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第９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１４年１月１８日（金） 午後２時～午後４時40分 
○会場 ： 国立国会図書館 新館講堂 
     （懇親会：於 本館６階一茶食堂 午後５時～午後６時） 

 
 

（司会：国立国会図書館図書部書誌課書誌第二係長  楢木恵美子） 
 
 
開会挨拶  

国立国会図書館図書館協力部長  土屋 紀義 
 
 第9回総合目録ネットワーク参加館フォーラムを開催するにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本

日は、大変ご多忙の中を、また大変遠いところからも本フォーラムにご参加いただきまして、どうもあ

りがとうございます。 
 このフォーラムには、データ提供館、検索館、さらにネットワークの構築にかかわる関係機関のご参

加をいただき、また、文部科学省、日本図書館協会からもおいでいただいております。 
 この総合目録ネットワーク事業は、準備・試行期間を経て、国立国会図書館の事業となってから、ま

もなく満4年を迎えようとしております。この間、関係者の方々の大変なご努力のたまものもあり、お

かげさまで高い評価をいただいております。私どもといたしましては、今回のような機会を設けること

により、このネットワークをさらに充実していくための手がかりとしたいと思っております。 
 本日、当館からは、総合目録ネットワークの現状と当面の展望に関する報告を用意しております。ま

た、この総合目録を含めた当館の図書館協力業務について、今後の実施のための組織的枠組み等が、平

成 14 年度関西館（仮称）の開館という大きな転機でかなり変わることが予定されており、これについ

ても報告したいと思っております。参加館側からは、ネットワーク運営の実態、そしてそこから見えて

くる問題点等についてご報告をいただくことになっております。さらにフォーラムの後半におきまして

は、IT時代における総合目録のあり方を展望する報告を用意しております。 
 ところで、この総合目録事業の進展に伴って見えてきた問題点の一つとして、ややもすると参加館の

間で、もたれあいが見られはしまいかということがございます。 
 最近、図書館業務について、コラボレーションということがしきりに言われるようになりました。総

合目録ネットワークの充実に際しても、まずコラボレーションということが重要であります。そのため

には、ネットワークへの参加館それぞれが自立した中身の濃い図書館でなくてはならないと思います。

この点がないがしろにされると、折角の総合目録ネットワークが却って図書館の活動の衰退をもたらし

かねないということにもなるかと思います。 
 日本図書館協会の竹内理事長が、いろいろな機会で、図書館の仕事にとって最も重要なのは、「もちよ

りとわけあい」の心であるということをおっしゃっておられます。この総合目録ネットワークも参加館

の「もちよりとわけあい」によってはじめて成り立つものではないでしょうか。 
 総合目録のさらなる充実のために、関係者の方々のご理解とご協力を切にお願いし、ご挨拶といたし

ます。 
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１．報告「総合目録ネットワーク平成13年度事業報告と今後の展開について」 

国立国会図書館図書館協力部主任司書 正井 良知 

 
 平成13年度の経過報告と平成14年度の展開について報告する。 
 
○平成13年度の報告 

 まず、平成 13 年度の一番大きな出来事として、ネットワークへの参加対象を拡大し、市区町村立図

書館を参加館として認めることとした。これは平成 12 年度までの協力館会議、参加館フォーラム等に

おける議論に基づき、平成 13 年度から実施したものである。今年度中の経緯は、次の通りである。平

成 13年 4月 2日から 5月末日まで、新規参加申込のための資料請求の受付を行い、資料請求があった

図書館に対し、6 月に参加申請のための資料を送付した。参加申請は 7 月末日まで受け付け、申請のあ

った図書館に対して、8月末日に新規参加の承認を行った。新規参加館の数は、市区町村立図書館が353
館、政令指定都市立図書館分館が90館となった。その後、平成13年10月1日から実際に新規参加館

への総合目録システムの利用提供を開始した。 
 また、昨年度、市町村立図書館156館に対してモニタリングを行ったが、本年4月以降も継続し、最

終的にモニタリング期間は平成 13 年 9 月末日まで延長した。モニター図書館からは四半期ごとに調査

票を提出していただいた。調査結果については、参考資料をご参照いただきたい。モニタリングにご協

力いただいた市町村立図書館に対し、この場を借りてお礼を申し上げる。 
 次に、新規参加館に対して行った研修会については、平成 13 年度に当館主催の研修会を 3 回行って

おり、9月27日に国立国会図書館、10月14日に大阪府立中央図書館、11月12日に大分県立図書館で

開催した。それぞれ関東地区公共図書館協議会、近畿公共図書館協議会、大分県立図書館の共催をいた

だいた。 
 そのほか、当館主催の研修会とは別に、都道府県立図書館のご協力により、各県域における研修会を

30館に実施していただいた。ご協力いただいた図書館に対してお礼を申し上げる。 
 参加館とデータ提供館の数及び書誌件数については、参考資料にまとめてある。総書誌数が2,000万

件を突破し、基本書誌数は637万件に達している。 
 平成13年度の新規参加館は、初めに述べた市区町村立図書館・政令指定都市立図書館分館以外に、5
月に千葉市中央図書館、千葉県立中央図書館、千葉県立東部図書館、仙台市民図書館、10月には京都府

立総合資料館の合計5館である。 
 また、今年度新規にデータ提供をしていただいた図書館は 3 館である。10 月に徳島県立図書館、11
月に千葉県立東部図書館、12月に千葉市中央図書館のデータ投入が完了し、新たにデータ提供館となっ

た。また現在、京都府立図書館のデータ投入を開始しており、1 月中には今年度 4 番目のデータ提供館

になる。京都府立図書館のデータの中には京都府立総合資料館のデータも含まれている。 
 結果として、参加館512館中、都道府県立図書館・政令指定都市立図書館中央館・国立国会図書館は

68館、うちデータ提供館が37館となっている。その他、今年度の新規参加館を含めた市区町村立図書

館・政令指定都市立図書館分館の数が444館である。こちらは全てデータ検索館である。 
 システム面に関して、今年度は大規模な開発は行っていないが、平成 12 年度に開発した来館利用者

による利用を想定した簡易検索画面について、セキュリティ保護のために ID・パスワードの入力を不要

とするための、ローカルプロキシ設定プログラムの開発を行った。これは現在検証の最終段階で、平成

14年1月中にはリリースの予定である。後ほどデモを行うのでご覧いただきたい。 
 その他として、5月に『共通フォーマット（第2版）』の改訂を行い、初期投入の媒体にCD-Rを追加
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している。 
 『参加館NEWS』は、平成13年4月に10号を発行以来、12月の14号まで隔月で発行した。 
 
○今後の予定 
 平成14年4月に国立国会図書館関西館がいよいよ開庁する。それに伴い、当館では機構再編があり、

総合目録ネットワーク事務局は、4 月以降関西館に移転する予定となっている。事務局は、これまで国

内協力課に置かれていたが、関西館に移った後は事業部図書館協力課に置かれる予定である。今後、総

合目録に関する連絡は、図書館協力課が受け付けることになる。関西館における図書館協力業務につい

ては、この後、児玉からご報告させていただく。 
 市区町村立図書館・政令指定都市立図書館分館の新規参加募集は、平成 14 年度も引き続き行う。基

本的には今年度と同様と考えているが、関西館への移転との関係もあり、募集開始の日程は今年度から

若干変更となる可能性もあるのでご了承いただきたい。また、参加承認、利用開始の時期についても、

関西館が 10 月 7 日に開館するということもあり、まだ確定していない。なるべくその前には行いたい

と考えている。 
 平成13年度には協力館会議を開催しなかったが、平成14年度には開催する予定である。日程は決ま

っていない。参加館フォーラムは、今年度は関西館への移転の関係で1月に開催したが、来年度はこれ

まで同様3月に開催することを考えている。 
 新規データ提供については、参考資料の書誌件数の表の中で、提供館の欄にアスタリスクが付いてい

る図書館から、データ提供のご意向をうかがっている。準備が整い次第、データ投入していく。 
 最後に、今後の展開について、現在のシステム機器は、平成 15 年度末にリース期限が切れるので、

