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第１３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 18 年 2 月 23 日（木） 午後 1時～午後 4時 10 分 

 
 ○会場：国立国会図書館 関西館 第１研修室 

                 １階会議室（展示コーナー） 

 
 ○次第：開会挨拶 国立国会図書館 関西館事業部長 西耒路秀彦 

 

     報告１ 「総合目録ネットワーク平成 17 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 豊田 透 
 

     報告２ 「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業中期計画の策定に向けて」 

          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 
 

     質疑応答 
 

     －休 憩－ 
 

     参加館からの報告 「沖縄県立図書館の実践 －デジタルの価値と可能性－」 

          沖縄県立図書館 資料課 主事 又吉賢一 
 

     意見交換 
 

     閉会挨拶 国立国会図書館 総務部 支部図書館・協力課長 山口和人 

 

    （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 西耒路秀彦 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 皆様こんにちは。本日は年末のご多忙な時期でございますが、ご参集いただきましてありがと

うございました。私、只今紹介いただきました事業部の西耒路でございます。本日開催に当たり

まして、主催者を代表しまして、本日の会の位置付け等につきまして、開会ご挨拶として 10 分ほ

どお時間をいただいて、お話をさせていただきたいと思います。 
 
〔総合目録をより良く機能させる大切な土台について〕 
 
 まず、 近ありましたエピソードを一つご紹介させていただきたいと思います。総合目録に関

係する全国共通の基本的な問題の一つとも言えます。実は資料費の問題でございます。関係者か

ら内々に「総合目録に入っているなら資料費はたくさん要らないのじゃないでしょうか？と言わ

れて困るんです。どうしましょうか」という声があります。 
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 担当者として次のような例え話をさせていただきます。私は、情報は食事と同じ性質があると

思っている。すなわち、食べたい時に食べたいものを食べるのが一番美味しいということです。

ラーメンが食べたい時にはラーメンが美味しい。普段はいくら好物であっても鯖の味噌煮を出さ

れたのでは、これはちょっとがっかりしてしまいます。つまり食べたい時に食べたいものを食べ

る、それが一番美味しいということなのですが、食べたい料理はすなわち、言ってみれば必要な

情報ということになります。要は、食べたい時に食べるのが一番価値があるということですが、

中身とタイミングが大事です。 
 資料でもそうだと思います。必要な時に、タイミングよく、ずばりの内容を入手できる。これ

が、仕事のアイデアにもリフレッシュにも、一番効果を発揮するんだと思います。例えば地方分

権の進行している中で、我が町、我が自治体の独自のアイデアを考えだそう、こういうときに、

自分の地域資料とか、あるいは似た条件の他の自治体や産業の資料が無いときどうしますか？ 

よそから借りますか？ しかしそういう資料こそ、持っている県や自治体は、それぞれがまた一

生懸命お使いになってる場合が多いんじゃないでしょうか。その場合に、政策立案に遅れを取ら

ないでしょうか。 
 更に言えば、手元にある情報が良いほど、もっと上質の情報が手に入る。これが情報探索の特

徴であると思います。つまり良い参考資料があって、ある程度下調べが利く、その時にこそ、実

は「見えない部分が分かるもっと良い資料がないか」「こういう資料があればもっとぴったりなの

に」という探し方ができる。そういうことだと思います。食べ物があればこそ、もっと美味しい

ものが分かる。あるいは料理の工夫もできる。こういうことだと思います。つまり、予算という

元手をかけてこそ更に豊かな情報リターンがあるのではないでしょうか。つまり、良い蔵書構築、

これこそより良い情報探し、あるいはより質の高い調査研究のための大切な土台になっている。 
 このことを関係者の皆さん、すなわち利用者や、あるいは設置者自身にも理解してもらう。こ

ういうことが、どのような館種の図書館にとっても、今重要な問題になってきていると思います。

この話は従って全ての、つまり国立国会図書館にとっても、今日特に大切な点となっております

ので、冒頭でエピソードという形ではございますが、ちょっとご紹介をいたします。 
 
〔図書館に期待されているサービスの強化と発展〕 
 
 さて、今日、図書館の館種を問わずに、人、予算、制度、大変厳しいものになっております。

また、情報ネットワーク技術の進歩も続きます。私たちは未だ踏み込んだことがない、未踏の分

野を走り続ける、歩き続ける、こういう挑戦の気持を持続させてゆかなければなりません。資料

の貸出・閲覧に伴う様々なニーズに対応する情報提供サービス、あるいは価値付加的なサービス

が求められています。産業振興担当の課と連携したビジネスサービス、あるいはビジネスのライ

ブラリ、これも一つの姿かも知れません。また、行政のサービスも言われております。実は、総

合目録がカードで作られているという、そういう黎明の頃に総合目録を作っていたある県では、

図書館の行政における不可欠性の位置付けを努力するということを謳っているところもあります。 
 私たちは今後とも更にしっかり、地域社会の住民や会社、あるいは設置者である行政自身、あ

るいは地域の活性化、あるいは住民の憩いを求めるニーズ、更には子供達の調べ学習のニーズ、

こういった多様なニーズに対応できる幅の広い、足腰の強い姿を作って、サービスの高度化、こ
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れを更に更に進めてゆかなければいけない。こういう時代に立ち至っていると思います。こうし

た多面的な要請があるわけですが、このときに当館の総合目録のご活用だけではなくて、当館が

提供させていただいておりますその他の、例えば「レファレンス協同データベース」、あるいは「レ

ファレンス情報システム」なども組み合わせて、是非ご活用していただけたらと思います。その

ご利用を是非検討していただけると幸いです。総合目録を使って、手元に無いより良い図書館資

料を探す、こういうことだけではありません。今申し上げたようなツールを利用して、全国の参

加している図書館のレファレンス調査の事例、こういうものを調べたり、あるいは当館が紹介し

ている参考図書、こういったものを調べて、図書館員としてもっと適切な本、あるいは資料を探

すとか、あるいは、更により的確なアドバイスをするとか、こういうことのための手がかりを、

今やインターネット上で入手することができ、当館のホームページからもこれをアクセスするこ

とができます。更に当館で作っております「雑誌記事索引」、これも名目を一新しておりますが、

新しい論文の存在、これを調べるということだけではなくて、更に事前に登録をしておきますと、

インターネットで雑誌記事索引を検索したり、あと複写を申し込み、そして 新の文献コピーを

手軽に利用者に提供できる、こういうシステムにもなっている。本日参加の皆様の図書館でも、

そのサービスを更に展開する上で、各館が所蔵する資料との組み合わせによって、こういったも

ののご活用の余地もあるのではないかと思います。是非検討をお待ち申し上げているところです。 
 
〔総合目録のあゆみと現在の課題〕 
 
 さて、いよいよ本題である本事業についても、 後に簡単にお話を申し上げます。一昨年のこ

とになりましたが、平成 16 年の末、参加館の皆さんのご理解とご協力をいただきまして、総合目

録データベースをインターネット上で一般公開をするということをいたしました。以来約一年余

経過しましたが、一定のアクセスを途切れることなくいただいているという状況であります。こ

の公開をしたことで、国民の手元に全国の主要公立図書館の蔵書が、そしてその所在場所が、検

索によって直接示される。こういうサービスを国民の皆さんに知っていただく。そしてこの総合

目録の存在だけでなくて、図書館のネットワークが実施している相互貸借等のサービスも、国民

の皆さんに知っていただく機会を増やすことができたということは、大変ありがたいことです。

ご理解とご協力に改めて感謝を申し上げる次第です。 
 そもそもこの総合目録の事業、1994 年、平成 6 年に、当時の略称 IPA、情報処理振興事業協会

と申しましたが、ここと国会図書館との共同事業で構想されました。そして 1995 年、平成 7 年

から、既に 11 年間の運用を開始して継続しているということです。その時のシステム作りの特徴

ですが、これは書誌の同定とか、あるいはデータの提供、それからメンテナンス、こういったシ

ステム的な準備を国会図書館がするということによって、参加館の負担をできるだけ少なくしよ

うと、こういう方法をとったことで、以来 11 年、申し上げましたが、 初は全国で 27 の図書館

と始めたこの事業ではございましたが、現在は市町村、それから都道府県、政令指定都市、この

公立図書館が、分館含めますと、今や実に 987 館参加していると、こういった一大ネットワーク

に成長してまいりました。今、総合目録、この本事業としての総合目録ですが、参加されました

多くの図書館の皆様の、積極的なご努力と協力によりまして、ようやく今日このレベルまで到達

してきたと申せるかと思います。 
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 今後とも、我々図書館が提供しようとする多様なサービス、これを支えるために欠かせない要

素の一つとなっていけるように、更なる参加の皆様のご理解とご協力をいただきたいと思ってお

ります。その分我々の方も努力をしなければなりませんが、この利用者へのより良い資料提供の

ために総合目録が発達し、そしてその足腰を強くするために何が必要かということだと思います。

このために相互貸借のルールとか、あるいは提供できるデータの増加とか、送料の負担とか、貸

出の資料提供館への負荷とか、こういった問題が、みんなで衆知を集めて論議しなければいけな

い問題だという共通認識ができてきてまいりました。また更に、この間のネットワークの発達の

ために、この中で各地域でも急速に形成されている地域主導の検索システムが生まれてきており

ます。こうした地域の検索システムと、本事業としての総合目録との関係の取り方、あるいは両

者の使い分け、あるいは併用の仕方と、それをどうするかとご検討されている、そういう参加館

も増えてきているかのようにも、お伺いしております。こういった色々な課題をもちまして、本

日の参加館フォーラムを開催させていただくことになりました。 
 
〔更なる工夫と協力を進めましょう〕 
 
 国会図書館は、私どもの法律の第 21 条におきまして、次のように書いている。「全国の図書館

資料の連係ある使用を実現する。このために総合目録を作成し、またあらゆる適切な方法により、

図書館奉仕の改善につき図書館人を援助する。」こう定めている。国の中央図書館としての責務、

ということになります。振り返って考えますと、どんなに巨大な中央図書館があったとしても、

これが真に全ての資料を所蔵するということは不可能に近い。また利用者の国民の皆さんの、全

国からの多様で広範な要求に、これも全て応じるということはもう不可能です。これはこれまで

の図書館のサービスの発達の歴史、それそのものが我々にそのことを教えてくれている。 
 今日私たち図書館員は、我々が持っている蔵書、それから多様なツール、これを総合的に使い

こなして、全国民、利用者の知的活動の営みを支援し、対応する、こういう図書館活動を実現す

るために、更に強く協力していく必要があると思います。第一線のサービスを担っておられる皆

様と国会図書館、図書館の図書館でありました国会図書館は、この 10 年 15 年の中で名実ともに

協力活動を強化し、図書館サービスを肩を組んで展開できる、こういう関係になりつつあると思

っております。国会図書館は今後ともこの活動を続けていく方針であります。また本総合目録事

業の事務局の仕事にも励んでまいるつもりでございます。 
 お集まりいただいた皆さん、私たちは今日本の近代図書館の歴史、百数十年の歴史の中で空前

の変革の時代に直面している、こう言って良いと思います。今こそ図書館の互いの工夫と協力を

一層進める時期にきている。こういうことは間違いのないことかと思います。本日は事務局の報

告、それから沖縄県立図書館さんの事例の報告、そして参加館の皆さんとの忌憚のない論議を通

じて今後の事業のあり方を論じ、そして本事業の見通しについて、確信と、そしてご理解をもっ

てお帰りいただけたらと願っております。長時間になりますが、ご理解ご協力をいただいて成果

を上げられますように、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 
 以上でご挨拶とさせていただきます。 
 
              （注）：〔 〕内の見出しは、記録の取り纏めにあたって補記したものである。 
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･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
報告１「総合目録ネットワーク平成 17 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 豊田 透 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 初めまして、図書館協力課長の豊田と申します。私の方からは、総合目録ネットワークの平成

17 年度事業報告というものをさせていただきます。ただいま紹介のありました資料の（１）とい

うものをご覧いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 
 こちらは平成 17 年度の事業報告というふうに書いてありますが、 初に少し、16 年との比較

といいますか、全体のことについて申し上げますと、ご存知の方多いかと思いますが、平成 16
年度は、4 月にシステムのリニューアルをいたしました。それから 12 月には、先程挨拶にも出ま

したが、一般公開とか、比較的個々の意見を伺うことがあったんですが、今年度、平成 17 年度は、

それに比較すればまあ穏やかなというか、特にそういう大きなことはない一年だったかと思いま

す。まあ順調であったと、そういうふうに思っていますが、その経過報告について、これから時

系列で、ちょっと分かりにくいかも知れないんですが時系列でご紹介いたします。 
 まず資料にあります 4月に、これは新規参加のサイクルに当たるのですが、4月に平成 17年度、

