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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事業」参加

館のうち、都道府県立図書館・政令指定都市立図書館中央館に特有の

機能等を説明するものです。 
 別途、全参加館に配布している「国立国会図書館総合目録ネットワー

ク マニュアル ２００４」の別綴資料として位置付けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・今後、このマニュアルに改訂が発生した際は、連絡担当者宛て通知い

たします。 
 連絡担当者はプリントアウトのうえ、当該頁を差し替えてください。 

 
・連絡担当者は、本マニュアルの維持・管理を行い、人事異動等により

交替する場合は、必ず後任者に引き継いでください。 
 
・本マニュアルを関係者以外に公開することは固くお断りいたします。 

国立国会図書館
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マニュアル 2004
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１．管理機能総合メニューについて 
 
 

この章のポイント 

 
 この章では、都道府県立図書館および政令指定都市立図書館中央館にのみ提供

している管理機能について概要を説明します。 

 
 
 

 説明の中で、他の場所を参照する箇所には   マークがあります。 
 このうち、 
          マークのある場合については、 
 “総合目録ネットワークシステム”のホームページを、 
          マークのある場合については、 
 “国立国会図書館”のホームページを、それぞれご参照ください。 

 

管理機能総合メニューについて －1－ 

 



 管理機能へのログイン後表示されるメニューのうち、都道府県立図書館および政令指定

都市立図書館中央館にのみ表示されるメニューの概要を説明します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加館用管理機能総合メニュー画面 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

（１）簡易検索画面表示設定機能 

 

 来館者向け簡易検索画面の表示設定を登録、変更する機能です。 
 
簡易検索について 

第３章「簡易検索について」p. 10 
 
 

（２）差分データ転送予約機能 

 
   差分データの転送方法のうち、http-get 方式でファイル転送を実施する機能です。 
   なお、データ提供館ではない図書館では、このボタンは表示されません。 
 

http-get 方式による差分データの転送 

第４章「４－１．データ提供館になるには」p. 21 
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（３）参加館書誌データコントール番号一覧ダウンロード機能 

 
 

総合目録データベースに登録済みの書誌レコードのうち、自館データのリストをダ

ウンロードする機能です。 
なお、データ提供館ではない図書館では、このボタンは表示されません。 
 

ダウンロードできるデータについて 

第６章「（１）登録書誌のリスト作成」p. 46 
 
 
 

（４）オンライン書誌削除機能 

 

総合目録データベースに登録済みの書誌レコードのうち、自館データを削除する機

能です。 
なお、データ提供館ではない図書館では、このボタンは表示されません。 
 

オンライン書誌削除機能の使い方 

第６章「（２）オンライン書誌削除」p. 48 
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２．登録情報について 
 
 

この章のポイント 

 
 この章では、「参加館情報登録・修正」のうち、都道府県立図書館および政令指

定都市立図書館中央館にのみ提供している箇所について説明します。 

 
 
 

 説明の中で、他の場所を参照する箇所には   マークがあります。 
 このうち、 
          マークのある場合については、 
 “総合目録ネットワークシステム”のホームページを、 
          マークのある場合については、 
 “国立国会図書館”のホームページを、それぞれご参照ください。 

 
登録情報について －5－ 

 



 「参加館情報登録・修正」画面のうち、番号のついている箇所は、都道府県立図書館お

よび政令指定都市立図書館中央館にのみ表示される項目です。 
 

 参加館情報登録・修正画面  

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

 
 

（１）差分データ更新結果通知メールアドレス 

 

総合目録ネットワークシステムにて、差分データファイルの転送を受け付けたとき

の転送結果確認メール、また受け付けたファイルを更新処理したときの差分データ

登録処理結果通知メールの送信先となるメールアドレスを登録します。 
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 （２）FAX による依頼の受付可否 

 

総合目録ネットワークシステムを通じて作成される相互貸借依頼の FAX 書式を受け

付ける場合は「可」、受け付けない場合は「否」を設定します。「可」とした場合は、

相互貸借依頼の画面（「貸借依頼内容の確認」画面）において、「FAX 書式表示」ボ

タンが表示されます。 

 

 

 （３）相互貸借受付メールアドレス 

 

総合目録ネットワークシステムを通じて送信される相互貸借依頼のメールを受け付

けるアドレスを登録します。受け付けない場合は空欄にしてください。 

 

 

 （４）メールによる依頼の受付可否 

 

総合目録ネットワークシステムを通じて送信される相互貸借依頼の電子メールを受

け付ける場合は「可」、受け付けない場合は「否」を設定します。「可」とした場合

は、相互貸借依頼の画面（「貸借依頼内容の確認」画面）において、「電子メール送

信」ボタンが表示されます。 
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 （５）相互貸借情報 
 

相互貸借における資料利用条件等を記入します。データ提供の有無に関わらず登録

することができます。入力した情報は、「相互貸借情報同意確認」画面および参加館

一覧中の“相互貸借情報”のクリックにより参照できるようになります。 
 
 

              ＞［資料コーナー］＞［参加館一覧］  

 
記入にあたっては、以下の内容を含むようご留意ください。なお、自動改行されま

せんので、適宜改行を入れてください。 
 
○ 貸出対象館の範囲限定の有無・内容  有り／無し 
 内容： 

○ 貸出資料の範囲 
○ 貸出点数限定の有無・内容  有り／無し 
 内容： 

○ 貸出期間 
○ 貸出申込み方法 
 ・ 文書の要不要（宛先） 要／不要 （     宛） 
 ・ 様式の有無   有り／無し 
 ・ 公印の要不要   要／不要  
 ・ FAX の可否   可／不可 
 ・ その他 
○ 申込み受付時間 
○ 送料負担 
○ 返却時の送付条件 
○ 貸出資料の借受館側の取扱い条件 
○ 所蔵等問合せ窓口（担当係、連絡先（電話番号、FAX 番号等）） 
  担当係： 
  電話：  FAX： 
○ 貸出申込み対応窓口（担当係、連絡先（電話番号、FAX 番号等）） 
  担当係： 
  電話：  FAX： 
○ その他特記事項等 
○ 貸出規定類の有無･内容 有り／無し 
  内容： 
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３．簡易検索について 
 
 

この章のポイント 

 
 この章では、都道府県立図書館および政令指定都市立図書館中央館にのみ提供

している簡易検索について説明します。 

 
 
 

