み、というのを駆け足で見ておきたい、というのが今からであ

ります。 
 
２．２．１ Web-OPAC 横断検索 

 俗に言う横断検索です。仕組みはとても単純でありまして、横断検索の対象となる相手

方の図書館システムの検索画面の作りを解析しまして、自分のところにテーブルを組んで

あるわけですね。相手は 10 個、20 個、50 個、100 個、いくつでも構いません。A 図書館

に行く時には No.1 のプロトコルで調べに行く、B 図書館は No.2、C は No.3、D はまた No.1
…。日本のシステムはそう無限に多くある訳ではありません。概ねメーカとソフトウェア

ベンダーの数ぐらいですから、余程特殊な改造をされていたら別ですが、たかだか数十の

範囲です。通常システムメーカが用意しているプロファイルを使って、とりあえずは検索

できる仕掛けです。例えば、大阪府下の横断検索、東京都立の横断検索等、実際に幾つか

のものがネットワークに出て来ています。 
 この場合とっても悩ましいのは、A 館の答え、B 館の答え、C 館の答え、とそれぞれ別々

にくれる結果を、エンドユーザにどのように表示するかという点です。方法は、荒っぽく

言ったら 2 つです。1 つは、来た順番に並べてしまう。そのかわり同じ物が何回も出て来ま

すね。A 館、B 館、C 館、同じものを持っていたら 3 回出て来ます。100 館横断検索した場
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合は 100 回出てくるかもしれません。それではやっぱり見にくいということで、同定識別

して表示するのがもう 1 つの方法です。同定識別には、何をもって一緒というのかという

仕掛けの問題があり、この総合目録と同じ悩みを持ちます。 
 もう 1 つ悩ましいのは、この仕掛けは最後の人が答えをくれるまで答えが出せない点で

すね。クイズ 10 人に聞きました、10 人のうち一番遅くに答えてくれた人に合わせて答えが

出てくる。その辺のことをどう考えるか。 
 それから、この仕組みの小さな欠陥としては、一度作ったらそのまま使えるのではなく、

相手の A 館なり B 館の OPAC が更新で変わったら、自分のプロファイルも書き換えなけれ

ばならない点があります。平均 5 年ぐらいでシステム更新をしていますから、仮に 100 館

を対象とした横断検索を作ろう思ったら、毎年平均 20 のプロファイルをそのまま使えるか

のチェックがいる。良いようで結構手間の掛かるものです。 
 
２．２．２ Z39.50 プロトコルによる基本的システム 
 日本の図書館では余り普及しておりませんが、Z39.50 というアメリカの情報検索に関す

る標準規格があります。日本の JIS の役割を持っている規格だと思っていただければよい

でしょう。通常「ジー・サンキュウ・ゴーマル」と呼ばれますが、このプロトコルで検索

しようという OPAC が幾つか出ております。例えば、早稲田大学がそうですし、秋田県立

さんもそうじゃなかったでしょうか。 
 この仕掛けは、Z39.50 のクライアント、このプロトコルが使えるブラウザがないと素直

にいかないんですが、それじゃ普及しないから皆さん大変でしょうということで、Web の

通常のブラウザから Z39.50 のプロトコルに自動変換、自動翻訳してくれる、ゲートウェイ

と呼ばれる繋ぎ目のシステムがネットワーク上で公開されています。例えば早稲田大学図

書館のホームページにゲートウェイの紹介がありますから一度お試しください。 
 簡単に言えばとっても強力な検索プロトコルです。検索キーはとっても柔軟ですし、分

かりにくい時には典拠や索引をブラウジングすることはできますし、オプション機能はあ

りますし、拡張機能はありますし、とっても便利なんですが、機能がいっぱいあり過ぎる

ために具体的に実装するのが大変なんですね。この機能を使うか使わないか、使うとした

らどこまでどう使うか、それぞれが取捨選択をしたら、結局はバベルの塔が出来上がるん

ですね。このプロファイルで行く、参加する人はこれに合わせてくれ、といったかたちで、

誰かが理解を得ながら強力なリーダシップを取れるようでないとなかなかうまくいかない

という仕掛けです。 
 
２．３ 次世代の検索プロトコル 
 もうちょっと簡単な仕掛けを考えたらどう？ということで、現在、ZING/SRW、

ZING/SRU というプロトコルが後継候補として検討されていますが、どこまで普及するか

は今のところ不明です。このプロトコル自身は、去年頃から、画像データをどう扱うかと
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いった OPAC とは違う世界へ動き出しています。 
 
２．４ 分散データベースと統合索引モデル 
 NII さんと千葉大学さんが、OAI-PMH プロトコルと呼ばれる仕掛けについて、昨年から

実証実験を始めらておられます。OAI-PMH は、Open Archive Initiative のメタデータ・

ハーベスティング・プロトコルです。索引だけでなく、本体ごと収集することも可能です。

いわゆる電子図書館向きですね。 
 ただ、このプロトコルには、実はクライアント側からデータ更新をする仕掛けがないと

いう問題点があります。集める一方的な仕掛けです。逆に返すレスポンスの仕掛けはあり

ません。 
 
２．５ 総合目録モデル 
 統合目録モデルと呼ばれるのは、皆さんおなじみの総合目録を作りましょうという仕掛

けですね。 
 総合目録を作るにあたって、主としてオンライン処理によって書誌ユーティリティとし

てデータベースを維持更新しているのは NII さんの運営する NACSIS-CAT ですし、これが

Web 上に公開されているのが、何度もお話した Webcat と Webcat Plus という仕掛けです

ね。 
 現在のところオンライン処理ではなくバッチ処理の仕掛けでやろうとされているのが、

この総合目録なんだろうと思います。この総合目録では NDL さんのデータベースとして維

持されているという仕掛けであります。 
 
２．６ 複数の総合目録とリンクした集中型索引モデル 

 複数の総合目録とリンクした集中型索引モデルというのは、2 年ほど前から複数のヨーロ

ッパの書誌ユーティリティと OCLC が共同して追及している仕掛けですね。 
 索引のみを集中して持とう、書誌の実態はそれぞれの総合目録にあるというのが基本的

な考え方です。対象となる総合目録が、例えば OCLC のようなとってもでかい総合目録で

あっても、もう少し小さな地域の総合目録であっても、ある単独の図書館の総合目録であ

っても構わない。また、総合目録のタイプにもいろいろありますが、Z39.50 タイプでもそ

うでなくても構わない。通信プロトコル上は別に問題ないという考え方ですね。 
 確かオランダの PICA が去年ぐらいからお世話役で、現在は汎西ヨーロッパのトータル

総合目録の総合目録を作ろうという構想でプロジェクトが進んでおります。この次は太平

洋をまたいで、OCLC と総合－総合目録でしょうか、ウルトラ総合目録を作ろう、という

動きですね。 
 この辺りが、約半年ぐらいまでの世の中で、様々な組織やグループや団体が、様々なこ

とを考えて、様々なことをやってますね、ということの駆け足のお話であります。 
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３．総合目録の現状と課題 
 今日の話題であるこの皆さんの総合目録について、最初は現状の確認であります。 
 
