
第 16 回総合目録ネットワーク参加館フォーラム 
平成 21 年 3 月 19 日 

和中幹雄（国立国会図書館関西館長） 
 

デジタル時代における総合目録ネットワークの可能性 
 
 
１．講演の目的 
平成 18 年度から 20 年度にかけて当館で実施された総合目録の将来のあり方に関わる委

託調査と当館職員による検討とその結果を、主な論点に即して紹介し、総合目録ネットワ

ークの今後の方向性について、参加館との考え方の共有を図る。 
 
２．ここで言及する資料（文書）  
(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） 
http://somoku.ndl.go.jp/plan/houkoku_1.pdf 
(2) 地域資料に関する調査研究（平成 20 年 3 月）http://current.ndl.go.jp/report/no9 
(3) 国立国会図書館業務・システム最適化計画（平成 20 年 3 月） 
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/optimization.pdf 
(4) 国立国会図書館総合目録ネットワークシステムの目指すべき方向性について : 情報化

推進委員会総合目録部会報告書（平成 20 年 10 月） 
(5) 創造力を生み出す新しい知識・情報基盤の構築を目指して －国立国会図書館の取組－

（国図企 081211001 号 平成 20 年 12 月 11 日） 
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/action.html 
その他利用者サービス及び書誌サービスに係る作成中文書 
  
３．最適化計画の策定 
○最適化計画とは 
 「業務の制度面・運用面からの見直し、システムの共通化・一元化などを内容とする最

適化計画に基づき、業務運営の簡素化・効率化・合理化を推進するものであり、その効果

として、経費や業務処理時間の削減等を図るもの」（総務省行政管理局） 
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_01_f.htm 
 
４．国立国会図書館業務・システム最適化計画 
館内に設置した「情報化推進委員会」において、平成 20 年 3 月策定。 

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/optimization.pdf 
国立国会図書館の情報システムを適切に運用し、その目標を実現する上で必要な業務・シ

ステムの最適なあり方を示したもの。 
計画期間は、平成 20 年度から平成 24 年度までの 5 か年。  
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５．現行「基盤システム」の評価 
現在、国立国会図書館では、資料の収集・組織化から NDL-OPAC を含めた利用提供にいた

るまでの図書館の基幹システム（「基盤システム」と呼ばれる）を関西館が開館した平成 14
年 10 月から運用している。 
しかしながら、このシステムは、 
①運用・保守作業や機能拡張に係る経費が大きい 
②複雑な業務要件を具現化して複雑に入り組んだシステムになっているため、機能拡張へ

の対応力が低いと、最適化計画において評価された。 
 
６．次期「基盤システム」の導入計画 
次回のリプレースの時期に合わせ、運用性、柔軟性の高い ILS パッケージ（統合図書館シ

ステム=Integrated Library  System）を利用した次期基盤システムを構築し、さらに、削

減された資源を活用して、社会のニーズの変化に対応した新たな利用者サービスを展開で

きるようにすることが計画された。 
次期基盤システムの導入の目標時期は平成 24 年 1 月。 
 
７．最適化計画における総合目録系システムの位置づけ  
現行の総合目録ネットワークシステムは図書館の基幹システムである「基盤システム」

とは別システムである。 
最適化計画において、費用対効果の観点から、総合目録ネットワークシステムと基盤シ

ステムの関係をどのようにするかが検討され、一つの方向性が示された。 
ILS パッケージを利用した将来体系に、総合目録の機能も含められることとなった。  

 
８．国立国会図書館における総合目録系システム  
現在運用している総合目録系システム 

 (1) 国立国会図書館総合目録ネットワークシステム（平成 10 年 4 月～） 
 (2) 国際子ども図書館児童書総合目録 （平成 12 年 5 月～） 
 (3) 全国新聞総合目録データベース・システム（平成 15 年 1 月～） 
 (4) 点字図書・録音図書全国総合目録 （平成 15 年 1 月～） 
 (5) 国立国会図書館中央館･支部図書館総合システム（平成 16 年 4 月～） 
最適化についての結論 
 (1)(2)(3)について、それぞれの扱う資料群の要件、参加館等を考慮しつつ、共通化、標準

