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ILLシステムの機能向上について

1.バックファイルの運⽤について

ILLシステム運⽤開始から1年以上が経過し、この間に作成されたレコード数は40万
件以上に達しました。このため、システムにかかる負荷が増⼤し、業務選択・検索
等のコマンド発⾏後速やかな反応が得られなくなりつつあります。 
今後、⼀定期間を経過した終了状態のレコードを別ファイル(バックファイル)に移
⾏し、通常業務で使⽤するファイル(カレントファイル)のレコード量を縮⼩するこ
とでシステムの負荷を軽減します。

バックファイルの運用スケジュール 
┏━━━┳━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　　┃　　　1993年度　　　　│　　　1994年度　　　　│　　　1995年度　　　　┃ 
┃　　　┃　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　┃　前期　　　　後期　　│　前期　　　　後期　　│　前期　　　　後期　　┃ 
┣━━━╋━━━━━┯━━━━━┿━━━━━┯━━━━━┿━━━━━┯━━━━━┫ 
┃　　　┃┌───┐│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　┃ 
┃　カ　┃│93　　││　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　┃ 
┃　レ　┃│ 前期 ││┌───┐│┌───┐│┌───┐│┌───┐│┌───┐┃ 
┃　ン　┃┣━━━┫││93　　│││94　　│││94　　│││95　　│││95　　│┃ 
┃　ト　┃┃92　　┃││ 後期 │││ 前期 │││ 後期 │││ 前期 │││ 後期 │┃ 
┃　フ　┃┃ 後期 ┃│┣━━━┫│┣━━━┫│┣━━━┫│┣━━━┫│┣━━━┫┃ 
┃　ァ　┃┣━━━┫│┃93　　┃│┃93　　┃│┃94　　┃│┃94　　┃│┃95　　┃┃ 
┃　イ　┃┃92　　┃│┃ 前期 ┃│┃ 後期 ┃│┃ 前期 ┃│┃ 後期 ┃│┃ 前期 ┃┃ 
┃　ル　┃┃ 前期 ┃│┗━┯━┛│┗━┯━┛│┗━┯━┛│┗━┯━┛│┗━┯━┛┃ 
┃　　　┃┗━┯━┛│　　│　　│　　│　　│　　└──┼─┐└──┼─┐└─→┃ 
┠───╂──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─↓───┼─↓───┨ 
┃　　　┃　　│　　│　　│　　│　　│　　│┏━━━┓│┏━━━┓│┏━━━┓┃ 
┃　　　┃　　│　　│　　│　　│　　└──→┃93　　┃│┃94　　┃│┃94　　┃┃ 
┃　　　┃　　│　　│　　│　　│　　　　　│┃ 後期 ┃│┃ 前期 ┃│┃ 後期 ┃┃ 
┃　バ　┃　　│　　│　　│　　│┏━━━┓│┣━━━┫│┣━━━┫│┣━━━┫┃ 
┃　ッ　┃　　│　　│　　└──→┃93　　┃││93　　│││93　　│││94　　│┃ 
┃　ク　┃　　│　　│　　　　　│┃ 前期 ┃││ 前期 │││ 後期 │││ 前期 │┃ 
┃　フ　┃　　│　　│┏━━━┓│┣━━━┫│├───┤│├───┤│├───┤┃ 
┃　ァ　┃　　│　　│┃92　　┃││92　　│││92　　│││93　　│││93　　│┃ 
┃　イ　┃　　└──→┃ 後期 ┃││ 後期 │││ 後期 │││ 前期 │││ 後期 │┃ 
┃　ル　┃　　　　　│┣━━━┫│├───┤│┣━━━┫│┣━━━┫│┣━━━┫┃ 
┃　　　┃　　　　　│┃92　　┃││92　　││┃92　　┃│┃92　　┃│┃93　　┃┃ 
┃　　　┃　　　　　│┃ 前期 ┃││ 前期 ││┃ 前期 ┃│┃ 後期 ┃│┃ 前期 ┃┃ 
│　　　│　　　　　│┗━━━┛│└───┘│┗━┯━┛│┗━┯━┛│┗━┯━┛┃ 
│　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　└─→│　　└─→│　　└─→│ 
┣━━━╋━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┫ 
┃MT等　┃　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│～92前期　│～92後期　┃ 
┗━━━┻━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 

バックファイルは以下のように運⽤する予定です。

1993年10⽉29⽇から運⽤を開始する予定。10⽉28⽇業務終了時点で終了状
態(確認・返却確認・CANCEL)のレコードのうち、最終更新⽇付が1993年3⽉



31⽇以前のもの(約30万件)をバックファイルに移⾏する。以後、半年ごとに
バックァイルへの移⾏を⾏う。
バックファイルには当⾯2年分を蓄積し、それ以前分はMT等の別の媒体で保
存する。
バックファイルに移⾏したレコードは検索・表⽰・COPYはできるが,更新は
できない。

バックファイルの検索は、複写依頼・複写受付・貸借依頼・貸借受付の各業務選択
画⾯に新たに設けられる「依頼検索(バックファイル)」および「受付検索(バックフ
ァイル)」(選択番号22)を選択して⾏います。
その他の業務ではカレントファイルのみを検索します。
検索コマンド・キー等についてはこれまでの依頼・受付検索と同じです。

　　　 複写依頼業務選択画面の例(他の各業務選択画面も同様) 
 
