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⾳楽資料の取り扱いについて

 昨年度、総合⽬録委員会、総合⽬録⼩委員会では⾳楽資料の⼊⼒条件の整備につ
いて検討を重ねてまいりました。この検討の過程で、東京芸術⼤学附属図書館、な
らびに⾳楽図書館協議会⽬録専⾨委員会から数々の助⾔・提⾔をいただきました。
本年3⽉22⽇に開催された第2回総合⽬録委員会において、「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」が承認されました。ここでは、その後の検
討も含め、その概要についてお知らせいたします。なお、本指針による運⽤開始の
期⽇は、システムの改訂等の措置が⾏われ、運⽤のルールの詳細が決まり次第別途
お知らせいたします。(ただし、資料種別コードについては9⽉7⽇運⽤開始)

1. ⾳楽資料として⼊⼒する場合のファイル、適⽤する⽬録規則
 ⾳楽資料はその内容が楽譜、あるいは⾳響等であり、⽂字資料とはその性格
を異にします。また、⾳楽資料を専⾨的に扱っている図書館の多くが、和洋を
分けずAACR2により⽬録作業を⾏っています。以上の点を考慮し、⾳楽資料
については、和洋の区別をせずAACR2を適⽤し洋図書ファイルに⼀括⼊⼒す
ることを各参加組織が選択できるものとします。

2. ⾳楽作品の統⼀タイトル
 ⾳楽作品の統⼀タイトルは、統⼀書名典拠により管理します(「⽬録情報の
基準」改訂版で既報)。UTLフィールドを作成する場合、あるいは、統⼀書名
典拠レコードを作成しリンク形成を⾏う場合、その標⽬形は以下のようになり
ます。

作曲者名等を有する統⼀タイトルは、その著者標⽬のもとの副標⽬形と
して書誌レコードのUTLフィールド、統⼀書名典拠レコードのHDNGフ
ィールドに記録する。
このとき、著者標⽬との区切り記号は△--△とする。
(例) UTL : Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791  -- 
Concertos, violin, 
      orchestra, K. 218, D major <xxx>
(例) <xxx> 
      HDNG: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791  -- 
Concertos, violin,
      orchestra, K. 218, D major



作曲者名等が不明の統⼀タイトルは、作品名の直接形を統⼀標⽬形とす
る。

3. ⼀般資料種別(GMD)・特定資料種別(SMD)
 ⾳楽資料を含め⾮図書資料の⼊⼒に対応するため、資料種別コードを改訂し
ました。⾳楽資料に関連する部分の改訂内容は以下のとおりです。

楽譜(印刷)に対して、GMD「c」を新設。
楽譜(⼿稿)に対して、GMD「f」を新設。
楽譜(GMD「c」「f」)に対応するSMDを新設。
録⾳資料(⾮⾳楽)に対して、GMD「t」を新設し、「s」は録⾳資料(⾳
楽)に。
録⾳資料(GMD「s」「t」)に対応するSMDとして、「b=LPレコード
盤」

「c=CD」を新設。これに伴い、SMD「d」の意味を変更し「その他のレコー
ド盤」とした。
 詳細については、本号付録、コーディング・マニュアル(付録1.1資料種別
コード表)を参照してください。

4. 楽譜の種類に関する事項 AACR2(1988年改訂版)において、「楽譜の種類に
関する事項」が規定されています。USMARC(Music)にもそれに対応するフィ
ールドが存在し、AACR2(1988年改訂版)に従いレコードが作成されていま
す。NCR1987年版にも同様の事項があります。現在、⽬録システムには、こ
の事項を⼊⼒するフィールドが特に設けられていません。当分の間、「楽譜の
種類に関する事項」は⽬録規則の該当章の語句とともにNOTEフィールドに記
⼊することとします。
(例) NOTE: MUSIC:Partitur
   NOTE: MUSIC:Miniature score

5. ⾳楽資料のプレート番号、出版社番号等 楽譜、録⾳資料に表⽰されている標
準番号、およびそれに準じる番号等は、OTHN (その他の番号)フィールドに
適切な番号の種類コードを付して記⼊します。なお、「番号の種類コード」
は、正式に決定したのちコーディングマニュアルでお知らせします。現 在の
ところ、番号として次のようなものが考えられます。