化を図ることによって統合を検討する。  
 
９．総合目録ネットワーク事業の現状（平成 21 年 3 月 9 日現在） 

全国 1,091 館の公共図書館が参加。データ提供館は、都道府県立・政令指定都市立図
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書館 61 館。まもなく県立図書館３館のデータが搭載されて、全都道府県を網羅する予定。 
 
10．情報化推進委員会総合目録部会での検討 
平成 20 年 10 月、総合目録部会報告書「国立国会図書館総合目録ネットワークシステム

の目指すべき方向性」が情報化推進委員会で了承。 
現在、「国際子ども図書館児童書総合目録」及び「全国新聞総合目録データベース・シス

テム」も含め、導入予定の ILS パッケージでの実現方法について検討中。 
 
11．国立国会図書館の使命  
国立国会図書館法の二つの規定 
 第 7 条 館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物

の目録又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする←全国書誌 
 第 21 条第 1 項第 4 号 日本の図書館資料資源に関する総合目録並びに全国の図書館資料

資源の連係ある使用を実現するために必要な他の目録及び一覧表の作成のために、あらゆ

る方策を講ずる←総合目録 
 
12．主たる論点  
主たる論点は次の二点であった。 

(1) 総合目録と蔵書目録（NDL-OPAC）の関係 
  総合目録データベースの中に NDL-OPAC を埋め込み、総合目録を情報検索・アクセス

の中心とすべきではないか。 
(2) 総合目録と全国書誌との関係 
  全国書誌は国立国会図書館のみでは完全なことは出来ないことを認識（宣言）し、総

合目録をもって全国書誌とすべきではないか。 
 
13．総合目録部会報告書の概要（1）  
報告書の対象と目的 

  国立国会図書館総合目録ネットワークシステムを対象に、サービス及び業務の将来像を

示し、次期基盤システムとの関連において、システム、機能、データに関連する各事項

について、全体的なイメージと課題を取りまとめることを目的とした。 
   現在、機器更新中であり、本年度末に新機器が稼動する予定である。報告書では、この

更新後のシステムの次のシステムを「次世代総合目録」とし、その概要を示した。 
 
14．総合目録部会報告書の概要（2）  

論点の包括的な洗出し  
 平成 9 年度の本格稼動後、現在までに出された主要な報告書等を取り上げ、また、現
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状での事業運営等を踏まえ、次のような論点の包括的な洗出しを行った。 

 (1) 資料種の拡大 
 (2) データ提供館の拡大 
 (3) ILL の改善 
 (4) 書誌データに関する課題 
 (5) 他システムとの統合及び連携 
 (6) システム運用上の課題等 
 
15．総合目録部会報告書の概要（3）  
最適化検討の前提 

   平成 24 年 1 月稼動を目標とする次期基盤システムで導入する ILS（統合図書館システ

ム）パッケージに統合する。 
  次世代総合目録サービスの目的・役割を確認し、実現のための方向性を示す。 
   実施においては、あるべき姿（To be 像）を基にしつつ、実現が必須で可能な事項（Can 

be 像）を今後明確にして、段階的な実施を図る。 
 
16．総合目録部会報告書の概要（4）  
次世代総合目録の目的・役割と目的実現の方向性  

 (1)一次資料へのナビゲーション 
   館種、資料種の限定なしの所蔵情報の提供、既存 OPAC 及び書誌ユーティリティとの

連携、デジタル情報資源へのナビゲーション等 
 (2)書誌・所蔵情報の共有に基づく各種の図書館協力活動   
  書誌データのダウンロードによる目録作成支援等 
 (3)現行ゆにかねっとの課題の解消 
  運用負荷の最小化等に関する各種事項 
 