今年度の新規参加に関する資料請求の受付を開始いたしました。それから 2 ヶ月間時間を取らせ

ていただきました。その後、これは個別な話になりますが、奈良県立奈良図書館、それから同じ

く奈良県立の橿原図書館が、組織が変更になりまして、奈良県立図書情報館となりましたので、

その移行処理を実施いたしました。 
 それから 5 月につきましては、これも個別のお話になりますが、静岡市が政令指定都市になっ

たということで、静岡市立中央図書館を、総合目録の事業の中でも政令指定都市立図書館とさせ

ていただくことになりますので、その移行処理をいたしました。 
 続いて 6 月ですが、総合目録ネットワーク研修会を実施いたしました。これは当館が主催する

もので、都道府県立図書館、あるいは政令指定都市立図書館の中央館で、研修を担当なさる方々

にお集まりいただいて研修会をいたしました。これが 6 月 24 日のことでございました。これにつ

いて少し補足いたしますと、この研修会に来ていただきました方々には、我々の方から研修をす

る方向けの資料という形でお配りしていたんですが、その場でさらに、その研修に参加なさった

方が県域や地域で研修をなさる時に使える資料ということで、ご要望が高かったものですから、

我々の方でそれ向けといいますか、そういう資料を作成して、是非使っていただくことにしまし

た。それから平成 17 年度、これはまた新規参加のサイクルですが、17 年度の新規参加に関する

資料の発送や、参加の申請受付を 6 月に開始いたしまして、7 月 29 日まで、約 1 ヶ月ですが、7
月末までという期間を設けました。 
 それから 8 月には『参加館 NEWS』の No.29、これを 19 日付けで発行させていただきました。

ご覧になった方も多いかと思いますが、というか、是非ご覧いただかなきゃ困るというものなん

ですが、これを発行させていただきました。 
 それから 9 月に入りまして、平成 17 年度の新規参加の承認を 1 日付けで行いました。今年度

の新規参加館は、ここにございますように 62 館という数になりました。それから同じく 9 月に、

これはシステム改修に関係してくるんですが、総合目録共通フォーマットの改訂についてご意見

の募集をいたしました。これは現在、総合目録共通フォーマット第 2 版と第 3 版とがあるんです
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が、それぞれ多少違うんですが、システム改修、主に JAPAN/MARC のフォーマットの改訂に伴

うものなんですが、そのために総合目録の共通フォーマットも改訂する必要がありまして、それ

に対してこちらの方にお示しするとともに、参加館の方からのご意見を 10 月末まで、ご意見を募

集いたしました。 
 年度後半の 10 月になりますと、まず 10 月の頭に、今年度の新規参加館、それまで手続きを進

めてまいりましたが、システムの利用が開始ということになりました。同じく 10 月には平成 17
年度、今年度のシステムの開発作業を開始いたしました。今年度は先程申し上げた JAPAN/MARC
の改訂に伴う、どちらかといえば小規模な開発になりましたが、その作業を開始いたしました。

それから同じく 10 月に、これはやや細かい話なんですけども、『総合目録ネットワークマニュア

ル２００４』の補遺というか、別添として作成した分を、都道府県立図書館、それから政令指定

都市立図書館の中央館に送付させていただきました。 
 それから 11 月には、先程お話ししました総合目録の共通フォーマットを、11 月をもって改訂

いたしました。 
 そして 12 月になりまして、協力館会議というのを開催いたしました。これについては少し詳し

くお話しいたします。お知らせやニュースなどにしておりますのでご存知の方もいらっしゃるか

と存じますが、協力館会議、今年度は、平成 17 年の 12 月 9 日に実施いたしました。出席館とい

たしましては、全部で 9 館です。内訳としては都道府県立図書館が 7 館、それから政令指定都市

立図書館の中央館が 2 館ということで、これはこちらで選ばせていただいてお招きしたという形

になっております。で、その場では、簡単な運用状況の報告もいたしましたが、特に協議事項と

しまして、基本的には本日と同じなんですけども、「総合目録ネットワークの課題と解決の方向性

について」ということで、この後細かく説明がありますが、今後の 5 年程度を目途とした総合目

録事業の行く末について、こちらも案をもって意見を伺うということをいたしました。その概要

というか、そこでの協議概要につきましては、ここでは細かく申し上げませんが、まあニュース、

あるいはこの後の話に出てくるかも知れませんが、そこでご確認ください。 
 それから年が改まりまして平成 18 年になりますが、こちらでは 1 月に『参加館 NEWS』の 30
号を発行いたしました。それから、このへんからいくつかサービスの停止とか、なになに停止と

いうのがいくつか出てくるかと思うんですが、こちらは１つには当館、国立国会図書館の中でネ

ットワークを移行する、新しくするという作業がございまして、それに伴うサービスの停止とい

うのがありました。一方で、これは「今後の予定」のところに出てくるんですが、システム改修

に伴うデータベースの更新停止ということもありまして、いくつかの停止がずらずらっと出てお

ります。このへんの具体的なところは皆さまの方にもお知らせ済みのことかと思いますので、こ

こでは省略いたします。 
 それで 2 月の方に移りまして、2 月の 2 つ目、大阪府立の中之島図書館が、それまでは大阪府

立中央図書館と一緒にデータ提供をしていたんですが、これを別々に提供することになりました。

この結果、データ提供館という呼び方では、1 館増えたことになります。それから 2 月 後、今

まさにこの場ですが、第 13 回総合目録ネットワーク参加館フォーラムを開催するということにな

りました。これが今年度の事業経過報告ということになります。 
 後に今後の予定ということで少しだけ、他にも予定はあるんですが、主だったものを少し書

いてみました。3 月の 1 つ目については、先程申しましたように、システム改修に伴いまして、
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総合目録データベースの更新を一時的に停止いたします。それから電子メールによる相互貸借依

頼停止というものも、短い期間ですけども、一緒にございます。 
 それから 4 月、これはカッコ書きになりますが、1 日付けになるんですが、当館、国立国会図

書館の組織の整理・統合があります。そう大規模なものではないんですけども、特に総合目録の

係に関して事業というか業務が変わるわけではないんですが、「レファレンス協同データベース」

を担当している係、というか職員が、この総合目録の係と一緒になります。その結果、今、総合

目録係と呼んでいるものも、係の名前を変えることにします。まだ正式ではないのですが、おそ

らく「協力ネットワーク係」という形になるんではないかと。それはまた改めてお知らせするこ

とになります。それから 4 月になりますと、当然ですが、また新しい年度ということで、新規参

加に関する事務手続のサイクルが開始になります。以上が今後の予定です。 
 一番下に、統計ということで、ごく簡単に本日現在、2 月 23 日現在の参加館数を書いておきま

したので、ご参照ください。 
 以上が、私からの平成 17 年度の事業報告とさせていただきます。 
 
 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
報告２「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業中期計画の策定に向けて」 

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 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 総合目録係の梶田と申します。皆さんいつも大変お世話になっております。本日はどうぞよろ

しくお願いします。 
 お手元の資料の（２）というのをご覧下さい。「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業中期

計画の策定に向けて」というものです。このお話を通じまして、総合目録ネットワーク事業の今

後の方向性について考えてゆきたいと考えております。 
 
１．国立国会図書館総合目録ネットワーク事業の現状と課題 
 
 まず 初に、「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業の現状と課題」ということで、数字を

見ていただきたいと思います。平成 10 年度から国立国会図書館で本格的な運用を始めましてから、

今年度までの状況の変化というのを、本当にざっくりですけども、示したものです。まず、平成

10 年度当初、国会図書館で本格的な運用を始めたときの参加館は、国立国会図書館、それから都

道府県立図書館、政令指定都市立図書館、そして市立図書館 1 館を含む 43 館でした。このうちデ

ータ提供館は 24 館ございました。本年の 2 月 20 日現在は、市区町村立図書館も参加館となり、

987 館です。このうちデータ提供館は 52 館です。データ提供館の割合というものをとってみます

と、平成 10 年度当初は 56％なんですけれども、現在は 5％です。数字の上でも、これは事業に

とって大きな状況の変化となっていると思われます。また、システムに収録している書誌レコー

ド数は、平成 10 年度末の時点で、1,259 万件。現在は 3,163 万件。大体 2.5 倍になっています。 
 総合目録ネットワークの中で比べてもあまり意味がないかと思いまして、国立情報学研究所の

NACSIS-CAT の数字を拾ってみました。NACSIS-CAT の Web ページを見に行きますと、平成

17 年 10 月付けで、「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト 終報告」が掲載されています。
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この中に、NACSIS-CAT の書誌レコード件数が出てます。それを見ますと、「書誌データは図書

が約 750 万件、雑誌が約 28 万件」と出ておりました。書誌データは大体 800 万件になります。

そうすると、総合目録ネットワークシステムの総書誌データ数は、現在 3,163 万件、このうち基

本書誌になっているのは 841 万件ですけども、ともかく 3,000 万件を超える書誌を扱っていると

いう事実から、かなりの規模のものを既に扱っていることが考えられます。 
 もう一つ、事業の現状ということでお話いたしますと、主な課題です。総合目録ネットワーク

事業についてよく言われる話題を挙げます。要望に類するものが 3 つほど、問題に当たるものが

2 点ほどあると見ております。まず要望系としましては、市区町村立図書館のデータ収録への拡

大、それから郷土資料・洋図書・古典籍・逐次刊行物など、資料群の拡大、また、それらを含む

今後の計画・方向性の話題です。一方で問題と考えられるものとしましては、データ提供館への

業務負担の集中化、それから相互貸借のマナーが必ずしも徹底されていないといった話題です。

このデータ提供館への業務負担の集中化の中には、一部物流の問題というのも含まれてくるので

はないかと考えております。 
 以上のお話が、数字の変化と、よく言われる話題としての、事業の現状です。こうしたよく出

る話題は一つ一つ課題であるともいえます。特に今後の計画・方向性というのは、それらをみん

なひっくるめた大きな課題というふうに受け取ることもできます。それらの課題は、欲を言えば

「変化はできるだけ小さく、課題解決の幅はできるだけ広く」ということが理想でもありますし、

私自身そうしたものがベストではないかと思っております。ただ、事業として持っている課題が

あるというのを確認はできても、またその一つ一つをそのまま掘り下げていっても、よりよい解

決策には結びつかないのではないかということも心配しています。 
 
２．課題の包括的な解決の道を探す 
 
 そこで、総合目録ネットワーク事業を取り巻く状況も合わせて考えておく必要があると考えて

おります。３点列挙したいと思います。 
 まず 1 点目としましては、公共図書館への提言がなされているということです。「地域の情報ハ

ブとしての図書館」です。文部科学省の「図書館の振興」という Web ページに全文掲載されてい

ます。こちらは 80 ページくらいの資料なので、全部を挙げると挙げきれないのですが、あえて短

くまとめてしまいますと、「課題解決型の公共図書館になろう」「そのために多種多様な情報資産

を有機的に結合しよう」ということが書かれているように読めます。この地域の情報ハブとして

の図書館ということ自体は、平成 12 年の「2005 年の図書館像」、平成 13 年に出ました「望まし

い基準」など、公共図書館への政策的な関心の高まりの中で出てきているものと思います。関連

して平成 16 年には文部科学省と日本図書館協会の主催で、「ディスカバー図書館 2004」というイ

ベントもありました。私も、見には行けなかったですけども、記録（『ディスカバー図書館. ２０

０４』 日本図書館協会, 2004.）を買って読みました。とても面白い議論をされているなあという

のを感じました。で、この「地域の情報ハブとしての図書館」では公共図書館が身近な地域の情

報資産を有機的に結合することで、その成果は地域の住民へ、それから自治体の行政へ、また都

道府県内の、ひいては全国にも図書館サービスが広がっていくような、そういった提言というふ

うに私自身は感じました。 
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 そして 2 点目ですけれども、都道府県の総合目録ネットワークの現状というものも見てみまし

た。日本図書館協会のホームページにリンク集が掲載されています。その中に「総合目録－図書

館のネットワーク」という情報があります。ここでは都道府県の総合目録ネットワークが紹介さ

れています。先週、2 月 15 日見に行ったときには 36 件ありました。都道府県内に複数ある場合

には 1 件というふうにしてカウントしました。そして、カウントしたのは私です。36 件でした。

また、そうした総合目録ネットワークについて、横断検索なのか、それとも集中型の総合目録な

のか、ということも、記号で分かるようになっています。36 件のうち、横断検索は 33 件、集中

型の総合目録は 3 件という結果でした。大部分、横断検索でした。その日本図書館協会のページ

には、都道府県の総合目録ネットワークに参加している公共図書館の数というのも掲載されてい

ます。ただ、それぞれの総合目録ネットワークの検索画面を見に行きますと、表示は図書館名だ

ったり自治体名だったりしますので、単位はまちまちです。なので、正確な図書館数とは言い切

れません。また、一部図書室を含みます。その合計は 633 という数字でした。かなりの公共図書

館は、既に都道府県の総合目録ネットワークとして検索可能になっています。このフォーラムの

前にもう一度見に行ってみたんですけれども、都道府県の総合目録ネットワークは 37 件になって

いました。ということは、47 都道府県あるわけですから、残り 10 件で全国津々浦々といいます

か、全国の各都道府県が総合目録を提供しているという状態になります。 
 そして事業を取り巻く状況の 3 点目としましては、公共図書館における相互貸借の現状です。

総合目録ネットワーク事業では、平成 14 年度末ごろから、平成 16 年度の上旬にかけまして、ア

ンケート調査と統計調査という、2 本立ての参加館状況調査を実施しました。その結果は「図書

館研究シリーズ」、国会図書館の刊行物ですけれども、「図書館研究シリーズ」の 38 号に全文掲載

いたしました。国会図書館のホームページを通じまして、全文ご覧いただけます。昨年のフォー

ラムで、大阪市立大学大学院の北克一先生からご講演いただいた「総合目録の現状と今後の方向

性」も同じように全文掲載されていますので、是非ご覧いただければと思います。 
 さて、この参加館状況調査をまとめていく中で、相互貸借の全般的な状況を知りたいと思い、

