
オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

JAPAN/MARC(S)のサービス開始

 参照ファイル拡充の⼀環として以前より導⼊予定になっておりましたJAPAN/MA
RC(S)を3⽉23⽇(⾦)より、サービスを開始いたしました。このMARCには、国⽴国会図
書館が所蔵する逐次刊⾏物のデータが収録されており、国⽴国会図書館からは 年間に2
回、更新テープが送付されます。今回データベース化したのは平成2年3⽉に送付されて
きた分で、件数は72,174件になっています。
 レコードの具体例を以下に⽰します。

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│和雑誌書誌詳細表示　　　　　　　 JP　　　　　　　　　　1/　　　5　　　　　　　　　│ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│<HP00077886> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│GMD:　SMD:　YEAR:1970 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　　　　　　│ 
│PSTAT:d FREQ:a TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ISSN:02865548 NDLPN:00007788　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│TR:甲子園大学紀要 / 甲子園大学紀要編集委員会編∥コウシエン ダイガク キヨウ　　　　│ 
│VLYR:1号(1970)-13号(1985)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│PUB:宝塚 : 甲子園大学 , 1970-1985　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│PHYS:冊 ; 26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│VT:OH:Bulletin of Koshien University∥Bulletin of Koshien University　　　　　　　│ 
│NOTE:「甲子園大学紀要 A 栄養学部編」と「甲子園大学紀要 B 経営情報学部編」に分離　 │ 
│AL:甲子園大学∥コウシエン ダイガク <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│REM:\100:$A19851231B1970　　　　0JPN 1213　　 \102:$B28\551:$XKosien daigaku　　　│ 
│　　$kiyo\561:$X<Bulletin of Koshien University>\685:$AZV1\699:$B甲子園大学　　　 │ 
│　　32233\801:$AJP$BNational Diet Library,JAPAN$C19900222$GNDL-CRS\905:$AZ22-　　 │ 
│　　739$D1号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 ただし、この参照ファイルのレコードは、「⽬録情報の基準」に基づいているわけでは
ないので、流⽤⼊⼒時に修正が必要な場合があります。例えば、

1. 記述が書誌的な初号に基づいていない。
 とりわけ、年報・年鑑類は、国⽴国会図書館では昭和61年より初めて逐次刊⾏物
扱いとなったため、そのまま流⽤できないものがあります。

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│和雑誌書誌詳細表示　　　　　　　　 JP　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　　　　　│ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│<HP00529423> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│GMD:　SMD:　YEAR:1946 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　　　　　　│ 
│PSTAT:c FREQ:a TYPE:p NDLPN:00052942　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│TR:映画年鑑 / 時事映画通信社[編]∥エイガ ネンカン　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│VLYR:[1947年版]-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│PUB:東京 : 時事映画通信社 , [1946]-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│PHYS:冊 ; 22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│NOTE:別冊(「映画館名簿」)とも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│AL:時事映画通信社∥ジジ エイガ ツウシンシャ <>　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│REM:\100:$A19851231B1970　　　　0JPN 1213　　 \102:$B13\551:$XEiga　　　　　　　　│ 
│　　nenkan\685:$AZK8\801:$AJP$BNational Diet Library,JAPAN$C19900222$GNDL-CRS\905:│ 
│　　$AZ41-871$D1983年版～$H<所蔵巻号より前のものは、図書扱い>　　　　　　　　　　 │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 前ページのような場合には、初号もしくは所蔵最初号をもとにデータの修正を⾏
ってレコードを作成して下さい。



2. 共通誌名と部編名が、逆の順で記述されている。また、ヨミも異なっている。

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│和雑誌書誌詳細表示　　　　　　　 JP　　　　　　　　　　2/　　　7　　　　　　　　　│ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│<HP0005231X> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│GMD:　SMD:　YEAR:　　 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　　　　　　│ 
│PSTAT:c FREQ:a TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ISSN:04523318 NDLPN:00005231　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│TR:教育研究 国際基督教大学学報 1-A∥キョウイク ケンキュウ コクサイ キリストキョウ │ 
│ダイガク ガクホウ　01 A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│PUB:[ ] : 国際基督教大学教育研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│PHYS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│VT:AD:国際基督教大学学報　1-A∥コクサイ キリストキョウ ダイガク ガクホウ 01 A　　 │ 
│NOTE:「I.C.U.教育研究」の改題,巻次を継承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│REM:\100:$A19851231A　　　　　　0JPN 1213　　 \102:$B13\551:$XKyouiku kenkyu　　　│ 
│　||kokusai kirisutokyo daigaku gakuho || 01 || 《A》\590:$XKokusai　　　　　　　 │ 
│　kirisutokyo daigaku gakuho || 01 || 《A》\685:$AZF1\699:$B国際基督教大学　　　　│ 
│　$32065\801:$AJP$BNational Diet Library,JAPAN$C19900222$GNDL-CRS\905:　　　　　　│ 
│　$AZ7-133$D1号(昭30.5)～$E欠:2号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 
 

