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第１４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 19 年 2 月 21 日（水） 午後 1時～午後 4時 15 分 

 
 ○会場：国立国会図書館 関西館 第１研修室 

 
 ○次第：開会挨拶 国立国会図書館 関西館 事業部長           岡村 光章 

 

     報告  「総合目録ネットワーク平成 18 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 

 

     －休 憩－ 

 

     参加館からの報告１ 「三重県における図書館ネットワークの構築と運用」 

          三重県立図書館 企画調整課              渡邉 恵子 

 

     －休 憩－ 

 

     参加館からの報告２ 「富山県立図書館の相互貸借の現状と課題」 

          富山県立図書館 調査課長              林  俊一 

 

     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 原田 圭子） 
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開会挨拶 

国立国会図書館 関西館 事業部長 岡村光章 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 開会に先立ちまして、一言ご挨拶させていただきます。 
 ご存知のように、当館は国立図書館として、一般国民の方全てに図書館サービスを行うことを

使命としております。そのためには、直接に一般国民の方にサービスするだけでなく、図書館を

経由して一般国民の方にサービスする、また図書館人を支援することを、国立国会図書館法では

うたっております。 
 ところが、当館の歴史を振り返りますと、図書館を経由して、という方法論がなかなか実体性

を持たなかった。もう遠い昔ですが、実体性を持たなかったがゆえに、国立国会図書館は国立図

書館ではなく、永田町立図書館であると揶揄されたこともありました。 
 そうした事態を打開すべく、昭和 61 年の機構改革の際に、利用者サービスは、直接サービスと

図書館を経由した間接サービスの二つで支えられる、という基本的考え方を打ち出し、新たに図

書館協力部を設置して、館外に対して、複写、貸出、レファレンスの窓口を一本化することとし

ました。 
 それでもまだ、一般国民の方全てに図書館サービスを行う、という使命の十全な実現には遠い

ものがありました。 
 事態が急速に変貌してきたのは、インターネットという強力な情報インフラの出現です。 
 総合目録ネットワークシステムだけではなく、レファレンス協同システムやカレントアウェア

ネスポータルなど、皆様の協力によってインターネットを通じてデータの提供、情報発信等双方

向のやりとりが可能になり、図書館経由で一般国民の方すべてに図書館サービスを行う、あるい

は図書館人を支援する、という基本的あり方が実体性をもって実現しつつあります。 
 全国民への図書館サービスの実施は、当館だけではできません。皆様との連携、協力があって

実現するわけです。 
 今やそうしたあり方が実現しつつあります。 
 スローガン風に言えば、図書館協力事業のインターネット版の展開こそが、図書館協力事業を

理想的な在り方へと近づけるものであるといえると思います。 
 総合目録ネットワークシステムの 新の統計を見ますと、総書誌データ数は 3,000 万を優に越

えていますし、基本書誌データ数も約 900 万、1,000 万に届くのも時間の問題です。これは 58 館

におよぶデータ提供館の皆様の協力の賜物です。 
 また参加館もついに 1,000 館を越えました。 
 これだけ巨大なデータ量を参加館 1,000 館で共有し合える、手元の PC で即利用できる世界と

いうのは、一昔前は、夢物語でしたが、今や現実のものになっているわけです。 
 図書館の歴史は、サービス改善の積み重ねであると思いますが、こうした歴史的経緯のなかで、

国民の方、ひとりひとりへの図書館サービスの実施が皆様との連携、協力体制のなかで実現して

いるのだと思います。 
 インターネット版図書館協力事業、特に総合目録ネットワーク事業のますますの進展を祈願し

つつ、開会の挨拶にかえさせていただきます。 
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報告「総合目録ネットワーク平成 18 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 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 
 図書館協力課長の豊田です。本日は遠いところをお集まりいただきありがとうございます。 
 それでは資料の方に沿いまして、事業報告をさせていただきます。資料の（１）「総合目録ネッ

トワーク平成 18 年度事業報告」という資料を元に、大体 20 分ぐらい報告させていただきます。 
 昨年度のフォーラムの場では、今後の総合目録の姿ということで、この中にも一番 初に出て

きます「事業の中期的な方向性について」というのをお披露目して、ご意見を伺うという、そう

いうタイミングであったわけです。 
 平成 18 年度はそれに引き続く作業も実施しておりますが、全体を見ますと、大きな目玉として

今日この場に提示するというものではなく、比較的粛々と進めてきたかなという一年だったかと

思います。 
 資料の方は、多少入り組んでしまうのですが、時系列でご説明いたします。年度報告ではあり

ませんので、昨年度のフォーラム以降、結構大きなことがありましたので、そこから説明させて

いただきます。 
 まず、平成 18 年の 2 月に第 13 回のフォーラムが実施されまして、「総合目録ネットワーク事

業の中期的な方向性について」というものを提示いたしました。2 月 23 日のことでした。 
 3 月に入りまして、これは事務的なことですが、システムの改修が入りましたので、それに伴

いまして、データベースの更新を一時的に停止させていただきました。これは何かと言いますと、 
アステリスク（＊）に書いてあるのですけれども、ISBN が 10 桁から 13 桁へ変更ということが

ありまして、それに伴いまして JAPAN/MARC のフォーマットも改訂されたので、それに伴う総

合目録のシステム改修ということで、ひと月ほどデータベースの更新を停止いたしました。 
 同じ 3 月に、その「中期的な方向性について」の提示を受けまして、これについての意見募集

を、総合目録ネットワークホームページ上で行いました。フォーラムでも意見をいただきました

が、フォーラムに来られなかった館や、ホームページで初めて見るという、そういう方々もいま

すので、それについての意見募集を、3 月の半ばから 4 月の末まで、約一ヶ月半ほど実施いたし

ました。 
 その次は、これは順番に進めている事業ですが、まず石川県立図書館が 3 月にデータ提供を開

始していただけることになりました。 
 ここで年度が変わりまして 4 月になります。ちょっと大層な書き方がしてあるのですが、4 月

の 初のことです。去年までは総合目録だけが図書館協力課の管轄で、“総合目録係”という独立

した係だったのですが、この 4 月に、それまで電子図書館課、この電子図書館課というのは比較

的新しい事業をやるところなのですけども、そこの所管でありましたレファレンス協同データベ

ースが、事業化が落ち着いたというか、立ち上げの時期ではなくなったということで、図書館協

力業務の一環と位置づけて、電子図書館課から、図書館協力課の方へ参りまして、両方合わせて

“協力ネットワーク係”という名前になった。それだけのことです。業務に変更があったとか、

そういうことではございません。 



4/36 

 続く 5 月に、堺市が政令指定都市になったということで、政令指定都市立図書館の場合は総合

目録事業では位置づけが変わってまいりますので、それに合わせて処理を実施させていただきま

した。 
 6 月は、これは新規募集の毎年のサイクルなのですが、平成 18 年度の新規参加に関する資料請

求の受付・資料の発送・参加申請の受付を、7 月の末にかけて実施いたしました。 
 7 月には、これも恒例なのですが「総合目録ネットワーク研修会」というものを、関西館にお

いて実施させていただきました。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、これは各地

域で研修をしてくださる方に向けての研修というものを、こちらで実施しております。というこ

とで対象といたしましては、都道府県立図書館、政令指定都市立図書館の中央館に限らせていた

だいて、各館の研修担当者を対象として実施いたしました。 
 8 月は特に何もないようですが、9 月になりまして、これも新規参加のサイクルの一環として、

参加承認を行いました。これが 9 月 1 日付けで、この時点では 33 館の図書館に新規参加いただ

きました。 終的にはもう 1 館増えるのですが、それはまた後で説明します。 
 同じ 9 月に、札幌市中央図書館がデータ提供を開始いたしました。 
 続きまして 10 月に、新規参加館がシステムの利用を開始いたしました。 
 11 月には、今度は沖縄県立図書館からのデータ提供が開始されました。 
 年を改めまして平成 19 年、1 月ですが、これは後ほど詳しく説明いたしますが、次期システム

に関する調査というのを実施しました。これはまだ途中ですので、実施している 中ということ

になります。 
 そして 2 月、今月になりまして、1 つ新規参加が増えました。これは本来のサイクルの新規参

加ではないのですけども、栃木県立足利図書館から、是非参加したいというお話があり、県立図

書館ということですのでデータ提供館増への可能性もあるということで、こちらといたしまして

は『是非参加していただきたい。』ということで、追加承認いたしました。 
 そして本日ですけれども、第 14 回総合目録ネットワーク参加館フォーラムの開催の運びとなり

ました。 
 経過報告までのところで、少し詳しく申し上げた方がいいかと思いますのは、2 枚目の方の資

料となりますが、別添ということで、「総合目録ネットワーク事業の今後の計画について」という

資料をつけさせていただきました。これは先程から申しておりますが、昨年提示しました方向性

と、その後の計画ということになります。 
 まず平成 17 年度、昨年度にこの方向性をとりまとめまして、フォーラムで提示、意見募集。こ

れは先程申し上げましたとおりです。 
 それで、今年度何をいたしましたかと言いますと、かなり年度が押し迫ってからになるんです

が、次期システムに関する調査というものを、1 月から 3 月という計画で実施しております。こ

れは皆さんのところにも、非常に大部のものなのですが、調査票が送られて、ご協力いただいて

いるので、ご存知の方も多いかと思います。 
 これは何かと申しますと、「中期的な方向性について」でも示しました統合検索機能、横断検索

と言った方が分かりやすいかも知れませんが、統合検索機能の技術的な実現性、技術的にできる

のかと、まずそこからかと思いますので、実現性の確認調査を外部委託によって実施しておりま

す。 
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 調査の概要は以下のとおりとなっております。内容 4 件が上がっております。まず、県域ネッ

トワークの現状を調査させていただいております。それから書誌データ記述要素、将来に向けて

の書誌データ記述要素とは何かというものを調査しております。それから通信技術、検索技術要

素の調査、そしてそういったものが県域ネットワークにおいて対応していただくにはどういう条

件があるのかを調査している。全体で主な内容が 4 件からなる調査をやっています。これをイン

フォトレーダー株式会社さんに委託しまして、今まさに実施しているというところです。 
 本当はここの場でその結果をお見せできるとよかったのですが、まだ間に合いませんでしたの

で、いずれその結果は出せる範囲で出すと、そういうことになります。あくまで可能性調査とい

うことですので、これで調査して「ああ、こういうシステムにしよう。」「これで決まり。」ですと

か、そういう類のものではまだありません。まだこれから何年かかけて、次のものを作っていく

ということになります。 
 それが、その２．の「今後のスケジュール」というところになります。これはあくまで予定な

のですが、平成 19 年度、来年度には、この調査や方向性を元に中期計画を策定したいと考えてお

ります。そして次期システムの要件を整理して、概要設計までこぎつけたいと思います。そして

平成 20 年度に今のシステムの入替をしなければいけませんので、それに合わせて、次期システム

を入れたいということですので、事業というものも移行が必要ですし、次期システムの詳細な設

計、それから開発と導入を考えております。そしてその次の平成 21 年度に、事業として移行し、

次期システムの稼動を開始したいと考えております。以上が、今後の計画についての詳しい説明

になります。 
 1 枚目の事業報告の方に戻っていただきまして、この後今年度は、3 月に、総合目録システムを

通じて、当館資料の図書館間貸出の申込をするという機能が終了いたします。これにつきまして

は既にお知らせをしているところです。 
 そして来年度についても少しお話しをしますと、まず 4 月に、国立国会図書館組織の再編に伴

いまして、担当課の名称が変わります。これは今年度の初めよりもさらに小さな変更でして、図

書館協力課というのは“関西館事業部図書館協力課”というのですが、“事業部”が取れる。それ

だけです。ですから何も実態は変わりません。これもまたご連絡差し上げることになるかと思い

ますが、こちらとしましては色んな所を変えなくてはいけないので大変なのですが、連絡先とか

そういうものはほとんど変わらずにすむと思いますので、何も大層なことではございません。 
 それから 4 月に、新潟市・浜松市が政令指定都市に変わるということで、それに伴う処理を実

施したいと考えております。 
 また、来年の新規参加に関するサイクルがまた始まりますので、その事務手続きを、19 年度の

分として始めたいと考えております。 
 6 月の予定なのですが、来年度も、総合目録ネットワーク研修会を、同じように研修担当者向

けの研修という趣旨で開催したいと考えております。今年度までこちらの関西館で実施しており

ましたが、参加図書館を見ますと、やはりちょっと西に偏っている感じもしました。そこで来年

度は、今の形では初めてになりますが、東京本館の方で開催させていただこうかと思っておりま

す。ですので、そちらの方が便利だ、行きたいという図書館がございましたら、是非ご参加くだ

さい。 
 以上が、事業の報告になります。それで、結果としてどういう数字になっているかというデー
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タを、 後に紹介させていただきます。 
 参加館につきましては、その同じ紙に書いてあります。2 月 21 日、本日現在の参加館数は、先

