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Ⅰ．はじめに

とである。参加館それぞれの入力によりデータが蓄積さ
れていくため，目録としての品質を保つために「目録情

NACSIS-ILLは，国立情報学研究所（以下，NII）が

報の基準」という統一の基準があり，またそれに則って

大学図書館等機関向けに行っている相互貸借事業で，大

実際の登録作業を行うための「コーディングマニュア

学図書館の多くが参加している。NACSIS-ILL業務の概

ル」など各種のマニュアルが用意されている。またNII

要と，それを用いた大学図書館のILL業務の実際につい

以外の機関が作成した書誌も登録の際参照ファイルとし

て，東邦大学医学メディアセンター看護学部図書室（以

て利用できる。

下，当室）の日常業務を例に紹介する。

各参加館は総合目録データベースのデータをダウン
ロードして，自館の目録作成に利用できる。また総合目

Ⅱ．NACSIS-ILL業務の概要

録データベースは，CiNii Booksとしてインターネット
で一般公開されており，誰でも閲覧可能である。

１．NACSISとは

そ し て， こ の 総 合 目 録 デ ー タ ベ ー ス を 活 用 し て

NACSISとはNIIが大学図書館等機関向けに行ってい

NACSIS-ILLの業務が行われている。

る目録所在情報サービス事業の名称である。NACSISCAT（目録システム）とNACSIS-ILL（図書館間相互貸

３．NACSIS-ILL

借システム）の2つで構成されている。全国の大学，高

NACSIS-ILLは，図書館利用者に学術文献を提供する

等専門学校，研究所，病院などの図書館が参加してお

ため，図書館間で相互に図書や雑誌文献を利用しあう

り，参加館が共同でデータを構築し，またそのデータを

ILL（相互貸借）において，資料の所在調査，複写や貸

それぞれ自館の業務に利用したり，所蔵していない資料

借の依頼，確認といった連絡業務などをオンラインで行

を相互に利用し合う相互利用などを支援するシステムで

い，業務の効率化を支援するシステムである4）。

ある1）。

NIIのホームページによれば，2015年3月末の参加機関

NIIは，情報関連分野を専門とする国内唯一の研究所

は1,110機関で，そのうち大学は国立大学が86，公立大

で，学術情報ネットワークの構築・運営のほか，産学官

学が92，私立大学が574，合計752機関で，全体の約68％

2）

連携で研究開発や研究者の育成などを行っている 。

を大学図書館が占めている5）。また，文部科学省の平成
26年度学校基本調査6）による全国の学校数は，国立大学
が86，公立大学が92，私立大学が603，短期大学が352，

２．NACSIS-CAT（目録システム）
NACSIS-CATは，研究者の研究活動を支援するため

高等専門学校が57となっていて，これと照らし合わせた

に，全国の大学図書館等にどのような学術文献（図書・

NACSIS-ILLへの参加率は，国公立大学は100％，私立

雑誌）が所蔵されているかが即座に分かる総合目録デー

大学も約90％となっており，大学図書館におけるILLは

3）

タベースを構築するためのシステムである 。総合目録

大半がNACSIS-ILLで行われている。

データベースには，図書，雑誌などの学術文献の書誌

NACSIS-ILLの特徴は

と，それらを所蔵する全国の大学図書館等参加機関の所

①最新の総合目録データベースを活用して書誌，所蔵

蔵状況が登録されている。総合目録データベースの最大
の特徴は，共同分担入力方式で構築されているというこ

先情報を自動転記する。
②依頼先は依頼1件につき最大5館まで指定でき，謝絶

WAKAYAMA Masako：東邦大学医学メディアセンター看護学部図書室：〒143 0015
okude@mnc.toho-u.ac.jp
（受理日：2015.11.30）

東京都大田区大森西4 16 20
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された場合，次の依頼先へ依頼レコードが自動転送
される。
③アメリカや韓国の大学図書館への依頼もできる。
④料金相殺制度
などである。
料金相殺制度とは，各参加機関の四半期ごとの受付料
金総額と依頼料金総額とをNIIが相殺するというもの
で，受付より依頼した金額が多ければNIIへ支払い，そ
の逆であればNIIから入金がされる。ILL業務の中で料
金処理に関する業務はなかなか手間のかかるものである
が，料金相殺制度に参加することによりこの負担が軽減

