
C
o
n
te
n
ts

URL:http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/

2004.11.2215



NACSIS-CAT/ILL ニュースレター15 号 (2004.11.22) 
 

 2

大学図書館等関連事業説明会（NII Library Week 2004）の開催 

 
国立情報学研究所のコンテンツ事業に関する説明会を，平成 16 年 12 月に全国 5 ヵ所にて開催

します。多くの方の御来場をお待ちします。  
 
１．開催日程 

地区 会場 日程 

北海道地区 北海道大学 附属図書館４階会議室 平成 16 年 12 月 17 日（金） 
東北・関東地区 学術総合センター 一橋記念講堂 平成 16 年 12 月 14 日（火） 
中部地区 名古屋大学 野依記念学術交流館 平成 16 年 12 月 8 日（水） 
近畿・中国・四国地区 キャンパスプラザ京都（京都駅前） 平成 16 年 12 月 9 日（木） 
九州地区 九州大学 附属図書館視聴覚ホール 平成 16 年 12 月 7 日（火） 
 
２．プログラム（予定）     

12:45 － 受付 
13:15 開会 
13:15 － 13:30 開会の挨拶 
13:30 － 14:30 目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）の現状と課題について 
14:30 － 14:40  (休憩） 
14:40 － 15:20 学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実証実験プロジェクトについて 
15:20 － 15:30 (休憩） 
15:30 － 16:30 国立情報学研究所学術コンテンツ・ポータル（GeNii）のサービス紹介

とその機関定額制の説明 
16:30 － 17:00 質疑応答 
17:00 閉会 
  

 
３．申込方法 

以下の WWW ページからお申込みください。 
 

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/nlw2004/nlw_2004_entry.html 
 

WWW ページからのお申込みができない場合は，本誌付録の参加申込書により，以下の宛先へ

郵送か FAX でお申込みください。複数で参加される場合は参加人数を記入するか，申込書をコ

ピーしてお使いください。 
 

   〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 
   国立情報学研究所 開発・事業部コンテンツ課 NLW2004 担当 宛 
   FAX：03-4212-2375 
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４．備考 
・プログラムは一部のみの参加も可能です。 
・地区割りは目安ですので，所属機関の地区以外の会場への申込みも可能です。 
・御希望どおり参加いただける場合は，特にこちらから連絡はしません。当日会場に直接お越

しください。 
・会場の都合で人数の調整をさせていただく場合がありますので，御了承ください。 
・会場の場所については，以下の WWW ページで確認してください。なお，各会場とも自動車

での来場は御遠慮ください。 
 
 
大学図書館等関連事業説明会～NII Library Week 2004 
 

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/nlw2004/nlw_2004_index.html 
 

（目録情報管理係） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
日本図書館協会主催 NCR 改訂に関する検討会について 

 
日本図書館協会による「継続資料（逐次刊行物＋更新資料）と和古書・漢籍の組織化： 

日本目録規則（NCR）1987 年版改訂 2 版 第 13 章および第 2・3 章の改訂」についての検

討会が，以下のとおり開催されます。 
 
日時：平成 16 年 12 月 3 日（金） 13:00-17:00 
場所：日本図書館協会 2 階研修室 

  
本検討会への参加には事前申込みが必要です。詳しくは，以下の URL を御参照ください。

 
URL : http://www.jla.or.jp/mokuroku/kentoukai.html 
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旧 CAT/ILL サービスの終了について 

 
かねてより御案内しておりましたが，以下の日時をもって旧 CAT/ILL のサービスを終了します。 
 
日時： 平成 16 年 12 月 27 日（月）20 時 
 
平成 17 年 1 月からは，新 CAT/ILL のみの運用となりますので，移行完了していない図書館・

室は，サービス終了時までに移行するようお願いします。 
 
本件に関する問い合わせ先：企画調整課基盤整備係 

Tel：03-4212-2220，E-mail：sys-desk@nii.ac.jp 
 

（企画調整課基盤整備係） 
 
 
 
 

年末年始の目録所在情報サービスについて 

 
年末年始のサービスは，次の通りです。 
 

年末 ・・・・ 平成 16 年 12 月 27 日（月）20 時まで 
年始 ・・・・ 平成 17 年 1 月 5 日（水）9 時から 

 

（目録情報管理係） 
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GeNii（NII 学術コンテンツ・ポータル）正式サービス開始に伴う 

現行サービスの変更について 

 

