NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 (2000.12.25)

図書所蔵レコード 5,000 万件突破!

平成 12 年 12 月 5 日（火）17 時 17 分 17 秒に，総合目録データベース図書所蔵レコードの件
数が 5,000 万件を突破しました。昭和 60 年 7 月に第 1 号の所蔵レコードが登録されてから，15
年 5 か月目の達成となります。以下のように，達成に要する期間も毎回短縮されています。
件数

達成日

運用開始からの年月

達成に要した期間

1,000 万件

平成 5 年(1993 年) 4 月 27 日

7 年 9 か月で達成

7 年 9 か月で達成

2,000 万件

平成 7 年(1995 年)12 月 1 日

10 年 5 か月で達成

2 年 7 か月で達成

3,000 万件

平成 9 年(1997 年)11 月 28 日

12 年 4 か月で達成

1 年 11 か月で達成

4,000 万件

平成 11 年(1999 年) 6 月 28 日

13 年 11 か月で達成

1 年 7 か月で達成

5,000 万件

平成 12 年(2000 年) 12 月 5 日

15 年

1 年 5 か月で達成

5 か月で達成

目録所在情報サービスの接続館（参加機関）は，平成 12 年 11 月末現在で，843 機関となって
います。
今回の 5,000 万件突破は，ひとえに総合目録データベースの充実を目指して積極的に参加して
くださった各機関各位の御尽力の賜物です。この場を借りて改めてお礼を申し上げるとともに，
今後なお一層の御協力をお願いします。
なお，5,000 万件目の所蔵レコードは，近畿大学中央図書館による登録でした。

図書所蔵登録件数の推移
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（コンテンツ形成管理係）
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NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 (2000.12.25)

ドメイン名の変更

国立情報学研究所では，目録所在情報サービスなどの各サービスのドメイン名を

nacsis.ac.jp から nii.ac.jp へ移行することとなりました。
このため，各利用者のシステムにおいて，本研究所の各サービスの呼び出しやリンク等の各種
設定を，平成 13 年 4 月 1 日から平成 13 年 10 月 31 日までの移行期間内に，変更して頂かなく
てはなりません。移行期間中は，新旧両方のドメイン名を使うことができます（ただし IR の
Webfront を除く）。
各利用者の皆様には，大変御迷惑をおかけしますが，対応のほど，よろしくお願いします。
1.

新ドメイン名

nii.ac.jp
2.

移行期間
平成 13 年 4 月 1 日から平成 13 年 10 月 31 日まで

3.

移行内容
サービス名

新 CAT
新 ILL

旧ホスト名

新ホスト名

（旧 URL）

（新 URL）

業務用ｻｰﾊﾞ

cat2.nacsis.ac.jp

cat2.nii.ac.jp

教育用ｻｰﾊﾞ

cat2-e.nacsis.ac.jp

cat2-e.nii.ac.jp

ﾃｽﾄｻｰﾊﾞ

cat2-t.nacsis.ac.jp

cat2-t.nii.ac.jp

cat2-a.nacsis.ac.jp

cat2-a.nii.ac.jp

夜間自動
登録用ｻｰﾊﾞ

コンテンツ課
コンテンツ形成管理係
(catadm@nii.ac.jp)

旧 CAT

業務用ｻｰﾊﾞ

cat.nacsis.ac.jp

cat.nii.ac.jp

旧 ILL

教育用ｻｰﾊﾞ

cat-e.nacsis.ac.jp

cat-e.nii.ac.jp

webcat.nacsis.ac.jp

webcat.nii.ac.jp

Webcat

問い合わせ先

コンテンツ課

ELS
(電子図書館ｻｰﾋﾞｽ)

els.nacsis.ac.jp

els.nii.ac.jp

画像コンテンツ係
(els@nii.ac.jp)
アプリケーション課

IR

ir.nacsis.ac.jp

ir.nii.ac.jp

(情報検索ｻｰﾋﾞｽ)

webfront.nacsis.ac.jp※ webfront.nii.ac.jp※

システム開発管理係
(irhelp@nii.ac.jp)

※ある時期をもって，一斉に切り替える予定です。日時についてはホームページでお知らせします。

（コンテンツ形成管理係）
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NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 (2000.12.25)

WWW 対応新 CAT/ILL ゲートウェイ WebUIP の公開
1. 概要
WebUIP とは，新 CAT/ILL システムを利用するために，標準的なブラウザにクライアント機
能を実現するための仕組み（ゲートウェイ）です。これにより，特別なソフトウェアを用意しな
くても，新 CAT/ILL システムを利用できるようになります。
このゲートウェイは，講習会やデモンストレーションにおける教育用システムの利用の他に，
CAT/ILL システムとの接続環境を用意できない図書館やメーカからのサポートを受けにくい海
外接続機関での利用を想定して開発したものです。
既に，平成 12 年度の当研究所の講習会では WebUIP の利用を開始していますが，今回，以下
の図書館向けに公開することとします。
2. 利用可能な図書館
WebUIP は，次の図書館で利用することができます。
(1) 国内未接続館
・現在，学術雑誌総合目録に参加している図書館で，図書館側に新 CAT/ILL システムクライ
アントを用意するまでの間，暫定的に利用することができます。
(2) 海外接続館
(3) その他
・中国語資料を取扱う図書館で，多言語対応クライアントを用意するまでの間，暫定的に利
用することができます。
※これは，多言語対応クライアント未導入の図書館で，中国語書誌レコード修正作業を可能と
するためです。

