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⽬次

凡例

1. 「⽬録情報の基準」関連

1.0 共通事項

1.0.1 ⽬録規則・適⽤細則と「基準」
 A)⽬録規則と適⽤細則との条⽂の相違について(No.18 p.7)
 B)異なる⽬録規則により作成された参照MARCと「基準」との整合性(No.5 p.9)
 C)⽬録規則の改訂と総合⽬録データの⼀貫性について(No.5 p.9)

1.0.2 データベース編(改訂版)について
 A)データベース編(改訂版)の運⽤について(No.24 p.5-6)
 B)⽬録システム利⽤マニュアルデータベース編の訂正・改訂(No.31 p.12-16)   

1.0.3 コーディングマニュアルについて
 A)コーディングマニュアル和図書書誌新規作成記述規則の刊⾏(No.49 p.4)
 B)コーディングマニュアル和・洋図書新規作成記述規則の刊⾏(No.53 p.4-7)

1.0.4 ⽬録規則
 A)AACR2の改訂について(1)(No.51 p.4-12)
 B)AACR2の改訂について(2)(No.52 p.5-13)
 C)AACR2の改訂について(3)(No.53 p.8-23)
 D)AACR2の改訂について(4)(No.54 p.15-25)

1.0.5 和資料と洋資料の区分について(No.23 p.8)
1.0.6 図書書誌レコードと雑誌書誌レコード

 A)逐次刊⾏物を図書として⽬録登録する場合(No.14 p.13-15)
 B)⽩書等で各巻に固有の標題のあるものの⼊⼒について(No.18 p.7)

1.0.7 ⼊⼒レベルについて
 A)⼊⼒レベルについて(No.20 p.9)
 B)⼊⼒レベルの変更について(No.22 p.19)

1.0.8 コード類について
 A)コード表等
      A-1)コード類の変更(No.21 p.8)
      A-2)VTの種類コードの統合(No.42 p.7) 
      A-3)構造の種類コード(No.30 p.18) 
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 B)CNTRY(出版国コード)
      B-1)⼦書誌の出版国がそれぞれ異なる場合の集合書誌単位のCNTRY(No.5 p.5)
      B-2)出版地が複数で出版国が異なる場合のCNTRY(No.5 p.6)
 C)和書「FORTRAN」「The Karate」などのTTLL(No.5 p.6) 
 D)多⾔語資料のTXTL(No.5 p.6) 
 E)ISBNについて(No.26 p.8)
 F)LC番号等が複数ある場合の繰り返し⼊⼒について(No.17 p.26) 

1.1 図書書誌レコード

1.1.1 書誌レコード作成単位について
 A)情報源、記述の根拠
      A-1)情報源について(No.14 p.16-20)
      A-2)タイトルページ裏のCIPデータについて(No.25 p.13) 
      A-3)書誌単位にならない複数の出版物理単位からなる資料の記述(No.27 p.6)
      A-4)複数の出版物理単位からなる単⾏書誌単位の記述、及び記述の情報源(No.29 
p.31)
      A-5)著作の合綴について(No.22 p.16-17)
 B)「固有の標題」の判断
      B-1)多巻物の各巻の内容を⽰す標題関連情報について(No.14 p.8-12) 
      B-2)固有の標題となる可能性のある標題関連情報の扱いについて(No.22 p.17) 
 C)責任表⽰
      C-1)別個の著者をもつ各巻次の書誌作成単位(No.27 p.5)
 D)版表⽰等
      D-1)書誌の同定について/机上版、縮刷版、愛蔵版、普及版等(No.5 p.2-3) 
      D-2)Paperback版の扱いについて(No.24 p.14) 
      D-3)特殊な版表⽰の取り扱い(No.23 p.7)
      D-4)版表⽰は同⼀だが、著作登録年が異なる資料の扱い(No.6 p.1)
      D-5)同⼀版で刷によってページ数等が異なる資料の扱い(No.24 p.14) 
 E)出版事項
      E-1)複数出版地から出版され、図書により第⼀出版地が異なるもの(No.5 p.2-3)
      E-2)複数の出版物理単位からなる資料の出版者変更(No.32 p.11) 
      E-3)別の出版者から刊⾏された同⼀内容の資料の扱い(No.32 p.12)
 F)形態に関する事項
      F-1)固有の標題を持つ付属資料について(No.51 p.13)
 G)内容著作注記
      G-1)CWフィールドの記述について(No.14 p.4-7)

1.1.2 集合書誌単位について
 A)情報源、記述の根拠
      A-1)集合書誌単位〔の記述〕(No.5 p.4)
      A-2)集合書誌単位の規定の情報源(No.23 p.8-9)
      A-3)洋図書の親書誌のタイトルの情報源について(No.46 p.3-4) 
      A-4)親書誌の情報源について(No.25 p.13-14)
 B)標題、標題関連情報
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      B-1)同⼀シリーズと思われるが、シリーズ名が微妙に異なる場合(No.5 p.4)
      B-2)親書誌の並列書名(No.30 p.19-20)
      B-3)親書誌における並列標題の取扱い(No.29 p.32)
      B-4)「続・⽇本歴史講座」と「⽇本歴史講座」の書誌作成単位(No.6 p.1) 
 C)責任表⽰
      C-1)集合書誌単位の責任表⽰の記述と著者名リンクの選定の際の基準(No.5 p.5)
 D)版表⽰
      D-1)親書誌(特にシリーズ物)の版のとらえ⽅(No.5 p.5)
      D-2)⼦書誌の改版と親書誌の作成(No.38 p.27) 
 E)出版事項
      E-1)出版地、出版者が異なる場合の出版事項(No.5 p.5) 
      E-2)複数の出版者が⼀連のシリーズ番号の下に図書を刊⾏している場合(No.38 p.25)
      E-3)⼦書誌の刷によって親書誌の出版者が異なってくる場合(No.38 p.26)
 F)その他
      F-1)親書誌のシリーズ番号のみの相違(No.38 p.27)

1.1.3 出版物理単位
 A)巻次・部編名等の記録
      A-1)出版物理単位のVOLフィールドへの記録⽅法(No.5 p.7) 
      A-2)VOLフィールドのデータが⾮常に⻑くなる場合の対策について(No.19 p.5) 
      A-3)VOLフィールドにおける巻次の補記について(No.20 p.10) 
      A-4)VOLフィールドの記述⽅法について(No.21 p.11) 
 B)出版物理単位に分割される書誌の場合のCWへの記述⽅法(No.5 p.7)
 C)VOLフィールドにおけるISBNの説明語句の表現⽅法(No.5 p.6-7)
 D)VOL分割
      D-1)物理単位フィールドを持つ書誌レコードの運⽤について(No.14 p.3)
      D-2)VOLの繰り返しが30回以上になるレコードの扱いについて(No.16 p.16) 

1.1.4 複製資料
 A)複製の扱い(No.5 p.3) 
 B)注⽂⽣産の複製資料の扱い(No.21 p.9)
 C)出版を⽬的として作成された複製の記述〔図書〕(No.30 p.20-21) 
 D)図書館製本された出版資料の書誌レコード(No.27 p.7)

1.1.5 その他
 A)本書名の取り扱いについて(No.20 p.8)
 B)ALフィールドの作成について(No.18 p.6)
 C)和図書における複数出版者の記述(No.21 p.9)
 D)親書誌標題中における出版者の表⽰について(No.24 p.14) 
 E)価格・⼊⼿条件データについて(No.18 p.8)

1.2 雑誌書誌レコード

1.2.1 書誌データ記⼊の基準
 A)雑誌⽬録システムの書誌データ記⼊について(No.19 p.2-4)
 B)「⽬録情報の基準(雑誌)」の⼀部改訂について(No.28 p.5-12) 

1.2.2 和雑誌と洋雑誌
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 A)和⽂誌から欧⽂誌に変わった書誌の扱い(No.22 p.14-15)
 B)並列的に刊⾏された和⽂誌と欧⽂誌(No.50 p.3)

1.2.3 書誌作成単位
 A)分冊として刊⾏される各逐次刊⾏物の書誌単位について(No.38 p.32)
 B)雑誌の⽬録・索引が本誌と別の出版者から出版されている場合(No.22 p.14-15)
 C)洋雑誌の誌名変遷について(No.37 p.12-16) 
 D)休刊の取り扱い(No.50 p.3)

1.2.4 情報源
 A)製本⽤標題紙
      A-1)製本⽤標題紙の情報源としての優先順位について(No.38 p.32)
      A-2)製本⽤標題紙の取り扱いについて(No.46 p.7) 
 B)情報源によって責任表⽰が異なる時の選択基準(No.22 p.14-15)

1.2.5 各種標題の記録⽅法
 A)並列標題の扱い(No.22 p.14-15)
 B)裏表紙標題の扱い(No.22 p.14-15)
 C)初号(記述の根拠とした号)以降に現れた標題の記録⽅法(No.33 p.10-12)
 D)キータイトルの記録⽅法(No.33 p.13) 
 E)ローマ字翻字標題の扱いについて(No.38 p.33)
 F)洋雑誌のタイトルにおける⼤⽂字使⽤法について(No.46 p.8) 

1.2.6 巻次の記録
 A)雑誌「創刊号」の扱い(No.28 p.13) 
 B)巻号順に刊⾏されていない雑誌(No.48 p.4)
 C)1号の次が1巻2号となった場合の巻次変更の扱い(No.48 p.5)
 D)限定された範囲で復刻された復刻版(No.48 p.5)
 E)識別標題の巻次記⼊⽅法について(No.38 p.33)
 F)独⾃の巻号を持たない部編誌の所蔵情報の記述(No.22 p.14-15)

1.2.7 リンク形成
 A)著者名リンク(AL)の運⽤(No.15 p.2)
 B)書誌構造リンク(PTBL)について(No.15 p.1-2)

1.2.8 注記、その他
 A)洋雑誌書誌の注記について(No.46 p.8) 

1.2.9 複製資料
 A)逐次刊⾏物複製版の取り扱いについて(No.25 p.6-7)

1.3 典拠レコード

1.3.1 表記の規則について
 A)著者名典拠レコードの表記について(No.23 p.13)
 B)中国名、韓国・朝鮮名の著者名典拠の標⽬形(No.26 p.8-10)

1.3.2 付記事項の記録について
 A)HDNGの⽣没年の記述法について(No.5 p.8)
 B)著者名典拠レコードにおける付記事項について(No.21 p.10) 

1.3.3 ヨミについて
 A)NCRに基づくHDNGの、付記事項のヨミについて(No.5 p.18)
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 B)⽇本⼈著者標⽬のヨミが不明の場合(No.19 p.6-7)
 C)⽇本⼈の著者名典拠レコードにおいて、そのヨミが異なる場合(No.18 p.6-7)

1.3.4 参照形
 A)著者名典拠(団体名)における参照形について(No.20 p.8)

1.4 ⾮図書資料の扱い

1.4.1 ⾮図書資料の⼊⼒
 A)⾮図書資料の⼊⼒指針(No.30 p.3-13) 
 B)資料種別の記録⽅法について(No.54 p.26)

1.4.2 ⾳楽資料について
 A)⾳楽資料の取り扱いについて(No.25 p.2-4)
 B)楽譜の出版社番号について(No.54 p.26)
 C)⾳楽作品名の統⼀書名標⽬の構成要素・作成単位(No.29 p.30-31)
 D)⾳楽作品の統⼀書名が準拠する規則(No.29 p.32-33) 

2. 登録・修正

2.1 書誌登録

2.1.1 書誌登録のルール
 A)登録時の注意事項(No.26 p.2-6)
 B)レコード登録時の注意事項(No.36 p.2-7) 
 C)重複レコード処理結果に⾒る、登録時の問題点(No.23 p.14) 
 D)書誌単位の取り⽅が異なる場合の⽬録登録について(No.14 p.21) 

2.1.2 登録のポイント(フィールド別)
 A)〔書誌構造リンクの〕構造の種類コードについて(No.6 p.1)
 B)図書書誌レコードへの件名のヨミフィールドの追加(No.42 p.6) 
 C)雑誌書誌レコードへの件名フィールドの追加(No.45 p.4) 

2.1.3 遡及⼊⼒
 A)「遡及⼊⼒指針」の運⽤について(No.44 p.2-3) 

2.2 所蔵登録

2.2.1 CPYNTフィールドの記述内容について(No.36 p.15-16)

2.3 典拠登録

2.3.1 著者名典拠レコードの登録・作成・修正等の注意点(No.38 p.19-24) 
2.3.2 著者名典拠レコードの重複チエック機構(No.7 p.2) 
2.3.3 注記フィールドについて

 A)典拠レコード注記フィールド必須化(No.40 p.19-22) 
 B)典拠レコードの注記フィールドの取 り扱いについて(No.42 p.4-5)

2.4 流⽤⼊⼒

2.4.1 書誌レコードの流⽤⼊⼒
 A)参照MARC流⽤時の注意事項〔JAPAN/MARC編〕(No.39 p.10-14) 
 B)参照MARC流⽤時の注意事項〔TRC/MARC編〕(No.40 p.11-13) 
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 C)参照MARC流⽤時の注意事項〔LC/MARC編〕(No.47 p.6-10)
 D)参照MARC流⽤時の注意事項〔UK/MARC編〕(No.48 p.8-12)

2.4.2 典拠レコードの流⽤⼊⼒
 A)JP著者名典拠参照ファイルの更新、及び流⽤⼊⼒時の注意点(No.36 p.12-14) 

2.5 重複レコードの処置

2.5.1 「削除予定レコード」 
 A)「削除予定レコード」について(No.12 p.13)
 B)「削除予定レコード」の報告不要について（図書）(No.55 p.11)

2.5.2 重複レコード処理のしくみ
 A)重複レコードの処理について(No.14 p.1-2)
 B)重複処理について(No.16 p.14-15)
 C)重複書誌に対する注記(No.31 p.5)
 D)所蔵付替依頼済レコードの扱いについて(No.45 p.5-6) 

2.5.3 重複書誌報告の⼀部簡素化(No.26 p.6) 
2.5.4 〔雑誌の〕重複書誌の発⾒について(No.15 p.1)

2.6 レコードの修正

2.6.1 図書書誌レコード修正指針について(No.42 p.2) 
2.6.2 データの修正は慎重に(No.22 p.2)
2.6.3 「固有の標題でないもの」に関わる書誌の記述の修正(No.29 p.29-30) 
2.6.4 分類・件名等の取り扱い(No.21 p.12) 
2.6.5 PHYSやNOTEのデータの取り扱い(No.38 p.28)
2.6.6 雑誌書誌レコードの修正(No.22 p.3)
2.6.7 著者名典拠レコードのHDNGの修正(No.33 p.9-10) 
2.6.8 リンク先レコードの修正に関連して(No.38 p.29)
2.6.9 書誌修正報告の扱いについて(No.45 p.6) 
2.6.10 書誌調整の記事の⾒⽅(No.55 p.12)

3. システム運⽤

3.1 システム移⾏

3.1.1 ⽬録所在情報データベースのサーバ移⾏(No.54 p.6-7)
3.1.2 トランザクションファイル廃⽌に伴う変更(No.55 p.3)

3.2 検索キー

3.2.1 検索キーの切出し仕様について(No.38 p.28)
3.2.2 LC番号による検索について(No.20 p.9)
3.2.3 UK/MARC等のLC番号の8桁化(No.22 p.12) 
3.2.4 ISSNの検索キー化(No.22 p.11) 
3.2.5 シリーズの巻号からの検索について(No.38 p.28)

3.3 コマンド
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3.3.1 LOOKUP BIBLIOGRAPHYの仕様変更(No.17 p.5-6)
3.3.2 LINKTO PARENT発⾏時の検索⽅法の変更(No.22 p.6-7)
3.3.3 LINKTOコマンド発⾏後のCREATEコマンドの変更(No.22 p.8-11) 
3.3.4 典拠リンク作業時のPASSコマンドの追加(No.16 p.5-7)
3.3.5 「からも⾒よ参照」リンク作業の変更(No.16 p.7)
3.3.6 雑誌所蔵⼊⼒時のSAVE NORETURNコマンドについて(No.38 p.29)
3.3.7 SWITCHコマンドによる検索画⾯への復帰について(No.38 p.29)

3.4 参照ファイル

3.4.1 和図書参照ファイル
 A)JAPAN/MARC遡及データの導⼊(No.43 p.6) 
 B)JAPAN/MARCにおける分類コードについて(No.43 p.11-16) 
 C)JPMARC遡及版（明治期）の概要(No.47 p.2-3)

3.4.2 洋図書参照ファイル
 A)参照ファイル(LC)のデータについて(No.25 p.13) 
 B)USMARC(Music, Visual materials, Maps)のサービス開始(No.29 p.4-6)
 C)GPO/MARCのサービス開始(No.17 p18-19)
 D)JAPAN/MARCへの国内刊⾏洋図書の収納(No.22 p.13) 
 E)JAPAN/MARCの国内刊⾏洋図書レコードの⼊⼒規則(No.22 p.34-37) 

3.4.3 雑誌参照ファイル
 A)JAPAN/MARC(S)のサービス開始(No.23 p.2)
 B)JAPAN/MARC(S)への国⽴国会図書館所蔵情報の表⽰(No.42 p.7) 
 C)ファイルの⾃動検索機能の変更(No.22 p12) 
 A)LC統⼀書名典拠ファイルの再ロード(No.35 p.4)

3.5 RECONファイル
3.5.1 遡及⼊⼒データの公開について(No.14 p.22-28)
3.5.2 遡及⼊⼒データの運⽤について(No.17 p.19-20)
3.5.3 NC遡及ファイル(洋図書)の⾃動検索順序の変更(No.30 p.2)
3.6 雑誌⽬録システム
3.6.1 誌名変遷データの更新について(No.15 p.25) 
3.6.2 雑誌⽬録システムの誌名変遷データの更新について(No.19 p.4-5)
3.6.3 予約雑誌

 A)予約雑誌(新規分)の取り扱いについて(No.14 p.29) 
 B)予約雑誌の⼊⼒について(No.16 p.17)

 

3.7 ユーティリティ
3.7.1 参加組織情報の表⽰及びメンテナンス機能の追加について(No.44 p.4-7) 
3.8 ⽂字の扱い
3.8.1 制御⽂字のフォントについて(No.25 p.1) 
3.8.2 キリル⽂字等の外字(No.30 p.21) 
3.8.3 簡化字の登録(No.30 p.22)
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3.8.4 ローマ数字などの扱い(No.20 p.5-6) 
3.8.5 外字⼊⼒されているデータの書き換えについて(No.23 p.13) 
3.9 システム管理
3.9.1 ⽬録システム障害時の連絡について(No.18 p.2)
3.9.2 ⾃動登録ソフトの使⽤にあたって(No.28 p.2)
3.4.4 統⼀書名典拠参照ファイル

 D)参照MARC(LC(S))のTRフィールドでのキリル⽂字変換(No.45 p.4) 
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凡例
　　　　 
　　　　 
　　　　 本冊子はオンラインシステムニュースレター No.1～55の記事のうち、データ登 
　　　　録作業の参考になると思われるものを抜粋、編集したものである。 
　　　　 
　　　　  
　　　　 なお、記事中の略称「NCR」は「日本目録規則」を、「AACR2」は「英米目録規 
　　　　則第2版」を示している。これらの規則の各種改訂版のうち、記事中で言及されているの 
　　　　がどの版であるかについては、各記事での初出時になるべく版の正式名称を明記するよう 
　　　　にした他、「NCR87」や「AACR2R」といった表現で記事中に示している。 
　　　　 これら規則の各版は、ニュースレターに当該記事が掲載された当時採用されていたもの 
　　　　であり、規則類の改訂に伴う記事内容の調整は、注記等で特に言及されていないかぎり、 
　　　　行っていない。 
　　　　 
 
 
*目録情報に関する問い合わせ先 
　　　　　〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 
　　　　 
　　　　　 国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 
　　　　　　　　　　FAX：03-4212-2382 
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.1 ⽬録規則・適⽤細則と「基準」

A) ⽬録規則と適⽤細則との条⽂の相違について(No.18 p.7)

Q︓
⽇本⽬録規則〔NCR87〕と国⽴国会図書館適⽤細則とで条⽂が異なるものがあるが、その場合は
どのようにすればよいか。

A︓
今回の質問では、書名中のルビの扱いについて条⽂が異なっているとのことでした。⽇本⽬録規
則では「それが付されている語の直後に付記」となっており、国⽴国会図書館適⽤細則では「書
名に付されたルビは記載しない」となっています。

 このように両者が異なる場合には、「規則」の⽅を適⽤してください。これは、洋資料につい
ても同様です。

DB編 4.1.2 記述ブロック（図書）
DB編 6.1.2 記述ブロック（雑誌）
コーディングマニュアル 第53章 国⽴国会図書館「⽇本⽬録規則」適⽤規則
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページへ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.1 ⽬録規則・適⽤細則と「基準」

B)異なる⽬録規則により作成された参照MARCと「基準」との整合性(No.5 p.9)

Q︓
異なる⽬録規則により作成された参照MARCの流⽤⼊⼒時に、必ず基準どおりに修正しなければ
ならないか。

(例えば、NCR65年版で作成されたJP/MARCの著者表⽰3⼈を1⼈[ほか]に修正する)

A︓
基準に定めた⽬録規則、国⽴国会図書館・⽶国議会図書館の適⽤細則に則ってください。ただ
し、記述のレベルダウンになるような変更(例えば、3⼈の著者表⽰があるものを1⼈にするような
こと)は、原則として⾏わないこととします。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページへ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.1 ⽬録規則・適⽤細則と「基準」

C)⽬録規則の改訂と総合⽬録データの⼀貫性について(No.5 p.9)

Q︓
今後各MARCによる⽬録規則が改訂されても、この基準を変更せずにデータの⼀貫性を保つの
か。

A︓
データベースの⼀貫性は保ちます。ただし、参照MARCの作成基準が変わった場合は、その時点
で「基準」の検討が必要であれば、検討します。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページへ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.2 データベース編(改訂版)について

A)データベース編(改訂版)の運⽤について(No.24 p.5-6)

 ⽬録システムニュース画⾯でもお伝えしましたとおり、「⽬録システム利⽤マニュアルデータ
ベース編 (改訂版)」が刊⾏されました。この改訂版は「改訂にあたって」の部分で記しましたよ
うに、〔平成2 年〕5⽉14⽇(⽉)から運⽤を開始いたしました。
 ここでは、改訂版の運⽤に関する注意事項及び改訂版の訂正についてまとめます。
 なお、〔平成2年〕5⽉14⽇以降に作成された書誌番号は次のとおりです。この番号より⼩さい
番号 の書誌は「⽬録情報の基準」の改訂条項に合致していなくとも誤りではありません。これら
の書誌の扱い については「運⽤に関する注意事項」の中で述べてありますので、それに従ってく
ださい。 

     和図書書誌----BN04569812
     洋図書書誌----BA10071610
     和雑誌書誌----AN10173920
     洋雑誌書誌----AA10754411

1.運⽤に関する注意事項

ア 書誌作成単位
旧版で作成を許されていたケースが、改訂版の運⽤に伴って作成することが許されなくなっ
てしま ったという場合が⽣じてきています。例えば固有の標題でないもののうち、著者等
によって区別でき るものについてこれまでは「書誌を作成することができる」という表現
であったため、レコードが⼆ 通りの⽅法で作成されていました。また、固有の標題の範囲
を規定した部分で⽬録担当者が⼆通りに 判断できる部分があり、それぞれの判断基準に従
ってレコードが作成されていました。これらについ て、この改訂版で扱いが明確にされた
ことに伴って、どちらか⼀⽅に書誌レコードを統⼀することが 必要になってきています。
これらの書誌レコードについては、センターにおいて所蔵館への連絡と書誌レコード⾃体の
調整を ⾏います。そこで、このような書誌を発⾒した際には、「⽬録情報に関する質問書/
回答書」を使⽤ してセンターに報告して下さるようにお願いいたします。

イ ⼊⼒レベル
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今回の改訂では、雑誌レコードの⼊⼒レベルについての変更が何点かあります。これまで⼊
⼒レベ ルを規定していなかった部分について新たに規定するようにしたために⽣じたもの
です。例えば出版 事項の記述は「適⽤可能ならばデータ記⼊を⾏う」であったものが「デ
ータ記⼊は必ず⾏う」と変更 になりました。これらの⼊⼒レベルの変更に伴うレコードの
修正については、各参加館で初号もしく は所蔵している最も古い号によって、⼗分な確認
の上に⾏うようにお願いいたします。なお、この修 正は必ずしも最初にレコードを作成し
た参加館が⾏う義務はありません。

コーディングマニュアル 21.0 図書書誌レコード修正指針

〔関連記事〕2.6.3 「固有の標題でないもの」に関わる書誌の記述の修正
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページへ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.2 データベース編(改訂版)について

B)⽬録システム利⽤マニュアルデータベース編の訂正・改訂(No.31 p.12-16)

 ニュースレターNo. 24、No. 28、No. 29でお知らせした訂正・改訂箇所、およびその後判明し
た訂正事 項を、次のように⼀覧表にまとめました。確認をおねがいします。
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ホームページへ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.3 コーディングマニュアルについて

A)コーディングマニュアル和図書書誌新規作成記述規則の刊⾏(No.49 p.4)

 コーディングマニュアルについては、これまで書誌記述に関する部分が未刊⾏となっており、
各参加図 書館の⽬録担当者からその部分の早期完成が強く要望されていました。これに対応する
ため昨年度から全 国18機関20名の⽅に「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会（以下「検討
部会」という）のメンバ ーとして活動していただき、原案の作成とそれに対する討議をしていた
だきました。特に「事例を含んだ わかりやすいものを」という要望が強かったため、具体的な⽬
録作業に役⽴つものとしてどのような形態 がよいのかを検討していただきました。検討案は平成
6年度第1回総合⽬録⼩委員会に諮り、了承されま した。その後検討部会では、細部の調整を継続
して実施し、その結果、「第2章 和図書書誌新規作成記 述規則」の主要な部分がまとまり、今
号の付録として刊⾏できる運びとなりました。今回公表する部分の 全般的な特徴は次のとおりで
す。

1.⽇本⽬録規則との関係
 記述規則の作成に取りかかる際に、検討部会では、コーディングマニュアルの中にどのような
形式でど の程度まで⽬録規則について記載するかを話し合いました。その中で、コーディングマ
ニュアルは「⽬録 情報の基準」を実作業でどのように運⽤していくかを定めるものであることが
確認されました。その結果 コーディングマニュアルでは、これまで⽬録規則で定められていなか
った部分と、「⽬録情報の基準」と その中で準拠すると指定している⽬録規則とで扱いが異なる
部分について、どのように作業を進めていけ ばよいのかを記載することにしました。そのため、
各項⽬では原則として、⽬録規則上で規定されている 事項については、繰り返し記載はしていま
せん。

2.事例の組み込み
 コーディングマニュアルを、事例を数多く収録しそれぞれに解説を施す「事例集」のような形
とするか どうかについても、検討部会の中で話し合いました。その結果、事例は、記述規則の各
項⽬に対する補⾜ 説明が必要と判断される時に、その条項の具体的適⽤として⽰すことにしまし
た。また、例⽰する部分は、 当該条項及び関連する部分のみとし、レコード全体は⽰さないこと
にしましたが、架空の事例ではなく実 際に資料として存在するものを極⼒選んであります。

3.項番付け
 従来刊⾏してきたコーディングマニュアルは、それぞれのフィールド名の下に、「データ要
素」「記⼊ 及び記⼊例」「注意事項」等が平板に記されていました。しかし、この形では、⼀つ
の項⽬が何ページに もわたってしまうことがあり、各図書館の⽬録担当者が書誌調整等の連絡を

http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


する際に、参照条項の確認が ⾏いづらい⾯がありました。そこで、今回はかなり細かい項番付け
を⾏い、参照部分が容易にわかるよう にしました。
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ホームページへ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.3 コーディングマニュアルについて

B)コーディングマニュアル和・洋図書新規作成記述規則の刊⾏(No.53 p.4-7)

