
オンライン・システム・ニュースレター No.33 (1992.03.24)

平成3年度⽬録システム仕様変更項⽬

 オンライン⽬録システムについて、以下の事項を3⽉27⽇より変更します。

1. NC遡及ファイル(洋図書)の⾃動検索順序の変更

 オンライン・システムニュースレター No.30でお知らせしました標記変更を、3
⽉27⽇より実施します。

2. 画⾯表⽰項⽬の変更

図書・雑誌所蔵詳細表⽰画⾯に、レコード作成⽇付・レコード修正⽇付を、そ
れぞれ'CRTDT:'、'RNWDT:'という項⽬⾒出しを付けて表⽰します。
ILLシステム運⽤開始にともない、図書・雑誌所蔵検索・簡略表⽰画⾯より
AREA、ATTRの項⽬を削除します。



オンライン・システム・ニュースレター No.33 (1992.03.24)

ILLシステムの参加館について

 3⽉24⽇時点で、ILLシステムが利⽤できる利⽤番号を取得している機関は以下の
通りです。利⽤番号を保有することでILLシステムの参加館となりますが、実際の
業務において受付可否を決定するのは、サービスステータスというコードです。こ
のサービスステータスは、各参加館で臨時休館あるいはシステム更新等の理由によ
り⼀時的に受付業務を休⽌する場合のために準備している項⽬で、各参加館側で端
末から更新できるものですが、ILLシステムの開始当初においては、業務体制やハ
ードウエアの事情のため、当⾯の受付が不可能な場合にも使⽤できます。

　 1. 北海道大学　　　　 28. 東京工業大学　　　　55. 滋賀医科大学 
　 2. 北海道教育大学　　 29. 東京商船大学　　　　56. 京都大学 
　 3. 室蘭工業大学　　　 30. 東京水産大学　　　　57. 京都教育大学 
　 4. 小樽商科大学　　　 31. お茶の水女子大学　　58. 京都工芸繊維大学 
　 5. 帯広畜産大学　　　 32. 電気通信大学　　　　59. 大阪大学 
　 6. 旭川医科大学　　　 33. 一橋大学　　　　　　60. 大阪外国語大学 
　 7. 北見工業大学　　　 34. 横浜国立大学　　　　61. 大阪教育大学 
　 8. 弘前大学　　　　　 35. 新潟大学　　　　　　62. 兵庫教育大学 
　 9. 岩手大学　　　　　 36. 長岡技術科学大学　　63. 神戸大学 
　10. 東北大学　　　　　 37. 上越教育大学　　　　64. 神戸商船大学 
　11. 宮城教育大学　　　 38. 富山大学　　　　　　65. 奈良教育大学 
　12. 秋田大学　　　　　 39. 富山医科薬科大学　　66. 奈良女子大学 
　13. 山形大学　　　　　 40. 金沢大学　　　　　　67. 和歌山大学 
　14. 福島大学　　　　　 41. 福井大学　　　　　　68. 鳥取大学 
　15. 茨城大学　　　　　 42. 福井医科大学　　　　69. 島根大学 
　16. 筑波大学　　　　　 43. 山梨大学　　　　　　70. 島根医科大学 
　17. 図書館情報大学　　 44. 山梨医科大学　　　　71. 岡山大学 
　18. 宇都宮大学　　　　 45. 信州大学　　　　 　 72. 広島大学 
　19. 群馬大学　　　　　 46. 岐阜大学　　　　　　73. 山口大学 
　20. 埼玉大学　　　　　 47. 静岡大学　　　　　　74. 徳島大学 
　21. 千葉大学　　　　　 48. 浜松医科大学　　　　75. 鳴門教育大学 
　22. 東京大学　　　　　 59. 名古屋大学　　　　　76. 香川大学 
　23. 東京医科歯科大学　 50. 愛知教育大学　　　　77. 香川医科大学 
　24. 東京外国語大学　　 51. 名古屋工業大学　　　78. 愛媛大学 
　25. 東京学芸大学　　　 52. 豊橋技術科学大学　　79. 高知大学 
　26. 東京農工大学　　 　53. 三重大学　　　　　　80. 高知医科大学 
　27. 東京芸術大学　　 　54. 滋賀大学　　　　　　81. 福岡教育大学 
　　 
　　 
　　 
　82. 九州大学　　　　　114. 青山学院大学　　　　146. 大阪工業大学 
　83. 九州芸術工科大学　115. 慶応義塾大学　　　　147. 大谷女子大学 
　84. 九州工業大学　　　116. 駒澤大学　　　　　　148. 関西大学 
　85. 佐賀大学　　　　　117. 上智大学　　　　　　149. 近畿大学 
　86. 佐賀医科大学　　　118. 成蹊大学　　　　　　150. 摂南大学 
　87. 長崎大学　　　　　119. 大東文化大学　　　　151. 梅花女子大学 
　88. 熊本大学　　　　　120. 玉川大学　　　　　　152. 桃山学院大学 
　89. 大分大学　　　　　121. 東海大学　　　　　　153. 関西学院大学 
　90. 大分医科大学　　　122. 東京慈恵会医科大学　154. 姫路獨協大学 
　91. 宮崎大学　　　　　123. 東京電機大学　　　　155. 武庫川女子大学 
　92. 宮崎医科大学　　　124. 東京農業大学　　　　156. 奈良大学 
　93. 鹿児島大学　　　　125. 東洋大学　　　　　　157. 岡山理科大学 
　94. 鹿屋体育大学　　　126. 日本大学　　　　　　158. 広島工業大学 
　95. 琉球大学　　　　　127. 法政大学　　　　　　159. 徳山大学 
　96. 東京都立大学　　　128. 武蔵大学　　　　　　160. 四国女子大学 
　97. 名古屋市立大学　　129. 明治大学　　　　　　161. 九州産業大学 
　98. 大阪女子大学　　　130. 明治学院大学　　　　162. 西南学院大学 
　99. 大阪府立大学　　　131. 神奈川工科大学　　　163. 福岡大学 
 100. 奈良県立医科大学　132. 鶴見大学　　　　　　164. 福岡工業大学 
 101. 北九州大学　　　　133. 高岡法科大学　　　　165. 九州東海大学 
 102. 旭川大学　　　　　134. 静岡理工科大学　　　166. 熊本商科大学 
 103. 札幌大学　　　　　135. 愛知医科大学　　　　167. 放送大学 



