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第１６回総合目録ネットワーク参加館フォーラム 
記録集 

 
 
     日時 ： 平成２１年３月１９日（木） １３：００～１７：００ 
 

     会場 ： 国立国会図書館 関西館 第１研修室 
 
 
 

１． 13:00 開会あいさつ  
  総務部支部図書館・協力課長  ローラー ミカ

２． 13:05 NDL 報告「平成 20 年度事業報告」  
  関西館 図書館協力課長  本吉 理彦

３． 13:25 NDL 報告「システムリプレース及び総合目録ネットワーク HP の更新」 
   総合目録担当

４． 13:45 質疑応答・意見交換 
 14:00 休憩  

５． 14:15 講演「書誌コントロールの地域性と地域資料サービスの課題」 
  東京大学大学院教育学研究科教授   根本 彰

６． 15:30 講演「デジタル時代における総合目録ネットワークの可能性」 

  関西館長  和中 幹雄

７． 16:45 質疑応答・意見交換 
８． 16:55 閉会あいさつ  

  関西館次長  金箱 秀俊

 17:00 閉会  
 

 
 

（司会）： 関西館 図書館協力課 課長補佐 鈴木 智之 
 
 ※ 施設見学 10:45～11:45 

 ※ 懇談   17:00～17:50 
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１．開会あいさつ 

 
 

総務部 支部図書館・協力課長 

ローラー ミカ 

 
日頃から当館の図書館協力事業その他に

ご協力いただきまして、ありがとうござい

ます。フォーラムの開催にあたりまして、

簡単にご挨拶させていただきます。私は、

総務部支部図書館協力課長のローラーと申

します。支部図書館協力課というのは、こ

ちらの総合目録を担当している図書館協力

課と一緒になって、国立国会図書館の図書

館協力事業を推進している部署でございま

す。 
本日のフォーラムでは、例年行っており

ます事業報告に加え、東京大学根本先生の

ご講演、そして当館の関西館長の和中から

お話をさせていただきます。 
 実は本年度は、総合目録が本格的に稼動

して 10 年目に当たる年です。公共図書館の

みなさまにおかれましては、地域の情報拠

点として、新たな飛躍が求められていると

ころだと思います。そのような状況の中で

地域資料、すなわち地域に固有の資料の重

要性がますます増してきています。当館で

は平成 18 年度に地域資料に関する調査研

究を行いましたが、根本先生には、その調

査においても主査を務めていただきました。

本日は、公共図書館と地域資料、あるいは

総合目録のあり方についてのお話をしてい

ただけると伺っています。 
また、当館では現在、業務システム 適

化に向けて色々な取り組みを推進している

ところです。総合目録ネットワークについ

ても、これにそってより一層みなさまのニ

ーズに合うものになるよう検討し、そして

改善を実現していく。今後数年で、そうし

た動きを進めていきたいと考えております。

このようなことにつき、今後の展望を含め

て、和中の方からお話しできればと考えて

おります。 
図書館協力というのは国立国会図書館に

とりまして、主要な任務であります。その

中でも総合目録というのは、大きな柱であ

ると考えております。今後ともみなさまの

ご支援をよろしくお願いしたいと思います。 
本日は参加館のみなさま、その他ご関係

機関のみなさま、その他、ご関心をお持ち

のみなさま、年度末のお忙しいところにも

関わらず、数多くご参加いただきましてあ

りがとうございました。以上、簡単ですが

挨拶に替えさせていただきます。 
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２．NDL 報告「平成 20 年度事業報告」 

 
 

関西館 図書館協力課長 

本吉 理彦 

 
図書館協力課の本吉です。日頃、総合目

録事業にご協力いただき誠にありがとうご

ざいます。お手元の資料に従って、今年度

の事業報告をさせていただきます。 
 

１．事業報告 
まず、資料 2 ページ（ア）の参加館につ

いて。今年は、新規参加館が 21 館ありまし

た。これで全参加館数は 1,091 館になりま

す。総合目録ネットワークは基本的に公共

図書館が対象になりますので、1,091 館の

公共図書館です。これまでは時期を区切っ

て新規参加館を募集しておりましたけれど

も、今年からは、通年の募集に変更しまし

た。 
次に新規データ提供館についてです。デ

ータは都道府県立、政令指定都市立の図書

館の方からいただいておりますが、今年は

新たに奈良県立図書情報館様、愛媛県立図

書館様、佐賀県立図書館様、3 館の県立図

書館からデータをいただくことができまし

た。ありがとうございます。事業 10 年目を

もって、全ての都道府県立図書館からデー

タをいただくことができました。それなり

にエポックメイキングな年になったと思っ

ております。政令指定都市立の図書館で、

まだデータをご提供いただいていない図書

館についても、ご提供いただけるよう、ご

相談していきたいと思っております。 

続いて資料 2 ページ（イ）データ提供に

関して、データ登録数および処理件数等に

ついてご説明いたします。全総書誌件数の

データ登録件数は 38,091,228 件。 3 月 14
日現在で、これだけのデータがこちらのデ

ータベースの方に蓄積されております。こ

のうち基本書誌は 9,842,192 件、それ以外

の書誌は同定書誌としてこの基本書誌に紐

づきます。基本書誌のうち、国立国会図書

館の書誌が 3,914,414 件です。 
処理件数については、2 月までの 11 ヶ月

で 804 万件のデータ処理をおこなっており

まして、日次では 24,563 件になります。そ

れから全件入替というものがございます。

これは各館のシステム更新の際、これまで

の投入済みのデータも含めて該当する図書

館のデータを全部入れ替えないといけない

というものです。それが 2 館ありまして、

127 万件です。 
今年度は全件入替は激減しました。理由

として考えられるのは、データ提供館にお

けるシステムリプレースが少なかったこと。

あるいは全件入替は運用上負荷がかかるの

で、提供館とご相談しながら進めておりま

すけれども、なるべく全件入替を要しない

形でのリプレースになるようご注意いただ

いたこと等です。 
それから「③その他」として、今年の運

用上のトピックスを記載いたしました。従

来はデータ提供に関する各種問い合わせの

際に、当館担当者が各データ提供館のシス

テムベンダーと直接連絡を取りあうことは

ありませんでした。けれども、今年度から

はデータ提供館の負担軽減とスムーズな情

報提供のために、状況によっては当館担当

者と公共図書館のシステムベンダーさんが
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直接連絡を取り合う方針に変更しています。

データ提供館のみなさまには日頃からお世

話になっておりますけども、今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。 
 検索件数については、資料の 3 ページ

（ウ）に 16 年度からの数字が載っておりま

す。20 年度は、参加館用画面から 29 万件、

一般用画面から 84 万件、合計で 113 万件の

データ検索が行われております。平成 18 年

度は、特定の個人からの大量アクセスがあ

ったために突出して増えておりますけれど

も、それを除いて考えますと、16 年度から

20 年度まで順調に伸びていると考えてよ

いと思います。 
次に（エ）相互貸借支援機能。総合目録

では、相互貸借の支援が事業のひとつの目

的となっております。その点についてはど

うかということで、相互貸借支援機能の使

用のされ方についてグラフでお示ししまし

た。これも多少増減はありますけれども、

平成 20 年度もそれなりに使われている。例

年以上に使われていると理解してよいと思

います。 
それから（オ）研修会の実施状況につい

てご説明いたします。研修会は総合目録の

担当者向けに行っているものです。研修会

には当館主催のもの、それから都道府県立、

政令指定都市立の中央館主催のものの 2 種

類がございます。前者については、関西館、

東京本館 2 箇所で開催いたしまして、計 25
名のご参加をいただいております。後者は

7 県域で開催していただきまして 122 館・

182 名の参加がありました。なお、群馬県

立図書館研修会へは当館の担当者を講師と

して派遣しております。 
続きまして（カ）協力館会議ですが、こ

れは何館かの参加館の方にお願いして、事

業について色々意見を伺うというものです。

20 年度は他に色々と作業やイベントがご

ざいましたので開催しておりません。その

代わりということでもないんですけれど、

（キ）意見交換として挙げたように、こち

らから都道府県立図書館、政令指定都市立

図書館を訪問して、各館の方々と意見交換

をしております。ご対応いただいた方々に

は、この場を借りて御礼申し上げます。来

年度も、積極的に意見交換の機会を設けて

いきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 
 後に（ク）その他という項目で、平成

20 年度の特記事項として 3 点挙げました。 
1 点目は、システムリプレースです。ま

だ作業は継続しておりますけれども、順調

にいけば 3 月 27 日から稼動します。これに

ついては、次の報告で担当の渡辺から詳し

くご説明いたします。 
2 点目が、総合目録共通フォーマットの

改 訂 で す 。 国 立 国 会 図 書 館 の

JAPAN/MARC フォーマットが改訂いたし

ましたので、それに伴い総合目録の共通フ

ォーマットも改訂いたしました。具体的に

はフィールド 590「その他のタイトル標目」

を追加したというものです。 
3 点目に、ゆにかねっとホームページの

一部改訂です。システムリプレースと同時

の 3 月 27 日にリリース予定です。こちらに

ついても、後ほど渡辺から画面紹介を交え

てご報告いたします。 
 
２．次世代総合目録について 

 引き続き今年度の検討課題として、次世

代総合目録についてお話しいたします。資
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料 5 ページに、（ア） 適化計画の策定とい

うものが載っております。外にこういう形

で発表するのは初めてになります。 
現在、国立国会図書館全体として業務、

システムの 適化を進めております。これ

は総合目録が中心というより、当館の基幹

的な業務システム、電子図書館基盤システ

ムと呼んでいるのですけれども、その基盤

システムの後継をどうするかについて大き

な見直しをやっています。その一環として

総合目録についても今後どうするのかとい

う検討を、今年度行っております。 
平成 20 年 3 月に「国立国会図書館業務・

システム 適化計画」がまとまりました。

これに基づいて今年度、図書館協力課が中

心となりまして、総合目録のあり方につい

て検討しております。そして平成 20 年 10
月に、「国立国会図書館総合目録ネットワー

クシステムの目指すべき方向性について」

という文書をまとめました。これは館内的

な文書なので、ホームページ等では公表し

ておりませんけれども、概要については後

ほど紹介があろうかと思います。 
現在、ここで示された方向性に基づいて

要件の詳細化や、システム的な実現形につ

いての検討を進めております。当館には総

合目録と名のつく目録が他にもいくつかあ

りますが、その中で新聞総合目録、児童書

総合目録についても、今後のあるべき姿に

ついて検討を行っていきたいと考えていま

す。全体として、そのような形で次世代総

合目録の今後のあるべき姿を追求していき

たいと思っています。 
ただし申し上げた通り、今年非公式な方

向性としておりますから、実際にそれが実

現するのは今行っている機器更新の次の機

会、4 年くらい後かと思っております。ま

だ、先の話になります。 
将来的には、当館の次期の業務・サービ

スの基幹システム、これを次期基盤システ

ムと言っておりますが、そちらとの統合を

はかりたいと考えております。統合の時期

は、今年度更新した機器が次に更新される

時を目処にしたいと考えております。これ

については次年度以降も検討作業を継続し

てまいります。 
それに合わせて、公共図書館に入ってい

る図書館システムのベンダーにもヒアリン

グを行っております。例えば現行図書館シ

ステムからゆにかねっとへのデータ提供に

ついて、あるいは、今後の図書館システム

の開発予定等についてお話を伺っておりま

す。こういったものを参考に、当館の総合

目録システムの構築に役立てていきたいと

考えています。またベンダーさんの側でも、

総合目録についてご理解をいただいて、図

書館システムの側に必要な反映をしていた

だければありがたいと思って、このような

ことを行っております。 
 
 ３．平成 21 年度の予定 

後に、平成 21 年度の予定についてご報

告いたします。 
まず資料 6 ページ（ア）の中期計画の策

定と協力館会議。今後、3 年～4 年かけて業

務システムの 適化を行っていくというこ

とで、今年度から検討を開始しております。

システム自体はそのように検討を進めると

して、総合目録の事業そのものをどうする

のか。改めて参加館のみなさま、特にデー

タ提供館のみなさまにご相談して、決めて

いく必要があると考えております。 
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平成 21 年度は次世代総合目録の 適化

計画を基にして、事業に関する中期計画の

素案を策定したいと思っております。平成

21 年度前半に外部の有識者、研究者、図書

館員等にご意見を伺って素案を固め、後半

にはこの素案について、協力館会議を開催

して公共図書館、事業参加館のみなさまか

らご意見を賜りたいと思っています。 
そういった過程を経て 22 年度に事業計

画、中期計画として確定し、その中期計画

をベースにして、 終的に 適化計画をま

とめ、システムの内容を確定してリプレー

スを行う。そして平成 23 年度頃に、次世代

総合目録という形でみなさまに新しいサー

ビスを提供できればと考えております。 
これが大体の見通しです。21 年度は中期

計画の策定には至らないのですけれども、

素案の策定と協力館会議の開催を行いたい

と思っております。ご協力よろしくお願い

いたします。 
また、資料 6 ページの(イ)として、来年も

参加館フォーラムを開催いたします。時期

は未定で今後調整いたしますが、是非ご参

加いただければと思います。資料では機器

リプレースの内容について「ご報告」とし

ていますが、これは記載ミスでして、先ほ

ど申し上げた中期計画等のご説明をしたい

と思います。 
例年フォーラムは 2 月中に行っているの

ですけれども、今年は機器更新の都合等、

諸般の事情で 3 月になってしまいました。

年度末のお忙しい中で、みなさまには色々

とご負担やご迷惑をおかけしたかと思いま

す。来年は早めに確定して周知したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 
同様に、（ウ）の研修会も今年度も開催い

たします。こちらの方もホームページやメ

ールマガジンで周知いたしますので、是非

ご参加をお願いしたいと思います。 
それから（エ）として、未参加館への広

報。現在参加館は約 1000 館ですけれども、

日本の公共図書館は大体 3000 と言われて

おります。従って、まだ参加していない図

書館に対しても、積極的に広報を行って参

加を呼びかけていきたいと考えております。

具体的にはパンフレット等を送付したり、

外部での様々な催しの場に出て行って、参

加を呼びかけていきたいと思っています。

皆様方におかれましても、周囲でこの事業

にご関心のある図書館がある場合は、ご紹

介いただければ私共の方からご説明いたし

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
簡単ですけれども、事業報告は以上でご

ざいます。 
配布資料では、その後に別添(1)として「都

道府県立・政令指定都市立図書館書誌レコ

ード数」という表が載っております。ご覧

いただいた通り、都道府県立図書館につい

てはほとんど提供館となりまして、政令指

定都市立図書館でデータ提供を開始してい

ない館がいくつかという状況でございます

ので、こちらの方はご相談しながらデータ

提供をお願いしたいと考えております。 
その次に別添(2)「国立国会図書館総合目

録ネットワークシステム 相互貸借支援情

報統計」がございます。基本的には公共図

書館の相互貸借の支援が、事業の元々の目

的のひとつでありますので、その部分でシ

ステムがどのように使われているのか統計

を出したものでございます。 
後に別添(3)「国立国会図書館総合目録

ネットワークに関する研修会」がございま
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す。研修の実施状況についてご提示したも

のです。 
私の報告は以上でございます。 
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３．NDL 報告「システムリプレース及び 

総合目録ネットワーク HP の更新」 

 

関西館 図書館協力課協力ネットワーク係 

渡辺 和重 

 
では、更に詳細なご報告をさせていただ

きます。 
 
総合目録ネットワークのシステムリプレー

スによって変更されたこと 
まず紹介するのは、今年度のシステムリ

プレースにより、ゆにかねっとがどのよう

に変わったか。2 点目としては、ゆにかね

っとホームページの更新内容について。

後に、細かいいくつかの事項について報告

いたします。 
 
まず、システムリプレースの概要ですが、

基本的に機能は変わりません。検索や日々

の差分更新処理の性能向上を目指して、た

だいま調整をおこなっております。 
具体的にどのような機能や性能がアップ

するかというと、まず、「3 つ以上の含まれ

る名詞による検索」が実用レベルになるこ

と。2 点目として、「図書館／地域による絞

込み」が可能になること。3 点目として、

差分更新処理スキップ1の減少です。 
新システムは、3 月 27 日金曜日からの提

供を目指して、準備を進めております。 
 

                                                  
1 データ提供館から大量のデータが送付され

ると、翌日のうちにではなく、何日か経って

から更新処理が行われる。その現象をスキッ

プと呼んでいる。 

実際に検索画面を見ながら説明していき

ます。 
現在ゆにかねっとの基本検索画面はこの

ようになっています。 

 

 
「含まれる名詞」というのは、画面上部

のタイトル検索の下にある 3 つのテキスト

ボックスです。 

 

 
これまでは、データ件数が増えてきたこ

ともあり、これら 3 つのテキストボックス

全てに入力して検索を行うと、往々にして

タイムアウトが発生し、検索できない状態

になっておりました。 
また、画面下部の検索オプションに、図

書館と地域で絞り込むプルダウンメニュー

があります。ここに何かの条件を指定した

場合、同様にタイムアウトしてしまってい

＜基本検索画面＞ 

＜「含まれる名詞」検索＞ 
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ました。 
 
現在調整中ですが、新システムの検索デ

モをご覧いただきます。 
まず、「含まれる名詞」検索です。今回は

「埼玉」「千葉」「神奈川」という言葉で検

索してみます。すると、このように結果が

表示されます。 

 
ただ今 高のコンディションなのでこん

なに高速に表示されましたが、実際に新シ

ステムになっても、ここまでは速くはなら

ないかもしれません。 
 
次に、地域の絞り込みをかけて検索して

みます。タイトルに「南海ホークス」と入

れて、「地域」を近畿地域と指定して検索し

てみます。この検索は非常に重い検索なの

で少々お待ちください。 

このように「南海ホークスがあった頃」、

「南海ホークス四十年史」、「南海ホークス

と共に」という 3 冊の資料が見つかりまし

た。 
このうち「南海ホークス四十年史」の基

本書誌表示を見てみますと、このように、

近畿地域では大阪府立中之島図書館で所蔵

していることがわかります2。 

 

