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学術雑誌総合目録和文編 2000 年版全国調査の開始

  和文編改訂のための全国調査を，平成 11 年度に実施します。調査時点は平成 11 年（1999 年）

11 月 1 日現在とし，調査・編集の後，平成 13 年 3 月に新版を刊行する予定です。

調査の方法は，基本的に前回の和文編と同様にオンライン入力，磁気テープ，CD-ROM 全国

調査システム（Windows95 版），データシートによる報告となります。

　提出データの作成方法は，前回と同一ですので，調査前に配布するマニュアル等に従って，デ

ータを作成してください。ただし，新規参加館及び新規担当者向けには，調査説明会を東京，大

阪で開催する予定です。説明会の開催日程等については，後日あらためてお知らせします。

全国調査の開始については，各図書館宛にも文書をお送りしています。前回欧文編の調査同様，

各参加図書館の皆様の御協力をお願いします。

１．調査の範囲

  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和文逐次刊行物です。中国

語，韓国語資料は含みません。いわゆる雑誌のほか，年鑑・年報等も収録対象に含めます。

原則として他機関からの文献複写依頼に対応できる資料を対象としますので，各機関の事情

により利用請求に応じられない資料については，データ提出の必要はありません。

２．調査時点

      平成 11 年 11 月１日現在

３．スケジュール（予定）

　(1) 　平成 11 年 6 月－9 月 全国調査用資料（予備版，調査用リスト等）の作成

  (2) 　平成 11 年 10 月 全国調査用資料の送付

  (3) 　平成 11 年 11 月 調査説明会を開催（東京，大阪）

(4) 　平成 12 年 3 月 データ提出締切（オンライン接続館の場合はこの後も

可能）

(5) 　平成 13 年 3 月 和文編の編集完了，和文編 2000 年版 CD-ROM 刊行
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４．雑誌目録システム運用の一時変更

　学術雑誌総合目録和文編 2000 年版全国調査の実施に伴い，次のように雑誌目録システム

の運用を変更しますので，御注意願います。

［書誌レコード削除処理の変更］

（変更期間）　平成 11 年 8 月から平成 12 年 9 月頃まで

（内　容）

レコードの作成日が平成 11 年 7 月以前の和雑誌の重複レコードを見つけた場合は，

「削除予定レコード」の処理をせずに，目録情報課 雑誌目録情報係あてに「目録情報

に関する質問書」と画面のハードコピーを添えて報告してください。

（理　由）

平成 11 年 7 月時点の雑誌データベースをもとに，CD-ROM 全国調査システム，予備

版冊子体，所蔵更新用リスト等の全国調査用資料を作成します。これらは，オンライン

館以外の参加館における調査の基礎データとなります。オンラインで削除予定レコード

にされてしまうと，CD-ROM 利用館およびデータシート館からの報告内容を反映する

ことができなくなるため，上記の運用変更を行います。

また，オンラインによる新規作成書誌レコードの報告は，従来通り，作成後すみやか

に行ってください。今回の調査では，調査提出締め切り期限が，平成 11 年度末の本セ

ンター移転予定時期と重なります。作成内容を早期に反映させることで，新版改訂の編

集作業をできるだけ早く進めることができます。締め切り直前に全部の報告をいただく

のではなく，レコード作成の都度，適宜報告をお願いします。

なお，お送りいただくのは，当該書誌レコードの画面ハードコピーと必要十分な情報

源箇所（表紙，タイトルページ，裏表紙，奥付は必ず。その他，書誌作成・修正の根拠

となった箇所）のコピーのセットです。

（雑誌目録情報係）
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平成 11 年度新 CAT/ILL システム説明会の開催