 説明の中で、他の場所を参照する箇所には   マークがあります。 
 このうち、 
          マークのある場合については、 
 “総合目録ネットワークシステム”のホームページを、 
          マークのある場合については、 
 “国立国会図書館”のホームページを、それぞれご参照ください。 

 
簡易検索について －9－ 

 



３－１．簡易検索とは 

 
 簡易検索は、一般の来館利用者向けの検索機能を提供するものです。都道府県立図書館

および政令指定都市立図書館中央館にのみ提供されています。 
 

 簡易検索画面  
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３－２．簡易検索の使いかた 

（１）ログイン 

 来館利用者用端末のブラウザのアドレスバーに URL を入力すると、ログイン画面を表示

します。ログイン画面は初回のみ表示となっており、認証後はブラウザのアドレスバーに

URL を入力すると直接簡易検索画面を表示するようになります。 

 
 簡易検索ログイン画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）簡易検索用の ID／パスワードを入力し、「認証」ボタンを押下します。 
 

（２）「クリア」ボタンを押下すると入力した情報を消去します。 
 

 

      Ｑ．簡易検索用のID／パスワードはどこでわかりますか？ 
  ⇒ 「国立国会図書館総合目録ネットワークの管理用等の ID 及びパスワードの 
        配布について」（平成 12 年 4 月 7 日付け事務連絡文書）に記載しています。 
        これ以降に本ネットワークに参加した図書館、あるいは、政令指定都市への 
        移行に伴って諸変更を行なった図書館については、その都度の通知文書内に 
        記載されています。 
       

      Ｑ．簡易検索用パスワードがわからなくなりました。 
 

      ⇒ まずは、協力ネットワーク係（somoku1@ndl.go.jp）宛てご連絡ください。 
        パスワードを初期化します。 
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     ◎ 初回認証以降のログイン画面スキップ 
 

     ⇒ 簡易検索画面は、来館利用者による使用を想定しています。端末の起動・ 
停止に伴うブラウザ立ち上げ時に再ログインの必要がないよう Cookie を認証 
情報の管理に利用しています。これにより、初回ログイン以降は認証を不要に 
しました。 

 
ただし、以下の場合は再度ログインの必要があります。 
・ 簡易検索用パスワードを変更した 
・ Cookie を無効にした 
・ 端末に保存されている Cookie を削除した 
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（２）検索 

 簡易検索では、「タイトル」、「著者・編者」、「出版者」、「件名」の４つの項目を単独で、

又は複数の項目を掛け合わせて検索することができます。「刊行年」は検索オプションとな

っており、前記４つの項目と組み合わせて用いることで、検索結果を絞り込むこともでき

ます。 
 
 「標準番号（ISBN/ISSN）等」は、単独の検索項目として検索することができます。 
 

検索後の結果表示順については、「検索結果の表示順」を、「タイトル」「著者・編者」「刊

行年」「NDC 分類記号」「NDLC 分類記号」「JAPAN/MARC（日本全国書誌番号）」の６つ

のうちから指定でき、更に「昇順」又は「降順」を指定できます。 
 

 簡易検索画面  
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（３）検索結果一覧 

 検索結果は検索時に指定した条件で表示します。検索結果一覧画面で指定することも可

能です。「条件を修正して再検索」をクリックすると、検索条件を保持した状態で検索画面

に遷移します。「検索画面に戻る」は、検索をやり直す場合にクリックします。 
 
 「検索条件を参照」をクリックすると、画面下に表示される情報へジャンプします。 
 

 検索結果一覧画面  
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（４）書誌詳細表示 

 基本書誌の情報と所蔵館情報および書誌データの一部を表示します。資料利用にあたっ

ては、カウンターに相談するよう案内メッセージを表示します。 
 

 書誌詳細表示画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
簡易検索について －15－ 

 【Ver1.1】 



３－３．簡易検索画面の設定変更 

 

 簡易検索画面は、画面上に表示する情報の範囲と所蔵館の範囲を変更することができま

す。管理機能総合メニューから、「簡易検索画面表示設定」を選びます。 
 

 参加館用管理機能総合メニュー画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 簡易検索画面表示設定画面  
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 国内公共図書館における地区別に、表示する範囲を一括または個別に設定することがで

きます。例えば、北日本を「すべて表示する」とし、関東は詳細設定により３館を「図書

館名のみ表示する」に、関東の残りを「表示しない」に設定します。すると書誌詳細表示

のうち所蔵館情報の表示内容が変更されます。15 ページの画面と見比べてみてください。 
 

 簡易検索画面表示設定画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設定後の検索結果画面  
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４．初期データ登録と差分データ転送について 
 
 

この章のポイント 

 
 この章では、都道府県立図書館および政令指定都市立図書館中央館による総合

目録ネットワークへの初期データ登録と差分データ転送について説明します。 

 
 
 

 説明の中で、他の場所を参照する箇所には   マークがあります。 
 このうち、 
          マークのある場合については、 
 “総合目録ネットワークシステム”のホームページを、 
          マークのある場合については、 
 “国立国会図書館”のホームページを、それぞれご参照ください。 
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４－１．データ提供館になるには 

 
（１）データ提供のために必要な機能と環境 

データを提供していただくためには、以下の機能と環境が必要です。 

① データ提供館の書誌データを『総合目録共通フォーマット』形式に変換し、抽出し

たうえで、LHA圧縮注）する機能と環境 

総合目録共通フォーマットは以下の Web ページからご覧いただけます。 

 

 
              ＞［資料コーナー］＞［総合目録共通フォーマット］  

② 初回登録データ（＝初期データ）を『総合目録共通フォーマット』中の「出力仕様」

で指定された媒体に収録する機能と環境 

③ 初期データの登録完了後、差分更新データ*1)を、当館に転送する環境 

 

*1) 差分更新データ 

書誌データの追加や、修正・削除などによる更新が生じた場合には、「差分更新デー

タ」（＝差分データ）として抽出を行ない、総合目録システムに提供していただきます。 
この際、一度に処理する差分更新データの件数が多すぎると、他の図書館の更新処理

に影響を及ぼしますので、 大 2 万件を目処としてください。 
年度末の大量の除籍など、一度に 2 万件以上の差分更新データが生じることが予想さ

れる場合は、ファイルを 2 万件以下の複数のファイルに分割できる仕組みをご用意くだ

さい。 

差分更新データの提供にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。 

【必須条件】 

・ ネットワークに接続された端末 

・ 差分更新データを蓄えられる環境 

※コンピュータシステム（ハードウェア（機種・メーカー）、OS）について特に指

定はありません。 

【選択条件】 

（ａ）ftpにより差分更新データを転送する場合*2)

