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SCHEDULE 3A 
WorldCat® Discovery Services/FirstSearch® 

 
Section 1. Description セクション1 説明 
FirstSearch is a proven and highly trusted tool that empowers 
anyone to find the authoritative content they need in every format 
from worldwide library collections. FirstSearch delivers the precise, 
full-featured WorldCat searching that library staff and researchers 
value. 

FirstSearchは、世界中の図書館コレクションから

あらゆる形式で必要な信頼できるコンテンツを誰で

も見つけることができる、実績のある信頼性の高い

ツールです。FirstSearchは、図書館のスタッフや

研究者が重視する、正確でフル機能のWorldCat検索

を提供します。 

 

Section 2. Definitions セクション2      定義 
All capitalized terms not defined herein shall have the same 
meaning ascribed to them in the Framework Agreement. 

ここで定義されていない大文字の用語は、フレームワ
ーク契約で割り当てられている定義と同じ意味を持つ
ものとします。 
 

Section 3. Discovery Service セクション3 検索サービス 
3.1. Content. The Bibliographic Data, Holdings Data, OCLC 

and/or 3rd party databases and other content available through 
the Service may change from time to time and are subject to 
OCLC and/or third-party claims of copyright and other rights 
and may be subject to supplemental terms and conditions. The 
Product Description, documentation, features and/or 
functionality of the Service, and/or the WorldCat.org service 
may also change from time to time. Certain databases may 
only be accessed if Institution subscribes to that database 
through a third party. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Bibliographic Data. Bibliographic Data may not be stored 
other than temporarily as required for use authorized by the 
Agreement and shall not be otherwise transferred or accessed 
by any other person not an Authorized User. 

 

 

3.3. Cataloging Prohibited. Use of the Service for cataloging 
purposes is expressly prohibited. Institution may not resell the 
Service or the Bibliographic Data or other content accessible 
through the Service. 

 

3.4. Compatibility. 

(a) Certain parts of the Service function properly only when 
interacting with a local library system which is compatible 
with and supported by the Service. A list of local library 
systems which are compatible with and supported by the 
Service is available from OCLC. Prior to placing its order, 
Institution should verify that its local library system is 
compatible with and supported by the Service. 

3.1 コンテンツ。
本サービスを通じて利用可能な書誌データ、
蔵書データ、OCLCおよび/またはサードパ
ーティのデータベース、およびその他のコ
ンテンツは、随時変更される可能性がありま
す。また、OCLCおよび/またはサードパー
ティーが著作権やその他の権利を主張する対
象となるほか、補足的な利用規約の対象とな
る可能性 

があります。製品説明、ドキュメント、サービス

の特徴や機能、および/またはWorldCat.orgのサー

ビスも随時変更される場合があります。特定のデ

ータベースにアクセスできるのは、機関がサード

パーティを通じてそのデータベースに登録してい

る場合のみです。 

3.2 書誌データ。
本契約で許可された使用に必要な一時的な場合

を除き、書誌データを保存することはできませ

ん 
。また、許可されたユーザー以外の人が転送し
たり、アクセスしたりすることもできません。 

3.3 目録作成禁止。目録作成
の目的で本サービスを使用することは明示的に
禁止されています。機関は、本サービス、書
誌データ、または本サービスを通じて利用可
能なその他のコンテンツを転売することはで
きません。 

3.4 互換性。 

a) サービスの特定の部分は、サービスと互換

性があり、サービスが対応しているロー

カル図書館システムと通信する場合にのみ

正しく機能します。本サービスと互換性

があり、本サービスが対応しているロー

カル図書館システムの一覧は、OCLCから
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(b) In the event Institution’s local library system is or becomes 
incompatible with or unsupported by the Service at any 
time during the term of this Agreement OCLC may if 
requested by Institution make reasonable efforts to resolve 
the issue at OCLC’s then current rates. If such efforts are 
unsuccessful OCLC or Institution may terminate this 
Schedule upon written notice to the other party. 