17．総合目録部会報告書の概要（5）  
実施事項の検討  

(1) 実現可能性調査 
(2) 実現必須機能や新規追加機能の特定 
(3) 提供データの和古書、逐次刊行物等への拡大 
(4) 横断検索機能の導入、デジタル情報資源へのナビゲーション 
(5) 運用上の改善：データ交換形式・方式等の改善 
(6) 書誌データのダウンロード機能、外部の OPAC 及び各種サイトへのリンク機能等 
(7) その他必要な改善 
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18．総合目録部会報告書の概要（6）  
段階的な実現と今後  
実現必須機能の導入を優先し段階的な実施を行う。20 年度では、実現可能性調査を行

い、実施事項の詳細化を図る。利用提供の方針については今後の検討課題であり、利用

者サービス部門等と必要な検討を行なう。 
 
19．新しい利用者サービスを検討中 

東京本館及び関西館の利用者部門を中心に、ILS パッケージ導入時（平成 24 年 1 月）ま

でに実現すべき、新しいサービスや改善・変更すべきサービスのあり方について、現在検

討中であり、来年度早々には決定する予定である。 
インターネット利用者をも利用者概念の中心的存在として位置づけて新しいサービスを

展開するために、インターネット上に国立国会図書館の新たな拠点を築く。 
  インターネット上の拠点を Web-NDL と称する。 
 
20．書誌サービスの将来像を検討中  

(1)総合目録、蔵書目録、日本全国書誌が一体的に利用できるようにする。 
(2)図書館との協力による。協力の核には現行の総合目録参加館（データ提供館）を置き、

協力の方法、範囲を拡げていく。 
(3)書誌情報等のデータ、インタフェース、システム基盤を可能な限り共有できるように

する。 
次期総合目録もこの 3 つの方向性のなかで実現してゆくと考えられる。 

  
21．利用者の観点 
目録の機能的要件モデル FRBR（書誌レコードの機能要件）の考え方 

  利用者の関心の対象となるものを「実体」として把握する。目録データによって、利

用者はその実体を発見し、識別し、選択し、入手する。これらを担保するものでなけれ

ば、目録の機能は十全ではないことになる。 
 これまで、目録は検索のツールといった定義がなされてきたが、発見から入手までを

保証するものが目録である。入手するためには、所蔵先が分からなければ注文できない

し、リンクが切れていれば、リンクを辿って、関心対象である実体にたどり着けない。  
書誌データと所蔵データを分けたりしているが、所蔵データや電子情報におけるリン

クデータも含めたものが目録データである。  
 
22．利用者の関心対象 
インターネット経由の利用者の類別 

  A：図書館資料を利用するためにインターネットを窓口として活用する利用者 
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  B：当館から（所蔵資料の利用というよりも）情報を得ることを目的とする利用者 
  C：当館の存在を意識せずに当館の Web サイトに入ってくる利用者 
  D：第三者にサービスを提供するために当館のデータやサービスを活用する利用者  
 
23．関心対象は物だけではない 
 図書館資料の多くは製本された紙であるが、インターネットの普及により、関心の対

象となるもの「実体」が紙ではない利用者が増えてきている。その結果、インターネッ

ト上では利用できない紙に記録された重要な情報が死蔵される結果となりつつある。 
  いうなれば、そのような利用者にも、紙のなかに重要な情報が眠っていることを知ら

せることが重要になってきている。 
 
24．利用者にとっての価値  
  WORLD/CAT のような世界中に広がっている膨大な蔵書の検索が可能であったとして

も、求める文献（関心対象である実体）がはるか遠く南米にある場合と、小さな総合目

録であっても、隣町にあり貸出可能な図書館に所蔵があれば、彼にとっては、後者の目

録の価値の方が大きい。 
 このように、総合目録を考える場合には、地域の住民を始点として世界のほうへ広がっ

てゆく見方を取る必要がある。 
 
25．Web-NDL における蔵書目録（OPAC）と総合目録の位置づけ 

(1) 新 OPAC では、蔵書目録（OPAC）と総合目録を統合する。 
(2) 内外の他のシステム（NDL デジタルアーカイブシステム、電子ジャーナル、機関リ

ポジトリ等）との連携を実現する。 
(3) 新 OPAC は、当館所蔵資料だけではなく、主に契約により館内及び遠隔複写により

提供している電子ジャーナルの検索・利用の窓口となる。 
 (4) 検索用 API 及びデータ提供用 API を実装する。 
(5) 都道府県では、域内の総合目録を構築しているケースが多く見られる。こうした域内

