
日本近代音楽館資料検索の手引き  ―  検索編 
 

created 2014/06/02 page 1 last rev. 2014/06/28 

資料検索 (OPAC) は単純検索 (Quick search) と詳細検索 (Advanced search) の２つの画面で行います. 

単純検索画面は資料検索の初期画面を兼ねています.  

この説明書では検索項目と検索キーについて記述しています. 画面の見方や操作方法全般は《画面操作編》

をご覧下さい. 

利用時間 (館内): 開館時間に準じます. 

利用時間 (Web): 24 時間, 年中無休ですが, データベースのメンテナンス時 (下記) はご利用になれません. 

また, 年 1 回, サーバーを置いてあるビル全体の電気点検があり (日時不定), その時間帯もご利用できま

せん. 

データベースのメンテナンス: 毎日午前2時 (日本標準時) から 10分間程度, メンテナンスのために目録デ

ータベースを休止しています. この時間帯を避けてご利用下さい. 

 

OPAC 初期画面 (単純検索画面) 

 

資料検索の最初の画面は単純検索 (Quick search) を兼ねた画面です. 検索語の入力ボックスの上に詳細検

索画面へのリンクがあります.  

単純検索 (Quick search) 画面では, 検索に関係する操作を 1行で行います 

左から, (1) 検索項目, (2) 検索語の入力ボックス, (3) 検索語の書式指定, (4) 検索ボタン, (5) リセッ

ト・ボタン, の順に並んでいます. 

画面下に, 目録データベースの著作権と検索エンジンの表示があります. クリックするとそれぞれの企業の

ホームページが開きます. 

単純検索では検索項目の「キーワード (Any words)」が表示されています. 検索する語や句が個人・タイト
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ル・主題内容のいずれに該当するか判然としない場合や, 項目に関係なく検索する場合は, そのまま右に

ある検索語の入力ボックスに書き込んでください.  

「Enter」キーを押すか, 右の「Search」ボタンをクリックすると検索を行い, 検索結果の一覧を画面下に表

示します. 検索に失敗した(ヒットしなかった)場合は, 検索語の入力ボックスの下に「検索条件に該当する

資料は存在しません」と表示します. 

右端の「Reset」ボタンをクリックすると入力した検索キー, 検索結果一覧が消え, 最初の状態に戻ります. 

 

ラテン文字で検索する場合の大文字使用法について 

(1) １つの検索項目が単語 1個の場合は大文字・小文字を無視して検索します 

(2) １つの検索項目に複数の単語を記入した場合は大文字と小文字が区別されます 

 

検索例: キーワード (Any words): takemitsu shakuhachi 
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検索例: キーワード (Any words): Takemitsu shakuhachi 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

記号の扱いについて 

資料の書誌情報に含まれる各種の記号の中には, 記号のみで識別されるグループ, 記号に重要な意味のある

実体などが含まれるため, 書誌情報, 典拠レコードのアクセスポイントに本来含まれる記号も検索対象に

なっています. 一方, 個人名の姓と名などのデータ要素の区切りに用いられるコンマ, などは逆に検索対

象にはならないので注意が必要です. また, ラテン文字に付記する合成記号 (アクサン, ウムラウトなど) 

も検索対象外です. ウェブ・ページからコピー＆ペーストする場合は, データ項目の区切り記号(コンマ, 

ピリオドなど)と合成記号を検索キーから除いてください. 

(例) 山田耕筰 (典拠レコード) 

優先形 $aYamada$bKōsaku$f1886-1965 

$A 山田$B耕筰$F１８８６－１９６５$a ﾔﾏﾀﾞ$b ｺｳｻｸ$f1886-1965 

参照形 $aYamada$bKosçak$f1886-1965 

$aYamada$bKohsaku$f1886-1965 

$aYamada$bKousaku$f1886-1965 

$A 山田耕筰$F１８８６－１９６５$a ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｻｸ$f1886-1965 

このように, 典拠レコードでは名前の属性ごとにサブフィールドを使い分けて記録しています. 

