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1現行システムの機能の概要1.現行システムの機能の概要
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１．現行システムの機能の概要

(1)利用できる機能(1)利用できる機能
利用者

データ提供館 参加館 一般データ提供館 参加館 一般
機能

(a)データベースにデー
タを提供 管理する機能 ○タを提供・管理する機能 ○

(b)検索機能 ○ ○ △(b)検索機能 ○ ○ △
(c)システム利用に関す
る管理機能 ○ ○る管理機能 ○ ○
(d)県域を越えた相互貸
借支援機能 ○ ○借支援機能 ○ ○
(e)オンライン・トレーニ
ング機能 ○ ○

4

ング機能 ○ ○
※一般は、簡略版の検索機能のみ利用可能



(2)全体のイメ ジ

１．現行システムの機能の概要

(2)全体のイメージ

参加館
データ提供館

検索機能（詳細）
相互貸借支援
オンライン書誌データ

総合目録DB
参加館

オンライン
トレーニング

データ提供館

書誌デ タ

インターネット

デ タ提供館
書誌データ

書誌データ

NDL

全国書誌
検索機能（一般） 利用者

データ提供館

NDL
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(3)書誌デ タの登録

１．現行システムの機能の概要

(3)書誌データの登録

総合目録DB
参加館書誌 フォーマット変換 同

定
総合目録DB

基本
全

定
処
理 書誌全国書誌

（NDL) フォーマット変換
理

参加館
書誌⇒同じ書誌がなければ、基本書

誌として登録

参加館
書誌

⇒同じ書誌が見つかれば、基本
書誌に関連付けをして登録

※全国書誌のレ ドは必ず基
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※全国書誌のレコードは必ず基
本書誌となる



( ) 定処理

１．現行システムの機能の概要

① 番号（全国書誌番号）

(4)同定処理

①JP番号（全国書誌番号）

②MARC番号②MARC番号

③ISBN

④書名等

順に チングの順にマッチング

同定処理アルゴリズム
http://somoku.ndl.go.jp/info_argo.html
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( ) 定処理 注意点

１．現行システムの機能の概要

書誌割れ

(5)同定処理の注意点

・ 書誌割れ
各データ提供館の書誌データ作成ルールの違

いにより 発生いにより 発生
書誌割れの発生例：
○○図書館： ××へでかけよう ’ １１○○図書館： ××へでかけよう. ’ １１
他の図書館： ××へでかけよう. ’20１１

・誤同定

誤同定よりは書誌割れを許容する方針誤同定よりは書誌割れを許容する方針
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２新システムの機能の概要２.新システムの機能の概要
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(1)利用できる機能

2．新システムの機能の概要

(1)利用できる機能
利用者

データ提供館 参加館 一般データ提供館 参加館 一般
機能

(a)データベースにデー
タを提供 管理する機能 ○タを提供・管理する機能 ○

(b)検索機能 ○ ○ ○(b)検索機能 ○ ○ ○
(c)システム利用に関す
る管理機能 ○ ○る管理機能 ○ ○
(d)県域を越えた相互貸
借支援機能 ○ ○借支援機能 ○ ○

オンライントレーニング
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オンライン ング
は新システムでは
提供されません



(2)利用できる機能（新機能）

2．新システムの機能の概要

(2)利用できる機能（新機能）

利用者
データ提供館 参加館 一般

機能

(a)外部サービスとの
連携 ○ ○ ○

(b)グループ化 ○ ○ ○

11



2.新システムの機能の概要(3)検索に関する機能・運用の変更点

①①アクセス先ＵＲＬ

現行システムのトップページ
http://somoku.ndl.go.jp/

新システムのト プペ ジ新システムのトップページ
http://iss.ndl.go.jp/
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2.新システムの機能の概要(3)検索に関する機能・運用の変更点

行

②ログインID

■現行システム
各参加館に固有の2つのログインＩＤとパスワード

検索用ＩＤとパスワ ド・検索用ＩＤとパスワード

・管理用 ＩＤとパスワード

■新システム■新システム

当館の登録利用者制度のID とパスワードをご使用頂きます。
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2.新システムの機能の概要(3)検索に関する機能・運用の変更点

■現行システム

③検索方法

■現行システム
・基本検索

・ＮＤＣ階層検索

・内容細目全文検索

・書誌番号検索

■新システム
・簡易検索

・詳細検索
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2.新システムの機能の概要(3)検索に関する機能・運用の変更点

■現行システム

④絞り込み

■現行システム
・データ提供館所蔵の和図書のみ

■新システム
当館および国内 各機関所蔵 多様な（デジタル）・当館および国内の各機関所蔵の多様な（デジタル）

資料

→公共図書館所蔵のみに絞り込み
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2.新システムの機能の概要(3)検索に関する機能・運用の変更点