国立情報学研究所では，これまで NACSIS-IR 等で提供してきた各種学術情報サービスを新た

に再構築し発展させた GeNii（NII 学術コンテンツ・ポータル）を，平成 17 年度から正式サービ

スとして開始します。 

これに伴う現行の各サービス・機能の変更点の概略をお知らせします。 

 

1. Webcat Plus の拡充と Webcat との統合 

現在 Webcat Plus では日本語図書のみを対象としていますが，収録範囲を拡充し，外国語図

書や雑誌情報の収録準備を進めています。必要な機能も追加した上で，平成 17 年度中には

Webcat と統合し，図書・雑誌情報サービスとして一本化する予定です。 

 

2. NACSIS-IR の終了 

平成 16 年度をもって，情報検索サービス（NACSIS-IR）は終了します。これまで NACSIS-IR
で提供してきた各データベースは，原則として GeNii に引き継ぎ，各コンポーネント（検索シ

ステム）により，さらに便利に利用できるようにします。 

また，現在 NACSIS-IR で利用いただいている機関別定額制は，新サービス GeNii でも継続し

ます。 

 

3. NACSIS-ILL リクエスト機能等の終了 

NACSIS-IR の終了に伴い，NACSIS-ILL と連動して NACSIS-IR 利用者への ILL サービスを

支援した REQUEST 機能及び IRLINK 機能の提供を終了します。これに替わる機能の提供につ

いては検討中です。 

 

なお，GeNii のサービス内容については，平成 16 年 12 月に開催する大学図書館等関連事業説

明会（NII Library Week 2004）においても概要を御紹介するほか，スケジュール等の詳細が確

定した時点で改めて，本誌やホームページ，文書等で御案内します。 

 

（学術情報サービス係） 
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雑誌書誌に関する報告・情報源の送付について 

 
雑誌書誌については，新規に書誌レコードを作成したり，既存の書誌レコードを修正したり場

合，またタイトル変遷関係について新しい事実を発見した場合は，国立情報学研究所に対して報

告をする必要があります。また，書誌事項の確認のため，情報源の送付を依頼することがありま

す。 
情報源の送付や報告に際しては，以下に挙げる点に注意してください。また，変遷注記用デー

タシートを付録として添付しますので御活用ください。 
 
・報告先：国立情報学研究所 開発・事業部コンテンツ課目録情報管理係 雑誌担当 

〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 
FAX：03-4212-2375，E-mail：gakuso@nii.ac.jp 

 
・報告時に送付するもの 
・報告内容についての説明，報告者の連絡先等を明記してください。 

 
 ・書誌レコードの詳細表示画面の画面コピー，ハードコピー等 
   新規作成  ：作成した書誌レコードの画面 

書誌修正  ：修正前の画面と，修正後の画面の両方を送付してください。 
タイトル変遷：関連する書誌レコードの画面 
 

 ・報告の根拠となった情報源 
   新規作成   ：書誌レコード作成時に使用した記述根拠号の規定の情報源箇所のコピー 
          等 

書誌修正  ：修正する根拠となった巻号・情報源箇所のコピー等 
    タイトル変遷：タイトル変遷と考えた根拠となった情報源箇所のコピー等 

変遷前誌・後誌の作成や修正を伴う場合にはそちらについても併せて御

報告ください。 
 
・情報源送付時の全般的な注意点 

①情報源コピーは片面 A4 サイズとしてください。縮小・拡大により，文字の判別が難しく

なる等の問題がある場合には，事前に御相談ください。 
②コピーによって，黒ずんだり，地色と紛れやすくなる等の恐れのある部分については，補

記するなどの対応をお願いします。 
③情報源上の表示を強調される場合は，マーカー等で塗りつぶすのではなく，アンダーライ

ン等で表現してください。 
④コピーだけでは情報源箇所が不明確な場合には，表紙，標題紙，裏表紙，奥付，標題紙の

裏，本文第一頁等のような，情報源箇所の名称を御記入ください。 
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⑤複数の巻号の情報源を同時に送付される場合には，巻次または年月次の表示に留意し，巻

次・年月次の判別が難しいと思われる場合には，補記するなどの対応をお願いします。 
⑥貴重書等で通常の複写が難しい場合には，デジタルカメラなどを利用して作成した画像

ファイル等を電子メールで送付いただいても構いません。 
 

（目録情報管理係） 
 
 
 
 

