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内容 

図書館協力課の志村と申します。まず、お

話しする内容を紹介します。 

初に、国立国会図書館サーチの総合目録

機能のデモということで、ログインしてから

書誌を検索して相互貸借を依頼するまでの

デモを行います。次に、デモに関する補足説

明します。 

2 番目に、データ提供館に関することとし

て、データ送付に関する機能について説明し

ます。 

そして 後に、平成 23 年度の 4 月以降、新システムへのリプレースまでの予定をお話し

します。 

 

０．総合目録（ゆにかねっと）機能とは 

まずデモに入る前に、総合目録機能につい

て説明しておきます。 

スライドには図書館の種別ごとの利用で

きる機能を示しています。一番上には”一

般”、”参加館”、”データ提供館”のそれぞれの

分類を表しています。一般には、参加館以外

 

４．報告「国立国会図書館サーチの総合目録機能デモンストレーション」  
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の図書館や図書館以外の利用も一般に含まれます。また、参加館としてログインせずに使

用する場合も含まれます。その下は、それぞれが利用できる機能ですが、順に見ていきま

すと、まず検索機能、これはデータを検索できる機能ですが、どなたでも利用することが

できます。 

次に相互貸借支援機能ですが、これは参加館であれば利用することができます。検索し

た結果から FAX やメールでの相互貸借依頼を支援する機能です。それから 3 点目として、

データ送付機能、これはデータ提供館がデータを送るための機能でして、データ提供館の

みの機能となります。送付後のデータはシステム的に同定処理にかけられ、同じ書誌かど

うかを判定しています。 

総合目録機能とは、スライド中で囲ってある相互貸借支援機能とデータ送付機能のこと

を指しています。これからこの 2 つの機能を主にお話ししていきます。 

 

１．相互貸借支援機能デモ 

それでは実際のデモに入っていきますが、

初めに画面が移り変わっていく流れを説明

しておきます。 

まず、参加館としてログインします。次に、

書誌を検索します。そして、所蔵館を選んで、

相互貸借依頼を FAX、電子メールで行いた

いと思います。 

 

 

デモ開始―国立国会図書館サーチトップページ 

 これからお見せする画面ですが 2 点注意

点があります。 

これからお見せしていく画面は、現在提供

されている国立国会図書館サーチとは異な

ることもあります。特にログインしてからの、

総合目録機能の画面は、まだテスト環境でし

か動いておりませんので、検索できるデータ

もとても少なくなっていますし、所蔵館も少

なくなっています。 

それからもう 1 つは、テスト環境が多少不安定なところがありますので、同じ画面を

HTML のファイルとして用意しましたのでそちらを使って説明いたします。まずはじめに

重要なこととして、なんども繰り返しになりますが、総合目録ネットワークという独立し

た検索ページはなくなります。また現在は、一般検索と参加館検索のページが分かれてい



平成 23 年 2月 10 日（木） 

第 18 回総合目録ネットワーク事業フォーラム 

記録集 

 

28 
 

るのですが、国立国会図書館サーチの画面に統一されます。 

 

ログイン画面 

 こちらがログイン画面になります。これは

現在提供している画面とは変わったところ

はありません。ここに ID とパスワードを入

れてログインします。 

 

 

ログイン後 

 こちらがログイン後の画面となります。右

上をご覧いただければ、テスト図書館という

名前でログインしていることが分かると思

います。参加館がログインされる場合は、こ

こには各図書館の名前が表示されることに

なります。簡易検索画面は書誌全般に含まれるキーワード、詳細検索画面はタイトル、著

者、出版年、ISBN 等での検索も可能です。 

 

検索キーワードを入力 

それでは「吾輩は猫である」という語で

検索してみます。 

 

 

 

 

 

検索結果 

こちらが検索結果の画面になります。黄

色で色が付いている箇所は入力したキーワ

ードです。見ていただければ分かると思い

ますが、相互貸借が可能な書誌については

ILL という表示がされるようになります。

これは参加館がログインした時のみ表示さ

れます。一覧を見ていきますと記事や論文

といった情報も一覧に混ざっています。表示をデータ提供館の所蔵が含まれるもののみ、

つまり相互貸借の依頼ができるもののみにしたいと思います。その場合は、左側にあるデ
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ータベースの中の「公共図書館蔵書」をクリックすることで、データ提供館の所蔵のみに

絞り込むことができます。他にも左側には様々な分類がありますので、これだけを表示し

たい、という場合にはここを選んでクリックしてください。 

 

公共図書館蔵書で絞り込み 

では、「公共図書館蔵書」で絞り込んでみ

ます。「公共図書館蔵書」をクリックします。 

左上を見ると、「公共図書館蔵書」で絞り

こまれていることがわかります。「公共図書

館蔵書」で絞り込まれたものが、現行のゆに

かねっと相当の表示となっています。 

 