 この例では、「国際基督教⼤学学報」が共通誌名で「教育研究」が部編名となる
の で、記述は「国際基督教⼤学学報.1-A,教育研究」となります。ヨミも正しく修
正する必要があります。

3. 標題関連情報とすべきものがVT(異誌名)として記述されている。

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│和雑誌書誌詳細表示　　　　　JP　　　　　　　　　　2/　　　2　　　　　　　　　　　 │ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│<HP00717478> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│GMD:　SMD:　YEAR:1988 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　　　　　　│ 
│PSTAT:c FREQ:z TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ISSN:09147748 NDLPN:00071747　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│TR:AΛHΘEIA / 豊橋技術科学大学附属図書館[編]∥Al

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

平成元年度⽬録システムの機能向上

 ⽬録システムニュース画⾯でもお伝えしましたとおり、平成元年度の⽬録システ
ムの機能向上分について、3⽉23⽇から運⽤を開始しております。今回の改訂事項
の詳細についてはオンライン・システムニュースレターNo.22 p4〜12に述べてあ
りますので、参照してください。

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

総合⽬録委員会・⼩委員会での審議事項の報告

 ニュースレターNo.21で報告した以降に開催された総合⽬録委員会及び総合⽬録
⼩委員会において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、実施⽅法等をお知らせしています。

〔総合⽬録委員会(第2回)〕平成2年3⽉22⽇(⽊)13:00〜15:00開催審議事項

1. 「⽬録情報の基準」の整備について
 今年度開催された4回の⼩委員会での審議結果の報告があり、その結論を反
映した「⽬録情報の基準」(第2版)(案)が提案され、検討の結果、原案どおり
承認された。

2. 総合⽬録データベースにおける⾳楽資料の取り扱いについて
 ⾮図書資料の取り扱いの検討の⼀環として、⼩委員会で今年度検討を⾏った
⾳楽資料の取り扱いについて、審議結果の報告があった後、ア) ⼊⼒対象フ
ァイルの選択、イ) ⾳楽作品の統⼀書名典拠ファイル内での扱い等について
の原案が提 起された。それに対し、運⽤に関しての若⼲の質問があった後、
原案どおり承認された。

[総合⽬録⼩委員会(第3回)]平成2年2⽉6⽇(⽕)13:00〜17:00開催審議事項

1. 「〜できる」の扱いについて
 「和洋の区分」「固有の標題でないもの」の部分で使⽤されている「〜でき
る」という表現の解釈上の指針について、原案をもとに検討を⾏った。

2. 「⽬録情報の基準」の整備について
 ⽤語の統⼀、「解説」の発展的解消等について協議した。また、「特殊な版
表⽰」の取り扱いについて原案が承認された。



3. 総合⽬録データベースにおける⾳楽資料の取り扱いについて
 ファイル区分、統⼀タイトル、資料種別、プレート番号等について個々に審
議を⾏った。

4. 親書誌レコードの作成単位、及び規定の情報源について
 親書誌レコードの作成単位及び規定の情報源についての規定を明確にするこ
とを⽬的とし、センター作成原案をもとに検討を⾏った。

〔総合⽬録⼩委員会(第4回)〕平成2年3⽉15⽇(⽊)10:00〜17:00開催審議事項

1. データ項⽬名の変更について
 「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項⽬の名称の整
備について検討を⾏い、原案が承認された。

2. 資料種別コードについて
 ⾮図書資料を含め、未定義であった資料種別コードについてセンター案に基
づき検討を⾏い、原案が承認された。

3. 「固有の標題でないもの」の扱いについて
 前回の「「〜できる」の扱い」の継続審議。今回は「固有の標題でないも
の」の表の改訂を含めた原案を検討し、若⼲の修正の後、承認された。