３．１ 書誌データベースの構築 
 書誌データベースの構築はおおむね ftp、ファイル・トランスファーのプロトコルでバッ

チ式で更新がされている。別にフロッピーディスクや CD-R のような媒体で送っても、基

本的には同じ事であります。 
 少なくともここ何年ものご苦労の中で、第 1 には総合目録の書誌レコードの共通フォー

マットを一応作成し、1 つの規範の基盤ができた、というまず第 1 歩。もう 1 つは共通の書

誌フォーマットを規範として何とかうまく定着したということが大きいであろうと思いま

す。 
 書誌レコードの同定処理は、MARC 番号、ISBN、書名等をキーに、プログラムで機械的

に行っている。後、細かい点では、ISBN13 桁にみんなどう対応するか。対応するといって

も参加図書館のシステム更新は 4、5 年サイクルだから、タイムラグの問題が細かい点で出

てくるかもしれない、というところであります。 
 初期の困難をクリアされたようでありますが、各データ提供館で遡及入力的に、もしく

は自館の独自資料や市販資料でないものを入力されたデータの番号と、MARC 番号が重な

ったために、違う資料に関するデータが同定されるトラブルも結構あったようですが、そ

れはほぼ落ち着いたのでしょうか。 
 
３．２ 書誌データベースの構築 
 次に、今後どうするのかという話です。横へ繋がっていくのか？という話がまずありま

すね。 
 仮に公共図書館等、都道府県域の単位で今後の発展性の単位を考えていくとしたら、も

う少しデータ提供館が増えて行くでしょう。市区町村立のデータについては、増えること

は嬉しいことですが、増えてくればだんだんと同定識別が困難になってくる。重複書誌が

どうしても増えてしまったり、逆に誤同定で違うものを一緒にくっつけてしまったりする

ことが考えられます。現在のデータエントリーという仕掛けを考えていない仕組みの中で

どこまでシステムで補えるか、もしくは運営上ここは皆さんが妥協されるか、という話な

んだろうと思います。 
 もう 1 つは、日本にはこの総合目録の他に NII の書誌データベースがあります。2 つ大き

いものがあるというのは、誰が考えても何となく不自然です。何も強引に 1 つにくっつく

必要はありませんが、先ほどより駆け足で見てきた幾つかの総合目録のモデルの技術を何

らかの形で導入し、少なくともアクセスしてくるエンドユーザにできるだけスルーに、そ

の間の垣根が見えない形でうまく提供できるか。これが多分もう 1 つの課題であります。 
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 また、もう少し日本の海の外に横の手を伸ばすのか、伸ばさないのか、いやもういいん

だ、徳川 260 年と同じように、後 26 年ぐらいは鎖国状態で幸せに暮らしたい、という話な

のか。果たしてそれではもつのか、という話もあるでしょう。 
 それから、今のところ図書館の図書を対象にされておりますが、本体が電子化されてい

た場合は、対象として扱われるのかどうか。 
 今は我が県、我が町、我が市、我が村とそこらじゅうに電子図書館が乱立してる状態に

なってきました。これはこのままでいい、という割り切りなのか、もう少しこれをポータ

ルにしてアクセスできるような仕掛けを設けるのか。このあたりでは OAI-PMH プロトコ

ル採用の是非の問題が出てまいります。 
 ただし何度も繰り返しますが、参加図書館のシステム更新は多分平均 5 年に１回ぐらい

ですから、仮に、行政的に合意が得られても実際の切替えにはそこから最低 5 年はかかる、

その過渡期をどう運営していくのか、というとってもつらい仕掛けがありますね。 
 NII の場合にはとっても簡単で、古いプロトコルと新しいプロトコルとの併存が確か 4
年ぐらいで、当然新しいプロトコルの方が早い・安い・強力、移らなきゃ損ですよ、こっ

ちの水は甘いよ早くおいで、という砂糖水作戦とでも言うような仕掛けでやられたわけで

すね。 
 この総合目録ではどういう仕掛けを作ったら参加図書館の皆さんが喜んでいただける、

かつ大きな負荷がかからず、比較的簡単にできるか。ユーザインタフェースプログラムを

作って、それをフリーソフトとしてあるコミュニティーに出さなかったら、多分無理なん

だろうと思います。そんなに高くないですから。と言うのも、一部欧米では NDL クラスの

図書館を動かせるオープンソフトのパッケージシステムが去年ぐらいから出てきており、

今では 3 つか 4 つぐらい出回っています。まだ欠けているところはいっぱいありますが、

その意味ではあと 5 年か 6 年したらひょっとしたらメーカの値段のついた OPAC や図書館

システムなんて世の中から消え失せているという可能性も、多分 3 割から 4 割はあります

ね。 
 
３．３ 書誌データエントリー 
 書誌データのエントリーはここに書いてあるかたちで、現在動いている訳であります。 
 
３．４ 総合目録の機能 
 皆さんの方が日々お使いになっていて詳しいんだと思いますが、私が拝見した範囲でい

くつかのコメントをしておきたいと思います。 
 第 1 には、ILL システムというのはメッセージ交換機能の範囲じゃないかと思います。

要は貸してください、というメッセージを交換している。ひょっとしたらごめんなさい謝

絶とか送りましたとかいうメッセージも交換されているかもしれません。ステータスの管

理は多分されていない。ステータスの管理というのは例えば、A 館が X 館に頼んだ、X が
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断ったら自動転送で Y へ回してくれる、Y も断ったら Z へ回してくれる。もう 1 つは、受

け付けました、今資料探してます、発送しました、ありがとう届きました、返却しました、

確かに返却受け付けました、こういうステータスの管理です。こういう機能をどうしてい

くのか。 
 ただそういうシステム設計しようとしたら、過去の NACSIS-CAT の例を見てもやっぱり、

この機能も、あの機能も、こんな機能あった方がいい、とだんだん複雑になるんですね。

高機能になります。すると、パッと使おうとしても使えないですね。初期の 1、2 年は大混

乱です。間違ってボタン押してしまった、もう一回元へ戻ろうと思っても戻れない、なか

った取り消しができる魔法のキーを作ってくれ、みたいな話になってきますね。そのあた

りを今後どう考えていくのか。 
 主題検索機能として、ここでは件名標目と分類を挙げました。 
 件名標目については、NDLSH、BSH、全国 SLA（全国学校図書館協議会）さんの小学