 
 
総合目録ネットワークホームページの更新

内容 
続いて、ゆにかねっとホームページの更

新内容について紹介いたします。 
まず、各都道府県立図書館、政令指定都

市立図書館の OPAC と県域横断検索の一覧

を掲載3いたしました。 
次に、相互貸借の統計を掲載4いたしまし

た。HTML と CSV の両方の形式で提供す

る予定です。 
3 点目として、相互貸借の規約一覧を掲

                                                  
2 地域・図書館で絞り込んでも、所蔵館情報

には、他の地域の所蔵館も表示されてしまう

ことに注意。 
3 国立国会図書館総合目録ネットワーク：都

道府県立図書館 OPAC 一覧

[http://somoku.ndl.go.jp/liblist.html] 
4 資料コーナー 相互貸借依頼・受付件数 

[http://somoku.ndl.go.jp/info.html#ill] ＜地域絞り込みによる検索結果一覧＞ 

＜「南海ホークス四十年史」基本書誌表示＞ 

＜「含まれる名詞」検索結果一覧＞ 
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＜ゆにかねっとホームページ 上部＞ 

載5いたしました。いくつかの図書館から、

各都道府県立図書館の相互貸借の規約を比

較したいというご意見をいただいており、

それを受けて掲載いたしました。 
4 点目として、ゆにかねっとマニュアル

のホームページでの提供です6。 
その他、若干レイアウトを変更しました。 
新ホームページも、3 月 27 日に公開する

予定です。 
 
では、実際のホームページをご覧いただ

きます。ゆにかねっとホームページは縦に

細長いページなので、上部と下部に分けて

紹介します。 
上部には、「都道府県立・政令指定都市立

図書館の OPAC・都道府県域横断検索一覧」

へのリンクを貼りました。 

 
画面の下部には、「参加館へのお知らせ」

にゆにかねっとマニュアルへのリンクを貼

りました。また、「資料コーナー」に相互貸

借の規約一覧、相互貸借の統計へのリンク

を貼りました。 
                                                  
5 資料コーナー 相互貸借情報一覧 

[http://somoku.ndl.go.jp/info.html#illinfo] 
6 参加館へのお知らせ／『マニュアル 2004』
[http://somoku.ndl.go.jp/news_manual_200
4.html] 

 
 
 
仮ページで、具体的にどのようなものが

見えるかをご覧いただきたいと思います。 
まず、上部に大きく、ゆにかねっととは

何かという説明を記載しました。 
都道府県立・政令指定都市立図書館の

OPAC や横断検索の一覧へのリンクは、そ

の説明の下にあります。その他、ID を使わ

ないで使えるゆにかねっとの一般用検索画

面と NDL－OPAC へのリンクも貼ってい

ます。 
 
OPAC と横断検索の一覧は、 

 
 
このように、ブロックごとに分けて北か

ら順番に掲載しています。 
 
 
 

＜ゆにかねっとホームページ 下部＞ 

＜都道府県立図書館 OPAC 一覧＞ 
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例えば「岩手県内図書館横断検索」をク

リックすると、 

 
このように、岩手県立図書館の横断検索へ

ジャンプすることができます。 
 
ゆにかねっとのマニュアルは、「参加館へ

のお知らせ」の『マニュアル 2004』をクリ

ックすると、各自の PC に保存したり、画

面上で確認することができるようになって

います。 
 
ゆにかねっとマニュアルは、今後も新規

参加館には紙で一式お渡しします。ただし

部分的に改訂した場合は、ホームページに

だけ掲載し、それをプリントアウトして適

宜差し替えていただこうかと考えておりま

す。 

相互貸借情報一覧と相互貸借依頼・受付

件数の統計は、こちらでご覧いただけます。 

 
 
相互貸借情報一覧は、Microsoft Excel 形

式で提供します。地区名、図書館名、貸出

対象館、資料の範囲などの情報を収録して

います。 
相互貸借の統計は、先月分と当年度の累

計、2004 年度以降の年度単位の総件数を掲

載いたします。北から順番に北海道から沖

縄まで、どこの図書館がどれだけ申し込ん

だかご確認いただけるようになっておりま

す。 
相互貸借の分析をしたいというときに便

利なように CSV 形式のファイルも用意い

たしました。 
本日の配布資料にも規約一覧と統計のサ

ンプルをつけております。「これは使える

な」ということであれば、是非ご活用くだ

さい。 
 
その他 
現在、共通フォーマット 3 版の改訂を行

っております。当館の JAPAN/MARC フォ

ーマットの改訂に伴うものです。 
改訂内容としては、外部 MARC 番号の収

録とフィールド 590「その他のタイトル標

目」の追加です。後日、データ提供館には、

＜岩手県立図書館 横断検索画面＞ 

＜参加館へのお知らせ－マニュアル 2004＞ 

＜相互貸借情報一覧／相互貸借依頼・受付件数一覧＞
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変更の詳細を事務連絡でお伝えいたします。 
 
また、データ提供に関する調整方法を変

更いたしました。これまでデータ提供館に

は、ゆにかねっとマニュアルと共通フォー

マットの仕様書をお渡しして、データ提供

をお願いしてきました。今後はよりわかり

やすく、親身に、共にデータ提供を目指そ

うという姿勢で望んでまいりたいと考えて

おります。そのため、データ提供館だけで

なく、当該図書館で利用している図書館シ

ステムのベンダーとも直接連絡を取るよう

にいたしました。 
 
システムリプレース、ゆにかねっとホー

ムページの改訂に関する報告は以上です。

ご清聴ありがとうございました。 
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４．質疑応答・意見交換 

 
 

 
（司会） 
それでは、ここまで報告してきた内容に

つきまして質疑応答を行いたいと思います。 
 
（大阪市立大学 北） 
大阪市立大学の北と申します。ご丁寧な

ご説明ありがとうございました。 
一点だけお尋ねします。内容細目の記述

データは、今回検索対象にならなかったの

でしょうか。 
 
（渡辺） 
内容細目に関しましては、従来から内容

細目の全文検索ということで、検索可能に

なっております。 
 
（北） 
構成書誌単位というのであれば、タイト

ルフィールドで引ける方が便利ではないか

と思いますが。 
 
（渡辺） 
基本的に今回はディスク容量等が逼迫し

ておりましたので、とにかく機器を 新の

性能のものに入れ替えなければいけないと

いうことを第一に決めました。ですので画

面構造等も大きくは変更いたしませんでし

た。先ほど本吉課長からご紹介がありまし

た次世代の総合目録の方では、みなさまが

使い易いような検索メニューを目指してま

いりたいと思います。 
 

（北） 
ありがとうございます。 

 
（司会） 
どうもありがとうございました。他に何

かご質問などありますか。 
 
（東京大学 根本） 
東京大学の根本と申します。後の講演と

も若干関わってくるので質問させていただ

きたいのですが、 初の説明資料の中に、

都道府県別図書館の書誌レコード数という

表がありました。ここで基本書誌数、同定

書誌数、総書誌数という言葉が使われてい

ます。この基本書誌数というのは、全部で

975 万ぐらいあるみたいですが、これはこ

こに入っている基本的な書誌単位であると

理解してよろしいでしょうか。 
 
（本吉） 
ご質問ありがとうございます。そう考え

ていただいて結構です。基本書誌が基本的

な書誌単位で、同定書誌がそれにぶら下が

るものです。 
 
（根本） 
あと、先ほどの講演で紹介されていた資

料で、基本書誌は福岡市総合図書館となっ

ていました。これは一番 初に入力された

書誌が基本書誌になると考えてよろしいで

すか。 
 
（本吉） 
基本的には 初に登録された書誌が基本

書誌になります。ただし国立国会図書館の

書誌を優先しておりますので、後からでも
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当館の書誌が登録された場合には、当館の

書誌と差替えになります。ですので、ご指

摘の資料は当館未所蔵という可能性が高い

です。 
 
（渡辺） 
差替えになった例としましては「南海ホ

ークスがあったころ」という資料の情報を

画面に表示しております。 

 
初にどこの書誌が来たかはわからない

のですけれども、他の図書館が来た後に当

館の書誌データがアップされまして、乗っ

取ったという体になります。 
 
（根本） 
ありがとうございました。わかりました。 

 

＜「南海ホークスがあったころ」基本書誌表示＞ 
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５．講演「書誌コントロールの地域性と 

地域資料サービスの課題」 

 

東京大学大学院教育学研究科教授 

根本彰 

 
みなさんこんにちは。東京大学の根本で

ございます。 
書誌コントロールというテーマそのもの

は、私が研究生活に入った時、 初に取り

上げていたものです。10 年くらい研究して

いまして、それを「文献世界の構造」7とい

う本にまとめてあります。あれは結局、

MARC や書誌ユーティリティが普及し始

めた頃までの技術動向を前提にして書いた

ものです。 
その後インターネットを巡る状況の中で、

色々な発達や、あるいは技術的な開発があ

りまして、あの議論では済まなくなってい

ることは明らかです。私もフォローアップ

したいと前から思っていたのですけれども、

なかなか機会がなくて、この分野の研究は

そのままになっているというところがござ

います。 
例えば、ここに集まっておいでの方は

FRBR という概念についてはよくご存知だ

                                                  
7 根本彰. 文献世界の構造. 勁草書房. 1998. 
273p. 4-326-00021-X 

と思いますが、あれも私が前から考えてい

たこととある程度重なっています。そうい

うものが具体的に現れつつある状況につい

ては、かなり意識しております。逆に言う

と、図書館とか図書館情報学のような分野

が生き残る方策としては、結局、資料が単

なるテキスト、文字列の集まりであるとか、

ファイルの集まりであるという考え方だけ

ではもうやっていけないわけです。そうし

た文献や情報に、もう少し構造的な意味を

与える、そういう処理の仕方が必要なのだ

ろうと思っております。 
今日はそういうことについて全体的な話

をいたします。以前書誌コントロール論を

研究していました当時、「書誌というのは近

代の図書館の考え方の基本である。近代を

構築する理念として国家と地域との緊張関

係があることから書誌の地域性についてき

ちんと考えておきたい」と思い、かなりそ

うしたことをやっておりました。その延長

で 2 年ほど前に、国立国会図書館の依頼で

今司会の方からご紹介のあった地域資料の

調査をやりました。これを書誌コントロー

ルの理論と繋げてご紹介したいと思います。 
なお、現在司書の養成課程の科目の見直

しが行われています。間もなく文部科学省

から科目表が正式に公表されますが、既に

中間的な議論でほぼ確定したものが公表さ

れています8。私もその議論に関わっており

まして、図書館雑誌に記事を書いておりま

                                                  
8 これからの図書館の在り方検討協力者会議.
司書資格取得のために大学において履修すべ

き図書館に関する科目の在り方について（報

告）. 平成 21 年 2 月. PDF 
[http://www.mext.go.jp/component/b_menu/
shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2009/02/
18/1243331_2_1.pdf] 
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す9。そこでも書いたのですけれども、経営

やサービス関係の科目がますます重視され

るようになり、資料関係や資料組織関係の

科目が相対的に軽視される傾向があると思

っています。 
しかしながら、私は資料に関する知識、

資料組織に関する知識というものが図書館

員の専門性を支えている一番重要な知識で

あると思います。経営や制度というのもも

ちろん大事だと思います。私は一方でそう

いうことの研究もしているので、その重要

性は否定しませんけれども、それによって

資料組織に関する知識の扱いが軽くなるの

は良くない。 
例えば医師の養成において一番基本的な

のは、病理学とか生理学、解剖学といった

ものです。司書の養成の場合、それに当た

るのが資料に関わる知識と、利用者や利用

に関する知識です。後者はあまりきちんと

体系化されていないのですけれども、いず

れにせよそういうものが重要なはずです。

それに対して、例えば医師を養成するのに

病院の経営学とか、小児医学をいきなりや

るというのはどうなのか。先ほど触れた記

事では、皮肉まじりにそんなことを書きま

した。これは全体の理論の中であまりきち

んと取り上げていただけなかった考え方で

すが、ここにいらっしゃる方にはご理解い

ただけると思います。 
ということで、今日は書誌コントロール

についてお話をいたします。 
  
 

                                                  
9 根本彰. 今後の図書館員養成と検定試験構

想. 図書館雑誌. 2009. vol.103,no.4. 
pp.229-232 

 書誌コントロールとは 
まず、書誌コントロールという概念につ

いてお話しします。 
後で歴史的なことに触れますけれども、

これは英語のBibliographic Controlという

言葉の訳語であると考えております。「図書

館情報学用語辞典」には、「資料を識別同定

し、記録して、利用可能な状態を作り出す

ための手法の総称」10と書かれております。 
 

 言葉の略史 
このへんは国立国会図書館の中ではかな

り重要な概念として、昔から議論があると

ころです。というのは、私が確認した限り

では 1950 年に、国立国会図書館の中に国立

国会図書館文献書目日本ユネスコ班という

組織がありまして、ユネスコで全国書誌に

関する議論があったのです。ユネスコとの

関係については後でお話しします。 
日本からもその議論に参加しており、ユ

ネスコの議論を元に「日本ではどうするか」

ということを議論した「日本における全国

的書誌調整の改良とその国際的書誌調整と

の関連」11という報告書がありました。こ

こで書誌調整という言葉を使っているのが、

英語では Bibliographic Control、すなわち

書誌コントロールであったのだと思います。 
その後ユネスコから議論の場は IFLA の

方に移るのですけれども、73 年に UBC す

なわち Universal Bibliographic Control と

                                                  
10 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会

編. 図書館情報学用語辞典. 第 3 版. 丸善. 
2007. 286p. 978-4-621-07928-7 
11 国立国会図書館文献書目日本ユネスコ調

査班編. 日本における全国的書誌調整の改良

とその国際的書誌調整との関連. 国立国会図

書館文献書目日本ユネスコ調査班. 1950 
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いう概念が使われ始めます。これは言わば

国別に全国書誌を作る体制を作って、それ

を相互に調整していくという考え方でした

が、このあたりでは訳語として書誌コント

ロールという言葉を使うことが一般的でし

た。 
その後 80 年代から 90 年代に、丸善から

「図書館情報学ハンドブック」12という資

料が出ます。 初に出た 88 年版では「書誌

調整」という言葉で載っていたのですが、

99 年版は書誌コントロールという言葉に

なっていて、少し揺れています。 
国立国会図書館の中では、現在書誌調整

という言葉を使っているようです。2000 年

から国立国会図書館では書誌調整連絡会議

という会議が開催されておりまして、私も

この間ご一緒させていただきました。ここ

で言う書誌調整は、そうした歴史的なコン

テクストの書誌コントロール、すなわち

Bibliographic Control と同じ意味だと思い

ます。 
本日の参加者の中に大学図書館の方もい

らっしゃると思います。大学図書館での書

誌調整というと、また少し違う概念で使わ

れていると思うのですね。NII の目録デー

タベースにおいて書誌を作っていく時に、

個別にマニュアルで調整しなければならな

いものが色々あって、そういうことを書誌

調整と言っているようです。あれは書誌調

整という言葉をかなり狭い意味で使ってい

ると思っていまして、それがどこまで一般

                                                  
12 図書館情報学ハンドブック編集委員会編. 
図書館情報学ハンドブック. 丸善. 1988. 
1332p. 4-621-03232-1 

図書館情報学ハンドブック編集委員会編. 
図書館情報学ハンドブック. 第 2 版. 丸善. 
1999. 1145p. 4-621-04559-8 

的なのかわかりませんけれども。このよう

に書誌調整という言葉は日本では二種類の

使われ方があるので、あまり良くないなと

思っています。私は、ずっと書誌コントロ

ールという言葉を使ってきています。 
今日の講演では、前半の方は軽く、私が

昔やっていたことを少し整理し直した形で、

そういう書誌コントロールの一般的な話を

します。そして後半で地域性と言う問題と、

地域資料全国調査の結果を報告して、 後

にまとめ。そういう順番でお話ししようと

思います。 
 
 
１ 書誌コントロールについて 
まず、書誌コントロールという概念を共

有したいと思います。 
 
(1) 米国における概念の誕生 
先ほど 1950 年に日本の国立国会図書館

で書誌調整に関する報告書「日本における

全国的書誌調整の改良とその国際的書誌調

整との関連」が出て、これがこの言葉の初

出だと申しました。しかしこの概念につい

ての歴史はもう少し遡ります。 
遡ると、戦時中にその 初の考え方があ

ります。図書館というのは情報をコントロ

ールする場ですから、戦争等の時には国家

政策として非常に便利に使われました。戦

時体制に何らかの形で参加することが求め

られたわけです。日本でのかかわり方はま

た違っていたようですが、アメリカの ALA
はかなり積極的に第二次世界大戦に関わっ

ています。そういう議論の中で、書誌コン

トロールのような概念も出てきています。 
そして連合国側が勝って、戦後になった。
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するとそういう戦時体制の延長で、戦後の

