
オンライン・システム・ニュースレター No.47 (1994.10.07)

電源設備点検に伴うサービス休⽌のお知らせ

電源設備法定点検に伴う停電のため、下記の期間、⽬録所在情報サービスを休⽌し
ます。

      10月31日(月)  9:00 ～ 13:00(予定) 



オンライン・システム・ニュースレター No.47 (1994.10.07)

JPMARC遡及版(明治期)の概要

明治期に刊⾏された図書の書誌データとして、国⽴国会図書館から頒布された「ジ
ャパン・マーク遡及版(明治期)」の参照MARC化の準備が整いつつありますので、
データの概要についてお知らせします。

1. 収録範囲

「国⽴国会図書館所蔵明治期刊⾏図書⽬録」に収載されている明治期刊⾏図書
及び同⽬録刊⾏以後に国⽴国会図書館で受け⼊れた明治期刊⾏図書が収録の範
囲となっており合計113,328件となっています。

2. ⽬録作成の基準となった⽬録規則

「ジャパン・マーク遡及版(明治期)」のデータは、主として⽇本⽬録規則新版
予備版に従って作成されています。そのため、各レコードについて、現在の⽬
録規則との整合性に問題がないかどうか確認する必要があります。

3. データの特性

1. 出版年

出版年は元号で表⽰されています。流⽤⼊⼒する場合には⻄暦に修正す
る必要があります。

2. 著者標⽬

同名異⼈を識別するときには、世系のみを付記事項として利⽤していま
す。そのため、著者標⽬として記録されている情報と著者名典拠レコー
ドとを慎重に同定する必要があります。

3. 漢字等の取り扱い

JISコードを持たない⽂字については、原則として従来どおりJISコード
を持つ⽂字に置き換え可能であれば置き換え、不可能な場合には〓に置
き換えます。
ただし、NOTEフィールド及びCWフィールドに該当する部分では上記の
置き換えを⾏わずカナ読みされています。
これらについては転記の原則及び外字の取り扱いに従って該当部分を修
正する必要があります。



4. TXTL、ORGLフィールド

全レコードとも上記のフィールドには値が記録されていません。該当す
るコードを記録するようにしてください。

なお、運⽤の開始についてはニュース画⾯でお知らせします。

      10月31日(月)  9:00 ～ 13:00(予定) 
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個別版CD-ROMモニター追加募集について

個別版CD-ROM配布の本格サービス実施の参考とするためのモニターにつきまして
は、「オンライン・ニュースレター」No. 43において募集し、既に6機関でモニタ
ーをお願いしているところですが、今回さらにモニターを追加募集いたします。

1. モニターの概要

個別版CD-ROMのモニターを、4館募集いたします。 
センターが作成し送付する各モニター館の個別版CD-ROMを、実際に利⽤し
ながら評価していただいて、本格サービス実施の参考にすることが⽬的です。
今回募集するモニター館には、カレントデータの処理を中⼼に評価をお願いし
ます。 なお、個別版CD-ROMの利⽤料⾦についてはモニター期間中に限り無
償とします。

2. モニターの応募条件

1. 図書、雑誌を含めて、学術情報センターの⽬録システムに登録済の所蔵
件数が概ね3万件以下で、今後継続的に登録すること。

2. 応募は、機関全体でも、学部単位でもかまいません。複数の分館、⼤学
と短⼤の集合というような単位でも結構です(この場合、別紙の備考欄に
補記して下さい)。

3. CD-ROMを使⽤できる環境があること。

対象OS及び機種は、

NEC-PC9801VX以降に発売され、MS-DOSバージョン3.3以上の
OSを搭載しているもの
IBM-PCまたは100%互換機でDOS/Vバージョン5.0以上のOSを搭
載しているもの

のいずれかを有し、かつ、それぞれの機種に対応する

CD-ROM装置

が必要です。

4. カレントデータを⽤意できること。

http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nl/nl-43-05.html


新規登録する書誌・所蔵データをローカルダウンロード機能により取込
み、学術情報センターが指定するファイルフォーマットに変換すること
ができること。

3. モニターの⽅法

3ヵ⽉毎にCD-ROM(1枚)をセンターで作成し送付する予定です。最初の回
に、検索システムおよびカレントデータ処理システムと利⽤マニュアル⼀式を
提供します。

評価⽅法をCD-ROM送付時に同封しますので、評価内容等を報告していただ
きます。

4. モニターの応募⽅法

ご希望の図書館は、別紙申込書に必要事項を記⼊の上、応募して下さい。応募
件数が多い場合、学術情報センターで諸条件を検討した上で決定いたします。

 
    申込み先:学術情報センター事業部目録情報課 
    問合せ先:専門・電子情報係(TEL:03-3942-6987,8) 
    締切り :平成6年11月7日 
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参照MARC流⽤時の注意について(3)

