
総合目録ネットワーク

操作マニュアル

このマニュアルについて

・このマニュアルは、「国立国会図書館総合目録ネットワーク」の事業概要と、

システムの利用方法、システムを用いて行う相互貸借にあたっての注意事項

等を説明するものです。

・今後、マニュアルに改訂が発生した際は、連絡担当者宛てに通知いたします。

国立国会図書館



改訂履歴

改訂日 ページ 改訂内容

2011/12/26 36,38,46～50 図の差し替え

2012/6/1 2～53
図の差し替え、事業実施要項、参加規程の改正を反映、

管理機能へのログイン時の補足追記

2014/3/24 全面改訂
概要説明の修正、図の差し替え、検索～貸出依頼につい

て補足追記

2019/9/04 3,6,7,30,50,51 常時 SSL 化に伴う URL の変更

2019/10/09 50,51 管理機能ログイン画面 URL の変更
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1. 「国立国会図書館総合目録ネットワーク」について

1.1 「国立国会図書館総合目録ネットワーク」とは

    ―「県域を越えた」、「公共図書館」の総合目録 ―

「国立国会図書館総合目録ネットワーク」は、県域を越えた、全国規模の公共図書館の

総合目録ネットワークです。

全国の都道府県立図書館及び政令指定都市立図書館の協力のもと、それぞれの図書館が

所蔵する書誌・所在データ（以下、「書誌データ」という。）の提供を受けて、総合目録デ

ータベースを構築しています。

（１）国立国会図書館と総合目録について

国立国会図書館は、「国会法」（昭和 22 年法律第 79 号）第 130 条に基づき、国会に置か

れている図書館であり、「国立国会図書館法」（昭和23 年法律第 5 号）をその設置法として

います。

「国立国会図書館法」第 21条では、総合目録について次のように定められています。

「国立国会図書館法」 第２１条 第１項 第４号

日本の図書館資料資源に関する総合目録並びに全国の図書館資料資源の連係ある使用を

実現するために必要な他の目録及び一覧表の作成のために、あらゆる方策を講ずる。

国立国会図書館では、この条文に基づき、図書館協力事業の一環として、国内の公共図

書館における図書館資料資源の共有化、書誌サービスの標準化と効率的利用を図るととも

に、公共図書館の県域を越える全国的な相互貸借等を支援することを主な目的とし、国立

国会図書館総合目録ネットワーク事業を実施しています。

（２）国立国会図書館と国立国会図書館総合目録ネットワーク事業について

国立国会図書館総合目録ネットワーク事業の前身は、平成 5 年度に実施した「国立国会

図書館 総合目録ネットワーク・パイロットプロジェクト実験」です。平成 6 年度からは

「パイロット電子図書館プロジェクト「電子図書館実証実験」」として、国立国会図書館と

IPA（現情報処理推進機構）との共同事業として進められました。

平成 10 年度には、国立国会図書館がパイロットプロジェクトを継承し、「国立国会図書

館総合目録ネットワーク事業」（以下、「本事業」という。）として、事業化しました。

平成 13 年度には、本事業への参加対象とする図書館を、市区町村立図書館まで拡大し、
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また、平成 16 年 4 月にはシステムを切り替えました。

平成 24 年 1月には、国立国会図書館サーチ（以下「NDL サーチ」という。）へシステム統

合し、現在に至っています。

システムの構築及びデータベースの維持管理は国立国会図書館が行っていますが、運営

方針等の検討については、本事業に参加する図書館（以下「参加館」という。）の協力を得

て行っています。

また、公共図書館の多くが書誌データの作成にあたり、民間 MARC のデータを購入し使用

している状況にあるため、データの使用に関しては、民間 MARC各社に対しても、協力を依

頼しています。

○「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業」の内容と解説

  （「国立国会図書館総合目録ネットワーク事業実施要項」２事業内容 を抜粋）

（１） 本事業の目的を達成するために当館は、本事業に参加する図書館（以下｢参加館｣

という。）の書誌データ及び所在データ（以下「書誌データ」という。）を収集

し、当館が構築する国立国会図書館サーチ（以下「NDL サーチ」という。）に

当該書誌データを統合し、データベース及びネットワークの運用及び維持管理

を行う。

（２） 書誌データを提供する図書館は、参加館のうち、都道府県立図書館及び政令指

定都市立図書館とする。

（３） NDL サーチにおいて、次の各号に掲げるサービスを提供する。

① 検索サービス

参加館から収集した書誌データ及び当館書誌データ並びに都道府県域横断

検索等との統合検索を可能とする。

② 相互貸借支援サービス

収集した書誌データについて、参加館間における相互貸借依頼を支援する

機能を提供する。

（４） 検索サービスは、一般に公開する。

（５） 県域を越える図書館相互貸借の円滑な実施に資するため、参加館のうち都道府

県立図書館及び政令指定都市立図書館の相互貸借情報（貸出規則等）を NDL サ

ーチに収録の上、参照可能とする。

（６） 事業の円滑な運営に資するため、各種会議、研修等を実施する。
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（３）参加館について

本事業に参加する図書館を参加館と呼びます。

参加資格を有するのは、公立図書館又はこれに準ずる機関です。

参加館になるためには、国立国会図書館長に対し参加申請を行い、承認を受ける必要が

あります。

          ＞［参加するには］

https://iss.ndl.go.jp/somoku/?page_id=63

（４）データ提供館について

参加館のうち、自館の書誌データを提供している図書館を、データ提供館と呼びます。

都道府県立図書館並びに政令指定都市立図書館がデータ提供館となりますが、一部、デ

ータ提供を行っていない図書館もあります。

参加館とデータ提供館の概念図

参加館

（相互貸借が可能）

都道府県立・

政令指定都市

立図書館

データ

提供館
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1.2 NDL サーチの総合目録機能について

NDL サーチとは、国立国会図書館内外のデータベースを統合的に検索することのできるデ

ータベース・システムのことです。

（１）事業の愛称「ゆにかねっと」について

平成 16 年度より、国立国会図書館総合目録ネットワークシステムの愛称として「ゆにか

ねっと」を使用してきました。これは、総合目録ネットワークの英訳、UNIon CAtalog NETwork 

から名付けたもので、平成 15年度に参加館にご協力いただき決定したものです。

平成 23 年度の NDL サーチへのシステム移行後は、国立国会図書館総合目録ネットワーク

事業の愛称として使用しています。

（２）NDL サーチの総合目録機能について

総合目録機能は大きく４つの機能で構築されています。

①データベースを作成・管理する機能

データ提供館から送付されてくる書誌データファイルを受け付け、データベース上

に自動登録し、機械的な同定処理や、更新処理を行う機能です。

②検索機能

   データベースに収録されている書誌データを検索する機能です。

  ２章：「検索機能を利用する」、３章：「書誌データを確認する」

③相互貸借支援機能

検索の結果、所蔵情報が得られた資料について、他館に相互貸借を依頼する際の業

務を支援するために、次のような機能があります。

・相互貸借情報（貸出規則等）の参照・確認

・電子メールによる依頼の送信

・FAX による依頼を行うための書式の打出し（プリントアウト）用画面の表示

  ４章：「相互貸借を依頼する」
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④システム利用に関する管理機能