楽譜のプレート番号(plate number):PLNO
 (例)OTHN: PLNO:BWI00505
楽譜の出版社番号(publisher's number):PUNO
 (例)OTHN: PUNO:EB 1666



録⾳資料の発⾏者番号(issue number/label number ):LANO
 (例)OTHN: LANO:SD 494

6. 参照ファイル ⾳楽資料を含め⾮図書資料の参照MARCとして、
USMARC(Music) 、USMAR C(Maps)、USMARC(Visual materials)を提供す
る予定です。また、⾳楽作品名に対する統⼀書名典拠ファイルの開放に伴い、
USMARC(Name Authorities)の変換仕様の変更も準備中です。これらは、平
成3年度より運⽤を開始する予定となっております。

7. システムの変更  ⾳楽資料の⼊⼒に伴って必要となる、システム仕様の変更
について現在検討中です。

8. 今後の予定  ⾳楽資料について、これまでに決定したことは以上のとおりで
す。今後は、システム関係の変更点、実際の⼊⼒にあたって問題になる細部に
ついて検討を⾏い、ニュースレター上に追って発表してゆく予定です。また、
⾳楽資料以外の⾮図書資料についても指針を⽰してゆく予定です。
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資料種別コードの改訂

 ⾮図書資料の⼊⼒に対応するため、資料種別コードを改訂しました。この改訂に
より、⽂字資料(点字)、⽂字資料(⼿稿)、楽譜、機械可読データファイル等に新た
にコードが割り当てられました。新しい資料種別コードの適⽤は、9⽉7⽇(⾦)から
です。改訂内容の詳細については、本号付録コーディングマニュアルを参照してく
ださい。
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学術雑誌総合⽬録和⽂編全国調査のMT提出に関わるロ
ード状況報告

 本年5⽉から磁気テープにより提出された所蔵データのロード作業を⾏ってきま
したが、この度ロードを完了しました。MT提出担当の皆様のご協⼒により、順調に
ロード作業を進めることができました。ここに改めて謝意を表する次第です。
 なお、ロード状況は下記のとおりです。

　　　┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　機関の種類　　　　│　　　提出機関数　　　　┃ 
　　　┣━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┫ 
　　　┃　国立大学　　　　　│　　　　　　18　　　　　┃ 
　　　┃　私立大学　　　　　│　　　　　　11　　　　　┃ 
　　　┃　大学共同利用機関　│　　　 　　　1　　　　　┃ 
　　　┣━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┫ 
　　　┃　合　　計　　　　　│　　　　　　30　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ 
　　　┃　提出件数　　　　　│　　　 252,795　　　　　┃ 
　　　┣━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┫ 
　　　┃　ロード件数　　　　│　　　 251,937　　　　　┃ 
　　　┠──────────┼────────────┨ 
　　　┃　(新規)　　　　　　│　　　　86,600　　　　　┃ 
　　　┠──────────┼────────────┨ 
　　　┃　(更新)　　　　　　│　　　 128,617　　　　　┃ 
　　　┠──────────┼────────────┨ 
　　　┃　(削除)　　　　　　│　　　　36,720　　　　　┃ 
　　　┣━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━┫ 
　　　┃　エラー件数　　　　│　　　　　 858　　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ 

 エラーデータについては、オンライン修正、またはエラーリストでの修正により
対処して頂きました。
 前号でお知らせしましたように、MTロード後のデータについては、オンライン修
正・ 削除をすることができます。
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逐次刊⾏物複製版の取り扱いについて

 逐次刊⾏物複製版の書誌データ記⼊に際して、各フィールドのデータを複製版、
原本のいずれから採るかについては、今回の「学術雑誌総合⽬録和⽂編全国調査記
⼊要項」および「学術雑誌総合⽬録全国調査データ記⼊説明会」配布資料の中で触
れていますが、改めて整理しますと、和・洋とも以下のようになります。