程事業部長の挨拶にもありましたとおり、1,000 館を超えまして、1,021 館ということになってお

ります。そのうちのデータ提供館は 58 館、その下の内訳にありますとおり、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のうちの 58 館ということになります。その下の

内訳は、参加館全ての内訳ということになります。プラス市区町村立図書館がちょうど 800 館が、

今参加館としてエントリーされています。 
 それから参考までに数字をおつけしますと、「書誌レコード数」参考資料①があるかと思います。

数字を読み上げるのも余り意味はないかと思いますので、特に申し上げませんけれども、大きな

表の数字だけ言いますと、いわゆる総書誌、いただいたままの総書誌数は、3,300 万という、物

凄い大きなデータベースになっております。そのうち同じ書誌を整えていった基本書誌の数は

882 万件ということになっております。 
 それから参考資料②といたしまして、各地域で実施された総合目録ネットワーク研修会の実施

状況というのをつけております。こちらもお陰様で、今年度も、日本全国津々浦々と言う感じで、

色々なところで総合目録についての説明会・研修会を実施していただけました。この数字で言い

ますと、合計が右下隅、278 館を対象に、386 名の参加があって実施されました。 
 ここには書いてないのですが、平成 17 年度の数字はどうだったかといいますと、合計は 283
館でした。前年度のほうが多かったのですけども、一方、参加者は 362 名ということで、参加者

という点から見ますと、今年度の方が同じ時期より多かったということになります。 
 参考資料の③としまして、相互貸借支援の機能、これも総合目録の機能のうちの重要な 1 つだ

と思いますけども、この機能がどのように使われたかという数字になっております。これも 2 枚

目の一番下の数字だけ見ますと、メールの受付回数の総数は 5,043 回でした。それから FAX の書

式の画面の表示回数、表示された回数ですので実際に申し込まれた数字とは微妙に違うのかも知

れませんけども、表示回数は 13,000 件少しということで、どちらも昨年度より増えているという

ことです。参加館が増えればその分増えるのは当然なのですけども、シンプルだけども正直な数

字かな、順調と言えば順調かなと、考えております。 
 以上が、かなり簡単な報告ではございましたけども、平成 18 年度の事業報告をさせていただき

ました。 初に申しましたとおり、 初の頃の物凄い勢いの増え方はないと思っているのですけ

ども、堅実な事業の進捗が見られるのではないかと、我々は評価しているのです。ですから、安

定したところでまた次のシステムを考えるということで、また色々大変なことになるかと思いま

すし、ご協力を仰ぐことになるかと思いますけども、今の時点ではこの形で、我々としてはうま

くいっているなと考えております。 
 皆さんの評価はまた違うかも知れませんので、その場合はご意見なりご質問なりで寄せていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 
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･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
参加館からの報告１ 
  「三重県における図書館ネットワークの構築と運用」 

三重県立図書館 企画調整課 渡邉恵子 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 どうも皆さん、初めまして。今ご紹介に与りました、三重県立図書館企画調整課の渡邉と申し

ます。本日はこのような場で報告をさせていただく席を設けていただきまして、本当にありがと

うございました。 
〔スライド１〕 

 こちらの題にもありますように、三重県で構築いたしました図書館ネットワークについての報

告をさせていただきたいと思います。このような場で話をさせていただくのは初めてなので、な

かなか至らない点があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 
〔スライド２〕 

 資料の 2 ページ目をご覧下さい。こちらが三重県の概要ということになります。三重県、どこ

らへんにあるかは大体ご存知でしょうか。ちょうど東海地方と近畿地方の境目のあたりにござい

まして、一応分類というか、範囲といたしましては、東海に入る県でございます。 
 こちらの地図を見ていただいたら分かりますように、三重県という県は大変南北に長い県でご

ざいます。この間の合併で、旧の市町村というのは、69 市町村あったんですけれども、合併によ

りまして現在は 29 市町。村がなくなってしまったのですが、かなり数が減りました。 
 こちらを見てもらったら分かりますけれども、こちら側が愛知県で、名古屋という大きな都市

があります。こちら側が大阪府で、大阪市という大きな都市がありますけれども、こういう大き

な都市に挟まれているという形になります。特に県の北の方と、あと西の方若干は、大都市に近

いところで、各大都市のベッドタウンという形になっておりますので、こちらに通われる方が沢

山住んでみえるんですけれども、県の南の方は、交通の便もあまりよろしくないですし、住んで

る方も大変少ないといった形になりまして、南北で非常に情報量の格差というものが大きい県で

ございます。その辺のところがありまして、三重県では割と前から、ネットワークを作って、何

とか県内の情報格差をなくすという方向で、ネットワークの構築を考えてまいった次第でござい

ます。 
〔スライド３〕 
 次のスライドに行っていただきまして、現在、三重県の方でどのくらい図書館があって、どの

へんにあるか、ということを見ていただきたいと思います。まず公共図書館、これが全部で 40
館あります。先程の 29 市町というのと数が合わないと思いますが、合併によりまして、旧来の市

町村が持っておりました図書館がほぼそのまま残っておりますので、大きな市、津市なんかです

と、大体市内に 10 館ぐらい分館があるという状態になっております。それが大体このオレンジで

示した辺りですね。 
 さらにもう 1 つ、公共図書室というところがあります。これは、名前は室なんですけれども、

実際は図書館と変わらない機能を果たしている図書室さんです。これが 3 館ございます。あと、

この中に、大学図書館、高専図書館というのが 11 館あるということです。 
 今、色が着いてない所、白い所というのが、まだ図書館・図書室とも無い市町村さんというこ
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とになります。それが大体 6 町ですね。場所も固まってるんですけども、南西から東紀州の辺り

の一部と、あとここに、小さい木曽岬町という町、こちらが無いという形になっております。 
 これらの町にはまったく図書館・図書室が無いかと言いますと、そうでもなくて、公民館で小

さく図書室みたいなのをやっているところとか、教育委員会さんの方が受け取り場所になって県

立図書館の本をインターネットで申し込んで取り寄せるという「e-Booking」というサービスがあ

るのですけども、そちらの方の受け取り施設になってもらっているところもあります。これは一

応、県内 29 市町はすべてカバーしておりますので、今なんらかの形で本が手に入るという状況に

あるという形になっております。 
〔スライド４〕 
 次に、実際にどんなネットワークを構築しているかという、そのネットワークの構成の方を説

明させていただきたいと思います。ネットワークは大きく分けて 2 種類ございます。 
 1 つがいわゆるコンピュータ・システムを使いました、三重県図書館情報ネットワークという

ネットワークです。略称が MILAI（ミライ）といいまして、この説明画面のバックにも薄く出て

おりますが、MILAI というシステムになっております。こちらの方で、総合目録を作っておりま

す。これにプラス相互貸借支援ということで、ILL 機能がございます。もう 1 つ、そんなにシス

テムとしてはやってないのですけれども、市町村支援というのが若干ございます。 
 もう 1 つが物流ネットワークということで、県立図書館が配送の中心になりまして、県内に各

市町村さんの荷物を運ぶというネットワークが 1 つ。あとこれは昨年度から始まりましたけれど

も、県外の各県立図書館さんとの間にネットワークを構築しております。 
 この 2 つなんですけれども、どちらかだけでもなかなか機能しませんで、両方があって初めて

ネットワークがうまく動くという形、これがネットワークの両輪ということになっております。 
〔スライド５〕 
 次に移ります。このネットワークが作られるまでの主な年表というか、すごく古いところから

ありますけれども、こちらがその経緯という形になります。一番 初に、ネットワークというこ

とではないのですけれども、そもそも相互貸借ということを始めましょうよということを言いま

したのが、昭和 40 年ですね。 
 この時に、三重県内では公共図書館、大学図書館、私立図書館も入りまして、三重県図書館協

会というのを作っております。こちらの協会の方で、図書館法第 3 条の 4 項、相互貸借をしまし

ょうという部分を受けまして、相互貸借規定というのを作りました。 
 当初は「相互貸借の料金は借受館側が支払いなさいよ」という、そういう本当に基本的なルー

ルを定めたものだったんですけれども、これも度々改訂しまして、今現在までも使っております。 
 その次にありますのが何かといいますと、県立図書館の方では、昭和 30 年からずっと自動車文

庫というのを使っていました。三重県は南北に長い県ですので、自動車文庫で各々市町村を回っ

て本を配るということをやっていたわけなのですけれども、そこそこ図書館が各地にできてきた

ということで、これを昭和 60 年にやめました。それに代わりまして、協力車という車で巡回する

ようになりました。 初は年に 2 回しか回ってないので、あんまり相互貸借に貢献できなかった

かとは思うのですけれども、そういう形で物流のネットワークを始めたということになっており

ます。 
 平成に入りましてから、平成 4 年のところに「図書館ネットワーク構築の検討開始」という形
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で書いてありますけれども、三重県内で県立図書館が中心になって研究会を作りました。そちら

で何とか、南北に長い、情報格差がある三重県の中で県民全員が等しく図書館の恩恵に浴すよう

な体制を作ろうということで、ネットワークの構想というのを検討開始しました。 
 検討の結果なんですけれども、平成 9 年に、県の方からシステムを開発してもいいよというお

達しがきまして、平成 9 年から開発を開始しまして、平成 11 年に総合目録システムというのを稼

動させました。正確には平成 11 年度じゃなくて平成 10 年度の終わり、平成 11 年 3 月なのです

けれども、この時から総合目録システムが稼動しております。 
 その後もこれで終わりという訳じゃなくて、県内のネットワークをより円滑に進めていこうと

いうことで、引き続き検討をいたしておりました。先程言いましたとおり、 初は、物流ネット

ワークは、協力車というのを使ってたんですけれども、この平成 13 年から、なかなか人もいない

ですし、自分たちで回るのも大変ということで、資料の搬送業務を協力車から、業務委託という

形で業者さんに任せるということを始めました。あと平成 17 年の 4 月から、愛知県と岐阜県さん

の方とも定期便を開始しまして、本年度から、富山県さんの方と定期便を開始しております。 
〔スライド６〕 
 先程ちょっと出てきましたけれども、まずネットワークシステム、コンピュータのシステムの

方のお話を先にさせていただこうかと思います。こちらの画面を見ていただきたいのですが、先

程「平成 4 年に研究会を作りまして」ということで申し上げたんですが、それがこちらの「三重

県図書館ネットワーク問題研究会」という研究会です。これは県立図書館が各図書館さんに呼び

かけて始めた研究会です。 
 呼びかけた先は、県内の各図書館さんです。公共図書館、大学図書館、高専図書館、あと県立

学校ですね、学校図書館と、私立図書館さん。私立は 1 館、三重県に伊勢があるのですけれども、

神宮文庫という文庫がありまして、そちらの方が入ってました。あと学識経験者ということで、

県内の大学の図書館学の先生を呼んだり、県の情報化担当の方に来てもらったりということで、

県内全体のネットワークを考えましょうという研究会を作りました。 
 これが大体１年くらいかけて研究をするのですけれども、その中で部会を作りまして研究を行

いました。部会が 4 つあります。まず 1 つが、書誌情報提供を考える部会というのが一番 初で

す。その次が、逐次刊行物・新聞記事情報提供を考える部会。その次が物流システムを考える部

会。 後の 1 つが、企画と書いてありますが、企画調整部会ということで、各部会を調整すると

いう部会です。この 4 つの部会を設置しまして、1 年間検討をいたしました。 
 終的に、平成 6 年の 3 月なんですけれども、三重県図書館ネットワーク問題研究会の 終報

告ということで報告書を出しました。この報告書に則って、以後ネットワークを作っていきまし

ょうということで、三重県内のネットワークの構築の方法が決まったのがこの時点ということに

なります。 
 その後研究会は 1 年で解散いたしましたんですが、その研究会の仕事を受け継ぎましたのが、1
つが三重県図書館協会にありますネットワーク部会という部会。これは新しく作ったんですけれ

ども、今後開発して運営をしていかなければいけないネットワークの調査であるとか研究である

とか、企画立案をする部会を 1 つ作りました。これは三重県図書館協会なので公共図書館と大学

図書館と私立図書館の 3 つしか入ってないので、学校図書館は入ってないのですけれども、こち

らで今後のネットワークを考えて行きましょうということになりました。 
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〔スライド７〕 
 そのネットワーク部会で、先程の報告書を元に、さらに構想を練りまして、 終的には平成 9
年の 4 月、「三重県図書館総合目録データベースの構築基本計画書」というのができました。県の