　┌───────────────────────────────────────┐ 
　│　複写依頼業務選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　1. 準備中　　　　　　　16件　　21. 依頼検索　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　2. 未処理　　　　　　　 3件　　22. 依頼検索(バックファイル)　　　　　　　　│ 
　│ 　3. 新着照会　　　　　　 0件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　4. 照会　　　　　　　　 2件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　5. 回答待　　　　　 　　1件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　6. 発送　　　　　　　　22件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　7. 到着処理中　　　　 　5件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　8. クレーム未処理　　　 0件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　9. クレーム回答待　　　 0件　　99. 複写依頼業務終了　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　新規依頼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　31.図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　32.雑誌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└───────────────────────────────────────┘ 

 また、バックファイルのレコードに対しCOPYコマンドを発⾏した場合は、新た
なレコード(準備中状態)をそのままカレントファイルに移⾏して処理することがで
きます。

 
　┌───────────────────────────────────────┐ 
　│　複写依頼検索・簡略表示　　　　　　　　　　　　　1-　　　10/　　 105　　　　 │ 
→│　 >: DISPLAY 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　STAT: 確認　　　　　　　　ID:　　　　　　 AMLID:　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　1. <LA0000000001>　確認　阪大生 19920410 <0001>　　　　　　　　　　　 　　　│ 
　│　IEEE transactions on medical imaging. 学情 太郎　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　2. <LA0000000002>　確認　京大 19920412 <0002>　　　　　　　　　　　　 　　　│ 
　│　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　 
 
バックファイルの検索を行い、求めるレコードを詳細表示させる。　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　  
　 
　┌───────────────────────────────────────┐ 
　│　複写依頼詳細表示　　　　　　　　　　　 1/　　 105　　　　　　　　　　　　　 │ 
→│　>:COPY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　<LA0000000001>　確認 OMLID:学情セ AMLID:阪大生　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　ACCT:pr TYPE:電子複写 ONO:0001 ANO:92001　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　BIB: IEEE transactions on medical imaging.(ISSN=02780062,CODEN=IT　　　　　 │ 
　│　D4,LCCN=83640807)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　VLNO:MI-4　　　PAGE:p.14-25　　　　　　　YEAR:1985　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　ARTCL:Smith, B.D. Image reconstruction from cone-beam projection　　　　　　│ 
　│　HMLID: FA002859 HMLNM: 阪大生 LOC: 生命図　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　HMLID: FA002702 HMLNM: 京大工 LOC: システム　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　HMLID: FA003035 HMLNM: 神大自 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　HVRFY:NACSIS-CAT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　CLNT: 学情 太郎　CLNTP: 目録情報課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 



　│　ITEM:A3 QNT:7 UPRICE:35 CHARGE:245　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　FEE:0 POSTG:0 SUM:245　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　ODATE:19920403 ADATE:19920403 SDATE:19920404　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　RDATE:19920406　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　[19920403.10:25:03 ORDER FA012943]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　[19920403.13:55:45 MDOWNLD FA002859]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
 
COPYコマンドを発行する。 
 
　　　　　　　　　　　　　　↓ 
　 
　┌───────────────────────────────────────┐ 
　│　複写依頼詳細表示　　　　　　　　　　　 1/　　 105　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　<LA0000110000> 準備中 OMLID:学情セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　ACCT:pr TYPE:電子複写 SPVIA:　　　　　　 ONO:　　　　　PRMT:　　　　　　　　│ 
　│　BIB: IEEE transactions on medical imaging.(ISSN=02780062,CODEN=IT　　　　　 │ 
　│　D4,LCCN=83640807)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　VLNO:MI-4　　　PAGE:　　　　　　　　　　 YEAR:1985　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　ARTCL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　HMLID: FA002859 HMLNM: 阪大生 LOC: 生命図　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　HMLID: FA002702 HMLNM: 京大工 LOC: システム　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　HMLID: FA003035 HMLNM: 神大自 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　HVRFY:NACSIS-CAT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　CLNT: 学情 太郎　CLNTP: 目録情報課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　ODATE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　CMMNT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　OSTAT:管理部共同利用課情報・資料係 TEL=03-3942-6937 内線=　FAX= 03-381-4931 │ 
　│　OLDF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　OLDAF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　OADRS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　  

COPYコマンドを発⾏した時点で、処理は新たに作成されたカレントファイル中の
レコードに移る。従ってこのまま必要項⽬の⼊⼒、RETRYコマンドの発⾏などを⾏
うことができる。

2.INQUIREコマンドの新設

現在、受付館による謝絶・次候補館への転送と依頼館に対する照会の操作は、共に
PARDONコマンドによって⾏われているため、オペランドの使⽤法等について混乱
が⽣じています。そこで、依頼館に対する照会については、新設する「INQUIRE」
コマンドによって⾏うようシステムを改訂いたします。 
平成6年4⽉から運⽤する予定です。
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図書書誌レコード修正指針について(案)

 総合⽬録データベースに登録されている共有レコードの修正については、今まで
にニュースレター等で幾度か基本的な考えかたを⽰してきました。改めてここでま
とめておきます。

書誌の作成単位に関わるような重⼤な修正を⾏う場合には、当該レコードを作
成した館に連絡し協議を⾏い、双⽅の同意のもとに作成館側が修正を⾏なう
基準」の改訂前に作成されたレコードについては、相応の理由がない限り、現
⾏の「基準」と異なっているところがあっても修正を⾏わなくてよい
修正に際して、作成館側で修正が出来ないような場合には、作成館側の同意の
もとに発⾒館側が修正を⾏うことが出来る
レコードの質の低下につながるようなデータの削除は⾏ってはならない

