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研修について
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目的
大学図書館等の活動を活性化するため、大学図書館等の職員が、今後の図書館の企画・活動を担う要
員となる上で必要な、図書館業務の基礎知識・最新知識を修得する。

到達目標
国内外の大学図書館等における最新の動向や事例を学び、図書館業務の推進および改善について、主
体的に考えることができるようになる。

（短期研修概要ページより）



研修について
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目録の講義を受講すると、どうして大学図書館等の活動が活性化するのか？あ
るいは、今後の図書館の企画・活動に資するようになるのか？

（私のイメージ）
資料を組織する過程で、当該資料全体あるいは他種資料も含めた学術資源全体
を見渡すことになり、資料ごとの特性や提供方法、利用のされ方も含めて、資
料を取り巻く多くの立場・視点に立った施策・方法論を検討することになる。
その中でどこに力点を置き、今後どこに取り組まねばならないのかが理解でき
るようになり、求められる大学図書館活動に向けてかじ取りできるようになる
ため。



「目録」とは
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「目録」とは
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目録（もくろく・catalog）
“利用者が図書館で利用可能な資料を発見・識別・選択・入手できるよう，資料
に対する書誌データ，所在データおよび各種の典拠データを作成し，適切な検
索手段を備えて，データベース等として編成するもの”（『日本目録規則2018年
版』用語解説）．通常，所蔵機関が図書館以外の場合にも目録と呼ぶ．日本の
習慣では，目録が書誌の意味で用いられることが多い．本来の目録は，特定の
資料の所在を確認したいときに利用される．形態により，冊子目録，カード目
録，オンライン目録などの種類に分かれる．

（「図書館情報学用語辞典」第5版。JapanKnowledgeより。下線は追加）



「目録」とは
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書誌（しょし・bibliography）
何らかの基準で選ばれた図書，論文，記事などの資料一点一点の特徴を分析して，その特徴を
一定の記述規則に基づき書誌データ（図書ならば，著者名，タイトル，出版地，出版者，出版
年，ページ数など）に表現し，これらのデータを探索しやすいように排列したリスト．二次資
料の一種で，文献リスト，文献目録ともいう．全国書誌，全国的販売書誌などの一次書誌，選
択書誌，主題書誌，個人書誌などの二次書誌，「書誌の書誌」などの三次書誌に区分できる．
現在では記録媒体が多様化し，電子的資料，その他の形態の資料を収録対象とするものも書誌
とみなすことがある．書誌そのものの媒体も限定されず，カード形態でも電子メディアでもよ
い．書誌は文献の存在と書誌データを知らせるものであって，文献の所在も明示している目録
とは区別される．冊子形態の書誌は，排列方式と索引の有無・種類が検索効率に影響し，それ
ぞれの書誌の特徴となっている．
（「図書館情報学用語辞典」第5版。JapanKnowledgeより。下線は追加）



「目録」とは
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典拠コントロール（てんきょこんとろーる・authority control）
書誌的記録（書誌レコード）の統制形アクセスポイント（標目）となる個人名，団体
名，著作の優先タイトル（統一タイトル），件名などの典拠形を定め，それらが一貫
して使用されるよう維持管理すること．機械可読形の目録データベースでは，統制形
アクセスポイントの典拠形（典拠形アクセスポイントまたは統一標目と呼ばれる），
その異形（異形アクセスポイントまたは参照と呼ばれる），典拠形選定の根拠となっ
た情報源などを構成要素とする典拠レコードを用い，書誌レコードとの間にリンクを
形成することで，アクセスポイントの統一的使用を図ることができる．典拠コント
ロールは，目録データベース中にすでに存在する書誌レコードの検索漏れを防ぎ，重
複レコードの発生を抑えることに有効であるため，書誌ユーティリティなどにおける
データベースの品質管理にとって不可欠な機能である．
（「図書館情報学用語辞典」第5版。JapanKnowledgeより。下線は追加）



「資料」とは
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図書館資料（としょかんしりょう・library material）

