
オンライン・システム・ニュースレター No.27 (1991.01.21)

登録時の注意事項

 最近、接続館、および登録レコード数の増加とともに、データの品質管理が⼤き
な問題となっています。センターに寄せられる書誌調整依頼、重複レコード報告等
も増えています。「基準」16p にもあるように、データの品質管理の基本は登録時
に各参加館の⽬録担当者が⾏うものが中⼼になります。
 そこで、データの品質管理と密接に関連する注意事項を、これまでにニュースレ
ターに掲載したものを中⼼に以下に記します。

1. 検索時の注意事項

 検索が不適切だと重複書誌を作ってしまいます。検索の⼿順として以
下の⼿順が考えられます。

ア まず、コード類(ISBN,ISSN,LCCN,NBN)で検索してみる。
  コード類は必ずしもNCレコード中に記⼊されているとは限らないの
で、
  参照レコードにヒットしたとき、あるいはノーヒットのときは、
イ TITLE,AUTH,AKEYキーにより検索する。(PLACE,PUB,YEARキー
を⼊⼒すると、トラン
  ザクションファイル中のレコードが検索できない)
ウ ノーヒットのときは、⼊⼒した検索キーのうちいくつかを削ってみ
るか、すべて
  のキーを削除した後あらためて別の検索キーで検索する。

また以下の点に注意してください。

 不必要なファイル指定は⾏わない。
 ヨミ、分かち書きにはゆれがあるので、様々なケースを想定して検索する。
(JPから流⽤⼊⼒された書誌のなかには副書名、親書誌標題にヨミがないもの
もある)
 漢字の字体の相違を考慮する。(旧字体と新字体)
 書誌階層がある場合、親書誌のタイトルと⼦書誌のタイトル両⽅を⼊⼒する
とNCにはヒットしない。
 監修者等の場合、TRフィールド・ALフィールドに記⼊されていないことが
ある。この場合、監修者等では検索できないので、注意する。

2. リンクコマンド使⽤時の注意事項



 LINKTOコマンドを発⾏すると、フィールド(LINKTO PARENT のときはPTBLフ
ィールド、LINKTO AUTHOR のときはALフィールド)の⽂字列を検索キーフィール
ドに埋め込み、検索を⾏います。したがって、その注意事項は前記1.と同じです。
 NCにヒットせず参照レコードにヒットしたときは、必ずBROWSEコマンドで検
索・簡略表⽰画⾯に戻り、検索キーを換え、再検索するようにしてください。
(例:AKEYを削除する、ヨミを削除する、⽣没年を削除する等)

3. 重複レコードへの対応

1) ⽬録登録時の重複レコードの採⽤基準

a) 書誌レコード
 原則として、レコードIDが最も⼩さいもの(先に作成されたレコード)を優
先して選択します。ただし、カレントファイルとRECONファイル間の書誌レ
コードの重複は、IDの⼤⼩にかかわりなくカレントファイルのレコードを優
先します。レコードの 採否を決定するのにあたり、

ア そのレコードが「基準」、⽬録規則に適合しているか否か
イ 情報量の多寡(主題データがあるなど、⼊⼒レベルが「選択」のデータ項
⽬の有無など)
ウ リンクしている所蔵レコードの数

などは原則として考慮しません。したがって、IDが最も⼩さいレコードが
「基準」に適合していない、あるいは情報量が少ない等の場合でも、IDが最
も⼩さいレコードを選択しそのレコードを修正して利⽤することになります。
 センターにおいて重複レコードの統合作業を⾏う場合も、この基準によりレ
コードの採否を決定します。
 なお、「固有の標題でないもの」の判断の相違により⽣じている重複(親書
誌のVOLフィールドと、その⼦書誌との間の重複状態)の場合は、所蔵をリン
クすべき書誌レコードをIDの⼤⼩により判断することができないので、「基
準」に照らし正しいもの を選択します。

b) 典拠レコード
 書誌レコードと同様、レコードIDが最も⼩さいもの(先に作成されたレコー
ド)を優先して選択します。 

ア 情報量の多寡
イ リンクしている書誌レコードの数

 などは考慮しません。ただし、⼩さいIDの典拠レコードのHDNGフィール
ドを修正すると⼤きいIDのレコードのHDNGフィールドとまったく同じにな
ってしまう場合、HDNGフィールドの重複チェックを⾏っているためSAVEす