3. 利用申請方法
(1) 利用可能な図書館のうち(1)及び(2)の接続館は，目録所在情報サービスに関する所定の新規
利用手続きを行っていただきます。海外接続館が WebUIP を利用する場合，利用申請用紙
で変更手続きを行っていただきます。手続きは，企画調整課共同利用係宛にお願いします。
(2) 利用可能な図書館(3)の既接続館は，コンテンツ課に WebUIP の利用申請を行っていただ
きます。
・申請内容は，①機関名，②参加組織番号，③利用開始希望日，④利用予定端末台数，⑤多
言語対応クライアント導入予定年度，⑥担当者及び連絡先等となります。
4. 公開予定時期
平成 13 年 1 月（詳細については，別途，ホームページで広報します）
（コンテンツ形成管理係）

4

NACSIS-CAT/ILL ﾆｭｰｽﾚﾀｰ 2 号 (2000.12.25)

Webcat の改造（平成 12 年度）

多くの方々に御利用いただいている Webcat について，国立情報学研究所では，平成 12 年度の
機能改善として以下の改造を行い，平成 13 年 1 月にリリースする予定です。
今回の機能改善は，目録システムの多言語対応や本誌 1 号に掲載した「総合目録データベース
における電子ジャーナルの取扱い」を生かす内容となっています。
(1) 多言語対応
目録システムの多言語対応に伴い，Webcat 英語版のエンコーディングが UTF-8 となり，多言語の
表示が可能となります。
これにより，各図書館の多言語対応クライアントで入力した中国語資料の書誌レコードが，表記のま
まの簡体字等で表示できます。日本語版のエンコーディングは，従来通り ISO 2022 JP です。
(2) フルタイトルキー検索
検索フィールド「フルタイトルキー」を新設し，新 CAT/ILL システムと同様，フルタイトルでの検索を
可能とします。現在の検索フィールド「タイトル」は，「タイトル・ワード」という名称に変更します。
(3) URL 情報のリンク表示
書誌表示及び参加組織表示中の URL 情報をリンク表示します。
これにより，Webcat の書誌情報から電子ジャーナル提供サイトの URL へのリンクや，Webcat 参加
組織情報から各機関サイトの URL へのリンクが可能となります。
各参加機関には別途文書でもお願いしますが，Webcat をより有用なものとするために，上記 URL
情報の入力に御協力ください。

（コンテンツ形成管理係）
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NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 (2000.12.25)

総合目録データベースへの電子ジャーナルの登録
日本目録規則 1987 年版改訂版において，電子資料に関する見直しがなされ，
「第 9 章 電
子資料」が平成 12 年 8 月に刊行されるなど，ネットワーク上の情報資源として近年急増
している電子資料について，図書館目録における対応が急がれている状況です。
総合目録データベースにおいては，本誌 1 号の「総合目録データベースにおける電子
ジャーナルの取扱い」により，各参加館からのデータ入力が可能となりました。また Webcat
についても，平成 12 年度の改造により IDENT フィールド及び NOTE フィールド中の URL
情報から各サイトへの直接リンクが可能となるため，電子ジャーナルの検索から利用まで
をシームレスに行うことができるようになります。
そこで，電子ジャーナルを網羅的に収録し，総合目録データベースを充実させるために，
各参加図書館において電子ジャーナルの登録を進めて下さいますようお願いします。
収録対象となる電子ジャーナルは，和洋を問いません。次のようになります。
(1) 図書館で作成し，インターネットで公開している紀要等の電子ジャーナル
(2) 学内の他部局等で作成したものだが，インターネットでの公開に図書館が関与して
いる電子ジャーナル
(3) 出版者と契約し，インターネットで公開しているオンラインジャーナル（学内でし
か利用できないものも含む）
登録にあたっては，前述の「総合目録データベースにおける電子ジャーナルの取扱い」
の規定を参照してください。対応した冊子体の書誌レコードが存在する場合は，タイトル，
出版事項等共通の部分が多く，流用入力で簡単に書誌を作成することができますが，以下
の点に注意して作成してください。
① タイトル，出版事項，IDENT 等の情報源は，確認できる最新号のタイトル画面等と
する
② IDENT フィールドが利用できない場合は，NOTE フィールドを利用
③ 所蔵図書館固有の利用条件は，所蔵レコード中に記述する
契約形態により，該当の雑誌タイトル数が多く入力の負担が大きい場合は，個別に相談
に応じる予定です。
また，電子図書館サービス NACSIS-ELS で提供している学協会誌については，本研究
所で総合目録データベースへの登録を行い，Webcat と NACSIS-ELS の連携を図る予定で
す。
なお，電子ジャーナルの登録については，別途，文書でも依頼する予定です。
（文字情報係）
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NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 (2000.12.25)