・ ftp ソフト 

・ データ提供館独自の固定されたグローバルIPアドレス*3) 

（ｂ）http-getにより差分更新データを転送する場合*4)

・ 差分更新データファイルを一時的に保存する、貴館 Web サーバ上のディレクトリ 

・ 上記ディレクトリへ国立国会図書館から 80 ポート（http ポート）を通過するア

クセス許可 
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*2)ftp による転送 

送信後にデータ内容の確認が必要となる場合もあります。データ転送日、ファイル

名、ファイルサイズ、どのデータを送ったか等の記録が残せるような仕組みをご用意

ください。なお、ftp ソフトはデータ提供館側でご用意ください。国立国会図書館か

らの配布はしておりません。 

*3) グローバル IP アドレス 

ftp により差分更新データを転送する場合、総合目録システム側では、データ提供

館の認証を、IP アドレスを用いて行ないます。 
IP アドレスが接続のたびに変動する場合（ダイヤルアップ接続等）、また、固定 IP

としてプライベートアドレス（以下の数字ではじまる IP アドレス群：192.168.…、

172.…、10.…）が付与されている場合は、認証が行なえないため使用できません。 
データ提供館側のネットワークには、IP アドレスが固定できるタイプでのプロバイ

ダー等との契約が必要となります。 

*4) http-get による転送 

平成 16 年度から、データ提供館側 Web サーバ上のディレクトリに置かれた差分更

新データに対し、http プロトコルを使い、総合目録システム側から取得する転送機能

（http-get）を実装しました。この転送方式では、データ提供館においてグローバル

IPアドレスをご用意いただく必要はありませんが、データ提供館が使用しているWeb
サーバのディレクトリの運用及び国立国会図書館からのデータファイル取得に係る

アクセス許可について、図書館のシステム担当者の了解が必要です。 
 
（２）想定スケジュール 

国立国会図書館では、年度初めに、年間のデータ投入スケジュールを策定し、スケジュ

ールに従って作業を進めます。新規にデータを提供していただく場合には、まずは国立国

会図書館 関西館 図書館協力課 協力ネットワーク係にご連絡ください。 
 

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 
TEL ：0774-98-1455 
E-mail：somoku1@ndl.go.jp 

 
ご連絡いただく際に以下の点がお決まりであれば、あわせてお知らせください。 
・データ提供が可能となる時期（平成○○年○○月頃） 
・初期データの提供媒体（CD-R など） 
・差分データの転送方式（ftp 方式または http-get 方式） 

 
新規データ提供館には以下のような順序で作業を行なっていただきます。 
①サンプルデータの送付 → ②初期データの送付 → ③差分データの転送テスト 
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データ提供に関する実際の作業内容は、各データ提供館の条件により異なってきますの

で、図書館のシステム担当者、SE、通信業者等とご相談ください。 
 
サンプルデータの送付およびその後の初期データの送付・登録について 

本章「４－２．初期データの登録」p. 24 
 
＊新規データ提供の申し出はお早めに＊ 

データ提供館が増えるにつれて、日々の総合目録データベース（DB）へのデータ登録

処理量が増大していきます。総合目録ネットワークのシステム運用保守は外部委託されて

おり、契約上 1 年度に新規データ提供できる館数には限りがありますので、システム開

発の目処やサンプルデータの提出が可能となる時期（おおまかなもので結構です）がお分

かりでしたら、お早めにお知らせください。年間のデータ投入スケジュールに予め組み込

むようにいたします。 
また、新規データ提供に際して、初期データの DB 登録処理にかかる費用は国立国会図

書館が負担いたしますが、会計手続き上の問題で、急なデータ提供のお申し出に対しては

当該年度中に対応できない可能性があります。このことからも、スケジュールはお早めに

お知らせくださいますようお願いいたします。 
 

全件データ入替の場合 

   第５章「（２）全件データ入替の作業手順」p. 43 
 
（３）想定される経費 

① 一時的経費 
・データ抽出、圧縮プログラム等開発経費 
・ftp ソフト取得経費（ftp による転送の場合） 
・初期データ抽出作業にかかる経費 
・機器経費及び導入経費（機器が必要で買い取りの場合） 
・その他 

② 経常的経費 
・インターネット接続料、通信費 
・固定 IP アドレスを取得し、これを継続する経費（ftp による転送の場合） 
・システム運用保守、機器保守 
・システム（ハードウェア、ソフトウェア）借料（買い取りでない場合） 
・その他 
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総合目録ネットワーク データ提供までのながれ 

 
 ＜データ提供館側作業＞            ＜国立国会図書館側作業＞ 
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４－２．初期データの登録 

 
（１）サンプルデータの抽出・送付 

書誌データを「総合目録共通フォーマット」形式で抽出する準備が整った段階で、デー

タの抽出・フォーマット変換等がうまく処理できているかどうか国立国会図書館側で検証

を行ないますので、1,000 件程度のサンプルデータを抽出し、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宛に電子メールでお送りください。 
 

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 
TEL ：0774-98-1455 
E-mail：somoku1@ndl.go.jp 

 

・ファイル形式：LHA圧縮ファイル 

・ファイル名 ：updtXXXX.lzh（XXXXは図書館コード） 

・収録件数  ：1,000 件程度 

送付していただくサンプルデータは、データの年代、資料の内容等にサンプリング上の

偏りがないように抽出してください。例えば、「 新のデータのみ 1,000 件」というデータ

群では検証サンプルとして不適切です。 
書誌データによって使用 MARCが異なる、作成年代によってデータの形式が異なる等、

提供データに形式上の大きな差異がある場合は、各種のデータを含むようにしてください。

古い資料、郷土資料等、特殊なデータが多いときは、それぞれについて充分な検証が行な

えるよう、サンプルデータの件数を増やしていただくこともあります。 
検証には数日～1 週間程度の時間がかかります。 
検証結果に問題があった場合、問題点を修正していただいたうえで、再度サンプルデー

タをお送りいただくことになります。 

サンプルデータの検証結果に問題がなくなるまでは、検証を続けさせていただくことになります。 

 