参加館が、相互貸借に関する情報を登録・修正する機能などがあります。

  ５章：「図書館の情報、相互貸借情報を修正する」

（３）総合目録データベースの特徴について

①総合目録データベースのあらまし

NDL サーチ内の総合目録データベースは、国立国会図書館及びデータ提供館の書誌で

構成されています。また、参加館の相互貸借情報（貸出規則など）も収録しており、

参照することができます。

各データ提供館から提供された書誌データを、１つのデータベース内で機械的に同

定処理を行っている関係上、このデータベースにはいくつかの特徴がありますので、

ご理解のうえ、ご活用ください。

②データを提供している図書館

都道府県立図書館並びに政令指定都市立図書館がデータ提供館となりますが、一部、

データ提供を行っていない図書館もあるため、全てのデータが収録されているわけで

はありません。

システムにデータを提供していない図書館の所蔵は、各館がホームページ上で公開

している蔵書検索システム又は各種の蔵書目録等で調査してください。

③都道府県立図書館並びに政令指定都市立図書館の書誌データ

都道府県立図書館並びに政令指定都市立図書館それぞれの図書館が所蔵する資料の

うち主に、和図書として整理・区分している資料の書誌データを収録対象としていま

す。

ただし、全ての都道府県立図書館並びに政令指定都市立図書館の書誌データを収録

している訳ではありませんのでご留意ください。

※「和図書」の範囲

当事業では、「和図書」の範囲について統一した基準を定めていません。和図書かど

うかの判断は各データ提供館の整理区分・基準にお任せしています。

例えば、年鑑などが、ある図書館で和図書扱いになっている一方、別の図書館では

逐次刊行物（雑誌）扱いとなっている場合、両館で同じ資料を所蔵しているにもかか
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わらず、総合目録データベースには収録されていたり、されていなかったりします。

   （例）『図書館年鑑』

    ・山梨県立図書館  ：和図書扱い（総合目録データベース収録）

    ・東京都立中央図書館：逐次刊行物扱い（総合目録データベース未収録）

④書誌データ・フォーマット

データ提供館（都道府県立図書館並びに政令指定都市立図書館）の書誌データは、

DC-NDL に変換したうえで、総合目録データベースに送付・収録されています。

DC-NDL とは、当館が Dublin Core（ダブリン・コア、略称 DC）に準拠して定めたメ

タデータ記述要素です。

DC-NDL についての詳細は以下のサイトをご参照下さい。

https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/meta/index.html

なお、総合目録共通フォーマットでデータ提供いただいた場合、NDL サーチでは

DC-NDL に変換して登録することにしています。

⑤機械的な同定処理による統合

NDL サーチでは、集中型のデータベースを構築しています。各データ提供館から送付

された書誌データは、機械的に同定処理を行い、統合しています。人の目による確認

は行いません。

各データ提供館で採用している目録規則が違っている場合、同じ資料であっても書

誌記述が異なることから、同定されない場合もあります。

   （例）日本目録規則（NCR）新版予備版と 87年版改訂版

    ・新版予備版では資料に記載された最新の発行年を記述。

    ・87 年版では当該資料の属する版の初刷りの発行年を記述。
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（４）ホームページについて

総合目録ネットワーク事業の総合的な窓口として、ホームページを用意しています。

https://iss.ndl.go.jp/somoku/

トップページ画面
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２．検索機能を利用する

2.1NDL サーチトップ画面

検索機能はログインせずにご利用頂けますが、相互貸借支援機能をご利用頂く場合には

ログインが必要になります。

簡易検索画面

検索機能には、２つの検索方法があります。

①簡易検索

書誌データの全項目を対象に検索することができます。

   

②詳細検索

検索項目を細かく指定して検索することができます。
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それぞれの検索画面に切り替えるためには、画面中央に表示されている、タブをクリッ

クします。

簡易検索画面 検索画面を切替えるためのタブ

詳細検索画面
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2.2NDL サーチへのログイン

NDL サーチへのログインは、トップページ上のログインから行います。

なお、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

トップページ
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ログインを押すと、ログイン画面に遷移します。

ログイン画面

ここで、各館固有の“登録利用者 ID”及び“パスワード”を入力し、ログインボタンを

押します。

ログイン認証に成功すると、画面右上に図書館名表示されます。

  

     Ｑ．ログイン ID、パスワードはどこでわかりますか？

     ⇒ どちらも、当館の登録利用者制度登録承認時に送付した通知文書内に記載されて

います。なお、NDL-OPAC を利用する時のログイン ID、パスワードと同じです。

パスワードを忘れた場合は、「6－１．ユーザＩＤとパスワードの管理について」を参照

して当館に問い合わせ下さい。

NDL-OPAC と

同じログイン ID
/パスワード

です！
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2.3 簡易検索

（１）概要

簡易検索では、タイトル、著者・編者、出版者などのキーワードで検索することができ

ます。

簡易検索画面

（２）検索キーワード入力

検索ボックスにキーワードを入力し、検索ボタンを押します。

簡易検索画面 検索ボックスにキーワード「吾輩は猫である」を入力

キーワードを入力して「検索」！
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キーワードは、スペースで区切って複数の語を入力できます。その場合、入力された複

数の語でのかけあわせ検索になります。

（３）資料種別ボタン

検索ボックスの下部の検索種別ボタンを押すことで、資料種別を絞って検索することが

可能です。

簡易検索画面 検索種別「本」を選択

簡易検索の検索結果画面については、「2.5．検索結果の表示」で詳しく説明します。

2.4 詳細検索

（１）概要

詳細検索では、条件を細かく設定して検索することができます。

詳細検索画面
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（２）検索キーワード入力

詳細検索では、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ます。

各検索ボックスにキーワードを入力し、検索ボタンを押します。

詳細検索画面 タイトルの検索ボックスにキーワードを入力した場合

例えば、タイトルの検索ボックスに「夏目漱石」と入力して、検索ボタンを押します。

この場合、タイトルに「夏目漱石」という語が含まれる書誌が、検索結果として表示さ

れます。

詳細検索画面 タイトルの検索ボックスにキーワード「夏目漱石」を入力して検索した結果
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詳細検索では、複数の条件を掛け合わせて検索することもできます。

例えば、夏目漱石の著書で、新潮社から出版された書誌を探したい場合は、著者・編者

に「夏目漱石」、出版者に「新潮社」と入力して検索ボタンを押します。

詳細検索画面 著者・編者、出版者の検索ボックスにそれぞれキーワードを入力した場合

詳 細 検 索 画 面 タ イ ト ル 「 夏 目 漱 石 」、 出 版 者 「 新 潮 社 」 を 入 力 し て 検 索 し た 結 果
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（３）検索対象