 しかし、具体的にどのような修正ならば⾏うことができるのか、作成館に連絡し
なくてはならないような修正とはどのようなものか、というような点については詳
しく規定されていませんでした。
 そこで、センターでは総合⽬録⼩委員会での検討結果を踏まえ、運⽤上の便宜も
考慮しながら具体的な共有レコード修正規則を検討・準備しておりますが、今回そ
の基本的な修正指針を掲載いたします。
 なお、この指針は暫定的なものであり、これをもって最終的な決定とはしませ
ん。しかし、最終的な指針の発表までは、この指針に従っても構わないことにしま
す。
 また、個々のフィールド別の具体的な修正事項については、改めて「コーディン
グマニュアル」で⽰すことにします。

基本指針

 図書書誌レコードについては、原則として最初に作成された書誌を維持するよう
にしま す。
 しかし、次のような事由が発⽣した場合については、定められた⼿続きに従っ
て、修正 を⾏うことが出来るものとします。

1. データに明らかな誤りがある
2. データがセンターで定めた基準や、⽬録規則と合致しない
3. ⼊⼒レベルが「選択」である項⽬にデータを追加・記⼊
4. ⼊⼒レベルが「必須」であって、複数のデータが存在し得るデータ項⽬に2番

⽬以降のデータを追加・記⼊



 また、上記のような事象が発⽣した場合、修正に際しては、その修正の程度によ
って次のどちらかの⼿続きをとることとします。

1. 修正項⽬を発⾒した館(発⾒館、以下同じ)側が慎重に検討の上、独⾃に修正を
⾏うことが出来る

2. 発⾒館は当該書誌レコードを作成した館(作成館、以下同じ)に連絡、協議をす
る必要がある

 特に次のような事柄にかかわる修正については、必ず作成館に連絡・協議をする
ようにし、その他の所蔵館にも修正の事実を伝えるようにします。

1. 書誌構造に変更を及ぼすような修正
2. 資料本体の内容上の改訂・変更を⽰すような情報の修正
3. その他、別書誌を作成するか否かを判断する根拠となるような情報の修正

対応指針

 実際に修正を⾏うときの対応については、以下のようにします。

1. 発⾒館が慎重に検討の上、独⾃に修正を⾏うことができるもの

 分類や件名の追加、VTフィールドの追加、明らかに転記ミスであると判断
できるような場合の修正等、修正の内容が軽微、もしくはレコードの質の維
持・向上につながるような修正を⾏う場合、作成館に連絡する必要はありませ
ん。発⾒館が独⾃に修正を⾏うことが出来ます。また、この場合、多くはその
他の所蔵館に連絡する必要はありませんが、もし、他の所蔵館に連絡すること
が望ましいと判断した場合には、修正館が修正後にその他の所蔵館に連絡する
ようにします。

2. 発⾒館が作成館に連絡・協議をする必要があるもの

本標題の変更、版表⽰の変更、書誌構造にかかわる修正、書誌の分割(VOLの
繰り返しによる場合は除く)等、資料の同⼀性に関わる修正や、所蔵リンクの
付替を⾏う必要が出てくるなどの重⼤な修正を⾏う場合には、必ず当該書誌レ
コードの作成館に予め連絡し、協議をするようにします。このとき、作成館側
の承諾を得たときには、発⾒館側で当該書誌の修正を⾏うことができます。ま
た、修正の内容によっては、その他の所蔵館に対して連絡する必要がある場合
とない場合とがありますが、連絡の必要がある場合には、書誌を修正した館が
他の所蔵館に連絡するようにします。なお、所蔵館が多数にのぼり、参加館側
では対応が困難であると判断されるときには、センター宛に報告してくださ
い。センターの⽅から連絡します。
 また、意⾒の⼀致を⾒なかったようなときには、原則として既存のレコード
を維持するようにします。
 なお、参加館間で修正等の⼀連の作業が修了した場合には、修正の事実をセ
ンターに報告する必要はありません。



 また、今まではこのような場合の修正は、原則として作成館側が⾏うことになっ
ていましたが、実際には修正時既に作成館側では⼿元に資料がなく、作成館側での
修正が困難である等の理由から、発⾒館側が修正を⾏うケースも多かったようで
す。そこで今回の案では、修正は作成館,発⾒館を限定せずにどちらか容易に修正を
⾏い得る館が⾏うこととします。

例外的対応

1. 作成館がどこか判らない

 この場合、所蔵館のうちで、所蔵IDが最も⼩さいところをもって作成館と
⾒なします。また本当の作成館が所蔵レコードを削除してしまい、判らなくな
っているような可能性もありますが、そのような場合でも上記の⽅針を当ては
めることにします。

2. 作成館の承諾を得ないで、いずれかの館が勝⼿に修正をかけてしまった

 上記のような修正に対する再修正については、作成館と協議をします。場合
によっては元のレコードの形に戻した上で再検討することもあります。

3. 作成館側で原資料での確認がとれず、発⾒館からの確認等の要請に応じられな
い

 実際は運⽤上の問題になりますが、現在のままで書誌レコードが維持可能な
ものについては、修正せず、現⾏の形を維持するようにしてください。もしそ
れができないようであれば、センターまで連絡してください。

4. 書誌レコード作成時、「基準」の改定前であったため、現⾏の基準とは⾷い違
っている

  このような書誌レコードについては、原則として以下のようにしてくださ
い。

1. 書誌記述がすでに完了しているとき

 1冊きりの単⾏資料や、セットもの等ではあるがすでに刊⾏が終了し
ているものについては、現⾏の書誌レコードを維持するようにします。

2. 書誌記述が完了していない

 例えばセットもの等、ある⼀定の期間にわたって刊⾏され、かつそれ
が基準の改訂前後にかかってしまうものについては、改定後の基準に合
わせるようにします。

以上のような⽅針で検討しております。またこの案についての意⾒等もお待ちして
おります。 
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参照MARC流⽤時の注意事項(その2)