入手できます。注文する前に、機関は、

ローカル図書館システムがサービスと互換

性があり、サービスが対応していること

を確認する必要があります。 

b) 機関のローカル図書館システムが本契約の

期間中にサービスとの互換性がなくなる

か、サービスが対応しなくなった場合、

OCLCは、機関から要求された場合、OCL
Cの当時のレートで問題を解決するために

合理的な努力をします。そのような努力

が失敗した場合、OCLCまたは機関は、相

手方への書面による通知により、本付則を

終了することができます。 

Section 4. Third Party Database Terms 第セクション4 サードパーティのデータベース用語 
4.1. British Library Database. Bibliographic Data made 

available from the British Library is licensed solely for non- 
commercial use. For the purpose of this Section “Non- 
Commercial Use” means internal or personal use solely for the 
purpose of resource discovery, learning, teaching, academic, 
or scientific research, private study, verification of bibliographic 
information, and/or the identification of materials to be ordered 
via interlibrary loan, from document vendors, or from other 
sources from which materials may be acquired, and specifically 
excludes transmission, selling on, redistribution or circulation of 
any form outside of Institution’s organization or use in violation 
of the Agreement. 
 
 
 
 
 
 

 
4.2    National Library of Medicine (“NLM Database”).  

a) Organizations or institutions may download NLM-
produced citations and reuse these records within their 
organization or institution. NLM suggests that 
organizations limit the number of records to 1,000 per 
month. Since NLM makes corrections and enhancements to 
and performs maintenance on these records at least 
annually, you should plan to replace or correct the records 
once a year to ensure that they are still correct and 
searchable as a group. 
 

b) NLM databases are produced by a U.S. government agency 
and as such the contents are not covered by copyright 
domestically. They may be copyrighted outside the U.S. 
Some NLM produced data is from copyrighted publications 
of the respective copyright claimants. Users of the NLM 
databases are solely responsible for compliance with any 
copyright restrictions and are referred to the publication 
data appearing in the bibliographic citations, as well as to 
the copyright notices appearing in the original publications, 
all of which are incorporated by reference. Users should 
consult legal counsel before using NLM-produced records 
to be certain that their plans are in compliance with 
appropriate laws. 

 

4.1 大 英 図 書 館 デ ー タ ベ ー ス 。
大英図書館から入手できる書誌データは、非
営利目的での使用のみが許可されています。
このセクションの目的において、「非営利
目的での使用」とは、リソースの検索、学
習、教育、学術的または科学的研究、私的研
究、書誌情報の検証、および/またはドキュ
メントベンダー、または資料を取得でき 
るその他のソースからの図書館間相互貸借を

介して注文される資料の識別のみを目的とし

た、内部または個人的な使用を意味します。

具体的には、機関の組織外でのフォームの送

信、販売、再配布、貸し出し、または本契

約に違反する使用を除きます。 
 

4.2 国立医学図書館（「NLMデータベース」） 。 

a) 組織または機関は、NLMで作成された引用

をダウンロードし、組織または機関内で

これらの記録を再利用できます。NLMで

は、記録の数を1か月あたり1,000件に制限

することを組織に提案しています。NLM
は、これらの記録の修正と強化を行い、

少なくとも年に1回はメンテナンスを実

行します。そのため、記録が正しく、

グループとして検索可能であることを確

認するために、1年に1回は記録を交換また

は修正することを計画すると良いでしょ

う。 
NLMデータベースは米国政府機関によっ

て作成されているため、国内ではコンテ

ンツは著作権の対象になりません。しか

し、米国外では著作権で保護されている可

能性があります。NLMで作成されたデー

タの一部は、それぞれの著作権主張者の著

作権で保護された出版物からのもので

す。NLMデータベースのユーザーは、著

作権による制限を順守する責任を単独で負
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い、書誌引用に表示される出版物デー

タ、および元の出版物に表示される著作

権通知を参照します。これらはすべて参

照することによって組み込まれます。ユ

ーザーは、NLMで作成された記録を使用

する前に法律顧問に相談し、自分の計画が

適切な法律に準拠していることを確認す

る必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


	3.4 互換性。
	4.2 国立医学図書館（「NLMデータベース」） 。

