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総合⽬録データベースの移⾏について

４⽉以降参加館の皆様の御協⼒により，オンライン負荷テストを重ねてまいりまし
たが，11⽉の負荷テストの結果から，総合⽬録データベースのサーバへの移⾏を予
定通り，12⽉に実施することを決定いたしました。平成９年１⽉よりサーバに移⾏
した総合⽬録データベースの運⽤を開始いたします。御協⼒誠にありがとうござい
ました。
なお，データベースの移⾏作業のため，⽬録所在情報システムのサービスを下記の
期間休⽌させていただきます。申し訳ありませんが御理解下さい。

総合⽬録データベースの移⾏作業に伴うサービスの休⽌期間︓
 平成８ 年12⽉ 24⽇〜 12⽉27 ⽇ 



オンライン・システム・ニュースレター No.57 (1996.12.20)

⽬録所在情報サービスの年末年始の運⽤スケジュール

～平成8年12月20日（金）　通常運用終了 
平成8年12月24日（火）～平成9年 1月 6日（月）　移行作業によるサービス休止 
平成9年 1月 7日（火）～　　　　　　　　　     通常運用開始 
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総合⽬録データベースにおける和洋の統合及びVOLによ
る書誌分割の廃⽌

 現在，総合⽬録データベースでは，和洋資料を区別して別ファイルとしておりま
すが，新⽬録所在情報サービスを開始（平成９年４⽉予定）するのに併せて，これ
を統合します。
 これに伴い，新たに作成される書誌・所蔵レコードのＩＤは現⾏の洋資料の番号
体系を継続して⼀本化されます。ただし，既に付与されたＩＤについては，そのま
ま使⽤します。ローカルシステムに総合⽬録データベースのデータを取り込む際
に，和洋を区別し，かつ，和洋の判断を書誌・所蔵ＩＤにより⾏っている場合は，
プログラムの修正が必要となりますので，御注意下さい。
 なお，現⾏システムを使⽤する場合は，業務選択画⾯をはじめ画⾯上は和洋の区
別を残します（ただし，和洋どちらで操作しても，同じデータベースに登録されま
す）。従って，画⾯番号により，和洋の判断をしている場合は，特にローカル側プ
ログラムを修正する必要はありません。
 ＩＤは「２桁の識別⼦＋７桁(書誌)/９桁(所蔵)の⼀連番号＋チェックディジッ
ト」からなり，識別⼦は以下の通りです。

　　現行　　　　　　　　　　　　　　　　　統合後（平成９年４月以降） 
　　　┏━━━━━━━┳━━━━┓　　　　　　┏━━━━━━┳━━━━┓ 
　　　┃　ファイル　　┃識別子　┃　　　　　　┃　ファイル　┃識別子　┃ 
　　　┣━━━━━━━╋━━━━┫　　　　　　┣━━━━━━╋━━━━┫ 
　　　┃　和図書書誌　┃　ＢＮ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　  　┠───────╂────┨　　　　　　┃　図書書誌　┃　ＢＡ　┃ 
　　　┃　洋図書書誌　┃　ＢＡ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　　　┠───────╂────┨　   →　   ┠──────╂────┨ 
　　　┃　和図書所蔵　┃　ＣＤ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　　　┠───────╂────┨　　　　　　┃　図書所蔵　┃　ＣＣ　┃ 
　　　┃　洋図書所蔵　┃　ＣＣ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　　　┠───────╂────┨　　　　　　┠──────╂────┨ 
　　　┃　和雑誌書誌　┃　ＡＮ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　　　┠───────╂────┨　　　　　　┃　雑誌書誌　┃　ＡＡ　┃ 
　　　┃　洋雑誌書誌　┃　ＡＡ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　　　┠───────╂────┨　　　　　　┠──────╂────┨ 
　　　┃　和雑誌所蔵　┃　ＣＢ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　　　┠───────╂────┨　　　　　　┃　雑誌所蔵　┃　ＣＡ　┃ 
　　　┃　洋雑誌所蔵　┃　ＣＡ　┃　　　　　　┃　　　　　　┃　　　　┃ 
　　　┗━━━━━━━┻━━━━┛　　　　　　┗━━━━━━┻━━━━┛ 
 