 前号より、参照MARC流⽤時の注意事項について解説を⾏っておりますが、今回
はTRC/MARCについてです。
なお解説中のタグについては前回と同様「JAPAN/MARCマニュアル 図書編 第1
版」を参照してください。

TRC/MARC編

1) 巻次・部編名にあたる語句が標題としてTR中に記載されていることがある
2) 逆に固有の標題として記録されるべきタイトルがVOLに記載されていることがあ
る

解説
1)・2)について 
TRC/MARCもJAPAN/MARCレコードと同じく、本書名はタグ25Xのフィール
ドに、叢書名はタグ280に、多巻ものの各巻書名はタグ29Xに記載されていま
す。
本書名のみの場合には、タグ25X中のデータがTRフィールドに記述されるだ
けなのですが、タグ29Xにデータが存在する場合には、更にその下のサブフィ
ールドや対応するよみの有無によって次のように処理されます。 

1. 1 タグ29Xに副書名や巻次・回次がなく、よみも与えられていないとき
は、29X(の$A)はVOLのフィールドに、TRにはタグ25Xのデータがその
まま記述される

2. 2 タグ29Xに副書名や巻次・回次、またはよみが与えられているときに
は、タグ29XのデータはTRに記述され、本書名の25XのデータはPTBL
フィールドに記述される 

また、タグ25X、280、29Xの全てが存在するような場合には、上記と
同様に29Xのデータ内容如何によって、今度は次のようになります。 

3. 3 タグ29Xに副書名や巻次・回次がなく、よみも与えられていないとき
は、 1のように記述され、タグ280のデータはPTBLに記述される

4. 4 タグ29Xに副書名や巻次・回次、またはよみが与えられているときに
は、タグ29XのデータがTRに、280のデータはPTBLに記述され、ま
た、タグ25Xのデータは中位の書誌の扱いとなり、PTBLフィールドの叢
書番号の後に記述される



しかし多巻ものの各巻書名は、センターの基準では、固有の標題となる場合も
あれば、部編名の扱いとなる場合もあります。これは⾃動的に振り分けること
が出来ませんから、結果的に基準等とは異なるレコードが発⽣することになり
ます。

対応
このような書誌レコードにあたった場合には、センターの基準に従い、TRに
記述されるべきものか、VOLに記述されるべきものかを判断し、必要ならば、
書誌階層も含めて修正を⾏います。

3) 標題関連情報のよみがないことがある

解説
TRCでは原則的には標題関連情報にもよみを付与しています。ただし、⼀部例
外的にヨミを付与していない部分があります。
なお、副書名の頭に付く「続」のような語句は書名の⼀部として扱われている
ことがあり、これにはよみが与えられません。

対応
NCへの流⽤⼊⼒時には出来るだけ標題関連情報にもよみを付与します。

4) 分かち書きがセンターの規則と異なることがある

解説
TRC/MARCにおける分かち書きの規則は現在外部へは明⽰されていません
が、原則として「⽬録編成規則」の「ワカチガキ」に準じています。ただし、
接頭語や接尾語、複合語の⼀部に「ワカチガキ」と異なる規則を定めているよ
うです。

対応
センターの規則に合っていないものについては規則通りに修正します。また、
参照レコードの形については、検索上の便宜を考慮してVTフィールドに記述
しておくようにします。

5) 責任表⽰とALフィールドとが対応しないことがある

解説
以前のデータでは、責任表⽰として挙げられているものでも、アクセスポイン
トとしては採⽤されていないものがあります。特に翻訳物では、原著者名のみ
がアクセスポイントとして記述され、翻訳者の名前は採⽤されませんでした。
1990年以降のデータについては殆どそのようなことはありませんが、それ以
前のデータを流⽤するような場合には、ALフィールドには原著者1⼈きりのデ
ータしか記述されていないようなデータがあります。

対応
責任表⽰とALフィールドが対応していないような書誌レコードであった場合
には、ALフィールドにも責任表⽰に挙がっているそのほかの著者等も記述す
るようにします。 



また、ちなみに個⼈著者の⽣年の付記について、TRCでは(○○〜)としていま
すので、これを(○○-)と修正するようにします。

6) (装丁に関わる)特殊な版表⽰がNOTEに記されている

解説
これらはNOTEに記載されています。なお、装丁以外の表現については、副書
名に記述されていることもあります。

対応
装丁に関わる特殊な版表⽰はVOLに記述し直すようにします。

7) 内容著作がNOTEに記されている

解説
JP/MARCと同様に全てNOTEに記載されています。また余りに多数に及ぶと
きには「ほか○○編」と省略されることがあります。更に、⽂学関係以外の資
料については、内容著作注記がないこともあります。

対応
内容著作については、CWフィールドに記述できる限り、このフィールドに書
き換えることが必要です。
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ILLシステムに関する質問書から

1  雑誌所蔵検索時の所蔵巻号指定について

┌────────────────────────────────────────┐ 
│雑誌の所蔵検索中、所蔵巻次が巻と号等の2レベルで表現された所蔵レコードについて、 │ 
│最新号を指定するとヒットしない場合がある。なぜか、またどのように対処すればよいか│ 
└────────────────────────────────────────┘ 

 ILLシステムの検索では、「最新巻(最新号)+」の形式の所蔵レコードは、最新巻に
ついては不完全巻(全号は所蔵していない巻)と⾒なされます。例えば11(1-3)+という
所蔵レコードは、「11巻の1号から3号まで(不完全巻)と、12巻以降の全号を所蔵す
る」ものとして検索されます。したがって、受⼊継続となっている所蔵レコードであ
っても、所蔵検索のINVに最新号以降の値を指定したり、最新巻の巻レベルのみを指
定すると、ヒットしない場合があります。
 巻号指定にはこのような制限事項がありますので、所蔵検索の際にはご注意くださ
い。