校件名標目標、中学校・高等学校の件名標目表と、こんな狭い島国で一体いくつあったら

気が済むんだというものです。そろそろ加藤宗厚さんもそう怒らないでしょうから、この

際 NDL さんが NSH というものを何年か計画で構築していただけたらいいなぁと個人的に

は思います。 
 分類記号については、少なくとも今総合目録データベースを見た範囲では、分類記号が

ついているのか排架記号がついているのか良く分かりませんでした。主題検索の NDC がつ

いているのか、そうではなしに単に書架分類が 1 個だけ付いているのか、統合されてしま

っているのでよく分かりません。しかし、どうも主題検索に使おうとすると困難があるの

かなと疑問を持っています。NDL-OPAC と比べて、元々のデータの問題もありますし、シ

ステムだけの責任ではないと思います。典拠コントロールについては、先ほど申し上げた

ところであります。 
 
３．５ ILL システム 
 先ほど申し上げた ILLの今後ですけれども、参加図書館の更新タイミングがあるので、「え

いやっ」と NDL さんだけで勝手にできる話ではありません。過渡期、移行期の問題があり

ます。 
 
３．６ 運営方針：全体と個別図書館（群） 
 運営方針は各図書館で異なっていてもいいんですが、参加館の数が多くなっていくと、

参加図書館と個別の図書館、もしくは個別図書館の中の分館も入れた図書館群との間と、

全体の擦り合わせがだんだんと難しくなってまいります。その辺りはとっても悩ましい話

ですね。 
 それから、もう議論されているようでありますが、収録対象範囲が現在は図書の範囲、

となっておりますが、これを他のものにどこまで広げていくのか、広げていかないのか。 
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 データベースが充実し、対象範囲が増えれば増えるほどお客さんは増える訳であります。

民業でありましたら売上が上がるから、それは事業拡大で万歳ですが、ここ昨今の財政事

情、行政改革等見ると、増えましたと言っても即、人も金もとはならない。その辺りのと

ころをどう考えるのか。 
 同じ事ですが、ネットワークに出すという事は、従来、公共図書館が想定していた職・

住・学といった利用者の範囲をあっという間に越えていきます。 
 既にご承知の方もあると思いますが、確か昨年には RLG、リサーチ・ライブラリ・グル

ープという米国の研究図書館ライブラリーが、500 万か 700 万かのデータを Google に載せ

ました。日本でも、とある書誌ユーティリティに引き合いが来ているやに聞いています。

出すという答えはまだ公表されていませんし、すぐに出せるかも全く分かりません。 
 米国の例を見ると、Google に載せると、アクセス数はあっという間に 100 倍に跳ね上が

りますね。一日のアクセスが数十万件の世界です。その中の 1,000 人に 1 人リクエストし

てきたらどうするの？という話です。一般公開向けの総合目録の 1 日のアクセス数が 1,000
回という数値でしたから、全アクセス数よりも多いリクエストが来ることになります。 
 最後の 1 行はお願いであります。レンディング方針と書いてますが、基本的には運営方

針です。何かと言ったら、現在の総合目録では書誌と所蔵は見られるけれども、その図書

館の基本運営方針－図書館に行って入れてくれるのか、貸してくれるのか、地元の図書館

から頼まなければいけないのか、その時に制約はあるのかないのか－は、もう 1 つブラウ

ザを立ち上げて、皆さんの個々の図書館のホームページを見て、あちこち探さないと見ら

れないですね。開館日時とか、運営方針とか、資料にアクセスするにはこの範囲の人はど

うしたらいい、この範囲外の人はこうしてください、といったいろんな方針があると思い

ます。技術的にそう難しくありませんので、是非、総合目録ネットワーク参加図書館、少

なくともデータ提供館のディレクトリをできるだけ早急に立ち上げて公開していただけた

ら、エンドユーザから見たら非常にありがたいなと思います。 
 どうしてアクセスして良いか分からなければ、総合目録ネットワークに参加されている

図書館が近くにない地域の人にとっては、単に飴がぶら下がっているだけなんですね。シ

ステムとして見たらおもしろいですが、メリットないですね。総合目録ネットワーク参加

館全体としてもお考えいただけたらありがたいと思いますし、せめてディレクトリを作っ

てほしい。 
 後、余談ですが、図書館間で依頼される場合には、できれば 3 層階層ぐらいで、同一地

域に同じ書誌があれば、自動的にシステム転送するような仕掛けも、市町村コード ID 使え

ば距離を計算できますし、そんなに難しくないので、工夫していただければすぐできるか

なと思います。 
 
３．７ ユニバーサル・デザイン 
 最後にユニバーサルデザインと書きましたが、基本的には、今後アクセシビリティの保
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障にもう少し敏感にあるべきなんだろうと思います。それは個々の図書館の OPAC につい

てもそうですし、この総合目録、NDL さんのホームページそのものも、トップページその

ものもそうです。 
 項目だけ少し書きましたが、W3C（World Wide Web Consortium）のアクセシビリティ

ガイドラインなり、米国のリハビリテーション法 508 条修正等からざっと拝見すると、そ

こらじゅう逸脱がいっぱいあるんじゃないか。とっても派手な Java があちこちにあります

が、例えば視覚障害の方の読み上げソフトにとっては迷惑の塊です。画像があったりボタ

ンで次に進むようになっている場合のボタンや画像に関して説明がない。画像が認識・識

別できない人が、代替でその説明文をクリックしたら同じ所に飛んで行ける仕掛けがない

部分が相当多いのではないでしょうか。 
 例えば、大阪府の図書館の方が、ユニバーサルデザインの考え方等、ネットワークに公

開されています。また、私が見た中で、固有名詞を挙げて良いのかどうか分かりませんが、

ご自身自身も視覚障害をお持ちの方だと思うのですが、幾つかの項目で評価し、相当辛ら

つな点数表を配分されています。OPAC とユニバーサルデザインかアクセシビリティぐら

いのキーワードで検索すると出てきますので、一度お時間がある時に自館の評価がどの程

度か見ておくことも必要じゃないかなと思います。 
 
さいごに 
 多分ここ 10 年で世の中の常識が変わったんですね。JAPAN/MARC をタダで見たいと言

えば、何ていうことを言うか、国有財産は有料だと怒られていた時代が、多分 15 年ぐらい

前にはありました。NDL さんが悪いという訳ではなく、国全体の仕組みの中でそういうも

のだった。 
 この総合目録も、平成 12、3 年には、公開は時期尚早として一旦断念したけれども、世

の中の価値観が徐々に変わってきた中で、皆さん自身がむしろ出さないほうがおかしいよ

ねとお出しになったということだと思うんです。 
 ここから先は、200 年の経験を蓄積した近代図書館とは違う環境下、違う世界の中でどっ

ちに行くかを考えなければいけない。NDL さんから見れば、施策の重点的課題をウェート

付けして、実現に向けた 3 年から 5 年の工程表を作成し、それに従って順次施策を動かし

ていくということになるんでしょう。マニュアル等作成されているようですので、後は誘

引手法ですね。こっちの水は甘いよという誘引の方法が何かあるのだろうか。そこは NDL
さんだけで考えるのではなしに、むしろこういうフォーラムや研修の時等に、こうしてく