フロッピーディスク版の「日本の図書館」を入手しまして、数字を集めました。1995 年度から

2002 年度までの実績値という数字になりますけども、借受・貸出ともに増加の傾向にありました。

それをグラフにしてみますと、まだ頭打ちではなくて、しばらく続いていくような傾向に、私に

は見えました。その 2002 年度の実績値を見ますと、相互貸借の借受というのは約 140 万冊、貸

出は約 170 万冊ということで、それだけの数が全国で動いているということを示しています。 
 一方で、参加館状況調査の結果を見ますと、相互貸借の借受というのは、約 9 割が都道府県内

で行われていましたので、都道府県外は残りの 1 割ということになります。状況調査の結果と、

「日本の図書館」から調べた全般的な状況を組み合わせて推計をすると、都道府県外からの借受

というのは、全国で約 14 万冊ほど動いているのかなということが想定されます。 
 同じく参加館状況調査の結果からは、一館あたりの年間借受冊数というものが分かります。地

区内から借りるという場合が32冊、一方で地区外から借りるのは年間1館あたり約21冊でした。

年間 1館あたりで見ますと、50冊ほどが県外からの借受として動くという数字が出てまいります。 
 アンケート調査の方では、都道府県外へ貸出依頼先となることの多い都道府県立図書館、それ

から政令指定都市立図書館では、冊数の増加ということもさることながら、業務に関わる時間の

方も増加傾向にあるといったようなことを、アンケートの中でご回答いただいております。そう
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した相互貸借の全般的な増加の状況から見ても、業務負担というのが集中していく傾向は、でき

るだけ適正な分散化を図っていく方向へ変えていかなければならないのではないか、といった必

要性を感じております。 
 これまで見てまいりました事業の課題、そして事業を取り巻く状況というものは、それぞれ個

別に存在して、それぞれ考えればいいというものではなくて、むしろお互いに関連しているよう

に感じられます。特に、「多種多様な情報資産の有機的な結合」というキーワードにつきましては、

「地域の情報ハブとしての図書館」という提言ばかりではなく、今後の総合目録ネットワーク事

業を考える上でも、重要な要素ではないかというふうに考えられるかと思います。 
 都道府県の総合目録ネットワークと、この総合目録ネットワーク事業の有機的な結合というも

のを実現することによって、データ提供館の拡大といったご要望、それから検索対象資料群の拡

大といったご要望も解決していくばかりではなく、結合の仕組みですとか、結合の仕様、要求仕

様というんでしょうか、そういう仕様を、総合目録ネットワーク事業の成果として、都道府県立

図書館を始めとする公共図書館に提供することによって、地域の情報ハブとしての図書館づくり

に貢献していけること、それから結果として全国規模の総合目録ネットワークとなって、公共図

書館間の相互貸借を支援することで、例えば依頼順序の判断というものをより容易にしたり、安

易な貸出依頼といったものを自然に避けていけるようになっていく可能性というものも想定され

てきます。そうなってくると、相互貸借マナーの問題、それからたくさんのところが検索利用で

きるようになりますので、業務負担の極端な集中化というものも解決の道を開いていく可能性が

あるというふうに思われます。 
 
３．事業中期計画の策定に向けて 
 
 そこで、今までのお話のような発想の上に立ちまして、今後 5 年程度で到達したいと考えてい

る事業の中期的な方向性をご提案したいと考えております。まずスケジュールとしての目安です

が、平成 20 年度に総合目録ネットワークシステムのリプレースの時期を迎えます。ここを起点に

考えていきますと、平成 18 年度から具体的な作業に入り、平成 20 年度のシステムリプレースの

時期を経て、22 年度末頃までの、大体 5 年間というのを、計画の期間というふうに想定いたしま

す。元々は課題の解決というところに立っているわけですが、欲を言えば、というふうに言いま

したけれども、変化はできるだけ小さく、課題の多くを解決できれば一番良いというふうに思わ

れます。 
 事業の目的自体は、現在のまま変える必要はないというふうに考えております。この事業の目

的というのは、事業実施要項に掲げていますけれども、国内の公共図書館における図書館資料資

源の共有化、書誌サービスの標準化と効率的利用を図ること、それから公共図書館の県域を越え

る全国的な相互貸借等を支援すること、です。この目的は全く変える必要がないと考えておりま

す。 
 ただ、目的を達成する手段というものは自ずから変わっていく必要があります。 
 その主な変更点というのは 4 つあります。1 点目につきましては、総合目録データベースの拡

張です。中期的な観点では、現在の和図書の集中型の総合目録の運用と並行しまして、都道府県

の総合目録ネットワークとの統合検索の口を設けていく想定です。統合検索の例としては、Z39.50、
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相互貸借の例としては、ISO-ILL プロトコルなどを想定しています。統合検索の結果に対しても

書誌同定処理を行って、書誌データと所蔵情報という関係を表現することを想定しています。 
 2 つめの変化は、事業参加館構成の再編です。事業の参加館のうち、都道府県の総合目録ネッ

トワーク運営の中心となっている都道府県立図書館、そして政令指定都市の中央館を幹事館と位

置付けまして、都道府県の総合目録ネットワークとの連携の調整ですとか、総合目録ネットワー

ク事業運用上の課題の協議などにご協力をいただければというふうに想定しています。そして、

都道府県の総合目録ネットワークとの連携によって検索対象になっていただける市区町村立図書

館を「協力館」というふうに位置付けることを想定しております。 
 変化の 3 点目としましては、円滑な相互貸借業務のための支援強化です。相互貸借の支援につ

きましては、相互貸借の物流に関する現状調査の実施、課題解決のための検討素材の提供、それ

から必要に応じまして全国組織の活動との連携ということで、日本図書館協会や全国公共図書館

協議会との連携ということを、想定しております。システムを通じての相互貸借の支援につきま

しては、幹事館・協力館ともに相互貸借条件の提示、それから相互貸借の依頼、また受付の実現

を想定しております。 
 変更点の 4 つ目につきましては、検索可能となる資料群の拡大というのを目指しまして、公共

図書館のニーズ調査を経て決定する想定です。検討例としては郷土資料を挙げました。 
 
４．事業中期計画の先にあるもの 
 
 これまでの話は、事業の中期的な方向性ですけれども、中期的に目指す総合目録ネットワーク

システムの姿というものも、課題の包括的な解決を導くために、有機的な結合へ向かっていく中

間的な姿になります。その先には総合目録ネットワークシステムの将来があります。現在のシス

テムで実施している内容を今後の方向性に照らして考えてみますと、システムの将来の姿になっ

ていきます。 
まず、現在の実施内容について。総合目録共通フォーマット、こちらは書誌データを一定の形

に整列させる役割があります。書誌同定については書誌情報の名寄せをする仕組みです。そして

基本書誌の構築というのは、日本全国書誌を基盤とした書誌情報の集合を作るということです。

それぞれの役割は、将来の方向性としてどのように捉えられていくのかを想定しますと、書誌デ

ータの整列という役割は、標準化された検索プロトコルに置き換えられるのではないか。書誌情

報の名寄せについては、総合目録ネットワークシステムで持っている仕組みとともに、これまで

関連付けてきた情報の蓄積をそのまま使えないか。そして書誌の集合作りという役割は、検索ご

とに実施できないか、という方向性です。 
 これらは、一つ一つゼロから作っていくようなものではなく、現在既にあります。標準化され

た検索プロトコル、例えば Z39.50 は JIS 規格ですし、大学向けの図書館システムにはオプショ

ンとして入っています。公共図書館に入っていないのは、先日の図書館総合展でシステム関係の

5 社を回って伺ったところ、「ニーズがないから」ということでした。ある種これは、きっかけが

ないだけということかと思います。ISO-ILL プロトコルについても JIS 規格ですし、同じく図書

館総合展の国立情報学研究所のブースにお邪魔しましたら、技術的なノウハウというものはご提

供できますよ、といったお話も伺いました。それから書誌情報の名寄せですけれども、現在総合
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目録ネットワークシステムで既に実現している仕組み、それからたとえば MARC 番号の、

JAPAN/MARC の何番と TRC/MARC の何番とは同じ、といった情報は蓄積されています。これ

は活用するかしないかという問題です。そして書誌情報の集合作りというのは、都道府県の横断

検索という仕組みの中でも実施されているものもあります。上手に名寄せができているかできて

いないかというのはともかく、横断検索の世界においても、もう実現されている技術です。 
 そして、例えば岡山県の総合目録ネットワークのように、書誌データの整列、名寄せ、そして

書誌の集合作りを全て組み合わせて実際に統合検索されている例もございます。そういう意味で

ゼロからの構築ではなく、今あるものをいかに上手に使うかによって、有機的な結合という世界

は比較的スムーズに実現可能な状況になっているように、私には感じられます。 
 中期的な姿の先には、標準化されたプロトコルによって、都道府県の総合目録ネットワークと

結合し、検索ごとに書誌同定処理を行って、日本全国書誌を基盤とした基本書誌と所蔵情報の表

示といった状態を、現在の総合目録ネットワークのように大規模なデータベースを持たずに実現

していく姿というのを想像しております。 後にお示しした図は、現在の姿から中期的な姿へ、

比較的短い矢印が引いてあって、その先は点線の長い矢印になっております。中期的な姿から将

来の姿へ完全に移行するには、ある程度の時間は必要になるかも知れませんけれども、そういう

姿は十分あり得るのではないかということを考えております。 
 以上で、「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業中期計画の策定に向けて」というお話を終

わりたいと思います。配布資料の後半は「別添」となっております。これは当館において事業の

中期的な方向性についてまとめた資料です。 
 本日も、また今回の参加館フォーラムの終了後も、参加館の皆様から、ご意見・ご指摘をいた

だきながら、中期的な方向性について確認していきまして、実装する技術の検討なども含めて、

事業の移行計画のような形になるかもしれませんけれども、詳細化していく作業に移っていきた

いと考えております。この後質疑の時間もございますので、ご意見・ご指摘等含めて、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
 
 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
質疑応答 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
司会： 
 総合目録ネットワークの 17 年度の事業報告、それから今後 5 年間ほどを目処といたしました中

期計画の策定に向けてという二つの報告をさせていただきました。皆さまにこのようにきちんと

した形で、大勢の皆さんに報告させていただくのは今日が初めてということで、色々ご質問など、

分からなかった点などあると思いますので、ご意見をいただきたいと思います。 
 
国立情報学研究所： 
 本日は関係機関ということでご招待いただきました。貴重なお話をありがとうございました。 
 先程の梶田さんのお話の中で、数字についての確認というか、お伺いなんですけれども、総書

誌数と基本書誌数ということで私共の NACSIS-CAT と比較をしていただいたんですけども、そ
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の総書誌数と基本書誌数というのがそれぞれ何を示すのかということをですね、お伺いしてもよ

ろしいでしょうか。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 はい、多分、書誌レコード一覧の画面を見ていただくのが分かりやすいかもしれません。総書

誌数というのは、とにもかくにも総合目録システムに収録されている書誌の全件のことを指して

います。基本書誌というのは、その中から同じものがあるときには１つ基本書誌を立てまして、

その下に別の書誌がくっつくという構造になっています。書誌ユーティリティ的にいうと、親書

誌と子書誌というんでしょうか、そういったような関係です。総合目録ネットワークシステムで

は、書誌ユーティリティという、総合目録作成という形ではなくて、機械的にそれを構築してい

ますので、あえて名前を変えて呼んでいます。 
 例えば、国立国会図書館と、北海道立図書館を例にあげてお話ししますと、基本書誌と同定書

誌とありまして、その下に、国立国会図書館の書誌は基本書誌として、330 万件ほど、北海道立

図書館の書誌は基本書誌として 17 万 7 千件、それから同定書誌として 47 万 9 千件となっていま

す。基本書誌と同定書誌をあわせると、総書誌と呼んだものになります。これが今日現在、2 月

21 日ですけども、3,167 万件、それに対して、その中から基本書誌になったものが、842 万件と

いう数字になっています。説明が上手かったかどうかわからないんですが、ご理解いただけたで

しょうか。 
 
国立情報学研究所： 
 私共の方では、書誌と所蔵という考え方をいたしまして、書誌がいわゆるタイトルに当たるも

ので、所蔵がそれぞれ、それを持っている数、とあるんですけども、そういった捉え方で言いま

すと、総書誌数とおっしゃっているのが物理的な所蔵の数という理解でよろしいですか。登録さ

れている所蔵の数ということで。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 はい、大体そういったご理解でよろしいかと思います。 
 
国立情報学研究所： 
 ちょっと書誌の数え方が違うもので、確認させていただきました。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 北海道立図書館をまた例に挙げてしまいますと、基本書誌として 17 万 7 千件。これがいわゆる

書誌レコードに相当する数で、同定書誌として 47 万 9 千件は、書誌ユーティリティの世界でいう

と、所蔵にだけ情報が入っているというような扱いになります。ただ、総合目録の場合は、全て

自動的に処理していきますので、書誌レコードそのものは捨てないでとってある。そのために、

総書誌としての件数を挙げさせていただいているということになります。 
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茨城県立図書館： 
 中期計画の中の「円滑な相互貸借のための支援強化」というくだりがあったかと思いますが、

私たちにとっても県域を越えての搬送にかかる経費と、それから無視できない問題となるかなと

思っておりますが、その中のですね、公共図書館の全国的組織の活動との連携を図るということ

で、日本図書館協会等の名前を挙げておられましたけれども、これに関しての活動との連携とい

うことで、どのようなイメージを持たれての記載なのか。例えば郵送料の軽減を求めるとか、そ

ういうようなことまで踏み込んでのイメージなのか、を差し支えなければお聞かせいただきたい

と思います。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 全国組織との連携を図るというところで、日本図書館協会や全公図〔全国公共図書館協議会〕