和図書書誌レコードの参照MARC流⽤時の注意事項について、オンラインシステム
ニュースレターNo.39(JAPAN/MARC編)及びNo.40(TRC/MARC編)で解説を⾏いま
した。

洋図書についても、各種MARCレコードをセンターの仕様に合わせるため、フォー
マット変換を⾏って参照MARCを作成していますが、MARC作成機関の使⽤する規
則の相違等により、必ずしもセンターの基準・規則に合致しているわけではなく、
流⽤⼊⼒時にはセンターの基準・規則に合わせる必要があります。

そこで今回は、LC/MARC流⽤時の注意事項について、解説を⾏うことにします。

【洋図書書誌レコード・LC/MARC編】

(1) 「固有の標題」でないものが、TRフィールドに記録されていることがある

《解説》 LC/MARCでは「英⽶⽬録規則第2版改訂版(AACR2R)」1.1B9 の規定に
基づいて、ある資料の補遺または部分であることを⽰す名称は、本タイトルの⼀部
としてピリオドに続けて記録されています。したがって、 "Supplement" や "Part
B"というような、センターの基準では固有の標題であるとみなせないものも、標題
の⼀部としてTRフィールドに記録されている場合があります。
《対応》 当該名称は、巻次等または部編名として、VOLフィールドに記録します
が、NCファイル中に当該VOLフィールドを追加すべき(あるいは当該VOLフィール
ドを既に持っている)書誌レコードが既に作成されていないかどうか、確認する必要
があります。

(2) 親書誌、あるいは中位の集合書誌単位として記録することが適当なものが、TR
フィールドに記録されていることがある 
(3) 「固有の標題」に該当するものがCWフィールドに記録されていることがある

《解説》(2)・(3)について
LC/MARCの書誌レコード作成単位が、NCの基準と⼀致していない場合、このよう
な状況が発⽣します。
《対応》 いずれの場合も、NCの書誌レコード作成単位に合わせて、参照MARCを
修正します。(2)の場合、当該名称はPTBLフィールドに記録します。
(3)の場合、CWフィールド中にある「固有の標題」とみなせるものをTRフィールド
に移して、それぞれを単⾏書誌単位とする書誌レコードを作成します。参照MARC
中でTRフィールドに記録されていたものは、親書誌または中位の集合書誌となり、



PTBLフィールドに移動することになります。NCファイル中にリンクすべき適当な
親書誌が既に作成されていないかどうか、リンク形成の際に慎重に確認してくださ
い。
なお、(3)とは違うケースですが、CWフィールドに巻次等や部編名が記録されてい
る場合にも御注意ください。これらはVOLフィールドに移します。

(4) 複数の出版物理単位に対応している書誌レコードであるにもかかわらず、VOL
フィー ルドに、対応する巻次が記録されていないことがある

《解説》 参照MARCのVOL、ISBN、PRICEの各フィールドは、LC/MARCの中の
ISBNを収納するタグと対応させて作成されています。そのためタグ中に巻次等に相
当するデータがない場合、参照MARCには巻次等に対応するだけの⼗分な数のVOL
フィールドが作られないという状況が発⽣します。
《対応》 ⽬録対象資料現物の巻次等に対応するVOLフィールドを作成してくださ
い。

(5) ISBNの後ろに説明語句が付いていることがある 
(6) VOLフィールドに、巻次等、ISBNの説明語句のいずれにも該当しないものが⼊
っていることがある

《解説》(5)・(6)について
(5)のようなケースとしてはまず、セット物単位で1つのISBNを持つとき、(set)と
いう語句が付記されている場合が考えられます。また、(lib. bdg.) 、(pbk.)等、装
丁を表す版表⽰に該当する語句が付記されていることもあります。
その他、1つの出版者が出した出版物が複数の出版地に対応して複数のISBNを持つ
とき、(Berlin)、(New York)、(Tokyo) 等の地名が付記されている場合もありま
す。
(6)は、(5)のケースと紛らわしいことも多いのですが、いちばん顕著な例として
は、予定価格であることを⽰す "est." が⼊っているような場合があげられます。ま
た、紙質の説明である"acid free paper" という語句が⼊っていることもありま
す。
《対応》(5)のような場合は、ISBNの説明語句であることを⽰す:(コロン)を前に付
けて、VOLフィールドに転記するようにしてください。
(6)のような場合には、原則としてその語句をVOLフィールドから削除しますが、例
えば、"alk. paper"というような(紙質)表⽰が、 "hardcover"等の装丁表⽰の代⽤
として機能し、 "pbk." 等の装丁表⽰と並び⽴つような形で表⽰されている場合も
あります。このような場合は、(5)と同様の扱いでその語句を残しておいてもかまい
ません。