 104. 北星学園大学　　　136. 愛知淑徳大学　　　　168. 高エネルギ-物理学 
 105. 酪農学園大学　　　137. 中部大学　　　　　　　　研究所 
 106. 岩手医科大学　　　138. 名古屋商科大学　　　169. 国立歴史民俗博物館 
 107. 石巻専修大学　　　139. 南山大学　　　　　　170. 放送教育開発センター 
 108. 常磐大学　　　　　140. 京都産業大学　　　　171. 国立婦人教育会館 
 109. 獨協大学　　　　　141. 京都精華大学　　　　172. 国立天文台 
 110. 中央学院大学　　　142. 光華女子大学　　　　173. 国際日本文化 
 111. 帝京技術科学大学　143. 同志社大学　　　　　　　研究センター 
 112. 東京情報大学　　　144. 同志社女子大学　　　174. 核融合科学研究所 
 113. 和洋女子大学　　　145. 立命館大学 
 ─────────────────────────────────── 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立大学　　　　　　95(大学) 
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　公立大学　　　　　 　6(大学) 
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　私立大学　　　　　　65(大学) 
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　大学共同利用機関等　 8(機関) 
　　　　　　　　　　　　　　　　──────────────────── 
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　計　　　　　　　 174(機関) 



オンライン・システム・ニュースレター No.33 (1992.03.24)