新しい国際関係の中において、こういう概

念をどうしていくか。また、そこに図書館

のような考え方をどのように生かしていく

か。そういうことを議論した、ALA プリン

ストン会議というものが 1946 年の 11 月に

開催されます。これは「文化、教育、科学

の国際交流に関する会議」という名前でし

た。文化・教育・科学というとユネスコも

同じ言葉を使っていたわけですが、同じ考

え方に基づいています。この会議は文化、

教育、科学の国際交流と言っているので、

別に図書館とか情報という部分についてだ

けではないのですけれども、図書館が重要

な役割を果たすとしてこれを主導したのは

ALA です。 
また、当時のアメリカ議会図書館の館長

は Luther Evans という政治学畑の人なの

ですけれども、この人がこういう問題に非

常に関心があった。そのため、この会議を

開催するにもかなり Luther Evans の政治

力や影響力が関わってきたということです。

ちなみにその後も Luther Evans は、ユネ

スコに色々と関わっています。議会図書館

の館長を辞めた後、ユネスコのトップ、第

3 代の事務局長になりました。そこで LC と

ユネスコが結びつくのですけれども、ここ

ではまだ Luther Evans が議会図書館の館

長をやっていた時代です。 
そしてプリンストン会議を受けて、議会

図書館が実施する書誌的なサービスについ

て、Bibliographic Control と言う言葉を使

ったのです。Control という言葉が何となく

胡散臭いのは、こういうことを背景にして

いるからです。 
Control という言葉は技術的な概念でし

て、非常に荒っぽく言えば、要は望ましい

状態にシステムを作っていくという概念で

す。そこを書誌という概念で全体を調整、

control していくという意味を込めて、この

言葉を使っています。つまり、ある国の中

にどういう書誌があり、どういう文献があ

るのか、きちんと把握できるようにしたい

ということです。戦時体制の中では、そう

いう考え方が重要だった。 
もちろんこれがエスカレートすると検閲

という問題になるわけですけれども、アメ

リカはそういう国ではなかったので、そう

いう使われ方にはならなかった。実は戦後

の体制の中では、それまでアメリカがあま

り関わらなかったような国やかつての敵国

といった国々について、文献を通してその

国の科学や文化や技術等の情報を把握する

手段として書誌コントロールを考えるわけ

です。そういう非常に国際戦略的な意味合

いが、この言葉の裏側にはあります。 
資料でその次に挙げたユネスコ/LC 書誌

調査というのは、そういう背景の中で、ユ

ネスコがある意味でアメリカの出先機関的

な位置付けもあって、とりあえず各国の書

誌的な状況を把握する。つまり図書館を通

じてその国の国力、文化力、科学力を測る

という考え方です。そうした全体像を測っ

ていくという考え方もあった。 
まあ、これはやや意地悪な見方であると

思います。一般的にはこれは文化的な事業

で、非常に良いことであると理解されてい

たと思うのですけれども、裏から見るとそ

ういう見方もできるということで書いてい

ます。 
ユネスコとの関係で国際書誌サービス改

良会議というのが 1950 年に開かれて、日本
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からも当時整理局長だった岡田温（ならう）

さん他、何名かが参加されたという話が伝

わっています。帰ってきてから報告された

ものが、先ほどのような報告書になったと

いうことです。 
まとめますと、アメリカの戦後の国際戦

略の中で、国ごとに全国書誌を整備して、

それを交換することで個々の国の知的資源

の状態を把握する。そういう考え方の中で

書誌コントロールという概念が発生したと

いうことです。 
 
(2) 国立国会図書館の誕生と書誌コント

ロールの位置づけ 
その考え方は、日本の国立国会図書館が

できる時に反映されました。 
よく知られた話ですが、国立国会図書館

創設には Clapp/Brown 図書館使節が関わ

っています。Clapp というのはアメリカの

議会図書館の副館長。Brown というのは、

前のアメリカの図書館協会の会長で、アイ

オワ大学の図書館長だった人です。この二

人が来て、今の国立国会図書館を作る時の

一番基本的な青写真を作られるわけですね。

そのプロセスについては色々と研究されて

います。 
ここで確認しておきたいのは、国立国会

図書館法の中で「国内出版物の目録または

索引を作る」という部分があることです。

これはあとで法文を引用したものを見ます。 
なお、ここで「目録又は索引」と言って

いるものは何を指すのか、書誌ではないの

かという議論がありますが、おそらく当時

のアメリカには全国書誌というものはなか

ったことからきています。出版された物で

全国書誌的に使われていたのは、例えば議

会図書館などアメリカの大きな図書館の目

録。あるいは商業的なものとしては CBI
（Cumulative Book Index）。これは H. W. 
Willson 社が出していたものです。全国書誌

の代わりに、そうしたものが使われていた。

多分そういったアメリカの状況を踏まえて、

「目録と索引」という言葉を使っているの

ではないかと思います。 
付け加えますと、当時はcatalogや index、 

bibliography といった言葉はあまり区別な

く使われていました。むしろ、これらの区

別がはっきりするのは 1940 年代以降図書

館学教育が普及することによりますが、ま

た、ここで述べているような national 
bibliography の概念が明確になっていくこ

とにもよると思います。 
いずれにせよ、こうしたものを作るとい

う考え方が法文に織り込まれています。 
それから納本制度を定めた24条と25条。

後日改正され 24 条、24 条の 2、25 条がで

きますけれども、国内の出版物を国立国会

図書館に納入してもらうための制度も織り

込まれています。さらに国立国会図書館の

行う事業としては、少々古いのですけれど

も印刷カードを作るとか、総合目録を作る

とかいったことがあります。それも、ここ

で出された案に基づいて作られている。そ

れらの項目が法律の文案に、そして 終的

にでき上がった国立国会図書館法の中に入

ります。 
それから Downs 報告というものがござ

います。これはその後、1948 年にイリノイ

大学の図書館長だった有名な R. B. Downs
という図書館の専門家が来日して、国立国

会図書館の整理技術等、諸々の基準を示す

ということがありました。その中で雑誌記
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事索引についての提言もありました。実は

国立図書館が、雑誌記事索引のような、雑

誌の論文一点一点についての索引を作ると

いう例は珍しいのです。けれどもそういう

索引が日本にないからやるべきだというこ

とで、これも作られています。そういうこ

とが、戦後間もない時のベースにある考え

方でした。 
 
(3) 戦後の書誌コントロール体制 
その後の状況として、整理のための 3 大

ツールと呼ばれる分類と目録と件名につい

ては日本図書館協会（JLA）が作っていく

ということになりました。国立国会図書館

は分類については NDC を使わないで、独

自の分類表を持っています。件名について

も同じです。国立国会図書館と JLA はこの

ように任務を分担してきたわけですけれど

も、現在国立国会図書館が 3 大ツールに関

わっている部分もかなり大きいですので、

そういう体制もそろそろ見直しの時期なの

かも知れません。 
Downs 勧告で示された整理技術の基本

的な考え方としては、まずカード目録を作

成し、必要に応じてそれを冊子体の目録に

印刷していくものです。そういう形で書誌

情報あるいは所在情報、つまり目録を配布

するという方法が主流になっていきました。

しかしその後、それがコンピュータを使っ

た MARC と書誌ユーティリティ体制へ移

行してゆきます。基本的な枠組がそのよう

に変わっていくわけです。 
それで、民間 MARC が台頭してきます。

JAPAN/MARC か民間 MARC かという議

論があったのも覚えていますが、結局商業

出版物の流通体制と連動している民間

MARC が圧倒的に早くて強い。そういうわ

けで、実際には民間 MARC が使われている

という状況があります。 
 
(4) 書誌的知識とは何か 
大学図書館では、書誌ユーティリティと

して NII による NACSIS-CAT の体制が作

られていて、そこが基本的に書誌コントロ

ールの創始的なものを提供していくことに

なります。また公共図書館は TRC やニッパ

ンや大阪屋といったところが、MARC デー

タを提供してくれています。さらに、それ

に対応して様々な図書館システムを作って

いる会社があります。そのシステムを利用

することで、公共図書館は書誌ユーティリ

ティ的なサービスを受けることができます。

日本では今、このような体制の中で全体的

な書誌コントロールが実現されていると考

えられます。これは非常に便利です。その

仕組みをうまく利用していれば何も考えな

くても図書館ができてしまう、一つのパッ

ケージになっています。 
このパッケージはありがたいのですけれ

ども、ただしパッケージはパッケージであ

る。それ以上のレベルに進まない、そこの

枠の中に入ってしまうというのはどうなの

か。 
先ほど司書の養成課程の科目表で、整理

関係や資料関係の科目の扱いが軽くなるの

は問題だと申し上げましたけれども、これ

は現場におられる方には同感していただけ

るかと思うのです。つまり昔は資料を実際

に手に取って見て、手書きで目録を書いて

いたのですけれども、今は中身を見なくて

も ISBN の検索一発でその本の書誌が出て

くる。そして「この資料はこの図書館では
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この分類に当てはまる」という記号さえつ

けてしまえば、それで済んでしまう。NDC
等の記号をつける時に若干の知識が必要か

も知れませんけれども、あまり書誌的な知

識を使って、きちんと自分で同定して…と

いうことをやらなくなっているのではない

かと思います。 
けれどもやはり、ある本が図書館に入っ

てきた時に、それが何の本で、全体的な書

誌体系の中でどういう位置づけにあるのか。

あるいは主題的にもそうです。もちろん公

共図書館にもジェネラルな図書館や、大学

の図書館のように特定の分野しか扱ってい

ない図書館など色々あると思うのですけれ

ども、ある図書館でその本が入ってきた時

に、一体どういう新しい知識が付け加わっ

たのか。そういうことを少なくともライブ

ラリアンが把握していなければ、知識のマ

ネジメントはできません。知識のマネジメ

ントをする基本的なツールとして、書誌コ

ントロールの考え方があるというのが私の

基本的な考え方です。 
だからそういう意味で、書誌コントロー

ルが一部のセンターと大規模館や専門図書

館に委ねられているという状況が、図書館

員の専門性低下と密接に関わっている。あ

るいは低下というより、専門性がなくても

運営できてしまうようなレベルでの運営し

か要求されていないというところに問題が

あるのかも知れません。要求されていない

のか、提供しようとしていないのか、どち

らが卵でどちらが鶏かという話ですが、私

は非常に歯痒く思っております。 
書誌システムがブラックボックス化する

ことで、得られるものと失われるものの両

方がある。それらをきちんと見極める必要

があるのではないか、ということです。 
 
 
２ 書誌コントロールの枠組みの変容 
次に書誌コントロールの枠組みの変容に

ついてお話ししたいと思います。 
 
(1) 情報環境の変化 
このへんは私が申すまでもない話です。

「書誌ユーティリティ体制=センター中心

方式」という方式は、現在でも基本であり

ます。けれどもこの後、インターネット時

代の書誌コントロールがどうなるのかとい

うことはよくわからない。 
書誌ユーティリティというのは当面残る

と思います。MARC を提供する体制、そこ

をベースにして個別の付加価値をつけてい

くという考え方、これ自体は今後とも残っ

ていくだろうと思います。が、結局 MARC
というものに依存せざるを得ないような状

況そのものが問題です。もちろん MARC は

やはり便利なので、それを使うのはいいの

ですけれども、もうそれだけでは済まない

ような状況が出てきている。 
 
(2) コントロールの対象と主体 
結局、先ほどから「資料」とか「文献」

と申し上げていますけれども、今やその範

囲がだんだんはっきりしなくなってきてい

る。何が文献で、何が資料なのか。例えば

Web 上のブログやデータファイル等、様々

な情報源があるわけですが、ああいったも

のは書誌コントロールの対象になるのかな

らないのか。そういったことも含めて、非

常に曖昧な状況になってきている。そうい

うものを図書館がどうするかというのは、
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もう MARC 云々の話ではなくなっている

わけです。個別の図書館が、利用者に対し

て良質な情報を提供するにあたり、提供す

る範囲としてどこまでを想定するかという

ことについて、従来と違う考え方が要求さ

れているのではないかと思います。 
従来も Grey literature、つまり灰色文献

の議論について、同じアイデアがありまし

た。現在は灰色文献、しかも結局デジタル

化されたものが大量に挙がってきているけ

れども、それをどこまでどう扱うかという

ことがあります。 
その議論はしばらく措くとしても、例え

ば総合目録とか横断検索といったものが比

較的楽に利用できるようになっている。こ

れ自体は非常に望ましい形なのですが、言

い換えれば従来の書誌ユーティリティ的な

考え方と違ったものが出てきているという

ことです。 
これまで対象としていた文献と呼ばれる

資料、すなわち図書・雑誌・視聴覚資料等

がありました。例えば国立国会図書館で雑

誌記事索引を作ることで、逐次刊行物の構

成単位の管理まである程度カバーしてきた

という面があったけれども、通常の図書に

ついてはこれまで構成単位までに踏み込む

ことは多くなかった。けれども、今は目次

等の情報まで横断検索の対象として含める

ようになるなど、以前に比べて対象を広げ

るものが出てきたということです。 
変化としては、第一に Local なもの、つ

まり地域的なものをどう考えるかというこ

とです。第二に先ほど挙げました、ネット

ワーク上の情報資源をどうするか。これら

は非常に頭の痛い問題ですが、考えておく

必要があるでしょう。それから第三に、マ

ルチメディアな資料です。これも日本の図

書館にとっては頭の痛い問題だったと思い

ます。そもそも機関の名称を「図書館」と

言ってしまっているから、ではカバーする

のは図書の範囲でいいだろうということに

なっている。しかし、本来はマルチメディ

アも図書館の資料となる対象だったはずで

す。これらをどうするか。これは、後でま

た触れたいと思います。 
そういうわけで、これまでは書誌ユーテ

ィリティ的な体制の中で中心になってきた

のは国立図書館であり、MARC 作成機関で

あり、書誌ユーティリティであり、場合に

よってはJLAのようなツールを提供してい

る機関などが考えられていたわけです。が、

徐々にこれがぼんやりしてくるという状況

があった。 
変化の一つには、情報発信者が非常に多

様に増えてきていて、出版物の範囲や、文

献といわれるものの範囲がよくわからなく

なってきているということがあります。ま

た先ほどのマルチメディアという観点から

は、今は音声や映像ファイルの、しかもイ

ンターネット上で利用できるものがどんど

ん増えている。ああいったものを、誰でも

作成してインターネットにアップできるわ

けです。そういった発信者が、こういった

問題に関わってくるという状況があります。 
例えば音楽ファイルの場合、CD 等の曲

名情報というのは、利用者側のボランタリ

ーな参加で提供されています。書誌情報と

いっていいのかわかりませんが、様々な CD
の構成書誌単位の情報が提供されている状

況です。iTunes 等を使うと、細かい一曲ご

とのデータが出てくるのですけれども、あ

れは誰かが情報を提供してくれているから
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できる。発信者というものが非常に多様で、

コンテンツとしても情報そのものの発信だ

けではなく、そういう書誌的な作業も含ま

れている。そういう状況が出てきています。 
逆に MARC の情報は、Amazon 等の色々

な所でも書誌データベースとして提供され

ていて、もちろん検索にも使われている。

元々はものを買うためのカタログなのだろ

うと思いますけれども、全然違う使われ方

をしています。そのように、インターネッ

トという場があることで、そこに様々な新

しい動きが出てきています。 
あとは言うまでもなくサーチエンジンと

か、メタデータ対応の書誌検索エンジンな

どがどんどん出てきている。そういうもの

が何をどのようにもたらすのか。私にもよ

くわかりません。 
そのように様々な変化があるわけですが、

図書館がこれまでやってきたことに当面の

変更があるわけではないと思います。とい

うのは図書館としては、こういう新しい取

り組みは周辺部であって、図書館はやはり

伝統的な出版物としての文献を一番重要な

部分としてきちんと押さえるのが社会的使

命に応えることなのだというスタンスをと

ってきているわけですね。それで別に間違

っていないと思うのですが、いつまでもそ

の体制でいけるかどうかは、まだわからな

い。 
 
(3) コントロールの方法の変化 
そういうことで、これまでやってきた標

準的書誌記述と標目指示、統制語による主

題検索。もっとも主題検索はあまり使われ

ていない傾向があるわけですけれども、い

ずれにせよ図書館はこれまでこういうもの

を前提にしてきたわけです。しかしそこに、

少しずつ、新しく考えられているような図

書館内外で色々な変化が起き始めています。 
例えば記述要素の拡大。構成書誌単位の

目次や、著者の情報等が付け加えられるよ

うになったという変化もあります。それか

ら FRBR、つまり記述要素を構造化して記

述するという考え方が出てきている。それ

から記述要素を全文検索するという方法が

考えられる。これは既に実現しています。 
それから自然語による主題検索という方

法。これは先ほどの全文検索にも繋がって

くるわけですけれども、そういうものが何

をどのようにもたらして、既存の統制語に

よる主題検索とどういう関係にあるのかが

わからなくなってきた。整理されないまま

に両方の検索を提供していて、そのために

利用者も混乱するという場合があります。 
 
 (4) 書誌情報の利用者 
書誌情報の利用者についてもまとめてみ

ました。 
出版関係者、出版流通関係者、著作権管

理機構、図書館、一般市民。多様なものが

書誌情報の提供者でもあり、利用者でもあ

るという状況が出てきています。またそう

いう利用者が、自宅や職場からのインター

ネットにより、どこからでも利用できる。

そういう状況が生じてきている。 
 
 
３ 国立図書館における書誌コントロー

ルの課題 
初の話に戻りたいと思います。「国立国

会図書館法」の納本規定、納本制度と全国

書誌、全国書誌の網羅性、マルチメディア
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資料と書誌コントロール。この 4 つについ

