
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構

〒 101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2丁目 1番 2号

学術コンテンツ課

NACSIS-CAT 担当……… Tel:03-4212-2310　Fax:03-4212-2375

NACSIS-ILL 担当……… Tel:03-4212-2320　Fax: 同 上

教育研修事業担当…… Tel:03-4212-2177　Fax: 同 上

学術基盤課

システム管理担当…… Tel:03-4212-2220　Fax:03-4212-2230

URL:http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/

2013.11.2937号

 1．CiNii Books の機能改善・機能追加のお知らせ
（検索仕様の改善，内容説明と目次の表示・検索，著者よみの表示など） 2

 2．電子リソース管理データベース（ERDB）プロトタイプ構築プロジェクト
の実施状況（平成 25 年度）について 6

 3．平成 24 年度 NACSIS-CAT/ILL 業務分析表の送付 7
 4．NACSIS-CAT/ILL ハードウェアリプレイスについて 7

（NACSIS-CAT）

 5．平成 24 年度総合目録データベース遡及入力事業実施報告 8
 6．コーディングマニュアルの修正 9

（NACSIS-ILL）

 7．ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告
（平成 24 年度第 3 四半期～平成 25 年度第 2四半期） 10

（付録）

・コーディングマニュアル差替



NACSIS-CAT/ILL ニュースレター37 号 (2013.11.29) 

2

CiNii Books の機能改善・機能追加のお知らせ

（検索仕様の改善，内容説明と目次の表示・検索，著者よみの表示など）

CiNii Books （http://ci.nii.ac.jp/books/）では平成 23 年 11 月のサービス開始以来，頻繁に

機能追加や改修を行っています。今回は，平成 25 年 5 月から 10 月までの間に実施した機能追

加や改修の中から，特に NACSIS-CAT/ILL のご担当者にお伝えしたい点についてお知らせし

ます。

(1) 検索処理の改善

異体字や記号等の文字の正規化処理を見直し，NACSIS Webcat で実現していた検索に近

い検索ができるようになりました。

これまでラテン文字および一部の音標記号付きのラテン文字以外では大文字小文字

が区別されていたギリシャ文字，キリル文字，アルメニア文字等において，大文字

小文字の正規化を行い，大文字小文字いずれの文字でも検索が可能になりました。

これによって，文字の大文字小文字を気にすることなく検索ができるようになりま

した。

これまでラテン文字の一部のみ包摂処理が行われていた文字＋音標記号の形の文字

について，合成文字への包摂を行いました。また，音標記号がついた文字について

は，音標記号のつかない文字に変換してインデクス化する等，インデクス化に際し

て，同一の文字として扱うよう定義しました。

これによって，音標記号付きの文字を，音標記号なしの文字で検索することができ

るようになりました。

その他，NACSIS-CAT の正規化処理に準じていますので，詳細は以下の URL を参

照してください。

URL: http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/archive/catmanual/cat_normalization.html 

(2) 内容説明と目次の表示・検索

平成 25 年 5 月には，CiNii Books に以下の書籍データベースのデータを収録し，内容説

明や目次のデータが存在する場合，図書・雑誌詳細表示画面でご覧いただけるようにな

りました（図 1）。
BOOK データベース 2006 年以降（トーハン，日本出版販売，日外アソシエーツ，

紀伊国屋書店）

Nielsen Book Data 1988 年以降（Nielsen Book Data）
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図 1：内容説明・目次の表示例（「新自由主義は文学を変えたか : サッチャー以後のイギ

リス（http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA85362863）」）

さらに 10 月には，収録した内容説明・目次の内容を，検索窓の「内容説明 (Beta)」タブ

から検索できるようになりました（図 2）。

図 2：キーワード「情報学」を含む図書・雑誌の内容検索結果

（http://ci.nii.ac.jp/books/contents?count=20&sortorder=3&contents=%E6%83%85%E
5%A0%B1%E5%AD%A6）

1. 「内容検索 (Beta)」タブを押します。

2. 検索窓にキーワードを入力し「検索」ボタンを押します。

3. 指定したキーワードが「タイトル」，「内容説明」，「目次キーワード」いずれかに含ま

れる図書・雑誌の検索結果が表示されます。内容説明・目次の情報を持つ場合，内容

説明・目次の部分が表示されます。また，指定したキーワードに該当する部分が黄色

2.
1.