詳細検索では、検索対象のデータベース、資料種別、所蔵館を指定することができます。

詳細検索画面を開いた際は、全てのデータベース、資料種別、所蔵館が選択されています。

検索対象を指定する際は、検索対象から外すデータベース、資料種別、所蔵館のチェック

をクリックして外して下さい。

詳細検索画面

データ提供館の所蔵する「吾輩は猫である」を検索する場合は、下の画面のように、タ

イトルの検索ボックスに「吾輩は猫である」を入力し、データベースのチェックボックス

は公共図書館蔵書のチェックを残して、他のチェックを外し、検索ボタンを押します。

詳細検索画面 タイトル「吾輩は猫である」を入力、データベース「公共図書館蔵書」を選択して検索
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2.5 検索結果の表示

検索を実行すると、検索結果画面が表示されます。

簡易検索結果画面

（１）画面レイアウト

以下では検索結果画面について詳しく説明します。検索結果画面は、下の図で A～D の印

をつけた４つの領域に大きく分かれています。

簡易検索結果画面

B

C

DＡ

書名をクリックすると、

その本の詳細情報を

表示します。
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各領域の概要は、次の表の通りです。

No 機能 説明

A 表示方法変更
この領域にあるボタンをクリックすることで、検索結果

画面の表示を変更することができます。

B 絞り込み
この領域にある絞り込み条件をクリックすることで、検

索結果を絞り込むことができます。

C 検索結果一覧 検索条件に合致するデータを一覧表示しています。

D 再検索条件の提示
検索条件に関連する別のキーワードでの再検索を提示

しています。

以降では、領域ごとに詳しく説明します。

A. 表示方法変更

この領域にあるボタンをクリックすることで、検索結果画面の表示を変更することがで

きます。以降では、機能ごとに詳しくご紹介します。

①検索条件合致数、表示件数

画面左上の「～件中」の部分は、入力したキーワードで検索した結果、合致する件数を

示しています。

「～件を表示」の部分は、検索条件合致したもののうち、現在の画面で表示している件

数を示しています。

簡易検索結果画面
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②並び替え

画面左側のプルダウンメニューで、検索結果の並び替えができます。並び替え条件は以

下の通りです。

No. 並べ替え条件 並べ替え内容

1 適合度順 検索語に対する各資料の関連性の度合い順。書

誌情報における検索キーワードの個数、出現頻

度、データベースごとの優先度等を基に算出し

ています。

2 新しい順 書誌の新旧順。

・基準は出版年

・第二ソートキーとして、スコア順（適合度順）

を設定3 古い順

4 タイトル（昇順） タイトルの文字コードの昇順、降順。

5 タイトル（降順）

6 表示回数順 被参照度の降順（書誌詳細画面の表示回数が多

い資料順）。

7 データベース順 データ元のデータベースごとに並び替えます。

8 入手可能性（※） ILL 可能なものを上位に表示します。

※参加館がログインした場合にのみ表示されます。

並び替え条件は通常「適合度順」が設定されています。

並び替えを行うには、画面左上のプルダウンメニューの▼をクリックし、条件を選択し

てクリックします。そして、並び替えのボタンをクリックします。

「並び替え」の選択画面
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「新しい順」に並び替えた場合、出版年が新しい順に書誌情報が表示されます。

「新しい順」に並び替えた検索結果画面

画面中央のボタンをクリックすることで、検索結果一覧画面のページ送りができます。

簡易検索結果画面
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２のボタンをクリックすることで、検索結果一覧の２ページ目に画面を切り替えることが

できます。

２ページ目に遷移した簡易検索結果画面

なお、ページ送りボタンは、画面の下部にもあります。

簡易検索結果画面の下部
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B. 絞り込み

検索結果について、画面左側に表示されている条件から絞り込み検索を行えます。

簡易検索結果画面

絞り込み条件は以下のものがあります。

No. 絞り込み項目 説明

1 資料種別 選択肢は検索結果に含まれる資料種別

選択肢は検索画面の資料種別ボタンと同様のもの。

2 データベース 検索結果に含まれるデータプロバイダを表示。

表示順は検索語に合致した件数の多い順。

3 所蔵館 検索結果に含まれる所蔵館を表示。

表示順は検索語に合致した件数の多い順。

4 出版年 検索結果に含まれる出版年を表示。

表示順は出版年の新しい順。

5 分類 NDC 分類の第 1 次区分を表示。

表示順は NDC 分類の分類記号順。

検索結果が多過ぎる時は、絞込みましょう！

資料の条件をクリックしてください！



－23－

①資料種別で絞り込み

検索結果のデータに含まれている資料種別を、絞り込み条件として表示しています。

下の画面の例で、「本(1177)」と表示されている（ ）の中の数字は、その検索条件で絞

り込んだ場合の結果の件数を予め表示しています。

簡易検索結果画面

絞り込み条件をクリックすることで、絞り込みを行えます。

絞り込んだ後は、「絞り込み」の見出しの下に、その絞り込み条件が表示されています。

簡易検索結果画面(「本」で絞り込んだ結果画面)
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絞り込みを解除するには、現在絞り込んでいる条件の右側にある「解除」をクリックしま

す。クリックすると、絞り込む前の画面が表示されます。

簡易検索結果画面(「本」で絞り込んだ結果画面)

簡易検索結果画面(「本」の絞り込み条件を解除)
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②データベースで絞り込み

検索結果のデータを含むデータベースを、絞り込み条件として表示しています。

下の画面の例で、「公共図書館蔵書(677)」と表示されている（ ）の中の数字は、その

検索条件で絞り込んだ場合の結果の件数を予め表示しています。

簡易検索結果画面

絞り込み条件をクリックすることで、絞り込みを行えます。絞り込んだ後は、「絞り込み」

の見出しの下に、その絞り込み条件が表示されています。

簡易検索結果画面(「公共図書館蔵書」で絞り込んだ結果画面)
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③所蔵館で絞り込み

検索結果のデータを含む所蔵館を、絞り込み条件として表示しています。

下の画面の例で、「横浜市中央図書館 (131)」と表示されている（ ）の中の数字は、そ

の検索条件で絞り込んだ場合の結果の件数を予め表示しています。

簡易検索結果画面

絞り込み条件をクリックすることで、絞り込みを行えます。絞り込んだ後は、「絞り込み」

の見出しの下に、その絞り込み条件が表示されています。

簡易検索結果画面(「横浜市中央図書館」で絞り込んだ結果画面)
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④出版年で絞り込み

検索結果のデータの出版年を、絞り込み条件として表示しています。

下の画面の例で、「2013(8)」と表示されている（ ）の中の数字は、その検索条件で絞

り込んだ場合の結果の件数を予め表示しています。

簡易検索結果画面

絞り込み条件をクリックすることで、絞り込みを行えます。絞り込んだ後は、「絞り込み」

の見出しの下に、その絞り込み条件が表示されています。

簡易検索結果画面(「2013」で絞り込んだ結果画面)
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⑤分類で絞り込み

