
 
資料番号：SN-06-01-1 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

国立国会図書館総合目録ネットワークシステムの 

次期システムに関する調査作業 

 

作業要件 3.1.1 

県域ネットワークの現状調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 3 月 26 日 

インフォトレーダー株式会社 

s-nakash
スタンプ



 
資料番号：SN-06-01-1 

 

2

目次 

 

1. 調査概要........................................................................................................................ 3 
1.1. 調査内容 ................................................................................................................. 4 
1.2. 「Ⅰ：都道府県立図書館を対象とした県域ネットワークシステム調査」について ..................... 4 
1.3. 「Ⅱ：都道府県の県域ネットワークシステムの Web サイト調査」について .............................. 5 

2. 県域ネットワークシステムについての調査総括 ...................................................................... 6 
3. Ⅰ：都道府県立図書館を対象とした県域ネットワークシステム調査............................................ 8 

3.1. 項目 1：県域ネットワークについて................................................................................. 8 
3.2. 項目 2：データプロトコルについて .............................................................................. 14 
3.3. 項目 3：システム環境及び開発方式について ............................................................... 16 
3.4. 項目 4：ネットワーク環境について............................................................................... 20 
3.5. 項目 5：通信及び検索技術要素について .................................................................... 21 
3.6. 項目 6：運用時間について........................................................................................ 22 
3.7. 項目 7：参加図書館数について ................................................................................. 23 
3.8. 項目 8：検索対象となる書誌データ数について............................................................. 29 
3.9. 項目 9：検索対象となる資料群について ...................................................................... 30 
3.10. 項目 10：書誌データの記述要素について ................................................................ 31 
3.11. 項目 11：書誌同定方法について ............................................................................ 33 
3.12. 項目 12：アクセス件数及び検索件数について........................................................... 34 
3.13. 項目 13：検索以外に提供するサービスについて ....................................................... 36 
3.14. 項目 14：現行システムの課題について .................................................................... 37 

4. Ⅱ：都道府県の県域ネットワークシステムの Web サイト調査................................................... 39 
4.1. 検索項目 ............................................................................................................... 40 
4.2. 一覧表示フォーマット ............................................................................................... 40 
4.3. 一覧表示項目......................................................................................................... 41 
4.4. 詳細表示フォーマット ............................................................................................... 41 
4.5. 詳細表示項目......................................................................................................... 41 
4.6. 検索結果レスポンス ................................................................................................. 42 
4.7. 検索システムを使った所感........................................................................................ 44 

 

s-nakash
スタンプ



 
資料番号：SN-06-01-1 

 

3

 

1. 調査概要 

(本調査の要件) 

「国立国会図書館総合目録ネットワークシステムの次期システムに関する調査作業 1 式仕様書 ３ 作

業要件 3.1.1 県域ネットワークの現状調査」 より引用 

---------------------------------------------------------- 

統合検索機能が対象とする県域ネットワークの現状について、全都道府県を対象として調査する。調

査は、各県域ネットワークに実装されている既存の検索機能について、各システムの実装方法、サービス

の実現方法、サービスの実現過程における諸問題点及び解決経緯、現状における課題等につき実施す

る。詳細な調査項目は次を含むものとする。 

 

①実現方式(集中型、分散型等) 

②データプロトコル 

③開発方式(パッケージ(カスタマイズの有無を含む。)、独自開発等) 

④ネットワーク環境 

⑤運用開始年月及び運用期間 

⑥機器等の更新予定時期 

⑦対象とする図書館数 

⑧対象とする書誌データ数 

⑨対象とする資料群 

⑩書誌データの記述要素 

⑪通信及び検索技術要素 

⑫アクセス件数及び検索件数 

⑬書誌同定方法(書誌同定を実施している場合) 

⑭検索以外に提供するサービス(資料貸出申込受付等) 

⑮その他(項目を提案の上実施すること) 

------------------------------------------------------------------- 
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1.1. 調査内容 

下記の 2 種の調査を実施し、本報告書を作成した。 

Ⅰ：都道府県立図書館を対象とした県域ネットワークシステム調査 

Ⅱ：都道府県の県域ネットワークシステムの Web サイト調査 

それぞれの調査概要は以下の通り。 

 

1.2. 「Ⅰ：都道府県立図書館を対象とした県域ネットワークシステム調査」について 

(調査対象) 

47 都道府県立図書館 県域ネットワークシステム担当者 

 

(調査期間) 

2007 年 1 月 25 日～2007 年 3 月 20 日 

―調査票配布日：2007 年 1 月 25 日 

―調査票回答締切：2007 年 2 月 13 日(火)正午 

 

(調査方法) 

調査票ファイル(Excel ファイル)をメールにて各館に送信、回答欄に記入の上、メールもしくは FAX での

返信を依頼。 

調査票内容に関しての質問は、メールにて受付、返信を実施。 

 

(有効回答数) 

調査票返却数実績：47 館 

 

(調査内容) 

前掲の(本調査の要件)の内容に基づき、添付の調査票を作成した。 

以下の 15 項目の中に、複数の詳細質問を設定した。 

(詳細は添付資料(SN-04-01)を参照) 

項目 1：県域ネットワークについて 

項目 2：データプロトコルについて 

項目 3：システム環境及び開発方式について 

項目 4：ネットワーク環境について 

項目 5：通信及び検索技術要素について 

項目 6：運用時間について 

項目 7：参加図書館数について 

項目 8：検索対象となる書誌データ数について 

項目 9：検索対象となる資料群について 

項目 10：書誌データの記述要素について 

項目 11：書誌同定方法について 
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項目 12：アクセス件数及び検索件数について 

項目 13：検索以外に提供するサービスについて 

項目 14：現行システムの課題について 

項目 15：本調査票のご回答内容についてのご照会先 

 

(添付資料) 

資料番号/資料名 

・「SN-06-01-2 調査結果一覧表 (項目 1～15)」 

・「SN-06-01-3 都道府県の回答済み調査票及び添付資料」 

・「SN-04-01 調査票」 

 

1.3. 「Ⅱ：都道府県の県域ネットワークシステムの Web サイト調査」について 

(調査対象) 

県域ネットワークシステムを一般公開している 41 都道府県(41 サイト) 

(調査期間) 

2007 年 3 月 1 日～8 日 

(調査方法) 

調査Ⅰにおいて、県域ネットワークシステムを提供している Web サイトにアクセスし、検索システムにお

けるインタフェースや機能について調査する。 

(調査内容) 

検索システムを有する県域ネットワークの Web サイトにアクセスして実際に検索を行い、下記の点につ

いて調査を実施した。 

・ 検索項目 

・ 一覧表示フォーマット(統一、不統一) 

・ 一覧表示項目(一覧表示フォーマットが統一されている場合) 

・ 詳細表示フォーマット(統一、不統一) 

・ 詳細表示項目(詳細表示フォーマットが統一されている場合) 

・ 検索結果レスポンス(秒数) 

・ 検索システムを使った所感 

 

(添付資料) 

・「SN-06-01-4 県域ネットワーク Web 調査結果一覧表」 
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2. 県域ネットワークシステムについての調査総括 

(作業要件 3.1.1 の調査の背景) 

国立国会図書館の総合目録ネットワーク事業は、公共図書館に対し全国的な書誌・所蔵情報を提供し、

相互貸借を支援することが 大の目的とされている。総合目録ネットワーク事業の中期的な方向性として

は、より広範囲なデータの提供を目的として、集中型と併用して、各県域ネットワークを対象とする横断検

索システムを構築し、統合検索機能を実装することを想定している。 

この中期的な方向性における統合検索機能実現に必要な県域ネットワークシステムのあり方を検討す

るため、作業要件 3.1.1 の調査では、各県域ネットワークシステムの現状について調査した。 

 

(作業要件 3.1.1 の調査作業内容) 

作業要件 3.1.1 県域ネットワークの現状調査では、次期総合目録ネットワークシステムの統合検索機能

が対象とする県域ネットワークの現状について、調査Ⅰ・Ⅱを実施した。 

調査Ⅰでは、各県域ネットワークの現行システムについて各都道府県立図書館の担当者に調査を実

施した。県域ネットワークの有無から始まり、ハードウェア・ソフトウェアの仕様、現状の問題まで幅広く調

査を実施した。調査Ⅱでは、実際に各県域ネットワークの検索システムで検索を行い、ユーザ側の視点で

現状の仕様について確認した。 

 

(各県域ネットワークシステムの統合検索機能への対応について) 

次期総合目録ネットワークシステムの統合検索機能の仕様としては、各県域ネットワークにおいて各公

共図書館の持つ書誌データを、標準フォーマットに合わせた形で、検索することに重点を置いて方策を

検討すべきと思われる。 

今回の調査の結果、各県域ネットワークシステムは、参加館の拡大や相互貸借システム・貸出予約シス

テムとの連携など、県域における図書館サービスの充実のためにシステムを拡充しており、各県の利用者

や図書館員に役立つシステムとして発展を遂げていることが分かった。しかしながら、各県域ネットワーク

での課題として、横断検索におけるレスポンスの遅さや、検索項目・表示項目の不統一、参加館のシステ

ム仕様変更に対応するための負担が大きいといった意見も多く挙がっている。 

本調査における横断検索型と集中検索型の各検索方式の現状と課題を以下にまとめた。 

(1) 横断検索型 

現行の県域ネットワークシステムのほとんどは横断検索型を採用しており、多くの参加館の書誌

データが検索可能となるメリットがある。一方で検索レスポンスの遅さや、参加館によって書誌フォ

ーマットが異なるため書誌同定が難しい点、検索項目が異なることで検索結果に違いが生じてしま

うなどの問題点があり、参加館すべてに対する質の高い横断検索が行えていない状況である。 

(2) 集中検索型 

集中検索型を採用している山梨県や三重県では、統一された書誌フォーマットを採用して県域

ネットワーク参加館の書誌データを収集しているため、参加館に対して統一された検索項目を使用

しての検索が可能となるが、資料の動態がリアルタイムに把握できない点や、参加館のデータ提供

に関する負担といった点が課題として挙げられている。 
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横断検索型、集中検索型それぞれでこのような問題が生じている主な原因としては、検索における も

重要な要素である書誌フォーマットの統一と、検索プロトコル(規約)の標準化が図られていないことが挙げ

られる。 

次期総合目録ネットワークシステムにおける統合検索機能を実現するためには、現行の県域ネットワー

クシステムで採用されているような各都道府県立及び市町村立図書館 OPAC を Web 経由で検索して結

果をまとめるという単純な仕組みで実現するのではなく、統一された記述要素を持つ書誌フォーマットに

基づき、国際的にも標準化されている検索プロトコルを用いて実現することが必須である。一方で県域ネ

ットワークとして上記の対応が難しい都道府県に対しては、従来通りの書誌データ提供による都道府県立

あるいは政令指定都市立の公立図書館単位での総合目録ネットワークへの参加の道を残し、柔軟な運

用を行えるようにすべきである。 

しかしながら本調査の結果では、現行の県域ネットワークにおいて標準的なプロトコル(SRU/W、Z39.50、

OAI-PMH)を採用している都道府県はほとんどないため、県域ネットワークと次期総合目録ネットワークシ

ステムが緊密に連携・協力していくための枠組みや体制を整備していくことが重要な課題であると考えら

れる。 
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3. Ⅰ：都道府県立図書館を対象とした県域ネットワークシステム調査 

 

3.1. 項目 1：県域ネットワークについて 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-01 県域ネットワークについて」、「SN-06-01-03 都道府県の回答済み調査票及び添付

資料」 

(概要) 

本項目においては、県域ネットワークシステムの基本情報となる事項について調査した。 

9 割の都道府県では県域ネットワークシステムを構築しており、都道府県内の図書館横断検索システム

をインターネット上で提供している。 

検索方式は、集中検索型が 2 県域のみで、横断検索型が 34 県域、横断検索・集中検索併用型が 6

県域であった。横断検索・集中検索併用型を採用している背景としては、Web-OPAC を公開していない

参加館のデータを集中型で反映させるなど、各参加館のシステム事情に合わせて対応しているためであ

る。 

また、相互貸借システムや貸出予約システムなど、利用者を限定したサービスを提供している県域も 4

割あり、県域の図書館サービスの一部として県域ネットワークシステムを活用できるような仕組みを構築し

ている。 

現行システムの導入時期については、9 割の県域でこの 5～6 年内となっており、システム稼動期間(導

入から更新までの期間)は 5 年程度が想定されている。また、次期システムへの更新も半数の県域で予定

されている。 

 

(各小項目の調査について) 

3.1.1. 1.1：県域ネットワークの有無 

［回答数：47］ 

本項目は、以下の通り集計した。 

 有 

 無 

 計画中 

県域ネットワークシステムは、47 都道府県において 9 割の割合で構築されている。県域ネットワークシス

テムが構築されていない県域は下記の通りである。 

(無) 

 長野県 

 愛媛県 

 鹿児島県 

(計画中) 

 山形県(2007 年度頃のサービス提供開始を目途とし計画中) 

 熊本県(現在のところ、構想のみ) 
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図表 1 

 

 

 

 

 

 

［※ 4７都道府県中、項目 1.1 の設問において「無」または「計画中」と回答した 5 県域については、項目

1.2 以降の回答は求めなかった。よって、 大回答数は 42 となる。］ 

 

3.1.2. 1.2：県域ネットワークの名称 

添付資料(SN-06-01-2-01)を参照。 

 

3.1.3. 1.3：県域ネットワークの URL 

添付資料(SN-06-01-2-01)を参照。 

 

3.1.4. 1.4：県域ネットワークの運営主体 

［回答数：42］ 

本項目は、以下の通り集計した。 

 都道府県立図書館 

 県教育庁/教育委員会 

 その他 

県域ネットワークの運営主体は、9 割が都道府県立図書館である。高知県、佐賀県では県教育庁/教

育委員会が運営主体となっている。 

以下の県についてはその他に分類した。 

 山梨県：山梨県図書館情報ネットワーク運営協議会 

 和歌山県：和歌山地域図書館協議会が運営主体だが、システムの管理は同協議会事務局である

和歌山大学附属図書館が行っている。 

 島根県：島根大学 

県域ネットワークの有無 

有 42 

無 3 

計画中 2 

無
6%

計画中
4%

有
90%
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図表 2 

 

県域ネットワークの運営主体 

A:都道府県立図書館 37 

B:県教育庁/教育委員会 2 

C:その他 3 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. 1.5：現行システムの実現方式 

［回答数：42］ 

本項目では、県域ネットワークシステムの検索方式について下記の通り集計した。 

A：横断検索型：各県内図書館の蔵書検索システムを横断検索するシステム。 

B：集中検索型：各県内図書館の書誌データをひとつのデータベースに集約して検索するシステム。 

C：横断検索・集中検索併用型：A・B の方式を複合的に採用しているシステム。 

多くの館が A：横断検索型を採用しており、B：集中検索型はわずかである。C：横断検索・集中検索併

用型は、Web-OPAC 未公開館分のみ集中検索型にするなど、参加館それぞれの事情に応じて、横断検

索への参加か、集中検索型かを選択できる方式にしている。 

B の集中検索型を採用しているのは、山梨県、三重県である。 

 

図表 3 

 

現行システムの実現方式 

A：横断検索型 34 

B：集中検索型 2 

C：横断検索・集中検索併用型 6 

 

 

 A

81%

B

5%

C

14%

A
88%

B
5%

C
7%
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3.1.6. 1.6：現行システムの導入年月 

［回答数：42］ 

本項目では、現行システムの導入年による集計を行った。石川県については本調査実施中(2007 年 3

月)にシステム更新が実施されたため、2007 年に集計した。 

調査結果によると半数以上が 2004 年以降にシステム導入を行っている。 

ただし、現行システムの導入年月については、システムの導入年月と 終更新年月が混在して記載さ

れている可能性があり、注意が必要である。 

 

図表 4 

 

現行システムの導入年 

1999 年 1 

2000 年 2 

2001 年 3 

2002 年 9 

2003 年 2 

2004 年 6 

2005 年 10 

2006 年 5 

2007 年 4 

 

3.1.7. 1.7：現行システムの公開方式、対象 

［回答数：42］ 

本項目では、県域ネットワークシステムの公開方式、公開対象について下記の通り集計した。 

A：インターネットによる一般公開 

B：インターネット経由で県内図書館・図書室に公開 

図書館向けサービスや相互貸借サービスなど、一部のサービスや機能については制限を設けていると

の回答があったが、これについては次項と合わせて分析を行うこととし、検索システムのみを対象として分

類した。 

青森県は図書館向けに限定公開している。 

 

図表 5 

 

現行システムの公開方式、対象 

A：インターネットによる一般公開 41

B：インターネット経由で県内図書

館・図書室に公開 

1 
A

98%

B

2%

2002年
21%

2003年

5%
2004年

14%

2005年

24%

2006年

12%

2007年

10%

2000年

5%

2001年

7%

1999年

2%
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3.1.8. 1.8：現行システムの公開制限 

［回答数：42］ 

本項目では、現行システムにおいて利用可能なユーザの制限について調査をした。項目 1.7、1.9、13

を合わせて考えると、この調査において想定した結果を得られていないため、集計は行わなかった。詳細

は添付資料(SN-06-01-2-01)を参照。 

 

3.1.9. １.9：ユーザ認証の有無 

［回答数：42］ 

本項目では、現行システムにおいてユーザ認証を行っているかどうかについて調査をした。項目 1.7、

1.8、13 を合わせて考えると、この調査において想定した結果を得られていないため、集計は行わなかっ

た。詳細は添付資料(SN-06-01-2-01)を参照。 

 

3.1.10. 1.10：通信暗号化の有無 

［回答数：42］ 

本項目では、現行システムにおいて検索時に通信暗号化を行っているかどうかについて調査をした。

調査Ⅱにおける県域ネットワークシステムの Web サイト調査の結果を合わせて考えると、検索時に通信暗

号化を行っているのは 1 県域だけだった。詳細は添付資料(SN-06-01-2-01、SN-06-01-4)を参照。 

 

3.1.11. 1.11：次期システムへの更新予定 

［回答数：42］ 

本項目では、県域ネットワークシステムの更新予定について集計した。「無」には更新時期未定、回答

無も含む。 

 

図表 6 

 

次期システムへの更新予定 

有 19 

無 23 

 

 

 

 

 

集計の結果、4 割以上の県域でシステム更新を予定していることが分かった。 

次に、更新予定がある県域について、更新予定時期を集計した。(図表 7)。 

有

45%
無

55%
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図表 7 

 

システム更新予定 

2007 年 １ 

2008 年 4 

2009 年 6 

2010 年 6 

2011 年 1 

2012 年 1 

 

 

 

システム更新を予定している県域のうち、約 9 割で、2010 年までを予定している。 

項目 1.6 のシステム導入年月と比較してシステム稼動期間を算出した結果、平均して 5.7 年であること

が分かった。 

2007年
5%

2008年
21%

2009年
32%

2010年
32%

2011年
5%

2012年
5%
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3.2. 項目 2：データプロトコルについて 

※本項目は項目1.5で、「B：集中検索型」、「C:横断検索・集中検索併用型」を選択した県域(8県域)のみ

が対象。岩手県は「C:横断検索・集中検索併用型」であるが、参加館が全て横断検索型を選択している

ため、回答を求めなかった。 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-02 データプロトコルについて」 

(概要) 

本項目では、集中検索型を採用している(横断検索型との併用含む)県域ネットワークシステムにおける

書誌データの受け渡し方法とその形式について調査した。 

 

(各小項目の調査について) 

3.2.1. 2.1：データ交換時のデータ受け渡し方法(プロトコル) 

［回答数：7］ 

本項目は、下記の通り集計した。C は、参加館の事情に応じて受け渡し方法を使い分けているケースと

思われる。 

A：ネットワーク経由(FTP、HTTP、メール) 

B：媒体交換(フロッピー、CD-R 等) 

C:ネットワーク経由及び媒体交換 

 

図表 8 
 

データ交換時のデータ受け渡し方法 

A：ネットワーク経由(FTP、HTTP、メール) 1 

B：媒体交換(フロッピー、CD-R 等) 3 

C:ネットワーク経由及び媒体交換 3 

 

 

3.2.2. 2.2：データ交換時のデータ形式 

［回答数：7］ 

本項目は、下記の 3 つに集計した。 

A：テキストファイル(CSV、プレーンテキスト、XML、その他) 

B：バイナリファイル(TRC/U MT 版等) 