3.
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でハイライトされて表示されます。

平成 25 年 10 月段階では，「内容説明 (Beta)」タブから検索すると，検索したキーワー

ドが，上記の内容説明・目次データのほか，タイトルに含まれる場合にもヒットするよ

うになっています。しかし，NACSIS-CAT における内容著作注記（CW）が検索対象外

となっていること，2005 年以前の和図書の内容説明・目次のデータが収録されていない

ことなど，まだ課題が残されています。今後順次改善を進めていく予定です。

(3) 著者よみの表示

著者のよみの情報を含む図書・雑誌の場合，図書・雑誌詳細表示画面で著者のよみをご

確認いただけるようになりました。この著者のよみの情報は，NACSIS-CAT における「著

者標目形のヨミ（AHDNGR）」あるいは「著者標目形のその他のヨミ（AHDNGVR）」

に値が存在する場合に表示されます。

図 3：著者のよみが表示される例（「Linked Data : Web をグローバルなデータ空間にす

る仕組み（http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB11534438）」）

(4) 統一タイトル，著者の別名での検索

図書・雑誌検索のフリーワード検索と詳細検索で，統一タイトル（UTID，

UTHDNG,UTHDNGR，UTHDNGVR），著者の別名（SF）による検索ができるように

なりました。これに伴い，図書・雑誌検索の詳細検索を以下のように変更しました。こ

れにより，以前よりもより精緻な検索をしていただけるようになりました。
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図 4：図書・雑誌検索の詳細検索画面

1. 項目「タイトル」に「統一タイトルを含む」のチェックボックスを追加

2. 項目「著者名」に「別名を含む」のチェックボックスを追加

3. 項目名「著者名典拠 ID」を「著者 ID」に変更

4. 項目「統一タイトル ID」を追加

（学術コンテンツ課）

 今後も，利用者の皆様からいただきましたご意見をふまえ，機能改善を行っていきます。引き

続き，CiNii Books をよろしくお願いいたします。

1.

3. 4.
2.
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電子リソース管理データベース（ERDB）プロトタイプ構築

プロジェクトの実施状況（平成 25 年度）について

国立情報学研究所では，電子リソース（電子ジャーナル，電子ブック等）のナレッジデータ

と契約情報を一元的に管理し，日本国内の大学図書館等で入手可能な電子リソースの総合目録

を構築するために，電子リソース管理データベース（ERDB）プロトタイプ構築プロジェクト

を，平成 24 年度に引き続き実施しています。本プロジェクトは，電子および紙の学術情報に利

用者をより迅速かつ的確にナビゲートする情報アクセスの改善と，図書館での電子リソース管

理業務に必要なデータの共有を目的としています。

平成 25 年度は，以下の 16 機関および大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）と協力

して，プロトタイプ第 2 版を開発し，その検証を行いつつ，データの整備を行っています。平

成 26 年度後半の試行運用に向けて，国立情報学研究所と大学図書館との連携・協力の枠組みの

下で，活動を続けていきます。

詳細は，以下の URL を参照してください。

URL：http://www.nii.ac.jp/content/erdb/ 

電子リソース管理データベース（ERDB）プロトタイプ構築プロジェクト メンバー

東北大学 米澤 誠

筑波大学 斎藤 未夏

東京大学 山崎 裕子

電気通信大学 上野 友稔

一橋大学 小野 亘

横浜国立大学 平田 義郎

静岡大学 杉山 智章

名古屋大学 加藤 淳一

京都大学 塩野 真弓

大阪大学 塩出 郁

島根大学 矢田 貴史

九州大学 片岡 真

大阪市立大学 中村 健

学習院大学 瀬戸山 雄介

慶應義塾大学 古賀 理恵子

明治大学 仲山 加奈子

佛教大学 飯野 勝則

大学図書館コンソーシアム

連合（JUSTICE）事務局

熊渕 智行

保坂 睦

大前 梓

国立情報学研究所

ERDB プロジェクトチーム

（事務局）

産学連携研究員

大向 一輝

相原 雪乃

木下 克之

高橋 菜奈子

吉田 幸苗

伊藤 民雄

（学術コンテンツ課）
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平成 24 年度 NACSIS-CAT/ILL 業務分析表の送付