 「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会は，今年度も引き続き，コーディングマニュアルの
未刊⾏部 分の完成のため，原案の作成と審議検討を続けてまいりました。
 このたび，和図書書誌新規作成記述規則のうち未刊であった2.0以下の通則の部分及び 洋図書
書 誌新規作成記述規則の記述ブロックのうちTRとEDの部分が，平成7年度第1回総合⽬録⼩委員
会にお いて了承され，今号の付録として公表できる運びとなりました。
 今回刊⾏される部分について，以下のような点にご注意ください。

・「部編名」に別個の著者等がある場合の取扱い
 「⽬録情報の基準 第2版」（「基準」）は，「書誌単位」を「固有の標題，著者等によって書
誌的 に他と区別できる単位」と定義しています（→「基準」4.2.3）。そして，「固有の標題で
ない もの」と書誌単位の関係に触れて，「部編名」に該当する名称で区別されるものは通常は書
誌単位では ないが，「部編名」が別個の著者を有する場合については，「部編名」及び固有の著
者等によって互い に区別できる単位として，書誌単位であるとしています（→「基準」4.2.3，
p.30）。これまでこ の書誌単位の⽬安となる「著者等」について，それ以上の指針を⽰したこと
はありませんでしたが，今 回刊⾏の「2.0.1 固有の標題」では，以下のように細則を定めてい
ます（→2.0.1A3）。  すなわち，「部編名」のもとに別個の著者等がある場合には，「固有の
標題」が存在するものとして扱  い，それぞれ書誌レコードを作成するが，

1)複数の著者等による共著（等）の場合は，
a) 同⼀の役割を果たすそれらの著者等が，「部編名」ごとにすべて異なる場合にのみ別書
誌を 作成し，他の「部編名」のもとの著者等と⼀部でも共通する者がある場合は別書誌と
しない。
b) その際，著者等の表⽰や記述の順序や記述された⼈数が違っていても，別書誌とはしな
い。
c) 著者等が４以上あって記述を省略するとき，TRフィールドに記録された責任表⽰の相違
によって，著者等が別個であるとは判断しない。

2)役割の異なる著者等がある場合は，役割表⽰ごとに別個であるかどうかにより判断する。 な
お，この細則の設定に際しては，改めてその根拠となる次の点が確認されました。

・⽬録情報作成上，著作という概念は依然として忽せにできず，「書誌単位」はこれに基づ
くもの である。
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・「固有の標題」でない「部編名」であっても，独⾃の著者を持つなど著者性が強調されて
いる場 合は「著作」とみなすことができる。
・この場合の著者性には，独⽴性のみでなく共著性をも考慮する。

 これまで複数著者のあるケースの書誌作成単位については，既成のレコード中にユレが⽣じて
いました。 今後新規に書誌を作成する場合は，コーディングマニュアルの規定をご参照くださ
い。

・原本代替資料の書誌レコード上での表現
 これまで複製資料の扱いについては，「基準」（4.2.3(2)-(4)）に書誌作成単位について書か
れ  ているほかは，随時オンラインシステムニュースレターに掲載し「抜刷集 No.1〜No.46」
(p.45-47） にまとめた記事に従って運⽤されてきましたが，今回ようやく「2.0.4 複製・原本
代替資料」と して刊⾏できることになりました。今後，複製・原本代替資料については，「抜刷
集」1.1.4Aに よるのではなく，コーディングマニュアル 2.0.4に従って，書誌レコードを作成
してください。
 なお，「2.0.4」では，これまでの取扱いが次のように変更となっています。ご確認ください。
「抜刷集」1.1.4Aのうち，「複製の種類の表⽰の2」として，私的に作成された原本代替資料
（出版を⽬的としていない複製資料）についてはEDフィールドに [私家複製版](和資料の場合) 等
と 記録する，という規定を設けていましたが，以後，

 a) EDフィールドに [私家複製版] 等の補記はしない（→2.0.4D2） 
 b) PUBフィールドに製作者として「私製」と記録する（製作事項のうち製作地，製作年は記
   録しない）（→2.0.4D3） 
 c) 製作者が異なっても別書誌とはしない（→2.0.4B） 
 d) 原本の出版・頒布事項は，PUBフィールドではなく，NOTEフィールドに記録する（→
    2.0.4C2,D4）。

  ただし，既に作成された書誌レコードを直ちに修正する必要はありません。

・ルーズリーフ資料の書誌作成単位
 加除式のルーズリーフ資料は図書ファイルに登録します。また⼀般の図書と（雑誌ととも）異
なり， 刊⾏中にタイトルが変化しても，原則として，新たに書誌レコードは作成せずに，既存の
レコードを修 正して，最新状態のタイトルをTRフィールドに記録します。その他の情報も原則と
して，刊⾏中に変 更があれば，随時既存のレコードを修正して新しい情報を記録することになり
ます。（→2.0.6B-E)

・ルーズリーフ資料の「出版物理単位」の表現
 ルーズリーフ資料のバインダーの数（また，各バインダーにファイルされる部分の範囲）は，
⼀般の 図書の物理単位とは異なり流動的であることなどから，巻冊とはみなさず，VOLフィール
ドには記録 しないことになりました。したがって，分冊状況（バインダーの数）が書誌の同定に
影響を及ぼすこと はありません。また，その刊⾏途中の増減によって修正する必要もありませ
ん。分冊状態を記録する必 要がある場合は，所蔵レコードに適宜記録することになります
（→2.0.6B3)，D1.1,F2）。



・「英⽶⽬録規則 第⼆版（AACR2）」との関係
 以前和図書の記述規則を刊⾏した際，「⽇本⽬録規則」とコーディングマニュアル第2章の関係
につ いて，コーディングマニュアルでは，⽬録規則に定められていない部分及び「基準」と⽬録
規則とで扱 いが異なる部分について記載し，⽬録規則をそのまま適⽤する事項は原則として記載
しないという⽅針 を述べました。洋図書の記述規則（第4章）も同じ原則にのっとり，AACR2を
そのまま適⽤する事 項については，基本的に記載していません。
 ただし，AACR2はその後改訂を重ね，1988年にそれまでの改訂をまとめて1冊ものとした
1988 Revision, さらにその後の改訂を差替紙⽚形式にまとめた Amendments 1993が出版され
ています。 総合⽬録データベースに書誌レコードを登録する際にはこれらの改訂を踏まえた
AACR2の理解が必 要になりますが，現在のところAACR2の⽇本語訳は1979年改訂に対するいわ
ゆる「⽇本語版」 が存在するだけで，改訂版の翻訳は刊⾏されていません。そのため，現実に⽬
録作業現場でこれらの改 訂をフォローアップしていくことは困難な場合も考えられます。
 このような状況に鑑み，「⽇本語版」以降の内容に関わる改訂（細かい字句や⾔い回しの変更
は含ま ない）については，⽬録規則をそのまま採⽤する場合や，直接データ⼊⼒に影響がない場
合でも，コー ディングマニュアルに記載しようということになりました。AACR2の規則について
述べた項⽬やAACR2の規則の訳⽂そのものを記載した項⽬等があり，第2章とは多少異なる形式
となっていますが， 以上のような経緯によるものです。
 また，和図書とは扱いが違う，洋図書資料に特徴的と思われる事項（今回刊⾏の部分では，
4.2.2の並列版表⽰，付加的版表⽰など）については，注意を促す意味で⽬録規則をそのまま適⽤
するもの でも記載している場合があります。
 なお，AACR2の該当規則については，⽂中に⽰していない場合は，適宜当該⽂の末尾に
「（→AACR2 条項番号）」の形で参照を出しています。

〔関連記事〕1.0.4 ⽬録規則
      1.1.4 A)・複製の扱い

catadm (catadm@nii.ac.jp)
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.4 ⽬録規則

A)AACR2の改訂について(1)(No.51 p.4-12)

平成6年度総合⽬録(⼩)委員会での審議の結果,洋資料を扱う場合に準拠する⽬録規 則とし
て,AACR2の改訂版であるAACR2R 1988 Revision (以下AACR2R 88)及び AACR2R 1988
Revision, Amendments 1993(以下AACR2Amen.93) を適⽤することに決定しました。

(審議結果に関しては,ニュースレターNo.47 で報告 しました) 。その審議の際に,⽬録作成の現場
にはこれら改訂版が⾏き渡っていない場合 も想定されることから,具体的にどの条項に変更があっ
たのかがわかるような形で広報し てほしい,との要望がありました。

そこで,今回から数回に分けて,AACR2に対してどのような変更があったのかを, 主な条項について
紹介することにします。ただしここでは煩雑を避けて,条項の細かな⽂ ⾔の変更や例⽰のみの変更
については省略し,主要な変更部分についてのみ取り上げるこ とにします。

条項番号は最新のものを採りましたので,AACR2と相違する場合は,AACR2で はどの条項に該当す
るかを( )内に⽰しました。

第1章 記述総則 
 
1.0H 複数の主情報源がある記述対象 
 
1.0H1 a)  (AACR2 1.0H  第1センテンス「1部ものの資料」1)の部分)  
    改訂内容:2以上の主情報源をあたかも1であるかのように扱う対象の拡大 
 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2     「録音物」のみ                                                  │ 
  │             ↓                                                           │ 
  │AACR2R88  「複数の異なった作品から成り,全体をカバーする主情報源を持た     │ 
  │           ない資料」(複数の作品を収録し,それぞれの作品ごとに標題紙が     │ 
  │           ある図書,両面に異なったレーベルがある音盤等)一般               │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
 
 
1.1B 本タイトル 
 
1.1B10   (AACR2 2.1B2 をもとにしている)  
  改訂内容:主情報源に総合タイトルと個別の作品のタイトルの双方がある場合,本タ 
            イトルは総合タイトルとし,個別のタイトルは内容注記に記載する規定を適 
            用する対象の拡大 
  ┌───────────────────────────────────┐ 
  │AACR2     第2章にあって図書等印刷物に適用される規定だった             │ 
  │               ↓                                                     │ 
  │AACR2R88   資料種別を問わず適用するよう,第1章に収められた             │ 
  └───────────────────────────────────┘ 
       *09例) Six Renoir drawings  
          Note: Contents: La danse a la campagne -- Les deux baigneuses -- 
            Pierre Renoir -- Enfants jouant a la balle -- Baigneuse assisse 
                   -- Etude d'une enfant 
   関連フィールド:TR,CW,NOTE 
 

http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


 
1.1C 一般資料表示 
 
1.1C1  
    改訂内容:一般資料表示表に種別を追加。視覚障害者のための資料に関する規定の追 
      加 
 ┌─────────────────────────────────────┐ 
 │ AACR2R88   表1(英国用)及び表2(オーストラリア,カナダ,米国用)に            │ 
 │            braille,  表2にart reproduction, toy を追加                   │ 
 │            表1,2のmachine-readable date fileを computer fileに変更       │ 
 │            視覚障害者のための資料に付与するGMD に関する規定を追加        │ 
 │  AACR2Amen.93  表2にactivity card を追加                                 │ 
 └─────────────────────────────────────┘ 
  関連フィールド:GMD,SMD 
  注意:総合目録データベースにおいては,コード類で記録する          
 
1.1F 責任表示 
 
1.1F11  (1983年の改訂で新設された条項。AACR2 1.1F11は1.1F10に組み込まれた) 
    改訂内容:並列タイトルがない場合の並列責任表示に関する条項の新設 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88      本タイトルと同じ言語・文字によるもの,それがなければ 初に表 │ 
  │              示されたものを記録する。任意で各表示を列記する              │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
   関連フィールド:TR 
 
 
1.1G 総合タイトルのない記述対象 
 
1.1G2   (AACR2 1.1G2の部分,及び 3.1G, 6.1G, 7.1G, 11.1G)  
  改訂内容:総合タイトルを持たず特に主要と思われる部分もない資料の記述方法 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2         一括で記述し,各部分のタイトルを列挙する(各部分を個別に記述  │ 
  │       する方法への言及はなかった)                                        │ 
  │       地図資料・録音物・映画や録画物・マイクロ形態資料については,        │ 
  │       各章の当該箇所で,個別に記述する方法を選んでもよいとの規定が        │ 
  │       あった                                                             │ 
  │         ↓                                                               │ 
  │AACR2R88    任意で,地図資料・録音物・映画や録画物・コンピュータファイル   │ 
  │           ・マイクロ形態資料ならば,個別のタイトルを持つ作品をそれぞれ    │ 
  │       記述して,各記述を注記でリンクしてもよいという規定を明示            │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
   関連フィールド:TR,NOTE,PTBL 
 
 
1.2B 版表示 
 
1.2B5 
    改訂内容:並列版表示の記録方法に関する任意規定の追加 
  ┌────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88      任意で,並列版表示をそれぞれ列挙してもよい         │ 
  └────────────────────────────────┘ 
         *09例)2e ed. = 2a ed. = 2. Aufl. 
    関連フィールド:ED                             
 
 
1.2C 版に関する責任表示 
 
1.2C4   (1983年の改訂で新設された条項)  
    改訂内容:並列版表示の並列責任表示に関する任意規定の新設 
  ┌────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88     版表示と版に関する責任表示が両方とも2種以上の言語や文字で表│ 
  │       示されている場合は,任意で,それぞれの責任表示を,それが属す        │ 
  │       る版表示のあとに記載する。                                       │ 
  └────────────────────────────────────┘ 
         *09例)2nd ed. / edited by Larry C. Lewis = 2e ed. / redige par Larry 
                  C. Lewis 
   関連フィールド:ED 
 
 
1.4及び第2章以下の出版・頒布などのエリア 
  改訂内容:1.4B1で,非刊行資料を扱う規定を特定して(1.4C8, 1.4D9, 1.4F9, 1.4F 
       10),それらを新設し,それ以外の規定は刊行物のみを扱うように限定した 
  ┌────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88                                                                │ 
  │ ┌1.4C8   非刊行資料については,出版地等を記録しない                    │ 
  │ │1.4D9   非刊行資料については,出版者名等を記録しない                  │ 
  │ │1.4F9   自然発生物には日付は記録しない。その他の非刊行資料については,│ 
  │ │      制作年を記録する                                               │ 
  │ └1.4F10  非刊行のコレクションについては,日付または包括的な日付を記録す│ 



  │           る                                                           │ 
  └────────────────────────────────────┘ 
    関連フィールド:PUB 
 
 
1.4C 出版地,頒布地など 
 
1.4C1  
   改訂内容:出版地等が複数の言語や文字で表示されている場合の規定を追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88      本タイトルと同じ言語・文字によるもの,それがなければ 初に表 │ 
  │              示されているものを記載する                                  │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  関連フィールド:PUB                          
 
 
1.4C5  
    改訂内容:出版者等の事務所が複数の土地にあるとき,2番目以降に表示された土地 
      を転記する場合の変更 
  ┌────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2      「目録作成機関の母国にある土地のうち 初に表示されたものか,  │ 
  │           印刷の体裁で強調されている 初のもののいずれか」             │ 
  │         ↓                                                             │ 
  │AACR2R88   「印刷の体裁で強調されているもののうちのいずれか,及び, 初   │ 
  │           に表示された土地と強調された土地のいずれにも含まれていない場 │ 
  │           合は母国にある土地で 初に表示されたもの」                   │ 
  └────────────────────────────────────┘ 
         *09例) New York ; London ; Sydney 
              (London は印刷で強調されており,目録作成機関はオーストラリアに 
            ある)  
   関連フィールド:PUB 
 
 
1.4D 出版者名,頒布者名など 
 
1.4D2  
    改訂内容:出版者名等の簡潔な形が複数の言語や文字で表示されている場合の規定を 
      追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88      本タイトルと同じ言語・文字のもの,それがなければ, 初に表示  │ 
  │              されているものを記載する。任意で,各々を列記する             │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  関連フィールド:PUB 
 
1.4D5  
  改訂内容:複数の出版者等があるとき,2番目以降の出版者名等(と出版地等)を記 
      録する場合の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2      「印刷の体裁で強調されている場合」のみ                         │ 
  │         ↓                                                               │ 
  │AACR2R88   a)「 初に表示されたものと一緒に表示されている場合」(例1) ,    │ 
  │              b)「 初に頒布者・発売機関等が表示され,出版者は2番目以降に  │ 
  │              表示されている場合」, d)「2番目以降に表示された出版者等が目 │ 
  │              録作成機関の母国にあって, 初に表示された出版者等は別の国に │ 
  │              ある場合」(例2) を追加                                      │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
     *09例1) London : Macmillan for the University of York 
         2) Paris : Gauthier-Villars ; Chicago : University of Chicago Press  
                 (目録作成機関は米国にある)  
    関連フィールド:PUB 
  注意:出版者等と出版地等を繰り返して記録する場合,総合目録データベースでは, 
    フィールドを繰り返す形で記録する                  
 
 
1.4D6     (新設条項。AACR2 1.4D6は1.4D7に)  
    改訂内容:2番目以降に表示された頒布者を記録する任意規定の新設 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88      任意で, 初に表示されているのが出版者でも,2番目以降に表示   │ 
  │              された頒布者(と頒布地)を記載してもよい                      │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  関連フィールド:PUB 
  注意:頒布者等と頒布地等を繰り返して記録する場合,総合目録データベースでは, 
    フィールドを繰り返す形で記録する 
 
 
1.4F 出版年,頒布年など 
 
1.4F7  
  改訂内容:およその出版年を補記する場合に関する任意規定の追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 



  │AACR2R88    出版年等が表示されていない場合に記載した著作権登録年・製作年  │ 
  │              (1.4F6)とおよその出版年とが著しく異なるときは, 任意で,およ  │ 
  │       その出版年を記載してもよい                                         │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
         *09例) ,[1982?], c1949  
  関連フィールド:YEAR,PUB,NOTE 
 
1.5B 資料の数量(特定資料表示を含む) 
 
1.5B4    (AACR2 1.5B4 及び 6.5B2, 7.5B2) 
    改訂内容:再生時間の記録に関する規定の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2         第2章以下の該当箇所に規則内容を委ねていた                   │ 
  │              録音物や映画・録画物の再生時間が5分以上であれば分単位で端数 │ 
  │              を切り上げて記載する(6.5B2, 7.5B2)                          │ 
  │             ↓                                                           │ 
  │AACR2R88      規則内容を総則で定め,第2章以下の該当規則は総則を参照する形  │ 
  │              に(内容上の大きな変更はない)                                │ 
  │         a)記述対象に表示されたものを記載するのが原則。b)表示がないが     │ 
  │            容易に確認できるときはそれを記録する。c)容易に確認できないと  │ 
  │            きは,任意でおよその時間を記録する。d)任意で,複数の部分から    │ 
  │            成る資料に,(概ね)統一された個々の再生時間が表示されている     │ 
  │            ときは,それを記載してeachという語を後に付す(それ以外のとき    │ 
  │            は全体の再生時間を記録する)                                   │ 
  │            5分等の条件で記載方法を区別する表現はない                     │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
     *09例)11 sound cassettes (ca. 30 min. each)  
    関連フィールド:PHYS,NOTE 
 
 
1.5D 大きさ 
 
1.5D2    (1985年の改訂で新設された条項) 
  改訂内容:入れものの名称と大きさを記録する任意規定の新設 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88      資料が入れものに入っている場合,任意で,入れものの名称と大き  │ 
  │              さを記載してもよい。複数種類の資料を組み合わせた資料について│ 
  │              も同様(1.10C2)                                              │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
         *09例) 12 paperweights : glass ; 12 cm. each in diam. in box 40 × 50  
         × 8 cm. 
               12 slides, 1 sound cassette, 1 booklet, 1 map ; in box 16 × 30 × 
          20 cm. 
    関連フィールド:PHYS 
 
 
1.6B シリーズの本タイトル 
 
1.6B2  
    改訂内容:資料に異なった形のシリーズタイトルが複数表示されていて,しかも も 
          優先順位の高い情報源には表示されていない場合の,タイトルの選択順位の 
      変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2       十分かつ簡潔な形のものをシリーズの本タイルとして選ぶ          │ 
  │         ↓                                                               │ 
  │AACR2R88      相対的に優先順位の高い情報源にある形のものを選ぶ            │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
    関連フィールド:VT,PTBL,親書誌のTR 
  注意:総合目録データベースでは,シリーズのタイトルは親書誌のタイトルとして, 
    タイトルと同じくタイトルページを主情報源とするが,AACR2のシリーズの 
    情報源は,図書等ならば「当該出版物全体」というように,本タイトルの情報源 
    よりも範囲が広い 
 
 
1.7A (注記エリアの)予備規則 
 
1.7A4 (異版や他の著作を引合いに出す注記) 
    改訂内容:記述対象が別資料の複製である場合の注記に関する規定の追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88   「複製資料に関する注記」を記載してから「原資料に関する注記」   │ 
  │       を記載する                                                         │ 
  │           なお,原資料に関する注記は1つにまとめる(1.7B22)                 │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
        *09例) Facsim. of: A classification and subject index for cataloguing 
         and arranging the books and pamphlets of a library. Amherst, Mass. 
                   : [s.n.], 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood & Brainard). 
                  44 p. ; 25 cm. 
   関連フィールド:NOTE 
 
 



1.7B 注記 
 
1.7B 
  改訂内容:注記の記載順に関する規定の追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2         B1以下,AACR2に掲載された順に記載する                        │ 
  │                  ↓                                                      │ 
  │AACR2R88      ある特定の注記を 重要であると決めて, それを 初に記載しても│ 
  │              よい                                                        │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
   関連フィールド:NOTE 
 
 
第2章 図書,パンフレットおよび印刷した一枚もの 
 
2.1B 本タイトル 
 
2.1B1  
  改訂内容:本タイトルをタイトルページ以外の部分から採った場合注記する旨の追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88    ┐                                                            │ 
  │            ├タイトルページ代替物とした部分は注記に明記する (→2.7B3)    │ 
  │AACR2Amen.93┘                                                            │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
    関連フィールド:TR,VT,NOTE 
 
 
2.5B 冊数および(または)ページ数 
 
2.5B23-24      (AACR2 2.5B23)  
  改訂内容1):視覚障害者のための資料の形態的記述で,数量のあとに付す資料種別を 
              示す用語の追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88    of computer braille, of solid dot brailleの例を追加(2.5B23)   │ 
  │            (thermoform copy)(2.5B23), (large print)(2.5B24)の語を使用す  │ 
  │            る規定の追加                                                  │ 
  │             braille cassette items資料についての扱い方への言及の追加(2.5 │ 
  │             B24)                                                         │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
 
    改訂内容2):墨字と触読システム,あるいは 2種以上の触読システムから成る記述対 
              象の形態的記述で,数量のあとに付す用語の表現の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2         of print/braille, of print/press brailleのような用語を付す  │ 
  │                  ↓                                                      │ 
  │AACR2R88      of print and braille, of braille and Nemeth codeのように簡潔│ 
  │              に記述する                                                  │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  関連フィールド:PHYS                         
 
 
2.5C 挿図類 
 
2.5C2      (AACR2 2.5C2に2.5C1の第2センテンスが加わったもの) 
  改訂内容:挿図類の種類を示す用語(maps, portraits等) の一部削除 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88    chartsを削除                                                  │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
    関連フィールド:PHYS 
 
削除規定      (AACR2 2.5C5) 
  改訂内容:挿図類が見返しにあるときそのことを注記するという条項が,1993年の修 
            正で削除された 
    関連フィールド:PHYS,NOTE 
 
 
2.5D 大きさ 
 
2.5D3  
  改訂内容:複数の部分から成る記述対象(多巻セット等)の各巻の大きさが異なって 
           いる場合の大きさの記録方法の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2       小値と 大値の差が2cm未満のときは 大値を記載し,2cm以上     │ 
  │           のときは 小値と 大値をハイフンで結んで記載する               │ 
  │         ↓                                                               │ 
  │AACR2R88   差に関わらず, 小値と 大値とをハイフンで結んで記載する        │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
     *09例) ; 21-22 cm.  
  関連フィールド:PHYS 
 



 
2.7B 注記 
 
2.7B16    (AACR2R88による新設規定) 
  改訂内容:別の形態に関する注記の新設 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88  　記述対象の内容が別の形態で刊行されていれば,注記に記載する     │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
         *09例)Issued also as computer file 
  関連フィールド:NOTE                        
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.4 ⽬録規則

B)AACR2の改訂について(2)(No.52 p.5-13)

洋資料を扱う場合に準拠する⽬録規則であるAACR2の改訂について,どのような変 更があったの
かを,前回に引き続き紹介します。

今回は,アクセス・ポイントの選定に関わる章(AACR2 第21章)を取り上げま す。

第21章  アクセス・ポイントの選定 
 
21.1 基本規則 
 
21.1A 個人著者の著作 
 
21.1A1 
  改訂内容:個人著者の例示の削除 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2      図書の著作者や音楽の作曲者等が例示されていた                   │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2R88     具体的な例を削除し,定義の個別的な適用については,章中の当該   │ 
  │             箇所を見るという一般的な指示に変更                           │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
 
 
21.1B 団体のもとの記入 
 
21.1B2 
  改訂内容:団体のもとに記入する著作のカテゴリーのうち,b), e)中に列挙される種 
          類を追加し,カテゴリーf)を新たに規定した 
 b)┌─────────────────────────────────────┐ 
   │AACR2       「以下の種類に属する法律・行政上の著作」(種類省略)            │ 
   │          ↓                                                              │ 
   │AACR2R88   "constitutions (see 21.33)," "court rules (see 21.34)"を種類   │ 
   │           に追加                                                         │ 
   │           また,「宗教上の著作」を加え,種類としては,"religious laws       │ 
   │              (e.g., canon law)," "liturgical works (see 21.39)"を追加    │ 
   └─────────────────────────────────────┘ 
 e)┌─────────────────────────────────────┐ 
   │AACR2     演奏・演技グループがグループとして活動した所産で,その責任が     │ 
   │          演技・演奏,製作にとどまらない録音物,フィルムおよびビデオ録      │ 
   │          画                                                              │ 
   │          ↓                                                              │ 
   │AACR2R88   演奏・演技グループがグループとして活動した所産で,その責任が    │ 
   │           演技・演奏,製作にとどまらないもの。上記録音物等の他に,こう     │ 
   │           した演奏・演技活動を書いた記録も含む                           │ 
   └─────────────────────────────────────┘ 
 
 f)┌─────────────────────────────────────┐ 
   │AACR2R88   団体による地図資料で,その団体の責任が出版・頒布にとどまらな    │ 
   │           いもの                                                         │ 
   └─────────────────────────────────────┘ 
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21.2 本タイトルの変更 
 
21.2A 定義 
 
21.2A1  (AACR2 21.2A)  
  改訂内容:本タイトルが変更されたと見なす場合の縮小(ISBD(S)に合わせた 
            改訂) 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88      冠詞・前置詞・接続詞以外の語が追加・削除・変更された場合,ま │ 
  │            た,冒頭の5語(最初が冠詞のときは6語)の語順に変更があった       │ 
  │            場合は,通常,本タイトルが変更されたとみなす。                  │ 
  │            ただし,                                                       │ 
  │          a)語の表現上の変化(短縮形等と完綴形,単数と複数,綴りの相違       │ 
  │            など)                                                         │ 
  │          b)冒頭の冠詞を除く最初の5語より後の語に変更があったが,タイ      │ 
  │            トルの意味や主題はそれによっては変わらない場合                │ 
  │          c)タイトル末尾の刊行団体名の付加・削除                          │ 
  │          d)区切り記号の変更                                              │ 
  │           は,本タイトルの変更とは見なさず,適宜注記に記し,また,アク       │ 
  │           セス上必要であれば副出記入の標目とする                         │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  注意:総合目録データベースでは,アクセス上必要であれば,変更はあったが本タイ 
    トルの変更とはみなさないタイトルは,VTフィールドに記録する 
 
 
21.6 責任性の分担されている著作 
 
21.6C 主たる責任性が示されていない場合 
 
21.6C1 
  改訂内容:個人名・団体名が主情報源に表示されている順序が版によって異なってい 
      る場合に関する規定を追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2R88   各版を,その版で最初に表示されている個人・団体に対する標目の    │ 
  │           もとに記入する                                                 │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
      *例)Decision systems for inventory management and production 
           planning / Rein Peterson, Edward A. Silver 
         基本記入はPetersonに対する標目のもとに 
         副出記入をSilverに対する標目のもとに 
 