C:テキストファイル及びバイナリファイル 

B
43%

C
43%

A
14%

s-nakash
スタンプ



 
資料番号：SN-06-01-1 

 

15

 

図表 9 
 

データ交換時のデータ形式 

A：テキストファイル(CSV、プレーンテキス

ト、XML、その他) 

4 

B：バイナリファイル(TRC/U MT 版等) 2 

C:テキストファイル及びバイナリファイル １ 

 

 

B
29%

C
14%

A
57%
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3.3. 項目 3：システム環境及び開発方式について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-03 システム環境及び開発方式について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムの仕様について、ハードウェア・ソフトウェアの構成を下記の小

項目を設けて調査した。 

3.1 ハードウェア：現行システム構成/総サーバ台数/Web サーバ台数/APP サーバ台数/DB サーバ

台数/その他サーバ台数 

3.2 ソフトウェア：使用している総合目録検索システムのソフトウェア/開発言語/DBMS 名称 

詳細は添付資料(SN-06-01-2-03)を参照。島根県は運営主体が異なるため、回答が得られなかった。 

 

3.3.1. 3.1：現行システム構成(ハードウェア構成) 

［回答数：40］ 

本項目では、現行システムで使用しているハードウェア構成について調査した。県域によっては図書

館システムの構成と切り離せないため、県域ネットワークシステムに限定したサーバ構成を正確に得ること

ができなかった。そのため、総サーバ台数のみ集計した。 

4 割近くがサーバ 1 台のみの構成であり、5 台以下の構成は全体の 6 割を占めている。なお、サーバ台

数が多い県域については、図書館システム全体のサーバ台数についての回答だと考えられる。 

詳細は添付資料(SN-06-01-2-03)を参照。 

 

図表 10 

 

総サーバ台数 

１台 15 

2 台 4 

3 台 4 

4 台 3 

5 台 0 

6～10 台 8 

11 台～ 6 

 
4台
8%

5台
0%

6～10台
20%

11台～
15%

2台
10%

3台
10%

1台
37%
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3.3.2. 3.2：現行システム構成(ソフトウェア構成) 

① 3.2.1：使用している総合目録検索システムのソフトウェア 

[回答数 40] 

各県域ネットワークで総合目録検索システムとして使用しているソフトウェアについて下記の3つに集計

した。調査結果としては、パッケージソフトまたはパッケージソフトのカスタマイズが 8 割近くを占めており、

独自開発は 2 割程度であった。 

パッケージソフトは通常、各県域に合った対応をするために、導入時に何らかの設定がされている。そ

の設定をカスタマイズと明確に区別することは難しく、選択肢 A と B の区分については注意が必要である。

本調査ではそのパッケージソフトのカスタマイズは 4 割で実施されていることになるが、実際には回答に記

載が無くても何らかのカスタマイズが実施されている可能性は高い。 

 

図表 11 
 

現行システム構成 

A：パッケージソフト 15 

B：パッケージソフトのカスタマイズ 16 

C：独自開発 9 

 

 

 

 

 

ソフトウェアのベンダ内訳について、集計したのが図表 12 である。ベンダが特定できないもの、独自開

発については「その他」に集計した。パッケージソフトについては、富士通は iLis シリーズ、NEC は LiCS、

NTT データは NALIS、日立は LOOKS であった。 

 

図表 12 

 

ベンダ 導入数 

A:富士通 13 

B:NEC 9 

C:NTT データ 3 

D:日立 2 

E:ブレインテック 1 

F:インフォコム 1 

G:その他 11 

 

A

32%

B

22%

C

8%

D

5%

E

3%

F

3%

G

27%

A

38%

B

39%

C

23%
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② 3.2.2：開発言語 

［回答数：38(複数回答有り)］ 

本項目では現行のシステムにおいて使用している開発言語について調査した。 

様々な回答があり、3 県域以上で使われている開発言語について集計した。2 県域以下で使われてい

る開発言語や、非公開、不明についてはその他に集計した。詳細は添付資料(SN-06-01-2-03)を参照。 

結果として、 も多いのは C 言語であり、Java と Perl がそれに続いている。これらと比較すると Windows

環境に依存する開発言語(Visual Studio .NET、ASP、Delphi)はあまり使われていないことが分かる。 

 

表 13 

 

開発言語 

C 言語 11 

Java 8 

Perl 8 

その他 17 

 

 

 

 

③ 3.2.3：DBMS 名称 

［回答数：39］ 

本項目では県域ネットワークの検索システムで使用しているデータベース・マネージメント・システム 

(以下、「DBMS」とする)について調査した。 

も多く使用されているのは Oracle(9、10)であり、富士通の Symfoware が次に続いている。DBMS を使

用していない県域は半数近くに上る。本項目の質問ではリレーショナルデータベース(以下、「RDB」とす

る)に限定していないため、回答には全文検索エンジンである OpenText という回答があったが、それ以外

はすべて RDB に分類されるものである。 
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図表 14 

 

DBMS 

Oracle 10 

Symfoware 7 

OpenText 1 

PostgreSQL 1 

無 17 

不明 3 

 

 

Oracle

25%

Symfoware

18%

無

43%

不明

8%

OpenText

3%
PostgreSQ

L 3%
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3.4. 項目 4：ネットワーク環境について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-04 ネットワーク環境について」 

(概要) 

本項目では各県域ネットワークシステムの接続されているネットワーク環境について調査した。 

広域 Ethernet、IP 専用線、VPN、VLAN など種類は異なるものの、いずれの県域でもブロードバンド

(500kbps 以上の通信回線)環境となっており、県域ネットワークシステム側の通信環境は問題なく整えられ

ている。 

 

3.4.1. 4.1：ネットワークの回線種類 

［回答数：41］ 

本項目の回答は多岐にわたるため、詳細は添付資料(SN-06-01-2-04)を参照。 

 

3.4.2. 4.2：ネットワークの回線帯域 

［回答数：41］ 

本項目では、県域ネットワークの回線帯域について以下の通り集計した。 

結果を見ると、6 割近くの県域で 100Ｍbps 以上の回線帯域を確保していることが分かった。ただし今回

の集計では、ベストエフォートの場合にその 大速度を用いているため、実際の 大速度は回答の数字

よりも低くなる可能性がある。 

 

図表 15 
ネットワークの回線帯域 

A:10Mbps 未満 5 

B:10Mbps 以上 100Mbps 未満 8 

C:100Mbps 以上 1000Mbps 未満 22 

D:1000Mbps 以上 2 

E:不明 4 

 

 

A

12%

B

20%

C

53%

D

5%

E

10%
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3.5. 項目 5：通信及び検索技術要素について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-05 通信及び検索技術要素について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムへの通信方法(ユーザが現行システムへアクセスする際の通信

方法)及びシステムで採用している検索技術について調査した。 

結果としてすべての県域で HTTP または HTTPS によるアクセスを提供している。HTTPS に対応した通

信を提供しているのは 6 県域であった。 

また、現行システムにて採用している検索技術については、半数以上が RDB や全文検索エンジンを用

いてシステムを構築している。 

 

3.5.1. 5.1：現行システムへの通信方法 

［回答数４１(複数回答あり)］ 

本項目では、現行システムへの通信方法について集計した。島根県は運営主体が異なるため回答が

無かったが、Web 上で公開されていることから HTTP に分類した。 

結果として、県域ネットワークのある 42 県域中、41 県域が HTTP に対応している。三重県は HTTPS の

みに対応している。5 県域については HTTP、HTTPS の両方に対応しており、岡山県は HTTP、Z39.50

の両方に対応している。 

 

表 16 

 

現行システムへの通信方法 

HTTP 41 

HTTPS 6 

Z39.50 1 

 

 

 

 

 

3.5.2. 5.2：現行システムで採用している検索技術 

本項目では、県域ネットワークシステムにおいて採用している検索技術について調査した。回答内容が

多岐にわたるため、集計を行わなかった。詳細は添付資料(SN-06-01-2-05)を参照。 
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3.6. 項目 6：運用時間について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-06 運用時間について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムのサービス提供時間について確認した。 

 

3.6.1. 6.1 サービス提供時間 

［回答数：42］ 

本項目の回答を以下の通り集計した。 

・ 24 時間 365 日(定期保守点検を除く) 

・ 24 時間 365 日 

この結果を見ると、全ての県域で定期保守点検を除き 24 時間 365 日のサービス提供を行っていること

が分かる。ただし、定期保守点検の内容としては、毎日行っているものから、年数回程度行っているもの

まであるので、横断検索時には注意が必要である。 

 

 

図表 17 

 

サービス提供時間 

A:24 時間 365 日(定期保守点検除く) 19 

B:24 時間 365 日 23 

 

 

 

 

 

 

 

A

45%

B

55%
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3.7. 項目 7：参加図書館数について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-07 参加図書館数について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークに参加する図書館の数について詳細を確認した。まず母数として、各都

道府県の公立図書館数を施設単位で確認し、現行の参加数と、今後の参加予定見込みを調査した。 

都道府県内の図書館数のうち、参加館の割合は県域によって異なるが、平均して 6 割の図書館が県域

ネットワークに参加している。今後の参加は数館ずつではあるが、増加傾向にある。 

また、公立図書館以外の図書館が参加しているケースも7割の県域で見られ、公民館図書室や県内の

大学・研究機関が参加している。公立図書館以外の図書館の参加も、数は少ないながらも今後予定され

ている県域がある。 

 

3.7.1. 7.1：都道府県内の公立図書館数(施設単位) 

3.7.2. 7.2：7.1 のうち、県域ネットワークへの参加図書館数 

［回答数：４3］ 

項目 7.1、7.2 について、以下の通り集計した。山形県については今年度中にサービス提供を予定して

おり、回答を得たので、ここでは集計対象とした。 

 

表 18 

 都道府県 7.1 都道府県内の公

立図書館数(施設単

位) 

7.1 のうち、県域ネットワ

ークへの参加図書館数

都道府県内図書館の

うち県域ネットワーク

への参加割合 

今後の公立図書館の 

参加見込み数 

1 北海道 141 37 26% 

今年度中に 9 館を追加

する。 

来年度以降も、同程度

追加する予定である。

2 青森県 32 13 41% 未定 

3 岩手県 48 26 54% 
2007 年度中に、3 館が

新たに参加する予定 

4 宮城県 40 23 58% 
今年度中に１館が新た

に参加する予定 

5 秋田県 46 21 46% 

2012 年までの現システ

ムリース期間中にあと 4

館分の追加等の予算を

確保している 

6 山形県 34 14 41% 

市町村合併によるシス

テムの統合により数館

の分館が参加できる可

能性はある。 

7 福島県 51 43 84% ― 
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 都道府県 7.1 都道府県内の公

立図書館数(施設単

位) 

7.1 のうち、県域ネットワ

ークへの参加図書館数

都道府県内図書館の

うち県域ネットワーク

への参加割合 

今後の公立図書館の 

参加見込み数 

8 茨城県 53 45 85% 
今年度中に，2 館が新

たに参加する予定 

9 栃木県 46 44 96% 

2006 年度および 2007

度中に各 1 館が新たに

参加する予定 

10 群馬県 38 36 95% 
2007 年度中に 1 館が

新たにデータ提供予定

11 埼玉県 182 161 88% 現時点で特になし 

12 千葉県 153 45 29% 

毎年度、1 館以上（1 市

町村内の図書館）が参

加する予定 

13 東京都 369 341 92% 当面は増減の予定無し

14 神奈川県 84 84 100% 変更予定なし 

15 新潟県 70 53 76% 
今年度中に、1 館が新

たに参加する予定 

16 富山県 60 54 90% 

今年度中に細入、2007

度中に庄川図書館が

参加予定（＋2）。南砺

市の 4 館はシステムの

運用上、当方の側で外

している 

17 石川県 41 32 78% 

2006 年度中に 3 館が

横断検索方式で参加

する予定 

18 福井県 34 27 79% 2007 年度中 2 館 

19 山梨県 51 45 88% 
今年度中に 1 館が新た

に参加する予定 

20 長野県 － － － ― 

21 岐阜県 61 51 84% 

・今年度中に、1 館が新

たに参加する予定 

・2007 年度中に、１館

が減少する予定（町村

合 併 に 伴 う 統 合 の た

め） 

・2007 年度中の、新規

参加館数は未定 

22 静岡県 87 66 76% 未定 

23 愛知県 91 77 85% 
今年度中に、3 館が新

たに参加する予定。 

24 三重県 40 40 100% 
次年度書誌・所蔵デー

タ提供予定 １館 
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 都道府県 7.1 都道府県内の公

立図書館数(施設単

位) 

7.1 のうち、県域ネットワ

ークへの参加図書館数

都道府県内図書館の

うち県域ネットワーク

への参加割合 

今後の公立図書館の 

参加見込み数 

25 滋賀県 47 24 51% 未定 

26 京都府 69 69 100% 無し 

27 大阪府 157 149 95% 予定なし 

28 兵庫県 96 25 26% 

今年度中に、31 市町、

62 館に参加を依頼する

予定 

29 奈良県 30 25 83% なし 

30 和歌山県 29 15 52% 

現在のところ、新規デ

ータ提供館の予定はな

いが、WebOPAC 導入

館が増えれば、順次参

加する予定 

31 鳥取県 19 10 53% 
来年度に１館が新たに

参加する予定 

32 島根県 33 12 36% 

未定。（新規でインター

ネットへの OPAC 公開

予定がないため） 

33 岡山県 60 47 78% 

未接続館が今後参加

する可能性もあるが、

今のところ未定。 

34 広島県 85 74 87% 

2 館今期中参加予定

(いずれは全館参加予

定) 

35 山口県 53 35 66% 
参加する可能性がある

館はあるが、未定。 

36 徳島県 29 8 28% 現在のところ未定 

37 香川県 29 14 48% 

時期は不明だが、今後

3 市（9 館）が参加する

可能性がある。 

38 愛媛県 － － － ― 

39 高知県 50 29 58% 2 館が新たに参加希望

40 福岡県 103 23 22% 
今年度中に 5 館が新た

に参加する予定。 

41 佐賀県 21 13 62% 

近年にシステム更新終

了で 2 館、新たに 1 館

参加予定。 

42 長崎県 37 17 46% 
2008 年度までに 8 館が

参加予定 

43 熊本県 － － － ― 
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 都道府県 7.1 都道府県内の公

立図書館数(施設単

位) 

7.1 のうち、県域ネットワ

ークへの参加図書館数

都道府県内図書館の

うち県域ネットワーク

への参加割合 

今後の公立図書館の 

参加見込み数 

44 大分県 27 10 37% 
2007 年度中に 1 館が

新規参加予定 

45 宮崎県 25 12 48% 

参加を検討している館

はあるが、参加が確定

している館はない。 

46 鹿児島県 － － － ― 

47 沖縄県 34 21 62% 未定 
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3.7.3. 7.3：今後の公立図書館の参加見込み(施設単位) 

［回答数 43］ 

本項目では、現在県域ネットワークに参加していない公立図書館において、今後の参加予定の有無を

調査した。今後の公立図書館の参加予定がある県域は全体の６割を占め、増加傾向にある。 

 

図表 19 

 

今後の公立図書館の参加見込み 

有 27 

無 7 

未定 9 

 

 

 

 

3.7.4. 7.4：公立図書館以外の参加館数 

［回答数 43］ 

本項目では、公立図書館以外(大学図書館、高専図書館、公民館図書室等)の参加館数について調

査した。図表 20 は公立図書館以外の図書館が参加している県域を集計した。 

 

図表 20 

 

公立図書館以外の図書館の参加している

県域数 

参加あり 30 

参加なし 13 

 

 

 

 

 

 

有

63%

無

16%

未定

21%

参加あり

70%

参加なし

30%
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県域ネットワークに公立図書館以外の図書館が参加している県域の割合は全体の 7 割となっている。

この公立図書館以外の図書館において、大学等図書館の参加が も多く、その次に公民館図書室とな

っている。この 2 者で全体の 3 分の 2 を占めている。その他は学校図書館や県機関等の図書室が挙げら

れ、専門図書館、私立図書館はごく少数だった。 

 

図表 21 

 

公立図書館以外の参加館数 

A:大学等図書館 114 

B:公民館図書室 81 

C:学校図書館 37 

D:県機関等図書室 29 

E:専門図書館 6 

F:私立図書館 1 

G:その他 26 

 

 

 

3.7.5. 7.5：今後の公立図書館以外の図書館の参加見込み 

［回答数 43］ 

本項目では、今後の公立図書館以外の図書館の参加見込みについて調査した。大学図書館の参加

が若干見込まれている。詳細は添付資料(SN-06-01-2-07)を参照。 

 

B
27.6%

A
38.8%

C
12.6%

D
9.9%

E
2.0%

F
0.3%

G
8.8%
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3.8. 項目 8：検索対象となる書誌データ数について 

［回答数：38(１3 県域が不明)］ 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-08 検索対象となる書誌データ数について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムにおいて検索可能な書誌データ数を確認した。各県域からの

回答では、横断検索型であるためシステムで扱うデータ件数そのものを把握していないケースが多く、代

わりに所蔵資料数を回答した県域が多かった。このため調査結果としてはデータ件数と冊数をそれぞれ

集計した。 

下記図表 22 においては書誌データ件数、図表 23 には所蔵資料数を示している。 

 

図表 22  

 

検索対象となる書誌データの件数 

～100 万件台 4 

200 万件台 3 

300 万件台 4 

400 万件台 4 

500 万件台 0 

600 万件台 1 

700 万件台 1 

800 万件台～ 3 

 

図表 23 

 

参加館の所蔵資料数 

～100 万冊台 3 

200 万冊台 4 

300 万冊台 1 

400 万冊台 1 

500 万冊台 3 

600 万冊台 2 

700 万冊台 2 

800 万冊台～ 2 

4

3

4

4

0

1

1

3

0 1 2 3 4 5

～100万件台

200万件台

300万件台

400万件台

500万件台

600万件台

700万件台

800万件台～

3

4

1

1

3

2

2

2

0 1 2 3 4 5

～100万冊台

200万冊台

300万冊台

400万冊台

500万冊台

600万冊台

700万冊台

800万冊台～
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3.9. 項目 9：検索対象となる資料群について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-09 検索対象となる資料群について」 

(概要) 

本項目では、検索対象となる資料群について、その種類と総数、そして資料群を選択した検索の可否

とその実現方法について確認した。 

ほとんどの県域が「和図書」、「外国図書」、「雑誌」、「AV 資料」、「郷土資料」を検索対象となる資料群

として扱っている。しかしながらその中で資料群を区別して検索可能としているのは半数以下である。横

断検索型の場合は、各参加館のシステムの仕様によって指定できる検索項目(資料群)が異なる場合がほ

とんどである。したがって、横断検索の窓口となるサイトで詳細検索可能な仕様にしていたとしても、それ

が有効活用されない状態になっている。 

 

3.9.1. 9.1：検索対象となる資料群の種類 

［回答数：42］ 

本項目では各県域ネットワークシステムの検索対象となっている資料群の種類について調査した。 

和図書、外国図書、雑誌、AV 資料、郷土資料等となっており、各図書館が扱っているものがそのまま

検索対象となっている。詳細は添付資料(SN-06-01-2-09)を参照。 

 

3.9.2. 9.2：検索対象となる各資料群の総数 

本項目では、項目 9.1 で調査した各資料群の総数について確認した。ただし項目 1.5 で分かるように横

断検索型が多いため、検索対象となる各資料群の総数について把握することが難しかった。詳細は添付

資料(SN-06-01-2-09)を参照。 

 

3.9.3. 9.3：資料群を選択(指定)した検索の可否・実現方法 

［回答数：42］ 

本項目では、県域ネットワークシステムにおいて資料群を選択した絞込み検索が可能かどうかを確認し

た。まず、絞込み検索が可能なシステムは、以下の通りで 4 割が対応していた。また、項目 9.1 で回答を

得られた資料群をそのままシステム上で絞込み検索できる県域は少なく、検索時の絞込みは主要な項目

(「図書」「雑誌」もしくは「AV 資料」)に限られているケースが多い。また横断検索型の県域では、資料群を

絞込み選択しても、各参加館のシステムの仕様によって選択されないケースもある。 

 

図表 24 

 

資料群を選択(指定)した検索の可否 

可 18 

不可 24 

可
43%

不可
57%
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3.10. 項目 10：書誌データの記述要素について 

［回答数：38］ 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-10 書誌データの記述要素について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムで使用している書誌データのフォーマットの有無と種類につい