れたらもっと私たちはコミットできる、というようなところの話合いもするのだろうと思

います。 
 昔からしょっちゅう言っていて嫌がられるのですが、大昔から図書館員ほど標準化に賛

成するけど図書館員の数だけ標準化がある人種はいないということがあります。うちの言

うとおりシステム作ったらそれが標準パッケージになるから作りなさい。10 館なら 10 館と
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も違うことを言う。大体 1980 年代頃、メーカの SE さんはほとほとあきれたそうです。こ

れほど標準化を標榜して標準化の無い業界は世界に無いだろう、という話です。 
 後は繰り返しになりますが、コミュニティーの範囲をどのようにするのか。現在の公共

図書館の参加図書館、データ提供館と参加図書館という範囲で当面維持する話なのか、県

単位でもう少し館種を広げている総合目録と繋ぐのか。都道府県でおやりになるのか、総

合目録自身が何かもう一歩踏み出されるのか。この辺りは参加図書館の合意も要る話なの

で、どっちに向いて行くのか。 
 いずれにしましても、現在、ようやく海図の無い旅に入ってきたのかなと思います。乱

暴に言ってしまえば、インターネット上の、もしくはデータベース上の道具はほとんど揃

ってるんですね。世の中にほとんどの道具は揃っています。相当の多くの道具がタダでこ

ろがってます。後はそれをどう組み合わせて何をするんだ、というビジョンと技術がしっ

かりあるか。技術が辛かったらそれはお金で買わないと仕方がない。しかし、ビジョンは

自分達でつくるもの、代わりに作ってはくれないですね。とっても大変な世界だって思う

か、何百年に１回のとっても面白い時代だと考えるか。どちらでも現実は変わりませんか

ら、それならばせめて気持ちだけでも気を楽に、面白い時代だと思うたほうがいいんじゃ

ないかな、とは私が日常思っていることです。 
 
そろそろ時間となりましたので、この辺で終わりたいと思います。 
ご静聴ありがとうございました。 

 
 
 

参加館からの報告 

「鳥取県立図書館の取り組み－「県民の仕事やくらしに役立つ図書館」を目指して－ 」 
                  鳥取県立図書館 資料課整理係長  福市 信 

鳥取県立図書館の福市（ふくいち）と言います。よろしくお願いします。鳥取県立図書

館の取り組みについて報告させていただきます。 
 

はじめに 
 現在、当館では、新しい図書館システムの更新に向けて作業を進めているところです。 
 業者選定は公募型のプロポーザル方式を選択しました。鳥取県立図書館で基本計画書を

作成し、それに対して提出された企画提案書の中から最優秀の業者を選定するというやり

方です。結果的に４社が参加しましたが、現在、最優秀の業者と契約交渉を行っていると

ころです。 
 現在のシステムはリース期間は 5 年でしたが、システム自体は 10 年使用する予定でした。

しかし、5 年間経過した段階で図書館をとりまく環境が変わってきたことで、どうしても新
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しい機能を追加したい。そのためにはシステム自体を新しくしないと対応できないという

ことで、新図書館システム構築のための予算要求を行ないました。 
 基本計画を作った段階で、主要目標として 4 つの大きな柱を考えました。「全県的な情報

ネットワークの構築」「利用者の立場に立った情報アクセス環境の整備」「情報拠点として

の資料の収集と提供」「日常業務の効率化」です。予算を要求するに至った経緯からも、基

本的に新しい機能を追加することを前面に出して、基本計画を作成しました。 
 
 新しい機能としては、横断検索システムの機能の拡張、多言語に対応した機能、インタ

ーネット上で予約ができたり、利用状況の確認ができるシステム、新着情報や予約連絡な

どのメールが自動配信できる機能の追加、そしてホームページや利用者用の端末のバリア

フリー化が主なものです。平成 18 年 2 月稼動を目指して作業をしているところです。 
 いろいろ財政担当とやりとりがありましたが「最低限の新機能の外付けでシステムは今

のまま」というような状況もありえた中で、比較的すんなりとこちらの要求を認めていた

だきました。皆さんのところも、そうだと思いますけれども、非常に厳しい財政状況、鳥

取県もご多分に漏れずそうですけれども、そういう中でこの予算が認められたこと、この

背景には、この 2、3 年取り組んできたことによる実績が大きな後ろ盾になったと考えてお

ります。 
 
県立図書館の取り組み 
 まず何を目指したか。標題にも書いておりますけれども、「より県民の仕事や暮らしに役

に立つ図書館」です。当たり前と言えば当たり前の目標ですけれども、これをとにかく、

PR なども含めて積極的に事業に取り組んで行くことを考えました。 
 この目標を達成するためにどうするか。大きく 3 つの方向に拡大を図りました。「情報提

供の手段の拡大」、「提供する情報内容の拡大」、そして「支援・協力する対象の拡大」です。 
 
（１ 情報提供の手段の拡大） 
 県民が情報を得るための環境を整備していくということで、利用者用のインターネット

専用パソコンを 7 台設置しました。利用制限により普段あまり閲覧することができない古

い絵図等のデジタル化作業を開始するとともに、郷土人物データベースの作成もはじめて

います。また、利用者への商用データベース提供ということで日経テレコンを導入、来年

度は、ルーラル電子図書館や J-FAX を導入する予定です。メールマガジンも週１回発行し

ており、内容は、新着情報、お知らせ、職員が書くコラム等です。そして、講座・セミナ

ーも積極的に開催しています。 
 
（２ 提供する情報内容の拡大） 
 皆さんの所もそうかも知れませんけれども、利用者の多くは、図書館という施設が文学
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や歴史、どちらかと言えば趣味的なものに使う施設だ、というイメージが強いということ