          Decision systems for inventory management and production 
           planning. ― 2nd ed. / Edward A. Silver, Rein Peterson 
         基本記入はSilverに対する標目のもとに 
         副出記入はPetersonに対する標目のもとに 
 
  注意:総合目録データベースでは,基本記入の標目にあたるものは,ALフィールド 
       に記録する際,主記入フラグを付すことができる 
 
21.6C2 
  改訂内容:責任性が4以上の個人・団体で分担されている著作で,主たる責任性がど 
           こにあるか示されていない場合の副出記入に関する文言の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2     副出記入は最初に表示されている個人名・団体名に対する標目のも    │ 
  │          とに作成する                                                    │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2Amen.93 副出記入は目録対象資料に顕著に示されているうちの最初の個人名 │ 
  │        ・団体名に対する標目のもとに作成する                              │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  改訂内容:目録対象資料に個人名・団体名が表示されていない場合の規定の削除 
           編者が表示されている場合の規定の追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2Amen.93  3以下の編者が顕著に表示されている場合は,それぞれの編者に対  │ 
  │             する標目のもとに副出記入を作成し,4 以上の編者が顕著に表示さ  │ 
  │             れている場合は,主要な編者および(または)最初に表示された編    │ 
  │             者に対する標目のもとに副出記入を作成する,という規定を追加    │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
       *例)A dictionary of music and musicians (A.D. 1450-1889) / 
            by eminent writers …; edited by Sir George Grove 
         基本記入はタイトルのもとに 
         副出記入はGrove に対する標目のもとに 
 
 
21.7 合集,および編者の指揮のもとに作成された著作 
 
21.7A 適用範囲 
 
21.7A1  (AACR2 21.7A)  
  改訂内容:カテゴリーの3)を削除 



       当条項の適用を除外する旨の規定を削除 
              会議の論文集または議事録についての参照を削除 
              録音物の合集についての参照を追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2Amen.93  録音物の合集については,21.23C-21.23D を参照する             │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
 
 
21.12 テキストの改訂 
 
┌21.12A 原著者が責任を有すると考えられる場合 
│       (見出しはAACR2R88の改訂によって付加された)  
└21.12B 原著者がもはや責任を有しないと考えられる場合 
       (見出しはAACR2R88の改訂によって付加された)  
 
21.12A1   (AACR2 21.12A) 
   改訂内容:原著の著者等が責任を有すると考える場合の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2       その名称が責任表示またはタイトル中に表示されていたり,主情報   │ 
  │           源の表現形式によってその責任性がいまだに保たれていると考えら   │ 
  │           れる場合                                                       │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2R88    その名称が1)責任表示に表示されているか,2)本タイトルに表示さ   │ 
  │           れていて,かつ,責任表示やタイトル関連情報にその他の個人名が     │ 
  │           表示されていない場合                                           │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
 
21.12B1  (AACAR2 21.2B) 
  改訂内容:原著の著者等に対する標目のもとには記入しない場合の規定の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2     主情報源の表現形式が,原著に責任のある個人・団体がもはやその     │ 
  │        著作に責任を有すると考えられていないことを示している場合は,       │ 
  │        改訂者等のもとに記入し,原著に対する標目のもとに固有名+タイ        │ 
  │        トルの副出記入を作成する                                          │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2R88   主情報源の表現形式が,原著に責任のある個人・団体がもはやその    │ 
  │        著作に責任を有さないと考えられるような場合の例として,原著者       │ 
  │        が本タイトル中にのみ表示されているが,責任表示や版の責任表示       │ 
  │        にはその他の個人・団体が主たる責任者として表示されている場合      │ 
  │        が挙げられている。またこのとき,改訂者に対する標目のもとに記       │ 
  │        入する,という指示のほかに,場合によってはタイトルのもとに記        │ 
  │        入する,という規定も追加された                                     │ 
  │        原著者に対する標目のもとに固有名+タイトルの副出記入を作成す       │ 
  │        る際,容易にわかるときは,原著に責任のある個人・団体に対する        │ 
  │        標目のもとに記入されたもののうち最新の版のタイトルを用いる旨      │ 
  │        付記された。また,タイトルが原著の著者名で始まり,基本記入が        │ 
  │        改訂者等の名のもとに作成された場合は,必ずタイトルの副出記入       │ 
  │        を作成する旨追加された                                            │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
        *例)Salmond on the law of torts.― 12th ed. / by R.V. Heuston  
          AACR2:  基本記入はSalmond に対する標目のもとに 
             副出記入をHeuston に対する標目のもとに 
                (21.12A1の例)  
          AACR2R88: 基本記入はHeuston に対する標目のもとに 
              副出記入(固有名+タイトル形) をSalmond に対する標目のもとに 
              副出記入をタイトルのもとに 
                          (21.12B1の例)  
 
  注意:総合目録データベースでは,基本記入の標目にあたるものは,ALフィールド 
    に記録する際,主記入フラグを付すことができる。また,同データベースでは, 
    固有名+タイトルの標目は使用しない 
 
 
21.12A1   (AACR2 21.12A) 
   改訂内容:縮約(abridgement) ,要約(condensation)の記入方法の変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2        (改訂,増補,更新と同様)原著の著者等が責任を有すると考えら     │ 
  │            れる場合は原著者に対する標目のもとに記入し,縮約者等に対する   │ 
  │            標目のもとに副出記入を作成する                                │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2R88    縮約の場合は,原著者に対する標目のもとに記入し,縮約者に対す    │ 
  │            る標目のもとに副出記入を作成する                              │ 
  │            原著からの書き直し(rewriting) を含む要約については,21.10(テ   │ 
  │            キストの翻案) の指示に従う〔すなわち,翻案者等に対する標目の   │ 
  │            もとに記入する。翻案者名不明のときはタイトルのもとに記入する  │ 
  │            原著に対する副出記入を作成する〕                              │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  注意:総合目録データベースでは,基本記入の標目にあたるものは,ALフィールド 
      に記録する際,主記入フラグを付すことができる 
 



 
21.23 録音物 
       (見出しはAACR2R88の改訂によって,「録音物の記入」から変更) 
 
┌21.23C 複数の個人・団体による著作。総合タイトル〔あり〕 
└21.23D 複数の個人・団体による著作。総合タイトルなし 
 
  改訂内容:これらの見出しはAACR2R88の改訂によって付加された。また,AACR2 では 
          CとDとは総合タイトルの有無ではなく,主たる演奏・演技者の数によって 
          分けられていた。 
 
21.23C1   (AACR2 21.23C, 21.23D) 
   改訂内容:改訂前の規定の適用範囲を,総合タイトルを持つ録音物に限定 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2       主たる演奏・演技者が2か3のときは,最初に表示されているもの     │ 
  │            に対する標目のもとに記入し(21.23C),4以上か0のときは,タ        │ 
  │            イトルのもとに記入する。(21.23D)。                            │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2R88    総合タイトルを持つものについて,上記の規定を適用する           │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
 
 
21.23D1   (AACR2 21.23D) 
   改訂内容:総合タイトルを持たないものを1単位として扱う場合について詳しい規定 
      を新設 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2       21.7C を参照する〔すなわち,主情報源に示された最初の著作に対   │ 
  │            する適切な標目のもとに記入する。総合的な主情報源がなければ目  │ 
  │            録対象資料中の最初の著作に対する適切な標目のもとに記入する〕  │ 
  │                 ↓                                                       │ 
  │AACR2R88   a)(いわゆるポピュラー,ロック,ジャズ音楽に通常見られるよう      │ 
  │            に) 演奏者の役割が演奏・製作・解釈を超えている場合は,主た     │ 
  │            る演奏者として表示されている個人・団体に対する標目のもとに    │ 
  │            記入する(イ)                                                  │ 
  │            主たる演奏者が2または3のときは最初に表示されているものに      │ 
  │            対する標目のもとに記入し,その他に対する標目のもとに副出記     │ 
  │            入を作成する(ロ)                                              │ 
  │            主たる演奏者が4以上か0のときは,最初に表示された著作に対       │ 
  │            する適切な標目のもとに記入する(ハ)                            │ 
  │           b)(クラシックその他いわゆるシリアスな音楽に通常見られるよう    │ 
  │            に) 演奏者の役割が演奏・製作・解釈にとどまる場合は,最初の     │ 
  │            著作に対する適切な標目のもとに記入し,適宜その他の著作に対     │ 
  │            する標目のもとに副出記入を作成する。                          │ 
  │            21.23A1 の指示に従って,各著作の主たる演奏者に対する標目の     │ 
  │            もとに副出記入を作成する                                      │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
       *例)I want to make you smile / Bill Medley ; [sung by] Kenny 
         Rogers.  Coward of the county / R. Bowlings, B.E. Wheeler ; [sung  
         by] Kenny Rogers 
         基本記入はRogersに対する標目のもとに(a)-(イ)) 
 
                Ko Ko Mo / Forest, Haven ; the Harmonaires with Bob Murray 
              Orchestra.  Tweedle dee / Scott ; Joni Downs and the Starliners. 
              Ballad of Davy Crockett / Blackburn, Bruns ; Heck Johns and the  
              Pioneers.  How important can it be? / Benjamin, Weiss ; Joan 
              Forrest with Jay Weston Orchestra  
                基本記入はForestに対する標目のもとに(a)-(ハ)) 
 
                Concerto grosso no. 1 for string orchestra with piano  
              obbligato / Bloch.  Spirituals : for string choir and orchestra  
              / Gould  
              (最初の著作はRafael Kubelik指揮Chicago Symphony Orchestra演奏, 
              第2の著作はAntal Dorati指揮Minneapolis Symphony Orchestra演奏)  
               基本記入はBloch に対する標目のもとに 
               副出記入(固有名+タイトル形)をGould に対する標目のもとに 
               副出記入をKubelik, Dorati および2つのオーケストラに対する標目の 
                 もとに(b)) 
 
  注意:総合目録データベースでは,基本記入の標目にあたるものは,ALフィールド 
     に記録する際,主記入フラグを付すことができる。また,同データベースでは, 
     固有名+タイトルの標目は使用しない 
 
 
21.35 条約,政府間協定など 
 
21.35D 国より小さい単位の法域が締結する条約 
 
21.35D4  (新設条項) 
  改訂内容:政府機関と非政府団体との間の協定の記入に関する規定の新設 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 



  │AACR2Amen.93 21.6C(責任性の分担されている著作で,主たる責任性が示されてい  │ 
  │             ない場合)の指示に従う。国際的な非政府団体が当事者となった協  │ 
  │             定については21.35B(国際機関の締結する協定)を参照する         │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
 
 
21.35F 合集 
 
21.35F1  
  改訂内容:付記に関する参照先の変更 
       合集としての総合タイトルのもとの記入に関する規定の追加 
  ┌──────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2         統一タイトルの付記については,参照先の21.35A1 に言及されてい   │ 
  │              るが,35A1では,統一タイトルの記載方法は,25.16B(単独の条約      │ 
  │              などで当事者数2か3の場合)を参照することになっていた           │ 
  │          ↓                                                                │ 
  │AACR2Amen.93  当事者に対する標目に,25.16A1(AACR2 25.16A(条約などの合集))    │ 
  │              に指示されているように,統一タイトルを付記する                 │ 
  │              合集としての総合タイトルが知られているならば,25.16A1 を参照し │ 
  │              て,その名称に対する統一タイトルのもとに記入する               │ 
  └──────────────────────────────────────┘ 
  注意:現在のところ,総合目録データベースでは,法律条約等の統一タイトルは記録 
     しない 
 
21.35F2  
  改訂内容:付記に関する参照先の変更 
       合集としての総合タイトルのもとの記入に関する規定の追加 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2     当事者に対する基本記入・副出記入の標目に,25.16B1 を参照して     │ 
  │          統一タイトルを付記する                                          │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2Amen.93 統一タイトルの付記については,25.16A1 を参照する              │ 
  │             合集としての総合タイトルが知られているならば,25.16A1 にある  │ 
  │             ように,その名称に対する統一タイトルのもとに記入する          │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
  注意:現在のところ,総合目録データベースでは,法律条約等の統一タイトルは記録 
     しない 
 
 
21.38 神学的信経,信仰告白など 
 
21.38A  (AACR2 21.38) 
  改訂内容:複数の宗派によって認められている神学的信経・信仰告白等の記入方法の 
      変更 
  ┌─────────────────────────────────────┐ 
  │AACR2        目録対象の版に関係のある宗派に対する標目のもとに記入する。主 │ 
  │             情報源にその著作に本来責任を有する団体名が表示されているとき │ 
  │             は,それに対する標目のもとに副出記入を作成する                │ 
  │             その版が特定の宗教団体と無関係ならば,その著作に対して本来責  │ 
  │             任を有する団体に対する標目のもとに記入する                   │ 
  │             それ以外のときは,タイトルのもとに記入する                    │ 
  │          ↓                                                              │ 
  │AACR2Amen.93 タイトルのもとに記入する。適宜統一タイトルを用いる(よく知ら  │ 
  │             れる英語のタイトルがあればそれを用い,なければ原著の言語によ  │ 
  │             るタイトルを用いる)                                          │ 
  │             目録対象資料に関係のある個人・団体が3以下ならば,それぞれに   │ 
  │             対する標目のもとに副出記入を作成する。4以上ならば副出はしな  │ 
  │             い                                                           │ 
  └─────────────────────────────────────┘ 
       *例)The Assembly's Shorter catechism as used in the Presbyterian 
        Church in the United States  
          (ウェストミンスター会議の教理問答書)  
        AACR2:   基本記入は教会に対する標目のもとに 
                 副出記入をウェストミンスター会議に対する標目のもとに 
        Amen.93: 基本記入はShorter catechism に対する統一タイトルのもとに 
                 副出記入を教会とウェストミンスター会議に対する標目のもとに 
  注意:現在のところ,総合目録データベースでは,宗教的著作の統一タイトルは記録 
     しない 
 

catadm (catadm@nii.ac.jp)



ホームページへ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.4 ⽬録規則

C)AACR2の改訂について(3)(No.53 p.8-23)

引き続きAACR2の改訂による主な変更点を紹介します。

今回は，標⽬に関わる章のうち，第22章 個⼈標⽬，第23章 地名，第24章 団体に対する標⽬
を取り上げます。

第22章  個人標目 
 
  （注：ここでは「英米目録規則第二版日本語版」にならい，nameには「名前」，given  
   name, forename 等 "姓名" の名に当たるものには「名」の語を用いている)  
 
22.2　種々の名前からの選択 
 
22.2B　筆名   (AACR2 22.2C)  
 
22.2B1    (AACR2 22.2C1)  一つの筆名 
    改訂内容：「またはその個人が参考情報源において１つの筆名で頻繁に特定されてい 
　　　　　　る場合」を削除 
 
 
22.2B2-B4 (AACR2 22.2C2-C4)  
　　改訂内容：複数の筆名，若しくは本名と筆名を用いている個人について，その名前が 
            頻繁に用いられているかどうかを標目の選択の基準とする方法を変更 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2 　　　  頻繁に用いられる名前があればそれを選択する。(C2)　なければ，│ 
    │              記述対象に表示されている名前を選択し，それぞれの名前を参照で│ 
    │　            関係づける(C3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　同じ著作でも版によって異なった名前が用いられている場合や，１│ 
　　│　　　　　　　つの版に複数の名前が表示されている場合は，その著作に対し最も│ 
    │        　　　頻繁に用いられている名前を，すべての版に対して選択する。容易│ 
　　│　　　　　　　に決めかねるときは最新の版に表示されている名前を選択する。他│ 
　　│　　　　　　　の名前から固有名＋タイトル形の参照を施す（C4) 　　　　　　　│ 
  　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│AACR2R88　B2  分野によって名前を使い分けている場合は，それぞれの分野で用い│ 
    │              ている名前を選択する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　B3  現存著者に対しては，その著作に表示されている名前を選択する　│ 
　  │        　　　同じ著作でも版によって異なった名前が用いられている場合や，１│ 
　　│　　　　　　　つの版に複数の名前が表示されている場合は，その著作に対し最も│ 
　　│　　　　　　　頻繁に用いられている名前を，すべての版に対して選択する。容易│ 
　　│　　　　　　　に決めかねるときは最新の版に表示されている名前を選択する。他│ 
　　│　　　　　　　の名前から固有名＋タイトル形の参照を施す　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　B4　B2, B3に該当しない場合は， 1その個人の著作のより最近出版され│ 
    │              た版， 2その個人についての評論的著作， 3その他の参考情報源に│ 
　　│　　　　　　  よって（この優先順位で），その個人を特定する名前を選択する。│ 
    │　　　　　　　　他の名前から参照を施す　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
 
  　　　　＊例1)AACR2(C2): 
                        Lewis Carroll  
　  　　　　　　　　　    Charles Lutwidge Dodgsonは選択しない 
  　　　　　　  AACR2R88(B2):  
                      ┌Charles L. Dodgson (数学，論理学に関する著作に用いる本名)  
            　　　　　└Lewis Carroll (文学的著作に用いる筆名） 
　　　　　　　　　　　著作に応じていずれかを標目とする 
 
  　　　　　　  AACR2(C2): 
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                        Erle Stanley Gardner 
                          A.A. Fair, Charles J. Kenny は選択しない 
 
  　　　　　　  AACR2R88(B2):  
　　　　　　　　      ┌C. Day-Lewis (詩，評論的著作に用いる本名)  
　　　　　　          └Nicholas Blake ( 探偵小説に用いる筆名)  
　　　　　　　　　    著作に応じていずれかを標目とする 
 
            例2)AACR2R88(B3):  
  　　　　　　　　　　┌Ed McBain  
      　　　  　　　　└Evan Hunter (ともに同じ人物が用いている筆名） 
  　　　　　　　　　　著作に応じていずれかを標目とする 
 
　　　　　　　　　　  ┌Kingsley Amis (ほとんどの著作で用いている本名） 
  　　　　　　　　　　└Robert Markham (１つの著作に用いている筆名)  
  　　　　　　　　　　著作に応じていずれかを標目とする 
 
  　　　    例3)AACR2R88(B3):  
                  The rising tide / M.J. Farrell 
　　　　　　　　　  （２つの版が知られており，この後刊行された版はMolly Keaneの 
                    名前で出版された)  
　　　　　　　　　  Molly Keaneを標目のために選択する 
　　　　　　　　　  M.J. Farrellを用いて固有名＋タイトル形の参照を作成する 
 
                  Cut thin to win / Erle Stanley Gardner as A.A. Fair  
　　　　　　　　　　（２つの版が知られており，一方はA.A. Fairの名前で出版された。 
　　　　　　　　　　上記は後に出版された版である） 
　　　　　　　　　  Erle Stanley Gardnerを標目のために選択する 
　　　　　　　　　  A.A. Fairを用いて固有名＋タイトル形の参照を作成する 
 
　　　　　　例4)AACR2R88(B4):  
                        R.S. Surtees 
　　　　　　　　　        Author of Mr. Sponge's sporting tourは選択しない 
 
（参考）複数の筆名，若しくは本名と筆名を用いている個人に対する標目の選択を流れ図 
　　　　　としてみると… 
 
　　　　    AACR2　　　　　　　　　　　　　　　　  AACR2R 
 
　　　┌───────┐　　　　　　　　　　　┌───────┐ 
　　　│複数の筆名又は│　　　　　　　　　　　│複数の筆名又は│ 
　　　│本名と筆名を　│　　　　　　　　　　　│本名と筆名を　│ 
　　　│用いている　　│　　　　　　　　　　　│用いている　　│ 
　　　└───┬───┘　　　　　　　　　　　└───┬───┘ 
　　┌────┴──────┐　　　　　　　┌────┴──────┐ 
　　│頻繁に用いている名前が│　　　　　　　│分野によって名前を　　│ 
　　│　ａ．ある　　　　　　│　　　　　　　│　ａ．使い分けている　│ 
　　│　ｂ．ない　　　　　　│　　　　　　　│　ｂ．使い分けていない│ 
　　└─┰───────┰─┘　　　　　　　└─┰───────┰─┘ 
　　　ａ┃　　　　　　ｂ┃　　　　　　　　ａ┏━┛　　　　　　　┃ｂ 
　　　　┃　　┌────┸────┐　┌──┸──┐　　　  ┌─┸─────┐ 
┌───┸─┐│同じ著作に表示　　│　│その分野で│　　　　│著者が現代の人│ 
│それを選択││されている名前は　│　│用いている│　　　　│　ａ．でない　│ 
└─────┘│　ａ．同じ　　　　│　│名前を選択│　　　　│　ｂ．である　│ 
　　　　　　　│　ｂ．版によって　│　└─────┘　　　　└─┰───┰─┘ 
　　　　　　　│　　異なっていたり│　　　　22.2B2　┏━━━━━┛　　　┃ｂ 
　　　　　　　│　　１つの版に複数│　　　　　　  　┃ａ　　　┌────┸────┐ 
　　　　　　　│　　あったりする　│　　┌─────┸───┐│同じ著作に表示　　│ 
　　　　　　　└─┰─────┰─┘　　│より最近刊行された││されている名前は　│ 
　　　　　ａ┏━━┛　　　　ｂ┃　　　　│著者についての評論││　ａ．同じ　　　　│ 
　　　　　　┃　　　┌────┸───┐│その他の参考情報源││　ｂ．版によって　│ 
　　┌───┸─┐　│その著作に頻繁に││　によって１つの　││　　異なっていたり│ 
　　│その著作に│　│用いられている　││　名前を選択　　　││　　１つの版に複数│ 
　　│表示されて│　│名前が　　　　　│└─────────┘│　　あったりする　│ 
　　│いる名前を│　│　ａ．ある　　　│　　　22.2B4　　　　　└─┰────┰──┘ 
　　│選択　　　│　│　ｂ．容易にわか│　　　　　　┏━━━━━━┛　　　　┃ｂ 
　　└─────┘　│　　らない　　　│　　　　　ａ┃　　　　┌──────┸─┐ 
　　　　22.2C3　　　└─┰────┰─┘　　　┌──┸──┐　│その著作に頻繁に│ 
　　　　　　　　　　ａ　┃　　　　┃　　　  　│その著作に│　│用いられている　│ 
　　　　　　　┏━━━━┛　　　ｂ┃　　　　　│表示されて│　│名前が　　　　　│ 
　　　　┌──┸──┐　　　　　　┃　　　　　│いる名前を│　│　ａ．ある　　　│ 
　　　　│それを選択│　┌────┸──┐　　│選択　　　│　│　ｂ．容易にわか│ 
　　　　└─────┘　│最新の版に表示│　　└─────┘　│　　らない　　　│ 
　　　　　　22.2C4　　　│されている名前│　　　　22.2B3　　　└─┰───┰──┘ 
　　　　　　　　　　　　│を選択　　　　│　　　　　　┏━━━━━┛　　　┃ｂ 
　　　　　　　　　　　　└───────┘　　　　　　┃ａ　　　　┌───┸─┐ 
　　　　　　　　　　　　　　 22.2C4 　　　　　　┌──┸──┐　　│最新の版に│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│それを選択│　　│表示されて│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────┘　　│いる名前を│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.2B3　　　　│選択　　　│ 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─────┘ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  22.2B3   
 
22.2C　改名　（AACR2 22.2B) 
 
22.2C1　　(AACR2 22.2B)  
　　改訂内容：筆名を用いている個人は除くという限定句を追加 
 
 
22.3　同一名の種々の形からの選択 
 
22.3C　ローマ字以外の文字で書かれている名前 
 
22.3C2別法（脚注４）  姓のもとに記入する個人 
　　改訂内容：ヘブライ語，イディッシュ語を用いる個人についての例外規定の適用範囲 
            の若干の変更 
  　┌─────────────────────────────────────┐ 
  　│AACR2 　　　　20世紀のパレスチナ・イスラエルで生活し，当該言語を用いている│ 
  　│              個人の場合は，パレスチナ・イスラエルで刊行された目録対象資料│ 
　　│              に表示されているローマ字形を優先的に選択する　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2R88　　　当該言語を用いていて，よく知られた英語の参考情報源にはその名│ 
  　│　      　　　前が載っていない個人の場合は，その著作に表示されたローマ字形│ 
  　│              を選択する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
 
 
22.5　姓のもとの記入 
 
22.5A　通則 
 
22.5A1　　(AACR2 22.5A)  
　　改訂内容：姓がイニシアルで表されている場合の記入に関する段落の追加 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2R88　　　姓がイニシアルで表されていて，名前の少なくとも１つの要素がフ│ 
　　│　　　　　　　ルスペルで綴られている場合は，姓を表すイニシアルのもとに記入│ 
  　│　　　　　　　する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　＊例）G., Michael 
 
22.9　その他の名前の記入 
　　　　　(AACR2, AACR2R88では，古代ローマ人の名前の記入という見出し。AACR2Amen.93 
　　　　　では，古代ローマ人の名前については，22.9A に規定されている)  
 
22.9B　アイスランド語の名前 
 
22.9B1　　(AACR2 22.5C6, 22.8A, 22.8C) 
    改訂内容：アイスランド人の名前の記入について，独立した規定を新設。それまでは 
  　　　　　原則としてはスカンジナビア諸語の１つとして規定されていた） 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2 　　　　スカンジナビア諸語を用いる個人の名前が複合姓のように見えるが│ 
　　│　　　　　　　その性格が不明確であるときは，名前の最後の部分のもとに記入し│ 
　　│　　　　　　　先行部分から参照する(5C6) 　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　姓も称号も含まないアイスランド語の名前で，土地を示す句が父称│ 
　　│　　　　　　　の次にあるときは，それを名前の不可分の部分として扱い，父称か│ 
　　│　　　　　　　ら参照する(8A,8C) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│  　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2Amen.93　アイスランド語の名前は，最初の名のもとに記入し，その他の名，│ 
　　│　　　　　　　父称，家族名とコンマなしで続ける。土地を示す句が名・父称・家│ 
　　│　　　　　　　族名のあとにあるときは，それを名前の不可分の部分として扱う。│ 
　　│　　　　　　　父称，家族名から参照する　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　＊例）Halldor Laxness 
　　　　　　　　　名　    家族名 
　　　　　　　　　χ Laxness, Halldor  
 
22.10　イニシアル，文字，数字のもとの記入 
 
22.10A    (AACR2 22.10)  
　　改訂内容：イニシアル，個別文字(separate letters)や数字から成る名前で，記号な 
            どが含まれる場合の扱いの一部変更 
　  ┌─────────────────────────────────────┐ 
　  │AACR2       　標目に含めて記入する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2Amen.93　複数の文字から成る略語などの一部であるときは標目に含めるが，│ 
    │              １文字のイニシアルの後に続くものは省略する　　　　　　　　　│ 
    └─────────────────────────────────────┘ 
  　　　　＊例）E. B―s  
　　　　　　　　　    χ B―s, E.  
　　　　　　　　　　　　　　Lettre sur la Grece  



　　　　　　　しかし， 
              名前がabbe de B...と表示されているとき 
　　　　　　　  AACR2:   B..., abbe de 
  　　　　　　  Amen.93: B., abbe de 
　　　　　　　名前がJ*** W*********と表示されているとき 
　　　　　　　  Amen.93: J.W.  
　　　　　　　　　　　　χ W., J.  
　　　　　　　　　　　　　　Narrative of a command pensioner 
 
 
22.11　語句のもとの記入 
 
22.11A, 22.11B 
　　　　　(AACR2 22.11B) 
    改訂内容：名と語句・呼称から成る名前の記入方法の変更 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　  │AACR2     　　名のもとに記入し，名以外の語は付記事項として扱う。適宜表示さ│ 
　　│　　　　　　　れたとおりの名前から参照する　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│  　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2R88　　　表示されたとおりの語順で記入し，名, 先行語句の形の参照を施す│ 
　  │　　　　　　　ただし，名以外の語が親族名称等の呼称や地位・役職名等であると│ 
　　│　　　　　　　きは，名のもとに記入し，名以外の語は付記事項として扱う。表示│ 
　　│　　　　　　　されたとおりの名前から参照を施す　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　＊例）AACR2:  Richard, poor  
                    χ Poor Richard  
                AACR2R: Poor Richard 
                    χ Richard, poor 
　　　　　　　ただし， 
　　　　　      Jemima, Aunt 
　　　　　　　　　　χ Aunt Jemima 
 
 
同一名を区別するための付記事項 
22.18　綴りのより詳しい形 
　　　　　(AACR2では，同一名を区別する付記事項としては，年月日などと区別語のみを 
　　　　　設けており，名前への付記事項一般の１項として，イニシアルを含む名前への 
　　　　　完綴形の付記を規定している(22.16)) 
 
22.18A  　(AACR2 22.16) 
　　改訂内容：完綴形などを付記するのは，名前の一部又は全部がイニシアルで表示され 
            ている場合に限らなくなった。また，付記しない場合を明示。 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
    │AACR2 　　　　名前の一部又は全部がイニシアルで表示されており，完綴形がわか│ 
　　│              っていて，同一名の区別に必要なときは，その完綴形を付記する　│ 
　　│              任意で，区別の必要がないときも，イニシアルを含む名前にこのよ│ 
　　│              うな付記事項を記載してもよい　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2R88　　　規定に従って標目とした形よりも詳しい形がわかっていて，同一名│ 
　　│　　　　　　　の区別に必要な場合は，その詳しい形を付記する。（標目形の一部│ 
　　│　　　　　　　がイニシアルで，完綴形を付記するというのがよくあるケースだと│ 
　　│　　　　　　　思われるが，知られている名・姓・イニシアルが規定の標目形には│ 
　　│　　　　　　　含まれていないというケースもある）　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　任意で，区別の必要がないときもこのような付記事項を記載しても│ 
　　│　　　　　　　よいが，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　1)名を含む標目形に，含まれていない名　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　2)標目形に含まれていない部分のイニシアル　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　3)姓を含む標目形に，含まれていない姓　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　を付記してはならない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　＊例) ┌Murray, Gilbert (Gilbert George Aime)  
　　　　　　　　└Murray, Gilbert (Gilbert John) 
 
  　　　　　　　┌Johnson, Barbara (Barbara A.)  
　　　　　　　　└Johnson, Barbara (Barbara E.)  
 
