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⽬録所在情報サービスを利⽤するための新たな接続形態
について

 平成4年7⽉より、全国の図書館等からVTSS⼿順で、業務⽤の⽬録所在情報サー
ビス(CAT・ILLサービス)を利⽤するための通信回線として、新たに「DDX-Pの80
年版規格 (アドレス313-7180)」を新設しました。
 これにより、全国の図書館等から、次の新しい接続形態によるサービスが受けら
れることになりました。

1. 全国の図書館等が、ISDN回線(INS-P)に加⼊し、NTTが⾏っているDDX-Pの
相互接続サービスを利⽤して⽬録所在情報サービスが利⽤できます。
ただし、現在は試験運⽤中です。

2. 全国の図書館等が80年版DDX-P回線に加⼊し、80年版X.25規格専⽤の端末接
続装置(PAD)を介した端末から、⽬録所在情報サービスが利⽤できます。

3. 全国の図書館等から電話回線経由で、NTTが⾏っているDDX-Pとの相互接続
サービス(DDX-TP)を利⽤して⽬録所在情報サービスが利⽤できます。

 ただし、 3の「DDX-TP」経由での⽬録所在情報サービス利⽤については、レス
ポンスが遅い、回線品質がよくない等の問題を了解のうえで利⽤してください。
 また、従来から⽤意されていた「76年規格のDDX-P回線(357-1150)」での
「DDX-TP」利⽤についても可能としました。

 これらの⽅法での接続を希望する場合は、下記の連絡先まで御相談ください。

 ・利⽤可能な端末機種等端末システムに関すること
  ⽬録情報課            03-3942-6983〜8 
 ・ホストシステムおよび接続の相談に関すること
  システム管理課 システム業務係  03-3942-6945〜6 
 ・利⽤の申請に関すること
  共同利⽤課  共同利⽤係     03-3942-6933〜4 
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平成4年度⽬録システムの機能向上の実施

 オンライン・システムニュースレター No.34で予告いたしました、今年度の⽬録
システムの機能向上として、以下の事項を平成4年7⽉31⽇(⾦)から実施していま
す。
 ただし、オンラインニュース画⾯でもお知らせしましたが、画⾯表⽰に若⼲の変
更があります。

(1) 書誌データの作成機関・最新修正機関の参加組織IDの表⽰

「画⾯表⽰での変更点」

1. 和洋図書の書誌詳細表⽰画⾯の書誌ID表⽰⾏の次の⾏に、先頭からCRTDT、
CRTFA、RNWDT、RNWFAの順に画⾯表⽰します。

2. その結果、この⾏での改⾏はなくなります。

　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
　┃　和図書書誌詳細表示　　　　　NC　　　　　 1/　　5　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　<BN03946467>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　CRTDT:19911108 CRTFA:FA001234 RNWDT:19911114 RNWFA:FA003456 　　　　　　　┃ 
　┃　GMD:　SMD:　YEAR:1950 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:eng　　　　　　　　 ┃ 
　┃　VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　　PRICE:　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　TR: 科学の時間 / クレイグ,　ヒル著 ;　宮原誠一[ほか]訳∥カガク ノ ジカン　┃ 
　┃　PUB:東京 :　時事通信社 ,　1950　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　PHYS:378p : 22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　VT:OR:Working with science　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　PTBL:科学の世界∥カガク ノ セカイ <BN03946285>//a　　　　　　　　　　　　 ┃ 
　┃　AL:Craig, Gerald S. <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　AL:Hill, Katherine E. <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┃　AL:宮原, 誠一∥ミヤハラ,　セイイチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

  ※参加組織ID(FA番号)については、巻末の⼀覧表を参照願います。
  ※CRTFAは、平成2年3⽉23⽇以降作成のレコードに限り表⽰されます。

(2) 所蔵データにおける「コピーの注記」フィールドの新設

「改訂内容の変更点」

1. ⼊⼒時におけるデータ記⼊欄の表⽰位置について、図書・雑誌いずれの場合も
LDFの前に改⾏表⽰します。また、「所蔵流⽤⼊⼒画⾯、所蔵修正画⾯におい
ては元データにCPYNTがある場合のみ表⽰する。」としていましたが、雑誌
所蔵修正画⾯を除き、元データが存在しなくともCPYNTフィールドを常に表
⽰するようにしました。
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LC統⼀書名典拠ファイルの再ロード