学術情報センターでは，平成 8 年度から 3 年度続けて新 CAT/ILL システム説明会を行い，新目録

システムへの移行について，図書館側の理解と協力をお願いしてきました。平成 11 年度も同様に，説明

会を開催します。

今回は下記のとおり，平成 12 年 1 月に公開を予定している新目録システムの多言語対応に関する説

明が中心となります。各図書館での今後の対応の参考にしていただきたいと思います。

なお，各図書館事務（部課）長宛に，本記事と同内容の通知文書を発送しています。

1. 会場・開催日時

地区名 日時 予定会場

北海道地区 平成 11 年 7 月 13 日（火）

13:30～16:30
北海道大学附属図書館 4 階会議室

（札幌市北区北 8 条西 5 丁目）

東北地区 平成 11 年 7 月 1 日（木）

13:30～16:30
東北大学附属図書館 2 号館会議室

（仙台市青葉区川内）

関東・甲信越地区 平成 11 年 6 月 29 日（火）

13:30～16:30
平成 11 年 6 月 30 日（水）

9:30～12:30

東京医科歯科大学 5 号館 4 階講堂

（文京区湯島 1-5-45）

中部地区 平成 11 年 7 月 15 日（木）

13:30～16:30
名古屋大学大学院多元数理科学研究

科大講義室（名古屋市千種区不老町）

関西地区 平成 11 年 7 月 22 日（木）

13:30～16:30
京都大学農学部大講義室（W100）
（京都市左京区北白川追分町）

中国・四国地区 平成 11 年 7 月 27 日（火）

13:30～16:30
広島大学法学部・経済学部

夜間主コース校舎 402 講義室

（広島市中区東千田町一丁目）

九州・沖縄地区 平成 11 年 7 月 6 日（火）

13:30～16:30
九州大学附属図書館 4F 視聴覚ホール

（福岡市東区箱崎）

2. 内容

(1) 多言語対応目録システムの概要について

(2) 中国語クライアントのデモ

      （途中休憩）

(3) 中国語資料の取扱いについて

(4) 図書館システムの対応について

(5) 意見交換

45 分

30 分

15 分

30 分

30 分

30 分

合計 180 分
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3. 申込方法

別紙の申込書に御記入の上，お申し込みください。

また，学術情報センターホームページからも申し込みできます。

URL: http://www.cat.op.nacsis.ac.jp/INFO/setumei-h11.html

地区割りは申し込みの目安ですので，該当地区以外の会場を希望いただいても結構です。

(1)申込締め切り：平成 11 年 6 月 18 日（金）

(2)申込先・問い合わせ先：

学術情報センター事業部目録情報課図書目録情報係

〒112-8640 東京都文京区大塚 3-29-1

TEL.03-3942-6983,6984

FAX.03-3944-7131

4. 希望会場，来場時の注意

(1) オンライン・システムニュースレターNo.65 掲載の「中国語資料の取扱い（案）」を，御持参ください。

(2) 希望どおり参加いただける場合は，特にこちらから連絡はいたしません。当日会場に直

接お越しください。

(3) 会場の都合で，人数の調整をさせていただく場合がありますので，御了承ください。

(4) 各会場とも，お車での来場は御遠慮ください。

（図書目録情報係）



別紙

平成 11 年度 新 CAT/ILL システム説明会 申込書

平成 11 年   月   日申込

機関名

所属

氏名

電話番号（内線）

FAX 番号

希望会場

御希望の会場及び説明会にチェックしてください。

 □ 北海道地区会場       平成 11 年 7 月 13 日（火）13:30～

 □ 東北地区会場         平成 11 年 7 月 1 日（木）13:30～

 □ 関東・甲信越地区会場  平成 11 年 6 月 29 日（火）13:30～

 □ 関東・甲信越地区会場  平成 11 年 6 月 30 日（水）9:30～

 □ 中部地区会場         平成 11 年 7 月 15 日（木）13:30～

 □ 関西地区会場         平成 11 年 7 月 22 日（木）13:30～

 □ 中国・四国地区会場    平成 11 年 7 月 27 日（火）13:30～

 □ 九州・沖縄地区会場    平成 11 年 7 月 6 日（火）13:30～
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「目録システム利用マニュアル．入門編」，

同英語版 User’s Guide to the Cataloging System の刊行

初めて目録システムを利用する方のために，「目録システム利用マニュアル．入門編」，同英

語版 User’s Guide to the Cataloging System（ともに A4 版カラー，65 頁）を平成 11 年 3 月に

刊行しました。

今回の入門編は，初心者向けのものであり，従来の目録システムの利用マニュアル「データベー

ス編」，「検索編」，「登録編」の 3 編への導入としての役割を果たすものです。

内容は，目録システムの概要，目録システムを使った検索と登録の基本的な操作方法，その他

目録システムの運用などの説明からなっています。また，平成 9 年度からサービスを開始した新

目録システムについても，具体的な画面例などを示しながら説明しているので，これから新目録

システムを導入する図書館でも参考にしていただけるものと思います。

海外の参加図書館向けに作成した英語版も，同一の内容となっています。

「入門編」は，目録所在情報サービスの各参加図書館に配布していますが，さらに入手を希望

する場合は，目録情報課に必要部数をお申し出ください（FAX：03-3944-7131，E-mail：

catadm@op.nacsis.ac.jp）。

なお，下記の学術情報センター目録情報課ホームページ「目録担当者のページ」から，PDF 形

式のファイルが入手できます。

URL: http://www.cat.op.nacsis.ac.jp/INFO/cat-user.html

（図書目録情報係）
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国立大学等における文献複写業務の変更

平成 11 年 3 月 31 日付文学情第 239 号「国立大学等図書館の文献複写について（通知）」に基

づいて，平成 11 年 4 月 1 日から，NACSIS-ILL の運用が以下のように変更となりました。

1. ILL レコードの ACCT（支払区分）に使用するコード

　ACCT（支払区分）に使用できるコードが，下表の「改正後」のように追加となります。追加

となった支払区分コードのうち，「re」は，平成 11 年 4 月 1 日（木）から，「ho」「co」は，平成

11 年 4 月 23 日（金）から使用可能となっています。

現行 改正後

 pb    校費*  pb  （項）国立学校*

 pr    私費  re**  （項）研究所

 ho**  （項）大学附属病院

 co**  （項）産学連携等研究費

 pr    私費

* ：国立学校等図書館間での扱い。一般には，「公費」とする。

**：NDL への転送処理では，「pb（公費）」に置き換える。

2. 文献複写依頼書（ABC 票）の支払区分の記入

改正前と改正後では，支払区分の「校」（「学」）と「私」の番号付けが逆転していますが，改

正前の様式を利用する場合は漢字表記を優先させることとしますので，御注意ください。

例）以下は，同じ経費区分であると判断します。（改正後の支払区分の「私」は私費，「学」は

（項）国立学校，「研」は（項）研究所，「病」は（項）大学附属病院，「産」は（項）産学連

携等研究費を示します。）

改正前の様式

支払区分

　０　１

　校　私

改正後の様式

支　払　区　分

　０　１　２　３　４

　私　学　研　病　産

3. 総合研究大学院大学の予算科目（項）国立学校をもつ大学共同利用機関

標記の大学共同利用機関に対して，図書館コードを付番し直しました（平成 11 年 4 月 5 日付

事務連絡「国立大学等における文献複写業務について」参照）。これらの各共同利用機関同士で

「（項）国立学校」（pb）を使用した場合は，総合研究大学院大学内の文献複写業務とみなし，従

来どおり予算振替等の対象とはしません。それ以外の科目のみが振替等の対象となります。
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今回の NACSIS-ILL の運用変更後，いくつか質問が寄せられています。以下に，その質問を