  　　　　　　　┌Miller, Mrs. J. (Anna) 
　　　　　　　　└Miller, Mrs. J. (Dorothea) 
 
  　　　　　　　ただし，区別の必要がないとき， 
　　　　　　　　┌Dickens, Charlesであって 
　　　　　　　　└Dickens, Charles (Charles John Huffam)ではない 
 
 
特定言語の名前のための特別規則 
 
22.26　インドネシア語の名前 
 
22.26C　最初の要素のもとに記入する名前 
 



22.26C1 　(AACR2 22.26C1, 22.26C2) 
　　改訂内容：最初の要素のもとに記入される名前の種類の追加 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2R88　　　AACR2 の22.26C1, C2 をそれぞれ22.26C1 中のa), b)とし，c)とし│ 
　　│　　　　　　　て，「最後の要素として，イニシャルや略語を含む名前」が追加さ│ 
　　│　　　　　　　れた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　＊例）Djakaria N.E.  
　　　　　　　　　　　χ E., Djakaria N. 
 
 
22.27　マライ語の名前 
 
22.27A　適用範囲 
 
22.27A1 　(AACR2 22.27A) 
　　改訂内容：適用範囲から除外されていたイバン人，ケダザン人等マレーシア原住の民 
　　　　　　族起源の名前にも，22.27 の規則を適用することになった。 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2 　　　　マレーシア，シンガポール，ブルネイの住民の名前で，マライ語以│ 
　　│　　　　　    外の，イバン人，ケダザン人，インド人，中国人など，その他の民│ 
    │　　　　　　　族から出た名前は除外する　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2R88　　　この規則は，イバン人，ケダザン人等，マレーシア原住の他の民族│ 
    │              起源の名前にも適用する。マレーシア，シンガポール，ブルネイに│ 
　　│　　　　　　　住んでいる個人の名前でも，マレー発祥でない民族（インド人，中│ 
　　│　　　　　　　国人等）起源の名前は，その名前の言語に対する規則に従って記入│ 
　　│　　　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
 
 
第23章　地名 
 
23.4　地名への付記事項 
 
23.4B　通則 
 
23.4B1　　(AACR2 23.4B)  
　　改訂内容：付記事項を記録する場合として，同一名称を区別する必要があるときという 
　　　　　　限定がなくなった。それに伴い，任意規定が削除された。 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2     　　２以上の同一地名を区別するために，より広い地名を付記する。　│ 
　　│　　　　　　　任意に，区別の必要がない場合に適用してもよい　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2R88      地名には，23.4C-23.4F に指示に従って，より広い地名を付記する│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
 
 
23.4C　オーストラリア，カナダ，マレーシア，アメリカ合衆国，ソビエト連邦，ユ 
　　　　ーゴスラビア内の土地 
　　　　　(AACR2では，23.4Cはオーストラリア，カナダ，合衆国のみについて規定し， 
          マレーシア，ソ連，ユーゴスラビアは別に23.4Eで規定されていた)  
 
23.4C1, 24.4C2 
　　　　　(AACR2 23.4C, 23.4E) 
　　改訂内容：上記の国内の地名について１項目にまとめ，構成国や州等自体についても 
　　　      規定を明示 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2         これらの国の構成国，州，准州等(state, province, territory,  │ 
  　│        　  　etc.) の中にある場所については，その場所の位置する構成国等の│ 
　　│　　　　      名を付記する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│AACR2R88    　構成国，州，准州等の名称には付記事項を記載しない。構成国等の│ 
　　│        　　　中にある場所については，その場所の位置する構成国等の名称を付│ 
　　│              記する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
    　  　＊例）Northern Territory 
　　　　　　　　Darwin (N.T.)  
 
 
23.4D　英国諸島の土地 
 
23.4D1, 23.4D2 
　　　　　(AACR2 23.4D1, 23.4D2, 23.4D3) 
　　改訂内容：英国諸島内の地名について，県名等を付記する規定を変更 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2 　　　　英国諸島内の県，地域，島域名には，England, Ireland, Northern│ 
　　│　　　　　　　Ireland, Scotland, Walesを適宜付記する(D1)　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　      イングランド，ウェールズ，エール共和国にある場所については，│ 
    │              その場所の位置する県名を付記する。スコットランドにある場所に│ 



    │              ついては，地域名か島域名を付記する。県名等が位置関係を示す句│ 
    │              のみから成る場合 (West Midlands, Western Isles,etc.)は，さら│ 
    │              にEnglandかScotlandの語を付記する。北アイルランドにある場所 │ 
    │              については，Northern Irelandを付記する(D2)　　　　　　　　　│ 
    │  　　　　　　連合王国内の現存しない法域名をそのまま持っている場所について│ 
    │              は，法域であったときその場所が所属していた地理的県名を付記す│ 
  　│　　　　　　　る(D3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
    │AACR2R88      England, the Republic of Ireland, Northern Ireland, Scotland│ 
    │              Wales, the Isle of Man, the Channel Islands には付記事項を記│ 
    │              載しない(D1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
    │              これらの地域内にある場所については，その場所が位置する上記の│ 
    │              地名を付記する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　例）＊┌AACR2:    Waterville (Kerry) 
　　　　　　　　└AACR2R88: Waterville (Ireland) 
　　　　　　　　┌AACR2:    Bangor (Gwynedd) 
　　　　　　　　└AACR2R88: Bangor (Wales) 
　　　　　　　　┌AACR2:    Pinner (Middlesex) (1934年までMiddlesex県のパリッ 
                │            シュ，現在はロンドン区ハローの一部)  
　　　　　　　　└AACR2R88: Pinner (England) 
 
23.4F　付記事項が１つでは不十分な場合 
　　　　　(AACR2では23.4Jにこの見出しが付されていたが，改訂後その内容は23.4F1に)  
 
23.4F2　　(AACR2 23.4F, 23.4G) 
　　改訂内容：都市内，島内等の地名に付記事項を付す場合を，その場所の特定に必要と 
　　　　　　思われる場合に限定 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2     　　島名・群島名と結びついて用いることの多い島内の地名には，その│ 
　　│　　　　　　　島名・群島名を付記する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
    │        　　　都市内の地名にはその都市名を付記する。都市名＋土地名形の参照│ 
    │        　　　を施す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│AACR2R88　    （都市内の共同体など）場所を特定するのに必要と思われる場合は│ 
　　│　　　　　　　規定によって付記したより広い地名の付記の前に，適宜それよりも│ 
　　│　　　　　　　狭い地名を更に付記する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
 
 
第24章　団体に対する標目 
 
24.4　付記事項 
 
24.4C　同一又は類似の名称を持つ２以上の団体 
 
　AACR2Amen.93により, 団体に付記する地名について，団体の所在地が英国諸島内にある 
か外にあるかで異なっていた取扱いが削除された。その他の改訂もあり，現行のAACR2 の 
条項番号は，「日本語版」刊行時と異なり，次のとおりとなっている。 
　　　┌────────────────────────────────────┐ 
  　　│AACR2Amen.93　　　　AACR2R88　         AACR2(78, 79R) 　  　　　　　　　│ 
  　　│　24.4C1通則─────24.4C1────── 24.4C1 通則　  　　　　　　　　│ 
  　　│　24.4C2国名，... ──24.4C2────── 24.4C2 国名，州名など　  　　　│ 
  　　│　          　　　　┌24.4C3────── 24.4C3 地名　  　　　　　　　　│ 
  　　│　24.4C3地名←───┤24.4C4────── 24.4C4 英国諸島外に位置する団体│ 
　　　│　            　　　└24.4C5────── 24.4C5 英国諸島に位置する団体　│ 
　　　│　24.4C4法域名... ──24.4C6────── 24.4C6 法域名又は所在地名の変更│ 
　　　│　　　　　　　　　     削除              24.4C7 地名を含む団体名　　　　│ 
  　　│　24.4C5機関名────24.4C7────── 24.4C8 機関名　　　　　　　　　│ 
　　　│　24.4C6創設年────24.4C8────── 24.4C9 創設年　    　　　　　　│ 
  　　│　24.4C7その他の... ─24.4C9────── 24.4C10その他の付記事項　    　│ 
　　　└────────────────────────────────────┘ 
  ただし，現行の24.4C4, C5-C7 は，内容的には改訂前の24.4C6, C8-C10からの大きな変 
更はない。 
 
 
24.4C1　　通則 
　　改訂内容：区別の必要がないときに付記事項を付す場合の変更 
　  ┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2     　　任意規定として，団体間の区別をする必要がなくても，付記事項を│ 
　　│　　　　      記載してもよい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│AACR2R88      区別の要不要にかかわらず，団体の性質や目的を理解する手掛か  │ 
    │              りとなるならば，付記事項を記載する　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
 
 
24.4C3　　(AACR2 24.4C3-C5, C7)   地名 
　　改訂内容：団体名に付記する地名について，当該団体の所在地ではなく，その団体名 
            とよく結び付けられている地名を選択することになった。また，その団体が 



            英国諸島以外にあるか(AACR2 24.4C4)，英国諸島内( 同 24.4C5)にあるか， 
            また，法域名とその他の地名との区別をする必要がなくなった。さらに，団 
            体名に地名が含まれている場合その地名の付記を省略する規定(C3 第２段落 
            及び C7)が削除された。 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2(C3) 　　C2で規定した以外の団体には，団体が位置する地名，又は一般にそ│ 
　　│　　　　　　　の団体名と結びつけられている地名を付記する。ただし，機関名，│ 
　  │　　　　　　　創設年等，又はその他の指示語の方がより識別に役立つ場合はこの│ 
  　│　　　　　　　限りではない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　団体標目に地名を付記する際に，より広い地理的実体名が団体名の│ 
　　│　　　　　　　一部にあるか，又は団体名にその意味が含まれている場合は，より│ 
　　│　　　　　　　広い地名の付記を省略する。　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
  　│AACR2Amen.93  C2で規定した以外の団体には，〔英国諸島の内外の別なく〕法域で│ 
    │     (C3)     あるかどうかに関わらず，〔団体が位置するのではなく〕その団体│ 
  　│　　　　　　　と最もよく結び付けられている地名を付記する。ただし，機関名，│ 
  　│　　　　　　　創設年等，その他の付記事項の方がより識別に役立つ場合はこの限│ 
  　│　　　　　　　りではない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　１つの付記事項では不十分な場合は，〔法域名に関わらず〕地名の│ 
　　│　　　　　　　前に，その地域内の地名をさらに付記する　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　＊例）Amen.93: 
                ┌Salem College (Salem, W. Va.)  
　　　　　　　  └Salem College (Winston-Salem, N.C.)  
 
  　┌─────────────────────────────────────┐ 
  　│AACR2(C4) 　　英国諸島以外に位置する団体という条項が設けられていた。　　　│ 
　　│  　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2Amen.93  条項削除。24.4C3を適用する  　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
          ＊例）AACR2(C4), Amen.93ともに:  
　　　　　　　　┌St. John's Church (Georgetown, Washington, D.C.) 
　　　　　　　　└St. John's Church (Lafayette Square, Washington, D.C.) 
 
  　　　　　　　AACR2(C4):Ecole francaise de papeterie (Grenoble)  
  　　　　　　　　　（この学校はGrenoble郊外の法人格のないSt. Martin d'Heresに位置す 
　　　　　　　　　　　る） 
                Amen.93(C3):Ecole francaise de papeterie (Grenoble, France)  
  　　　　　　　　　 (この学校はGrenoble郊外のSt. Martin d'Heresにあるが，Grenoble 
　　　　　　　　　　　とより密接に結びついている)  
 
  　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2(C5) 　　英国諸島に位置する団体という条項が設けられていた。　　　　　│ 
    │  　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
    │AACR2Amen.93　条項削除。24.4C3を適用する。　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
  　　　　＊例）AACR2(C5):St. Barnabas Church of England School (Bradwell) 
　　　　　　　　Amen.93(C3):  St. Barnabas Church of England School (Bradwell, 
                                England) 
　　　　　　　　AACR2(C5): 
  　　　　　　　┌St. Peter's Church (Hook Norton) 
  　　　　　　　└St. Peter's Church (Sudbury) 
                Amen.93(C3): 
  　　　　　　　┌St. Peter's Church (Hook Norton, England)  
  　　　　　　　└St. Peter's Church (Sudbury, England)  
 
  　　　　　　　AACR2(C5): 
  　　　　　　　┌Red Lion Hotel (Newport, Gwent)  
　　　　　　　　└Red Lion Hotel (Newport, Isle of Wight)  
　　　　　　　　Amen.93(C3): 
  　　　　　　　┌Red Lion Hotel (Newport, Wales)  
　　　　　　　　│Red Lion Hotel (Newport, Isle of Wight, England) 
　　　　　　　　└Red Lion Hotel (Newport, Shropshire, England)  
 
  　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2(C7) 　　地方地域名を含む団体名には，それと同一の地名を付記しない。２│ 
　　│　　　　　　　以上のそのような名称の区別が必要な場合は，団体が位置する国名│ 
　　│　　　　　　　や州名などを付記する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2R88      この項削除。したがって，そのような場合でも，団体名に含まれる│ 
　　│　　　　　　　地名を付記する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　＊例）AACR2: 
　　　　　　　┌Washington County Historical Society (Ark.)  
              └Washington County Historical Society (Md.) 
　　　　　　　AACR2Amen.93(C3):  
              ┌Washington County Historical Society (Washington County, Ark.) 
              └Washington County Historical Society (Washington County, Md.)  
 
 



24.5　省略 
 
24.5A1　冒頭の冠詞 
 
24.5A1　　(AACR2 24.5A)  
　　改訂内容：団体名の冒頭の冠詞を省略しない場合の変更 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2 　　　　文法上必要ならば省略しない　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│AACR2R88  　　個人名や地名の一部であるときは省略しない　　　　　　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
　　　　　＊例）AACR2:   Der Blaue Adler (Association) 
　　　　　　　　　　　　 Det Norske Nobelinstitutt 
  　　　　　　　AACR2R88:Blaue Adler (Association)であって 
　　　　　　　　　         Der Blaue Adler (Association)ではない 
　                       Norske Nobelinstituttであって 
　                         Det Norske Nobelinstituttではない 
　                      ただし， 
　                       Le Corbusier Sketchbook Publication Committee 
　                       Los Angeles Symphony (Orchestra)  
 
 
24.5C　法人組織を示す用語とその他の用語 
 
24.4C2 
　　改訂内容：冒頭にある法人組織等を示す用語が必要な場合にそれを末尾に転置すると 
　　　　　　いう規定から，「文法上可能ならば」という限定句を削除 
 
 
下部組織と関連団体 
24.13　従属的に記入する下部組織と関連団体 
 
24.13A　　(AACR2 24.13)  
　　改訂内容：副標目として従属的に記入する下部組織・関連団体として挙げられた種別 
　　　　　　のうち，種別3.を具体的な表現で明確化し，種別4.を追加 (種別4, 5はそれ 
　　　      ぞれ種別5, 6となったが，内容は変わらない)  
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2         種別3.　他組織がその下部組織の名称として用いている名称・用い│ 
    │                    る可能性のある名称の団体　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
    │AACR2R88　    種別3.　一般的名称，地理・時間的区分を表すだけの名称，数字や│ 
    │                    文字で親組織の下部組織であることを示しているだけの名称│ 
    │　　　　　　　　　　の団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│              種別4.  団体であることがわからないような名称の団体　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
  　　　　＊例）Canadian Jewish Congress. Central Region 
　　　　　        （名称はCentral Region)  (種別3.)  
　　　　　      U.S. Customs Service. Region IX 
　　　　　        （名称はRegion IX)  (種別3.)  
　　　　　　　　British Library. Collection Development  
　　　　　　　　　（名称はCollection Development)  (種別4.)  
 
 
政府機関と官職 
24.18　従属的な標目形とする政府機関 
 
24.18A　　(AACR2 24.18)  
　　改訂内容：副標目として従属的に記入する政府機関として挙げられた種別のうち，種 
　　　　　　別3.を具体的な表現で明確化し，種別4.を追加 (種別4-10は順次種別5-11と 
            なったが，内容は変わらない)  
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2 　　    種別3.　別の機関が用いている名称・用いる可能性のある名称の機│ 
　　│　　　　　　　　　　関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
    │AACR2R88    　種別3.　一般的名称，地理・時間的区分を表すだけの名称，数字や│ 
    │                    文字で政府・政府機関の下部組織であることを示しているだ│ 
　　│　　　　　　　　　　けの名称の機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
    │  　　　　　　種別4.　団体であることがわからないような名称の機関　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
  　　　　＊例）United States. National Labor Relations Board. Library 
  　　　　        （名称はLibrary) (種別3.)  
　　　　　      United States. General Services Administration. Region 5 
  　　　　        （名称はRegion 5)  (種別3.)  
　　　　　　　　Canada. Ocean and Aquatic Sciences 
　　　　　　　　　（名称はOcean and Aquatic Sciences)  (種別4.)  
 
 
24.26　国際機関及び政府間機関への代表団 
 
24.26A    (AACR2 24.26)  



　　改訂内容：副標目とした代表団・委員会などの名称から省略する語句を新規に規定 
　　┌─────────────────────────────────────┐ 
　　│AACR2R88      代表団・委員会などを国に対する標目の副標目として記入するとき│ 
    │              その副標目から（名詞形の) 政府名やその略語を省略する（省略に│ 
    │              よって誤解が生ずる場合はこの限りではない) 規定，会議・会合へ│ 
    │              の代表団等の名称に回次，日付，開催地が含まれるとき，これを省│ 
    │              略して標目の末尾に転置する(24.7Bを見よ）規定の追加　　　　　│ 
　　└─────────────────────────────────────┘ 
  　　　　＊例）AACR2:   Mexico. Delegacion a la Conferencia Interamericana de 
                           Consolidacion de la Paz, Buenos Aires, 1936 
                AACR2R88:Mexico. Delegacion a la Conferencia Interamericana de 
                           Consolidacion de la Paz (1936 : Buenos Aires, Argentina)  
 
                AACR2:   Germany. Reichskommission fur die Weltausstellung in  
　　　　　　　　　　　　　 Chicago, 1893 
　　　　　　　　AACR2R88:Germany. Reichskommission fur die Weltausstellung in  
　　　　　　　　　　　　　 Chicago (1893)  

catadm (catadm@nii.ac.jp)
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.4 ⽬録規則

D)AACR2の改訂について(4)(No.54 p.15-25)

 ＡＡＣＲ２の改訂による変更点について，今回は，第２５章 統⼀タイトル 及び 付 録Ａ 
⼤⽂字使⽤法の⼀部を取り上げます。

 なお，現在総合⽬録データベースでは，洋資料についても，統⼀タイトルは無著者名古 典，聖
典及び⾳楽作品に対してのみ記録することになっています。

第２５章  統一タイトル 
 
２５．１　統一タイトルの使用 
 
25.1A     (AACR2 25.1) 
    改訂内容：統一タイトルを使用する目的，及び，統一タイトルの必要性を判断する基 
            準が追加された。 
 
　　　AACR2Amen.93  統一タイトルを使用する目的として，異なるタイトルのもとに出版 
    　              された著作の目録記入をまとめる手段・著作を識別する手段として 
    　              のほかに，「同一の本タイトルのもとに出版された複数の著作を区 
　　　              別する手段」「ファイルを組織化する手段」となることが追補され 
　　　              た。 
    　              統一タイトルを使用する必要があるかどうかを決定する基準の１つ 
　　　　　　　　　　として，「同じ本タイトルを持つ別の著作があることがわかってい 
　　　　　　　　　　るかどうか（25.5Bを見よ) 」が追加された。 
　　　　　　　　　　（25.5Bは，AACR2の25.5Bと25.5Cを合わせたもの）。 
 
 
 
２５．２　通則 
 
25.2A  
    改訂内容：どのような場合に統一タイトルを使用するかについての言及が削除された 
　　　　　　（１９８８年改訂では使用すべき場合が拡大されたが，１９９３年修正によ 
            り，これについては25.1Aにまとめられたと思われる) 。 
　　　　　　　また，統一タイトルの形の決定について従うべき参照規則が拡大した。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2 　　　　「著作の具象化されたもの（改訂版を除く）が種々のタイトルのも・ 
　　・　　　　　　　とに現れる場合，25.3-25.4に指示するように，一つのタイトルを ・ 
  　・　　　　　　　統一タイトルに選ぶ。」（後略）  　　　　　　　　　　　　　　・ 
    ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          ・ 
    ・AACR2Amen.93  「ある著作に対する統一タイトルは，以下の各規則の指示に従って・ 
　　・              形を決定する。」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・              特定記述対象の記入に対して統一タイトルを用いるべき場合につい・ 
    ・              ての段落は削除。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・              角括弧の使用法については変更なし。  　　　　　　　　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
２５．２Ｃ　冒頭の冠詞（AACR2R88による新設） 
 
25.2C1　　（新設条項） 
　　改訂内容：１９８８年改訂による新設規定。冠詞に関しては，２５．３（１５０１年 
　　　　　　以降に創作された著作）に言及があったが，原則として省略するよう大きく 
　　　　　　変更された。 
 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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  　・AACR2 25.3A 　「文法上の理由から冠詞が必要でない場合は，基本記入の標目とし・ 
  　・              て用いる統一タイトルからのみ冠詞を省略する（すなわち，その他・ 
  　・              のすべての統一タイトルの冒頭の冠詞はそのまま残す）。」　　　・ 
  　・　　　25.3B 　原版の本タイトルを用いる場合に省略するものの１つとして，「文・ 
  　・　　　　　　　法上の理由から必要とされない，基本記入の標目として用いる統一・ 
  　・　　　　　　　タイトルの冒頭の冠詞」。  　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
  　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ・ 
  　・AACR2R88　　　「統一タイトルを冠詞のもとにファイルする場合（例えば，人名や・ 
  　・　      　　　地名で始まるタイトル）を除いて，冒頭の冠詞は省略する。」  　・ 
  　・              （省略が原則となったため，25.3A, 25.3Bから上記の記述は削除さ・ 
　  ・　　　　　　　れた。) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例）AACR2:  Dickens, Charles 
                       [The Pickwick papers] 
　　　　　　　　　　　 The posthumous papers of the Pickwick Club  
                AACR2R: Dickens, Charles 
                       [Pickwick papers] 
  　                   The posthumous papers of the Pickwick Club (25.3Aの例)  
 
　　　　　　　　AACR2:  Hemingway, Ernest  
　　　　　　　         [The sun also rises]  
                       Fiesta ... 1927 
　　　　　　　  AACR2R: Hemingway, Ernest  
  　　　　　　         [Sun also rises]  
  　　　　　　　　　　 Fiesta 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(25.3Aの例)  
 
　　　　　　　　AACR2:  Gaunt, William 
　　　　　　　　　　　 [The pre-Raphaelite tragedy]  
　　　　　　　　　　　 The pre-Raphaelite dream ...  
　　　　　　　　AACR2R: Gaunt, William 
　　　　　　　　　　　 [Pre-Raphaelite tragedy]  
　　　　　　　　　　　 The pre-Raphaelite dream 　　　　　　　　　(25.3Bの例)  
 
典礼書 
２５．１９　通則 
 
25.19B　　（新設条項） 
　　改訂内容：１９９３年修正による新設規定。21.38Aの同修正を参照のこと（複数の宗 
　　　　　　派によって認められている神学的信経・信仰告白等の記入方法の変更）。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　・AACR2Amen.93　１つ又は複数の宗派によって認められている神学的信経，信仰告白・ 
  　・              等に対する統一タイトルとしては，もしあれば，英語で確立したタ・ 
　　・              イトルを用いる。ないときは，原語のタイトルを用いる。  　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例）Augsburg Confession  
                Westminster Confession of Faith  
　　　　　　　　Nicene Creed 
 
 
音楽作品 
  この部分は１９８８年改訂版で全面的に改訂され，条項番号は次のように再構成されて 
いる。(1) ・09 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・        AACR2Amen.93    　　AACR2R88            AACR2         　　　・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・25.25 通則  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.25A(r) 　　　　　25.25   　　　　　　・ 
・個々のタイトル  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・25.26 通則  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.26A(n)   　　　　　　　　　　　　　　・ 
・25.27 タイトルの選定  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　25.27A1(a)　　　　　25.27A1(r)　　　　　25.27A  　　　　　　・ 
・　　　　                　　25.27B1(r)　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.27C1 　　　　　　25.27F  　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.27D1 　　　　　　25.27C  　　　　　　・ 
・25.28 タイトル主要素(2)の分離  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.28A(r) 　　　　　25.26A  　　　　　　・ 
・25.29 タイトル主要素の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　                  　25.29A1 　　　　　　25.27B  　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.29B1 　　　　　　25.27D  　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.29C1 　　　　　　25.27E  　　　　　　・ 
・25.30 １つ以上の楽曲形式の名称から成るタイトル主要素への付記事項  　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30A1(n)　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　25.30B1(a)　　　　　25.30B1(r)　　　　　25.29A1-A4  　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30B2(r)　　　　　25.29B  　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30B3(r)　　　　　25.29C  　　　　　　・ 
・　　　　25.30B4(a)　　　　　25.30B4(r)　　　　　25.29D1-D5  　　　　・ 
・　　　　25.30B5(a)　　　　　25.30B5(r)　　　　　25.29E  　　　　　　・ 
・　　　　25.30B6(a)　　　　　25.30B6(r)　　　　　25.29F  　　　　　　・ 
・　　　　                    25.30B7(r)　　　　　25.29G  　　　　　　・ 