てお話しします。 
 
(1) 「国立国会図書館法」の納本規定 
先ほど納本について少し申しました。こ

こで重要なのは、結局「図書館がどこまで

の範囲を書誌コントロールの対象とするの

か」ということが、ある程度明確になって

いる点だと思います。 
これは、後で様々な議論に繋がる点です。

蔵書がすなわち全国書誌の範囲なのかどう

か、また目録が書誌なのか、総合目録で代

替することが可能なのか。そういった議論

が次に出てくるわけですが、ともかくまず

は蔵書として把握するところから始まると

思います。 
国立国会図書館法第 7 条の規定で「館長

は、一年を超えない期間ごとに、前期間中

に日本国内で刊行された出版物の目録又は

索引を作成し、国民が利用しやすい方法に

より提供するものとする」となっています。

「目録又は索引」という言葉については、

先ほど触れましたとおり言葉の使い方に揺

れがあります。これは多分アメリカの状況

をベースにして、この言葉を条文に盛り込

むよう Clapp/Brown から指示され、あまり

きちんとした議論がないままに条文に取り

込まれたのではないかという気がします。

まずこれは、いわゆる全国書誌の規定と考

えられます。 
この規定と密接に関わりがあるのが、同

法 24 条、25 条に共通にある規定です。ち

なみに 24 条というのは国の刊行物、24 条

の 2 は地方公共団体等の刊行物、25 条は民

間の刊行物に関する納本の規定です。それ

ぞれの刊行物について、「各号に該当する出

版物（機密扱いのもの及び書式、ひな形そ

の他簡易なものを除く）を納入しなければ

ならない」となっております。 
結局今の国立国会図書館の考え方、方法

は、この規定に基づいて納入されたものを

目録として提供することで、全国書誌に代

えているということです。一応日本全国書

誌というのはそれとは別に作っていると思

いますが、全国書誌そのものとは別のもの

です。 
では一体、納入されるのはどういう出版

物か。それが資料にも挙げました、第 1 号

から第 9 号までです。まず図書、小冊子、

逐次刊行物。小冊子は少し違うかも知れま

せんが、このへんまでは普通の図書館で、

一番力を入れて扱っているものだと思いま

す。 
ところがそれに留まらない多様なものが、

ここで定義されている。先ほどの小冊子も

そうですが、あとは楽譜、地図、映画フィ

ルムも挙げられています。それから「７ 前
各号に掲げるもののほか、印刷その他の方

法により複製した文書又は図画」。これはど

ちらかというと、複製して紙に印刷したも

のならば全て含むという想定をしています。

だから 1 から 5 に入らなくても印刷物は、

広く出版物に定義できるようなものであれ

ば、ここで対象になるということです。 
8 番目は、蓄音機用レコードです。今は

もうほとんど出ないものですけれども。そ

して 9 番目に「電子的方法、磁気的方法そ

の他の人の知覚によっては認識することが

できない方法により文字、映像、音又はプ

ログラムを記録した物」となっています。

いわゆるデジタルの方法で記録されたメデ

ィアがここに入るということで、これは後
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から付け加えられた項目だったと思います。 
 
(2) 納本制度と全国書誌 
私は前から、全国書誌には一体どこまで

含めるかということが気になっておりまし

た。全ての種類の出版物の全国書誌という

のは、これまで作られていなかったのでは

ないかと思っていたのです。これまでは図

書・小冊子・逐次刊行物、それから点字録

音図書総合目録といったものが主になって

いました。 
しかし、ようやく平成 14 年 4 月「全国書

誌サービスの新方針」13というものが出ま

して、収録対象資料として地図資料、楽譜、

録音資料、音楽録音資料、映像資料、静止

画資料、電子資料、点字資料、マイクロ資

料等が収録対象に入るようになりました。

これにより、納本制度との整合性が取れる

ようになったのだと理解しております。 
 
(3) 全国書誌の網羅性 
全国書誌というのは、全て国内で出版さ

れたものが対象になっているというのが前

提です。従って網羅性が重要になると思わ

れます。ただし、網羅性という概念はなか

なか難しい。私は「文献世界の構造」14の

中で、色々なレベルでの網羅性を考えなけ

ればならないのではないかと述べています。 
特 に 全 国 書 誌 と い う の は national 

bibliography ですが、national とは一体何

なのかということに関わっている。先ほど

見たような歴史的なコンテクストの中で要

                                                  
13 国立国会図書館ホームページ 書誌デー

タの作成および提供

[http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/010131
_2.html] 
14 前掲（注 7 を参照のこと）。 

求されていた national の場合には、ある種

の国力と密接に繋がっているので、そうい

うものと理解していいのかもしれない。だ

から全てのものと言っても、まず完全な網

羅性というのは不可能ですし、考えなくて

もいい。 
特に国という概念であれば、その国の文

化、学術、あるいは場合によっては政治と

か外交といったものに関わっているわけで

すね。19 世紀から官庁刊行物の国際交換が

行われていますが、これは図書館が絡んだ

国際政治的なツールとして、かつて重要だ

った。そういうことの名残りが、全国書誌

に関しては色々とあるのです。 
先に述べたような歴史的コンテクストの

中では、そのように全てではなく、今の政

治・文化・経済・学術・産業等、国が要求

するものを国際的に相互に示しあうという

ことが全国書誌の機能として要求されてい

た。UBC という概念も、そういうところか

ら来ているのだと思います。Local な資料等

も含めた全ての資料の載った全国書誌とい

うのは、もちろんあればいいけれども、そ

こまでやる必要はなかったかもしれない。

そこが、とりあえず乖離している点です。 
依然未解決の問題として、資料に「官庁

出版物」「地方出版物」を挙げました。官庁

出版物は、国における 重要の情報という

意味で本当はきちんと全国書誌に収録しな

ければならないものです。けれども、これ

は別の理由で難しいところがあって、なか

なかできていない。 
それから地方での出版物について。国の

図書館というのは当時上野と永田町にしか

ありませんでした。東京にしかないわけで

すから、地方の情報がない。日本という国
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は非常に便利で、東京に色々な機能が集中

しています。特に商業出版の取次は東京を

中心にして発達しておりましたから、そこ

と繋がればある程度うまくいく。 
従って基本的な出版物を把握することは

それほど難しくなかったのですけれども、

やはり地方の出版物とか、商業出版の流通

ルートがきちんとできていないような出版

物は難しい。そういう意味で、 grey 
literature は未解決になっていた。網羅性は

それほど高いとは考えられない。電子出版

物はさらに範囲が不明確です。この議論を

突き詰めていくと、やはり「出版とは何か」

という議論になっていきます。今、出版と

いうことの外縁が非常に曖昧になってきて

いますから。 
ただ、やはり 19 世紀から 20 世紀前半ま

で、national collection の概念についてはあ

る程度共通理解があって、その中で納本制

度の考え方や、全国書誌の考え方ができて

いった。そのためこれまではある程度許さ

れてきたというか、完璧なものでなくても

それはそれで仕方ないと思われてきた部分

があったと思います。 
 
(4) マルチメディア資料と書誌コントロ

ール 
他機関との相互分担ということについて

お話しいたします。 
例えば映画フィルムについては、国立国

会図書館法の附則により納入の免除という

ことになっています。本当はこの法文上は

映画フィルムが納入される必要があったの

ですけれども、免除になっている。 
というのは、映画というのは非常に特殊

な流通状況を持っています。映画フィルム

はできるだけ少なく作って、特定の映画館

をぐるっと回すという形で映画の配給会社

が全体をコントロールしているのですね。

だから国立国会図書館のような機関に納め

ると、どう扱われるかわからないから不安

だということで、協定がある。附則という

形で、 終的に国立国会図書館に入らない

で済む形、すなわち納入が免除になってい

ます。そして他方で、映画フィルムについ

ては国立近代美術館のフィルムセンターで

扱う。これはどこまでのレベルで決まって

いるのか私はよく知りませんけれども、そ

ういう状況があります。 
近、記録映画のフィルムが現像所に大

量に残っていて、それが保存の危機にある

ということが報道されていました15。他方

でそういう問題を発生させていた。つまり、

文化の保存があまりきちんとできていなか

ったという状況があった。ではどこがきち

んと責任を持つのか、ということが曖昧に

なっています。 
放送や新聞に関しては、比較的 近にな

って（財）放送番組センター放送ライブラ

リー、NHK ライブラリー、日本新聞教育文

化財団新聞博物館内新聞ライブラリー等の

機関ができて、提供を始めています。これ

はやはり今のデジタル状況の中で、これら

がビジネスの種になるかもしれないという

思惑と一緒に動いていると思います。つま

り過去の放送番組等を再利用して商品化で

きないかという意図で実体化しながらも、

一方では文化の保存を名目にしている。こ

れらは、そういう商業的な思惑と表裏一体

                                                  
15「記録映画フィルム、保存に力 研究者ら

センター設立」朝日新聞 2008 年 10 月 25
日付け 
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の関係になっています。 
もちろん図書館としてはビジネスではな

くて、保存等の文化的な目的のためにやっ

ているわけです。けれども、一方ではそう

いった機関の基本的な考え方を前提にしな

いと動けないところがある。ですから、今

のところこうした部分についてはまだ不明

確です。 
例えば新聞は紙媒体になっていれば図書

館に入ってくるわけですけれども、オンラ

イン新聞のようなデジタル情報になってし

まうと、曖昧になりますね。現在そういう

動きが実際にあるわけです。それはメディ

アの転換とどういう関わりを持つかという

問題があって、分担という問題は本当にし

っかり考えていかなくてはならないと思っ

ております。 
 
 
４ 県域書誌と県域総合目録 
ようやく地域性という問題に参りました。 
先ほども触れましたように、national な

レベルで国の機関が行う事業というのがあ

りますが、地域的な問題はそれと切り離し

て考えてもいいと思います。そういう意味

で、地域レベルの書誌コントロールという

ものを考えていった方がいいのではないか。

つまり国立国会図書館のような機関は

national なレベルでの書誌コントロールを

考え、地域レベルの書誌コントロールは地

域の図書館が考えるということです。 
もちろん当たり前の話なのですが、一応

こうした分担に基づいて役割を果たして、

それぞれやっているということになってい

たわけですね。だからそれぞれの地域の県

立図書館なり市立図書館が、資料を集めて、

目録を作って提供する。すると今は OPAC
があるから、どこからもその目録にアクセ

スできる。一応、そういう建前ができてい

る。 
先ほどの事業報告で伺って驚いたのです

けれども、ゆにかねっとでは 1 千万件近い

基本書誌がデータベース化されているとい

うことでした。そしてそのうち約 3 分の 1
は国立国会図書館の書誌ですけれども、逆

に言うと 3 分の 2 は国立国会図書館に入っ

ていない。従ってここでいう分担で言えば、

全書誌の 3 分の 1 は全国レベル、3 分の 2
は地方レベルと考えてもいいような状況が

ある。この割合については、厳密に言うと

もう少し揺れがあるかも知れませんけれど

も、ともかく総合目録を作って初めてわか

る。 
総合目録については先ほど触れたように、

国立国会図書館法の 21 条に規定がありま

す。ですからこれの意味は、非常に大きい

と思います。 
 
(1) 青森県内出版物総目録 
この地方レベルということで、もう少し

考えてみました。 
青森県立図書館から県内出版物総目録と

いうものが出ていました。これは昭和 29 年

版から平成 12 年版まで、45 年程にわたっ

て、ほぼ毎年出ていたものです。ちなみに

これは私が「文献世界の構造」を書いてい

る時に見つけた事例で、面白いなと思って

その後もフォローしています。 
先ほど少しご紹介したように、ユネスコ

との関係で、国立国会図書館がセンターと

なって日本で全国書誌を作るということが

ありました。全国書誌だから、全て全国で
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出ているものを把握しなくてはならない。

けれどもまだ納本事業も始まったばかりで

すから、国立国会図書館に納本されるのは

特定のものに限られる。まして地方のもの

はなかなか入ってこない。そこで、地方の

県立図書館に対して、書誌調査というのを

依頼していたのですね。 
これに応じて、青森県だけではなく、私

の知る限りでは岩手、秋田、山形、宮城、

群馬等の県で同じような書誌が作られてい

ることを確認しています。どの範囲でどの

ように応えていったのか、まだ調べ切れて

いないのですが。 
これは 初の書誌調査だけではなく、国

立国会図書館は、こういう調査の依頼を何

度か出しています。そしてどこかで依頼に

応えて一度作り出すと、そのまま何年かず

っと続けるという形のようです。今はもう

どこまで出ているのでしょうか。山形県で

は、比較的 近まで出ていました。また群

馬県でも出ているのを確認しました。 
これの面白いところは、目録ではなくて

書誌であるということです。次のスライド

は、古い青森県内出版物総目録のページ半

分くらいをコピーしたものです。これは書

名のあいうえお順に並んでいるうちの「そ」

のところです。 
No.755 を見ますと、書名が「総合普及指

導調査成績書」。青森県農業指導課で発行し

た行政刊行物です。No の左にアスタリスク

がついているのが、県立図書館で所蔵して

いる資料です。ついていないのは所蔵して

いないものです。書誌であって目録ではな

いと申し上げたのはそういう意味です。目

録なら所蔵しているものだけのリストにな

るのですけれども、これは所蔵していない

ものもあります。 
というのは、これは書誌の調査依頼を受

けて、受けた県立図書館からさらに問い合

わせをして作っているのです。地方出版社、

新聞社、各市町村立図書館、市町村の役所

や分局、庶務課等、また農協や博物館、学

校等、要は出版物を出していそうなところ

に、その一年間でどういう出版物を出した

かという調査を依頼して、毎年アンケート

形式でやっていたのです。その結果をまと

めて印刷したのがこれなのです。非常に丁

寧に作業をされていた。それを 40 年、ずっ

とやってきたのですよ。大変な作業だと思

います。 
これは県立図書館の所蔵を表す記号だけ

がついていますけれども、ある時期には青

森や八戸、弘前、十和田等のいくつかの市

立図書館の所蔵を表す記号がついています。

だから、これはある意味総合目録的な役割

も果たしていた。このスライドに挙げてい

る時期には、もうそれをやめていました。 
実はこの目録については、私が 80 年代前

半に県立図書館に調査に行った時に、お会

いした方に色々とお話を伺ったものです。2
年程前にまた青森県立図書館に立ち寄った

時、同じ方がまだいらっしゃったので、ま

たお話を伺ったところ、この目録作成はも

う 2000 年度にやめたそうです。で、やめた

理由は、OPAC のようなものが発達したか

らもうやらなくてもいいということと、結

局非常に費用や労力がかかることで、もう

マニュアルではできなくなってしまったと

いうことです。残念なのですが。 
東北のいくつかの県はかなり積極的にこ

ういう調査をやってきた。中でも青森県が

一番丁寧にやってきたところだと思います。 
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 (2) 群馬県関係資料情報 
 次に群馬県関係資料情報についてご紹介

します。この資料の刊行がいつから始まっ

ているかということは確認できませんでし

た。「所蔵41号」が80年代に出ているので、

70 年代くらいからではないかと思われま

す。 
これの作成は、今でも続いています。群

馬県関係資料出版情報、今では「群馬の本」

という名前になっています。No.136 以降は

ホームページ上でも公開されています。 

 
 これは群馬県立図書館のホームページに

あるものです。群馬の本という見出しの下

にバックナンバーが掲載されていて、1 号

ずつクリックすると中の書誌が読めます。

中身は次のスライドのような感じで、PDF
ファイルです。 
先ほどの青森の場合は、出版していると

ころに調査依頼を出していくという方法で

したけれども、こちらはそうではありませ

ん。【 】の中に上毛と書いてありますが、

これは上毛新聞に載ったということで、所

蔵はしていないけれども新聞記事で把握し

たというものです。あとは所蔵しているも

の。これは受贈と書いてありますけれども、

これは県立図書館の蔵書という意味だと思

います。その二つでこれを作っているとい

うことで、そういう意味では目録に近いで

す。新聞記事に載ったものということは、

現物は確認していないわけです。そういう

間接的な情報で作っているという意味では、

新聞記事というのも青森の調査と同じよう

なものかもしれない。  
そういう調査の例が過去にあって、今で

も続いているところがあります。他にもあ

れば是非教えていただきたいと思います。

やはりなかなか労力がかかるし大変だとい

うことかも知れませんが、今はそれに替わ

る OPAC のようなものがあり、続けるのが

困難になっています。 
 
(3) 県域総合目録 
県内公立図書館蔵書についての横断検索

の仕組みは、大体各都道府県立図書館にあ

るようです。先ほどの事業報告等でも出て

いましたが、国立国会図書館で、各都道府

県の横断検索の作成状況を調査しています。

その結果、長野と鹿児島以外の県では、そ

れに類するものを作っているようでした。 
また私が確認したところ、三重県と京都

府では横断検索ではなくて、所蔵情報を集

中化したものを作っている。各館からファ

イルを提供してもらうのか、どういうやり

方かよくわからないのですけれどもセンタ

ーに情報を集めるようです。それ以外は、

いわゆる横断検索の手法を使われています。 
そういうものにより擬似的な、全国書誌

とまでは言えなくても県域書誌のようなも

のができている。先ほどの事業報告で出て

＜群馬県立図書館ホームページ 群馬の本＞ 
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いた「次の構想」だと、そういうものを集

めることで、総合目録を経由して全国書誌

的なものができるのかも知れません。そう

いうことが今動いているのだと私は理解し

ました。これはこれで非常に意味のある重

要なことだと思っております。 
 
 
 ５ 地域資料全国調査より 
ただ私は、少々物足りないものを感じま

す。全国書誌の地域性、書誌コントロール

の地域性というものから出発してずっと研

究してきて、地域資料の全国調査を行いま

した。その中で、地域公立図書館における

資料の書誌のつくり方が非常に貧困なもの

になっていることを憂えています。 
先ほども申しましたが、本来書誌コント

ロールというのは、資料一点一点をきちん

と見て、目録をとって行うものです。地域

資料というのは大体オリジナルな目録が必

要ですのでそういうことをされているのか

も知れませんが、いずれにせよそういう体

制をきちんと作った上で、地域のユニーク

な資料を一つの重要なコレクションとして

作っていく。 
そういう考え方が必要だろうと思うので

すけれども、実際はなかなかそうなってい

なくて、非常に隅っこに追いやられている。

一般の資料を提供するだけで精一杯で、書

誌コントロールに関わる作業は様々な業務

の一つとして兼任でやっているところが多

いという状況がありまして、非常に残念に

思いました。 
 
 
 