＊ご注意＊ 

・サンプルデータを提出いただく前に 

国立国会図書館側において行なうデータ検証は、基本的にフォーマット検証（DB へ

の登録にあたって、致命的なエラーがないかどうかの機械的なチェック）が主となりま

す。 
参考情報として、書誌項目ごとの入力率である「書誌項目出現率」（タグ出現率）の

出力は行ないますが、総合目録共通フォーマット形式に変換されたデータの書誌的な記

述内容までを網羅的にチェックすることはありません。各データ提供館の元データフォ

ーマットを国立国会図書館側では把握しておらず、妥当性の判断が難しいためです。 
書誌データとして必要な項目に抜け落ちがないか、記述フィールドに対応するアクセ
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スポイントフィールドがきちんと格納されているか等、書誌的な内容の妥当性について

各データ提供館において検証を行なったうえで、サンプルデータをご提出ください。 
なお、総合目録 DB は人手を介さず機械的に構築されます。データ登録にあたって、

国立国会図書館側で書誌的記述の内容について逐一調整することはありませんので、ご

留意ください。 

 

タグ出現率 

   本章「４－４．通常運用」p. 34 
 
 

・MARC 番号について（書誌の同定作業における問題点） 

登録される書誌の同定作業は、総合目録側のシステムで自動的に行ないます。 
同定を行なう計算式＝同定ロジックにおいては、各種 MARC 番号による判定が 優

先となります。したがって、２つの書誌のタイトルが異なっていても MARC 番号が一

緒であれば、両書誌は同じものであると判定されます。過去のケースで、目録遡及入力

されたデータに付与された作業用番号を、MARC 番号として抽出し、MARC 種別のフ

ィールド（090A）に入力してしまった書誌が、まったく別の書誌と同一のものと扱わ

れてしまったことがありました。 
このような事態を避けるためにも、遡及入力分、カレント分ともに、MARC 番号の

抽出は一般的に広く流通しているものについてのみ行なわれるよう、また、MARC 種

別とその番号が正しく対応していることを確認のうえ、データの提供を行なってくださ

い。 

 

（２）初期データの抽出・送付 

国立国会図書館側でのサンプルデータ検証の結果に問題がなければ、総合目録共通フォ

ーマット形式に変換した、総合目録DBに初回に登録する「初期データ」をデータ提供館側

で抽出していただきます。初期データは、何十万件という量になることが予想されますの

で、 新の『総合目録共通フォーマット』中の「出力仕様」に示す媒体で送付していただ

きます。 
               ＞［資料コーナー］＞［総合目録共通フォーマット］  
 
国立国会図書館側で初期データを受領し、初期データ検証を行なった後に、データ提供

館に検証結果をメールで送信し、ご確認いただきます。 
検証結果に問題がなく、なおかつ、データ提供館に「投入可能」というご判断をいただ

いければ、国立国会図書館側で総合目録 DB への登録を開始します。 
 
＊ご注意＊ 

・初期データの収録について 

CD-R 及び DAT を使われる場合、1 枚の中に複数のファイルが収録されていても差
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し支えありません。 
すべての媒体に共通の注意点として、テープ・ディスクをまたいでファイルが継続

することのないように格納してください。 
事情により、CD-R・DAT のいずれにも出力が不可能な場合は、標準的な媒体であ

れば対応できる場合がありますので、別途ご相談ください。 

・DAT の仕様について（共通フォーマット補足） 

DAT の様式は、DDS-2、DDS-3 または DDS-4 としてください。 
ファイル形式は、XPG4、POSIX.1 に準拠した tar 形式です。WindowsNT バック

アップなど、他の形式には対応していませんので、ご注意ください。 

・初期データの分割送付について 

初期データは、一旦、総合目録サーバ上に展開され、通常の検索や差分更新処理に

重大な影響を与えない範囲内で、ある程度優先的に登録処理が行なわれます。このた

め、新規データ提供館からすべてのデータを一括で送付していただくと作業を効率的

に行なうことができます。 
一括送付が困難であれば分割送付でも構いませんが、すべてのデータが揃うまでサ

ーバへの登録を待機することになります。また、集中型という DB の特性上、初期デ

ータの検証には、十万件以上のデータ量が必要となりますので、できるだけ、2 か月

以内にすべてのデータが送付されるようにお願いいたします。 
 
（３）初期データの登録・公開作業 

データ提供館から送付された初期データは、一旦、総合目録サーバ上に展開された後に、

登録処理が行なわれます。登録処理作業のタイミング、1 日あたりの登録データ量等は、

ご提出いただいた初期データのファイル数や各ファイルのデータ容量をみて国立国会図書

館側で調整させていただきます。 
登録された初期データは、同定処理を経て、基本書誌あるいは同定書誌として総合目録

ネットワークシステムの検索結果で表示されるようになります（この段階から、システム

を通じた相互貸借依頼が生じる可能性がありますので、依頼の受付可否などの参加館情報

が更新されているかどうか確認をお願いします）。 
 

参加館情報の更新 

   第２章「２．登録情報について」p. 6 
 
初期データ登録作業の開始後に、その作業と並行して、差分更新データの転送テスト作

業を行なっていただきます。 
 

差分更新データの転送テスト作業 

   本章「４－３．差分データの転送」p. 28 
 
国立国会図書館側ですべての初期データの登録完了を確認した後に、以下のホームペー
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ジコンテンツに情報を掲載します。 
・ 国立国会図書館ホームページ「図書館員の方へ」-「総合目録ネットワーク」 
・ 総合目録ネットワークホームページ「資料コーナー」-「図書館別書誌レコード数一

覧」 
差分更新データの転送テストを未実施で、テスト完了まで公開作業を行ないたくない場

合には、その旨お知らせください。 
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（参考図）初期データ登録の模式図 
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４－３．差分データの転送 

 
（１）差分データ転送テスト 

初期データの登録作業が開始されると、差分更新データの転送テスト及びデータ内容の

検証作業を並行して行なうことが可能になります。ここでは、 

① 差分更新データ転送作業の検証 

② 差分更新データ内容の検証 

という 2 つのポイントについて国立国会図書館側で検証作業を行ないます。 
お送りいただく検証用の差分転送データのファイル仕様は以下のとおりです。 

・ファイル形式：LHA 圧縮ファイル 

・ファイル名 ：updtXXXX.lzh（XXXX は図書館コード） 

・データ内容 ：差分更新テスト専用データ、または本番の差分更新データ 
＊本番データの場合、検証結果ＯＫであればそのまま DB に登録します。テストデータ

の場合、検証後にファイルを削除します。転送データがテスト用、本番用のどちらであ

るか、あらかじめお知らせください。 

・データ件数 ：特に定めない（ただし、2万件以下となるようにしてください） 

 
（２）差分データ転送のための２つの方法 

差分更新データの転送には、ftp による転送と http-get による転送の２つの方法があり

ます。 

 