・　　　　25.30B8(a)　　　　　25.30B8(r)　　　　　25.29H1   　　　　　・ 
・  　　　　　　　　　　　　　25.30B9(r)　　　　　25.29H2   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30B10(r) 　　　　25.29H3   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30B11(r) 　　　　25.29J  　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30C1(r)　　　　　25.31A1   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30C2(r)　　　　　25.31A2   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30C3(r)　　　　　25.31A3   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30C4(r)　　　　　25.31A4   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30D1(r)　　　　　25.31A5   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30D2(r)　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.30E1(r)　　　　　25.31A6   　　　　　・ 
・25.31 その他のタイトル主要素への付記事項  　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.31A1(n)　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.31B1(r)　　　　　25.31B1   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.31C1(r)　　　　　25.31B4   　　　　　・ 
・25.32 作品の部分  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.32A1(r)　　　　　25.32A1   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.32A2(r)　　　　　25.32A2   　　　　　・ 
・　　　　25.32B1(c)　　　　　25.32B1(r)　　　　　25.32B1   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.32B2(r)　　　　　25.32B2   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.32C1(n)　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・25.33 合刻された２作品  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.33A(r) 　　　　　25.33   　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・        AACR2Amen.93    　　AACR2R88            AACR2         　　　・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・25.34 集合タイトル  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.34A1(r)　　　　　25.34   　　　　　　・ 
・　　　　25.34B1(a)　　　　　25.34B1(r)　　　　　25.35   　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.34C1(r)　　　　　25.36A  　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.34C2 　　　　　　25.36B　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.34C3(r)　　　　　25.36C  　　　　　　・ 
・25.35 音楽作品への付記事項  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　                      25.35A1(n)　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.35B1(r)　　　　　25.30   　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.35C1(r)　　　　　25.31B2   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.35C2(n)　　　　　　　　　　　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.35D1(r)　　　　　25.31B3   　　　　　・ 
・　　　　　　　　　　　　　　25.35E1(r)　　　　　25.31B5   　　　　　・ 
・　　　　25.35F1(a)　　　　　25.35F1(r)　　　　　25.35B7   　　　　　・ 
・　　　　削除                25.35F2(r)　　　　　25.31B6   　　　　　・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　AACR2R88の項番を基本とし，Amen.93で修正されたもののみAACR2Amen.93の列に項番を 
　記した。項番の後ろの丸括弧内のアルファベットは， 
　    (a) 修正  (c) 訂正  (n) 新規定  (r) 改訂 
  が行われたことを意味する。これらのないものは，項番が変わっていても，本文の変更 
  はない。 
 
 (1)１９８８年改訂版の当該部分は，鳥海恵司氏によって日本語に翻訳されている（「Ａ 
　　ＡＣＲ２／１９８８年改定版　第２５章　統一タイトル　「音楽作品」」鳥海恵司訳 
　（ＭＬＡＪ　Newsletter. Vol. 11, No. 2 (1989.9.1) pp.7-21 ）。また，同論文には 
　  Music Cataloging Bulletin. v. 20, no. 4 所収の新旧番号対照表も翻訳されている。 
  　この記事を書くに当たり，参考とさせていただいた。 
 (2)原語は"initial title element" 。上記論文の訳語に従った。AACR2 ではこの語句に 
　　相当する部分に，"title" 等の語が用いられていた。AACR2R88の用語解説の"Initial 
    title element"の項によれば，「音楽作品のタイトルから選択され，その作品の統一 
    タイトルの冒頭に置かれる語（句）。規定により付記事項を加える必要がない場合は， 
　　この要素自体が当該作品の統一タイトルとなる。」 
 
 
２５．２５　通則 
 
25.25A    (AACR2 25.25)  
　　改訂内容：適用すべき条項をより詳細に規定するようになった。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2 　　　　25.26-25.36 ←音楽作品に対する統一タイトル  　　　　　　　　・ 
　　・  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ・ 
　　・AACR2R88　　　25.26-25.31 ←音楽作品に対する統一タイトル  　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　25.32 ←音楽作品の部分に対する統一タイトル  　　　　　　　　・ 
　　・　  　　      25.33←１人の作曲者による２つの音楽作品，又は，１つの作品と ・ 
    ・                      別作品からの１部分，又は，１作品の１部分と別作品の１・ 
    ・                      部分が一緒に刊行された場合  　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　25.34 ←集合統一タイトル  　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
    ・              25.35 ←個々の具象化を示す，統一タイトルへの付記事項（適宜）・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
個々のタイトル 
２５．２６　通則 



 
25.26A　　（新設条項） 
    改訂内容：１９８８年改訂による新設規定。各要素について拠るべき条項の指示。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88　　　25.27-25.29 の指示に従って，音楽作品に対する統一タイトルの主・ 
    ・              要素を作成する。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　25.30-25.32 及び 25.35の指示に従って，タイトル主要素への付記・ 
    ・              事項を加える。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　付記事項が必要でない場合は，タイトル主要素を，その作品に対す・ 
  　・　　　　　　　る統一タイトルとして用いる。　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２５．２８　タイトル主要素の分離 
 
25.28A    (AACR2 25.26A) 
　　改訂内容：タイトル主要素の決定に当たってタイトルから省略するものの追加。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　・AACR2       　「25.27-25.36 で用いる「タイトル」は作品を名付けた語句を意味・ 
  　・　　　　　　　するが下記に示す部分を除く。（1)～6)省略）」　　　　　　　　・ 
  　・  　　　　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
  　・AACR2R88    　「タイトル主要素の決定に当たっては，25.27 に従って選定したタ・ 
    ・              イトルから次のものを省略する。（1)～6)省略）    　　　　　　・ 
　  ・　　　　　　　　 7) 冒頭の冠詞 (25.2C を見よ) 。  　　　　　　　　　　　　・ 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例）AACR2:    Les deux journees 
  　　　　　　  AACR2R88: Les deux journees 
 
　　　　　　　  AACR2:    The seventh trumpet 
　　　　　　　　AACR2R88: The seventh trumpet 
 
　　　　　　　　AACR2:　　Die Zauberflote 
　　　　　　　　AACR2R88: Die Zauberflote 
　　　　　　　　 (下線部が上記定義によるタイトルないしタイトル主要素)  
 
 
２５．３０　１つ以上の楽曲形式名から成るタイトル主要素への付記事項 
 
２５．３０Ａ　通則 
 
25.30A1 　（新設事項） 
    改訂内容：１９８８年改訂による新設規定。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　  ・AACR2R88  　　タイトル主要素が，楽曲形式名のみで構成されている場合は，25. ・ 
    ・              30B-25.30Eの指示に従って，これに付記事項を加える。付記は指定・ 
　　・            　された順序で行う。各要素はコンマに続けて記載する。その他の要・ 
    ・              素については，25.31 を見よ。  　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
２５．３０Ｂ　演奏手段 
 
25.30B1 通則 
          (AACR2 25.29A1-A4) 
    改訂内容：25.29A1(演奏手段の付記), A2(演奏手段を付記しない場合), A3(記録方法), 
            A4(パート数を記録する場合）が，１９８８年改訂により通則として１つに 
　　　　　　まとめられた。同改訂により，通奏低音への言及が追加された。（１９９３ 
　　　　　　年修正では，語句や例示の変更・訂正があった）。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2 25.29A3 人声，２以上の非鍵盤楽器がある場合の鍵盤楽器，スコアの順にそ・ 
    ・              の他の楽器，の順序で各要素を記載する。  　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　　　　┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
    ・AACR2Amen.93  人声，２以上の非鍵盤楽器がある場合の鍵盤楽器，スコアの順にそ・ 
　　・　　　　　　　の他の楽器，通奏低音の順序で各要素を記載する。　　　　　　　・ 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　　　　  09＊例) [Trio sonatas, flute, bassoon, continuo ...] 
 
 
25.30B4 個々の楽器 
          (AACR2 25.29D1-D5) 
  　改訂内容：25.29D1(用語), D2(鍵盤楽器), D3(省略する要素), D4(通奏低音), D5(楽 
            器名を特定しない鍵盤楽器）が，１９８８年改訂により１つにまとめられた 
　　　　　　同改訂及び１９９３年修正により，通奏低音に関する指示の一部変更あり。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
    ・AACR2 25.29D4 「basso continuo, figured bass, thorough bass と名付けられて・ 
　　・  　　　　　　いてもfigured bass（数字付低音）のパートに対してはcontinuoを・ 
　　・              用いる。」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ・ 
　　・AACR2Amen.93　「通奏低音に対しては，数字の有無にかかわらず，具象化されてい・ 
　　・              るかどうかにかかわらず，また，basso continuo, figured bass, ・ 
　　・              thorough bass, continuo のどれが称されている場合でも，conti-・ 
　　・              nuo を用いる。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 



　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
２５．３０Ｃ　数の識別要素 
 
25.30C2 　(AACR2 25.31A2)  
　　改訂内容：逐次番号の典拠を明示するようになった。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88　　　同一タイトルで同一演奏手段の作品に，音楽関係の参考資料で逐次・ 
　　・              番号がつけられている場合は，その番号を付記する。  　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
２５．３１　その他のタイトル主要素への付記事項 
 
２５．３１Ａ　通則 
 
25.31A1 　（新設条項） 
　　改訂内容：１９８８年改訂による新設規定。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88　　　タイトル主要素が楽曲形式名のみで構成されているのではない場合・ 
　　・　　　　　　　は，必要に応じて，25.31B-25.31C の指示に従って付記事項を記載・ 
　　・　　　　　　　する。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
２５．３１Ｂ　重複の回避 
 
25.31B1  
　　改訂内容：１の付記事項で統一タイトルの重複を免れない場合に，更に追加できる付 
　　　　　　記事項の数が増加した。 
 
　　　AACR2 　　　　演奏手段又は説明語句の付記によって重複が回避できない場合は， 
　　　　　　　　    25.31Aで規定した要素の１つを付記する。 
    　  　　　　　　　    
  　　AACR2R88　　　演奏手段又は説明語句の付記によって重複が回避できない場合は， 
　　　              25.30C-25.30E で規定した要素の１つ以上を付記する。 
    　　　　　　　　（25.30C-25.30EはAACR2の25.31Aに相当する。） 
 
 
 
２５．３２　作品の部分 
 
２５．３２Ａ　単独の部分 
 
25.32A1  
　　改訂内容：番号への言及の追加。サブセクションを設けて詳細に規定するようになった。 
　　　　　　編曲に関する第２段落を削除。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2     　　音楽作品の単独に出版された部分に対する統一タイトルとして，作・ 
　　・　　　　　　　品全体のタイトルを用い，それに続けて，その部分の表示とタイト・ 
　　・　　　        ルとの双方又は一方を記載する。  　　　　　　　　　　　　　　・ 
  　・　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ・ 
　　・AACR2R88      音楽作品の単独に出版された部分に対する統一タイトルとして，作・ 
　　・　　　　　　　品全体の統一タイトルを用い，それに続けて，その部分のタイトル・ 
    ・              か語句による表示（以下，タイトル等）と番号との，双方あるいは・ 
　　・　　　　　　　一方を，下記の指示のように記載する。  　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　a)各部分が番号でのみ識別できる場合は，目録対象部分の番号を用・ 
　　・　　　　　　　　いる。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　b)各部分がタイトル等でのみ識別できる場合は，目録対象部分のタ・ 
　　・　　　　　　　　イトル等を用いる。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　c)各部分が番号とタイトル等のいずれでも識別できる場合は，目録・ 
　　・　　　　　　　　対象部分のタイトル等を用いる。  　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　　各部分が番号及び同一のタイトル等で識別できる場合は，目録対・ 
　　・　　　　　　　　象部分の番号を用いる。  　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　d)各部分が番号で識別でき，うち一部はタイトル等でも識別できる・ 
　　・　　　　　　　　場合は，目録対象部分の番号を用い，タイトル等があるものに対・ 
　　・　　　　　　　　しては，それを続けて記載する。  　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　e)目録対象部分が，固有のタイトルを持つより大きな部分に属して・ 
　　・　　　　　　　　いる場合は，より大きな部分も統一タイトルに含める。固有のタ・ 
　　・　　　　　　　　イトルでなければ，より大きな部分の表示は省略する。ただし，・ 
  　・　　　　　　　　それが目録対象部分の識別に必要ならば，その表示を含める。  ・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例) a) Brahms, Johannest 
　　　　　　　　　　[Ungarische Tanze. Nr. 5]  
    　　　　　　b) Verdi, Giuseppe 
　　　　　　　　　　[Aida. Celeste Aida] 
　　　　　　　　　　χVerdi, Giuseppe. Celste Aida 
  　　　　　　　c) Mozart, Wolfgang Amadeus  
　　　　　          [Cosi fan tutte. Come scoglio] 
                     (各アリアにタイトルと番号がついている(Come scoglioは14番)) 



　　　　　　　　　　χMozart, Wolfgang Amadeus. Come scoglio 
  　　　　　　　　 Vivaldi, Antonio  
　　　　　　　　　　[Estro armonico. N. 8] 
　　　　　　　　　　 (各部分に番号と，Concertoというタイトルがついている） 
　　　　　　　　d) Schumann, Robert  
　　　　　　　　　　[Album fur die Jugend. Nr. 30] 
　　　　　　　　　 Schumann, Robert  
　　　　　　　　　　[Album fur die Jugend. Nr. 2, Soldatenmarsch]  
　　　　　　　　　　χSchumann, Robert. Soldatenmarsch 
  　　　　　　　e) Praetorius, Hieronymus  
　　　　　　　　　　[Opus musicum. Cantiones sacrae. O vos omnes]  
　　　　　　　　　　χPraetorius, Hieronymus. O vos omnes  
  　　　　　　　　 Handel, George Frideric 
　　　　　　　　　　[Messiah. Pifa] であって，Messiah. Part 1. Pifa とはしない。 
　　　　　　　　　 Verdi, Giuseppe 
　　　　　　　　　　[Traviata. Atto 3o. Preludio]  
 
 
25.32A2  
  　改訂内容：総称的な部分名称に対して，規定の用語の付記では識別できない場合の指 
　　　      示の追加。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88    　（25.30-31に指示する用語）の付記では十分でなければ，その曲集・ 
  　・        　　　における当該部分の番号を決め，これを丸括弧にいれて付記する。・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
    　  　  09＊例）Milan, Luis  
            　　 [Maestro. Pavana (No. 23)]  
　　　　　　　　Milan, Luis  
　　　　　　　　 [Maestro. Pavana (No. 24)]  
 
 
２５．３２Ｃ　付記事項 (AACR2R88による新設)  
 
25.32C1   （新設条項） 
　　改訂内容：１９８８年改訂による新設規定。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88      音楽作品の単独又は複数の部分に対する統一タイトルに，25.35 で・ 
　　・              規定する要素の適切なものを必要に応じて付記する。  　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　　　　  09＊例）Wagner, Richard  
　　　　　　　　 [Ring des Nibelungen. Walkure. Librett. English & German] 
　　　　　　　　Bach, Johann Sebastian 
　　　　　　　　 [Weihnachts-Oratorium. 1.-2. Theil. Vocal score. English & German]  
　　　　　　　　Handel, George  Frideric 
                 [Messiah. He shall feed His Flock; arr.]  
 
 
２５．３５　音楽作品に対する付記事項 
 
２５．３５Ａ　通則 
 
25.35A1   （新設条項） 
　　改訂内容：１９８８年改訂による新設規定。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88  　　必要に応じて，音楽作品の統一タイトルに，25.35B-25.35F の指示・ 
　　・　　　　　　　に従ってその他の付記事項を記録する。付記事項は規定の順序で記・ 
    ・        　　　録する。統一タイトルにSelectionsの語を付記する場合は(25.32B1・ 
    ・        　　　及び25.34C3 を見よ），これを最後の要素として付記する。ただし・ 
　　・　　　　　　　arr.を使用する場合は（25.35Cを見よ），最後の要素の直前に付記・ 
  　・　　　　　　  する。各付記事項は，特に規定する場合を除き，ピリオドに続けて・ 
　　・　　　　　　　記載する。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
２５．３５Ｃ　編曲 
 
25.35C1 　(AACR2 25.31B2)  
  　改訂内容：適用範囲をいわゆるクラシック音楽に限定。 
　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88  　　作品がいわゆる「純音楽」「クラシック音楽」「芸術音楽」という・ 
　　・          　　カテゴリーに属し，編曲と見なされ，かつ，原作曲者に対する標目・ 
　　・　　　　　　　のもとに記入される場合は (21.18Bを見よ），原作に対する統一タ・ 
  　・　　　　　　  イトルとセミコロンに続けてarr.の語を付記する。この指示は，原・ 
    ・　            作曲者によるトランスクリプションにも適用する。  　　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
25.35C2   （新設条項） 
　　改訂内容：１９８８年改訂による，いわゆるポピュラー音楽を適用範囲とする規定の 
  　　　　　新設。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



　　・AACR2R88  　　作品がいわゆる「ポピュラー音楽」というカテゴリー（例えば，ロ・ 
　　・　　　　　　　ック，ジャズ）に属し，編曲とみなされ，かつ，原作曲者に対する・ 
　  ・　　　　　　　標目のもとに記入される場合は (21.18Bを見よ) ，原作に対する統・ 
  　・  　　　　　　一タイトルを用いる。目録対象作品が下記に該当する場合にのみ，・ 
　　・              arr.の語を付記する。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　a)器楽作品がボーカル又は合唱用に編曲された場合  　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　b)ボーカル作品が器楽演奏用に編曲された場合  　　　　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例）MacDermot, Galt  
                 [Hair. Selections; arr.]  
　　　　　　　   Hair '72 : the Americal tribal love-rock musical / [lyrics] by  
　　　　　　　 James Rado, Gerome Ragni ; [music by] Galt MacDermot ; concert band 
　　　　　　　 arranged by Len Goldstyne 
　　　　　　　　　　 (バンド用に編曲されたボーカル音楽） 
        　　　　しかし， 
　　　　　　　　Carmichael, Hoagy  
　　　　　　　　 [Songs. Selections] 
　　　　　　　　 Hoagy Carmichael : a choral portrait : for S.A.B. voices and  
　　　　　　　 piano with optional guitar, bass, drums, and vibraphone / music by  
               Hoagy Carmichael ; arranged by Robert Sterling  
　　　　　　　　　　 (伴奏つき合唱用に編曲された歌曲)    
 
 
２５．３５Ｄ　声楽及び合唱の総譜（ボーカル及びコーラス・スコア） 
 
25.35D1   (AACR2 25.31B3)  
　　改訂内容：付記する用語として，複数形にも明示。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2R88　　　目録対象がボーカル又はコーラス・スコアの場合は，統一タイトル・ 
　　・  　　　　　　に，Vocal score(s)又はChorus score(s) の語を付記する。　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例）Wagner, Richard  
　　　　　　　　 [Operas. Vocal scores ...]  
 
 
２５．３５Ｅ　リブレットと歌曲のテキスト（歌詞） 
 
25.35E1 　(AACR2 25.31B5)  
　　改訂内容：オペラなどの合集に関する指示を追加。 
  　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2         Libretto：オペラ，オペレッタ，オラトリオなどのテキストのみの・ 
    ・                　　　　ものに対する統一タイトルへの付記事項  　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　Text又はTexts ：歌曲，連作歌曲，歌曲集に対する統一タイトルへ・ 
    ・　　　　　　　　　　　　　　　の付記事項  　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
    ・AACR2R88　    Libretto：オペラ，オペレッタ，オラトリオなどのテキストのみの・ 
　　・                　　　　ものに対する統一タイトルへの付記事項  　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　Text：歌曲のテキストに対する統一タイトルへの付記事項  　　　・ 
　　・  　　        Librettos ：単独の作曲者によるオペラ，オペレッタ，オラトリオ・ 
　　・                　　　　　などのテキストのみを収録する合集に対する統一タイ・ 
　　・　　　　　　　　　　　　　トルへの付記事項　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・  　　　　　　Texts ：単独の作曲者による合集で，Librettos と付記しない場合・ 
　　・    　　　　　　　　　の付記事項  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例）Mozart, Wolfgang Amadeus 
　　　　　       [Operas. Librettos ...] 
 
 
付録Ａ　大文字使用法 
 
Ａ．４　タイトルと責任表示エリア 
 
A.4A1 タイトル要素（通則） 
          (AACR2 A.4A, A.4B, A.4D) 
　　改訂内容：「引用されたタイトル」(A.4B)を含めて通則となった。「本タイトルのも 
            とに記入されるタイトル」(A.4D)の規定が削除された。（元のA.4C, 4E, 4F,  
　　　　　　4G, 4Hは，それぞれ，A.4B1, 4C1, 4D1, 4E1, 4F1に規定されている）。 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
　　・AACR2 A.4A　　本タイトル，別タイトル，並列タイトルの初語は大文字で始める。・ 
　　・　　　　　　　その他の語は，タイトル関連情報の要素の初語を含めて，当該言語・ 
    ・              の規則の指示に従って大文字を使用する。  　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　A.4B　　引用されたタイトルは，その初語をそれぞれ大文字で始める。  　・ 
　　・　　　A.4D    本タイトルのもとに記入される著作の初語が冠詞である場合，その・ 
　　・　　　　　　　次の語も大文字で始める。  　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
  　・  　　　　　　　　　┛  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 
　　・AACR2Amen.93　タイトルの初語（本タイトル，別タイトル，並列タイトル，引用さ・ 
　　・　　　　　　　れたタイトルなど）は大文字で始める。  　　　　　　　　　　　・ 
　　・　　　　　　　その他の語は，当該言語の規則の指示に従って大文字を使用する。・ 
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  　　　　  09＊例）AACR2:   A Dictionary of American English on historical principles 
  　　　　      Amen.93: A dictionary of American English on historical principles 



 
　　　　　　　　AACR2:   Les Cahiers du tourisme 
　　　　　　　　Amen.93: Les cahiers du cinema 
 
　　　　　　　　AACR2:   The Anatomical record 
　　　　　　　　Amen.93: The anatomical record 
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.5 和資料と洋資料の区分について(No.23 p.8)

 現在の「データベース編」において、和資料と洋資料の区分は「原則として標題紙の表現によ
る。(中 略)本⽂の内容からみて不適当と考えられる場合は本⽂の⾔語によることができる。」と
規定されていま すが、この最後の「できる」の解釈によって和書誌ファイルと洋書誌ファイルに
重複してデータが作成さ れる可能性があります。そのため、この条⽂の解釈の判断基準を明らか
にする必要が⽣じたため、〔平成 元年度〕総合⽬録⼩委員会で検討を⾏った結果、以下の結論に
達しました。

　　ア　コーディングマニュアルにおいて、目録作業の中で和洋の区分に迷った場合の 
　　　判断基準を示す。 
　　イ　和書誌ファイルと洋書誌ファイルに重複してデータが作成された場合には、 
　　　最終的にセンターの判断でどちらかに統一する。

DB編 2.2.1 ファイルの区分
コーディングマニュアル 0.1.2 (和資料と洋資料)

catadm (catadm@nii.ac.jp)
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.6 図書書誌レコードと雑誌書誌レコード

A)逐次刊⾏物を図書として⽬録登録する場合(No.14 p.13-15)

 「⽬録情報の基準」が⽰すように、図書及び雑誌(終期を予定せず逐次刊⾏される資料)の原則
は次のようになっています。

　　ア　原則として図書扱いとするもの 
　　　モノグラフシリーズ、刊行頻度の極端に低い逐次刊行物、ルーズリーフ 
　　　でさしかえるものなど 
　　イ　原則として雑誌扱いとするもの 
　　　年報(モノグラフシリーズではない)、年鑑、要覧、Advanceものなど

 現段階では、各接続館の慣習及び体制から雑誌扱いとすべきものも図書扱いで⽬録登録される
ケー スがありますが、「物理単位フィールドを持つ書誌レコードの運⽤について」でも記したよ
うに、システ ムに制限があるため、雑誌扱いとすべきものは原則として⼊⼒しないよう御協⼒下
さい。 ただし、逐次刊⾏物で、逐刊タイトルの他に各巻の内容を表す標題関連情報を持つような
ものについて は、次の例のように図書として⼊⼒することが可能です。 <例>

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


 

入力例 
　　　　 
　┌────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　1/　　　4　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN00032997> CRTDT:19851119 RNWDT:19901217　　　　　　   　　   │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1951 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　│ 
　│VOL:　　　ISBN:　　　　　 PRICE:　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TR:経済白書 / 経済企画庁編∥ケイザイ ハクショ　　　　　　　　 　│ 
　│PUB:東京 : 大蔵省印刷局 , 1951-　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│PHYS:冊 ; 21cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AL:経済企画庁∥ケイザイ キカクチョウ<DA00901037>　　　   　　 　│ 
　│CLS:NDC8:332.1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│CLS:NDLC:DC55　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│SH:NDLSH:日本 -- 経済//L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└───────────────┬────────────────┘ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　 
　┌───────────────┴────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　7/　　 37　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　│<BN03099189> CRTDT:19890303 RNWDT:19890724　　　　　    　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1987 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　 　　　 │ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　 PRICE:900円 NBN:JP88002323 │ 
　│TR:進む構造転換と今後の課題∥ススム コウゾウ テンカン ト コンゴ │ 
　│ ノ カダイ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:東京 : 大蔵省印刷局 , 1987.8　　　　　　　　　　　 　　　　 │ 
　│PHYS:547,107p ; 21cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PTBL:経済白書 / 経済企画庁編∥ケイザイ ハクショ <BN00032997     │ 
　│ 昭和62年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│AL:経済企画庁∥ケイザイ キカクチョウ <DA00901037>　   　　 　　 │ 
　│CLS:NDC6:332.1　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:DC55　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　│ 
　│SH:NDLSH:日本 -- 経済//L　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────┘

 DB編 2.2.1 ファイルの区分

http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.2.2.html#2.2.1
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.6 図書書誌レコードと雑誌書誌レコード

B)⽩書等で各巻に固有の標題のあるものの⼊⼒について(No.18 p.7)

Q︓
 ⽩書類で各巻に固有の標題があるにもかかわらず、VOL扱いでデータが未だに作成されている
ようだが、このようなことを許しているのか。

A︓
 ニュースレターNo14でもお知らせしましたが、⽩書等の逐次刊⾏物は雑誌扱いとしていただく
ようご協⼒をお願いしています。この質問のように各巻に固有の標題がある場合、階層構造のも
とで図書扱いとして⼊⼒することができるようになっています。ですから、固有の標題があれば
VOLの繰り返しではなく、⼦書誌として⼊⼒すべきです。
 しかし、これまでのデータがVOLの繰り返しのままとなっていることもあり、⼗分に徹底して
いない 状況にあります。既存のデータについては、すでに⼦書誌が作成されているものも多くあ
りますので、リ ンクしている所蔵館が⾮常に多い現状ですが、連絡をして修正をお願いしていま
す。また、新規にデータ を作成する場合は、必ず⼦書誌としてデータを作成するようにして下さ
い。

 DB編 4.2.3 書誌単位の判定基準
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ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.7 ⼊⼒レベルについて

A)⼊⼒レベルについて(No.20 p.9)

Q︓
 コーディングマニュアルの1.0.1では、⼊⼒レベル「選択」の項⽬における⽬録担当者の恣意的
な選択が否定されているが、⾃館で「データ記⼊を⾏わない」という選択をした場合、容易に記
⼊が可能でも、絶対にデータ記⼊を⾏ってはならないのか、また、流⽤⼊⼒時には該当するデー
タを削除する必要があるのか。

A︓
 当該条⽂の表現が未熟なために混乱を招いてしまったことをお詫びします。当該条⽂(および注
意事項)は、「選択」の判断は各参加組織の⽬録作成⽅針の反映であり、⼀⼈⼀⼈の⽬録担当者が
独断で選択してはならない旨を⽰したものです。また、総合⽬録データべースの性格上、当該参
加組織の選択したレベル以上に記⼊されたレコードについて、レベルダウンになるようなレコー
ド修正(および流⽤⼊⼒)は認められません。
 以上の点を踏まえ、各⽬録担当者は、その参加組織の⽅針に従いつつ、レコード内容がより正
確に豊富 になる⽅向でのレコード登録をお願いいたします。原則として「データ記⼊を⾏わな
い」参加組織におい ても、容易に記⼊が可能なら「データ記⼊を⾏う」⽅針を採ることもあるで
しょうし、逆に、「データ記 ⼊を⾏う」⽅針を採っていても、参考⽂献類の徹底的な調査によっ
てはじめてデータ記⼊が可能となるよ うなケースについては「データ記⼊を⾏わない」例外規定
を設けることは、当然考えられることです。