などを挙げましたけれども、まず考えているのは、例えば県内におかれましては、様々な方策が

もう取られていらっしゃると思います。けれども対県外ということになりますと、地区としてご

対応されているケースもあれば、すべて県外というふうにご対応されてるケースもあるというふ

うに思っております。ただ、物の流れをスムーズに、とか安く、という方法自体は、アイディア

はあるというふうに思うんですね。何かいい方法があるはずだ、何か安くする方法があるはずだ、

という観点で調査・検討、そういうものをしていけば、提案できるものが作り上げられるのでは

ないかというふうに思っております。そして作り上げたものは、国会図書館が声を出してもなか

なか、例えば輸送業者等にはなかなか伝わっていかない可能性がある。そういう意味では、全国

的な組織としての日本図書館協会ですとか、公共図書館の団体となります全公図、そういったと

ころを通じて、例えば輸送の仕方、こういう料金設定というのは可能なのかどうか、ということ

を、輸送業者団体のようなところに、ひとつ折衝していただくとか、そういうことのきっかけは

作れるというふうに考えております。そのことについて触れたつもりです。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 ちょっと補足もいたしますと、今の話に出てきた通り、我々の立場からすると、きっかけを出

すということは、今まで全然やってなかったという訳ではないですが、出せる立場にあるかなと

思うんです。しかし、いよいよそれを実行するということになると、やはりそういう組織等に頼

らざるを得ない。そういう立場でもございますので、きっかけは何とかできるかなと考えており

ます。 
 
名古屋市鶴舞中央図書館： 
 中期計画の中で総合目録データベースの拡張という形で言われてるんですけれど、都道府県立

図書館のネットワークの検索システムと統合していくというふうな形でいわれてるんですけれど、

こういう都道府県の横断検索とか、そういうものが完成しているところについては、国会へ送っ

ているデータ提供というところの部分を今後はなしにしていく方向なのか、国会へ送る分は国会

へ送る分でこのまま継続していって、合わせて地域のものは地域のもので確保するということな

のか、そこらへんのところがちょっとよく分からないんですけど。 
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国立国会図書館（豊田）： 
 そこに色々難しい問題はあるんですけども、少なくとも本日申し上げた中期的方向性として、

中期計画の始まった途端にそうなるということではなくて、リプレース時に連携の口を作り、５

年後からだんだん広げていくという形になる想定です。今我々の考えている視点では、今いただ

いている都道府県立・政令指定都市立のデータは、そのままいただき続けるということになりま

すが、我々の方からいきますと、今リアルな形で持っている基本書誌のデータベースは維持する。

それは、書誌同定の精度ということにも関わりますし、いってみれば今非常にいい形で動いてい

る集中型データベースについては、そう早急に手を付けて、「さあどんどんネットワークを」と、

それはちょっと時期尚早かなと考えております。 
 
神奈川県立川崎図書館： 
 中期の方向性のところでは余り触れられていないと思うんですけれども、NACSIS さんの方は

相互貸借の中で、ILL の方をかなり堅固なシステムを構築されてますけれども、総目のほうでは

メールを送って依頼するのと、あとファックスを送るという、簡単な仕組みしか今はないですけ

ども、そこらへんについては、今後の運営としては、メーカーさんもいらっしゃってますし、何

かお考えあればお聞かせいただければと思います。 
国立国会図書館（梶田）： 
 中期的な流れの中でのプロトコルというものの想定として、ISO/ILL プロトコルというお話を

しましたけども、一応それを実装していくような方向性で検討を進めさせていただきたいという

ように想定しております。ただ NACSIS さんの場合には、基本的にドキュメントデリバリーのう

ち、複写ですね、コピーの方を実施される割合が非常に高いと思われるんですけども、公共図書

館さんにおかれましては、現物貸借というものを、相互貸借の、本の流れというものが、メイン

になっていくんじゃないかというふうに、今の時点では考えております。 
 
奈良県立図書情報館： 
 「中期計画の策定に向けて」の中の３．（３）④「対象資料群の拡大にむけた試み」の中で、「公

共図書館のニーズ等に応じて決定」というところのカッコで郷土資料を挙げていただいてるんで

すけども、普通の和図書であれば、現在でもデータベースにとっているかと思うのですが、郷土

資料に関して何か具体的な案をお持ちでしたら教えていただけますか。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 正直申し上げて、具体的というところまでは来ていないんですけども、対象資料群の拡大とい

うと、思い付くものはかなりいろいろあると思うんですね。逐次刊行物という声も当然あるでし

ょうし、中には逐次刊行物の体裁をしたものが和図書のデータベースに入っている図書館もあり

ますので、実は今、部分的にはあるよとか、洋図書とか、色んな考え方があると思います。そう

いう分け方と、郷土資料というくくりは、分け方がちょっと違うとは思うんですが、今おっしゃ

られたように郷土資料については、普通の和図書というか、普通のフォーマットで書誌が作られ

ているものは、自ずから入ってきていると思います。 
 ただ、郷土資料というもの、私共はそういう形で持っているわけではないので、あまり詳しく
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は分からないんですが、色んな形で書誌に当たるものを作られたり、あるいは提供のしかたも様々

だと思うんですね。その一方で、総合目録のうまみみたいなところは、こういう本当に郷土資料

的なものを、他の都道府県のものを引けたらというのは当然ある、面白みといいますか、そうい

うのもあると思います。和図書の形態をとってるものはあまり考えなくていいのかなと思う一方

で、それ以外の形態をとっているものを、どういう形でこの総合目録に掲載できるんだろうかと

いうものを、考えていきたいです。まだ具体的に「郷土資料はこういうふうに入れられるね」と、

そこまではまだ考えておりません。ですから、我々だけではもちろんできないので、郷土資料を

お持ちの図書館と協力しながら、どういう形で入れられるかというのを考えていきたいと。中期

的にはまだ、考えていくところまでしかできないかなと思ってます。そんな答えでよろしかった

でしょうか。 
 
奈良県立図書情報館： 
 ありがとうございました。 
 
香川県立図書館： 
 「中期計画の策定に向けて」４．の「中期計画の先にあるもの」のところで、基本書誌の構築

の将来の方向性の部分で「検索ごとに書誌情報の集合を作れないか」というのがちょっと分かり

づらかったので、補足で説明していただきたいなというのと、あと同じ下の方の表のですね、図

があるんですけれども、その中で、現在の姿ということで JAPAN/MARC（M）と、将来の姿の

ところで JAPAN/MARC（M+S）というふうに書かれてる、ちょっとこの、単純に言葉の問題だ

けなんですけども、ちょっと教えてください。 
 それと 2 つめは、一般公開されたゆにかねっとというか、総合目録の、アクセス数とか、具体

的な反響のようなものがあればお聞かせいただきたいなっていうのが、一つあります。実際に図

書館のカウンター等で対応していましたら、まああんまり利用者の方から、それで見て「どっか

から借りたい」ていうような相談は受けなかったりとか、それが公開された後で他県からの借受

けを依頼する声っていうのが、送料負担していただいてるっていうのもあるんですけど、それが

契機に飛躍的に増えたということはあまり感じはしなかったんですけれども、実際 NDL 様の方

で、どのような反響があったかっていうふうに捉えているかっていうようなことを知りたいのと、

あと今回の事業中期計画の先にあるものっていうことで、ここで横断検索っていうか、総合目録

との連携をしたゆにかねっとの話っていうものが構想としてあるわけなんですけれども、この一

般公開版がどうなっていくのかっていうようなことについても、何かあればお教えください。以

上です。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 まず検索ごとに書誌の集合を作ろうというお話につきまして、イメージとして、なにか実際の

物を見てもらうのが一番分かりやすいと思います。岡山県立図書館さんの統合検索の例をご覧い

ただくのがいいかと思います。 
 

 ・・・ プロジェクター操作：「岡山県立図書館横断検索システム」統合検索画面表示 ・・・  
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 今、「『ディスカバー図書館』で始まる」というのを検索しました。こちらに「統合結果表示」

っていうのがあるんですけれども・・・、〔岡山〕県立図書館、岡山市立図書館、新見市立哲西図

書館、それから金光町立図書館、というように、書誌に対して、所蔵という形で表示される横断

検索の例です。で、こういうふうに書誌の集合を作る、検索結果をもとに書誌の集合を作る。こ

の場合の書誌は、検索ごとに集合させた書誌の中で基本書誌を決めて、それで図書館名を表示す

るといったようなイメージです。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 今の話ですが、違う視点からの言い方をさせてもらいますと、今ご質問で指摘のあった資料（２）、

ページ 4 の表の「日本全国書誌を基盤とした書誌情報の集合」というものがあるんですが、先程

別の話のときに私が「今の基本書誌はリアルな形である書誌である」と申し上げたかと思うんで

すが、この総合目録が持っている基本書誌というのが、日本全国書誌を基盤としています。ただ

日本全国書誌には、本当はあってはならないことなのかも知れないんですが載り切らない、国会

図書館が持っていない本があって、そういう資料について総合目録で他所の都道府県の書誌を統

合すること、大げさな言い方をすれば、国として当館の全国書誌プラスそれ以外のものもある、

“真の”というと我々の立場からは変なんですけど、全国書誌としてあります。それを実体とし

て今作っているわけです。 
 それが将来的に、実体じゃなくて言わばバーチャルな形で、各々の県域のネットワークに国会

図書館の全国書誌にないものがあって、それを検索ごとに引っ張ってきて、画面で表現されるも

のとしてはリアルにある場合と、バーチャルにある場合と同じようにできればいいんだと。それ

はかなり将来の話になるんですが、我々は、それはまだ無理だと思うので、リアルというか実際

にある、全国書誌プラス各都道府県でお持ちのもの、という実体にこだわっているんです。将来

はバーチャルにあるものを、バーチャルな形で、そういうものがあたかもあるように使えれば結

果は同じと、そういう考えというか、そういうことを言いたいということです。だから実際には

データがばらばらに存在しているんですが、検索して見られるものは、実際にデータベースがあ

るのと同じ結果だと。そういうことです。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 続いて、JAPAN/MARC（M）、それから JAPAN/MARC（M＋S）についてです。JAPAN/MARC
の（M）というのは単行書、モノグラムの“M”のことを示しています。今、国会図書館の書誌

データは JAPAN/MARC（M）を収録していますが、JAPAN/MARC にはシリアルという（S）も

あります。国内刊行資料の総合目録になっていくためには、少なくとも（S）は必要になってくる

だろうと。そして、いわゆる統合検索という世界においては、資料群という単位で分けることは、

むしろできなくなっていく可能性があると思うんです。そうなってくると、JAPAN/MARC も（M）

だけではなくて、必然的に（S）も含まれてくるという、そういうあり方を含んだ表現をしました。 
 それから一般公開に関してですけれども、アクセス数は、ちょっと今回数字を持ってこようと

思って持ってき忘れたんですけども、私の記憶しているところですと、昨年 12 月から今年の 1
月まで、月々の平均的な数字を思い出してみると、大体月 4 万件くらいです。これはアクセスで

はなく、検索回数です。「検索」というボタンを押す度に 1 カウントします。そのカウントが月約
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4 万件ぐらいというふうに記憶しております。それから一般公開の反響につきましては、昨年度

のフォーラムで一般公開後の状況のご報告しましたので、その資料から大体のところは見えてく

るかと思います。 
 

  ・・・ プロジェクター操作：総合目録ネットワークホームページ表示 ・・・  
 

 国会図書館への連絡・問合せ状況ということで、去年の 2 月ですが、「プリントアウトの可否」

「広報用パンフレットやちらしの有無」「書誌データの入力ミスあり」「身近な図書館の書誌デー

タ登録に関する要望」など、また所蔵調査や資料の利用に関することや、総合目録ネットワーク

システムの仕組み、などのお問合せを受けました。それ以降の一年間は、ちょっと思い出すのが

大変なんですけども、問合せ自体はあまりないです。こちらにあった問合せで、「都道府県の横断

検索でヒットしないのに国会図書館総合目録でヒットするのはなぜなのか」、これは初め書誌デー

タの更新の、タイムラグのことかと思ったんですけれども、よく調べてみましたら、検索システ

ムの検索語の、正規化の関係で、都道府県の横断検索と国会図書館の総合目録の結果が違ってい

たというのがありました。それはデータ提供の図書館の方にご連絡差し上げて調べてもらい、ご

対応いただいたりしたことがありました。その他は、やはり「検索ヒットした資料をどのように

利用したらよろしいでしょうか」というご質問を受けることがあるんですが、件数は多くありま

せん。おそらく平成 16 年の 12 月 6 日以降、総合目録への問合せ自体が 100 件ないんじゃないか

と思います。詳しい数字は調べる必要があるかと思いますけども、ご質問へのご回答等も記録と

して残していますので、フォーラムの記録に注記＊）として書いておきたいと思います。 
 
  ＊）国立国会図書館総合目録ネットワークシステムの一般公開（平成 16 年 12 月 6 日）以降における、 

    総合目録係への問合せ状況は次のとおり。 
 

      ■事業運営に関すること       7 件 

      ■システムに関すること       5 件 

      ■画面の転載・リンクに関すること  5 件 

      ■資料利用に関すること      12 件 

      ■レファレンスに関すること    11 件 

      ■その他              9 件 

                           