元にして Q&A を作成しましたので，紹介します。

Q1：国立大学等図書館における複写料金相殺において，対象となる予算科目を（項）国立学校

に限定しないこととなり，対象機関が拡大されるが，その範囲は？

A1：国立大学（短期大学を含む），国立高等専門学校及び大学共同利用機関へ拡大されます。た

だし，文部省に関係する次の機関は，対象外です。大学入試センター，学位授与機構，国立

学校財務センター，国立養護学校，文部省所轄の国立学校以外の施設等機関（国立教育研究

所，国立特殊教育総合研究所，国立科学博物館など）及び文化庁所轄の施設等機関（国立国

語研究所，東京国立博物館など）。また，文部省以外の省庁及び民間の研究所，病院等も対

象外です。

Q2：受付館側の図書館システムがまだ新しいコードに対応していないため，納入告知書を使っ

て，支払いを行った。複写料金相殺処理にこのレコードを反映させないようにするには，ど

うしたらよいのか。

A2：状態が「確認」の ILL レコードの詳細表示画面の画面コピーに「納入告知書処理」と明記

し，相互協力係まで FAX でお送りください。御連絡いただいた ILL レコードを複写料金相

殺処理の対象から除外します。

Q3：附属病院に所属する研究者からの文献複写依頼の場合は，必ず「（項）大学附属病院」（ho）
の支払区分を使用しなければいけないのか。

A3：他にも使用できる支払区分がある場合は，研究者の希望する「（項）大学附属病院」（ho）
以外の支払区分を使用しても構いません。

Q4：改正前の文献複写依頼書（ABC 票）を使って，「（項）研究所」で申し込みをする場合，ど

うしたらよいのか。

A4：支払区分欄の余白に，「（項）研究所」または，「研」と書き込んでください。漢字表記のみ

で結構です。

今回の変更は，新年度からの処理に適用できるよう，準備期間があまりとれずに実施すること

となり，事前に十分な連絡ができず御迷惑をおかけしました。それぞれの図書館では，新しい支

払区分コードに図書館システムを対応させていただくよう，よろしくお願いします。

（相互協力係）
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総合目録データベースの品質管理事例集（その 2）

前号では図書書誌ファイルの重複レコードのうち，検索が十分でなかったことが原因と考

えられる事例を解説しました。第 2 回目である本号では，図書書誌ファイルの重複レコード

のうち，書誌単位のとらえ方の違いが原因と考えられる事例などを集めました。

この事例集の中では，次のような略称で参照先の資料を示します。

基準 3 → 目録情報の基準．第 3 版

検索編 4 → 目録システム利用マニュアル．検索編．第 4 版

登録編 4 → 目録システム利用マニュアル．登録編．第 4 版

CM → 目録システムコーディングマニュアル

抜刷集 → オンライン・システムニュースレター抜刷集

NL → オンライン・システムニュースレター
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1. 図書書誌レコードの重複（その 2）

(1) タイトルの判断①

（古いレコード） （新しいレコード）

事例の解説

タイトルの上や前に表示されている個人名や団体名を，タイトルの一部とするか責任表示と

するかで別書誌レコードを作成してしまう場合があります。「広重」をタイトル中のキーワー

ドとして検索したため，「広重」を責任表示として記述している既存の書誌レコードがヒット

せず，重複レコードを作成したものと考えられます。

関連規則及び関連事例

－NCR87R 2.1.1.1D

「本タイトルの上部または前方に表示されている事項で，タイトル関連情報，巻次，回次，

年次等，責任表示，版次，出版者名，シリーズ名のような書誌事項と判定される事項が

ある場合は，次のようにする。

ア）これらの事項が本タイトルの一部分とみなされるときは，全体を本タイトルとして

記録する。

イ）本タイトルの一部としてみなされず，別個の書誌的事項として判断されるときは情

報源における表示の順序にかかわらず，当該書誌的事項の所定の記録順序に従って

記録する。」

対策

（検索時）

－書誌レコードがヒットしない場合，明確にタイトルであると判断できる部分だけにして，

検索してください。

（登録時）

－タイトルの一部かどうかの判断で迷うような場合は，VT フィールドに異なる形のタイト

ルを記述しておくようにします。

発見時の対処

－このような重複書誌レコードを発見した場合，学術情報センターに報告してください。

（→ 抜刷集 「2.5.2 重複レコード処理のしくみ」）

<BN******15>
GMD:  SMD:  YEAR:1960 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:
VOL:       ISBN:           PRICE:1200 円
TR:東海道五十三次 / 広重〔画〕 ; 近藤市太郎〔解
説〕||ﾄｳｶｲﾄﾞｳ ｺﾞｼﾞｭｳｻﾝﾂｷﾞ
PUB:東京 : 平凡社 , 1960
PHYS:図版 55 枚 解説 11p ; 22×30cm
NOTE:英文併記(ﾁｬｰﾙｽﾞ･S.ﾃﾘｰ)
AL:安藤, 広重(1797-1858)|| ｱ ﾝ ﾄ ﾞ ｳ , ﾋ ﾛ ｼ ｹ ﾞ
<DA02812947>
AL:近藤, 市太郎(1910-)||ｺﾝﾄﾞｳ, ｲﾁﾀﾛｳ

<BN******16>
GMD:  SMD:  YEAR:1960 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpneng ORGL:
VOL:       ISBN:           PRICE:1200円
TR:広重東海道五十三次 / [歌川広重画] ; 近藤市
太郎著||ﾋﾛｼｹﾞ ﾄｳｶｲﾄﾞｳ ｺﾞｼﾞｭｳｻﾝﾂｷﾞ
PUB:東京 : 平凡社 , 1960.12
PHYS:11, 55p : 図版 ; 22×30cm
VT:TT:The fifty-three stages of the Tokaido by
Hiroshige
NOTE:英文: ﾁｬｰﾙｽ･S.ﾃﾘｰ
AL:安藤, 広重(1797-1858)|| ｱ ﾝ ﾄ ﾞ ｳ , ﾋ ﾛ ｼ ｹ ﾞ
<DA02812947>
AL:近藤, 市太郎(1910-1961)||ｺﾝﾄﾞｳ, ｲﾁﾀﾛｳ
<DA03403932>
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(2) タイトルの判断②