　┏━━━━━┳━━━━━━━┓┏━━━━━┳━━━━━━━┓ 
　┃　　　　　┃データを採る　┃┃　　　　　┃データを採る　┃ 
　┃　　　　　┃情報源　　　　┃┃　　　　　┃情報源　　　　┃ 
　┃フィールド┠───┬───┨┃フィールド┠───┬───┨ 
　┃　　　　　┃原　本│複製版┃┃　　　　　┃原　本│複製版┃ 
　┣━━━━━╋━━━┿━━━┫┣━━━━━╋━━━┿━━━┫ 
　┃GMD　　　 ┃　　　│　　　┃┃　　　　　┃　　　│　　　┃ 
　┃　　　　　┃　×　│　○　┃┃TR　　　　┃　○　│×2)3)┃ 
　┃SMD　　　 ┃　　　│　　　┃┃　　　　　┃　　　│　　　┃ 
　┠─────╂───┼───┨┠─────╂───┼───┨ 
　┃YEAR　　　┃　○　│　×　┃┃ED　　　　┃　×4)│　○3)┃ 
　┠─────╂───┼───┨┠─────╂───┼───┨ 
　┃CNTRY　　 ┃　×　│　○　┃┃VLYR　　　┃　○5)│　×　┃ 
　┠─────╂───┼───┨┠─────╂───┼───┨ 
　┃TTLL　　　┃　　　│　　　┃┃PUB　　　 ┃　×6)│　○　┃ 
　┃TXTL　　　┃　○　│　×　┃┠─────╂───┼───┨ 
　┃ORGL　　　┃　　　│　　　┃┃PHYS　　　┃　×　│　○　┃ 
　┠─────╂───┴───┨┠─────╂───┼───┨ 
　┃REPRO　　 ┃「c」を記入　 ┃┃VT　　　　┃　○　│　×7)┃ 
　┠─────╂───┬───┨┠─────╂───┼───┨ 
　┃PSTAT　　 ┃　×　│　×　┃┃NOTE　　　┃　×8)│　○　┃ 
　┃FREQ　　　┃┌複製版につ┐┃┠─────╂───┼───┨ 
　┃REGL　　　┃│いては一切│┃┃PRICE　　 ┃　×　│　○　┃ 
　┃TYPE　　　┃└記入しない┘┃┠─────╂───┴───┨ 
　┠─────╂───┼───┨┃FID　　　 ┃　　　　　　　┃ 
　┃ISSN　　　┃　　　│　　　┃┃　　　　　┃記入しない9)　┃ 
　┃XISSN　　 ┃　　　│　　　┃┃BHNT　　　┃　　　　　　　┃ 
　┃NDLPN　　 ┃　　　│　　　┃┠─────╂───────┨ 
　┃LCCN　　　┃　×1)│　○　┃┃PTBL　　　┃記入しない　　┃ 
　┃CODEN　　 ┃　　　│　　　┃┠─────╂───┬───┨ 
　┃ULPN　　　┃　　　│　　　┃┃AL　　　　┃　○　│　○　┃ 
　┃GPON　　　┃　　　│　　　┃┠─────╂───┴───┨ 
　┃　　　　　┃　　　│　　　┃┃UT　　　　┃記入しない　　┃ 
　┗━━━━━┻━━━┷━━━┛┗━━━━━┻━━━━━━━┛ 

1. 原本のISSNは複製版の書誌レコードのXISSNフィールドに記⼊し、同時に
NOTEフィールドにも注記する。

2. 複製時に付与された標題はTRフィールドには記⼊せず、VTフィールドに「そ
の他の標題(その他の標題コード:OH)」として記⼊すると同時にNOTEフィー
ルドにも注記する。

3. 原本⾃体には関わらず複製版にのみ関わる責任表⽰は、EDフィールドに「版
責任表⽰」として記⼊する。

4. 原本の版表⽰(および関連事項)はNOTEフィールドに注記する。
5. 部分的な複製の場合は、複製された範囲に対応する原本の巻次年⽉次を記⼊す

る。
6. 原本の出版事項はNOTEフィールドに注記する。



7. 複製時に付与された標題もVTフィールドに「その他の標題(その他の標題コー
ド:OH)」として記⼊し、同時にNOTEフィールドにも注記する。

8. 複製時に付与された標題、共に合冊されている他の逐次刊⾏物の標題(合刻複
製版の場合)などのほか、原本のISSN、原本の出版事項、原本の変遷関係など
についても注記する。

