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年末年始の⽬録所在情報サービスの予定

 年末年始の⽬録所在情報サービスを、次のとおりといたしますので、お知らせい
たします。なお、サービス時間は平常どおり9時から18時までです。 

   年末  平成元年12⽉22⽇(⾦)まで
   年始  平成2年 1⽉ 5⽇(⾦)から

　



オンライン・システム・ニュースレター No.21 (1989.12.08)

学術雑誌総合⽬録和⽂編新版 全国調査のデータ記⼊説
明会を終えて

 11⽉7⽇から11⽉17⽇にかけて、全国6ヶ所(札幌、仙台、東京、名古屋、⼤阪、
福岡)で、標記説明会を開催しました。説明会を終え、オンライン接続館に対してい
くつか補⾜説明すべき点が出てきましたので、以下に掲げます。

1. 所蔵データの提出について
 所蔵データの提出についてオンライン接続館の場合、オンライン⼊⼒、磁気
テープ、およびデータシート(あるいは所蔵更新リスト)の3通りの⽅法があり
ます。
 このうち、2通り以上の⽅法を併⽤して提出する場合、以下の注意が必要で
す。
 提出されたデータが、データベースに反映されるのは、
   オンライン-----------平成元年11⽉1⽇〜平成2年4⽉27⽇
   磁気テープ-----------平成2年5⽉〜7⽉
   データシート(所蔵更新リスト)-平成2年5⽉〜平成3年3⽉
となります。
 従って、同⼀所蔵データを2通り以上の⽅法で提出しますと、データシー
ト、磁気テープ、オンラインの優先順位で登録されることになります。
 また、送られた本番⽤磁気テープのロード期間は、平成2年5⽉〜7⽉を予定
しておりますが、この間はオンラインで所蔵データを修正することは避けて下
さい。ロード作業が終了次第、連絡を差し上げる予定です。
 データ更新作業を迅速確実に⾏うため、本番⽤磁気テープのデータロードの
前に事前チェックを⾏う必要があります。このため、所蔵データを磁気テープ
で提出する参加館は、事前にサンプル・テープを雑誌⽬録情報係宛にお送り下
さい。

2. 「データ記⼊要項」について
 「データ記⼊要項」のオンライン⼊⼒に関する部分は、⽬録講習会修了者を
前提に作成しております。データ⼊⼒に際しては、「⽬録システム利⽤マニュ
アル」等を併⽤して下さい。
 また、YEARの項⽬には、年⽉次ではなく、出版年を⼊⼒することにご注意
下さい。
 「データ記⼊要項」p.73のTRの8和書の場合は、責任表⽰と2番⽬以降の責



任表⽰の区切り記号が:(コロン)になっていますが、これは;(セミコロン)に訂
正して下さい。

3. 重複レコードの取扱について
 No.20(1989.10.16)でもお知らせした通り、今回の全国調査期間中(平成3
年6⽉までの期間)に限り、和雑誌の重複レコードを⾒つけた場合は、「削除
予定レコード」処理をせずに、センターに「⽬録情報に関する質問書」と画⾯
のハードコピーを送って下さい。
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平成元年度⽬録システムの機能向上

当センターでは、今年度の⽬録システムの機能向上として、以下の事項を実施する
予定です。

1. 所蔵レコードの削除情報の表⽰
 これまで所蔵レコードをWEEDした場合、その⽇の時差更新後までは削除さ
れたことがわからなかったため、作業上の混乱が⽣じていました。そこで、今
回の改訂において、WEED処理を⾏った当⽇に、その所蔵レコードを表⽰する
場合には 「削除済」であることをも⽰すようにします。

2. LINKTOPARENT発⾏時の検索⽅法の変更
 現システムでは、LINKTOPARENTを発⾏すると、⾃動的にPTBLフィール
ドのデータから検索キー(AKEY)を作成して検索していますが、この⽅法でも
ヒット件数が多くなってしまい、作業効率に影響を与えています。そのた
め、現⾏のAKEY作成に加えて、PTBLフィールドの親書誌標題の情報を検索
画⾯のTITLEフィールドに埋め込むように変更します。

3. LINKTOコマンド発⾏後のCREATEコマンドの変更
 LINKTOコマンドを発⾏し検索を⾏った結果、ヒット件数が0件の場合、新
規⼊⼒のためにCREATEコマンドを発⾏しますが、検索キーとしてTITLEフィ
ールドまたはAUTHフィールドに⼊⼒した語は消去されるため、新規⼊⼒画
⾯で改めて⼊⼒し直す必要がありました。今回の改訂では、LINKTOコマンド
発⾏後、新規⼊⼒のためにCREATEコマンドが発⾏された場合に限って、検索
キーとして上記2フィールドに⼊⼒されたデータをそのまま次の画⾯のTRフィ
ー ルドまたはHDNGフィールドに埋め込むようにします。