 6⽉18⽇にLC統⼀書名典拠ファイルの再ロードを⾏いました。
 LC統⼀書名典拠ファイルには、従来、無著者名古典・聖典の標題など「統⼀タイ
トル」のみの形の標⽬だけ格納していましたが、今回の再ロードによって、⾳楽作
品名の「著者標⽬+統⼀タイトル」形の標⽬のレコードも格納されています。
 楽譜資料等の⾳楽資料の登録の省⼒化、品質向上にお役⽴て下さい。
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⽬録システムの⾃習時のテキストの使⽤について

 ⽬録システムの操作を⾃習したり、各機関内で⾃主的に⽬録システムの学内講習
会を開催したりする場合には、学術情報センター或いは地域⼤学でその週に正規の
⽬録システム講習会が設定されていないかどうかを必ず確認してくださるようお願
いします。
 もし、正規の⽬録システム講習会が設定されている場合には、⾃習に当たっては
⽬録システム講習会テキストを使⽤しないよう、ご協⼒ください。
 なお、⽬録システム講習会が設定されている時期については、学術情報センター
ニュースのNo.19のP.41-43 をご覧ください。ご不明の際は、研修係(03-3942-
6935,6936)も しくは⽬録情報課(03-3942-6983〜6988)までお問い合わせくだ
さい。
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総合⽬録委員会・総合⽬録⼩委員会の開催

 当センターでは従来から、⽬録情報に関する事項について検討・審議を⾏うため
に総合⽬録委員会を設置してきました。また、⽬録情報に関する具体的な問題を検
討するために総合⽬録⼩委員会を必要に応じて設置してきました。
 このたび、平成4年度から2年間の任期で総合⽬録委員会及び総合⽬録⼩委員会が
設置され、早速各委員会が開催されましたので、その審議内容をご報告します。

「総合⽬録委員会」

 第1回総合⽬録委員会(平成4年7⽉7⽇(⽕)14:00〜16:00開催)においては、 1) 
今年度⽬録情報関係の事業計画の報告と、2) 総合⽬録⼩委員会の設置に関する審
議を⾏った。
 総合⽬録⼩委員会には、1) ILLシステム開発について、2) ⽬録システムにお
ける共有レコードの修正指針について、3) 「⽬録情報の基準」適⽤上の諸問題に
ついて、の3点の審議を付託することになりました。

「総合⽬録⼩委員会」

 第1回総合⽬録⼩委員会(平成4年7⽉24⽇(⾦)13:00〜17:20開催) においては、
今年度⽬録情報関係の事業計画が報告された後、1) 所蔵レコードにおける新規フ
ィールドの追加について、2) 雑誌の懸案事項について、3) 図書の懸案事項につ
いて、4) 共有レコードの修正指針について、5) 典拠レコードの修正について、
6) ILLシ ステムの開発進捗状況について、の6点の議題が提出・説明された。こ
のうち、今回は1)と6)について審議が⾏われ、以下の結果を得た。

1 所蔵レコードにおける新規フィールドの追加について
・CPYNTフィールドの表⽰位置をLDFフィールドの前にする
・CPYNTフィールドでの導⼊句及びデータの記述⽅法について広報すること
を含め、原案どおり了承された。

6 ILLシステムの開発進捗状況について
研究者がIRシステムを利⽤しながら、所属する機関の図書館に複写・貸借の
申込みができる機能について検討を⾏い、⽀払い費⽬に関する実態調査を⾏う
必要があることが指摘され、調査後再度提案することとなった。

 なお、次回以降に審議を委ねることになった4議題の内容は次のとおりである。

1. 雑誌の懸案事項



  1) 製本⽤標題誌の情報源としての優先順位
  2) 分冊として刊⾏される各逐次刊⾏物の書誌単位

2. 図書の懸案事項

  1) それぞれ⾔語の異なる本編と別冊からなる資料について
  2) 親書誌の出版者変更に伴う⼦書誌の出版者の違いについて
  3) 会議録の書誌作成単位について
  4) 親書誌の書誌作成単位について