方からもゴーサインが出ましたので、平成 9 年にこのネットワークの構築を開始いたしました。 
 多分、今日私がここに呼ばれたのはこのせいだと思うのですけれども、三重県では集中型のネ

ットワークというのを採用しております。これは事情が色々ありまして、当時勿論そのネットワ

ーク部会であるとか、先に出てきました問題研究会であるとかで、検討をしたんですけれども、

当時の色々な事情により集中型になったんですけれども、それがそこに書いてあるようなことで

す。 
 1 つは、当時平成 9 年とか 10 年とかそのあたりの時には、横断検索のシステムが既にあったん

ですけれども、まだ走り始めということで、あまり使っているとこも少なかったということです

ね。それに合わせまして、集中型でありますと、当時の説明では「ILL の機能を持たすことがで

きますよ」という説明があったということです。で、せっかく作るのですし、ILL をつけたいと

いうことで集中型を選んだというのが 1 つ。 
 もう 1 つ、その下に参考ということでデータが載っておりますけれども、当時まだ県内ではあ

まり電算化というのが進んでおりませんでした。公共図書館でも約半数ちょっとぐらい、24 分の

14 館。大学でも半分。高校図書館に至っては、ほとんどないという状態でありましたので、横断

型というのはなかなか難しかったんですね。で、 初から全部の図書館が入れるように、器だけ

は作りましょうということでありましたので、集中型の目録を採用しておりまして、現在まで同

じシステムを使っているということであります。 
 これで開発を進めまして、平成 11 年の 3 月、このネットワークが本稼動するということになり

ました。当初は 31 館でスタートしており、そのうちデータの提供を行っていただいたのが 27 館

でした。後で出てきますけれども、実際に所蔵情報をいただいているのは 20 数館で、何館かは書

誌情報だけを貰ったという形になっております。 
〔スライド８〕 
 集中型の目録ということでありましたので、一番 初に考えなければいけないのが、データの

仕様の統一です。データの標準化を行わないと、同じデータベースの中に入れられないというこ

とで、その仕様の統一を行いました。 
 これのベースになっていますのが、先程出てきました問題研究会というところなんですけれど

も、そちらで「書誌情報の提供を考える部会」というのがありました。そこでその当時電算化を

行っている図書館さんに、まず自分のところのシステムから考えて、どういうデータを出すこと

ができますかというアンケートを 1 つとりました。もう 1 つは、入ってないところも含めて、ど

ういう情報があったら書誌としてうまく使えるか、相互貸借をするときに利便性があるかという

アンケートをとりまして、それの掛け合わせで、三重県独自の仕様を作りました。 
 それが、そこに書いてあります「三重県図書館情報ネットワークシステム受け渡し MARC フォ

ーマット仕様」というものになります。今現在も、若干手を加えてはおりますが、各館さんはこ

の仕様を使いまして、自分のところのシステムからデータを抽出しているということになってお

ります。 
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 このデータなんですけれども、基本的に大きく 2 種類に分かれております。1 つは書名である

とか著者名であるとかという書誌情報。それにプラスしまして、各館のローカル情報、例えば資

料番号であるとか、請求記号であるとか、あと帯出区分、相互貸借の可否というようなことも、

一緒に抽出して送ってもらうという形になっております。 
 各館で抽出したデータは、ホストのコンピュータがあります三重県立図書館の方に送られてき

ます。方法として一番メインになっていますのは、一番 初に書いてあります、ftp、ファイル転

送という形であります。これがほとんどで、大体 32 館ぐらいからこの方法で送ってもらっていま

す。若干、各館さんの環境が違いますので、どうしても ftp で送れないよというところがござい

まして、そういう図書館さんに対しましては、媒体を郵送してもらうという形をとったり、そん

なに大きなファイルでなければメールに添付して送ってもらって、後は当館の職員が手作業でサ

ーバに上げるというような形で行っております。 
 そういう形でやっておりますので、データの提出頻度というか、収集頻度というのが、非常に

様々です。一番早いペースでデータを上げておりますのは県立図書館なんですけれども、これは

今当館の業務システムと総合目録とがリンクしておりますので、大体即日で、一次更新という形

で、毎日毎日データが上がっております。普通は大体 2 週間とか、1 ヶ月、2 ヶ月というケースが

ほとんどです。若干小さな図書館さんで、そもそもあんまり更新するデータがないというところ

は、長いと半年とか、年に一回ぐらいしかデータを送ってこないというところがあります。で、

大体一日に登録できる件数が 4 万件ぐらいということであります。 
 「その他」ということで、下に書いておりますのが 2 種類あります。 
 1 つは、送られてくるデータだけを登録しているわけではございませんでして、特に図書館さ

ん用にということなんですけれども、三重県立図書館で購入しております TRC の全件 MARC を、

二次使用という形で契約をいたしまして、総合目録の方に上げております。だから県内でどこの

図書館さんも所蔵がない資料であっても、書誌情報だけは総合目録の方に上がっているというも

のもあるということです。ただこれは、見ていただけますのは、参加館と呼んでおりますけれど

も、このシステムに参加している図書館さんだけです。一般用にもこの総合目録は公開してるん

ですが、一般用の方には、所蔵がある資料のみデータを公開しています。なので、参加館さん用

の特別機能という形になりますね。 
 もう 1 つが、登録してもらった書誌の取り扱いなんですけれども、基本的には削除は行いませ

ん。出版記録という形で、過去にこういう本が出版されたということが分かるように、たとえ所

蔵がつかなくなった状態でも、基本的には書誌は削除しないということで、総合目録にどんどん

データを積み上げていくという方法を取っております。 
〔スライド９〕 
 そういう形で出来上がってきましたネットワークシステムなんですけれども、現在の参加館が、

そちらの表の方になります。 
 先程出てきましたけれども、クラス C と書いてあるのがそうなんですが、データ提供館が今現

在 43 館です。 初の方に見ました、県下の図書館数を思い出していただいたらよいかとは思うの

ですけれども、とりあえず図書館と名のつく公共図書館からはほぼ全てデータをいただいており

ます。 
 実際には、内訳でいきますと、公共図書館が 42 館、大学図書館が 1 館という形になっておりま
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す。今年度オープンしました図書館が 1 館あり、その図書館のデータももらう予定になっており

ますので、次年度にはこれが 44 館になる予定でございます。 
 その他、県内で、データは提供しないけれどもシステムのサービスは受けるという図書館さん

が 58 館あります。大学・短大と、県立学校とか、あと県の外郭団体の図書室みたいなところがあ

るんですけれども、そういうところが 58 館。あと県外からもネットワーク参加していただいてお

りますので、県外からの参加が 37 館ということになります。 
 資料の方にクラスが云々と書いてありますけれども、クラス分けを説明してると時間がないの

で、よろしければ、当システム MILAI のホームページの「ご利用案内」というところに、各クラ

スの説明が書いてございますので、そちらをごらんいただければと思います。 
〔スライド１０〕 
 その次のスライドにありますのが、過去からの所蔵データ数の推移ということになります。 
 一番 初、2000 年の 3 月から始まってます。このデータは、先程出てきました三重県図書館協

会のネットワーク部会というところに、毎回報告という形で出しているものですので、開設当初

からの数字ではなくて申訳ないのですが、そちらのグラフのようになります。 
 当初は大体書誌の件数で 210 万件、所蔵の件数で 280 万件であったものが、昨年の 9 月には、

書誌数が大体 385 万で所蔵数が 493 万ということになっております。県下の図書館さんにしまし

たら、各々利用者さんに、県下の 490 万冊の資料を提供ができるということになっております。 
〔スライド１１〕 
 その次のスライドのグラフが参加館数の推移ということになります。先程の細かいクラス別に

分けていますのでちょっと分かりにくいですけども、データ提供館、クラス C というのが、ほと

んどの公共図書館さんに入っていただいたということで、近年はあんまり数の変化がありません。

サービスを利用するクラスBとか、クラスDという図書館さんは若干まだ増加傾向にございます。 
〔スライド１２〕 
 続きまして、こちらの方で作りましたネットワークシステムの機能のご紹介というのをしてい

きたいと思います。 
 機能は大きく分けて 3 つです。総合目録の機能というのと、相互貸借支援、ILL の機能と、あ

とはおまけのような機能がございます。 
〔スライド１３〕 
 まず 1 つ目が総合目録機能ということになります。今現在、書誌数が 380 万で、所蔵数が 490
万ということになっております。この総合目録はもう 1 つ、郷土資料目録としての機能も併せ持

っております。 
 実際どういうものかをちょっと見ていただこうと思うんですけれども、 ・・・〔会場プロジェ

クタに [http://www.milai.pref.mie.jp/] を表示〕・・・ こちらが MILAI のホームページという

ことになります。こちらの「蔵書検索」というのを開けてもらいますと検索ができるわけなんで

すが、今見ていただいているのは一般用の画面です。皆さん帰られてから、インターネットから

見ていただくことができる画面でございます。 
 例えば、「江戸時代」と入れて検索しますと、 ・・・〔「書名」欄に「江戸時代」と入力し、前

方一致検索〕・・・ 「江戸時代」で始まる資料が 965 件あるということです。これは普通に検索

してますので、一般書もあれば、三重県に関する郷土資料も入ってるという状態です。 
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 この状態で、条件修正ということで、絞込みをかけるわけなんですけれども、検索のページの

中に、「郷土」というチェックボックスがございます。これをチェックしますと、三重県に関する

郷土資料だけを検索してくるということになります。検索してみます。 ・・・〔「郷土」チェッ

クボックスにチェックを入れ、再検索〕・・・ そうしますと、先程 965 件だったものが、34 件

まで絞り込まれました。ですので 34 件分、これは三重県に関わりのある郷土資料ということにな

ります。 
 どういうところでこれを判別しているかと言いますと、例えばこの資料がございます。「江戸時

代の設計者」ということで「異能の武将・藤堂高虎」と書いてありますが、藤堂高虎は、三重県

の津藩の当主だった人なので、三重県にゆかりのある郷土の人物なので郷土資料に含まれるわけ

なんですね。 
 書誌の中には特にそれというようなことは書いてございませんが、例えばうちの図書館の情報

を見ます。 ・・・〔三重県立図書館の資料情報を表示〕・・・ こちらの方に、資料情報という

ことで、当館の所蔵情報が出ております。 
 ここに請求記号に「L」というのがついております。これが引っ掛けてくるためのキーになって

おりまして、所蔵情報のうち、どこかの図書館が請求記号のところに「L」というのをつけており

ましたら、郷土資料と認識して、先程の「郷土」というチェックボックスで拾ってくるというこ

とになります。「L」はローカルのエルです。 
 この「L」をつけるにも一応基準があります。先程の三重県図書館協会の方で 1965 年に作成し

ました「三重県郷土資料分類表」というのがあるんですけれども、こちらの基準に則りまして、

基準に合ったものであればこの「L」をつけて分類をしましょうということで、各館申し合わせを

しております。これに従いまして、図書館さんの方で分類をしておりますので、1 つでもどこか

の図書館が「L」をつけている本は、先程の「郷土」のチェックボックスで拾ってくるということ

になります。 
 なので、総合目録が郷土資料目録も兼ねているという状態になっております。これが、2 つ目

の郷土資料目録ということになります。 
 あともう一つ、これは先程の総合目録とは別にサーバを立てて作っている目録なんですけれど

も、雑誌新聞総合目録というのがございます。 
 逐次刊行物について、やはり各館からデータを集めるのですが、こちらは先程の総合目録とは

違いまして、年 1 回各館にアンケートをとります。「おたくの図書館で今年何か新しい雑誌を新た

に購入しましたか」ということを聞きまして、その書誌情報を、センター館である三重県立図書

館の方に送ってもらうわけですね。で、県立図書館の方で登録をしまして、溜めていくという目

録になっております。 
 ただし、何年から何年まで持ってますというような所蔵情報については、各館から、自分のと

ころの責任で入力をしてもらうというような形になっております。これが現在、県内の公共図書

館全部、43 館から集めておりまして、書誌数が 12 月現在で 1,829 件ございます。以上が、総合

目録でありました。 
〔スライド１４〕 
 2 つ目としまして、相互貸借支援というのがございましたが、これが ILL というシステムです。 
 集中型をそもそも選んだのは、これがあったからだということなのですが、総合目録を作った
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当初から、ILL のシステムというのも実装しております。これが便利なのは何か。1 つは総合目