図1

東邦大学メディアセンター組織体制

されるので，多くの館がこの制度に参加しており，2014
年度はNACSIS-ILL全件数の90％以上が料金相殺制度で
7）

処理されている 。

協議会の発足と同時に入会した。
当室は看護学部の校舎1階にあり，面積344㎡，座席数

以上がNACSIS-ILLの概要である。NIIのホームペー

は65席，資料数は図書，AV資料あわせて約36,600点，

ジでNACSISについての詳細な説明や，テキスト，セル

製本雑誌が約5,300冊，所蔵雑誌タイトル数は約450誌，

フラーニング教材などが公開されているので，本稿では

そのうち継続受入タイトル数は約240誌である。職員体

画面の紹介や具体的な操作方法の説明は割愛した。テキ

制は，正職員2名，フルタイムの非常勤職員1名の合計3

ス ト， 教 材 は 誰 で も 自 由 に 閲 覧， 利 用 で き る。 ま た

名で，平日夜間と土曜日の一部時間帯は業務委託にて運

NACSISへの参加方法や最新情報，講習会の開催情報な

営している（2015年3月末現在）。

8）

ども掲載されているので，あわせて参照いただきたい 。

当室の主な利用者は看護学部の学生・院生・教職員
（約550名），医療センターの看護師（約2,200名）などで

Ⅲ．大学図書館でのILL業務の実際

ある。2014年度の利用状況は，年間開室日が279日，入
室者は年間合計36,006人で1日平均129人，貸出人数は年

１．東邦大学医学メディアセンター看護学部図書室につ
いて

間 合 計5,338人 で1日 平 均19.1人， 貸 出 冊 数 は 年 間 合 計
10,698冊で1日平均38.3冊であった。

東邦大学（以下，本学）は，1925年に東京，大森の地

施設，蔵書数ともに大学図書館としては規模が小さい

に帝国女子医学専門学校として開学し，2015年に開学90

が，医学資料は本館である医学メディアセンターにそ

周年を迎えた。医，薬，理，看護の4学部からなる自然

ろっているので，看護学と人文，社会学分野の資料を集

科学系の総合大学である。キャンパスは東京都大田区に

中的に収集している。学内利用者は所属に関係なく学内

大森キャンパス（医，看護）
，千葉県船橋市に習志野

のどのメディアセンター，図書室も利用でき，また予約

キャンパス（薬，理）があり，図書館はそれぞれのキャ

をかけて資料を手近な館に取り寄せることも可能なの

ンパスに医学メディアセンター，習志野メディアセン

で，メディアセンター，分室間で相互に資料の貸借が活

ターが設置されている。

発に行われている。

本学の看護教育は開学の翌年の1926年に付属看護婦養
成所としてスタートし，高等看護学校，看護専門学校，

２．当室のILL実施状況について

医療短期大学を経て，2002年に4年制の大学教育へと発

当室は，2006年11月よりNACSIS-ILLに参加した。そ

展してきた。現在大学院博士課程まで有している。当室

れ以前は相互貸借申込用紙を用いてFAXにて依頼，受

は医療短大時代までは単独館であったが，大学課程と

付を行っていた。現在もFAXでの受付は継続している。

なった時に医学部の図書館である東邦大学医学メディア

受付種別は複写のみで料金は白黒1枚50円，カラーは1枚

センターの分室となった。現在の本学メディアセンター

100円，送付方法は郵便のみで速達にも対応している。

の体制は図1の通りである。

料金支払い方法は，NACSIS-ILL相殺制度に参加してい

なお，日本看護図書館協会（以下，当協会）には，短
期大学時の1992年，当協会の前身である日本看護図書館

るが，非参加館へは郵便振替で個別に行っている。
過去5年間のILLの状況は，他大学の図書館など学外
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への依頼は，2010〜2013年度は大体1,000件強で推移し
てきたが，2014年度は680件とかなり減少した。受付は
2010年度346件，2011年度675件と増加し，2012〜2014年
度は700件台である。また，このほかに学内のメディア
センター，図書室との学内ILLもあり，2014年度は依頼
が236件，受付が657件であった。
所蔵しているタイトル数が少ないため，受付件数も大
学図書館としては多いほうではない。
３．ILL業務の実際
（1）本学メディアセンターの業務システム
本学メディアセンターでは，2010年にE-Cats（日本電

図3 東邦大学医学メディアセンター看護学部図書室ホームページ

気株式会社）という図書館システムを導入し，分室も含
めて図書館システムを一本化した。それを機に目録を統
一し，利用者サービスもできる限り内容と条件をそろ
え，利用者の所属に関係なく学内のどのメディアセン
ター，図書室でもほぼ同一のサービスを提供できるよう
になった。またシステム導入に向けての話し合いや，導
入後も業務連携が増えたことで，メディアセンターとし
ての協力体制もより強くなったことなど，システム統一
のメリットは大きいものがあった。
図2が，本学メディアセンターの図書館システムの業
務画面である。