4. 親書誌レコードの作成単位、及び規定の情報源について
 前回の検討結果を踏まえた第⼆次案の検討を⾏い、若⼲の修正の後、承認さ
れた。

5. 総合⽬録データベースにおける⾳楽資料の取り扱いについて
 前回の検討結果を踏まえた「⾳楽資料の取り扱いについて(案)」の検討を⾏
い、原案が承認された。

6. 「⽬録情報の基準」の整備について
 前回までの検討結果を反映した「⽬録情報の基準」(第2版)(案)の検討を⾏
い、原案どおり承認された。



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

データベース編(改訂版)の刊⾏について

 ニュースレターNo.22でもお知らせしましたように、「⽬録システム利⽤マニュ
アル:データベース編」の改訂を準備してきましたが、総合⽬録委員会において承認
されま したので、早速印刷を開始いたしました。各担当者の皆さんの御⼿許に届く
のは4⽉中旬になる予定です。
 なお、この改訂版の適⽤開始は、5⽉14⽇(⽉)からを予定しております。

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

特殊な版表⽰の取り扱い

 「豪華版」「⾰装版」等の特殊な版表⽰の取り扱い⽅については、これまでEDフ
ィールド、NOTEフィールド、VOLフィールドと様々のフィールドに記述されてい
たため に、作業上の混乱を来していました。センターでは、「⽬録情報の基準」の
整備の⼀環として総合⽬録⼩委員会にこの件を諮り、この度の第3回総合⽬録⼩委
員会において結論が出ましたので、お知らせします。
 特殊な版表⽰に該当する語句のうち、装丁に係わるものは次のように扱います。

装丁の異なるものが同時に刊⾏された場合には、別書誌とはせずにVOLフィー
ルドに記述します。
装丁の異なるもので刊⾏時期も異なっている場合には、別書誌としますが、装
丁に係わる語句は、VOLフィールドに記述します。

 それ以外の語句は、EDフィールドに記述します。すなわち、このような版表⽰が
ある場合は別書誌作成の根拠となります。
 装丁に係わる語句の具体的な例としては、次のようなものがあります。
   豪華版、⾰装版、並装版、新装版、改装版、特装版、和装版
 また、それ以外の特殊な版表⽰には次のようなものがあります。
   普及版、机上版、学⽣版、必携版、愛⽤版、愛蔵版、保存版、
   限定版、私家版、贈呈版、簡約版、縮刷版、ワイド版、
   コンパクト版、謄写版

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

和資料と洋資料の区分について

 

 現在の「データベース編」において、和資料と洋資料の区分は「原則として
標題紙の表現による。(中略)本⽂の内容からみて不適当と考えられる場合は本
⽂の⾔語によることができる。」と規定されていますが、この最後の「でき
る」の解釈によって和書誌ファイルと洋書誌ファイルに重複してデータが作成
される可能性があります。そのため、この条⽂の解釈の判断基準を明らかにす
る必要が⽣じたため、総合⽬録⼩委員会で検討を⾏った結果、以下の結論に達
しました。

コーディングマニュアルにおいて、⽬録作業の中で和洋の区分に迷った
場合の判断基準を⽰す。
和書誌ファイルと洋書誌ファイルに重複してデータが作成された場合に
は、最終的にセンターの判断でどちらかに統⼀する。

 なお、コーディングマニュアルについては現在準備中ですので、もうしばら
くお待ちください。

 

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

集合書誌単位の規定の情報源

 これまで集合書誌単位については、ニュースレターNo.5ほかで質問に対する回答
の形で書誌的事項の情報源及び記述⽅法等について述べてきましたが、全体的な定
義がなされていませんでした。そのため、集合書誌単位とするための情報をどこか
ら採⽤すればよいのか、また、逆に既存書誌中の集合書誌単位の有無によって別書
誌とするのかどうか、といったような判断のゆれが⽣じていました。
 そこで、今年度の総合⽬録⼩委員会において、集合書誌単位の規定の情報源及び
レコード作成単位についての定義を明確にするため検討を⾏い、次の結論を得まし
た。

1. 規定の情報源
親書誌レコードの各書誌的事項の規定の情報源は、⼦書誌レコードの同
⼀事項の規定の情報源に準ずる
参照レコードの親書誌は1の形で作成されている訳ではないので、流⽤
⼊⼒時には記述対象資料を確認して利⽤する必要がある