平成 23 年度から，NACSIS-CAT/ILL 業務分析表については，データ利用の利便性を鑑み，メー

ル添付によるデータ（Excel 形式）送付のみとなっています。

ご希望の機関は，以下のとおり，メールでの申請をお願いします。

       ・ メールの宛先：catadm@nii.ac.jp （学術コンテンツ課 NACSIS-CAT 担当）

       ・ メールの件名：H24 業務分析表電子データ申請（機関名）

       ・ 申請内容

              機関名，KID 番号（不明の場合は参加組織番号），担当者名，メールアドレス

詳しくは，以下の URL にてお知らせしています。

URL：http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infocat/bunseki2013.html 

（NACSIS-CAT/ILL 担当）

NACSIS-CAT/ILL ハードウェアリプレイスについて

本誌 35 号（2012.6.29），36 号（2012.12.25）にてお知らせした NACSIS-CAT/ILL システ

ムのハードウェアリプレイスですが，予定どおり平成 25 年 3 月に実施しました。

参加館の皆様には，リプレイス時のシステム停止等でご迷惑をおかけしましたが，皆様のご

協力もあり，無事終了したことをご報告いたします。

今後とも NACSIS-CAT/ILL をご活用くださいますようよろしくお願い申し上げます。

（学術コンテンツ課）
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平成 24 年度総合目録データベース遡及入力事業実施報告

平成 24 年度次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業 総合目録データベース遡及入力事業にお

いては，平成 24 年 6 月に 9 機関の採択を行いました。図書館資料の共同利用の促進を目的とし

て，遡及入力事業の委託を推進することで，情報入手・資料アクセス環境がより一層整備されま

した。

平成 24 年度の遡及入力事業の実施結果は，以下のとおりです。

実施機関名 登録件数

北海道大学 9,990 冊     

弘前大学 1,875 冊     

東京大学 17,381 冊     

お茶の水女子大学 4,159 冊     

名古屋大学 13,557 冊     

大阪大学 6,004 冊     

岡山大学 5,756 冊     

香川大学 8,008 冊     

愛媛大学 4,574 冊     

なお，本誌 36 号（2012.12.25）でお伝えしましたとおり，総合目録データベース遡及入力事業

については，平成 24 年度をもちまして事業を終了しました。

（NACSIS-CAT 担当）
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コーディングマニュアルの修正

 コーディングマニュアルについて，以下のとおり修正を行いました。

2.0.6E 

E1 修正 の（タイトル等変化以前）の書誌

（修正前）TR:モモ ウメ スモモ アンズ||モモ ウメ スモモ アンズ

（修正後）TR:モモ・ウメ・スモモ・アンズ||モモ・ウメ・スモモ・アンズ

2.0.6E 

E1 修正 の（タイトル等変化後）の書誌

（修正前）TR:モモ ウメ スモモ プルーン アンズ||モモ ウメ スモモ アン

ズ

（修正後）TR:モモ・ウメ・スモモ・プルーン・アンズ||モモ・ウメ・スモモ・

プルーン・アンズ

（修正前）NOTE:タイトルの変更: モモ・ウメ・スモモ・アンズ(-追録第 14
号 (1999))→モモ ウメ スモモ プルーン アンズ(追録第 15 号 (2000)-) 
（修正後）NOTE:タイトルの変更: モモ・ウメ・スモモ・アンズ(-追録第 14
号 (1999))→モモ・ウメ・スモモ・プルーン・アンズ(追録第 15 号 (2000)-) 

6.2.3A 

6.2.3A〔形式〕の表中

（修正前）繰り返し数１

（修正後）繰り返し数４

以上について，差替えページを付録として添付します。

（NACSIS-CAT 担当）
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ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告

（平成 24 年度第 3 四半期～平成 25 年度第 2 四半期）

ILL 文献複写等料金相殺サービスの処理状況は，以下のとおりです。

■ 平成 24 年度第 3 四半期（平成 24 年 10 月～12 月）

・利用機関数：851
・処理対象 ILL レコード件数：204,201（NACSIS-ILL 総レコード件数：226,823）

  対債務機関 対債権機関 

機関数 486 365* 
NII の請求額/支払額 21,535,278 ▲21,473,431* 

相殺金額 21,528,798 ▲21,528,798 
運営費（税込） 9,450 3,150 
前期債権繰越額 ▲2,970 ▲5,602 

内
訳 

振込手数料 0 57,819 
* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(21 機関，10,383 円)が含まれています。