の総合目録と当館の総合目録を地域を限定して横断検索する仕組みを構築し、日本国民

だれもが、最も身近な図書館で図書館資料を利用できるようにする。 
(6) 国立情報学研究所や OCLC などの書誌ユーティリティと連携し、大学図書館等を含

めた所蔵データの検索を可能とする。 
 
26．都道府県域総合目録ネットワークの現状（平成 19 年 3 月調査） 

都道府県域の総合目録ネットワークシステムは、42 都道府県域において実現している。 
このうち集中検索型は 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 県域である。 WebCatPlus や NDL-OPAC との横断検索が可能となっている県も
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ある。 

  但し、横断検索型の都道府県域ネットワークのうち、標準的なプロトコルを採用して

いるのは岡山県(Z39.50)だけであり、他地域では全て Web 解析による横断検索を行って

いる。 
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、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、といった意見が

もっとも多く挙がっている。  
 
27．二つの調査 
(1) 国内出版物の納本率調査（平成 19 年 10 月～12 月実施） 

http://www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/pdf/geppo0805.pdf 
(2) 地域資料に関する調査研究（平成 19 年度実施） 
 http://current.ndl.go.jp/report/no9 

 
28．納本率調査（平成 19 年 10 月～12 月実施） 

国立国会図書館が国内出版物を実際にどのくらい収集できているのかを確認するため、

平成 17 年（2005 年）刊行の出版物を対象にサンプル調査を実施。 
 『国立国会図書館月報』2008 年 5 月号 pp.10-12 参照。 

http://www.ndl.go.jp/jp/publication/geppo/pdf/geppo0805.pdf 
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29．地域資料に関する調査研究（平成 19 年度実施） 

「４．６ 全国書誌システムの構築」 
図書館の重要な役割は、非商業出版物を含めて一定の地域で発行された出版物の書誌

を作成することである。とくに全国的な MARC に収載されない地域出版物は、当該地域

の図書館しか書誌作成の担い手はないので、その役割は重要である。 
図書館の重要な役割は、非商業出版物を含めて一定の地域で発行された出版物の書誌

を作成することである。とくに全国的な MARC に収載されない地域出版物は、当該地域

の図書館しか書誌作成の担い手はないので、その役割は重要である。 
図書館調査の図書館業務システムへの書誌データの入力について聞いた質問において、

ほとんどの図書館が独自にデータ入力を行っていると回答し、入力しているのは司書資

格をもつ正規職員であるとの回答があった。多くの図書館でこの業務についてきちん  

と対応していることがわかる。 
また、地域資料のみを絞り込んで検索できるかどうか質問した。これによって、図書

館システムが地域書誌（県書誌、市書誌など）の検索システムとして使えるかどうかを

確認するためである。 
  ・・・ 
  その結果は、対応している図書館は全体の 7 割程度あったが、業務システムのみで使

用できるものが多く、利用者が館内で利用可能なものが 8％、インターネットで検索可能

なものは 15％にすぎなかった。 
 
30．全国書誌再考 
・日本で刊行された出版物の網羅的な記録である。 
・蔵書目録や総合目録に包摂されるものではない。 
・納本制度も蔵書目録も総合目録も、全国書誌を構築する手段の一部を構成するもので

ある。 
・「納本資料目録＝全国書誌」も「総合目録＝全国書誌」もともに誤りである。 
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・納本対象資料でない資料（例えば、ネットワーク系電子情報）も全国書誌収録対象で

ある。 
・全国書誌の作成は、単線的に行われるものではなく、また集中的にコントロールして

行う方法がすべてではない。 
・未収資料も含むべきというのは当然として、時間軸を遡って遡及的に作成される場合

もあり、その作成方法は多様である。 
・全国的な書誌コントロール（National Bibliographic Control）や全国的な書誌サービ

ス（National Bibliographic Service）という、業務・サービスのほうに力点を置いて

考えるほうが重要である。 
・全国書誌の本来的役割あるいは最終的な目標は、国内の刊行物を網羅的に識別・把握

し、それに基づき固有の番号を付与することにある。 
 
31．デジタル資源総合目録としての PORTA の実践(1) 