図書館が収集し，整理し，利用者に提供する資料．図書館資料は，必ずしも博物館資
料や文書館資料と排他的な概念ではない．しかし，一般的にいえば，人間が作りなし
た作品（work）のうち，実体的なものが博物館資料となり，記号で表現される平面的
な形態を持ったものが図書館資料となる．同じく平面的な文書館資料は，作品という
よりも，ある意思決定の結果の記録である．記号で表現された作品は，近代において，
アクセスをより容易にするために複製技術を取り入れて頒布されるようになった．こ
うして現在，図書館が扱う主たる対象は，印刷・製本技術を始めとして，写真技術，
視聴覚資料作製技術などを利用して大量に複製され配布される記録物である．

（「図書館情報学用語辞典」第5版。JapanKnowledgeより。下線は追加）



「資料」とは
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（前スライドより）
図書館が扱う主たる対象は，印刷・製本技術を始めとして，写真技術，視聴覚
資料作製技術などを利用して大量に複製され配布される記録物である．

⇒図書、雑誌、視聴覚資料



「資料」とは
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• 次のものは図書館の資料ではない？
稀覯本、手稿、写真、書画、絵画、家系図、軸物、電子ジャーナル、電子
ブック、学位論文、研究論文、教育用教材、機関リポジトリコンテンツ、公
開用教材、専門的データベース（自家製）、研究データ、オープンアクセス
ジャーナル …



「図書館資料費」から見る資料
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大学図書館の資料費の割合
（R3学術基盤実態調査より）
• 電子ジャーナル、データ
ベース、電子書籍：63％

• 図書、雑誌：34％

⇒投下される資金の多寡
に目録の優先度は影響を受
ける？

電子ジャーナル
46%

データベース
13%

電子書籍
4%

図書
19%

雑誌
15%

その他
3%

図書館資料費



コレクション・グリッド
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⇒希少性の高低、管理責任
の大小は目録の範囲・優先
度に影響を与えるか？

竹内比呂也「国立大学図書
館ビジョン 2020の構成とね
らい」スライド7

https://www.janul.jp/sites/d
efault/files/2019-
10/prof._takeuchi.pdf

https://www.janul.jp/sites/default/files/2019-10/prof._takeuchi.pdf


再び「目録」とは
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• 図書館資料かどうかにかかわらず、利用者の検索要求は存在する

⇒目録はどこまで拡がるのか？拡げられるのか？拡げるのか？



大学図書館の目録実務
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大学図書館目録実務の歴史
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京都大学の場合
• 明治32(1899)年～：小型カード（4.5×12cm）での目録カード作成

※昭和11(1936)年：閲覧室全焼による目録カード36万枚焼失
• 昭和39(1964)年～：標準カード（7.5×12.5cm）での目録カード作成開始
• 昭和58(1983)年～：国立国会図書館分類法採用（附属図書館）

※昭和62(1987)年：目録カード投棄事件（合計4回約2千枚）
• 昭和63(1988)年～：オンラインでの目録情報入力開始（附属図書館）
• 平成3(1991)年～：オンラインでの目録情報入力開始（全学）



全国総合目録
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NACSIS-CATの場合
• 国立国会図書館オンライン（NDL ONLINE）と並ぶ国内最大の書誌ユーティ
リティ

※ OCLC WorldCat ：図書書誌数 500,000,000以上 （2022.4時点）

図書書誌 雑誌書誌 著者名典拠
NACSIS-CAT 12,270,565 359,356 1,814,287

NDL-ONLINE 12,387,024
※図書書誌＋非図書系資料

273,389
※雑誌＋新聞

1,357,132



全国総合目録
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NACSIS-CATの場合
• 1985年：東京大学文献情報センターにて、目録所在情報サービス（NACSIS-

CAT）提供開始
• 1986年：学術情報センター設置
• 1992年：NACSIS-ILLシステム提供開始
• 1998年：NACSIS Webcat提供開始（2013年終了）
• 2000年：国立情報学研究所（NII）設置
• 2020年：CAT2020適用
• 2023年：新NACSIS-CAT/ILL運用開始



総合目録
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• OCLC WorldCat
https://www.worldcat.org/