スライドで挙げた「地域資料に関する調

査研究」の報告書16はホームページ上にあ

りますのでご覧いただければと思います。

この調査で「地域資料」と言っているのは、

一応文献資料です。 
しかしそれとは別に、いわゆる昔ながら

の郷土資料である古文書等も含めた現物資

料、歴史的な資料、アーカイブズの類とい

ったものの状況まで見ておこうということ

で、全国を対象にして調査をいたしました。

その時は二つの方法をとっています。一つ

はここで紹介するアンケート調査、もう一

つは訪問調査です。秋田と沖縄と滋賀県の

3 県で、実際に行ってお話を聞くという調

査を行いました。これは全部違うパターン

で、なかなか面白かったです。 
今日ご紹介するのはアンケート調査です。

アンケート調査の対象は、図書館に関して

は、全国3,000館の中から抽出して637館。

そして博物館は、都道府県・政令市の総合

博物館、歴史博物館 86 館。それから公文書

館、これは一応全数です。全数と言っても、

50 か 60 しかありません。あとは行政情報

センターです。これは都道府県で、大体は

県庁の一部にある、情報公開の窓口も兼ね

た行政情報センターというところが対象に

なりました。その中で、今日は図書館につ

いてご紹介します。 
ちなみに実はこの調査をやったら、図書

館の人からの反応がほとんどなくて、アー

カイブズ関係の人から非常に問い合わせが

多くてびっくりしました。図書館の人は、

もうあまりこんなことに関心がなくなって

                                                  
16 図書館調査研究リポート No.9「地域資料

に関する調査研究」国立国会図書館. 2008. 
[http://current.ndl.go.jp/report/no9] 
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しまっているのか、きちんと専任でやって

いるような方々がもういなくなってしまっ

ているのか。そのへんも残念でした。 
それで質問調査の内容ですが、回収率は

76 パーセントでした。抽出率が少しずつ違

うのでご注意ください。大規模館は比較的

全数を対象にしていて、町村立等は非常に

少ない数になっています。だからこれは合

計しても、本当はあまり意味がありません。 
図 2-7 はメディアの種類ごとの整理状況

の、印刷資料の部分です。図書、雑誌、地

図、地域新聞、コミュニティ誌、新聞切抜、

新聞折込広告、小冊子、点字資料、ポスタ

ー、絵葉書。グラフの一番左側が整理済み

の資料です。整理済みという意味は、なん

らかの形で目録等ができて、書誌コントロ

ールができているという意味です。それに

対して、左から 2 番目が未整理。つまり所

蔵しているのだけれども、整理されていな

い、使えない資料です。 
新聞折込広告などは、整理済みで所蔵し

ているのが 5.7 パーセント。これは所蔵し

ているといっても、サンプル的にあるとい

うことも含めてかも知れません。未整理の

ものも含めると、1 割程度の図書館で持っ

ているという回答になっています。75 パー

セント以上が未所蔵で、無回答も 1 割あり

ます。 
これを見ていただくと、図書、雑誌、地

図、新聞、コミュニティ誌は整理されてい

る。もっともコミュニティ誌というのは、

新聞の折込にあったり、駅で無料配布して

いるようなものも含めてのつもりだったの

ですけれども、定義が曖昧なために、あま

りデータの信頼性が充分でありません。い

ずれにせよ、それらは所蔵され整理されて

いる。しかしながらグラフの下の方の種類

のメディアは、あまり持っているところが

多くないということがわかる。 
図 2-8 は印刷資料以外の視聴覚資料、オ

ーディオ・ヴィジュアル資料についての結

果です。写真、マイクロ、16mm フィルム、

光ディスク、レコード、磁気テープ、磁気

ディスク。こういうものについては、やは

り非常に持っているところが少ないという

ことがわかります。映画や写真のようなも

のは、なかなか所蔵していないのは仕方な

いと思いますが、こういう状況です。 
図 2-9 は、現物資料、つまり古文書、写

本、美術品、博物資料、原稿、行政文書等

について聞いたものです。ただ行政文書と

いうのは、厳密に言えば情報公開条例等の

対象となるような公文書を想定していたの

ですけれども、調査結果で予想外に多かっ

たので聞いてみると、いわゆる行政資料、

印刷物まで含めて考えてしまっているとい

うケースがありました。ですので、これは

実際にはこんなに多くないと思います。 
これは調べてみると、古文書・写本等の

古い歴史資料を、特に歴史の古い図書館で

は所蔵している例が多かったです。しかし

そういうものも、実際には書架の隅に眠っ

ているだけで利用は非常に少ない。わかっ

ている人しか利用できない状況で、もった

いないなと思いました。ああいうものは利

用の仕方によっては、色々なことができま

す。博物館的な活動等を展開できる。地域

文化の一つのお宝だと思うのですけれども、

なかなかそのように展開できているところ

は多くなかった。 
このへんは、博物館、美術館、公文書館

等との関係が非常に、調整の難しいところ
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です。某県では新しく歴史博物館を作って、

県立図書館の江戸期以前の資料は全部そち

らに移管したということが話題になってい

ました。その方がいいという考え方もある

し、やはり図書館できちんと管理していく

べきだという考え方もあるので、そういう

ことの意味を考えて、どこまでやっていく

かという問題になると思います。そういう

ことも含めて、色々な課題を感じさせられ

ました。 
図 2-14 は自治体発行の行政資料の収集

です。これはいわゆる行政資料で、積極的

に収集対象にしているか、対象範囲外かと

いうことを聞いています。ここに挙がって

いる例規集や公報などは、高い割合で積極

的に集めようとしています。その結果どれ

だけ網羅的に集まっているのかというのは

また別の話なのですが、収集に関する態度

としては積極的です。 
次に、データ入力している資料の種類に

ついて。すなわち目録をどれだけ、どのよ

うにきちんと取っているかという話です。

これは先ほどの図 2-7 で出てきた図書・雑

誌・地図等の「整理済み」と対応していま

す。つまり所蔵していても整理していない

資料がかなりあって、そういうものは整理

しないと使いようがない。大体書庫の奥の

方にしまわれている。そういう問題がある

と思います。 
それから次のスライドは、先ほどからの

課題と関係があるのですが、地域資料の検

索についてです。要するに OPAC 等で地域

資料だけを特に取り出して検索できるかと

いうことを聞いてもらったものです。つま

り地域書誌、あるいは県内書誌や市内書誌

でもいいのですけれども、そういうものと

して使えるかということです。例えば地域

を限定しての検索機能で、出版地を当該県

のみに指定するといった限定をしての検索

が可能かどうかを聞きました。 
そうしますと、「業務用端末だけなら可

能」というのがグラフの一番左側の部分で

す。そして「業務用端末に加え、館内の

OPAC まで可能」というのが、その次の部

分です。さらに、「インターネット上でも地

域資料を限定できる」というのが三つ目の

部分です。あとは「できない」というのが

その次の部分です。これは全体として見れ

ば、業務用端末では地域を限定した検索が

できるけれども、館内 OPAC やインターネ

ットからでもそれができるようにしている

ところは、都道府県立図書館を除くとそれ

ほど多くないということがわかります。 
つまり利用者からはただの目録であって、

地域書誌のような使い方はできない。利用

したい特定の資料がわかっていればそれで

いいのですけれども、大体地域資料という

のは書庫にしまわれています。ですから「こ

ういうテーマで地域のものを調べたい」と

いう検索をかける時は、これだと図書館員

に代行検索をしてもらうことしかできない

ということになります。 
地域を限定しての検索は、検索のハード

ウェアに一番負担をかけますし、時間もか

かったりして、なかなか難しい課題なのか

も知れません。けれども、本当はそういう

使い方が一番重要なのではないかと思いま

す。特に先ほどご紹介した青森でのケース

のように、OPAC があるからということで

県内書誌を作っていたのをやめてしまった。

では OPAC でそういう使い方が本当にでき

るのか、ということです。だから別に書誌
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を作る等、何か別のやり方を工夫される必

要があるのではないかと思います。 
次のスライドは図書館の地域情報発信に

ついてです。地域資料に関しては、もとも

とレファレンスのための様々な自館製ツー

ルが作られてきた。そういう歴史があると

思うのですけれども、だんだん作られなく

なってきてしまった。今はインターネット

があるから、そういうものを作ればすぐに

発信できて非常に便利になるはずなのです

けれども、なかなかされていない。 
このグラフでは一番左の部分が冊子体で

作っているという意味です。次に、例えば

人物書誌とか主題書誌等をデジタル化して、

業務用として作る。3 番目は、それをイン

ターネットで発信している。あとは「計画

あり」ということです。これを見ると、レ

ファレンス事例集や新聞記事のクリッピン

グ等は少し例としてあるのですけれども、

全体としては非常に少ないということがわ

かります。 
 
 
 ６ まとめ 

後に整理してみます。 
図書館の書誌コントロール機能というの

は、私は図書館サービスの一番基盤に当た

ると思っています。つまり資料を把握して、

それに何かの付加価値をつけてデータベー

ス化する。そういう作業は図書館の一番基

本に当たるわけなのですが、それがどこま

でできているか。 
特に地域の図書館というのは、地域の書

誌コントロールのセンターになるはずです。

それが実際にどの程度やれているのかとい

うことが問題になるわけです。また、それ

を集約して総合目録で都道府県立の県内書

誌のようなものを作ること、あるいは全国

レベルで、総合目録をベースにした擬似全

国書誌というものを作ることは、技術的に

可能になってきている。 
それは非常に重要な展開だと思いますが、

ただ本来の書誌コントロール機能というの

は、単なる識別と所在だけではなくて、も

っと別の役割がある。「図書館の地域情報発

信」で示したような、色々な付加価値をつ

けた書誌やツールを作ることが要求されて

いると思います。 
なかなか今は、そういうことをやれる体

制になっていない。そういうところがどん

どん削られているような状況があるという

ことが問題です。担当者の問題が非常に大

きい。これはこの場で言うようなことでも

ないかも知れませんが、やはりその問題は

非常に大きいと感じました。 
ということで、私の話は以上で終了させて

いただきます。ありがとうございました。 
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６．講演「デジタル時代における総合目録

ネットワークの可能性」 

 

 

関西館長 

和中幹雄 

 
 関西館長の和中でございます。当初は主

催者としてのご挨拶だけのつもりだったの

ですけれども、こういう話をさせていただ

くことになりました。 
 

はじめに 
まず、本日の「デジタル時代における総

合目録ネットワークの可能性」と題した講

演の目的についてお話しいたします。 
先ほどの事業報告でもありましたが、こ

の総合目録ネットワークは平成 10 年度か

ら本格的に始まり、それから数えて 10 年経

過しました。さらにその前、当時の通商産

業省の外郭団体である情報処理振興事業協

会がパイロット電子図書館事業を立ち上げ

て、その事業のなかで総合目録ネットワー

クプロジェクト第 2 期を開始したのが平成

6年度。それから数えると 15年になります。 
さらにその前があります。1985 年に、学

術情報センターが書誌ユーティリティとし

て発足したのを契機として、それまで国立

国会図書館が行っていた新収洋書総合目録

が廃止されることになりました。それ以降、

国立国会図書館では総合目録的な事業とい

うのはなくなっていたのですが、1990 年代

の当初つまり平成 3～4 年頃に、総合目録を

再度立ち上げたいという話が持ち上がりま

した。それで始めたのが総合目録パイロッ

トプロジェクトの第 1 期でした。神奈川県

立図書館や東京都立中央図書館、それから

早稲田大学図書館など、5 機関の目録デー

タを集めてメインフレームのシステムを使

って総合目録を作ってみました。 
これが 初なのですが、うまくいかなか

った。それで情報処理振興事業協会の方で、

パイロット電子図書館事業として開発して

もらうことになったというのが経緯です。

それから 10 年、15 年という年月が経ちま

した。この間、総合目録事業を進めるには

多くの公共図書館の方々の協力、あるいは

叡智がなければ、何事もできなかったと思

います。 
そして一昨年度の平成 18 年度から平成

20 年度にかけて、今後の総合目録のあり方

に関する調査や検討を実施してきました。 
平成 18 年度には都道府県域の総合目録

ネットワークの現状について調査を行いま

した。そして平成 19 年度には、先ほど根本

先生からお話がありましたように、地域資

料に関する委託調査を行いました。こうい

った二つの調査を行ってきまして、その後

平成20年3月に業務システム 適化計画が

出来て、いろいろな検討が始まったところ

です。 
本日はこれらの調査の内容や、国立国会

図書館の内部での検討とその結果を、二、

三の主な論点に即して、若干私見も交えな

がら、ご紹介することにしたいと思います。 
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配布資料の 1 ページ目に、本日何らかの

形で言及する資料を 5 点掲げております。

この他に、利用者サービスや書誌サービス

に関わる当館内で作成中の文書というのも

あります。それらについても若干触れます

けれども、まだ決まっていることではあり

ませんので、方向性についてのみ述べるに

とどめたいと思います。 
 
国立国会図書館業務・システム最適化計画 
まず当館の 適化計画についてお話しし

たいと思います。 適化計画とは何か。 
現在の行政府におきまして、電子政府へ

の取り組みの一環として、便利、簡素、効

率的かつ透明な小さな政府の実現に寄与す

るという目的のもとに、業務・システムの

適化が進められています。これは社会保

険庁のレガシーシステム等の問題があり、

そのために無駄が出ているので、そういっ

たシステムを見直すべきだということが発

端にあったと理解しております。つまり

小の費用で 大の効果を得るための業務運

営や、情報システムの構築・運用の簡素化、

効率化、合理化に取り組んでいこうという

ものです。 
国立国会図書館は立法府に属しておりま

すけれども、立法府においても行政府と同

様に、こういった 適化の趣旨や考え方を

踏まえて進めることが求められてきていま

す。厳しい財政状況にあるからこそ、費用

対効果に充分留意して無駄を省く。そして

全体として整合性をもった情報システムの

整備を、効率的かつ効果的に進める。 
そうしたことが求められる中で、国立国

会図書館においても業務・システム 適化

計画が策定されました。それが平成 20 年 3

月のことです。この計画は、国立国会図書

館の情報システムを適切に運用し、その目

標を実現する上で必要な業務・システムの

適なあり方を示すものです。この計画の

期間は平成 20 年度から 24 年度までの 5 ヵ

年です。 
国立国会図書館の中には、非常に多くの

さまざまなシステムがあります。これはそ

れぞれの部局がいろいろな計画を立てて作

ってきたものですが、反面、重複している

ものがあったりもします。 
その中で一番大きな基幹的なシステムが、

「基盤システム」と呼ばれているものです。

これは現在国立国会図書館において、一般

的な図書館の業務・サービスを行うシステ

ムです。具体的には資料を収集して、組織

化し、書庫に排架して、それを提供してい

く。NDL-OPAC と呼ばれているような目録

をインターネットを通じて提供する。こう

いったシステムが、基盤システムという塊

としてあります。これは、関西館が開館し

た平成 14 年 10 月から運用しております。

現在の NDL-OPAC を通して受け付けてい

る遠隔複写の申込み等も、この基盤システ

ムでやっているわけです。 
このシステムも 適化計画の評価の対象

となりました。その際に指摘されたのは次

の 2 点です。1 点目は、このシステムは運

用保守作業や機能拡張にかかる経費が非常

に大きいということ。2 点目は、複雑な業

務要件を具現化して、複雑に入り組んだシ

ステムになっているため、機能拡張への対

応力が低いということ。総じて、今後いろ

いろな新しいサービスを展開していく上で

の柔軟性に欠けるという評価を受けました。 
なぜこうなったかと言うと、関西館を立
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ち上げる時に、今後は今までやれなかった

サービスをやっていこうということで、さ

まざまに考えたわけです。で、考えたそれ

らの機能をどんどん盛り込んでいった。そ

れと同時に、今までやっていた業務の流れ

を、そのまま機械に押し込めていくという

やり方を採ったために、システムを複雑に

作り込んでしまったのです。 
しかも残念ながら、時期が悪かった。当

時は図書館のトータルなパッケージシステ

ムで、当館の業務処理をうまく扱えるよう

なものがまだなかったため、自前で作るこ

とになった。その結果として、非常に複雑

なものになってしまった。現行の基盤シス

テムについてはそのような評価がされまし

た。 
そこで次期基盤システムについては、ど

ういう考え方でやろうか。次期基盤システ

ムは、導入の目標時期として平成 24 年 1
月を目途に開発が始まったところです。こ

れはリプレースの時期に合わせて、運用

性・柔軟性の高いパッケージソフトを導入

するという考え方です。そこで削減された

資源を活用して、社会のニーズに対応した

新たな利用者サービスを展開できるように

する。 
言ってみれば、既に市場に出回っている

システムをそのまま取り入れる。そしてそ

れが業務に合わなければ、業務のほうを変

えるという考え方です。つまりシステム主

導の考え方と言えます。これについてどう

考えるかという話も、後ほど触れたいと思

います。 
 
 
 

国立国会図書館における総合目録系シス

テム 
総合目録ネットワークシステムについて

も当然評価の対象となりました。   
現行の総合目録ネットワークシステムは、

先ほどの基盤システムとは全く別のシステ

ムです。総合目録では、皆様方の図書館か

ら書誌・所蔵データをお送りいただいて、

総合目録システム側で受け取っております

が、それと同じように、当館の書誌・所蔵

データも、基盤システムから総合目録の方

に送っているわけです。全く別のシステム

です。 
そこで 適化計画においては、費用対効

果の観点から、この別々のシステムになっ

ているものをどのようにすべきかという検

討がなされました。その結果、ILS パッケ

ージを利用した次期の基盤システムの体系

に、総合目録の機能も含めようということ

になりました。要するに、総合目録のシス

テムも市販の ILS パッケージの中に取り込

むという方針が決まったわけです。これは

要するに、データベースを二重化して持っ

ていることが無駄であるという観点からの

結論でした。 
国立国会図書館の中には総合目録系シス

テムとして、国立国会図書館総合目録ネッ

トワークシステム、すなわち「ゆにかねっ

と」のシステム以外にもいくつかの総合目

録のシステムがあります。国際子ども図書

館の児童書総合目録17。全国新聞総合目録

データベース・システム18。点字図書・録

                                                  
17 児童書総合目録

[http://www.kodomo.go.jp/resource/search/t
oc.html] 
18 全国新聞総合目録データベース・システム

[http://sinbun.ndl.go.jp/] 
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音図書全国総合目録。それから、行政司法