PORTA（国立国会図書館デジタルアーカイブポータル）とは 
・我が国の電子情報資源や情報提供サービスへ案内する総合的なポータルサイト 
・平成 19 年（2007 年）10 月から公開 
・現在、国立公文書館、秋田県立図書館、岡山県立図書館、京都大学附属図書館、一橋

大学附属図書館、青空文庫、NPO 法人連想出版の新書マップなど、23 機関が参加（都

道府県立図書館は 5 館参加） 
・検索機能、パーソンライズ機能、共通仕様及び連携に関するガイドラインの実装

（OAI-PMH、RSS 等によるメタデータ収集（ハーヴェスト）や SRW、Z39.50 等によ

る横断検索などを標準通信規約によって実現） 
 
32．デジタル資源総合目録としての PORTA の実践(2) 
岡山県立図書館 
 ・岡山デジタル大百科（岡山県域の図書館、各種機関、個人の提供するコンテンツの検

索、内容視聴を可能としている郷土情報の電子図書館システム） 
秋田県立図書館 
 ・ 秋田県立図書館が提供するデジタルライブラリーのうち、次の資料が検索対象（秋田

県立図書館所蔵貴重資料、郷土雑誌の紹介、秋田県内機関貴重資料、名勝案内による 
  秋田の昔の旅） 
 ・ 秋田県立図書館が提供する記事・索引データのうち、次の資料が検索対象（郷土関係

雑誌記事索引、秋田県関係人物文献索引、秋田魁新報記事見出し検索） 
茨城県立図書館 
 ・茨城県立図書館が所蔵する貴重資料を、オンラインで公開する電子図書館 
奈良県立図書情報館 
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 ・ふるさとデジタル化書籍＋絵図展示ギャラリー（奈良県立図書情報館が所蔵するデジ

タル化書籍、および所蔵する絵図を公開するサイト） 
 ・ 奈良県地域史料目録（奈良県地域の史料の紹介や研究、史料を翻刻したものや影印で

複製した書（誌）、それに史料の目録掲載書（誌）が検索できるデータベースを目指し

て奈良県図書館協会の地域資料研究会が作成した目録） 
石川県立図書館 
 ・貴重資料ギャラリー（石川県立図書館所蔵の貴重な文献の数々を閲覧できるサイト） 
 ・地域資料ライブラリー（石川県庁の出版物を中心に、インターネットで読める石川県

内の資料を閲覧できるサイト） 
 
33．地域資料とそのデジタル化 
  総務省自治行政局が進める「地域文化デジタル化事業」など 
 
34．既存データの活用 
○「近代デジタルライブラリー」で見る香川県関係資料 
http://www.library.pref.kagawa.jp/kindigikgw/kindigi.html
○国立国会図書館「近代デジタルライブラリー」で見る岐阜県関係資料 
http://www.library.pref.gifu.jp/gifuken/kd/kindai_digital.html
 
35．書誌データの拡張 

(1) プログラムによる組織化 
  関連資料の同定、クラスタリング、自動分類、ランキング、情報源へのナビゲーショ

ン →機械書誌同定、ISBN 総合目録 
(2) 専門家による組織化の拡張 

  FRBR による知識の組織化または構造化の拡張、典拠コントロールへの特化、論文・

記事レベルの書誌情報の重視 
(3) 利用者の貢献に基づく情報の付加 

  情報源に対する利用者の推薦や評価の付加、あるいは参考文献やコメントを共有でき

る仕組み、分類や索引の付加 →Wikipedia を利用した典拠コントロール、近代デジタ

ルライブラリーへの主題情報の遡及付与など 
      （佐藤義則著「デジタル環境下の書誌コントロール」（『現代の図書館』Vol.46, 

No.3 (通号 187) 2008.9 ）による） 
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