 コーディングマニュアル 1.0.1 フィールドと⼊⼒レベル
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.7 ⼊⼒レベルについて

B)⼊⼒レベルの変更について(No.22 p.19)

 「⽬録情報の基準」の⾒直しのうち、〔平成元年度〕第2回総合⽬録⼩委員会で結論を得た「⼊
⼒レベ ルの変更」についてお知らせします。この変更では⽬録担当者の作業負担の増加となるよ
うなものはあり ません。以下にその⼀部を紹介します。
 なお、この変更は、〔平成元年度〕総合⽬録委員会で正式決定の後、「データベース編」改訂
版に収録 されることになります。※既に収録済

ア ⼊⼒レベル「不使⽤」から「選択」への変更
書誌レコードのORGL、及びREPROフィールドは、ニュースレターNo.5に⽰したとおり、
不使⽤」となっていましたが、NACSIS-IRにおける利⽤者の便宜を図る意味もあり、⼊⼒
可能とするよう変更します。⽬録担当者の作業負担を考慮し、⼊⼒レベルは「選択」とし
ますが、判明する限り、⼊⼒することが望ましい項⽬です。

イ 親書誌レコードの⼊⼒レベルの整備
現在、⼀部の項⽬を除き、図書書誌レコードにおいては親/⼦の⼊⼒レベルの区別が⾏わ れ
ていませんが、今回、全ての項⽬について整備を⾏います。この結果、親書誌レコード に
おいてはPTBLフィールドが「不使⽤」であること等が明⽰されます。

ウ 雑誌書誌レコードの⼊⼒レベルの整備
PTBL、及びUTフィールドを使⽤してはならないこと、FID、及びBHNTフィールドにおい
ては データ記⼊はセンターのみが⾏うこと等が明⽰されます。

エ リンクの有無による⼊⼒レベルの相違の明⽰
書誌レコードのAL、UTLフィールド、及び典拠レコードのSAFフィールドにおいてはリンク
作業を⾏うか否かによってデータ要素が異なるため、それぞれのデータ要素毎に⼊⼒レベル
を⽰すことにします。

図書書誌レコード項⽬⼀覧
雑誌書誌レコード項⽬⼀覧
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

A)コード表等

A-1)コード類の変更(No.21 p.8)

 標題紙標題や奥付標題等、これまでその他の標題のコードとして設定されていなかったものに
ついて、 平成元年度第1回総合⽬録⼩委員会においてセンターに設置が⼀任されましたので、セ
ンター内で検討の 結果、次のように決定しました。これらについては〔1989年〕11⽉9⽇から⽬
録システムに反映させています。

   標題紙標題(TITLE PAGE TITLE)・・・・TT
   奥付標題(COLOPHON TITLE)・・・・・・CL
   裏表紙標題(BACK COVER TITLE)・・・・BC
   題字欄標題(MASTHEAD TITLE)・・・・・MT

 なお、これに伴い、これまで雑誌⽬録システム上で使⽤していたOTは今後使⽤しないこととし
ますの でご注意下さい。

 コーディングマニュアル 付1.4 タイトルの種類コード表
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

A)コード表等

A-2)VTの種類コードの統合(No.42 p.7)

 ニュースレターNo.38 の平成4年度委員会報告及び同No.40 のシステム開発予報においてお知
らせしま したVTの種類コードの統合を実施します。
 従来使⽤してきたVTの種類コードのうち、⽬録担当者が作成するタイトル標⽬のうち「AD」
「AG」 「PA」については、実作業として使⽤する上で「VT」との間で差異を明確にできないこ
と等の理由から不使⽤とします。書誌データの新規作成・修正の場合のVTの種類コードチェック
において、AD、AG、PAが⼊⼒された場合にはエラーとなります。

  コーディングマニュアル 付1.4 タイトルの種類コード表
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

A)コード表等

A-3)構造の種類コード(No.30 p.18)

Q︓
 PTBLフィールドの末尾に、"...//a"、"...//b"というコードがあるが何か。
NCの書誌レコードを取り込むとき、構造の種類コードの整合性がとれていないため困っている。
構造の 種類コードを修正してよいのか。

A︓
 構造の種類コードは、各参加組織でカードを出⼒したり書誌データをダウンロードする際、親
書誌標題をシリーズエリアに出⼒するか、標題および責任表⽰に関するエリアに出⼒するかを選
択するために設けられた項⽬です。

　　(例1)親書誌TR情報をシリーズエリアに出力 
　　　┌───────────────────────────────┐ 
　　　│TR: 社会学理論 / 浜島朗編∥シャカイガク リロン　　　　　　　　│ 
　　　│PUB:東京 :　東京大学出版会 , 1975 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　│PHYS:307p ; 22cm　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　│PTBL: 社会学講座∥シャカイガク コウザ <BN00336390> 2//a　　　 │ 
　　　└───────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　 　┌──────────────┐ 
　　　　　　　　　 │社会学理論　浜島朗編　　　　│ 
　　　　　 　→　　│東京　東京大学出版会 1975　 │ 
　　　　　　　　　 │307p　22cm　　　　　　　　　│ 
　　　　　　 　　　│ (社会学講座　2)　　　　　　│ 
　　　　　　　　　 └──────────────┘ 
　　　 
　 (例2)親書誌TR情報を標題および責任表示に関するエリアに出力 
 
　　　┌───────────────────────────────┐ 
 　　 │TR: 社会学理論 / 浜島朗編∥シャカイガク リロン　　　　　　　　│ 
　　　│PUB:東京 :　東京大学出版会 , 1975 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　│PHYS:307p ; 22cm　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　│PTBL: 社会学講座∥シャカイガク コウザ <BN00336390> 2//b　　　 │ 
　　　└───────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　　　┌──────────────┐ 
　　　　　　　　　　│社会学講座　2 　　　　　　　│ 
　　　　　　　→　　│東京　東京大学出版会 1975 　│ 
　　　　　　 　　　 │307p　22cm　　　　　　　　　│ 
　　　　　　　　　　│ 2　社会学理論　浜島朗編　　│ 
　　　　　　　　　　└──────────────┘

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


 総合⽬録データベースでは書誌構造を把握する場合、標題が「シリーズ」であるか「セットも
のの標題」であるかを区別する必要はありません。構造の種類コードの⼊⼒レベルは「選択」で
すから、記録するか否かは各参加組織の任意です。上記のような区別を⾏っていない参加組織
は、記録する必要はありません。登録時に何も指定しないと、構造の種類コードは "a" が仮定さ
れます。
 構造の種類コードは、各参加組織の便宜のために設けられた項⽬ですから、書誌レコードを利
⽤する館 にとって不都合があれば、修正することができます。

DB編 4.3.1 構造の種類
検索編 4.3 フィールド⼀覧

〔関連記事〕2.1.2A)〔書誌構造リンクの〕構造の種類コードについて
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

B)CNTRY(出版国コード)

B-1)⼦書誌の出版国がそれぞれ異なる場合の集合書誌単位のCNTRY(No.5 p.5)

 集合書誌単位のCNTRYコードは、初巻の出版国コードを記録します。初巻がない場合は、⼊⼿
でき たものの最初の巻によります。⼊⼒レベルは選択(OD)とします。

DB編 表4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧
コーディングマニュアル 3.1.6 CNTRY
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.0   共通事項
1.0.8  コード類について

B)CNTRY(出版国コード)

B-2)出版地が複数で出版国が異なる場合のCNTRY(No.5 p.6)

 書誌データのPUB(出版事項)で最初に記述した出版地の国名コードを記録します。
 集合書誌単位の場合は、初巻のCNTRYコードを記録します。初巻がない場合は、⼊⼿できたも
のの 最初の巻のコードを記録します。ただし、集合書誌単位での⼊⼒レベルは選択(OD)としま
す。

DB編 表4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧
コーディングマニュアル 3.1.6 CNTRY
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

C)和書「FORTRAN」「The Karate」などのTTLL(No.5 p.6)

 TTLLの主な意義は、配列、およびキーワード切り出しの際の不要語を排除することにありま
す。⾔語コードを決める際には、そのことを考慮し⽂法的な判断をすることが必要です。この例
では、「FORTRAN」はjpn,eng のいずれでもよく、「The Karate」は Theを不要語として省く
必要があるので、engとします。

DB編 表4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧
DB編 表6-1 雑誌書誌レコード項⽬⼀覧
コーディングマニュアル 2.1.7 TTLL
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

D)多⾔語資料のTXTL(No.5 p.6)

 対訳物など多⾔語によるものは、6カ国語まで⼊れます(LCの「MARC formats for 
bibliographic data」による)。7カ国語以上のものは、わかれば主な⾔語コード1つと、
mul(multilingual) を記録し ます。多⾔語で書かれていること⾃体に重要性がないものは、主な
⾔語1つのみ記録します。また、⽬次 や要約だけが本⽂と異なる⾔語で書かれていても、TXTLに
は本⽂の⾔語コードのみ記録します。

コーディングマニュアル 2.1.8 TXTL
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ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

E)ISBNについて(No.26 p.8)

Q︓
 書誌レコードのISBNと、⼿元の⽬録対象資料に表⽰されているISBNが異なっている。この場
合、書誌レコードのISBNを削除し、⼿元の資料のISBNを⼊⼒してもよいか。

A︓
 ISBNは通常、版ごと、または装丁等が異なるごとに付与されます。しかし、時には刷の相違の
みで別のISBNが付与されている場合もあります。したがって、⼿元の⽬録対象資料のみからで
は、その書誌レコードに記録されているISBNが正しいか否かは判断できません。⼿元の資料と同
⼀版次で刷次の違うもののISBNが書誌レコードに記録されている可能性もあるので、書誌レコー
ドのISBNを削除することは問題があります。
 書誌レコードに既に記録されているISBNが誤りであるかはっきりしないときは、そのISBNも
書誌レコード上に残しておき、そのISBNからも検索できるようにしておきます。この場合、1つ
のVOLフィールドに対応する2つ以上のISBNを記録することになるので、XISBNフィールド(1つ
のVOLフィールドに対し、7回まで繰り返し可能)を使って下さい。ISBNフィールドには最新の
ISBNを⼊⼒するようにします。

(例) 手元の目録対象資料のISBN: X-XXXX-XXXX-X (最新の刷の表示) 
　　　 VOL:　　　ISBN: Y-YYYY-YYYY-Y　PRICE:  
　　　　　　　　　　　　　　 ↓(XISBNフィールドを追加して) 
　　　 VOL:　　　ISBN: X-XXXX-XXXX-X　PRICE:　 XISBN: Y-YYYY-YYYY-Y
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.0  共通事項
1.0.8 コード類について

F)LC番号等が複数ある場合の繰り返し⼊⼒について(No.17 p.26)

 現⾏システムではLC番号について、洋図書データベースでは繰り返しができないフィールドに
なっているという不具合があります。そのため、複数のLC番号があるデータを⼊⼒する際、どれ
か1つを選ばなければなりませんでした。
 この不具合を解消するためには、データベースのフィールド定義を変更するという根本的な改
良を加え る必要があり、それには、全データを再度収納し直すという作業が伴います。さらにそ
のためには、サー ビスを休⽌しなければならない等影響が⼤きすぎますので、当⾯LC番号の繰り
返しについては次のよう な⽅法で運⽤することといたします。この⽅法は図書データベースにお
けるISSNについても同様に適⽤します。

ア　複数あるLC番号またはISSNの2番目からは、「その他の番号」フィールドを使用する。 
イ　入力の方法 
　　　<LC番号の場合> 
　　　　　OTHN:LCCN:LC番号8桁 
　　　　　　LC番号が8桁に満たない場合は、2桁目と3桁目の間に0(ゼロ) 
　　　　　 を埋める。 
　　　　　(例)LC番号 87-561の時 
　　　　　　　　 → OTHN:LCCN:87000561 
　　　<ISSNの場合> 
　　　　　OTHN:ISSN:ISSN8桁 
　　　　　　ISSNの中間にあるハイフンは、トルツメした形で入力する。 
　　　　　(例)ISSN 0915-3039の時 
　　　　　　　　 → OTHN:ISSN:09153039

なお、これらの不具合については、現在検討中であり、サービスに影響を与えない⽅法で対策す
ること を計画しています。

DB編 表10-1 図書書誌データの記述⽂法
コーディングマニュアル 2.1.19 OTHN

catadm (catadm@nii.ac.jp)

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html
http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.cont10.html
http://catdoc.nii.ac.jp/MAN2/CM/2_1_19.html


オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

A)情報源、記述の根拠

A-1)情報源について(No.14 p.16-20)

 情報源とは、書誌記述に際し、記述対象資料の書誌的事項を記録する場合のより所となるもの
をいいま すが、ここでは、書誌単位を決定するための情報源について記します。
 書誌単位の決定は、⽬録規則でいう情報源の、標題紙(標題紙裏を含む)、奥付、背、表紙から
⾏いま す。
 現在、総合⽬録データベース中には、⽬次等からの情報を「固有の標題」として位置づけ、書
誌レコー ドを作成したケースがあります。
 ⽬次の情報を必要とする場合は、NOTEフィールドに記録して下さい。(例-1)
 また、例-2は、奥付に「固有の標題」となる標題関連情報が存在するケースです。奥付の情報
も書誌単位を決定する根拠とします。

DB編 4.2.3 書誌単位の判定基準
コーディングマニュアル 第53章 国⽴国会図書館「⽇本⽬録規則」適⽤細則
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

A)情報源、記述の根拠

A-2)タイトルページ裏のCIPデータについて(No.25 p.13)

Q︓
 タイトルページ裏に印刷されているCIPデータをもとに書誌レコードを作成してよいか。

A︓
 出版者からの事前の情報を基に、全国書誌作成機関が作成した⽬録データがタイトルページ裏
に表⽰されていることがあります(CIPデータ)。これらのデータは、出版前の情報に基づいてお
り、全国書誌作成機関の完全レベルの⽬録の作成規準とは違う基準によって作成されているた
め、実際の⽬録対象資料とはその書誌事項が異なる場合があります(例えば、CIPデータにはシリ
ーズに関する表⽰がないが実物にはある等)。
 いずれにせよ、参照ファイルの書誌データと同じく、タイトルページ裏のCIPデータもセンター
で定 めた基準とは異なる規準のもとに作成された書誌データですので、実際の⽬録対象資料に基
づき、センタ ーの基準に合致するよう必要な修正を加えた上で利⽤することになります。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.1  書誌レコード作成単位について

A)情報源、記述の根拠

A-3)書誌単位にならない複数の出版物理単位からなる資料の記述(No.27 p.6)

Q︓
複数の出版物理単位からなる資料が1書誌レコードで表されるとき、巻次(あるいは部編)によって
異なる情報はどのように記述したらよいか。

A︓
記述は原則として初巻によるものとします。初巻が⼿元にないときは、⼊⼿できたもののうち最
初の巻によります(集合書誌単位の場合と同様です)。初巻によらない場合は、必要があれば記述
の根拠とした巻次(あるいは部編、以下同様)を注記します。

　 (例1) NOTE: 記述は第3巻による 
　 (例2) NOTE: Description based on: vol. 20　pt. 4

 この際、記述の根拠となった巻次と異なる情報はNOTEフィールドに記録します。記述の根拠と
なっ た巻と他の巻の表⽰を合成してTRフィールド、PUBフィールド等を記述すると、書誌を同定
する際問 題が⽣じるので、⾏わないでください。

 　(例3) 巻次によって著者が異なる場合 
　　　┌───────────────────────────┐ 
　　　│VOL: 第1巻　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　　　│VOL: 第2巻　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　　　│VOL: 第3巻　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　　　│TR: (標題)/ (初巻に表示されている著者)　　　 　　　　 │ 
　　　│　　　　　・　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　│　　　　　・　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　│NOTE: 第2巻の著者:(第2巻に表示されている著者)　　　　 │ 
　　　│NOTE: 第3巻の著者:(第3巻に表示されている著者)　　　　 │ 
　　　└───────────────────────────┘ 
　　次のようにはしない　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 　　 ┌───────────────────────────┐ 
　　　│TR: (標題)/ (初巻に表示されている著者),(第2巻に表　　 │ 
　　　│　 　　　示されている著者),(第3巻に表示されている著者)│ 
　　　└───────────────────────────┘
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

A)情報源、記述の根拠

A-4)複数の出版物理単位からなる単⾏書誌単位の記述、及び記述の情報源(No.29 p.31)

 現在、集合書誌単位、逐次刊⾏物に対して定められている基準に準じ、以下のようにします。
 a)原則として初巻による(初巻がないときは⼿元にある最初の巻による)
 b)書誌の同定の⽀障になるので、TRフィールド等は初巻と他の巻の表⽰を合成し記述しない。
 c)初巻と異なる他の巻の情報は、注記する。
 d)初巻を記述の根拠としなかったときは、必要に応じて、記述の情報源とした巻次等を注記す
る。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.1  書誌レコード作成単位について

A)情報源、記述の根拠

A-5)著作の合綴について(No.22 p.16-17, No.49 p.5)

Q︓
1著作が複数冊にまたがって出版され、そのうちの⼀部が他の著作と合綴されている場合の書誌作
成単位はどのようにすればよいか。(ただし、各著作名は標題紙上に表⽰されている)

A︓
合綴書については、各書名をTRフィールドに記⼊する形で、書誌レコードを作成します。分冊刊
⾏されている他の部分については、必要があれば注記を⾏います。 その著作だけで分冊刊⾏され
ている部分については、書誌レコードを作成し、分冊の情報をVOLフィ ールド等で表現します。
合綴されている部分については、必要があれば注記を⾏います。
具体例で⽰すと、以下のようになります。

〔正しい例〕 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　5　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN03447558> CRTDT:19890612 RNWDT:19890612　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1984 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　│ 
　│VOL:1 ISBN:　　　　　 PRICE:3500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VOL:2 ISBN:　　　　　 PRICE:3500円 NBN:JP84053725　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR:自由との契約 / 五味川純平著∥ジユウ トノ ケイヤク　　　　　　　　　　│ 
　│PUB:東京 : 三一書房 , 1984　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:2冊 ; 23cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:五味川純平著作集∥ゴミカワ ジュンペイ チョサクシュウ　　　　　　　 │ 
　│ <BN03407699> 第4-5巻//b│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│AL:五味川, 純平∥ゴミカワ, ジュンペイ <DA00837404>　　　　　　　　　 　 │ 
　│CLS:NDC8:913.68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:KH97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘

その著作だけで分冊刊⾏されている部分は、上図のようになりますが、その著作の第3分冊が別の
著作と 合綴されると、次のように表現しなければなりません。

　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　2/　　　5　　　　  │　 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    │ 
　│<BN03447762> CRTDT:19890612 RNWDT:19890612　　　　　　　　　　　　   　 │　 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1984 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:3500円 NBN:JP85008448　　│ 
　│TR:自由との契約(3) ; 歴史の実験 / 五味川純平著∥ジユウ トノ ケイヤク ;　│ 
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　│ レキシ ノ　ジッケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PUB:東京 : 三一書房 , 1984.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:478p ; 23cm                                                        │  
　│NOTE:「自由との契約」は3分冊からなるもののうちの3番目である。第1,2分冊  │  
　│　　　は別書誌 <BN03447558>                                             │  
　│PTBL:五味川純平著作集∥ゴミカワ ジュンペイ チョサクシュウ　　　　　　   │  
　│ <BN03407699> 第6巻//b　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 │　 
　│AL:五味川, 純平∥ゴミカワ, ジュンペイ <DA00837404>　　　　　　　   　　 │　　 
　│CLS:NDC8:918.68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:KH97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　 
〔誤った例〕 
　　 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　5/　　　5　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN06572760> CRTDT:19910814 RNWDT:19910814　 　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1984 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　│ 
　│VOL:1 ISBN:　　　　　 PRICE:3500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VOL:2 ISBN:　　　　　 PRICE:3500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VOL:3 ISBN:　　　　　 PRICE:3500円 NBN:JP84053725　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR:自由との契約 ; 歴史の実験 / 五味川純平著∥ジユウ トノ ケイヤク ;　　 │ 
　│ レキシ ノ　ジッケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PUB:東京 : 三一書房 , 1984　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:3冊 ; 23cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:五味川純平著作集∥ゴミカワ ジュンペイ チョサクシュウ　　　　　　　 │ 
　│ <BN03407699> 第4-6巻//b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│AL:五味川, 純平∥ゴミカワ, ジュンペイ <DA00837404>　　　　　　　　　 　 │ 
　│CLS:NDC8:913.68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:KH97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘

 このように、合綴しているものと独⾃に分冊刊⾏されているものとを1つの書誌にまとめて表現
するこ とはできません。

         ⽬録情報に関する質問書から（図書）（訂正）(No.49 P5)

 ニュースレターNo.22で、1 著作が複数冊にまたがって出版され、そのうちの⼀部が他の著作
と合綴されている場合、どのように書誌レコードを作成するかについての記事を掲載しました。
その中で、その著作の⼀部が別の著作と合綴されている場合についての画⾯例として、TRフィー
ルド中に、その著作が第何冊めにあたるかを記録したものを記載しました。しかし、今回、コー
ディングマニュアルの中の事例として採⽤するかどうかを検討した結果、TRフィールドに記録す
るのはふさわしくないことから、次のような画⾯例に差し替えることになりました。

　〔正しい例〕 
　　 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　2/　　　5　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN03447762> CRTDT:19890612 RNWDT:19890612　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1984 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:3500円 NBN:JP85008448　　│ 
　│TR:自由との契約 ; 歴史の実験 / 五味川純平著∥ジユウ トノ ケイヤク ;　　 │ 
　│ レキシ ノ　ジッケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PUB:東京 : 三一書房 , 1984.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:478p ; 23cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:「自由との契約」は 3分冊からなるもののうちの 3番目である。　　　　 │ 
　│　　第1,2分冊は別書誌<BN03447558>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:五味川純平著作集∥ゴミカワ ジュンペイ チョサクシュウ　　　　　　　 │ 
　│ <BN03407699> 第6巻//b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AL:五味川, 純平∥ゴミカワ, ジュンペイ <DA00837404>　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDC8:918.68　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:KH97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘

 なお、合綴されているものと独⾃に分冊刊⾏されているものとを⼀つの書誌にまとめて表現す
ることはできないという回答の主旨には、変更はありません。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.1  書誌レコード作成単位について

B)「固有の標題」の判断

B-1)多巻物の各巻の内容を⽰す標題関連情報について(No.14 p.8-12)

現在の総合⽬録データベースでは、「固有の標題」の解釈に "ゆれ"がみられます。「固有の標
題」と なるか否かは「⽬録情報の基準 解説」の『固有の標題でないもの』を例外なく適⽤し運
⽤していきたいと思います。
したがって、多巻ものの各巻の内容を表す標題関連情報で『固有の標題でないもの』の表に該当
しないものについては、「固有の標題」とみなします。
例えば、以下に⽰すような資料がそれにあたります。（例-1、例-2）

DB編 4.2.3 固有の標題でないもの
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

B)「固有の標題」の判断

B-2)固有の標題となる可能性のある標題関連情報の扱いについて(No.22 p.17)

Q︓
 正編のカバーに続編(未刊⾏)の広告が記載されており、それによると、正編と続編では、本標
題は同⼀で標題関連情報のみが異なっている。この場合、書誌作成単位はどのようにすればよい
か。

A︓
 正編のみ刊⾏されている時点では「本標題:標題関連情報」ととらえることが妥当ですが、続編
の刊⾏により、従来の「本標題」「標題関連情報」は、「親書誌の標題」「⼦書誌の標題」に変
わることになります。また、場合によっては、「標題関連情報」とされていたものが「親書誌の
標題」に、「本標題」が「⼦書誌の標題」になることも考えられます。(どちらの場合も「正編」
「続編」は⼦書誌レコードのPTBLの番号等として記録することになります)
 したがって、正編のレコード登録時に続編等の刊⾏が(参照レコード等の確認により)判明して
いる場合は、最初から親書誌、⼦書誌に分けたレコード作成を⾏うことが、他の⽬録担当者にと
っても効率的で あると思われます。
 しかし、続編等が実際には刊⾏されていない場合、このような処理を⾏うことはできません。
広告等に 表⽰されている標題は予告にすぎず、実際の刊⾏時には変更されることがあるからで
す。続編等の刊⾏が 確認できるまでの間は、「本標題:標題関連情報」の形で記述することになり
ます。

DB編 4.2.3 図書書誌レコードの作成単位
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

C)責任表⽰

C-1)別個の著者をもつ各巻次の書誌作成単位(No.27 p.5)

Q︓
 「固有の標題」をもたない各巻に別個の著者があるとき、以下の例のようにそれぞれの巻を別
書誌にしているものがある。このようなことは許されるのか。

(例) 
　　┌─────────────┐　┌─────────────┐ 
　　│<1>　　　　　　　　　　　 │　│<2>　　　　　　　　　 　　│ 
　　│VOL:　第1巻　　　　　　　 │　│VOL:　第2巻　　　　　　　 │ 
　　│TR: (標題)/(第1巻の著者)　│　│TR: (標題)/(第2巻の著者)　│ 
　　└─────────────┘　└─────────────┘

A︓
 上記の例のように、各巻ごとに書誌レコードを作成することは認められません。「固有の標題
でないもの」のうち、巻次等で分割されるものは、各巻別個の著者があっても1書誌レコードとし
ます。

(例1) 
　　　　　　┌─────────────┐ 
　　　　　　│<1>　　　　　　　　　　　 │ 
　　　　　　│VOL:　第1巻　　　　　　　 │ 
　　　　　　│VOL:　第2巻　　　　　　　 │ 
　　　　　　│TR: (標題)/(第1巻の著者)　│ 
　　　　　　└─────────────┘

 ⼀⽅、「固有の標題でないもの」のうち、部編名に該当する名称に別個の著者があれば、その
名称をT Rとする⼦書誌を作成します。

(例2) 
　　　　┌─────────────┐　┌─────────────┐ 
　　　　│<1>　　　　　 　　　　　　│　│ <2>　　　　　　　　　　　│ 
　　　　│TR: フランス/著者A　　　　│　│TR: イギリス/著者B　　　　│ 
　　　　│PTBL: (親書誌標題) <3>　　│　│TBL: (親書誌標題) <3>　 　│ 
　　　　└─────────────┘　└─────────────┘

DB編 4.2.3 「固有の標題でないもの」と書誌単位

〔関連記事〕1.1.1 A-3)書誌単位にならない複数の出版物理単位からなる資料の記述
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

D)版表⽰等

D-1)書誌の同定について/机上版、縮刷版、愛蔵版、普及版等(No.5 p.2-3)

 著者、書名、出版者、出版年が同じであれば、形態や装丁の違い、あるいは出版地の表⽰順序
の違いに かかわらず、同⼀書誌として扱います。ただし、

ア　標題紙、表紙、奥付などに別の版であることがはっきりと表示されていれば別書誌 
　として扱います。 
　　版の表示はEDフィールドに記録します。 
　　(例)机上版、縮刷版、愛蔵版、fine paper editionなど。 
　　　注.　Paperback edition　は版の表示があっても、出版事項、数量、シリーズ表示 
　　　　　が相違しない限り、LCの慣行に準じ別書誌とはしません。 
イ　図書の高さが2cm以上違う場合は、別書誌として扱います。

DB編 4.2.3 図書書誌レコードの作成単位
コーディングマニュアル 0.4.1 図書書誌レコード
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

D)版表⽰等

D-2)Paperback版の扱いについて(No.24 p.14)

Q︓
 Paperback版とhard版との出版年が異なる場合、同⼀の書誌レコードのなかでVOLフィールド
の繰り返しで記述してよいのか。

A︓
 オンライン・システムニュースレターNo.5でも述べましたように、出版事項、数量、シリーズ
表⽰が異ならない限り、同⼀書誌レコードとします。ですが、今回の場合のように出版年が異な
っている時には別書誌レコードとしてください。また、よく⾒かける例ですが、paperbackだけ
のシリーズが付与されている場合も同様に別書誌レコードを作成することとなりますので、ご注
意ください。
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