4. ISSNの検索キー化
 図書ファイルにおいて、ISSNが検索できないようになっていましたので、
今回、SEARCHコマンドによって検索できるように変更します。



5. ファイルの⾃動検索機能の変更
 今年度、和雑誌⽬録データベースの参照MARCとして、
JAPAN/MARC(SERIALS)を導⼊する計画です。これに伴って、和雑誌業務に
おいては、NC→JPというように⾃動検索を⾏うようにします。また、洋雑誌
業務において は、図書の場合と同様に、ファイル指定によってJPが検索でき
るようにします。

 以上は、オンライン・システムの動きに関わる項⽬ですが、その他にも参照
MARCの拡充・整備として以下の項⽬等があります。

ア JAPAN/MARC(SERIALS)の新規導⼊
 これまで⽋けていた和雑誌⽬録データベースの参照MARCとして、
JAPAN/MARC(SERIALS)を新規に導⼊します。

イ ⽇本⼈名典拠参照MARCの整備
 現⾏の⽇本⼈名典拠参照MARCは、オンライン・システム運⽤開始時に当セ
ンターにおいて作成したものが、更新の無いまま現在に⾄っていました。その
た め⽇本⼈名典拠データについては⼤部分がオリジナル⼊⼒せざるをえない
状況でした。今回の整備で、JAPAN/MARC(BOOKS)の既存データから⽇本⼈
名典拠参照MARCを新たに作成し、作業の効率化に資するようにします。

 なお、これらについては現在、プログラム作成中です。実施⽇程及び画⾯の流れ
等に関しては追ってお知らせします。
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総合⽬録委員会・⼩委員会での審議事項の報告

 当センターでは、⽬録情報に関する事項について検討・審議するために総合⽬録
委員会を設置しています。また、具体的な問題を検討するために今年度も総合⽬録
⼩委員会が設 置されました。以下に各委員会でこれまでに審議された事項を報告し
ます。
 なお、各委員会における決定事項のうち、オンライン⽬録システムに関わる事項
については別途、項を改めて実施⽅法等をお知らせしています。 

[総合⽬録委員会]  平成元年9⽉14⽇(⽊)13:00〜15:00開催
審議事項

1. 学術雑誌総合⽬録和⽂編新版全国調査実施計画について
 今年度から開始される学術雑誌総合⽬録和⽂編新版全国調査の実施計画につ
いて検討され、調査期⽇、収録対象範囲、⽇程等、原案どおり承認された。

2. 和図書⽬録における統⼀書名典拠の採⽤について
 前年度に⼩委員会に付託された事項であり、適⽤する標⽬表を⽇本⽬録規則
(1987年版)に記載されている統⼀書名等とするという、⼩委員会での審議内
容及び結果について報告があった後、原案どおり承認された。

3. 「⽬録情報の基準」の整備について
 改訂条項部分の統合、⽤語の統⼀、⼊⼒レベルの変更、表現の修正等「⽬録
情報の基準」の整備の必要性について説明があった後、⼩委員会に審議を付託
することが承認された。

[総合⽬録⼩委員会]  平成元年10⽉20⽇(⾦)10:30〜15:20開催
審議事項

1. 学術雑誌総合⽬録和⽂編新版全国調査実施計画について
 総合⽬録委員会で承認された実施計画に基づき、以下の事項を中⼼に審議し
た。
  ア 収録対象



  イ 異誌名の種類コードの新設
  ウ 複製版の記述

2. 「⽬録情報の基準」の整備について
 今回は以下の「コーディングマニュアル」刊⾏上の懸案事項を協議した。
  ア 特殊な版表⽰
  イ 注⽂⽣産の写真複製資料
  ウ 和図書における複数の出版地の記述

3. ⾳楽資料の取り扱いについて
 平成2年4⽉までに記述⽅法等について結論を出すこととした。

[総合⽬録⼩委員会]  平成元年11⽉21⽇(⽕)13:00〜17:00開催
審議事項

1. データ⼊⼒レベルの変更について
 「⽬録情報の基準」のデータ項⽬⼀覧で規定しているデータ⼊⼒レベルにつ
いて、規定不要としていた部分を整備するとともに、単⾏書誌・集合書誌で分
けずに規定していたものを区分して規定するように、各項⽬に対して検討を⾏
った。