各部門の支部図書館の総合目録といったも

のがあります。これらの総合目録をどうす

るかという検討もなされました。 
その結果として、 適化計画においては、

「ゆにかねっと」、児童書総合目録、全国新

聞総合データベース・システムについて、

それぞれの扱う資料群、要件、あるいは参

加館等を考慮しつつ、共通化・標準化を図

ることによって、統合を検討することにな

りました。平成 20 年 3 月のこの段階では、

この三つの総合目録の統合を検討しようと

いうのが結論でした。 
児童書総合目録についてはご存知の方も

いらっしゃるかも知れませんが、ご説明し

ます。これは、日本国内で児童書を多く所

蔵する主要な機関の児童書を一元的に検索

できる目録です。参加機関は大阪府立国際

児童文学館、神奈川近代文学館、私立図書

館の三康文化研究所附属三康図書館、日本

近代文学館、東京都立多摩図書館、梅花女

子大学図書館、白百合女子大学図書館です。

一元的に検索できると同時に、児童書の専

門書誌的な面もあります。例えば解題情報

が入っていたり、あるいはあらすじが入っ

ていたりということで、児童書関係の方に

はかなり使い勝手のよい目録になっており

ます。 
それからもう一つの全国新聞総合目録は、

日本全国の 1,300 機関、図書館だけではな

くいろいろな専門資料室等も含めた 1,300
機関の新聞の所蔵が検索できるものです。

この 3 つの総合目録については統合を検討

することになりました。 
残りの点字図書・録音図書総合目録。こ

れは総合目録ではないということになりま

した。つまり点字図書や録音図書を作るご

とに一点ずつ登録していくもので、一つの

書誌データに複数の所蔵データをぶら下げ

るようなものではないので、総合目録とし

ては考えない。この目録のデータは、実は

今でも基盤システムに入っていて、

NDL-OPAC で検索できます。 
それから支部図書館の総合目録。これは

霞ヶ関 WAN の中の閉じられた空間で利用

されているものなので、別途検討しようと

いうことになりました。 
現在の「ゆにかねっと」の状況としては、

現在 61 館からデータをいただいています。

事業報告でもありましたように、間もなく

全都道府県が網羅されます。そんな中で、

適化計画で統合を検討するということに

なりましたので、この関西館の図書館協力

課が事務局になって、総合目録部会という

グループを立ち上げて、この一年間検討し

てまいりました。昨年の 10 月に「ゆにかね

っと」に限った報告書を出しましたので、

その報告書の概要を後ほどご紹介します。

一方の児童書総合目録と全国新聞総合目録

データベース・システムにつきましては、

現在まだ検討中です。 
 
二つの論点 
総合目録のあり方についての検討を行う

上で、いろいろ議論の白熱する場面があり

ました。先ほど根本先生からお話がありま

した全国書誌も含め、総合目録と蔵書目録、

NDL-OPAC の関係をどうするか。それから

総合目録と全国書誌との関係をどうするか。

この 2 点が主要な論点として議論されまし

たので、詳しくご紹介いたします。 
全国書誌は、国立国会図書館法の 7 条に
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規定に基づいています。一方、総合目録は、

21 条の第 1 項第 4 号の、「日本の図書館資

料資源に関する総合目録並びに全国の図書

館資源の連携ある使用を実現するために必

要な、他の目録および一覧表の作成のため

に、あらゆる方策を講ずる」という規定に

基づいています。このように、総合目録あ

るいは全国書誌の課題は、国立国会図書館

にとって非常に重要な課題であるという認

識のもとに議論されたわけです。 
ここで主たる論点は、次の 2 点でした。 
1 点目は、総合目録データベースの中に

NDL-OPAC を埋め込み、総合目録を情報検

索・アクセスの中心とすべきではないかと

いう提案です。実はこれは長尾館長の提案

でした。 
それから 2 点目は、全国書誌は国立国会

図書館のみでは完全なことができないこと

を認識し、宣言し、総合目録をもって全国

書誌とすべきではないかという提案です。

先ほど根本先生が言われたような話は、こ

ちらに近いようなところがあります。 
この 2 点について議論したわけですけれ

ども、実は総合目録部会では、1 点目の総

合目録と蔵書目録の関係についてのみ検討

しました。というのも、全国書誌のあり方

については、関西館図書館協力課が事務局

のこの総合目録部会では扱えない。当館で

は東京本館に収集書誌部が書誌サービス、

書誌作成の方針について決めるところだか

らです。全国書誌については収集書誌部が

現在検討中です。ですので、このあたりに

つきましては、 後の方で私の個人的な考

え方を若干述べるにとどめたいと思います。 
 
 

総合目録部会報告書の概要 
この総合目録部会の報告書の概要につき

ましては、インターネット上には公表して

いません。もしどうしてもご覧になりたい

という方がありましたら、紙でお渡しする

ことはできますが、一応今日の私のお話し

だけで、大体の内容がわかると思います。 
この報告書の目的は、総合目録ネットワ

ークシステムを対象に、サービスおよび業

務の将来像を示してから、次期の基盤シス

テムとの関連で、システムや機能やデータ

に関する各事項について、全体的なイメー

ジを作り、課題を挙げる、ということにあ

ります。 
このイメージに基づいて、さらに具体的

にシステムを検討することになります。先

ほど申しましたように ILS パッケージを使

うということなので、いくらやりたいと思

ってもやれないこともあります。ただし方

向性だけは明確に示そう、ということが総

合目録部会の報告書の目的ですので、その

ように受け取っていただければと思います。

全体的なイメージと課題を取りまとめるこ

とが目的です。 
先ほども報告がありましたが、この 3 月

末に総合目録の機器が更新されます。ここ

でいうイメージというのはその次の更新時

期、先ほど次世代総合目録と言っておりま

したけれども、その時期に実現されると考

えていただければいいと思います。 
 
総合目録部会では、次に論点の包括的な

洗い出しを行いました。これは今まで参加

館から寄せられていた要望や、いろいろな

調査の中で明らかになった問題点等です。 
まず論点の 1 番目は、資料種の拡大。例
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えば逐次刊行物を扱えないかどうかといっ

たものです。これは都道府県立図書館長と

の懇談会などで出された要望です。2 番目

に、現在はデータ提供館を都道府県立図書

館と政令指定都市立図書館に限っているの

だけれども、総合目録で検索できる対象は

それだけでいいのかという問題。3番目に、

ILL のシステムの改善をしてほしいという

要望。4 番目に、書誌データに関するいろ

いろな課題。5 番目に、他のシステムとの

統合や連携といった問題。6 番目に、シス

テム運用上の課題。これはデータの授受に

ついて、運用上いろいろな問題があって厄

介だといったような課題です。そういった

論点を洗い出しました。 
適化検討の前提は、ILS パッケージに

統合するということ、次世代総合目録サー

ビスの目的・役割を確認して実現のための

方向性を示すこと、あるべき姿すなわち To 
be 像を基にしつつ、可能な事項を明確にし

て段階的に実現するということ。この 3 点

です。現在機能しているものは、少なくと

も落とさない。ただし現在以上に、さらに

こうしたいということがあっても、それは

段階的に対応するという考え方をとりまし

た。 
次に、次世代総合目録の目的と役割、目

的付けの方向性。全体のイメージを 3 点に

まとめました。これが一番重要なところだ

と、私は思っております。 
1 点目に、まず総合目録の目的は何なの

か。「一次資料へのナビゲーションが目的で

ある」と捉えました。具体的には、館種や

資料種の限定なしの所蔵情報の提供、それ

から既存の OPAC や書誌ユーティリティと

の連携、それからデジタル情報資源へのナ

ビゲーション等です。つまり紙の資料だけ

でなくてデジタルの資料も含めた、情報資

源の総合的な所在を示すものという方向で

す。紙であるなら所蔵館があって、貸借申

込みの仕組みがわかればいい。近くになけ

れば本屋に頼んで案内してもいいという、

一次資料へのナビゲーションをするための

ものであるという捉え方です。 
2 番目に、書誌・所蔵情報の共有に基づ

く各種の図書館協力活動ということです。

これは具体的に言えば、総合目録の中にあ

る書誌データを、自由に簡単にダウンロー

ドして二次的に使えるようなものにする。

これがいろいろな図書館活動を支援するも

のになるという観点で、それを 2 番目の目

的を掲げました。 
それから 3 番目に、現行「ゆにかねっと」

の課題の解消。運用負荷を 小化するとい

ったことです。この 3 つの目標に則って考

えていくことにいたしました。 
現在、実現可能性調査というものを行っ

ております。これは ILS パッケージの中で、

どういうことができるかの検討です。それ

から、実現する必須機能と新規追加機能の

特定、提供データを和古書や逐次刊行物等

へ拡大すること、横断検索機能の導入やデ

ジタル情報資源へのナビゲーション、デー

タ交換方式や形式の改善、ダウンロード機

能や外部の OPAC 等へのリンク機能の導入

等。これらの実施事項について、一つずつ

これから検討していくことになると思いま

す。 
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新しい利用者サービスと、書誌サービス

の将来像 
総合目録と OPAC とを、基本的には同じ

ものとして提供していくということは、要

するに国立国会図書館のホームページで、

目録検索の窓口を総合目録に統一するとい

う考え方ですね。 
そうなると利用提供の方針に大きく関わ

ってくるので、報告書ではこれについて「今

後の検討課題であり、利用者サービス部門

との必要な検討を行う」というまとめにし

ました。そうして、利用者サービス部門で

の検討が開始され、急ピッチで新しい利用

者サービスの方針がまとまりつつあります。

しかしまだ館として決定したものではない

ので、今日はその方針を直接お示しできま

せんけれども、その考え方を次に簡単にご

紹介いたします。 
これまでの利用者サービス方針からの変

更のポイントはいくつかあります。第一に、

インターネット利用者をも当館利用者の中

心的概念の一つとして位置付けるというこ

と。第二に、新しいサービスを展開するた

めに、インターネットに国立国会図書館の

新たな拠点を築くこと。この新たなインタ

ーネット上の拠点を Web-NDL と称するこ

ととしております。第三に、統合的な情報

サービスを提供するという方針です。 
当館が提供するコンテンツには、

NDL-OPAC や総合目録の他にデジタル化

した資料というのもあります。今あるもの

としては近代デジタルライブラリー19です。

今後さらにデジタル化を進めていくとなっ

たら、そういうコンテンツをどう提供して

                                                  
19 近代デジタルライブラリー

[http://kindai.ndl.go.jp/index.html] 

いくのか。さらに、インターネット上の情

報資源を収集し保存する WARP20という事

業を行っていますが、それらの情報資源を

どのように提供していくのか。そうしたさ

まざまなコンテンツを、統合的に検索して

利用できるような仕組みを作っていきたい。 
近日中に現在の「調べ方案内」を拡張し

た「リサーチ・ナビ」というものをリリー

スします。国立国会図書館が持っているコ

ンテンツ、あるいは他機関が所蔵している

情報資源や、他機関が行っているサービス

も統合的に検索し、利用することができる

という仕組みの先駆けです。先ほど申し上

げた「インターネット利用者の重視」とい

う方針と共に、こういった統合的なサービ

スの提供を、新しい利用者サービスの大き

な方針として掲げております。 
 
新しい利用者サービス方針に連動するよ

うな形で、書誌サービスの将来像も検討さ

れています。この書誌サービスの将来像に

ついては、次の 3 点の方向性が示されてい

ます。1 点目が「総合目録、蔵書目録、日

本全国書誌が一体的に利用できるようにす

る」こと。2 点目が「図書館との協力によ

る。協力の核には現行の総合目録参加館を

置き、協力の方法・範囲を広げていく」こ

と。3 点目が「書誌情報等のデータ、イン

タフェース、システム基盤を可能な限り共

有できるようにする」こと。具体的なとこ

ろはまだわかりませんが、一応そういう方

針が示されているということをご紹介しま

した。ここまでが、館内で検討してきた結

果です。 

                                                  
20 WARP 国立国会図書館インターネット

情報選択的蓄積事業[http://warp.ndl.go.jp/] 
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利用者の観点から 
さて、これら国立国会図書館での検討を

一市民の観点から受け止めて、あるいは図

書館員としてどのように考えていくべきか

について、私自身の考え方をこれから述べ

たいと思います。 
先ほど根本先生が、書誌コントロールの

地域性がいかに重要であるかについて述べ

られました。私もまさにその通りだと思い

ます。しかし同時に、図書館員の視点から

だけで考えては駄目だ、やはり利用者の視

点からも考えるべきではないかと思ってお

ります。 
先ほど FRBR（書誌レコードの機能要件）

のことが紹介されました。これが画期的だ

ったのは、利用者の観点から全てを考えて

いこうという点にあったのではないかと私

自身は考えております。結果的には、割合

欧米の伝統的な目録の考え方に基づいてい

て、目新しいことはあまりないように思い

ますが、やはり利用者の観点から考えてい

るということが大事な点です。 
利用者の観点とは何かをご説明します。

FRBR は目録を実体関連分析（Entity 
Relationship Analysis）という手法で分析

していますが、利用者の取る行動について

は、ユーザー・タスクという言葉を使って

います。また、利用者が「あの本を読みた

い」とか「こういうことを調べたい」とい

う、そういう関心を持つ対象を、Entity す

なわち実体という言葉で表しています。そ

うした利用者が関心を持つ対象を「発見」

して、「識別」して、「選択」して、「入手」

できる。そういう機能を目録は持たないと

いけない、というわけです。 
だから一つ目の観点として、「検索できる

だけでは駄目」ということです。要するに

検索して目録情報が出てきたからといって、

例えばその資料が非常に遠くの、南米のブ

ラジルにあって、取り寄せができないとし

たら、南米まで行けるかという話ですね。

もちろん行けるわけがない。ですから対象

資料を入手するというところまでを、目録

でどう担保していくかを考えて目録を作ら

ないといけないのではないかということで

す。 
二つ目の観点としては、「関心対象にもい

ろいろある」ということです。例えばドス

トエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」を

読みたいと思ったとします。これには原卓

也さんの翻訳もある、米川正夫さんの翻訳

もある。だけどそうではなく、今流行りの

亀山郁夫さんの翻訳を読みたいという場合

もある。あるいは文庫本は小さいから嫌で、

大活字の本でないと駄目だという場合もあ

る。利用者によっては、同じ紙の資料でも

関心対象が違うわけですね。そういうもの

をいかに構造化して目録を作っていくかと

いうことが、FRBR の考え方です。 
三つ目の観点としては、「利用者は自らの

関心に従って行動する」ということです。

例えば、永田町にある国立国会図書館の利

用が便利だと考える利用者もいます。ある

いは、国立国会図書館は納本図書館だから

求める資料が何でもあるだろうと考えて、

NDL-OPAC を検索するという人もいます。

しかし、その数は限られています。研究者

にとっては Webcat の方がはるかに一般的

ですし、住民にとっては地域の図書館の方

がはるかに一般的だと思います。 
そういう中で、国立国会図書館がどうい

うことをやっていくべきなのか。インター
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ネットの利用者が増えてきているから、必

要な情報は Web 上に、例えばホームページ

のどこかに置いておけばそれでいいかと言

ったら、そうはいきません。つまり情報を

必要とする国民は、Web 上に置いておきさ

えすればそれで利用するというわけではな

い。魅力のあるものでないと絶対に利用し

ないと考えた方がいいのではないか。 
四つ目の観点として、「関心対象は物だけ

ではない」ということです。図書館資料の

多くは製本された紙ですけれども、インタ

ーネットの普及によって、紙ではないもの

を求める利用者が増えてきている。その結

果どういうことが起きるかというと、イン

ターネット上に見当たらない、例えば

Google で検索して出てこないものは、もう

「無い」と判断されてしまう。あるいは

Google で検索して何か出てきたらそれで

終わり、というパターンが多くなってきて

いる。つまりいくら紙の資料を沢山集めて

所蔵していても、その利用者にとっては図

書館の資料は死蔵されているのと同じです。

そうした利用者を、いかにして図書館の中

に導いていくのかというのが、大きなテー

マであると考えました。 
五つ目の観点として、利用者にとっては、

やはり自分の住んでいる地域の図書館に資

料があって、そこで利用できれば、それに

越したことはないわけです。総合目録につ

いても、そういう視点から考えた場合には、

地域の住民を始点にして、小さな窓口から

外に広がっていくようなイメージがいいの

です。国立国会図書館という大きなものか

ら考えるのではなく、地域から広がってい

くようなイメージを取るべきではないか。 
 

Web-NDL における蔵書目録（OPAC）と

総合目録の位置づけ 
そうした利用者サービスの考え方に即し

て、Web-NDL においては当館の蔵書目録

である OPAC と総合目録をどう位置付ける

べきかについて、利用者部門でまとめたの

が次の方針です。 
第一に、新 OPAC では蔵書目録と総合目

録を統合する。先ほど申し上げたのと同じ

考え方です。 
第二に、内外の他のシステムとの連携を

実現する。例えば国立国会図書館内でもデ

ジタルアーカイブのシステムを持っており

ますし、他にも電子ジャーナル、あるいは

大学で行っている機関リポジトリ等がある。

それらとの連携を実現するということです。 
第三に、新 OPAC は当館所蔵資料だけで

はなく、遠隔複写により提供している電子

ジャーナルの検索・利用の窓口にもなる。 
 第四に、検索用の API 及びデータ提供用

API を実装する。これは、例えば総合目録

でも OPAC でもいいのですけれども、API
を国立国会図書館のサイトに置く。そして

その API を持っていってもらえれば、地域

の中で総合目録を対象として、横断検索の

対象として使うことができる。そのように

して、どんどん使っていただこうというこ

とです。 
第五に、都道府県では域内の総合目録を

構築しているケースが多く見られます。こ

うした域内の総合目録と、当館の総合目録

を、地域を限定して横断検索する仕組みを

構築する。そのことによって、日本国民誰

もが、 も身近な図書館で図書館資料を利

用できるようにする。配布資料では「都道

府県域の総合目録ネットワークの現状」と
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して簡単にまとめておきましたけれども、