ることができません。このときに限り、IDの⼤きい典拠レコードを採⽤して
もよいことにします。

2) 重複レコードの報告

 重複レコードを発⾒したら、次のものをセンターに送付し報告してください。た
だしカレントファイル-RECONファイル間の重複は報告する必要はありません。
(RECONファイルの運⽤⽅法の詳細に関しては、ニュースレター No.17, 19p 〜
20p を参照のこと)

  1 レコードIDを記した⽬録情報に関する質問書・回答書
  2 重複と思われるレコードの画⾯コピー(採⽤したレコード、また修正を⾏っ
た場
   合は修正内容を明⽰してください)
  3-1 書誌の場合、⽬録規則に定める規定の情報源のコピー(和書では標題紙、
奥
    付、背、表紙。洋書では標題紙、標題紙裏等)
    必要に応じてその他の箇所のコピー
    特に、書誌階層の取り⽅の相違、書誌事項の有無などで重複書誌になって
いると
    きは忘れずに添付してください。
  3-2 典拠の場合で、典拠レコードのみからでは重複レコードの同⼀性を判断
でき
    ないときは参考資料のコピー等

 なお、単純な重複書誌については、参加館の作業負担を考慮し、報告の簡略化を
⾏うことにしました。詳しくは本号6ページを参照してください。

3. VOLフィールドの繰り返し回数制限

 書誌レコードのVOLフィールドの繰り返しが多いと(書誌レコード全体の情報量に
より繰り返し可能回数は異なります)、表⽰・登録などの際にコマンドを⼀切受け付
けなくなる、画⾯が破壊する、異常終了する等のシステム障害が発⽣することがあ
ります。
 そこで、現在、以下の指針による運⽤をお願いしています。

  1 VOLフィールドの繰り返し回数はおおむね30回を上限とし、それを越える
ときは別書誌を作成する。
  2 既に、VOLフィールドの繰り返し回数が30回を越えているものは、書誌レ
コードを分割する。
  3 1、2 の処置を⾏ったときは、

   a) NOTEフィールドに書誌を分割した旨必ず注記する。
      (例1) NOTE: Bd. 30までは別書誌(BAxxxxxxxx)
      (例2) NOTE: Bd. 31以降は別書誌(BAyyyyyyyy)
   b) 所蔵館に所蔵レコードの修正・付替依頼の連絡をする。



    なお、所蔵館が多く連絡が困難な場合は、センターに報告すれば、ニュー
スレター等を通じ連絡を⾏う。

  4 別書誌作成・書誌分割にあたり問題があるものは、センターに書誌のハー
ドコピー
   と情報源を送付する。処理はセンターで⾏う。

 最近、NOTEフィールドに「〜巻以降は別書誌(BNxxxxxxxx)」とあるにもかかわ
らず、VOLフィールドを追加しているケースが⾒受けられます。この障害は、ある
参加館では⽣じなくとも、別の参加館で⽣じることがあります。⾃館では障害が発
⽣しないからと、30回を越えるVOLフィールドの追加は⾏わないでください。

4. レコード修正の際の注意

 誤った修正が⾏われると、書誌と所蔵、書誌と典拠の対応関係を破壊し、また書
誌・典拠の確定が不可能になります。

(例)元々の書誌にはEDフィールドがなかったが、追加し「改訂版」に修正した。
  → その書誌に所蔵をリンクしている館は、「初版」ではなく「改訂版」を所
蔵していることになってしまう。

 このようなことを防ぐため、書誌、典拠がまったく別のものになってしまうおそ
れがあるようなフィールドの修正・追加は、レコード作成館に確認する等、相応の
裏付けがない限り⾏わないでください。

 以下に挙げる修正は、疑義のあるレコードを発⾒した館がレコード作成館(所蔵レ
コードIDが最も⼩さい参加館)に連絡し、作成館が修正作業を⾏うことを原則とし
ます。

TR、ED、PUB、PTBLの修正・追加(ただし、区切り記号の誤り、ヨミ・ 分か
ち書き、誤字・脱字の修正等、書誌の同定に差し障りのない修正を除く)
書誌レコード作成単位に関わる修正、親書誌・⼦書誌作成(書誌階層の変更)