■ 平成 24 年度第 4 四半期（平成 25 年 1 月～3 月）

・利用機関数：853
・処理対象 ILL レコード件数：141,070（NACSIS-ILL 総レコード件数：158,535）

  対債務機関 対債権機関 

機関数 493 360* 
NII の請求額/支払額 15,620,831 ▲15,568,625* 

相殺金額 15,621,168 ▲15,621,168 
運営費（税込） 3,150 0 
前期債権繰越額 ▲3,853 ▲6,530 

内
訳 

振込手数料 366 59,073 
* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(3 機関，465 円)が含まれています。
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■ 平成 25 年度第 1 四半期（平成 25 年 4 月～6 月）

・利用機関数：866

  対債務機関 対債権機関 

機関数 502 364* 
NII の請求額/支払額 22,634,262 ▲17,140,878* 

相殺金額 19,478,137 ▲19,478,137 
運営費（税込） 3,156,300 2,293,200 
前期債権繰越額 ▲175 ▲190 

内
訳 

振込手数料 0 44,349 
* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(5 機関，2,026 円)が含まれています。

■ 平成 25 年度第 2 四半期（平成 25 年 7 月～9 月）

・利用機関数：872
・処理対象 ILL レコード件数：174,984（NACSIS-ILL 総レコード件数：192,970）

  対債務機関 対債権機関 

機関数 515 357* 
NII の請求額/支払額 19,016,464 ▲18,927,230* 

相殺金額 18,988,692 ▲18,988,692 
運営費（税込） 28,350 4,725 
前期債権繰越額 ▲578 ▲1,448 

内
訳 

振込手数料 0 58,185 
* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(8 機関，4,552 円)が含まれています。

（NACSIS-ILL 担当）

 

・処理対象 ILL レコード件数：183,089（NACSIS-ILL 総レコード件数：201,046）



コーディングマニュアル  2.0.6 更新資料 

2013.11  2.0.6-03 

Ｄ５．２ 出版年等 

「刊行開始年，ハイフン，刊行終了年」と記録する。刊行中は，「刊行開始年，ハイフン（－）」と記

録する。 

目録対象資料の標題紙等が差し替えられ，情報源に表示された出版年が明らかに刊行開始年とは考えら

れない場合には，刊行開始年を推定して，角括弧（［ ］）に入れて記録する。推定できない場合には記

録しない。 

 

 

Ｄ６（形態に関する事項 ＰＨＹＳ） 

本項の規定は印刷形態のものに適用する。 

印刷形態以外のものは，関連する本マニュアルおよびＮＣＲ各章の規定にしたがう。 

 

Ｄ６．１ 数量 

ページ付けのある場合でも，ページ数は記録しない。専用バインダーがある場合は，記述の基盤とした

状態の冊数を記録し「（加除式）」と付記する。専用バインダーがない場合は「冊（加除式）」と記録す

る。 

 

Ｄ６．２ 大きさ 

専用バインダーがある場合はバインダーの大きさを，専用バインダーがない場合は加除紙片の大きさを，

センチメートル単位で記録する。保管するバインダーが私製の場合，バインダーの大きさは記録しない。 

記述の基盤とした資料全体で，出版物理単位によって大きさが異なる場合は， 小のものと 大のもの

をハイフンで結んで記録する。 

刊行途中で専用バインダーの差し替え等により資料全体の大きさに変化があった場合は， 新の状態で

の大きさを記録する。変化前の大きさについては，ＮＯＴＥフィールドに記録する。 

 

 

Ｄ７（その他のタイトル ＶＴ） 

刊行途中でタイトルに変化があった場合は，変化前のタイトルを，コードＯＨを用いて記録する。また，

変化についての情報とともに，ＮＯＴＥフィールドにも記録する。（→2.0.6E1） 

 

 

Ｄ８（注記 ＮＯＴＥ） 

 

Ｄ８．１ 記述の基盤 

書誌レコードを作成または更新する場合は，記述の基盤とした時点を示す情報（年月次や加除紙片番号

等）を必ず記録する。（→2.0.6E1） 

 

Ｄ８．２ 更新頻度 

更新頻度が資料に表示されている場合，表示されているままに記録する。 

 

NOTE:更新頻度: 年 4 回刊 

NOTE:更新頻度: 不定期更新 

 

Ｄ８．３ タイトルの変化 

刊行途中でタイトルに変化があった場合は，その旨を，変化前のタイトル，変化のあった時点（年月次

や加除紙片番号等）とともに記録する。（→2.0.6E1） 
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Ｄ８．４ 責任表示の変化 

刊行途中で責任表示に変化があった場合は，その旨を，変化前の責任表示，変化のあった時点（年月次

や加除紙片番号等）とともに記録する。（→2.0.6E1） 

 