$a: 名前の最初の要素 (名前の構成要素が姓と名のときは姓) 

$b: 名前の残り部分 (名前の構成要素が姓と名のときは名) 
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$f: 生(没)年 

次のような検索キーではヒットしません:  

Yamada, Kōsaku 

Yamada, Kosaku 

Yamada Kōsaku 

山田, 耕筰 

 ...など 

 

検索項目を変更する 

 

検索項目をマウスのボタンでクリックすると検索項目の一覧が出ます. これらの１つを選択して限定した検

索をすることができます. 

 

検索項目のリスト 

 

それぞれの検索項目は, 下の表の右側の書誌データを検索します. 「典拠リンク検索」という表示のある項

目は, リンクしている典拠レコードの優先形と参照形のデータも並行して検索します. 検索結果はいずれ

かでヒットしたものの「論理和 (OR)」で一覧表示します. 「標目」と記されているフィールドのデータは

統制語であることを示しています. 

 
検索項目 検索対象フィールド 
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検索項目 検索対象フィールド 

キーワード (Any words) 書誌レコードの全項目 

著作者名 (Authors) 標目 (個人・団体: 典拠リンク検索) 

記述部分の責任表示 

個人名 (Persons) 標目 (個人: 典拠リンク検索) 

団体名 (Groups) 標目 (団体: 典拠リンク検索) 

タイトル (Titles) 標目 (優先タイトル: 典拠リンク検索) 

記述タイトル 

その他のタイトル 

シリーズ (Series) シリーズ表示 

シリーズ標目 (典拠リンク検索) 

件名/ジャンル (Subjects/Genres) 主題・ジャンル・形式標目 (典拠リンク検索) 

分類番号 (Classifications) 分類番号 (DDC, NDC, LCC 等) 

発行年 (Pub. years) 発行年 

発行者 (Publishers) 発行者 

各種番号 (Numbers) 書誌 ID, ISBN, ISSN, ISMN, 発売番号，出版者番号, 等 

請求記号 (Call numbers) 所蔵レコード - 請求記号 

注記 (Any notes) 書誌レコードの注記 

 

検索語の書式指定 
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検索語の入力ボックスの右に検索語の書式 (keyword/phrase) を選択するドロップダウン・リスト・ボッ

クスがあり, いずれかを選択できます. 

 keyword: 文字単位の中間一致 

 phrase: 空白で区切られた語句の完全一致 

例えば, 「オペラ史」というタイトルを検索する場合, 書式を「keyword」指定にすると「日本オペラ史」

も検索しますが書式「phrase」指定では「日本オペラ史」は検索しません. 

 

検索例:  

[タイトル (Titles)]: オペラ史 

[検索語の書式]: keyword 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

 



日本近代音楽館資料検索の手引き  ―  検索編 
 

created 2014/06/02 page 7 last rev. 2014/06/28 

検索例:  

[タイトル (Titles)]: オペラ史 

[検索語の書式]: phrase 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

典拠リンク検索について 

「典拠リンク検索」を併用する検索項目では典拠レコードの優先形と参照形のデータも同時に検索すること

で, 検索漏れを防ぐことができます. 

 

資料検索で用いる典拠レコードのフィールド・タグ 

タグ 定義 データ内容 

AxA 優先形: ラテン文字 世界標準の LC/OCLCの形式と同一のアクセス・ポイント 

AxK 優先形: 日本語文字 ラテン文字と同一形式の日本語表記 (カナ/翻訳) とその読み 

ExA 参照形: 多言語・文字 優先形に対する異形のアクセス・ポイント. さまざまな言語と文字 

ExK 参照形: 日本語文字 日本語優先形に対する異形の日本語表記 (カナ/翻訳) とその読み 
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検索例: 個人名 