て調査した。 

各県域からの回答内容は多岐にわたるため、まず回答を下記の通り集計した。 

A：複数の書誌フォーマットが使用されている 

B：単一の書誌フォーマットが使用されている 

C：無 

 

図表 25 

 

書誌データの記述要素について 

A：複数の書誌フォーマット 22 

B：単一の書誌フォーマット 10 

C：無 6 

 

 

 

 

次に、書誌フォーマットの名称が明記されている回答(25 県域)について集計した(表 26)。各参加館で

使用されている書誌フォーマットは、この割合から全体的な傾向を把握することが可能である。 

も割合が高いのは TRC MARC であり、9 割近くで使用されている。2 番目は NPL MARC で 4 割に上

る。JAPAN/MARC は 3 割であった。NII 総合目録データベース、US MARC という回答がわずかながら見

られるが、これは県域ネットワークシステムでの横断検索対象に大学図書館が含まれるためであり、実際

に採用している公共図書館はほとんどないと推測される。 

A
58%

B
26%

C
16%
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表 26 

 

書誌フォーマット 数 割合(%) 

TRC MARC 23 92% 

NPL MARC  10 40% 

JAPAN/MARC 7 28% 

OPL MARC  4 16% 

NII 総合目録データベース 2 8% 

NHK MARC 2 8% 

US MARC 1 4% 

日図協 1 4% 
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3.11. 項目 11：書誌同定方法について 

［回答数：42］ 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-11 書誌同定方法について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムにおける書誌データ同定処理の有無と、その同定方法につい

て調査した。 

書誌同定を実施しているのは、4 割近くであることが分かった(図表 27)。 

同定方法について、集計したのが表 28 である。割合は書誌同定を実施している県域数(16)を母数とし

ている。8 割の県域が、ISBN を同定項目として使用しており、タイトルは 4 割、MARC 番号を使用している

のが 3 割近くであることが分かった。 

書誌同定に、複数の項目を利用しているのは、７県域であった。岡山県は、5項目(MARC番号、ISBN、

書名(各巻書名、叢書名、巻次)、出版者、出版年)を利用しており、その他の県域では、ISBN、タイトルな

ど 2、3 項目を組み合わせ、書誌同定を行っている。 

 

図表 27 

 

 

 

 

 

 

 

表 28 

 

書誌同定項目 数 割合(%) 

ISBN 13 81% 

タイトル 6 37% 

MARC 番号 5 31% 

著者名 2 12% 

出版者 2 12% 

出版年 1 6% 

 

書誌同定の有無 

有 16 

無 26 
有

38%

無
62%
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3.12. 項目 12：アクセス件数及び検索件数について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-12 アクセス件数及び検索件数について」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムへのアクセス件数及び検索件数について調査した。 

 

3.12.1. 12.1：現行システムへの年間アクセス件数、年間検索件数 

［回答数：28］ 

本項目では、過去 1 年間の現行システムへの年間アクセス件数・年間検索件数を調査した。 

比較検討しやすい、過去 1 年間の統計を回答した県域について集計した。年間のアクセス件数は 7 割

以上が 10 万件以下である。 

 

図表 29 

 

現行システムへの年間アクセス件数 

～10 万 12 

11 万～20 万 1 

2１万～30 万 2 

3１万～40 万 0 

41 万～50 万 1 

51 万～ 1 

 

 

 

図表 30 

 

現行システムへの年間検索件数 

～10 万 7 

11 万～20 万 6 

2１万～30 万 3 

3１万～40 万 1 

41 万～50 万 0 

51 万～ 3 

 

12

1

2

0

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14

～10万

11万～20万

21万～30万

31万～40万

41万～50万

51万～

7

6

3

1

0

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

～10万

11万～20万

21万～30万

31万～40万

41万～50万

51万～

s-nakash
スタンプ



 
資料番号：SN-06-01-1 

 

35

3.12.2. 12.2：ピーク時のアクセス件数、検索件数 

［回答数：24］ 

本項目では、項目 12.1 の対象期間において、 もアクセス件数、検索件数が多いピーク時の件数を調

査した。ピーク時の数値を把握している県域は少なかった。詳細は添付資料(SN-06-01-2-12)を参照。 

 

3.12.3. 12.3 現行システムで想定しているアクセス件数、検索件数 

［回答数：4］ 

本項目では、現行システム構築時のシステム要件として、アクセス件数、検索件数を想定していた場合、

その件数を調査した。設計段階でアクセス件数・検索件数の平均やピークなどを設定していた県域は少

ない。横断検索型を採用している県域では、検索処理能力の上限が各参加館のシステム処理能力に依

存しているため、明確な数字を出しにくいという事情があると考えられる。 

詳細は添付資料(SN-06-01-2-12)を参照。 
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3.13. 項目 13：検索以外に提供するサービスについて 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-13 検索以外に提供するサービスについて」 

(概要) 

本項目では、県域ネットワークシステムにおいて、蔵書検索システム以外にサービスを提供しているシ

ステムについて調査した。 

 

3.13.1. 13.1：現行システムと連携して提供する機能の有無 

［回答数：29 複数回答あり］ 

蔵書検索システムと連携して提供されている機能は以下の通りである。相互貸借システムと連携してい

る県域が も多かった。また、資料貸出予約システムは、県域ネットワーク参加館の Web-OPAC 機能に

依存していたり、県立図書館資料に限られていたりと、制限があるケースも見られる。 

 

図表 31 

 

検索以外に提供するサービス 

A:相互貸借システム  17 

B:資料貸出予約システム 8 

C:レファレンスシステム 2 

D:貴重書画像提供システム 1 

E:掲示板 1 

 

 

 

 

 

17

8

2

1

1

0 5 10 15 20

A

B

C
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3.14. 項目 14：現行システムの課題について 

【添付資料】 

「SN-06-01-2-14 現行システムの課題について」 

(概要) 

本項目では、現行の県域ネットワークシステムの課題事項と、県域ネットワークシステムの実現過程で発

生した問題やその解決方法などについて調査した。 

 

3.14.1. 14.1：現行システムの課題事項 

本項目への回答では、「横断検索時の検索項目、表示項目の統一がなされていない」、「検索のレスポ

ンスが遅い」、「参加館のシステム仕様変更に対応するための負担が大きい」の 3 つが も多く挙げられて

いる。 

横断検索型を採用している県域の課題事項としては、下記の通り。 

・ 準拠する書誌フォーマットが異なるため検索項目の統一が図れない。 

・ 検索のレスポンスが遅い。 

・ 検索結果が検索先 Web-OPAC やネットワークの状況に左右され安定しない。 

・ 表示される情報(画面)が統一されておらず、見づらい。 

・ 「かな」でしか検索できない館もあり、正確に検索しようとすると何度もパターンを変えて検索しなけ

ればならず、使いにくい。 

・ 準拠する書誌フォーマットや一度の検索で渡されるデータ件数、「・」等の記号の取り扱いなどが異

なるため、所蔵している資料が検索されないことがある。 

・ メンテナンスが非常に煩雑。例えば参加館が自館のシステムを入替えると横断検索システムを設

定し直さなければならない。しかも管理者側、参加館側ともに作業を要する。 

集中検索型では上記のような問題は発生しにくいが、県域参加館からのデータ提供が一定期間ごとに

なるため、更新データ反映までのタイムラグが発生するという点が指摘されている。 

詳細は添付資料(SN-06-01-2-14)を参照。 

 

3.14.2. 14.2：サービスの実現過程における諸問題及び解決事項 

本項目では、現行の県域ネットワークシステムの実現過程においてどのような課題事項が生じ、どのよ

うに解決したかを調査し、以下のような回答を得た。 

・ 検索項目について、全文検索では各参加館のサーバに過度の負荷がかかることが予想されたた

め、書誌が区別できる 小限の項目に限定した。 

・ OPAC 未公開館については、相互貸借を利用することを予定していたため、県立図書館側で総合

目録(データ集中型)サーバを用意した。 

・ 横断検索・相互貸借の利用方法に関しては、市町村図書館の代表館からなる検討委員会を設け

事前検討し、全参加館の合意を得た。 

・ 旧システムでは特定の図書館に依頼が集中したが、新システムでは複数館依頼の際に貸出冊数

の少ない図書館から順に依頼をかけるシステムとなったので、若干ではあるが不均衡が解消され

た。 
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詳細は添付資料(SN-06-01-2-14)を参照。 
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4. Ⅱ：都道府県の県域ネットワークシステムの Web サイト調査 

【添付資料】 

「SN-06-01-4 県域ネットワーク Web 調査結果一覧表」 

(調査対象) 

県域ネットワークシステムを一般公開している 41 都道府県(41 サイト) 

(Web サイト調査期間) 

2007 年 3 月 1 日～3 月 8 日 (9：00～17：30 の時間帯) 

 

調査Ⅱでは、調査担当者が各都道府県の県域ネットワークシステムの Web サイトにアクセスし、下記の

項目を実際に調査した。調査結果については添付資料(SN-06-01-4)に取りまとめた。一覧表には調査 I

における回答を基にしている項目もあるが、調査の結果判明した点については「※」印を付けて記載し

た。 

本調査では、Web サイト上で一覧表示内容や検索レスポンスを確認したため、県域ネットワークシステ

ムで設定されている表示項目等とずれが生じている可能性もある。 

(調査内容) 

各都道府県の蔵書検索システムの Web サイトにアクセスし、下記の点について確認を実施した。 

・ 検索項目 

・ 一覧表示フォーマット(統一、不統一) 

・ 一覧表示項目(一覧表示フォーマットが統一されている場合) 

・ 詳細表示フォーマット(統一、不統一) 

・ 詳細表示項目(詳細表示フォーマットが統一されている場合) 

・ 検索結果レスポンス(秒数) 

・ 検索システムを使った所感 

(調査の環境) 

本調査は下記の PC 及びネットワーク環境にて実施した。 

OS Microsoft Windows XP Professional SP2 

CPU Intel Pentium4 (3.20GHｚ) 

メモリ 1GB 

ネットワーク 100BASE-Tハブを経由してLANに接続し、さらにプロキシーサーバを

経由してインターネットに接続。 
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4.1. 検索項目 

本項目では、各県域ネットワークの検索システム画面上で、利用者が選択できる検索項目について調

査した。2 県域以上で採用されている検索項目を集計したものが表 32 である。 

タイトル、責任表示、出版者はほぼ全ての県域で検索項目として指定できるようになっているが、それ

以外の項目は県域ごとに異なっている。 

なお、出版年での検索が可能な県域のうち、出版年単独での検索が可能なのは大阪府と徳島県だけ

である。 

 

表 32 

項目名 採用数 

責任表示 41 

タイトル 41 

出版者 40 

出版年月 30 

件名(個人件名、一般件名) 29 

ISBN 24 

分類記号 22 

資料区分 11 

ISSN 3 

 

4.2. 一覧表示フォーマット 

本項目では、検索を実行して表示される結果一覧画面において、各参加館の結果が統一して表示さ

れるかどうかを調査した。 

結果を統一、不統一・館別表示、不統一・結合表示の 3 つに分類して集計したものが図表 33 である。 

 

図表 33 

一覧表示フォーマット 

統一(各館の検索結果が同一のフォーマットで一覧表示される) 27 

不統一・館別表示(検索結果数のみ表示され、結果一覧は別画面または別フ

レームで各館ごとに表示が可能) 

10 

不統一・結合表示(検索結果は各館のフォーマットで返され、同一画面に各館

の一覧が結合して表示される) 

4 
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結果として、一覧が統一されているのは全体の 7 割弱であった。 

 

4.3. 一覧表示項目 

本項目では、前項で一覧表示が統一されている県域について、一覧表示の項目を調査した。対象は

27 県域である。 

一覧表示項目を集計したものが表 34 である。 

 

表 34 

項目名 採用数 

タイトル 27 

責任表示 27 

出版者 25 

出版年月 25 

ISBN 10 

 

この結果から、ほとんどの県域でタイトル、責任表示、出版者、出版年月を一覧表示項目として使用し

ていることが分かった。また、一覧表示の項目数は多くが 4 項目となっている。 

 

4.4. 詳細表示フォーマット 

本項目では、一覧表示が統一されている県域の中で、さらに詳細表示が統一されたフォーマットとなっ

ているかを調査した。 

詳細表示が統一されているのは集中検索型を採用している三重県、山梨県のみという結果になった。

横断検索型ではすべての県域で参加館の Web-OPAC へのリンクとなっている。 

 

4.5. 詳細表示項目 

対象は前項の 2 県域のみとなるが、参考までに以下に挙げる(表 35)。 

 

 

統一
66%

不統一・
館別表

示
24%

不統一・
結合表

示
10%
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表 35 

項目名 採用数 

書名 2 

書名ヨミ 2 

副書名 2 

書名巻次、巻次・回次・年次 2 

著者名 2 

著者名ヨミ 2 

叢書名 2 

各巻書名、多巻書名 2 

版次、版表示 2 

出版者 2 

出版年、出版年月 2 

大きさ 2 

ページ 2 

NDC 分類、分類記号 2 

ISBN 2 

件名、一般件名 2 

内容紹介 2 

一般注記 2 

資料区分 1 

副書名ヨミ 1 

各巻書名巻次 1 

出版地 1 

MARC 番号 1 

書名の内容細目 1 

内容細目の著者名 1 

内容注記 1 

 

 

4.6. 検索結果レスポンス 

検索システムに対して可能な限り共通となる条件でタイトル検索を実行し、結果一覧が表示される(す

べての検索結果が返る)までの秒数を集計した。 

条件は以下の通りとした。検索レスポンスの調査結果については、アクセスするクライアント環境により

異なるため、あくまで参考値として扱う。 
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表 36 

検索キーワード “指輪物語”をタイトルに相当する項目で検索。 

対象館の指定 NACSIS-Webcat などの国立機関を除くすべての図書館を選択。た

だし選択不可の図書館は除外。 

その他の条件 デフォルトの設定とする。 

算出方法 各県域につき上記の条件で 5 回の検索を行い、その平均値を算

出。 

 

結果を図表 37 に示す。 

 

図表 37 

時間 

A:1～10 秒 7 

B:11～20 秒 12 

C:21～30 秒 6 

D:31～40 秒 2 

E:41～50 秒 1 

F:51～60 秒 3 

G:61～70 秒 3 

H:71～80 秒 1 

I:81～90 秒 1 

J:91～100 秒 0 

K:100 秒以上 4 

L:計測できず 1 
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5 回の試行いずれにおいても、5 分以上経過してもすべての検索結果が表示されなかったものは、「計

測できず」とした。 

結果として、全体の 6 割が 30 秒以内、8 割近くが 1 分以内のレスポンスとなっている。 

 

4.7. 検索システムを使った所感 

各県域の検索システムを実際に使用してみて感じたこととして、利用者に対して結果を提示する方法

が非常に重要であることが挙げられる。具体的には、すべての結果が返ってくるまで 1 分かかるとしても、

検索が完了した図書館の結果が順次表示されていくことによって、あまりストレスを感じなくなる。逆に 10

秒のレスポンスでも、すべての結果が返った時点で画面が切り替わる方式の方がストレスに感じられる。ま

た、検索時にタイムアウト時間を設定できる機能は横断検索においては必須である。次期システムの統合

検索機能の実現に当っては、これらの点を踏まえた設計とすべきである。 

もう 1 点のインタフェース上のポイントとして、対象館の選択がデフォルトで指定されているかどうか、ま

た地域や全体に対してボタンなどの簡易な操作で選択が行えるかどうかが挙げられる。この点も次期シス

テムのインタフェースにおいて考慮すべき点であるといえる。 
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【項目1　「県域ネットワークについて」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-01

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
県域ネット

ワーク
の有無

県域ネットワーク
の名称

県域ネットワークのURL 県域ネットワークの運
営主体

現行システム
の実現方式

現行システム
の導入年月

現行システムの公開方
式、対象

現行システムの公開制
限

ユーザー認証
の有無

通信暗号化
の有無

次期システムへ
の更新予定

A：横断検索型
B：集中検索型
C：横断検索・集
中検索併用型

A：インターネットによる一
般公開
B：インターネット経由で県
内図書館・図書室に公開

A：インターネット利用者
であれば制限なし
B：システム利用登録実
施済のユーザーのみ可
能
C：その他

1 北海道 有 北海道図書館横
断検索システム

http://www3.library.pref.hokkaido.jp/cgi
-bin/hokkaido_top.cgi

北海道立図書館 A：横断検索型 2005年1月 A：インターネットによる一
般公開

A 無 無 有（2010年1月）

2 青森県 有 青森県図書館情
報ネットワークシス
テム

【非公開】 青森県立図書館 A：横断検索型 2006年8月 B：インターネット経由で県
内図書館・図書室に公開

Ｂ 限定的に有
（ID/パスワードに
よるログイン）

無 無

3 岩手県 有 岩手県内図書館
横断検索

http://www.library.pref.iwate.jp/iliswing
/network/page/We_kensaku/oudan_inde
x.html

岩手県立図書館 C：横断検索・集
中検索併用型

2005年10月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 無

4 宮城県 有 宮城県内図書館
総合目録

http://mynet.library.pref.miyagi.jp/cross
/

宮城県図書館 A：横断検索型 2002年3月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 限定的に有（図
書館）

一部あり 有（2008年1月）

5 秋田県 有 秋田県図書館資
料横断検索システ
ム

http://www3.apl.pref.akita.jp/ 秋田県立図書館 A：横断検索型 2005年10月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 ―

6 山形県 計画中 ― ― 山形県立図書館（予
定）

― ― ― ― ― ― ―

7 福島県 有 福島県立図書館
情報ネットワークシ
ステム

http://www.library.fks.ed.jp/ 福島県立図書館 A：横断検索型 1999年4月 A：インターネットによる一
般公開

Ｂ 限定的に有
（ID/パスワードに
よるログイン）

無 有（2009年9月）

8 茨城県 有 茨城県図書館情
報ネットワークシス
テム

http://ref.libnet.pref.ibaraki.jp/ILN/ 茨城県立図書館 A：横断検索型 2004年4月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
（公開サービス用画面
はなし)
（図書館サービス用画
面はあり）

限定的に有（図
書館サービス用
画面）
無（公開サービ
ス用画面）

無 有（2009年）

9 栃木県 有 栃木県図書館総
合目録システム

http://www.lib.pref.tochigi.jp/soumoku/
soumoku_top.htm

栃木県立図書館 A：横断検索型 2005年2月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
（一般利用の場合はな
し）
（公立図書館の場合、相
互貸借にかかる分の
み）

限定的に有
（ID/パスワードに
よるログイン）＊
相互貸借用の
メール送信・
FAX送信用紙
の出力を行うた
めに認証を必要
とする。

無 有（2010年2月）

10 群馬県 有 群馬県内図書館
情報ネットワーク

http://www.library.pref.gunma.jp/cgi-
bin/ilisod/odplus.sh

群馬県立図書館 A：横断検索型 2006年3月 A：インターネットによる一
般公開

A 無 無 無

11 埼玉県 有 埼玉県内公共図
書館等横断検索
システム

http://cross.lib.pref.saitama.jp/ 埼玉県立図書館 A：横断検索型 2006年3月 A：インターネットによる一
般公開

A 無 無 未定

12 千葉県 有 千葉県内図書館
横断検索

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/cgi-
bin/ilisod/odplus.sh

千葉県立中央図書館 A：横断検索型 2007年2月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 限定的に有
（但し、市町村
図書館用ページ
から入る場合はＩ
Ｄ/ＰＷのログイ
ンが必要となる）

無 未定

13 東京都 有 東京都公立図書
館横断検索

http://metro.tokyo.opac.jp/ 東京都立図書館 A：横断検索型 2002年12月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 一部有り
SSL通信に対
応している区
市町村につい
ては、SSL通
信を使用

―

14 神奈川
県

有 神奈川県図書館
情報ネットワーク・
システム(KL-NET)

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac
/CrossServlet

神奈川県立図書館 C：横断検索・集
中検索併用型

2005年4月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
（一般公開部分はなし）
※一部機能（相互貸借
機能・掲示板機能）につ
いては、利用申請され
た県内公共図書館等の
みに制限