ILLシステム運⽤に伴うCHGMODEコマンドの仕様変更

 ILLシステムの運⽤に伴い、現在、管理⽤利⽤番号で利⽤できるCHGMODEコマ
ンド(「⽬録所在情報サービス利⽤の⼿引」 P.66参照)に、ILLとCATのシステムの
切り換えができる機能を追加しました。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　 　　　　　　┌　 ┐　　 　　　　┌　　　 ┐　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　 　　　　　　│CAT│　　 　　　　│EDUCATE│　　　　　　　┃ 
┃CHGMODE△利用番号,　SERVICE( ┤　 ├ ) , MODE　( ┤　　　 ├ )　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　 　　　　　　│ILL│　　 　　　　│REAL　 │　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　 　　　　　　└　 ┘　　 　　　　└　　　 ┘　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　*　利用番号はILLシステムが利用できる利用番号を指定する。 
　　　　ILLシステムを利用できない利用番号についてSERVICE で「ILL」 
　　　　を指定しても、CHGMODEコマンドは正常に作動するが、実際に 
　　　　ILLシステムの初期メニューで業務選択する段でエラーとなる。 
　　 
　 　**　MODEのオペランド 
　　　　　EDUCATE:　教育モード、教育システム 
　　　　　　 REAL:　業務モード、業務システム 
　　 
　　***　CHGMODEのみでオペランドがない場合 
　　　　利用番号、SERVICE 、MODEを問い合わせ方式で入力できる。 
 



オンライン・システム・ニュースレター No.33 (1992.03.24)

学術雑誌総合⽬録欧⽂編新版の全国調査の概要について

 学術雑誌総合⽬録和⽂編(1991年版)の刊⾏に引き続き、平成4年度より欧⽂編新
版の改訂作業を開始します。全国調査は平成4年11⽉1⽇を調査期⽇とし、調査期間
は5ヵ⽉の予定です。
 今回の調査から従来のオンライン⼊⼒、データシートによる報告に加え、学総⽬
CD-ROMを利⽤してデータをフロッピィディスクで報告できるシステムを導⼊する
予定です。
 全国調査の概要は以下のとおりです。ご協⼒よろしくお願いします。

1. 調査範囲
国内の⼤学・研究機関等で所蔵され、研究資料として扱われる欧⽂逐次刊⾏物

2. 収録予定誌数
約130,000タイトル

3. 調査時点
平成4年11⽉1⽇現在

4. 調査予定機関
国公私⽴⼤学図書館、⼤学共同利⽤機関、各省庁附属研究図書館、都道府県⽴
図 書館、⽬録所在情報サービス参加館等

5. ⽇程 (予定)
調査資料(予備版・所蔵更新リスト・データシート・記⼊要項)の送付
        ・・・・・平成4年10⽉
調査開始    ・・・・・平成4年11⽉1⽇
記⼊要項説明会 ・・・・・〜平成4年11⽉中旬
全国調査締切り ・・・・・平成5年3⽉31⽇
データ編集   ・・・・・平成5年4⽉〜6年12⽉
確認調査    ・・・・・平成6年5⽉〜6⽉
冊⼦体刊⾏   ・・・・・平成7年3⽉



オンライン・システム・ニュースレター No.33 (1992.03.24)

平成3年度 第3回総合⽬録委員会の審議内容

⽇ 時:  平成4年3⽉17⽇(⽔)14:00〜16:00

1. ⽬録所在情報サービスの来年度の研修計画について

 来年度の研修計画について審議し、了承された。
 主な変更、追加内容は次のとおりである。

 ⽬録講習会の講習期間を4⽇から5⽇に延⻑し、雑誌の部分を充実させる。
 ILLシステムの講習会(2⽇コース)を年5回程度開催する。
 短期⼤学、⾼等専⾨学校等の図書館、図書室等の未接続館を対象に、⽉1回
程度説明会(半⽇コース)を開催する。

2. ⽬録所在情報サービスのサービス時間帯の変更について

 サービス時間帯について審議し、了承された。
 変更内容については、NO.32 で既報のとおりである。

3. ⽬録システムにおける参加組織コード等の表⽰について

 書誌調整等を円滑に⾏うため、参加組織コード(FA番号)を表⽰する等のオンライ
ン⽬録システムの変更について審議し、了承された。
 変更内容は次のとおりである(変更時期は、後⽇お知らせする)。