録からそのまま書誌データを引き継いでいって、その書誌データを使って依頼をするということ

で、間違うことがない。FAX で送っていた時代には、画面に書いてあるのを書き写して送るわけ

なのですけれども、たまにうっかり間違うことがありますが、そのへんの誤依頼がなくなるとい

うのが、一つ良い点です。 
 もう 1 つは、ネット上でやりとりを各館行いますので、情報が即時に伝達されるということで

すね。例えば、返してもらった本を、貸出館の方が受け取った場合には、受け取ってすぐ、「受け

取りました」という返事を画面上ですれば、即時に向こう側の図書館にもそれが伝わるというこ

となので、非常にやりとりがスムーズにできるということです。 
 もう 1 つ、これが非常に便利な機能なんですけれども、「複数館依頼」という機能がありまして、

大 10 館まではこの機能を使って依頼ができます。どういうことかと言いますと、同じ本を県内

で 10 館持っていた場合に、普通は、各館に個別に「貸して下さい」「貸して下さい」といった形

で、A の図書館が駄目だったら B の図書館、B の図書館が駄目だったら C の図書館、というふう

に順番に依頼していくわけなのですけれども、大変手間だということで、「複数館依頼」という機

能では、システム上は一回の依頼です。あとはシステムが順次判断して、駄目と言った図書館は

飛ばして次、飛ばして次、といった形で依頼ができるということで、非常に作業の省力化と、あ

と時間の短縮ができるということになっております。 
〔スライド１５〕 
 この機能を使いまして、今現在どれだけの資料が動いているかというのが、その次の資料にな

ります。稼動当初の 98 年度は 810 となっていますが、これは年度の途中から取り始めておりま

すので、実際は半年分ぐらいと考えてください。この当時、大体県下で相互貸借資料が、全部の

図書館合わせまして、年間 2,000 件ぐらいでした。 
 06 年度は 10 月ぐらいまでの数字なのでちょっと少ないので、05 年度ぐらいを見ていただくと

いいのですが、現在はそれが 25,000 件ぐらい、約 10 倍になったということです。 
〔スライド１６〕 
 同じ表の裏返しがその次になります。今度は借受館側から見た数です。ここでもクラスが書い

てありますけれども、それでいくと、一番沢山やりとりをしてるのは、市立の図書館さんとか、

町立の図書館さん、あと残りがちょこちょことある、という感じになっております。 
〔スライド１７〕 
 後に出てきましたのが、市町支援機能ということになります。これはシステム的に、そんな

にシステマティックにやっているわけではないのですけども、１つはレファレンスということで、

各館のレファレンスを県立図書館で受けましょうということになっております。先程の MILAI
の画面の方に、レファレンスというページが１つありまして、フォームが作ってあります。で、

そのフォームに入れてもらいますと、それがメールの形で県立図書館に来て、それで県立図書館

が応答をするという機能があります。 
 あと、リクエストというのは、先程の ILL の機能を使ってやってるんですけれども、あれと同

じ画面を使いまして、県立図書館へのリクエストを受け付けているということです。これは購入

のリクエストですね。 
 もう１つ、これがややこしいのですけれども、予約取り寄せサービスという、要は、利用者さ
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んからの借受依頼をインターネット上で受け付けましょうというサービスもあります。これは説

明してると長くなりますので、出来れば MILAI の方の「ご利用案内」を見ていただくと大体概要

が分かるかと思います。そういうサービスを、県立図書館に限らず、やりたいというところはど

こでもすぐに入っていただけるようになっております。 
 あと、掲示板機能というのがありまして、皆さん情報交換とかレファレンスの助け合いという

のをやっております。 
〔スライド１８〕 
 今申し上げたシステムは、今現在の姿なんですが、平成 16 年度の終わり、三重県立図書館でも

システム更新を行いまして、その時に一緒に総合目録の方もシステム更新を行いました。その時

に前のシステムの悪いところを直しましょうということで、色々手を入れました。 
 1 つが、前のシステムは、今言いましたような、ほぼ全部の作業を 1 つのサーバでやっており

ました。ですので、 終的にこれを替える直前ぐらいまでは、老朽化もあったのですが、もうほ

うほうの体という感じで、かなり検索速度も落ちたりしていました。それがありましたのでサー

バを複数立てて、データベースとアプリケーションを分けるとかいう形で、検索レスポンスであ

るとかシステムの安定性というものの向上を図りました。 
 もう 1 つが、これは総合目録の方の機能になりますが、自動同定機能というのがあります。前

のシステムでは MARC の種別と MARC ナンバーの同定だけを行っていたのですが、そうします

と県下に色んな MARC を使っている図書館さんがございますので、かなり書誌割れというのがあ

ったんですね。それを職員が手作業で見つけては直すということをやっていたのですけれども、

とてもじゃないけど、あれだけ書誌の数があると追いつかないということで、今回さらに ISBN
での同定というのと、あと書名以下の同定機能というのを入れております。 
 その下が「複数館依頼」という、先程説明しました相互貸借の機能なんですけれども、前のシ

ステムでは、例えば 10 館だったら 10 館回るルートというのが決まっていたんです。大体北の図

書館から順番に回るという機能だったのですけれど、そうしますとどうしても、 初に行った図

書館がたくさん依頼が来ちゃうということになるんですね。で、すごく偏りがあったので、今回

の機能ではそうじゃなくて、貸出数が少ない館から順番に回る機能にいたしました。 
 それで多少は改善されております。先程も出てきました貸出数の方のグラフを見てもらうと分

かるのですけれども、04 年と 05 年の間を見ていただきますと、ピンク色が市立図書館で、黄色

が町立図書館なんですね。この間で大体市町村合併がありましたので、本来であれば町立図書館

が減って、市立図書館が増えるはずなんです。町がいっぱい集まって市になったりしていますの

で。けれども、実際は数を見てもらいますと、そんなに市立図書館は変わっておりませんが、町

立図書館がずいぶん増えています。少ない方からという機能が、若干ではありますがうまく働い

ているかなということが、見ることができます。 
 あともう 1 つが、総合目録の 後に説明をしました、雑誌・新聞の総合目録の方の機能です。

目録はずいぶん昔から、平成の 7 年か 8 年くらいから、県下からそれこそアンケートをしまして、

冊子体で作っていたわけなのですけれども、それが大体 3 年にいっぺんぐらい。1 年にいっぺん

は、とてもじゃないですけど作業量が多くてできなかったので。3 年にいっぺんぐらい更新をし

て、冊子体の目録を作っていたのですけれども、 終的にはエクセルの表にして、ちょっと検索

ができるようにしたりしたんですけれども。 
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 要は、更新頻度が、非常に間が空いてしまう、遅いということがありましたので、今回は先ほ

ど説明しましたように、データベースという形で作ることになりました。要は検索ができるとい

うことになったということと、あとは更新頻度が大きくなった。特に所蔵情報のところが、市町

村さんがお好きな時に所蔵情報の書き換えというのができることになったので、例えばもうこの

雑誌は買わないよとなったら、その時点で書き換えをしてもらえばすぐ反映されるということに

なりました。 
 以上が、だいぶ長くなりましたが、総合目録のシステムの方の、機能の方の話になります。 
〔スライド１９〕 
 次に行ってもらいますと、ネットワークの両輪のうちのもう 1 つの方、物流のネットワークの

話が書いてございます。 
 物流のネットワークは、県下と、県内と県外という 2 種類あるわけなんですが、まず県内のネ

ットワークの方が、このような形ですね。三重県立図書館がセンター館となりまして、ここが各

館からいったん資料を全部集めて、ここで区分けをしまして、また各館さんに送るという形でネ

ットワークを構築しております。 
 これでずっと来ていたわけなのですけども、昨年度からもう 1 つ、県外の方のネットワークと

いうのを作りまして、これが今現在 3 県ございます。富山県さんと、岐阜県さんと愛知県さんで

すが、それぞれの県立図書館さんの方に、週 1 回から 2 回のペースで、集めた荷物を全部送って

また返ってくるという機能がございます。 
〔スライド２０〕 
 まず、県内の方のネットワークなんですが、2 種類あります。1 つは公共図書館と大学図書館系

のネットワークです。大体定期便がありまして、週に 2 回から 1 回、便が行き来しております。

こちらには県立図書館からの相互貸借資料と、あと市町村間の中継資料を両方運んでおります。

大学の図書館 1 館だけ、三重大学さんがあるんですけれども、こちらの方だけは搬送費用をお互

い折半するという形になってますが、それ以外のところは全部県立図書館で持ってます。 
 もう 1 つがその他ということで、荷物があるときのみ送るという形です。小さい図書館さんな

んかそうですけども、県立図書館からの相互貸借資料のみを送っているというパターンですね。 
 もう 1 つが県立学校さんの方に送っているパターンです。これは毎週水曜日、県内に 70 数校県

立学校がありますけれども、このうちの 10 校を選びまして、県立図書館からの貸出・返却資料を

搬送しているということです。10 校しかないので、あとの学校はどうするかというと、その拠点

校に送ったものを、何らかの形でとりに行くという形で、荷物を受け取るという形になります。 
〔スライド２１〕 
 先程出てきました、県立図書館に配送の拠点を持っているということなんですけれども、県立

図書館の地下に場所があります。なんで地下かといいますと、こっち側の方にトラックが入れる

搬入庫があるので地下にあるのですけれども、この場所で仕分け作業を行っております。で、こ

ういう形のサイズ、これは 1 箱いくらという形で、業者と契約を結びまして、委託を行っており

ます。 
 あと、この仕分け作業ですね。これもかつては県立図書館の方でやってたんですけれども、な

かなか大変になってきましたので、これについても近年は委託を行って、業者さんにやってもら

っています。 
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〔スライド２２〕 
 実績数がこちらの表のような形です。近年、週何回というのがもう決まってしまったのであん

まり動かなくなったのですけれども、年間大体 8,000 弱ぐらいの荷物がこの機能で動いておりま

す。 
〔スライド２３〕 
 あともう１つ、後の方にありました、県外の方のネットワークがこちらですね。平成 17 年から、

愛知県と岐阜県さんの方と、週 2 便、便が動いております。特に愛知県さんの方との便はすごく

盛んに使われておりまして、三重県内の図書館が借りるパターンが多いのですけれども、多いと

きには、週 2 便もあるのに 2 箱ぐらい送ったりすることがあるのですが、活発に動いております。

これに加えまして本年度から、後にお話しされます富山県さんの方とも週 1 便動かしております。

それぞれが動かす上でということで、協定を結んで運行をしておるわけです。料金の方は、折半

という形で、発送側が持つということになっております。 
 以上が一応、今現在動いておりますネットワークの形ということになります。 
〔スライド２４〕 
 今後の課題ということで、 後にお話しをさせていただきたいと思います。三重県の方ではこ

ういう形で、集中型の目録を作りまして、システムを運用してきました。物流のネットワークも

総合目録も出来上がったということで、とりあえずは完成したのですが、まだ若干の課題は残っ

ています。 
 １つは、今言いましたシステムについてなんですけども、次のシステム更新というのが大体平

成 22 年ぐらいになります。若干延びるかも分かりませんが、このくらいを目処に、次のシステム

はどうする、という話し合いを次年度からやることになっております。 
 大きな課題は、現状維持、つまり集中型でこのままいくのか、横断型にするのかということで

す。かつては条件的に集中型の方が三重県の事情に合っていましたので、集中型を採用したわけ

なのですが、センター館の負担が大変大きいということで、変えてはどうかという意見も今上が

っております。それぞれにメリット・デメリットがございますので、今から検討を始めて、次期

システムでどうするかということを決めていかなければなりません。 
 もう１つ、物流のネットワークの方です。市町村合併がありまして後、県立図書館としては、

費用を負担していることもありまして、配送先が減るんじゃないかというふうに思ってたんです

けれども、実際はなかなか市町村さんの方の中でのネットワークの構築が遅れてまして、あんま

り減ってないですね。三重県立図書館は非常に資料費も少ない中、頑張ってやっているんですが、

費用的にもなかなかままならない状態なので、市町村さんに協力を依頼しているという状態です。

もうちょっと整理ができたら、その分、別のところに力が回せるかなと思っております。 
 こういうような形で、まだまだ課題があるネットワークなんですけれども、三重県図書館協会

のネットワーク部会の方で、今後もより良いネットワークを探るということで、検討を重ねて、

ネットワークをさらに良いものにしていきたいと思っております。 
 ちょっと長くなりましたが、どうもご清聴ありがとうございました。 
 
 
           （注）：スライドの番号等、〔〕内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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･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
質疑 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
国立国会図書館（原田）： 

 どうもありがとうございました。何か渡邉様にご質問等ございましたら、少しお時間を取りた

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 
 
埼玉県立浦和図書館： 

 3 点ほどお伺いしたいことがあります。すべて物流に関することなのですけれども。 
 まず 1 点目なんですが、三重県立図書館さんの方が、岐阜県さんや、富山県さん、愛知県さん

