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新CAT/ILL システムの現状と今年度の予定

平成９年４⽉から，新CATシステムテスト⽤サーバの公開を⾏っています。今年度
は， 引き続き新CATシステム普及のための開発と新ILLシステムの開発・公開を⾏
う予定です。 以下，新CAT/ILLシステムの現状と今年度の予定についてお知らせし
ます。さらに詳細 な情報や最新情報を⼊⼿したい場合は，次の⽬録情報課ホームペ
ージをご覧になってくだ さい。
http://www.cat.op.nacsis.ac.jp/INFO/newcat/index.html

  なお，本号には平成８年度後半に開催した「新目録所在情報サービス全国説明会」の配 
布資料を再録しました。皆様の図書館システムの，新CAT/ILL システム対応の検討等にご 
活用下さい。 
 
(1) 新CATシステム・テスト用サーバの利用 
  これは，新CATシステムのクライアントを開発する上でテスト的に利用できるサーバで 
す。図書館システム開発業者および現サービスの利用者であれば利用可能ですが，あらか 
じめ申請が必要です。利用申請の方法については，上記目録情報課のホームページを参照 
して下さい。 
 
(2) APIの公開 
  APIとは，サーバとの間で新プロトコルCATPのやりとりをするクライアント機能を実現 
したプログラムです。先に公開した仕様書に基づき，センターでJava言語を用いて開発し 
たものを公開する予定です。 
 
(3) Java版新CATシステム・クライアントの公開 
  平成８年度にクライアントプロトタイプとして開発したものを，バージョンアップし， 
クライアントの１つのモデルとして公開する予定です。 
 
(4) 新ILLシステム関連 
  新ILLシステムサーバの開発および新ILLシステム・クライアントプロトタイプの開発を， 
平成９年度に行う予定です。公開は，平成９年度後半となります。 
 
(5)   その他 
　新CAT/ILLシステムに関する情報交換の場として，メーリングリストを作成し，システ 
ム開発メーカーおよび図書館の方々からの，ご意見ご質問を受付けています（FAXでご質 
問いただいても結構です）。主なご意見ご質問については，次号以降で紹介したいと思い 
ます。 
  現在，各開発メーカーとも，新CATシステム対応クライアントの開発を進め，平成９年 
後半から製品化されると聞きおよんでいます。各図書館においても，それぞれのメーカー 
の対応状況をご確認なさって下さい。 
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学術雑誌総合⽬録欧⽂編1998年版全国調査の開始

欧⽂編改訂のための全国調査を，今年度実施します。調査時点は平成９年（1997
年）11⽉１⽇現在とし，調査・編集の後，平成11年３⽉に改訂を完了する予定で
す。
調査の⽅法は，基本的に前回の和⽂編と同様にオンライン⼊⼒，磁気テープ，CD-
ROM全国調査システム（Windows版），データシートによる報告を予定していま
す。
調査開始にあたっては，全国調査説明会を7か所で開催します。全国調査説明会の
⽇程と出⽋の確認などについては，後⽇改めて連絡します。
前回和⽂編の調査同様，各図書館の皆様のご協⼒をお願いします。

 １．調査の範囲
  国内の⼤学・研究機関等で所蔵され，研究資料として扱われる欧⽂逐次刊⾏物。
いわゆる雑誌の他，年鑑・年報等も収録対象に含めます。原則として他機関からの
⽂献複写依頼に対応できる資料を対象としますので，各機関の事情により利⽤請求
に応じられない資料については，データ提出の必要はありません。

 ２．調査時点
   平成９年11⽉１⽇現在

 ３．スケジュール（予定）
 (1)  平成９年６⽉〜９⽉ 全国調査⽤資料（予備版，調査⽤リスト等）の作
成。
(2)  平成９年10⽉            全国調査⽤資料の送付。
(3)  平成９年10⽉下旬〜 全国7か所で全国調査説明会を開催（札幌，仙台，東
京，
                   11⽉上旬   名古屋，⼤阪，岡⼭，福岡）。
(4)  〜平成10年３⽉     データ提出締切（オンライン接続館の場合はこの後
も可能）。
(5)  平成11年３⽉      欧⽂編の編集完了。欧⽂編1998年版の刊⾏。
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⽬録所在情報サービス利⽤に関するアンケート調査結果
の概要報告