CATP フォーマット総合目録データベース個別版サービスの提供開始
1. 概要
総合目録データベース個別版サービスとは，総合目録データベースから機関（あるいは参加組
織）単位に書誌・所蔵データを抽出して，磁気テープ等の媒体で提供するサービスです。
このサービスは，図書館システム導入時・更新時の初期データ構築等で利用していただくこと
が多く，従来は「B フォーマット」という汎用機等で利用しやすい形式で提供していました。
今回，新 CAT/ILL システムに対応した図書館システムで利用しやすい，
「CATP フォーマット」
での個別版提供を開始します。これにより，インデクスを含むデータや多言語対応の文字セット
のデータを利用することができるようになります。
2. サービス内容
CATP フォーマットでのサービス開始により，現在利用可能な個別版サービスの形態は，以下
のようになります。
項目
(1) フォーマット
(2) 出力ルート
(3) データ内容
(4) 文字セット
（エンコーディング）

(5) 媒体

内

容
CATP フォーマット
B フォーマット
書誌ルート
所蔵ルート
インデクスを含まないデータ
インデクスを含むデータ（新規）
－
NVT
JIS7 （新規）
ISO2022JP （新規）
－
GB，GBK （新規）
UTF-8（=UCS) （新規）
1/2 インチテープ
カートリッジ磁気テープ
8mm テープ
4mmDAT
CD-R（新規）

別紙 1 に，CATP フォーマット個別版仕様の概要を示します。詳細仕様については，
「目録所
在情報サービス利用の手引き」（平成 12 年 12 月刊行予定）及びホームページでお知らせします。
3. 開始予定時期
平成 13 年 1 月
4. 申請方法
別紙 2 の「総合目録個別版提供申込書」により受付けます。提供・利用の条件等は，従来の個
別版テープサービスと同じです。
（コンテンツ形成管理係）
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NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 (2000.12.25)

別紙 1

CATP フォーマット総合目録データベース個別版仕様概要

1. タグ形式の CATP フォーマットレコード
CATP フォーマットの個別版では，出力ファイルにおけるデータ内容は，タグ形式で表現され
ています。各フィールド名称の次にフィールド値が続き，グループフィールドは開始タグと終了
タグで前後を囲まれます。
1 件のレコードは，次のようになります。
検索 DB 名
レコード ID

TR グループ開始タグ

TR グループ終了タグ

_DBNAME_=BOOK
ID=BA31830334
CRTDT=19970901
CRTFA=FA011463
RNWDT=19970901
RNWFA=FA011463
<YEAR>
YEAR1=1967
</YEAR>
CNTRY=fr
TTLL=fre
TXTL=fre
<TR>
TRD=Recherches sur le role de la formule notariale dans le
droit positif / Jean-Louis Sourioux ; avant-propos de Jean
Boulanger
</TR>
<PUB>
PUBP=Paris
PUBL=Librairie du journal des notaires et des avocats
PUBDT=1967
</PUB>
<PHYS>
PHYSP=[ii], 178 p.
PHYSS=24 cm
</PHYS>
NOTE=Bibliographie: p. 159-167
<AL>
AID=DA03117911
AFLG=*
AHDNG=Sourioux, Jean-Louis
</AL>
<AL>
AHDNG=Boulanger, Jean
</AL>
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2. ルートの種類と出力ファイル
従来の B フォーマットと同様，基本となるレコード（ルート）からリンク関係のあるレコード
（リンクレコード）を順に検索し，出力ファイルを作成します。
検索対象となるリンクの種類と出力順は，次のようなルートの種類により決まります。
項番

ルートの種類

ルート名

リンクの種類および出力順序

１

図書書誌ルート

BB

図書書誌→図書書誌（親書誌）→著者名典拠→統一書名典拠→図書所蔵

２

図書所蔵ルート

BH

図書所蔵→ 図書書誌→図書書誌（親書誌）→著者名典拠→統一書名典拠

３

雑誌書誌ルート

SB

雑誌書誌→著者名典拠→雑誌所蔵→（変遷前後誌）

４

雑誌所蔵ルート

SH

雑誌所蔵→ 雑誌書誌→著者名典拠→（変遷前後誌）

例えば，図書書誌ルートで作成された出力ファイルは，次のようになります。
ルート開始
図書書誌レコード開始
検索ファイル名
図書書誌レコード ID

<ROOT>
<RECORD>
_DBNAME_=BOOK
ID=BA31830334
CRTDT=19970901
CRTFA=FA011463
RNWDT=19970901
RNWFA=FA011463
省略

図書書誌レコード終了

<AL>
AHDNG=Boulanger, Jean
</AL>
</RECORD>
省略

リンクレコード（所蔵）開始
図書所蔵レコード開始
検索ファイル名
図書所蔵レコードID

レコード終了
リンクレコード（所蔵）終了
ルート終了
次のルート開始

<LINK TYPE="H">
<RECORD>
_DBNAME_=BHOLD
ID=CC0179028405
CRTDT=19980424
RNWDT=19980424
BID=BA31830334
FANO=FA012943
LIBABL=情報研
LOC=書庫
<HOLD>
RGTN=10392
</HOLD>
</RECORD>
</LINK>
</ROOT>
<ROOT>
・
・
・
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別紙 2