9. 原本間に変遷関係があっても、その複製版書誌レコード間では変遷注記⽤デー
タシートは作成しない。原本間の変遷関係についてはNOTEフィールドに注記
す る。

 なお、合刻複製版の場合は、和・洋とも、収録されている個々の逐次刊⾏物ごと
に書誌レコードを作成します。これは、相互利⽤のうえでは合刻複製版の単位で資
料を探すことはまず考えられず、原本の代替物としての需要から、個々の逐次刊⾏
物の複製物が個別に求められる、と考えられるからです。この規定はセンター独⾃
の規定で、「⽬録規則」類の規定とは異なっていますが、オンライン⽬録システム
が相互利⽤を念頭に置いた共同分担⽬録である点をご理解ください。
 また、今回の学術雑誌総合⽬録和⽂編全国調査に関連して、合刻複製版の単位で
作成されてしまっている和⽂逐次刊⾏物書誌レコードについては、来年4⽉以降に
実施する確認調査の際に書誌・所蔵の切りわけ・調整を⾏う予定です。
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書誌調整に伴う所蔵レコードの付替のお願い

 以下の書誌については、書誌作成単位が「⽬録情報の基準(改訂版)」と異なって
いますので、所蔵レコードをリンクしている参加館は所蔵の付替をお願いします。

1. BN0043943X 「会社法の理論」
 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下さい。
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→BN01812109
     2→BN01812335
     3→BN04332507

2. BN00247778 「講座⽇本歴史」
 この書誌は、第13巻に固有の標題があるにもかかわらず、VOLフィールド
で表現されていました。新たに⼦書誌レコード(BN04765843)として作成し
ましたので第13巻を所蔵している参加館は、所蔵の付替をお願いします。

3. BN01963862 「世界⾔語編」
 標題としてとられた「世界⾔語編」は部編名に該当しますので、親書誌
BN01967502のVOLフィールドで表現します。従ってBN01967502に所蔵を
リンクするようにして下さい。なお、この書誌は「削除予定レコード」としま
す。

4. BN00898958 「エントロピーの法則」
 この書誌は、1〜2の各巻に固有の標題がありますので、次の2つの書誌に所
蔵を振り分けて下さい。なお、この書誌は親書誌になります。
      1→BN02913564
      2→BN03277811

5. BN03690454 「Quick BASIC ハンドブック」
 この書誌は、1〜2の各巻に固有の標題がありますので、次の2つの書誌に所



蔵を振り分けて下さい。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→BN04139482
     2→BN03916535

6. BN00689324 「流体⼒学」
 この書誌は、1〜2巻がVOLの繰り返しによって表現されていますが、2巻は
固有の標題がありますので、⼦書誌レコードとなります。⼦書誌レコード
(BN04062 107)は作成済みですので、BN00689324に2巻の所蔵をリンクし
ている参加館は所蔵レコードの付替をお願いします。

7. BN01550170 「住宅⽩書」
 この書誌は、1988年版以降の各巻に固有の標題がありますので、1988年版
以降の各巻の所蔵レコードを次の2つの書誌に振り分けて下さい。
     1988年版→BN04832419
     1990年版→BN04832328

8) BN00625321 「国⺠⽣活選好度調査」
 この書誌は、昭和59年度以降の各巻に固有の標題がありますので、当該巻
の所蔵レコードをBN00625321にリンクしている参加館は、各巻に対応する
⼦書誌に所 蔵を付替えて下さい。

8. BN03953043 「学術篇」
 標題としてとられた「学術篇」は部編名に該当しますので、親書誌
BN03388889のVOLフィールドで表現します。従ってBN03388889に所蔵を
リンクするようにして下さい。なお、この書誌は「削除予定レコード」としま
す。

