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Connexion ユーザー各位 

紀伊國屋書店 OCLC 事業部 

 

Connexion Client ver. 3.0 について 

 

OCLC Connecion client の新しいバージョンがリリースされました。 

今回のバージョンでは、不具合の修正や現在使用しない機能の除去などが行われました

が、全てのユーザーにバージョンアップが必要な訳ではありません。 

以下の説明をご確認の上、必要な場合のみバージョンアップをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Connexion client ver.3.0 のシステム要件】 

 Windows 10, 64-bit, version 1803 以降 バージョンの確認方法はこちら 

 Microsoft .NET Frameworks 4.7.2 バージョンの確認方法はこちら 

 RAM 4GB 以上 

 2GB のハードディスク空き容量 

 

＜インストール前の確認事項＞ 

【ご注意】新しいバージョンをインストールする前に、現在お使いのプロファイル（設

定ファイル）とマクロ（お使いの場合のみ）のバックアップをお勧めします。

以下が保存されている場所です。 

 プロファイル: X:\Users\<user>\AppData\Roaming\OCLC\Connex\Profiles 

＊X はハードディスクのアルファベット、<user>は Windows のユーザー名に読

み換えてください。 

 マクロ: X:\Program Files (x86)\OCLC\Connexion\Program\Macros または 

～%LocalAppData%\VirtualStore\Program Files 

以下の条件の PC に今回のバージョンをインストールすると Microsoft Office 製品

の起動ができなくなりますので事前によくご確認ください。 

 

 Windows 10 64 ビットバージョン以外の PC 

 サポートを終了した 32 ビット版の Microsoft Office がインストールされてい

る PC（2021 年 9 月現在、Office 2010 までのサポートは終了しています） 

 

上記に該当する場合、Connexion client 3.0 にアップグレードせず、バージョン

2.63 を継続してお使いください。新規にインストールをご希望の場合はバージョン

2.63のインストールマニュアルをご覧ください。 

インストールが可能な場合は、以下の【Connexion client ver. 3.0のシステム要

件】をご確認ください。 

https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B-windows-10-%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B-12d35019-4da9-0cb1-ba47-f8b031b712ad
https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed
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(x86)\OCLC\Connexion\Program\Macros 

＊無事インストールされた場合、設定は引き継がれており、上記のバックアップファ

イルを使用する必要はありません。 

＊ver. 3.0 では、マクロは以下の場所に保存されます。 

 X:\Users\<user>\AppData\Roaming\OCLC\Connex 

  

＜インストール手順＞ 

１．（バージョンアップや再インストールの場合）以前のバージョンをアンインストー 

ルします。アンインストールを行っても Options 設定やローカルファイルは残り 

ます。 

 

①設定 → アプリ → OCLC Connexion client をクリック →「アンインストー 

ル」をクリック → 再度「アンインストール」をクリック 

 

 ②「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「はい」をクリックします。 

 

  ③アンインストールが終了したら「アプリと機能」画面を閉じます。 

 

 

２．ソフトウェアのダウンロード 

   

全てのアプリケーション（スクリーンセーバーも）を終了させてから行って下さい。 

  可能ならウイルスソフトも一時的に停止させて下さい。 

 

①ブラウザを立ち上げ、 

https://help.oclc.org/Librarian_Toolbox/Software_downloads/Cataloging_softwa

re_downloads 

に接続。 

画面下部の「Agreement of Terms and Conditions」で「I accept the terms of 

this agreement」の右にある□にチェックを入れます。 

 

②Download cataloging software の画面が表示されるので、「Connexion client 

3.0」の「Download and install Connexion client 3.0」の１．にあるリンク

「ConnexionClient3.0.exe」をクリックします。 

 

 ③ダウンロードされたらファイルを開き、ユーザーアカウント制御画面で「はい」を

クリックします。 

  

 ④インストールを行うかどうか聞かれるので、再度「はい」をクリックします。 

  

⑤Setup Wizard 画面が表示されるので、下部の「Next」ボタンをクリックします。 

https://help.oclc.org/Librarian_Toolbox/Software_downloads/Cataloging_software_downloads
https://help.oclc.org/Librarian_Toolbox/Software_downloads/Cataloging_software_downloads
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⑥「License Agreement」の画面が表示されますので、「I Agree」をクリックして、 

「Next」ボタンをクリック。 

 

⑦Connexion をインストールするフォルダを指定します。 

 「C:\Program Files\OCLC\Connexion\」が表示されますので、変更の必要がなけ

ばそのままにし、下の欄で「Just me」（この PC で 1 人しか Connexion を使用しな

い）が選択された状態で「Next」ボタンをクリックします。 

これでインストールの準備ができました。もう一度「Next」ボタンをクリックします。 

 

＊旧バージョンを「Everyone」でインストールした場合は「Everyone」を選択します。 

 

⑧ＰＣを再起動します。 

 

⑨スタートをクリックすると、「最近追加されたもの」に「OCLC Connexion Client 3.0」

があります。右クリック → その他 → 「タスクバーにピン留めする」でタスク

バーに入れます。 

 

 