５９号にこの記事を掲載した後、さらに⼀部確認調査を実施し、その結果を最終報
告として本誌６０号に掲載しています。そちらをご覧ください。

　新目録所在情報サービスの将来計画の参考とするために，平成９年４月，現行サービス 
接続機関の現状システムと今後の計画についての調査を行いました。今回の調査により， 
各接続館のインターネット環境への対応状況や新サービスへの対応状況を把握することが 
できました。調査にご協力いただいた方々には，この場を借りてお礼申し上げます。 
　以下，今回のアンケート調査結果の概要を報告します。 
 
1.依頼数・回答数 
  目録所在情報サービス接続５１０機関と接続予定８０機関に調査を依頼しました。回答 
率は８８％でした。 

機関種別 発送数 回答数 回答率

国⽴⼤学 98 97 99%

公⽴⼤学 41 35 85%

私⽴⼤学 276 251 91%

共同利⽤機関 12 9 75%

私短・⾼専 87 77 89%

その他 76 53 70%

合計 590 522 88%

2.利用端末台数の年次計画 
  現行サービス・新サービスに対応する端末台数の年次計画と，新サービスに対応する機 
関数を集計しました（具体的な計画が未定のため，平成９年度時点の端末台数しか記入し 
ていない場合は，それを平成10年度以降の現行サービス対応台数として集計）。早くも今 
年度に新サービスへの対応を計画している機関も多く，全体としては，漸次，新サービス 
に移行してゆく傾向が見てとれます。今後，図書館システムの将来計画や各図書館システ 
ムメーカーの対応が具体化してくれば，さらに新サービスへの移行が進むものと予想して 
います。 
  センターシステムについても，新サービス対応のシステム構成に移行が進みますので， 
各図書館の新システムへの早期移行をお願いする意味からも，引き続き新サービスの普及 
と充実に向けて，努力してまいります。 

平成９年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年

現⾏サービス台数 4,367 4,069 3,789 3,629 3,087 3,037

新サービス台数 251 908 1,211 1,418 1,981 2,111

新サービス機関数 31 75 97 114 129 131

3.接続形態・プロトコル 
　現行接続形態および通信回線変更後（概ね１～２年後）の接続形態，現行プロトコルお 
よび変更後のプロトコルを示します。今後は，学術情報ネットワーク（パケット交換網） 
からインターネットへ移行してゆく傾向，N-1およびVTSSからCATPへ移行してゆく傾向が， 
さらに強まると予想します。 

http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl/nl-60-04.html


 
現⾏ 機関数 変更後 機関数

Internet 307 Internet 379

・SINET (205) ・SINET (262)

・地域ネット等 (102) ・地域ネット等 (117)

学情パケット 126 学情パケット 76

ＤＤＸ－Ｐ 47 ＤＤＸ－Ｐ 31

ＩＮＳ－Ｐ 42 ＩＮＳ－Ｐ 36

ＤＤＸ－ＴＰ 2 ＤＤＸ－ＴＰ 1
 
現⾏ 機関数 割合 変更後 機関数 割合

ＣＡＴＰ 63 12%

ＶＴＳＳ 464 92% ＶＴＳＳ 426 84%

Ｎ－１ 42 8% Ｎ－１ 17 3%

合計 506 100% 合計 506 100%

  なお，N-1プロトコルについては，各汎用計算機メーカーともに，2000年をめどにサポ 
ートを止める可能性があるようです。N-1利用の図書館においては，できるだけ早期に， 
N-1後継プロトコルの検討を開始することをお勧めします。 
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総合⽬録データベース和洋統合に伴う注意点

  平成９年４月14日に，かねてからお知らせしていました総合目録データベースの和洋統 
合を実施しました。統合作業実施後は，検索対象データ倍増によるレスポンス低下もなく， 
順調に運用しております。 
 