です。鳥取県立図書館の場合もそうですけれども、図書館側に決してそのようなつもりは

無くても、やはり利用者側にはそういうイメージが大きい。図書館というのは、仕事や生

活に直接役立つ施設であることをわかってもらうための情報を積極的に提供していくこと

にしました。 
 その 1 つの例として、ビジネス支援事業を立ち上げました。これは、平成 14 年度から図

書館内部で検討し、平成 15 年度から予算化して実施しております。予算化と言っても、平

成 15 年度は 8,000 円から始めたわけですけれども、ビジネス支援事業として予算化したと

いうことが非常に意義があったと思います。 事業内容としましては、チラシを作成した

り、関係機関と資料交換するといった「広報・情報発信」、専門機関との共同の資料の選定

を実施し選書を充実する。ビジネス支援のコーナーを設置したり、担当職員を積極的に研

修に出して能力アップを図る。商用データベースなどの導入によるレファレンスの充実。

配架の見直しや、利用者用のインターネット端末を設置による利用環境を改善。商工会議

所や雇用能力開発機構といった団体と連繋して、共同セミナーを開催する、というような

ことを実施しております。 
 「提供する情報内容の拡大」ということでいえば、その他、青少年図書コーナーの設置

や、児童図書の全点購入も始めています。 
 
（３ 支援・協力する対象の拡大） 
 従来から県立図書館は市町村図書館や公民館図書室などへ支援・協力を実施しておりま

す。それを継続しながら、高等学校や大学、その他の関係機関への支援・協力体制を整備

する。その他いろいろな分野の団体と積極的に連繋して、いろいろな事業を展開していく、

ということを考えました。 
 
（３（１）支援・協力の対象） 
 支援・協力の対象ですが、市町村図書館に対してはこれまでどおりです。高等学校、高

等専門学校、大学（高等専門学校や大学については、図書館利用の相互協力の協定を締結）、

それから、博物館、埋蔵文化財センター、鳥取県男女共同参画センター、とっとり政策総

合研究センターなどの県の機関や外郭団体、ビジネス支援関係の連携機関として商工会議

所、雇用能力開発機構、中四国農政局の鳥取統計情報センター、それと行政機関、県庁の

各部局でありますとか専門の研究機関、これらの機関と連繋をして事業を展開しています。 
 
（３（２）支援・協力の内容 ①協力車巡回の見直し） 
 支援・協力の内容ですけれども、まず、協力車の巡回の見直しを行いました。 
 従来は 29 人乗りのマイクロバスを改造した巡回車で、各市町村に年 10 回、39 市町村を

11 コースに分けて定期巡回していましたが、巡回車をステーションワゴンに変更し、定期
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巡回の対象は市町村と高等学校としました。、高等学校については、平成 15 年度から県立

高校に常勤の司書が配置になったことをきっかけに、私立も含めた高等学校も積極的に支

援するということで、定期巡回に加えました。 
 巡回については、今後、高等学校だけでなく、その他の類縁の機関にも定期巡回を拡大

していくことも考えています。 
 この見直しで職員体制にも大きな影響がありました。というのは、今までの巡回車は大

型のマイクロバスを改造したものですから、これを運転するために常勤の運転士が１名が

配置されていました。これがステーションワゴンになったことで図書館職員が誰でも運転

できるようになりますから、見直しによって運転手１名分が減らされる可能性がある状況

です。 
 当時、資料の搬送など協力業務の合理化ということが、財政当局のほうからいずれ言わ

れるだろうな、というような状況がありました。このような状況の中で財政側からいわれ

る前に、図書館側から協力業務を合理化する案を提案すると同時に、今後の協力業務の新

たな展開を説明することにより、運転士を司書に職種転換することができました。 
 当館の館長は、行政のベテランです。いつも我々が言われているのは、「行政に対しては

こうしたいんだという提案をしなさい」ということで、とにかく後手に回るのはだめだと

いうことです。例えば今回のことも、言われてから行動したのであれば、運転士１名が減

員になっていたという可能性がかなり高かったのでは思われます。このことは、この場合

に限らず、いろいろなところで言われていますが、なかなか実行するのは難しいですけれ

ども、こういう考え方を常に心がけねばと思っております。 
 
（３（２）支援・協力の内容 ②資料の提供方法） 
 大型のマイクロバスが廃止になりましたので、大量搬送の部分は民間委託にしました。

搬送先は、市町村図書館、公民館、それから高等学校、大学、短期大学、高等専門学校で

す。今後は、その他の関係機関も搬送対象にすることも検討していくことになると思って

おります。搬送車は、2 週間に 1 回、それぞれの施設を回るようにしております。予算は年

間およそ 300 万円程度です。 
 日々入ってくる市町村からのリクエストは従来どおり宅配便で毎日送っています。対象

を市町村だけでなく高等学校、大学、それから県の外郭団体などにも送るようにしており

ます。 
 また、新図書館システムによる横断検索機能の拡充ですが、先に触れましたけれども、

この検索対象館、データ提供館と言ってもいいですけれども、これを拡大したいと考えて

おります。現在は、ISBN をキーに書誌の同定ができる館のみデータ提供館になっている状

況ですけれども、新システムでは、インターネット上で蔵書検索機能をもっている機関が

データ提供できるようなシステムにしたいということを考えているところです。 
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（３（２）支援・協力の内容 ③タイアップ事業の実施） 
 協力機関と連携して様々な事業を実施してますが、主として講座、セミナー、そして展

示などが中心になります。この事業の効果としては、まず最小限のエネルギーで実施でき

るということです。極端に言えば、会場を貸すだけでもできます。まず、図書館を利用し

なかった層を開拓できます。これまで図書館に全然来たことのない人でも、テーマによっ

てはちょっと行ってみようか、となりますので、ここをつかまえて離さないようにすると

いうことです。そしてこれが図書館のイメージを変えることや、図書館の PR に繋がってい

きます。また、様々な機関と協力関係を深めることで新たな事業の展開に繋がってもいき

ます。 
 この事業は図書館側だけにメリットがあってできることではなく、主催者側にも当然メ

リットが必要です。図書館は非常に敷居が低いというか誰でも利用する施設ですので、人

に来てもらえるというところが主催者側には大きなメリットになっているのかな、と思い

ます。双方が納得して実施することが大切なことだと思います。 
 
（３（２）支援・協力の内容 ③タイアップ事業の実施【実例】） 
 実例を挙げておりますが、講座・セミナーで言えば、まず、鳥取大学のサイエンスアカ

デミーです。先日も、「突然その日はやってくる」というタイトルで、津波のことについて

お話をいただきましたけれども、タイムリーだったこともありますが、非常に好評で、た

くさんの参加者がありました。そのほかにも鳥取環境大学の開放講座や、ビジネス支援関

連セミナーということで、「売れる！商品開発」ですとか、「道頓堀発！おもてなしの心」

といったちょっと気をひくようなテーマで開催しています。 
 展示については、「統計で見る鳥取県の農林水産業」というテーマでパネル展示を行いま

した。夏休み期間だったこともあり、「夏休み宿題相談会」もいっしょに実施しました。こ

れは、中国四国農政局の鳥取統計情報センターとタイアップしたものです。それから「発

掘資料速報展」を埋蔵文化財センターと連繋して実施しております。また「水木しげる展」

も行いました。水木しげるは鳥取県出身なので、当館にも資料がかなりあるます。県立博

物館で、「Ｏｈ！（大）水木しげる展」が開催されましたので、それに便乗して「ＳＨＯＷ

（小）水木しげる展」として実施しました。尾崎放哉（オサキホウサイ）の関係でも、県

の文化観光振興局で尾崎放哉生誕 120 年の記念事業をしていました。これも同じく便乗し

て、若き日の放哉というテーマで展示をしました。 
 今後は、県庁の各部局との連繋も充実していきたいと考えています。実際、環境部局や

警察とは「何かしよう」というところまでは話が進んでいる状況です。 
 
（３（２）支援・協力の内容 ④「庁内図書室（仮称）」の設置・運営） 
 来年度の早くて７月には、県庁内に図書室が設置されます。その図書室の性格や位置付

けは、現時点でははっきりと決まっていないですが、県立図書館の分館というような位置
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付けになるのではと聞いております。県政の重要課題に関するリストを作成したり、企画