限定的に有
（相互貸借機
能・掲示板機
能）については、
ある。ID/パス
ワードによるログ
イン

一部有り
ＳＳＬの使用
（使用は選択
可能）

有（2010年3月）

15 新潟県 有 新潟県内図書館
横断検索システム

http://www.pref-
lib.niigata.niigata.jp/ilisod/

新潟県立図書館 A：横断検索型 2005年3月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 未定

16 富山県 有 富山県内図書館
OPAC横断検索
ネットワークシステム

http://lib1.lib.pref.toyama.jp/public/coll
ect/libsel.aspx

富山県立図書館 A：横断検索型 2002年10月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2009年）

17 石川県 有 石川県立図書館
横断検索システム

http://www3.library.pref.ishikawa.jp/ishi
kawa_top.html

石川県立図書館 C：横断検索・集
中検索併用型

2003年3月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 未定
2007年3月に更新
されており、次回
は未定

18 福井県 有 県内公共図書館
総合目録

http://agentsv.library.pref.fukui.jp/agent
/

福井県立図書館 A：横断検索型 2002年12月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2008年）

19 山梨県 有 山梨県図書館情
報ネットワークシス
テム

http://www.lib.pref.yamanashi.jp/tosyok
an/kennet/index.html

山梨県図書館情報ネッ
トワーク運営協議会

B：集中検索型 2002年3月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
（一般公開メニューにつ
いては制限なし）
 （職員用メニューについ
てはネットワーク参加館
職員）

限定的に有
（職員用メニュー
についてはID/パ
スワードによるロ
グインが必要）

無 無

20 長野県 無 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
21 岐阜県 有 岐阜県総合目録

（横断検索）
http://www.library.pref.gifu.jp/oudan.ht
m

岐阜県図書館 A：横断検索型 2000年2月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 未定

22 静岡県 有 静岡県横断検索
システム（おうだんく
ん）

http://oudan-
kun.tosyokan.pref.shizuoka.jp/shizuoka_t
op.html

静岡県立中央図書館 A：横断検索型 2004年3月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
（県内図書館専用の相
互貸借システム連動版
は、システム利用登録
実施済のユーザーのみ
可能）

限定的に有（県
内図書館専用
の相互貸借シス
テム連動版は、
ID/パスワードに
よるログイン）

一部有り
県内図書館
専用の相互
貸借システム
連動版は、
Httpsプロトコ
ルとSSLによる
暗号化

有（2009年2月）

23 愛知県 有 愛蔵くん（愛知県
内図書館横断検
索）

http://www.aichi-pref-
library.jp/oudan/aichi_oudan_f.htm

愛知芸術文化センター
愛知県図書館

A：横断検索型 2003年1月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2007年3月）

24 三重県 有 三重県図書館情
報ネットワーク

http://www.milai.pref.mie.jp/ システム管理：三重県
立図書館

B：集中検索型 2005年3月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
(一般公開用ページはな
し）
（専用ページはあり）

限定的に有
（ID・パスワードに
よるログイン）

一部有り
暗号化通信
（ＳＳＬ）を使
用。

有（2010年2月）
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【項目1　「県域ネットワークについて」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-01

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
県域ネット

ワーク
の有無

県域ネットワーク
の名称

県域ネットワークのURL 県域ネットワークの運
営主体

現行システム
の実現方式

現行システム
の導入年月

現行システムの公開方
式、対象

現行システムの公開制
限

ユーザー認証
の有無

通信暗号化
の有無

次期システムへ
の更新予定

A：横断検索型
B：集中検索型
C：横断検索・集
中検索併用型

A：インターネットによる一
般公開
B：インターネット経由で県
内図書館・図書室に公開

A：インターネット利用者
であれば制限なし
B：システム利用登録実
施済のユーザーのみ可
能
C：その他

25 滋賀県 有 滋賀県図書館横
断検索システム

http://cross.shiga-pref-library.jp/cgi-
bin/shiga_top.cgi

滋賀県立図書館 A：横断検索型 2006年1月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2011年1月）

26 京都府 有 京都府図書館総
合目録ネットワーク
(ｋ-libネット)

http://www.library.pref.kyoto.jp/klibnet/
index.html

京都府立図書館 C：横断検索・集
中検索併用型

2005年10月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 一部有り
暗号化も、暗
号なしも両方
設定している

有（2010年10月）

27 大阪府 有 大阪府Web-
OPAC横断検索

http://www.library.pref.osaka.jp/cgi-
bin/book.cgi

大阪府立中央図書館 A：横断検索型 2001年7月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 無

28 兵庫県 有 兵庫県内図書館
横断検索

http://www2.library.pref.hyogo.jp/cgi-
bin/ilisod/odplus.sh

兵庫県立図書館 A：横断検索型 2007年1月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 未定

29 奈良県 有 県内公共図書館
蔵書横断検索

http://opacsvr01.library.pref.nara.jp/css
ys/index1.html

奈良県立図書情報館 A：横断検索型 2002年12月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 一部有り
(クライアント、
サーバ間の
SSL通信は可
能。サーバ、
参加各館
OPAC間の暗
号化通信は
不可)

無

30 和歌山
県

有 和歌山地域コン
ソーシアム図書館

http://www.lib.wakayama-
u.ac.jp/renkei/con.html

和歌山地域図書館協
議会
システム管理：（同協議
会事務局）和歌山大学
附属図書館

C：横断検索・集
中検索併用型

2001年10月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 無

31 鳥取県 有 鳥取県図書館横
断検索システム

http://opac.library.pref.tottori.jp/cgi-
bin/ilisod/odplus.sh

鳥取県立図書館 A：横断検索型 2000年9月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 無

32 島根県 有 島根県内図書館
横断検索

http://opac.lib.shimane-u.ac.jp/mutual/ 島根大学 A：横断検索型 2006年 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 不明 有（2012年）

33 岡山県 有 岡山県図書館横
断検索システム

【一般用】
http://oudan.libnet.pref.okayama.jp/inde
x_default.html
【子ども用】
http://oudan.libnet.pref.okayama.jp/inde
x_child.html

岡山県立図書館 A：横断検索型 2001年5月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2009年8月）

34 広島県 有 広島県域図書館
情報提供ネット
ワーク「来（ら）いぶ
らりネット」

http://www.hplibra.pref.hiroshima.jp/hpli
b/hpsomoku-fr.htm

広島県立図書館 C：横断検索・集
中検索併用型

2002年9月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
（検索はなし）
（相互貸借申込み機能
等は，市町図書館等パ
スワード登録済ユー
ザーのみ可能）

限定的に有（相
互貸借申込み
機能等）

無 有（2008年）

35 山口県 有 山口県内図書館
横断検索

http://library.pref.yamaguchi.lg.jp/cross
/index.html

山口県立山口図書館 A：横断検索型 2002年4月 A：インターネットによる一
般公開

Ｃ
（公開用ページはなし）
（山口県図書館情報ネッ
トワークへのアクセス）

限定的に有（山
口県図書館情
報ネットワークに
て）

一部有り ―

36 徳島県 有 徳島県統合情報
検索システム

http://svdmzlcs01.tokushima-
ec.ed.jp/ilisone/

徳島県立図書館 A：横断検索型 2004年4月 A：インターネットによる一
般公開

A 無 無 無

37 香川県 有 香川県内公共図
書館横断検索

http://www2.library.pref.kagawa.jp/ 香川県立図書館 A：横断検索型 2005年12月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 ―

38 愛媛県 無 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
39 高知県 有 高知県図書館情

報ネットワークシス
テム

http://pref-liball.kochinet.ed.jp/ 高知県庁（教育委員会
生涯学習課）

A：横断検索型 2002年3月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 未定

40 福岡県 有 福岡県図書館情
報提供システム

http://www3.lib.pref.fukuoka.jp/ｘｂｒ/ 福岡県立図書館 A：横断検索型 2004年2月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 無

41 佐賀県 有 佐賀県内図書館
横断検索システム

http://www.pref.saga.lg.jp/manabi-
kensaku/

佐賀県教育庁社会教
育課

A：横断検索型 2004年12月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 無

42 長崎県 有 長崎図書クロス
ねっと

http://odn.lib.pref.nagasaki.jp/ 長崎県立長崎図書館 A：横断検索型 2007年2月 A：インターネットによる一
般公開

A 無 無 未定

43 熊本県 計画中 ― ― 熊本県立図書館を想
定

― ― ― ― ― ― ―

44 大分県 有 大分県図書館横
断検索

http://library3.pref.oita.jp/ 大分県立図書館 A：横断検索型 2005年2月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2010年1月）

45 宮崎県 有 宮崎県図書館横
断検索システム

http://www2.lib.pref.miyazaki.jp/agent/ 宮崎県立図書館 A：横断検索型 2003年4月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2008年3月）

46 鹿児島
県

無 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

47 沖縄県 有 沖縄県内図書館
横断検索

http://www.library.pref.okinawa.jp/cross
/

沖縄県立図書館 A：横断検索型 2004年4月 A：インターネットによる一
般公開

Ａ 無 無 有（2009年3月）
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【項目2「データプロトコルについて」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-02

2.1 2.2
データ交換時のデータ受け渡し方法
（プロトコル）

データ交換時のデータ形式

3 岩手県 ─ ─
14 神奈川県 媒体交換 テキストファイル
17 石川県 媒体交換 テキストファイル
19 山梨県 ネットワーク経由 テキストファイル及びバイナリファイル
24 三重県 ネットワーク経由及び媒体交換 バイナリファイル
26 京都府 ネットワーク経由及び媒体交換 バイナリファイル
30 和歌山県 ネットワーク経由及び媒体交換 テキストファイル
34 広島県 媒体交換 テキストファイル

※項目1.5にて「B.集中検索型」、C「横断検索・集中検索併用型」を選択した県域が対象。
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【項目３「システム環境及び開発方式について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-03

総サーバ台数 WEBサーバ台数 APPサーバ台数 DBサーバ台数
その他サー

バ台数
使用している総合目録検索システムのソフトウェア 開発言語 DBMS名称

1

北海道

1台 1台 0台 0台 0台 ＮＥＣ　ＬＩＣＳｗｅｂ+独自開発 java 無

2

青森県

6台

1台
総合目録用
（WEB、APP、
RDBMS）

1台
自館用WEB-
OPACサーバ

1台
自館用RDBMSサー
バ 2台 パッケージソフトのカスタマイズ（LOOKS21/P） Java Oracle

3
岩手県

2台
1台（WEBサーバ
兼APPサーバ）

0台 1台 0台 パッケージソフト（iLiswing21/we) java Oracle

4
宮城県

2台 1台 0台 1台 0台 パッケージソフト（NALIS） Delphi 6 Oracle

5 秋田県 1台 1台 0台 0台 0台 ― ― ―
6 山形県 ― ― ― ― ― ― ― ―
7 福島県 10台 1台 3台 1台 5台 LICS Web linux Oracle
8 茨城県 3台 3台 0台 0台 0台 ＬｉＣＳ横断検索システム Ｃ言語 Oracle9i

9
栃木県

3台 1台 1台 APPサーバと兼用 1台
パッケージソフトのカスタマイズ（FUJITSU 総合目
録システム）

PKGオブジェクト提供 Symfoware

10
群馬県

2台 1台 0台 １台 0台
パッケージソフトのカスタマイズ（iLisSurf横断検索
Plus V20）

C言語 無

11 埼玉県 1台 0台 0台 0台 １台 独自開発 不明 無

12
千葉県

16台 1台
0台（中央のWEB
サーバと兼用）

1台
（中央）

14台
パッケージソフトのカスタマイズ（富士通　ｉ
Liswing21/UX+）

Visual Studio.NET等 Ｓｙｍｆｏｗａｒｅ

13
東京都

1台 1台 0台 0台 0台
㈱ブレインテック カスタム横断検索インターネット版
をカスタマイズして使用

不明 PostgreSQL

14
神奈川
県

9台 2台 3台 1台 3台
パッケージソフトのカスタマイズ（日立製作所
LOOKS21/P　Web-OPACシステム）

COBOL85 Run Time
System Ver.7

Oracle10

15

新潟県

3台
1台
（APPサーバ兼
用）

0台

1台
(但し、横断検索型
システムであるため
館内検索用データ
のみを保有するサー
バ)

1台
パッケージソフトのカスタマイズ（iLiswing21/UX+
総合目録）

C言語、HTML、XML、
JavaScript

Symfoware Server Enterprise
Extended Edition

16 富山県 1台 0台 1台 0台 0台 独自開発 ASP Oracle

17
石川県

1台 1台 0台 0台 0台 パッケージソフトのカスタマイズ（LICS－Web）
不明（NECのパッケージ製品
のため）

不明（NECのパッケージ製品の
ため）

18 福井県 不明 不明 不明 不明 不明 パッケージソフト(iLiswing21 横断検索オプション) Java SymfoWARE　Server

19

山梨県

1台 0台 0台 0台 1台 JLIBNET

ｊａｖａ（総合検索、相互貸借
など基幹部分）
Oracle Pro*C/c++（MARC
登録バッチ部分）
Cシェル（運用メニュー、日次
バッチなど）

Oracle

20 長野県 ― ― ― ― ― ― ― ―

21

岐阜県 4台(地図情報等を
管理する分布図、風
土記情報システムは
除く）

1台 1台 1台 1台 独自開発 ｐｅｒｌ 無

22 静岡県 21台 1台 2台 18台 0台 NEC-licsWeb-s JAVA Oracle
23 愛知県 9台 2台 2台 2台 5台 独自開発 Perl 無
24 三重県 6台 2台 2台 2台 2台 パッケージソフトのカスタマイズ ― Oracle
25 滋賀県 1台 0台 0台 0台 （1台） NEC製横断検索システム C言語 無

26
京都府

10台 1台 2台 2台 5台
パッケージソフトのカスタマイズ（iLisSurf 横断検索
Plus V20）

C言語を含むWEBアプリケー
ション

富士通SymfoWARE

27

大阪府

1台

1台
（同一サーバでＷ
ＥＢとＡＰＰを運
用）

1台
（同一サーバで
ＷＥＢとＡＰＰを
運用）

0台 0台 独自開発 Perl5 無

28 兵庫県 3台 1台 1台 1台 0台 iLissurf 横断検索plus C言語 無

29
奈良県 1台（当館

WWWOPACと兼用）
0台 0台 0台 1台 独自開発 Perl 5.004_04 無

30 和歌山 7台 3台 2台 2台 0台 パッケージソフトのカスタマイズ（横断検索システム） Perl 無
31 鳥取県 4台 1台 1台 1台 1台 iLiswing21/UX+ C言語 SymfoWARE
32 島根県 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明

33

岡山県 2台
（現行システムである
横断検索システム
と、それに連携してい
る相互貸借システム
の両方を明記してい
ます。）

0台

1台
（横断検索シス
テム＋WEBサー
バ）

0台 1台 GlobalFinderのカスタマイズ C言語 Open Text

34
広島県

6台 2台 1台 1台 2台
パッケージソフトのカスタマイズ（富士通：ｉLiswing２
１／ＵＸ）

Ｃ言語
富士通：データベースＳｙｍｆｏｗ
ａｒｅ

35
山口県

1台
1台
（横断検索サー
バ／ＤＢサーバ）

0台 0台 0台 パッケージソフト（NALIS） Delphi 6 ―

36
徳島県

1台 1台 0台 0台 0台 パッケージソフト（ｉｌｉｓｏｎｅ）
不明（システムベンダーでな
いと不明）

不明（システムベンダーでないと
不明）

37 香川県 14台 1台 2台 1台 他10台 パッケージソフトのカスタマイズ（ＬｉＣＳ－Ｗｅｂ） 不明 無
38 愛媛県 ― ― ― ― ― ― ― ―
39 高知県 1台 0台 1台 0台 0台 横断検索エージェントシステム 非公開 無

40
福岡県

19台 3台 5台 2台 9台 NEC独自開発 ＪＡＶＡ
横断検索のため未使用・業務
システムはOracle

41
佐賀県 1台（WEBサーバ、

APサーバ兼用）
1台 1台 0台 0台

パッケージソフトのカスタマイズ（iLiswing21横断検
索エージェントシステム）

Java 無

42 長崎県 14台 3台 3台 1台 7台 独自開発 Ｐerl、JavaScript 無
43 熊本県 ― ― ― ― ― ― ― ―
44 大分県 13台 4台 3台 1台 5台 パッケージソフト（Ｌｉｃｓ－ｗｅｂ） Ｐｅｒｌ 無
45 宮崎県 4台 1台 1台 1台 1台 富士通iLiswing21 横断検索ｴｰｼﾞｪﾝﾄｼｽﾃﾑ Ｃ言語 無
46 鹿児島 ― ― ― ― ― ― ― ―

47
沖縄県

1台 1台
（WEBサーバと兼
用）

0台 0台 パッケージソフト（ＮＡＬＩＳ） Perl、C ―

3.2　：現行システム構成（ソフトウェア構成）3.1　：現行システム構成（ハードウェア構成）
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【項目4 ｢ネットワーク環境について｣　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-04

4.1 4.2 4.3
ネットワークの回線種類 ネットワークの回線帯域 ネットワークの回線業者

1 北海道 広域Ethernet C：100Mbps以上1000Mbps未満 KDDI
2 青森県 メガデータネッツ専用線 A：10Mbps未満 ＮＴＴ
3 岩手県 インターネット B：10Mbps以上100Mbps未満 東北インテリジェント通信（株）
4 宮城県 IP専用線 A：10Mbps未満 NTTPCコミュニケーション
5 秋田県 広域Ethernet B：10Mbps以上100Mbps未満 秋田地域IX
6 山形県 ― ― ―
7 福島県 広域Ethernet C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTT
8 茨城県 広域Ethernet C：100Mbps以上1000Mbps未満 KDDI
9 栃木県 光ファイバー回線（光アクセスIP8「Bフレッツ」プ

ラン）
C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTT東日本

10 群馬県 Bフレッツ C：100Mbps以上1000Mbps未満 OCN
11 埼玉県 インターネット専用ネットワーク（フレッツ網） C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTTコミュニケーション（NTT東日本）
12 千葉県 Bフレッツ C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTTコミュニケーション
13 東京都 公衆回線 A：10Mbps未満 NTT東日本
14 神奈川県 広域Ethernet B：10Mbps以上100Mbps未満 KDDI（PoweredCom）
15 新潟県 NTTフレッツADSLを使用 B：10Mbps以上100Mbps未満 ＮＴＴコミュニケーション
16 富山県 光専用線 C：100Mbps以上1000Mbps未満 マルチネット（富山県）
17 石川県 光専用回線 C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTTコミュニケーション
18 福井県 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTT西日本、NTTコミュニケーション
19 山梨県 県庁ネットワーク内のため不明 E：不明 県庁ネットワーク内のため不明
20 長野県 ― ― ―
21 岐阜県 広域Ethernet B：10Mbps以上100Mbps未満 Miraiネット
22 静岡県 internet C：100Mbps以上1000Mbps未満 KDDI
23 愛知県 Bフレッツ　ベーシック　IP8 C：100Mbps以上1000Mbps未満 OCN
24 三重県 広域Ethernet A：10Mbps未満 NTT（接続はＡＲＣ）
25 滋賀県 インターネット C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTTコミュニケーションズ
26 京都府 IP-VPN網（光通信網　「京都府デジタル疎水

ネットワーク」）
D：1000Mbps以上 NTT

27 大阪府 広域Ethernet A：10Mbps未満 KDDI
28 兵庫県 広域Ethernet C：100Mbps以上1000Mbps未満 ケイ・オプティコム
29 奈良県 広域Ethernet C：100Mbps以上1000Mbps未満 ケイオプティ・サイバーポート株式会社
30 和歌山県 広域Ethernet C：100Mbps以上1000Mbps未満 SINET
31 鳥取県 広域Ethernet ― 鳥取県情報ハイウエイ
32 島根県 島根大学主体のため調査不可能 E：不明 島根大学主体のため調査不可能
33 岡山県 岡山情報ハイウェイ（岡山県庁LAN） D：1000Mbps以上 岡山県
34 広島県 IP-VPN網 C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTTコミュニケーション
35 山口県 やまぐち情報スーパーネットワーク（YSN） C：100Mbps以上1000Mbps未満 山口県
36 徳島県 徳島県教育情報ネットワーク C：100Mbps以上1000Mbps未満 専用回線
37 香川県 広域Ethernet C：100Mbps以上1000Mbps未満 ＳＴネット
38 愛媛県 ― ― ―
39 高知県 VPN網 B：10Mbps以上100Mbps未満 NTT（高知県情報スーパーハイウエイ）
40 福岡県 ・広域Ethernet