公共図書館の絞り込みを解除 

ここから検索結果を公共図書館蔵書より

広げたい場合は、左上にある絞り込みのとこ

ろの×をクリックしてみてください。絞り込

みが解除された結果一覧を表示させること

ができます。 

このようにふたたび絞込み前の画面が表

示されます。もう一度公共図書館で絞り込ん

で依頼へ進んでいきたいと思います。 

 

再び公共図書館で絞り込み 

では、次に相互貸借の依頼へ進むために書

誌を選びたいと思います。 
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検索結果一覧から選択 

書誌詳細画面を表示するために、検索結果

一覧の中の「笑いのユートピア：『吾輩は猫

である』の世界」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書誌詳細画面 

 こちらが書誌詳細画面となります。画面右

側の「見る・借りる」の項目をご覧下さい。

こちらに所蔵館が並びますが、その所蔵館名

のさらに右側に「依頼」というリンクが表示

されているのが分かりますでしょうか。なお、

この「依頼」リンクは参加館がログインして

いる状態でなければ表示されません。 

こちらのリンクから相互貸借の申し込み

へと進むことができます。 

 

相互貸借の申し込み 

では、滋賀県立図書館への依頼を行います。

滋賀県立図書館の右にある「依頼」をクリッ

クします。 

すると、このような表示になりますが、こ

れは所属地区への依頼を優先してください

という画面になります。NDL サーチでは、

このように所属地区外へ申し込もうとした

ときに、所属地区への依頼を勧める画面が表

示されます。なぜ滋賀県立図書館に申し込ん

だときにこの画面が表示されたかと言いますと、実は今ログインしているこのテスト図書

館の住所は東京都に設定しているからです。所属地区の関東地区では千葉県東部図書館が

所蔵しているにも関わらず、所属地区以外の滋賀県立図書館へ依頼をしたことでこの画面
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が表示されました。そのまま滋賀県立図書館への依頼へ進むこともできますが、この画面

で再度、相互貸借情報を確認して、依頼していただくように勧めています。 

 

相互貸借情報 

相互貸借情報を見るときは、館名の右にあ

る「相互貸借情報」というリンクをクリック

してください。「相互貸借情報」をクリック

すると、このように表示されます。確認後は

閉じてください。 

 

 

 

 

 

依頼をクリック 

 では、千葉県立東部図書館の方へ申し込み

してみたいと思います。「依頼」のボタンを

クリックします。 
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相互貸借情報同意画面 

まず千葉県立東部図書館の所蔵事項が表

示されます。そして、その下には千葉県立東

部図書館の相互貸借情報が表示されます。こ

の情報を一通り確認いただきまして、これら

の条件をよくご確認の上、下の方にあります

「貸し出し条件に同意します」のボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼内容確認画面 

この画面では、タイトルや責任表示等の簡

易な書誌と、その下には申し込み先の館の所

蔵事項、そしてその先には依頼先館の情報、

そして 後に依頼館の情報が表示されます。

ここでもう一度自館の情報を確認いただき

ます。 
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そして、もし何かコメントをつけることが

あれば、コメント欄に文字を記入していただ

きます。 

その下には「電子メール送信」と「FAX 書

式表示」のボタンがありますが、これを押す

ことで現行のシステムと同様に電子メール

での依頼や FAX 用書式の画面を表示するこ

とができます。ではまずはメール送信から行

います。電子メール送信のボタンをクリック

します 

 

 

メール送信確認画面 

するとここで送信内容の 終確認画面が

表示されますので、 後に一度内容に間違い

がないかどうかを確認してください。その後、

「依頼メールを送信する」ボタンを押してく

ださい。メールを送信することができます。 

 

 

 

 

FAX 画面 

画面を少し戻って、次に FAX 用の画面を

表示させてみたいと思います。相互貸借依頼

情報の確認画面のところで、今度は「FAX

書式表示ボタン」を押します。 
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 するとこのように FAX 用の画面が出力さ

れます。これを印刷して FAX することで、

依頼ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

１．補足説明＞ ログイン 

検索してから相互貸借依頼をするまでの

ひと通りの流れを見てきましたが、それぞれ

の各画面での追加説明が必要な部分があり

ますので、これからお話しいたします。 

ログインする際には ID が必要になるので

すが、その ID についてです。現在、ゆにか

ねっとをログインしてお使いいただく場合

は、ゆにかねっと専用の ID をお使いいただ

いていますが、その ID はこちらのシステム

では使用できなくなります。ゆにかねっとの ID が使えない代わりに、NDL-OPAC でお使

いいただいている ID をこのシステムでもお使いいただいてログインすることになります。 

実際の画面を見ておきます。 

 