9. BN02975095 「世界地図」
BN02975277 「⽇本地図」
BN02975299 「百科便覧」
BN02975200 「百科年鑑」

 以上の書誌については、親書誌BN02344720のVOLフィールドで表現しま
す。よって上記4書誌に所蔵をリンクしている参加館はBN02344720に所蔵
を付替えて下さい。なお、これらの書誌は「削除予定レコード」とします。

10. BN01025319 「茨城県史料」
 この書誌は、「近世思想編」と「近代政治社会編 3」にそれぞれ固有の標題



がありますので⼦書誌レコードとして表現します。⼦書誌レコードは作成済み
ですので、BN01025319に上記2巻の所蔵をリンクしている参加館は所蔵の
付替をお願いします。

 以下の書誌については、⼦書誌の⼀部に固有の標題があるにもかかわらずVOLの
繰り返しによって表現されています。各巻に対応する⼦書誌レコードは作成済みで
すので該当巻を所蔵している参加館は、次のように所蔵の付替をお願いします。

1. BA01188708 「Immunochemical techniques 」
     Pt.D→BA03496868
     Pt.E→BA0349696X
     Pt.F→BA03497044
     Pt.L→BA04535546

2. BA0118767X 「Enzyme purification and related techniques」
     Pt.B→BA0349645X

3. BA01186735 「Photosynthesis」
     Pt.B,C→BA10466095

4. BA01189041 「Biomembranes」
     Pt.C→BA03500681
     Pt.D→BA03500761
     Pt.E→BA03500783
     Pt.F→BA0350082X
     Pt.G→BA03500874
     Pt.H,I→BA03500932
     Pt.J→BA03501006
     Pt.K→BA03500648
     Pt.L→BA03501061

 以下の書誌については、重複書誌の統合処理を⾏いますので、所蔵レコードがリ
ンクしている参加組織はリンクの付替をお願いいたします。

1. 「国⽂学年次別論⽂集」
 現在、各部編をVOLで表現しているものと、⼦書誌レコードで表現している
ものがあり、さらに、前者については、VOLの繰り返しが52回に達していま



す。
 年次・各部編はVOLで表現し、年次毎に次のようにレコードを分割しますの
で、BN00566346,BN01558853、およびその⼦書誌にリンクしている参加
組織は、以下の各書誌レコードに所蔵を振り分けて下さい。

     昭和55(1980)年〜昭和56(1981)年  BN05025321
     昭和57(1982)年〜昭和58(1983)年  BN05025900
     昭和59(1984)年〜昭和60(1985)年  BN05026175
     昭和61(1986)年〜昭和62(1987)年  BN00566346
     昭和63(1988)年〜         BN03805647

 なお、BN01558853,およびその⼦書誌レコードであるBN0155910 9、
BN01559594、BN01560017、BN01571217、BN01 571545は削除予定レ
コードとします。

2. 「現代⽇本⼈名録」
 「現代⽇本⼈名録90」の「90」を本標題の⼀部分としたレコード
(BN04370732)と、VOLフィールドで表現しているもの(BN01655248)とが
重複しています。
 後者を採⽤しますので、BN04370732に所蔵をリンクしている参加組織
は、BN01655248に所蔵をつけかえて下さい。
 なお、BN04370732は削除予定レコードとします。

 以下の書誌レコードはVOLフィールドの繰り返しが30回を越えているので、以下
のように書誌を分割しました。所蔵レコードをリンクしている参加館は所蔵レコー
ドの修正・付替えをお願いします。

1. BN00331965 「東京市史稿」
     上⽔編 第4    BN05041328
     市街編 第31〜60  BN05041066
     市街編 第61〜81  BN05041248
     産業編 第1〜30  BN00331965
     産業編 第31〜34  BN05040904

2. BN00185692 「書評年報」
     1970年〜1985年  BN00185692
     1986年〜     BN05000342



3. BA00056552 「 Dizionario biografico degli italiani 」
     1〜30       BN00056552
     30〜       BN10576016

 

　



オンライン・システム・ニュースレター No.25 (1990.08.31)