☺（古いレコード） L（新しいレコード）

事例の解説

「中国石窟」として他に「クムトラ石窟」「麦積山石窟」などが刊行されています。「中国

石窟」と「雲丘石窟」（あるいはそのヨミ）を同時にタイトル中のキーワードとして検索した

ため，「中国石窟」が PTBL として記述されている既存の書誌レコードがヒットせず，重複レ

コードを作成したものと考えられます。

関連規則及び関連事例

－各巻タイトルを TR フィールドに記述したものと，VOL フィールドの繰り返しで記述した

ものとで重複レコードとなっている例も見られます。

☺（古いレコード） ☺（古いレコード）

<BN******17>
GMD:  SMD:  YEAR:1989 1990 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:
VOL:1 ISBN:4582655157 PRICE:30000円
VOL:2 ISBN:4582655165 PRICE:30900 円
NBN:JP90023931
OTHN:JLA:89009586
TR:雲岡石窟 / 雲岡石窟文物保管所編||ｳﾝｺｳ ｾｯｸ
ﾂ
PUB:東京 : 平凡社 , 1989.4-1990.1
PHYS:2冊 ; 31cm
NOTE:監修:《中国石窟･雲岡石窟》編集委員会
NOTE:付:雲岡石窟立面図(1枚)
PTBL:中国石窟 / 平凡社, 文物出版社共編||ﾁｭｳｺﾞ
ｸ ｾｯｸﾂ <BN00824474>//b
AL:雲岡石窟文物保管所||ｳﾝｺｳ ｾｯｸﾂ ﾌﾞﾝﾌﾞﾂ ﾎｶﾝ
ｼﾞｮ <DA03204233> 編

<BN******18>
GMD:  SMD:  YEAR:1989 1990 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:
VOL:1 ISBN:4582655157 PRICE:30000 円
VOL:2 ISBN:4582655165 PRICE:30000 円
TR:中国石窟 雲岡石窟 / 雲岡石窟文物保管所編
||ﾁｭｳｺﾞｸ ｾｯｸﾂ ｳﾝｺｳ ｾｯｸﾂ
PUB:東京 : 平凡社 , 1989 - 1990
PHYS:2 冊 ; 31cm
NOTE:監修:《中国石窟･雲岡石窟》編集委員会
AL:雲岡石窟文物保管所||ｳﾝｺｳ ｾｯｸﾂ ﾌﾞﾝﾌﾞﾂ ﾎｶﾝ
ｼﾞｮ <DA03204233>

<BA******19>
GMD:  SMD:  YEAR:1978 CNTRY:us TTLL:eng
TXTL:eng ORGL:
VOL:       ISBN:0405112742 PRICE:
LCCN:78054818
TR:Naturalization cases and cases affecting
constitutional and treaty rights / compiled
by the Consulate-General of Japan, San
Francisco, January, 1925
PUB:New York : Arno Press , 1978
PHYS:413 p. ; 23 cm
NOTE:Reprint of the ed. published by the
Consulate-General of Japan, San Francisco,
1925
PTBL:The Asian experience in North America :
Chinese and Japanese <BA03447975> .
Documental history of law cases affecting
Japanese in the United States, 1916-1924 /
the Consulate-General of Japan ; v. 1//ab
AL:日本総領事館 (在ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ)||ﾆﾎﾝ ｿｳﾘｮｳｼﾞ
ｶﾝ (ｻﾞｲ ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ) <DA05169392>

<BA******20>
GMD:  SMD:  YEAR:1978 CNTRY:us TTLL:eng
TXTL:eng ORGL:
VOL:         ISBN:0405112742 PRICE:
LCCN:78054818
TR:Japanese land cases / compiled by the
Consulate-General of Japan, San Francisco,
January, 1925
PUB:New York : Arno Press , 1978
PHYS:vii, 1051 p. ; 23 cm
NOTE:Reprint of the ed. published by the
Consulate-General of Japan, San Francisco,
1925
PTBL:The Asian experience in North America :
Chinese and Japanese <BA03447975> .
Documental history of law cases affecting
Japanese in the United States 1916-1924 / the
Consulate-General of Japan ; v. 2//ab
AL:日本総領事館 (在ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ)||ﾆﾎﾝ ｿｳﾘｮｳｼﾞ
ｶﾝ (ｻﾞｲ ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ) <DA05169392>
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         L（新しいレコード）