• 国立国会図書館サーチ
https://iss.ndl.go.jp/

• 地域
「K-Libnet」（京都府）、「大阪府Web-OPAC横断検索」（大阪府）、…

• 冊子
「学術雑誌総合目録」「国書総目録」

もちろん、これらはごく一部。様々な総合目録が存在する

https://www.worldcat.org/
https://iss.ndl.go.jp/


目録実務の流れ
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京都大学の場合
• 図書
選書 → 発注 → 検収（支払） → 目録業務（書誌・所蔵登録、分類付与、装
備） → 配架

• 雑誌
選書 → 発注 → 検収 → 目録業務（所蔵登録、装備。初回のみ書誌登録、分類
付与） → 配架
※前払い、後払いにより少し変化あり。製本により個別所蔵の修正あり。



目録実務の流れ（余談）
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京都大学の場合
• 電子ブック
選書 → 発注 → 検収（支払） → ERMS登録 → 目録DBへのデータ追加 → 提供
※書店提供MARC等を目録DBに活用

• 電子ジャーナル
選書 → 発注 → ERMS登録 → 目録DBへのデータ反映 → 提供
※ ERMSデータを目録DBに流用



目録登録の流れ
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NACSIS-CATの場合
• 共同目録作業が前提の流れだが、
単館運用でもそう変わらない

「4.登録総論」「2014年度目録システ
ム講習会テキスト（図書編）」
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/
cat/text_index#section-1_1

https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/text_index#section-1_1


目録登録の流れ
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NACSIS-CATの場合
• 図書と雑誌で異なるリンク
関係を持っている

「4.登録総論」「2014年度目録システム講習会テキスト（図書編）」
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/text_index#section-1_1

https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/text_index#section-1_1


書誌同定、書誌作成
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• 刷り違いは同一扱い、版違いは別書誌
⇒内容に違いがあれば別物扱い

• あれば使う、無ければ作る
⇒複本はなるべく寄せる

• あっても情報が足りなければ足す。リンクもする
⇒アクセスポイントは多い方が良い（カード目録との違い）

• （NACSIS-CATでは）書誌調整は不要
⇒ 2020年より運用変更



所蔵作成
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• 図書は個別所蔵、雑誌は一括所蔵
⇒雑誌の個別所蔵を管理やサービスに活用する場合も

• 状態や取扱い等、個別の状況を記録しておくと、管理が容易に
• 書架分類の記入法も統一しておくと、分析が容易に

⇒これらは全て機械的には同じものとは判断できない
「492.29||M||2-3」「492.29||M||2(3)」「492.29||M||2||3」
「492||29||M||2-3」「492||29||M 2-3」



書架分類の決定、装備、付録処置
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• 類書の分類（配置）状況から書架分類を決定
⇒書架分類は書架作りの肝。類書が泣き別れにならないように
⇒複数の分類が付与可能な資料をどう置くかが書架の個性になる
⇒⇒デジタル目録では...？

• ブックジャケットの取扱い。磁気テープ。RFID。隠し印…？
• 付録は本体に貼付？別置き？

⇒付録の情報は意外に書誌にも所蔵にも記録されていないことも



検索
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• 書誌に記述（データ登録）すれば、すべて検索できるようになるわけではない
• 同じデータ群でも、違うシステムだと、検索結果は変わる（インデクスの範囲）
• キーワード検索なら、なんでも検索してくれるわけではない（検索対象の選別）
• そもそも検索対象にならないデータもある

⇒検索させたいデータは、検索対象項目に格納されているか？
⇒期待した検索方法、検索語でヒットするようにシステムは調整されているか？
⇒⇒（担当分野の）利用者の検索行動と検索システム/データは合致しているか？
⇒⇒⇒利用者が使いやすい目録システムの実現



分類、件名、タグ
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• 分類（記号）：分類表を使って決定した記号
⇒日本十進分類表、国立国会図書館分類表、デューイ十進分類表、等