Z39.50 ゲートウェイサーバプロトタイプ版の公開終了 

 
NACSIS-CAT Z39.50 ゲートウェイサーバ プロトタイプ版は，正式運用開始後も，並行して提

供を続けてきました。 
 正式運用の開始から 2 年を経過していることから，平成 16 年 10 月 15 日をもって，プロトタ

イプ版の提供を終了しました。 
 

（目録情報管理係） 
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平成 16 年度第 2 回レコード調整の発送 

 
平成 16 年度第 2 回レコード調整連絡を，平成 16 年 11 月下旬に，関係各館に送付します。平

成 16 年 6 月から平成 16 年 10 月中旬までの処理分です。 
今回は，併せて，次の調整についても連絡します。 
連絡リストが到着の際は，内容を確認の上，すみやかに処理くださるようお願いします。 
 
1. リンクなし図書書誌レコード 
平成 16 年 10 月末日現在で，所蔵レコード・子書誌レコードともにリンクのない図書書誌レ

コード 3,468 件について，各作成館に連絡しました。 
   お送りしたリストをもとに貴館にて当該書誌レコードが必要かどうか確認の上，必要な場合

は，速やかに所蔵登録等を行ってください。不要な場合は，「削除予定レコード」に修正してく

ださい。平成 16 年 12 月 27 日時点で，今回連絡したもののうちリンクのないままのレコード

は，国立情報学研究所で一括して総合目録データベースから削除します。 
    
2. 3 階層以上の図書書誌レコード 
平成 16 年 10 月末日現在で，書誌階層が 3 階層以上の図書書誌レコード 380 件について，作

成館または修正館に連絡をしました。 
図書書誌レコードでは，「親書誌レコード（シリーズ名等）－子書誌レコード（各巻のタイト

ル等）」の 2 階層しか認められていませんが，「シリーズ名－中位のシリーズ名－各巻タイトル」

等の 3 階層以上のレコードが登録されています。 
レコード調整リストに該当書誌が掲載されていた場合は，現物資料から適切な書誌階層を確

認の上，速やかに 2 階層以下の書誌レコードに修正してください。 
また，リストには掲載されているものの，自館では 3 階層にした覚えがない，該当書誌レコー

ドが作成された当時のものと異なる，あるいは処理手順がわからない等，本件に関する御質問

等は，コンテンツ課目録情報管理係までお問い合わせください。 
 

（目録情報管理係） 
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HBZ との覚書の交換について 

 
国 立 情 報 学 研 究 所 は ， ド イ ツ 国 内 の 書 誌 ユ ー テ ィ リ テ ィ の 一 つ で あ る HBZ

（Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen: ノルトライン－ヴェスト

ファーレン州大学図書館センター）と目録システム間リンクに関する覚書を平成 16 年 10 月に取

り交わしました。 
これは，目録システム（国立情報学研究所の NACSIS-CAT と HBZ の HBZ-Verbundkatalog）

の Z39.50 プロトコルによる相互接続と目録データの相互交換の実現を目的としたものです。この

覚書では，NACSIS-CAT と HBZ-Verbundkatalog それぞれの参加館に対して，双方の目録デー

タの検索と，検索したデータによる書誌データの作成及びダウンロードを認めています。 
この覚書の実現に向けて，国立情報学研究所では平成 17 年度より HBZ との目録システム間リ

ンクの開発を行う予定です。 
 

（目録情報管理係） 
 
 
 
 

書誌ユーティリティ課題検討プロジェクトの発足 

 
平成16年度第1回国公私立大学図書館協力委員会常任幹事会と国立情報学研究所の業務連絡会

において，「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト」を設置することが承認され，第 1 回の会

議が平成 16 年 9 月 24 日，国立情報学研究所にて開催されました。 
このプロジェクトは，NACSIS-CAT を世界に誇れる CJK 書誌ユーティリティとして発展させ

るため，重複書誌レコードの問題をはじめ，現在課題となっている事項について，現実の業務内

容に基づく業務分析と具体的な解決策を検討することを目的としています。メンバーは，大学図

書館，国立情報学研究所の職員から構成されています。 
今後，このプロジェクトにおいて図書・雑誌・ILL の各業務の現状分析を行うため，参加館へ

の実地調査を予定しています。調査の際には，御協力をお願いします。また，同プロジェクトで

は雑誌所蔵レコード自動更新作業（ハーベスティング）のプロトタイプの検討，講習会及び研修

の体制とその内容の見直しも予定しています。 
 

（目録情報管理係） 
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「教科書に関する取扱い及び解説（案）」及び 