 修正により必要となる所蔵館への連絡は、作成館が⾏ってください。なお、所蔵
館が多く連絡不可能の場合は、「⽬録情報に関する質問書」にレコードのハードコ
ピーを添えて修正内容をセンターへ報告すれば、ニュースレター誌上で連絡しま
す。また、当事者間で調整困難な場合、「⽬録情報に関する質問書」、レコードの
ハードコピー、情報源のコピー及び修正案をセンター宛に送付して下さい。センタ
ーで処理します。



オンライン・システム・ニュースレター No.27 (1991.01.21)

重複書誌報告の⼀部簡素化

 これまで、重複書誌を発⾒した場合、「⽬録情報に関する質問書/ 回答書」に記⼊の上
重複と思われるレコードの画⾯コピーとその情報源のコピーを添えて報告することになっ
ていました。今後は、資料種別(GMD)、標題・責任表⽰(TR)、版表⽰(ED)、出版事項
(PUB)、形態に関する事項(PHYS)等が全く同じで、明らかに重複と思われる書誌レコー
ドに限り、「重複書誌調整依頼状」(次ページ)のみで報告できます。
 書誌単位のとり⽅が異なる場合の調整依頼や、単純に重複と断定できないケースについ
ては、これまでどおり、「⽬録情報に関する質問書/ 回答書」に記⼊の上レコードの画⾯
コピーと情報源のコピーを添えて報告してください。

重複書誌・典拠レコード報告書 

送付先︓学術情報センター事業部 ⽬録情報課 (FAX 03-942-9398)

　┌───────┬──────────────┬────────────────────┐ 
　│レコード種別　│和洋図書　著者名　統一書名　│センター管理番号　　　　　　　　　　　　│ 
　├───────┼──────────────┼────────────────────┤ 
　│担当者名　　　│　　　　　　　　　　　　　　│センター受付日　　　　　　年　　月　　日│ 
　├───────┼──────────────┼────────────────────┤ 
　│電話番号　　　│　　　　　　　　　　　　　　│参加組織発行日　　　　　　年　　月　　日│ 
　│　　　　　　　│　　　　　　　(内線　　　　)├────────────────────┤ 
　├───────┼──────────────┤参加組織名称　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│FAX 番号　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└───────┴──────────────┴────────────────────┘ 
　　　 
　　┌─────────────┬─────────────┬──────────────┐ 
　　│標　題　/　責　任　表　示 │　　採用したレコードのID　│　重複と思われるレコードのID│ 
┌─┼─────────────┬─────────────┼──────────────┤ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│1 │　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
├─┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│2 │　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
├─┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│3 │　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
├─┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│4 │　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
├─┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│5 │　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 



│　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│ 
├─┼─────────────┴─────────────┴──────────────┤ 
│備│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│考│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└─┼─────────┬─────────────┬─────┬────────────┤ 
　　│センター処理月日　│　　　年　　　月　　　日　│　担当者　│　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────┴─────────────┴─────┴────────────┘ 
　　　利用者は太枠内のみ記入のこと。用紙が不足する場合は複写して使用のこと。 
 



オンライン・システム・ニュースレター No.27 (1991.01.21)

⽬録システムに関する最近の質問書から

1) ISBNについて

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　書誌レコードのISBNと、手元の目録対象資料に表示されているISBNが異なってい　┃ 
┃る。この場合、書誌レコードのISBNを削除し、手元の資料のISBNを入力してもよい　┃ 
┃か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 ISBNは通常、版ごと、または装丁等が異なるごとに付与されます。しかし、時に
は刷の相違のみで別のISBNが付与されている場合もあります。したがって、⼿元の
⽬録対象資料のみからでは、その書誌レコードに記録されているISBNが正しいか否
かは判断できません。⼿元の資料と同⼀版次で刷次の違うもののISBNが書誌レコー
ドに記録されている可能性もあるので、書誌レコードのISBNを削除することは問題
があります。
 書誌レコードに既に記録されているISBNが誤りであるかはっきりしないときは、
そのISBNも書誌レコード上に残しておき、そのISBNからも検索できるようにして
おきます。この場合、1つのVOLフィールドに対応する2つ以上のISBNを記録する
ことになるので、XISBNフィールド(1つのVOLフィールドに対し、7回まで繰り返
し可能)を使って下さい。ISBNフィールドには最新のISBNを⼊⼒するようにしま
す。

(例) ⼿元の⽬録対象資料のISBN: X-XXXX-XXXX-X (最新の刷の表⽰)