その後新規にシステムを導入することになる。それに向け、次期システムの検討に今後着手していく。

次期システムにどういったものを盛り込んでいくかに関しては、参加館のみなさまにもご意見をいただ

くことが必要になる。近いうちに参加館の間での討論の場を設けることを考えている。ご協力をお願い

する。 
 

 

２．報告「平成14年度以降の国立国会図書館の図書館協力活動」  

国立国会図書館図書館協力部国内協力課長 児玉 史子 

 

 本日は、10月に開館する国立国会図書館関西館（仮称）の準備に携わっている立場から、関西館開館

後の図書館協力の業務内容について報告させていただく。 
 
○関西館の概要 
 資料（２）とパンフレットを用意しているので参照していただきたい。組織が正式に立ちあがるまで

は仮称だが、資料には仮称の表記を省略している。 
 まず、関西館について、パンフレットの表紙は平成 13 年 11 月段階の建物の写真だが、これが 3 月

23日に竣工する予定である。所在地は、京都府精華町にある関西文化学術研究都市というエリアで、建

物は、地上4階、地下4階、国際コンペの当選作・陶器二三雄氏の設計によるものである。約600万冊

の収蔵能力を持つ図書館であり、最初の蔵書は320万冊となる。資料は、4月以降東京から移送する予

定になっている。 
 東京本館と関西館における資料配置については、別紙１「東京本館および関西館における資料配置」
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を添付しているのでご覧いただきたい。主に関西館で所蔵する資料は、和図書 36 万冊（東京で所蔵す

る資料の複本）、和雑誌（雑誌記事索引収録対象誌）、さらに大きな特徴として洋雑誌を持って行く。ま

た、アジア資料（現在のアジア資料室所管資料の一部分）も持って行く。1986年以降受け入れたアジア

言語図書、及びアジア言語の雑誌・新聞7,000タイトルを持って行く予定である。 
 資料移送後、平成14年10月7日に開館する予定になっている。開館日は月曜から土曜、開館時間は

10時から18時を想定している。 
 このような蔵書を背景にし、関西館は文献提供の窓口として機能していく予定である。また、アジア

関係の専門的な情報サービスも担当する予定になっている。 
 
○関西館開館後の図書館協力 
 特に申し上げたいのは、国立国会図書館の図書館協力活動についての機能である。関西館の機能の大

きな柱として、図書館協力業務の推進を考えている。 
 資料の2頁目「関西館開館後の国立国会図書館の図書館協力」をご覧いただきたい。現在、図書館協

力については図書館協力部が担当しているが、関西館開館後、図書館協力部は再編され、図書館協力業

務は東京本館・関西館・国際子ども図書館の3館全体で役割分担して行うことになる。現在、対図書館

サービスの窓口として、国内協力課が貸出・複写・レファレンスの窓口を担当しているが、この部分を

分割し、貸出・複写は関西館、レファレンスは東京本館の主題を担当する部署が行うことになる。資料

に東京本館・関西館・国際子ども図書館の役割分担を明記している。関西館では、遠隔利用サービスの

拠点として、貸出・複写の窓口になる。また、国内協力課が担当していた障害者図書館協力、図書館研

究所が担当していた研修交流・調査研究等の業務も関西館で担う予定である。総合目録事業についても

関西館で担当する。組織の名前はあくまでも仮称であり、正式には4月以降国立国会図書館法が改正さ

れ決定する。図書館協力業務を担うセクションを部として立ち上げ、その中に課を一つ設けて、総合目

録、障害者図書館協力、研修交流、調査研究等の業務の実務を担当したいと考えている。 
 昭和 61 年に図書館協力部ができ、皆様との窓口を担当してきたが、より機能を充実させるために、

このような形で図書館協力業務を再編していきたいと思っている。具体的なことは『国立国会図書館月

報』10月号にも書いてあるので、参照していただきたい。今後とも図書館協力を、皆様と協力したうえ

で推進していきたいと考えている。 
 

 

３．参加館からの報告 

「新規参加館研修会開催事例報告 ―山梨県の開催事例について―」  

山梨県立図書館 資料情報課副主査   千野 国弘 

 

 山梨県での総合目録ネットワーク新規参加館研修会の開催事例について報告する。 
 山梨県では、新規参加館に対する研修会を2回開催し、12館12名の方に参加いただた。構成は国立

国会図書館主催の研修会と同様で、県立図書館の職員が講師となった。環境としては、インターネット

が使える端末10台を用意し、参加者が実際に操作しながら研修を行った。 
 
○開催経緯 
 昨年度、ネットワーク参加対象拡大に向けたモニタリングが実施され、山梨県内は6館の図書館が参

加した。その後、国立国会図書館から県域研修会の開催についての協力依頼があり、全国的なネットワ
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ークに展開するにあたっては地域での研修会が必要であろうと考えた。ブロック単位での開催が難しい

ならば、県での開催がやりやすいだろうと思い、検討した。山梨県の状況として、モニター図書館は 6
館で、インターネット接続環境がある図書館もまだ多くないこともあり、参加館数は多くはならないと