検索結果のデータの分類を、絞り込み条件として表示しています。

下の画面の例で、「9.文学(770)」と表示されている（ ）の中の数字は、その検索条件

で絞り込んだ場合の結果の件数を予め表示しています。

簡易検索結果画面

絞り込み条件をクリックすることで、絞り込みを行えます。

絞り込んだ後は、「絞り込み」の見出しの下に、その絞り込み条件が表示されています。

簡易検索結果画面(「9.文学」で絞り込んだ結果画面)
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⑥複数の条件で絞り込み

絞り込み条件は、複数選択することができます。

例えば、データベース公共図書館蔵書をクリックして絞り込んだ後で、出版年 2013 をク

リックして絞り込むことで、公共図書館が所蔵する 2013 年出版の資料に絞り込むことがで

きます。

この場合、下の図のように、選択した複数の絞り込み条件が「絞り込み」の見出しの下

に表示されます。

簡易検索結果画面(「本・雑誌」と「公共図書館蔵書」で絞り込んだ結果画面)
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C. 検索結果一覧

この領域で検索結果を表示しています。キーワードが合致した部分が黄色でハイライト

されています。

①検索結果書誌表示

検索結果画面の一覧では、検索条件に合致した書誌データのうち、タイトル、責任表示

など主要な書誌情報が表示されます。

タイトルの部分にリンクが張られており、クリックすれば、書誌詳細情報画面に遷移し

ます。書誌詳細情報画面の詳細については、4-2 書誌詳細画面にて説明します。

また右側の「ILL 連携」の表示は、この書誌は相互貸借の依頼が可能であることを示して

います。

検索結果書誌表示画面

補足 グループ資料

NDL サーチでは同一著作物でありながら、形態の異なる資料（ハードカバーと文庫本、な

ど）をグループ資料と呼び、検索結果一覧画面で隣接した位置に表示します。このグルー

プ資料の表示機能により、検索結果一覧の中で、同一著作物の書誌が散らばって表示され

ることを防ぎ、また形態の違いを容易に把握できることで、短時間で目的とする書誌にた

どりつけます。

このグループ資料の取りまとめ方は、以下の URL を参照下さい。

https://iss.ndl.go.jp/information/2010/08/releasenote/#7
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D. 再検索条件の提示

検索結果画面の右側の領域では、検索条件に関連する別のキーワードでの再検索を提示

しています。図書館利用者の求める本を、別の切り口から探す際などにご活用頂くことが

できます。例として著者名キーワードについてのみ説明致します。

「著者名キーワード」の見出しの下では、検索結果の書誌の著者名を表示しています。

この著者名の部分をクリックすることで、この著者名をキーワードとして検索が実行され、

結果が表示されます。

簡易検索結果画面

例えば、夏目漱石をクリックすると、夏目漱石でキーワード検索をして該当した書誌の

一覧が表示されます。

簡易検索結果画面 著者名キーワード「夏目漱石」をクリックした画面
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  2.6 検索機能の設定変更

検索機能の設定には、画面右上の設定を押します。

トップページ

設定画面

この設定画面で変更できるのは、「検索結果表示件数」と「並び替え初期項目」「よく利

用する図書館」です。各館で使い易いように設定下さい。
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３．書誌データを確認する

3.1 総合目録データベースの書誌データと登録処理

総合目録データベースでは、受け付けた個々の書誌データについて、データベースの中

に一致するデータが有るか無いかを機械的に判定します。

一致するデータが無い、と判断した場合は、データベースに新規登録を行います。この

新規登録されたデータを「基本書誌」と呼びます。

一方、データベースの中に一致するデータが有る、つまり、既に基本書誌が作成済みの

状態である、と判断した場合は、基本書誌に関連付けをさせたうえで、所蔵情報をデータ

ベースに登録を行います。

なお、以上のように、書誌データをデータベースに登録する際に、機械的に突合チェッ

クを行う処理を、「書誌同定処理」と呼びます。

3.2 書誌詳細画面

書誌詳細画面は、大きく二つの領域より構成されています。

下の図で、左側が（１）書誌情報を表示する領域、右側が（２）各種サービスを利用す

る際に使用する領域です。

書誌詳細画面
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（１）書誌情報表示

タイトル、出版者等の書誌情報が表示されます。表示されるのは書誌同定処理の結果、

基本書誌となったデータです。

     Ｑ．所蔵館情報の図書館名の表示順が、私の図書館と、このマニュアルの画面例

       とで異なっています。何か設定がおかしいのでしょうか？

     ⇒ 表示順は、ご自身の図書館に近い館から遠い館へ、順に表示されます。

       これは『近くから遠くへ』の相互貸借を依頼する際の基本原則に基づき、

       システム的に、各図書館における表示（並び）順を自動設定しているから

       です。

（２）各種サービスの利用

書誌詳細画面で表示されている資料について、各種サービスを利用することができます。

① 見る・借りる―国立国会図書館

対象資料が国立国会図書館に所蔵されていれば、赤い線で囲った部分のような表示がさ

れます。

書誌詳細画面

「国立国会図書館蔵書(NDL-OPAC)のリンクをクリックすることで、NDL-OPAC の画面に遷

移し、「郵送複写」「取寄せ」「閲覧予約」といった国立国会図書館サービスを利用すること
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ができます。「取寄せ」は、次節にあるように、「①自館の都道府県域内 の図書館②所属地

区内の図書館③他地区の図書館④国立国会図書館」の順でご依頼ください。

② 見る・借りる―都道府県/政令指定都市立図書館

対象資料が、総合目録ネットワークのデータ提供館に所蔵されていれば、赤い線で囲っ

た部分のような表示がされます。

書誌詳細画面

図書館名をクリックすることで、その図書館の OPAC またはトップページに遷移します。

データ提供館の書誌を確認する場合は、その図書館の OPAC で再度検索を行って下さい。

図書館名の右側にある[依頼]をクリックすることで、相互貸借を依頼する画面に遷移する

ことができます。相互貸借依頼の詳細については 4 章で説明します。

[依頼]をクリックで、

貸出依頼できます！
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４．相互貸借を依頼する

4.1 システムと参加館の相互貸借業務について

国立国会図書館総合目録ネットワーク事業では、参加館間の資料の相互貸借に関して、

統一した運用方法を定めていません。この理由は、参加館（公共図書館）間の相互貸借は

「公共図書館間資料相互貸借指針」（全国公共図書館協議会策定）に沿って実施されるもの

と認識しているからです。（国立国会図書館から参加館への資料貸出については、「国立国

会図書館資料利用規則」で定められています。）

したがって、このシステムは、同指針を前提として実施される相互貸借業務を支援する

ためのツールという位置付けにあります。

参加館間の相互貸借業務が円滑に遂行されるように、システムを上手くご活用ください

ますようお願いいたします。

4.2 相互貸借のルールとマナー

システムにデータを提供している図書館は、他の多くの図書館からの貸出依頼に対応し

ています。また、その具体的な手続き・方法は、各館でそれぞれ定めています。

相互貸借は、図書館相互の信頼関係の上に成り立つ業務であり、遵守すべきマナーがあ

ります。相互貸借を依頼する際は、相手館の作業が円滑に行えるよう常にご留意ください。

なお、国立国会図書館総合目録ネットワーク事業では、相互貸借における一般的なマナ

ーについて、従来から、次の９つのポイントを挙げています。

（１）相互貸借依頼の基本原則  ～「まず近くの図書館から」

（２）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

（３）貸出条件を守る

    ～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

（４）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

（５）資料の取り扱いに注意する

（６）資料を紛失･破損した場合、速やかに連絡し、指示を仰ぐ

（７）借受館での複写は、法や取り決めを厳守する

（８）返却期限の厳守

    ～遅れるときには必ず連絡を

（９）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、送られたときの状態を再現
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（１）相互貸借依頼の基本原則