これは根本先生が調査された報告書の中か

ら引用しております。 
これによれば 42 都道府県域において、既

に横断検索が実現しております。これは先

ほどもご紹介があったとおりです。そのう

ち集中型が 2 件、横断検索型が 34 件です。

それからWebcat Plus21やNDL-OPACも横

断検索の対象としている図書館があります。

島根県立図書館がその例です。 
ところが、これらの横断検索型の都道府

県域ネットワークのうち、標準的なプロト

コルを使用しているのは岡山県だけです。

岡山県では Z39.50 というプロトコルを使

っています。他の地域では全て Web 解析に

よって横断検索を実現しているため、例え

ばシステム構築はいわば手作業で非常に労

力がかかる。しかもその結果として性能が

悪いということが起きるわけです。そうい

う状況で国立国会図書館がやるべきことと

しては、まず標準的なプロトコルを自ら実

装して、それを普及させていくことが、や

はり も重要なのではないかと考えていま

す。そのような形で、地域において、「ゆに

かねっと」も含めた横断検索をそれぞれの

ニーズに合わせて使ってもらえるような仕

組みを作れないかということが、第五の方

針です。 
第六に国立情報学研究所やOCLC等の書

誌ユーティリティと連携して、大学図書館

等を含めた所蔵データの検索を可能とする

ということです。例えば Google で検索した

ら、一気に OPAC の中に入ってくるという

仕組みも必要です。それから国立国会図書

館のサイトに来て、統合検索をかけて情報

                                                  
21 Webcat Plus[http://webcatplus.nii.ac.jp/] 

に辿り着く場合もある。ということで、実

はこれは夢物語ではなく、既に国立国会図

書館では実現しているものです。 
 
デジタル資源総合目録としての PORTA

の実践 
さて、PORTA というのをご存知の方も

いると思います。国立国会図書館の関西館

が担当しているシステムです。日本国内の

電子情報資源や情報提供サービスへ案内す

る総合的なポータルサイトとして、平成 19
年 10 月からインターネットで公開を開始

したものです。これは各参加機関が持って

いるデジタル情報を統合的に検索できると

いう仕組みです。 
現在のところ国立公文書館、秋田県立図

書館、岡山県立図書館、京都大学附属図書

館、一橋大学附属図書館、青空文庫22、NPO
法人連想出版23の新書マップ24等、23 機関

が今のところ参加しています。配布資料を

作った時には県立図書館が 4 館参加してい

たのですけれども、ごく 近、石川県立図

書館のデータが新しく搭載されました。

日々、少しずつですけれども増えてきてい

ます。 
具体的なところを少し見ていただきます。

岡山県立図書館ではデジタル岡山大百科25

というシステムを運用しています。ご存知

かも知れませんが、これは郷土情報の電子

図書館システムです。岡山に関わる、動画

や音声等なども含めた情報を利用できます。

                                                  
22 青空文庫[http://www.aozora.gr.jp/] 
23 NPO 法人連想出版[http://rensou.info/] 
24 新書マップ

[http://shinshomap.info/search.php] 
25 デジタル岡山大百科

[http://www.libnet.pref.okayama.jp/mmhp/] 
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このデジタル岡山大百科が、PORTA を通

じて利用できます。例えば岡山の「桃太郎」

で検索しますと、国立国会図書館の資料も

ヒットしますし、国立国会図書館の近代デ

ジタルライブラリーの資料も、デジタル岡

山大百科の情報も出てくる。 
それから秋田県立図書館においては、こ

れも貴重書のデジタル画像が多いのですけ

れども、その他に非常に注目すべきなのは

記事索引データです。郷土関係の雑誌記事

索引26が搭載されております。和図書の総

合目録は「ゆにかねっと」で実現している

わけだけれども、雑誌記事索引は対象にな

っていないわけです。ですから、こういっ

た郷土資料についての記事索引は今後非常

に重要になってくるのではないかと思いま

す。それから、秋田県関係人物文献索引27だ

とか、新聞の記事の見出し28を検索できる

データベース等もあります。これらが既に、

PORTA において検索対象になっていると

いうことです。 
茨城県立図書館では貴重書のデジタル画

像29。奈良県立図書情報館についてはデジ

タル画像の書籍30の他、地域史料目録31とい

                                                  
26 秋田県立図書館 郷土関係雑誌記事索引

[http://libnews.apl.pref.akita.jp/SearchMag.
asp] 
27 秋田県関係人物文献索引 

[http://libnews.apl.pref.akita.jp/SearchPsn.
asp] 
28 秋田魁新報記事見出し検索データベース

[http://libnews.apl.pref.akita.jp/SearchSaki
gake.asp] 
 
29 茨城県立図書館デジタルライブラリー

[http://www.lib.pref.ibaraki.jp/home/digital
_lib/digital_lib_main.html] 
30 奈良県立図書情報館 ふるさとデジタル

化書籍一覧

[http://opacsvr01.library.pref.nara.jp/mylim
edio/dirsearch/dirsearch.do?dirid=furusato] 

う、やはり地域資料の目録が搭載されてい

ます。石川県立図書館についても、同じよ

うに貴重書のギャラリー32が検索できます。 
一方ではもちろん紙の資料も重要なので

すけれども、やはり今後このようなデジタ

ル化された情報の共有を進めたい。是非み

なさまの図書館にも、何か少しでもデジタ

ル情報をお持ちであればこのポータルに参

加していただきたい。そういうことも含め

て、考えていきたいと思っています。 
この PORTA は今後デジタル情報資源を

中心にしたものであり、総合目録は一応紙

の資料を中心にしたものということで、棲

み分けを行っていくとになると思います。

けれども、同時にこれら全体も含めて統合

検索できるようにしようと考えているわけ

です。 
 
全国書誌再考 
ここまでが総合目録の話でした。ここか

ら全国書誌のことについて、2 つの調査結

果を踏まえて、若干お話ししたいと思いま

す。 
2 つの調査の 1 つ目は、平成 19 年度に行

われた「地域資料に関する調査研究」です。

これは先ほどの根本先生のお話にも出てき

ました。2 つ目は「国内出版物の納本率調

査」です。これは平成 17 年刊行の出版物を

対象に、納本率を調査した結果です。月報

にその調査結果が出ておりまして、国立国

会図書館のホームページからも PDF ファ

                                                                      
31 奈良県地域史料目録

[http://www2.library.pref.nara.jp/nlmc/mod
ules/xoonips/] 
32 石川県立図書館 デジタル図書館貴重資

料ギャラリー

[http://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/tosh
okan/index.html] 
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イルで見られます33ので、ご覧になってい

ただければと思います。 
そこに、民間出版物の納入率の調査結果

が出ています。納入率調査は何を母数にす

るかということが難しいのですけれども。

商業出版物については大体 90 パーセント

弱、それから自費出版については 70 パーセ

ント弱、雑誌・新聞については 85 パーセン

ト、音楽・映像資料は 39 パーセントという

結果になっております。 
官庁出版物については、で、国の機関の

刊行する市販資料は 90 パーセントなので

すけれども、地方自治体は 42 パーセントで

す。これは県によってずいぶん違います。

いずれにせよ、国立国会図書館は納本図書

館と言われながらも、確かに納入率が低い。

ですので国立国会図書館の収集資料だけで

作成されるのは本当の「日本全国書誌」で

はなく、総合目録こそが全国書誌と考える

べきではないかという問題が提起されたわ

けです。それで根本先生が、本当の全国書

誌をいかにして構築すべきかということを

書かれています。是非お読みになってくだ

さい。 
 
それで私自身も、全国書誌についてもう

一度考え直すべきではないかと考えていま

す。それについて、お話ししたいと思いま

す。 
まず全国書誌というのは、その作成の仕

方は二の次にしまして、日本で刊行された

出版物の網羅的な記録であると大まかに捉

                                                  
33 国内出版物をどのくらい所蔵している

の?--納入率調査結果から. 国立国会図書館月

報. 2008. (566) pp.10-12 
[http://www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/p
df/geppo0805.pdf] 

えることから出発する。蔵書目録、あるい

は総合目録であっても、これらに全国書誌

が包摂されるものではないと。全国書誌は

もっと広いもの、より広がりを持ったもの

であると私は思います。 
先ほど納本制度との関わりで全国書誌と

いう言葉が出てきました。けれども、私は

納本制度との関わりも一つの手法に過ぎな

いと考えるべきではないかと思っています。

つまり全国書誌という立場からすると、蔵

書目録も総合目録も、全国書誌を構築して

いく手段の一部を構成するのだと考えるべ

きではないか。 
また全国書誌については、国立国会図書

館法第 7 条に基づいているとされて納本制

度と関連付けられていますけれども、これ

はやはり時代的なものと考えていいのでは

ないか。つまり納本制度に基づいて全ての

資料を収集することが建前であったがため

に、これまで蔵書目録イコール全国書誌と

いう考え方が取られてきた。だから納本さ

れた資料の書誌データが集まったものが日

本全国書誌と言われてきたわけです。しか

し、これは現状に合わなくなってきている。 
ところが全国書誌と蔵書目録の関係を明

確にしておかないと、今度は国立国会図書

館と都道府県立図書館の蔵書目録の集合体

である総合目録を全国書誌と同一視すると

いうことになります。これはこれで同じ間

違いに陥るのではないか。 
だから、総合目録というのは全国書誌を

作るための非常に有力な手法ではある。け

れども考え方としては、全国書誌は総合目

録とは別個の、もっと広がりを持ったもの

として考えるべきではないか。つまり、納

本制度の対象ではないネットワーク系の電



平成 21 年 3 月 19 日（金） 
ゆにかねっと参加館フォーラム 
記録集 
 

46 

子情報も全国書誌の収録対象とすべきだと

いう考え方です。現在機関リポジトリに入

っているような資料も、将来的には全国書

誌の対象となるべきなのです。これをどう

いう形で収集するのかという問題はあるわ

けですけれども、少なくともこういったも

のも全国書誌の定義からすれば、明らかに

対象となるべきだと思います。 
それから、全国書誌の作成というのは必

ずしも単線的に行うものではない。集中的

にコントロールして行う方法が全てではな

いと思うのです。全国書誌には未収資料も

含むべきであるというのは当然なのですけ

れども、書誌データの作成に当たっては時

間軸を遡って、遡及的に作成される場合も

ある。その作成方法は多様だと思います。 
また、全国書誌の対象が図書館資料に限

るのかどうかという問題もあります。Web
上の情報資源、ネットワーク情報は図書館

資料なのかどうか。質的に見ても美術館、

博物館、あるいは公文書館の資料と、図書

館資料の領域はだんだん重なってきている。

ですので先ほどお話の出た映画フィルム等

も含め、それらも当然全国書誌の対象だと

思います。 
けれども、まずは図書館コミュニティの

中での全国書誌というものをいったん考え

て、そこからさらに広がっていく必要があ

る。そういう意味で総合目録を全国書誌と

して扱うというなら、それはそれで方法と

して充分考えられると思います。 
そういう観点から考えた場合、全国書誌

というのは全国的な書誌サービス、あるい

は全国的な書誌コントロールという、業務

やサービスに力点を置いて考えるべきです。

例えばこれまで書誌コントロールの方法と

して、MARC の標準化ということが考えら

れてきた。国立国会図書館で作った MARC、

あるいは民間 MARC を使って、いろいろな

ことをやっていこうという方針です。しか

しこれまで国立国会図書館は、民間 MARC
との関係付け、あるいは NACSIS-CAT と

の関連付けにも失敗してきた。ですので今

後こうした書誌作成の基準、さらにメタデ

ータの基準をどうしていくか。これまで統

一した日本標準もできていない、こういっ

たものについてどうしていくか。全国書誌

的な観点では、そうしたことが非常に重要

なのではないかと思います。 
それから、全国書誌を書誌サービスの観

点から見た場合には、それぞれの図書館が

Web 上で自由にデータをダウンロードでき

て利用してもらえるようにするだけがゴー

ルではないと私は思っています。つまり、

個人もダウンロードして利用できるように

すべきである。こういうことは現在アメリ

カでは既に実現しています。個人が、自分

の持っている蔵書も含めてWeb上で共有す

るブッククラブなどができております。で

すから、そういうことにも使ってもらうこ

とが重要だと思います。 
全国書誌の本来的な役割というのは、全

国書誌番号の付与です。それによって、一

つの文献を特定できるようにするというこ

とです。そうすれば文献を引用する場合、

番号で引用すればそれで固有の文献として

識別できるといった形になる。そういった

ものが本来的な役割だと思います。 
ただし今後ネットワークの情報資源は、

メタデータと本文が一体となって流通しま

す。そうした状況下において、うまく文献

を特定していくにはどうしたらいいか。こ
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れは永続的識別子の話になっていくのです

けれども、これも今後当館だけでなく、NII
や JSTと一緒になって取り組んでいかない

と、MARC や総合目録の時とまた同じ結果

になる。 
今まで大学図書館のコミュニティと国立

国会図書館は、うまく連携して来られなか

った。目録規則や、書誌データベースの作

成方針も違ったりしています。それをいか

に連携していくか、全国書誌の本質的なテ

ーマというのは多分そちらの方にあるので

はないかと思います。 
 
書誌データの拡張 
次に、書誌データの拡張ということにつ

いて若干お話しします。 
先ほど根本先生は、地域の図書館におい

て、地域資料の専門家と呼べるような司書

がいなくなっていて問題だということをお

っしゃっていました。私もそうした状況が

あると思います。ならば逆に、書誌データ

は人が作るだけではなくて、機械に作らせ

ればいいという考え方を取ることもできる

のではないか。 
近『現代の図書館』に、東北大学の佐

藤義則さんが書かれた「デジタル環境下の

書誌コントロール」34という論文が載って

いました。この中で、書誌データを用いた

新たな検索の仕組みに向けての取り組みを、

3 つに分けて紹介されています。すなわち

「プログラムによる組織化」「専門家による

組織化の拡張」「利用者の貢献による情報の

付加」、この 3 つです。 

                                                  
34 佐藤義則. デジタル環境下の書誌コントロ

ール-これからの図書館目録に向けた動き. 現
代の図書館. 2008. 46(3). pp.151-158 

初の「プログラムによる組織化」とい

うのは、組織化を機械にさせればいいので

はないかということで、クラスタリングや

自動分類、あるいは自動ランキング等の方

法です。Google の検索エンジンなどで実現

してきたものです。やはり図書館側も、こ

ういう考えを取り入れていかないといけな

いのではないか。その点この「ゆにかねっ

と」は機械書誌同定システムという、世界

的にも非常に画期的で珍しい仕組みを作っ

たわけで、このプログラムによる組織化の

先行者ではないかと勝手に思っております。

現在は個人が立ち上げた「ISBN 総合目録」

35というものも出ておりますが、これもそ

うした機械による組織化の一つだと思いま

す。 
実は、機械的書誌同定の 初期の頃、「こ

んなのやったらどう」と私が言ったら、み

なに馬鹿にされた覚えがあります。それで

も機械的書誌同定が可能なのではないかと

考えたのは、私は元々カタロガーだったか

らなのです。毎日のように資料が入ってく

るとカードを繰って、この本は既に入って

いるのか入っていないのか、という重複調

査をやります。その時に、見るポイントと

いうのが大体決まっているのです。 
そこから発想して、見るポイントが決ま

っているのなら、大体誰が作っても同じも

のになるだろう。転記の原則といいますが、

要するに標題紙からそのまま転記したら誰

がやっても同じタイトルになるでしょう、

といった発想なのですね。 
例えば 初、ページ数を同定キーにした

ら面白いのではないかと考えました。なぜ

                                                  
35 ISBN 総合目録

[http://www.h6.dion.ne.jp/~tahchlab/isbn/] 
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かと言うと、あの「ページ数」と呼んでい

るのは、正しくは「ページ付け」なのです。

後のページ付けを、前付、後付といった

情報も含め、そのまま転記する。そうする

と同じ版型で作っているから、ページ付け

が同じなら同じ版だということがわかる。

洋書の場合にはそういった転記でうまくや

っています。つまり、これがパッと見たら

すぐわかるというポイントなのです。だか

ら可能なのではないかと言ったら、「そんな

ことは世界中で成功した例がないのだから、

やめた方がいい」と忠告されたことがあり

ます。 
そういうこともありましたが、いずれに

してもこうしたプログラムによる組織化は、

もっともっと追求していっていいのではな

いかと思います。 
次に「専門家による組織化の拡張」につ

いては、まず FRBR による知識の組織化ま

たは構造化の拡張ということが浮かぶわけ

ですが、これについては後でお話しします。

それよりも典拠コントロールへの特化や、

論文・記事レベルの書誌情報の重視という

部分に人間の力を注ぐべきではないか。後

は機械にやらせればいい。あるいは TRC に

任せておけばよいと考えたらどうだろう。

これは、私が勝手に考えていることです。 
例えば典拠コントロールに関して、デフ

ォーの「ロビンソン・クルーソー」を例に

お話しします。国立国会図書館が持ってい

る「ロビンソン・クルーソー」の資料を検

索しますと、日本語でもずいぶん沢山のタ

イトルで「ロビンソン・クルーソー」が出

ています。中には「魯敏遜漂行紀略」とか

「回世美談」というのもあって、これは明

治や大正時代に出たタイトルです。ところ

がこの中で同じタイトル「ロビンソン・ク

ルーソー」でも、いくつも版があるのです。

いろいろな人がリライトしたり、翻訳した

りしているわけです。こうした目録の書誌

データを見て資料の発見・識別・選択がで

きるかと言ったら、難しいですね。だから

こういう目録では駄目だということを言っ

ているのが、FRBR の考え方なのです。 
NDL-OPAC で「ロビンソン・クルーソー」

の書誌を出すと、著者名典拠の ID が出てき

ます。それを使って著者名で「デフォー｣

と検索したら、一応 NDL-OPAC では典拠

検索できるようになっています。それをさ

らに著作名「ロビンソン・クルーソー」と

掛け合わせて検索すればいいのだけれども、

さらにどういう翻訳者なのかということま

では、先ほどの目録ではわからない。たま

たま同じ翻訳者が違う出版者から出してい

る場合もあるし、評価のしようがないので

すね。 
そのあたりを何とかできないかというの

が、これから考えるべき課題であって、一

般的な目録の作り方といったものは、大手

の企業に任せてしまってはどうか。 
もう一つ、「利用者の貢献に基づく情報の

付加」について。この方法はいくつか考え

られています。私のアイデアを 2 つほどご

紹介いたします。 
一つ目は、近代デジタルライブラリーに

ついてです。現在明治期については 17 万冊、

既に公開しているのが 13 万冊、大正期が 1
万冊で、全部で 14 万冊公開しています。し

かし、使い勝手が悪いという感想を聞くこ

とがあります。それは何故かと考えたとこ

ろ、主題検索が弱いからではないかという

ことに気付きました。分類別に一応検索す
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ることもできますが、この部分のデータは