 　所蔵巻号指定なしの場合 
　┌─────────────────────────────────────────┐ 
　│雑誌所蔵検索・簡略表示　　　 <AN10184701>　　　　1-　　　7/　　　7　　　　　　 　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<AN10184701>免疫薬理. -- Vol. 8. no. 1 (1990)-　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│MLID :　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│INV　=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　INYR:　　　　　　　　　 CONT:　　　　 │ 
　│AREA =　　　　　　　　　　　MLTYP=　　　　 ILFLG:A　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│COPYS=A C　　　LOANS=　　　　FAXS:　　　　SSTAT:A　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 　1.<FA011667>医師会(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　2.<FA005212>慶大医(1990-1992)8-9,10(1)+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　3.<FA003330>徳大蔵(1990-1991)8-9+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　4.<FA003432>高医大(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　5.<FA001404>東北大医病剤(1990-1992)8-10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　6.<FA002859>阪大生生命図(1990-1993)8-10,11(1)+←最新の巻号が入力されている。　 │ 
　│ 　7.<FA003465>九大医医分(1990-1992)8-10+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 
　 
　　11巻1号を指定した場合 
　┌─────────────────────────────────────────┐ 
　│雑誌所蔵検索・簡略表示　　　 <AN10184701>　　　　1-　　　6/　　　6　　　　　　 　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<AN10184701>免疫薬理. -- Vol. 8. no. 1 (1990)-　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│MLID :　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│INV　=11(1)　　　　　　　　　　　　　　　　 INYR:　　　　　　　　　 CONT:　　　　 │ 
　│AREA =　　　　　　　　　　　MLTYP=　　　　 ILFLG:A　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│COPYS=A C　　　LOANS=　　　　FAXS:　　　　SSTAT:A　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 　1.<FA011667>医師会(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　2.<FA005212>慶大医(1990-1992)8-9,10(1)+←+記号はこの場合11巻以降全号所　　　　 │ 
　│ 　3.<FA003330>徳大蔵(1990-1991)8-9+　　　　蔵とみなすため、ヒットする。　　　 　 │ 
　│ 　4.<FA003432>高医大(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　5.<FA002859>阪大生生命図(1990-1993)8-10,11(1)+←指定した巻・号が共に入力され　 │ 
　│ 　6.<FA003465>九大医医分(1990-1992)8-10+　　　　　ているため、ヒットする。　　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 
　 
　　11巻2号を指定した場合08 
　┌─────────────────────────────────────────┐ 
　│雑誌所蔵検索・簡略表示　　　 <AN10184701>　　　　1-　　　5/　　　5　　　　　　 　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 



　│<AN10184701>免疫薬理. -- Vol. 8. no. 1 (1990)-　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│MLID :　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│INV　=11(2)　　　　　　　　　　　　　　　　INYR:　　　　　　　　　 CONT:　　　　　│ 
　│AREA =　　　　　　　　　　　MLTYP=　　　　 ILFLG:A　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│COPYS=A C　　　LOANS=　　　　FAXS:　　　　SSTAT:A　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 　1.<FA011667>医師会(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　2.<FA005212>慶大医(1990-1992)8-9,10(1)+　 ┌──────────────┐　　 │ 
　│ 　3.<FA003330>徳大蔵(1990-1991)8-9+　　　　 │+記号は号レベルの値には対応 │　　 │ 
　│ 　4.<FA003432>高医大(1990-1990)8+　　 　　　│していないため、「阪大生」の│　　 │ 
　│ 　5.<FA003465>九大医医分(1990-1992)8-10+　　│所蔵はヒットしない。　　　　│　　 │ 
　 
　 
　 
　　(巻レベルのみ)を指定した場合 
　┌─────────────────────────────────────────┐ 
　│雑誌所蔵検索・簡略表示　　　 <AN10184701>　　　　1-　　　5/　　　5　　　　　　 　 │ 
　│>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<AN10184701>免疫薬理. -- Vol. 8. no. 1 (1990)-　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│MLID :　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│INV　=11　　　　　　　　　　　　　　　　　　INYR:　　　　　　　　　 CONT:　　　　 │ 
　│AREA =　　　　　　　　　　　MLTYP=　　　　 ILFLG:A　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│COPYS=A C　　　LOANS=　　　　FAXS:　　　　SSTAT:A　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 　1.<FA011667>医師会(1990-1990)8+　　　　　 ┌──────────────┐　　 │ 
　│ 　2.<FA005212>慶大医(1990-1992)8-9,10(1)+ 　│巻レベルの値だけを指定すると│　　 │ 
　│ 　3.<FA003330>徳大蔵(1990-1991)8-9+　　　　 │指定した巻を全号所蔵している│　　 │ 
　│ 　4.<FA003432>高医大(1990-1990)8+　　 　　　│とみなされる参加組織だけがヒ│　　 │ 
　│ 　5.<FA003465>九大医医分(1990-1992)8-10+　　│ットする。11(1)は不完全巻と │　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │みなされ、「阪大生」の所蔵は│　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ヒットしない。　　　　　　　│　　 │ 
 