⽬録システムに関する最近の質問書から

1) タイトルページ裏のCIPデータについて

Q:
タイトルページ裏に印刷されているCIPデータをもとに書誌レコードを作成し
てよいか。 

A:
出版者からの事前の情報を元に、全国書誌作成機関が作成した⽬録データがタ
イトルページ裏に表⽰されていることがあります(CIPデータ)。これらのデー
タは、 出版前の情報にもとずいており、全国書誌作成機関の完全レベルの⽬
録の作成規準とは違う基準によって作成されているため、実際の⽬録対象資料
とはその書誌事項が異 なる場合があります(例えば、CIPデータにはシリーズ
に関する表⽰がないが、実物にはある等)。いずれにせよ、参照ファイルの書
誌データと同じく、タイトルペー ジ裏のCIPデータもセンターで定めた基準
とは異なる規準のもとに作成された書誌データですので、実際の⽬録対象資料
に基づき、センターの基準に合致するよう必要 な修正を加えた上で利⽤する
ことになります。

2) 参照ファイル(LC)のデータについて

Q:
最近、LCのデータのNOTEフィールド、CLSフィールドに PRIORITY 3、IN
PROCESS (ONLINE) 等の⽂字列が記⼊されているものがある。これらのもの
は流⽤⼊ ⼒の際どのように扱うべきか。 

A:
今年から、USMARC(Books)に予備⽬録レコード(Preliminary level cata
loging record)が収録されています。これは、整理途中の完成されていないレ
コード で、PRIORITY 3 、IN PROCESS (ONLINE) 等の⽂字はこのレコー
ドに記録されている ものです。これらは、書誌的記録ではなく、単なるLCの
事務⽤の記録とも⾔えるも のなので、流⽤⼊⼒の際は削除して利⽤してくだ
さい。

3) 親書誌の情報源について



Q:
シリーズ名の有無が原因である重複書誌があり、PTBLフィールドにシリーズ
名をもつ書誌のNOTEフィールドには「叢書名はカバーによる」と書かれてい
る。カバーを情報源とするシリーズ名は親書誌標題になりうるのか。 

A:
NCR1987版、2.0.2.3 に「... 本体と分離するもの(カバーなど)は情報源とし
ない。」とあります。また、集合書誌単位の規定の情報源については「オンラ
イン・システムニュースレター」No. 23 p.8 〜9 にあるように、「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」じます。 したがって、和図書のシリーズ名の規定の情報源
は、NCR1987版、2.0.2.3 オ)「その図書から」ではなく、2.0.2.3 ア)「標
題紙(標題紙裏を含む)、奥付、背、表 紙」です。従って、カバー(ブック・ジ
ャケット)を情報源とするシリーズ名を親書誌標題とすることはできません。
 また、集合書誌単位の標題は、情報源によってその形が違うことがしばしば
あります(例1)。このため、異なる情報源の異なる形の標題により、重複書誌
ができている事例も数多く⾒られます(例2)。このようなことを防ぐため、検
索の際、上記の点に注意を払うとともに、書誌作成時、TRフィールドには⽬
録規則の定める情報源の優先順位等に従い選択した標題を記⼊し、必要があれ
ば、TRフィールドに収めなかった標題の形をVTフィールドに記⼊しておくこ
とが望ましいと⾔えます。

(例1)

  



(例2)

　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　　　　　NC　　　　　　　　　　　　　2/　　　　　2　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN03619664>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:　　　　CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　 │ 
　│VOL:　　　　　　　　　ISBN:　　　　　　PRICE:　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR: 子どもが変わるとき/現代子どもの科学研究会編||　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　コドモ　ガ　カワル　トキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PUB:東京　:　あゆみ出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS: 冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AL: 現代子どもの科学研究会||ゲンダイ　コドモ　ノ　カガク　ケンキュウカイ||　│ 
　│　　<DA03397556>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└──────────────────────────────────────┘ 
　　 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　　　　　NC　　　　　　　　　　　　　1/　　　　　1　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN04859969>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:　　　　CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　 │ 
　│VOL:　　　　　　　　　ISBN:　　　　　　PRICE:　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR: シリーズ子どもが変わるとき||シリーズ　コドモ　ガ　カワル　トキ　　　　　│ 
　│PUB:東京　:　あゆみ出版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────────┘ 
 

　



オンライン・システム・ニュースレター No.25 (1990.08.31)