行

⑤参加館書誌

■現行システム

・基本書誌に紐づく参加館書誌も閲覧可能基本書誌に紐 く参加館書誌も閲覧可能

■新システム■新システム
・基本書誌のみ閲覧可能

16



3NDLサーチの検索機能3.NDLサーチの検索機能
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3.NDLサーチの検索機能

(1)検索の流れ

ログイン

(1)検索の流れ

ログイン

簡易検索 詳細検索

検索結果検索結果

書誌詳細
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3.NDLサーチの検索機能

( ) グ(2)ログイン

ログインをしなくても検索を行うことができますが、以下の機能をお使いいたグインをしなくても検索を行う とができますが、以下の機能をお使いいた
だく場合はログインが必要になります。
・相互貸借依頼機能
・最後に検索した際の検索条件の保存

※例えば、詳細検索でデータベースを指定して検索を行った場合、次にトッ
プページを表示した際は、同様の条件が指定された状態になります。
・結果表示件数の設定
・所蔵館を自館に近い順から表示
・NDL‐OPACへ遷移して申し込み
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(3)検索方法

3.NDLサーチの検索機能

(3)検索方法

検索方法は タブで切り替え検索方法は タブで切り替え

(a)簡易検索

(b)詳細検索

20



(4)簡易検索

3.NDLサーチの検索機能

(4)簡易検索

■検索項目■検索項目

(a)タイトル（表記形・ヨミ）

(b)著者・編者（表記形・ヨミ）

(c)出版者（表記形・ヨミ）(c)出版者（表記形・ヨミ）

(d)ISBN

など

※詳細な検索項目は 平成24年1月に※詳細な検索項目は、平成24年1月に

リニューアルする事業HPに掲載予定
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(5)詳細検索

3.NDLサーチの検索機能

(5)詳細検索

・タイトルや著者・編者など、項目ごとに検索
ボックスが分かれているボックスが分かれている。
・データベース、資料種別、所蔵館を指定可能
検索条件 掛け合わせが可能・検索条件の掛け合わせが可能
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(6)検索結果画面

3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

レイアウトー４つの領域で構成レイアウト ４つの領域で構成

Ａ Ｄ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｂ
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(6)検索結果画面

3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

Ａ
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3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

【Ａ】表示方法変更【Ａ】表示方法変更

プルダウンメニューで
「並び替え条件」を選択「並び替え条件」を選択

※参加館が グインした状態で※参加館がログインした状態で、
「入手可能性」順に並び替えをすれ
ば、相互貸借依頼が可能なものを
上位に表示します上位に表示します。
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(6)検索結果画面

3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

ＢＢ
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3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

【B】検索結果書誌表示－ILL連携【B】検索結果書誌表示 ILL連携
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3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

【B】検索結果書誌表示－グループ化【B】検索結果書誌表示 グル プ化
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(6)検索結果画面

3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

Ｃ
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3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

【C】絞り込み【C】絞り込み

※（ ）の中の数字は 各絞り込※（ ）の中の数字は、各絞り込
み条件で絞り込んだ場合の、検
索結果件数を予め表示
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3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

【C】絞り込み－公共図書館蔵書【C】絞り込み 公共図書館蔵書
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(6)検索結果画面

3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

ＤＤ
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3.NDLサーチの検索機能

(6)検索結果画面

【Ｄ】再検索【Ｄ】再検索
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3.NDLサーチの検索機能

(5)検索結果画面

【Ｄ】再検索－外部サービスで検索【Ｄ】再検索 外部サ ビスで検索
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3.NDLサーチの検索機能

(5)検索結果画面

【Ｄ】再検索－外部サービスで検索【Ｄ】再検索 外部サ ビスで検索

35



3.NDLサーチの検索機能

(7)書誌詳細画面(7)書誌詳細画面

左右二つの領域で構成左右二つの領域で構成
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3.NDLサーチの検索機能

(7)書誌詳細画面(7)書誌詳細画面

【左側】－書誌情報表示【左側】 書誌情報表示
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(7)書誌詳細画面

3.NDLサーチの検索機能

(7)書誌詳細画面

【右側】 各種サ ビス【右側】－各種サービス
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(7)書誌詳細画面

3.NDLサーチの検索機能

(7)書誌詳細画面

各種サ ビス 例 T各種サービスの一例－Twitter
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4.NDLサーチの
相互貸借支援機能相互貸借支援機能
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4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(１)相互貸借依頼の流れ(１)相互貸借依頼の流れ

書誌詳細画面
図書館名の隣の「依頼」をクリック

貸借依頼内容の確認

図書館名の隣の「依頼」をクリック

依頼方法選択（電子メールまたはFAX）

「相互貸借情報に同意します」をクリック

依頼方法選択（電子メ ルまたはFAX）

依頼

「電子メール」または「FAX」をクリック

依頼
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(１)相互貸借依頼の流れ

4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(１)相互貸借依頼の流れ

①見る・借りる①見る・借りる
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4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(１)相互貸借依頼の流れ