という点を再確認することが重要である。

2. レコード作成単位
 3階層以上の書誌階層を持つレコードで、中位の書誌単位が終期を予定しな
い集合書誌単位である場合でも親書誌レコード作成単位は次のとおりとする。

┌───────────────────────────────────┐ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　親書誌 TR : 最上位の標題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　子書誌 TR : 最下位の標題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　　　　 PTBL : 最上位の標題 <親書誌ID> 中位の標題　　　　　　　　　　│ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└───────────────────────────────────┘ 

NATO ASI seriesについての調整依頼が数多く寄せられていましたが、この決
定によって、次のように修正・統⼀することとします。

 親書誌「NATO ASI series」は出版社毎に作成します。⼦書誌のPTBLフィ
ールド中の番号等のフィールドには、中位の書誌単位として各シリーズを記⼊
します。
 すなわち、
  親書誌 TR:NATO ASI series



  ⼦書誌 TR:最下位標題
      PTBL:NATO ASI series <XX> . Ser.A,
        Life sciences ; v.119//a
という形にします。このためLINKTOコマンドで親書誌を検索すると、同じ形
の書誌が数件出てきますが、出版者が異なるものがありますのでご注意くださ
い。
 また、参照MARCレコードを流⽤⼊⼒する場合にもご注意ください。

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

書誌調整に伴う所蔵レコードの付替えのお願い

 以下の書誌についてレコード作成単位の整備並びに所蔵機関への連絡調整を依頼
するとの「⽬録情報に関する質問書」がセンターに届けられました。書誌について
は依頼機関と調整して修正を⾏いましたので、当該書誌レコードに所蔵をリンクし
ている参加機関は、所蔵レコードの付替え処理をお願いします。

1) BN00704290 「核酸の化学 ; 1,2,3」
 各巻に固有の標題があるため、次の3つの書誌に所蔵を振り分けてくださ
い。なお、この書誌は中位の書誌になりますので、「削除予定レコード」とし
ます。
   1→BN03291583
   2→BN04221980
   3→BN03291255

2) BN01844794 「分冊解剖学アトラス ; 1,2,3」
 各巻に固有の標題があるため、次の3つの書誌に所蔵を振り分けてくださ
い。なお、この書誌は親書誌になります。
   1→BN01844502
   2→BN01845028
   3→BN01845254

3) BN00715311 「ホルモンと⽣殖 ; 1,2」
 各巻に固有の標題があるため、次の2つの書誌に所蔵を振り分けてくださ
い。なお、この書誌は中位の書誌になりますので、「削除予定レコード」とし
ます。
   1→BN01906563
   2→BN03427696

4) BN00412808 「情報処理⼼理学⼊⾨ ; 1,2,3」
 各巻に固有の標題があるため、次の3つの書誌に所蔵を振り分けてくださ
い。なお、この書誌は親書誌になります。
   1→BN0041231X



   2→BN00413618
   3→BN00413877

5) BN00163995 「技術と⺠俗 ; 上,下」
 各巻に固有の標題があるため、次の2つの書誌に所蔵を振り分けてくださ
い。なお、この書誌は中位の書誌になりますので、「削除予定レコード」とし
ます。
  上→BN00163984
  下→BN00177082

6) BN01834269 「総索引・総⽬次」
 標題としてとられた「総索引・総⽬次」は固有の標題でないもののリストの
うちの⼀般的な名称と⾒做せますので、BN0036394XのVOLフィールドで表
現し ます。すなわち、バランスしない書誌構造として、BN0036394Xに所蔵
をリンクするようにしてください。なお、この書誌は「削除予定レコード」と
します。

7) BN02721847 「流体⼒学 ; 1,2,3 -- 新装」
  BN0352334X 「流体⼒学 ; 3」

 H.ラム著の「流体⼒学」の書誌にはこの2つのほかにBN00726792があり
ます。このうちの第3巻は刊⾏の状況(新装の第1、2巻の後に初めて第3巻が出
版されたが、第3巻を出版することは前書き等で当初からの予定であったこと
がわかる)、装丁(旧版とも新装とも異なる)等を考慮すると、新装のほうの書
誌に含めることも、単独で書誌を作成することもできないと考えられます。即
ち、この「流体⼒学」の第3巻はBN00726792のVOLフィールドで表現するこ
とが最も適当です。そこで、上記2書誌に第3巻の所蔵をリンクしている参加
機関はBN0072 6792に振り分けるようにしてください。