制御⽂字のフォントについて

 ⼀部の接続館においては、⽬録システム⽤⽂字セットの中に制御⽂字("竢�
"、"上� "、 "竕コ "、"下� "、"竝� "、"合� "の6⽂字)が含まれていない場合が
あります。そのため、制御⽂字の箇所が空⽩で表⽰されているために誤って空⽩を
トルツメして修正するおそれがあります。
因みに書誌ID=BN01434613の書誌データを表⽰し、下図のように制御⽂字 が正
しく表⽰されるかどうかの確認をお願いします。万⼀、制御⽂字が表⽰されない場
合 には、「⽬録所在情報サービス利⽤の⼿引」(平成2年7⽉改訂)のP.62に従って、
改めて拡張⽂字フォント移植申請を⾏ってください。

　┌───────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　　　　　　　　　NC　　　　　　　　1/　　　　1　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN01434613>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1986　CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:eng　　　　　　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　ISBN:4794820747 PRICE:1600円　NBN:JP87044871　│ 
　│TR:H「下 2下」0と水　:　「素材」を歴史的に読む/イバン・イリイチ「著」 │ 
　│　伊藤るり訳||H 2 0　トミズ　:　スタッフ　オ　レキシテキ　ニ　ヨム　　│ 
　│PUB:　東京　:　新評論　,　1986.12　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:194p :20cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│VT:OR:H「下 2 下」0 and the waters of forgetfulness.　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:参考文献:P175-193　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AL:Illich, Ivan, 1926- <DA0004188X>　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:伊藤,　るり||イトウ,　ルリ　<DA00742137>　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDC8:452.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDLC:ME341　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│SH:NDLSH:水//L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└───────────────────────────────────┘
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データベースの品質管理状況

 平成2年3⽉20⽇から平成2年7⽉9⽇までの、重複データの統合処理及び削除予定
レコードの削除処理は以下の通りです。

1. 重複処理
 各接続機関から報告された重複レコードは、報告回数にして135回でした。
これらについてセンター側でチェックし、数回に分けて統合作業を⾏いまし
た。
 この統合作業において、削除側にリンクしているレコードを⽣き残り側に付
けかえ、削除側のレコードをデータベースより削除した後、関係各機関に報告
しました。

2. 削除予定レコードの削除処理
 接続館側の作業中に発⽣した削除予定レコードを、データベースから削除す
る作業も数回に分けて実施しました。

3. 処理件数   (平成2年7⽉9⽇現在)

　┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓ 
　┃　　　　　　┃　重複の統合処理　　　┃　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　　　　┣━━━━━┳━━━━━┫削除予定レコードの処理┃ 
　┃　　　　　　┃報告件数　┃処理件数　┃　　　　　　　　　　　┃ 
　┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ 
　┃和　図　書　┃　　 524　┃　　 316　┃　　　　 835　　　　　┃ 
　┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ 
　┃洋　図　書　┃ 　　115　┃ 　　164　┃　　 　　624　　　　　┃ 
　┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ 
　┃著者名典拠　┃　　　58　┃　 　　0　┃　　 　　447　　　　　┃ 
　┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　合　計　　┃ 　　697　┃ 　　480　┃　 　　1,906　　　　　┃ 
　┗━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛ 

　



オンライン・システム・ニュースレター No.25 (1990.08.31)

平成2年度総合⽬録委員会、同⼩委員会について

 今年度も、⽬録情報に関する事項について検討・審議するための総合⽬録委員会
と、具体的な問題を検討するための総合⽬録⼩委員会を設置しています。
 なお、今年度からILLシステム開発に関する事項も追加して審議することが予定
されています。