総 合 目 録 個 別 版 提 供 申 込 書
平成

国立情報学研究所長

年

月

日

殿
利用代表者
印

下記条件を遵守し、総合目録個別版の提供を申し込みます。
名
利

用

称

ＦＡ

者

参加組織コード

ＦＡ

所在地
ＦＡ

連絡担当者

職

名

氏

T E L

名

利用目的

申 請 区 分
（＊は研究
所接続館に
限る。
）

□

図書（総合目録個別版図書編）＊

□

雑誌（学術雑誌総合目録）

□

定期版サービス（月１回）＊

□

定期版サービス（週１回）＊

提 供 媒 体

ﾃﾞｰﾀ抽出期間

フォーマット

□ CATP ﾌｫｰﾏｯﾄ □ B ﾌｫｰﾏｯﾄ

出力ルート

□ 書誌ルート

データ内容

□ｲﾝﾃﾞｯｸｽを含まない □ｲﾝﾃﾞｯｸｽを含む

備
研
究
所
記
入
欄

□ 所蔵ルート

文字セット

□
□
□
□
□
年
□
□
□
□
□

8mm テープ
4mm DAT
ＣＤ－ＲＯＭ
1/2 インチテープ
カートリッジ磁気テープ
月

日～

年

月

日

NVT
JIS７
ISO2022JP
GB,GBK
UTF-8（＝UCS）

考
受 付 日

平成

年

月

日

受付番号

作 成 日

平成

年

月

日

担 当 者

発 送 日

平成

年

月

日

備

考

記
１．個別版ファイルの利用については無償とする。ただし、個別版ファイルの引き渡しに要する費用につい
ては、原則として利用者において負担すること。
２．個別版ファイルは、善良な管理者の注意をもって管理し、その効果的使用に努めなければならない。
３．個別版ファイルは、転貸または担保に供してはならない。
４．個別版ファイルは、申請した利用目的以外の目的のために使用してはならない。
５．個別版ファイルを利用して作成した印刷物（目録等）、各種記録媒体（ＣＤ－ＲＯＭ等）、研究成果の報
告書等は、その１部を完成後速やかに国立情報学研究所長へ提出すること。
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ILL システムへの BL 雑誌ファイルの導入
平成 12 年 12 月から，ILL システムで BLDSC の雑誌ファイルが参照可能となります。これによ
り，BLDSC への依頼時に書誌情報の参照や BLDSC の所蔵確認などが可能となります。また，
書誌情報，所蔵情報の自動転記も可能となります。
また，BL 雑誌ファイルの詳細については，次の URL を参照してください。
!

“British Library”
http://www.bl.uk/

!

“British Library Document Supply Centre”
http://www.bl.uk/services/bsds/dsc/docsear.html

1.

件数およびデータ内容
(1) 収録年
(2) 収録範囲

(3) レコード件数
(4) 更新頻度
(5) 内容

2.

1700 年～現在
BLDSC が所蔵する雑誌だけではなく，Science Reference and
Information Service （ BL の 科 学 技 術 セ ク シ ョ ン ） や
Humanities and Social Science Library で所蔵する雑誌も含
みます。
約 57 万件
年4回
BLDSC で所蔵する雑誌の書誌情報と所蔵情報（Shelfmark, 所
蔵巻号など）が含まれています。

利用方法

(1) 新 ILL システムの場合
書誌を検索する際，データベース名は「BLMARCS」です。そのため新 ILL クライアントは，
参照ファイルとして BL 雑誌ファイルを指定できる様対応する必要があります。データベース
名の指定方法や大文字・小文字の区別については，各クライアントの操作説明書・マニュアル
等を参照してください。
(2) 旧 ILL システムの場合
自動検索の対象となり，LC の前（総合目録データベース→JP→BL→LC の順）となります。
直接ファイルを指定して検索する場合は，雑誌書誌検索･簡略表示画面の検索フィールド
「FILE：」でファイル名を「BL」と入力してください。ファイル名は，大文字，小文字どちらでも
構いません。それ以外は，通常の検索方法と同様です。
この BL 雑誌ファイルは，ILL 業務の効率化を図ることを目的として，BL から提供を受けて
いるものですので，ILL システムのみで利用できます。
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3.

データ内容

(1) Shelfmark（書架記号）
Shelfmark の値は NDLCLN フィールド（旧システムの場合は，CLN フィールド）にセットさ
れます。
(2) BLDSC 所蔵情報
BLDSC の所蔵情報（所蔵巻号や収録率）が NDLHOLD（旧システムの場合は，HOLD フ
ィールド）フィールドにセットされます。
収録率は「* A=」で表され，それぞれ以下のとおりとなっています。
1
95%以上