Ｄ８．５ 版表示の変化 

刊行途中で版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化があった場合は，その旨を，変化前の表

示，変化のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。 

 

Ｄ８．６ 出版地等，出版者等の変化 

刊行途中で出版地等，出版者等に変化があった場合は，その旨を，変化前の出版地等，出版者等，変化

のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。 

その他，出版に関する特徴的または変則的な事柄について記録する。 

 

NOTE:出版地の変化多し 

 

Ｄ８．７ 数量・大きさの変化 

刊行途中で専用バインダーの差し替え等により資料全体の数量・大きさの変化があった場合は，その旨

を，変化前の大きさ，変化のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。 

 

 

Ｄ９（書誌構造リンク ＰＴＢＬ） 

刊行途中に書誌構造に変化があった場合や，シリーズ番号に変化があった場合は，既存のデータを修正

する。 

 

 

Ｄ１０（著者名リンク ＡＬ） 

刊行途中で責任表示等に新たな著者標目を必要とする変化があった場合は，新しいデータを追加する。 

 

 

２．０．６Ｅ〔修正及び修正例〕 

 

Ｅ１ 修正 

更新により変化が生じた場合は， 新状態を記述の基盤としてＴＲフィールド等を書き換える。変化前

の情報は原則として，変化のあった時点（年月次や加除式紙片番号等）とともに，ＮＯＴＥフィールドに

記録する。タイトルに変化があった場合は，コードＯＨを用いてＶＴフィールドにも記録する。 

 

（タイトル等変化以前） 

GMD: SMD: YEAR:1984  CNTRY:ja  TTLL:jpn  TXTL:jpn 

VOL: ISBN:      XISBN: PRICE: 

TR:モモ・ウメ・スモモ・アンズ||モモ・ウメ・スモモ・アンズ 

PUB:東京 : 農山漁村文化協会 , 1984- 

PHYS:1冊 (加除式) ; 26cm 

NOTE:記述は刊行当初 (1984)による 

AL:農山漁村文化協会||ノウ サン ギョソン ブンカ キョウカイ  

 

修正 
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（タイトル等変化後） 

GMD: SMD: YEAR:1984  CNTRY:ja  TTLL:jpn  TXTL:jpn 

VOL: ISBN:      XISBN: PRICE: 

TR:モモ・ウメ・スモモ・プルーン・アンズ||モモ・ウメ・スモモ・プルーン・アンズ 

VT:OH: モモ・ウメ・スモモ・アンズ||モモ・ウメ・スモモ・アンズ 

PUB:東京 : 農山漁村文化協会 , 1984- 

PHYS:1冊 (加除式) ; 26cm 

NOTE:記述は追録第15号 (2000)による 

NOTE:タイトルの変更: モモ・ウメ・スモモ・アンズ (-追録第14号 (1999))→モモ・ウメ・スモモ・プルー

ン・アンズ (追録第15号 (2000)-) 

AL:農山漁村文化協会||ノウ サン ギョソン ブンカ キョウカイ  

 

 

Ｅ２ 修正手順 

既存の書誌レコードの記述の基盤より新しい状態の資料に基づいて修正する場合は，レコード調整のた

めの連絡等は必要ない。その他の修正は，原則として，図書資料の書誌レコードの修正に準ずる。（⇒第

２１章 図書書誌レコード） 

 

 

２．０．６Ｆ《注意事項》 

 

Ｆ１．１ 

「更新資料」は，日本目録規則 1987 年版改訂 3 版では，逐次刊行物とともに第 13 章「継続資料」で扱

われることになったが，総合目録データベースでは，原則として，図書ファイルに入力する。（⇒「基

準」２．２．１ ファイルの区分） 

 

Ｆ１．２ 

更新を予定せず単にバインダー形式で出版された資料は，通常の「図書」として書誌レコードを作成す

る。また，バインダー等に紙片を年次（巻次）等の順に累積的にファイルするだけの資料は，雑誌ファイ

ルに入力する。 

 

 

Ｆ２ 

所蔵する資料の出版物理単位は，必要に応じて所蔵レコードに記録することができる。また，資料刊行

中に購入を中止した場合は，所蔵レコードに加除の状態を示す必要がある。 

 

LDF:追録号数第 77 号 (平成 2 年)で加除中止 

 

 

 