 また、最新巻・最新号を検索する場合、以下のような検索キーを指定することで検
索が可能です。

　　受入継続館を指定した場合(CONT:+を指定) 
　┌─────────────────────────────────────────┐ 
　│雑誌所蔵検索・簡略表示　　　 <AN10184701>　　　　1-　　　6/　　　6　　　　　　 　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<AN10184701>免疫薬理. -- Vol. 8. no. 1 (1990)-　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│MLID :　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│INV　=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　INYR:　　　　　　　　　CONT:+　　　　 │ 
　│AREA =　　　　　　　　　　　MLTYP=　　　　 ILFLG:A　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│COPYS=A C　　　LOANS=　　　　FAXS:　　　　SSTAT:A　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 　1.<FA011667>医師会(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　2.<FA005212>慶大医(1990-1992)8-9,10(1)+　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　3.<FA003330>徳大蔵(1990-1991)8-9+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　4.<FA003432>高医大(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　5.<FA002859>阪大生生命図(1990-1993)8-10,11(1)+←+記号があればヒットする。　 　 │ 
　│ 　6.<FA003465>九大医医分(1990-1992)8-10+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 
　 
　　11巻(不完全巻)を指定した場合08 
　┌─────────────────────────────────────────┐ 
　│雑誌所蔵検索・簡略表示　　　 <AN10184701>　　　　1-　　　6/　　　6　　　　　　 　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<AN10184701>免疫薬理. -- Vol. 8. no. 1 (1990)-　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│MLID :　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　 LOC:　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│INV　=11()　　　　　　　　　　　　　　　　　INYR:　　　　　　　　　 CONT:　　　　 │ 
　│AREA =　　　　　　　　　　　MLTYP=　　　　 ILFLG:A　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│COPYS=A C　　　LOANS=　　　　FAXS:　　　　SSTAT:A　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 　1.<FA011667>医師会(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　2.<FA005212>慶大医(1990-1992)8-9,10(1)+　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　3.<FA003330>徳大蔵(1990-1991)8-9+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　4.<FA003432>高医大(1990-1990)8+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│ 　5.<FA002859>阪大生生命図(1990-1993)8-10,11(1)+←11巻中のどれか1つでもある　 　 │ 
　│ 　6.<FA003465>九大医医分(1990-1992)8-10+　　　　　とみなせばヒットする　　　　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 

2  参加組織⼀覧の検索について

┌────────────────────────────────────────┐ 
│ユーティリティ業務中の「参加組織一覧」を使って国立大学でSSTAT=Aの参加組織　　　 │ 
│を検索したい。どのようにすればよいのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└────────────────────────────────────────┘ 



 ニュース画⾯でお伝えしたとおり、ILLシステムの参加組織⼀覧機能が、平成5年7
⽉より使⽤可能になっています。現在、検索キーとして使⽤可能なものはILLシステ
ム操作マニュアル 改定版 p.86のとおり、MLID(参加組織ID)、MLNM(参加組織名称:
略称ではない)、AREA(地域コード)の3つですので、質問のような検索をする場合は
SCANコマンドを使⽤します。
 なお、「国⽴⼤学」を⽰す項⽬は、MLTYPではなくSETFLGとKFLGを⽤います。

┌────────────────────────────────────────┐ 
│SETFLG(設置者種別)はその組織の設置者を表します。　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
│ （1-国立 2-公立 3-私立 4-特殊法人 9-その他）　　　　　 　　　　　　　　　　　　│ 
│KFLG(機関種別)はその組織が属する機関の種別を表します。　　　　　 　　　　　　　 │ 
│┌1-大学 2-短期大学 3-高等専門学校 4-大学共同利用機関等、文部省及び文　 ┐　　　│ 
│└化庁の施設等機関等 5-他省庁の施設等機関等(地方公共団体を含む) 9-その他┘　　　│ 
└────────────────────────────────────────┘ 

したがって、質問の例では、1)あらかじめSEARCHコマンドや検索キーの指定で集合
を作り、2)作成した集合に対してSETFLG,KFLG,SSTATを指定してSCANコマンドを
発⾏します。

　　1) SEARCH ALLで検索を行い、作成した集合に対し、 
　┌────────────────────────────────────────┐ 
　│参加組織検索・簡略表示　　　　　　　　　　 1-　　 10/　 1269　　　　　　　　　　│ 
　│>:SCAN SETFLG=1 AND KFLG=1 AND SSTAT=A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│MLID:　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　　 AREA=　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　1.<FA001007> 北海道大学 附属図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　　2.<FA001040> 北海道大学 教育学部図書室　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　　3.<FA001062> 北海道大学 理学部図書室　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 
　　2) SCANコマンドを発行した。　　↓ 
　┌────────────────────────────────────────┐ 
　│参加組織検索・簡略表示　　　　　　　　　　 1-　　 10/　　220　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│MLID:　　　　 MLNM=　　　　　　　　　　　　 AREA=　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　1.<FA001007> 北海道大学 附属図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　　2.<FA001040> 北海道大学 教育学部図書室　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　　3.<FA001062> 北海道大学 理学部図書室　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 

「国⽴⼤学でSSTAT=Aの参加組織」が検索された。 



オンライン・システム・ニュースレター No.40 (1993.08.27)

平成5年度⽬録システム開発予定項⽬

平成5年度の⽬録システムに対する開発予定項⽬は次の7点です。

1. 典拠レコードに対する参加組織コードの表⽰
2. 典拠レコード注記フィールド必須化
3. VTの種類コード統合に伴うコードチェック仕様の変更
4. 参加組織情報の⼀覧機能追加
5. 件名のヨミフィールドの追加
6. 雑誌レコードへの件名フィールドの追加
7. JPS所蔵記録フィールドの追加に伴う表⽰等の変更

このうち、1〜2を第⼀期分(平成5年10⽉から運⽤開始)、3〜7を第⼆期分(平成5年
12⽉から運⽤開始)として現在準備を⾏っております。
そこで今号では第⼀期分の詳細と第⼆期分の概要を紹介します。