・B-VLAN
B：10Mbps以上100Mbps未満 QTNet

41 佐賀県 インターネット網 E：不明 各図書館のインターネット公開側の回線契約会社へ
依存

42 長崎県 光フレッツ100 C：100Mbps以上1000Mbps未満 ODN
43 熊本県 ― ― ―
44 大分県 広域Ethernet B：10Mbps以上100Mbps未満 ソフトバンクテレコム
45 宮崎県 宮崎県庁の回線を使用 E：不明 不明
46 鹿児島県 ― ― ―
47 沖縄県 地域IP網 C：100Mbps以上1000Mbps未満 NTT西日本
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【項目5 「通信及び検索技術要素について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-05

5.1 5.2
現行システムへの通信方法 現行システムで採用している検索技術

1 北海道 HTTP 不明
2 青森県 HTTP 自館のデータ検索は全文検索エンジン(N-

GRAM型)を使用。他館は他館システムに
拠る。

3 岩手県 HTTP RDB
4 宮城県 HTTP 不明
5 秋田県 HTTP ―
6 山形県 ― ―
7 福島県 HTTP oracle
8 茨城県 HTTP 各図書館の検索システムを使用
9 栃木県 HTTP、HTTPS両方 全文検索エンジン

RDB
10 群馬県 HTTP iLisSurf
11 埼玉県 HTTP その他
12 千葉県 HTTP 全文検索エンジン（インデックス型）
13 東京都 HTTP 検索は各区市町村の検索システムによる
14 神奈川県 HTTP、HTTPS両方 全文検索エンジン（Bibliotheca2　他）
15 新潟県 HTTP 全文検索エンジン（インデックス型)
16 富山県 HTTP RDB
17 石川県 HTTP RDB
18 福井県 HTTP その他(県下図書館での検索結果を統一

フォーマットで受取り、書誌統合後、表示さ
せる）

19 山梨県 HTTP 使用していない（ｊａｖａによるＤＢ検索のみ）
20 長野県 ― ―
21 岐阜県 HTTP RDB
22 静岡県 HTTP、HTTPS両方 RDB
23 愛知県 HTTP その他
24 三重県 HTTPS ＲＤＢ
25 滋賀県 HTTP 解析型横断検索システム
26 京都府 HTTP、HTTPS両方 全文検索エンジン（インデックス型）
27 大阪府 HTTP 横断検索型

（複数の図書館の目録検索システムを横
断し、蔵書を検索する方法）

28 兵庫県 HTTP 全文検索エンジン（Interigent Search）
29 奈良県 HTTP その他
30 和歌山県 HTTP RDB
31 鳥取県 HTTP、HTTPS両方 IntelligentSearch
32 島根県 不明 不明
33 岡山県 HTTP、Z39.50 全文検索エンジン
34 広島県 HTTP 全文検索エンジン（インデックス型）
35 山口県 HTTP パッケージソフトウェアの仕様に基づく
36 徳島県 HTTP 不明
37 香川県 HTTP Oracle
38 愛媛県 ― ―
39 高知県 HTTP 全文検索エンジン
40 福岡県 HTTP 未使用
41 佐賀県 HTTP 各図書館の検索技術に依存
42 長崎県 HTTP 各館OPAC の仕様に合わせて、リクエスト

メソッドを投げ、　その結果を採取する。
43 熊本県 ― ―
44 大分県 HTTP その他
45 宮崎県 HTTP 全文検索エンジン
46 鹿児島県 ― ―
47 沖縄県 HTTP 不明
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【項目6 「運用時間について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-06

6.1
サービス提供時間

1 北海道 24時間365日（定期保守点検除く）
2 青森県 24時間365日（定期保守点検除く）
3 岩手県 24時間365日
4 宮城県 24時間365日（定期保守点検除く）
5 秋田県 24時間365日
6 山形県 ―
7 福島県 24時間365日（定期保守点検除く）
8 茨城県 24時間365日
9 栃木県 24時間365日（定期保守点検除く）

10 群馬県 24時間365日
11 埼玉県 24時間365日
12 千葉県 24時間365日（定期保守点検除く）
13 東京都 24時間365日
14 神奈川県 24時間365日
15 新潟県 24時間365日（定期保守点検除く）
16 富山県 24時間365日
17 石川県 24時間365日
18 福井県 24時間365日
19 山梨県 24時間365日（定期保守点検除く）
20 長野県 ―
21 岐阜県 24時間365日（定期保守点検除く）
22 静岡県 24時間365日
23 愛知県 24時間365日
24 三重県 24時間365日
25 滋賀県 24時間365日
26 京都府 24時間365日
27 大阪府 24時間365日（定期保守点検除く）
28 兵庫県 24時間365日（定期保守点検除く）
29 奈良県 24時間365日
30 和歌山県 24時間365日（定期保守点検除く）
31 鳥取県 24時間365日（定期保守点検除く）
32 島根県 24時間365日（定期保守点検除く）
33 岡山県 24時間365日
34 広島県 24時間365日（定期保守点検除く）
35 山口県 24時間365日（定期保守点検除く）
36 徳島県 24時間365日
37 香川県 24時間365日（定期保守点検除く）
38 愛媛県 ―
39 高知県 24時間365日
40 福岡県 24時間365日（定期保守点検除く）
41 佐賀県 24時間365日
42 長崎県 24時間365日
43 熊本県 ―
44 大分県 24時間365日
45 宮崎県 24時間365日（定期保守点検除く）
46 鹿児島県 ―
47 沖縄県 24時間365日
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【項目7 「参加図書館数について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-07

7.1 7.2 7.3 7.5
都道府県内の公立図書館数
（施設単位）

7.1のうち、県域ネットワーク
への参加図書館数

今後の公立図書館の参加見
込み
（施設単位）

今後の公立図書館以外
の図書館の参加見込み

1 北海道 141館 37館 今年度中に9館を追加する。
来年度以降も、同程度追加
する予定である。

公民館図書室 9館 今年度は追加する予定はない。
来年度以降については、未定である。

2 青森県 32館 13館 未定 無（ただし、青森県男女共同
参画センター図書室が参加し
ている。）

未定

3 岩手県 48館 26館 2007年度中に、3館が新たに
参加する予定

大学図書館 3館 2007年度中に、新たに大学図書館　1館が
参加予定

4 宮城県 40館 23館 今年度中に１館が新たに参
加する予定

無 なし

・公民館図書室 1館
・大学図書館 1館

6 山形県 34館 現在Web-OPACを提供して
いる14館が参加予定（2007
年2月現在）

市町村合併によるシステム
の統合により数館の分館が
参加できる可能性はある。

― ―

7 福島県 51館 43館 ― 0館 不明
8 茨城県 53館 45館 今年度中に，2館が新たに参

加する予定
無 未定

9 栃木県 46館 44館 2006年度および2007年度中
に各1館が新たに参加する
予定

公民館図書室 2館 公民館図書室2館が新たに参加する予定
（時期未定）

・県立施設 2館（データ提供館1館、検索の
み参加館1館）

・公民館図書室 15館（データ提供館9館、検索
のみ参加館6館）

・大学図書館 15館(データ提供館6館、検索の
み参加館9館）

・公民館図書室 2館
・大学図書館 2館
・県立機関図書室 3館

12 千葉県 153館（本館69館、分館84
館）

45館 毎年度、1館以上（1市町村
内の図書館）が参加する予
定

無 未定

13 東京都 369館 341館 当面は増減の予定無し 無 なし

・公民館図書室 12館
・大学図書室 2館
・県機関 12館

15 新潟県 70館 53館 今年度中に、1館が新たに参
加する予定

無 今のところなし

･大学図書館 7（富山大3、富山県立大1、高
岡法科大1、富山国際大1、富
山短期大1）、

･その他 １（サンフォルテ）

17 石川県 41館 32館(横断検索型：29館、集
中検索型：3館）

2006年度中に3館が横断検
索方式で参加する予定

大学図書館 3館 大学図書館　1館が新たに参加する予定

18 福井県 34館 27館 2007年度中　2館 無 大学を想定している。　館数は未定

・公民館図書室 3館
・研究機関 1館
・大学図書館 1館

20 長野県 108館（＋法人立1館） ― ― ― ―
・大学図書館 5館（調整中等を含む）
・専門図書館 5館（調整中等含む）

・大学図書館 5館

・県機関図書室 2館

23 愛知県 91館 77館 今年度中に、3館が新たに参
加する予定。

無 今年度中に、2室が新たに参加する予定。

書誌・所蔵データ提供館
・公民館図書室 3館
・大学図書館 1館
検索・ＩＬＬ利用のみ
・公民館図書室 12館
・大学・高専図書館 10館
・学校図書館 33館
・その他機関 2館

・大学図書館 5館
・県内研究機関 3館
・県外図書館（国会図書館と
NACSISを含む）

5館

・公民館図書室 12館
・大学図書館 1館
・専門図書館 1館

今年度中に細入、2007年度
中に庄川図書館が参加予定
（＋2）。南砺市の4館はシス
テムの運用上、当方の側で
外している

現在のところなし

今年度中に1館が新たに参
加する予定

なし

7.4
公立図書館以外の参加図書館数

5 秋田県 46館 21館 2012年までの現システム
リース期間中にあと4館分の
追加等の予算を確保してい
る

大学図書館　1館が新たに参加する予定

10 群馬県 38館 36館（データ提供館30館、検
索のみ参加館6館）

2007年度中に1館が新たに
データ提供予定

未定

11 埼玉県 182館 161館

14 神奈川
県

84館 84館

16 富山県 60館（県立1、富山市25、朝
日1、入善1、魚津1、滑川1、
立山1、上市1、黒部2、舟橋
1、高岡5、氷見1、射水中央
1、射水新湊2、射水正力1、
射水下村1、射水大島1、砺
波2、小矢部3、南砺8）

54館（富山市1（細入）と、砺
波市1（庄川）、南砺市4（平、
上平、利賀、井口）が未加
入）

現時点で特になし 現時点で特になし

変更予定なし ・変更予定なし
・市町合併する公民館図書室（2館）も引き続
き参加する予定

・今年度中に、1館が新たに
参加する予定
・2007年度中に、１館が減少
する予定（町村合併に伴う統
合のため）
・2007年度中の、新規参加
館数は未定

来年度中に、１館が新たに参加する予定（大
学図書館）

19 山梨県

21 岐阜県 61館 51館

51館 45館

22 静岡県 87館 66館

未定 未定

24 三重県 40館 書誌・所蔵データ提供館　39
館
検索・ILL利用のみ　1館

未定 未定

次年度書誌・所蔵データ提
供予定　1館

特になし

無し 大学図書館　2館 の参加を検討中

25 滋賀県

26 京都府 69館（当館を含む） 69館（当館を含む）

県立1館＋市町立図書館46
館＝47館（合併前の旧市町
村立図書館の蔵書検索シス
テムを含む）

24館(ただし検索システム上
の対象館数）
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【項目7 「参加図書館数について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-07

7.1 7.2 7.3 7.5
都道府県内の公立図書館数
（施設単位）

7.1のうち、県域ネットワーク
への参加図書館数

今後の公立図書館の参加見
込み
（施設単位）

今後の公立図書館以外
の図書館の参加見込み

7.4
公立図書館以外の参加図書館数

・大学図書館 1館
・大阪府類縁機関等 6館
・近隣県立図書館 4館
・国関係機関 2館
・公民館図書室 1館
・その他図書室等 11館

28 兵庫県 96館 25館
　（神戸市図書館情報ネット
ワークには、中央館と地域館
10館の計11館が含まれる。
また、姫路市立図書館には
中央館と分館10館の計11館
が含まれる。）

今年度中に、31市町、62館
に参加を依頼する予定

大学図書館 4館 未定

29 奈良県 30館 25館 なし 無 なし
（データ提供館数）
・大学図書館 3館
・短大図書館 1館
・高等専門学校図書館 1館
・県立高等学校 4校
・公民館図書室 1館

31 鳥取県 19館 10館 来年度に1館が新たに参加
する予定

大学図書館 1館 なし

・大学図書館 4館
・高等専門学校図書館 1館

・私立図書館 1館
・公民館図書室 6館
・大学図書館 3館

34 広島県 県立図書館を含めて85館 74館 2館今期中参加予定(いずれ
は全館参加予定)

大学図書館 2館 ―

35 山口県 53館 35館 参加する可能性がある館は
あるが、未定。

大学・高専図書館 13館 今のところ予定なし。

36 徳島県 29館 8館 現在のところ未定 大学図書館 2館（但し横断検索システムへ
の参加のみ）

現在のところ未定

37 香川県 29館 14館 時期は不明だが、今後3市（9
館）が参加する可能性があ
る。

無 なし

38 愛媛県 41館 ― ― ― ―
39 高知県 50館 29館 2館が新たに参加希望 大学図書館 4館 予定なし

40 福岡県 103館 23館 今年度中に5館が新たに参
加する予定。

公民館図書室 1館 なし

41 佐賀県 21館 13館（分館を含む） 近年にシステム更新終了で2
館、新たに1館参加予定。

大学図書館 3館 現在のところ予定なし

公民館図書室 1館
大学図書館 9館

43 熊本県 48館 ― ― ― ―
44 大分県 27館 10館 2007年度中に1館が新規参

加予定
無 なし

45 宮崎県 25館 12館 参加を検討している館はあ
るが、参加が確定している館
はない。

大学図書館 1館 大学図書館のいくつかが、参加を検討して
いるようであるが、特に確定してない。

46 鹿児島 ― ― ― ― ―
47 沖縄県 34館 21館 未定 無 未定

42 長崎県 37館 17館 2008年度までに8館が参加
予定

大学図書館が１館参加予定

27 大阪府 157館 149館

未定。（新規でインターネット
へのOPAC公開予定がない
ため）

県立大学の統合が行われるため、減少する
予定。

30 和歌山
県

29館 （データを提供している公立
図書館数）15館

予定なし 予定なし(当アンケートの回答時点）

現在のところ、新規データ提
供館の予定はないが、
WebOPAC導入館が増えれ
ば、順次参加する予定

現在のところ、新規データ提供館の予定は
ないが、WebOPAC導入館が
増えれば、順次参加する予定

未接続館が今後参加する可
能性もあるが、今のところ未
定。

大学図書館　1館が新たに参加する予定

32 島根県

33 岡山県 60館 47館

33館 12館
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【項目8 「検索対象となる書誌データ数について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-08

8.1

1 北海道 873.6万件
2 青森県
3 岩手県 467.3万冊
4 宮城県 約77万件
5 秋田県 228.4万件
6 山形県 265.8万冊
7 福島県 100万冊
8 茨城県 760.6万冊
9 栃木県 664.8万冊

10 群馬県 468万件
11 埼玉県 2138.9万冊
12 千葉県 1396万件
13 東京都
14 神奈川県 1618.4万件
15 新潟県 550.3万冊
16 富山県 432.5万件
17 石川県 378.6万件
18 福井県
19 山梨県 145.8万冊
20 長野県
21 岐阜県 710.1万件
22 静岡県 100万件以上
23 愛知県 1577.3万冊
24 三重県 385.9万件
25 滋賀県 576.8万冊
26 京都府 576.2万冊
27 大阪府
28 兵庫県 621.5万件
29 奈良県 390.1万冊
30 和歌山県 282.6万冊
31 鳥取県 174万件
32 島根県
33 岡山県 652.8万冊
34 広島県 441.5万件
35 山口県 372.5万件
36 徳島県 183万件
37 香川県 253万冊
38 愛媛県
39 高知県 165万冊
40 福岡県 725万冊
41 佐賀県 320万件
42 長崎県 455万件
43 熊本県
44 大分県 244万件
45 宮崎県 284.9万冊
46 鹿児島県
47 沖縄県 276万件

―

―

検索対象となる書誌データの件数
（参加図書館のデータベース単位）

―

―

―

―

―

―

―
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【項目9 「検索対象となる資料群について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-09

9.1 9.2 9.3
検索対象となる資料群の種類 検索対象となる各資料群の総数 資料群を選択（指定）した検索の可否、実現方法
・図書 ・図書：691.7万件
・雑誌 ・雑誌：42万件
・AV ・郷土資料：37万件
・郷土資料 ・AV：13万件
（それぞれのWebOPACの検索対象による）

・和図書 件数把握不可
・AV資料
・郷土資料等

・和図書 件数把握不可
・外国図書（一部のみ）
・雑誌（一部のみ）
・AV資料（一部のみ）
・郷土資料
※「（一部のみ）」とあるのは、横断検索のため
検索対象館の標準検索条件による。

・和図書 件数把握不可
・洋図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

6 山形県 ― ― ―
・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・郷土資料

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・郷土資料

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料
＊検索対象館のWeb-OPACに依存。 低限和
図書の検索を行えるようにはしている。総合目
録側では制限を行っていない。

・和図書 ・図書…429万件
・外国図書 ・郷土資料…37万件
・ＡＶ資料(一部)
・郷土資料

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料その他、参加館がWebサイトで検索
用に提供しているデータ全てを対象としている

12 千葉県 図書等（横断検索のため、相手館の蔵書検索
内容による。）

件数把握不可 資料群を選択（指定）した検索はできない。

13 東京都 区市町村により異なる 不明 資料群を選択（指定）した検索はできない。

14 神奈川県 ・図書（OPACで図書ＤＢとして公開されている
もの）
・雑誌（OPACで雑誌ＤＢとして公開されている
もの）

・図書　…　1630万件
・雑誌　…　図書館毎に公開基準が異なるた
め、件数は把握できない。

図書（和図書、外国図書の区別なし）、雑誌をそれぞれ選
択して検索が可能。

・和図書 件数把握不可
･外国図書
・雑誌
・AV資料

・図書全般 件数把握不可
・雑誌全般
・AV資料

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・郷土資料

・和書（一般、子ども） 件数把握不可 資料群を選択（指定）した検索はできない。
・洋書（西洋言語のみ）
・雑誌
・郷土資料

1 北海道

2 青森県

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

7 福島県

8 茨城県

9 栃木県

10 群馬県

11 埼玉県

15 新潟県

16 富山県

17 石川県

18 福井県

資料群を指定した検索はできない。

図書、雑誌とそれぞれ又は複数選択しての検索が可能。

資料群を選択した検索はできない。

資料群ごとの選択(指定）は検索できない。

図書（和図書、外国図書の区別なし）、雑誌、AV資料をそ
れぞれ、又は複数選択しての検索が可能。

資料群を選択（指定）した検索はできない。

資料群を選択（指定）した検索はできない

資料群を選択（指定）した検索はできない。

資料群を選択（指定）した検索はできない。

図書（和図書、外国図書の区別なし）、雑誌、AV資料をそ
れぞれ選択しての検索が可能。
⇒参加図書館の個々のデータに、資料群種別フラグが与
えられているため、これで峻別している。

資料群毎を選択（指定）した検索はできない

図書、雑誌、AVのどれか一つを指定して検索。資料群を
複数選択することはできない。また、雑誌、AV資料は一
部検索できない館がある（システム未対応のため）

資料群を選択（指定）した検索はできない。
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【項目9 「検索対象となる資料群について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-09

9.1 9.2 9.3
検索対象となる資料群の種類 検索対象となる各資料群の総数 資料群を選択（指定）した検索の可否、実現方法
・和図書 ・和図書…3591908件
・新刊（新刊MARC） ・新刊…505093件

（いずれも2007年2月1日現在）

20 長野県 ― ― ―
・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料
・その他（絵画、分布図、新聞等）
各WebOpacで図書、新聞・雑誌、視聴覚に分
類されている資料

件数把握不可

23 愛知県 和書、洋書、新聞雑誌、AV資料その他（電子
資料、複製絵画など）。検索対象となる資料群
は、参加各館がOPAC公開しているものを対象
としている。

件数把握不可 図書、雑誌、AV資料、郷土資料などをそれぞれ、又は複
数選択しての検索が可能。
⇒参加図書館の個々のデータに、資料群種別フラグが与
えられているため、これで峻別している。

・和図書 ・総合目録（図書）　3,857,792件
・外国図書 ・雑誌新聞総合目録（逐次刊行物）　1,829件
・雑誌
・郷土資料

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

・和図書 ・図書及び雑誌　5,762,095冊
・雑誌
・郷土資料（検索項目なし）

27 大阪府 検索対象図書館ごとに異なる 件数把握不可 資料群を選択（指定）した検索はできない

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

・和図書 件数把握不可
・雑誌
・AV資料
・郷土資料
・その他(巻号タイトル,論文,公文書,古文書,絵
図,HS,児童書,参考書)

