米国上院議

議員のアドレスを教えてもらうことは可能

電子メール

である。仮に連絡をした者がその議員の選

員 の数 は、 州
の数に対応する

上院がインターネットの利用を開始した

挙民である場合には、議員は再選にプラス

ものになってい

のは、昨年の6 月からである。そして第一

になると考えるので教えてもらえる可能性

るので100 名と

に開始されたサービスは、電子メール送受

が高い。

比 較 的 少 ない

信サービスである。現在40の議員オフィス

上院の電子メールシステムで特徴的なこ

が、 各 議 員 が

並びに21の委員会オフィスなどがこのサー

とは、その操作性のよさである。上院では

雇用するスタッフは30 人〜50 人と非常に

ビスを利用している。そして今年5 月の月

LANがすでに構築されているが、そのネッ

多い。こうしたスタッフに各委員会に所属

間統計では、6387 通の電子メールが上院

トワーク内での電子メールのやりとりには、

するスタッフなども加えると、上院のスタ

から発信され、15125 通の電子メールが上

cc：Mailが利用されている。そしてインタ

ッフは7000人にもなる。したがって、議員

院に到着している。上院のコンピュータセ

ーネットを経由しての外部との送受信もこ

のみならずこうしたスタッフを支える議員

ンターのスタッフによると「その数は、上昇

のcc：Mailを同様に使う形になっており、

事務局のコンピュータスタッフも非常に多

の一途をたどっている」とのことであった。

電子メールの利用者がほとんどインターネ

く171 人もいる。このように充実したスタ

上院議員の電子メールアドレスは、同セ

ットを意識しないですむような環境ができ

ッフがすでに存在していることもあり、上

ンターでは公開していない。しかし、この

上 院

院事務局のインターネット活用への取り組

ことは一般国民が上院議員の電子メールア

みは、かなり早かった。上院の情報システ

ドレスを知ることができないことを必ずし

ムの担当者によれば、約2 年前にインター

も意味しない。すなわち、アドレスを公開

ネット活用のためのタスクフォースを設置

するか否かは、各議員オフィスの判断に任

し、準備を開始したとのことである。

されており、議員オフィスに直接連絡し、

あがっている。

大津修一

米国レポート

インターネットを
活用する米国議会
米国のクリントン大統領が、昨年 6月電子メールの利用を開始したことは、
よく知られている。最近では、Mosaic上に映し出された
クリントン大統領やゴア副大統領の姿がデモなどでよく紹介されている。
しかし、意外に知られていないのは、
米国議会でのインターネットの利用である。米国議会は、
ホワイトハウスに劣らずインターネットを積極的に利用している。
米国議会のインターネット利用に関する
最新情報をご紹介する。
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以上のように、上院では毎年のように新