と相互貸借の物流を行っているということなのですけれども、こちらの運ばれてる資料の中身は、

県図書館のものだけなのか、あるいは三重県内の公共図書館の資料も県外の方へ貸し出されてい

るのかということが 1 点目です。 
 
三重県立図書館（渡邉）： 

 混ざってます。市町村の荷物もすべて運んでおります。 
 
埼玉県立浦和図書館： 

 こちらの他県さんの市町村の方も、同じく、三重県の市町村まで運ばれているということでし

ょうか。 
 
三重県立図書館（渡邉）： 

 条件としては同じです。双方、それぞれ県内のネットワークがございますので、それを介して、

県内の市町村同士もやりとりをするという形です。 
 
 
埼玉県立浦和図書館： 

 次に 2 点目なんですが、費用負担のことです。発送側が負担するというお話だったんですけれ

ども、これは定額で週 2 回で年間契約とかしてるのではなくて、その都度発生した個数等で決ま

ってるんでしょうか。 
 
三重県立図書館（渡邉）： 

 他府県さんの事情がどうかは分からないのですけれども、当館の方は、契約まではしてないん

ですが、大体１箱いくらという形で業者さんを決めて、そこにお任せをしているという感じです

ね。 
 
埼玉県立浦和図書館： 

 ありがとうございます。 後の質問なんですが、高校図書館まで、拠点校 10 校に貸出を行って

るということだったんですけれども、そこから先の物流がどうにかしてという話だったのですが、
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実態としてはどのように行ってるのでしょうか。 
 
三重県立図書館（渡邉）： 

 そこから先がないんです。 
 私も今は県立図書館にいるんですけれども、2 年前までは県立学校におりました。ないんです、

本当に。なので、本当に各学校の学校司書の努力という形です。一番多いパターンは、先生同士

がご家族の方が見えるので、その人に預けて、「先生ちょっと旦那さんに渡して」とか「奥さんに

渡して」とかいう形でやるとか、予算が確保できそうな学校であれば、公用車を使って取りに行

くとか、そういう形ですね。 
 そこは本当に、まだこれから検討しなければいけないところなんですけれども、現在はそうい

う形で、本当に各々司書の努力でやっているという形です。 
 
埼玉県立浦和図書館： 

 どうもありがとうございました。 
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･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
参加館からの報告２ 
  「富山県立図書館の相互貸借の現状と課題」 

富山県立図書館 調査課長 林 俊一 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 富山県立図書館の林です。よろしくお願いいたします。 
 先ほど、三重県さんの方からスマートにパワーポイントを使われて、カラフルで綺麗な形でご

覧いただいたんですが、私の方はもうかなりのロートルでもありますので、ワードとエクセルな

どを使って結構苦労しながら原始的なペーパーのレジメを作成しました。 
それで申し訳ないのですが、お手元の資料を見ながら説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。 
 まず、1 ページ目は全体の目次で各項目の後ろのマルに A、B・・・という記号は次ページ以降

の該当資料のページを示しています。Ⅰが県内の図書館等の現状、Ⅱが県内の相互貸借、Ⅲが県

外との相互貸借、という構成です。 
 まず、１枚めくりまして、マル A、富山県の現状ですけども、人口が 111 万ぐらいです。対し

て全国が 1 億 2,600 万。県の面積が 4,247 平方キロ、全国が 377,915 平方キロなので、全体的に

見ると、人口は 1%弱、面積は 1%強という規模としては比較的小さな県です。 
 1 の（2）は県内市町村の自治体数ですけども、合併により減少しました。今まで 9 市 18 町 8
村計 35 自治体あったのですが、合併後は 10 市 4 町 1 村の 15 自治体となってこれは多分全国一

自治体の数が少ないという県になったはずです。15 自治体の上に成り立つ県というのは一体何を

やるのか。もうそろそろ合併などにより北陸州か何かにしたほうがいいのではないか、というよ

うな新聞論調もあったような気がします。 
 図書館数は、公立図書館が県立１館も含めて 59 館、私立の、これは文庫ですが、1 館、大学等

が 10 館です。 
 この 59 館ですが、全国の公立図書館の平成 18 年度の館数 3,083 館と較べると約 2%となって

先ほどの県自体の比較規模 1％からみると、全国平均の大体 2 倍程度になり人口当たりの館数と

してはトップクラスだと思います。ただ、小規模な館が多いということはいえます。 
 （4）として、電算化の概況ですけども、表を見ますと、公立図書館で電算化済館は 58 館で、

1 館だけまだで、これは今回合併した元村立図書館で現在は富山市の分館になりますが 2 月中に

は電算稼動しますから、これで 100%になります。 
 OPAC 公開館は 57 館で 2 館はまだですが、富山市分館の 1 館は 2 月中に公開予定で、もうひ

とつは砺波市の元庄川町立図書館ですが、これは来年度中に OPAC を公開予定で、それで OPAC
が 100%になります。 
 県内横断検索ですが、当県の横断検索は、いわゆる書誌同定を行わない方式、いわゆる図書館

別表示形式です。ブレインテックの Jcross のように、まず何か検索しますと、館別にヒット書誌

が並んで出てくる方式です。その横断検索の加入館が、さっき言った OPAC の公開館と同じく 57
館で、97%。で、平成 19 年度中には、100%になる予定です。 
 あとはこの横断検索で検索可能な蔵書冊数の割合ですけども、公開館のすべての蔵書がデータ

化されている訳ではないのですが、凡その目途として公開館の蔵書冊数の合計を、全体の蔵書冊



21/36 

数で割って見ると 99%となり、来年度中には 100%になるはずです。 
 次に、県立図書館の概要、歴史ですけども、次のページのマル B をご覧ください。 
 左上に昭和 6 年 11 月、富山県図書館協会設立というのがあります。この協会が設立されてまず

何をしたかというと、県立図書館の設置推進と一町村一図書館運動ということを行ないました。

つまりこの時点は、まだ県立図書館はありませんでした。で、富山市や高岡市立といった明治大

正からずっと活動していた市町村図書館が集まって県の協会を作って、 初に行なったのが、「県

立図書館を作れ」という運動だったのです。おかげでもって、その後、昭和 15 年に県立図書館が

開館しました。だから後発ですね。普通だと、大体、県立が 初にあってその後市町村図書館が

できる、という順番だと思うのですが、当県の場合は逆で、市町村が 初にあって、それから県

ができた。だから今でも市町村の方が結構、戦前の古い新聞や古文書などを結構保存していて、

それを県立がマイクロに撮らせてもらって、公開・閲覧している、ということも結構しておりま

す。 
 次に、真中の欄に総合目録のことについて書いたんですが、昭和 44 年、県立図書館の移転にあ

わせてカード式目録の編成に着手して昭和 47 年に終了しました。当時の枚数は約 39 万枚で、

大になったときは約 76 万枚ありました。 
 以前から「総合目録」の必要性についてはいろいろ言われていまして例えば郷土資料とか雑誌

とかの部分的な総合目録はそれなりにありましたけども、一般図書についてカードで維持してい

たのは、当時は富山県だけだったはずです。 
 そのあと、平成 2 年 4 月の館の電算化に合わせて今までのカード式から電算入力に切り替えま

した。今までのカードはそのまま保持して新しいデータから手作業で入力を始めました。いわゆ

る各館のデータを県立のデータベースに集める集中型方式で維持してきました。 
 平成 14 年に、館の電算改訂に合わせまして、集中型から現在の分散型、すなわち横断検索方式

にして現在に至っています。 
 また、表の左端欄の下のほうですが、平成 15 年から 17 年にかけて、県立図書館と県内の大学

図書館等との間で相互協力、相互貸借に関する協定を結んでいます。 
 それから、右端欄の下のほうですが、平成 16 年から 19 年にかけて、これは県外、東海北陸ブ

ロックの県立図書館との間で相互貸借資料搬送のための定期便の運行協定を締結しています。な

お、正式名称はここの記載とは異なりますが、 初に愛知さんと、次に北陸 3 県間で、平成 18
年には三重さんとも結びました。この表の概略はそんなところです。 
 またマル A に戻りまして、2 の（2）運営方針ですが、これは昭和 45 年に県立がかつての県庁

前から現在の呉羽丘陵に移った年に作った運営方針です。他県でも同様なものは作成されている

と思いますが、当館も 3 つくらい並べてあります。「調査研究のための図書館」「図書館のための

図書館」「保存のための図書館」ということです。 
 （3）統計は、全国の比較で図書館の主な数値を並べました。 
 それから（4）の相互貸借関係の作業ですが、調査課で貸借の依頼や受付、貸借の処理などを行

っています。この課はいわゆる奉仕担当課で全員で 9 名、カウンターやレファレンスなどの電話

受け付けなどをローテーションで行っています。合わせて県内貸借に 2 名、県外との貸借に 1 名

が主務として携わっています。連絡車、他県では協力車などとも呼ばれていますが、その運行は

普及課が担当しています。ここは県協会などの団体事務のほか県内図書館向けに読書会テキスト
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の貸出などもしております。 
 次にマル C－1 に移りますが、ここでは県内の相互貸借作業の流れについて書きました。県立

図書館で所蔵している分と所蔵していない分の 2 種類のケースについて大別してあります。 
 所蔵している分、これは一般的には「協力貸出」などとも呼ばれておりまして、ほぼどこの県

でも大体同じような流れかとも思うのですが、市町村図書館がインターネットで検索して、その

ヒット表示画面から申込み指示を行なうと、そのデータ、どの館がどんな資料が申し込んだか、

というデータが県立の方に送られてきてプリンタから出力される。そのリストに基づいて資料を

集荷し貸出処理して、箱につめて送り出す、ということです。 
 所蔵していない分は（2）の方です。この場合は、市町村図書館が横断検索システムで検索して

みて県立には所蔵がなくて、他の市町村図書館にある、あるいはどこにもない、という場合です。

他の市町村に所蔵がある場合は、借受け希望館はその所蔵している図書館に直接申し込むのでは

なく、借用依頼を一旦すべて全部県立の方に集中してもらっています。借用希望資料をリスト化

して県立のほうへ FAX で送ってもらう。 
 FAX には、必要な資料はどの図書館に所蔵しているのか、あるいは所蔵館が書いてないことも

ありますけども、それをもう一回県立側で横断システムから検索して所蔵館、所蔵状況を調査し

て、どこにもなければリクエストとして購入検討に回す。あるいは、所蔵館から県立が借用して

希望館に回すという判断を行ないます。所蔵館が複数ある場合には、その所在状況、貸出中か在

庫中なのか、あるいは連絡車の巡回日程などを勘案して、県立図書館から所蔵館に借用依頼をし

ます。依頼館に借用希望リストをやはり FAX で送ります。 
 所蔵館から依頼資料が県立に届いたら、その書名や所蔵館名、貸出先館名などを Access という

データベースソフトプログラムにより作成した貸借資料の物流管理のためのシステム（これはパ

ソコン単体で運用している）に入力し、プリンタで貸借単票を打ち出して資料に挟んで図書館交

換箱に入れ、連絡車に搭載し先に依頼のあった図書館に送付する、という作業を行っています。

マル C－2 として貸借単票の例をあげておきました。『遥かなり真珠湾』という書名の本を大沢野

図書館（元町立で現在は富山市立の地区館です）から県立が借用して、入善町立図書館へ貸出し

た、というものです。連絡欄には「他館より借用しました」と入ります。 
 レジメには、特色と評価と書きましたが、市町村図書館の希望資料は県立図書館の所蔵有無に

関わらず、一旦すべて県立まで FAX 等で借用依頼を行う、県立では未所蔵分については、購入す

るか、借用するか、借用するとすればどの館から借り受けるか、といったことを判断決定して、

県立図書館から所蔵館に依頼する。つまり県内における市町村間の貸借については、希望館と所

蔵館とが相対で直接依頼や借用を行なうのではなく、間に県立を挟んで行なっています。 
 なぜこのような方法になっているか、についてはカード式総合目録時代以来の伝統であろうと

思っています。カード式の場合は、必要な資料は、県内のどこの館に所蔵しているのか、はカー

ドのある県立図書館以外では分からない、それで、必要な資料はすべて県立宛て依頼するという

ことになって、それが横断検索方式となってどこからでも所蔵館が検索できるようになった後も、

そのままこの方法は継続されているということです。 
 この方式のメリット、デメリットですが、メリットとしては市町村側の手間が省けるといえま

す。個々の資料についてその各所蔵館毎に依頼折衝する必要はなく、すべて県立宛て申し込めば

よい。また、大規模館への依頼集中を避けて借用館の分散化が図れるということもいえます。相
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対方式だとどうしても資料の多い大規模館に依頼が集中します。大規模館自体の必要資料は、大

