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第１章 はじめに
１．スマホアプリ「Ufinity」とは

3

iPhoneやAndroid対応のスマートフォン専用のアプリケーションです。App Storeや
Google Playからダウンロードしてインストールすることで、OPACの各機能を利用する
ことが可能です。主に以下の機能があります。

No 機能 説明

1 初期設定 所属する大学図書館を選択して、接続先を設定します。選
択可能な図書館は一覧上に「選択可」と表示されます。

2 蔵書検索 接続先に設定した図書館の目録データベースを検索できま
す。詳細検索ではより細かい条件を設定して検索が可能で
す。

3 新着案内 接続先に設定した図書館の新着受入資料情報を表示します。

4 貸出ランキング 接続先に設定した図書館の貸出資料をランキング形式で表
示します。

5 マイスペース 接続先に設定した図書館のユーザIDのお持ちの方は、ご自
身の図書館利用状況（貸出更新、購入依頼など）を確認で
きます。



アプリを利用するにはインストールが必要です。以下の手順でインストールしてください。

第２章 インストール方法

＜iPhoneの場合＞

4

(1)「App Store」を開きます。 (2)”Ufinity”と入力して検索します。 (3)ダウンロードしてインストールしてください。

１．インストール



第２章 インストール方法
＜Androidの場合＞
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(1)「Google Play」を開きます。 (2)”Ufinity”と入力して検索します。 (3)「インストール」をタップしてください。



第２章 インストール方法
２．アプリケーションの仕様許諾契約

6

(1)ホーム画面 またはアプリ一覧より、
「Ufinity」アイコンをタップして、アプリケーショ
ンを起動します。

インストール後、アプリケーションを起動すると「アプリケーション使用許諾契約」ダイアログが
表示されます。

(2)内容を確認の上で「同意します」をタッ
プしてください。



以下の手順で初期設定を行います。

第２章 インストール方法
３．初期設定
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(1)「大学／機関を選択」をタップします。 (2)利用する「大学／機関」の所在を選択し
ます。



第２章 インストール方法
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(3)「大学／機関 選択」画面が表示されます。 [大学／機関 選択画面の項目]

No 項目 説明

① 大学／機関の
検索

「虫眼鏡」アイコンをタップすると検索窓が表示されます。大学
／機関など検索語を入力して検索することができます。※詳細は
次ページの[補足1]を参照してください。

② 選択可な大学
／機関のみ表
示

「内向き矢印」アイコンをタップすると選択可な大学／機関
のみ表示することができます。 「外向き矢印」アイコンをタッ
プするとすべての大学／機関が表示されます。※詳細は次ページ
以降の[補足2]を参照してください。

③ 選択不可 選択できない大学／機関は、赤い「選択不可」ボタンが表示され
ます。タップして選択することはできません。

④ 選択可 選択できる大学／機関は、緑の「選択可」ボタンが表示されます。
タップして選択することができます。

① ②

④

③



第２章 インストール方法
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(5) 選択中の大学／機関が表示されます。
「設定」ボタンをタップしてください。

(6)ホーム画面が表示されれば設定完了
です。

(4) 「大学／機関 選択」画面で「設定可」
ボタンをタップします。



第２章 インストール方法
[補足1]＜大学／機関の検索＞
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(補足1-2) 検索窓が表示されますので、検
索語を入力してください。

(補足1-3)「検索」ボタンをタップすると前方
一致で探します。ヒットした場合、画面上に
表示されます。

(補足1-1)「虫眼鏡」アイコンをタップすること
で、大学／機関を検索することができます。

ヒットした場合、画面上
に表示されます。



第２章 インストール方法
[補足2]＜選択可な大学機関のみ表示＞
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(補足2-1)「内向き矢印」アイコンをタップすると
選択可な大学機関のみ表示することができます。