  今回は，和洋統合に伴って生じたシステム操作上の注意点等について補足説明します。 
 
(1) 和資料関係レコードの表示順 
  和洋統合により，レコードID先頭のアルファベット２桁の識別子が洋資料の識別子に統 
一されました。これにより，和図書・和雑誌に関しては，簡略表示の際にID順で表示され 
ているレコードの表示順が，従来と異なることとなりました。従来は，最新レコードが常 
に最後に表示されていましたが，統合後は，最新レコードが統合前のレコードより先に表 
示されます。和図書所蔵レコードの場合，先頭の所蔵館が，必ずしも最初のレコード作成 
館とはなりませんので，書誌調整作業時にはご注意下さい。 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
  ｜　（和図書所蔵レコードの例）表示はレコードID順　　　　　　　　　　　　　　 
  ｜CC0126590196 （統合後の和図書所蔵ID。識別子部分が旧洋図書のCCと同一）  　　　 
  ｜CC0133528385 （同上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 
  ｜ CD0031095074 （統合前の和図書所蔵ID。識別子部分がCDのため，表示順が下になる） 
  ｜CD0176845061 （同上）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  ｜  * この場合，CDで始まる所蔵レコードの先頭のものが最初のレコードです。　　　 
　└──────────────────────────────────────┘ 
  また，図書・雑誌書誌の簡略表示，雑誌所蔵表示でも同様の表示順となります。 
 
(2) AKEY作成方法 
　書誌作成時のAKEYの作成方式は，次のようになりました。 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
  ｜TTLLがjpn でTRにヨミがある場合は和図書タイプのAKEY（1･3･5 および3･1･1･1 ）　 
  ｜を，それ以外の場合は洋図書タイプのAKEY（3･1･1･1 ）を作成します。　　　　　　  
　└──────────────────────────────────────┘ 
　よって，AKEYが正しく作成されるよう，必ずTTLLを入力するようにして下さい。 
 
　また，PTBLリンク作成時（Linkto Parent コマンド使用時）の親書誌検索用AKEYの作成 
方式は次のようになりました。 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
  ｜ PTBLのヨミがある場合は，そのヨミから洋図書タイプのAKEY（3･1･1･1 ）を，ヨミが 
  ｜ない場合は，データの先頭から洋図書タイプのAKEY（3･1･1･1 ）を作成し，親書誌を検 
  ｜索します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　└──────────────────────────────────────┘ 
　よって，和書で，リンク前のPTBLフィールドにヨミがなかった場合，これまで作成され 
たAKEYとのズレが起こるためヒットしません。LINKTO PARENT時は，必ずカタカナでヨミ 
を入れるか，作成されたAKEYを削除して検索しなおすかして下さい。 
　なお，LINKTO PARENT 時のAKEY自動作成については，廃止の方向で検討中です。 
 
(3) 書誌IDによる検索 
　書誌IDによる検索を行う時，書誌IDの先頭のアルファベット２桁の識別子を省略すると， 
その画面の既定値をセットし検索します。よって，和図書検索画面から和洋統合後の和図 
書を検索する場合は，「BA～」を先頭につけないと検索できませんので注意して下さい。 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
  ｜和図書書誌検索画面  →  既定値「BN～」｜和雑誌書誌検索画面  →  既定値「AN～」 
  ｜洋図書書誌検索画面  →  既定値「BA～」｜洋雑誌書誌検索画面  →  既定値「AA～」 
　└──────────────────────────────────────┘ 
 
　以上については，オンライン・システムニュースレター No.57，No.58 の関連記事も参 
照して下さい。 

No.57関連記事 No.58関連記事

(4) 和洋間重複書誌について（図書） 
  従来，和洋双方のファイルに登録されていた同一書誌については，重複書誌とみなし，通 
常と同様の処理をします。原則として先に作成された書誌を採用しますので，ID番号の大小 
で単純に判断できないケースではCRTDT等も参考にして下さい。 
　また，このようなケースでは，必ず規定の情報源のコピーを添えてご報告頂けるようお願 
いします。 
　例外として，これまでも和洋双方のレコード作成を認めてきた中国書，韓国・朝鮮語資料,  
音楽資料については，統合はしませんのでご注意下さい。 

http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/PUB/nl/nl-57-03.html
http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/PUB/nl/nl-58-05.html


 
  今回の和洋統合に伴う，利用マニュアル等の改訂については，順次対応してゆく予定です。 
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ＢＬＤＳＣからの受付番号付与

 NACSIS-ILLの利⽤者がBLDSCへ依頼をした場合，ILLレコードのID（LA番号）
を受付番号 とするしくみになっています。しかし，その図書館がNACSIS-ILLの利
⽤者であるという顧 客管理がBLDSCでされていない場合，依頼に対して通常の
ARTTelでの処理と同様，BLDSCが 受付番号を指定し，以後BLDSCではこの番号を
基に処理を⾏います。このため，REQUEST STATUS REPORT とILLレコードとの
照合ができない等の不具合が⽣じています。
 これに対処するため，今後BLDSCにより受付番号が付与された依頼レコードにつ
いては， 学術情報センターで，その番号を受付番号フィールド（ANO）に記載す
ることにしました ので，確認の際はそちらを御参照ください。  また，ILLレコー
ドIDが受付番号とならない図書館は，代理店を通じてNACSIS-ILL利⽤ 者であるこ
とをBLDSCに確認してもらうようにしてください。
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総合⽬録委員会・総合⽬録⼩委員会の開催