      合計               49 件 
 

     注）上記は、平成 16 年 12 月 6 日～平成 18 年 2月末日の期間に、電話、葉書き、電子メールで 

       寄せられた問合せから取得した。 

       なお、一般利用者・機関からの問合せを対象とし、参加館からのものは除いた。 

       また、事業への新規参加に係る問合せは除いた。 

 
 後のご質問で、都道府県・政令指定都市のネットワークとの連携を進めていくこと、それと

一般公開しているものがどうなっていく想定かというご質問ですけども、今参加館向けに提供し

ている検索画面、それから一般公開用として公開している検索画面、さらに都道府県立図書館と

政令指定都市立図書館の中央館さんにだけ提供している簡易検索という画面、既に 3 つの画面が

ありますけれども、検索できる書誌レコードの範囲はみんな同じです。そういうことを考えてい

きますと、検索画面はどんどん増やしていっても仕方がないということで、検索自体はみんなが

できるように。ただし、相互貸借のご利用の段階では、幹事館・協力館、それから現在の参加館

という単位でしかできない、といったように検索の画面自体は一本化していっても良いのでは、
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と考えております。 
 
司会： 
 どうも皆さんありがとうございました。色々な角度からご質問いただきましてお答えさせてい

ただきましたので、更に、提案させていただきました中期計画に関して、皆さん理解が深まった

のではないかと思います。また 後に質疑の時間をとらせていただきます。 
 
 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
参加館からの報告 
  「沖縄県立図書館の実践－デジタルの価値と可能性－」 

沖縄県立図書館 資料課 主事 又吉賢一 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 皆さんこんにちは。沖縄県立図書館の又吉と申します。よろしくお願いいたします。本日は総

合目録ネットワーク事業のフォーラムということでございますが、沖縄県立図書館のデジタルを

使った実践についてご報告させていただきます。実践のベースになっているものとしては総合目

録もございますけれども、それ以外にも沢山ございます。ですので、本日のお話は総合目録の活

用といった範囲を超えた全体的な内容になるかと思いますので、あらかじめご了承願います。  
 
はじめに 
 
 まず沖縄県立図書館の紹介ですけれども、1910 年に開館いたしましたので、2010 年で 100 周

年を迎えることになります。あと 4 年後になります。なかなか歴史のある図書館だと思っており

ます。途中沖縄戦がございまして所蔵の大半が失われましたが、多くの篤志家のご協力を賜り、

特に研究者 5 氏の個人蔵書を特別コレクションとして収蔵したことで、戦前の郷土資料が充実し

ました。琉球・沖縄に関する資料の宝庫と呼べるぐらいの蔵書を再び構築しつつあるところでご

ざいます。沖縄は県域が広いので、宮古地区、それから八重山地区に分館がございます。それと

那覇市に本館がございます。3 館体制で事業を行っております。 
 次に自己紹介ですけれども、平成 15 年度に沖縄県立図書館に配属されましたので、今年で 3
年目になります。 初の年度は予算編成、それから施設の管理、図書館協議会などを担当してお

りました。2 年目にはシステムの開発を担当いたしまして、今年度はシステム担当の他に、「今後

の沖縄県立図書館の在り方」という基本構想の策定を担当しております。またこれからご紹介い

たしますが、展示会等の企画、それから資料整理活用事業のスタッフ、また、月に 2 回はカウン

ター窓口で利用者対応もしておりますので、短い期間ではございますが、図書館業務全般を概ね

経験しております。 
 さて、本日のお話ですが「沖縄県立図書館の実践」と題しました。副タイトルは「デジタルの

価値と可能性」ということにしております。お手元の配布資料に示してある流れで説明していき

ます。話は各事業や実践の概要に触れ、組織的な部分にまで及ぶところもありますが、基本的に

はデジタルを扱う環境の条件整備ですとか、あるいは郷土資料を題材としたデジタルコンテンツ

作り、それからデジタルを軸とした事業の展開と今後のありかた、そういったものの全体を捉え
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た内容だと理解していただければ結構かと思います。また、現在担当している業務がいくつか逼

迫した状況になっておりまして、大変申し訳ないのですが、パワーポイントの配布資料をお作り

することができませんでした。本日はぜひ前の方をお向きになって、プロジェクションをご覧い

ただければと思います。それで、後ほど国立国会図書館様の運用する総合目録のホームページか

ら、本日のパワーポイント資料等が見られるようになるかと思いますので、そちらをご利用くだ

さい。 
 
１．背景 
 
 これからご説明していきますデジタルを軸に展開した取組みですが、まず、那覇市立図書館と

協同で行った首里古地図展があります。それから、本土復帰後初の移動展。そして、Web 上に様々

な新しいコンテンツを掲載しました。本日は、いきなりそのお話をさせていただく前に、まずは

ここ数年、沖縄県立図書館で起こったいくつかの状況の変化というものをご説明いたします。 
 それは何かと申しますと、まず大幅な人員交替および組織再編というものがございました。ま

たこちらの写真でございますが、表では一般の利用者が閲覧室の方で静かに本を読んでいる、し

かしその裏、利用者の目には見えないところで大量の人員を動員して貴重資料の整理を行ったり、

10 年余り使用してきた図書館情報システムの更新作業を行いました。さらに、郷土資料を軸とし

た新収蔵資料展を開催して、付加価値を高めたデジタルコンテンツをいくつか公開いたしました。

今年度の取り組みは、その流れを受け継いだものであります。そこで、まずは、その去年までの

流れをご説明したいと思います。 
 
（１）人員交替及び組織再編 
 
 人員交替に関する資料ですが、これは平成 13 年度から平成 17 年度にかけての推移を示してお

ります。一番上の段をご覧いただけますか。職員数は横ばいで推移しております。本館の職員は

22 名から 23 名の体制でほぼ変わりません。これが平均在職年数の推移になりますと、平成 13 年

度は 5.5 年であったのが、ぐんぐん落ちて平成 16 年度には 2.7 年になっております。また、4 年

以上の在職者が平成 13 年度には 10 人いましたが、これも今では 2 人です。 
 逆に、沖縄県立図書館への新規配属者が平成 14 年度から平成 16 年度にかけて伸びております

ので、ここで大幅な人員交替があったことが分かります。具体的に申し上げますと、平成 14 年度

には図書館在職年数が 10 年から 18 年という方が 5 人いたのですが、異動や退職で現在は 1 人に

なったという実態がございます。一番下の段は司書・司書補の推移ですが、若干の上下はありま

すが平均すると 9 名となっております。人員交替の際にも人事上の配慮がなされ、県立高等学校

の図書館で本務職員として働く司書の方、あるいは行政職採用ではあっても司書のライセンスを

持っている方、そういった方が配置されました。 
 次に、組織の再編です。沖縄県立図書館では 3 課体制で業務を行っております。庶務課、資料

課、奉仕課となっておりますが、職員数は平成 13 年度と平成 14 年度は庶務課が 8 名と一番の大

所帯でした。それが平成 15 年度を境に資料課と奉仕課の人員が増加しています。黄色い部分です。

それから白い部分で新規配課職員としているのは、庶務課だと例えば平成 13 年度は職員が 8 名で

すが、その内、その年度で新たに庶務課へ配属となった人が 3 名いるということを示しています。
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赤で書いた数字がポイントなのですが、平成 15 年度に庶務課の職員数が減り、奉仕課の職員数が

増えました。また、資料課の職員は 7 名中 6 名が入れ替わりました。 
 もう少し具体的に申し上げます。庶務課の業務分掌は会計事務と図書館協議会です。資料課・

奉仕課の業務分掌にはシステム管理、館外協力というものがございますが、これが平成 14 年度ま

では庶務課の業務分掌になっておりました。それを平成 15 年度から資料課・奉仕課に振り分けた

ために、庶務課、つまりは管理部門がスリム化されたわけです。そして、特に資料課の方をご覧

いただきたいのですが 7 名中 6 名が入れ替わったと同時に、この業務分掌の赤い部分になります

がシステム開発事業と貴重資料整理活用事業という短期プロジェクトが開始しました。新規事業

です。これからお話する内容のほとんどは資料課で取り組みましたので、新しいメンバーで新し

い事業をやるという状況にあったことがわかります。 
 
（２）貴重資料整理活用事業－緊急地域雇用創出特別事業－ 
 
 貴重資料整理活用事業についてご説明いたします。これは緊急地域雇用創出特別事業という国

の 100 パーセント補助事業なのですが、それを使って当館の所蔵する貴重資料を整理する事業を

行いました。事業内容は、整理資料・対象資料のリストアップ、それから状態チェック、必要な

らばデータ登録と修正、そして保存措置、マイクロ化・デジタル化、というものです。この事業

の期間ですけれども、平成 15 年度は約 1 年間、平成 16 年度は 4 ヶ月間行いました。事業費は 2
年度併せまして 4,200 万円あまり、雇用人数は、平成 15 年度は 24 名、平成 16 年度は 30 名にな

っております。 
 本日は特に保存措置とマイクロ化・デジタル化、これを中心にご説明いたします。まず、当館

の所蔵する東恩納寛惇文庫ですが、これには歴史の冊封使録類、中近世の外交貿易文書の原本、

影印本、写本、地図、絵図、それから碑文の拓本などがございます。3,384 点です。それから山

下久四郎文庫、沖縄県の糖業関係の資料が含まれます。12,321 点です。そして過去に会計検査院

からいただいた資料が 9,894 点。合計 25,599 点の保存措置を行いました。貴重資料にはラベルを

直接貼らず、まず和紙にそのラベルを貼り、それを正麩糊で資料に貼り付けました。また、資料

は中性紙の保存用封筒に入れまして、更にそれを保存箱に入れるという方法で原資料の保存措置

を行いました。その結果、それまでは書庫で十進分類に沿って配架していた貴重資料ですが、保

存箱に入れてこのように再編しました。保存の観点から、資料のサイズや重さに配慮して保管す

るため、保存箱の位置情報を記録して管理を行っております。出納方法につきましては後ほどま

たご説明したいと思いますが、システムの機能開発を行って対応しております。 
 原資料の保存と同時に、なかでも貴重と思われる資料、軸もの 115 点、冊子 116 点をマイクロ

フィルムに変換して保存用としました。また、利活用を考慮しまして、マイクロフィルムからデ

ジタルデータを作成いたしました。そのデジタルデータをもとにして、軸もの 115 点のデジタル

プリント、冊子 116 点の複製本を作成いたしました。また、デジタルデータですので、加工して

Web 上に発信することもできるようになりました。 
 これは平成 16 年度の事業の執行体制ですが、司書のライセンスを持つ担当主査が全体の進行管

理を行い、業務ごとに担当主事をおいて委託先の作業員との連携をはかりました。 
 



22/35 

（３）図書館情報提供システム開発事業 
 
 続きまして図書館情報提供システム開発事業についてご説明いたします。これは平成 15 年度、

平成 16 年度と 2 年間行いました。3,500 万円の規模の事業となっております。事業内容ですが、

平成 15 年度に新規システムの開発、旧システムから新システムへのデータ移行、それから平成

16 年度には旧システムで使用していた汎用機の廃棄、電算導入時に本館と分館が年度違いでシス

テムを導入しておりましたのでその分のリース償却、そして配架細分管理機能を追加開発しまし

た。 
 事業の執行体制ですけれども、資料課長のもとに二人の担当主事をおきました。また、館内に

システム検討委員会を設置しました。委員会は各課から人を集めて 10 名で構成されましたが、そ

こで仕様や評価項目案の策定、システム変更時の対応、新システムの導入によって可能となる新

サービスの運用に関しての討論を行いました。開発業者の選定には公募型プロポーザル方式を採

用しました。館外に選定委員会を設けまして、教育庁の関係者から 6 名、企画開発部情報政策課

から 1 名、それから那覇市の教育委員会から那覇市立図書館の館長様、合わせて 8 名のメンバー

で業者選定をいたしました。その結果、開発は株式会社リウコム、NTT データ、NTT データ九

州で構成される地元企業も含めたコンソーシアム「ナイスコム沖縄」に決定いたしました。 
 システムの性能ですが、まずハードウェアに関しましては、安定性と拡張性を重視して、リー

ス期間となる 5 年以上の使用とデータの増加量に耐えるものを導入しております。またソフトウ

ェアに関しましては、汎用性を重視しまして、市場で多く使われ評価も高い製品となる基本ソフ

トやデータベース管理システムを導入しております。図書館パッケージについても、業務機能の

追加開発が基本システムに極力変更を加えることなく可能であるものとしております。 
 ランニングコストですが、新システムの使用料は旧システムとほとんど変わりません。ただし、

新システムでは保守料が使用料の中に含まれておりますので別途保守料を用意する必要が無くな

りました。また、旧システムはホストマシンに汎用機を使用しておりましたので、その管理のた

めに常駐のオペレータを置いておりましたが、それが不要になりました。そのためランニングコ

ストは年間で 1,500 万円の削減となりました。 
 それから館内に IT コーナーを設置しましたので、利用者がここで Web 情報にアクセスするこ

とが可能となりました。先ほどご説明いたしました貴重資料整理活用事業で作成したデジタル情

報を高画質で閲覧していただくとか、あるいはオンライン・データベースを利用していただく、

といったサービスを提供するための準備作業を進めております。 
 また横断型総合目録の提供を開始しました。総合目録は平成 13 年 9 月から集中型で提供を開始

しておりましたが、平成 16 年 4 月から横断型との併用期間を設けまして、その間に市町村、特に

集中型へ参加いただいている館との連絡調整をだいたい月1回のペースで行い、平成16年10月、

横断型総合目録へ完全移行いたしました。現在、県内市町村立図書館 10 館の蔵書を一括検索する

ことが可能となっております。 
 続いて配架細分管理機能の説明です。これは資料の配架場所について、どの書庫、何番目の書

架、左から何連目、上から何段目、という位置情報を登録して管理する機能です。これを応用い

たしまして、箱単位で管理している資料につきましても、上から何番目の箱、左から何番目の箱

というようなことが、返却票とか出納票に記載されるようになっております。十進分類で並べな
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くても配架場所の特定が可能となりました。 
 それから国立国会図書館の総合目録ネットワークへのデータ提供ですが、旧システムにおきま