予測できたため、県立図書館での開催を予定した。山梨県公共図書館協会等との共催という形も検討し

たが、内容等でかえって準備が難しいのではないかと思い、独自の研修会を10月と11月の2回開催す

る計画とし、9月に通知した。県内新規参加館は15館であり、仮に研修会に全館が参加し、各館から複

数名の参加があっても、2 回の開催によって県立図書館の会場に収容できるだろうという見込みで、そ

のまま予定どおり開催した。 
 
○開催状況 
 第1回が10月10日、第2回は11月16日、両日とも13:30～16:10の開催で、同じ構成・内容で実

施した。場所は県立図書館とし、参加対象は新規参加館に限定した。研修会のための環境、会場、設備

面は問題なかった。講師については、検討段階では非常に安易に考えていたが、県立図書館の職員2名

が操作系の話と相互貸借関係の話で分担し、館内の担当から1名ずつ出すこととした。操作補助が2名

同席したので、1 回の研修につき 4 名、県立図書館の職員が対応した。実際に操作しながらの研修を行

いたかったので、その環境が準備できることを前提に考えた。ちょうど県立図書館には、IT講習会で整

備されたノートパソコンが 10 台あり、インターネット接続が可能なので、それを使用しての研修を行

った。研修中総合目録ネットワークへの接続にあたっては、それぞれの館の ID・パスワードを使ってし

まったのだが、館外で ID・パスワードを使うにあたっては、事務局の了解を得ることが、実際には必要

な手順だったと思う。 
 内容については、国立国会図書館主催の研修会と同じような構成で行った。参考資料として、『総合目

録ネットワークマニュアル』、国立国会図書館の『図書館協力ハンドブック2001』、山梨県立図書館の『図

書館協力ガイドブック』を使用した。 
 参加の状況は、山梨の第1回（10月10日）6館6名、第2回（11月16日）6館6名が参加した。

県外の図書館からも1名参加している。国立国会図書館で県域研修会開催予定として流した情報により、

県外から参加の打診が2件ほどあった、そのうちの1館1名である。そのほか、国立国会図書館主催の

東京会場研修会に6館6名、合計15館16名が参加している。研修会に参加していない館が1館（モニ

ター館）あるが、来年度の研修会には参加したいとの話である。 
 
○参加者の感想 
 研修後のアンケートでは、山梨会場の参加理由については、「県内での開催である」「近い場所を選ん

だ」という回答が多かった。2 回開催日を設定したこと、東京会場も含め 3 回近場での研修の機会があ

り、選択できたことは参加しやすい要因だったと思う。開催時期についてはもう少し早い時期に設定し

てほしい、という要望もあった。研修内容については、概ね理解できたとのことである。一方で、研修

時間が短いという意見がいくつかあった。実際に機器を操作しながらの研修は効果的であったが、もう

少し操作時間が必要だと言われている。今後の研修については、実際に運用し始めて出てきた問題点の

解決方法や検索技術の向上についての研修の要望があった。 
 東京会場に参加した図書館も、ほぼ山梨会場と同じような意見であり、基本的事項については理解し

たという話である。参加理由としては、近い、あるいは正式参加前の最も早い研修機会であること、と

いった動機が多かった。特に、直接国立国会図書館のネットワーク担当者の話を聞きたかったという参

加者が複数あった。研修時間については少ないという意見もあり、実際に操作しながらの研修を望む声
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も出ている。  
 全体を通して、総合目録ネットワークに対する期待が非常に大きく、サービスの向上に役立っている

という感想をいただいている。その分いろいろな問題も出てきており、操作技術の向上や問題解決のた

めの取り組みが今後の課題であるという意見もあり、研修会を開催した県立図書館の感想としては、こ

うした意欲的な姿勢の受け皿としても、研修会開催の意義は大きいと考えている。 
 
○反省点 
 県立図書館の研修担当者自身が、充分に事業内容を理解できているか不安を残した状態のまま研修を

開催してしまったことが、一番大きな反省点である。事前の準備、学習がもう少し必要だったと思う。

実際の検索利用開始後の研修会だったので、疑問点や意見を事前に調査しておくと、より効果的に研修

を進められたのではないかと思う。また、せっかく機器を操作できる環境があったのに、時間的な制約

もあり、参考資料に基づく話だけの内容が多くなったので、実際の機器操作の時間をより多く設定すべ

きだったと考えている。 
 今後は、より内容を深めた研修が必要だと考えられる。基本的な事項は理解したようなので、現状で

は県立図書館の手に余る感じもするが、運用面、操作面、システムの内容についてもう少し拡大した、

参加館対象だけではないような学習会の形で、研修会が開催できればと思う。 
 
○事務局への要望 
 事業概要、操作等について、研修での必須項目の内容について指示をいただきたい。1回目の研修は、

以前からいただいている参考資料等に基づいて行った。その後、11月6日に、研修にあたっての参考資

料をいただき、2 回目の研修ではこれに基づいて行った。1 回目の研修と内容等は違わなかったと考え

ているが、そういうものがあると研修する側としては心強い。また、特に相互貸借に関していろいろな

問題事例が出てきていると思うので、全国的な状況について事例を取りまとめ、情報を提供していただ

ければありがたい。『図書館協力通信』No.88で、いくつか事例が紹介されているが、このような形で『参

加館 NEWS』で提供していただきたい。また、可能であればということだが、各地域の研修担当者に

対して研修会を開催していただければと考える。 
 
○今後の開催について 
 今後も、内容をもっと充実させて研修会開催を考えたいと思う。予算等経費的な面、人的体制が追い

つく範囲になるが、今回は全く予算的措置はせず、できる範囲で行った。今後も今回のような形であれ

ば、同じように開催ができると考えているので、14年度も新規参加館あるいは新任担当者に対する研修

会を開催したいと考えている。 
 このネットワークは、県はもとより市町村立図書館にとっても必要不可欠のものになってきており、

非常に活用されていることがみなさんの話から伺われる。それに従い、トラブルも多くなってくるので

はないかと予想されるので、問題をみんなで共有して、みんなで解決していくことが必要ではないかと

思う。そのためには、研修会やこのフォーラムのようなものの開催が今後ますます必要ではないか、大

変有効ではないかと考えている。山梨県立図書館でも、できるだけ生じる問題に対して解決が図られ、

参考になる研修会を開いていきたい。 
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「総合目録を使って ―横浜市の昨年度の現状分析から見えてきたこと―」  

横浜市中央図書館 サービス課 吉田 倫子 

 

 横浜市の図書館で、実際に国立国会図書館総合目録ネットワーク（以下、NDL総目）、相互貸借の利

用を行っていて気がついたことを具体的にお話しさせていただきたい。なお、本日の話の大部分は、デ

ータを含め、『現代の図書館』Vol.39 No.3(2001.9)に掲載している内容である。 
 まず、横浜市の県外に対する貸借について、実際の数をご紹介する。2000年の県外からの貸出依頼は

462件あったが、館外貸出不可としているためキャンセルも多く、成立件数は307件だった。一方、横

浜市が借り受けた冊数は中央館だけで55冊、横浜市内18館では131冊である。1995年度（パイロッ

ト電子図書館プロジェクト・総合目録運用実験開始時）には 21 冊しか県外に貸していなかったので、

20倍以上に数が増えたことになる。ただ、他県立に比べれば、横浜市の貸出数は少なく、神奈川県立図

書館は2000年度に705冊の貸出を行っていた。名古屋市鶴舞中央図書館だと1,500冊ぐらい、大阪府

立図書館は 2,000 冊も貸出していると聞いており、データ提供館がどれくらいの数を貸出しているか、

これで分かっていただけるのではないかと思う。各館とも借り受けている数は100冊前後だと思われる。 
 実際にどういった資料の依頼が当館に来ているのか分析してみた。分析項目は発行年、分類、値段、

内容とした。 
 まず、発行年だが、当館は創立年が古いため、古い資料の依頼が多いのではないかと思っていたが、

1949年以前の本の依頼件数は44件で、貸出冊数の約10％だった。依頼が一番多かったのはここ10年

（1990年以降）の発行物で、当館への依頼件数の約56％を占めていた。さらにここ5年（1996年～2000
年）の発行物の依頼が32％だった。新しい資料の方が希望は多いが、横浜市は館外貸出不可としている

ため、新しいものは館外貸出でなければ意味がないと思われているのか、そこでキャンセルになってし

まうことも多い。古い資料については館外貸出不可でも80％以上の成立件数だった。 
 分類別の分析では、新刊書籍の分類別発行点数と貸出依頼件数とを比較してみたところ、例えば3門

は、新刊の発行点数が全体の発行点数の 20 数％だが、当館が実際に貸出した割合とほとんど差がなか

った。ただ、1 門と 2 門は新刊の発行点数に比べて、当館への依頼パーセントがかなり上回ったので、

図書館に対してこうした資料の期待数が多いのではないかと思った。 
 金額については、各館とも自館で買えない高価な資料を依頼してくることが多いのではと予想を立て

て比較してみたが、依頼の60％以上は1,000円～4,999円の資料だった。これも実際の新刊の本体価格

別の発行点数と、当館に依頼があった本の価格分布とを比較してみたが、ほぼ同じようなグラフを示し、

金額と依頼冊数の間には特に関連がないのかと思った。 
 依頼元の地域分布については、横浜は関東圏なので、やはり関東地区からの依頼が一番多かった。こ

れは各市町村ともまずブロック、それからブロック外へという決まりを守っているためだと思う。 
 以上の項目別分析を踏まえ、依頼内容を少し詳しく見てみた。 
 まず横浜市にしかないもの、すなわち郷土資料の依頼が多いかと思ったが、2000年度郷土資料への依