○ 「まず近くの図書館から」

   まず、近くの図書館に依頼してください。

   依頼にあたっての順序は次のとおりです。

  ※ 上記は、相互貸借の利用についての重要なガイドラインである、全国公共図書館

協議会「公共図書館間資料相互貸借指針」に沿っています。

    以下は、相互貸借依頼の基本原則に関わる条文の当該部分を抜粋したものです。

    なお、同指針の全文についても、この機会にご確認ください。

資料集：「公共図書館間資料相互貸借指針（全国公共図書館協議会）」

  ※ 同条文中の“地区”とは、全国公共図書館協議会規約別紙三「地区協議会都道府

県協議会通則」第 2 条第 2 項に基づく地区協議会名を指します。

地区協議会名 都道府県名

北日本 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

関東 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡

東海・北陸 富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重

近畿 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山

中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口

四国 徳島・香川・愛媛・高知

九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

○ 貸出依頼資料の留意点

   資料の貸出依頼の際は、相互貸借情報で、貸出対象となっているか十分に確認して

ください。

   貸出館では、その間、自館の利用者に対して資料を提供できなくなります。この点

を常に意識してください。

「公共図書館間資料相互貸借指針」（全国公共図書館協議会） 第４条 ２

この指針に基づく相互貸借資料の範囲は、他の適用館から借受けをしようとする資料

が、自館又は自館が属する都道府県内若しくは地区内の他の公共図書館において、原則

として未所蔵の場合のみとする。

①都道府県域内--> ②所属地区内の図書館--> ③他地区の図書館--> ④国立国会図書館
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○ 国立国会図書館所蔵資料の各種図書館への貸出について

   国立国会図書館は、我が国の唯一の納本図書館・保存図書館であり、所蔵する資料

を、我が国の文化財として後世に遺すという使命を負っています。国立国会図書館の

“保存図書館”としての性格をご理解ください。

   国立国会図書館の資料は、図書館間貸出制度に基づき、各種図書館への貸出を行っ

ています。利用にあたっては、図書館間貸出制度への加入が必要です。

  ※ 図書館間貸出制度については、国立国会図書館から各図書館に別途配布している

『図書館協力ハンドブック』をご参照ください。

    なお、国立国会図書館ホームページにも関連情報を掲載しています。

            ＞［図書館員の方へ］＞［サービス］

○ 国立国会図書館所蔵資料の貸出依頼について

   国立国会図書館東京本館、関西館所蔵資料への貸出依頼は、このシステムから

NDL-OPAC（国立国会図書館蔵書検索・申込システム）に遷移することで可能です

（NDL サーチにログイン済みであれば、シングルサインオン機能により NDL-OPAC
に改めてログインする必要はありません）。

   

            ＞［NDL-OPAC（蔵書検索・申込）］

   

○ 依頼ごとに基本原則の確認を

   貸出依頼を行う資料が複数あるときも、１件ずつ、基本原則の確認を行ってくださ

い。貸出館側からみると、本当に近隣の図書館で未所蔵なのか、疑わしいケースがあ

るそうです。

   繰り返しになりますが、相互貸借は、図書館相互の信頼関係の上に成り立つ業務で

す。参加館相互の信頼関係を築き上げるためには、基本的なことを一歩一歩積み上げ

ていくことが重要です。

（２）依頼手続きの確認

○ 依頼方法・様式等の確認

   公共図書館のサービスは、「図書館法」（昭和 25 年法律第 118 号）第 3 条にあるよう

に、各図書館の所在する土地の事情を大きく反映しています。
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    資料の利用方法については、図書館ごとに依頼の方法、様式、貸出制限の有無、依