[キーワード (Any words): 典拠リンク検索を行わない項目]: Шо с т а к о в и ч  

「"Дмитрий Шостакович"の翻訳」という注記情報で 1件ヒット 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 
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検索例: 個人名 

[個人名 (Persons): 典拠リンク検索を併用する項目]: Шо с т а к о в и ч  

「Шостакович, Дмитрий Дмитриевич, 1906-1975」という参照データでヒットした典拠レコードに
リンクする書誌レコードも並行して検索. (注: 参照データの有無は個々の典拠レコードによって異ってい

ます. ロシア人の名前でもキリル文字の参照データが含まれないこともあります) 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

団体名 (Groups) の検索 

団体は名前が変遷することと, 分離・統合を行う点に注意が必要です. それそれの名前でアクセスポイント

を構築するので, 最新の名前ではヒットしない場合があります. 

 



日本近代音楽館資料検索の手引き  ―  検索編 
 

created 2014/06/02 page 10 last rev. 2014/06/28 

検索例: 団体名 

[団体名 (Groups)]: 文部省 

これらは「文部科学省」ではヒットしません. 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

タイトル (Titles) の検索 

単純検索でのタイトルの検索は, 著作者との組み合わせを行いません. さまざまな作者・作曲家の作品がヒ

ットします. 
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検索例: タイトル 

[タイトル (Titles)]: requiem 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

音楽作品のタイトル 

音楽作品は印刷楽譜 (スコア), 録音, 映像など, さまざまなメディアやキャリアで, さまざまな言語や文字

で, 多くの作曲家が形式やジャンルの名を題名に用い, また作品の部分が単独で出版されるなど, やや特

異な様相を呈しています. このため, 音楽作品につけられた題名の要素分析と切り出された要素の再構築

によって作品のタイトルを統一しています. その統一されたタイトルを「優先タイトル」と呼びます. 原

則のいくつかを紹介します. 

  

(1) 作品の部分は全体のタイトルに続けます 
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 (例) Aiyan no uta. Higanbana = Ａｉｙａｎの歌. 曼珠沙華 

(2) 題名が形式やジャンルなどの一般名詞の場合は, 要素に分解して次の順序で再構成します 

 a. 形式やジャンル (題名の本体) 

 b. 演奏手段の表示 (演奏手段を暗示する形式の場合は省略します) 

 c. 番号 

 d. 調 (20 世紀以降の作品では省略します) 

 (例) Concertos, violin, orchestra, no. 2 = 協奏曲, ヴァイオリン, 管弦楽, 第２番 

CD容器の表示: Violin concerto no. 2 "Mani" = ヴァイオリン協奏曲 第２番「秘密-- マ

ニの光」(2001) 

(3) タイトルの異型は典拠レコードの参照タイトルに記録します 

 (例) Mani 

Himitsu-- mani no hikari 

秘密-- マニの光 

 

日本歌曲の典拠レコードには, 参照データの一種として歌詞の冒頭 (歌いだし) を収めてあることがありま

す. 

A5A 優先形: ラテン文字 Jōgashima no ame 

A5K 優先形: 日本語文字 城ヶ島の雨∥ ｼﾞｮｳｶﾞｼﾏ ﾉ ｱﾒ 

E5A 参照形: 多言語・文字 Ame wa furu furu Jōgashima no iso ni 

E5K 参照形: 日本語文字 雨はふるふる城ヶ島の磯に∥ ｱﾒ ﾜ ﾌﾙ ﾌﾙ ｼﾞｮｳｶﾞｼﾏ ﾉ ｲｿ ﾆ 

 

[キーワード (Any words): 典拠リンク検索を行わない項目]: 雨はふるふる 

「雨はふるふる」という句は書誌レコードにはありません. 
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[タイトル (Titles): 典拠リンク検索を併用する項目]: 雨はふるふる 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

 

シリーズ (Series) の検索 

単純検索でのシリーズ・タイトルの検索は, 著作者との組み合わせを行いません. 
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検索例: シリーズ 

[シリーズ (Series)]: セノオ 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

 

件名/ジャンル (Subjects/Genres) の検索 

資料の主題内容やジャンル/形式を記述する用語による検索です. 近接概念, 関係主題, 上位語・下位語の階

層構造など, かなり複雑な様相になっているため, 件名標目表などで調べて, 正しい検索キーを用いた方

が検索結果からノイズを減らすことができます. 