　　　　　　　　　平成2年度　総合目録委員会委員名簿 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　氏　　名　　　│　　　　　所　属 ・ 官　職　等　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　浅野　次郎　　│　東京大学　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　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　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　収集部資料調整室長　　　　　　　　　　┃ 
┃　中多　泰子　　│　東京都立中央図書館　資料部整理課長　　　　　　　　　　┃ 
┃　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　主席考監　情報企画部長　　　　　　　┃ 
┃　山田　尚勇　　│　学術情報センター　研究開発部長　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　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　研究開発部教授　　　　　　　　　　　┃ 
┃　大山　敬三　　│　学術情報センター　研究開発部助教授　　　　　　　　　　┃ 
┃　雨森　弘行　　│　学術情報センター　事業部長　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　 
　　 
　　　　　　　　　平成2年度　総合目録小委員会委員名簿 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　氏　　名　　　│　　　　　所　属 ・ 官　職　等　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　石井　啓豊　　│　新潟大学　附属図書館情報サービス課長　　　　　　　　　┃ 
┃　石井　道悦　　│　大阪大学　附属図書館医学情報課図書受入掛長　　　　　　┃ 
┃　今川　敏男　　│　東京工業大学　附属図書館情報管理課専門員　　　　　　　┃ 
┃　浮塚　利夫　　│　明治大学　図書館事務部整理課　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　郷端　清人　　│　立命館大学　図書館情報システム課長　　　　　　　　　　┃ 
┃　故選　義浩　　│　佐賀医科大学　教務部図書課長　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　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　　　　┃ 
┃　高橋　柏　　　│　東京大学　附属図書館情報管理課長　　　　　　　　　　　┃ 
┃　辰馬　一三　　│　近畿大学　図書館整理課課長補佐　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　広井　聡　　　│　奈良県立医科大学　図書館次長　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　安田　博　　　│　慶応義塾大学　研究・教育情報センター本部事務室課長　　┃ 
┃　宮澤　彰　　　│　学術情報センター　研究開発部教授　　　　　　　　　　　┃ 
┃　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　事業部目録情報課課長補佐　　　　　　┃ 
┃　松井　好次　　│　学術情報センター　事業部目録情報課図書目録情報係長　　┃ 
┃　酒井　清彦　　│　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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データベース登録状況

　総合目録データベース　　　　　　　　　　　　　　　　平成2年8月30日現在 
 ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃　　　　　　件　　　　数　　　　　　　　┃ 
 ┣━━━━┳━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　　　　407,659　　　　　　　　 ┃ 
 ┃　　　　┃　和　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　1,984,472　　　　　　　　 ┃ 
 ┃　図書　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　　　　913,039　　　　　　　　 ┃ 
 ┃　　　　┃　洋　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　1,663,425　　　　　　　　 ┃ 
 ┣━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　 　　　　　56,311　　　　　　　　 ┃ 
 ┃　　　　┃　和　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　1,171,028　　　　　　　　 ┃ 
 ┃　雑誌　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　　　　106,805　　　　　　　　 ┃ 
 ┃　　　　┃　洋　┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　　872,779　　　　　　　　 ┃ 
 ┣━━━━┻━━━┻━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　著　者　名　典　拠　　　　┃　　　　　　　　390,973　　　　　　　　 ┃ 
 ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　統　一　書　名　典　拠　　┃　　　　　　　　　　804　　　　　　　　 ┃ 
 ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　和雑誌変遷マップ　　　　　┃　　　　　　　　　5,856　　　　　　　　 ┃ 
 ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　洋雑誌変遷マップ　　　　　┃　　　 　　　　　12,804　　　　　　　　 ┃ 
 ┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　 
　参照ファイル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成2年8月30日現在 
 ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓ 
 ┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃　件　数　┃　　収　　録　　内　　容　　┃ 
 ┣━━━━━┳━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　　┃　図　　　書　　┃ 3,421,956┃1968年 1月～最新分　　　　　┃ 
 ┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　　┃　雑　　　誌　　┃　 467,453┃1973年～最新分　　　　　　　┃ 
 ┃参照LC　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　　┃　著者名典拠　　┃ 2,202,959┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
 ┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　　┃　統一書名典拠　┃　　12,234┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
 ┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃　　　　　┃　図　　　書　　┃　 964,832┃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　　┃ 1,135,667┃1950年～最新分　　　　　　　┃ 
 ┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃参照TRC　 ┃　図　　　書　　┃　 210,403┃1985年 4月～最新分　　　　　┃ 
 ┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
 ┃参照GPO　 ┃　図　　　書　　┃　 266,660┃1976年 1月～最新分　　　　　┃ 
 ┗━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┛
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