 また同時に，現在便宜的に⾏っているVOL数による書誌レコードの分割を廃⽌し
ます。ただし，VOLが多い場合（VOL数が200程度以上）は，例外的に分割するこ
とにします。なお，現在分割されている書誌については，統合します。
 これらの変更については，平成８年８⽉に実施した「新⽬録所在情報システム業
者説明会」席上で各図書館システム作成業者にアンケートを配布し検討していただ
いた結果，変更について対応可能である旨の回答をいただいています。
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基本辞書の変更

 ⽬録システムでデータを登録する際に使⽤している基本辞書のうち，「新字源」
については今後使⽤を中⽌することにします。

 ⽬録システムにおける⽇本語の外字については，「⽬録情報の基準」（１１．
２．１ ⽇本語の外字）の中で３つの辞書を基本辞書として使⽤することが定めら
れています。⽬録作成者はこの辞書から該当する⽂字を探し，辞書の種類を表すコ
ードと検字番号を⿊菱形で囲むことによって，⽇本語の外字を表すことになってい
ます。

 これによって，ＪＩＳ第１，第２⽔準で表現できない⽂字も，それぞれの辞書を
調べれば記録できなかった⽂字に辿りつけるわけです。さらに将来，⽂字の適⽤範
囲が拡張されたときに，この情報を基に本来の⽂字に変換することも可能です。

 この⽅法は上記の基本辞書の検字番号が不変であり，常に⼀つの番号が⼀つの⽂
字を指し⽰すことが前提です。しかしながら，「新字源」は従来刷によって若⼲検
字番号が異なっているものがありましたが，平成６年に出版された改訂版でさらに
検字番号に異動が⽣じました（詳細は平成７年度学術情報センターセミナーでこの
件を課題として研究した忽那⼀代⽒のレポート「⽬録システムと外字管理」を参照
のこと）* 。また今後も同様な事態が発⽣することが想定されます。

 このように「新字源」採⽤にあたっての問題が看過できなくなりましたので，平
成８年度第１回の総合⽬録⼩委員会で基本辞書の変更について審議をし，「新字
源」の使⽤を中⽌するという冒頭の結論となりました。今後⽇本語の外字が出現し
た場合，「新字源」は基本辞書として使⽤しないように御注意ください。

 登録されているデータを調査した結果によると，外字のうち「新字源」が指定さ
れている⽂字は４３２種，出現回数にして１６２７回です。このうち「新字源」に
しか掲載されていない⽂字の出現率は約５％であり，残り約９５％は他の基本辞書
にも掲載されている⽂字でした。総合⽬録⼩委員会では「新字源」にしか掲載され
ていない⽂字を救済することを含め，基本辞書に新たに「ＪＩＳ Ｘ０２２１」を
採⽤することを検討しております。具体的な採⽤⽅針が決定し次第，改めて御連絡
いたします。

 なお，既存データについては，資料現物との確認をとりながら順次修正をセンタ
ーで⾏いますので，このためだけの修正は⾏う必要はありません。また，この確認
にあたっては各参加機関に情報源の御確認とコピー送付等を依頼することもありま
すので，その際は御協⼒よろしくお願いいたします。



＊「平成７年度学術情報センターセミナー研究レポート」（1996.3発
⾏）
⼤学図書館以外で配付を希望される機関は，学術情報センター 教育研修
部研修課指導第⼀係（TEL:03-3942-6936）にお問合せ下さい。
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外部依頼レコード（貸借）の状態変更

 ＩＬＬシステムの外部依頼で処理された貸借のレコードは，通常の処理と異なり
受付館（BLDSC，NDL）側で返却確認を⾏わないので「返送」が最終的な状態とな
り，バックファイルへ移⾏するまで（半年〜１年）業務画⾯に表⽰されていまし
た。しかし，国⽴国会図書館依頼機能サービスを開始後，該当レコード数が増え，
「件数が表⽰されたままになっているのは紛らわしい」「返却の簡略表⽰が１画⾯
に収まらないので除いて欲しい」等の要望をいただくようになりましたので，平成
８年１２⽉１３⽇より以下のように運⽤を変更したします。
 なお，この件については，平成８年１１⽉２８⽇よりオンラインニュース画⾯で
予めお伝えしています。 