• 件名：件名標目表を使って決定した単語
⇒基本件名標目表、国立国会図書館件名標目表、等

• タグ：独自に設定した記号/単語
⇒使用の可否も含め、主に使用するシステムに依存する

⇒情報源の制約を受けずにアクセスポイントを設定できる
⇒使い方によっては、検索・利用を促進する強力なツールになる



目録の学習
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（後述、研修の項目で触れます）



目録外注
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大型寄贈、文庫受入、未入力資料登録処理等で大量の目録登録が必要となった
場合、外部業者の協力を得て、一括で目録登録を行う場合がある。通常の目録
登録の流れとは変わるが、一つ一つの手順は単純なものであることが多い。
以下は、簡単な流れとポイントの解説

整理計画
• 大量な資料をどのように整理するかの計画を立てる
• 全体を見渡せる簡単なものでよい



目録外注
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資金調達
• まとまった予算が必要となるため、手配できる先を調査し、打診する
• 公開予定のコレクション等、公益性の高いものであれば、助成金を狙って申請する
のも一つの方法。図書館振興財団や文化庁助成金等、対象は様々

• クラウドファンディングも組織によっては選択可能か

リスト、仕様書作り
• 外注交渉のツールとなる対象となる資料群のリストを作る
• 外注したい内容をまとめた仕様書を作る。業者の作業場所、資料の搬入出など実際
の作業を想定した具体的なものが良い



目録外注
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外注調査、交渉、業者決定
• 対応可能な業者を調査する。出入りの書店や実績のある図書館に相談するのも可

• リスト、仕様書をもって、見積もりを依頼する。見積もり合わせが必要であれば、
複数業者に交渉する

• 業者決定後の打ち合わせはなるべくやっておいた方がいい。イメージのすり合わせ
が出来ているかは、結果に影響する（最悪、追加費用の発生も）

業者作業
• 意外に、業者の作業中はやることがない



目録外注
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目録データ納品、データ公開
• 業者から納品されたデータを、自館の図書館システムに投入する。多くの図
書館システムでは一括投入の方法が整備されているので、予めシステム業者
と相談し、投入データのフォーマットを定めておくとよい。仕様書段階で確
認できているとなおよい

報告、広報
• 助成金による実施であれば報告書を、そうでなくても大口の作業を完了し、
新たなリソースを公開したということで、広報は行っておく。プレゼンス向
上に資するかも



目録研修
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目録を学ぶことは資料をより深く知ることであり、その資料を必要とする人に
どのようにつなげていくかを考えることである。担当者が目録業務を遂行する
だけでなく、司書の基礎的知見として目録を学ぶ機会となる研修を開催するこ
とも、ぜひ検討してほしい。
以降は、近年携わった内部向け目録研修で見聞きした事例から



目録研修

35

• 100分の座学より、10分の実習の方が理解が早く、効率もいい
⇒細かい規則を参照しながら書誌記述を行うのは、やはり実地作業が最適
⇒一コマ限りの講義より、実務をイメージしたOJT的実習の方が、身につく

• 業務上の課題、問題意識に寄り添う
⇒研修参加者の課題意識に対応した内容にすると、理解も深まる

• 図書/雑誌の目録記述を通して、メタデータ採取をイメージするとよい
⇒目録とメタデータの共通点を理解することで、今後より接することが多く
なるであろうメタデータの取扱いにもスムーズに着手できるようになる

• 目録を勉強したいと思っている職員は意外に多い



目録研修
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学習教材（自習用を含む）
• NACSIS-CAT/ILLセルフラーニング教材（CAT編）

https://contents.nii.ac.jp/hrd/cat_sl/2015
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/slcat#138
⇒目録システム講習会の内容を教材化したもの。考え方や手順は大変参考に
なる。自由に利用可（申請不要）

• 図書館情報学「資料組織法」関係書籍
⇒類書は多く、比較的出版年が古いものでも現役で使える。書誌学関係の書
籍も有用（例えば「高野彰『洋書の話』丸善,1991刊（※新版あり）」は今で
も十分読み応えのある資料だが、事務室の端で埃をかぶっていたりする）

https://contents.nii.ac.jp/hrd/cat_sl/2015
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/slcat#138
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学習教材（自習用を含む）
• Web NDL Authorities

https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna
⇒国立国会図書館の典拠データ、分類表、件名標目表等の利用が可能