しては新たな追加開発コストがかかるということ、それから次期システム導入が迫っているとい

うこともあってずっと二の足を踏んでいたんですけれども、新システムでは標準機能を使ってデ

ータ提供が可能だということで、現在データ提供開始の調整を進めております。データ抽出テス

トは終了しまして、現在は全件抽出まで行っておりますので、平成 18 年度早々にはデータ提供を

開始できる予定でございます。 
 現在の県外公共図書館への貸出内訳ですが、非常に少ない数字になっております。郷土資料に

関する貸出が若干多いようです。その理由といたしましては、国立国会図書館様の運用している

総合目録に参加しておりませんので、利用者の方から沖縄関係資料のリクエストがあった場合に

のみ、当館の Web 蔵書検索を利用して相互貸借依頼をかけているのかなぁというふうに思ってお

ります。 
 今後、国立国会図書館様の総合目録にデータを提供するにあたって考えなくてはならないこと

として、相互貸借点数というものがございます。これは沖縄県立図書館の場合でございます。県

内公共図書館への貸出冊数は平成 12 年度から横ばいで推移しておりますが、借り受けに関しまし

ては平成 16 年度に一気に増大しまして、平成 17 年度もさらに増大しております。その理由とい

たしましては、旧システムの影響も若干あるのかなと思います。インターネット接続環境が一部

の端末にしか無かったことや、集中型総合目録のデータ更新が滞りがちであったことなどで、総

合目録システムを利用した情報提供が円滑にできなかったようです。それが今ではすべての業務

クライアントから、インターネット接続が可能ですし横断型総合目録も稼動いたしましたので、

職員が利用者へ他館の所蔵を案内したり、相互貸借を促したりすることによって、借り受け件数

の増加に繋がっているのではないかと思います。また県外公共図書館との相互貸借ですが、貸出

は横ばい、借り受け件数は増加する傾向にあります。今後、国立国会図書館様の総合目録へデー

タを提供しましたら、貸出冊数がどれほど伸びてくるのかを慎重に受け止めたいと思います。 
 課題はやはり配送業務の増大が懸念されることです。当館の場合は分館もございますので、本

館と分館の間で資料を配送する業務も結構あります。国立国会図書館様の総合目録に参加するこ

とで、県外への資料配送業務が増大するかもしれないということでありますので、配送業務の在

り方が問題になるかと思います。また現在、市町村立図書館との蔵書構成に違いを持たせること、

つまり、役割分担を意識した選書を行っております。その結果、利用者にとって利用頻度の高い

資料を所蔵していないこともございます。そのような場合に、当館が市町村立図書館から相互貸

借でそれを取り寄せて提供するということの是非に関しましては、館内で十分に検討していかな

ければならない課題だと認識しております。相互貸借の窓口は、まず地域の図書館に担っていた

だいて、そこで足りない資料を県立図書館から取り寄せていただくという方向性を模索している

ところです。 
 それから所蔵情報へのアクセスに関する考え方です。現在、沖縄県立図書館ではホームページ

で公開している蔵書検索機能、横断型総合目録ですとか、それらから所蔵情報を確認していただ

いて、利用へ繋げるという流れがあります。今後は、国立国会図書館様の総合目録ネットワーク

ですとか、あるいは NACSIS-CAT との連携によって、当館の所蔵情報にアクセスする窓口を広

げることによって利用を拡大するという方向が考えられます。それから、郷土資料を題材にした
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Web コンテンツを html ベースで作成して、それを検索エンジン、例えば google からヒットさせ

て、そこから当館の所蔵情報に繋げていくとか、あるいは当館の提供するコンテンツを二次利用

することで、それがブログ等に貼りつけられて、そこからリンクで沖縄県立図書館に繋がるとか、

そのような方向を考えております。これがイメージ図ですけれども、当館の蔵書検索から所蔵情

報という流れだけではなくて、当館が積極的に公開する Web コンテンツ、そこにぶら下がってい

る参考文献等から、リンクで所蔵情報へ飛んでいくという流れがあります。受動的な資料提供手

段から、積極的な利活用促進という方向性を持っております。 
 
（４）新収蔵資料展 
 
 次に、新収蔵資料展ですけれども、当館は毎年多くの方から郷土資料の寄贈をいただいており

ます。特別展示のタイトルを「9 人のキーパーソンズ」としておりますが、当館ではこうした個

人蔵書家のコレクションを積極的に集めております。他にも自費出版や非売資料、それからポス

ターなどの一過性の資料なども収集しております。それらを広く紹介いたしました。また

「URAKATA」と題しまして、沖縄県立図書館の知られざる業務、これは収集業務から整理業務、

保存業務、それからデジタル化といった、普段は表から見えない図書館業務をパネルで紹介して、

これからの沖縄県立図書館の展望に繋げる展示も行いました。さらに郷土資料を題材としたコン

テンツ、提供情報に付加価値をつけて発信する準備を進めておりましたので、その紹介も行いま

した。平成 16 年 12 月 1 日から 6 日の間、沖縄県立図書館本館の 3 階ホールで開催しました。 
 沖縄県立図書館は、Web 上に公開した資料収集方針でも謳っておりますが、郷土資料の充実の

ため、地域で出版される資料は個人出版も含め網羅的に収集する、個人資料など非出版資料の収

集も積極的に行う、郷土に関する研究者や個人蔵書家の資料を収集して戦災による欠落資料を補

填するため、積極的に寄贈申込を受け付けているところです。展示会で紹介した寄贈資料のなか

には、沖縄の医学誌に関する文献ですとか、あるいは過去に行われた琉球舞踊、あるいは組踊の

公演パンフレットなどがあります。沖縄県人の特異な体験を後づける一次資料として、アメリカ

ン・エクスプレス米軍用銀行沖縄支店に入社した方が戦時下のベトナムで支店長を務めた際の身

分証明書、文書、手紙、写真なども紹介しました。また沖縄県人が書いた著作、それから市町村

史誌や字誌も収集していることを PR しました。 
 当館の蔵書構成ですけれども、一般図書が 41 パーセント、児童図書が 8 パーセント、参考図書

が 10 パーセント、郷土資料が 32 パーセントです。特殊文庫が 9 パーセントですがそのうちの約

4 割が郷土資料ですので、一般資料と同じ割合で郷土資料を収蔵していることになります。当館

の郷土資料は、貸出用、閲覧用、保存用、それから分館配布用として同一タイトルを複数購入し

ております。多いときは 5 冊か 7 冊、同じ資料を収集いたします。そのため、蔵書構成上の郷土

資料の割合が大きくなります。 
 この展示会でアンケートをとりました。「沖縄県立図書館の も重要な役割を一つ選ぶとした

ら」という質問に対して 85 名の方から回答をお寄せいただきました。そのうちの 93 パーセント

が沖縄関係資料と答えております。理由としましては「特別な歴史を持つ県である」とか、「沖縄

のことを県民に知らせる使命がある」とか、「一般の雑誌はどこにでもある」とか、「県立図書館

はここだけ」「貴重資料を収集し保存していく施設が他にない」「小規模な図書館では十分に行え
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ない」などが挙げられております。 
 また展示会では、知的付加価値と名をつけて 2 つの取り組みを紹介いたしました。1 つは書の

知識がないと読めない毛筆による崩し字を楷書体の活字に置き換えるという作業を、沖縄県高等

学校書道教育研究会員の方にボランティアでお願いしまして、平成 15 年度から 3 年連続、夏休み

の期間にそれぞれ 1 週間程度ご協力いただいております。それをデジタルに変換いたしまして、

このように見せております。掛け軸は 1 点ものの資料になりますが、このような取り組みで利用

の促進に繋げていこうという訳です。それからもう 1 つ、首里古地図のスクリーンセーバーとい

うものを作成いたしました。日常には扱いにくい特別コレクションなどの郷土資料をデジタル化

して、例えばこのように現在の地図と合成して見せるとか、解説を付けてみるとか、動く映像資

料にすることで親しみやすい学習教材になりますし、インターネットで広域に発信できます。 
 展示会にご来場いただいた方で、県立図書館のイメージが「変わった」という方は 59 パーセン

ト、「変わらない」という方が 33 パーセントいらっしゃいました。「変わった」という方の中には、

「デジタル化が目立ってきた」「古い資料の保存や付加業務について初めて知った」、「本の閲覧が

中心と思っていたが、色んな業務をしているということが分かった」「市町村との区別が分かった」

などの理由が挙げられました。「変わらない」という方の多くは、「元々図書館とはそういうとこ

ろでしょう」というような認識をお持ちの方や「本を貸し出すだけが図書館ではない」というよ

うな意見が挙がりました。 
 展示会の実行体制ですけれども、展示資料の選書を資料課長と担当の主査、裏方業務の紹介パ

ネルは、収集・整理・保存・活用の各担当者が行いました。嘱託員の方は寄贈資料のデータ登録

や装備、あるいはリーフレットやデジタルデータの作成などを行いました。 
 
２．実践 
 
 続いて今年度の実践へと繋げます。 
 
（１）Ｗｅｂサイト 
 
 まずは県立図書館の Web サイトです。トップページには、まず、新しく追加した項目とかイベ

ントのお知らせがあります。続いてサイトマップですが、Web サイトの概要や設置の目的、アク

セシビリティに関する考え方、Web コンテンツの二次利用に関する規則を示してあります。それ

から図書館の歴史と沿革、連絡先などの基本情報と蔵書検索があります。そして利用者窓口には

レファレンスのオンライン受付、資料収集窓口には収集方針を明示して資料の寄贈や購入依頼を

受け付ける機能があります。またデジタル書庫には、これからご紹介するデジタルコンテンツが

あります。 
 Web を窓口とした遠隔利用の方向性として 3 つを挙げます。1 つはデジタル郷土資料を積極的

に発信してサイトそのものに情報価値を持たせることです。Web サイトは単なる広報の手段では

なく、そこで様々な情報を見て活用ができるという方向性です。2 つめに、利用者窓口ですが、

レファレンスや複写の依頼、各種の図書館サービスをオンラインで受けられるという方向性です。

3 つめは、資料収集窓口ですが、収集方針を公開して個人や企業からの推薦・寄贈を受け付ける

という方向性です。現在、それぞれの機能の充実・強化をはかっているところです。 
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 アクセシビリティに関しまして若干ご紹介いたします。Web サイトを作成する上での留意点で

すが、W3C の Web コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドラインに沿って作成を進めておりま

す。 近、Web コンテンツアクセシビリティの JIS 規格化がなされておりますので、その取り入

れも現在検討中です。具体的な取り組みといたしましては、低速な通信環境でもコンテンツの閲

覧が容易に行えるとか、古い環境でもそのサイトの情報がきちんと表示されるなどがあります。

新しく出てくる Web の新技術に関しても、それを活用することでデジタル情報の付加価値が本質

的に高まるという特段の効果を見込めない限りは使用しておりません。単に作業を効率化すると

いう意味合いでも使わないようにしております。また非 PC／AT 互換機、非ウィンドウズ環境、

非インターネット・エクスプローラ環境への配慮も行っております。これは電算室にいろいろな

環境を用意いたしまして、それぞれの環境で当館の Web サイトを閲覧して確認しております。人

的側面への配慮といたしましては、視覚・聴覚、身体的ハンディのある方への配慮、それからパ

ソコンやブラウザの操作が不得意な方への配慮などがあります。準備中の課題といたしましては、

簡易検索ページの公開があります。これは入力フィールドが 1 つしかない単純な検索ページのこ

とです。あるいは多言語対応を目指して Web 上の自動翻訳サービスなどの活用を検討しておりま

す。当館のアクセシビリティに関する取り組みの詳細はすべて Web 上に掲載しておりますので、

そこを見ていただければ結構かと思います。 
 他にも、Web ブラウザにはたくさんの種類がありますので、可能な限りではありますが、それ

ぞれのブラウザで文字サイズを変更する方法だとか、文字色や背景色などの変更方法などを掲載

しております。それから Web コンテンツの二次利用規則を示しました。基本的には当館の提供す

る Web コンテンツは二次利用も OK です。ただし、著作権が当館に無いものに関しては、禁転載

マークというものをつけて利用を制限したりしております。これらに関しましても Web 上にその

方針を公開しておりますので、ご参考にしていただければと思います。 
 
（２）デジタルコンテンツ 
 
 続いてデジタルコンテンツの紹介でございます。まずは「沖縄素材集」です。これは地図にな

りますが、 近は市町村合併が進んでおりますので、2004 年版・2006 年版と、次々に新しいバ

ージョンを作成して公開しています。職員が作っております。他にも、町並みとか戦跡、農業な

どそれぞれのカテゴリーごとに画像データを公開しております。例えば修学旅行で沖縄へ行くと

して、その事前学習などのために、先ほどの地図とか画像を二次利用してもらう、そのような用

途を期待しております。 
 次に「首里古地図」です。本日、別の会場で複製を展示しておりますが、実物は 2 メートル×3
メートル程の大きな地図です。これをデジタル化しまして、全体図だけではなく、なぜこれが貴