頼は総数の 8％の 37 件で、決して多い数ではなかった。年代の古い資料については 10％だった。これ

に対して意外に依頼が多かったのは、当館が数少ないデータ登録館の中の、それも市立図書館というこ

ともあって、特にポピュラー度が高い資料（専門資料ではない資料）についての依頼が約20％を占める

という結果が出た。実務担当者として、ポピュラー資料が相互貸借でニーズが高いという印象を受けた。 
 実際の業務の中で、複数の依頼が入るような資料には、何か要求が生まれる背景があるのではないか

と思うことがある。いくつか事例を挙げる。 
 『スージークーパーのある暮らし』というポピュラーなムックの本がある。これに県外から昨年度 2
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件予約があったので、県内の相互貸借の情報を見てみたところ意外にリストに挙がっており、市内につ

いても思い出したように予約が入ってきている、必ずいつも動いている本だということが分かった。気

にかかったので、「スージークーパー」について確認したところ、とてもファンが多く、かつ入手しにく

いアンティーク陶器の名称だということが分かった。そしてその本は、学研から出ているただのムック

なのだが、好事家からしてみれば和図書では唯一の専門書で、絶版のため非常に入手が難しく、復刊ド

ットコムなどでも復刊希望者が多い、かつYahooオークションに出品されれば1万円以上の高値がつく

レアな本だということも分かった。1 冊の予約として受ければ、100 万件以上予約を受けている流れの

中でその資料要求の背景に気がつかなかったと思うが、県外から希望を受けることによってその本が見

えてくることがあるのだと思った。 
 また、同じジャンルの本に依頼が集まることも多く、そのジャンルの隆盛が分かるようになってくる。

例えば『発達障害の基礎』という本に2件の依頼があり、この分類は378だった。同じ分類に対する依

頼として、他に『シリーズ・発達と障害を探る』『言語障害』等々に対して群馬・兵庫・北海道・富山等

広範囲から要望があり、このジャンルには非常にニーズがあることに気がついた。県内及び市内の予約

を見ても、やはりとても希望が多く、また去年と比べ、今年はさらにその傾向が強まっていた。これは

実は、アスペルガー症候群、自閉症、LD 児などを含む、ここ数年急速にニーズが高まっているジャン

ルである。「児童虐待」が問題となったときも思ったことだが、こうした資料は、絶版・品切れでない限

りはできるだけ各県立レベルでは買っていただきたいが、おそらく市区町村立から見れば1冊の予約で

しかなく、全国の図書館からニーズがある当館だからこそ見えてきたジャンルの隆盛だったのかなと気

がついた。 
 このように気づいたことを、こうした場やホームページ等でもっとお知らせできれば、各県立もしく

は市区町村立図書館も、自館の蔵書構成に気を配る参考にしていただけるのかなと思った。 
 また、同じ出版社の本に依頼が集中する現象も要注意だと最近考えている。去年は県外から1件のみ

の予約だった『タートルズの秘密』というパン・ローリング社の本は、以前から県内の予約がとても多

い本で、他にも『賢明なる投資家』『新マーケットの魔術師』『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』

など、昨年・今年とかなり県外からの依頼が集中している。この出版社は、近年ニーズが高まっている

「投資の専門書」の出版社の代表格で、どの本も横浜市でも市内に1～2冊しか所蔵がないのに常に10
件近くの予約があり、とても人気が高い。そのためとても市外に貸せる状態ではない。新刊が出れば、

必ず予約が入る。これは日販の新刊マークに載らない、一般の流通ルートから外れたインターネット流

通のルートに乗っている本のようで、図書館ではともすれば見逃しがちな出版社の本である。そういっ

た出版社が存在することもこの業務を始めて気がついた。相互貸借業務が、公共図書館が新しいジャン

ルに気がつく機会になっている。横浜市のように比較的大きい図書館で、様々なところからデータ検索

を受け、貸借依頼を受けると、それがとても有用な情報交換の場になっていることに気がつかされる。

希望が高い資料については当館でも所蔵を考えるし、それが資料の選定に役立つこともあるというのが、

実際にNDL総目を通じて気がついたことである。 
 一番依頼が多かったのは『自分なりに輝いて生きる』という青木和雄先生（『ハッピーバースデー』の

著者）の本だったが、ここ2、3年県外からの問い合わせが非常に多い。年度始めに5、6件依頼が集中

したときに、さすがに横浜市では対応できなかったのだが、依頼元の各館とも「横浜市にしかない」と

いうので不思議に思い、県内の協力担当者会議で所蔵館を募ったところ、横浜市以外でも3市所蔵して

いるところがあり、どの館も市外への貸出経験がほとんどなかったため、横浜市が代行して全国の図書

館に送る、ということがあった。このことで、神奈川県は、比較的県内の相互協力が有効に作用してい

るために、県外から借りたり県外に貸したりする館がないということ、NDL 総目を検索して横浜市に
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しかないと思っても、実は所蔵館がたくさんあるかもしれないということに改めて気がついた。 
 同じような例として、昨年 2 館から要求のあった『暮らしのレシピ』（栗原はるみさんの『すてきレ

シピ』シリーズの第1作）もやはり横浜市にしかないと言われて不思議だったので、Jcross（NDL総目

と対比されることの多いインターネット上のオンラインデータベース）で横断検索してみたところ、足

立区立、墨田区立ほか横浜市以外でも市区立 6 館の所蔵が確認できた。NDL 総目だけで全国の図書館

の本が網羅できると思いがちだが、実際はもっと持っている館が多い。 
 横浜市では県内だけでも6,000件の貸出、借受をしており、また市内の予約だけでも100万件を同じ

サービス係の人間が処理していて、かなりきつい。『暮らしのレシピ』が横浜市にしかないと言われ、県

外に貸出したことを県外の市区町村立図書館に話したところ、それならうちの図書館にもあるし、貸し

てもいい、と言う。しかし、現状自館はデータ提供館ではないので、借りるばかりになってしまう。自

館もデータ提供できれば、そうした心苦しさもなくなり、気持ち良く NDL 総目に参加できるのだが、

と言われた。データ提供館とデータ検索館の数の間には 10 倍以上の差があり、その状況がデータ提供

をしていないデータ検索館にとっては、NDL 総目を使って相互貸借をするときに、心的負担になって

いる状況もあるのかもしれないと思った。 
 以上、分析した結果は、『現代の図書館』に掲載した。今話したこと以外にも、もっと具体的な事例に

基づいたNDL総目に対する要望を書いているので、ご覧いただければ幸いである。 
 

 

４．特別報告 

「Z39.50とDublin Coreを用いた郷土関係電子図書館ネットワークの構想 

        ―電子図書館の全国的連携に向けて―」  

岡山県総合文化センター 司書（主査） 森山 光良 

 

 全国レベルの国立国会図書館総合目録ネットワークについては、質、量ともにかなりのレベルに達し

ているが、それ以外にも、全国各地で都道府県域、広域の総合目録ネットワークの構築が進んでいる。

総合目録ネットワークには、まだ技術的な課題、資料搬送の問題、相互貸借ルール等の制度的問題とい

ったいくつかの重い問題、課題があるが、今回はあえて触れない。この点については『図書館雑誌』3
月号に「総合目録ネットワーク特集」が組まれるので、その中で充分述べるつもりである。 
 本日は、コンピュータを基盤とした図書館ネットワーク分野で、ポスト総合目録ネットワークとして