ゆにかねっとホームページを表示 

 これがゆにかねっと事業のホームページ

です。 
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現行ゆにかねっと検索ログイン画面、管理機能ログイン画面 

検索機能のログイン、管理機能のログイン

で別の ID／パスワードをお使いいただいて

います。新システムでは、この ID でログイ

ンできなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

NDL-OPAC ログイン画面 

代わりに、こちらの画面でお使いいただい

ている ID／パスワードを使って、新システ

ムへはログインしていただくことになりま

す。ここでは D11987654 という ID を入力

していますが、こういった NDL-OPAC でお

使いの ID とパスワードを使ってログインす

る こ と が で き ま す 。 パ ス ワ ー ド も

NDL-OPAC のものと共通になります。 

 

 

１．補足説明＞ 検索結果（絞り込み） 

続いて絞り込みについてですが、先ほどは

「公共図書館蔵書」という分類で絞り込みま

したが、この公共図書館蔵書というのはデー

タ提供館から送られた書誌での絞り込みと

なります。１番目に表示されている書誌のよ

うに NDL 書誌に同定されている場合、そう

いった書誌も表示されることになります。つ

まり、データ提供館の所蔵があるものでの絞

り込みで、現行のゆにかねっと相当での絞り込みとなります。 

１点現行のゆにかねっとと異なる点は、公共図書館蔵書で絞り込んだ場合に、当館だけ

で所蔵しているものが表示されなくなることです。当館の所蔵を見る場合は、いったん絞
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り込みを解除して、国立国会図書館蔵書で絞り込んでいただくことで当館のみが所蔵して

いる資料も表示できます。 

 

分類でさらに絞り込み 

他にもいくつかの分類で絞り込むことが

できます。絞り込んだ状態からさらに分類で

絞り込んでみます。 

 

 

 

 

 また、逆に絞り込みを解除していくことも

できます。「公共図書館蔵書」、「７.芸術」の

右にある×をクリックすることで、その絞り

込みを解除することができます。 

 

 

 

 

記事・論文で絞り込み 

このように公共図書館の蔵書で調べてみ

たが、一度絞り込みを解除して「記事・論文」

でもう一度絞り込んでみる、といった使い方

も可能です。 

 

 

「記事・論文」をクリックすると、記事・

論文で絞り込まれた結果が表示されます。 

毎回、書誌を検索して絞り込んでいくのは

面倒といった場合は、あらかじめ絞り込みを

設定しておくことを可能にする予定です。 
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１．補足説明＞ 検索結果（並び替え） 

 続いて並び替えについて説明します。検索

結果の並び順を変更することができるので

すが、参加館 ID でログインした場合は、入

手可能性で並び替えることが可能です。 

通常は並び順として適合度が選択されて

います。検索したキーワードの適合度を計算

して並び替えています。 

入手可能性とは相互貸借可能かどうかで

並び替えをしています。相互貸借可能な書誌

ほど上位に表示されるような並び替えになります。 

 

 

１．補足説明＞ 検索結果（同定） 

同定処理についてですが、NDL 書誌を基

本書誌として、そこに同定されたデータ提供

館の書誌は所蔵がくっつくという仕組みは

現行と同等のものです。 

 

 

 

 

 

 

実際の画面をお見せしますと、まず NDL

書誌が基本書誌になっている場合です。 
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次にデータ提供館の書誌が基本書誌にな

っている場合です。 

基本書誌になる順ですが、早く登録された

データが基本書誌になるようになっていま

す。 

 

 

 

 

もう一つグループ化と呼んでいる機能が

あります。タイトル・著者が同一の書誌をグ

ループ化しています。例えば、「吾輩は猫で

ある」を見てみますと、このように出版年が

異なり、同定されない書誌ですが、こういっ

た書誌をグループ化することで検索結果を

わかりやすくしています。 

 

 

 

 

１．補足説明＞ 書誌詳細表示 

 NDL-OPAC との ID 統合について先ほど

お話ししました。ID を統合して何ができる

かというと、複数の ID/パスワードを覚えて

おかなくてもいい、というのはあるのです

が、その他にシングルサインオンが可能に

なります。シングルサインオンとは、ひと

つの IDで複数のサービスにログインできる

ことをいいます。現在はゆにかねっとでロ

グインしていても、続けて NDL-OPAC を使

う場合はログインしなければなりません。

平成 24 年 1 月以降は、一度 NDL サーチで

ログインしていると、そこから NDL-OPAC

に遷移した場合に再度ログインする必要が

なくなります。 

今はこのように NDL-OPAC のログイン
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前画面に遷移しますが、これがすでにログインされている画面になります。 

一つ補足しておきますと、平成 24 年１月には NDL-OPAC もリニューアルされますので、

この画面ではなく、新しい画面になります。それと同時にシングルサインオンも可能とな

る予定です。 

 