・和図書 件数把握不可
・雑誌

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・郷土資料
・AV資料

32 島根県 各図書館の仕様によってことなる。 件数把握不可 図書と雑誌について選択できるが、各館の仕様によるの
で厳密ではない。

・図書 件数把握不可
・雑誌
・AV資料
・和図書 件数把握不可
・郷土資料
・その他　館により提供ﾃﾞｰﾀが異なる

35 山口県 図書（館によっては雑誌・AV資料も） 件数把握不可 資料群を選択（指定）した検索はできない。

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

・図書（和図書、外国図書、郷土資料を含む） 件数把握不可
・雑誌
・AV資料

38 愛媛県 ― ― ―
39 高知県 全資料 件数把握不可 資料群を選択（指定）した検索はできない。

19 山梨県

21 岐阜県

22 静岡県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県

31 鳥取県

33 岡山県

34 広島県

36 徳島県

37 香川県

和図書・新刊別の検索が可能。

図書、雑誌、AV資料、郷土資料をそれぞれ、又は複数選
択しての検索が可能

・図書
・雑誌・新聞
・視聴覚

総合目録は下記の2種あるので、目的に応じて使い分け
ている。
①総合目録：図書のみ登録、郷土資料の絞込み可
　郷土資料の検索：所蔵情報の「請求記号（９９０Ａタグ）」
に１館でも郷土資料を表す「Ｌ」が付与されている書誌全
てを抽出する。
②雑誌新聞総合目録：逐次刊行物のみを登録。

資料群を選択（指定）した検索はできない

和図書、雑誌を選択しての検索が可能。

資料群を選択（指定）した検索はできない。

図書（和図書、外国図書の区別なし）、雑誌、AV資料、郷
土資料をそれぞれ、又は複数選択しての検索が可能。
⇒横断検索を行う際に各館WWWOPACの検索項目によ
り峻別。
※横断検索方式であるため参加各館毎に選択できる資
料群が異なる。

図書・雑誌を選択しての検索が可能

資料群を選択（指定）した検索はできない。

資料群を選択（指定）した検索はできない。

資料群を選択（指定）した検索はできない。

図書（和図書、外国図書の区別なし）、雑誌、AV資料、郷
土資料をそれぞれ、又は複数選択しての検索が可能。
⇒但し参加図書館のOPACが、資料群種別で検索できる
館のみ可能。

・図書（和図書、外国図書、郷土資料の区別なし）、雑誌、
AV資料、郷土資料をそれぞれ、又は複数選択しての検
索が可能。
⇒参加図書館の個々のデータに、資料群種別フラグが与
えられているものは、これで峻別しているようだが、峻別
できてない館も多い。
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【項目9 「検索対象となる資料群について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-09

9.1 9.2 9.3
検索対象となる資料群の種類 検索対象となる各資料群の総数 資料群を選択（指定）した検索の可否、実現方法
・和図書 ・図書　･･･　約720万件
・外国図書 ・その他の資料群毎の件数は把握できない。
・雑誌
・AV資料
・郷土資料
（参加館のデータベースの構築の仕方による）

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

43 熊本県 ― ― ―
・和図書 件数把握不可
・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料
・その他

45 宮崎県 各参加館の判断・公開基準によっており、統一
の定めはない。県立図書館はAV資料以外の
資料を公開。

9.1の理由により、資料群ごとの件数は把握し
ていない。

9.1の理由により、資料群を選択（指定）した検索はできな
い。

46 鹿児島県 ― ― ―
・和図書 件数把握不可 資料群を選択（指定）した検索はできない。

・外国図書
・雑誌
・AV資料
・郷土資料

40 福岡県

41 佐賀県

47 沖縄県

42 長崎県

44 大分県

資料群を選択（指定）した検索はできない。

・図書（和図書、外国図書の区別なし）
・雑誌
・AV資料

・図書
・雑誌
・AV

資料群を選択（指定）した検索はできない。
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【項目10 「書誌データの記述要素について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-10

10.1
使用している書誌データのフォーマット

1 北海道 民間MARC(TRCMARC、日販MARC、NHKMARC、NPLMARC)
JAPAN/MARC
自館作成

2 青森県 民間MARC（TRC MARC）

3 岩手県 ・民間MARC(TRC MARC、NIPPAN MARC、OPL MARC)
･JAPAN/MARC

4 宮城県 民間MARC（TRCMARC）,JAPANMARC，NII総合目録データベースに準拠

5 秋田県 ―
6 山形県 ―
7 福島県 TRC

8 茨城県 民間MARC(TRC　MARC)

9 栃木県 民間MARC(TRC MARC、NPL MARC)など。各館により異なる。

10 群馬県 民間MARC(TRC、NHK、NPL、OPL、日図協）

11 埼玉県 なし
12 千葉県 把握していない（横断検索のため、相手館による）。

13 東京都 区市町村により異なる

14 神奈川県 ・JAPAN/MARCに準拠
・独自フォーマットによる（未ＯＰＡＣ公開館）

15 新潟県 参加館毎のフォ－マット

16 富山県 県立図書館を含め、ほとんどの館がTRC　MARCを導入。1館のみ日販MARC（立山）

17 石川県 民間MARC(TRC　MARC)

18 福井県 民間MARC（TRC-MARC、日販MARC）

19 山梨県 ネットワークシステム自体はTRC　MARC準拠。
各参加館のフォーマットはそれぞれ異なる。
（詳細は別添「受け入れMARCフォーマット仕様」参照）
また、参加館が独自に作成した山梨MARCも存在する。

20 長野県 ―
21 岐阜県 民間MARC

22 静岡県 TRC MARC
日販MARC

23 愛知県 参加各館の事情による。おそらく民間MARC（TRC MARC）及びJAPAN/MARC導入館が
ほとんどかと思われる。

24 三重県 独自のフォーマット「三重県標準図書書誌フォーマット」を使用しているが、一部TRC/U
も可としている。
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【項目10 「書誌データの記述要素について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-10

10.1
使用している書誌データのフォーマット

25 滋賀県 NIPPAN-MARC、TRC-MARC、JAPAN/MARC、独自フォーマットなど各種あり

26 京都府 民間MARC

27 大阪府 なし
28 兵庫県 TRC MARCに準拠

29 奈良県 なし
30 和歌山県 参加館各自のフォーマットによる

31 鳥取県 なし
32 島根県 統一したフォーマットは無し
33 岡山県 民間MARC（TRCMARC）

US MARC…大学図書館

34 広島県 民間MARC（TRC MARC）

35 山口県 ・JAPAN/MARCに準拠
・民間MARC（TRC MARC、OPL MARC）

36 徳島県 ―
37 香川県 TRCマークと日販マーク

38 愛媛県 ―
39 高知県 民間MARC

学情MARC（大学図書館）

40 福岡県 横断検索のためなし

41 佐賀県 参加図書館で特に書誌フォーマットの統一を図ってはいない。

42 長崎県 民間MARC（TRC・日販・大阪屋 MARC）
その他の物については把握していない。

43 熊本県 ―
44 大分県 独自フォーマットによる

45 宮崎県 横断検索方式なので定めたフォーマットはない。

46 鹿児島県 ―
47 沖縄県 民間MARC（TRC MARC）
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【項目11 「書誌同定方法について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-11

1 北海道 無 A：横断検索型
2 青森県 無 A：横断検索型
3 岩手県 無 C：横断検索と集中検索の併用型
4 宮城県 無 A：横断検索型
5 秋田県 ― A：横断検索型
6 山形県 ― ―
7 福島県 有 ISBNで同定 A：横断検索型
8 茨城県 無 A：横断検索型
9 栃木県 有 ICCAP準拠のシステムを使用している館については、

ISBNで同定を行っている。それ以外は同定していない。
A：横断検索型

10 群馬県 有 ISBNで同定 A：横断検索型
11 埼玉県 無 A：横断検索型
12 千葉県 無 A：横断検索型
13 東京都 無 A：横断検索型
14 神奈川県 無 C：横断検索と集中検索の併用型
15 新潟県 無 A：横断検索型
16 富山県 無 A：横断検索型
17 石川県 無 C：横断検索と集中検索の併用型
18 福井県 有 ISBN

書名
出版者

A：横断検索型

19 山梨県 有 MARC　No.で同定 B：集中検索型
20 長野県 ― ―
21 岐阜県 無 A：横断検索型
22 静岡県 有 TRC MARCで同定

書名で同定
ISBNで同定

A：横断検索型

23 愛知県 無 A：横断検索型
24 三重県 有 1 MARC同定

2 ISBN同定
3 タイトル同定

B：集中検索型

25 滋賀県 無 A：横断検索型
26 京都府 有 ISBNで同定 C：横断検索と集中検索の併用型
27 大阪府 無 A：横断検索型
28 兵庫県 有 ISBNで同定 A：横断検索型
29 奈良県 無 A：横断検索型
30 和歌山県 無 C：横断検索と集中検索の併用型
31 鳥取県 有 ISBNで同定 A：横断検索型
32 島根県 無 A：横断検索型
33 岡山県 有 MARC番号、ISBN、書名（各巻書名、叢書名、巻次）、出

版者、出版年で同定
A：横断検索型

34 広島県 有 TRC MARC, ISBN等 C：横断検索と集中検索の併用型
35 山口県 無 A：横断検索型
36 徳島県 無 A：横断検索型
37 香川県 有 一覧画面に表示される書名表記・著者名表記・責任表

示表記で（不完全ではあるが）同定を行っているようだ。
同様のシステムを使用している県立として秋田、大分等
がある。

A：横断検索型

38 愛媛県 ― ―
39 高知県 無 A：横断検索型
40 福岡県 無 A：横断検索型
41 佐賀県 有 ISBNで同定

※ただし、図書館によっては、書誌データの整備状況の
違いにより書誌同定ができない場合がある。

A：横断検索型

42 長崎県 無 A：横断検索型
43 熊本県 ― ―
44 大分県 有 書名・著者名での同定 A：横断検索型
45 宮崎県 有 ISBNコードで書誌同定している A：横断検索型
46 鹿児島県 ― ―
47 沖縄県 無 A：横断検索型

現行システムの実現方式11.1
書誌同定の有無、同定方法
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【項目12 「アクセス件数及び検索件数について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-12

12.1 12.2 12.3
現行システムへの年間アクセス件数、年間検索
件数

ピーク時のアクセス件数、検索件数 現行システムで想定しているアクセス件
数、検索件数

1 北海道 カウントしていない カウントしていない 特に想定はしていない。

2 青森県 22,607件
（取得期間：2006年8月1日～2007年2月14日）

統計を取っていない。 特に想定はしていない。

3 岩手県 ・年間アクセス件数：62,000アクセス/年
（取得期間：2006年1月～12月）
・年間検索件数：75,000件/年
（取得期間：2006年1月～12月）

・ピーク時のアクセス件数：562アクセス/日
・ピーク時の検索件数：614件/日

特に想定はしていない。

4 宮城県 検索回数　197,600 回／年
（2006.1.1～12.31）

検索回数　1,336 回／日 特に想定はしていない。

5 秋田県 年間アクセス件数：21631（トップページアクセス
数）
（取得期間：2006年2月～2007年1月）

ピーク時のアクセス件数：1371アクセス/日
（トップページアクセス数）

特に想定はしていない

6 山形県 ― ― ―
7 福島県 統計資料なし 統計資料なし 1万アクセス/日

8 茨城県 106,990件／年（アクセス件数）
　（取得期間：2005年4月～2006年3月）

620件／日（ピーク時のアクセス件数） 不明

9 栃木県 ・年間アクセス件数：約35,000アクセス/年
（取得期間：2006年1月～12月）
・年間検索件数：約13万件/年
（取得期間：2006年1月～12月）

・アクセス件数の日毎統計は行っていない。
・ピーク時の検索件数：約600件/日

特に想定はしていない。

10 群馬県 未計測 未計測 各図書館の処理能力等にも影響されるた
め、経験的に判断している

11 埼玉県 トップページアクセス数は計測していない。
検索件数：189,501件（2006年4月～同年12月）

ピーク時の検索件数：1275件/日 特に想定はしていない

12 千葉県 319,115件（2005年4月～2006年3月） 特に調査していない。 特に想定はしていない。

13 東京都 ・年間アクセス件数：98万アクセス/年
（取得期間：2005年4月～2006年3月）
・年間検索件数：186万件/年
（取得期間：2005年4月～2006年3月）

ピーク時のアクセス件数：3600アクセス/日
ピーク時の検索件数：7600件/日

特に想定はしていない

14 神奈川県 年間検索件数：80万件/年
（取得期間：2006年1月～12月）
*アクセス件数については、外部にリバースサー
バを設置しているため取得できません。

ピーク時の検索件数：5300件/日 ・アクセス件数は、特に想定していない。
・相互貸借利用件数は、年間 大20万件を
想定して構築した。

15 新潟県 ・年間検索件数：117,618件（取得期間：2006年1月
～12月）
・年間アクセス件数：統計データなし

・ピーク時の検索件数：689件／日
・ピーク時のアクセス件数：統計データなし

横断検索型の総合目録システムであるた
め、許容アクセス件数は、参加館のシステ
ム能力に依存するものとして、想定してい
ない。

16 富山県 年間検索件数：126195（2005年度） 1000件／日 特に想定はしていない

17 石川県 年間アクセス件数：6万5千アクセス/年
（取得期間：2006年2月～2007年１月）
検索件数は把握していない

1日ごとのアクセス件数は記録を残していない 特に想定はしていない。

18 福井県 現運用では、情報の取得を実施していない。 現運用では、情報の取得を実施していない。 現運用では、情報の取得を実施していな
い。

19 山梨県 年間アクセス件数：不明
年間検索件数：263152件／年
（取得期間：2006年1月～12月）

不明 特に想定はしていない。

20 長野県 ― ― ―
21 岐阜県 ・総合目録システムはアクセス件数を取得してい

ないため不明
  (参考）岐阜県図書館年間アクセス件数：240万
アクセス./年
　（取得期間：2005年4月～2006年3月）
・（参考）岐阜県図書館年間検索件数：87万件／
年
　（取得期間：2005年4月～2006年3月）

総合目録システムはアクセス件数を取得して
いないため不明

特に想定はしていない

22 静岡県 ・年間アクセス件数：111881アクセス/年（一般利
用者）
・年間アクセス件数：21009アクセス/年（図書館）
（取得期間：2006年1月～12月）
・年間検索件数：844923件/年（一般利用者）
・年間検索件数：310306件/年（一般利用者）
（取得期間：2006年1月～12月）

・ピーク時のアクセス件数：500アクセス/日（一
般利用者）
・ピーク時のアクセス件数：100アクセス/日（図
書館）
・ピーク時の検索件数：10000件/日（一般利用
者）
・ピーク時の検索件数：3000件/日（図書館）

特に想定はしていない

23 愛知県 ・年間アクセス件数：22万件
（取得期間：2005年4月～2006年3月）
・年間アクセス件数：29万件
（取得期間：2005年4月～2006年3月）

日次統計は把握していない。 特に想定はしていない。

24 三重県 ・総合目録
　　年間検索件数　219,378件
　　（取得期間2005年4月～2006年月）
・雑誌新聞総合目録
　　検索件数（下記合計）　9,171件
　　（取得期間2006年6月15日～2007年1月）

日毎の数値は取っていません。 20000件/月
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【項目12 「アクセス件数及び検索件数について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-12

12.1 12.2 12.3
現行システムへの年間アクセス件数、年間検索
件数

ピーク時のアクセス件数、検索件数 現行システムで想定しているアクセス件
数、検索件数

25 滋賀県 年間アクセス件数　51,918アクセス／年、年間検
索件数　71,182アクセス／年（取得期間　2006年1
～12月）

ピーク時のアクセス件数　829アクセス／日、た
だし検索件数は不明

特に想定はしていない

26 京都府 年間アクセス件数：28万アクセス/年（ホームペー
ジアクセス数のみ解析可）
（取得期間：2006年1月～12月）

ピーク時のアクセス件数：1千アクセス/月
（ホームページの月間アクセス数のみ解析可）

特に想定はしていない。

27 大阪府 ※アクセスのみの件数は把握していない
・年間検索件数：386,017件/年
（取得期間：2006年1月～12月）
・年間書誌参照件数：1,149,439件/年
（取得期間：2006年1月～12月）

・年間検索件数：1,859件/日
・年間書誌参照件数：5,069件/日

特に想定はしていない

28 兵庫県 ・月間アクセス件数：51722アクセス/月
　（取得期間：2007年1月）
・月間検索件数：7467件/月
　（取得期間：2007年1月）
（現行システムは2007年1月より運行開始）

・ピーク時のアクセス件数：3841アクセス/日
・ピーク時の検索件数：564件/日
（現行システムは2007年1月より運行開始）

特に想定はしていない。

29 奈良県 ・年間アクセス件数:71,050アクセス/年
(取得期間:2006年1月～12月)
・年間検索件数:69,359件/年
(取得期間:2006年1月～12月)

・ピーク時のアクセス件数:360アクセス/日
・ピーク時の検索件数:件392/日

特に想定はしていない。

30 和歌山県 ・年間アクセス件数：13,600アクセス/年
（取得期間：2006年1月～12月）
・年間検索件数：43,000件/年
（取得期間：2006年1月～12月）

・ピーク時のアクセス件数：500アクセス/日
・ピーク時の検索件数：400件/日

特に想定していない

31 鳥取県 11万件/年 583/日 特に想定していない

32 島根県 02/23サービス開始のため、まだまとまった集計が無い 02/23サービス開始のため、まだまとまった集計が
無い

02/23サービス開始のため、まだまとまった集計
が無い

33 岡山県 年間ログイン回数：107,799
（取得期間：2005年4月～2006年3月）

ピーク時のログイン回数：500/日 特に想定はしていない。

34 広島県 年間アクセス件数（総合目録）：32，214件
（取得期間：2005年4月～2006年３月）

ピーク時のアクセス件数：668アクセス/日 特に想定はしていない。

35 山口県 検索回数　99,000 回／年
（2006.1.1～12.31）
※うち山口県図書館情報ネットワークは14,000回

ピーク時の検索回数　567 回／日 特に想定はしていない。

36 徳島県 年間アクセス件数：27.5万アクセス/年
（取得期間：2005年4月～2006年3月）

不明 特に想定はしていない。

37 香川県 ・年間アクセス件数：約28000アクセス/年
（取得期間：2006年1月～12月）
・年間検索件数は取得できないので不明。

不明（1ヶ月間の合計アクセス件数の概数しか
わからないため）

特に想定はしていない。

38 愛媛県 ― ― ―
39 高知県 ・年間アクセス件数：43万アクセス/年

（取得期間：平成18年1月～12月）
 ・年間検索件数：2.2万件/年
（取得期間：平成18年1月～12月）

・ピーク時のアクセス件数：2353アクセス/日
・ピーク時の検索件数：169件/日

・特に想定はしていない。

40 福岡県 アクセス数はカウントしていない アクセス数はカウントしていない 特になし

41 佐賀県 ・年間アクセス件数：不明
・年間検索件数：93863件/年
（取得期間：2005年4月～2006年3月）

・ピーク時のアクセス件数：不明
・ピーク時の検索件数：516件/日

特に想定はしていない。

42 長崎県 ・サービス開始直後のため統計がまだ無い
　2月14日から2月28日まで2243件

・サービス開始直後のため統計がまだ無い
　これまでの 大1日319件

特に想定はしていない。

43 熊本県 ― ― ―
44 大分県 ・年間アクセス件数　1万アクセス／年

（取得期間：2006年1月～12月）
・年間検索件数：把握不可

日別アクセス件数把握不可 特に想定はしていない。

45 宮崎県 年間のアクセス件数（2005年４月～2006年３月）：
37,802件／年度

不明（調査していない） 特に想定はしていない。

46 鹿児島県 ― ― ―
47 沖縄県 年間検索件数：135,000 件／年

（取得期間：2006年1月～12月）
ピーク時の検索件数：1,100 件／日 特に想定はしていない。
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【項目13 「検索以外に提供するサービスについて」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-13