何を据え、どのように取り組んでいくかについて、岡山県での実証実験の紹介と全国的連携に向けての

提言をしていきたい。具体的には、郷土情報提供を共通テーマとした電子図書館の連携、ネットワーク

である。 
 内容としては、郷土関係電子図書館ネットワークとは何か、ということについてまずお話し、次にそ

れがなぜ必要なのか、更に従来の電子図書館システムの問題点を示したうえで、その問題をどのように

克服していくかを述べる。それから、全国的な連携をどうすれば実現できるか、最後に技術的課題につ

いて述べていきたい。配布資料の最後に用語解説と参考文献も載せているので参考にしてほしい。 
 
○郷土関係電子図書館ネットワークとは 
 郷土関係電子図書館ネットワークとは何か。システムという観点から捉えると、複数の電子図書館が

蓄積する二次情報（メタデータ）を横断検索・一括検索し、郷土マルチメディア情報を提供するシステ

ムである。メタデータとは、簡単に言うと、データに関して記述した、構造化されたデータで、もっと
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も身近な具体例として目録が挙げられる。この郷土関係電子図書館ネットワークを結び付きという観点

から捉えると、郷土に関する Web ページやマルチメディア情報を一括検索し、提供するための、電子

図書館の有機的連携と捉えることができる。 
 ここで、実際にどんなことができるか実演する。（画面を投影） 
 岡山県総合文化センター（県立図書館）、岡山大学附属図書館、民間企業のインフォコム株式会社の3
者で、産学官連携による実証実験を行っている。たとえば、「民話」というキーワードで検索すると、検

索結果として、一次情報へのリンクが出てくる。これは民話の Web ページを開設している方にメタデ

ータを登録してもらっているものである。検索の展開としては二次情報（メタデータ）を検索して、URL
で示される一次情報を表示することのできる仕組みである。 
 ネットワークの全体像としては、図書館が所蔵している貴重書本文、自治体の行政情報、県庁や市町

村の Web ページをメタデータで検索して一次情報が出てくるような仕組み、新聞記事索引や雑誌記事

索引から雑誌の本文ページが出てくるような仕組み、郷土関係の映像データや先ほどの民話のページの

ようなものを検索すると本文情報まで出てくるような仕組み等を提供している。これらの内容を提供す

るために、職員が自前で登録するだけではなく、外部からも Web 登録できるような参加型の仕組みを

作っている。つまり、情報の流れは一方向的ではなく、双方向的に流れていく、いわば情報循環型図書

館を目指している。提供する中身としては、他にレファレンス事例集（レファレンスデータベース）等

も考えている。Web登録できる仕組みを作っておいて、情報ボランティアのような外部の方々の力を借

りることを考えている。 
 次に、郷土関係電子図書館ネットワークという試みをなぜ行うのかということだが、これについては

公共図書館の任務と役割の高度化という観点から考えていく必要がある。従来、地域の公共図書館では、

郷土資料の網羅的収集、保存、提供が代表的な任務と役割として挙げられていた。ただし、今後は電子

図書館機能の付加が不可欠になってくるであろう。その点では、郷土マルチメディア情報の提供、たと

えば郷土に関する Web ページを検索して一次情報を取り出すことができる等、そうした機能を図書館

が提供することは非常に意義があり、任務と役割の高度化の対象になるのではないか。ただし、ここで

問題となるのは、郷土マルチメディア情報を扱うにあたって収集整理基準が未確立だということがある。

従来の収集整理基準は、図書や雑誌あるいは視聴覚資料ぐらいまでしか対象としていないので、それ以

外のメディアや内容のものについて、どういう基準で整理していくか決定する必要がある。 
 
○従来の電子図書館システムの問題 
 次に、従来国立国会図書館や都道府県立図書館等が構築してきた電子図書館システムの問題点を考え

ていきたい。 
 まず第1の問題点として、検索機能がないことが挙げられる。たとえば、当館の「おかやま人物往来

人物リスト」では、あいうえお順の一覧表の中から一次情報を選んで本文が展開していくというような

原始的な仕組みである。このやり方自体は、Webページを作成するだけでよいので比較的簡単にできる

が、問題は電子化点数が増加していけば有効性が逓減していくことである。何万点、何十万点といった

中で展開していくには、どこに何があるか分かりにくいという欠点がある。 
 それでは検索機能さえあればいいかというと、確かにシステムに検索機能が備わっていれば、何万件、

何十万件の中から検索することができるようになるが、それだけでは自己完結的なものでしかない。他

の電子図書館の情報を一括して検索できるような仕組みは、なかなか従来のシステムにはなかったため、

各システムを個別に調べなければならなかった。汎用的な横断検索ツールのWeb検索エンジン（Yahoo
やGoogle等）で検索できるのではないかと言われるかもしれないが、これらは検索基準が大ざっぱで、
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タイトル・主題・著者・公開者といった項目別の検索が不可能、しかも大量のノイズが出てくるという

問題がある。また、検索エンジンは HTML を対象としており、データベース間の横断検索、一括検索

は不可能である。つまり、汎用的横断検索方法が未確立である。さらに Web 検索エンジンの問題点と

して、家庭や学校での閲覧にふさわしくない内容や品質のページも検索対象とされていることがある。

安心したページを学校や家庭で提供することは電子図書館に課せられた大きな役割であると考えられる。 
 従来のシステムの問題点の2番目として、コンテンツの継続蓄積が非常に困難であることが挙げられ

る。予算や担当がつきにくく、この点からも不十分である。多くの県立図書館で電子図書館を立ち上げ

ているが、多くは文部科学省や総務省の助成金頼みで作っているものが多い。また最近では緊急雇用対

策の助成金もあるが、これは金の尽き目が仕事の尽き目と考えられるのではないか。目録データについ

ては、国立国会図書館や民間 MARC 会社から安く買うことができるが、こういった一次情報のコンテ

ンツはゼロから作らなければならず、データの性格が大きく異なる。多くの図書館では電子図書館係、

電子課といった組織はなく、大体片手間で、担当の人が徹夜で作ったというような話をよく聞く。財政

面での問題やコンテンツ充実の点から考えると、単館自前主義でやるのは限界があるのではないかと思

われる。 
 
○問題の克服方法 
 以上のような様々な問題に対して、次のような克服方法を考えた。 
 第 1 に、コンテンツの継続蓄積の困難については、単館での自前主義には限界があることに留意し、

「県内の郷土情報を提供する」という共通目的の下、県内の各図書館や自治体、県民との連携を考えた。

図書館のデジタルコンテンツの多くは自館の蔵書を対象とするものだが、貴重書なり、古文書なり、過

去の情報が多くを占めている。それ自体は非常に価値はあるのだが、内容的に見ると分野が狭く、実用

的なものが少ないので、それ以外のものも対象としていく必要性を感じた。たとえば自治体情報、統計

情報等は、自治体に著作権があるが、了承は得やすく、実用的なデータとして期待できるだろう。個人

が公開する情報についても、面白い民話等のWebページがある。 
 第2に、収集整理基準の未確立という問題のうち、整理基準については、Dublin Coreを使おうとし

ている。これはメタデータの作成基準として注目されているもので、15項目の要素で構成される。初心

者でも容易に入力できるように、単純な要素構成である。これらの要素で、インターネット上の情報資

源について、分野を超えて記述していく。メタデータの作成基準としては一番標準に近い。アメリカの

ダブリンで最初に提案されたことからDublin Coreと呼ばれるようになり、アメリカの国内規格になっ

ている。具体的に、岡山県でDublin Core仕様で入力した例をサンプルとして次のページに挙げた。15
項目といっても全て記述する訳ではなく、民話だったら著者等が分からない場合も多いので、該当箇所