（ａ）ftp による差分転送の場合（４－１（１）を参照） 

① （差分更新データ転送の検証）については、転送モードと転送先ディレクトリ、LHA
圧縮等を確認します。 

② （差分更新データ内容の検証）については、書誌データフォーマットを確認します。 

なお、ftp による差分データの転送にあたっては、総合目録システムにデータ送信元

システムのグローバル IP アドレスを登録する必要がありますので、予め、IP アドレス

を国立国会図書館 関西館 図書館協力課 協力ネットワーク係までメールにてお知らせ

ください。なお、設定には１週間程度を要します。 
 

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 
TEL ：0774-98-1455 
E-mail：somoku1@ndl.go.jp 
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総合目録サーバの転送先等の情報は以下のとおりです。 

転送先ホスト名：  somoku.ndl.go.jp 
ユーザ名：   検索用 ID と同じ 
パスワード：  検索用初期パスワードと同じ 
転送モード：  バイナリ 
転送先ディレクトリ： update 

テスト日程は、事前に総合目録側の運用担当 SE に連絡しておく必要がありますので、

希望日が決定しましたら、お早めに協力ネットワーク係にお知らせください。 
なお、テスト結果は、基本的にメールでご連絡させていただきますが、すぐにご連絡で

きるとは限りませんので、その点はご了承いただくようお願いします。 
 

（ｂ）http-get による差分転送の場合（４－１（１）を参照） 

① （差分更新データ転送の検証）については、転送元 URL、テストファイルの取得、

LHA 圧縮等を確認します。 

② （差分更新データ内容の検証）については、書誌データフォーマットを確認します。 

＊ご注意＊ 

http-get による差分転送テストにあたっては、あらかじめ、データ提供館が使用してい

るWebサーバのディレクトリの運用及び当館からのファイル取得に係るアクセス許可につ

いて、図書館のシステム担当者の了解が必要です。 
 

http-get による転送テストの作業手順は以下のとおりです。 
・ 貴館 Web サーバ上のディレクトリにテストファイルを格納します。 

・ 総合目録ネットワークシステムの「管理機能総合メニュー」にアクセスし、「差分

データ転送予約」をクリックして、「差分データ転送予約画面」を開きます。 

・ 差分転送データを格納したディレクトリ名までの、転送元 URL を入力します。 

（例：NDL の場合）http://somoku.ndl.go.jp/httpget/ 
 差分データ転送予約画面  

 

・ 「予約」ボタンを押下し、予約内容の確認画面が表示されることを確認します。 
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※「差分データファイルが存在しません。」等のエラーメッセージが表示された場合は、

転送元 URL の入力ミス、ファイルの格納忘れやファイル名間違い、当該 Web サーバへ

のアクセス権設定ミス等が考えられます。転送予約に必要な情報をご確認いただき、正

しく予約内容の確認画面が表示されるまで繰り返してください。 

・ 予約内容の確認画面にて「実行」ボタンを押下します。【転送予約完了】 

 

http-get による転送では、作業日の 後に転送予約された 1 ファイルのみが、予約日

の夜間に自動転送されます。転送結果の確認は、予約日の翌日となります。 
テスト日程は、事前に総合目録側の運用担当 SE に連絡しておく必要がありますので、

希望日が決定しましたら、お早めに協力ネットワーク係にお知らせください。 
なお、テスト結果は、基本的にメールでご連絡させていただきますが、すぐにご連絡で

きるとは限りませんので、その点はご了承いただくようお願いします。
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（参考図）差分データ転送の模式図 
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４－４．通常運用 

 

（１）通常運用作業 

初期データの登録、公開作業及び差分データ転送テストがすべて完了した後には、「デー

タ提供館」として総合目録ネットワークにご参加いただきます。データ提供館には、定期

的に差分更新データの転送を行なっていただきます。 
転送の曜日等は特に定めていません。各館のご都合に従い転送していただきます。差分

データの転送受付から DB 登録までの作業はシステムで自動的に処理されますので、週末

（土日）に転送されても問題ありません。 
転送するデータは 1 ファイルあたり 2 万件までとしてください。1 図書館あたり 1 日に

転送可能なファイル数は転送方法によって異なります。ftp による転送では、同日に複数

ファイルの送信が可能です。http-get による転送では、 後に転送予約された 1 ファイル

のみが、予約日の夜間に自動転送されます。 
ftp による転送で同日に複数ファイルを送信する場合でも、送信するファイル名に定め

られたファイル名称（updtXXXX.lzh：“XXXX”は図書館コード）以外を使用しないでく

ださい。総合目録システム側で、データ提供館からのデータ転送を受け付けるとファイル

名とディレクトリを変更しますので、同一のファイル名称で繰り返し送信いただいてもフ

ァイルが上書きされてしまうことはありません。定められたファイル名と異なる名前で送

信された場合には、正しく処理されず更新対象となりませんのでご注意ください。 
なお、受付されるファイル数は転送方法により異なりますが、総合目録データベースに

登録
．．

処理されるファイル数は、1 図書館あたり 1 ファイル／日です。 

 

（２）データ転送確認メールについて 

差分データの転送後、あるいはデータの登録処理後に、該当するデータ提供館には、参

加館情報として登録されている「差分データ更新結果通知メールアドレス」宛に以下のメ

ールが送られます。 
 

参加館情報の登録・修正（差分データ更新結果通知メールアドレス） 

   第２章「（１）差分データ更新結果通知メールアドレス」p. 6 
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①ftp 差分データ転送結果確認メール（件名：UNICA_Update_File_Request） 

ftp による差分データの転送を行なった場合、同日の夜間に転送の受付処理が行なわ

れ、「UNICA_Update_File_Request」という件名のメールがデータ提供館宛に送られま

す。本文には、「図書館名」「転送日時」「ファイルサイズ」およびデータを受信した旨が

記載されています。http-get によりデータ転送を行なったデータ提供館にはこのメール

は送られません。 
 
        件名：  [UNICA_Update_File_Request] 