昔の目録カードをそのまま使って遡及入力

して、それに NDC を 3 桁程度つけている

だけです。ということで、分類で引こうと

思っても非常に使い勝手が悪い。 
明治時代において、どういう主題のもの

が出版されていたのかを知りたい。そのた

めに、もっと主題情報を充実させることが

できないか。そうしない限り、使い勝手は

良くならないと思います。しかし、そんな

作業を国立国会図書館だけではやれないの

ではないか。むしろ利用者にやってもらえ

ばいいのではないか。明治時代を専門にし

た歴史研究者のチームを作って、主題情報

を付加していくということができないだろ

うか。これが一つのアイデアです。 
それから二つ目が、Wikipedia36を使った

らどうかという話です。レジュメでは「典

拠コントロール」という言葉を使ってしま

いましたが、「Wikipedia を利用した典拠の

活用」が正確な言い方でした。 
例えば先ほど「ロビンソン・クルーソー」

の話をしましたが、作者のデフォーに関し

て、Wikipedia の記事があるわけです。そ

こに「外部リンク」という箇所がある。そ

こに「国立国会図書館に典拠あり」と書い

て典拠 ID へのリンクを張っておけば、そこ

から直接目録レコードに飛べる。現在調べ

ものをするには、Wikipedia を中心に調べ

てゆく場合が多いと思われます。その時に

根拠となりうる資料を、図書館はたくさん

持っているわけです。典拠 ID を入れておく

だけで、その資料へ直接飛ぶことができる。

そのようなことを何とか実現できないか。

そのためには典拠 ID を含めた典拠データ

                                                  
36 Wikipedia [http://ja.wikipedia.org/] 

を国立国会図書館が公開すれば、それらの

典拠データ（ID）をみんなで Wikipedia の

「外部リンク」に書き込んでいける。典拠

データは、今のところこのような使い方が

一番効果が大きいのではないかということ

が、私のお話ししたかったところです。そ

のように、利用者と協力していろいろなこ

とをやっていくということを、もっと考え

ていいのではないかということです。 
時間も過ぎてしまったので、このあたり

で終わりたいと思います。どうもありがと

うございました。 
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７．質疑応答・意見交換 

 
 

 
（司会） 
 それではここで、改めて質疑応答に入り

たいと思います。ご講演についてだけでな

く、総合目録ネットワーク事業全体につい

てのご質問等でも結構です。それではどう

ぞよろしくお願いいたします。 
 
（大阪市立大学 北） 
 大阪市立大学の北です。パッケージを導

入して平成24年1月に動かすというお話が

和中館長の方からありましたが、大体今か

ら 3 年弱の期間かかるということですね。 
既に 3 年前から世の中の方はクラウド・

コンピューティングの時代に入っている。

産業界的ではハードウェア・アズ・ア・サ

ービスからソフトウェア・アズ・ア・サー

ビス、さらにプラットフォーム・アズ・ア・

サービスというふうに、時代はもう変わり

つつある。 
その時に今から 3 年もかかって簡易パッ

ケージを入れるというのは、産業考古学博

物館のシステムになっているのではないか。

そういったスピード感覚のずれというのは、

何なのでしょうか。 
 
（本吉） 
 図書館協力課の本吉です。ご指摘の通り、

確かに時間はかかりますが、今回の 適化

計画の対象とする業務、サービスの多様性、

また、予算要求のスケジュール等も考える

と、時間はかかります。当然、実際の開発

にも時間はかかります。 
例えば 21 年度はもう予算が決まってお

りますから、今から 22 年度に予算を獲得し

たと考えても 2,3 年経ってしまいます。こ

うした機動性のなさは北先生のご指摘のと

おりかと思いますけれども、一方そういう

中で、少なくとも過ちのない、確実に所期

の目的を達することのできるようなシステ

ムにしたいと思います。 
 あとはパッケージについて言えば、和中

館長からお話のあったとおり、現行のシス

テムに対する我々の反省がございます。そ

の中で特に運用経費等をいかに削減して、

新しいサービスに挿入していくのかという

問題意識もあります。ILS で達成される部

分と、ILS で削減した経費で新しく達成で

きる部分の両方を、こちらからもご提示し

ていきたいと考えております。 
 
（北） 
 ありがとうございます。 
少し気になったのは、本日の配布資料の

中に機器調達という言葉が書いてあるので

すね。あれはハードウェアがメインで、ソ

フトウェアはただでついてくる、20 年くら

い前の時代の用例なのですが。 
 
（本吉） 
 若干ドキュメントの中で、誤解を招く面

があったかも知れません。必ずしもそうい

うことではございません。機器調達という

言葉の中に、ハードウェア、ソフトウェア

の調達を含んでいます。内容や費用の面で

は、ある意味、機器よりも ILS の方が検討

要素が大きいです。業務を実現するソフト

ウェア・プログラムがまずあって、それを
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動かすハードウェアを導入するということ

になりますが、機器の方はどんどん価格が

下がり、性能が向上していますので、ハー

ドウェアに限って言えば色々な考え方があ

ると思います。 
 
（司会） 
 ありがとうございました。他に何かご質

問のある方はいらっしゃいますか。 
 
（本吉） 
 根本先生に一点ご質問したいと思います。 
総合目録と全国書誌のような関係という

のは、どういう関係にあるのか。 後の方

のご報告で、今県域レベルで作られている

ネットワークや OPAC、また当館の OPAC
をも技術的に統合する中で、実質的な形で

は全国書誌が達成されるというお話があり

ました。一方で和中館長の方からは、やは

り総合目録と全国書誌とはまた違うもので

はないかというお話がありました。 
事業の主管者としての立場から言えば、

私どもの総合目録において、公共図書館の

書誌データの持ち方をこの先どうしていけ

ばいいか。実質的な全国書誌なのか、より

範囲の広い所蔵・所在総合目録なのか、よ

り実効的な展望のあるところへ進めていき

たいと思っております。そうしたことは先

生のお考えの中ではどのように、将来的に

像を結んでいくのでしょう。 
 
（根本） 
 和中館長が 後の方でおっしゃっていた

全国書誌コントロール、あるいは全国書誌

サービスという考え方には、私も賛同しま

す。私も基本的にそういう考え方をとって

きました。つまり、全国書誌というのは常

に理念的な存在でしかないということです。 
先ほど全国書誌の歴史的な経緯を申しま

した。元々ユネスコや戦勝国であったアメ

リカ連合国軍が、各国の知的資源を把握す

る手段として使ったという経緯からもおわ

かりのように、その時点でも本当の網羅性

を目的としているのではなく、重要なもの

を抽出したいという考え方から出発してい

るのです。 
だから何か目的を持って、その目的に応

じて必要な情報が取れればいいわけです。

そういう仕組みを national library が積極

的に作るというのは、その当時の命題でし

た。もちろんそれは今でもあまり変わって

いない。日本ならば国立国会図書館が、そ

れをきちんとやっていただければいいと思

うのです。 
だから national なレベルというものを、

国立国会図書館で設定していただくことが

必要です。その時に一番重要なのは、これ

までやってきたような商業出版物や官庁出

版物の収集です。これらは法にも書いてあ

るとおり納本の対象として重要ですから、

そこをまずきちんと押さえていただくとい

うことが重要です。だからそういう意味で

は先ほどお話があったように、商業出版で

ない官庁出版物の納本率が 5 割か 6 割しか

ないという問題をどうするのか。やはりそ

ういう点が一番、全国書誌レベルの問題と

しては重要ではないか。たとえ所蔵してい

なくたって、重要なものはきちんと把握す

べきではないのか。そういうことをきちん

と考えていただきたい。 
今回話題に挙がった地域資料については、

こういう都道府県立図書館を通じた全国総
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合目録の仕組みを作ったことで、結果的に、

地域的なものを含めた全国書誌的なものに

なっています。しかし、これで完成したか

というと、全然そういうわけではないので

す。なぜなら大学図書館は入っていないわ

けですし、学術的な資料はかなり弱いと思

います。 
和中さんの先ほどのお話の中でもそうい

った、例えば機関リポジトリをどうするか

といった話題がありました。そういうもの

を個別に把握していく必要があると思うの

ですが、ただ一本化する必要は必ずしもな

いと思います。 
そういう意味で、全国書誌というのはあ

くまで理念的な存在で、作る側で目的を設

定して、きちんと必要な文献を把握するよ

うな仕組みを作っていくことで、ある部分

実現すると思っております。 
 
（根本） 
それが今のご質問へのお答えなのですけ

れども、今のお話に関わって、国立国会図

書館の方に質問させていただきたいことが

一点あります。NDL-OPAC と総合目録を、

少なくともインタフェース、画面上で一体

的に運用するというお話があったと思うの

ですけれども、このアイディアが本当に良

いのかということには若干の疑問がありま

す。 
というのは、やはり目録と総合目録は違

うのではないか。確かにそこから入ってい

けば身近な図書館の蔵書がわかるという面

はあるのですけれども、私は図書館という

仕組みは図書館である、つまり「あるとこ

ろにはある」と思っています。ですから求

める資料がどこにあるか把握されるという

ことは極めて重要です。逆に言うと個別の

OPAC はきちんとあるべきであって、総合

目録はやはりそれと違う概念としてあるべ

きではないか。 
利用者からの視点というお話が先ほどご

ざいましたけれども、Google のように一回

の検索で済むというのが、利用者にとって

の究極的な利用しやすさなのかどうか、若

干疑問があります。検索窓を一つにして、

そこから何でも検索できるというのは、そ

れはブラックボックスになる部分が非常に

大きくて、かえって良くないのではないか

という素朴な疑問があります。それはイン

タフェースの工夫などで解決できるのかど

うか、そのへんの視点も含めてお答えいた

だければと思います。 
 
（和中） 
 ご指摘のような方針を出した理由は二つ

あります。 
一つは 適化計画のもとで、データベー

スを一本化するという発想から始まったも

のです。もう一つは図書館コミュニティを

一体として、特に公共図書館と国立国会図

書館が一体となって情報を提供していくの

だという、根本的思想が表明されたのだと

思っています。 
ただし今は全く別のシステムとして、連

携する仕組みのない所でやっていることに

対して、統合的に考えていこうという段階

なので、実現にあたって具体的な形で、ど

うするかについてはこれからの検討です。

これは色々な方法がありうるのだろうと思

います。パラメータを変えることによって

工夫するということですね。 
根本先生のおっしゃったようなご意見も
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結構館内にはあります。もともと総合目録

の利用者層と、OPAC の利用者層とは違う

のではないかと、だから別システムでもい

いのではないかという意見もありました。

ですから、そこはまだ決まっていないとし

か、今のところは申し上げられません。 
 
（根本） 
 了解しました。 
 書誌調整連絡会議でも前から申し上げて

いるのですけれども、私は日本で今一番典

型的な、一番良い OPAC は国立国会図書館

の OPAC だと学生に教えています。きちん

と典拠コントロールがされていて、どうい

う仕組みになっているかがよく見えるから

と。これはどちらかというと国民からは利

用しにくいのかもしれないのだけれども、

少なくとも図書館員の養成教育や、図書館

情報学の研究教育に関わるという意味では

極めて良いサンプルです。単純化すること

で、その部分を崩して欲しくないという希

望はございます。以上です。 
 
（司会） 
 根本先生、どうもありがとうございまし

た。 
 そろそろ時間が少し過ぎてまいりました

ので、質疑応答はこのあたりで終わらせて

いただきます。 
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８．閉会あいさつ 

 
 

関西館次長 

金箱 秀俊 

 
 みなさま、国立国会図書館関西館次長の

金箱でございます。本日は長時間にわたり

まして、フォーラムにご参加いただきまし

てどうもありがとうございました。 
ご講演いただきました根本先生からも、

貴重なお話を伺うことができました。心か

ら感謝したいと思っております。それから

関西館長の和中からは、国立国会図書館の

内部の話も含めまして、みなさまのお仕事

のご参考になったかと存じます。また質疑

応答も充実したものだったと考えておりま

す。 
 さて、総合目録ネットワーク事業は、開

始して 10 年を経ました。始まったのは平成

10 年で、既にインターネットの時代に入っ

ておりましたけれども、それ以降総合目録

を取り巻く状況も、それから公共図書館を

取り巻く状況も大きく変わってきておりま

す。 
総合目録ネットワーク事業について申し

ますと、今年は全ての都道府県立図書館に

データ提供館としてご参加いただくことが

できました。検索数も伸びております。今

日の報告や質疑応答の中にもあったように

課題は色々あるわけですけれども、全体と

して見れば、一定の成熟期を迎えたと言え

るのではないかと思っております。 
 とは言いましても、一方で情報化、デジ

タル化がどんどん進んでいる。それらへの

対応をどうするか、その問題がますます大

きくなっているのが現在の状況だと思いま

す。他のシステムやネットワークとの連携、

それからデジタル化された一次資料、ネッ

トワーク上の情報資源へのアクセス等を視

野に収めて、進んでいく。検討する。そう

いったことが必要な時代だと思っておりま

す。 
 本日お話の出ておりました事業 適化計

画は、総合目録ネットワーク事業だけの話

ではなく、国立国会図書館の業務・システ

ムの全体を見直すという視点で行っており

ます。しかしそういう見直しがあるからと

いって、国立国会図書館のみならず都道府

県立図書館・政令指定都市立図書館の書誌

が把握できる総合目録の価値が減ずるもの

ではない。むしろこれからの当館の情報サ

ービスシステムの中で、従来以上の役割、

重みを与えられることになるだろうと思い

ます。 
また、当館が進めておりますデジタルア

ーカイブや PORTA との連携についても話

が出ていました。そうしたことについても、

この 適化計画の中で具体的に検討してい

く見通しでございます。当館の業務システ

ム 適化計画は、現在詳細の検討中でして、

数年かけて実施してまいります。けれども、

既にそのような方向性が大きく打ち出され

てきているということをご報告したいと思

います。 
さて公共図書館においては、予算・人員

の削減が波のように押し寄せてきて、苦し

い状況であると伺っております。その中で

新しい方向をどうやって見出すか。それは

なかなか大変な作業でございますけれども、

公共図書館が地域における情報発信の中核
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であるということは疑えないことです。図

書館がそういう機能を発揮する場合、すな

わちその地域固有の資料の収集と発信の核

となる場合には、総合目録はそのインフラ

ストラクチャーとしての役割を果たすわけ

でございます。 
本日の根本先生のお話は、歴史的な経緯

を踏まえた上で、総合目録の理論的な意味

を提示し、公共図書館と総合目録の果たす

役割に新しい光を与えてくださいました。

皆様方にとりましても、示唆に富むお話で

はなかったかと思います。そしてまた、私

どもにとっても非常に有益なお話であった

と考えております。 
一方和中の方からは、当館の様々な動き

についてご報告いたしました。今後はデジ

タル時代における総合目録ネットワークの

可能性、方向性について検討を加え、実際

の形として実現させる方向で進めていきた

いと思っております。 
書誌情報を扱う総合目録事業というのは、

データ更新を伴う、言わば「なまもの」を

扱う性格の事業でありますから、データ提

供館のみなさまにも負荷のかかるものでご

ざいます。また同時に当館側の作業として

も、ミスの許されない、一定の決まった手

順を踏んだものとなっています。そういう

意味で確かに地味ですけれども、図書館サ

ービスの基盤を支えるものであることも確

かです。 
ですから、そうした基盤を踏まえつつ、

一方で情報環境の変化にも対応する、その

両面を今我々は考えなくてはいけない。そ

ういう状況だと思っております。そうした

課題については今日のフォーラムでも色々

とお話が出て、問題提起もされたのではな

いでしょうか。つまり「変化」を求められ

ているわけでございます。変化というと危

機を招くものという理解をすることもあり

ますけれども、同時にまた、新たな可能性

を与えてくれるチャンスでもあります。 
そうは言っても、実際にやれることとい

うのはそう多くはありません。多くはあり

ませんけれども、数年かけまして、みなさ

まと共にご相談しながら作業を進めていき

たいと思っております。色々とご意見を賜

れればとお願いするところであります。 
総合目録事業は、国立国会図書館の事業

の大きな柱でございます。みなさまと一緒

に、今後とも発展させていくべきものだと

思っております。国立国会図書館は、その

ために引き続き必要な検討を行ってまいり

ます。よろしくお願いいたします。 
本日は年度末のお忙しい中、第 16 回総合

目録ネットワーク参加館フォーラムにご参

加いただきまして、本当にありがとうござ

いました。これをもちまして、閉会の挨拶

とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。 
 