それぞれ規定の情報源には”Naturalization cases and cases affecting constitutional and

treaty rights”,”Japanese land cases”という表記があり，これらは固有のタイトルと判断できま

す。これらの固有のタイトルを TR フィールドに記述した，<BA******19><BA******20>
が適当です。

対策

（検索時）

－階層のある書誌の場合，親書誌レコードのタイトルと子書誌レコードのタイトルを同時に

入力して検索すると，総合目録データベース内の求める書誌レコードにヒットしません。

一度の検索につき，どちらか片方のタイトルのみ入力してください。通常は，子書誌レコー

ドの検索語を選んで検索することをお勧めします。

（登録時）

－階層関係を慎重に判断しましょう。資料現物だけでは判断できない場合，階層関係にある

のではないかと推測されるタイトル（例でいえば「中国石窟」）を検索し，どのようなレ

コードが登録されているのかを参考にする方法もあります。

－特に，参照ファイルから流用入力する際に注意が必要です。参照ファイルのデータは，必

ずしも，レコードの作成単位やデータ内容が「目録情報の基準」に合致しているわけでは

ないため，流用入力時には，慎重に判断して必要な修正を加えてください。（→ 抜刷集

「2.4.1 書誌レコードの流用入力」）

発見時の対処

－このような重複書誌レコードを発見した場合，学術情報センターに報告してください。

（→ 抜刷集 「2.5.2 重複レコード処理のしくみ」）

<BA******21>
GMD:  SMD:  YEAR:1978 CNTRY:us TTLL:eng TXTL:eng ORGL:
VOL:v.1 ISBN:0405112742 PRICE:
VOL:v.2 ISBN:           PRICE:           LCCN:78054818
TR:Documental history of law cases affecting Japanese in the United States, 1916-1924
/ Consulate-General of Japan
PUB:New York : Arno Press , 1978 [c1925]
PHYS:2 v. (1051 p.) ; 23 cm
CW:v. 1. Naturalization cases and cases affecting constitutional and treaty rights
CW:v. 2. Japanese land cases
NOTE:Reprint of the ed. published by the Consulate-General of Japan, San Francisco
PTBL:The Asian experience in North America : Chinese and Japanese <BA06866646>//a
AL:*日本総領事館 (在ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ)||ﾆﾎﾝ ｿｳﾘｮｳｼﾞｶﾝ (ｻﾞｲ ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ) <DA05169392>
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(3) タイトルの判断③

☺（古いレコード） L（新しいレコード）

付ける

事例の解説

部編名「総論」をタイトル中のキーワードとして検索したため，部編名として VOL フィー

ルドの繰り返しに記録している既存のレコードがヒットせず，重複レコードを作成したものと

考えられます。

関連規則及び関連事例

－「総論」「各論」のように，対になって用いられている一般的な名称は「部編名」であり，

固有のタイトルではありません。（→ 基準 「4.2.3　図書書誌レコードの作成単位」）

対策

（検索時）

－巻冊次等(VOL フィールド)からは検索用インデクスが作成されていません。部編名・巻次

等と考えられるものを検索語として用いるのは避けてください。

発見時の対処

－このような重複書誌レコードを発見した場合，学術情報センターに報告してください。

（→ 抜刷集 「2.5.2 重複レコード処理のしくみ」）

<BN******22>
GMD: SMD: YEAR:1990 1997 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:
VOL:各論 ISBN:4792312221 PRICE:3000円
VOL:総論 ISBN:4792314526 PRICE:3800円
TR:刑法講義 / 佐久間修著||ｹｲﾎｳ ｺｳｷﾞ
PUB:東京 : 成文堂 , 1990-1997
PHYS:2冊 ; 22cm
AL: 佐久間, 修(1954-)||ｻｸﾏ, ｵｻﾑ <DA01103825>
:

<BN******23>
GMD: SMD: YEAR:1997 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn
ORGL:
VOL:   ISBN:4792314526 PRICE:3800円
TR:刑法講義総論 / 佐久間修著||ｹｲﾎｳ ｺｳｷﾞ ｿｳﾛﾝ
PUB:東京 : 成文堂 , 1997.10
PHYS:xx, 452, 13p ; 22cm
NOTE:文献: 巻頭piv-viii
AL: 佐久間, 修(1954-)||ｻｸﾏ, ｵｻﾑ <DA01103825>
:
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(4) タイトルの判断④

　（誤って修正されたレコード） （子書誌レコード）

付ける

事例の解説

1999 年版には「新社会資本整備要覧」とともに，「21 世紀を見据えた社会資本の整備」と

いう 1999 年版にのみ与えられたタイトルが，規定の情報源に表記されています。1998 年版に

は「新社会資本整備要覧」というタイトルしか表記されていません。1999 年版は「21 世紀を

見据えた社会資本の整備」を固有のタイトルとして，「新社会資本整備要覧」の子書誌レコー

ドとして表現します。

1999 年版を登録するために「新社会資本整備要覧」から検索したところ，子書誌として登

録されている<BN******25>に気づかず，誤って<BN******24>に 1999 年版の出版物理単位を

登録したものと考えられます。

関連規則及び関連事例

－白書類にも同様の例が見られます。各巻に固有のタイトルがある場合，VOL のくり返し

ではなく子書誌レコードとして記録することになります。（→ 抜刷集 「1.0.6B） 白書等

で各巻に固有の標題のあるものの入力について」）

対策

（検索時）

－書誌階層を持つと思われる場合には，下位レベルの固有のタイトルによるレコードがある

かどうか，検索してください。

（登録時）

－固有のタイトルの有無を，慎重に判断してください。

発見時の対処

－<BN******24>のように誤って出版物理単位が登録されてしまうと，その後検索した所蔵

館では適切に登録されている子書誌レコードがあることに気づかず，<BN******24>に所

蔵レコードを登録して，調整をより困難にさせることになります。このような重複書誌レ

コードを発見した場合，学術情報センターに報告してください。（→ 抜刷集 「2.5.2 重

複レコード処理のしくみ」）

<BN******24>
GMD: SMD: YEAR:1998 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn
ORGL:
VOL:1998年版 ISBN:       PRICE:
VOL:1999年版 ISBN:       PRICE:39000円(税込)
TR:新社会資本整備要覧||ｼﾝ ｼｬｶｲ ｼﾎﾝ ｾｲﾋﾞ ﾖｳﾗﾝ
PUB:東京 : 産業技術会議 , 1998-
PHYS:冊 ; 27cm
NOTE:1999年版の副書名: 21世紀を見据えた社会
資本の整備
NOTE:子書誌あり
AL:産業技術会議|| ｻ ﾝ ｷ ﾞ ｮ ｳ  ｷ ﾞ ｼ ﾞ ｭ ﾂ  ｶ ｲ ｷ ﾞ
<DA00662300>
 :