8) BN01479021 「万葉集より古今集へ ; 第1,第2」
 各巻に固有の標題があるため、このBN01479021を第1の⽅の書誌とし、
第2の分をBN0441523Xとして新たに作成しましたので、第2を所蔵している
参加機関は付替えをお願いします。

9) BN00571018 「変形⽂法と⽇本語 ; 上,下」
 各巻に固有の標題があるため、このBN00571018を上の書誌とし、下の分
をBN04415364として新たに作成しましたので、下を所蔵している参加機関



は付替えをお願いします。なお、今回の修正でこの書誌は2階層となりまし
た。ちな みに、親書誌のIDはBN04415342となりました。

 以下の書誌については、書誌作成単位が変更になったことから、TRとPTBLのデ
ータの修正が発⽣した分です。特に所蔵レコードの付替え作業は必要ありません
が、ローカルシステムとの整合性をとられる場合には、ご注意ください。

10) BN00678328 「基本算法 : 基礎概念」
   BN00875216 「基本算法 : 情報構造」
   BN00642579 「準数値算法 : 乱数」
   BN00642014 「準数値算法 : 算術演算」 

 上記4書誌は、「The art of computer programming 」を親書誌としてい
ますが、それぞれ標題関連情報とされている部分を本標題とする3階層の書誌
と⾒做せますので、TRを「基礎概念」「情報構造」等に修正しました。

11) BN03314215 「江⼾東京・街の履歴書 : 番町・九段・麹町あたり」
 この書誌は、新たに「江⼾東京・街の履歴書 : 浅草・上野・⾕中あたり」
という、シリーズの続編が出版されたことに伴い、TRが「番町・九段・麹町
あたり」、 PTBLが「江⼾東京・街の履歴書」となる2階層の書誌に修正され
ました。

12) BN02922634 「我が国の⽂教施策 ; 昭和63年度」
   BN04135095 「我が国の⽂教施策 ; 平成元年度」 

 上記2書誌はそれぞれに固有の標題をもっているため、それらをTRとし、親
書誌 をBN04208472「我が国の⽂教施策」とする2階層の書誌に修正しまし
た。
 なお、これによって⽣じたBN04135095とBN04207301の重複はセ ンタ
ーで処理します。

13) BN03714188 「「検証」エネルギーと地球異変」
   BN03714202 「「検証」エネルギーと地球異変データ集」 

 上記2書誌はそれぞれに固有の標題をもっているため、それらをTRとし、
「「検証」エネルギーと地球異変」等は中位の書誌としてPTBLフィールドの
番号等の位置に移動する修正を⾏いました。

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

⽬録システムに関する最近の質問書から

(1) 著者名典拠レコードの表記について

Q:
 ロシア⼈やギリシャ⼈等の標⽬形をローマ字形からキリル、ギリシャ⽂字形
に修正したり、ローマ字形とは別にキリル、ギリシャ⽂字形の標⽬を作成した
りする例が⾒受け られる。注意を促してほしい。 

A:
 「⽬録情報の基準」8.4.4統⼀標⽬形の表記(2)において「AACR2とそのLC
適⽤細則に基づく名前はローマ⽂字で表記する。」と規定していますように、
外 国名についての統⼀標⽬形はローマ⽂字で表記します。さらに、原語形等
の統⼀標⽬形の別の⽂字の形は参照標⽬とします(8.5から⾒よ参照(4))。質問
のなかにあ るように、ローマ字形を別⽂字に修正したり、全く別にレコード
を作成したりすることは誤りですので、ご注意ください。

(2) 外字⼊⼒されているデータの書き換えについて

Q:
 以前には、基本辞書にある外字として◆D17766◆と正しく⼊⼒されていた
データが、今回表⽰した時には⽂字化けして表⽰されてしまいます。どういう
ことですか。 

A:
 この⽂字化けは⽬録端末で表⽰不可能な⽂字を受け取った時に発⽣するもの
で、原因としては、ある担当者が、ローカルシステムの中では使⽤可能な⽂字
をそのままセンタ ーの⽬録システムの中で使⽤してしまうという誤操作が考
えられます。
ニュースレターNo.20「ローマ数字などの扱い」の記事でも述べましたよう
に、総合⽬録データベースへの⽬録登録作業時には、⽬録システム⽤⽂字セッ
トだけを使⽤ し、ローカル側の端末にのみ独⾃に与えられている⽂字コード
を使⽤しないようにしてください。特に今回の場合は、既に正しい形で⼊⼒さ
れている(基本辞書にある外字の ⼊⼒⽅法が採⽤されていることから考えて
も、⽬録システム⽤⽂字セットにこの⽂字が存在しなかったと推察できる)わ