重な資料なのかといった概要や、資料を読み解くための予備知識と名づけて関連情報などを提供

しております。また部分拡大図では解説をご覧いただけます。先ほどもご紹介いたしましたが、

スクリーンセーバーもダウンロードして利用することができます。さらに参考文献の一覧はそれ

ぞれ所蔵情報へリンクされております。 
 このような資料をデジタルで広く紹介することは、大変有意義なことだと思っております。首

里古地図は、書庫で保管され、それまでほとんど利用が無いという実態がございました。首里古
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地図に限らず、特別コレクションなどはなかなか一般の方の目にはとまらない。でもこちらから

情報を積極的に発信した結果、これはすごく面白いじゃないかということで、これからご紹介し

ますが、いろいろな取組みに発展していくわけです。これは、実感として非常に面白い。首里古

地図の概要を読むと、原本は沖縄戦で焼失しており、当館の所蔵する首里古地図はその大きさと

か色彩情報なども含めた複製資料として貴重だということがわかります。また、首里の歴史とか

首里古地図が作成された当時の海岸線だとか、行政区分、御嶽とか神女組織、冊封使などに関連

する情報があります。古地図は 16 分割されまして、それぞれに部分詳細があって、呼び方だとか、

どういう場所であったかということを見ることができます。このように所蔵する郷土資料に関す

る情報を積極的に発信して需要を開拓していく取り組みは必要なことではないかと考えておりま

す。 
 
（３）首里古地図展 
 
 首里古地図展をご紹介いたします。開催場所は、首里古地図の作成された当時、1700 年代当初

は池であったところです。現在はそこに首里公民館があります。地元での開催です。この展示会

の特徴ですけれども、那覇市立図書館の主催ではありますが、きっかけは当館が Web 上に公開し

たデジタルコンテンツだという点です。先ほどご紹介したコンテンツですね。那覇市立図書館で

行事の企画をしている職員がこれを見まして、首里古地図を題材にした企画展を地元の首里でや

りたいということになりました。そういうことであればということで、当館は「首里古地図」の

特別貸出のみならず、Web コンテンツをテキストとした勉強会や、展示会へ職員を派遣しまして

協力レファレンスを行いました。 
 勉強会ですけれども、当館の 3 階ホールに模擬会場を作りまして、そこに地図を広げて、あぁ

だこうだと情報交換を行いました。勉強会は 2 回行いまして、那覇市の職員、それから県立の職

員がこのように集まってそれぞれ 3 時間余りやりました。 
 首里古地図展の会場の様子ですが、県立図書館が単独で行うのであれば、まずやらないような

派手な案内板が設置されました。会場にはパソコンを設置いたしまして、Web コンテンツに出し

ているものと、それに加えて高画質のデータをご覧いただきました。会場ではパソコンの操作を

職員が手伝ってあげることで、地図を拡大したり、スクロールをさせながら想像で街中を散歩し

たりする来場者もいらっしゃいました。「家でゆっくりホームページを見るからね」というお声を

いただいたりもしました。また来場者の中には、展示会の帰りに首里に関する関連資料を首里図

書館に寄って借りていったり、複写をしたりといったこともございました。 
 
（４）移動展－知っていますか？県立図書館－ 
 
 さて、次に移動展をご紹介いたします。「知っていますか？県立図書館」という副題をつけて本

土復帰後初の移動展を開催いたしました。本館所在地の那覇市から高速道路を使っても車で 1 時

間はかかる北谷町というところで開催いたしました。切手とか、染織の裂地、掛け軸、植物図譜、

地図など、多様な形態の資料を展示いたしました。新聞では「本のない展示会」という見出しで

紹介されもしましたが、とにかく図書館では多様な資料を収蔵しているのだという意外性を前面

に出しました。展示会ではデジタルデータを積極的に活用いたしました。また資料は原物ではな
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く、複製やパネルでご紹介しました。また、普段は当館を余り利用されない方が多くいらっしゃ

ることに配慮して、沖縄県立図書館の紹介と利用案内、主に遠隔地利用の方法というものを紹介

しました。さらに、移動展の日程に併せまして県外の図書館員と県内の市町村立図書館の職員を

交えた討論会を開催いたしました。 
 さて、移動展用に新たに作成したデジタルコンテンツをご紹介いたします。まず『琉球染織』

を取り上げます。これは、当館の所蔵する東恩納寛惇文庫のなかに染織の裂地帳が 4 冊あり、紅

型 51 枚、織物 168 枚、全部で 219 枚を収めた標本資料でございます。1 枚 1 枚の全体画像と、

繊維まで確認できる部分拡大画像、それに解題をつけました。データの作成は、民間の工場にお

邪魔しまして、埃が舞わない特別な部屋のなかで、拡大箇所を職員が指定しながらスキャニング

を行いました。作業のためにばらした資料を再製本する際には、保存のために中性紙を挟んで綴

じました。これは裏話ですが、この資料は、横長の紙を二つに折って、その両面に染織が貼りつ

けられて、和綴で製本されていたのですが、折り合わせた紙の隙間から、貼り付けられている裂

地がおそらく入っていたのではないかと思われる封筒が出てきました。東恩納寛惇宛で差出人や

裂地の説明などが書かれており、興味深い情報が得られたように思います。それから、『琉球染織』

のデジタルコンテンツづくりには、沖縄県立芸術大学附属研究所の柳教授にお願いしまして、繊

維の特定などをしていただいております。裂地を 1 点 1 点、拡大したり、触ってその触感を確か

めたりしながら繊維を特定していきました。この写真は、教授の隣で大学生も一緒になって、当

館の作成したデジタルの高画質データを見ながら、ああではないこうではないというような議論

をしているところです。 
 次に翻刻データをご紹介いたします。当館は掛け軸類を 246 点所蔵しておりますが、そのうち

45 点の翻刻を完了いたしまして、それをもとにデジタルコンテンツを作成いたしました。先ほど

もご紹介いたしましたが、沖縄県高等学校書道教育研究員の方にお願いしまして、翻刻作業を行

ってもらいました。掛け軸類は保存優先の一点もの資料ですので、扱いが難しいのですが、この

ようにデジタルコンテンツとして公開することで、利用者ごとの興味や関心、必要性に応じて、

資料検索や調査研究に繋げていくことができます。翻刻データをもとに当館の職員がデジタル編

集を行いました。 
 『琉球切手』をご紹介いたします。これは米軍統治下の沖縄で発行された切手で、本土復帰ま

でに約 57 種が作成されたのですが、当館ではそのうち 91 種を保管しております。それをデジタ

ル化いたしました。発行の初期は B 型軍票の B 円表示、途中でドル表示に切り替えられました。

図案は郷土色豊かな題材で、世界の収集家に人気があり、当時、琉球政府の財源の一つでもあっ

たということです。これは、職員が参考資料をもとに 1 点 1 点解説をつけていきました。コンテ

ンツは html ベースで作成しております。IT の得意な職員がレイアウトなどを決めて雛形をつく

り、解説などを担当する別の職員が手を加えていくという流れで作業を行っております。植物図

譜『本草質問』の公開準備も進めております。現在は作成途中です。 
 移動展では、県立図書館の役目も紹介しました。県立図書館は郷土資料の収集・整理・保存を

第 1 の目的とし、郷土資料の網羅的な収集に努めていることを伝えました。一般資料についても、

市町村立図書館では購入の難しい高額な参考図書、あるいは専門書などに重点を置いて収集して

いますから、調査研究など、必要な場合にはご利用くださいというメッセージを発信いたしまし

た。今後の沖縄県立図書館の方向性といたしましても、蔵書の核には郷土資料を備え、広域にサ
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ービスを展開し、市町村では困難な役割を担うということを考えております。展示会ではその他

にも、沖縄県立図書館 100 年の沿革ですとか、特別コレクションの紹介なども行いました。 
 移動展ですので、やはり遠隔地利用ということを意識しておりましたが、今後、直接郵送貸出

サービスなどを検討するために、来場者へのアンケートで、往復いくらまでなら費用負担ができ

ますかと質問いたしました。32 名の回答ということでサンプルが少ないのですが、その範囲内で

見ますと 200 円という回答する方が一番多いという結果になりました。その他、当館の遠隔地利

用の方法として、Web 蔵書検索や相互貸借、調べ物相談、デジタル資料の公開などを紹介しまし

た。 
 展示会の準備ですが、館内に模擬環境をつくりまして、パネルなどを置き、職員皆で添削作業

を行いました。展示構成のシミュレーションは館内で十分に行いますので、会場設営当日もスム

ーズに作業が進みます。これは会場の様子ですが、入口近くにプロジェクションスクリーンを置

いて、来場を促すような映像資料を投影しました。会場には、デジタルコンテンツを閲覧するデ

ジタルコーナーを設置しました。アンケートの結果を少しだけご紹介いたしますと、「各市町村の

図書館のみでは収集に限界があると思うので、沖縄県について特色を活かした資料を県立図書館

の方で集めて欲しい。それを移動展という形で広げて欲しい」とか、「図書館にある資料の内容が

より詳しくパネル等を使用して説明されているので面白い」とか、「県立図書館は近くの方は利用

できるが遠くの人は行く機会が少ないので、このような取組みは良い」とか、そのような反応が

ございました。 
 また、移動展の日程と併せまして、討論会というものを開催いたしました。九州各県及び政令

指定都市立図書館部門別（総合・経営部門）担当者会議の 2 日目になりますが、九州各県の方に

移動展を見ていただいた後、同会場 2 階の研修室で「県立図書館と市町村立図書館の役割分担を

整理する」というテーマで討論会を行いました。討論会には、県内の市町村立図書館の方々にも

ご参加いただきました。これが午前中の日程です。そして、午後になりますと、今度は市町村立

図書館の方々に残っていただいて、「今後の沖縄県立の在り方」という基本構想の説明を行い、そ

れについてのご意見をいただきました。 
 午前中のテーマでは、蔵書構成、人的資源、物流という 3 つの視点から、県立図書館と市町村

立図書館の役割分担がいかなるべきかという議論となりました。午後は、市町村立図書館から県

立図書館に対し「電子図書館の観点から見た図書館員のスキルアップを支援してほしい」とか、

「他の機関と連携して、小さなイベントではなく、もっと大きなイベントの企画してほしい。ま

た、収集の分担を実施していく必要があるのではないか」という意見が挙がりました。 
 
（５）読谷村生涯学習フェスティバル 
 
 それからこれが 後のご紹介ですが、まさに本日、沖縄県立図書館から車で行くと 1 時間半は

かかる読谷村という場所で生涯学習フェスティバルというものが開催されております。そこでも

当館の職員が関わりまして、移動展をやっております。新たなスクリーンセーバーを作成いたし

まして、そこでは県立図書館だけではなく、広く「図書館の役目とは何か」と問いかけておりま

す。具体的には、「書店にも多くの書籍がありますが、図書館は何のためにあるの？」という問い

かけから、「過去の資料があるよ」とか、「非出版資料もあるよ」とか「貴重資料があるよ」とか、
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そういった内容で図書館の必要性というものを伝えております。また、「地域の図書館と県立図書

館とはその役割分担をしています」という投げかけを行い、県立図書館には豊富な郷土資料があ

り、高度な需要に応え、広域サービスを展開しているということ、地域の図書館におきましては、

直接サービスを利用した文化事業とか、日常的なサービスの提供、そういったものを中心にやっ

ておりますというようなことを、読谷村立図書館の職員と一緒に考えながら作成をいたしました。

また図書館の利用方法といたしまして、「誰でも、いつでも、図書館の資料を使って学ぶことがで

きます」と PR し、沖縄県立図書館初代館長の言葉を借りて「図書館は先生のいない学校である」

という表現で締めくくっております。 
 
３．今後 
 
 さて、 後に今後の方向ですけれども、現在、「今後の沖縄県立図書館の在り方」という基本構

想の策定を行っております。具体的施策や展開といったものは、現在もそれぞれ担当する職員が

工夫をしながら行っておりますが、それらについて、ある基本方針を定めてすべてリメイクして

いこうという考えで策定を進めております。また、基本方針の上位には、教育ですとか文化の振

興、あるいは地域活性化とか、そういった理念を設定するなど、全体的な視点も含めた「今後の

沖縄県立図書館の在り方」という基本構想の明文化を進めております。今年度末には公開する予

定ですので、そちらの方をご覧いただければと思います。 
 ここではキーワードとして 2 つご紹介したいのですが、先ほどから何度も言っておりますけれ

ども、「郷土」と「広域」、これを申し上げたいと思います。沖縄県立図書館独自のコレクション

作り、それは郷土資料を軸にしたものとすること、また、サービスは広域に展開していくこと。

県全域をカバーするのが県立図書館の責任ですから、その当たり前の意識をしっかりと持って、

現在行っているサービスの見直しを全面的に行う必要があります。 
 後になりますけれども、デジタルデータの重要性ですが、インターネットを利用して何時で

も何処からでもアクセスが可能になるということが言えます。それから、職員が自らの手で、民

間業者の手を借りずに、デジタル技術を駆使してコンテンツ作りを行えることも大きいと思いま

す。それによって職員のスキルアップに繋がります。コンテンツの作成を通じて、自館の蔵書を

深く知る機会となるからです。沖縄県立図書館にしかない郷土資料、特別コレクションなどを、

関連資料をもとに紐解きながら利用者へ紹介していく。書誌情報だけを頼るのではなくて、これ

は基本的なことかもしれませんが、自館の蔵書の中身、全部は無理ですが、せめて特別コレクシ

ョンについてはある程度分かったうえで利用者のレファレンスに応える。そのようなスキルの向

上のためにデジタルコンテンツの作成・発信は非常に面白い取り組みだと思います。 
 私は行政職ですので、おそらく 3 年では異動します。来年は、別の機関に行くかと思いますけ