2. ⾳楽資料の取り扱いについて
 前回からの継続審議事項。今回はファイルの区分等について検討を⾏った。

3. コーディングマニュアルの懸案事項について
 ギリシャ⽂字/キリル⽂字の外字の記述⽅法について審議を⾏った。

4. 雑誌データ作成上の懸案事項について
 学術雑誌総合⽬録和⽂編新版全国調査のデータ記⼊説明会において質問が出
た事項、及びこれまでの問い合わせ事項のうち、緊急性の⾼いものについて審
議を⾏った。

 
　　　　　平成元年度　　総合目録委員会委員名簿 (18名) 
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　氏　　名　　　　┃　　　　所　属 ・ 官　職　等　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　浅野　次郎　　　　┃京都大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　┃ 



┃　池田　禮三　　　　┃東京都立大学附属図書館事務長　　　　　　　　　　┃ 
┃　上田　修一　　　　┃慶應義塾大学文学部教授　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　倉橋　英逸　　　　┃東京大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　┃ 
┃　武川　栄一　　　　┃東京工業大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　┃ 
┃　鶴田　真也　　　　┃国立国会図書館図書部図書整理課長　　　　　　　　┃ 
┃　中多　泰子　　　　┃東京都立中央図書館資料部整理課長　　　　　　　　┃ 
┃　福田　知行　　　　┃上智大学中央図書館事務部長　　　　　　　　　　　┃ 
┃　松井　幸子　　　　┃図書館情報大学図書館情報学部教授　　　　　　　　┃ 
┃　松浦　　正　　　　┃琉球大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　┃ 
┃　丸山　昭二郎　　　┃鶴見大学図書館長　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　宮川　隆泰　　　　┃株三菱総合研究所取締役情報管理部長　　　　　　　┃ 
┃　井上　　如　　　　┃学術情報センター研究開発部研究主幹　　　　　　　┃ 
┃　内藤　衛亮　　　　┃学術情報センター研究開発部教授　　　　　　　　　┃ 
┃　宮澤　　彰　　　　┃学術情報センター研究開発部助教授　　　　　　　　┃ 
┃　大山　敬三　　　　┃学術情報センター研究開発部助教授　　　　　　　　┃ 
┃　大埜　浩一　　　　┃学術情報センター事業部システム管理課長　　　　　┃ 
┃　門田　泰典　　　　┃学術情報センター事業部目録情報課長　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 
　　　　　平成元年度　　総合目録小委員会委員名簿 (11名) 
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　氏　　名　　　　┃　　　　所　属 ・ 官　職　等　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　石井　道悦　　　　┃大阪大学附属図書館医学情報課図書受入掛長　　　　┃ 
┃　郷端　清人　　　　┃立命館大学図書館情報システム課長　　　　　　　　┃ 
┃　笹川　郁夫　　　　┃横浜国立大学附属図書館情報管理課図書受入係長　　┃ 
┃　永田　治樹　　　　┃金沢大学附属図書館情報サービス課長　　　　　　　┃ 
┃　中村　正也　　　　┃明治大学図書館事務部図書館整理課　　　　　　　　┃ 
┃　安田　　博　　　　┃慶應義塾大学研究・教育情報センター本部事務室課長┃ 
┃　湯浅　冨士夫　　　┃東京大学附属図書館情報管理課長　　　　　　　　　┃ 
┃　宮澤　　彰　　　　┃学術情報センター研究開発部助教授　　　　　　　　┃ 
┃　門田　泰典　　　　┃学術情報センター事業部目録情報課長　　　　　　　┃ 
┃　小西　和信　　　　┃学術情報センター事業部目録情報課図書目録情報係長┃ 
┃　松井　好次　　　　┃学術情報センター事業部目録情報課雑誌目録情報係長┃ 
┗━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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コード類の変更

 標題紙標題や奥付標題等、これまでその他の標題のコードとして設定されていな
かった ものについて、平成元年度第1回総合⽬録⼩委員会においてセンターに設置
が⼀任されましたので、センター内で検討の結果、次のように決定しました。これ
らについては11⽉9⽇から⽬録システムに反映させています。
  標題紙標題(TITLE PAGE TITLE)・・・・TT
  奥付標題(COLOPHON TITLE)・・・・・・CL
  裏表紙標題(BACK COVER TITLE)・・・・BC
  題字欄標題(MASTHEAD TITLE)・・・・・MT
 なお、これに伴い、これまで雑誌⽬録システム上で使⽤していたOTは今後使⽤し
ないこととしますのでご注意下さい。
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注⽂⽣産の複製資料の扱い