「* A=」の値
収録率

2
75～95%

3
50～75%

4
50%未満

5
不明

（例）NDLHOLD: NO. 109, 1992- *A=1
（NO.109 (1992)以降の号を BLDSC で所蔵し，収録率は 95%以上）
(3) 注記事項
BL 雑誌ファイル中の注記事項には，タイトルについての注記や，「を見よ」参照，「をも見よ」
参照，タイトル変遷，BLDSC の所蔵場所についての参照などが含まれています。これらの事項
は，NOTE フィールドにセットされます。
(4) 著作権情報
BL 雑誌ファイル中には，著作権による利用制限や，著作権料に関する情報が含まれていま
す。これらの情報は，REM フィールド中に変換されています。著作権料は，「h:$GBP2.50」な
どとして（単位はイギリスポンド），また，「著作権料金（Copyright Fee）を払って文献のコピーを
入手するサービス（Copyright Fee Paid Copies Service）」が利用できない場合「g:$X」のよう
に表示されます。
(5) 書誌 ID
毎回全件更新を行うため，更新の都度，書誌 ID は変わります。なお，書誌 ID の先頭につく
英文字（プリフィクス）は，「HB」です。
(6) 出版地・出版国コード
出版地に関する情報は，元のデータでは BL 独自の出版国コードしか記録されていません。
そのため，出版国コードから出版国を特定できるものは，出版地を補記して記録しています（例：
出版国コードが，「uk」の場合，出版地は，「[Great Britain]」）。しかし，BL の出版国コードと
NACSIS-CAT の出版国コードとの対応の取れない場合や出版国コードが元々設定されていな
い場合は，以下の表のように記録しています。
フィールド名
CNTRY
PUBP

設定される値
xx
[S.l.]

備考
出版国コード
出版地
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(7) TXTL・TTLL
タイトルや本文の言語の情報は，元のデータにありませんので，以下の表のように「und」を設
定しています。
フィールド名
TTLL, TXTL

設定される値
und

備考
タイトルの言語，本文の言語

（書誌レコードの例）
<HB00511611>
CRTDT=20000911
MARCST=n

RNWDT=20000911

ISSN=03057887 CNTRY=uk FREQ=a TTLL=und

TXTL=und

TRD=ANNUAL REPORT- BRITISH LIBRARY
PUBP=[Great Britain]
NDLCLN=1125.900000
REM=G:$ ¥H:$0¥I:$2¥J:$144800004¥K:$HO¥L:$(GP)¥M:$AA938(B)-E(5)¥
N:$1, 1973/1974- *A=1¥O:$1¥R:$TG4077 ¥S:$02 ¥T:$O¥
U:$1, 1973/1974- *A=1¥V:$1¥Z:$0¥d:$0¥f:$0¥g:$ ¥h:$GBP2.50¥
<HB00511622>
CRTDT=20000911
MARCST=n

RNWDT=20000911

ISSN=

CNTRY=xx

TTLL=und

TXTL=und

TRD=ANNUAL REPORT- BRITISH LIBRARY DEPARTMENT OF ORIENTAL
MANUSCRIPTS AND PRINTED BOOKS
PUBP=[S.l.]
NDLCLN=1125.950000
REM=G:$N¥H:$0¥I:$0¥O:$0¥V:$0¥Z:$0¥b:$ZC.9.B.782¥
c:$APR. 1984/MAR. 1985- *A=1¥d:$7¥f:$0¥g:$ ¥h:$GBP4.40¥

（計量情報係）

13

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター2 号 (2000.12.25)

「目録で今の操作は大丈夫？」
最近，NACSIS-CAT の操作で，
「えっ，そんなことをしているの」という初歩的な操作ミスが
目につきます。講習会を受講した方であれば，本来行うことのない操作ですので，十分注意して
ください（講習会の説明が悪いのかな．．
．
）
。では，最近の事例から。
事例 1) 書誌レコードが全く違う書誌に書き換っている！
修正してしまった図書館に連絡すると，大体は「どうしてそうなったのか分からない」という
声がかえってきます。どうしてなんでしょうね？
こちらで推定するところでは，
•

修正（EDIT コマンド）と流用入力（COPY コマンド）を間違えた。

•

ローカルのみの修正のつもりが，NC（BOOK/SERIAL）そのものを書き換えた。

というようなことが原因のようです。
特に新 CAT クライアントでは，ローカル作業と NACSIS-CAT の作業とが，シームレスに行
えるという利点を持つものがあります。これにより「ついうっかり」と間違った操作をしてしま
う危険があるようですね。
書誌 A の内容を書誌 B に書き換えてしまった場合，次のように非常に大きな問題となること
は，間違った本人の方もよくお分かりだと思います。
•

間違った書誌内容（B）に対して所蔵が登録されてしまう。

•

また別に A の内容の書誌（重複書誌レコード）が作成されてしまう。

また，時間がたてばたつほど誤修正の影響は大きくなり，レコード調整も困難となります。
「お
かしい」と思ったら他人事と思わずに，速やかにコンテンツ形成管理係（図書）または文字情報
係（雑誌）に御連絡ください。
事例 2) 削除予定レコードなのに所蔵レコードがリンクされている！
コンテンツ課では，週に 1 度，図書書誌ファイル中の「削除予定レコード」をデータベースか
ら削除する作業を行っていますが，なぜか毎回，次のようなエラーレコードが全体の約 1 割も発
生しています。
•