内 容︓BLDSCもしくはNDLが受付館になっている貸借レコードで，最終更新⽇か
ら２週間以上経過し，かつ「返送」状態のものを，NACSISが「返却確認」へ移⾏
する。

移⾏⽇︓毎⽉第２，第４⾦曜⽇

注 意︓・「返却確認」状態であっても，BLDSCやNDLが返却確認したことを意味
しません。
    ・「返却確認」からのCALLBACKはできませんので，データを修正したい
場合は相互協⼒係（TEL:03-3942-6987,6988）へご連絡ください。 
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ＭＬＴＹＰの細分化

 NACSIS-ILLの所蔵検索では，MLTYPコードを使って図書館種別による絞り込み
を⾏うことができます。現在のコードはＮ，Ｍ，Ｐ，Ｏの４種（表１）ですが，Ｏ
にあたる機関が増加してきましたので，平成９年１⽉の業務開始からMLTYPのコー
ドを表２の様に細分化いたします。

表１ MLTYPコード（現状）

図書館の種類 SETFLG KFLG コード

国⽴⼤学（短⼤含む） １
１

Ｎ
２

公⽴⼤学（短⼤含む） ２
１

Ｍ
２

私⽴⼤学（短⼤含む） ３
１

Ｐ
２

その他 その他の組み合わせ Ｏ

表２ MLTYPコード（変更後）

図書館の種類 SETFLG KFLG コード

国⽴⼤学（短⼤含む） １
１

Ｎ
２

公⽴⼤学（短⼤含む） ２
１

Ｍ
２

私⽴⼤学（短⼤含む） ３
１

Ｐ
２

⼤学共同利⽤機関
１ ４ Ｉ

⽂部省所轄機関

⾼等専⾨学校

１

３ Ｈ２

３

都道府県⽴及び ２ ５ Ｓ



政令指定都市⽴図書館

他省庁の研究機関 １ ５ Ｋ

その他 その他の組み合わせ Ｏ
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新⽬録所在情報サービス説明会の開催

 新⽬録所在情報システムについての説明会を下記の要領で実施します。

対象地区 会 場 開 催 ⽇ 備 考

北海道地区 北海道⼤学 平成８年11⽉21⽇（⽊ 実施済

東北地区 東北⼤学 平成９年２⽉７⽇（⾦）  

関東地区 東京医科⻭科⼤学 平成９年１⽉10⽇（⾦）  

甲信越地区 信州⼤学 平成９年２⽉21⽇（⾦）  

東海地区 名古屋⼤学 平成９年２⽉14⽇（⾦）  

北陸地区 富⼭⼤学 平成９年２⽉28⽇（⾦）  

関⻄地区 京都⼤学 平成９年２⽉21⽇（⾦）  

中国・四国地区 岡⼭⼤学 平成９年１⽉31⽇（⾦）  

九州・沖縄地区 九州⼤学 平成９年１⽉21⽇（⽕）  

 参加申し込み⽅法については，既に⽂書で御案内済みですが，御不明の場合は，
事業部⽬録情報課図書⽬録情報係（電話︓03-3942-6983,6984）までお問い合わ
せ下さい。
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⽬録情報に関する質問書／回答書検索システムを
WWWで公開

 ⽬録情報課では，NACSIS-CATを利⽤して⽬録作成を⾏う際に⽣じる⽬録情報に
関する質問を規定の書式（「⽬録情報に関する質問書／回答書」）により受け付
け，回答を⾏っております。今回，この「⽬録情報に関する質問書／回答書」をデ
ータベース化し，World Wide Web上で検索する標記システムのサービスを開始し
ました。
 本システムでは，これまでに寄せられた質問書を，質問内容に基づいてセンター
が与えた件名や質問書中のキーワードなどから検索できます。これにより，既に他
機関で質問された内容については，センターに問い合わせることなく回答を得るこ
とができます。データは随時追加していく予定ですので，⽬録業務にお役⽴て下さ
い。