②相互貸借情報確認画面②相互貸借情報確認画面
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4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(１)相互貸借依頼の流れ

③依頼内容確③依頼内容確認
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4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(１)相互貸借依頼の流れ

④電子メール送信
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4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(１)相互貸借依頼の流れ

⑤FAX書式表示⑤FAX書式表示
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( )補 ① 所属地

4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(２)補足①同じ所属地区へ
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4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(２)補足②国立国会図書館への依頼

H24.1
NDL-OPACNDL OPAC
リニューアルNDLサーチと同じIDとパスワード

でログイン
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(３)ル ルとマナ その１

4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(３)ルールとマナー その１
・相互貸借申込の基本原則相互貸借申込の基本原則

～「まず近くの図書館から」

・依頼手続きの確認依頼手続きの確認

～依頼方法、様式等は、貸出館の指示（規
程）に合わせる程）に合わせる

・貸出条件を守る

個人貸出に限る 館内閲覧に限る等 条件～個人貸出に限る、館内閲覧に限る等、条件
は図書館ごとに異なる

資料が到着したら資料状態をチェックする・資料が到着したら資料状態をチェックする

～傷み具合、付録の有無等
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(３)ル ルとマナ その２

4.NDLサーチの相互貸借支援機能

(３)ルールとマナー その２

・資料の扱いに注意する資料の扱いに注意する

・資料を紛失･破損した場合、速やかに連絡し、指
示を仰ぐ示を仰ぐ

・借受館の複写

～公共図書館間資料相互貸借指針～公共図書館間資料相互貸借指針

・返却期限の厳守

遅れるときには必ず連絡を～遅れるときには必ず連絡を

・返却方法は貸出館の指示に従う

特に返却時の梱包は丁寧に 送られたとき～特に返却時の梱包は丁寧に、送られたとき

の状態を再現
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休憩休憩
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5 NDLサーチの管理機能5. NDLサ チの管理機能
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5. NDLサーチの管理機能

(1)ログイン(1)ログイン

NDLサーチ管理機能ログイン画面は、次のURLです。チ管 機能 、次 す。
http://www2.iss.ndl.go.jp/admin/accounts/sign_in

※NDLサーチ（http://iss.ndl.go.jp/）の画面からはリ
ンクされておりません。
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(２)図書館情報の編集

5. NDLサーチの管理機能

(２)図書館情報の編集
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(２)図書館情報の編集

5. NDLサーチの管理機能

(２)図書館情報の編集
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(３)相互貸借に関する情報

5. NDLサーチの管理機能

(３)相互貸借に関する情報

「相互貸借に関する情
報」は 管理画面で更新報」は、管理画面で更新
可能です。

入力ボックスの情報を
更新した後、「更新する」更新した後、 更新する」
ボタンをクリックして下さ
い。
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6.書誌データ登録誌デ 録
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6.書誌データ登録

(1)書誌デ タ登録とは(1)書誌データ登録とは

都道府県立・政令市図書館の所蔵資料の書誌データを都道府県立 政令市図書館の所蔵資料の書誌デ タを
所定のフォーマットに変換してシステムに登録するこ
とと

■対象■対象

和図書に限らず、洋図書、逐次刊行物、

デジタル化コンテンツなど

現行システムは
和図書のみ
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(2)通常作業

6.書誌データ登録

(2)通常作業

各図書館の以下の更新データを定期的に送付各図書館の以下の更新デ タを定期的に送付

・新規に受け入れた資料

・書誌情報を変更した資料

・廃棄した 除籍した資料・廃棄した、除籍した資料
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(3)デ タの提供頻度

6.書誌データ登録

(3)データの提供頻度

平成２２年度 週２回以上

7%

週１回～

15%

年数回

20%

月１回～

月２回～

37%

月１回
21%
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(4)フ マ ト変換

6.書誌データ登録

(4)フォーマット変換

参加館書誌
NDLサ チ

参加館書誌
フォーマット変換

NDLサーチ

各図書館システム 総合目録共通フォーマッ
のフォーマット トまたはDC-NDL(RDF)

フォーマット
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(5)デ タ提供フォ マット

6.書誌データ登録

(5)データ提供フォーマット
■総合目録共通フォーマット総 録 通

JAPAN/MARCに準拠した構造・項目

構成構成
● 書誌データ
識別ブロ ク・ 識別ブロック

・ 記述ブロック
・ アクセス・ポイント・ブロックアクセス ポイント ブロック
・ その他のブロック

● 所蔵ローカルデータ
※ フォーマットの版：第２版(H10～)、第３版(H16～)

<htt :// k dl j /i f ht l#f t><http://somoku.ndl.go.jp/info.html#format>
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(6)フォ マット変換時の注意点