図4
図2

MyOPACホーム画面

図書館システム業務画面

申込」から申し込む。
（2）利用者のILL申込方法
利用者はMyOPACという利用者向けの図書館サービ

図5が文献複写・貸借申し込み画面である。枠内に取
り寄せる文献の書誌事項を記入し，続いて受け取り，連

スポータルサイトから，文献複写，貸借を申し込む。

絡，支払い方法などを選択して申し込みを確定する。

MyOPACへのログインボタンは図書室ホームページ

（3）文献入手支援システム―リンクリゾルバと学術認証

（図3）やOPAC（蔵書検索）画面にあり，自宅など学内
ネットワークの外からでもアクセス可能である。

システム
本学メディアセンターでは図書館システムの一本化と

図4がMyOPACのホーム画面である。文献複写，貸借

ともにリンクリゾルバ（360Link）を導入した。リンク

は，利用者サービスのメニューの中の「文献複写・貸借

リゾルバとは，Open URLに対応した文献データベー
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図6のようにPubMed，医中誌Web，CiNiiといったデー

等，様々なツールを相互にリンクさせ，必要な文献をス

タベースの検索結果画面にある，リンクリゾルバのアイ

ムーズに入手できるよう支援するシステムである。デー

コンをクリックすると，図7の「中間窓」と呼ばれる画

タベースの検索結果画面から，電子ジャーナルリストや

面に遷移する。

蔵書検索へシームレスにつなぎ，再検索の必要なくフル

中間窓では電子ジャーナルで読めるものには「本文

テキストへ案内する。利用できる電子ジャーナルがな

へ」のリンクボタンを表示，学内のメディアセンター，

く，また冊子版を学内で所蔵していなかった場合も，ク

図書室に冊子を所蔵しているものは所蔵場所を案内し，

リック一つでILLの申し込みへ移行できる。

さらにILLを申し込む「文献取り寄せ申し込み」ボタン

この流れを図で紹介する。

図5

が用意されている。このボタンをクリックすると，図5

文献複写/貸借申込画面
図7

リンクリゾルバの流れ②

リンクリゾルバ中間窓

㻧㻥୕䛴䝮䝷䜳䝮䝂䝯䝔䛴䜦䜨䜷
䝷䜘䜳䝮䝇䜳

図6

リンクリゾルバの流れ①

データベース検索結果画面
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リンクリゾルバの流れ③
リンクリゾルバを経由した文献複写/貸借申込画面

図9

ILL業務画面

図10

図11

複写依頼画面

依頼先選択画面

のMyOPACの「文献複写・貸借申込」の画面に遷移す
るが，この時，データベースの文献書誌情報が埋め込ま
れて移行するので，利用者が入力する必要がない（図8）
。
9）
に参
また本学は学術認証システム（シボレス認証）

加しており，自宅など学外からでも，一度の認証で対応
するすべてのツールを利用できる。本文入手についても
学内環境と同じようにリンクリゾルバ経由でILLの申込
みまでの一連の操作を行うことが可能である。
（4）ILL業務の実際
販売されている図書館システムの多くは，NACSISILLを行うためのメニューを装備している。図9は本学
メ デ ィ ア セ ン タ ー のILL業 務 画 面 で， 開 い た 時 点 で

図12

申込確認画面

NACSIS-ILLに同期する。ILL業務の実際を複写依頼を
例に紹介する。
利用者がMyOPACで文献取り寄せを申込むと，業務
画面に件数が表示される。

バ経由でデータベースから書誌事項がセットされたもの
であることがわかれば，確認の必要はまずない。次に電
子ジャーナルで利用できるものや学内所蔵がないことを

これを開き，まず文献の書誌事項に間違いがないか確

確認する。確認が済んだら，②のボタンをクリックする

認するが，図10の①の書誌典拠のところでリンクリゾル

と，NACSISの総合目録データベースで所蔵館の検索が
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できる。所蔵館の中から依頼先を選択し依頼する（図

ストな方法といえる。しかし看護学の分野では学会誌の

11）
。

オープンアクセス化や機関リポジトリなども進んできて

申し込み先の館から複写物が届いたら，該当するILL

はいるものの，流通している看護文献の中ではまだ一部

レコードを開き，枚数や料金など記入されている内容と

であり，出版社系，アグリゲータ系の電子ジャーナルは

複写の現物を確認し，問題なければ「確認（OK）
」ボタ

費用の問題もある。館種が多様な看護図書館にとって，

ンを押して，レコードを完了させる（図12）
。

ILLは今後も重要な文献提供手段であり続けるのではな

NACSIS-ILLの操作としては，確認ボタンを押して終

いだろうか。その意味においても図書館同士相互に協力

了だが，利用者への文献到着のメール送信や引渡票・領

していくことが大切であり，当協会の活動の意義は大き

収書などを印刷するボタンも画面についていて，画面を

いといえる。

変えることなくそのまま業務の一連の流れで行えるので
便利である。

本稿は第48回研究会において発表した内容を修正，加

また，NACSIS以外のILLや学内ILLを行うメニュー

筆したものである。

もあり，すべてシステムで管理している。その他，統計
やILLの全データを出力することもでき，利用統計や
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