頼の受付先などが異なっているとお考えください。

    貸出依頼を行う場合は、貸出館の条件を理解し、依頼内容についても十分に確認す

る必要があります。

○ 依頼方法・様式等は、貸出館の指示（規程）に合わせる

   国立国会図書館総合目録ネットワークでは、参加館の相互貸借に関して、統一した

運用方法を定めていません。貸出の依頼方法は図書館ごとに異なります。

    いきなり依頼をせずに、必ず事前に、貸出館の依頼・利用・返却方法等を、相互貸

借情報でご確認ください。

○ 貸出可能な資料ですか？

   所蔵をしていても、貸出を行わない資料として指定されている場合、あるいは、資

料の実物を確認したところ、劣化・損耗等、状態が悪く、他館への貸出はできない、

と判断される場合があります。

   貸出依頼を行う前には、参加館書誌表示画面の、ローカル情報の「禁帯出等を示す

注記」をご確認ください。

    なお、必ずしも全ての書誌データに、貸出の可否に関する情報が収載されているわ

けではありません。

    相互貸借情報では、各図書館の貸出資料の範囲について、明記されている場合があ

ります。事前に必ず、相互貸借情報をご確認のうえで、貸出館に問い合わせを行うよ

うに留意してください。

○ システムによる依頼の可否

   貸出館が、システムを通じての依頼（FAX 書式、電子メール）を受け付けている図

書館かどうかをご確認ください。

   事前に登録が必要な場合、依頼にあたっての書式の請求が必要な場合があります。

    システムを通じた依頼を受け付けていない図書館の場合は、画面上から依頼するた

「図書館法」 第３条

図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育

を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければなら

ない。
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めのボタンが表示されません。

    なお、依頼に際しては、システムを通じた依頼を受け付けている図書館を安易に選

択せず、依頼順序の基本原則に則り、「まず近くの図書館」からご依頼ください。

○ 受付担当の確認

   貸出館の受付担当を、相互貸借情報でご確認ください。

   図書館によっては、電話番号・FAX 番号が一つではなく、所蔵問い合わせ・貸借依

頼受付等、担当によって番号が異なる場合があります。

○ 依頼内容の確認

   依頼内容は十分にご確認ください。

   貸出依頼先や資料の書誌・所蔵に関する情報に間違いはないか、依頼者（自館）の

図書館名、郵便番号・都道府県名を含む住所等の情報に漏れがないか、変更が生じて

いないかを十分に確認してからご依頼ください。

    自館の図書館情報に漏れがある場合、変更が生じている場合は、必ず、管理機能に

より情報を更新してください。

（３）貸出条件を守る

   個人貸出に限る、館内閲覧に限るなど、貸出条件は図書館ごとに異なります。

   貸出館の貸出条件を必ず確認し、その条件に従って資料をご利用ください。

（４）資料が到着したら

   資料が到着したら、資料状態をチェックしてください。

   依頼した資料であるかどうかはもちろん、破損や事故がないか、傷み具合はどうか、

付録の有無等、資料の状態を必ずご確認ください。

   不明な点、不安な点がある場合は、必ず到着時に貸出館にご確認ください。

（５）資料の取り扱いに注意する

   資料の取り扱いに注意してください。大切な資料です。注意して取り扱ってくださ

い。
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（６）資料を紛失･破損した場合

   万一、資料を紛失･破損した場合は、速やかに貸出館に連絡し、指示を仰いでくださ

い。

（７）借受館での複写は、法や取り決めを厳守する

   借受館での複写については、次をご参照ください。

  ・「公共図書館間資料相互貸借指針」第 10 条

  資料集：「公共図書館間資料相互貸借指針（全国公共図書館協議会）」

  ・「著作権法第 31 条の運用に関する２つのガイドライン」

  社団法人 日本図書館協会ホームページ

  ・「著作権法」（昭和 45 年法律第 48 号）第 31 条

  資料集：「著作権法（抄）」

（８）返却期限の厳守

   返却期限は厳守してください。事情により遅れる場合には、必ず貸出館に連絡をし

てください。貸出館では、その間、自館の利用者に対して資料を提供できなくなりま

す。この点を常に意識してください。

（９）返却方法は貸出館の指示に従う

   返却方法は図書館によって異なります。必ず貸出館の指示に従ってください。

   貸出館は、他の多くの図書館からの貸出依頼を受けています。貸出館に無用な負担

をかけないためにも、指示に従ってください。

   特に、梱包方法については、搬送の途中で破損することのないよう丁寧に行ってく

ださい。送られてきたときの状態を再現すれば、間違いがありません。
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4.3 相互貸借情報に同意のうえ資料の貸出を依頼する

NDL サーチでは、検索を実行し、書誌情報を確認した後、その資料を所蔵する図書館に

対し、貸出を依頼する機能があります。依頼する際には、所蔵館の貸出条件を確認し、な

おかつ、貸出条件に同意する必要があります。

（１）依頼するまでの手順

①書誌詳細画面で、依頼先とする図書館名の右側の[依頼]をクリックし、相互貸借情報

画面に移動します。

書誌詳細画面

各図書館名をクリック

すると、各館の OPAC に

遷移します。

資料が貸出中か否かのご

確認にご利用下さい！
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なお、自館の属するブロック以外の館に依頼を申し込もうとした場合は、以下のような

画面が表示されます（下の図の例では、関東地区に所属する図書館が、愛知芸術文化セン

ター愛知県図書館へ依頼しようとした場合に、同じ関東地区の図書館に相互貸借依頼を勧

める表示がされています）。
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②相互貸借情報確認画面には、相互貸借の条件が表示されます。情報は随時更新されます

ので、毎回確認して下さい。相互貸借の条件を理解し、同意できる場合には、相互貸借情

報に同意しますボタンをクリックします。

相互貸借情報確認画面
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③貸借依頼内容の確認画面には、資料の情報、依頼先の図書館の情報、自館の情報が表示

されます。再度ご確認ください。

なお、自館の情報に変更が生じている場合、情報に漏れがある場合は、必ず、管理機能

により情報を更新したうえで依頼を行ってください。

依頼内容確認画面
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④ 確認後、電子メールで依頼する場合は、電子メール送信ボタンを、FAX で依頼する場

合は、FAX 書式表示ボタンを押します。

※依頼先の図書館が、電子メール、FAX での依頼を受け付けていない場合は、電子メール

送信ボタン、FAX 書式表示ボタンは表示されません。

※自館が「相互貸借依頼メールアレス」を登録していない場合も、電子メール送信ボタン

が表示されません。「相互貸借依頼メールアドレス」の登録方法については、「５．図書館

の情報、相互貸借情報を変更する」をご参照ください。

依頼内容確認画面の下部

     ◎ 相互貸借依頼の基本原則をもう一度

     ⇒ 基本原則は次のとおりです。依頼前に再度ご確認ください。

       
       
       

①都道府県域内--> ②所属地区内の図書館--> ③他地区の図書館--> ④国立国会図書館



－47－

（２）電子メールで依頼する

① 依頼をする場合は、電子メール送信ボタンを押します。

依頼内容確認画面の下部

③ 電子メール送信確認画面で依頼内容を確認して、依頼メールを送信するボタンを押し

ます。

電子メールで依頼する場合は、クリック！

内容を確認して、クリック！
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③ 依頼メールを送信するボタンをクリックして、メールを送信します。

依頼メールが送信されると、送信結果画面が表示されます。

※依頼メールは、依頼した相手の図書館だけではなく、依頼者（自館）にも同一内容の

メールが控えとして送信されます。送信結果画面が表示された後、電子メールもご確認

下さい。

※依頼先の図書館が、電子メールでの依頼を受け付けていない場合には、電子メール送

信ボタンは表示されません。

※送られるメールは、「From」には、一律に当館のアドレスが入り、依頼館のアドレス

は「CC」と、（画面上は表示されませんが）「Reply to」のアドレスに設定されます。

（３）ＦＡＸで依頼する

① 依頼をする場合は、FAX 書式表示ボタンを押します。

※依頼先の図書館が、総合目録ネットワークの共通書式での FAX 依頼を受け付けていない

場合には、FAX 書式表示ボタンは表示されません。

②「相互貸借連絡票（FAX 書式）」が表示されます。これは、総合目録ネットワークで相互

貸借を行う際の共通書式です。「貸借依頼内容の確認」画面で追記をした、巻次、出版年、

コメントなどは、＜依頼者の記入項目＞部分に反映されます。念のためご確認ください。

   

③ブラウザの印刷機能を用いて、プリントアウトのうえ、依頼先の図書館に FAX 送信し

てください。

※システムから自動的に FAX 送信する機能はありません。

FAX で依頼する場合は、クリック！
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相互貸借連絡票（FAX 書式）の例  

内容を確認してから、

ブラウザのプリント

機能でプリントし、

所蔵館へ FAX して

ください。
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５．図書館の情報、相互貸借情報を変更する

5.1 管理機能へのログイン

NDL サーチ管理機能では、相互貸借情報を変更することができます。

NDL サーチ管理機能ログイン画面は、以下の URLです。

https://www2-iss.ndl.go.jp/admin/accounts/sign_in

※NDL サーチ（https://iss.ndl.go.jp/）の画面からはリンクされておりません。

NDL サーチ管理機能ログイン画面

参加館ログインをクリックすると、ログイン画面に遷移します。

NDL-OPAC と

同じログイン ID
/パスワード

です！
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管理機能にログインする際の ID とパスワードは NDL サーチにログインする際のものと同