3. 共有レコードの修正指針

 書誌・典拠の各レコードについて、フィールド毎に修正を⾏う場合の実⾏指針を
作成し、コーディングマニュアル化する。

4. 典拠レコードのHDNGの修正

 典拠レコードの修正⽅法に対して寄せられた要望について回答を作成する。 
 上記以外にも、学術雑誌総合⽬録欧⽂編の全国調査に関連する懸案事項、図書の
継続審議事項となっている項⽬等についてもその都度審議していただくことになっ
ている。

 今年度からの委員は次⾴のとおりです。

  
　　　　　　　　　　　総合目録委員会委員名簿 (17名) 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　氏　名　　　│　　　　　　　所　属　・　官　職　等　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　浅野　次郎　　│東京大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　上田　修一　　│慶應義塾大学文学部教授　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　渋川　雅俊　　│慶應義塾大学研究・教育情報センター本部事務室長　　　　　┃ 
┃　武川　栄一　　│東京工業大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　玉利　幸雄　　│東京都立大学附属図書館事務長　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　鶴田　真也　　│国立国会図書館収集部司書監　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　松井　幸子　　│図書館情報大学図書館情報学部教授　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　松浦　正　　　│筑波大学図書館部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　丸山　昭二郎　│鶴見大学図書館長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　山崎　久道　　│三菱総合研究所情報管理部資料センター長　　　　　　　　　┃ 
┃　山手　秀雄　　│東京都立中央図書館資料部整理課長　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　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　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　 
　　　　　　　　　　　総合目録小委員会委員名簿 (17名) 
　　 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　氏　名　　　│　　　　　　　所　属　・　官　職　等　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃　石井　啓豊　　│図書館情報大学図書館情報学部助教授　　　　　　　　　　　┃ 
┃　浮塚　利夫　　│明治大学図書館事務部図書館整理課　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　郷端　清人　　│立命館大学図書館情報システム課長　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　笹川　郁夫　　│島根医科大学附属図書館教務部図書課長　　　　　　　　　　┃ 
┃　島崎　昭夫　　│静岡県立大学附属図書館事務長　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　杉村　俊一　　│東京工業大学附属図書館情報サービス課雑誌サービス掛長　　┃ 
┃　辰馬　一三　　│近畿大学図書館整理課課長代理　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　永田　治樹　　│東京大学附属図書館情報サービス課長　　　　　　　　　　　┃ 
┃　早瀬　均　　　│鹿児島大学附属図書館情報サービス課長　　　　　　　　　　┃ 
┃　三浦　勝利　　│大阪大学附属図書館医学情報課長　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　安田　博　　　│慶應義塾大学日吉情報センターパブリックサービス課長　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　宮澤　彰　　　│学術情報センター研究開発部教授　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　坂上　光明　　│学術情報センター事業部目録情報課長　　　　　　　　　　　┃ 
┃　星野　雅英　　│学術情報センター事業部目録情報課課長補佐　　　　　　　　┃ 
┃　酒井　清彦　　│学術情報センター事業部目録情報課図書目録情報係長　　　　┃ 
┃　渡辺　俊彦　　│学術情報センター事業部目録情報課雑誌目録情報係長　　　　┃ 
┃　甲斐　重武　　│学術情報センター事業部目録情報課専門・電子情報係長　　　┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
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ILLに関する質問書から

○ 依頼館に関する事項

1 境界領域の資料の検索について

┌───────────────────────────────────────┐ 
│　あるProceedings(会議録)を依頼しようと思って、新規依頼で雑誌を選んで検索した │ 
│ところ、該当するものがなかった。そこで、試しに図書のファイルを検索してみると、│ 
│個々の巻号毎にレコードが作られていた。このような図書か雑誌の判別が難しい資料　│ 
│について、どのように検索すればよいのか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