(7) PTBLフィールドの記録が、⽬録対象資料上の表⽰と異なることがある 
(8) 親書誌標題の後ろに、出版者、出版地、"series"等が付記されていることがあ
る 
(9) サブシリーズ(NCの基準では中位の集合書誌単位にあたるようなもの)が、親書
誌標 題の⼀部として記録されていることがある。また、ISSNが記録されているこ
とがある 



(10) 親書誌の要素の⼀部(例:親書誌の責任表⽰等)が、< >(リンクされた親書誌ID
を埋め込む場所)の後ろに記録されていることがある

《解説》(7)〜(10)について
参照MARCのPTBLフィールドは、LC/MARCのシリーズエリアのタグのデータを機
械的に埋め込んで作成されています。AACR2Rでのシリーズエリアの規定の情報源
と、NCの親書誌の規定の情報源は、前号のニュースレターでも述べましたとおり、
完全に⼀致する訳ではありません。また、LC/MARCのシリーズエリアのタグは⼀
種類ではなく、責任表⽰を付けた形、シリーズとしての統⼀標⽬形、ISSNを記録す
るためのサブフィールドを持つタグ等の複数のバリエーションがあります。
《対応》 これらの基準の相違やタグの種類のバリエーションを判断した上で参照
MARCを作成することは、システム的には困難です。参照MARCのPTBLフィールド
については、NCの基準に合った形で作成されているかどうかを確認し、必要な修正
を⾏った上でリンクを形成するようにしてください。この確認が慎重に⾏われない
場合には、多数の親書誌が重複するという事態も発⽣します。データベースの品質
向上のためにも、御注意ください。

(11) ALフィールドで、⽇本⼈名がAACR2の標⽬形になっている

《対応》 NCでは著者名典拠ファイルは和洋共通です。⽇本⼈名については、「⽇
本⽬録規則1987年版改訂版」の標⽬形に修正してください。AACR2形の標⽬は、
著者名典拠レコードのSFフィールドに、*(アスタリスク)を前に付けた形で参照形
を作成することになっています。

(12) 会議名の回次、年次、開催地も標⽬の⼀部として変換されている

《対応》 回次等は「その他の情報」として、< >の後ろに記録してください。

(13) UTLフィールドの値が、NCの基準に合致していない

《対応》 NCでは、当⾯、統⼀書名典拠レコードの作成範囲を、無著者名古典、聖
典及び⾳楽作品に限定しています。参照MARCに、これら以外のものが統⼀書名標
⽬として記録されている場合は、リンク形成は⾏わず、フィールドを削除してくだ
さい。
ただし、原書名等、VTフィールドに記録することが可能なものはVTフィールドに
移してください。

(14) YEAR(刊年)フィールドの2番⽬の値が、刊⾏終了年以外になっていることが
ある

《解説》 LC/MARCの当該タグのデータを機械的にYEARフィールドに埋め込んでい
るため、著作権登録年や頒布年等が刊年2として記録されてしまうことがありま
す。
《対応》 YEARフィールドの刊年2は、複数の出版物理単位からなる刊⾏物の刊⾏
終了年を記録すべき個所ですから、1冊本のYEARフィールドにおいては本来、主た
る刊年のみを残して、余分なものは削除することになります。



(15) TXTL(本⽂の⾔語コード)フィールドが空⽩であることが多い

《対応》 適切な⾔語コードを、なるべく記録するようにしてください。

(16) CIPレコードの流⽤に関する注意事項

《解説》 CIPレコードとは、出版物が実際に刊⾏される前の情報を基に作成された
⽬録情報です。出版年、形態的事項等が、⽬録対象資料現物と⼀致していない場合
があります。
《対応》 参照MARC中のCIPレコードは、PHYSフィールドのデータが p,cm とい
う単位記号のみであるのが特徴です。現物どおりの形態的事項を記録してくださ
い。
出版年、著作権登録年も微妙に現物と相違している場合がありますので、PUBフィ
ールド、YEARフィールドについても御注意ください。