自館の所蔵レコードを削除せずに，書誌だけ「削除予定レコード」に修正したもの

•

他館の所蔵レコードがあるのに，書誌を「削除予定レコード」に修正したもの

•

子書誌レコードとのリンクがあるまま，親書誌を「削除予定レコード」に修正したもの

所蔵レコードや子書誌レコードとのリンクがまだ残っているレコードの削除を行ってはいけま
せん。「削除予定レコード」への修正は，必ず，所蔵レコードとのリンクがないこと，子書誌レ
コードとのリンクがないことを確認の上，行うよう注意してください。詳しい注意点については，
「目録システム利用マニュアル．登録編」(第 4 版)13.18(pp. 185-189)を参照してください。
さて皆様，今一度，自館の目録作業における操作方法と誤修正の可能性について確認してくだ
さい。
「目録で今の操作は大丈夫？」
（コンテンツ形成管理係）
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ILL システムにおける国立国会図書館への外部依頼時の注意点
国立国会図書館（以下，NDL）へ外部依頼する際の注意点については，オンラインシス
テムニュースレター No.55 「ILL システムからの NDL 外部依頼機能の注意点」にてお知
らせしましたが，最近以下のような事例が多く見られます。NDL での複写処理の遅延，
及び複写物の二重送付等の原因となりますので，十分注意して依頼してください。
1.

請求記号の未入力（→ILL システム操作マニュアル第 4 版（以下マニュアル）p.85）
請求記号は，必ず記入して依頼してください。
請求記号は，ILL システムの参照ファイルで確認できます。新・旧 ILL システムでの請

求記号が記録されているフィールドは、以下のとおりです。
ファイル名
（旧システム）
JPMARC
図書
（JP）
JPMARCS
雑誌
（JP）

請求記号が記録されているフィールド名
REM フィールドの「¥905$A」以降のデータ
NDLCLN フィールド（旧システムの場合, CLN フィールド）

また，図書については、NDL の Web-OPAC（ http://webopac2.ndl.go.jp/ ）でも請求記
号を確認できます。Web-OPAC の詳細表示画面の「請求記号」の項目を参照してください。
また，Web-OPAC で検索できる資料の範囲は，検索ページの「検索の手引き」を参照して
ください。
その他，「国立国会図書館雑誌記事索引」，「国立国会図書館所蔵目録」及び，レファレ
ンス等の手段でも，請求記号を確認することができます。
請求記号を記録するフィールドは，旧 ILL システムでは所蔵館フィールドグループの
「CLN」です。
新 ILL システムでも，フィールド定義上は，所蔵館フィールドグループの「CLN」です
が，クライアントによって名称が異なる場合がありますので，確認してください。
2.

CANCEL コマンドを使った依頼の取り消し（→マニュアル p.90）
状態が「外部依頼中」で，
「ANO」フィールドに NDL の受付番号が設定された後に依

頼を取り消す場合は，NDL へ電話連絡しなければなりません。
「CANCEL」コマンドでは，
取り消しできません。取り消す場合は，「ANO」フィールドの値（受付番号＝NDL 受理番
号，文献複写の場合は EC で始まる番号，現物貸借の場合は EL で始まる番号）で NDL
にお問い合わせください。
「外部依頼中」状態で「CANCEL」コマンドの実行はできますが，状態遷移するだけで
NDL への通知は行っていません。システムを利用しての取り消しはできませんので，御
注意ください。
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3.

その他，誤りがちな操作
上記以外で誤りがちな操作について，以下に示します。
(1) 謝絶通知に対する回答は不要です。（→マニュアル p.89）
NDL からの謝絶通知によって「新着照会」→「照会」状態の ILL レコードに対し，
「キ
ャンセルします」等とコメントに記入して，「ANSWER」コマンドを実行すると，新た
に依頼レコードが送信されたことになります。
謝絶通知の結果，「新着照会」で戻ってきたレコードについては，そのまま「CANCEL」
コマンドを実行してください。NDL からの回答は謝絶の場合でも，履歴に記録される
コマンドは，「PARDON」ではなく「INQUIRE」ですので，謝絶通知かどうかは，コ
メントの内容で判断してください。
(2) 一度 ORDER した ILL レコードの書誌事項の修正はできません。
より正確な書誌事項を記入した ILL レコードをさらに新規に依頼してしまう例が見ら
れます。古い ILL レコードの依頼を取り消さずにこの操作を行いますと，重複して複写
物が到着する可能性があります。必ず古い ILL レコードを電話連絡で取り消してから，
新しい ILL レコードで再依頼してください。
また，一度「外部依頼中」の状態になった ILL レコードの書誌事項の修正をしても NDL
へ修正内容は転送されませんので，御注意ください。
(3) コメント欄は，最新のコメントのみ NDL へ転送されます。
（→マニュアル p.84）
NDL のシステムでは，以前のコメントの履歴を確認できません。「ORDER」時にコメ

ントを記入した ILL レコードへの NDL からの照会に対して回答する場合などは， 必要
に応じて，「ORDER」時と同じコメント内容を「ANSER」時のコメント内容に記入す
る必要があります。
コメントを入力せずに，「ANSWER」コマンドを実行すると，特にコメントが無かっ
たものと見なされますので御注意ください。
例：
「複写種別」フィールドに「other」を入力し，「ORDER」時のコメントに希望する複
写形態を記入した場合
→ NDL の照会に対して，
「ANSWER」時のコメントが無記入の場合，通常の複写形
態（電子複写）で複写物が送付されてしまいます。
NDL へ依頼する場合のその他の注意点は，「ILL システム操作マニュアル第 4 版」の「8.
国立国会図書館への依頼」
（pp.81-96）に記載しておりますので，依頼時にはこちらも参照
してください。
（計量情報係）
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平成 12 年度新 CAT/ILL システム説明会の開催報告