のみ記述する。手間としては、登録対象の一次情報 Web ページの文字をコピー＆ペーストしていけば

比較的簡単にでき、1 ページについて数分程度の作業なので、個人の方に研修をしたうえでお願いでき

るかと思われる。 
 第 3 に、汎用的横断検索方法の未確立という問題があったが、これについては Z39.50 で対応してい

る。Z39.50は最近知られてきたが、情報検索の際の情報のやりとりのルール、データ通信の約束事を定

義した国際標準規格である。まずアメリカの国内規格となって、次に ISOの規格になり、さらにはJIS
の規格にもなっている。Z39.50を装備した検索システムとして、具体的には既に20程度の大学図書館

がWeb-OPAC等を公開している。大学図書館では既に、システムの調達基準としてZ39.50を必須要件

としているところも多くなっている。こうした波は遅からず公共図書館にも及んでくると思われる。

Dublin Coreについてはアメリカやイギリスでは国内で採用されているが、日本でも国立国会図書館で
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整理基準を作りつつあり、適用に向けた調整を行っていると聞いている。 
 以上のような克服方法を考えてきたが、県内各館の連携によるデータ蓄積と成果の共有の具体的方法

としては、次のように整理できる。一次情報は市町村立図書館各館が Web ページで郷土情報について

順次作っていく。メタデータについては、県立図書館にデータベースサーバを置いて Web 登録できる

ようにしておく。そして該当する市町村の一次情報にリンクできるようにする。全県体制で郷土情報を

提供する仕組みを作ろうというものである。 
 もちろん個別にメタデータのデータベースサーバを市町村が保持して横断検索してもいい訳だが、な

ぜこうした仕組みを作るかというと、電子図書館といっても市町村立図書館では人がつかない、金がな

い、ノウハウが乏しいという状況である。そのため県立図書館がバックアップする必要がある。単に仕

組みを作るだけではなく、メタデータの作成について研修を行うことも必要だと思う。岡山県では、そ

うした研修を近々行う予定である。また、市町村立図書館ではペーパー以外の資料や、電子図書館につ

いての意識がまだそれほど高くないので、電子図書館研修会を2月に計画している。Dublin Coreにつ

いての日本の権威である図書館情報大学の杉本先生に講演をお願いして、県内図書館員の意識を高揚し

ようとしている。 
 それから、図書館間の連携だけではなく、自治体の行政情報を Web ページの作成担当者に直接登録

してもらうことも考えている。自治体情報を取り込むことは実用情報を取り込むことであり、非常に大

きな鍵だと個人的に思っていた。先日、知事部局の情報政策課の担当者と話をする機会があり、この件

について取り組んでいく方向で一致し、来年度、県の IT 戦略会議の目玉にしていくために話し合いを

継続しようというところまでこぎつけた。電子図書館は、電子政府あるいは電子自治体の中に捉える努

力を行っていかなければならないのではないか。そうした位置付けを図書館として行っていかないと、

今後図書館は生き残れないのではないかと思う。これまで社会の中での図書館のあり方や位置付けは多

くの方々がやってきた。しかし、政府や自治体の中での図書館の位置付けというのは意外と行われてい

ない。文献や研究発表にもあまりない。そういった位置付けをしていかないと、図書館は尻すぼみにな

っていくのではないかと思われる。 
 参加型による県民との連携については、外部の力を借りるということで、県民に特派員委嘱し、自作

ページについての二次情報の登録依頼を考えている。セキュリティの問題があるので、不特定多数でな

く特派員への委嘱としたい。委嘱という形をとれば、一定の品質を保持できる。また、テキストデータ

登録および、自作ページの URL 登録だけであれば、セキュリティも比較的保持できるのではないかと

思われる。もちろん館内限定機能として、一次情報、マルチメディア情報そのものを登録できるような

仕組みもある。 
 岡山県に限らず、全国的に郷土情報についてこうした仕組みを作っていき、技術基盤として Z39.50
やDublin Coreを採用していけば、利用者にとっては全国の郷土情報を一括検索できることになる。た

とえば岡山の備前焼、石川の九谷焼、愛知の瀬戸焼等、「陶芸」を検索キーにして横断検索したときに、

品質がある程度保持された一次情報を取り出すことも可能ではないかと思われる。さらに、学校の総合

学習でも安心して位置付けてもらえるのではないかと思う。 
 
○技術的課題 
 最後に、技術的課題を挙げる。Z39.50 については既に国際基準の位置付けがなされている。Dublin 
Coreについても近日中に位置付けられる予定である。しかし、国内基準の確定もしていかなければなら

ない。その旗振り役としては国立国会図書館あるいは国立情報学研究所（NII）が一番ふさわしく、中

心となっていただきたい。それから、図書館ベンダーへのお願いだが、こうした機能をパッケージにバ
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ンドルしてほしい。個別にこういった機能を取り込むこと、購入することは難しいので、自社開発でな

くOEM1)といったものでもいいから、バンドルしてほしい。大学図書館等ではもう既にそういったバン

ドルが多く進んでいる。 
 この報告の詳細な内容については、デジタル図書館ワークショップでの発表資料として、近日中に図

書館情報大学のWebページ上に公開されるので、参考にしていただきたい 2)。 
 
1)Original Equipment Manufacturing。あるメーカーが開発・製造した製品を別ブランドで販売すること。 
2)森山光良「Z39.50とDublin Coreを用いた郷土関係電子図書館ネットワークの構築―『デジタル岡山大百

科』における構想と課題―」『ディジタル図書館』No.21，2001.11，p.3-18． 

http://www.DL.ulis.ac.jp/DLjournal/No_21/1-moriyama/1-moriyama.html 
 

 

５．報告「ネットワーク情報資源とメタデータ」  

国立国会図書館 総務部企画課電子図書館推進室長  中井万知子 
 
 今回の報告では、メタデータの意義に若干触れつつ、国立国会図書館の現在の取り組みについて紹介

する。 
 
○「電子図書館」とメタデータ 
 1990 年代から電子図書館に関して様々なプロジェクトが構築されてきた。21 世紀に入り、電子情報

通信を通じて行うサービスという観点では、あえて電子図書館と言わなくても、ほとんどの図書館が電

子図書館的なサービスをその機能の一つとして据えるような状況になっている。 
 その中で電子図書館のサービスも多様化している。電子情報という観点では、基本的なあり方は3点

挙げられるだろう。1 点目に、自前で電子情報を構築し、発信していくという機能がある。具体的には

資料のデジタル化、あるいはOPAC等を通じての書誌や目録情報の提供がある。2点目に、自館作成で

はなく外部にある電子情報を活用していく場合がある。インターネット情報の活用、あるいは大学図書

館で導入されている電子ジャーナル、また外部データベースの利用など外の電子情報を利用することも

大きな電子図書館の機能の一つである。3 点目として、その二つをハイブリッドに、また統合的に利用

させる機能もある。横断検索もその一例であろう。 
 
○メタデータとは 
 これら電子図書館に関する様々なトピックの中で、メタデータというものが一つの焦点になると言わ

れてきた。メタデータとは、「情報の情報」のことである。情報を利用する際には、それがどんな情報で

あるかを識別したり、あるいはその所在を知るための情報が必要となる。メタデータはそのための情報

のことであり、書誌データもそれにあたる。中でも、インターネット上にある情報資源を発見するため

のメタデータの記述要素として、開発が進められたのが、ダブリンコア記述要素（Dublin Core Metadata 
Element Set）である。メタデータには、たとえば保存用メタデータとして、電子情報を保存していく

ための技術的な記述要素をもった複雑なものなど様々な種類がある。しかし、相互利用のための標準化

が進められている点では、Dublin Coreはメタデータを代表するものと言えよう。 
 歴史的には、第 1 回ワークショップが 1995 年に開かれ、インターネット情報の「情報の情報」のた