 オンライン・システムニュースレターNo19(p6)において検討中と回答しました
複製資料の扱いについて、第1回総合⽬録⼩委員会で審議の結果、次のように扱う
こととなりましたので、お知らせします。
 UMI等に代表される「注⽂⽣産」の複製資料の記述は、AACR2に従い、複製物と
して扱います。ただし、出版年については著作権登録年を記述し、それぞれの製作
年を出版年とはしません。各資料の製作年は所蔵レコードのCPYRフィールドに記
⼊して表現するようにして下さい。
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和図書における複数出版者の記述

 ⽇本⽬録規則87年版では、出版者は最初のものまたは顕著に表⽰されているもの
のうち1つを選択して記述するように規定してあり、2番⽬の出版者については必要
があれば注記するという程度にしか規定されていません。⼀⽅、「⽬録情報の基
準」の書誌レコード項⽬⼀覧のなかでは、和図書・洋図書ともに2番⽬の出版者の
記⼊にあたっての⼊⼒レベルは「OD」であるため、和図書であっても、2番⽬の出
版者を「PUB」フィールドに記⼊できることになっています。この表現の相違につ
いて、記述⽅法の統⼀を図るべきかどうかを、総合⽬録⼩委員会に提起し、以下の
結論を得ましたのでお知らせします。和図書書誌データの新規⼊⼒を⾏う場合で、
出版者を2つ記⼊する⽅法を選択した場合には、「⽬録情報の基準」の記述⽂法に
従い2番⽬の出版者も「PUB」フィールドに記⼊することとします。ただし、参照
MARCからの流⽤⼊⼒を⾏う場合には、この部分については修正を⾏わなくてもよ
いこととします。
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⽬録システムに関する最近の質問書から

(1) 親書誌レコードの調整について

Q:
 NATOASIseriesの親書誌レコードが様々な形で⼊⼒されており、実作業上
で、⾮常に混乱してしまう。早急に調整してもらいたい。 

A:
 NATOASIseriesについては、御指摘のとおり、⼤まかに分けて2種類の形式
の異なるレコードが作成されています。

 SeriesA:Lifesciences等を中位の書誌単位としてPTBLフィールドに記
述(親書誌レコードは出版者毎に作成)
 NATOASIseriesを共通書名、SeriesA〜等を従属書名(部編名)として
扱い、部編毎に親書誌レコードを作成

 本件については、終期を予定しないサブシリーズは従属書名か中位の書誌単
位か、固有の標題と規定の情報源の関係等、より⼀般的な問題の中で解決を図
るべく、次回の総 合⽬録⼩委員会(平成2年2⽉6⽇予定)で検討を⾏うことに
しています。それまでの間は、各参加組織の従前の⽅針によって書誌構造リン
クを形成してくださるようお願い いたします。

(2) 著者名典拠レコードにおける付記事項について

Q:
 外国⼈著者名典拠レコードの統⼀標⽬形において、イニシャル形に完全形を
付記している例があるが、イニシャル形か完全形のどちらかに統⼀すべきでは
ないか。 

A:
 AACR2に従って作成すべき著者標⽬及び著者名典拠レコードの統⼀標⽬形
における付記事項のうち、イニシャル形に対する付記については、同規則⽇本
語版の22.1 6(1988年の改訂版では22.18)が対応する条項となります。この
中で⽰されている「イニシャル形で表⽰されており、完全につづった形がわか
っているとき」に該 当しますので、完全形を丸がっこに⼊れて付記します。
 なお、規則では「他の⽅法では区別できない同⼀名を区別するために必要な
場合に」付記するとし、その任意規定としてそうでない場合でも付記してよ



い、とされています が、LC適⽤細則において「情報が容易に利⽤できるとき
は適⽤」するとなっていますので、判明する範囲で付記するようにして下さ
い。

(3) VOLフィールドの記述⽅法について

Q:
VOLフィールドに関する、オンライン・システムニュースレターNo19(p5)と
同No20(p10)の記述が⽭盾しているのではないか。 

A:
 No20の「VOLフィールドにおける巻次の補記について」という質問に関す
る回答に説明が⼗分でない部分がありました。ここで補⾜説明をします。
 質問は、対象資料に番号付けの巻次がない場合にVOLフィールドに数字を補
記する例についてでした。回答は、対象資料に番号付けの巻次がない場合に
は、出版物理単位 を区別できる範囲でVOLフィールドに情報を記述しなけれ
ばならない、というものです。前号の例は適当な例とはいえませんでしたの
で、以下に別例を⽰します。