〔平成８年度第２回総合⽬録委員会〕

 標記委員会を平成９年３⽉７⽇（⾦）１４︓００〜１７︓００に開催しました。
 今回の委員会では，⽬録情報関係の事業報告の後，
  １．⽬録所在情報データベースのサーバ移⾏   ２．新⽬録システムの開発
  ３．新⽬録所在情報サービス説明会について
  ４．複写データ処理センターについて
  ５．平成８年度⽬録情報関係システム開発計画について
  ６．平成８年度教育・研修事業報告について
  ７．学術雑誌総合⽬録欧⽂編の調査について
  ８．平成９年度教育・研修事業計画について
  ９．平成８年度総合⽬録⼩委員会の審議経過について
 について，審議・報告が各々⾏われました。⼩委員会の審議経過については各委
員より活発な意⾒が出され，特にネットワーク上の資源への対応については継続し
て検討していくことが確認されました。 

〔平成８年度第３回総合⽬録⼩委員会〕

 標記委員会を平成９年３⽉６⽇（⽊）１４︓００〜１７︓００に開催しました。
 今回の委員会では，⽬録情報関係の事業報告の後，
  １．雑誌書誌コーディングマニュアルの作成について
  ２．「⽬録情報の基準」の改訂について
  ３．著者名典拠レコード修正指針について
  ４．中国語資料の取り扱いの検討について
  ５．総合⽬録データベースにおける電⼦ジャーナルの取り扱いについて
 について，各検討班からの作業状況報告がありました。さらに，各々の懸案およ
び平成９年度の作業計画について全体で検討が⾏われました。
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中国語資料データベース化検討ワーキンググループの審
議内容

〔平成８年度第３回中国語資料データベース化検討ワーキンググループ〕

    ⽇時 ︓ 平成９年２⽉１７⽇（⽉） １４︓００〜１７︓００

１．ＵＣＳコードの記号類の整理について
  分数，ローマ数字，丸付き⽂字等ＵＣＳコード中の記号類の使⽤の可否につい
て検討した。
２．⽂字⼊⼒の環境について
  ＵＣＳ採⽤後における既存書誌の扱い，ＪＩＳ Ｘ ０２０８など従来の⽂字
コードの下での⽂字の表⽰，登録⽅法について検討した。既存の中国書のデータを
暫定書誌ファイルとして，別扱いにするという提案がなされた。
３．ＣＨＩＮＡＭＡＲＣの分析について
  ＣＨＩＮＡＭＡＲＣの特性について検討した。

〔平成８年度第４回中国語資料データベース化検討ワーキンググループ〕

    ⽇時 ︓ 平成９年３⽉１３⽇（⽊） １４︓００〜１７︓００

１．ＵＣＳコードの記号類の整理について
  ＵＣＳコード中の記号類の使⽤の可否について，前回と同様の検討を⾏った。
２．中国名著者名典拠レコードの作成指針について
  中国名著者名典拠レコードに関し，作成する単位，作成する範囲，標⽬の作成
指針，ヨミの記録⽅法，参照形として採⽤すべき名称について検討した。
３．暫定書誌ファイルについて
  前回提案された暫定書誌ファイルの具体的な位置付けについて検討した。

〔平成９年度第１回中国語資料データベース化検討ワーキンググループ〕

    ⽇時 ︓ 平成９年６⽉１０⽇（⽕） １４︓００〜１７︓００

１．ＵＣＳコードの記号類の整理について



  ＵＣＳコード中の記号類の使⽤の可否について，前回と同様の検討を⾏った。
２．中国名著者名典拠レコードの作成指針について
  中国名著者名典拠レコードについて，前回と同様の検討を⾏った。
３．書誌記述の基準について
  中国書の書誌記述の基礎的な問題点を確認した後，各委員の分担により書誌記
述の基準の原案の作成作業に⼊ることになった。
４．ヨミの分かちについて
  ヨミの分かちの必要性について意⾒交換を⾏った。
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