平成 12 年度新 CAT/ILL システム説明会を，下記の日程で開催しました。
地区

日時

予定会場

北海道地区

平成 12 年 11 月 7 日（火）

北海道大学附属図書館 4 階会議室

東北・関東地区

平成 12 年 12 月 7 日（木）

学術総合センター2 階一橋記念講堂

中部地区

平成 12 年 12 月 13 日（水）

名古屋大学シンポジオン会議室

近畿・中国・四国地区

平成 12 年 11 月 27 日（月）

京都大学農学部大講義室（W100）

九州地区

平成 12 年 11 月 17 日（金）

九州大学附属図書館 4 階視聴覚ホール

今回の説明会は，2 部構成をとりました。
午前の第 1 部では，特にこれから新 CAT/ILL システムに移行する機関向けに，NII のオープンシス
テム化計画・パケット交換網廃止計画，新 CAT/ILL システムの導入手法について説明しました。
午後の第 2 部では，多言語対応システムの解説と図書館での導入方法についての説明，多言語対応
システムの実際例として，WWW 対応新 CAT/ILL ゲートウェイ(WebUIP)を用いた中国語書誌入力の
デモンストレーション，更に，実際に中国語資料を遡及入力している東京大学と京都大学からの事例報
告及び ILL システムの ISO プロトコル対応の解説を行いました。
説明会には，総計約 850 名の参加がありました。これを機会に，各図書館での新 CAT/ILL システム
への移行及び多言語対応の導入を更に進めていただけるものと期待しています。
なお，今回参加できなかった方々のために，説明会での配布資料及び説明用資料を，WWW の「平
成 12 年 度 新 CAT/ILL シ ス テ ム 説 明 会 の 開 催 」 （ URL:http://www.nii.ac.jp/CATILL/INFO/setumei-h12.html）のページに掲載しましたので，参考にしてください。
最後になりましたが，会場を手配いただいた関係者の方々には，この場を借りてお礼申し上げます。

(コンテンツ形成管理係)
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平成 12 年度総合目録データベース実務研修（目録担当者コース）
－報告－
総合目録データベース実務研修は，昭和 60 年度より実施してきましたが，平成 12 年
度は期間を短縮し，内容を絞った 2 つのコースを実施することになりました。
その初回の平成 12 年度総合目録データベース実務研修（目録担当者コース）を，平成
12 年 9 月 18 日～9 月 29 日に実施し，11 名の研修員の方が全課程を無事修了されました。
今回の研修の目的は，目録所在情報サービスの参加機関において目録業務の中核となる
人材を養成することにあります。
研修では，目録所在情報サービスに係る内容を中心とした講義・ディスカッション，図
書館流通センターの見学，講習会補助等を行いました。また，モニター期間であった ILL
自学習得システムに対しても意見をいただきました。研修のカリキュラム及び研修風景は
WWW（URL: http://www.nii.ac.jp/hrd/HTML/Db/）で公開しています。
研修を修了された方々は次のとおりです。
氏
城
澤
谷
原
津
川
倉

名
結
憲 司
大
類里佐
大
朱 美
松
美重子
米
友 子
早
順 子
大
直 起
橘
美紀子
伏 見 典 子
新渡戸 喜美子
木 下 祐 子

所属機関
北海道大学
筑波大学
東京大学
金沢大学
名古屋大学
京都大学
神戸大学
広島大学
愛知淑徳大学
同志社大学
立命館大学

次回は，総合目録データベース実務研修（システム担当者コース）を平成 13 年 1 月 22
日～2 月 2 日の日程で開催します。この研修は，目録所在情報サービスのシステムに関わ
る最新の知識を習得し，参加図書館におけるシステム構築等の中心となり，かつ習得した
知識をもとに業務担当者の指導を行う職員を養成することを目的としています。
詳細は，教育研修事業要綱，又は，前述の URL を参照してください。
（成果普及課）
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文献複写料金徴収猶予申請・許可システムの開発
国公私立大学図書館協力委員会からの「文献複写料金徴収猶予にかかる申請・許可の電子化に
ついて」の依頼を受け，現在，国立情報学研究所では「文献複写料金徴収猶予申請・許可システ
ム」の開発を行っています。
このシステムは，それぞれの大学図書館が Web ブラウザを使って国立情報学研究所で維持管
理するサーバにアクセスし，申請情報，許可情報の入力と，申請書・許可書作成に必要なデータ
の出力ができるようにするものです。一度入力したデータは，データベース化され再利用が可能
となります。従来，徴収猶予の許可を受ける公私立大学は，申請先の各国立大学に毎年文書を送
付する必要がありましたが，このシステムにより，文書作成，郵送業務，及びデータ入力の省力
化・効率化ができることとなります。
このシステムの利用開始は，平成 13 年 2 月下旬を予定しています。利用方法，運用開始時期
等の詳細については，国公私立大学図書館協力委員会からの通知及び目録所在情報サービスホー
ムページでの通知を御覧ください。
（計量情報係）