• 日本目録規則 2018年版
https://www.jla.or.jp/committees/mokuroku/ncr2018/tabid/787/Default.aspx
⇒各章ごとにPDFとして公開。国立国会図書館でもポイント解説あり
⇒⇒日本目録規則2018年版のポイント（NDL、2022.7公開）
⇒⇒ https://www.ndl.go.jp/jp/library/training/remote/NCR2018.html

https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna
https://www.jla.or.jp/committees/mokuroku/ncr2018/tabid/787/Default.aspx
https://www.ndl.go.jp/jp/library/training/remote/NCR2018.html


目録研修

38

学習教材（自習用を含む）
• 過去の本研修の「目録」講義

https://contents.nii.ac.jp/hrd/librarian
⇒目録の業務内容は各館ごとの独自性が強いものの、基本的な共通ルールと
なっている部分について全体として陳腐化がしにくく、年代が古いと思われ
る教材も現役で扱われることが多い

• その他、様々な資料/ツールがWeb上には存在

https://contents.nii.ac.jp/hrd/librarian


総合目録の行方
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CAT2020

40

NACSIS-CATの軽量化・合理化を目指して2020年8月に運用が開始された。
https://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl2/No48/index.html

• 書誌作成単位の変更
• レコード調整の廃止
• 並立書誌
• RELATIONデータセットの導入
• PREBOOKデータセットの導入
• 書誌IDのプレフィックスの変更

詳細：https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/

https://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl2/No48/index.html
https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/


新NACSIS-CAT/ILL
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2023年1月から導入される新システム。システム停止期間が発生する予定。
主な変更点は次の通り（2022年6月末時点）
• 新規データのプレフィックス変更
• CATP/1.1スキーマバージョン1以前のサポート内容変更
• RELATIONの提供様式の変更
• Z39.50クライアント機能における利用可能なデータベースの変更
• CATPの「SEARCH」メソッドの制約追加
• Z39.50ゲートウェイ機能のSRUゲートウェイ機能への変更
• エンコーディングをUTF8、UTF8Eのみに変更



新NACSIS-CAT/ILL
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（前スライドと共に）「大学図書館向け学術情報システムを36年ぶりに一新。学術資料のデジ
タル化に対応した目録所在情報サービスを2022年から順次運用開始」（ニュースリリース
2021/06/17）
https://www.nii.ac.jp/news/release/2021/0617.html

https://www.nii.ac.jp/news/release/2021/0617.html


これからの学術情報システム…
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「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）
【ドラフト版】」2022年2月18日時点

https://contents.nii.ac.jp/korekara/about/sw_wg/documents
https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/korekara/2022-

02/korekara_sw20220218.pdf
• 作成：これからの学術情報システム構築検討委員会。「大学共同利用機関法
人情報・システム研究機構国立情報学研究所と国公私立大学図書館協力委員
会との間における連携・協力の推進に関する協定書」に則り設けられた「大
学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議」の下に、…（中略）…
平成24年に設置されました。

https://contents.nii.ac.jp/korekara/about/sw_wg/documents
https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/korekara/2022-02/korekara_sw20220218.pdf
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「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）
【ドラフト版】」2022年2月18日時点
• 経緯：「これからの学術情報システムの在り方について（2019）」で示され
た「方向性」を受け、大学図書館を中心とした各機関が教育・研究DX を実現
するために必要な諸課題について、メタデータに着目する形で具体化に向け
た検討を行ったものです。

• 状況：2022/2/18ドラフト版公開・意見公募開始、2022/4/30意見公募〆切、
正式版も公開予定



これからの学術情報システム…
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「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）
【ドラフト版】」2022年2月18日時点
• 要点：
統合的発見環境の実現
学術情報資源の共有の推進
メタデータの国際流通促進とセマンティックウェブへの対応
多様化する書誌データに対応できる人材育成