展示をして職員の情報収集の支援をする。講座を開催したり、Q&A を作成したりして、職

員の情報活用能力を向上を図る。また、県庁内ではいろいろな専門的な図書、資料、雑誌

などを持っていますが、そのデータベース化や、いろいろな所属で同じようなものを持っ

ているということがありますので、集中管理することによって無駄を省くことも考えてお

ります。将来的には県内の、県庁、県立図書館、県の専門機関も含めて、県所有の資料を

組織化したいというようなことも考えております。 
 
 このような取り組みは、ここ 2、3 年の間に実施してきたことです。皆さんに平成 3 年か

らの貸出冊数の推移をお配りしています。これらの取り組みによってこうなったかどうか

は、厳密にはちょっとわからない部分もありますけれども、実績としてこういうふうに増

加しているというのは事実で、このことが予算や人の面でも、鳥取県立図書館に有利に働

いています。なかなか図書館の実績というのは目に見えないことが多いのですが、とにか

く図書館が、「ああ、頑張ってるんだ」ということが、このグラフを見ていただいたら、す

ぐに理解してもらえる資料として利用しています。また、いろいろな図書館が行なってい

る取り組みを、日頃から行政に対して PR してきました。主に館長主導ですが、そういうこ

とが予算面、それから人的な面で非常に大きな力になったと言えると思います。 
 
（３（２）支援・協力の内容 ⑤協力機関への貸出状況及び相互貸借の状況について） 
 最後に、「協力機関への貸出状況及び相互貸借の状況について」ですが、県内の市町村、

高等学校、大学に貸し出しをした冊数です。「リクエスト」と「その他」でわけていますけ

れども、2004 年度については、1 月現在の数字を挙げております。それから相互貸借は、

貸出と借受でわけていますが、貸出については県外の図書館に貸出をした冊数です。借受

は、県内・県外合わせて、鳥取県立図書館が、他の図書館から借りた冊数です。ご覧頂い

たらわかりますけれども、市町村については、2004 年度減少傾向という状況です。これは、

市町村合併ということがあり、今は市町村側が混乱しているということがあると思われま

す。高等学校や大学との連携強化は市町村合併による影響をある程度想定して新たに取り

組んだともいえるのですが、実績は順調に伸びています。 
 相互貸借についてですけれども、やはり、貸出よりも借受が少ないというような状況が

これまで続いていました。「貸出よりも」ということにあまり意味はないと思いますけれど

も、とにかく借受が少ない。当館の PR 不足ということもあるし、まだまだ利用者が図書館

の使いかたを知らないのかなあ、という 1 つの指標になっているともいえるので、大きな

課題だと考えています。 
 館長は、「図書館を使い倒す」という言葉をよく使います。この言葉がどこから出てきた

言葉か知りませんけれども、ともかく図書館を使い倒してもらうんだということをよく言

います。その意味で言えば、今年度はすでに 11 月現在で去年の借受の実績を超えていると
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いう状況になりました。これもこれまでの取り組みの成果のひとつかなあ、というふうに

考えています。グラフなど見ていただきましたけれども、まだまだ館長の言う「使い倒す」

という状況にはほど遠いのではないかと思いますけれども、鳥取県立図書館はそちらの方

に確実に向かっているのかなあ、と実感しているところです。 
 
 以上をもちまして、鳥取県立図書館からの報告とさせていただきます。どうもありがと

うございました。 
 
 
 

意見交換 

司会： 
福市さんありがとうございました。より県民の暮らしや仕事に役に立つ図書館を目指し

て、積極的に新しい活動を展開していらっしゃる様子をご報告いただきました。元気が

出るご報告だったと思います。ありがとうございました。まずご質問をお受けしたいと

思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 
 

沖縄県立図書館： 
鳥取県立図書館の活動について質問いたします。支援協力の内容、巡回の見直しについ

て、従来は大型の協力車による巡回と大量搬送を行なっていて、現在はステーションワ

ゴンによる巡回を行なっているとのことですが、ここでも資料の搬送を行なっているの

か、もし行なっていないとすれば、どういう意図でどういった内容のものを行なってい

るのか、ということを伺いたいと思います。 
 
福市氏： 
説明不足だったですね。ステーションワゴンにしたことで、大量搬送については民間委

託ということで業者が行なっています。ステーションワゴンですので荷物も多く乗りま

す。定期巡回のタイミングと合えば、当然資料も持っていきます。 
 

沖縄県立図書館： 
資料の搬送以外では、どういったことを行なっていますか。 
 

福市氏： 
これまでもずっと続けてきたことですが、レファレンス回答支援、高等学校図書館や市

町村立図書館の運営に関する助言や援助、情報提供や情報交換なども引き続き行なって

います。 
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沖縄県立図書館： 
コースが 11 コースから 6 コースに減ったということですが、これは巡回する市町村を減

らしたということですか。 
 

福市氏： 
鳥取県内での市町村合併の結果、39 自治体から平成 17 年 2 月現在で 20 自治体になりま

した。平成 17 年度中には 19 自治体になります。自治体が減ることによってコースが減

ったというのが１つです。また、鳥取県図書館協会や公共図書館協議会などの場を借り

て、県立図書館は市の中央図書館まで巡回するという話を続けてきました。その確認が

とれて、6 コースという結果になっています。 
 

司会： 
他にご質問の方、挙手をお願いいたします。 
 

熊本県立図書館： 
鳥取県立図書館に質問です。新図書館システムの開発経費の予算についてお聞きしたい

と思います。また、協力車について、熊本県の場合は司書が資料のセッティングを行い、

同乗して一緒に回っています。市町村立図書館へのアドバイスも同行した司書が行なっ

ています。鳥取県では、そうした事情について委託前後で変更はありましたか。 
 

福市氏： 
予算額については、県のホームページでも公開されていますが、1 億 5 千万円弱の予算を

つけていただきました。協力車については、従来は運転手と司書が巡回していました。

県立図書館で用意したセット本やリクエスト本、レファレンスにあったものなどを持っ

ていっていました。変更後は運転手を司書に振り向けたため、司書が運ぶようになって

います。館の運営についての助言やアドバイスなども司書が行なっています。 
 

司会： 
他にご質問の方、挙手をお願いいたします。 
 

都立中央図書館： 
北先生に質問いたします。横断検索に関してプロファイルの更新が必要になるという話

がありました。いま都立図書館の横断検索は 53 自治体のうち 45 自治体の 80%を越える

自治体が参加しています。将来のメンテナンスについてどういうことを考えないといけ

ないか、また横断検索システムの運用についてどういうことを特に考えないといけない

かについて、大きな枠組みについてお聞きしましたが、現実面でのアドバイスなどをお
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伺いしたいと思います。 
 