     VOL:   ISBN: Y-YYYY-YYYY-Y PRICE: 
                ↓(XISBNフィールドを追加して)
     VOL:   ISBN: X-XXXX-XXXX-X PRICE:  XISBN: Y-YYYY-
YYYY-Y

2) 中国名、韓国・朝鮮名の著者名典拠の標⽬形

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　中国の団体名を著者名典拠で検索したところ、漢字形のHDNGの典拠レコードとロー┃ 
┃マ字による翻字形のHDNGの典拠レコードがヒットした。この2つの典拠レコードは重 ┃ 
┃複になるのか。重複レコードだとしたら、どちらが正しいHDNGなのか。　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 現在のところ⽬録システムでは、簡化⽂字、ハングル⽂字を⽤意していないた
め、中国語資料、韓国・朝鮮語資料を書誌ファイルに登録する場合、暫定的に次の
3つのうちいずれかの⽅法を各参加組織が選択することになっています。(「⽬録情
報の基準」9p)

  ア 和図書ファイルへの登録 : 記述は漢字形、あるいは⽇本語への翻訳形で⾏う
  イ 洋図書ファイルへの登録1: 記述は漢字形で⾏う



  ウ 洋図書ファイルへの登録2: 記述は標準的な翻字法に従った翻字形で⾏う

 ⼀⽅、著者名典拠については、書誌とは別の規定が「⽬録情報の基準」58p以下
で定められています。「基準」の規定を表にまとめると次のようになります。

1) 著者標⽬-個⼈名

┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓ 
┃著者が各著作で使│適用する目録規則│　　　表　　　　記　　　│　ヨ　ミ　┃ 
┃用する主な言語 *│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　┃ 
┠────────┼────────┼────────────┼─────┨ 
┃　　日本語　　　│　　　　　　　　│　資料に顕著に表示され　│　あり　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│　ている文字　　　　　　│　　　　　┃ 
┠────────┤　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　├─────┨ 
┃　　中国語　　　│　　NCR'87　　　│┌簡化字は文字セット中┐│母国語ヨミ┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│└の漢字に置き換える　┘│のカナ表記┃ 
┠────────┤　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│または　　┃ 
┃　韓国・朝鮮語　│　　　　　　　　│┌ハングルは文字セット┐│日本語ヨミ┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│└中の漢字に置き換える┘│のカナ表記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　 ** │　　　 ***┃ 
┠────────┼────────┼────────────┼─────┨ 
┃上記以外の外国語│　　AACR2　　　 │　　　　ローマ字　　　　│　なし　　┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛ 
　　 
　注* 各著作の原版で用いている主な言語による 
　　主な言語が判明しないときは、初出の著作の言語による 
　**　全体が置き換え不可能なときは、AACR2を適用する(ローマ字形) 
　*** 母国語ヨミがよく知られており、参考資料でそのカナ表記が確立しているとき 
　 は、母国語ヨミを採用する 

2) 著者標⽬-団体名

 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓ 
 ┃団体の公用語 *　│適用する目録規則│　　　表　　　　記　　　│　ヨ　ミ　┃ 
 ┠────────┼────────┼────────────┼─────┨ 
 ┃　　日本語 **　 │　　　　　　　　│　資料に顕著に表示され　│　　　　　┃ 
 ┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│　ている文字　　　　　　│　　　　　┃ 
 ┠────────┤　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　┃ 
 ┃　　中国語　　　│　　NCR'87　　　│┌簡化字は文字セット中┐│　　　　　┃ 
 ┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│└の漢字に置き換える　┘│　あり　　┃ 
 ┠────────┤　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　┃ 
 ┃　韓国・朝鮮語　│　　　　　　　　│┌ハングルは文字セット┐│　　　　　┃ 
 ┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│└中の漢字に置き換える┘│　　　　　┃ 
 ┃　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　*** │　　　　　┃ 
 ┠────────┼────────┼────────────┼─────┨ 
 ┃上記以外の外国語│　　AACR2　　　 │　　　　ローマ字　　　　│　なし　　┃ 
 ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛ 
　　 
　注* 単一の公用語が判明しないときは、主たる言語と判断できるものを、不明のと 
　　きは、初出の著作の言語による 
　**　複数の公用語があり、その中の1つが日本語のときも、NCRを適用する 
　*** 全体が置き換え不可能なときは、AACR2を適用する(ローマ字形) 