• 対象：物理的な資料、電子的な資料、デジタルな資料



これからの学術情報システム…
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「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）
【ドラフト版】」2022年2月18日時点
• 具体化（の一部。なお、あくまで提案）：

OCLCのパッケージシステム「CBS」の採用 (p.22)
NCR2018適用（日本語以外も） (pp.11-12)
著作の典拠コントロール導入 (pp.12-13)
MARC21への段階的な移行 (pp.12,22)
EJメタデータフォーマット拡張による機能強化 (pp.16-17)
デジタル資料の流通強化 (pp.20-21)
※各項目末のページ番号は上記文書ファイルに対応



これからの学術情報システム…
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「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）
【ドラフト版】」2022年2月18日時点

• 今年度中くらいに、成案化される？



展開する総合目録
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ERDB-JP

https://erdb-jp.nii.ac.jp/ja

• 大学図書館と国立情報学研究所との連携・協力推進会議提供
• 日本で刊行された電子リソースのデータ共有サービス
• 大学、出版社、ナレッジベースベンダが協力して作成（パートナー制度）。
ゲストユーザのデータ登録も可能（手順あり）

• CC0 1.0 Universal でメタデータ公開
• 商用ナレッジベース、CiNii Books、Google Scholarほかにメタデータ提供

https://erdb-jp.nii.ac.jp/ja


展開する総合目録
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IRDB
https://irdb.nii.ac.jp/
• 国立情報学研究所提供
• 日本国内の学術機関リポジトリに登録されたメタデータを収集し、提供する

DBサービス
• 収集対象は申請による（すべてのリポジトリが対象ではない）
• CiNii Research、NDLサーチ、医中誌Web、OAIster、商用ナレッジベースほか
にメタデータ提供

• 統計情報の利用も可能

https://irdb.nii.ac.jp/


展開する総合目録
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ジャパンサーチ
https://jpsearch.go.jp/

• 国立国会図書館提供
• 書籍、公文書、文化財、美術、人文学、自然史/理工学、学術資産、放送番組、
映画など、日本が保有する様々な分野のコンテンツのメタデータを検索、閲
覧、活用できるプラットフォーム

• 分野、地域のつなぎ役を通じて、アーカイブ機関と連携し、データ収集
• RDF（Resource Description Framework）に基づいたリンクトオープンデータ
としてメタデータ公開

https://jpsearch.go.jp/


展開する総合目録
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nihuBridge

https://bridge.nihu.jp/

• 人間文化研究機構提供
• 人間文化研究機構および連携機関が発信する多様な研究資源を共有・利活用
するためのポータルサイト。テーマ別リンク集と統合検索で構成される

• 機構および連携機関からデータ収集
• メタデータ提供は確認できず

https://bridge.nihu.jp/


展開する総合目録
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日本古典籍総合目録データベース
http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/

• 国文学研究資料館提供
• 日本の古典籍の総合目録。『国書総目録』（岩波書店刊）の継承・発展を目指して
構築され、古典籍の書誌・所在情報を著作及び著者の典拠情報と共に、古典籍画像
情報も併せて提供

• 日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築事業（歴史的典籍NW事業）に
より拠点大学等からデータ収集

• 人文学オープンデータ共同利用センター（CODH）と連携し、オープンデータセッ
トとしてメタデータ等を公開

http://base1.nijl.ac.jp/%7Etkoten/


目録の射程
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目録の射程
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⇒実務方針が確立してい
ない資料をどのように取
り扱うか



目録の射程
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• オープンなウェブ情報資源（OAジャーナル、オープンリポジトリ、オープン
教材）
⇒ ERDB-JP、IRDB、Google、...