        本文：  図書館名: ●●県立図書館 

転送日時: 2008 年 08 月 31 日 10 時 10 分 20 秒 

ファイルサイズ: 1061000 bytes 

上記ファイルを受信いたしました、差分更新処理は順次処理いたします 
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②http-get 差分データ転送結果確認メール（件名：■差分データ転送結果確認■） 

http-get による差分データの転送（予約）を行なった場合、同日の夜間に転送の受付

処理が行なわれ、「■差分データ転送結果確認■」という件名のメールがデータ提供館宛

に送られます。本文には、「図書館名」「データ転送日時」「データサイズ」およびデータ

転送が行なわれた旨が記載されています。ftp によりデータ転送を行なったデータ提供

館にはこのメールは送られません。 
 
        件名：  ■差分データ転送結果確認■ 

        本文：  図書館名 ▲▲県立図書館 

データ転送日時 08 月 26 日 22 時 00 分 

データサイズ 7134107byte 

データ転送が正常に行われました。 

 
③差分データ登録処理結果通知メール（件名：Sabun_data_Report:no=2009******） 

ftp あるいは http-get により転送したデータは、翌日の 20 時以降にデータ投入スケジ

ュールに従って登録処理が行なわれます。処理が行なわれると、登録されたデータの提

供館宛に「Sabun_data_Report:no=2009******」という件名のメールが送られます。本

文には、「図書館名」「開始時刻」「対象データ」「転送データのサイズ」「ファイル名」の

他に、差分データのチェック結果などが記載されています。データの転送受付後すぐに

登録処理が行なわれるとは限りませんので、「対象データ」欄でいつ受付されたデータな

のかを確認してください。「差分データチェック結果」欄には、フィールドに指定以外の

値が入力されている場合や必須項目に入力漏れがある場合などに警告とその内容が表示

されます。 
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正常に終了した場合 

件名：  Sabun_data_Report:no=2009****** 

本文： 図書館名  ××県立図書館 

開始時刻  08 月 31 日 21 時 45 分 

対象データ  08 月 30 日 12 時 31 分転送データ 

転送データのサイズ 414261(byte) 

ファイル名  updt9999.lzh 

 

updt9999.dat - Melting  :  ................................................. 

updt9999.dat - Melting  :  oooooooooooooooooooooooooooooo 

updt9999.dat - Melted   

差分データチェック結果 

・入力書誌数 :   1228 件 

・エラー書誌数:      0 件 

・警告数   :      0 件 
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＜参考情報：タグ出現率＞ 

------------------------------------------------------------------------- 

Flag        total               N                 C                 D  

------------------------------------------------------------------------- 

[000_]     1228(100.0%)       586( 47.7%)       409( 33.3%)       233( 19.0%) 

[010A]      801( 65.2%)       444( 36.2%)       357( 29.1%)         0(  0.0%) 

[011A]        4(  0.3%)         4(  0.3%)         0(  0.0%)         0(  0.0%) 

[090A]      951( 77.4%)       543( 44.2%)       408( 33.2%)         0(  0.0%) 

[090B]      951( 77.4%)       543( 44.2%)       408( 33.2%)         0(  0.0%) 

～～～～～中略～～～～～ 

[960B]     1228(100.0%)       586( 47.7%)       409( 33.3%)       233( 19.0%) 

[960D]      995( 81.0%)       586( 47.7%)       409( 33.3%)         0(  0.0%) 

------------------------------------------------------------------------- 

SUM        1228(100.0%)       586( 47.7%)       409( 33.3%)       233( 19.0%) 

------------------------------------------------------------------------- 

total rec = 43062 

total rcnt = 1228 

--------------------------------------------------- 

 

更新処理をする際のデータチェ

ック結果（通知のなかで一番に

確認していただきたい部分） 

更新処理データに含まれていた各タグ

の出現率とデータの内訳。Nは新規登録、

C は更新、D は削除データを表す。 
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＜参考情報：同定キーに関する出現率チェック＞  

--------------------------------------------------- 

*** 確認: 010A(ISBN)が格納されている割合が 65.2%です *** 

★!!!警告: 090A(マーク番号)が格納されている割合が 77.4%です !!!★ 

★!!!警告: 090B(マーク番号)が格納されている割合が 77.4%です !!!★ 

*** 確認: 100A(刊行年)が格納されている割合が 80.9%です *** 

～～～～～中略～～～～～ 

*** 確認: 291D(多巻の巻次)が格納されている割合が  0.4%です *** 

書誌同定処理の際、キーとなる

タグの出現率をまとめたもの。 

 

 

警告の例など(下記はとくに問題のない例です) 

差分データチェック結果 

・入力書誌数 :   1228 件 

・エラー書誌数:      0 件 

・警告数   :      73 件 

 0000002,960D ,001,半角かなを全角かなへ変換しました。,000123456  

 0000004,960D ,001,半角かなを全角かなへ変換しました。,000123457  

 0000005,960D ,001,半角かなを全角かなへ変換しました。,000123458  

この警告の内容は、請求記号[例：910.26/ｲｼﾀ]

の半角かなを全角かなに変換して登録したと

いうものです。一種類の警告につき、 大 3

件までコントロール番号が表示されます。 

 

 

 

（参考図）差分データの受信から差分更新処理までの流れ 

22:00 20:00 20:00

4/2 4/3 4/44/1

22:00

・データ提供館から
ftpによる差分データの受信

データ①→

データ③→

データ②→

・データ受付の翌日20:00から
差分更新処理を開始

・差分更新処理の結果はメール
（Sabun_data_Report:no=200xxxxx）
により通知

・各データ提供館の処理ファイル数
上限は１ファイル/日

・処理件数の上限は15万件/日

・ftpによる差分データの受付
（UNICA_Update_file_request というメール）

・http-getによる差分データの受付
（■差分データ転送結果確認■ というメール）

4/1 22:00 ～ 4/2 22:00 に受信したデータは
4/2 22:00にデータを受付
4/3 20:00から差分更新処理開始
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（参考表）警告一覧 
 