 図書書誌詳細表⽰で、作成機関の参加組織コード、最新修正機関の参加組織
コードを新たに表⽰する。
 図書・雑誌所蔵詳細表⽰で、作成⽇付、最新修正⽇付を新たに表⽰する。

4. 学術雑誌総合⽬録欧⽂編新版の編集概要について

 新版の調査計画について審議し、了承された。
 調査計画内容については、別稿のとおりである。

5. 「⽬録情報の基準」の整備について

 以下の事項について審議し、了承された。審議内容については、いずれも、次号
以降に詳細を掲載する予定である。

 1) 図書の懸案事項について
  ア 資料の特性に関する事項の⼊⼒レベル
  イ ⼿稿における書写年の記録について



 2) 雑誌の懸案事項について
   AACR2 1988 revision (英⽶⽬録規則第2版1988年修正版)及びLCRI(⽶国議
会
   図書館適⽤解釈)における誌名変更にかかわる条項の採否



オンライン・システム・ニュースレター No.33 (1992.03.24)

平成3年度第5回総合⽬録⼩委員会議の審議内容

 ⽇ 時:  平成4年3⽉9⽇(⽉) 14:00〜17:30

1. ⽬録システムにおける参加組織コード等の表⽰について

 書誌調整等を円滑に⾏うため、参加組織コード(FA番号)を表⽰する等のオンライ
ン⽬録システムを変更することになった(実施時期は、後⽇お知らせする)。
 変更内容は次のとおりである。

図書書誌詳細表⽰で、作成機関の参加組織コード、最新修正機関の参加組織コ
ードを新たに表⽰する。
図書・雑誌所蔵詳細表⽰で、作成⽇付、最新修正⽇付を新たに表⽰する。

2. AV-MARCの導⼊について

 クラシックCDに関する市販のAV-MARCの今年度の導⼊は⾒合せ、今後の扱いに
ついては再検討することになった。

3. 「⽬録情報の基準」の整備について

 以下の事項について審議し、了承された。詳細については、次号以降に掲載の予
定である。

 1) 図書の懸案事項について
   ⼿稿における書写年の記録については、
   ・PUBフィールドに書写年を記録する
  ことになった。
 2) 雑誌の懸案事項について
   AACR2 1988 revision (英⽶⽬録規則第2版1988年修正版)及びLCRI(⽶国議
会図書館適⽤解釈)における誌名変更にかかわる条項の採否を決定した。



オンライン・システム・ニュースレター No.33 (1992.03.24)

⽬録情報に関する質問書から

1 著者名典拠レコードのHDNGの修正

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃既存の典拠レコードのHDNG(個人名)には、生没年の付記事項が記録されていな　　　┃ 
┃いが、その後判明した。この場合、HDNGを修正し、生没年を記録してよいか。　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃既存の典拠レコードのHDNG(個人名)は、イニシアル形であるが、その後、完綴　　　┃ 
┃形が判明した。この場合、HDNGを完綴形に修正してよいか。　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 同⼀の著者に対して、常に同⼀形の標⽬が維持されることによって、典拠コント
ロールは成り⽴っています。典拠レコードのHDNGフィールドを修正すると、リン
クしている書誌レコードのALフィールドの著者標⽬形との間で不整合が⽣じます。
⼀度確⽴した統⼀標⽬形は、相応の理由がないかぎり、変更しないのが原則です。
 したがって、上記のような場合、HDNGフィールドはできるかぎり修正せずに、
既存の統⼀標⽬形を維持する必要があります。後に判明した⽣没年、完綴形等を含
む標⽬形はSFフィールドに記録します。
 これらの名称の形をSFフィールドに記録することによって、⽣没年を含んだ形や
完綴形からも検索でき、LINKTO AUTHORコマンド発⾏時の検索もれを防ぐことが
できます。