• ライセンス契約資料（電子ジャーナル、電子ブック）
⇒電子リソース管理サービス（共同利用システム）

• 機関内で生み出された情報資源（研究論文、学位論文、研究データ、教材
等）
⇒［各大学での取り組み（DB化？既存に相乗り？）］

⇒⇒学内外の取り組み（目録情報）と利用者をどうつなげるか



目録の射程
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国立大学図書館の基本理念
国立大学図書館は，社会における知識基盤として，デジタル・非デジタルを問
わず，知識，情報，データへの障壁なきアクセスを可能にし，それらを利活用
するための環境を利用者に提供することで，教育の質保証，研究力やイノベー
ション力の強化を推進する国立大学の教育研究活動を支え，社会における新し
い知の共有や創出の実現に貢献する。



目録の射程
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重点領域１．知の共有：蔵書を超えた＜知識や情報＞の共有
国立大学図書館は，知の共有という観点から，大学における教育・研究に必

要な知識及び情報を教育研究活動のサイクルに即して適切かつ網羅的に提供す
る必要がある。紙の図書や雑誌等によって構築された従来の蔵書に加え，電子
ジャーナルや電子書籍，教材や研究論文・研究データといった教育研究成果，
さらにはオープンサイエンスの進展に伴って今後ますます充実することが予想
されるインターネット上にあって誰もが自由にアクセスできる有用なコンテン
ツをも対象とした知の共有のため，学術情報システムの高度化・情報発見環境
の整備などの方策を検討し，実現する。



目録の射程
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取り組みの先には仲間（図書館職員）がいて、お客さん（利用者）がいる
• J-CASTニュース 2022年07月19日11時35分
『ググって分からず図書館へ→2日で解決 こんなにすごい「レファレンスサービ
ス」』
「皆さんも活用してみては！すごいよ司書さん！！」
https://www.j-cast.com/2022/07/19441961.html?p=all
⇒『図書館であきらめかけていたら司書さんに声を掛けてもらった話。』

https://note.com/zimuing/n/n7a9fd8225e02

⇒皆さんのお仕事で喜んでくれる人がいます。そのことを忘れずに、これからも励ん
でください。

https://www.j-cast.com/2022/07/19441961.html?p=all
https://note.com/zimuing/n/n7a9fd8225e02


謝辞
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ご清聴ありがとうございました。
質問がありましたら、遠慮なくお寄せください。（事後のE-mailも可）
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URLは全て、2022/9/22時点で確認
• スライド13 図表「図書館資料費」

文部科学省「学術基盤実態調査」https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/jouhoukiban/1266792.htm
令和３年度大学図書館編 6 経費 1 図書館資料費 https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400601&tstat=000001015878&cycle=0&tclass1=000001164026&tclass2=0
00001164027&stat_infid=000032180945&tclass3val=0

• スライド14,56 コレクショングリッド
竹内比呂也「国立大学図書館ビジョン 2020の構成とねらい」スライド7
https://www.janul.jp/sites/default/files/2019-10/prof._takeuchi.pdf

• スライド17 京都大学の歴史
京都大学附属図書館六十年史
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/60his/MOKUJI.html
http://hdl.handle.net/2433/148402
第2章 図書の整理 第2節 目録、第3節 分類

京都大学百年史 : 総説編
【総説編】[第2編: 事務局・学生部・附属図書館] 第3章: 附属図書館
http://hdl.handle.net/2433/152986

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/jouhoukiban/1266792.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400601&tstat=000001015878&cycle=0&tclass1=000001164026&tclass2=000001164027&stat_infid=000032180945&tclass3val=0
https://www.janul.jp/sites/default/files/2019-10/prof._takeuchi.pdf
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/mainlib/60his/MOKUJI.html
http://hdl.handle.net/2433/148402
http://hdl.handle.net/2433/152986


参考文献

62

• スライド18 全国総合目録
NACSIS-CAT統計情報
https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/stats/cat/transition_record.html

国立国会図書館オンライン（NDL ONLINE）
統計からみた書誌データ（平成28年度～令和2年度）
https://www.ndl.go.jp/jp/data/basic_policy/statistics/FY2016-.html

OCLCのサービス概要
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/oclc-service

• スライド23-24 目録登録の流れ
「4.登録総論」「2014年度目録システム講習会テキスト（図書編）」
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/text_index#section-1_1

• スライド41 CAT2020
NACSIS-CAT/ILL ニュースレター No.48 （2020.5.8）
https://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl2/No48/index.html