⽬録情報に関する質問書データベース 
URL -- http://www.cat.op.nacsis.ac.jp
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総合⽬録⼩委員会の開催

〔平成８年度第１回総合⽬録⼩委員会の開催〕

標記委員会は９⽉２６⽇（⽊）１４︓００〜１６︓００に開催されました。
今回の委員会では，⽬録情報関係の事業報告の後，
 １．⽬録所在情報システムのこれからの計画についての説明
 ２．総合⽬録⼩委員会の活動計画についての説明
 ３．「⽬録情報の基準」の改訂についての説明
 ４．雑誌書誌レコード コーディングマニュアルの作成についての説明
 ５．著者名典拠レコード修正指針についての説明
 ６．中国語資料の取り扱いの検討についての説明
 ７．今後の作業の進め⽅についての検討
を⾏いました。

 ⽬録所在情報システムのこれからの計画については，新ＣＡＴのプロトコルＣＡ
ＴＰの採⽤の経緯の説明や，新ＣＡＴで実現される予定の機能等について質疑があ
りました。
 総合⽬録⼩委員会の活動計画では，総合⽬録委員会より付託されている事項とし
て，1)「⽬録情報の基準の改訂」，2)「コーディングマニュアルの原案作成」，3)
「中国語資料の取り扱いの検討」の３点があることが説明されました。
 今後の作業の進め⽅では，上記の付託事項のうち，2)「コーディングマニュアル
の原案作成」の部分を「雑誌書誌レコード新規作成記述規則，修正指針の原案作
成」と「著者名典拠レコード修正指針，新規作成記述規則（外国名）の原案作成」
に分け，全体として４つの班に分けて各々原案の作成，検討を進めることとなりま
した。「中国語資料の取り扱いの検討」を担当する委員は，同時に本⼩委員会の下
にある「中国語資料データベース化検討ＷＧ」のメンバーでもあることから，中国
語資料については実質的にはＷＧで原案が作成され，⼩委員会で審議されることに
なります。

平成８年度の総合⽬録委員会，総合⽬録⼩委員会の委員は以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　総合目録委員会委員名簿 
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　委員名　　　┃　　　　　　　　　　　所属等　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃上田　修一　　┃　慶應義塾大学　文学部教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃勝村　哲也　　┃　京都大学人文科学研究所附属東洋学文献センター助教授　　　　　　┃ 
┃近藤　禧〓男　┃　東京大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃宍戸　寛　　　┃　東京都立中央図書館資料部収集整理課長　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃高橋　柏　　　┃　京都大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃永田　治樹　　┃　図書館情報大学図書館情報学部助教授　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃原田　悟　　　┃　慶應義塾大学三田メディアセンターデータベースメディア担当課長　┃ 
┃三上　良一　　┃　国立国会図書館業務機械化室長　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃山崎　久道　　┃　株三菱総合研究所経営システム研究センター専門研究部長　　　　　┃ 
┃湯浅　冨士夫　┃　大阪大学附属図書館事務部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃依田　紀子　　┃　横浜市立大学図書館事務長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃井上　如　　　┃　学術情報センター副所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃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　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃岸　　継明　　┃　学術情報センター事業部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　総合目録小委員会委員名簿 
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　委員名　　　┃　　　　　　　　　　　所属等　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃井ノ上　俊哉　┃　九州大学附属図書館六本松分館目録情報掛　　　　　　　　　　　　┃ 
┃鵜澤　　和往　┃　北海道大学附属図書館情報システム課目録情報掛　　　　　　　　　┃ 
┃合田　　晃一　┃　東京大学附属図書館情報管理課和書目録情報係長　　　　　　　　　┃ 
┃酒井　由紀子　┃　慶應義塾大学三田メディアセンター　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　┃　情報資料管理データベース・メディア担当係主任　　　　　　　　　┃ 
┃佐々木　光子　┃　小樽商科大学附属図書館整理係長　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃瀬戸口　洋子　┃　大阪大学附属図書館医学情報課雑誌情報掛長　　　　　　　　　　　┃ 
┃高野　真理子　┃　日本女子大学図書館情報受入課逐次刊行物係　　　　　　　　　　　┃ 
┃富田　　健市　┃　京都大学附属図書館情報管理課システム管理掛長　　　　　　　　　┃ 
┃深沢　　茉莉　┃　一橋大学社会科学古典資料センター　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃山本　　淳一　┃　筑波大学附属図書館情報システム課洋書データベース係　　　　　　┃ 
┃若山　　安徳　┃　麗澤大学図書館事務長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃渡辺　　隆弘　┃　神戸大学附属図書館情報サービス課データ管理掛　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃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　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃越塚　　美加　┃　学術情報センター研究開発部助手　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃笹川　　郁夫　┃　学術情報センター事業部目録情報課長　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃大場　　高志　┃　学術情報センター事業部目録情報課長補佐　　　　　　　　　　　　┃ 
┃酒井　　清彦　┃　学術情報センター事業部目録情報課目録専門員　　　　　　　　　　┃ 
┃鈴木　　敬二　┃　学術情報センター事業部目録情報課図書目録情報係長　　　　　　　┃ 
┃米澤　　誠　　┃　学術情報センター事業部目録情報課雑誌目録情報係長　　　　　　　┃ 
┃相原　　雪乃　┃　学術情報センター事業部目録情報課相互協力係長　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
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中国語資料データベース化検討ワーキンググループの審
議内容