内容
フィールド000のレコードステータス、レコードの種別、書誌
レベルが定義外のデータ

登録処理結果 該当書誌は登録されません

内容

書誌のデータフィールドのレコード管理部で定義したバイト
数とデータ部の長さが異なることが原因で、他の書誌レコー
ドが見つからない場合

登録処理結果 他の書誌のデータが登録されません

内容 レコード管理部が指定外のデータ
登録処理結果 登録されます

内容 フォーマットに定義されていないタグを指定
登録処理結果 該当タグは登録されません

内容

①新規・更新で000, 950A, 960A が省略
②[2版] 新規・更新で001, 100A, 251A, 801A, 801B, 801C,
960Bが省略
③[3版]新規・更新で100A, 251A, 551B, 801A, 801B, 801C,
960Bが省略
④削除で000, 950A, 960A が省略
⑤[2版] 削除で001, 801A, 801B, 801C, 960Bが省略
⑥[3版]削除で801A, 801B, 801C, 960Bが省略

登録処理結果

①該当書誌は登録・更新されません
②、③登録・更新されます
④該当書誌は削除されません
⑤、⑥削除されます。ただし、②、③のフィールドも省略さ
れている場合は、②，③の対応に準じます

内容

フィールド添え字が空白文字のみであったり、アルファベッ
トや記号等の数字以外が混在している場合（000は規定外だが
警告を出力しない）

登録処理結果 該当タグは登録されません

内容
JIS X 208 範囲外だが本システムで採用している文字コード
EUCに変換可能であり、データを変換し取り込んだ場合

登録処理結果 登録されます

内容
レコード管理部のデータ部のバイト数と、データ部のバイト
数が異なる

登録処理結果 該当タグは登録されません

内容 551Aがあり551Bがない場合
登録処理結果 登録されます

レコード管理データ不正

書誌移動不正

データフィールドレコード管理部不正

未定義フィールド名指定不正

設定サイズと実データサイズ不正

対の必須フィールド名未設定エラー

必須項目が省略されています

フィールドインデックス設定不正

JIS-EUC変換エラー(XMLは出力しました)
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内容
JIS X 208 範囲外で、かつ本システムで採用している文字コー
ドEUCに変換不可能であり、データ変換せず取り込んでいない場

登録処理結果 該当タグは登録されません

内容 ESC文字が混在
登録処理結果 ESC文字は削除され登録されます

内容 1バイト部分に半角カナが混在
登録処理結果 全角かなに変換して登録されます

内容 書誌レコード長が30720バイト以上
登録処理結果 該当書誌は登録されません

内容 2バイトデータ部分に1バイト文字が混在
登録処理結果 該当タグは登録されません

内容 データ部分（レコード管理部は除く）が4001バイト以上
登録処理結果 該当書誌は登録されません

内容 リピータブルではないタグをリピータブルで指定
登録処理結果 2番目以降のタグは登録されません

JIS-EUC変換エラー(XMLは出力できません)

ESC文字を削除しました。

フィールド繰り返しの指定が不正です

半角かなを全角かなへ変換しました

３０ｋを超える書誌が存在します

２バイトデータ部に１バイト文字が混在しています

４０００バイトを超えるデータが存在します
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（３）「タグ出現率」の確認点 

差分データ登録処理結果通知メールに記載の「タグ出現率」は、以下のような点を参考

に確認してください。 

・必須項目は欠けていないか？ 

必須項目については、通常は「タグ出現率」が 100％となります。ただし、削除レコ

ードを含む場合は割合が変化しますので、削除レコード数を除いたトータルのレコー

ド数との比較で確認するようにしてください。 

[000][100A][251A][551B][8012][801A][801B][801C][950A][960A][960B] 

・準必須項目の件数はデータ内容と合っているか？ 

準必須項目は、タグ出現率が 100％とならないことがありますが、[010A]（ISBN）が

100％になっている場合など、割合が高すぎる場合にも注意が必要となります。 

[010A][090A][090B][251D][251W][265A][270B][275A][281A][291A][291D] 

・その他、出現率が高すぎたり、低すぎたりするものはないか？ 

準必須項目でなくても、出現率の高いタグがあります。たとえば、[960B]～[960G]（ロ

ーカルデータ）は通常は 100％近く収録されます。 

・対になって繰り返すフィールドの件数対応に極端な差はないか？ 

典型的なのは、アクセス・ポイント・ブロックの A/B（漢字/カナ）対応です。たとえ

ば[552A]があるのに[552B]がない、という場合には注意が必要です。[090A/B]（マー

ク種別/番号）、[677A/V]（NDC による分類記号/版次）等もそれに当たります。 

・記述ブロックとアクセス・ポイント・ブロックの件数対応に極端な差はないか？ 

[251A]と[551A]、[270B]と[770B]、[281F]と[781A]など、記述ブロックとそれに対応

するアクセス・ポイント・ブロックの件数に差異が生じていないか確認します。 

 

記述ブロックとアクセス・ポイント・ブロックの対応 

   「総合目録共通フォーマット」（第 3版） p. 11 
 

 
初期データ登録と差分データ転送について －39－ 

  【Ver1.2】



 



 
 

５．全件データ入替について 
 
 

この章のポイント 

 
 この章では、都道府県立図書館および政令指定都市立図書館中央館による総合

目録ネットワーク登録済みデータの全件入替について説明します。 

 
 
 

 説明の中で、他の場所を参照する箇所には   マークがあります。 
 このうち、 
          マークのある場合については、 
 “総合目録ネットワークシステム”のホームページを、 
          マークのある場合については、 
 “国立国会図書館”のホームページを、それぞれご参照ください。 
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（１）全件データ入替とは 

全件データ入替とは、対象となるデータ提供館のデータを総合目録システムからいった

んすべて削除し、新規に全件登録することです。 

全件データ入替は、データ提供館の図書館システムが変更される際に行う場合がありま

す。例えば、システム変更の際、書誌データに一意に割り当てられている番号体系が変わ

る場合がありますが（桁数が 1桁増える、等）、そのような場合には全件データ入替を行う

必要があります。 
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総合目録ネットワーク データ提供までのながれ 

 
 ＜データ提供館側作業＞            ＜国立国会図書館側作業＞ 
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（２）全件データ入替の作業手順 

全件データ入替は以下の手順で行います。なお、各作業につきましては、第４章「初期

データ登録と差分データ転送について」と共通する内容もありますので、適宜参考にして

ください。 

 
① 事前調整 
② サンプルデータの抽出・送付 
③ データ削除 
④ 全件データの抽出・転送 
⑤ 全件データの登録 
⑥ 差分テストデータの抽出・転送 
⑦ 通常運用 
 

ここからは各作業についての概要を説明します。 
 
① 事前調整 

• データフォーマット 
 全件データ入替において、入替の前後で総合目録共通フォーマットの版次が変

わる場合は国立国会図書館協力ネットワーク係にご連絡ください。 
 
 
 