13.1
現行システムと連携して提供する機能の有無

1 北海道 市町村図書館のみ、検索結果から北海道図書館ＩＬＬシステムに連動して貸出申込みができる（現
在22館により試行中）。

2 青森県 相互貸借システム

3 岩手県 無
4 宮城県 市町村図書館ネットワークシステム

5 秋田県 無
6 山形県 ―
7 福島県 ・資料貸出予約システム

・相互貸借システム

8 茨城県 ・相互貸借システム
・レファレンスシステム

9 栃木県 ・資料貸出予約機能（各館のWeb-OPAC機能に依存）
・相互貸借機能（相互貸借依頼メール及びFAX送信用データの出力）

10 群馬県 相互貸借システム

11 埼玉県 無
12 千葉県 ・資料貸出予約システム

・相互貸借システム
・メールレファレンス　・貴重書画像提供システム

13 東京都 無
14 神奈川県 ・相互貸借管理システム（市町村ユーザのみ）

・掲示板（市町村ユーザのみ）
・資料貸出予約システム（県立の図書館の蔵書のみ）

15 新潟県 相互貸借システム

16 富山県 無
17 石川県 資料貸出予約システム（石川県立図書館所蔵資料のみ）

18 福井県 無
19 山梨県 無
20 長野県 ―
21 岐阜県 無
22 静岡県 県内図書館（室）用相互貸借システム

23 愛知県 参加各館ホームページへのリンク

24 三重県 ・相互貸借支援（借受依頼・回答）
・書誌ダウンロード（自館作成書誌のみ）
・参加館情報メンテナンス（一般公開用）
・予約・取りよせサービス

25 滋賀県 無
26 京都府 資料貸出予約システム（貸出図書に対する予約に限定）

相互貸借システム（ユーザーはシステム加盟館に限定）

27 大阪府 無
28 兵庫県 現行では、連携して提供している機能はない。

29 奈良県 無
30 和歌山県 無
31 鳥取県 相互貸借システム

32 島根県 県域ネットワークシステムとしては無し。検索結果のページから、各館のシステムの持つ連携機能を使用す
ることは可能。

33 岡山県 相互貸借システム

34 広島県 相互貸借システム

35 山口県 協力貸出システム（山口県図書館情報ネットワーク）

36 徳島県 要旨・目次へのナビゲーション

37 香川県 無
38 愛媛県 ―
39 高知県 無
40 福岡県 ・資料貸出予約システム

・相互貸借システム

41 佐賀県 無
42 長崎県 現状ではまだ提供していない。

43 熊本県 ―
44 大分県 無
45 宮崎県 無
46 鹿児島県 ―
47 沖縄県 無
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【項目14 「現行システムの課題について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-14

14.1 14.2
現行システムの課題事項 サービスの実現過程における諸問題及び解決事項

1 北海道 １　横断先のサーバの状況により、電文解析エラーまたは通信エラーになることがある。
２　市町村図書館側の新規WebOPAC公開や、公開済みWebOPACのプログラム改修が
増加しているのに対し、横断検索システムへの登録についてカバーしきれていない。

現行システムの構築に際し、道内市町村図書館ＷｅｂＯＰＡＣへの共通インターフェース
設置による書誌同定が望ましかったが、多大な金銭負担を各市町村に要求することに
なり、困難であるため、「解析同定」型の横断検索を目指した。
しかし開発直前、「解析非同定」に比べて精度がさほど上がらないうえに、レスポンスま
での時間が長くなるなどの理由により、「解析非同定」型にせざるを得ず、現行システム
は、書誌同定をしていない。
横断検索システムは、検索結果の精度が重要であるため、特にＮＤＬの次期システムに
向けては、図書館パッケージの横断検索とWebOPACは共通インターフェースによる同
定が標準機能として搭載されるよう、規格化を強く望む。

2 青森県 特になし 特になし。
3 岩手県 ・検索項目の統一が一部図られていない。（例：検索キーワードに対する検索項目が、

カナ対象のものや分かち書きの位置によって変化することがある）（管理者側ほか）
・検索対象館の検索システムが停止している場合、そこでひっかかり、検索に時間がか
かる場合あり（タイムアウト設定で対処）（管理者側ほか）

―

4 宮城県 横断検索対象館の追加や変更の設定作業は、システム業者が保守運用として行うが、
相手システムの解析等に多少のタイムラグが発生する。

特になし

5 秋田県 レスポンスが遅い、タイムアウトになることがある（ユーザー側）
・参加館がシステム更新、またはURL変更した場合の対応が課題である。（この場合、
委託業者による再解析が必要となり、費用もかかるということである。契約時に新規追
加７館分の費用を準備していたが、参加館のシステム更新、URL変更が多く（市町村合
併に伴ったもの）、当初予定していた新規追加館の件数を減らすことになった）

―

6 山形県 ― ―
7 福島県 横断検索への参加が、システム上接続しにくい 横断検索の参加館の金銭的負担を回避することができなかった

8 茨城県 ・レスポンスが遅い
・検索結果（検索画面）が統一されていない。

各図書館のシステム環境を調査し，技術的，また運用的に実現可能な方法で構築し
た。雑誌検索についても，検討したが，市町村立図書館の書誌データ作成にばらつきが
あり，統一的な検索ができないため，初期開発においては，雑誌検索の導入は見送っ
た。

9 栃木県 ・レスポンスが遅い（横断検索という仕組み上の問題、
各提供館の回線・ハードウェアの問題）
・表示される情報の不統一（各提供館の環境に依存しているため）
・準拠する書誌フォーマットや一度の検索で渡されるデータ件数、「・」の取り扱いなどが
異なるため、所蔵している資料が検索されないことがある。

・参加館（データ提供館）のWeb-OPAC変更に伴って発生する、総合目録システム側の
解析等対処費用が多大である。
・市町村合併の時期と重なり、参加館（データ提供館）を取り込む（検索一覧・統計）の再
設定が何度か発生した。
⇒いずれも対応してきたが、今後とも予算化できるかは不明

10 群馬県 ・データ提供館のフォーマットによってはISBN同定ができない場合がある。
・参加館の追加・削除などの更新がすぐに対応できない。
・新たな参加館のシステム解析費用負担。

特になし

11 埼玉県 各参加館がWebサイトで提供する予約サービスとの連携を求める意見が多い。
一方、高機能化を図る場合、諸費用が増大することが予想され、その負担割合につい
ても議論が必要である。
また、本県システムでは、各図書館Webサイトのまとめ検索という観点で構築したため、
書誌同定などのデータ統一は考慮していない。今後はそのような取り組みも必要になっ
てくるかもしれない。

参加館が多いため、検索する対象とする館の選択や条件式・ボタン配置などレイアウト
作りに苦労した。
検索館が多いため、どうしても動作が鈍くなりがちで、検索速度の向上に気を配った。

12 千葉県 システム更新したばかりであるので、今後運用していく中で課題が
出てくるものと考えている。

（横断検索型の場合）横断検索システムの構築において、各館検索システムが異なる
ため、解析に時間がかかる。
⇒事前に調査を行い、解析時間の迅速化を図った。

13 東京都 検索システムが、各区市町村のシステムに依存するため、共通して検索できる項目が
限定される。
区市町村側の検索システムのアドレス等が変更された場合、一時的に検索できなくな
る。

横断検索システムの構築において、検索項目の設定に手間取った。
⇒参加するシステムの多数に共通する検索項目を選び出し、特殊な演算子等を無効化
する処理等を行った。

14 神奈川県 ・図書館システムの更新時に、検索システムの解析が必要になるため、一時的に検索
できなくなる図書館が出る。
・横断検索の場合、取得できるデータ件数がその図書館の表示件数の初期設定値にな
るため、必要な書誌の情報が取得できないことがある。
・総合目録（OPAC未公開館）利用館の書誌データの更新はタイムラグが大きい。また、
データの提供も遅くなりがちである。

・検索項目について、全文検索では各参加館のサーバに過度の負荷がかかることが予
想されたため、書誌が区別できる 小限の項目に限定した。
・OPAC未公開館については、相互貸借に利用することを予定していたため、県立図書
館側で総合目録（データ集中型）サーバを用意した。
・横断検索・相互貸借の利用方法に関しては、市町村図書館の代表館からなる検討委
員会を設け事前検討し、全参加館の合意を得た。

15 新潟県 ・参加各館がシステム更新を行うたびに、更新経費が発生するが、予算措置がとれてい
ない。（管理者側）
・各参加館の書誌データ、及びシステムの相違により、検索の統一が図れていない。特
に、運営主体と異なるメ－カ－の参加館の場合、差が大きい。（管理者側）
・運営主体と異なるメ－カ－の参加館の検索が、「エラ－」となる場合が多い。（ユーザ
－側・管理者側）

―

16 富山県 レスポンスが非常に遅い（全館の検索結果が出るまで2分以上かかる）、各館検索シス
テムが停止している場合の判断ができずタイムアウトと判定されるまで時間を要する

参加館のWebOPACシステムが新規構築や改訂更新される度に、横断システム側での
組込作業、カスタマイズが必要になる

17 石川県 レスポンスが遅い。（ユーザー側）
準拠する書誌フォーマットが異なるため検索項目の統一が図れない。（管理者側）

―

18 福井県 ・メンテナンスが非常に煩雑　例えば参加館が自館のシステムを入替えると横断検索シ
ステムを設定し直さなければならない。しかも管理者側、参加図書館側ともに作業を要
する。（管理者、参加図書館）
・レスポンス・表示等が参加館によって異なり、見にくい場合がある。（ﾕｰｻﾞ側）
・分散ｼｽﾃﾑのため、障害発生時に、どの参加館の設定によるものなのか特定するまで
時間がかかり復旧を困難にしている。（管理者側）

パッケージで実施しており、特になし

19 山梨県 ・マーク番号同定のため、MARC供給者が違うと書誌割れが起こりやすい。（職員ユー
ザ）
・同じ資料でも書誌データが割れることがある。（職員ユーザ）
・参加館の負担を考慮し、より一層の機能効率を図り、システムの向上を望む。（職員
ユーザ）
・データ（書誌）作成における職員のスキルアップが必要。（職員ユーザ）
・資料の動態がリアルタイムで分からない。（職員ユーザ）
・和図書しか検索できないので、雑誌のデータも検索できるようにしてほしい。（職員
ユーザ）
・貸出了承を得られなかった依頼について、依頼館が確認するまでデータが消去されな
いようにして欲しい。（職員ユーザ）
・相互貸借業務に、自館のバーコードが使えるようにして欲しい。（職員ユーザ）
・システム上で、物流方法の選択が出来るようにして欲しい。（職員ユーザ）
・システム内のリンクの張り方に不備がある。（職員ユーザ）
・検索画面で、複数項目にリンクを張って、ジャンプできるようにしてほしい。（例えば、書
名検索結果から、著者検索にジャンプするなど）（職員ユーザ）
・LMO館以外は、参加館権限でMARCのダウンロードが出来ない。（職員ユーザ）
・システムの保守体制に不安がある。（管理者）
・「図書」と「新刊」の区別がわかりにくい。（一般ユーザ）
・ハードとソフトが別会社による対応のため、混乱しやすい。（管理者）

・導入初期に、データのデリバリに多くエラーが出た→その都度対応
・参加館の負担が大きく、理解が得られるかどうかが問題
　→参加館会議を開く、場合によっては参加館の保守業者と連絡を取り、可能な限り理
解を得るよう努めた。
・ブラウザのボタンが使えない。→仕様の問題として対応されない。
・不要な項目が多い→仕様の問題として対応されない。

20 長野県 ― ―
21 岐阜県 ･レスポンスが遅い（ユーザー側）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

参加館のシステム更新に伴い、管理者側（県図書館）でのシステム改修が必要である
ため、参加館数増加に伴い対応が困難となる場合がある。（管理者側）
・システム運用上、参加館のシステム更新や未参加館の新規参加希望の情報につい
て、公共図書館以外の他館種の情報入手が円滑に行えない。（管理者側）

システム構築にあたり、参加館との事前の協議が必要であった。
→1998年に総合目録研究会を立ち上げ、2002年に活動を終了するまでの5年間にわた
り、システム構築方法を中心とした協議や連絡調整を行った。
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【項目14 「現行システムの課題について」　調査結果一覧表】
SN-06-01-2-14

14.1 14.2
現行システムの課題事項 サービスの実現過程における諸問題及び解決事項

22 静岡県 ・横断検索型のため、検索結果が検索先WebOPACやネットワークの状況に左右され安
定しない。一方、横断検索システム側で請け負う保守範囲が限定されるため、管理は
容易である。
・検索先WebOPACの反応が様々な要因で左右されるので、ある程度検索試行回数に
幅と余裕を持たさなければならず、結果レスポンス面では不利といえる。
・検索負荷の軽減や高汎用性を実現するため、各WebOPAC側に共通IFを組み込んで
いる。課題としては各WebOPAC側にコストがかかる点と、共通IF自体もISBNの13桁化
等基幹コードの大きな変更にはそのままでは対応できないことである。

・各WebOPAC側に導入コストがかかること
・（運用面として）参加図書館の相互貸借による貸出しが増える点
⇒横断検索に参加した館には手厚い物流・運営相談サポート
⇒県図書館協会等を通じての協力依頼（公共の利益）

23 愛知県 ・レスポンスが遅い。（ユーザー側）
・表示される情報（ホームページ画面）が統一されておらず、見にくい。（ユーザー側）
・参加希望館の登録、参加各館の登録情報の修正に要する費用負担の問題。（管理者
側）
・いわゆるCGI解型横断検索を継続していくことへの疑問。Z39.50などの共通プロトコル
を各図書館が実装し、サーバ分散型で横断検索を実施した方がコストや管理面でパ
フォーマンスがよいのでは。（管理者側）

稼動当初、参加館を確保すること。
⇒県内公共図書館へ、横断検索システムの趣旨を説明し、同意を得ることに努めた。

24 三重県 ・書誌データの更新が遅くなりがちであるまたはバラツキがある。（参加図書館側）
・書誌同定作業について、自動同定機能で誤同定・書誌割れが発生するが手動でのコ
ントロールができない。（管理者側）
・市販ＭＡＲＣについて、一部の会社としか契約していないので、総目に登録はできても
表示ができない書誌がある。（管理者側）

・旧システムでは書誌同定を手動で行っていたため書誌割れが多かったが、新システ
ムでは自動同定機能を導入し書誌割れが減少した。
・旧システムでは特定の図書館に依頼が集中したが、新システムでは複数館依頼の際
に貸出冊数の少ない図書館から順に依頼をかけるシステムとなったので、若干ではあ
るが不均衡が解消された。

25 滋賀県 準拠する書誌フォーマットが異なるため、検索項目の統一が図れない。 ・対象館のシステム解析に際して、業者の提示する１件あたりの金額が高い
・既存のパッケージソフトでは画面が見にくかったり、意味不明のメッセージ表示（例「電
文解析エラー」）があった→当館の指示に従いカスタマイズしてもらい、一般の利用者に
もわかりやすい工夫をした

26 京都府 特になし 特になし
27 大阪府 対象図書館の目録検索システムインターフェイスが変わる（通常はシステム更新時）た

びに、横断検索システムプログラムの修正が必要となる点
特になし

28 兵庫県 ・接続館のシステムのレスポンスが悪いと、検索に時間がかかったり、タイムアウトで検
索を打ち切ることがある。（ユーザ側）
・結果詳細画面は、相手館のWebOPAC詳細画面を表示するので、統一感がなく見づら
い。また、詳細画面が表示できないことがある。（ユーザ側）
・相手館の一覧件数制限により、ヒットした書誌を全件表示できないことがある。（管理
者側）
・相手館の結果一覧にISBNなどの書誌同定キーがない場合が多く、同定率が低くなっ
ている。（管理者側）

相手館のシステム環境の違いにより、各館のシステムの設定分析に時間がかかった。
　⇒作業負荷が少なくなるように、全国の類似している事例を参考にして設定した。

29 奈良県 ・(横断検索型の場合)結果表示のフォーマットが統一されていないため見難い。(ユー
ザー側)
・(横断検索型の場合)参加館のWWWOPACパッケージの変更等があればその都度対応
する必要がある。(管理者側)

・(横断検索型の場合)参加館のWWWOPACのインターフェイスの相違により検索項目の
設定が困難であった。
・(横断検索型の場合)Cookieを使用して状態を保存するもの、検索結果がリダイレクトさ
れるもの、フレームを使用しているもの等への対応が困難であった。

30 和歌山県 ・レスポンスが遅い（ユーザー側） （横断検索型の場合）参加図書館のシステム更新するたび横断検索システムも修正を
行なう。

31 鳥取県 県立図書館システム導入業者独自のプロコルのため、図書館システムの選択肢が制
限される。

―

32 島根県 ― ―
33 岡山県 ・各館のデータベース機能のレベルが異なるので、必ずしも厳密な検索ができる訳では

ない。（たとえば、トランケーション）
・（本県に限らないが）いずれかの館のサーバがダウンすると、レスポンスに影響が出
る。

各館に対応してもらうにはシステム更新の時期を考慮する必要があり、長い時間を要
す。

34 広島県 ・レスポンスが遅い。（ユーザー側）
・表示される情報（画面）が統一されておらず、見にくい。（ユーザー側）

・総合目録 （横断検索型及び集中型）システムの構築において、当館のシステム更新
（2002年度）を念頭において，事前に参加図書館で構成する広島県公共図書館協会で
2001年度に図書館サービスネットワーク形成に関する報告を取りまとめ，併せて検索項
目，データ提供方法等総合目録の仕様を策定した。

35 山口県 ・レスポンスが遅い。（ユーザー側）
・表示される情報（画面）が統一されておらず、見にくい。（ユーザー側）
・かなでしか検索できない館もあり、正確に検索しようとすると何度もパターンを変えて
検索しなければならず、使いにくい。また、著者名で検索することが実質的にはできない
のも不便。（ユーザー側）
・各館が各館の事情で設定しているホームページの検索機能を借りているだけなので、
極めて安価にできているが、使い勝手はかなり制限される。（管理者側）
・横断検索対象館の追加や変更の設定作業は、システム業者が保守運用として行う
が、相手システムの解析等に多少のタイムラグが発生する。（管理者側）

横断検索システムの構築において、各ホームページで提供している検索システムにか
なりばらつきがあるので、検索項目の設定に苦慮した。
⇒各参加図書館の検索システムを調査して、共通の検索項目を設定した。

36 徳島県 ― （横断検索型の場合）横断検索システムの構築において、各参加図書館のシステム調
査・検索項目の設定に手間取った。

37 香川県 ・準拠する書誌フォーマットが異なるため検索項目の統一が図れない。
（例）ほとんどの図書館では「書名」欄で中間一致検索を行えるが、ある図書館では「書
名」で前方一致検索しかできないため、あるはずの資料が検索されないといったことが
起こる、等（管理者側）

・（横断検索型）参加館中にレスポンスの遅かった館があった。
　⇒該当館が自主的にレスポンスの改善を行った。
・（横断検索型）予測が困難な参加館の増減に伴うSEによる解析や修正作業の経費の
扱い
　⇒仕様で適切な回数の解析追加、変更を示した。

38 愛媛県 ― ―
39 高知県 ・レスポンスが遅い。（ユーザー側）

・表示される情報（画面）が統一されておらず、見にくい。（ユーザー側）
・準拠する書誌フォーマットが異なるため検索項目の統一が図れない。（管理者側）
・自館システムの更新に伴った検索システム設定更新作業の費用負担が大きい。（参
加図書館側）
・県内市町村図書館は電算化されてない図書館も多く、横断検索の当初の目的がまだ
半ば状態である。

―

40 福岡県 ・検索項目を増やしてほしい。（参加図書館側）
・検索図書館が地域ブロック性なので各館にチェックボックスを入れてほしい。（参加図
書館側）
・横断検索結果一覧は地区ごとや五十音順等の規則性がほしい。（参加図書館側）

（横断検索型）横断検索システムの構築において、検索項目の設定に考慮した。
⇒各参加図書館のシステム調査を行ったうえで、作業負荷が少なくなるように共通の検
索項目を設定した。

41 佐賀県 ・特になし 特になし
42 長崎県 ・それぞれの館によりOPACシステムが異なるため、 大公約数の

　検索しかできない。
・ネットワークの負荷の影響がでるおそれがある。
・現在WebOPACがない図書館へ参加を促す必要がある。

・運用の合意をするために調整が必要だった。
・Weｂ上でOPACを公開していない館が多かった。

43 熊本県 ― ―
44 大分県 ― ―
45 宮崎県 ・レスポンスが遅い。（各館のサーバのレスポンスに左右される）

・表示される情報（画面）が各館の仕様によるため、統一されておらず、見にくい。（ユー
ザー側）
・準拠する書誌フォーマットが異なるため検索項目の統一が図れない。（管理者側）
・ISBNコードが記入されていないと同定不能