D)版表⽰等

D-3)特殊な版表⽰の取り扱い(No.23 p.7)

 「豪華版」「⾰装版」等の特殊な版表⽰の取り扱い⽅については、これまでEDフィールド、
NOTE フィールド、VOLフィールドと様々のフィールドに記述されていたために、作業上の混乱
を来していま した。センターでは、「⽬録情報の基準」の整備の⼀環として〔平成元年度〕総合
⽬録⼩委員会にこの件 を諮り、この度の第3回総合⽬録⼩委員会において結論がでましたので、
お知らせします。
 特殊な版表⽰に該当する語句のうち、装丁に係わるものは次のように扱います。

ア　装丁の異なるものが同時に刊行された場合には、別書誌とはせずにVOLフィールド 
　に記述します。 
イ　装丁の異なるもので刊行時期も異なっている場合には別書誌としますが、装丁に 
　係わる語句はVOLフィールドに記述します。 
　　それ以外の語句は、EDフィールドに記述します。すなわち、このような版表示がある 
　場合は別書誌作成の根拠となります。 
　　装丁に係わる語句の具体的な例としては、次のようなものがあります。 
　　　　豪華版、革装版、並装版、新装版、改装版、特装版、和装版 
　　また、それ以外の特殊な版表示には次のようなものがあります。 
　　　　普及版、机上版、学生版、必携版、愛用版、愛蔵版、保存版、限定版、私家版、 
　　　　贈呈版、簡約版、縮刷版、ワイド版、コンパクト版、謄写版

DB編 4.2.3 図書書誌レコードの作成単位
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

D)版表⽰等

D-4)版表⽰は同⼀だが、著作権登録年が異なる資料の扱い(No.6 p.1)

Q︓
 版表⽰は同⼀だが、著作権登録年が異なるものは、別の書誌レコードとするか。

A︓
 著作権登録年のみの違いは、原則として別書誌とはしません。判断の詳細はLC適⽤細則の該当
条項によります。なお、⾃館所蔵資料の異なる著作権登録年は、所蔵レコードのCPYRフィールド
に記録することができます。
 著作権登録年をCPYRフィールドに記録する場合は、印刷年と区別するために、年号の前に
「c」を 付けることとします。
   例) CPYR:c1986
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

D)版表⽰等

D-5)同⼀版で刷によってページ数等が異なる資料の扱い(No.24 p.14)

Q︓
 版表⽰は同⼀だが、刷によってページ付けが異なっていたり、後書き等に情報を追加したこと
が明⽰されている場合、書誌の記述についてはどのようにすればよいか。

A︓
 上のような場合には、版の相違とみなし、別書誌レコードを作成します。記述は次のようにし
ます。
版表⽰は、識別できるように刷の情報を記⼊します。さらに、通常は刷のちがいでは書誌レコー
ドを作成 することはないわけですから、書誌レコードを新規に作成した根拠について、何によっ
たかを注記します。
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

E)出版事項

E-1)複数出版地から出版され、図書により第⼀出版地が異なるもの(No.5 p.2-3)

Q︓
 複数出版地から出版され、図書により第⼀出版地が異なるものは、別の書誌とするか。

A︓
 出版地の表⽰順序の違いによって、別の書誌を作成することはしません。次のような場合は同
⼀書誌とみなします。
    (例) Berlin ; New York : Springer Verlag, 1987
       New York ; Berlin : Springer Verlag, 1987
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

E)出版事項

E-2)複数の出版物理単位からなる資料の出版者変更(No.32 p.11)

Q︓
 複数の出版物理単位からなる資料で、巻次(年次)の途中から出版者が変わっている。この場
合、出版者の変更前と変更後は、それぞれ別書誌レコードにするのか、あるいは同⼀書誌レコー
ドにするのか。

A︓
 集合書誌単位における出版者の変更と同様、出版者が途中から変わった場合、変更前と変更後
は同⼀書誌レコードにします。
 変更後の出版者は、NOTEフィールドに記録します。刊⾏途中で変更した出版者をPUBフィール
ドに記録することはできません。

　 (例) 出版者が「総理府統計局」から「総務庁統計局」に変更になったとき 
　　　　　　 PUB: 東京 : 総理府統計局 ... 
　　　　　　 NOTE:XX以降の出版者: 総務庁統計局 ... 
　　　　　　　 (XXには、巻次、部編名が入る)  
 
 　(誤) PUB: 東京 : 総理府統計局 ... 
 　　　 PUB: 東京 : 総務庁統計局 ...

 PUBフィールドを繰り返して記録できるのは、記述の根拠とした資料(初巻、または⼊⼿できる
もの のうち最初の巻)の情報源に表⽰されている複数の出版者のみです。
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

E)出版事項

E-3)別の出版者から刊⾏された同⼀内容の資料の扱い(No.32 p.12)

Q︓
 情報源に表⽰されている出版者が既存書誌と異なっているが、他の書誌的事項は⼀致し、同⼀
内容と思われる資料は、同⼀書誌レコードか、別書誌レコードか。
  (例) 政府刊⾏物の原局版と⼤蔵省印刷局版(和図書)
     イギリス版とアメリカ版(洋図書)

A︓
 前項の「複数の出版物理単位からなる資料の出版者変更」に該当しない場合で、既存書誌に記
録されている出版者と⽬録対象資料に表⽰されている出版者が⼀致しないときは、別の出版者か
ら同⼀のものが刊⾏されていると考えられます。
 別の出版者から刊⾏された資料は、他の書誌的事項が同⼀でも、原則として別書誌レコードと
してくだ さい。
 同⼀書誌レコードにして、PUBフィールドを繰り返し、それぞれの出版者を記録しているケー
スも⾒受けられますが、これは誤りです。

　　 (例)　総務庁青少年対策本部刊(非売品)と大蔵省印刷局があるとき 
　　　　 →　総務庁青少年対策本部刊、大蔵省印刷局刊はそれぞれ別書誌 
 
　　 (誤)　総務庁青少年対策本部刊、大蔵省印刷局刊を1書誌とし、PUBフィー 
　　　　 ルドに次のように記録 
　　　　　　PUB: 東京 : 総務庁青少年対策本部 ... 
　　　　　　PUB: 東京 : 大蔵省印刷局 ...

 なお、参照レコード(LC)では、規定の情報源(標題紙)に表⽰されている出版者が合衆国以外の
ものであり、合衆国で同時刊⾏している出版者が規定の情報源以外の箇所に表⽰されていれば、
合衆国の出 版者も記録されています。
(LCRI〔⽶国議会図書館⽬録規則適⽤解釈〕1.4D5参照)
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

F)形態に関する事項

F-1)固有の標題を持つ付属資料について(No.51 p.13)

Q︓
 最近、冊⼦体資料に、付属資料としてカセットテープやコンパクトディスク、ビデオテープを
付して 刊⾏することが多く⾒受けられる。これらの付属資料を、冊⼦体とは別書誌として扱うこ
とができるか。

A︓
 カセットテープ等を独⽴した資料とみなせる場合，すなわち，これらの付属資料が固有の標題
を持つ 場合などは，冊⼦体資料の書誌とは別に，書誌レコードを作成することが可能です。

　　　例） GMD:v SMD:f 
　　　     TR:モモの地球探検 / 星の環会，NHK企画・制作∥モモ　ノ　チキュウ　タンケン 
　　　  　 PHYS:ビデオカセット2巻(40分) : VHS, カラー 
　　　　　 PTBL:みんなと考える人間と地球の健康∥ミンナ　ト　カンガエル　ニンゲン　ト　 
           チキュウ　ノ　ケンコウ <BN040244480>//b 

catadm (catadm@nii.ac.jp)

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.1 書誌レコード作成単位について

G)内容著作注記

G-1)CWフィールドの記述について(No.14 p.4-7)

 現在、総合⽬録データベース中にはCWフィールド(内容著作注記)に多巻ものの各巻書名(⼦書
誌レ コードとすべきもの)を記述した書誌レコードが⾒受けられます。
 「⽬録情報の基準」の 「4.3.3 構成部分である著作の表現」が⽰すように、CWフィールド
は、 例えば1冊の資料に複数の著作(構成部分)を含むような場合にその著作からのアクセスを可
能にするた め、その内容著作(著作の標題及び責任表⽰)を記述するためのフィールドです。
 多巻ものの各巻書名はこの「構成部分」には該当しません。
 多巻ものの「固有の標題」をこのフィールドに記述しないよう、各参加館の⽬録担当者の再確
認をお願 いします。
 特に、参照LC/MARC中には各巻書名がCWフィールドに⼊っているレコードがありますので、
流⽤⼊⼒時には注意が必要です。

DB編 4.3.3 書誌構成部分で ある著作単位の表現
DB編 4.2.3 書誌単位の判定 基準

〔関連記事〕1.1.3B) 出版物理単位に分割される書誌の場合のCWへの記述⽂法
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.2 集合書誌単位について

A)情報源、記述の根拠

A-1)集合書誌単位[の記述] (No.5 p.4)

 集合書誌単位のレコードには当該書誌単位に関する情報を記述します。
 集合書誌単位の記述の情報源は初巻とします。初巻がない場合は⼊⼿できたもののうち最初の
巻により ます。
 ⽬録規則類には集合書誌単位という観点による独⽴した条項が設けられていません。必要に応
じ関連条 項を適⽤あるいは準⽤することになります。
 データの記述レベルとしては、必須2(A)から選択(O)に変更になるものがあります。

DB編 表 4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧

〔関連記事〕1.1.1A-3)書誌単位にならない複数の出版物理単位からなる資料の記述
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オンライン・システムニュースレター抜刷集
ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

A)情報源、記述の根拠

A-2)集合書誌単位の規定の情報源(No.23 p8-9) (本記事の訂正 No.24 p.15)

これまで集合書誌単位については、ニュースレターNo.5ほかで質問に対する回答の形で書誌的事
項 の情報源及び記述⽅法等について述べてきましたが、全体的な定義がなされていませんでし
た。そのため、集合書誌単位とするための情報をどこから採⽤すればよいのか、また、逆に既存
書誌中の集合書誌単位の有無によって別書誌とするのかどうか、といったような判断のゆれが⽣
じていました。
そこで、[平成元年度]の総合⽬録⼩委員会において、集合書誌単位の規定の情報源及びレコード
作成単 位についての定義を明確にするため検討を⾏い、次の結論を得ました。

1.規定の情報源 
　ア　親書誌レコードの各書誌的事項の規定の情報源は、子書誌レコードの同一事項の 
　 規定の情報源に準ずる。ただし、洋図書の親書誌レコードの標題に関しては、標題 
　 紙(標題紙裏を含む)、表紙、および奥付による 
　イ　参照レコードの親書誌はアの形で作成されている訳ではないので、流用入力時に 
　 は記述対象資料を確認して利用する必要がある 
　という点を再確認することが重要である。 
2.レコード作成単位 
　 3階層以上の書誌階層を持つレコードで、中位の書誌単位が終期を予定しない集合書誌 
　単位である場合でも親書誌レコード作成単位は次のとおりとする。 
　　　　　　┌──────────────────────────┐ 
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 
　　　　　　│ 親書誌 TR : 最上位の標題　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 
　　　　　　│ 子書誌 TR : 最下位の標題　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 
　　　　　　│　　 PTBL : 最上位の標題 <親書誌ID> 中位の標題　　  │ 
　　　　　　└──────────────────────────┘

NATO ASI seriesについての調整依頼が数多く寄せられていましたが、この決定によって、次の
ように修正・統⼀することとします。

親書誌「NATO ASI series」は出版社毎に作成します。⼦書誌のPTBLフィールド中の番号等のフ
ィールドには、中位の書誌単位として各シリーズを記⼊します。
すなわち、

　　 親書誌 TR:NATO ASI series 
　　 子書誌 TR:最下位標題 
　　　　 　 PTBL:NATO ASI series <XX>Ser. A . Life 
　　　　　　　　sciences ; v.119//a

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


という形にします。このためLINKTOコマンドで親書誌を検索すると、同じ形の書誌が数件出てき
ま すが、出版者が異なるものがありますのでご注意ください。
また、参照MARCレコードを流⽤⼊⼒する場合にもご注意ください。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

A)情報源、記述の根拠

A-3)洋図書の親書誌のタイトルの情報源について(No.46 p.3-4)

 洋図書のシリーズタイトルはタイトルページの他、副タイトルページ、シリーズタイトルペー
ジなど、 厳密な意味ではタイトルページそのものではないが、タイトルページに準じると思われ
る箇所に表⽰され ている場合が多く⾒受けられ、これらを洋図書の親書誌のタイトルの情報源に
含めていいのかどうかとい う質問がしばしば寄せられています。

 「オンライン・システムニュースレター抜刷集〔No.1〜No.33〕」(1992年6⽉)p. 41〜42の
「集合 書誌単位の規定の情報源」の項には、「ただし、洋図書の親書誌レコードの標題に関して
は、標題紙(標 題紙裏を含む)、表紙、および奥付による」とありますが〔A-2）集合書誌単位の
規定の情報源〕、この⽂の意図が必ずしも明確ではないために、混乱を⽣じてしまっているよう
です。そこで、ここでは改めて洋図書の親書誌のタイトルの情報源について、より明確な指針を
⽰すことにします。
 「抜刷集」では先の⽂の直前に、親書誌のタイトルの情報源を「⼦書誌レコードの同⼀事項の
規定の情 報源に準ずる」としています。親書誌レコードも「書誌」である点では⼦書誌レコード
と同じですから、 「タイトル」の情報源は⼦書誌レコードに準ずるとしているわけです。ところ
が、親書誌レコードは「書 誌」である⼀⽅、「シリーズ」の「典拠」の役割も果たしています。
親書誌レコードの「タイトル」は、 同時に⼦書誌レコードの「シリーズタイトル」でもあり、⼦
書誌とリンクされることにより、同⼀シリー ズをまとめるという機能を果たします。シリーズタ
イトルが、「⼦書誌レコードの同⼀事項の規定の情報 源」つまり「タイトル」の情報源以外の箇
所に表⽰されていた場合でも、シリーズであることに変わりは ありません。その場合でも、同⼀
シリーズをまとめるために、親書誌を作成し⼦書誌とリンクすることが 必要となります。

 ところで、NCR〔87年版〕ではタイトルの記述の情報源を「標題紙(標題紙裏を含む)、奥付、
背、 表紙」としており、和図書のシリーズタイトルもほとんどの場合、これらのいずれかに表⽰
されています ので、「⼦書誌レコードの同⼀事項の規定の情報源に準ずる」という規定でも、シ
リーズタイトルが存在 するにもかかわらず親書誌が作成できないという問題は発⽣しません。
 ⼀⽅、AACR2ではタイトルの情報源を「タイトルページ」としており、原則としてその他の情

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.112a_2.html


報源 を認めていません。そのために、同じ規定を準⽤してしまうと、洋図書のシリーズタイトル
が、出版慣⾏ 上タイトルページ以外の箇所に表⽰されている場合が多いにもかかわらず、シリー
ズタイトルを親書誌の タイトルとみなせなくなってしまい、シリーズ典拠としての親書誌を作成
できなくなってしまうという問 題が発⽣します。

 「抜刷集」に「ただし、・・」以下、洋図書の親書誌のタイトルの情報源についての指針を追
加したの は以上の理由からです。つまり、この⽂の主旨は、洋図書においてシリーズ典拠として
の親書誌の情報源 の範囲を、出版慣⾏を考慮し、タイトルページ以外の部分にまで拡⼤するこ
と、そしてその範囲内であれ ば親書誌のタイトルとして採⽤できるということを述べることにあ
ったとご理解ください。ただし、AA CR2では⽤いられていない「標題紙」という語をここで⽤い
たために、「標題紙」という語が洋図書に おいていかなる範囲を⽰すのかが必ずしも明確ではな
く、この点で混乱を招いてしまったことについては お詫びいたします。

 そこで、洋図書の親書誌のタイトルの情報源については以下のようにすることにします。

　　 
　　タイトルページ、表紙、奥付の他、タイトルページに準じると考えられるすべての箇所 
　 (タイトルページの前後、副タイトルページ、シリーズタイトルページなど)。資料本文や 
　　本文に準じる部分(前書きや後書き)、広告・宣伝の頁、目次や索引の頁は含まない。

 資料本⽂等を含まないとした理由は、書誌の作成や同定時に混乱を招かないよう、シリーズタ
イトルと してより安定的に表⽰されているもののみを対象とすべきであろうという判断からで
す。

 今後は以上の指針にしたがって作業をすすめてくださるよう、お願いします。

catadm (catadm@nii.ac.jp)



オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

A)情報源、記述の根拠

A-4)親書誌の情報源について(No.25 p.13-14)

Q︓
シリーズ名の有無が原因である重複書誌があり、PTBLフィールドにシリーズ名をもつ書誌の
NOTEフィールドには「叢書名はカバーによる」と書かれている。カバーを情報源とするシリーズ
名は親書誌標題になりうるのか。

A︓
NCR87版、2.0.2.3 に「... 本体と分離するもの(カバーなど)は情報源としない。」とあります。
また、集合書誌単位の規定の情報源については「オンライン・システムニュースレター」No.
23 p.8 〜9 にあるように、「親書誌レコードの各書誌的事項の規定の情報源は、⼦書誌レコー
ドの同⼀事項の規定の情報源に準」じます。したがって、和図書のシリーズ名の規定の情報源
は、NCR87版、2.0.2.3 オ)「その図書から」ではなく、2.0.2.3 ア)「標題紙(標題紙裏を含
む)、奥付、背、表紙」です。
従って、カバー(ブック・ジャケット)を情報源とするシリーズ名を親書誌標題とすることはでき
ません。 また、集合書誌単位の標題は、情報源によってその形が違うことがしばしばあります(例
1)。このため、異なる情報源の異なる形の標題により、重複書誌ができている事例も数多く⾒ら
れます(例2)。このようなことを防ぐため、検索の際、上記の点に注意を払うとともに、書誌作成
時、TRフィールドには⽬録規則の定める情報源の優先順位等に従い選択した標題を記⼊し、必要
があれば、TRフィールドに収めなかった標題の形をVTフィールドに記⼊しておくことが望ましい
と⾔えます。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

B)標題、標題関連情報

B-1)同⼀シリーズと思われるが、シリーズ名が微妙に異なる場合(No.5 p.4)

Q︓
同⼀シリーズと思われるが、個々のタイトルページによりシリーズ名が微妙に異なる場合、別書
誌とするか。別書誌としない場合、どの程度まで同⼀とするのか。TRの取り⽅の基準はどうする
のか。

A︓
本標題の変更がなければ別書誌とはしません。どのような場合に変更とみなすかは、⽬録規則の
本タイトルの変更の定義を適⽤します。ささいな変更はNOTE及びVTに記録します。また⼦書誌
のNOTEにも記録します。

　(例)　次のようなシリーズは、それぞれ別の集合書誌単位とします。 
　　　　　　　 NATO advanced study institute series.  
　　　　　　　 NATO advanced science institute series.  
　　　　　　　 NATO ASI series. 
　　<参考> AACR2.日本語版、p.315  
　┌───────────────────────────────────────┐ 
　│ 21.2. 本タイトルの変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 21.2A 定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　 本タイトルは、次の場合に変更があったものとみなす。　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　1)冒頭の5語(冒頭の主格形の冠詞は除く)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　2)主要な語(名詞、固有名もしくは固有名を表すイニシャル、形容詞など)に付加　　│ 
　│　　削除もしくは変更(綴りの変更を含む)があったとき　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　3)語順に変更があったとき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　　句読点や大文字使用法を含むその他の変更は、すべて本タイトルの変更としない。│ 
　│　　このような些細な変更は、注記エリアに記載する。　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└───────────────────────────────────────┘

〔関連記事〕1.2.3C)洋雑誌の誌名変遷について
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

B)標題、標題関連情報

B-2)親書誌の並列書名(No. 30 p.19-20)

Q︓
シリーズの親書誌で、並列書名の有無や、並列書名のうちどれを本標題に選択するかの相違で親
書誌が複数作成されている。どうすべきか。

A︓
原則として、上記のような相違のみでは別の親書誌を作成する根拠にはなりません。このような
書誌が複数件ヒットしたときは、書誌IDが最も⼩さい書誌にリンクしてください。
 なお、LINKTO PARENTコマンド発⾏時は、以下のような検索キーによって検索が⾏われてい
ます。

┌──────────────────────────────────┐ 
│洋図書書誌検索・簡略表示　　　　 NC　　　　　　1-　　　4/　　　4 　 │ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│TITLE=Europaische Hochschulschriften　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│AKEY :EURH　　　　 ISBN:　　　　　　　 LCCN:　　　　　　　　　　　　│ 
│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　 　　　　　　　　　│ 
│PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　CNTRY:　　LANG:　　　 　　　│ 
│SH　 =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│ID　 :　　　　　　 PID:　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└──────────────────────────────────┘ 
 *AKEY :EURH と検索キーが埋め込まれているため、並列標題をもつものはヒットしない。 
 
┌──────────────────────────────────┐ 
│洋図書書誌検索・簡略表示　　　　 NC　　　　　　1-　　　4/　　　4 　 │ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 │ 
│TITLE=:Europaische Hochschulschriften = Publications universitaires │ 
│ europeennes = European university studies 　　　　　　　　　　　　 │ 
│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│AKEY :EURHPU　　　 ISBN:　　　　　　　 LCCN:　　　　　　　　　　　　│ 
│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　 　　　　　　　　　│ 
│PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　CNTRY:　　LANG:　　　 　　　│ 
│SH　 =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│ID　 :　　　　　　 PID:　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　 │ 
│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
└──────────────────────────────────┘ 
*AKEY :EURHPU と検索キーが埋め込まれているため、並列標題をもたないものはヒットしない。
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 LINKTO PARENTコマンドで⾃動検索を⾏ってNCにヒットしなかったからと、そのまま書誌を
新規作成すると重複書誌を作ってしまう可能性があります。
 ⾃動検索でNCにヒットしなかったときは、必ず AKEY や並列書名を削除して、再検索してくだ
さい。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

B)標題、標題関連情報

B-3)親書誌における並列標題の取扱い(No.29 p.32)

親書誌において、並列標題の有無、本標題-並列標題の選択の相違から別書誌レコードが作成され
てい る事例に関し、
 ア 並列標題の有無、本標題-並列標題の選択の相違のみでは別書誌作成の根拠
  とならない
 イ 親書誌の標題は初巻、もしくは⼊⼿できるもののうち最初の巻のものを採⽤
  する。
旨〔平成2年度総合⽬録委員会で〕確認されました。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

B)標題、標題関連情報

B-4)「続・⽇本歴史講座」と「⽇本歴史講座」の書誌作成単位(No.6 p.1)

集合書誌単位の場合、継続関係を⽰す「続」「新訂」等は、標題の⼀部として取り扱います。し
たがっ て、「続・⽇本歴史講座」と「⽇本歴史講座」とは別の書誌レコードとします。
ただし、「続」等が明らかに巻号として表⽰されていて、標題の⼀部とみなせない場合は、この
限りで はありません。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

C)責任表⽰

C-1)集合書誌単位の責任表⽰の記述と著者名リンクの選定の際の基準(No.5 p.5)

Q︓
集合書誌単位の責任表⽰の記述と著者名リンクの選定の際の基準は単⾏書誌のTRと同じか。

A︓
集合書誌も単⾏書誌と同様にTRの記述に際しては、⽬録規則の「書名・責任表⽰」および「基
準」の条項を適⽤します。「叢書名に関する事項」(NCR)、「シリーズエリア」(AACR2)を適⽤
するわけではありません。
なお、終期を予定しない集合書誌単位については、⽬録規則の「逐次刊⾏物」に関する規定を適
⽤します。
集合書誌単位の責任表⽰には、逐次刊⾏物の個⼈編者も含まれるので、責任表⽰の⼊⼒レベルは
選択 (OD)とします。
著者名リンクの選定は、AACR2では21章「アクセス・ポイントの選定」を、NCR87版では
3.1「標⽬の範囲」、 3.2「標⽬の選び⽅」をそれぞれ適⽤します。

DB編 8.2.1 著者名典拠レコードの作成単位
DB編 表4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧

〔関連記事〕1.1.2A-2)集合書誌単位の規定の情報源 2.レコード作成単位
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

D)版表⽰

D-1)親書誌(特にシリーズ物)の版のとらえ⽅(No.5 p.5)

Q︓
親書誌でも「各版ごとに別のレコードを作成する」のか。特にシリーズ物の場合、版はどのよう
にと らえるのか。すべての⼦書誌の版が代わった場合か、⼀冊でも変わった場合か。

A︓
単⾏書誌単位の版表⽰には関係なく、集合書誌単位に対して版表⽰があれば、別書誌とします。

DB編 4.2.3 図書書誌レコードの作成単位
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

D)版表⽰

D-2)⼦書誌の改版と親書誌の作成(No.38 p.27)

Q︓
シリーズもの等で⼦書誌にあたる資料の⼀部が改版されたような場合、親書誌は⼦の版表⽰に合
わせて別書誌を作成するのか。

A︓
ニュースレターNo.5(D-1)親書誌(特にシリーズ物)の版のとらえ⽅)にありますように、 ⼦書誌に
対応して親を作成するようなことはありません。親書誌そのものが改版された場合のみに、別途
親書誌を作成すること になります。したがって、

　　　　　　　　　　　　┌───┐ 
　　　　　　　　　　　　│親-AA │ 
　　　　　　　　　　　　└─┬─┘ 
　　　　　┌──────┬─┴──┬──────┐ 
　　　　┌┴─┐　　┌─┴─┐　┌┴─┐　　┌─┴┐ 
　　　　│子aa│　　│子aa　│　│子bb│　　│子cc│ 
　　　　└──┘　　│改訂版│　└──┘　　└──┘ 
　　　　　　　　　　└───┘

上記のような書誌構造リンク関係が形成されることになります。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

E)出版事項

E-1)出版地、出版者が異なる場合の出版事項(No.5 p.5)

同⼀内容の出版物でも、異なる出版者から並⾏して刊⾏されている場合は別書誌とします。
ある時点から別の出版者に引き継がれている場合は、別書誌とはしません。
同⼀出版者の出版地の相違は、別書誌とはしません。
別書誌としない場合は、PUBには初巻の出版地、出版者を記録します。初巻がない場合は⼊⼿で
きた ものの最初の巻によります。他の巻の異なる出版地、出版者を記録するときは、NOTEに記
⼊します。
なお、集合書誌単位の出版者は、同定識別に必要なため、⼊⼒レベルをMA(必須2)に変更しま
す。

DB編 表 4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧

〔関連記事〕 1.0.8 B-1) ⼦書誌の出版国がそれぞれ異なる場合の集合書誌単位のCNTRY
       1.1.5 C   和図書における複数出版者の記述
       1.1.1 E-2) 複数の出版物理単位からなる資料の出版者変更
       1.1.1 E-3) 別の出版者から刊⾏された同⼀内容の資料の扱い
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

E)出版事項

E-2)複数の出版者が⼀連のシリーズ番号の下に図書を刊⾏している場合(No.38 p.25)

　　　(例) 
　　┌──────────────────────────────────┐ 
　　│和図書書誌検索・簡略表示　　 NC　　　 1-　 11/　　11 　　　　　　　 │ 
　　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│TITLE= トウキョウ ダイガク シャカイ カガク ケンキュウ ソウショ　　　│ 
　　│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│AKEY :　　　ISBN:　　　　NBN:　　　 NDLCN:　　 　　　　　　　　　　 │ 
　　│PUB　=　　　　　　　　YEAR:　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　│ 
　　│PLACE=　　　　　　　　CNTRY:　 LANG:　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　　│SH　=　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│ID　:　　　PID:　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　│ 
　　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│ 1.<BN00859628>東京大学社会科学研究所研究叢書. --　御茶の水書房. 　 │ 
　　│ 2.<BN0057820X>東京大学社会科学研究所研究叢書. --　ミネルヴァ書房　 │ 
　　│ 3.<BN00634424>東京大学社会科学研究所研究叢書. --　研文出版. 　　　 │ 
　　│ 4.<BN00767643>東京大学社会科学研究所研究叢書. --　岩波書店. 　　　 │ 
　　│ 5.<BN01032278>東京大学社会科学研究所研究叢書. --　日本評論社. 　　 │ 
　　│ 6.<BN01032278>東京大学社会科学研究所研究叢書. --　勁草書房.　　 　 │ 
　　└──────────────────────────────────┘ 
　