(補足2-2)「外向き矢印」アイコンをタップす
るとすべて表示することができます。



設定を変更する場合は、以下の手順で行います。

第２章 インストール方法
４．再設定
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(1)ホーム画面の右上の「歯車」アイコンを
タップすることで再設定可能です。

(2)設定画面では、接続中の大学／機関が表示さ
れますので、タップして接続先を変更してください。



第３章 資料を検索
１．ホーム画面

13

[ホーム画面の項目]
No 項目 説明

① 設定 歯車アイコンをタップすると設定画面へ遷移します。
※詳細は「第２章 ５．再設定」を参照してください。

② 簡易検索 キーワード入力域に検索条件を入力して「検索」をタップするこ
とで、資料を検索できます。
※詳細は「第３章 ２．簡易検索」を参照してください。

③ カメラ検索 カメラアイコンをタップするとカメラモードになります。カメラ
モードでバーコードを読込むことで、資料IDやISBN／ISSNで検
索します。
※詳細は「第３章 ８．カメラ検索」を参照してください。

④ 機能アイコン アイコンをタップすると各機能へ遷移します。

④

②
③

①

(1)ホーム画面

ホーム画面では、簡易検索とカメラ検索が利用できます。各アイコンをタップすることで各
機能へ遷移します。



第３章 資料を検索
２．簡易検索
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(1)ホーム画面でキーワード入力域に検索条件
を入力します。

No 検索項目 説明

① キーワード タイトル、著者名、出版者、件名の項目を
検索します。

[簡易検索の検索項目]

①

※検索方法はOPACと同じです。キーワード検索とリテラル検索の2種類あります。

※キーワード検索では論理演算のAND(“ “)、OR(+)、NOT(^)が使用できます。
例）日本 アメリカ

例)  日本+アメリカ
例)  日本^アメリカ

※リテラル検索を行う場合は、検索値の先頭に”#“をつけてください。リテラル検索
ではワイルドカード(*)が使用できます。
例）#end
例）#end*
例）#*end*
例）#*end

簡易検索では、書名、著者名、出版者、件名などのキーワードを入力して検索します。



第３章 資料を検索
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(4)書誌詳細画面が表示されます。(3)検索結果一覧画面で一覧をタップします。(2) 検索条件を入力後、「検索」ボタンをタッ
プします。



詳細検索では、詳細な条件を入力して検索します。

第３章 資料を検索
３．詳細検索

16

(1)ホーム画面で「蔵書検索」アイコンをタッ
プします。

(2)詳細検索画面で検索条件を入力します。

No 検索項目 説明

① キーワー
ド

タイトル、著者名、出版者、件
名の項目を検索します。

② タイトル タイトルで検索します。

③ 著者名 著者名で検索します。

④ ISBN/ISS
N

国際標準図書番号（ISBN）ま
たは国際標準逐次刊行物番号
(ISSN)を指定して検索します。

⑤ 出版年
（西暦）

出版年を指定して検索します。
例）1990～2000

⑥ 資料種別 検索対象とする資料の種別を絞
り込みます。
例）全て／図書／雑誌

⑦ 所蔵館 検索対象とする所蔵館を絞り込
みます。
例）全て／本館／分館

⑧ 表示順 書誌検索時に表示順を指定する
ことにより、書誌一覧をソート
して表示します。

[詳細検索の検索項目]

※キーワード、タイトル、著者名はキーワード検索とリテラル検索
の2種類の検索ができます。リテラル検索を行う場合は、検索
値の先頭に”#“をつけてください。

※ISBN/ISSNは通常リテラル検索になります。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑦



第３章 資料を検索
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(3)資料種別選択画面では絞り込みたい資
料種別をタップしてチェックします(複数選択
可)。選択後、左上「＜」をタップします。

(4)所蔵館選択画面では絞り込みたい所蔵
館をタップしてチェックします(複数選択可)。
選択後、左上「＜」をタップします。

(5)表示順選択画面では並び替えたい表示
順をタップします(一つ選択)。



第３章 資料を検索
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(7)検索結果一覧画面で一覧をタップします。 (8)書誌詳細画面が表示されます。(6)検索条件入力後、「検索」ボタンをタップ
します。