修正 
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６．２．３ ＶＬＹＲ 

６．２．３Ａ 〔形式〕 

VLYR 入力レベル 属性 フィールド長 繰り返し数 

巻次・年月次に関する事項 必須 2 可変長 1024 バイト 4 

巻次・年月次表示 

別形式の巻次・年月次表示 

巻次変更後の巻次・年月次表示 

必須 1 

選択 

必須 2 

 

 

 

 

 

 

無 

有 

有 

６．２．３Ｂ 〔記述文法〕 

（1） 一般的な記述文法 

（2） 別形式の巻次・年月次表示がある場合 [A，A’の部分は，（1）と同じである] 

 

（3） 巻次変更がある場合 [A，B の部分は，（1）と同じである] 

（4） 別形式の巻次表示と巻次変更を同時に表現する場合 [A，A’，B，B’の部分は，（1）と同じである] 

６．２．３Ｃ [NCR87R3 の区切り記号の採否〕 

NCR87R3  13.3.0.2 の採否は，次の通りとする。 

(1) ア）は不採用とする。 

(2) イ）は採用とするが，丸がっこの前にスペースを置くが，丸がっこを閉じた後にはスペースを置かないと

する。 

(3) ウ）は採用する。 

(4) エ）は採用する。 

６．２．３Ｄ 〔フィールド内容とデータ要素〕 

VLYR フィールドには，逐次刊行物の各出版物理単位を順序付けする巻次及び年月次表示を記録する。 

巻次は番号などにより順序付けを示すものであり，年月次は年月日あるいはそれに準じた暦に関連する記号に

より順序付けを示す。これに対して出版日付は，出版年や出版日を明示したものであり，年月次と基本的に性格

を異にする。巻次・年月次を持たない資料は，逐次刊行物として扱うことはできない。 

修正

A / B 

VLYR: 初号の巻次 △（ 初号の年月次 ）

A △=△

― 終号の巻次 △（ 終号の年月次 ）

VLYR: A

A △;△VLYR: B 

A VLYR: △=△ A △;△ B △=△ B
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６．２．３Ｅ 〔データ要素の情報源〕 

VLYR フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物全体とする。（→ NCR87R3  13.0.3.2） 

ただし，初号（あるいは変遷直後号）と終号（あるいは変遷直前号）によってのみ，記録が可能である。初号も

終号も所蔵していない場合は，このフィールドには記録できない。（→ NCR87R3  13.3.1） 

６．２．３Ｆ 〔データ記入及び記入例〕 

Ｆ１ （データ記入の原則） 

Ｆ１．１ （巻次の転記） 

巻次の転記は，数詞・数字は原則としてアラビア数字を用いる。巻次の「第」の字は省略する。（NACSIS 独自規

定） 

欧文表記の場合は，各言語の大文字使用法，標準的な略語・数詞に変換して記録する。（→ NCR87R3  付録 2） 

 

VLYR:1 輯 

VLYR:1 回   （表記は「第 1回」） 

VLYR:1 巻 1 號 

VLYR:Vol. 1, no. 1 

Ｆ１．２ （年月次の転記） 

年月次は，対応する巻次に続けて丸がっこ（（ ））内に記録する。転記にあたっては，数詞・数字は原則として

アラビア数字を用いる。 

明治以降の元号は，頭 1字のみに短縮する。「年・月・日」「号・版・度」など年月次の数字に付随する文字は，

省略する。（NACSIS 独自規定） 

欧文表記の場合は，各言語の大文字使用法，標準的な略語を使用して記録する。（→ NCR87R3  付録 2） 

 

VLYR:1 巻 1 号 （大 1.12）― 

VLYR:1 輯 （明 41.5）― 

VLYR:1 次 （明 6.7）―65 次 （昭 15） 

VLYR:1 回 （昭 61.2）― 

Ｆ２ （巻次・年月次の記述） 

Ｆ２．１ （初号・変遷直後号の記録） 

初号・変遷直後号の巻次年月次とハイフン（―）を記録する。 

 

VLYR:1 集 （昭 59.5）― 

VLYR:―240 号 （昭 18.12） ; 1 巻 1 号 （昭 23.10）― 

Ｆ２．２ （継続刊行途中号の記録） 

初号の巻次・年月次が既に記録されている場合は，何も記録しない。 

Ｆ２．３ （終号・変遷直前号の記録） 

ハイフン（―）と終号・変遷直前号の巻次・年月次を記録する。 

 

VLYR:―復刊 4号 （昭 62.10） 

VLYR:―132 回 （明 43.6）