(17) 予備的レコード(preliminary)の流⽤に関する注意事項

《解説》 完全なMARCレコードを作成する前に予備的に⼊⼒された書誌レコードで
す。
ALフィールドがほとんど作成されていないこと、PHYSフィールドにページ数のみ
しか記録されていないこと、NOTEフィールドが"PRIORITY 2"といった表⽰のみで
あること、CLSフィールドが"IN PROCESS" となっていること等が特徴です。 
《対応》 不完全な書誌レコードですから、上記フィールドだけでなく、書誌レコー
ド全般にわたって、⽬録対象資料と照合し、必要な修正を加えることが必要です。

(18) ミニマルレコードの流⽤に関する注意事項

《解説》 LC/MARC中の簡略書誌レコードのことです。参照MARC中では、CLSフ
ィールドが"MLCS" 等となっていること、REMフィールド中の\008のところ
に||||||||||||が多数⼊っていること等以外は完全レコードと⾒分けにくいのです
が、ALフィールドがAACR2Rの主標⽬形1つ分しか作成されていない場合が多いこ
と、注記が不完全であること等、NCの基準に合わない部分があります。
《対応》 特にALフィールドについては、⽬録対象資料と照合して、必要なものに
ついては、参照MARCになくても作成するようにしてください。

(19) 親書誌レコードの流⽤全般に関する注意事項

《解説》 上記の各所、特にPTBLフィールドに関する個所で述べたことと重なりま
すが、参照MARCの親書誌レコードは、LC/MARCのシリーズエリアを基にして作成
されており、NCの親書誌の基準と合致しない部分があります。また、コードブロッ
ク等、変換されずに空⽩になっているフィールドが多数あります。
《対応》 親書誌の重複を避けるため、参照MARCから親書誌レコードを新規作成す
る場合には、NC中に既に作成されている親書誌レコードがないかどうかを⼗分に確
認したうえで、慎重に⾏ってください。また、上で述べたとおりデータが不⼗分で
すので、⽬録対象資料と照合して、データを豊富にする⽅向でレコードを作成して
くださるようお願いします。
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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6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。

〔平成6年度第1回総合⽬録委員会〕

標記委員会は7⽉22⽇(⾦)14:00〜16:00に開催されました。

今回の委員会では、(1) ⽬録所在情報サービス運⽤状況等の報告、及び今年度の⽬録情報関係の事業計
画の説明と、(2) 総合⽬録⼩委員会の設置に関する審議を⾏いました。 
その結果、総合⽬録⼩委員会を従来に引き続き設置することが承認され、⼩委員会に対しては、(1)
「⽬録情報の基準」の改訂について、(2) 「⽬録情報の基準」適⽤上の諸問題について、の2点の審議を
付託することになりました。 

〔平成6年度第1回総合⽬録⼩委員会〕

標記委員会は9⽉9⽇(⾦)14:00〜17:00に開催されました。

今回の委員会では、(1) ⽬録所在情報サービス運⽤状況等の報告、及び今年度における⽬録情報関係の
事業計画の説明のあと、以下の事項について審議を⾏いました。

1. 「⽬録情報の基準」の改訂について

今年度に作業を予定している「⽬録情報の基準」の改訂に関し、現在懸案となっている項⽬につい
て概略の説明があり、意⾒交換を⾏った。 

2. ⽬録規則改訂版の取り扱いについて

和洋の⽬録規則の改訂版について主要な変更点の説明があり、審議の結果改訂版を適⽤することと
なった。具体的な変更点に関する周知⽅法を含め、広報についてセンターで検討することとなっ
た。 

3. 「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会について 

平成6年度の作業計画、部会メンバーについて説明があり了承された。 
今年度は、(1) 和図書書誌レコード(新規作成)記述規則(⼦書誌)、(2) 洋図書書誌レコード(新規作



成)記述規則(⼦書誌)、(3) 著者名典拠レコード(新規作成)記述規則(⽇本名:団体名)を順次検討し
ていくことになった。併せて、「⽬録情報の基準運⽤細則」のデータベース化を⾏うことになっ
た。 
和図書書誌レコード(新規作成)記述規則(⼦書誌)の部分の原案が提⽰され、作成⽅針が承認され
た。

総合⽬録委員会、同⼩委員会の委員及び「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会のメンバーは次の
⽅々にお願いしました。

            総合目録委員会委員名簿 (16名) 
            (委員長 : 宮澤研究開発部教授) 
 