CAT2020に関する詳細
https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/

https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/stats/cat/transition_record.html
https://www.ndl.go.jp/jp/data/basic_policy/statistics/FY2016-.html
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/oclc-service
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/text_index#section-1_1
https://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl2/No48/index.html
https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/cat2020/
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• スライド43-44新NACSIS-CAT/ILL
「大学図書館向け学術情報システムを36年ぶりに一新。学術資料のデジタル化に対応した目録所在情報サービスを2022年から順次運用開始」（ニュースリリース
2021/06/17）
https://www.nii.ac.jp/news/release/2021/0617.html

• スライド45-49これからの学術情報システムの…
「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）【ドラフト版】」2022年2月18日時点
https://contents.nii.ac.jp/korekara/about/sw_wg/documents
https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/korekara/2022-02/korekara_sw20220218.pdf

• スライド50-54展開する総合目録
「ERDB-JP」https://erdb-jp.nii.ac.jp/ja
「IRDB」https://irdb.nii.ac.jp/
「ジャパンサーチ」https://jpsearch.go.jp/
「nihuBridge」https://bridge.nihu.jp/
「日本古典籍総合目録データベース」http://base1.nijl.ac.jp/~tkoten/

• スライド58-59国立大学図書館の基本理念、重点領域
国立大学図書館協会ビジョン2025
https://www.janul.jp/ja/organization/vision2025

• スライド60目録の射程
『ググって分からず図書館へ→2日で解決 こんなにすごい「レファレンスサービス」』 J-CASTニュース 2022年07月19日11時35分
https://www.j-cast.com/2022/07/19441961.html?p=all
『図書館であきらめかけていたら司書さんに声を掛けてもらった話。』
https://note.com/zimuing/n/n7a9fd8225e02

https://www.nii.ac.jp/news/release/2021/0617.html
https://contents.nii.ac.jp/korekara/about/sw_wg/documents
https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/korekara/2022-02/korekara_sw20220218.pdf
https://erdb-jp.nii.ac.jp/ja
https://irdb.nii.ac.jp/
https://jpsearch.go.jp/
https://bridge.nihu.jp/
http://base1.nijl.ac.jp/%7Etkoten/
https://www.janul.jp/ja/organization/vision2025
https://www.j-cast.com/2022/07/19441961.html?p=all
https://note.com/zimuing/n/n7a9fd8225e02
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学習教材（自習用を含む）

• NACSIS-CAT/ILLセルフラーニング教材（CAT編）
https://contents.nii.ac.jp/hrd/cat_sl/2015
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/slcat#138
⇒目録システム講習会の内容を教材化したもの。考え方や手順は大変参考になる。自由に利用可（申請不要）

• 図書館情報学「資料組織法」関係書籍
⇒類書は多く、比較的出版年が古いものでも現役で使える。書誌学関係の書籍も有用（例えば「高野彰『洋書の話』丸善,1991刊（※新版あり）」は今でも十分読み応
えのある資料だが、事務室の端で埃をかぶっていたりする）

• Web NDL Authorities
https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna
⇒国立国会図書館の典拠データ、分類表、件名標目表等の利用が可能

• 日本目録規則 2018年版
https://www.jla.or.jp/committees/mokuroku/ncr2018/tabid/787/Default.aspx
⇒各章ごとにPDFとして公開。国立国会図書館でもポイント解説あり
⇒⇒日本目録規則2018年版のポイント（NDL、2022.7公開）
⇒⇒ https://www.ndl.go.jp/jp/library/training/remote/NCR2018.html

• 過去の本研修の「目録」講義
https://contents.nii.ac.jp/hrd/librarian
⇒目録の業務内容は各館ごとの独自性が強いものの、基本的な共通ルールとなっている部分について全体として陳腐化がしにくく、年代が古いと思われる教材も現役で
扱われることが多い

• その他、様々な資料/ツールがWeb上には存在

https://contents.nii.ac.jp/hrd/cat_sl/2015
https://contents.nii.ac.jp/hrd/product/cat/slcat#138
https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna
https://www.jla.or.jp/committees/mokuroku/ncr2018/tabid/787/Default.aspx
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