じです。ログイン後は、次のような画面に切り替わります。

ＮＤＬサーチ管理系画面

※データ提供館は「図書館」の右に「収集リクエスト」の表示がされます。

補足

お使いのブラウザによっては、管理画面にログインする際に以下のようなエラー画面が

表示されることがあります。

「TEST OK!!! 」の文字→エラー画面へ遷移

原因として、ブラウザに古い画面のキャッシュが保存されていること、またブラウザの

cookie、javascript の設定が無効になっていることが考えられます。

対応としてブラウザのキャッシュを削除、ブラウザの cookie、javascript の設定を有効に

して、一度開いているブラウザを全て閉じた後、再度ブラウザを立ち上げて、管理画面

https://www2-iss.ndl.go.jp/admin/accounts/sign_in を開き、ログインして頂くようお願

い致します。(ご使用のブラウザが Internet Explorer でバージョンが 8 以降の場合に、

「インターネットオプション」-「閲覧履歴」-「削除」の「お気に入り Web サイトデータ

の保持」にチェックが付いていると、お気に入りに登録されたサイトの Cookie,インターネ

ット一次ファイルは削除されませんので、ご注意ください。）

上記の対応でもログインできない場合は、別のブラウザ（例えばインターネットエクス

プローラーでエラーが出た場合は、Firefox や Google Chrome など他種のブラウザ）にて

ログイン下さい。

別のブラウザでもログインできない場合は、国立国会図書館総合目録ネットワーク事業

担当者が代行して変更箇所を更新致します。変更箇所をメール（somoku1@ndl.go.jp）に記

載してご連絡下さい。なおログインできなかったブラウザの種類とバージョンもご連絡頂

けますとログインできなかった原因の調査に役立ちますので、ご協力を宜しくお願い致し

ます。
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5.2 図書館の情報、相互貸借情報を修正する

図書館、相互貸借に関する情報を編集することができます。

編集を行うには、管理系画面トップページの編集ボタンを押して下さい。

ＮＤＬサーチ管理系画面

「図書館の編集」と表示された画面に切り替わります。

図書館の編集画面
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図書館、相互貸借に関する情報は、項目ごとに入力欄が分かれております。変更する場

合は、入力されている情報を消して、新しい情報を入力して下さい。

入力が終われば、画面の下部にある更新するボタンを押して下さい。

図書館の編集画面（相互貸借に関する情報）
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更新が終了すれば、次のような画面に切り替わります。

図書館の表示画面
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６．その他

6.1 ユーザ ID とパスワードの管理について

国立国会図書館総合目録ネットワークの利用は、国立国会図書館が参加を承認した図書

館（参加館）の施設内において利用する場合にのみ認めています。

一般の来館利用者への開放や、他の施設（役所、役場等）、あるいは非参加館へのユーザ

ID 及びパスワードの持出し、貸出しは認めていません。（承認を受けていない公共図書館に

おいて利用する場合には、個別に参加申請が必要です。）遵守をよろしくお願いします。

なお、ユーザ ID及びパスワードの管理は、各館の責任において厳重に管理をすると共に

パスワードは定期的に変更するようにしてください。

     Ｑ．ID、パスワードはどこでわかりますか？

     ⇒ 当館の登録利用者制度に登録した際に、送られてきた書類に記載のある

ID とパスワードです。

     Ｑ．パスワードがわからなくなりました。

     ⇒ 国立国会図書館 関西館 文献提供課 複写貸出係 0774-98-1312（直通）

にご連絡ください。

  

◎パスワードの管理は徹底してください。

  システムの利用は参加館の施設内に限ります。パスワードを書いた紙や、付箋紙等を

  端末に貼るなど、誰にでも見られるような状態にはしないようにお願いします。

  また、参加館の施設外（複合施設の他エリア、非参加の分館等）では利用できません。

  各図書館個別に承認が必要になりますのでご注意ください。

  なお、総合目録ネットワークへの参加にあたっては、各館で責任をもって、ユーザ ID

  及びパスワードを管理していただくことをお約束いただいております。

  パスワードの管理は徹底していただきますようお願いします。

国立国会図書館総合目録ネットワーク参加規定 第１０項

１０ 国立国会図書館及び参加館は、本システム及びネットワークに関するセキ

ュリティ情報（システム構成、アドレス及びネットワーク情報等）について

適切に管理し、本システムの関係者以外にみだりに開示しない等の守秘義務

を有する。

≪協力ネットワーク係から≫
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6.2 協力ネットワーク係からの連絡について

○ 電子メールは常にチェックをお願いします

協力ネットワーク係から参加館への連絡は、基本的に電子メールで行っています。

研修会の開催等の通常のお知らせの他、システムの不具合について等、緊急の連絡を差

し上げることがあります。

電子メールは、常にご確認（チェック）くださいますようお願いいたします。

○ 電子メールが使えない場合はご一報ください

所属する自治体のネットワークにおいてメンテナンスが行われている場合、又はネット

ワークの障害等が発生している場合等、稀に電子メールの確認ができなくなった、という

場合があります。

電子メールが復旧するまで長期の日数を要する場合、あるいは、見通しが立たない場合

には、協力ネットワーク係までご一報ください。復旧するまでの間、他の連絡手段を採る

べく、個別にご相談させていただきます。

なお、復旧した際にはその旨お知らせください。

○ 参加館情報は常に最新のものを登録してください

参加館情報、相互貸借に関する情報に変更が生じた場合は、５章を参考に修正くださる

ようお願いいたします。

５章：「図書館の情報、相互貸借情報を修正する」
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6.3 協力ネットワーク係への問い合わせについて

協力ネットワーク係は、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始は業務を行って

おりません。週末にいただいたお問い合わせ等については対応が遅れる場合がありますが、

ご了承ください。

連絡・問い合わせ先

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

  

       〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3

       tel：0774-98-1455（直通）

       fax：0774-94-9117（図書館協力課内）

e-mail： somoku１
イチ

@ndｌ
エル

.go.jp



資料集



公共図書館間資料相互貸借指針

全国公共図書館協議会

（目的）

第１条 この指針は、各公共図書館（以下「図書館」という。）が所蔵する図書館資料（以

下「資料」という。）の相互貸借を円滑に行い、図書館奉仕の充実向上を図るために必要

な事項を定めるものとする。

（指針適用図書館の資格）

第２条 この指針を適用できる図書館は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）の規定

に基づき設置した図書館とする（図書館法第１０条の規定に基づかずに、地方公共団体

が設置した図書館（室）を含む。）。

２ この指針を適用する図書館（以下「適用館」という。）は、自館の蔵書目録及び電子式

目録の作成・配布に努めるものとする。

（指針の適用）

第３条 この指針は、地区（全公図規約別紙三「地区協議会都道府県協議会通則」第２条

第２項に基づく別表の「地区協議会名」をいう。以下「地区」という。）を越える図書館

間の相互貸借に適用する。

  また、貸出館及び借受館双方で合意に達した場合は、その合意の内容によることがで

きる。

（資料相互貸借の原則及び貸借資料の範囲）

第４条 この指針に基づく資料の相互貸借は、各適用館が平等互恵の精神に則り運営する

ものとする。

２ この指針に基づく相互貸借資料の範囲は、他の適用館から借受けをしようとする資料

が、自館又は自館が属する都道府県内若しくは地区内の他の公共図書館において、原則

として未所蔵の場合のみとする。

３ 他の適用館から所蔵資料の借入申込みを受けた適用館は、自館の資料貸出規定に定め

る条件の範囲内及び自館の運営上支障のない限度において、申込みに応ずるよう努めな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、申込みを断ることが