「コーディングマニュアル（教科書に関する抜粋集）（案）」 

の検討状況について 

 
本誌 14 号で「教科書に関する取扱い及び解説（案）」「コーディングマニュアル（教科書に関す

る抜粋集）（案）」を公開し，各参加機関から御意見・御質問等をお寄せいただきました。 
平成 16 年度「教科書の取扱いに関する検討会議」では，これらの意見をもとに，再度検討を

行い，現在，「教科書に関する取扱い及び解説」「コーディングマニュアル（教科書に関する抜粋

集）」の最終案をまとめています。 
成案になり次第，ホームページ及び本誌にて広報する予定です。 

 

（目録情報管理係） 
 
 
 
 

CAT データ整備のお知らせ 

 
本誌 14 号でお知らせしていた NACSIS-CAT のデータ整備のうち，次の点が完了しました。 

 
・ ペルシャ語レコードのデータ整備 

【作業件数】 計 2,098 レコード 
      【作業内容】タイトルの原綴化，翻字形の間違いの修正 

 
該当のレコード ID については，以下の URL に掲載していますので参照ください。 

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_mente_2004.html 
 

（目録情報管理係） 
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ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告 
（平成 16 年度第 1，2 四半期） 

 
平成 16 年 4 月より運用を開始した ILL 文献複写等料金相殺サービスの第 1 四半期，第 2 四半

期の処理結果について以下のとおり御報告します。 
NACSIS-ILL 業務における会計処理の負担軽減と，業務の高度化による図書館サービス向上の

支援を大きな目標として，順次御参加いただいているところです。 
新規の参加申込みは月極めで随時受け付けていますので，以下の WWW ページで概要を参照の

上，参加の御検討をよろしくお願いします。 
 

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/nill_info_sousai.html 
 
 
平成 16 年度第 1 四半期（平成 16 年 4 月～6 月） 
・利用機関数：490 
・処理対象 ILL レコード件数：226,145（NACSIS-ILL 総レコード件数：299,743） 

  対債務機関 対債権機関 

機関数 324 166 
NII の請求額/支払額 26,078,187 ▲ 20,911,590 

相殺金額 22,140,687 ▲ 22,140,687 
運営費（税込） 3,937,500 1,207,500 
前期債権繰越額 0 0 
振込手数料 --- 19,089 

内
訳 

次期繰越分 --- 2,508 
 
 
平成 16 年度第 2 四半期（平成 16 年 7 月～9 月） 
・利用機関数：523 
・処理対象 ILL レコード件数：236,112（NACSIS-ILL 総レコード件数：294,407） 

  対債務機関 対債権機関 

機関数 347 173 
NII の請求額/支払額 23,050,672 ▲ 22,763,159 

相殺金額 22,854,467 ▲ 22,854,467 
運営費（税込） 196,875 63,000 
前期債権繰越額 ▲ 670 ▲ 1,838 
振込手数料 ---  28,581 

内
訳 

次期繰越分 --- 1,565 
     ※ 債務，債権ともに発生しなかった機関が 3 機関あった 
 

（学術情報サービス係） 
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グローバル ILL の新展開 

－日韓 ILL/DD 暫定サービスの運用開始－ 

 
平成 16 年 11 月 22 日より，KERIS（韓國教育學術情報院：Korea Education & Research 

Information Service）との連携による，日韓両国の大学間の ILL/DD（ドキュメント・デリバリー）

暫定サービスを開始します。 
国立情報学研究所では，国立大学図書館協会の GIF（Global ILL Framework）プロジェクト

との連携により，平成 14 年 8 月に米国 OCLC と ILL システム間リンクを実現し，日米大学間の

ILL/DD サービスとして，国際的な ILL 業務の運用（グローバル ILL）を進めてきました。 
日韓 ILL/DD 暫定サービスにおいても，その円滑な運用により，日韓両国の大学における教育・