れども、例えば私のような行政職員でも、沖縄県立図書館に来る前は、ほとんど郷土資料とか郷

土の歴史、そういったものに触れる機会は日常にございませんでした。それが県立図書館に配属

になって、コンテンツ作りを通じて郷土を探る機会を掴み、自分で調べることを通じて人に伝え

ることができるようになったという経験をいたしました。もしかすると沖縄県の職員として、こ

れは必要な経験なのではないかと思ったりもします。沖縄県の職員は、県の活性化を担うわけで

すから、1 度は沖縄県立図書館に配属になって郷土の勉強をしたらどうかと思うぐらい、ここに
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は面白い情報が沢山ありますので、それをぜひ表に出す必要がある。今後は、それを考えており

ます。 
 結論といたしましては、何もデジタルで新しいことをするということではなくて、元々やるべ

きだったけれども出来なかったことがデジタルでやれる、やろう、ということです。「今後の沖縄

県立図書館の在り方」のなかでも背景にしたい部分でもあります。書誌情報を統合検索して、何

処からでもそれにアクセスできるというアプローチも大変有効なのですが、それぞれの館の職員

が、自分たちの持っている独自の情報の中身を発信する、郷土資料とか、その館にしか無いよう

な情報を積極的に紹介することでオリジナリティを主張することも大変面白い方向ではないかな

というふうに思いますし、そのコンテンツと書誌情報のリンクとか、そのようなことが今後の課

題になってくるかと思いますが、沖縄県立図書館も含めまして、これからの図書館の世界という

のは非常に面白い方向へ進んでいくのではないかなというふうに期待しております。 
 大変拙い説明ではございましたが、以上で沖縄県立図書館の報告に代えさせていただきたいと

思います。ありがとうございました。 
 
 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
意見交換 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
司会： 
 又吉さん、どうもありがとうございました。沖縄の文化をいつでもどこからでも利用できるよ

うにするための、とても多彩な活動を紹介していただいて、魅力的な報告だったと思います。本

当にありがとうございました。今日の又吉様のパワーポイントの資料は、総目のホームページに

はもちろん掲載いたしますけども、今日ご参加いただきました皆さまには、資料をまた別に郵送

させていただきます。どうもありがとうございました。 
 それでは短時間ですけれども、質疑応答の時間にさせていただきます。 
 まず、沖縄県立図書館さんの方にご質問ありましたらば挙手をお願いいたします。 
 
福岡市総合図書館： 
 このようなデジタルコンテンツは素晴らしいと思うんですが、このような場合に も注意しな

ければいけないのはやはり著作権の問題だと思います。例えば、琉球切手について、切手の絵を

書いた人が、切手に使うことは認めたけど Web コンテンツに使うという二次使用は認めていない

ぞと言った場合の対策、そういった著作権的な問題というのはどのように取組みされているか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 
 
沖縄県立図書館（又吉）： 
 はい、お答えします。郵便切手の使用に関しましては、館内でもいろいろな観点から、それが

デジタル化できるかどうかというような話し合いというものは行われました。その詳細というも

のは今すぐにお答えすることができないので、後日お答えしたいんですけれども、それぞれの資

料について、デジタル化の際には、著作権について見解を持つと。で、現在は Web 公開いたして
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おりませんので、その際にも、いろいろな二次利用等の観点も含めまして、考えていく必要があ

るというふうに認識しております。また、追加で補足いたしますと、情報の信頼性に関しまして

も、後日それを専門の方に、複数の方に見ていただきながら情報発信していくというような段階

が必要ではないかなというふうに考えております。以上です。 
 
司会： 
 よろしいですか。他にご質問ありませんか。どうも、本当にありがとうございました。 
 それでは、前半に当館からご報告させていただきました総目の中期計画等について、ご意見・

ご質問などまたお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 
 
国立情報学研究所： 
 前半にご説明いただきました中期計画につきまして 2 点、質問させていただきます。 
 まず 1 点目なんですけれども、標準化プロトコルへの対応ということで、Z39.50、あと ISO/ILL
プロトコルのシステムへの実装につきましては、平成 20 年度のリプレースで実装される予定であ

るのかどうか、ということが 1 点目です。 
 あと 2 点目は、円滑な相互貸借のための支援強化ということで、課金ですとか輸送、それぞれ

の相互貸借条件についてのご提案があったかと思うんですけれども、国会図書館というのはこの

総合目録システムの運用管理者という立場だというふうに私理解しているんですけれども、実際

にそれを使って資料の貸借をされるそれぞれの参加館に対して、何らかのですね、強制力を持っ

た取り決めですとか、条件のようなものを設定されるつもりがあるのか、あるいは強制力を持た

せるようなことをする立場ではないので、 終的にはそれぞれの機関に任せるようなお立場で関

わってゆかれるのか、というその 2 点について、ご見解をお伺いしたく思います。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 標準的なプロトコルを実装していく時期につきましては、やはり連携の口を設ける想定で、20
年度のリプレースの時期が目安になるかと思っています。相互貸借関連については課長にバトン

タッチします。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 2 つ目の点なんですが、はっきりどうだって言うとなかなか難しいところがあります。客観的

に見て、強制力を持つような措置はできないと思います。しかし、「何もやってくれないのか」と

いうことになってしまって、それは本意でも勿論ありません。ですから先程、きっかけというよ

うなことを言いましたけども、きっかけの先にあるものというのは、やはり漠然とした言い方に

なってしまうんですが、「一緒にやれればいいですね」というくらいです。「どうやらこういう合

意ができたので、さあ、総目の参加館はみんなこうしましょう。」という強制力は、良くも悪くも

我々には無いと思います。かといって自然に持ち上がってくるのを待っているのは無理があると

思いますので、きっかけを作れたら作って、あとは全国的な組織、というのもあるでしょうし、

あるいは、非常に、これも強制的なということではないんですけれどもイニシアティブをもって

いる都道府県の方々から、一つ全国的な、あるいは少し広いエリアでやってみようじゃないか、
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というような発議があって、具体的な形になっていけば、我々もそれを紹介したりとか、少しで

も広がりを持たせて繋げられるようなことはいたしたいと思います。質問に対する回答としては、

強制的な、「こうしましょう」というような立場ではないと考えています。 
 
国立情報学研究所： 
 ありがとうございました。NII としては色々、ILL など大変悩ましいところが多いと思ってお

りますので、非常に参考になりました。 
 
青森県立図書館： 
 本日は代理で出席しておりますので、ちょっと的外れな質問かも知れませんが、よろしくお願

いいたします。和書の集中型データベースと、都道府県の総合目録ネットワークの統合検索へと

いうふうにありますが、そもそもデータを提供している図書館であれば、まず都道府県の総合目

録ネットワークと統合する必要はないと思います。この狙いというのは、そもそもデータを提供

していない都道府県の蔵書についても検索できるようにすることが目的なのか、それ以外のこと

が目的であるのか、ということが 1 点目で、2 点目は都道府県の総合目録ネットワークで横断検

索のシステムが搭載されており、そこの市町村立図書館の蔵書も検索できるようになっているの

であれば、ゆにかねっと上でその市町村立図書館の蔵書も検索できるようになるのか、この 2 点

をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 ちょっと確認なんですけれど、一つめのご質問は、こちらで言ったネットワークで繋がる対象

を県立レベルに留めるというふうに受け取られてのご質問ということでしょうか。 
 
青森県立図書館： 
 いや、特に県立レベルで留めてということではなく。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 ですよね。すみません、勘違いだったら申訳ないんですけど、2 つのご質問の答えは一つなの

かなと思うんです。 
 我々の狙いというか、目指すものは、県立図書館を中心とした市区町村の図書館を含む横断検

索しているネットワークを、ゆにかねっととして引けるという、それを目的に考えております。

で、当然のことながらいろいろなタイプの都道府県というか、都道府県立図書館が出てくると思

うんですね。今都道府県としてデータはいただいているけれども、ネットワークはまだないよと

いう都道府県もあるでしょうし、その逆もあるかと思いますし、その両方ないというところもあ

るかと思います。ですから、パターンによって今後、こちらだけということではなくて、各都道

府県でのネットワークの進展具合にもよるかと思うんですが、色んなパターンが出てくるかと思

います。もう少し技術的な話になるならば、先程話も出ましたが、各県域が集合型で作っている

のか、横断検索型で作っているのか。横断検索型も、非常に高度に書誌同定までしているケース

もあれば、ただ検索して出しているというケースもあるかと思います。ですから、かなりきめ細
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かく対応してゆかなければいけないとは思うのですが、目指すところは市区町立も含める、とい

うところです。そういうことでよろしいでしょうか。 
 
青森県立図書館： 
 はい、ありがとうございました。 
 
福岡市総合図書館： 
 今わたくしたちが仕事で使ってる、福岡県内の横断ネットワークなんですけれど、結構時間が

かかったり、返ってこなかったりするところが、市区町村によって色々あると思うんですけれど、

将来、統合を考える場合に、各市区町村への、例えばある程度の基準といいますか、サーバの能

力とかですね、そういったある種の基準というか指導というか、そういったものは考えておられ

ますでしょうか。 
 
国立国会図書館（梶田）： 
 はい。基準、能力、レベルという観点では、推奨というのはあるかも知れません。報告の中で

もお話しましたように、そういった連携の仕組み、あるいは仕様というものをご提供していきた

いというふうに言いました。その中で基準、となるかはともかく、こうした能力が望ましい、と

いったような事柄をお示しするようなことはあるかと思います。あとは、いわゆる情報ネットワ

ーク自体のスピードもありますので、推奨のようなもので全てを満たせるかというと、そうでは

ないかも知れません。いずれにせよ、仕様等ご提供させていただきたいと考えておりますので、

推奨といったものは提示していくことになるかと思っております。以上ですけれど、よろしいで

しょうか。 
 
福岡市総合図書館： 
 ありがとうございました。 
 
司会： 
 まだまだご質問等がおありだと思うんですけども、今日は時間もきてしまいましたので、これ

で終わりにさせていただきます。どうも本当に、大切なご意見ありがとうございました。 
 また中期計画を進めていくに当たって、色々な形で、色々な場で皆さまからのご意見をいただ

いていくようにしたいと思っておりますので、どうぞご協力をお願いいたします。 
 
 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
閉会挨拶 

国立国会図書館 総務部 支部図書館・協力課長 山口和人 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 皆さま、本日はご多用の中、ご出席を賜りましてまことにありがとうございました。日頃この

事業の運営にご尽力くださっております参加館の皆さま、並びに、この事業をお支えくださって
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おります、国立情報学研究所をはじめとする関係機関の皆さまにお集まりいただきまして、有意

義な意見交換を行うことができましたことは何よりも喜ばしく、厚く御礼申し上げます。 
 総合目録ネットワーク事業は、ここ関西館を拠点として運営されておりますけれども、わたく

しは東京本館の方で協力業務を担当しております。公共図書館、並びに関係機関の皆さまには、

このような協力事業の運営とはまた違った形で、例えば全国公共図書館協議会等の会議に参加さ

せていただいたり、様々な問題についてご相談させていただいたり、あるいは都道府県立・政令

指定都市立図書館の館長の皆さまと当館の館長との懇談会をお膳立てしたりといった形で、日頃

大変お世話になっているところでございます。 
 このフォーラムに参加させていただきますのは、実は今回が初めてなのですけれども、総合目

録ネットワークを通じての、公共図書館の皆さまと当館との協力関係が広く、深く根を下ろして

いることを改めて実感した次第でございます。 
 本日はまず当館から、平成 17 年度の事業報告と共に、当事業の中期計画の策定に向けてのご報

告をさせていただきました。その中にございました通り、この事業は多くの公共図書館の皆さま

にとって不可欠なサービス上の要素として定着し、今後さらなる発展に向かって新しい段階に入

ろうとしております。そして日本全国の公共図書館が、それぞれの地域で形成されたネットワー

クを生かしつつ、さらに全国的なネットワークに繋がるという展望が開けようとしているように

思われます。このことが、単に利用可能な書誌データ及び文献提供の拡大ということに留まらず、

全国の図書館相互の、様々な分野、様々なレベルでの密接な協力関係の発展に向けての、新しい

展望を切り開くことにも繋がるということを願っております。もとより現状におきましても、様々

な、今日出てまいりましたように、運営上の問題がございますし、また将来の発展に向けても、

色々と困難な課題があると思いますけれども、それらの問題の解決をご一緒に考え、そして課題

に対しても共に取り組むということを通じまして、日本の図書館全体の発展にとっての新たな可

能性が開けてくるという希望を持つものでございます。 
 また、本日は参加館を代表されまして沖縄県立図書館の又吉資料課主事から、沖縄県立図書館

の様々な注目すべき取組みにつきまして、大変貴重なご報告をいただきました。心から感謝申し

上げる次第でございます。豊富な郷土資料とデジタル技術を活用した、様々なユニークな試み、

大変興味深く、また元気の出るご報告でございました。又吉さんのような非常に若い方が、この

ような取組みを推進されているということを知りまして、沖縄県立図書館が今後ますます発展さ

れることを確信しております。 
 本日はご出席の皆さまのご理解とご協力によりまして、大きな成果と共にこのフォーラムを終

えることができましたことに対しまして厚く御礼申し上げます。あわせて、本事業の発展へ向け

て、引き続きご支援ご協力をお願い申し上げる次第であります。 後になりましたが、何よりも

皆さまの図書館、それからご所属の機関の、一層のご発展を祈念いたしまして、閉会のご挨拶と

させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 

以上 
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