今年6月からこれに新たなサービスを追加し

データベース
上院コンピュータセンターは、電子メー

た。それは各議員オフィスによるTELNET、

たなサービスが追加されているが、こうし

FTP、Gopher の利用である。これにより、

た新しい情報ツールを使いこなす能力を議

ルの利用と同様に昨年6月から、各議員オ

議員およびそのスタッフは自分のオフィスか

員やそのスタッフが身につけることも当然

フィスに対し情報サーバの利用サービスを

ら直接、インターネットを通じて世界中の

のことながら重要である。この点について

提供している。これにより各議員オフィス

情報にアクセスできるようになった。

は、コンピュータセンターも十分配慮して

は上院のFTP サーバおよびGopher サーバ

こうしたデータベースの操作性は、デー

に情報ファイルを登録し、国民など広くイ

タの転送速度によって大きく影響を受ける

ている。これはインターネットに限らず、

ンターネットのユーザーに対し独自の情報

が、すでに上院では、光ファイバーケーブ

Windows、表計算、データベース、ワープ

を大量かつ迅速に提供できるようになった。

ルがバックボーンとして敷設されており、そ

ロなどのソフト、LANの管理などについて

現在21 の議員オフィス並びに10 の委員会

の転送速度は100Mbps であり、また各オ

研修プログラムが組まれている。また、き

オフィスなどがこのサービスを利用してい

フィス内でのLANの転送速度は10Mbpsと

わめて単純なことであるが、使用している

る。上院のGopher は今年5 月の月間統計

高速である。ただし、インターネットを利

ソフトを統一していることも、こうした技

では、FTP アクセスが1563 セッション、

用 しての外 部 へのアクセス速 度 は現 在

能の習熟を促進している。たとえば、英文

Gopherアクセスが14025セッションとのこ

56Kbpsとのことであった。また上院のネッ

ワープロについては、Wordperfect、表計

とであった。

トワークは、下の図のように下院、議会図

算についてはLotus1-2-3、電子メールにつ

書館、政府印刷局（GPO ：Government

いてはcc ： Mail というように、各処理分

Printing Office）ともCAPNETというネッ

野に応じてソフトが統一されている。この

トワークで結びついており、こうした組織

ことは、データコンバートの面でも大きな

間での高速通信が実現している。

メリットがある。

下の図は上院のGopherで議員の個人フ
ァイルを参照している模様を示す。
なお、こうしたサービスの議員による利
用は、当然のことながら選挙において現職

いて、研修やセミナーを毎日のように開い

を有利にさせることになる。この点に関し
ては、選挙の60 日前から各議員は、この
上院

FTP サーバの利用ができないことになって

下院

図書館

GPO

いる。
上記のサービスは、議員から国民への情
報提供が中心になるインターネットサービス
であったが、上院コンピュータセンターは

委員会の構成を表示するように指示

j 上院のGopher のメニュー画面

ドキュメントを公開している委員会の一覧

委員会の委員の一覧を表示

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET MAGAZINE No.3

101

下 院

下院情報シ

ては上院と同様に、直接議員のオフィスに

WAIS の検索スピードについて質問をし

ステムの担当者

問い合わせれば、教えてもらえる可能性が

たところ、「1 会期ごとに400 〜500M バイ

によれば、下院

ある。

トのデータが発生するが、WAISは1時間あ

では6000 台以

情報システムの担当者に、各議員はイン

るいは1.5時間でその全データのインデック

上のコンピュー

ターネットを使いこなしているかと質問し

スを作成することができる。実際にキーワ

タが稼働してお

てみると、「議員個人は使いこなしていると

ードで検索する際のスピードも問題ない。

り、その大半が

は言えない。しかし、議員のスタッフが活

もちろんマイクロ秒単位の検索スピードを

インターネットに接続されている。もちろ

用している。まだ利用していないスタッフ

要求するのであれば、遅いということにな

ん一部のコンピュータはスタンドアローン

もいるが、現在我々は情報のセキュリィを

るかもしれないが、我々のサービスにおい

で利用されているが、いずれすべてのコン

確立しつつある。このセキュリティが確立

て検索スピードはまったく問題になってい

ピュータがインターネットに接続される予

されれば、近い将来、全議員およびスタッ

ない」という答えであった。またGopherか

定とのことであった。

フの利用が実現すると思う」とのことであ

らWAIS のメニューに入るスピードも非常

った。

に早く、快適な環境が構築できているとの

電子メール

ことであった。

データベース

下図の例は、下院のGopherから下院の
年間日程を検索している模様を示している。

電子メールについては、下院事務局が独
自のメールボックスをもっており、またさ

下院も上院と同様にGopherを利用した

下院もまた、議員スタッフのインターネ

らにそれぞれの下院議員も個人のメールボ

システムを開発している。また法案や会議

ット活用を促進するため、その研修に力を

ックスをもっている。もちろん議員のスタ

録のキーワード検索にはWAIS を利用して

入れている。上記担当者は「すべてのスタ

ッフも同様である。そしてほとんどのスタ

いるとのことであった。ただし、会議録の

ッフがインターネットを活用しているわけ

ッフは、自分の電子メールアドレスを所有

全文については、下院事務局は公開してい

ではないので、我々はその習得のために、

しているとのことであった。

ない。これは上院も同様である。会議録の

わかりやすいマニュアルを提供したり、セ

全文については、最近GPO が有償（月35

ミナーを実施したりしている。通常このよ

メールアドレスは公開されている。この一

ドル）でオンラインサービスを開始した。

うなセミナーには、スタッフなど約100人が

覧はインターネット上で参照することがで

これは「1993 年政府印刷局電子情報アク

参加している」とのことであった。

き、現在40 人程度の下院議員が自分のア

セス促進法（the GPO Electronic Informa-

ドレスを公開している。この数は下院議員

tion Access Enhancement Act of 1993）」

の約1 割に相当するが、残りの議員につい

に基づくものである。

上院とは異なり、一部の下院議員の電子

下院のGopher のメニュー画面

下院の年間スケジュールを表示

下院の年間スケジュールを選択
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LOCIS

議会

米国議会図

Research Service）を訪問したが、そこで

心をもっている問題についてどのような報

紹介されたものは、LOCISではなく、Mar-

告書が作成されているかを簡単に検索する

velというシステムであった。

ことができ、さらにその本文もオンライン

書館（The

図書館

で簡単に入手することができる。たとえば、

Marvel

Library of Con-

CRIME BILLと入力するとその関連の報

gress）は、長

告書のタイトル一覧が表示され、さらにそ

年にわたり上下

Marvelとは、Machine Assisted Realiza-

の中の1 つを選択すると、その報告の全文

両院議員に対し、書籍、雑誌、著作権な

tion of the Virtual Electronic Libraryのイ

を見ることができる。MarvelからLOCISや

どの情報をオンラインで提供してきている。

ニシャルであり、このシステムはインターネ

上下両院のGopherに入ることも簡単にで

このオンラインシステムは、LOCIS（the

ットからの利用を前提にしたものである。

きる。

Library Of Congress Online Information