体自分の館や自治体内で間に合って、他の小規模館に依頼するということは少ない、すると当然、

貸借が不均衡となって、大規模館にしてみれば貸借というよりももっぱら貸出のための手間が増

えてきて余り面白くない。なんで他の自治体の住民のためにうちが苦労しなければならないのか、

ということになります。ただ、県立からの借用依頼に対しては、余り苦情は言われないようです。

多分、その大規模館自体としても普通、県立からかなりの量を借りているからという意識もある

のでしょうか。県立に貸出した後、それを県立がどうするのか、自館利用者に貸し出すのか、他

の図書館に回すのか、はその大規模館にとっては斟酌しないところのようです。先ほど三重の方

も、該当資料の所蔵が複数館に亘る場合は、貸出実績の少ない館から依頼をかけるシステムにし

た、といわれましたが、当館でも、同様に複数館所蔵の場合は、なるべく大規模館を避けて、他

の館に依頼するといったようなことを担当者の判断により手作業で行なっています。 
 デメリットとしては、市町村側の負担が少ない分やはり県立側の負担が大きいことといえます。

市町村同士の相対で依頼借用等をさせておいて、運搬のみ県立が行なうという方法に較べて、県

立が所蔵館を探して依頼し、受取ってから物流システムで管理し貸出、返却の後 初の依頼館に

送り返すことになるので、作業手間としてはかなり掛かっています。 
先ほど、県内の相互貸借担当として 2 名と申し上げましたが、1 人は県立所蔵分も含めた貸借資

料の物流管理を主に行い、もう 1 人は未所蔵分の検索と依頼にほぼ掛かりきりになっています。 
 県内の相互貸借の実績統計ですが、マル D は貸出、借受け別の全体冊数の昭和 61 年度からの

年度別推移を示したものです。貸出、借受とも多少の増減を含みながら全体として増加してきて

おります。増加のタイミングとしては県内学遊ネット稼動による市町村端末からの貸出申込受付

けの開始や同システムのインターネット化、連絡車の運転手が県職員から委託に切り替わったの

に合わせての各館毎週巡回の開始、県内横断検索システム稼動などが考えられます。なお、この

貸出冊数の中には、県立図書館所蔵資料分だけではなく、県内他館から借受けて貸出した分も含

まれており、借受けについても県立図書館利用者向けの分だけではなく、県内図書館に貸出すた

めに借受けた分も含まれています。 
 共に伸びてきておりこのための作業量も合わせて増加してきております。 
 次の統計としてマル E をご覧ください。細かい数字が並んでおります。 
 表の上段横 1 行目に図書館名が並んでいますが、これが貸出した図書館名です。左端欄縦１列

目の館名は借受け館です。例えば、上段の中ほど 10 に高岡中田とありますが、これは高岡市立中

田図書館のことで、その下の数字 1 つ目の“4”は左端に行って県立図書館となっていますが、

この 4 冊を中田図書館から県立図書館利用者のために借受けた、次の行の数字“10”はやはり県

立図書館が中田図書館から 10 冊借受けて左端にある富山市立図書館本館に貸出した、という意味

です。それで、上段の左端に１．県立 ありますが、その下の数字の列は県立図書館の所蔵資料

を何冊各図書館に貸出したか、という冊数で、隣りの「うち購入」は県立図書館で購入して貸出

した分です。この数字はいわゆる一般には「協力貸出」といわれているもので、この列の 下段

の数字 8,643 冊がその総計です。 
 次に、上段右端手前の 98. 県立図書館以外の計 の欄の 下段の数字 4,725 冊は県立図書館

が借受けた総冊数で、このうち 上段の 567 冊は県立図書館自身の利用者のために借受けた冊数

で、4,725－567＝4,158 冊が他の図書館に回すために借受けた冊数となります。 
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 さて、「今後の課題」ですが、レジメの前に戻りましてマル C－１の下のほうにあります。 
 (１) 県立図書館未所蔵資料の他館借用申込依頼、貸借管理業務のシステム化 とありますが、

現在この未所蔵分の依頼受付け、借用依頼、借受け、貸出、物流管理等はほぼ手作業とパソコン

処理によって行なっていますが、冊数も増えてきており何とかシステム化してもう少し効率化を

図れないか、ということを考えております。  
 先ほど三重県さんの総合目録はデータ集中型ということで、これらの機能のシステム化も実現

されているようですが、当館はいわゆるブレインテック方式の書誌同定を行わない館毎表示の横

断検索型です。現在、館内電算システムの 5 年のリース期限が今年の 9 月に切れるので、次期シ

ステムの検討を始めておりますが、この中で、現在の横断システムを改良したり新たな機能を附

加したりして、上記の機能を実現できないかということで、メーカーに聞いたり、あるいは他の

県立図書館のシステムを見学させていただいたりしております。この会場にお見えの館の中にも

当館職員が見学でおじゃまさせていただいた図書館もございますが、この場を借りてお礼申し上

げます。また、この場には電算メーカーの方もお見えですが、何か良い方法などありましたら、

宜しくご教授いただきたいと思っております。 
 それから（2）の県立大学、サンフォルテ図書館等との貸借図書館範囲の拡大 とあります。サ

ンフォルテは県民共生センター、以前は女性センターなどとも言っておりましたが、その中にあ

る専門図書館です。 
 現在は、両館は県立図書館との間で貸借協定を結んでいてその範囲内での貸借を実施中なので

すが、これを県内市町村図書館とも貸借できるよう範囲を拡大した協定に改訂する、ということ

で話を進めております。 
 レジメには書かなかったのですが、連絡車、協力車のことについて多少付け加えます。 
現在、各館を毎週 1 回の頻度で巡回しております。以前は、県の職員が運転手として勤務してい

て、庁有車を運転しておりました。その時は、1 人の運転手さんで廻れる館数には限りがありま

して、毎週巡回する館と隔週巡回の館とがありまして、県内の相互協力の担当者を集めた会議等

を開くと、大体隔週巡回館からは、毎週きてくれないか、という要望が毎回出たりしておりまし

た。その後、県の合理化の一環としてこの県職員運転手と庁有車が引き上げられて、委託の雇上

げで回れ、ということになりました。その際に、全館毎週巡回できるような予算を要求したとこ

ろ認められまして、それ以来毎週巡回を続けてきていました。ところが、県財政が悪化したとい

うことで、予算シーリングが毎年来るようになり、この雇上げ予算も徐々に減らされてきまして、

廻る館数も減らさなければならなくなりました。 
 それで、今市町村合併が進んでおりまして、例えば富山市さんは、周辺の 4 町 2 村と合併し、

射水市では今までの 1 市 3 町 2 村が合併して新たに新市として誕生しました。この合併自治体で

は、自治体内の各図書館間の連絡や資料搬送のために、図書館としての巡回手段を確保されたと

ころもありまして、そのような自治体には今まで県立では各図書館毎に連絡車が立ち寄っていた

のを止めて、どこか 1 館だけに絞って立ち寄るということで何とかご理解をいただく、といった

苦しい対応をとったりしております。ただ、合併したけれども巡回手段を持たない自治体には現

状どおり各館へ立ち寄るということで行なっております。 
 次に県外図書館との相互貸借のことについて話します。レジメの目次のⅢからになります。 
 マル I が県外との貸借の実績統計のグラフで上が貸出冊数、下が借受け冊数です。 
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 上の貸出冊数ですが、平成 9 年度から 10 年度にかけて、急増して約 2.7 倍程になっています。

これは平成 10 年度から国会図書館の全国総合目録、当時は IPA の実験プロジェクトでしたが、

に当館のデータ提供を開始しました。それ以来全国から借用依頼の引き合いが増えまして現在も

増加しております。 
 また、借受けの方ですが、これも年度毎の増減はありますが、全体としては増加してきており

ます。 
 このグラフとともにレジメのマル F、県外との貸借の経緯 をご覧ください。 
 平成 6 年以前は、全国的な検索手段がなかった、ということともあって余り県外との貸借実績

はありませんでした。平成 7 年には、全国総合目録のプロジェクトが開始されて当館も検索館と

して加入いたしました。 
 合わせて、同年には先ほど三重の方も言われましたけども、東海北陸ブロックの 6 県７県立館

及び 1 指定都市立（名古屋市鶴舞）さんと、相互貸借の協定を結びました。この協定の第 8 条は、

経費の負担について規定されていて、“資料の送付に関する経費は、貸出については貸出館が、返

却については借受館がそれぞれ負担するものとする”、つまり発送する側が払うということになっ

ています。 
 そうしますと、借受けの場合は利用者から送料を取る、ということもできたのですが、貸出の

場合は、それはできない、つまり図書館が払わなければならない、ということになりました。ま

た、大きさや形が異なる資料について梱包をするのですが、その手間や料金計算が煩わしい。合

わせて発送のタイミングがある。返却のため梱包して目方を量って料金を計算して発送しようと

した時に、相手館から貸出依頼がきたりするともう一度梱包を解いて初めからやり直すことにな

ります。貸借冊数が少なかった時はそれ程でもなかったのですが、ある程度の量になってくると

結構面倒になります。更に、貸借の発生の都度、このようなことを行なっていると送料として年

間いくら掛かるのかがつかめない。文字通り出来高次第ということになります。 
 何かよい方法はないか、と考えていたところ平成 13 年度から愛知県図書館さんの方で同県内市

町村図書館との資料搬送契約の中に岐阜県と三重県立図書館への搬送も含めて契約されるように

なった、と伺いました。それで当館から愛知さんに、うちもその契約に中に混ぜてもらえないか、

と打診したところ快く混ぜてもらえることになって定期搬送の協定を結ぶことができました。そ

の協定内容は（3）に書いたのですが、各館から相手館宛てに毎週火曜日発送水曜到着の定期便を

送る。その送料は発送する側が各々負担する。搬送資料中に、県内市町村図書館が相手県立館か

ら借受けた資料の返送分も含めることができる。搬送する資料のない時は運行しない。というも

のです。 
 問題の搬送経費ですが、愛知さんが当館に送る時の条件、金額と同じでお願いしたいと地元の

日通に交渉したところそのまま通りました。 
 内容は、重量 30kg 以内または 3 辺の合計が 170cm 以内という条件で１個 420 円、20 円とい

うのは恐らく消費税だと思われます。重量 30kg というのはそれなりの重さです。「富山県史」と

いうかなり分厚い 7～8cm の A5 版の本があるのですが、この本が 15～6 冊程まで送れます。こ

れは普通の郵パックなどと比べてもはるかに安いはずです。 
 平成 17 年には、同様な内容の協定を北陸 3 県（石川、福井）と締結しましたが、発送回数を週

1 回（火曜）から週 2 回（火曜、金曜発送）に増やしました。 
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 また、この年には愛知県との協定を改訂しました。改訂個所は、発送回数を週１回から 2 回と

したこと、併送できる市町村図書館分は、今までの相手県立館への返却分のみとしていたのを、

両県の市町村館同士の貸出、返却分についても同封可としました。 
 平成 18 年には、この改訂版と同様な協定を三重県とも結び、平成 19 年 1 月からは石川県とも

試行を始めました。 
 次の資料マル G は県外との貸借に関わる送料経費の負担状況です。どこが、いくら払っている

のか、ということについてまとめてみました。 
 近、図書館の経費削減の影響かとも思うのですが、貸借資料の送料負担に関するアンケート

が時々きます。 
 それで県内の場合、県外の場合と分けて回答してくれ、という形式が多いのですが、当館の場

合は県外といっても各種ケースがあって一概には言えません。結構複雑な種訳になっています。

大枠で言うと、当館からの貸出の場合は、相手館つまり借受け館負担、逆の当館が借受ける場合

は、利用者負担ということになります。ただ、東海北陸ブロックでは、貸借協定と搬送協定によ

って色々なケースに分かれます。ブロック内の県立・指定都市立館からの借用の場合や、搬送協

定を結んでいる県の市町村からの借受けの場合は、利用者負担はありません。また、貸出す側で

相互負担してくれる場合（国会図書館など）では、利用者負担は半額（返送分のみ）となります。 
 このために当館として支払っている経費を（2）で計算してみました。 
 愛知，三重、石川、福井では先ほどの日通ペリカン便による定期搬送となるので、1 個の単価

420 円×週 2 回発送×年間 50 週（正確には 52 週ですが年末年始期間や蔵書点検期間などを除く

と凡そ 50 週となります）×発送先の 4 館＝16 万 8 千円となります。なお、搬送資料がない場合

は送りませんので、普通はこれより低くなります。 
 岐阜県さんとは定期搬送の協定がありませんので、個別にその都度発送ということになります。 
 昨年４月から今年１月までの貸借実績は、貸出発送７件、借用分返送 8 件 計 15 件で、郵パッ

クの平均料金を 590 円として 8,850 円となります。 
 以上が、県外貸借資料搬送に関わる県立図書館側の負担経費となります。 
 これ以外の場合、ブロック外の公立図書館、あるいは定期搬送協定を結んでいない県の市町村