<BN******25>
GMD: SMD: YEAR:1998 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn
ORGL:
VOL:     ISBN:       PRICE: 39000円
TR:21世紀を見据えた社会資本の整備 / 産業技術
会議編||21ｾｲｷ ｵ ﾐｽｴﾀ ｼｬｶｲ ｼﾎﾝ ﾉ ｾｲﾋﾞ
PUB:[東京] : 産業技術会議 , 1998.10
PHYS:850p ; 27cm
PTBL:新社会資本整備要覧||ｼﾝ ｼｬｶｲ ｼﾎﾝ ｾｲﾋﾞ ﾖｳ
ﾗﾝ <BN******24> 1999年版//b
AL:産業技術会議|| ｻ ﾝ ｷ ﾞ ｮ ｳ  ｷ ﾞ ｼ ﾞ ｭ ﾂ  ｶ ｲ ｷ ﾞ
<DA00662300>
 :
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(5) 出版物理単位の扱い①

☺（古いレコード） L（新しいレコード）

付ける

事例の解説

<BN******26>の注記によると，版によって外形の大きさや責任表示が異なっていますが，

出版物理単位の繰り返しで表現される版の場合，これらは別書誌レコードを作成する根拠とは

なりません。2 点以上の部分からなる，大きさの異なる資料は，最小のものと最大のものをハ

イフンで結んで記録します。（→ NCR87R 2.5.3.2A）

また，出版物理単位の繰り返しで表現される場合に，個々の資料の刊行途中での責任表示の

変更は，集合書誌単位の場合に準じて考え，新規書誌レコード作成の根拠とはなりません。

（→ CM 0.4.2B2.3）

平成 10 年版を登録するためにタイトルと責任表示との論理積で検索したところ，責任表示

に変更があったため既存の書誌レコードがヒットせず，重複レコードを作成したものと考えら

れます。

関連規則及び関連事例

－版と表記されていても，この例のように逐次性があり，実際は巻次，回次，年次等に相当

する場合は，部編名として扱います。（→ NCR87R 2.2.1.1B,  NCR87R 1.10.1.1） そのため

総合目録データベースでは，VOL フィールドを繰り返して表現します。

対策

（検索時）

－出版物理単位の繰り返しで表現される場合，ある時点から責任表示や出版者が変更されて

いたり，本タイトルの変更とはみなされないような微細な変更があっても，別書誌レコー

ドとはなりません。書誌レコードの同定の際に注意してください。

（登録時）

－刊行途中で責任表示等の変更がある場合には，同定ができるように注記してください。

（→ CM 2.2.7F2.1） AL フィールドに記述して検索の便を図ると，より親切です。

発見時の対処

－このような重複書誌レコードを発見した場合，学術情報センターに報告してください。

（→ 抜刷集 「2.5.2 重複レコード処理のしくみ」）

<BN******26>
GMD: SMD: YEAR:1978 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn
ORGL:
VOL:昭和54年版 ISBN:          PRICE:750円
VOL:昭和55年版 ISBN:          PRICE:750円
 :
VOL:平成9年版 ISBN:4641008973 PRICE:1339円
VOL:平成10年版 ISBN:4641008981 PRICE:
VOL:平成11年版 ISBN:464100899X PRICE:1340円
TR:ﾎﾟｹｯﾄ六法 / 加藤一郎 [ほか] 編||ﾎﾟｹｯﾄ　ﾛｯ
ﾎﾟｳ
PUB:東京 : 有斐閣 , 1978-
PHYS:冊 ; 17-19cm
NOTE:別冊付録: 難読法令文字の読み方(昭和56年
版-平成5年版,7年版: 17cm. 8-11年版: 18cm)
NOTE:昭和63-平成3年版編集代表: 星野英一
NOTE:平成7年版, 8年版編集代表: 塩野宏 [ほか]
NOTE:平成9-11年版編集代表: 平井宜雄 [ほか]
 :

<BN******27>
GMD: SMD: YEAR:1997 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn
ORGL:
VOL:平成10年版 ISBN:4641008981 PRICE:¥1340
OTHN:JLA:97041635
TR:ﾎﾟｹｯﾄ六法 / 平井宜雄 [ほか] 編集||ﾎﾟｹｯﾄ
ﾛｯﾎﾟｳ
PUB:東京 : 有斐閣 , 1997.10
PHYS:1209p ; 19cm
NOTE:付:難読法令文字の読み方･資料集 有斐閣六
法編集室編(42,22p 18cm)
 :
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(6) 出版物理単位の扱い②

（古いレコード） （新しいレコード）

事例の解説

<BA******28>は hardcover 版，<BA******29> は paperback 版の書誌レコードとしてそ

れぞれ別のレコードとなっていますが，出版年やシリーズ名も同じであることから，1 つの書

誌レコードに VOL フィールドの繰り返しで記録します。

Paperback 版の ISBN から検索したところ，既存の書誌レコードがヒットせず，重複レコー

ドを作成したものと考えられます。

関連規則及び関連事例

－Paperback 版と hardcover 版とで出版年が異なる場合や，一方にのみ関連するシリーズが

ある場合（Paperback 版だけにシリーズが付与されている場合が多い）には，それぞれ別

の書誌レコードとします。（→ 抜刷集 「1.1.1D-2） Paperback 版の扱いについて」）

対策

（登録時）

－Paperback 版と hardcover 版とで出版年が異なるか，一方にのみ関連するシリーズがある

かを確認して，別書誌レコードとするかどうかを判断してください。

発見時の対処

－このような重複書誌レコードを発見した場合，学術情報センターに報告してください。

（→ 抜刷集 「2.5.2 重複レコード処理のしくみ」）

学術情報センターでは，<BA******28>に paperback 版に関する情報を追加し，統合しま

す。

<BA******28>
GMD: SMD: YEAR:1977 CNTRY:us TTLL:eng TXTL:eng
ORGL:
VOL:     ISBN:0394170164 PRICE:$5.95
LCCN:77078079
TR:American buffalo : a play / by David Mamet
PUB:New York : Grove Press , 1977, c1976
PHYS:106 p. ; 21 cm
PTBL:An Evergreen book <BA00641086>//a
AL:Mamet, David <DA01410245>
CLS:LCC:PS3563.A4345
CLS:DC:812/.5/4