できるものとする。

一 輸送が困難な資料又は輸送中若しくは貸出期間中に損傷の恐れがあると判断される

資料



二 その他貸出しが不適当と判断される資料

４ 著作権の保護期間の切れた資料で、資料保存のために、貸出館が複製を貸し出すこと

が適当と判断する場合は、複製による利用を勧めることとする。

５ 各適用館は、図書館法第３条第４項及びこの指針の趣旨に基づき、適用館に提供でき

る資料の範囲の拡大に努めるものとする。

（借入資料点数）

第５条 貸出館に対する資料の借入申込みの際の１回の資料点数は、貸出館の規定による。

ただし、あらかじめ貸出館の承認を受けた場合は、この限りではない。

（資料の貸出期間）

第６条 資料の貸出期間は、貸出館が資料を貸出した日（郵送等による場合は発送した日）

から、当該資料が貸出館に到着する日までとし、資料の貸出期間は貸出館の規定による。

ただし、あらかじめ貸出館の承認を受けた場合は、この限りではない。

２ 貸出館は、業務上の必要が生じたときには、貸出期間中であっても資料の返却を借受

館に請求することができ、この請求に対し、借受館は速やかに返却しなければならない。

（資料貸借の手続）

第７条 借受館は、貸出館の所蔵（請求記号）を確認し、資料借受申込書（第１号様式）

を貸出館に提出し、資料の借入れを申し込むものとする。

２ 貸出館は、資料借受申込書を受理し、貸出しの諾否を決定したときは、その結果を資

料貸出通知書（第２号様式）により借受館に通知するとともに、当該資料を借受館に発

送するものとする。

３ 借受館は、借受資料を貸出館に返却するときは、資料返却通知書（第３号様式）によ

り貸出館へ通知するとともに、資料を貸出館へ発送するものとする。

４ 貸出館が借受館に資料を送付したとき、又は借受館が貸出館に資料を返却したときの

資料受領通知書は、簡易書留の通信ハガキ等をもって、受領通知に代えるものとする。

５ 前各号に掲げる通知等は、文書、ファクシミリ、電子メール等により行うことができ

るものとする。

６ 貸出館と借受館の双方が合意に達したときは、前各号に掲げる文書を他の帳票により

代替し、又は省略することができる。

（資料の送付）

第８条 資料を送付する梱包に当たっては、資料保存の観点から破損しないように配慮す

る。

２ 梱包の上書きには、「相互貸借資料」と朱書する。



３ 資料の送付は、書留郵便扱い等、貸出館の指定する安全かつ確実な方法とする。

（経費の負担）

第９条 前条で定める資料の貸出し又は返却資料の送付に要する経費は、すべて借受館が

負担するものとする。ただし、双方の図書館で合意に達した場合は、この限りでない。

２ 経費精算については、資料借受申込の際にその方法について協議するものとする。

（資料の利用）

第１０条 貸出館は、あらかじめ貸出資料の利用に関する条件を附すことができる。その

場合、借受館は、その条件に従い利用しなければならない。

２  借受館は著作権法を遵守し、借受資料の複製をしてはならない。ただし、借受館は、

次の資料に限り、貸出館が明示的に禁止している場合を除いて、複製することができる。

一 全国公共図書館協議会が参画し策定した複製に関するガイドラインに定める資料   

二 著作権法による保護がない資料

３  前項ただし書きにより同項第一号に定める資料を借受館が複製するときは、その図書

館で定める著作権法第３１条第１号による図書の複製に関わる手続きとは別に、借り受

けた図書の複製に関する手続を定め、それにより当該図書の複製を行うものとする。

４  その他、借受資料の利用については、貸出館からあらかじめ条件が示されているとき

を除き、借受館の利用規定等により利用するものとする。

（借受館の責任）

第１１条 借受館は、資料を受領してから貸出館が当該資料を受領するまでの間、管理の

責任を負うものとする。

２ 借受館は、借り受けた資料を紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、貸出館の指

定する条件で損害を賠償するものとする。

（協議機関）

第１２条 この指針に定めのない事項及び管理・運営上で疑義が生じたときは、理事会に

おいて、協議決定するものとする。

２ この指針の改正は、理事会において協議の上、総会の議を経て行うものとする。

３ この指針の管理・運営上の事務を処理させるため、理事会は委員会を設置することが

できる。

附 則

この指針は、平成１１年６月２３日から施行する。

附 則（平成 18 年 6 月 30 日改正）     

  この指針は、平成 18 年 6 月 30 日から施行する。



別 表

地区協議会名 都道府県名

北 日 本
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・

福島

関   東
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・

神奈川・新潟・山梨・長野・静岡

東  海 ・ 北  陸 富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重

近   畿 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山

中   国 鳥取・島根・岡山・広島・山口

四   国 徳島・香川・愛媛・高知

九   州
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・

鹿児島・沖縄

第１号様式～第３号様式 ［略］

※ 「公共図書館間資料相互貸借指針」の本マニュアルへの掲載にあたっては、全国公共図書館協議会より

ご承諾をいただいております。



著作権法（抄）

                昭和四十五年五月六日法律第四十八号
                最終改正：平成二五年一二月一三日法律第一〇三号

（権利の目的とならない著作物）

第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的とな

ることができない。

一 憲法その他の法令

二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成十一年

法律第百三号）第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）又は地方独立

行政法人（地方独立行政法人法 （平成十五年法律第百十八号）第二条第一項 に規定する

地方独立行政法人をいう。以下同じ。）が発する告示、訓令、通達その他これらに類するも

の

三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続

により行われるもの

四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行

政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

（図書館等における複製等）

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目

的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの（以下この項及び第三項において「図書

館等」という。）においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、

図書館等の図書、記録その他の資料（以下この条において「図書館資料」という。）を用

いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作

物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、

その全部。第三項において同じ。）の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手すること

が困難な図書館資料（以下この条において「絶版等資料」という。）の複製物を提供する

場合

２ 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆

の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて

公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信

（送信可能化を含む。同項において同じ。）に用いるため、電磁的記録（電子的方式、磁



気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同

じ。）を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作

物を記録媒体に記録することができる。

３ 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等において公衆に提示

することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複

製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等におい

ては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調

査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、

当該複製物を一人につき一部提供することができる。