図書館の場合は、貸出の場合は往復とも借受館負担、当館借用の場合は、利用者負担ということ

になります。 
 次の資料 H－１と、裏の H－２は、当県内の市町村図書館がこの定期搬送便を利用する際の手

順と搬送ルートを示しています。県内図書館向けに館長会などでの説明資料として作成したもの

です。市町村にとって定期搬送便利用は往復の場合（愛知，三重、石川）と片道の場合（福井）

がありますが、この便に載せる限り送料は発生しないことになります。ただ、往復とも各県立館

で計 2 回の乗り継ぎ、積み替えをする必要があり、その際に発送待ちの待機が発生しますので、

その分 終到着まで時間がかかります。 
 それで急ぐ場合は直でしていただいてもよいのですが、その際の送料経費は各館で考えてくだ

さい、といってあります。 
 次のマル J の数表は、この定期搬送便の利用実績の統計です。上が当館から発送した分、下が

各館から当館が受け取った分の包みの個数です。冊数ということではありません。 
 例えば、「発送分」の上段「富→愛」の欄の“４月”の個所で見ますと、「県⇒県」の貸出：0、
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返却：4、というのは、富山県立図書館から愛知県図書館に貸出分の包みを 0 個、返却分の包み４

個を送り出した、「市⇒市」の貸出：0、返却：9 は、富山県内の市町村図書館から愛知県内の市

町村館へ貸出分 0 個、返却分 9 個の包みを送った、という意味です。 
 愛知県との搬送個数の数字を見ると、当館及び当県内の市町村図書館が、愛知県にお貸しする

分より、当館並びに当県内図書館がお借りする分が圧倒的に多い、ということも分かります。そ

れで愛知県さんには大変お世話になっているということで、この場をお借りして御礼申し上げた

いと思います。 
 後に添付資料として 2 点つけておきました。 初のマルＫは当館が愛知県図書館と結んでい

る定期搬送便の協定書です。2 本立てになっておりまして、「協定書」本体は相互貸借の推進に向

けて努力しましょう、という抽象的な精神条項を記してあり各館長の署名、押印があります。そ

の裏の「実施要領」の方で定期搬送に関しての実際的具体的な内容や方法を言っております。発

送する曜日、搭載資料の範囲、経費の負担などについて定めています。運用している中で何か不

都合等が生じてきて搬送方法を変更したい場合には、協定書はそのままにしておいて、実施要領

のみの差し替えで済むように、という配慮です。 
 ふたつ目の添付資料マル M は、「県外相互貸借のマナーについて」ということで、これは当館

が年に１回、県内市町村図書館の協力事務担当者を集めて意見交換も含めた打ち合わせ会を行な

っているのですが、その場で説明資料として配布したものです。県外の図書館に頼む場合、また

実際に借受けてから返送する場合の注意事項などについて細かくというか具体的に並べたもので

す。参考までに添付しました。 
 県外との貸借に関する今後の課題についてですが、前のレジメのマル J の下のほう、Ⅲ－6 に

書いてみました。 
 必ずしもきちんと整理したものではないのですが、取り合えず相互貸借という業務をスムーズ

に進めていくための要件としては 3 つぐらい考えられるのではないか、と。1 つ目はやはり総合

目録があること。求める資料がどこの図書館で所蔵しているのか、が簡単に分かるということで

す。2 つ目は貸借に関しての取り決め合意がなされていること、具体的には協定を結ぶというこ

とです。協定には、まず相互貸借自身を行なうということから初めてその内容や方法、冊数、期

間、申込方法や費用が発生する場合の負担方法、また、事故が起こった場合の対応方法などが普

通記されています。3 つ目は、貸借資料の搬送方法について継続安定的な形でシステム化されて

いること、いわゆる物流システムの形成ということがあるのではないか、この 3 点が揃って初め

て相互貸借は、通常業務の一環として日常的に継続していくことができるのではないか。 
 初めのふたつについては、国会図書館の総合目録や全公図〔全国公共図書館協議会〕の貸借指

針〔公共図書館間資料相互貸借指針〕といった形で実現しておりますが、3 つ目の資料の搬送と

いうことに関しては、少なくとも全国レベルにおいては物流システムといったものは存在しない

と思われます。現在は、貸借要請が発生する都度の一件毎処理というのが普通の方法で、そうす

るとその度毎に個別に往復搬送のための送料費用が発生し、それは資料の形態、大きさや搬送の

手段によって異なるので一定しないということになります。合わせて貸借搬送が多く発生すれば

沢山かかり少なければあまりかからない、すなわち年間を通しても一定しない、ということにも

なります。 
 これでは、業務としても見通しを立てづらいし、また、予算としてもその積算根拠も含めて算
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定するのは困難でもあるので要求しにくいということになって、結局のところ借用資料の受益者

は特定できるのだから、その利用者が負担するのが も合理的ということになってきます。 
 それを回避するためには、費用の可変性、つまり、各ケース毎に費用が異なること、また発生

件数により費用が増減することなどを避けて業務処理のやりかたも含めての所要経費の固定化を

図る必要がある、ということをそこにも書きましたが山本宏義さんが図書館雑誌で述べておられ

ます。具体的には、今までに話してきた定期搬送のことではないか、もしそうならこれを全国規

模でも実施できるように日図協〔日本図書館協会〕や全公図あるいは国会図書館さんの方でもご

検討いただけないか、と考えております。 
 ついでですけども、先ほど国会図書館さんのほうで、次期の総合目録システムについて現在検

討中とのお話があったのですが、前にも言ったような気もいたしますが、現在の総合目録は和図

書に限定していますが、是非雑誌についても次のシステムの対象に含めていただきたい、とお願

いしてこの雑駁な話を終りにいたします。有難うございました。 
 
 
                     （注）：〔〕内は記録の取り纏めにあたって補記したものである。 

 
 
 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
質疑 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
国立国会図書館（原田）： 

 林さん、どうもありがとうございました。本当に具体的な例を使ってわかりやすくご説明いた

だきましたが、何かご質問、または協力されている愛知県の方とかもいらっしゃいますね、補足

等ございましたら、もしよろしければしていただけると、と思いますけれども。何か、ご質問、

ご意見、ございますでしょうか。 
 
埼玉県立久喜図書館： 

 どうもありがとうございました。実は 11 年前、平成 8 年の 2 月に富山県立さんにうかがいまし

て、林さんのお話を直にうかがいました。そのときに、やはり相互貸借に的を絞ってお話をうか

がいまして、「富山県というのは先進的だな、いいな。」というふうに有志で行った職員のみんな

と一緒に帰った覚えがあります。 
 それから、十年一昔と言いますが、本当に変わっていっているんだな、というのを、今のお話

を伺って実感いたしました。 
 埼玉の例を申し上げますと、同じような経緯がありまして、シーリングをかけられ、協力車が

委託になり、連絡車も委託になり、というような経過をたどりました。今現在、埼玉は 3 館、県

立図書館がございますが、来年度からは、1 館に協力業務が集中されます。それによって、県内

の市町村にある協力車も、その 1 館だけに集中されます。それによるメリット、デメリットにつ

いては、本当に始まってみないとわからないな、というのが職員の本音だと思っております。 
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 ですので、ぜひ、林さんもお辞めになる前に（笑）、県立熊谷図書館に、来年の今頃いらしてい

ただいて、実態をつぶさに見ていただければと思います。 
 提案にもなりませんけれども、ぜひお越しください。お待ちしております。 
 
富山県立図書館（林）： 

 ありがとうございました。機会があれば、伺わせていただきたいと思います。 
 
国立国会図書館（原田）： 

 どうもありがとうございました。そのほかございますでしょうか。 
 
大阪府立中之島図書館： 

 いろいろお話をありがとうございました。わからない点がございますが、職員数の、専任司書

職員数が 20 名とございまして、それから、相互貸借関係業務に、調査課は全 9 人と、普及課とい

うところ、これも相互貸借関係ですか、5 人ということで、14 名の方が相互貸借関係に従事して

いるように思われますけれども、個人貸出というのもなさってらっしゃるのかどうかというのが

１点です。 
 それから、K－2 のところですけれども、愛知芸術文化センター愛知県図書館と富山県立図書館

との云々、というところの 4 番になりますが、費用負担の部分で、「各送り出し館の負担とする」

というのが、「定期便の経費は各送り出し館の負担とする」ということで、送付する資料がない場

合は発送しないということなんですよね？  
 そうしますと、たくさん資料を持っているほうが何回も送り出しをする、ということになるの

ですか？ そういうふうにとってよろしいですか？ 
 
富山県立図書館（林）： 

 基本的に、週 2 回には固定されております。週 2 回で、送り出すというのは、「送り出す」には

いろいろありまして、例えば、貸出のために送り出す、返却のために送り出す、それから、県立

自身は貸借はないのですが、市町村があったりする場合は、県立の資料がなくても送ります。 
 
大阪府立中之島図書館： 

 と言いますと、例えば、愛知県立のほうが資料をたくさん持っていて、愛知県立のほうは、本

来でしたらあまり借りなくてもいいと仮定いたしますと、それにも関わらず送り出して、送り返

してもらう時に、費用がたくさんかかるのじゃないかと思ったのですが、それはないですか？ 
 
富山県立図書館（林）： 

 愛知県さん自身はどれくらいご負担されているか、私もよくわからないのですが、同じ箱を、

こちらは、一応、箱で、先ほど言った 30kg までとかね、その箱でやりとりしております。 
 うちのほうは、特に箱は作っていないんです。愛知県さんが送ってこられる箱を使って、うち

のほうが本を入れてもう 1 回送ったりしている。回数とか、その箱が、今まで 2 箱 3 箱になるっ
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てことはないですね。 
 それから、愛知県さんは確かに、送るときは、多いから送りますけど、同じ分、返さなきゃな

らないんです。返す分はこちらの負担になります。 
 
大阪府立中之島図書館： 

 例えば、私どもの図書館の場合は、借りるほうが全額負担いたします。貸すばっかりでしたら、

お金は、こちらの図書館は使わないことになりますね？ 
 
富山県立図書館（林）： 

 借りるばかりだと、返さなきゃならないですよね。返す分はこちらが負担しています。 
 
大阪府立中之島図書館： 

 例えば、うちで貸出をする場合でしたら、貸出をたくさんする場合でしたら、相手館のほうだ

けがお金を使って、うちは使わないことになります。行きと帰りを、相手館が負担してくださる。 
 
富山県立図書館（林）： 

 それぞれ、貸出・返却に関わりなく、送り出すほうが負担するんです。ちょっと誤解されてい

るんじゃないかと。多い少ないは関係ありません。たとえ多く借りたとしても、その分、多く借

りた分は、貸し出すほうが負担しますけども、同じ分を、こちらが返さなきゃならない。返す分

をこちらが負担する。 
 
大阪府立中之島図書館： 

 職員の構成のところの、組織のところ、一番 初のページなのですが。 
 
富山県立図書館（林）： 

 当館は、職員は全員で 27 名です。全部で課も 4 つしかありません。総務課、資料課、普及課、

調査課です。 
 このうち、総務課は普通の一般事務の人がいる課ですが、資料課・調査課・普及課が、主に司

書がおります。27 名中、司書は 20 名です。資料課が 6 人で、調査課 9 人で、普及課が 5 人で、

それで 20 名です。調査課では、個人貸出もしますし、レファレンスもしますし、相互貸借もしま

すし、複写もしますし、一通りのことはしております。 
 ここの調査課 9 人、普及課 5 人というのは、課全体の職員の数です。調査課 9 人の中で主務と

して相互貸借を担当しているのが、県内 2 人と、県外１人ということで、他にも雑誌の受け入れ

とか、新聞の記事目録の作成とか、複写の処理とか、レファレンスのまとめとか、というような

ことを 9 人で分担してやっております。 
 県内貸借が 2 人、県外の貸借が 1 人といいましたが、これは相互貸借だけを専門に行なってい

る訳ではなく、当然ローテーションによってカウンターにも出ますし、複写も受け付けますし、

電話も受け付けます。 
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大阪府立中之島図書館： 

 わかりました。ありがとうございました。 
 
国立国会図書館（原田）： 

 どうもありがとうございました。そのほかに、もうそろそろお時間ではありますけれども、ご

質問等ございましたら。よろしいでしょうか？ 
 それでは、本当に、林さん、いろいろと面白いお話をありがとうございました。 
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･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
意見交換 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
国立国会図書館（原田）： 