　　　　┌────────────────────┐ 
 (例1)　│HDNG:目録, 太郎∥モクロク, タロウ　　　 │〔既存典拠レコード〕 
　　　　└────────────────────┘ 
　　　　　　　　 ↓ 生年が1950年であることが判明した 
　　　　┌────────────────────┐ 
　　　　│HDNG:目録, 太郎∥モクロク, タロウ　　　 │ 
　　　　│DATE:1950　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　　│SF:目録, 太郎(1950-)∥モクロク, タロウ　│ 
　　　　└────────────────────┘ 
　　 
　次のように修正するのは望ましくない 
　　　　┌────────────────────┐ 
　　　　│HDNG:目録, 太郎(1950-)∥モクロク, タロウ│ 
　　　　└────────────────────┘ 
　　 
　　 
　　　　┌────────────────────┐ 
 (例2)　│HDNG:Brown, M. C.　　　　　　　　　　　 │〔既存典拠レコード〕 
　　　　└────────────────────┘ 
　　　　　　　　↓ 名の完綴形が "Michael Charles" であることが判明した 
　　　　┌────────────────────┐ 
　　　　│HDNG:Brown, M. C.　　　　　　　　　　　 │ 
　　　　│SF:Brown, Michael Charles　　　　　　　 │ 
　　　　└────────────────────┘ 
　　 
　次のように修正するのは望ましくない 
　　　　┌───────────────┐┌──────────────────┐ 
　　　　│HDNG:Brown, Michael Charles　 ││ HDNG:Brown, M. C.(Michael Charles) │ 
　　　　└───────────────┘└──────────────────┘ 

 なお、⽣没年・完綴形等をHDNGフィールドに記録しなければ、他の標⽬と同⼀
標⽬形になってしまう場合や、既存典拠レコードのイニシアル形がよく知られてい



る名称でなく、当該著者を代表させる標⽬形として相応しくない場合は、この限り
ではありません。
 また、著者名典拠レコード新規作成時に⽣没年・完綴形が判明する場合は、統⼀
標⽬形の識別性を⾼めるために、これらを付記事項として必ず記録してください。
(完綴形の付記事項については、ニュースレターNO. 21、p. 10 を参照)

2 初号(記述の根拠とした号)以降に現れた標題の記録⽅法

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃洋雑誌で、記述の根拠とした号よりも後の号の表紙に、標題紙とは異なる標題が現　┃ 
┃れた。しかし、標題紙の標題は以前のままである。表紙の標題はどのフィールドに、┃ 
┃どのような形で記録すればよいのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

洋雑誌の場合

 TRフィールドに記録しなかった標題(以下、「その他の標題」)はVTフィールド
に記録します。
 VTフィールドにおいては、標題の種類を⽰すコードと共にその他の標題を記録し
ます。その際、コードの与え⽅が以下の2つの場合で異なりますので注意する必要
があります。

 1) その他の標題が初号もしくは記述の根拠とした号に表⽰されている場合
   その他の標題の表⽰箇所にかかわる標題の種類コードと共に記録します。

　　例.　(洋雑誌の場合) 
　　　　　TR:Fodor's New Mexico  
　　　　　VT:CV:New Mexico--Santa Fe, Taos and Albuquerque 
　　 
　　　　 (和雑誌の場合) 
　　　　　TR:Lumi re = 季刊映画リュミエール∥Lumi re = キカン エイガ リュミエール 
　　　　　VT:CL:季刊リュミエール∥キカン リュミエール 
　　　 (CV,CLはそれぞれ表紙、奥付に表示されている標題に対するコード) 

 2) その他の標題が記述の根拠とした号以降の号に表⽰されている場合

   その他の標題の表⽰箇所にかかわらず、コード=OHと共に記録します。
  標題の表⽰箇所にかかわるコードは使⽤できません。
   また、その標題が表⽰されていた巻号、およびそこでの表⽰箇所についての
説明をNOTEフィールドに記⼊します。

　　例.　(洋雑誌の場合) 
　　　　　TR:海洋科学 / 海洋出版∥カイヨウ カガク 
　　　　　VT:OH:Marine sciences, monthly 
　　　　　NOTE:Vol.20,no.12(1988.12)の並列標題: Marine sciences, monthly 