研究の支援にさらに貢献することを目的としています。 
暫定サービスの開始に先立ち，平成 16 年 7 月から 9 月にわたり運用テスト（日本 4 大学，韓

国 5 大学）を実施しました。運用テストの結果を受けて，平成 16 年 9 月 16 日に韓国ソウルで日

韓 ILL/DD 担当者合同会議が開かれ，11 月からの日韓 ILL/DD 暫定サービス開始が合意されまし

た。 
この暫定サービスについては，平成 16 年 10 月 20 日付けで国公私立大学図書館協力委員会よ

り，開始に関する通知文書が各大学へ送付されています。詳細および申込み方法については，以

下 URL の GIF プロジェクト関連ページを参照してください。 
 

URL : http://www.libra.titech.ac.jp/GIF/P-and-I/Korea-Japan/ 
 
 
なお，日韓 ILL/DD 暫定サービスにおける料金決済は，国立情報学研究所の「ILL 文献複写等

料金相殺サービス（以下，ILL 料金相殺サービス）」によって処理されます。ILL 料金相殺サービ

スに未参加の場合は，併せて利用の申込みをしてください。ILL 料金相殺サービスの申込み方法

については，以下の WWW ページを参照してください。 
 

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/nill_info_sousai.html 
 

 
（学術情報サービス係） 
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ILL 用参照ファイルの導入（KERISB，KERISS） 

 
平成 16 年 11 月 22 日からの日韓 ILL/DD 暫定サービス運用開始に伴い，NACSIS-ILL におい

て韓国 KERIS（Korea Education & Research Information Service）の目録データベースを参照

することを可能としました。参照可能なデータベース（ファイル）名は以下の 2 種類です。 
 
・KERISB（KERIS 図書目録データベース） 
・KERISS（KERIS 雑誌目録データベース） 
 
ローカルシステムでこれらのデータベースを使用可能にするための環境設定等については，シ

ステム開発メーカーと御相談ください。 
なお，当面は日韓 ILL/DD 暫定サービスのための参照のみに利用を限定します。 
 

（学術情報サービス係） 
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学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト 

 
平成 16 年 6 月から「学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト」を開始しま

した。学術機関リポジトリ（Institutional Repository）とは「大学および研究機関で生産された

電子的な知的生産物を捕捉し，保存し，原則的に無償で発信するためのインターネット上の保存

書庫」です。本プロジェクトは，国内における学術機関リポジトリ構築先行事例の研究と構築ソ

フトウェア（DSpace 及び GNU EPrints）の稼動実験を通じて，その構築と運用に関するノウハ

ウを蓄積し，国内各大学における学術機関リポジトリの円滑な構築・運用を支援するものです。 
プロジェクトの概要について以下の通り，御報告します。 

 
1．参加機関 

北海道大学，千葉大学，東京大学，東京学芸大学，名古屋大学，九州大学 
 
2．これまでの活動内容 
（1）NII-IRP ワークショップ（平成 16 年 6 月 14 日（月）～19 日（土） 国立情報学研究所及

び軽井沢国際高等セミナーハウス） 
 学術機関リポジトリについての基礎的な理解を共有し，その構築に必要な技術情報を身に

付けることを目的とし，学術機関リポジトリの構築・運用にあたっての課題の洗い出しを行

うとともに，後半は軽井沢国際高等セミナーハウスでの合宿において，各参加機関で試験環

境への DSpace，GNU EPrints の導入実験を行いました。 
（2）中間報告会（平成 16 年 9 月 7 日（火） 国立情報学研究所） 

各館における稼動実験の現況を確認し，併せて，国内で同種の取組みを進めている国立大

学図書館協会学術情報委員会デジタルコンテンツ・プロジェクト及び研究グループ

「REFORM：電子情報環境下における大学図書館機能の再検討」の方々との情報交換・意

見交換を行いました。 
 

3．今後の予定 
平成 16 年 11 月 24 日～25 日 Stevan Harnad 氏*との懇談会 
平成 17 年 1～2 月  最終報告会 
平成 17 年 3 月  報告書公開 
* ケベック大学カナダ政府基金講座教授（兼サウサンプトン大学教授）。オープンアクセス運

動の積極的な推進者。 
 
学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクトの詳細については以下の WWW

ページを御覧ください。 
 

URL : http://www.nii.ac.jp/metadata/irp/ 
 

（学術情報形成第二係） 
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会議開催報告（平成 16 年 6 月～平成 16 年 11 月） 

 
平成16年度第1回 国立情報学研究所図書館情報委員会 
 
[日時] 平成16年7月30日（金）10:00-12:00 
[場所] 国立情報学研究所 12階会議室（1204） 
[議事] 

1．小委員会の設置について 
2．CAT/ILLの現状報告，中期計画について 
3．メタデータ・データベースの現状報告 
4．その他 

 
 