新着案内では、新着の資料を表示します。

第３章 資料を検索
４．新着案内
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(1)ホーム画面で「新着案内」アイコンをタップ
します。

(2)新着案内画面が表示されます。右上の
「交差する矢印」アイコンをタップすると表示条
件を変更できます。

(3)表示条件選択ダイアログが表示されます。
「表示期間」や「資料種別」を変更できます。



第３章 資料を検索
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(4)表示期間選択画面では表示したい期
間をタップします(一つ選択)。

(5)資料種別選択画面では絞り込みたい資
料種別をタップしてチェックします(複数選択
可)。選択後、左上「＜」をタップします。

(6)表示条件選択ダイアログで「この設定で
検索」ボタンをクリックします。



第３章 資料を検索
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(7)新着案内画面が表示されます。



貸出ランキングでは、期間内に貸出された資料のランキングが表示されます。

第３章 資料を検索
５．貸出ランキング

22

(1)ホーム画面で「貸出ランキング」アイコンを
タップします。

(2)貸出ランキング画面が表示されます。右上
の「交差する矢印」アイコンをタップすると表示条
件を変更できます。

(3)表示条件選択ダイアログが表示されます。
「表示期間」や「資料種別」を変更できます。



第３章 資料を検索
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(4)表示期間選択画面では表示したい期
間をタップします(一つ選択)。

(5)資料種別選択画面では絞り込みたい資
料種別をタップしてチェックします(複数選択
可)。選択後、左上「＜」をタップします。

(6)表示条件選択ダイアログで「この設定で
検索」ボタンをクリックします。



第３章 資料を検索
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(7)貸出ランキング画面が表示されます。



書店等で本や雑誌のバーコードを読み取って検索することで、自身の大学に存在するか
を確認できます。

第３章 資料を検索
６．カメラ検索
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(2)カメラモードになりますので、本や雑誌
のバーコードを読込みます。

(1)ホーム画面で「カメラ」アイコンをタップします。 (3)資料IDやISBN／ISSNで検索されます。
検索結果が表示されます。



検索結果一覧画面で一覧をタップすると、詳しい情報が表示されます。

第４章 検索結果
１．書誌詳細
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(2) 書誌詳細画面が表示されます。
No 項目 説明

① 書誌情報 資料種別書誌ID、書影、簡
略表示形など、書誌の主な
情報が表示されます。

② 所蔵一覧 所蔵状態、所蔵館、配置場
所、請求記号、巻号など所
蔵一覧が表示されます。

③ 書誌詳細 書誌の詳しい情報が表示さ
れます。

④ 「PC版
で詳細を
表示」ボ
タン

ブラウザが起動して、PC
版の書誌詳細画面を表示し
ます。

⑤ 「予約」
ボタン

認証後、ブラウザが起動し
て、モバイルOPACの予約
依頼画面へ遷移します。

⑥ 請求記号
ラベル

請求記号ラベルダイアログ
が表示されます。

[書誌詳細画面の主な項目]

⑤

④

⑥

①

②

③

(1) 検索結果一覧画面で一覧をタップします。



「予約」ボタンをタップすると予約を依頼することができます。

第４章 検索結果
２．予約
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(1)書誌詳細画面で「予約」ボタンをタップし
ます。

(3)別途ブラウザが起動して、モバイルOPAC
の予約依頼画面へ遷移します。

(2)認証していない場合、ログインダイアログが
表示されます。ID／パスワードを入力して「ロ
グイン」ボタンをタップします。



請求記号のリンクをタップすると請求記号ラベルを表示できます。

第４章 検索結果
３．請求記号ラベル
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(1)書誌詳細画面で請求記号のリンクをタッ
プします。