 中国の団体名の場合も「基準」に従って、適⽤する⽬録規則と表記に⽤いる⽂字
を決定することになります。その団体の公⽤語が中国語ならば、HDNGはNCRの規
定に従い、またその表記は漢字等にするのが正しく、翻字形のHDNGは誤りという
ことになります。なお、流⽤⼊⼒時の不注意により、漢字形と翻字形の2つの典拠
レコードが重複して作成されているケースが⽬⽴ちます。洋図書ファイルにおいて
参照レコードを利⽤し流⽤⼊⼒するとき、本来ならば漢字形で作成すべきALフィー
ルド・著者名典拠を、翻字形で作成しないように注意してください。



オンライン・システム・ニュースレター No.27 (1991.01.21)

和雑誌所蔵データの修正にはご注意を

 学術雑誌総合⽬録和⽂編全国調査において提出していだいた所蔵更新リストなら
びに所蔵追加⽤データシート(⽩⾊)については、現在、外注パンチによるロード作
業にとりかかっております。
 ニュースレターNo24においても触れていますが、このロード作業が終了するま
で、所蔵更新リストおよび所蔵追加⽤データシートで報告を⾏った所蔵レコードに
ついては絶対に修正・削除を⾏わないでください。かりに修正を⾏っても、その後
ロード作業で取り込まれたデータで上書きされてしまうためにオンライン修正は帳
消しになってしまい、NC⽬録システムとローカル側データベースとの整合性が損な
われる危険があります。また、オンラインにより所蔵レコードを削除してしまった
場合には、所蔵更新リストおよび所蔵追加⽤データシートに記載された所蔵データ
をロードしようとするとエラーになってしまい、ロード作業に⽀障をきたすことが
あります。所蔵更新リストおよび所蔵追加⽤データシートのロード作業が完了し、
オンラインによる修正が可能な状態になりましたら、ニュースレターにおいて報告
する予定です。

 なお、MTで提出された所蔵レコードについては、ニュースレターNo25において
お伝えしましたとおり、ロード作業が完了しましたのでオンラインによる修正が可
能です。また、所蔵更新リストおよびデータシート類を⽤いての報告を⾏わなかっ
たもの、オンラインのみで登録・修正を⾏ったものについても所蔵レコードの登
録・修正が可能です。
 和雑誌書誌レコードの重複については、オンライン・システムニュースレター
No24にもありますとおり、確認調査が完了するまでの当分の間、「削除予定レコ
ード」処理をせずに、「⽬録情報に関する質問書」と画⾯のハードコピーに初号(あ
るいは所蔵最古号) の情報源コピーを添えて、センターまでお送りくださいますよ
うお願いいたします。

 新規に作成した書誌レコードが重複書誌であることが作成直後に判明した場合に
限り、「削除予定レコード」処理が事実上可能です。ただし、予備版にすでに書誌
IDが掲載されている書誌については、現在ロード中の所蔵更新リストおよび所蔵追
加⽤データシートで所蔵レコードが今後リンクされる可能性がありますので、絶対
に「削除予定レコード」処理を⾏わずに、報告を⾏ってください。また、他館の所
蔵レコードがすでにリンクされているものや、変遷関係のリンクが成⽴しているも
のについても「削除予定レコード」処理は⾏わずに報告をお願いいたします。
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平成2年度⽬録システムの機能向上予定項⽬

 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. 画⾯表⽰項⽬の追加

書誌・著者名典拠・統⼀書名典拠の詳細表⽰画⾯に、レコード作成⽇
付・レコード更新⽇付を、それぞれ`CRTDT:'、`RNWDT:'という項⽬
⾒出しを付けて表⽰します。
図書所蔵簡略表⽰画⾯で、参加組織名略称、配置コードの後にワン・ス
ペースを置いて、図書所蔵IDを`< >'で囲んで表⽰します。

2. 図書所蔵簡略表⽰画⾯での、出版者表⽰の追加

 親書誌等の書誌同定を容易にするため、現在の書誌簡略表⽰に出版者名を付
け加えます。出版者名の表⽰は15バイト表⽰し、これを越える部分はスリ
ー・ドット(...)で表します。

3. OTHNフィールドの検索キー正規化仕様の変更

 現⾏では、OTHNフィールドに`( '、` )'が存在するような場合、Search コ
マンドによる検索ができないので、これをトルツメ処理するよう仕様変更しま
す。その結果、次の7種類がOTHNフィールドの検索キーのトルツメ処理の対
象となります。

　┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ 
　┃現行でのトルツメ対象文字　┃　　 -　　　┃ハイフン　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　　　　　　　　　　　┃　　 /　　　┃スラッシュ　　　　　　　　┃ 
　┃　　　　　　　　　　　　　┃　　△　　　┃スぺース　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　　　　　　　　　　　┃　(STRN)　　┃　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　　　　　　　　　　　┃　(XSTRN)　 ┃　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃追加予定のトルツメ対象文字┃　　 (　　　┃始め丸括弧　　　　　　　　┃ 
　┃　　　　　　　　　　　　　┃　　　)　　 ┃終わり丸括弧　　　　　　　┃ 
　┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛ 

4. LC/MARC(Music、Map、Visual material)の新規導⼊

 洋図書⽬録データベースの参照ファイルとしてLC/MARC(Music、Maps、
Visual materials )の3つのMARCを1つの参照ファイルに収めて提供します。

5. 統⼀書名典拠参照ファイルの拡充・整備

 オンライン・システムニュースレターのNo.25 でお知らせしましたよう
に、⾳楽作品名についても、統⼀書名標⽬、統⼀書名典拠レコードを作成し、



リンク形成を⾏えることになりました。これに伴い、参照ファイルからの流⽤
⼊⼒に対応できるようにするため、統⼀書名典拠参照ファイルを拡充・整備し
ます。

6. ファイルの⾃動検索機能の変更

 前述4の新規参照ファイルの追加に伴って、洋図書検索における検索対象フ
ァイル間の優先順位を、NC→LC(Books)→GPO→LC(Music、Maps、Visual
materials)→ UKの順とします。

7. 雑誌業務におけるLookup Bibliographyの機能強化

 雑誌業務においてLookup Bibliographyコマンドは、選択した業務の書誌フ
ァイル内しか検索できませんでしたが、和・洋両雑誌ファイルを⼀挙に検索で
きるように機能強化します。

 運⽤実施⽇は12⽉21⽇を予定していますが、正式な実施⽇については改めてニュ
ース画⾯でお知らせします。
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所蔵レコード件数400万件突破

 NACSIS-CATの図書の所蔵レコード件数が、11⽉5⽇(⽉)に400万件に達しまし
た。400万件⽬及びその前後の⼊⼒館は下表の通りです。
 登録開始(昭和61年7⽉)から5年5ヶ⽉を要しましたが、300万件⽬(平成2年5⽉23
⽇)からは、5ヶ⽉強で400万件に⾄っています。このペースが維持されますと、来年
3⽉末には500万件に達する⾒込みです。