北教授： 
横断検索システムの一番手近なところは、横断検索システムの対象となっている県や都

の市町村立図書館の、システム更新のタイミングはいつか、少なくとも OPAC の何が変

わって何が変わらないかの情報を早く正確に捕まえること。また後ろを向いて、都立図

書館の横断検索システムを提供している業者に標準プロファイルで対応できるのかどう

か、追加的要素が必要なのか、もし必要ならお金を組むかどうかといった対応が必要に

なる。これが一番、目の前の話だろうと思います。 
 

都立中央図書館： 
現在の横断検索システムの運用に関してこうしたら良い、といった具体的なことはあり

ますか。 
 

北教授： 
現在のものは、今から 3～5 年までの使い捨ての過渡的システムですから、あまり将来性

があるようには私は思いません。混乱している Web 環境下の分散データベースをてんで

バラバラに山ほど作っているのを、無理にプロファイルで１つにしている。そういう意

味で過渡期のシステムだと思います。2 年程前にアメリカでは、標準プロトコルに基づく、

最初は図書館システム、次に電子図書館システム、昨年秋頃からトータル図書館システ

ムがネットワーク上に無料で出てきています。その意味では、いくら日本のスピードが

遅いといっても、10 年後に有料パッケージを使っているとは私には考えられません。私

が合っているかどうかは 8～10 年後にはっきりすると思います。 
 

国立国会図書館（梶田）： 
北先生に質問します。総合目録担当者として、レンディングポリシーやユニバーサルデ

ザインといった現在の状態をちょっと変える方向性の話と、OPACの相互運用性の課題、

収録資料の範囲の課題や利用者の範囲の課題、例えば Google に収録した場合に大幅な利

用者の拡大になる、というような外に向かう拡大のお話があったと思います。総合目録

ネットワークシステムや総合目録事業について、ホームページ等でご覧いただいた印象

から、現在の状態をちょっと変える方向性と拡大の方向性では、どちらに関心をお持ち

になられたかお聞きかせいただけますか。 
 

北教授： 
例えばレンディング方針を出しましょうというのは、ちょっとシステムを変えて、参加

館から合意をとって行なうレベルの話ですから、各館にしても個々にホームページ等で
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公開している範囲の情報であれば、それほど反対するとは思われません。やる気になれ

ば 1 週間か 10 日間もあればできる話です。Google に載せる、あるいは CJK に配るとい

った話は、システムの問題ではなくこの事業に参加している参加館、少なくともデータ

提供館の圧倒的過半数の賛同なくして、勝手に載せましたという話にはならない。シス

テムと関係なく運営上の話としてみなさまがどう考え、どう答えを出すのかということ

です。システムについて言えば、MRP の D-Space やカナダの British Columbia 大学の

フリーの図書館システムですとか、多言語化や日本語化に作り変えても大学院生などが

行なえば 100 万円～200 万円くらいでできると思います。たぶん時代がとても変わって

しまったのでしょう。例えばみなさん日常的にブラウザをお使いになっていると思いま

す。また PDF も読めると思います。お金は払っていないですよね。それは持続的にでき

るビジネスモデルに適っているからでもありますが、図書館システムもそれに近い状態

になる可能性があります。ただ、そういう挑戦を行なえるのは人と金を費やせるところ

ですから、みなが一斉にやることはないので、もし可能なら NDL が現状の実証実験調査

を行うところから始められ、NDL の役割はあるのか、参加館における技術的な実現可能

性と社会的な受容はあるのかといったことを半年または 1 年半ほど調べて、結果を参加

館にみせて反応を返してもらうようなことをしたら良いと思います。結果としてそのま

ま使えるのか作り変えなければいけないのかによって、どこまで要求水準が高いかによ

って、コストと時間がかかるので、最初はシンプルなもので構わないと思います。 
 

司会： 
他のご質問ありませんか。総目ネットワークシステム一般公開後の状況について、参加

館のご意見を伺った際には、当初懸念していたような状況はあまり出ていないようでち

ょっと安心していましたが、参加館の状況はいかがでしょうか。 
 
熊本県立図書館： 
郷土資料への依頼がメールで届いた場合に、この同じ資料はもっと近くの図書館や NDL
で持っているのではないか、という事があります。熊本県立図書館は古文書も含めて書

誌データを登録しているが、他の図書館では一般的な本は登録しているけれども、特殊

な本は貸し出しできないという理由で登録していないのではないか、そのため尋常でな

い依頼がくるのではないか、と担当の方から苦情がありました。郷土資料の担当者から

は、他の図書館の状況も調べて郷土資料のような情報を登録していないなら、熊本県立

図書館でも出さないようにしてくれないか、という話がありました。 
 

司会： 
そういった依頼の件数はかなり多いのでしょうか。 
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熊本県立図書館： 
件数自体は多くないと思います。多ければもっと私の方に苦情が来ると思います。たま

たま「○○について○○さんのことが載っているもの全部」、といったリクエストで、他

の県でも持っていそうな資料で、熊本県にコピーの依頼をしてくる内容ではないのでは

ないかと。メールでの依頼だったので、おそらく一般公開用の画面で探したのではない

かと思っています。 
 

司会： 
他の図書館の方はいかがでしょうか。同様の状況はありますでしょうか。 
 

北教授： 
総合目録ではなしに NACSIS-CAT で同じような事例が起こっています。1990 年頃は医

歯薬系の図書館で、単価 3 万円～4 万円の高い資料は載せない、苦労して買った資料だか

らとかありました。全国の大学図書館の受け入れ冊数と登録している数の差をとると何

が載っているか見えます。単価の面からもだいたい見えます。また日本で最も大きく最

も歴史の長い大学では、資料の 7 割～8 割が学部の研究室にあります。そういう資料はす

べて謝絶になっています。貸し出せないといえば図書館界に顔が立たず、貸し出すとい

えば先生に蹴飛ばされる、ということで載せないでおこうという状況があります。ただ

し NII には規範的強制力が総合目録ネットワークよりも強いため、最初はどうなってい

ますかと質問し、次に実態調査を行い、最後に館長を呼び出す、といった規範力があま

りひどいところには働きます。他の参加図書館にも一定のモラルが維持されています。

総合目録ネットワークにおいて、NDL にそういった規範力を持ってほしいのか、そうで

ないかはみなさんのコミュニティーで議論して決めることです。正解はないが、決めた

場合には縛られます。今の話はコミュニティーの中で議論して処理する問題だと思いま

す。お互いにデータを引き上げて最後に JAPAN/MARC だけが残るのも悲しい話です。

やはりみなさんのコミュニティーでの議論だろうと思います。 
 

国立国会図書館（児玉）： 
今の点について補足します。この総合目録の収録データは和図書です。ただ和図書の基

準はどこにも書かれていません。各図書館が和図書と見なしたものが入っています。そ

のため、ある図書館にとっては和図書でも他の図書館にとっては和図書ではない場合が

多々あります。NDL は和図書に限らず CD-ROM など電子資料なども含めています。熊

本県立図書館のように郷土資料まで、あるいは古書まで、また中・朝言語の図書なども

含めて提供していただいている図書館もあります。和図書とは言いながら非常にゆるや

かな仕組みとなっています。そのため書誌データの有無についての疑問なども出てしま

うと思っています。そのため疑問と思える依頼にもなってしまったのではないかと思い
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ます。北先生からお話がありましたように、より厳密に和図書の範疇を決めたほうが良