(2)請求記号ラベルのダイアログが表示されま
す。



書誌詳細画面では下位レベルの書誌がある場合、下位書誌一覧を表示します。

第４章 検索結果
４．下位書誌一覧
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(1)書誌詳細画面では下位書誌一覧が表
示されます。



書誌詳細画面の著者標目リンクをタップすると、典拠の詳細を表示できます。

第４章 検索結果
５．典拠リンク
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(1)書誌詳細画面を表示して、上スワイプで画
面をスクロールして、画面下部を表示します。

(2)書誌詳細画面の下部にある著者標目リ
ンクをタップします。

(3)典拠詳細画面が表示されます。



書誌詳細画面の書誌構造リンクをタップすると、上位の書誌の詳細を表示できます。

第４章 検索結果
６．書誌構造リンク
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(1)書誌詳細画面を表示して、上スワイプで画
面をスクロールして、画面下部を表示します。

(2)書誌詳細画面の下部にある書誌構造リ
ンクをタップします。

(3)上位の書誌詳細画面が表示されます。



機能選択メニューダイアログの各アイコンをタップすることで各機能へ遷移します。

第５章 便利な機能
１．機能選択メニュー
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(1)各画面(ホーム画面以外)には、右上に
「９つの点」アイコンがありますので、タップします。

(2)機能選択メニューダイアログが表示されます。
各アイコンをタップすると各機能へ遷移します。



マイスペースではお知らせや利用状況を確認できます。

第５章 便利な機能
２．マイスペース
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(1)ホーム画面で「マイスペース」アイコンをタップ
します。

(2)認証していない場合、ログインダイアログが
表示されます。ID／パスワードを入力して「ロ
グイン」ボタンをタップします。



第５章 便利な機能
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(3)マイスペース画面が表示されます。

No 項目 説明

① ログアウト 「丸矢印」アイコンをタップするとログアウトの確認ダイアログ
が表示されます。確認ダイアログで「はい」をタップするとログ
アウト処理を行い、ホーム画面へ遷移します。

② 図書館からのお知
らせ(通知)

図書館からの○○さんへの通知が表示されます。

③ お知らせ(メール) 「お知らせ」をタップするとお知らせ一覧へ遷移します。

④ 貸出 貸出の件数が表示されます。「貸出」をタップするとブラウザが
起動して、モバイルOPACの貸出一覧画面へ遷移します。

⑤ 予約 予約の件数が表示されます。「予約」をタップするとブラウザが
起動して、モバイルOPACの予約一覧画面へ遷移します。

⑥ 貸借依頼 貸借依頼の件数が表示されます。「貸借依頼」をタップするとブ
ラウザが起動して、モバイルOPACの貸借依頼一覧画面へ遷移し
ます。

⑦ 複写依頼 複写依頼の件数が表示されます。「複写依頼」をタップするとブ
ラウザが起動して、モバイルOPACの複写一覧画面へ遷移します。

⑧ 購入依頼 購入依頼の件数が表示されます。「購入依頼」をタップするとブ
ラウザが起動して、モバイルOPACの購入依頼一覧画面へ遷移し
ます。

[マイスペース画面の項目]

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦



お知らせでは、メールの確認ができます。

第５章 便利な機能
３．お知らせ
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(1)マイスペース画面で「お知らせ」をタップし
ます。

(2)お知らせ一覧が表示されます。一覧をタッ
プします。

(3)お知らせ詳細が表示されます。本文内の
メールアドレスのリンクをタップするとメーラーが起
動します。



プッシュ通知により、スマホアプリ「Ufinity」からお知らせが届くようになります。

第５章 便利な機能
４．プッシュ通知
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(1)アプリからプッシュ通知が届くと、スマホの
ホーム画面の左上に「Ufinity」アイコンが表
示されます。

(2)通知をタップしてください。 (3) アプリケーションが起動して、お知らせ一覧
が表示されます。