ドイツ国内NACSIS-CAT参加館担当者会議 
 
[日時] 平成16年8月9日（月）11:00-16:30 
[場所] 国際交流基金 ケルン日本文化会館（ケルン） 
[議事] 

1．HBZとの打合せに関する概要説明及び質疑応答 
2．NACSIS-CAT業務の動向について 
3．その他 

 
 
平成16年度 国公私立大学図書館協力委員会常任幹事会と国立情報学研究所との業

務連絡会 
 
[日時] 平成16年8月31日（火）10:00-12:00 
[場所] 国立情報学研究所 22階会議室 
[議事] 
審議事項 

1．NACSIS-CAT/ILLの品質管理等の課題解決に向けて 
2．その他 

報告事項 
1．ILL文献複写等料金相殺サービスの第1四半期処理報告 
2．その他 
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学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト中間報告会 
 
[日時] 平成16年9月7日（火）10:00-17:00 
[場所] 国立情報学研究所 20階講義室1 
[議事] 

1．基調講演 土屋俊（REFORM研究グループ・千葉大学教授） 
2．意見交換会（小グループ） 
3．活動内容紹介 

国立情報学研究所 学術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実験プロジェクト 
研究グループ「REFORM：電子情報環境下における大学図書館機能の再検討」 
国立大学図書館協会 学術情報委員会デジタルコンテンツ・プロジェクト 

4．事例報告（早稲田大学） 
5．各大学現況報告 
6．今後の予定 
7．意見交換会（各プロジェクト，全体） 

 
 
日韓ILL/DD担当者合同会議 
 
[日時] 平成16年9月16日（木）13:30-18:00 
[場所] KERIS（韓国教育学術情報院）7階会議室（ソウル） 
[議事] 

1．日韓ILL/DD運用テストの結果報告及び意見交換 
2．日韓ILL/DD暫定サービスに関する提案及び検討 
3．料金決済処理（ILL文献複写等料金相殺サービス）について 
4．その他 

 
 
第1回 書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト 
 
[日時] 平成16年9月24日（金）15:00-17:40 
[場所] 国立情報学研究所 12階会議室（1204） 
[議事] 

1．NACSIS-CAT/ILLの品質管理等の課題解決に向けて 
2．その他 
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平成16年度 教科書の取扱いに関する検討会議 
 
[日時] 平成16年10月26日（火）14:00-17:00 
[場所] 国立情報学研究所 12階会議室（1201） 
[議事] 

1．NACSIS-CATへの教科書書誌入力基準の検討 
2．既存書誌レコードとの調整について 
3．その他 

 
 
平成16年度第1回 継続資料の取扱いに関する小委員会 
 
[日時] 平成16年11月4日（木）15:00-17:00 
[場所] 国立情報学研究所 12階会議室（1204） 
[議事] 

1．継続資料の取扱いに関する小委員会の審議内容について 
2．タイトル変遷における「重要な変化」「軽微な変化」の扱いについて 

 

 
日韓ILL/DD暫定サービス運用開始に伴う技術的打合せ 
 
[日時] 平成16年11月8日（月）14:00-17:30 
[場所] 国立情報学研究所 19階プレゼンテーション室（1904） 
[議事] 

1．運用開始準備の進捗状況確認 
2．韓国からのZ39.50検索環境の改善について 
3．ISO ILL対応システムの実装状況の確認 
4．その他 

 
（目録情報管理係） 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

大学図書館等関連事業説明会 ～ NII Library Week 2004参加申込書 

 

FAX:03-4212-2375 
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課 NLW2004 担当 宛 
 
 

     平成 16 年   月   日申込 

申込み内容 
該当するものにチェックしてください。 

□ 新規   □申込み内容の変更   □申込みの取消 

機関  

所属  

氏名  

電子メールアドレス  

電話番号                     （内線       ） 

FAX 番号  

 

 

希望会場 等 

 

 

御希望の会場にチェックしてください。 

□ 北海道地区会場  平成 16 年 12 月 17 日（金） 

□ 東北・関東地区会場  平成 16 年 12 月 14 日（火） 

□ 中部地区会場   平成 16 年 12 月 8 日（水） 

□ 近畿・中国・四国地区会場 平成 16 年 12 月 9 日（木） 

□ 九州地区会場   平成 16 年 12 月 7 日（火） 

参加人数（※） 名 

※ 課，係等をとりまとめて代表者が申し込む場合は，参加者の合計人数（本人も含む）を

記入してください。 
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