┏━━━━━┳━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃カウント　┃入力時間┃　所蔵ID　　┃　書誌ID　┃参加組織┃　　　入力館　　　　　　　┃ 
┣━━━━━╋━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　　・　　┃　　　　┃　　　　　　┃　　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　・　　┃　　　　┃　　　　　　┃　　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃3,999,990 ┃13:25:47┃CC0022425372┃BA01036743┃FA001313┃帯広畜産大学附属図書館　　┃ 
┃3,999,990 ┃13:25:47┃CD0031490002┃BN05430782┃FA005358┃上智大学図書館　　　　　　┃ 
┃3,999,992 ┃13:25:48┃CD0031490239┃BN04659948┃FA007739┃立命館大学図書館　　　　　┃ 
┃3,999,992 ┃13:25:48┃CC0022425281┃BA10637336┃FA003476┃九州芸術工科大学附属図書館┃ 
┃3,999,994 ┃13:25:49┃CC0022425452┃BA00585972┃FA007739┃立命館大学図書館　　　　　┃ 
┃3,999,995 ┃13:25:50┃CD0031490104┃BN01423548┃FA001368┃岩手大学附属図書館　　　　┃ 
┃3,999,996 ┃13:26:01┃CD0031490148┃BN04811102┃FA001379┃東北大学附属図書館　　　　┃ 
┃3,999,997 ┃13:26:05┃CC002242526X┃BA11013722┃FA005358┃上智大学図書館　　　　　　┃ 
┃3,999,998 ┃13:26:08┃CC0022425474┃BA11013868┃FA003090┃奈良女子大学附属図書館　　┃ 
┃3,999,999 ┃13:26:12┃CC0022425496┃BA11013846┃FA011758┃東京大学文学部図書室　　　┃ 
┃4,000,000 ┃13:26:14┃CD0031489466┃BN05378639┃FA002837┃京都工芸繊維大学附属図書館┃ 
┃4,000,000 ┃13:26:14┃CD003149024X┃BN02674248┃FA003498┃佐賀大学附属図書館　　　　┃ 
┃4,000,002 ┃13:26:17┃CC0022424937┃BA10274491┃FA005471┃成蹊大学図書館　　　　　　┃ 
┃4,000,003 ┃13:26:18┃CD0031490181┃BN04402191┃FA002098┃新潟大学附属図書館旭町分館┃ 
┃4,000,004 ┃13:26:24┃CD0031490294┃BN03906032┃FA008913┃福岡大学図書館　　　　　　┃ 
┃4,000,004 ┃13:26:24┃CD0031490319┃BN0543083X┃FA007739┃立命館大学図書館　　　　　┃ 
┃4,000,006 ┃13:26:27┃CD0031490261┃BN05003500┃FA003476┃九州芸術工科大学附属図書館┃ 
┃4,000,007 ┃13:26:33┃CC0022425463┃BA06351726┃FA007739┃立命館大学図書館　　　　　┃ 
┃4,000,008 ┃13:26:34┃CD003149016X┃BN03379582┃FA003625┃宮崎大学附属図書館　　　　┃ 
┃4,000,009 ┃13:26:40┃CC0022425521┃BA10610737┃FA006714┃明治学院大学図書館　　　　┃ 
┃4,000,010 ┃13:26:42┃CD0031490206┃BN02759974┃FA003341┃鳴門教育大学附属図書館　　┃ 
┃ 　 ・　　┃　　　　┃　　　　　　┃　　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ 　 ・　　┃　　　　┃　　　　　　┃　　　　　┃　　　　┃　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━┻━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛ 
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総合⽬録委員会・⼩委員会での審議事項

 今年度、これまでに開催された標記委員会は次のとおりです。

総合⽬録委員会(第1回) :平成2年7⽉10⽇(⽊)
総合⽬録⼩委員会(第1回):平成2年10⽉11⽇(⽊)

 総合⽬録委員会においては、 1.ILLシステム開発原案が承認され、また、2.総合
⽬録⼩委員会を設置し、「⽬録情報の基準」の適⽤上の諸問題、及びILLシステム
の開発に係る諸問題の審議を付託することが承認されました。
 ⼀⽅、総合⽬録⼩委員会においては主としてILLシステム開発関連事項が審議さ
れ、オンライン⽬録システム関連の事項は次回持ち越しとなりましたが、以下のよ
うな事項が検討される予定になっています。

1) ⽬録情報の基準」の懸案事項
ア PTBLフィールドの「固有の標題でないものの記述」
イ 外字の取り扱い
ウ ⾮図書資料の取り扱い 等 

2) コーディングマニュアルの懸案事項
ア AACR2各条項の採否
イ 複合媒体資料
ウ 本体に対する付随資料等のレコード作成単位
エ レコード修正の指針
オ VOLの繰り返し回数が30回を越えるレコードの分割の指針 等 

3) 雑誌の懸案事項
ア 和・洋区分について
イ 巻号表⽰の取り扱いについて
ウ 出版国コード
エ その他の標題の種類コードについて
オ 出版年の扱いについて 等

 なお、決定事項については別途改めてお知らせします。
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年末年始のサービス休⽌の案内

 年末年始のサービスは、下記のとおりです。

    年末・・・・平成2年12⽉27⽇(⽊)まで
    年始・・・・平成3年 1⽉ 5⽇(⼟)から

 なお、学術情報ネットワークを介してサービスを利⽤している接続館では、12⽉
25⽇(⽕)から12⽉27⽇(⽊)の間は、ネットワークの拡充整備のため⽬録所在情報サ
ービスの利⽤が出来ませんので、ご了承ください。ただし、学術情報ネットワーク
を介さずに、DDX-Pによって利⽤している接続館は通常通りとなります。詳しくは
「学術情報センターニュース」No.13, P.16,(1990.10) をご覧ください。

　┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ 
　┃　　　年月日　　　　┃学術情報ネットワーク　│　　　DDX-P経由　　　 ┃ 
　┃　　　　　　　　　　┃　　経由　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃ 
　┣━━━┯━━━━┯━╋━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┫ 
　┃1990年│12月21日│金┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　通常通り　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　22　│土┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─╂───────────────────────┨ 
　┃　　　│　　23　│日┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　休　　日　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　24　│月┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─╂───────────┬───────────┨ 
　┃　　　│　　25　│火┃　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨学術情報ネットワーク　│　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　26　│水┃運用停止に伴うサービ　│　　　通常通り　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨ス休止期間　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　27　│木┃　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─╂───────────┴───────────┨ 
　┃　　　│　　28　│金┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　29　│土┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　30　│日┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　31　│月┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┣━━━┿━━━━┿━┫　　　　　年末年始サービス休止期間　　　　　　┃ 
　┃1991年│　1月1日│火┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　 2　│水┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　 3　│木┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─┨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　│　　 4　│金┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　　　├────┼─╂───────────────────────┨ 
　┃　　　│　　 5　│土┃　　　　　　　　　通常通り　　　　　　　　　　┃ 
　┗━━━┷━━━━┷━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 



オンライン・システム・ニュースレター No.27 (1991.01.21)

データベースの品質管理状況

 平成2年7⽉10⽇から平成2年10⽉25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166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所蔵レコードを⽣き残り
側に付替え、削除側の書誌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10⽉25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　┃　 441　　┃　 246　　┃　　　　　　　 790　　　　　　　┃ 
　┠──────╂─────╂─────╂────────────────┨ 
　┃洋　図　書　┃ 　130　　┃　　74　　┃　　　 　　　　396　　　　　　　┃ 
　┠──────╂─────╂─────╂────────────────┨ 
　┃著者名典拠　┃　　58　　┃　 　0　　┃　　　 　　　　189　　　　　　　┃ 
　┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　合　　計　┃ 　629　　┃ 　320　　┃　　 　　　　1,375　　　　　　　┃ 
　┗━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 



オンライン・システム・ニュースレター No.27 (1991.01.21)

データベース登録状況

　　総合目録データベース　　　　　　　　　　　　　　　　平成2年11月8日現在 
　┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃　　　　　　件　　　　数　　　　　　　　┃ 
　┣━━━━┳━━━┳━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　　　　440,008　　　　　　　　 ┃ 
　┃　　　　┃　和　┠─────╂────────────────────┨ 
　┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　2,244,656　　　　　　　　 ┃ 
　┃　図書　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　　　　948,648　　　 　　　　　┃ 
　┃　　　　┃　洋　┠─────╂────────────────────┨ 
　┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　1,783,971　　　 　　　　　┃ 
　┣━━━━╋━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　 　　　　　58,041　　　 　　　　　┃ 
　┃　　　　┃　和　┠─────╂────────────────────┨ 
　┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　1,165,461　　　 　　　　　┃ 
　┃　雑誌　┣━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　┃　　　┃　書　誌　┃　　　　　　　　107,646　　　 　　　　　┃ 
　┃　　　　┃　洋　┠─────╂────────────────────┨ 
　┃　　　　┃　　　┃　所　蔵　┃　　　　　　　　876,544　　　 　　　　　┃ 
　┣━━━━┻━━━┻━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　著　者　名　典　拠　　　　┃　　　　　　　　413,237　　　　　　　　 ┃ 
　┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　統　一　書　名　典　拠　　┃　　　　　　　　　　871　　　　　　　　 ┃ 
　┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　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11月8日現在 
　┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　┃デ　ー　タ　ベ　ー　ス　名　┃　件　数　┃　　収　　録　　内　　容　　┃ 
　┣━━━━━┳━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　　┃　図　　　書　　┃ 3,468,749┃1968年 1月～最新分　　　　　┃ 
　┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　　┃　雑　　　誌　　┃　 473,750┃1973年～最新分　　　　　　　┃ 
　┃参照LC　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　　┃　著者名典拠　　┃ 2,233,563┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
　┃　　　　　┣━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　　┃　統一書名典拠　┃　　12,469┃1977年～最新分　　　　　　　┃ 
　┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃　　　　　┃　図　　　書　　┃　 978,224┃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　　┃ 1,141,200┃1950年～最新分　　　　　　　┃ 
　┣━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ 
　┃参照TRC　 ┃　図　　　書　　┃　 217,074┃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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