いのか、またはこのままで良いのか、基本的な考え方は機械的にデータを集める仕組み

を作ったので、各図書館が和図書として抽出できるものを集めたためにこうした状況に

なっていると思います。私どもが心配していることは、依頼の偏りや集中が今後起きる

ことで、データ登録されなくなることが問題だと思っています。そういう意味で一般公

開後の状況は心配しています。少しでも変わったことがあったらみなさまと情報を共有

し、懸念の解決策について智恵を絞りたいと考えています。熊本県のケースのほかに、

懸念をもたれる依頼も聞いていますが、各図書館の相互貸借の基準やモラルを共有して

いくしかないと考えています。私どもも相互貸借情報を標準的にわかりやすく提供した

いと考えていましたが、手が回らず先延ばしになっています。相互貸借情報から、貸出

可能な本なのかどうかなどがより分かりやすく提供できるようにしたいと思っています。

もう 1 つの問題点は、相互貸借情報は一般公開の方では分からない、業務用では見られ

るけれども一般用では見ようと思った場合は、その図書館のホームページまで行かない

と分からないといったことについて工夫が必要かと痛感しています。 
 

司会： 
他の図書館の方ではどのような状況でしょうか。 
 

千葉市中央図書館： 
総合目録の一般公開後、私たちの図書館では県外の一般市民の方から総合目録を見て所

蔵を知り、借りられるかどうかといった問い合わせが非常に増えています。画面上のメ

ッセージに近隣の図書館にご相談くださいと書いてありますが、一般の利用者の方はい

きなり尋ねてこられることが多いです。これまでも千葉市中央図書館では在勤・在住以

外の利用者の利用も受付けていましたが、あまりの多さに急遽制限を設けるような見直

しを考えています。埼玉県からお見えになっていた利用者の例では、コピーをお取りに

なっていたため、利用者カードの発行は行なっていませんでした。ただ、他の図書館で

は借りられない資料も千葉市中央図書館では借りられるということから貸してほしいと

いう要望が増えています。かつて横浜市中央図書館が最初に悲鳴をあげたことと同様の

ことが起こっているのだろうと思っています。もちろん所蔵資料を有効に活用していた

だくことは行ないたいと思っていますが、担当の話では、NDL に所蔵があるものまたは

県立図書館に所蔵のあるものはお貸ししないという文言をみなさん載せているそうです

が、NDL は資料保存を本旨として、まず県内、そしてブロック、さらに他ブロック、最

後に NDL という気持ちは非常にわかります。しかし、私たちのように通信・運搬費を毎

年削られているようなところでは、できれば県立図書館を優先して依頼してほしいとか、

お願いしたいと思っております。千葉市中央図書館にしかない本はご利用いただけたら

ありがたいですし、例えばハリーポッターシリーズについて、各種言語の資料を収集し
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ていますので、多文化サービスの趣旨からも使っていただけたら、ありがたいですけれ

ども、最近依頼が増えたことに関して、どうしてかと思ったら、総合目録の一般公開が

あったと。一般の利用者はインターネットを使っている方が増えているんだ、と実感し

ました。 
 

司会： 
他の図書館でも同様の事例があるかと思いますが、いかがでしょうか。では、そういう

問題は起きていないという図書館の方挙手をお願いいたします。約半数くらいでしょう

か。名古屋市鶴舞中央図書館様、いかがでしょうか。 
 

名古屋市鶴舞中央図書館： 
相互貸借の担当とは異なりますが、館内の会議等で相互貸借担当が悲鳴をあげていると

いう話は聞いていません。 
 

国立国会図書館（梶田）： 
先ほどの千葉市中央図書館の状況について、後ほど詳しい情報を確認させていただきた

いと思います。ご協力よろしくお願いいたします。 
 
 
 

閉会挨拶 
国立国会図書館 総務部 司書監  北山 千代  

 本日はご多用の中、ご出席を賜りましてありがとうございました。 
 参加館からは、日頃より総合目録ネットワークを支えてくださっているご担当の方々に

ご出席いただきました。また、この事業の揺籃期からご支援いただいている日本図書館協

会、MARC データの提供についてご協力いただいている機関、参加館及び当館のシステム

面でご協力いただいている機関からもご出席いただきました。厚く御礼申し上げます。 
 実は私は今回初めてこのフォーラムに出席させていただきました。総合目録ネットワー

クが今日まで順調に進展し、県域を越えた相互貸借のツールとして機能するようになって

いるのは本当に多くの参加館及び関係機関のご協力と、それぞれのところでの担当者の

方々のご努力の賜物と存じます。その関係者が一堂に会し、互いに顔を合わせて課題を共

有し、一緒に考える場は必要かつ貴重であると、本日改めて感じた次第でございます。 
 本日はまず、当館から、システムの維持・構築・管理を担当しております立場で、この 1
年の取組みなど 2 つの報告をさせていただきました。 
 続いて大阪市立大学大学院の北教授から、当総合目録の現状と今後の方向性についてご

講演いただきました。総合目録システムの構築及び利用にあたって留意すべき最近の動向、
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運営上の課題、また、特に私たちの総合目録ネットワークの今後の展望について非常に啓

発されるお話を聞かせていただいたと感じております。私どもも書誌データをインターネ

ット上で一般公開している現在、利用者が置かれている状況や情報環境を考えて見通しを

持つ必要があると理解いたしました。 
 また、参加館を代表して鳥取県立図書館の福市資料整理係長から、より県民の仕事や暮

らしに役に立つ図書館を目指して、支援協力対象の拡大、内容の充実を図る取組みについ

てご報告いただきました。まず何よりも非常に多面的かつ意欲的な取組みであることに感

銘を受けました。ご出席の皆様にとっても、ご参考になることが多々あったのではないか

と存じます。同館の新しい取組みにおいても、総合目録ネットワークがお役に立つことを

期待したいと思います。 
 以上を踏まえての意見交換では、会場の皆様からも活発なご質問、ご意見、ご指摘を頂

戴いたしました。おかげざまで、本日のフォーラムを、今後の事業運営を考える上で意義

ある機会とすることができたと思います。 
 さて昨年、国立国会図書館はビジョン 2004 と題しまして、私どもが今後目指すべき方向

性を示したマニフェストを発表いたしました。その中で、重点的に取り組む領域の 1 つと

して協力事業の推進を掲げ、内外の図書館及び関係機関との連携・協力を強化し、情報資

源の共有化と流通を促進することを謳っております。総合目録ネットワーク事業は国立国

会図書館の協力事業のまさにフロントランナーでございますが、これからも皆様のご協力

を得て、より使いやすいものに発展させていきたいと存じます。そして、日本の公共図書

館が利用者にとって一層役立つ存在となるよう、この事業を通じて皆様と一緒に図書館サ

ービスの向上を目指して参りたいと存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 
 以上お願いを申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。本日は長時間

お付き合いくださいましてありがとうございました。 