　　 　(後から現れた並列標題をTRフィールド中に記入することはできません) 
　　 
　　　　 (和雑誌の場合) 
　　　　　TR:神戸英米論叢 / 神戸英米学会∥コウベ エイベイ ロンソウ  
　　　　　VT:OH:Kobe studies in english  
　　　　　NOTE:2号(1988.8)の裏表紙標題: Kobe studies in english  
　　 　(OHではなく、裏表紙に表示されている標題に対するコードであるBC 
　　　　を使用するのは誤りです) 
　　 
　　　そこで、質問のケースの場合は、上記 2に該当しますので、例えば以下のように 
　　VTフィールドにコード=OHと共に記録することになります。 
　　 
　　　　　VT:OH:Report of the Film Classification  
　　　　　NOTE:Cover title: Report of the Film Classification,no.7(1980)-  

 このケースは標題の変更にはならないことに注意して下さい。これは、洋雑誌で
は標題紙がタイトルの情報源として最も優先順位が⾼く(和雑誌は表紙)、そこに表
⽰されている標題が⼀貫しているためです。
 同様の理由により、洋雑誌においては標題紙標題を⽰すコードであるTTは使⽤す
ることはできません。標題紙に表⽰されている標題はTRフィールドに記録すること
になります。逆に、和雑誌においては、表紙標題を⽰すコードであるCVは使⽤する
ことはできません。

 なお、図書の親書誌や、複数の出版物理単位からなる単⾏書誌単位におけるその
他の標題も上記に準じて記録します。

3  「固有の標題」の判断について (図書)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃既存の書誌レコードの「固有の標題」の判断が誤っていると思われる。修正すべきか┃ 
┃否かどのように判断したらよいか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 既存書誌レコードに、勝⼿に⼦書誌レコードを作成しリンクしたり、親書誌レコ
ードにVOLフィールドを追加することによって、多くの重複書誌が発⽣していま
す。
 「固有の標題」の判断に当たっては、⽬録担当者により判断の相違が⽣じうるこ
と考慮し、できるかぎり既存書誌レコードを尊重していただくようお願いします。
 また、「⽬録情報の基準」改訂前に作成された書誌の中には、現⾏「⽬録情報の
基準」が⽰す「固有の標題」の判断基準に合致しないものもありますが、これにつ
いても特に⽀障がないかぎり、既存書誌をそのまま採⽤してください。(なお、この
点について詳しくは、ニュースレターNO. 29, p. 29〜30 を参照)

4 キータイトルの記録⽅法 (雑誌)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　洋雑誌で、LC MARCより流用入力を行う際、VT:AB、VT:KTに続け　　　　　　　　 ┃ 
┃て表示されている標題は何なのか。本標題と一致していることもあり、そうでないこ┃ 
┃ともあるが、一致している場合、削除する必要があるのか。　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 これらの標題は、ISDS(国際逐次刊⾏物データシステム)にISSN(国際標準逐次刊
⾏物番号)とセットになって登録されている標題です。

1  キータイトル(標題の種類コード=KT)



 ISSNと⼀対⼀に対応するように定められた標題です。同名誌が複数ある場
合は、発⾏団体、出版地等の情報を付加してユニークに識別可能となっていま
す。本標題と⼀致していることもしばしばありますが、ISDSに登録された形
を確 認する上で意味をもちますので、登録の際、削除する必要はありませ
ん。 

2  略標題(標題の種類コード=AB)
 キータイトルを⼀定の省略法に基づいて簡略化した標題です。⽬録対象資料
中に書誌票に収められた形式で表⽰されていることもありますが、たとえ資料
上で確認できなかった場合でも、削除する必要はありません。

 「略標題」という名称から、本標題の簡略形、あるいは⽬録担当者が本標題
を任意に省略した形を、VTフィールドに記⼊する際に使⽤するコードとの誤
解をされている場合がありますが、この種の使⽤は誤りですので、御注意下さ
い。
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