※設置に関与した職員が異動しており、詳細は不明です。
・開設当時は、Ｗｅｂ公開している図書館が少なかったので、各館にＷｅｂ公開をお願い
するなどの課題があったと聴いている。
・参加に当たっては、横断検索用の検索ページを参加館に作成していただく必要があ
り、参加館側に委託料等の費用負担が発生している。自館で解決していただいている。

46 鹿児島県 ― ―
47 沖縄県 特になし。 特になし。
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No. 都道府県 名称 実現方式 検索項目 一覧表示
フォーマッ
ト

一覧表示項目 詳細表示
フォーマット

詳細表示項目 検索結果レ
スポンス(秒
数)

検索システムを使った所感

1 北海道 北海道図書館横断検索シ
ステム

A：横断検索型 ・書名（タイトル）
・著者
・出版者
・件名
・分類
・出版年(掛け合わせ)

統一 ・書名（タイトル）
・著者
・出版者
・出版年

不統一 51 数館で通信エラー、電文解析エラーが発生する。ただし同じ条件、同じ館
でもエラーが発生する場合としない場合がある。
結果は返ってきたものから順番に表示される。
ヒット件数が一定数以下の場合は直接統合一覧が表示される。対象館を
選択する必要がある。

2 青森県 青森県図書館情報ネット
ワークシステム

3 岩手県 岩手県内図書館横断検索 C：横断検索と集
中検索の複合型

・書名
・著者名
・出版者
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・書名
・著者
・出版者
・出版年

不統一 67 対象館の選択はデフォルトですべてとなっている。
1回目、5回目の検索では2分以上経過しても処理完了のメッセージが表示
されず、正常に終了する場合との差が大きい。また、検索中断のためのボ
タンが存在しない。
館別でエラーとなったところはないが、ヒット件数が「ヒットしました」とのみ
表示される館がある。

4 宮城県 宮城県内図書館総合目録 A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版者

不統一・館
別表示

不統一 4 画面の構成は非常にシンプルにまとまっている。
対象館の選択はデフォルトですべてとなっている。
検索の処理は非常に速く感じる。

5 秋田県 秋田県図書館資料横断検
索システム

A：横断検索型 ・区分
・タイトル
・出版者
・人名
・出版年(掛け合わせ)

統一 ・タイトル
・巻次
・各巻書名
・人名
・出版者
・出版年

不統一 21 対象館の選択はデフォルトですべてとなっている。
レスポンスについては多少のばらつきがあるが、ストレスのあるレベルで
はない。
検索結果の表示が全件1ページに表示されるため、Webブラウザの反応が
遅くなる。

6 山形県 ※現時点で無し。 ―
7 福島県 福島県立図書館情報ネット

ワークシステム
A：横断検索型 ・書名

・著者
・出版者
・件名
・分類記号
・出版年(掛け合わせ)

統一 ・書名
・著者
・出版者
・出版年

不統一 18 対象館の選択はデフォルトですべてとなっている。
検索処理中に何度かフレームの更新が行なわれるのが若干気にかかる。
レスポンスはストレスのあるレベルではない。
1館でエラーとなった。

8 茨城県 茨城県図書館情報ネット
ワークシステム

A：横断検索型 ・書名（タイトル）
・著者
・出版者
・件名
・分類記号
・出版年(掛け合わせ)

統一 ・書名（タイトル）
・著者
・出版者
・出版年

不統一 0 対象館の選択はデフォルトですべてとなっている。
いずれの試行においても、5分以上経過しても検索中の画面のままとなっ
ていたため、レスポンス秒数は記載していない。結果が返ってきたものから
順番に表示されるため、検索機能としての利用には問題が無いと思われ
る。

9 栃木県 栃木県図書館総合目録シ
ステム

A：横断検索型 ・タイトル
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・タイトル
・著者名
・出版社
・出版年
・ISBN

不統一 62 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
1館が「検索できませんでした」と表示された。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いためス
トレスを感じる。

10 群馬県 群馬県内図書館情報ネット
ワーク

A：横断検索型 ・タイトル
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・タイトル
・著者名
・出版社
・出版年
・ISBN

不統一 11 対象館の選択はデフォルトで一部を除き選択状態となっている。
館別のヒット件数は表示されない。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無い。
レスポンスは比較的速いと感じられる。

11 埼玉県 埼玉県内公共図書館等横
断検索システム

A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版者
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN
・資料区分（図書、雑誌、
視聴覚、全資料）

不統一・館
別表示

不統一 85 対象館はデフォルトで埼玉県立図書館のみ選択されている。
タイムアウト設定が可能。結果が返ってきたものから順番に表示され、終
了館数がリアルタイムに更新されためそれほどのストレスは感じない。フ
レーム更新が頻繁に行なわれるため、Webブラウザの戻るボタンを使って
戻ることができない。

12 千葉県 千葉県内図書館横断検索 A：横断検索型 ・タイトル
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

不統一・館
別表示

不統一 12 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
レスポンスは遅くはないが、すべての結果が返った時点で画面が切り替わ
り、中断ボタンが無いためややストレスを感じる。

13 東京都 東京都公立図書館横断検
索

A：横断検索型 ・書名/タイトル
・著編者名
・出版者名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

不統一・結
合表示

不統一 178 対象館はデフォルトで未選択。
タイムアウト設定が可能。結果は別ウィンドウで表示され、すべての結果
が返った時点で画面が切り替わる。
結果一覧は全て1ページに表示され、なおかつ館ごとに異なるレイアウトと
なっているため見づらい。
タイムアウトをデフォルトの60秒と設定しても、2分以上かかっている。

14 神奈川県 神奈川県図書館情報ネット
ワーク・システム（ＫＬ－ＮＥ
Ｔ）

C：横断検索と集
中検索の複合型

・資料区分
・書名
・著者名
・出版者
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・資料区分
・書名
・著者名
・出版者
・出版年

不統一 17 対象館はデフォルトで県立の図書館のみ選択されている。
タイムアウト設定が可能。すべての結果が返った時点で画面が切り替わる
が、途中の状態は随時更新される。
2館がエラー、1館がタイムアウトとなった。レスポンスはストレスのあるレベ
ルではない。

15 新潟県 新潟県内図書館横断検索
システム

A：横断検索型 ・タイトル
・著者名
・出版者
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・タイトル
・著者名
・出版者
・出版年
・ISBN

不統一 25 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
全ての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いためや
やストレスを感じる。
2館がエラーとなった。

16 富山県 富山県内図書館OPAC横
断検索ネットワークシステ
ム

A：横断検索型 ・資料種別（図書、雑誌、
AV）
・書名/タイトル
・著者名
・出版社
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一(ただ
し一部不
統一の館
あり)

・書名
・著者名
・出版社
・出版年

不統一 300 対象館はデフォルトで未選択。
結果が返ってきたものから順番に表示される。(ブラウザの動作によっては
すべての結果が返ってきてから画面が切り替わる場合がある)
一覧表示のレイアウトが一部統一されていない館がある。
全て完了するまでのレスポンスはかなり遅い。

17 石川県 石川県立図書館横断検索
システム
※2007年3月に新システム
に移行

C：横断検索と集
中検索の複合型

※新システム
・書名
・著者名
・出版者

※新シス
テム
不統一・館
別表示

※新システ
ム
不統一

37 対象館はデフォルトで公立図書館がすべて選択されており、大学/高専
附属図書館は未選択状態となっている。
結果が返ってきたものから順番に表示される。
レスポンスはストレスを感じる。

18 福井県 県内公共図書館総合目録 A：横断検索型 ・タイトル
・著者
・出版者

統一 ・タイトル
・著者
・出版者
・出版年
・ISBN

不統一 10 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
レスポンスは遅くはないが、全ての結果が返った時点で画面が切り替わ
り、中断ボタンが無いためややストレスを感じる。

19 山梨県 山梨県図書館情報ネット
ワークシステム

B：集中検索型 ・検索対象(図書、新刊)
・書名
・著者名
・出版者名
・件名
・NDC分類
・出版年(掛け合わせ)
・内容紹介
・コード（ISBN、ISSN、
JAPAN/MARC、TRC/V、
OPL、TRC/U、NIPPAN、
簡易型標準、簡易型逐
刊、CNS逐刊、yama_v）
・内容細目の検索（含む、
含まない）
・著者名典拠（使用せず、
を見よ、をも見よ）

統一 ・書名
・副書名
・巻次・回次・年次
・著者名
・版表示
・多巻書名
・出版者
・出版年
・区分（検索対象）

統一 ・書名(書名ヨミ)
・巻次・回次・年
次
・副書名（副書名
ヨミ)
・著者名(著者名
ヨミ)
・版表示
・叢書名
・多巻書名
・出版者
・出版年
・出版地
・大きさ
・NDC分類
・ページ
・MARC番号
・ISBN
・一般件名
・一般注記
・内容注記
・内容紹介

1 対象館の選択は簡易検索画面では存在せず、標準検索画面ではすべて
未選択となっているが、選択されていない場合は全てが対称になっている
と思われる。
集中検索型のため、レスポンスは非常に速い(ただし、2回目以降のレスポ
ンスではキャッシュ機能が有効になっている可能性がある)。ただし、ヒット
件数が多い(数千件)場合にエラーとなったり、レスポンスが悪化する。
一覧・詳細ともレイアウトが統一されており、非常に使いやすいと感じる。

20 長野県 ※現時点で無し。 ―
21 岐阜県 岐阜県総合目録（横断検

索）
A：横断検索型 ・書名

・著者名(姓)
・著者名(名)
・出版社名
・検索文字(漢字、カナ)

不統一・結
合表示

不統一 18 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
結果一覧は順次表示されていくが、すべて1ページに表示され、なおかつ
館ごとに異なるレイアウトとなっているため見づらい。
レスポンスはストレスを感じるほどではない。

22 静岡県 静岡県横断検索システム
（おうだんくん）

A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版者
・件名
・分類記号
・ISBN/ISSN
・出版年(掛け合わせ)
・資料種別

統一 ・書名
・著者名
・出版者
・出版年

不統一 32 対象館の選択はデフォルトで「専門」以外すべて選択状態となっている。
検索処理中に何度かフレームの更新が行われるのが若干気にかかる。
レスポンスはストレスを感じる。
1館で通信エラーとなった。
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No. 都道府県 名称 実現方式 検索項目 一覧表示
フォーマッ
ト

一覧表示項目 詳細表示
フォーマット

詳細表示項目 検索結果レ
スポンス(秒
数)

検索システムを使った所感

23 愛知県 愛蔵くん（愛知県内図書館
横断検索）

A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版社名

不統一・結
合表示

不統一 19 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
全ての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いためや
やストレスを感じる。
結果一覧はすべて1ページに表示され、なおかつ館ごとに異なるレイアウト
となっているため見づらい。

24 三重県 三重県図書館情報ネット
ワーク

B：集中検索型 ・書名（タイトル）
・著者
・出版者
・件名
・分類記号
・出版年(掛け合わせ)
・書誌種別（郷土）
・ISBN

統一 ・書名
・著者
・出版者
・出版年

統一 ・資料区分
・書名
・書名巻次
・書名ヨミ
・副書名
・叢書名
・版次
・著者名
・著者名ヨミ
・各巻書名
・各巻書名巻次
・出版者
・出版年月
・ページ
・大きさ
・件名
・ISBN
・内容紹介
・書名の内容細
目
・内容細目の著
者名
・一般注記
・分類記号

2 対象館を選択しない場合はすべてが対象になっていると思われる。
集中検索型のため、レスポンスは非常に速いが、ヒット件数が多いとレス
ポンスが遅くなる。
一覧までは統一されているが、詳細表示では次・前切り替えができず、一
覧に戻る際に再読み込みが必要だったため、山梨県と比較すると不満を
感じる。
検索画面から先の処理(結果一覧表示、詳細表示等)ではHTTPS通信と
なっている。

25 滋賀県 滋賀県図書館横断検索シ
ステム

A：横断検索型 ・書名（タイトル）
・著者
・出版者
・件名
・ISBN
・分類
・出版年(掛け合わせ)

不統一・館
別表示

不統一 11 対象館の選択はデフォルトで県立図書館のみ選択状態となっている。
県外図書館を除く館を対象として検索した場合に、5分以上経過しても処理
が終わらなかったため、県立図書館のみを対象として検索した。
結果が返ってきたものから順番に表示される。
レスポンスは比較的速いと感じられる。

26 京都府 京都府図書館総合目録
ネットワーク　（K-libネット）

C：横断検索と集
中検索の複合型

・タイトル
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・タイトル
・著者名
・出版社
・出版年

不統一 25 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
全ての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いためスト
レスを感じる。

27 大阪府 大阪府Web-OPAC横断検
索

A：横断検索型 ・書名
・著者名（姓）
・著者名（名）
・出版社
・キーワード
・発行年(単独)
・ISBN

不統一・館
別表示

不統一 18 対象館の選択はデフォルトで大阪府立図書館のみ、NACSIS Webcatのみ
選択状態となっている。
全ての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いためや
やストレスを感じる。

28 兵庫県 兵庫県内図書館横断検索 A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・書名
・著者名
・出版社
・出版年
・分類

不統一 30 対象館はデフォルトで未選択。
検索処理中は別ウィンドウでメッセージが表示される。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いため
ややストレスを感じる。
1館が「検索を打ち切りました」となったケースがあり、内部的に60秒のタイ
ムアウトが設定されているのではないかと推測される。

29 奈良県 県内公共図書館蔵書横断
検索

A：横断検索型 ・書名
・著者名（姓）
・著者名（名）
・出版者名

不統一・館
別表示

不統一 61 対象館はデフォルトですべてが選択されている。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わる。
結果一覧は全て1ページに表示され、なおかつ館ごとに異なるレイアウトと
なっているため見づらい。
内部的に60秒のタイムアウトが設定されているのではないかと推測され
る。

30 和歌山県 和歌山地域コンソーシアム
図書館

C：横断検索と集
中検索の複合型

・キーワード
・著者名
・図書/雑誌

統一 ・タイトル
・著者名

不統一 129 対象館はデフォルトで近畿大学生物理工学部図書館を除くすべてが選択
されている。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わる。
結果が返ってきたものから順番に表示される。
3館が接続不可となった。内部的に120秒のタイムアウトが設定されている
のではないかと推測される。3回目の試行では結果が途中までしか表示さ
れなかった。

31 鳥取県 鳥取県図書館横断検索シ
ステム

A：横断検索型 ・タイトル
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・タイトル
・著者名
・出版社
・出版年
・ISBN

不統一 27 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いためス
トレスを感じる。
一覧表示は全体を通覧でき、ストレス無くページの切り替えができる。

32 島根県 島根県内図書館横断検索 A：横断検索型 ・キーワード(項目指定無
し)
・資料種別
※各館毎にどの項目が
検索対象となるか決まっ
ている。
(http://opac.lib.shimane-
u.ac.jp/mutual/mutual_hel
p5.htmlを参照)

統一 ・タイトル
・著者名
・出版社
・出版年
・ISBN

不統一 75 対象館はデフォルトで公立図書館と国立国会図書館が選択されている。
タイムアウトの指定が可能。すべての結果が返った時点で画面が切り替わ
り、中断ボタンも無く処理状況が分からない(動いているのかも分かりにく
い)ためストレスを感じる。

33 岡山県 岡山県図書館横断検索シ
ステム

A：横断検索型 ・書名
・著者
・出版者
・出版年(掛け合わせ)
・件名
・分類記号

統一(ただ
し一部不
統一の館
あり)

・タイトル
・著者
・出版者
・出版年月日

不統一 8 一般用で計測を行なった。
対象館はデフォルトで岡山県立図書館のみ選択されている。
1館が検索エラーとなった。
若干のばらつきはあるが、レスポンスは速い。
検索終了をクリックする必要があるため、余計な操作が必要に感じられ
る。統合結果は所蔵館がボタンで表示されるため、見やすく感じる。

34 広島県 広島県域図書館情報提供
ネットワーク「来（ら）いぶら
りネット」

C：横断検索と集
中検索の複合型

・書名
・著者名
・出版社
・分類
・一般件名
・個人件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・書名
・著者名
・出版社
・出版年
・ISBN

不統一 17 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いため
ややストレスを感じる。

35 山口県 山口県内図書館横断検索 A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版者

不統一・館
別表示

不統一 56 対象館の選択はデフォルトで公立図書館が選択されている。
結果が返ってきたものから順番に表示される。
タイムアウトとなるケースがあったため、内部的にタイムアウト設定を持っ
ていると考えられる。

36 徳島県 徳島県統合情報検索シス
テム

A：横断検索型 ・資料種別 (全資料 図書
雑誌 視聴覚)
・タイトル
・著者
・出版者(社)
・キーワード
・出版年(単独)
・ISBN
・ISSN

不統一・館
別表示

不統一 23 対象館はデフォルトで未選択。
検索のたびに指定する必要があるため、煩わしく感じる。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わり、中断ボタンが無いためス
トレスを感じる。
1館が「検索できませんでした」となるケースがあり、その場合は40秒程度
かかったため、レスポンスの差が大きい。

37 香川県 香川県内公共図書館横断
検索

A：横断検索型 ・区分（図書、雑誌、AV）
・タイトル
・人名

統一 ・タイトル
・著者名

不統一 11 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
結果が返ってきたものから順番に表示される。
レスポンスについてはあまりストレスはないが、資料別一覧を選ぶと検索
結果の表示が全件1ページに表示されるため、Webブラウザの反応が遅く
なる。
1館が「接続できませんでした」となった。

38 愛媛県 ※現時点で無し。 ―
39 高知県 高知県図書館情報ネット

ワークシステム
A：横断検索型 ・書名

・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・書名
・著者名
・出版社
・出版年
・ISBN

不統一 44 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
結果が返ってきたものから順番に表示されるが、レスポンスとしてはやや
ストレスを感じる。
検索結果を取得できない館、検索URLを取得できない館が1館ずつあっ
た。

40 福岡県 福岡県図書館情報提供シ
ステム

A：横断検索型 ・書名
・著者
・出版社
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・分類記号

統一 ・書名
・巻次
・副書名
・各巻書名
・著者
・出版社
・出版年

不統一 109 対象館の選択はデフォルトで未選択となっている。
結果が返ってきたものから順番に表示される。
検索のレスポンスは遅いが、統合一覧の表示、ページ切り替えは速い。
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No. 都道府県 名称 実現方式 検索項目 一覧表示
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検索システムを使った所感

41 佐賀県 佐賀県内図書館横断検索
システム

A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・書名
・著者名
・出版社
・出版年
・ISBN

不統一 8 対象館の選択はデフォルトで未選択となっている。
結果が返ってきたものから順番に表示される
レスポンスは全体的に速い。
同じ条件でも、検索結果を取得できないと表示されるケースがあった。

42 長崎県 長崎図書クロスねっと A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版社
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN
・資料区分（図書、雑誌、
視聴覚、全資料）

不統一・結
合表示

不統一 59 対象館はデフォルトで長崎県立図書館のみ選択されている。
タイムアウト設定が可能。すべての結果が返った時点で画面が切り替わる
ため、ストレスに感じる(埼玉県と同様のシステムのはずであるため、進行
状況に合わせてフレーム内容が更新されない)。
検索できない館が1館あった。

43 熊本県 ※現時点で無し。 ―
44 大分県 大分県図書館横断検索 A：横断検索型 ・書名 （タイトル）

・著者名 （人名）
・出版者
・件名
・分類
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN
・区分（図書・雑誌・AV）

統一 ・タイトル
・著者名
・出版者
･出版年

不統一 15 対象館の選択はデフォルトで未選択となっている。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わる。
レスポンスについてはあまりストレスはないが、資料別一覧を選ぶと検索
結果の表示が全件1ページに表示されるため、Webブラウザの反応が遅く
なる。

45 宮崎県 宮崎県図書館横断検索シ
ステム

A：横断検索型 ・書名
・著者名
・出版社
・分類
・件名
・出版年(掛け合わせ)
・ISBN

統一 ・タイトル
・著者名
・出版者
･出版年
・ISBN

不統一 14 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
結果が返ってきたものから順番に表示される
レスポンスはそれほどストレスを感じるほどではない。

46 鹿児島県 ※現時点で無し。 ―
47 沖縄県 沖縄県内図書館横断検索 A：横断検索型 ・書名

・著者
・出版者

不統一・館
別表示

不統一 8 対象館の選択はデフォルトですべてが選択されている。
すべての結果が返った時点で画面が切り替わる。
レスポンスは全体的に速い。
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