件名/ジャンルの各用語は使用頻度が高く, 検索語の書式を「phrase」にすることでも検索結果からノイズを
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減らすことができます. 

 

検索例: 件名 

[件名/ジャンル (Subjects/Genres)]: Songs, Japanese 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

 

発行者 (Publishers) の検索 

この項目は, レコードに記録されたままの形でのみ検索できます. 形の統一は行っていませんので, 検索で

ヒットしたものが全てではない場合もあります. 
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検索例: 発行者 

[発行者 (Publishers)]: Academia 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

 

各種の番号による検索 

この検索項目は, ISBN, ISSN, ISMN, 発売番号，出版者番号など, 資料の識別用番号が検索対象です. 
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検索例: ISBN 

[各種番号 (Numbers)]: 4-11-590132-2 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

 

請求記号による検索 

請求記号 (call no.) は図書の背などに貼付されているラベル (多くは 3段) に記されている, 書架上の位置

などを示すデータです. 各データ項目を空白で区切って検索・絞込みができます. 
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検索例: 請求記号 

[請求記号 (call numbers)]: 768  K79 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 

 

 

検索件数の制限について 

検索の応答速度を確保するために, ヒット数の制限を行っています. 

１つの検索項目について 10,000 件を超えるヒットがあった場合, その検索キーは無効になります. 検索キ

ーの文字を増やすか, 別の検索方法でお試しください. 

 
(1) 検索キーが単独の場合はノーヒットになります 

(2) 組み合わせ検索の場合は，そのキーを除いたほかのキーのみで検索します 
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(3) どちらの場合も赤色のワーニングが画面に出ます 

 

ワーニングの例 

 

書式を「phrase」に指定すると回避できることがあります. 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 
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詳細検索 

 

詳細検索 (Advanced search) 画面では, 検索キーを最大４個・４種類まで組み合わせた検索ができます. こ

れらの組み合わせにブール演算子 (and/or/not) を指定できます. さらに画面右の資料種別の限定をする

こともできます. 検索ボックスの上に単純検索画面へのリンクがあります. 

 

OPAC 詳細検索画面 

 

それぞれの検索項目では，検索頻度が高いと予想される検索項目を初期設定してありますが，ドロップダウ

ン・リストで他の項目を選択できます. ドロップダウン・リストは単純検索画面のリストと共通です. 
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資料種別の限定メニュー 

 

検索メニューの右に資料種別の限定メニューがあり，特定の資料種別の限定した検索ができます．初期設定

は「全資料 (any materials)」になっています．ドロップダウン・リストで限定したい種別を選択します．

複数の同時選択はできません． 

 

作曲者とその作品の検索 

 

検索例 
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[著作者人名 (Authors): 典拠リンク検索を併用する項目]: 武満 徹 

[タイトル (Titles): 典拠リンク検索を併用する項目]: Rain 

[資料種別の限定メニュー]: 全資料 (any materials) 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 
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資料種別を「楽譜」に変更して絞り込む 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 
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タイトルの書式を「phrase」に変更して絞り込む 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 
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[件名/ジャンル (Subject/Genres): 典拠リンク検索を併用する項目]: ピアノ曲 (書式「phrase」) 追加 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 
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検索事例: 作曲家の手稿楽譜の複製を探す 

 

[著作者名 (Authors)]: 西村 朗 

[件名/ジャンル (Subjects/Genres)]: 手稿  複製 

*詳細画面 (Display) または左のアイコン画像をマウスでクリックして詳細表示画面に移動します 
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2 件目の詳細表示 

 

 