1. 典拠レコードの作成機関・最新修正機関の参加組織コードの表⽰

平成4年度総合⽬録⼩委員会における典拠レコード修正指針の検討の過程で、確証
作業のためにどの機関が作成したか、どの機関が最後に修正したかを明確にする必
要がある、との結論となりました。これに基づき、典拠レコードの表⽰において参
加組織コードを下の画⾯例のように表⽰するよう機能変更します。これは以前に書
誌レコードに対して⾏った機能追加と同様のものです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃ 著者名典拠詳細表示　　　　　NC　　　　　1/　 5　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ >:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ <DA03946467>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ CRTDT:19911108 CRTFA:FA001234 RNWDT:19911114 RNWFA:FA003456　　　　　　　┃ 
┃ HDNG: 藤瀬, 恭子(1944-)∥フジセ, キョウコ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ TYPE: p　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　┃ 
┃ PLACE: 富山　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　┃ 
┃ DATE: 1944　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　┃ 
┃ SF: Fujise, Kyoko　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ NOTE: 明治大学非常勤講師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ NOTE: 訳書:F.イエンゼン,S.マレン共編「回想のユング」　　　　　　　　　　 ┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

2. 典拠レコード注記フィールド必須化

典拠レコードについてはかねてから、当該レコードを⾒ただけでは何を根拠として
作成されたレコードであるのかが全く不明であるような「典拠」レコードが多く存
在している、とのご指摘がありました。平成4年の夏に⾏った「⽬録システムに関
するアンケート」及び「⽬録システムアンケート結果に関する懇談会」においても
作成根拠を記述する注記フィールドを必須とすべきであるとのご意⾒が出ました。
この件を総合⽬録⼩委員会に諮り、注記フィールドを必須とするという原案が了承



されました(ニュースレター No. 38 参照)。そこで典拠レコードについて「注記フ
ィールド」が必ず存在するようシステムチェックを⾏う機能の追加と、「注記フィ
ールド」内に記述するデータに書誌データを有効利⽤するためLINKTOコマンドの
機能の追加・変更とを⾏います。

1) 典拠レコード登録時の必須チェック仕様の変更
 典拠レコード⼊⼒画⾯及び修正画⾯でNOTEフィールドが存在しなかった場合、
「⼊⼒必須のフィールドにデータが⼊⼒されていません」とのメッセージを出⼒し
ます。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃ 著者名典拠修正　　　　　　 NC　　　　　1/　 5　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ TAP332DE　入力必須のフィールドにデータが入力されていません。- NOTE　　 　┃ 
┃ >: SAVE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ <DA03946467>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ HDNG: 藤瀬, 恭子(1944-)∥フジセ, キョウコ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ TYPE: p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ PLACE: 富山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ DATE: 1944　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　┃ 
┃ SF: Fujise, Kyoko　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

  2) LINKTOコマンド(オペランド AUTHOR,UNIFORMTITLE)発⾏後のデータ編
集コマンドの機能変更
 典拠レコードを新規に作成・修正する場合、根拠となった情報を書誌レコードの
TRフィールド及びPUB フィールドから作成するため、LINKTOコマンドが発⾏され
た画⾯の各フィールドを⼀時的に記憶しておきます。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃ 和図書書誌詳細表示　　　　 NC　　　　　 1/　 5　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ >: LINKTO AUTHOR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ <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　　　　　　　 下線部が記憶される　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　 

 そして典拠⼊⼒画⾯あるいは典拠修正画⾯に遷移した場合(CREATE,COPY,EDIT
の各コマンドが発⾏された場合)に、記憶した情報をNOTEフィールドに編集して埋
め込みます。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃ 著者名典拠新規入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ >:　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ <DA07342272>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ HDNG:Craig, Gerald S.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ TYPE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ PLACE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ DATE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ SF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ SAF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　┃ 
┃ NOTE: SRC:科学の時間 / クレイグ, ヒル著 ; 宮原誠一[ほか]訳 (時事通信社,　┃ 
┃　　 1950)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 



 先頭に定型導⼊句として「SRC:」を⾃動的に設定し、TRフィールドから書名及
び責任表⽰(∥の前まで)を埋め、「 (」の後にPUB フィールドから出版者、出版年
を「, △」の区切り記号で埋めて「) 」で閉じた形で設定しますので、後はその情報
源のどの部分に表⽰されていたか、等を追記するだけで作業を終了させることがで
きます。
 ※定型導⼊句は、CREATE,COPY が発⾏された場合は「SRC:」、EDITが発⾏さ
れた場合は「EDSRC:」となります。 

3) LINKTOコマンド(オペランド SEEALSO)発⾏後のデータ編集コマンドの機能変
更
 典拠新規⼊⼒画⾯あるいは典拠修正画⾯でさらに、LINKTOコマンド(オペランド
SEEALSO)が発⾏された場合、記憶してある情報はそのまま保持しておき、「から
も⾒よ参照」レコード側のNOTEフィールドに編集して埋め込みます。