<BA******29>
GMD: SMD: YEAR:1977 CNTRY:us TTLL:eng TXTL:eng
ORGL:
VOL:: pbk ISBN:0802150578 PRICE:$6.95
LCCN:77078079
TR:American buffalo : a play / by David Mamet
PUB:New York : Grove Press , 1977, c1976
PHYS:106 p. ; 21 cm
PTBL:An Evergreen book <BA00641086>//a
AL:Mamet, David <DA01410245>
CLS:LCC:PS3563.A4345
CLS:DC:812/.5/4
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(7) 記述の不備
（古いレコード） （新しいレコード）

事例の解説

<BN******30>には，タイトル関連情報のヨミが入力されていません。ヨミが入力されてい

ないと，ヨミの検索用インデクスはもちろんのこと，タイトルの漢字単語単位の検索用インデ

クスも正しく作成されません。そのため，タイトル関連情報からの検索では既存の書誌レコー

ドがヒットせず，重複レコードを作成したものと考えられます。

関連規則及び関連事例

－JAPAN/MARC では，タイトル関連情報のヨミが記述されていないことがあります。この

場合は，流用入力をする際にヨミを必ず付加してください。（→ 抜刷集 「2.4.1A） 参照

MARC 流用時の注意事項〔JAPAN/MARC 編〕(4)」）

－同様に，記述文法が正しく記述されていない場合も，検索用インデクスが正しく作成され

ず，検索ができなくなります。

（古いレコード）          （新しいレコード）

（簡略表示）

TR フィールドの記述は，「タイトル△／△責任表示｜｜タイトルのヨミ」となります

が，<BN******32>ではヨミの前の区切り記号が誤っています。この場合，「キンダイ　ギ

ジュツシ」をタイトルのヨミではなく責任表示の一部であるとシステムが判断してしまい

ますので，タイトルのヨミや漢字単語単位では検索できません。データ要素の区切り記号

は，システムがデータ要素を識別するためのしるしですので，正確に記述してください。

<BN*******30>
GMD:  SMD:  YEAR:1974 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:
VOL:     ISBN:           PRICE:950円
NBN:JP73023010 NDLCN:74019210
TR:飛鳥 : 神秘の遺跡群||ｱｽｶ
PUB:東京 : 小学館 , 1974.10
PHYS:181p(図共) ; 20cm
NOTE:監修: 児玉幸多,奈良本辰也,和歌森太郎
NOTE:関係略年表: p.178-179
PTBL:日本古代史の旅|| ﾆ ﾎ ﾝ  ｺ ﾀ ﾞ ｲ ｼ  ﾉ  ﾀ ﾋ ﾞ
<BN04469363> 6//b
CLS:NDC6:210.3
CLS:NDLC:GB161
SH:NDLSH:日本 ｰｰ 歴史 ｰｰ 古代||ﾆﾎﾝ -- ﾚｷｼ --
ｺﾀﾞｲ//L

<BN*******31>
GMD:  SMD:  YEAR:1974 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:
VOL:      ISBN:           PRICE:950円
NBN:JP73023010 NDLCN:74019210
TR:飛鳥 : 神秘の遺跡群||ｱｽｶ : ｼﾝﾋﾟ ﾉ ｲｾｷｸﾞﾝ
PUB:東京 : 小学館 , 1974.10
PHYS:181p(図共) ; 20cm
NOTE:監修: 児玉幸多,奈良本辰也,和歌森太郎
NOTE:関係略年表: p.178-179
PTBL:日本古代史の旅|| ﾆ ﾎ ﾝ  ｺ ﾀ ﾞ ｲ ｼ  ﾉ  ﾀ ﾋ ﾞ
<BN04469363> 6//b
CLS:NDC6:210.3
CLS:NDLC:GB161
SH:NDLSH:日本 -- 歴史 -- 古代||ﾆﾎﾝ -- ﾚｷｼ -- ｺ
ﾀﾞｲ//L

<BN*******32>
GMD:  SMD:  YEAR:1954 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:rus
VOL:       ISBN:           PRICE:1500円
TR:近代技術史 / ｳﾞｪ･ﾀﾞﾆﾚﾌｽｷｲ著 ; 桝本ｾﾂ, 岡
邦雄共訳|ｷﾝﾀﾞｲ ｷﾞｼﾞｭﾂｼ
PUB:東京 : 岩崎書店 , 1954
PHYS:17, 306p ; 27cm

<BN******33>
GMD:  SMD:  YEAR:1954 CNTRY:ja TTLL:jpn
TXTL:jpn ORGL:rus
VOL:       ISBN:           PRICE:1500円
TR:近代技術史 / ｳﾞｪ･ﾀﾞﾆﾚﾌｽｷｲ著 ; 岡邦雄, 桝
本ｾﾂ訳||ｷﾝﾀﾞｲ ｷﾞｼﾞｭﾂｼ
PUB:東京 : 岩崎書店 , 1954.8
PHYS:17, 306p ; 27cm

1.< BN*******32>近代技術史 / ｳﾞｪ･ﾀﾞﾆﾚﾌｽｷｲ著 ; 桝本ｾﾂ, 岡邦雄共訳|ｷﾝﾀﾞｲ ｷﾞｼﾞｭﾂｼ. -- 岩
崎書店, 1954.
2.< BN*******33>近代技術史 / ｳﾞｪ･ﾀﾞﾆﾚﾌｽｷｲ著 ; 岡邦雄, 桝本ｾﾂ訳. -- 岩崎書店, 1954.
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対策