 ILLシステムでは、⽬録システムで構築された書誌・所在情報を検索するわけで
すが⽬録システムで書誌データを登録する際、図書と雑誌の境界領域の資料(モノグ
ラフシリーズ等)については、図書・雑誌双⽅のファイルに登録するのが望ましいと
いう規定があります(「⽬録情報の基準」P.8 )。その際、図書のファイルに登録す
る時は、1つ1つのモノグラフのレコードを、雑誌のファイルに登録する時は、モノ
グラフシリーズ全体のレコードを作成します。
 したがって、Proceedingsのような境界領域の資料については、図書・雑誌双⽅
にレコードが作成されている可能性がありますので、⼀⽅のファイルに該当するも
のが存在しない時は、もう⼀⽅のファイルを検索するようにしてください。
 なお、境界領域の資料としては、Proceedings、Monograph seriesの他、
Annual report、Advances、Bulletin、Survey、Yearbook等があります。

○ 受付館に関する事項

2 速達、FAX依頼のレコードの検索について

┌──────────────────────────────────────┐ 
│　受付処理をする際、なるべくFAXや速達での依頼分を優先して処理するようにし 　│ 
│ているが、レコードを詳細表示させないと、FAXや速達での依頼かどうか分からな 　│ 
│い。FAXや速達での依頼の時は、簡略表示でフラグか何かが付くようにならないだ 　│ 
│ろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 今年度のシステム改訂では、簡略表⽰形のレイアウトを変更する予定です。簡略
表⽰で送付⽅法や依頼番号、受付番号を表⽰するようにしますので、簡略表⽰形か
らFAXや速達希望のレコードを識別することが容易になります。
 現時点ではSCANコマンドで検索してください。検索条件式として、例えば
「SCAN SPVIA=FAX OR SPVIA=速達」と⼊⼒して送信すると、SPVIA(送付⽅
法)に「FAX」か「速達」と⼊⼒されているレコードだけを検索することができま
す。(→マニュアルp.82)

○ 運⽤に関する事項



3 所蔵レコードの修正について

┌──────────────────────────────────────┐ 
│　当館では、購入を中止した雑誌に対しても時々依頼がくる。目録の所蔵レコードが│ 
│継続受入(+)となっているためであろうが、所蔵していないため謝絶せざるを得ない │ 
│どうすればよいのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 総合⽬録データベースは、オンラインで随時更新できますが、雑誌の所蔵データ
については、学術雑誌総合⽬録の全国調査時のデータのままになっているケースも
あります。そのため、特に利⽤頻度の⾼い洋雑誌で1985年の全国調査以降に購⼊中
⽌となったものでも継続受⼊(+)となっていることがあります。ILLシステムの受付
館業務の円滑な作業のために最新データに修正する必要がある場合はオンラインで
所蔵レコードを修正してください。
 なお、今年度は学術雑誌総合⽬録欧⽂編の全国調査を実施しますので、所蔵デー
タの更新については、以上のように随時⾏うのか、全国調査時に⼀括して⾏うのか
は各参加組織で⽅針を検討してください。



オンライン・システム・ニュースレター No.35 (1992.08.10)

ILLシステム統計(4-6⽉)

レコード件数の推移(4⽉-6⽉)

 

　　参加状況 
　┌──────────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┐ 
　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│国　　立│公　　立│私　　立│　その他│　　計　│ 
　├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 
　│ILLシステム参加館 　│機関数　　　│　　　96│　　　 7│　　　79│　　　13│　　 195│ 
　│(利用者ID を保有　　├──────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 
　│している館) 　　　　│参加組織数　│　　 242│　　　16│　　　94│　　　13│　　 365│ 
　├──────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 
　│ILLシステム実行館 　│機関数　　　│　　　86│　　　 1│　　　35│　　　 4│　　 126│ 
　│(実際に依頼・受付　 ├──────┼────┼────┼────┼────┼────┤ 
　│を行った館) 　　　　│参加組織数　│　　 175│　　　 1│　　　41│　　　 4│　　 221│ 
　└──────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
 
　　月別の 1日平均レコード件数 
 
　　　　　月　　│　　複写　　　　　貸借　　　　　合計 
　　　─────┼─────────────────── 



　　　　4 　月　│　　 941　　　　　　40　　　　　 981 
　　　　　　　　│ 
　　　　5 　月　│　 1,041　　　　　　49　　　　 1,090 
　　　　　　　　│ 
　　　　6 　月　│　 1,135　　　　　　59　　　　 1,190 
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