6.書誌データ登録

(6)フォーマット変換時の注意点

変換ミスの例

– 13桁のISBNが13桁で抽出されていない13桁のISBNが13桁で抽出されていない

[010A][001][978-4-540-070]←正しくは13桁

MARC番号種別の指定間違い–MARC番号種別の指定間違い
[090A][001][JLA] ←正しくはJP
[090B][001][78024685][090B][001][78024685]

–刊行年の変換間違い
[100A][001][ [198 ](半角) 正しくは1983[100A][001][    [198      ](半角)  ←正しくは1983
[270D][001][[１９８３]](全角)
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(7)デ タ送付方法 ①FTP転送方式

6.書誌データ登録

(7)データ送付方法 ①FTP転送方式

■FTP転送方式■FTP転送方式
① １日に複数ファイルの送付が可能

② 転送されたデ タは AM６:00に登録② 転送されたデータは、AM６:00に登録
※AM6:00は変更される可能性あり。変更になれば別途お知らせ。

※現行システムでは 転送時にメール通知がありましたが 新システムでは※現行システムでは、転送時にメ ル通知がありましたが、新システムでは
メール通知はありません。

※何十万件という大量の件数のデータを送付される場合は、予めご連絡下さい。

データ提供館

FTP転送

ＮＤＬサーチ（送って頂く）
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(7)デ タ送付方法②http get方式

6.書誌データ登録

(7)データ送付方法②http-get方式

■ htt g t方式■ http-get方式
①データを取得し、システムに登録

②１日に転送できるファイルに上限なし

(管理機能から時間指定して転送予約)
※現行システムでは、転送時にメール通知がありましたが、新システム

ではメール通知はありません。

※何十万件という大量の件数のデータを送付される場合は、予めご連絡※何十万件という大量の件数のデ タを送付される場合は、予めご連絡

下さい。

データ提供館

ＮＤＬサーチ

（取りに行く ）

http-get

データ提供館 （取りに行く。）
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(7)デ タ送付方法②http get方式

6.書誌データ登録

(7)データ送付方法②http-get方式

新システムのhttp‐get予約画面
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(8)デ タの送付から処理まで

6.書誌データ登録

(8)データの送付から処理まで

データ受信(FTP) 同定処理

10/1 10/2

データ受信(FTP) 同定処理

10/1 10/2

データ①

データ③

データ②

デ タ③

データ④

6:00 18:00

データ取込(http-get)転送予約(http-get)
67
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(9)特別なケ ス

6.書誌データ登録

(9)特別なケース

初期デ タ登録■初期データ登録
初めて書誌データを参加館の図書館システムから
全件抽出し 登録する と全件抽出し、登録すること

全件入替■全件入替
図書館システムのリプレース時などに登録されて
いる書誌デ タ全件を削除して 新たに全件登録いる書誌データ全件を削除して、新たに全件登録

※作業前後に当館と 調整が必要※作業前後に当館との調整が必要
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(10)初期デ タ登録の流れ

6.書誌データ登録

(10)初期データ登録の流れ

① サンプル書誌デ タの抽出 検証① サンプル書誌データの抽出・検証
・1000件程度の抽出データの共通フォーマットへの変換、
ftpまたはhttp-getまたはメールによる送付（提供館側）ftpまたはhttp-getまたはメールによる送付（提供館側）
・データの検証（国立国会図書館側）

② 全件書誌データの抽出・登録・検証

③ 差分更新データの抽出・登録・検証③ 差分更新デ タの抽出 登録 検証

④ 差分更新デ タ転送（通常運用）④ 差分更新データ転送（通常運用）
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(11)全件入替の流れ

6.書誌データ登録

(11)全件入替の流れ

① サンプル書誌データの抽出・検証① サンプル書誌デ タの抽出 検証
・1000件程度の抽出データの共通フォーマットへの変換、
ftpまたはhttp-getまたはメールによる送付（提供館側）
デ タの検証（国立国会図書館側）・データの検証（国立国会図書館側）

② 全件書誌データの削除・抽出・登録・② 全件書誌データの削除・抽出・登録・
検証
・データの削除（国立国会図書館側）デ タの削除（国立国会図書館側）

③ 差分更新データの抽出・登録・検証③ 差分更新デ タの抽出 登録 検証

④ 差分更新データ転送（通常運用）④ 差分更新デ タ転送（通常運用）
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6.書誌データ登録

(12)書誌データ登録に関する技術的な相談

データ提供館担当者、図書館システム担当
SE、NDL担当者の３者でやりとりさせていたSE、NDL担当者の３者でやりとりさせていた
だくことも

お気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください。
国立国会図書館関西館図書館協力課国立国会図書館関西館図書館協力課

協力ネットワーク係

k 1@ dl j
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ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました。
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