平成８年度第１回中国語資料データベース化検討ワーキンググループ

  ⽇時 ︓ 平成８年１０⽉３０⽇（⽔） １４︓００〜１７︓００

1. ⽇中⽬録規則の⽐較検討について
   「⽇本⽬録規則」と「普通図書著録規則」との間の相違点等，両⽬録規則の
⽐較検討を⾏った。
2. 「中国語資料の取り扱いの検討事項」について
 ・ 「⽬的」に関して
    中国語資料のデータベース化の意義，⽬的について意⾒交換を⾏った。
   「適⽤する⽬録規則」に関して
    適⽤する⽬録規則として「⽇本⽬録規則」と「普通図書著録規則」のいず
れが適当であるか，検討を⾏った。
   「⽂字の取り扱い」に関して
    転記の原則を適⽤した場合及び簡体字に統⼀した場合の問題点について意
⾒交換を⾏った。あわせて典拠レコードの標⽬に使⽤すべき⽂字についても検討し
た。

中国語資料データベース化検討ワーキンググループのメンバーは以下のとおりで
す。

　　　　　中国語資料データベース化検討ワーキンググループメンバー名簿 
 ------------------------------------------------------------------------ 
｜　メンバー名　　｜　　　　　　　　　　　　所属等　　　　　　　　　　　　　　｜ 
 ------------------------------------------------------------------------ 
｜　石川　一樹　　｜　東京大学大学院法学政治学研究科法学部研究室継続資料班　　｜ 
｜　富田　健市　　｜　京都大学附属図書館情報管理課システム管理掛長　　　　　　｜ 
｜　西田　元子　　｜　国立国会図書館専門資料部アジア資料課主査　　　　　　　　｜ 
｜　村田　康彦　　｜　京都大学人文科学研究所東洋学文献センター事務掛　　　　　｜ 
｜　若山　安徳　　｜　麗澤大学図書館事務長　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ 
｜　渡辺　隆弘　　｜　神戸大学附属図書館情報サービス課データ管理掛　　　　　　｜ 
｜  　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ 
｜　宮澤　彰　　　｜　学術情報センター研究開発部教授　　　　　　　　　　　　　｜ 
｜　越塚　美加　　｜　学術情報センター研究開発部助手  　　　　　　　　　　　　｜ 
｜　大場　高志　　｜　学術情報センター事業部目録情報課長補佐　  　　　　　　　｜ 
｜　酒井　清彦　　｜　学術情報センター事業部目録情報課目録専門員  　　　　　　｜ 
｜　山岡　規雄　　｜　学術情報センター事業部目録情報課図書目録情報係  　　　　｜ 
------------------------------------------------------------------------ 
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