（検索時）

－タイトルのヨミや漢字単語単位で検索してもヒットしない場合は，検索語を変えて，タイ

トルの表記形からも検索してください。

（登録時）

－流用入力時には，現物と照らし合わせて，総合目録データベースで採用する目録規則や「目

録情報の基準」に合致する形へと修正してください。特にタイトルのヨミには注意してく

ださい。JAPAN/MARC にはタイトル関連情報のヨミが記録されていないことが多いため，

流用入力する際に必ず記録してください。（→ 抜刷集 「2.4.1A） 参照 MARC 流用時の注

意事項〔JAPAN/MARC 編〕(4)」）

－データは入力データ記述文法を確認して，正しく記録してください。（→ CM 付録 6）

なお，新システム対応クライアントの中には，記述文法を意識する必要のないクライアン

トもあります。

発見時の対処

－このような重複書誌レコードを発見した場合は，学術情報センターに報告してください。

（→ 抜刷集 「2.5.2 重複レコード処理のしくみ」）

（図書目録情報係）
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新システム対応クライアント紹介（その４）

　連載第４回目の本号では，日本電子計算（株）の「ＬＩＮＵＳ／ＮＣ」を紹介します。

（概要）

　(1) クライアント名称： ＬＩＮＵＳ／ＮＣ（ライナス／エヌシー）

　(2) 開発： 日本電子計算株式会社

　(3) クライアントの種類： 総合クライアント

　(4) 動作環境： Microsoft Windows（別途サーバとして Microsoft Windows NTもしくは UNIX，

DBMS として ORACLE 8が必要）

　(5) 運用開始： 平成 11 年 1 月

　(6) 利用図書館（業務利用を開始している館）： 秋田大学，愛知教育大学ほか

　(7) 画面例(CAT)：

　(8) 特徴（CAT）：
・総合的な図書館システムの一部として NACSIS-CAT/ILL 利用機能が組み込まれており，同じ

インターフェース内ですべての図書館業務を行うことができる。

・ NACSIS-CAT 検索時に図書館データベースを同時検索し，所蔵する書誌を強調表示する。

・総合目録データベースと複数の参照ファイルを一括検索できる。

・処理内容に応じて複数のサブウィンドウを表示し，また，ウィンドウ内の表示／入力項目

を適時切り替えるなどにより，作業の能率化を図っている。

・書誌レコード登録／修正画面にプレビュー機能があり，フィールドごとに入力した内容を

ひとつの書誌レコードとしてまとまった形で確認することができる。

・ Microsoft Excel へのデータ出力機能がある。
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　(9) 画面例（ILL）：

(10) 特徴（ILL）：
・画面遷移は，従来の NACSIS-ILL システムに，おおむね準拠している。

・申込者氏名・所属などは図書館データベースから取得する。

・システム使用者が意識することなく図書館へのデータ蓄積が行われる。

（図書目録情報係）

　各メーカーの新システム対応クライアントの開発状況及び問い合わせ先

は，以下の URL に常時掲載していますので，参考にしてください。

    
    URL: http://www.cat.op.nacsis.ac.jp/INFO/newcat/ncat-maker.html

・ 各クライアントは，新システムクライアントの特徴である図書館システムとの

連携機能を持ちますが，各図書館の仕様に応じて変更が加えられることがあり

ますので，本連載では扱いません。

・ 検索項目，レコード表示仕様，検索対象ファイル等については，各利用者が設

定できる場合が多いようですので，この部分についても言及していません。

・ 紹介するクライアントは，変更が加えられる場合もありますので，最新の情報

については，各メーカーにお問い合わせください。

《注意事項》

〒112-8640　東京都文京区大塚3-29-1 学術情報ｾﾝﾀー 　管理部共同利用課情報 ・資料係　御中
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複写データ処理センター業務報告（平成 10 年度下半期）

「国立大学等図書館間相互における文献複写業務の改善について」（文学情第 317 号 昭和 53

年 12 月 19 日）及びその実施要項に基づき，平成 10 年度下半期分の国立大学等文献複写経費の

データ処理を平成 11 年 3 月に行いました。

前期に引き続き，マニュアル処理の割合が減少しました。今後も NACSIS-ILL の普及に努め

ますので，各図書館の相互貸借業務も，マニュアル処理から NACSIS-ILL 処理へ移行していた

だきますようよろしくお願いします。

単位：件（カッコ内は前期比）

マニュアル（依頼書） NACSIS-ILL 合計
平成 10 年度下半期

2,126 （－713） 291,782 （+4,049） 293,908 （+3,336）

大学 830 （－126） 287,438 （+3,831） 288,268 （+3,705）

短期大学 1 （　－2） 381 （　+28） 382 （　+26）内訳

高等専門学校 1,295 （－585） 3,963 （ +190） 5,258 （－395）

処理件数の推移

（相互協力係）
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会議開催報告

平成 10 年度第2 回 総合目録委員会

[日時]
平成 11 年 3 月 16 日（火）10:00～12:00

[議事]
1. 平成 11 年度教育研修事業計画について

2. 「中国語資料の取扱い（案）」への意見について

3. 電子ジャーナルの取扱いについて

4. 「コーディングマニュアル」の整備について

5. ILL システムにおける記述の整備統一化について

6. 韓国・朝鮮語資料の取扱い検討の進め方について

7. その他

今回は，総合目録小委員会で検討している事項について検討状況を報告し，意見を交換し

た。各検討項目は小委員会で継続して検討を続ける。

平成 10 年度第3 回 総合目録小委員会

[日時]
平成 11 年 3 月 12 日（金）10:00～12:00

[議事]
1. 「中国語資料の取扱い（案）」への意見・質問について

2. 総合目録データベースにおける電子ジャーナルの取扱いの検討について

3. 個別協議

4. その他

（図書目録情報係）
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