けですから、ローカルシステムの都合でデータを書き 換えてしまうことは⾮
常に問題があります。担当者は⼗分に注意をしてください。

　



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

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。
平成元年11⽉28⽇から平成2年3⽉29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140枚(重複件数:和図書382、洋図書120、著 者名
典拠44)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及び削除予定レコードの削除
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　┃　　　　 492　　　　　┃　　　　　　 491　　　　　┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　洋　図　書　┃　　　　　 0　　　　　┃　　　　　　 402　　　　　┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　著者名典拠　┃　　　　 187　　　　　┃　　　　　　 275　　　　　┃ 
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛ 

なお、今回の重複レコード処理の過程において、次の点が気になりましたので、各
担当 者は注意をお願いします。

1. 新旧字体の違いによる重複レコードの存在
 新字体、旧字体で別々の書誌を作成している例が⾒受けられた。検索の際に
新旧字体があり得ることを考慮して検索をするようお願いします。

2. 監修者の表⽰位置の違いによる重複レコードの存在
総合⽬録データベース上のレコードの表現で、監修者がTRにあるか、NOTE
にあるかの違いによって別書誌レコードが作成されている例がありました。監
修者を責任表⽰に記録するかは、⽬録規則上でも変遷している上、1987年版
も別法として異なる扱いを準備していることもあって、記述位置に違いを⽣じ
ておりますが、これをもって別書誌作成の根拠とすることはできません。

3. 出版物理単位毎に作成された重複レコード
 最近、出版物理単位を1つずつ書誌単位として作成するという誤った書誌作
成⽅法を採っている⽅がいます。この重複レコードを処理する場合には、結
局、各参加機関での所蔵レコードの付替え作業をすることになりますので、ご
注意ください。



オンライン・システム・ニュースレター No.23 (1990.03.31)

データベース登録状況

　総合目録データベース　　　　　　　　　平成2年3月29日現在 
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃　　　　件　　数　　　　　┃ 
┣━━━━┳━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　 351,719　　　　　┃ 
┃　　　　┃　和　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃ 　　　1,495,156　　　　　┃ 
┃　図書　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　 　　　699,098　　　　　┃ 
┃　　　　┃　洋　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃ 　　　1,266,232　　　　　┃ 
┣━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　52,831　　　　　┃ 
┃　　　　┃　和　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃ 　　　1,086,203　　　　　┃ 
┃　雑誌　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　 　　　104,795　　　　　┃ 
┃　　　　┃　洋　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　 　　　865,585　　　　　┃ 
┣━━━━┻━━━┻━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　著　者　名　典　拠　　　　┃　 　　　350,067　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　統　一　書　名　典　拠　　┃　　　 　　　706　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　和雑誌変遷マップ　　　　　┃　　 　　　5,855　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　洋雑誌変遷マップ　　　　　┃　　　　　12,828　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　 
　参照ファイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成2年3月29日現在 
┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃　件　数　┃　　収　　録　　内　　容　　┃ 
┣━━━━━┳━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　図　　　書　　┃ 3,232,684┃1968年 1月～最新分　　　　　┃ 
┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　雑　　　誌　　┃　 465,682┃1973年～最新分　　　　　　　┃ 
┃参照LC　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　著者名典拠　　┃ 2,130,091┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　統一書名典拠　┃　　11,848┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　図　　　書　　┃　 939,130┃1969年～最新分　　　　　　　┃ 
┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃参照JP　　┃　雑　　　誌　　┃　　72,174┃1988年～最新分　　　　　　　┃ 
┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　　　　┃　著者名典拠　　┃　　26,288┃更新なし　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃参照UK　　┃　図　　　書　　┃ 1,115,333┃1950年～最新分　　　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃参照TRC　 ┃　図　　　書　　┃　 195,242┃1985年 4月～最新分　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃参照GPO　 ┃　図　　　書　　┃　 263,778┃1976年 1月～最新分　　　　　┃ 
┗━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┛
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