目録所在情報サービスの現況
目録所在情報サービスの状況について，毎週，下記のホームページ上で最新情報を公開してい
ます。
•

総合目録データベースの現況
http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/ncdb.html

•

参照マークの収納状況
http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/marc.html

•

目録所在情報サービス接続機関
http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/sanka-kikan.html

「NACSIS-CAT 目録担当者のページ」(http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/cat-user.html)か
らも御覧いただけますので，御利用ください。
（コンテンツ形成管理係）
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複写データ処理センター業務報告（平成 12 年度上半期）

「国立大学等図書館の文献複写について」
（文学情第 239 号 平成 11 年 3 月 31 日）に基づき，
文献複写経費のデータ処理を平成 12 年 10 月に実施しました。
処理件数においては，以前からの傾向どおりマニュアル処理の割合が減少しています。
今後も NACSIS-ILL の普及に努めますので，各図書館の相互貸借業務も，マニュアル処理か
ら NACSIS-ILL 処理へ移行していただきますよう御協力をお願いします。
単位：件（カッコ内は前期比）
合計

1,080 （ －470）

289,344 （+3,640）

290,424 （+3,170）

短期大学

479 （ －472）
0 （
0）

278,964 （+2,295）
517 （ +34）

279,443 （+1,823）
517 （ +34）

高等専門学校

584 （

大学
内訳

NACSIS-ILL

マニュアル（依頼書）

平成 12 年度上半期

共同利用機関

+129）

6,191 （

+879）

6,775 （+1,008）

17 （ －127）

3,672 （

+432）

3,689 （

+305）

350,000

マニュアル
1,939

NACSIS-ILL
300,000

2,839
4,869

2,126

1,550 1,080

3,005

7,477 6,699

250,000
8,236

8,340

289,344
285,704

10,108

301,983
291,782
13,018
287,733
271,906
271,017
17,939
234,890
150,000 31,001
234,941
212,221
211,554
192,530
100,000
192,219
174,547
158,447
126,552
50,000 107,453
7,422

200,000

9,753

0

H4上 H4下 H5上 H5下 H6上 H6下 H7上 H7下 H8上 H8下 H9上 H9下 H10上 H10下 H11上 H11下 H12上

処理件数の推移
（計量情報係）
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NACSIS-ILL ユーザー会料金相殺処理報告
（平成 12 年度上半期）

「文献複写・現物貸借料金相殺のための NACSIS-ILL ユーザー会会則」
（平成 8 年 10 月 1 日
一部改正）第 5 条に基づき，文献複写及び現物貸借経費のデータ処理を平成 12 年 10 月に実施
しました。加盟組織数・処理件数とも，以下のグラフのとおり，年々増加傾向が続いています。
なお，NACSIS-ILL ユーザー会への参加方法等については，下記 URL を参照してください。

URL:http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/ILL/userkai.html
単位：件（カッコ内は前期比）
複写

平成 12 年度上半期

貸借

19,068 （＋1,559）

合計

74 （+8）

19,142 （+1,567）

25,000

40
処理件数
加盟組織数

20,000

29

処理件数

27

26

22

15,000

31

37

38

19,142
30
17,575
15,356
25
13,769

19

20

10,287
10,000

5,000

8,952

13
7

15

8,613
7

5,418
2,700
1,582 1,693

35

加盟組織数

35

10

6,900

5
0

0
H6下 H7上 H7下 H8上 H8下 H9上 H9下 H10上 H10下 H11上 H11下 H12上

加盟組織数及び処理件数の推移
（計量情報係）
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会議等開催報告
目録システム入力業務担当者説明会
本説明会では，各図書館が総合目録データベースの品質を維持しながら NACSIS-CAT
での目録入力業務の外部委託を進めていただくために，総合目録データベースの品質管理
及び外部委託上の注意点についての説明を行った。遡及入力の外部委託実績のある図書館
担当者等，約 120 名の参加があった（詳細については，ホームページを参照）
。
［日時］
平成 12 年 10 月 11 日（水）14:00－17:00
［場所］
学術総合センター2 階中会議場
［プログラム］
(1) 目録所在情報サービスの利用について
(2) 総合目録データベースの品質管理について
(3) 目録入力業務の外部委託の留意点について

平成 12 年度第 1 回国立情報学研究所総合目録委員会
［日時］
平成 12 年 10 月 25 日（水）10:00－12:00
［報告］
(1) 国立情報学研究所の概要について
(2) 目録所在情報サービスの現況について
(3) 平成 12 年度教育研修事業について
(4) 学術情報センター総合目録小委員会の審議経過について

［審議］
(1) 国立情報学研究所総合目録委員会の今期の検討事項について
次の事項について，検討することとした。
・韓国・朝鮮語資料のデータベース化（継続）
・古籍の取扱い（継続）
・ネットワーク上の情報資源の取扱い（継続）
・手稿・文書などの特殊資料の取扱い（新規）
・劣化資料の取扱い（新規）
・海外書誌ユーティリティとの相互協力（新規）
(2) 小委員会の設置について
「韓国・朝鮮語資料の取扱いに関する小委員会」及び「古籍の取扱いに関する小
委員会」を設置し，検討作業を進めることとした。
（コンテンツ形成管理係）
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