具体的にはGopher を活用したもので、議

なお議会図書館は、現在、世界電子図

Service）と呼ばれるものであり、2600 万

会図書館の膨大な情報にGopherのメニュ

書館（Global Electronic Library）という

件以上のデータを保有するデータベースで

ー選択でアクセスすることが可能になって

WWWを活用したシステムを開発中とのこ

ある。LOCIS は、図書関係の情報のみな

いる。Marvelは1993年7月からインターネ

とであった。

らず、法律、法案に関する情報も提供して

ット上での利用が開始された。

終わりに

いる。たとえば、特定の法案の要旨、その

筆者がインタビューしたCRSオンライン

審議の経過などを提供している。現在この

システムチームのドルモンド氏 は、

LOCISは、インターネット上でも利用可能

IBM/PC互換機を使用しており、ウィンド

米国議会のインターネット利用への取り

となっており、TELNETでlocis.loc.govに

ウズ上でHGOPHERというGopherのクラ

組みには目を見張るものがあるが、著者が

アクセスすれば、だれでも無償で利用でき

イアントソフトを使用していた。これはマ

驚いた点は急速なダウンサイジングである。

る。下の図は、実際にアクセスしたときの

ウスでのメニュー選択も可能であり、非常

上院の広大なコンピュータセンターの片隅

画面を示している。

に迅速かつ快適なものであった。CRSには

にパソコンが数十台あり、サーバーになっ

LOCIS は、汎用機の端末用に設計され

多くの調査員がおり、議会の委員会などで

ている。このことは、小規模な組織でも米

ているので、メニュー選択もあまり使いや

取り上げられているカレントな問題につい

国議会のようなシステムを構築することは

すいものではない。筆者は、議会図書館の

て、さまざまな報告書が作成されている。

不可能ではないことを示している。

議会調査局（CRS ： Congressional

議員は、このMarvel を通じて、自分が関

L O C I S :

WEDNESDAY, 10/26/94 07:11 P.M.
LOCIS--- THE LIBRARY OF CONGRESS INFORMATION SYSTEM
is now available for your search.
The Term Index, updated on 10/26/94, contains 9,619,867 terms.

LIBRARY OF CONGRESS INFORMATION SYSTEM

To make a choice: type a number, then press ENTER
1

Library of Congress Catalog

4

Braille and Audio

2

Federal Legislation

5

Organizations

3

Copyright Information

6

Foreign Law

*

*

7
8
9
10
11

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CONTENTS:

TO SEARCH, USE FIRST WORDS OF:
subject ----------------->
author ------------------>
title or series --------->
partial LC call # ------->
LC record # ------------->

*

Searching Hours and Basics
Documentation and Classes
Library of Congress General Information
Library of Congress Fast Facts
* * Announcements * *
New Interface for Some Files]

196819731975-

Comments and Logoff
Choice:

Other European
Non European
Microforms

197619781984-

EXAMPLES:
browse solar energy
b faulkner, william
browse megatrends
b call QA76.9
loci 80-14332

OR SEARCH INDIVIDUAL WORD/S --------->
UPDATE:
HELP:

12

Books, some microforms:
English
French
German/Portuguese/Spanish

find internet

Index terms are added and updated each night.
Enter HELP for LOCI info, or HELP COMMANDS for command list.

READY FOR NEW COMMAND:
b kissinger

1
LIBRA OF CONGRESS CATALOG
CHOICE
1

FILE

BOOKS: English language books 1968-, French 1973-, German,
Portuguese, Spanish 1975-, other European languages 1976-77,
non-European languages 1978-79. Some microforms 1984-.

LOCI

2

BOOKS earlier than the dates above.
music, audiovisual items.

PREM

3

Combination of files 1 and 2 above

4

SERIALS cataloged at LC & some other libraries since 1973.

LOCS

5

MAPS and other cartographic items (except atlases) cataloged
at LC 1968- and some other research libraries 1985-.

LOCM

6

SUBJECT TERMS and cross references form LC Subject Headings.
NOTE:
Choices 1,4, and 5, depending on commands used, also
include ALL catalog files. See HELP screens.
Return to LOCIS MENU screen.

LCXR

12

Some serials, maps,
(LOCI and PREM).

To choose from list, see examples at bottom.
Terms alphabetically close to:KISSINGER

FILE: LOCI

B01 Kissing through glass//(TITL=1)
B02 Kissing time//(TITL=1)
B03 Kissing, hugging, and//(TITL=1)
B04 Kissingen (Landkreis)//(SUBJ=1)
B05 Kissingen, Ger. (Landkreis)--//(CORP=1; SUBJ=1)
B06+Kissinger//(TITL=7)
B07 Kissinger & detente//(TITL=1)
B08 Kissinger and Brzezinski//(TITL=1)
B09 Kissinger and the meaning of history//(TITL=1)
B10 Kissinger Bildhauer Valentin Weidner//(TITL=1)
B11 Kissinger Commission report recommendations for US//(TITL=1)
B12 Kissinger complex//(TITL=1)

Choice:
1

LOCIS でキッシンジャー関係の資料を検索
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