[誤] 
┌────────────────────────────┐ 
│　　VOL:　[1]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│　　VOL:　[2]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　VOL:　[6]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│　　TR:............　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│　　NOTE:　[1] 北海道・札幌編　　　　　　　　　　　　　 │ 
│　　NOTE:　[2] 東北・仙台編　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　NOTE:　[6] 九州・福岡編　　　　　　　　　　　　　　 │ 
└────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
[正] 
┌────────────────────────────┐ 
│　　VOL:北海道・札幌編　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　VOL:東北・仙台編　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　VOL:九州・福岡編　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　TR:............　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
└────────────────────────────┘ 

 上の例のように、番号付けの巻次がない場合に恣意的に番号を付与してVOL
フィー ルドに記⼊することは誤りです。情報源上にあるとおりを、出版物理
単位を区別できる 範囲で記述します。

　



オンライン・システム・ニュースレター No.21 (1989.12.08)

分類・件名等の取り扱い

 最近、総合⽬録データベースのデータに対して、既に記録されているある特定の
データフィールドのデータを消去している参加館があるとの連絡を何回か受けてい
ます。具体的なフィールドとして、CLS、SH等が挙げられています。これは、主と
してローカル側での処理の都合から、不必要なデータを予め除去しておきたいとい
う気持によると考えられます。
 しかしながら、100を越える参加館の共同分担作業によって構築され、利⽤され
ている総合⽬録データベースの性質を考えていただければ⾃明のことと思います
が、ローカル側の都合のために、各参加図書館が作成したデータの品質を劣化させ
るような⾏為は、厳に慎むようにしてください。

　



オンライン・システム・ニュースレター No.21 (1989.12.08)

重複レコード処理結果

 前号でもお知らせしました重複レコードの統合処理及び削除予定レコードの削除
処理について、その後に⾏った件数について報告します。
 10⽉7⽇から11⽉27⽇までに各接続⼤学図書館から報告された重複レコードは報
告書枚数にして55枚(重複件数:和図書 103、洋図書 50、著者名典拠 37) でした。
 当センターの調査分を含め、重複レコードの統合処理を⾏ったものは次のとおり
です。

┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　　　　　　┃　　重複の統合処理　　┃削除予定レコードの削除処理┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　和　図　書　┃　　　　　563　　　　 ┃　　　　　　291　　　　　 ┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　洋　図　書　┃　　　　　258　　　　 ┃　　　　　　179　　　　　 ┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　和　雑　誌　┃　　　　　　0　　　　 ┃　　　　　　　0　　　　　 ┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　洋　雑　誌　┃　　　　　　0　　　　 ┃　　　　　　　0　　　　　 ┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　著者名典拠　┃　　　　　　0　　　　 ┃　　　 　　　70　　　　　 ┃ 
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛

　



オンライン・システム・ニュースレター No.21 (1989.12.08)

データベース登録状況

　総合目録データベース　　　　　　　　平成元年11月23日現在 
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃　　　　件　　　数　　　　┃ 
┣━━━━┳━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　 　　　　313,819　　　　┃ 
┃　　　　┃　和　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃ 　　　　1,193,077　　　　┃ 
┃　図書　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　 　　　　648,606　　　　┃ 
┃　　　　┃　洋　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃ 　　　　1,101,338　　　　┃ 
┣━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　　48,487　　　　┃ 
┃　　　　┃　和　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃ 　　　　1,033,817　　　　┃ 
┃　雑誌　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　 　　　　103,552　　　　┃ 
┃　　　　┃　洋　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　 　　　　858,179　　　　┃ 
┣━━━━┻━━━┻━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　著　者　名　典　拠　　　　┃　 　　　　318,947　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　統　一　書　名　典　拠　　┃　　　 　　　　640　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　和雑誌変遷マップ　　　　　┃　　 　　　　5,853　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　洋雑誌変遷マップ　　　　　┃　　　　　　12,825　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 
　参照ファイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成元年11月23日現在 
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃ 件　　数 ┃　　収　　録　　内　　容　　┃ 
┣━━━━━┳━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　図　　　書　　┃ 3,135,701┃1968年 1月～最新分　　　　　┃ 
┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　雑　　　誌　　┃　 454,106┃1973年～最新分　　　　　　　┃ 
┃参照LC　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　著者名典拠　　┃ 2,069,400┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　統一書名典拠　┃　　11,498┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　図　　　書　　┃　 915,651┃1969年～最新分　　　　　　　┃ 
┃参照JP　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　著者名典拠　　┃　　26,288┃更新なし　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃参照UK　　┃　図　　　書　　┃ 1,097,054┃1950年～最新分　　　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃参照TRC 　┃　図　　　書　　┃　 183,466┃1985年 4月～最新分　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃参照GPO 　┃　図　　　書　　┃　 256,665┃1976年 1月～最新分　　　　　┃ 
┗━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┛
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