              ＞［資料コーナー］＞［総合目録共通フォーマット］  

• 全件データ転送方式 
 全件データはftpあるいはhttp-getにより転送していただく必要があります。ftp
による転送においてはグローバルIPアドレス、http-getによる転送においては取

得先ディレクトリのアクセス許可が入替前のものから変更になっている場合、全

件データの転送ができない場合がありますのでご確認をお願いします。 
 
 ftpあるいはhttp-getによる転送 
    第４章「４－１．データ提供館になるには」p. 17 
 
 
 なお、１ファイルの書誌データは原則として２万件以内にしていただき、ファ

イル転送を行なっていただく必要があります。もし、全件データの分割が難しい

場合は、媒体のご提供によってデータ入替を進めていくことも可能です。 
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【オプション】データ入替を媒体提供によって行なう手順について 
 
入替データの全件ファイルをCD-R等の媒体で受領し、全件データ検証の実施、

データ登録を実施します。ただしこの場合は、初期データ登録と異なり、別途 50
万円（税込）の作業経費が発生し、データ提供館にご負担いただくことになりま

す。媒体での入替実施に係るご相談は、国立国会図書館協力ネットワーク係にて

承ります。 
 

② サンプルデータの抽出・送付 
    第４章「４－２．初期データの登録」p. 24 
 

③ データ削除 
 総合目録システムに登録済みのデータを一旦すべて削除します。削除データのリス

ト作成および削除作業は国立国会図書館側で実施します。国立国会図書館協力ネット

ワーク係は、参加館からの許可に基づき、削除作業を開始します。原則的には１日１

ファイル 2 万件ずつ処理しますが、他の参加館のデータ登録や更新などの状況によっ

ては１日２～３ファイルを処理する場合もあります。 
 

④ 全件データの抽出・転送 
 全件データは、１ファイルの書誌データ件数を原則として２万件以内にしていただ

いた上で、全ファイルを ftp あるいは http-get により転送していただきます。なお、

http-get による転送では、１日に１ファイルしか転送予約ができません。もし、２回

以上転送予約をした場合は、 後に転送予約した１ファイルしか転送されませんので

ご注意ください。 
 

⑤ 全件データの登録 
 全件データ転送により総合目録システムが受信した順に、データ登録されます。原

則的には１日１ファイルずつ処理していきますが、他の参加館のデータ登録や更新な

どの状況によっては１日２～３ファイルを処理する場合もあります。 
 

⑥ 差分テストデータの抽出・転送 
 転送ファイルのデータチェックを実施します。１ファイルの書誌データは２万件以

内にしていただき、ファイル転送を行なってください。データチェック結果に問題な

ければデータ登録準備完了です。 
 
 

⑦ 通常運用 
    第４章「４－４．通常運用」p. 32 
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６．書誌データの管理について 
 
 

この章のポイント 

 
 この章では、都道府県立図書館および政令指定都市立図書館中央館による総合

目録ネットワーク登録済みデータのリスト作成およびオンライン削除について説

明します。 

 
 
 

 説明の中で、他の場所を参照する箇所には   マークがあります。 
 このうち、 
          マークのある場合については、 
 “総合目録ネットワークシステム”のホームページを、 
          マークのある場合については、 
 “国立国会図書館”のホームページを、それぞれご参照ください。 
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（１）登録書誌のリスト作成 

 
 総合目録ネットワークシステムに登録した自館の書誌レコードに関するリストは、管理

機能総合メニューの「参加館書誌データコントロール番号一覧ダウンロード」により取得

することができます。 
 

 管理機能総合メニュー画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加館書誌データコントロール番号一覧ダウンロード画面  
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（１）簡易版ダウンロード 
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・詳細版ダウンロード 

ダウンロードされるデータは以下のとおりです。 
・各館のユニークなコントロール番号（フィールド名：950A） 

 
（出力内容の例：国立国会図書館） 

"20000001"↓ 

"20000002"↓ 

… 

 
・詳細版ダウンロード 

ダウンロードされるデータは以下のとおりです。 
・各館のユニークなコントロール番号（フィールド名：950A） 
・マーク番号等*（フィールド名：020B または 090B） 
・国際標準図書番号または国際標準逐次刊行物番号（フィールド名：010A または 011A） 

 
*データの有無に関わらず、出力項目には JAPAN/MARC、TRC MARC、ニッパンマーク、

大阪屋マーク、紀伊國屋マーク、NACSIS-CAT「レコード ID」を含みます。 

 
（出力内容の例：国立国会図書館） 

"21607170","21607170","","","","","","457921086" 

"21607171","21607171","","101254100","","","","484458588" 

… 

 



（２）オンライン書誌削除 

 
 総合目録ネットワークシステムに登録した自館の書誌データを削除することができます。

１件ずつ指定・実行します。管理機能総合メニューの「オンライン書誌削除」により実施

することができます。 
 作業を始めるのにあたり、まず、削除しようとする書誌レコードの、基本書誌番号およ

び各館のユニークなコントロール番号を、何らかの形で控えておいて下さい。後日、確認

のために必要となる場合があります。 
 

 管理機能総合メニュー画面  
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削除する書誌データの基本書誌番号および各館のユニークなコントロール番号を指定し、

「削除」ボタンを押下します。 
 

 オンライン書誌削除画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 削除する書誌データの内容を確認した上で「実行」ボタンを押下します。 
 

 オンライン書誌削除（確認）画面  
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作業完了の画面には「キャンセル」ボタンが表示されます。中止する場合はこのボタンを

押下してください。オンライン書誌削除結果の総合目録ネットワークシステムへの反映は、

削除実行後最初に訪れる 20 時に実施されます。 
 

 オンライン書誌削除結果画面  
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 下図は「キャンセル」ボタンを押下した場合の結果です。キャンセルの実行を求める確

認画面を表示します。キャンセルを実行する場合は「実行」ボタンを押下します。オンラ

イン書誌削除は 20 時に実施されますので、20 時より前に削除を実行し、20 時を回ってか

らキャンセルを実行した場合、キャンセルの命令は効きません。 
 

 オンライン書誌削除キャンセル（確認）画面  
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下図はオンライン書誌削除の「キャンセル」が完了した場合の結果です。 
 

 オンライン書誌削除キャンセル（確認）画面  
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