め、コアとなるデータ要素を決めようという動きが始まった。2001年には国立情報学研究所（NII）と
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当館も共催し、東京で第9回ワークショップが開かれている。 
 Dublin Coreの一つの特徴として、コアとなるデータとの性格から、簡略なことがある。今までは図

書館が書誌情報というメタデータを作ってきたが、様々な人や機関が情報をインターネットで発信して

いる中で、情報作成者によるメタデータ作成が可能となるように簡単であることが必要だった。 
 Dublin Core の基本となる記述要素は、森山氏の資料にもある 15 要素からなる。書誌情報と若干異

なり、権利関係や資源識別子、関係等といった要素が入っており、すでに基本的な記述要素は確立され

たと言える。 
現在では、各種のコミュニティ、図書館、行政、あるいは教育などさまざまな分野で使用できるよう

に、コアな情報とそれぞれのコミュニティが必要なデータを突き合わせて、アプリケーションの枠組み

を作ろうではないかという動きがある。 
 

○国立国会図書館の取り組み 
 次に、国立国会図書館がDublin Coreに対して、どのような関わりを持ってきたかについてお話しす

る。 
国立国会図書館は納本図書館としていろんな資料を収集し、書誌情報を作成している。平成12年10

月には納本制度が改正され、CD-ROM 等のパッケージ系電子出版物の納入が開始された。これに伴っ

て、書誌情報の作成方法が検討され、『日本目録規則』1987年改訂版第9章（電子資料）を適用して書

誌情報作成が開始され、『日本全国書誌』への掲載が始まった。 
その際、物理的な媒体を持たずにネットワーク等を通じて流通するネットワーク系電子出版物につい

ては納本制度には拠らない選択的な収集方針となった。ネットワーク系電子出版物は、日本で発表され

た知的生産物として質量ともに無視できない状況になっている。しかし、物理的媒体を持たないため、

そのまま消滅してしまう問題がある。そのため、まずは電子図書館プロジェクトとして、その収集組織

化について取り組みを始めることになった。 
それでは、ネットワーク情報資源に対し、とのように書誌情報を作成していけばいいかということが

検討課題となった。インターネット上にある二次情報から一次情報へ直接リンクして利用できる電子情

報の特性、あるいは世界的に現在適用されている基準等を考慮した結果、Dublin Coreに準拠した基準

によって書誌情報を作成していこうという方針になった。 
 
○ネットワーク情報資源に関する計画の概要 
 計画は、仮称だが「ウェブ・アーカイビング・プロジェクト＝WARP」と呼んでいる。納本制度がま

だ確立していないので、ネットワーク系情報資源を発行機関と協議の上で収集し、固定、保存する方針

に立っている。平成１4年1月30日には、ウェブ情報の収集・保存に関して外国の動向にも視野を広げ

るため、国際シンポジウムを開催することになっている。 
 収集対象は、当面、行政情報、学術情報である。また、もう一つの特徴として、当館が収集した情報

資源に対しては当然メタデータを作成するが、収集の対象としない外部情報資源についてもメタデータ

を作成して、ナビゲートを可能にし、電子化情報の総合目録を作れないかという構想ももっている。 
 組織化の方法としては、Dublin Core記述要素を採用し「国立国会図書館メタデータ記述要素」を決

定した。従来の目録規則を適用している図書館資料の書誌情報とも統合的な検索を将来的に可能とする

目的で JAPAN/MARC とマッピングを行い、記述要素を詳細化するQualifier（限定子）を設定した。

この基準については、平成 14 年 2 月に当館ホームページの「目録・書誌の作成及び提供」に掲載する

予定である。 
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 計画を進めるため、平成 12 年度から電子図書館サブシステムの一つとしてネットワーク系電子出版

物関連システムの開発を開始した。関西館の開館する平成 14 年度までの 3 年計画で、電子情報の収集

から登録、整理、保管、そして利用提供までの業務フローを一貫して行えるシステムとして開発中であ

る。収集の準備を始めるために、昨年2月にはインターネット上の電子情報資源に関するアンケート調

査を実施し、都道府県立図書館の方にご協力いただいた。この場を借りてお礼を申し上げたい。 
 ここでご覧いただく画面は、平成 10 年度にメタデータの入力用プロトタイプとして開発した「ウェ

ブ資料目録」（仮称）の検索画面例である。これによってタイトル、著者、寄与者、公開者、キーワード、

内容記述といったDublin Coreのデータにそった検索ができるといったものである。 
 
○課題 
 現在はメタデータの試行作成を開始し、実際的に適用していく細かな基準を作っていこうとしている

ところである。インターネット上の情報資源に対してメタデータを付与するが、どういう粒度、つまり

どういう単位で作成していくかについては、図書のような物理的な媒体を持たないために、どんな形で

も作成可能になってしまう。例えば、サイト単位、ページ単位、一番小さなファイル単位でも作成でき

る。どの単位が一番適するのかなど、様々な問題があり、その基準を決める必要があるが非常に難しい。 
 また、実際にこちらで収集して蓄積する情報資源と、外部にあってナビゲートする情報資源について

それぞれ作成するメタデータの基準をどう合わせるかという問題もある。現在、外部の情報資源につい

ては、データベースをターゲットとしてメタデータを作り始めている。収集に関して言えば、データベ

ース自体は収集できないという問題があるため、データベースのメタデータを作って、そこにナビゲー

トしていくという考え方をとっている。 
また、細かな課題としては、個々の記述要素の使い方についても難しい点がある。例えば奥付等にあ

たる部分がないので、記述の情報源をどこにしたらよいかも難しい。また、発行された日付等がなかな

か分からない。そのためには、作成者自身が付与したメタデータがあればよいのだがと感じることが多

い。従来の紙の資料とは違うところである。 
さらに、外部情報に対してメタデータを作成した場合には、その更新管理の問題がある。なくなって

しまった、あるいはサイトが変わってしまったときに、その管理方法も大きな課題の一つである。 
 

○まとめ 
 まとめとして、三点ほどポイントを挙げておく。 

一つは標準化と連携ということである。国立情報学研究所が大学図書館のメタデータ共同作成を計画

しているが、どういう基準を使っていくかを現在検討している。公共図書館においても、昨年度の『2005
年の図書館像』の中でメタデータの検討が一つの課題となっていた。このように、いろいろなところで

メタデータに大きな関心が寄せられている中で、日本国内で、何かイニシアティブが必要ではないかと

思われる。国内の動きがばらばらにならないように基準を調整していく必要があるのではないかと考え

ている。 
 それから国際的、技術的な動向把握ということがある。Dublin Core自体のワークショップは今後も

開かれると思うが、記述要素は固まってきたため、次には記述方式に関してRDF（Resource Description 
Framework、XML の応用として MARC にあたるような記述方式）等の検討に焦点が移っているよう

に見られる。その動向にも注目する必要がある。 
 最後に情報発信とメタデータ付与ということがあり、作成者側が付与するメタデータが大きな要素と

なってくると思う。メタデータを作成できる仕組みとしてメタデータジェネレータを用意して、誰でも
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作成できるようにすれば、資源としても有効に活用できるし、メタデータのデータベースについても構