 それでは 後に、全体に対する意見交換の時間を持ちたいと思います。 
 初にお話しました、当館の総合目録ネットワーク事業について、それから、今お二方からい

ただきましたご報告について、またはそれ以外、全国の協力ネットワーク事業につきまして、何

かご意見やご質問ございましたら、この機会にぜひお願いしたいと思います。 
 特に、去年の総合目録のフォーラムでもご報告させていただいたんですけれども、総合目録シ

ステムの次期の方針につきまして、まだこちらもいろいろ考えているところでございます。です

ので、何かご意見ご質問等ございましたら、この機会に挙げていただきますと、こちらも参考に

なると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 
 あるいは、三重県さん、富山県さんからのご報告に対する、こういうことを聞きそびれてしま

ったというご質問でも結構ですが。 
 
香川県立図書館： 
 資料（1）別添の中で、「2 今後のスケジュール（予定）」というのがあるんですけれども、平

成 20 年に「次期システム稼動開始」とあります。もちろん、今調査をなさってるんですけれども、

このシステムはとりあえず集中型なのか分散型なのか、という大筋のところが、ちょっとわから

なかったので、お願いします。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 話の中では出てきませんでした。失礼しました。 
 昨年度のフォーラムで説明させていただいたのはもちろんですが、ホームページに掲載してい

る「中期的な方向性」の中に実は書いてあります。ちょっとややこしいのですが、集中型を維持

しつつ、各地域で出来上がっている総合目録を横断検索できる、集中型と分散型の併用という形

を、この時点では考えています。 
 もちろんいろんな考え方があって、いきなり分散というのも、ひょっとして技術的に可能では

ないかというような考えもあります。われわれも、もしそう出来るなら、今は集中型の維持のた

めにデータをいただいているその手間もなくなるし、そのようにしたいというのもあります。し

かし、われわれだけでできることではなくて、各地域での目録のあり方もありますし、もっと技

術的な、システムやデータの持ち方のばらつきもあります。また、われわれのほうの事情もあり

ます。 
 ということで現時点では、集中型を維持しつつ、つまりデータをいただくという形での集中型

データベースの維持は続けつつ、できるところから、分散型で構築されている地域のネットワー

クと結んでいくということを考えています。 
 もしかしたらご質問の裏には、「データを提供しなくてよくなるんですか」ということがあるの

かもしれません。その点に関しては、申し訳ありませんが、いっぺんになくなるというようなこ

とはちょっと言えません。 
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香川県立図書館： 
 ありがとうございました。 
 
国立国会図書館（原田）： 
 どうもありがとうございました。 
 今のご質問に関連してでも結構ですし、別のご質問でも結構ですけども、何かございますでし

ょうか。 
 
滋賀県立図書館： 
 今の質問についてということと、 初の三重さんとも絡むんですが、三重さんのほうは、今後

の予定ということで、集中型と分散型、メリットとデメリットと、どちらか検討中であるという

ことですが、そのメリット・デメリットをどのようにとらえていらっしゃるのか、というのを、

もう少し踏み込んで教えていただきたい。 
 ということと、国会さんの方のゆにかねっとは、それを併用していくというふうに考えていら

っしゃるのは、メリット・デメリットを、要するに相殺させていくという意味での併用を考えて

らっしゃるのか。どういうコンセプトで併用ということを考えてらっしゃるのかということを教

えていただきたいと思います。 
 
国立国会図書館（豊田）： 
 集中型の、おそらく 大のメリットというのは、書誌同定をしっかりした上で提供できる、と

いうことです。かなり複雑な仕組みにはなりますが、こちらのシステムで維持している書誌同定

のロジックというものがありまして、十分かどうかはわかりませんけれども、そこそこ成果をあ

げている。そこを活かしたまま、動かすことができるということです。 
 われわれの計画としては、今、県立図書館さん指定都市立さんのデータだけでやっているもの

を、横断検索つまり分散型のときは、各地域のもの、つまり市区町村まで含めて検索出来る、と

いう計画でいます。ですが、その間もあると思うんです。 
 とりあえず、県立図書館さんに今ご負担していただいているものを、分散型で、手間をかけな

くてすむようになる、という考えもあると思います。それが、今のご質問のもうひとつのほうだ

と思います。 
 ただ分散型を入れるだけではなくて、非常に大きな理想ではありますけど、やはり「全国の総

合目録」を、国立図書館という立場からは、高い目標として掲げたいと思います。そうなると、

単に、集中型をちょっと分散型にしやすくしようということだけでは済ませたくないと。 
 やはり、一度に横断検索するというのは技術的にはたぶん無理なので、現実的には各地域ごと

に分散型を引くと。いっぺんに引いたらレスポンスがものすごく悪くなると思うので、そのへん

の技術的な工夫は必要だと思うんですが。目指すものはやはり、各地域で市区町村を含めた総合

目録の、すみずみまで一度に引ける仕組みを作りたい。 
 メリットというよりは、われわれの努めというとおかしいんですが、国立図書館として目指す

べきはそこだと考えます。ですから、あとは技術的な面との兼ね合いで、どこまでできるかとい

うことになります。 
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 それで現在、技術的可能性という調査を、まずはアンケートで調査しているわけですが、検討

の結果、技術的にどんな形ならできるのか、あるいはどういう制約があるのかというのを、見極

めたいと思っています。 
 デメリットとなれば、それはもう一目瞭然でして、非常に重い仕組みになりかねません。これ

からの技術の進歩にもよりますけど、今、こういうふうなものなら出来る、ということだったら、

かなり重いものになります。 
 もうひとつ、デメリットと言えるかどうかはわからないんですけど、昨年度のフォーラムか、

これに先立って行われた協力館会議の場でだったかもしれませんが、ご指摘いただいたのは「じ

ゃあ突き詰めると、各県域というのは総合目録を作らなくてよくなるんですか」ということです。

突き詰めるとそうなっちゃうんです。 
 そういうことでもないんですね。やはり各県で作ったり、もしくは計画してらっしゃる総合目

録と、協力して作っていかなければいけない。末端のところまで引けるような、そこまで手を突

っ込むつもりは、われわれもないですから、そこらへんでの兼ね合いになると思うんです。 
 ですから、どうして併用になるかということのもう 1 つの答えになるんですが、一挙に、そう

いうバーチャルな総合目録にするのは、ちょっと技術的にも厳しいだろうというのがまず 1 つあ

ります。実は、併用型の、われわれにとっての一番のデメリットは、大変な負担、金銭的な負担

が、経済的にもかかるんですけど、まずそういうステップを経ないとできないのかなと考えたわ

けですね。 
 もう 1 つは、集中型のデータベースは、非常に安定します。ある意味、それが全国書誌にもな

りうるわけですね。本来、当館の作成する全国書誌というのは、まさに日本の全国書誌で、漏れ

があってはならないんですけれども、現実には、納本なり何なりで漏れたもので、当館に入らな

いものもある。だけど当館にないもので、県立さんとか各地域でもってらっしゃる資料もありま

す。 
 そういう目録が、集合型のデータベースを作ることで入ってきます。それは分散型でも引ける

んですけれども、そうではなく書誌という実体として入ってくるのは、やはり国立国会図書館と

してはメリットではないかと考える人もいます。システム動かすわれわれとしては軽いほうがい

いんですけれども、確かにそれはそのとおりだと思うんですね。 
 そういうことを総合的に勘案すると、まず、しっかり動いている今の集合型、みなさんのご協

力の下に、データを集められているこういう集合型データベースのメリットを生かしたい。かつ、

それを、基本書誌を土台としつつ、分散型への口を作っていって、技術の進歩との兼ね合いを見

ながら、分散型を取り込んでいって、全国の図書館の所蔵を引けるようにしようと、そう考えて

おります。 
 
国立国会図書館（原田）： 
 新しいシステムについては、今、調査をしているところで『これです』という綺麗な姿を見せ

られなくて申し訳ないんですけども、今、検討しております。徐々に、参加館の方たちにはご報

告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
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 
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 
 国立国会図書館 総務部 支部図書館・協力課長の山口でございます。 
 本日は、ご多用の中、ご出席を賜りまして、誠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みなさま、ならびに、この事業を

お支え下さっている関係機関のみなさまにお集まりいただきまして、今回もまた、有意義な意見

交換ができましたことは、何よりも喜ばしいことで、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が、私は東京本館

のほうで協力業務を担当しております。 
 先ほどの、事業部長の岡村の開会のご挨拶にございましたとおり、図書館協力部というのが、

以前ございまして、図書館協力の仕事全般を、部としてやっておったわけですけれども、平成 14
年にこの関西館ができましたことを契機にしまして、図書館協力の仕事の主たる部分はこちらの

関西館に移りまして、関西館が図書館協力の拠点となったわけでございますが、その一部が東京

のほうに残りまして、「支部図書館・協力課」というわかりにくい名前になっておりますが、私ど

もの課では、行政・司法の、府省庁とか 高裁判所などの図書館などが国立国会図書館の支部図

書館となっておりますので、そういったところとの協力の仕事とか、あるいは、国際協力とか、

それから、公共図書館のみなさまとの、いろいろな会議、あるいは意見交換などをやっておりま

して、私ども東京のほうでも、公共図書館のみなさまには大変お世話になっているところでござ

います。 
 そのようなことがございまして、このフォーラムに、昨年に引き続きまして、私も参加させて

いただきまして、いろいろと貴重なご報告を伺ったりしたわけでございます。 
 改めて、この事業が深く定着し、発展しつつあるということを実感したわけでございますけれ

ども、今回特に感じましたことは、この事業の発展にとりましては、都道府県立図書館あるいは

政令指定都市立レベルの図書館のみなさまの役割の重要性というのを痛感した次第でございまし

て、みなさまが都道府県域内で形成してこられました図書館のネットワークと、有効に連携する

ことによりまして、この事業が発展していくというか、むしろこの事業が発展していくためには、

みなさまが形成されてこられたネットワークと適切に連携するということが必要ではないかとい

うふうに感じた次第でございます。 
 本日はまず、当館から平成 18 年度の事業報告をさせていただきまして、引き続き、三重県立図

書館の渡邉様と、富山県立図書館の林様から、大変参考になる、貴重なご報告をいただきました。

心から御礼申し上げたいと存じます。 
 三重県立の渡邉様のご報告では、特に地域的な特色もございまして、県内の情報格差をなくす

ための図書館の情報ネットワークというものの形成に尽力されてこられたということが非常に印

象に残りました。 
 それから、富山県立の林様のご報告につきましては、特に県立図書館が、資料貸借の県立図書

館への集中方式というものをとっておられるということを通じまして、県内の図書館協力の推進

につきまして、県立図書館が調整的な役割というか、協力が円滑に進むような役割を果たしてお
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られるというようなことを、学ばせていただいたような気がいたします。 特に、大規模な図書

館ですとか、あるいは、非常に頑張って資料の整備に努めておられるようなところにとりまして

は、協力ということも、あるいはデメリットの面が大きいというように感じられるところがある

かもしれませんけれども、この富山県立さんのような方式によって、県内の協力が円滑に進むと

いう、そういう積極的な役割も果たしておられるというようなことも感じた次第でございます。 
 それから、お二人のご報告を共通して伺ったところでは、県立図書館相互の協力も、着実に進

展しているということを教えていただきました。このようなネットワークの発展とうまく連携す

ることによりまして、この総合目録ネットワークの事業も、発展していくことになるのであろう

と、そういうふうに思う次第でございます。 
 本日は、いろいろ実務的な質疑、ご意見なども含めまして、非常に有意義な意見交換をしてい

ただいたと思っております。そういう内容面での成果に加えまして、このフォーラムの人的な面

の意義についても、 後に触れさせていただきたいと思います。 
 申し上げるまでもなく、この総合目録ネットワークと申しますのは、各参加館が有する書誌デ

ータベースのネットワークでございますけれども、この事業を通じまして形作られてまいりまし

た図書館人同士の人的なネットワークもまた、各地の図書館が協力して、その役割をより良く果

たせるようになるための重要な条件だと思います。あるいはまた、日本の図書館人にとっての貴

重な財産でもあるかと思います。 
 このフォーラムも、参加館の皆様が一堂に会しまして、情報あるいは意見を交換しまして、相

互の人的なネットワークを広げる場としての意味が大きいと思っております。私ども国立国会図

書館の職員にとりましても、みなさまとこのフォーラムでお知り合いになりまして、様々な課題

についてお互いにお話できますことは、大変貴重な経験でございますし、ご参加のみなさまにお

かれましても、このフォーラムをそのような、相互に知識と経験を共有する場として、そのため

の貴重な機会として生かしていただければ、私どものこの上ない喜びでございます。 
 後に、本日はご出席のみな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、厚く御礼を申し上げたいと存じます。あわせて、本

事業の発展に向けての、ご支援、ご協力を改めてお願いする次第でございます。そして、何より

も、みなさまの図書館、ご所属の機関の、一層のご発展をお祈り申し上げまして、閉会のご挨拶

とさせていただきます。 
 本日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         以上 