　典拠新規入力画面あるいは典拠修正画面からLINKTO SEEALSOで参照先へ遷移 
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃ 著者名典拠詳細表示　　　　 NC　　　　　 1/　 2　　 　　　　　　　　　　　┃ 
┃ >: ED　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ <DA01083910>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ CRTDT:19870625 CRTFA:FA000015 RNWDT:19900316 RNWFA:FA001787　　　　　　　┃ 
┃ HDNG: 福地, 桜痴(1841-1906)∥フクチ, オウチ　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ TYPE: p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ PLACE: 長崎県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ DATE: 1841-1906　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ SF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ SAF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　 「からも見よ参照」レコード側の典拠修正作業を行うためにEDITコマンドを発行。 
　 
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　 
　 
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃ 著者名典拠修正　　　　　　 NC　　　　　 1/　 2　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ >:　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ <DA01083910>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┃ HDNG: 福地, 桜痴(1841-1906)∥フクチ, オウチ　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ TYPE: p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ PLACE: 長崎県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ DATE: 1841-1906　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ SF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃ SAF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　┃ 
┃ NOTE: EDSRC:Politics of the Meiji press : the life of Fukuchi Gen'ichi 　┃ 
┃　　 ro / James L. Huffman (University Press of Hawaii, c1980) によって 　┃ 
┃　　　SAF フィールド を追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 記憶された情報を参照先のNOTEフィールドに編集して埋め込みます。先頭に定
型導⼊句として「EDSRC:」を⾃動的に設定し、TRフィールドから書名及び責任表
⽰(∥の前まで)を埋め、「 (」の後にPUB フィールドから出版者、出版年を「, △」
の区切り記号で埋めて「) 」で閉じ、「によってSAF フィールド を追加」と設定し
ます。なお、SAFフィールドへの標⽬形の埋め込みは従来どおり⾏われます。

 2) 3)の機能は、LINKTOコマンドを使⽤した場合にのみ働きます。強制リンク
によって典拠画⾯に遷移した場合にはこの機能は働きませんので、強制リンク後の
典拠画⾯でレコードを修正・作成した場合は根拠となった情報について注記を⾏う
ようにしてください。

4) NOTEフィールドの最⼤繰り返し数の変更
 上記のシステム変更に伴い、NOTEフィールドについては現⾏の最⼤繰り返し数



(24回)では不⼗分であることが予想されるので、繰り返し回数の最⼤値を128回に
変更します。

3. VTの種類コード統合に伴うコードチェック仕様の変更

 VTの種類コードのうち、AD、AG、PAの使⽤を禁⽌し、⼊⼒された場合にはエラ
ーとします。

4. 参加組織情報の⼀覧機能追加

 ILLシステムで提供している参加組織表⽰・メンテナンス機能と同様の機能を⽬
録システム上で実現し、書誌調整上の窓⼝情報をオンラインで提供します。
窓⼝情報は現在のオンライン・システムニュースレター掲載の事務連絡窓⼝の情報
と同様のものとする予定ですが、窓⼝の単位は参加組織となります。

5. 件名のヨミフィールドの追加

 書誌データの件名による検索において、カナヨミからの検索をサポートするよう
に機能の追加を⾏ます。従って、書誌登録時にSHフィールドもTR等のフィールド
と同様に∥以降のデータにヨミを⼊⼒する形になります。インデックスの切り出し
はTR等における切り出し仕様と同じにします。

6. 雑誌書誌レコードへの件名フィールドの追加

1. 雑誌書誌レコードへ件名フィールドを新規追加します。
2. フィールドの要素及びインデックス作成、データ表⽰仕様は図書書誌レコード

と同様とします。

7. JAPAN/MARC(S)所蔵記録フィールドの追加に伴う表⽰等の変更

 参照MARCのJAPAN/MARC(S)のレコード中に存在する国会図書館の所蔵記録を
新規追加フィールドとしてREMフィールドの直前に表⽰します。
 なお、このフィールドは参照MARC上での表⽰だけに留めるようにします。



オンライン・システム・ニュースレター No.40 (1993.08.27)

平成5年度 第1回総合⽬録⼩委員会の審議内容

⽇ 時 : 平成5年7⽉1⽇(⽊) 13:30〜16:30

1. 「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会について

平成4年度の総合⽬録⼩委員会において設置が了承された「コーディングマニ
ュアル作成ワーキンググループ」について、今回具体的な検討項⽬及び検討⽅
法等について原案に基づいて審議を⾏った。

1. 名称

グループの⽬的を明確化するために標記の名称に変更することとした。

2. 部会の構成

「運⽤細則」原案作成のために⽉1回程度実作業を⾏う「調整作業班」
(東京近郊の参加機関から5〜6名程度)と、作成された原案に対する評
価、問題点の提起等を⾏う「評価検討班」(全国の参加機関から10名程
度)を設けることとした。

3. 作業内容

ア 評価検討班
・各参加機関での問題点及び対応策案の提起
・調整作業班が取りまとめた「運⽤細則」原案への評価・検討 等

イ 調整作業班
・評価検討班から提起された問題点等の整理
・各項⽬に対する検討、情報源等の収集
・各条項毎の「運⽤細則」原案の作成
・評価検討班からの意⾒をもとにした原案の調整 等

4. 連絡⽅法

主要な連絡⽅法として電⼦掲⽰板(BBS)を活⽤することとした。

 なお、当部会の主査には永⽥委員(東京⼤学附属図書館)が選出された。

2. ILLシステムの機能強化について

1. ILLシステムからBLDSCへの依頼



新たに「外部依頼中」の状態を追加すること、BLDSCへ依頼したデータ
に対しては依頼館側での料⾦の⼊⼒を可能とする、「外部依頼中」に対
してOKコマンドを発⾏した場合は終了状態となる、等のILLシステムの
変更を⾏うこと、及びセンターからBLDSCに1⽇分のデータをまとめて
転送する仕組みを開発すること、等が了承された。

2. バックファイルの運⽤

カレントファイルに対する検索の負荷を軽減することを⽬的として、⼀
定期間を過ぎた終了状態のレコードを定期的に別ファイル(バックファイ
ル)に移⾏することが了承された。第1回のバックファイルへの移⾏は平
成5年10⽉に実施することとなった。

3. INQUIREコマンドの新設

PARDONコマンドに割り当てられている「照会」機能については新規に
別のコマンド「INQUIRE」を⽤意することとした。
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