 

１．補足説明＞ 相互貸借依頼 

相互貸借の依頼の際に、同じ所属地区への

依頼を促す画面が表示されますが、先ほども

申しましたが、はなるべく地区内への依頼を

すすめるためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 では実際の画面を見ていきます。これはあ

る書誌を表示させたものです。右側の「見

る・借りる」のところに所蔵館が表示されて

おりますが、ログインした館から近い順に並

ぶようになります。しかし、今はまだ並び替

えが実現できていないため、所蔵館は北から

順に並んでいます。これは全公図の指針にも

書かれていることですが、相互貸借の依頼は

まずは地区内でということから、このような

表示を行っています。この表示がでる場合は所属地区の図書館が所蔵しているのに、地区

外への依頼をしたときに限られます。地区外しか所蔵していない場合は、この画面は表示

されません。 
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１．補足説明＞ 図書館情報管理 

図書館情報を修正する画面を紹介します。

基本的には現行と同じ情報を入れていただ

きます。いくつか追加している項目などがあ

りますがそれを見ていきます。 

 

 

 

 

 

 

管理画面を表示 

韓国語、中国語、英語での館名を入力で

きます。この画面上では文字が化けてしま

っていますが、実システムでは文字化けし

ません。現行ゆにかねっとでは、図書館の

情報を入力するところが、一つのフィール

ドになっておりますが、国立国会図書館サ

ーチでは、御覧のように相互貸借情報の項

目を細分化しております。 

 

２．データ送付機能 

 データ送付機能についてですが、

HTTP-GET の使い方が変わります。という

のは結果一覧の表示が可能となります。 
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収集リクエスト作成画面 

 図書館、収集先 URL、収集時刻を設定し

て「登録する」をクリックして頂きます。 

収集 URL に仮に事業のホームページの

URL を入れて、登録してみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集リクエスト一覧画面 

収集リクエストの一覧を表示させること

が可能でして、登録したものを確認すること

ができます。 

今は状態が、どれも未収集になっているの

ですが、実際に収集されれば、表示が変わる

ことになります。 

FTP については現行同様にお使いいただ

けます。送付データについては現行と同様に共通フォーマット 2 版 3 版でお送りいただく

ことができます。 

いずれもご注意いただきたいのは当館の IP アドレスが変更になることです。HTTP-GET

で当館からデータを取得する際のアドレスが変わりますし、FTP の送付先が変更になりま

す。FTP の場合は、現在ディレクトリを指定していますが、それも含めて変更となる予定

です。 
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３．4 月以降の予定 

それでは 後に 4 月以降、システム移行ま

での予定についてお話しします。ここでは主

にシステム面でのお知らせや、システム対応

が必要なことについて挙げています。太線で

囲ってある箇所は対応が必要な箇所となり

ます。 

4 月ですが、NDL サーチとは関係のない

ことですが、大きな話ですのでここに記載し

ています。4 月 3 日に当館のネットワークが

リプレースとなり、それにともなって IP アドレスが変更となります。FTP の変更先を変更

していただく必要がありますが、IP がちょうど今週決まったばかりで、今月中にはご連絡

いたします。 

5 月頃には次期システムの仕様もほぼ固まりますので、使い方が変わるところを中心に全

参加館宛に郵送させていただきます。またそのときに合わせて ID の統合、ゆにかねっとの

ID が廃止になり、NDL-OPAC の ID に統一されることをお知らせします。 

9 月以降には東京と関西でのシステム研修会を予定しています。そのシステム研修までに

は、操作マニュアルをホームページに掲載致しますのでご覧頂ければと思います。また、

出張研修についても予定していまして、数館程度にはなってしまいますが、訪問して使い

方の説明などすることを考えています。これについては予算が確定する後日に連絡させて

いただきますので、日程の調整等をさせていただきたいと思います。 

10 月頃からデータ移行並びに新システムでもデータの更新を開始します。この間は、現

行システムにデータをお送り頂くのですが、そのデータが時期システムにも反映されるこ

とになります。 

1 月からは NDL サーチの本格稼働となり、旧システムではデータ更新が完全に止まりま

す。また１月から、相互貸借支援昨日は NDL サーチでお使いいただくことになり、現行シ

ステムへはログインできなくなります。 

特にデータ提供館の皆さまには送信先の変更をしていただくことで、二度にわたりお手

数をおかけすることになりますが、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。また、平成

24 年 1 月以降は今までとは使い勝手の違うシステムになります。研修の際には、実際に検

索していただきながらの研修を考えていいますので、そちらへのご参加もぜひよろしくお

願いいたします。 

長くなりましたが、総合目録機能のデモについては終りにいたします。 

ありがとうございました。 

 