   氏    名           所 属 ・ 官 職 等          
 
   上田 修一     慶應義塾大学文学部教授                    
   木村 明彦     東京都立大学付属図書館事務長                 
   近藤 禧  男   東京大学附属図書館事務部長                  
   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       
   高橋   柏     筑波大学図書館部長                      
   鶴田 真也     国立国会図書館業務機械化室長 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      大阪大学附属図書館事務部長                  
   丸山 昭二郎   鶴見大学図書館長                       
   宮本  哲      東京都立中央図書館資料部整理課長               
   山崎 久道     三菱総合研究所研究基盤センター資料・情報サービス部長     
                                           
   井上  如      学術情報センター 研究開発部長                
   内藤 衛亮     学術情報センター 研究開発部研究主幹             
   宮澤  彰      学術情報センター 研究開発部教授               
   影浦  峡      学術情報センター 研究開発部助教授              
   上田 敏次     学術情報センター 事業部長                  
 
 
           総合目録小委員会委員名簿 (18名) 
            (主査 : 宮澤研究開発部教授) 
 
   氏    名           所 属 ・ 官 職 等            
 
   浮塚 利夫     明治大学図書館事務部文献情報課                
   宇野 弘純     北海道大学附属図書館情報システム課図書館専門員        
   島崎 昭夫     静岡県立大学附属図書館事務長                 
   菅野 精子     東京大学附属図書館情報管理課図書館専門員           
   田中 康雄     立命館大学図書館情報システム課長               
   棚橋  章      名古屋大学附属図書館情報システム課図書館専門員        
   永田 治樹     図書館情報大学図書館情報学部助教授              
   中司 里美     京都大学附属図書館情報管理課洋書目録情報掛長         
   早瀬  均      鹿児島大学附属図書館情報サービス課長             
   牧村 正史     浜松医科大学教務部図書課長                  
   安田  博      慶應義塾大学理工学メディアセンター事務長           
                                                                                                           
   宮澤  彰      学術情報センター研究開発部教授                
   影浦  峡      学術情報センター研究開発部助教授               
   笹川 郁夫     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       
   鈴木 敬二     学術情報センター事業部目録情報課専門・電子情報係長      
 
 
 
          「目録情報の基準運用細則」作成検討部会メンバー(平成6年度) 
            主 査 : 永 田 治 樹 (図書館情報大学助教授) 
 
評価検討班 
 
   氏     名          所       属              
 
   山 口 國 雄    北海道大学附属図書館目録情報掛長             
   前 田 裕 子    東北大学附属図書館医学分館整理係長            
   秋 山  紀      東京大学附属図書館目録主任                
   石 黒 敦 子    慶応義塾大学日吉情報メディアセンター図書館情報サービス担当課長    
   須 永 雅 子    国立婦人教育会館悉恥管理係長               
   大 島 和 代    上越教育大学附属図書館目録情報係             
   久 宗 順 子    名古屋大学附属図書館第一情報資料掛長           
   桃 井 栄 一    信州大学附属図書館整理係                 



   中 司 里 美    京都大学附属図書館洋書目録情報掛長            
   近 藤 茂 生    立命館大学図書館目録係                  
   稲 葉 洋 子    神戸大学附属図書館データ管理掛長              
   井ノ上 俊 哉   九州大学附属図書館第一目録情報掛             
   長 岡 啓 司    福岡大学図書館図書一課                  
 
 
調整作業班 
 
   氏     名          所       属              
 
   永 田 治 樹   図書館情報大学助教授                   
   佐 伯  正     明治大学図書館整理課洋書目録係              
   風 巻 利 夫   東京大学教養学部数理科学図書掛長             
   山 本 和 雄   千葉大学附属図書館園芸学部分館図書係           
   増 井 ゆう子  国文学研究資料館情報サービス係 
   柴 田 由紀子  慶応義塾大学三田メディアセンター図書館情報サービス担当係主任     
   飯 倉  忍     国立国会図書館図書部図書整理課              



オンライン・システム・ニュースレター No.47 (1994.10.07)

「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会の審議内容

「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会 第10回打ち合わせ(調整作
業班による)

⽇時 : 平成6年9⽉5⽇(⽉)13:30〜17:00

1. 「和図書書誌レコード」について

2.2.1 「TR」部分と2.2.2 「ED」部分、2.2.3 「PUB」部分について、前回
の審議結果をふまえた修正案と、BBSで寄せられた意⾒をもとに意⾒交換を⾏
い、全体的な語句の⾒直し等が了承された。審議結果をまとめた修正案は、第
1回総合⽬録⼩委員会に諮られることになった。

2.2.4 「PHYS」等の部分については、調整作業班内のメンバーの分担によっ
て検討が⾏われており、それらについても、次回の部会で審議を⾏う予定にな
っている。
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