６．詳細な設定 

 バージョンアップや再インストールの場合、Options の設定とマクロは保存されて 

いますので、新たに設定を行わなくても Connexion Client を使う事ができます。 

初めてインストールした場合は、以下の設定を行って下さい。 

 

①インターフェイスの言語はデフォルトで English となっています。 

☆インターフェイス言語は Tools→Options→International タブ内で 

 変更可能です。 

 

 ②メニューの Tools→Options を選びます。ここで各種の設定ができます。 
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＜Access タブ＞ 

Internet Access – OCLC Default 

                                                                                 

Enable statistics logging にチェック 

 

この状態がデフォルトです。通常このまま 

使用します。 

 

 

 

 

＜Authorization タブ＞ 

オーソリゼーション、パスワード、 

オーソリゼーションの名称（任意）を 

入力します。 

複数のオーソリゼーションが入力でき、 

Default 欄にチェックが入っているもの 

がデフォルトで接続に使用されます。 

接続毎にオーソリゼーションを選択したい 

場合、下部の「No Default Authorization」   

を選択して下さい。 

 

 

 

＜Batchタブ＞ 

バッチ処理を行う場合には設定しておい

て下さい。 

WorldCatディスカバリーでローカル所蔵

レコード(LHR)やローカル書誌データ

(LBD)を使用しており、所蔵削除をバッチ

で行う場合には、Record Actions エリア

の「Delete attached LHRs and Local Bib 

Data when Deleting Holdings」への 

チェックを必ず入れて下さい。 
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＜Classify タブ＞ 

OCLC Research Classification サービス 

を利用する場合は Dewey、Library of 

Congressいずれかの分類タイプを選び、 

入力する Tag を入力しておきます。 

 

＊通常はそのままにしておきます。 

 

 

 

 

 

＜Derive Record タブ＞ 

既存の書誌レコードをコピーして 

新規書誌レコードを作成する時、 

新規レコードに残す Tagを選択 

します。 

＊通常はデフォルトの 1XX～  

8XX で OK です。 

 

 

 

 

 

 

＜Export タブ＞ 

ファイルやローカルシステムにレ

コードのエクスポートを行う場合

は設定します。 

 

レコードフォーマットと文字コー

ドは「Record Charateristics」 

をクリックして設定して下さい。 
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＜Fonts タブ＞ 

表示する文字のフォントと大きさを

設定できます。 

＊フォントの種類を変更すると表示 

できなくなる文字があります。 

＊サイズを大きくしすぎるとレコー 

ドを横にスクロールしないと全体 

が見えない場合があります。 

 

 

 

 

＜General タブ＞ 

Offline Cataloging Options を 

クリックし、「Holding Library Code

（自館の OCLC シンボル＋1 文字）」

と「Institution Symbol（自館の

OCLC シンボル）」を入力しておきま

す。 

 

書誌レコードを表示する際、Tag040、

Tag049 はここから自動的にセット

されます。 

 

 

＜International タブ＞ 

非ラテン文字を含むレコードの

扱いを設定します。 

通常、変更する必要はありませ

ん。 

 

また、ここでインターフェイス

の言語を変更できます。 
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＜My Status タブ＞ 

入力しておくと、レコードセーブ時に 

「誰」がセーブしたレコードか示す印が 

自動で付きます。 

オンラインセーブファイルに複数の作

業者のレコードが混在する場合、自分の

レコードだけが呼び出せる状態になり

ます。 

 

 

 

 

＜Printing タブ＞ 

PC の設定を引き継いでいます

ので、何もしなくて結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜RDA タブ＞ 

RDA 形式でレコード作成を

する場合、最上部の「Use 

RDA workforms when 

creating new bibliographic 

records」にチェックを入れ

て下さい。新規入力用ワーク

フォームが RDA 形式になり

ます。また、RDA ツールキ

ットをお使いの場合、ユーザ

ーネームとパスワードを入

力しておくと、OCLC の画面

から RDA ツールキットに直

接飛ぶ事ができます。 
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＜Record Display タブ＞ 

表示の色を変更できます。 

 

下部の 2 つはデフォルトのままチェックが

入った状態にしておいて下さい。 

 

 

 

 

 

 

＜Spelling タブ＞ 

スペルチェックの設定タブ

です。 

 

＊このままで構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Toolbarタブ＞ 

ツールボタンの大きさを大き

くできます。 

 

＊ツールボタンのレイアウト 

変更は Tools→Toolbar  

Editor を開き、ドラッグ 

＆ドロップ操作で行って下 

さい。 
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＜Z39.50 タブ＞ 

Z39.50 で自館のローカルシステムに 

アクセスするための設定画面です。 

 

＊何も入力しなくて結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆一部の古いヘルプ画面が表示されない事があります。表示するには、WinHlp32.exe 

のダウンロード、インストールが必要です。詳細は以下をご覧下さい。 

  http://support.microsoft.com/kb/917607  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明なことがありましたら、下記までお問い合わせください。 

株式会社紀伊國屋書店 OCLC 事業部 

電話：03-6910-0514 

ファクス：03-5436-6921 

e-mail：oclc@kinokuniya.co.jp 

http://support.microsoft.com/kb/917607