築がスムーズにいくのではないかと思われる。これも今後の課題となっていくであろう。 
 
 
６．意見交換 

NDL（児玉）： 
資料（２）（別紙２）の「インターネットを通じた主なサービス一覧（平成14年10月以降）」につい

て補足説明させていただきたい。平成14年10月以降国立国会図書館ホームページで公開される書誌

情報は、現在公開している Web-OPAC をより充実した形で公開する。現在、総合目録では明治以降

の和図書のデータ全件を公開しているが、当館 Web-OPAC では戦後のデータしか公開していない。

10月以降、明治以降の全件を公開する。また、現在逐次刊行物のデータは公開していないが、和雑誌・

和新聞約 11 万タイトル、洋雑誌・洋新聞約 5 万タイトル、さらに、雑誌記事索引約 500 万件のデー

タも公開する。現在NORENで公開している点字図書・録音図書全国総合目録についても一般公開す

る。こうした形で二次情報を充実させ、さらに一次情報については、明治期刊行図書の原文を公開す

る。関西館開館を期に、いろいろ新しい情報を載せ充実した形で公開していきたい。関西館のパンフ

レットにも同様の情報を掲載しているので参照してほしい。 
 
宮城県図書館（早坂）： 

 森山氏に二点質問がある。 
  一つは、収集整理基準についてはDublin Coreという話だったが、Dublin Coreは記述の基準では

あっても収集の基準ではないので、収集の対象、つまり郷土マルチメディアデータベースの収集の範

囲がどのように考えられているのかがまず問題になる。データベースをどのレベルで維持していくの

がいいかが大変気になる。先ほど市町村の図書館では難しいということだったが、県立でも大変厳し

いと感じる。国立国会図書館の話などを聞き、国のウェブ・アーカイブの動きなどでは、収集範囲を

考えながら、時系列に保存していくということであると、どのレベルでの電子情報の保存、あるいは

マルチメディア情報の保存などが考えられるべきかと考えてしまう。 
  収集の範囲ということと、もう一つは時系列の保存について、どのように考えておられるのか、こ

の二つについてお聞きしたい。 
 
岡山県総合文化センター（森山）： 

 確かに収集の範囲ということでは、Dublin Coreはそれを規定しているものではなく、インターネ

ット上あるいはそれ以外の情報資源について整理する基準である。収集範囲を現在どのように具体的

に考えているかというと、内容としては郷土情報を切り口に収集していく。形態としてはWebページ

に限らず動画情報等様々なメディアがあるので、基準としては抽象的な言葉でしか言えないのだが、

郷土情報の中でも価値があるものをと考えている。詳細な収集基準を規定していくのはこれからの段

階である。 
  それから時系列ということは非常に大事なことである。確かに、中井氏の発表にもあったように、

Web ページのリンク切れとかNot Found といったものが結構ある。ネット上で消滅したものを取り

込んで公開することは、厳密に言えば著作権では許容していない。だが、相手が了承すればいいので、

そういったものについては相互に理解したうえで、過去のものも出せるようにしたほうがいいのでは

ないかと思う。従って過去のものもダウンロードでき、公開できるような仕組みも考えなければなら
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ないのではないだろうか。現行システムではなかなかそこまでは考慮されていないので、システムの

中に取り入れていく必要があるのではないかと思う。 
 
北海道立図書館（須之内）： 
  質問ではなくて、意見として一点申し上げたい。 
  参加館からの報告二点について、非常に興味深く聞かせていただいた。山梨県立図書館の報告の中

でのネットワークの研修会内容の内訳について、データベースの特性と検索方法について1時間、相

互貸借利用にあたっての留意点で1時間と、システム操作と相互貸借のルールの理解のために半分ず

つ時間を割いているとのことだった。北海道で開催したときも同じようにスケジュールを組んだので、

このようにしているところもあるんだなと思った。 
  当館も蔵書データを公開しているので、横浜市と同様、道外からの貸借の申込が増えている状況で

あり、その中にはお断りしたい、困ってしまう、ということが何点かある。最近発生した問題として

は、貸出期限を守ってくれないところが気になっている。電話あるいは FAX などでお願いしている

が、非常に目に余るようだと新たに貸出条件の制限を考えなくはいけないかなと思っている。これか

らも研修会をそれぞれの県立などで開催していただけると思うが、その場合、新規参加館はデータベ

ースの使い方、機械の操作について聞きたいのだとは思うが、相互貸借のルールについてもできれば

県立などから指示をしていただきたい。また、参加して1年程経つと、他の図書館との相互貸借上の

トラブル事例がいろいろ発生していると思うので、それらをどこかでくみ上げて、自県内がどのよう

な状況になっているのか考える場を作っていただきたい。道内市町村にも何か問題が起こったら道立

に報告してほしいと言っているが、道立の知らないところで市町村から無理なお願いを他の県立にし

ていることがあると思うので、そのような意見や事例を県立などで共有できる場を設けていただきた

いと感じている。 
 
NDL（正井）： 
  これまでの研修会の中でも、貸出についてはルールを守っていただきたいとお願いしてきたが、期

限を守ることに関しては、借り受ける図書館としての常識ではないかと思うところがある。こうした

ことで相互貸借に悪い影響がでてきてしまうのではないかと懸念する。システム的に対処できること

ではないので、重ねてお願いするしかない。来年度も研修会の開催を考えているが、その中でまた相

互貸借ルールの遵守を強調していきたい。皆様のほうでも機会がある毎に強調していただければと思

う。 
 
 
閉会挨拶  

国立国会図書館図書部長  原田 公子 
 
 みなさま、本日はお忙しい中、総合目録参加館フォーラムにご参加いただきまして大変ありがとうご

ざいました。今回は特に、市区町村立図書館からの参加を迎えてのはじめてのフォーラムということで

は特筆すべきフォーラムであったと思います。 
 今回は9回目のフォーラムになりますが、この総合目録ネットワークは、プロジェクト開始から9年、

事業として始めてから4年目になります。 
 プロジェクト開始当初から、この総合目録ネットワークは、様々な機関の協力を基礎にして進めてま
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いりました。地方自治体の図書館、当館も含めた国の機関、それから本日も参加していただいている日

本図書館協会をはじめとする図書館関係の機関、さらに MARC 作成をしていただいている機関、シス

テム関係の会社といった多くの様々な機関の協力をいただきました。そして、それぞれの理解・協力を

基に、努力を重ね、今日まで少しずつではありますが成果をあげてきたネットワークです。 
 そのような関係者が一つの場所に集まって、一つのテーマで話ができ、報告を聞けるという場所を持

てることは大変ありがたいことです。みなさまにお礼を申し上げます。長時間、熱心に参加していただ

き、本当にありがとうございました。 
 今日の内容ですが、参加館からは、大変生き生きとした経験、報告をしていただきました。参加館が

良いサービスを提供するために努力をされているということ、それからネットワークへの要望・期待を

も認識できたのではないかと思います。 
 一方で新しい状況、新しいサービスが形になり、取り組むべき課題も出てくるということも認識され

てきたのではないかと思います。プログラムの後半では、情報通信技術の発達によって現れ、すでに実

際に進んでいる新しい分野や新しい課題について報告がありました。このように、他の機関の事例につ

いてお話を伺えた訳ですが、こうして顔と顔をあわせて、様々な情報を交換していただき、このあとの

懇談も含め、今後の図書館活動の進展に有益なフォーラムであれば大変幸いに思います。 
 最後に、今後も引き続き、関係機関それぞれが経験を蓄積し、それをみんなで共有して、新たな進展

に向けて努力をしていくことを期待したいと思います。構築した総合目録が多くの方に利用され、高い

サービスを実施できるようになればいいなと思います。関係者にとっては大変努力が要ることではあり

ますが、参加すること、それから相互に連携することで成果が出てくる、その成果を図書館自体が受け

る、図書館の利用者が受ける。そういうことがどんどん広まっていくことによって、図書館が社会に対

してさらに貢献できるのではないか。このような期待を述べて、今回の閉会のご挨拶とさせていただき

たいと思います。本日はどうもありがとうございました。 
 
 