 このように出版者の相違によって複数の親書誌が作成されていることがあります。
 このような場合、親書誌は逐次刊⾏物の規定を適⽤し、叢書やシリーズ等の番号の最も若いも
ので⼀つ だけ書誌を作成するようにします。その後、異なる出版者から同⼀の叢書やシリーズ等
の名称のもとに刊 ⾏された資料は、別に親書誌を作成するのではなく、既に作成されている書誌
にリンク形成を⾏うように します。
 したがって、親書誌を作成する際に使⽤した資料が初巻でないならば、記述は何巻によって作
成したの か、注記に明⽰しておく必要があります。
 また、注記に、その他出版者ありとして、PUBフィールドに記録されない出版者名を列記しま
す。  PUBフィールドを繰り返して記述するようなことはしません。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

E)出版事項

E-3)⼦書誌の刷によって親書誌の出版者が異なってくる場合(No.38 p.26)

　　 (例-子書誌) 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│　和図書書誌検索・簡略表示　　NC　　　　 1-　　2/　　2　　　　　　　　　│ 
　│　>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　TITLE=定木による作図　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│　AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　AKEY :　　　ISBN:　　　　NBN:　　　 NDLCN:　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　│　PUB　=　　　　　　　　YEAR:　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　│ 
　│　PLACE=　　　　　　　　CNTRY:　 LANG:　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　SH　=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　ID　:　　　PID:　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　│ 
　│　FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　1.<BN04770639>定木による作図 / スモゴルジェフスキー著 ;　　　　　　　 │ 
　│　　安香満恵, 矢島敬二訳　.　コンパスによる作図 /　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　コストフスキー著 ;松野武訳. -- 東京図書, 1960. -- (数学新書 ; 8).　 │ 
　│　2.<BN0763288X>定木による作図 / スモゴルジェフスキー著 ;　　　　　　　 │ 
　│　　安香満恵, 矢島敬二訳　.　コンパスによる作図 /　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　コストフスキー著 ; 松野武訳. -- 商工出版社, 1960. -- (数学新書 ; 8).│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　(例-親書誌) 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│　和図書書誌詳細表示　　　 NC　　　　　　 1/　　1　　　　　　　　　　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN00682052>　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CRTDT:19870302 RNWDT:19881028 RNWFA:FA001379 　　　　　　　　　 　　　　│ 
　│GMD:　SMD: YEAR:　　　CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL: 　　　　　 　　　│ 
　│VOL:　　　　　 ISBN:　　　PRICE:　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR:数学新書∥スウガク シンショ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:東京 : 商工出版社　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:出版者名変更:商工出版社→東京図書　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘

 例えば、上記のように出版者の社名が変更され、その結果、名称変更の前後の刷によって出版
者の社名 が異なることがあります。
 しかし、この場合は同時に2つの出版者から刊⾏されたわけでもなく、またこの刊⾏物の版権が
別の出 版者に移ったというわけでもありません。単に出版者が名称変更したということです。
 そこで、このような出版者の名称変更の場合、当該資料中の情報源、もしくは親書誌にリンク
をたどる ことによって単に出版者の名称変更にすぎないことが判明するならば、変更前の出版者
名でのみ書誌を作 成し、変更後のものは注記にその旨を記録して⼀つにまとめるようにします。
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しかし、出版者名の変更で あるのか、全く異なる別々の出版者であるのか判断つきかねる場合は
この限りではありません。

コーディングマニュアル 0.4.2 図書書誌レコード（親書誌）
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.2  集合書誌単位について

F)その他

F-1)親書誌のシリーズ番号のみの相違(No.38 p.27)

Q︓
PTBLフィールドに親書誌のシリーズ番号を記録したいが、既に登録されている書誌に記録されて
いる番号 と⼿元にある資料の番号のみが異なる。このような場合、別に書誌を作成するのか。

A︓
原則として、番号の相違だけで別に⼦書誌を作成することはありません。特に、⽂庫・新書等の
シリーズ 番号は出版事情から変更されることがあります。内容的な変更がない限り別にはしませ
ん。このような場 合には、原則として既に作成されている書誌に所蔵をつけるようにしてくださ
い。また、もし必要ならば、 ⼦書誌のNOTEフィールドに記述するようにしてください。

コーディングマニュアル 0.4.1 図書書誌レコード
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.3  出版物理単位

A)巻次・部編名等の記録

A-1)出版物理単位のVOLフィールドへの記録⽅法(No.5 p.7)

 VOLフィールドには物理単位ごとの巻次、部編名等を識別に必要な範囲で記録します。それ以
外のも の(巻次、部編名として使⽤しなかった「固有の標題でないもの」)は、NOTEフィールド
に記録しま す。ただし、「固有の標題でないもの」が短い場合には、VOLフィールドに記録して
もかまいません。

(例)┌───────────────────────┐ 
　　│　VOL:26:△京都府.△上巻　　　　　　　　　　　│ 
　　│　VOL:26:△京都府.△下巻　　　　　　　　　　　│ 
　　│　TR: 角川日本地名大辞典∥カドカワ　チメイ... │ 
　　│　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　NOTE:26:△京都府.△上巻:△総説・地名編　　　│ 
　　│　NOTE:26:△京都府.△下巻:△地誌編・資料編　　│ 
　　└───────────────────────┘

DB編 表10-1 図書書誌データの記述⽂法

catadm (catadm@nii.ac.jp)

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html
http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.cont10.html


オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.3  出版物理単位

A)巻次・部編名等の記録

A-2)VOLフィールドのデータが⾮常に⻑くなる場合の対策について(No.19 p.5)

Q︓
VOLフィールドのデータが⾮常に⻑く、所蔵データがSAVEできないことがある。どうにかならな
いか。

A︓
総合⽬録データベースのVOLフィールドは出版物理単位ごとの巻次等を識別に必要な範囲で記⼊
するようになっています。
ところが、現在、VOLフィールドには識別に必要な範囲以上の情報が記⼊されていることが多
く、そ のため、所蔵レコードのデータ量が⼤きくなり、所蔵⼊⼒画⾯での⼊⼒上の負担が増加し
ています。また、場合によってはデータを登録できないという問題が⽣じています。
そこで、VOLフィールドには識別可能な最低限の情報を記⼊するにとどめ、それに付随する説明
語句 的情報、例えば「第1巻 明治11年〜明治20年」の「明治」以降についてはNOTEフィールド
に記⼊するよう、改めて注意を喚起したいと思います。なお、NOTEフィールドは次のように記⼊
することとします。

     NOTE:第1巻:明治11年〜明治20年.△第2巻:明治21年〜
        明治30年.△第3巻:・・・・・
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.3  出版物理単位

A)巻次・部編名等の記録

A-3)VOLフィールドにおける巻次の補記について(No.20 p.10)

Q︓
以下のようなレコードを散⾒するが、1〜7の番号付けの根拠は⽬録対象資料には⾒出せず、レコ
ード作成館が⾃館の排架の都合で補記しているように思われる。このようなデータ記⼊の⽅法は
認められるのか。

　　　VOL:[1] 
　　　　～ 
　　　VOL:[7] 
　　　PHYS:7 v. in 12... 
　　　　～ 
　　　NOTE:[3] United Provinces of Agra and 
　　　 Oudh: 1. The provinces; rivers,mountains 
　　　 ,..

A︓
続巻が刊⾏された場合の正巻について[正]と補記するのは正しい⽅法ですが、その場合に正巻を
[1]、続巻を[2]とすることが認められないことはお分かりいただけると思います。ニュースレタ
ーNo19において「VOLフィールドには識別可能な最低限の情報を記⼊するにとどめ」るとしたこ
とと、『⽬録情報の基準』の拡⼤解釈で、巻次等があるにもかかわらず、巻次が⻑いからという
理由で上記のような⽅法がとられたものと推察されます。上記例のような場合は、正しく巻次を
VOLフィールドに記⼊してください。

DB編 4.3.2 出版物理単位の表現
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.3  出版物理単位

A)巻次・部編名等の記録

A-4)VOLフィールドの記述⽅法について(No.21 p.11)

Q︓
VOLフィールドに関する、オンライン・システムニュースレターNo19〔1.1.3A-2 VOLフィール
ドのデータが⾮常に⻑くなる場合の対策について〕と、同No20〔1.1.3A-3 VOLフィールドにお
ける巻次の補記について〕の記述が⽭盾しているのではないか。

A︓
No20の「VOLフィールドにおける巻次の補記について」という質問に関する回答に説明が⼗分で
ない部分がありました。ここで補⾜説明をします。 質問は、対象資料に番号付けの巻次がない場
合にVOLフィールドに数字を補記する例についてでした。 回答は、対象資料に番号付けの巻次が
ない場合には、出版物理単位を区別できる範囲でVOLフィールド に情報を記述しなければならな
い、というものです。前号の例は適当な例とはいえませんでしたので、以 下に別例を⽰します。

　　　〔誤〕 ┌───────────────┐ 
　　　　　 　│ VOL:[1]　　　　　　　　　 　 │ 
　　　　　 　│ VOL:[2]　　　　　　　　　 　 │ 
　　　　　 　│　　・　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　 　│　　・　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　 　│ VOL:[6]　　　　　　　　　 　 │ 
　　　　　 　│ TR:............　　　　　 　 │ 
　　　　　 　│ NOTE:[1] 北海道・札幌編　　　│ 
　　　　　 　│ NOTE:[2] 東北・仙台編　　　　│ 
　　　　　 　│　　　　・　　　　　　　　　　│ 
　　　　　 　│　　　　・　　　　　　　　　　│ 
　　　　　 　│ NOTE:[6] 九州・福岡編　　　　│ 
　　　　　　 └───────────────┘ 
　　　　　　　　　　　　 ↓ 
　　　 
　　　〔正〕 ┌───────────────┐ 
　　　　　 　│ VOL:北海道・札幌編　　　　　 │ 
　　　　　 　│ VOL:東北・仙台編　　　　　 　│ 
　　　　　 　│　　・　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　 　│　　・　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　 　│ VOL:九州・福岡編　　　　　 　│ 
　　　　　 　│ TR:............　　　　　 　 │ 
　　　　　 　└───────────────┘

上の例のように、番号付けの巻次がない場合に恣意的に番号を付与してVOLフィールドに記⼊す
ること は誤りです。情報源上にあるとおりを、出版物理単位を区別できる範囲で記述します。
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DB編 4.3.2 出版物理単位の表現

catadm (catadm@nii.ac.jp)

http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.4.3.2.html


オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.1  図書書誌レコード
1.1.3 出版物理単位

B)出版物理単位に分割される書誌の場合のCWへの記述⽅法(No.5 p.7)

 巻次とCW(内容著作注記)を対応させる場合の記述⽅法は、次のようにします。

　<和図書の場合> 
　 記述文法 
　　 
　　 
　┌─────────┐　　　　┌─────┐ 
　│┌───┐　┌─┐│┌──┐│┌───┐│　┌─┐　┌─────┐ 
─┴┤巻冊次├─┤：├┴┤標題├┴┤△/△ ├┴┬┤||├─┤標題のヨミ├─┬─ 
　　└───┘　└─┘　└──┘　└───┘　│└─┘　└─────┘　│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────────────┘ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋書 
　　 
　　　　　　CW:巻次1:△標題1△/△責任表示||標題1のヨミ 
　　　　　　CW:巻次2:△標題2△/△責任表示||標題2のヨミ 
 
　なお、1冊に複数著作が含まれる場合は、以下のように記述してもかまいません。 
 
　　　 　　 CW:巻次1:△標題1△/△責任表示||標題1のヨミ 
　　　 　　 CW:標題2△/△責任表示||標題2のヨミ 
　　　 　　 CW:標題3△/△責任表示||標題3のヨミ 
　　　 　　 CW:巻次2:△標題4△/△責任表示||標題4のヨミ 
 
　<洋図書の場合> 
　 記述文法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　 
 
　┌─────────┐　　　　┌─────────────┐ 
　│┌───┐　┌─┐│┌──┐│┌───┐　┌────┐　│ 
─┴┤巻冊次├─┤・├┴┤標題├┴┤△/△ ├─┤責任表示├─┴─ 
　　└───┘　└─┘　└──┘　└───┘　└────┘ 
　　 
　　 
　　 
 　　　　　 CW:巻次1.△標題1△/△責任表示 
 　　　　　 CW:巻次2.△標題2△/△責任表示 
 
　なお、1冊に複数著作が含まれる場合は、以下のように記述してもかまいません。 
 
 　　　　　 CW:巻次1.△標題1△/△責任表示 
 　　　　　 CW:標題2△/△責任表示 
 　　　　　 CW:標題3△/△責任表示 
 　　　　　 CW:巻次2.△標題4△/△責任表示

DB編 4.3.3 構成部分である著作単位の表現
DB編 表10-1 図書書誌データの記述⽂法
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〔関連記事〕1.1.1G-1)  CWフィールドの記述について
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.3  出版物理単位

C)VOLフィールドにおけるISBNの説明語句の表現⽅法(No.5 p.6-7)

Q︓
VOLフィールドで、ISBNの説明語句と「固有の標題」でない出版物理単位の表現が区別できない
ことがある。このような場合どうしたらよいか。

A︓
あえて両者を区別する場合は、ISBNの説明語句の前に「:」を付けて下さい。
   (例) VOL:△: △Germany
なお、VOLの記述⽂法 を、以下のように修正します。

 
　　┌────────┬───────┐ 
　　│　┌───┐　　│　┌───┐　│　┌────┐ 
　─┴─┤巻冊次├─┬┴─┤△：△├─┴─┤説明語可├─┬─── 
　　　　└───┘　│　　└───┘　　　└────┘　│ 
　　　　　　　　　　└─────────────────┘ 

DB編 表10-1 図書書誌データの記述⽂法
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.3  出版物理単位

D)VOL分割

D-1)物理単位フィールドを持つ書誌レコードの運⽤について(No.14 p.3)

 現システムでの物理単位フィールド(VOL〜XISBNフィールド)の繰り返し回数は255回まで と
なっています。ただし、この繰り返し回数は絶対的なものではなく他のフィールドも含めた1書誌
レコ ードの情報の総和の影響を受けます(現在、システムの1書誌レコードの情報量の制限は、
4,566バイトと なっています)ので、レコード中の情報量が多い程繰り返し回数は少なくなりま
す。
 現在、このことが原因で物理単位フィールドを多く持つ書誌レコードに対して新規に物理単位
フィール ドを追加出来ないという問題が発⽣しています。
 そのため、運⽤の⾯を考慮して、当⾯システムの制限上1書誌レコード中の物理単位フィールド
の繰り 返し回数は30回(書誌レコードの情報量が多い場合には30回未満となることがあります。)
を⽬安とし、 制限を越えるものについては別書誌レコードを作成して運⽤することとします。
 なお、その場合、巻冊次等が複雑な資料(巻次に枝番が存在する等)、または、30回未満で繰り
返し不可 能となった書誌レコード等の理由により⼊⼒に問題が⽣じた場合は、センター宛に書誌
レコード及びその 情報源を送付し、問題を解決するものとします。
              ...〔略〕...

コーディングマニュアル 0.4.1 図書書誌レコード
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.3  出版物理単位

D)VOL分割

D-2)VOLの繰り返しが30回以上になるレコードの扱いについて(No.16 p.16)

Q︓
VOLの繰り返しが30回以上になるレコードに対して、各接続館で修正が⾏われているようだが、
他の所蔵がリンクされているにもかかわらず、書誌のみの修正を⾏い、所蔵館への連絡がされて
いない例がある。また、分割した場合に、分割したことが書誌の中で明確にわかるような統⼀し
た注記の書き⽅を⽰してほしい。

A︓
このレコードについては、センターでも分割等の修正を⾏っておりますが、各接続館で修正を⾏
う場合には次の点にご注意ください。
   ア 他館の所蔵がリンクされている場合には、分割に関して連絡・調整を⾏う
    ようにしてください。
   イ 分割するときは、それぞれの書誌のNOTEフィールドに「〜巻までは別書誌。
     (BN12345678)」「Vol〜以降は別書誌。(BA98765432)」のように
     記述する。「〜巻」は編、号、Vol、No、Bd等がありうる。

コーディングマニュアル 0.4.1 図書書誌レコード
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.4  複製資料

A)複製の扱い(No.5 p.3)

(ここで扱う複製とは電⼦複写、写真複写といった⽅法で作成された資料を指し、出版者が使⽤し
てい る再刷の意味でのリプリント版は含まないものとする。)

　　　複製は、原本とは別書誌とする。(「基準」4.2.3 (3) ) 
　　　複製の種類ごとに別書誌とする。(「基準」4.2.3 (4) ) 
　　 
　1.2.2.1 同一資料から同一方法で作成された複製同士については、 
　　 ア　同一出版者により作成されたもの同士は、同一書誌とする。 
　　 イ　出版を目的として作成されたものと、私的に作成されたものとは、別書誌 
　　　とする。 
　　 ウ　私的に作成されたもの同士は、同一書誌とする。 
　　 エ　 稀覯本もしくは1800年以前の洋書の複製は原本ごとに別書誌とする。 
　1.2.2.2 記述の情報源〔図書〕 
　　 ア　出版を目的として作成された場合は、複製用の新しい標題紙があれば、これ 
　　　による。新しい標題紙がなければ、原本の標題紙による。 
　　 イ　私的に作成された場合は、原本の標題紙による。 
　1.2.2.4 数量 
　　 ア　出版を目的として作成された場合は、複製の数量を記録する。 
　　 イ　私的に作成された場合には、原本の数量を記録し、不明の場合は記録しない。

DB編 4.2.3 図書書誌レコードの作成単位
コーディングマニュアル 2.0.4 複製・原本代替資料
コーディングマニュアル 4.0.4 複製・原本\代替資料

[関連記事]1.0.3B) コーディングマニュアル和・洋図書新規作成記述規則の刊⾏
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.4  複製資料

B)注⽂⽣産の複製資料の扱い(No.21 p.9)

オンライン・システムニュースレター No19(p6)において検討中と回答しました複製資料の扱 い
について、〔平成元年度〕第1回総合⽬録⼩委員会で審議の結果、次のように扱うこととなりまし
たの で、お知らせします。
UMI等に代表される「注⽂⽣産」の複製資料の記述は、AACR2に従い、複製物として扱います。
ただし、出版年については著作権登録年を記述し、それぞれの製作年を出版年とはしません。各
資料の製 作年は所蔵レコードのCPYRフィールドに記⼊して表現するようにして下さい。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.4  複製資料

C)出版を⽬的として作成された複製の記述〔図書〕(No.30 p.20-21)

Q︓
出版を⽬的として作成された複製の記述が、あるものは原本、 あるものは複製物によって記述さ
れているなど統⼀がとれていない。

A︓
出版を⽬的として作成された複製はAACR2に従い、複製物として記述します。
 ただし、UMIなどに代表される、注⽂⽣産資料(注⽂のつど、マイクロ形態や電⼦複写等の⼿段
によ って提供される資料)の出版年については、原本の出版年または著作権登録年等を記録しま
す。製作年等 (複製の⽇付等) は、必要ならば所蔵レコードのCPYRフィールドに記録します。す
なわち、複製の⽇付が 異なっても別書誌とはしません。
 参照LCでは、AACR2によらず複製物は原本により記述し、複製物に関する事項は注記していま
す (LCRI〔⽶国議会図書館⽬録規則適⽤解釈〕11参照)。
 参照LCとは異なるので、流⽤⼊⼒の際は修正を加える必要があります。

　出版を目的として作成された複製の記述 
　 ┌───────────┬──────────┬──────────┐  
　 │ 　 フィールド　 　　 │　　　 情報源　 　　│　 参照LCの情報源 　│ 
　 ├───────────┼──────────┼──────────┤ 
　 │ 　　　TR　　　　 　　│　　複製物の情報源　│　　　　　　　　　　│ 
　 │ 　　　ED　　　　 　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│ 
　 │ 　　 PTBL　　 　　　 │ (複製物の情報源がな│　　　　　　　　　　│　 
　 ├───┬───────┤ いときは原本の情報 │　　原本の情報源　* │ 
　 │　　　│出版地・出版者│　 源)　　　　　　　│　　　　　　　　　　│ 
　 │ PUB　├───────┼　─　─　─　─　─│　　　　　　　　　　│ 
　 │　 　 │　　出版年　　│（注文生産資料のと　│　　　　　　　　　　│ 
　 │　 　 │ 　 　　　 　 │きは原本）　　　　　│　　　　　　　　　　│ 
　 ├───┴───────┼──────────┼──────────┤ 
　 │　　　　 PHYS　　　　 │　　　複製物自体　　│　　 原本自体*　　　│ 
　 └───────────┴──────────┴──────────┘ 
　　*参照LCでは、記述対象である複製物の書誌的事項は注記されている 
 
　参照LCのレコード ...　流用するときは修正が必要 
┌───────────────────────────────────┐ 
│TR:　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│PUB:　｝ 原本により記述されている　→　　複製による記述にする必要あり │ 
│PHYS: 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│NOTE: Photocopy. Ann Arbor, Mich. : University Microfilms, 1965. 20 cm│ 
└──↑────────────────────────────────┘ 
　　　└─資料の形態　　 +　　出版に関する事項 +　形態に関する事項 
　　 ┌Photocopy, Microfilm┐ 
　　 └Microfiche　等　　　┘ 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　注記に記録された複製の「出版に関する 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事項」「形態に関する事項」は削除する
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.4  複製資料

D)図書館製本された出版資料の書誌レコード(No.27 p.7)

Q︓
⾃館で製本した資料を登録するとき、書誌レコードの作成単位はどのようになるのか。参加組織
によっては、出版時の製本単位と違う単位で書誌を作成している場合が⾒受けられるが。

A︓
原則として以下の指針によってください。

a) 書誌レコード作成単位
出版された資料を図書館で製本したものは、出版時の物理単位に分けたうえで書誌作成単位
を判断し ます。すなわち、製本されていないものとみなして書誌作成単位を決定します。
既存書誌レコードと⽬ 録対象資料を⽐較する場合も同様です。 図書館製本の単位は参加組
織それぞれ異なることがあるので、製本された単位のままで書誌作成単位 を判断しないよ
うにしてください。

b) 記述の情報源
出版時にはなく、図書館での製本により付け加えられた部分は情報源にしません。製本時に
付けられ た標題紙・表紙・背にあるタイトル、責任表⽰、出版者等は採⽤しません。出版
時から元々ある部分の みが情報源になります。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.5  その他

A)本書名の取り扱いについて(No.20 p.8)

Q︓
「教養課程 物理学」のような書名は、そのまま記述するのか、レイアウトによって扱いが異 なる
のか。

A︓
「教養課程」が冠称とみなせる場合は、国⽴国会図書館の適⽤細則に従い、標題関連 情報(副書
名)に準じて記⼊します(TR:物理学△:△教養課程...)。
 冠称とみなせない場合は、直接形で記⼊します。間の空⽩については、通常はつめて記⼊しま
す(TR:教養課程物理学...)。 ただし、空⽩をつめることによって意味が曖昧になったり著しく元
の形を損なってしまうような場合は、空⽩を含んだ形で記⼊ を⾏います。例えば、「TURBO C
プログラミング⼊⾨」のような書名は、以下の形で記⼊します(TR:TURBO△Cプログラミング⼊
⾨...)。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.5  その他

B)ALフィールドの作成について(No.18 p.6)

Q︓
ALフィールドの作成対象となるものの範囲について 明確に定義してほしい。また、伝記、記念論
⽂集の対象者はALフィールドに記⼊してよいのか。

A︓ 
典拠リンクフィールドのオプション化にともない、特にALフィールドの作成について質問 が寄せ
られていますので、ここでまとめておきたいと思います。
 ALフィールドに⼊⼒されるのは「著者標⽬」です。そして「著者標⽬」となりうるのは、当該
資料の 「著者」すなわち責任表⽰(TR、ED、CW、PTBL内等)、注記等に記述されている⼈物、
団体等です。 また、出版者についても、必要に応じて「著者標⽬」とすることができます。典拠
リンクをオプション とする場合でも、これらは必ずALフィールドに記⼊して下さい。 伝記、記
念論⽂集の対象者は、その ⼈物が当該資料中で著作を著していればALフィールドに記⼊します
が、そうでなければALフィールド でなくSHフィールドに個⼈名件名として記⼊します。ただ
し、参照MARCのデータ上でALフィールドに 記⼊されている伝記、記念論⽂集の対象者について
は、特に削除する必要はありません。

DB編 4.4 著者標⽬形の管理
DB編 6.5 著者標⽬形の管理
DB編 表4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧

catadm (catadm@nii.ac.jp)

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html
http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.4.4.html
http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.6.5.html
http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/h4.1.3.html


オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.5  その他

C)和図書における複数出版者の記述(No.21 p.9)

 NCR87年版では、出版者は最初のものまたは顕著に表⽰されているもののうち1つを選択して
記述 するように規定してあり、2番⽬の出版者については必要があれば注記するという程度にし
か規定されて いません。⼀⽅、「⽬録情報の基準」の書誌レコード項⽬⼀覧の中では、和図書・
洋図書ともに2番⽬の 出版者の記⼊にあたっての⼊⼒レベルは「OD」であるため、和図書であっ
ても、2番⽬の出版者を「P UB」フィールドに記⼊できることになっています。この表現の相違
について、記述⽅法の統⼀を図るべ きかどうかを、〔平成元年度〕総合⽬録⼩委員会に提起し、
以下の結論を得ましたのでお知らせします。
 和図書書誌データの新規⼊⼒を⾏う場合で、出版者を2つ記⼊する⽅法を選択した場合には、
「⽬録情報 の基準」の記述⽂法に従い2番⽬の出版者も「PUB」フィールドに記⼊することとし
ます。ただし、参照MARC からの流⽤⼊⼒を⾏う場合には、この部分については修正を⾏わなく
てもよいこととします。

DB編 表4-1 図書書誌レコード項⽬⼀覧
DB編 表6-1 雑誌書誌レコード項⽬⼀覧
DB編 表10-1 図書書誌データの記述⽂法
DB編 表10-3 雑誌書誌データの記述⽂法

〔関連記事〕1.1.2E-1)〔集合書誌単位で〕出版地、出版者が異なる場合の出版事項
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ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.5  その他

D)親書誌標題中における出版者の表⽰について(No.24 p.14)

Q︓
親書誌の標題の後ろにカッコ書きで出版者を記⼊している例がいくつか⾒受けられるが、このよ
うなことは許されるのか。

A︓
TRフィールドに出版者を記⼊するのは正しい⽅法ではありません。記述⽂法に従った記述を⾏う
ようにしてください。
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ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.1   図書書誌レコード
1.1.5  その他

E)価格・⼊⼿条件データについて(No.18 p.8)

Q︓
価格/⼊⼿条件フィールドには定価を記⼊すればよいのか。

A︓
価格/⼊⼿条件データは、図書に表⽰されている定価を 記録します。〔平成元年〕4⽉1⽇からの
消費税導⼊にともない、定価は「〜円(本体 〜円、税 〜円)」 という形で表⽰されることもあり
ますがカッコの直前までを⼊⼒してください。
 また、消費税導⼊にともない、TRC/MARCのデータが変更になりました。その変更点は、これ
ま で価格/⼊⼿条件フィールドに変換していたデータが定価から本体価格になった点です。⼀⽅、
定価(税 込価格)はREMフィールドの\360:$Cという記号の後に⼊っています(図-1参照)。
TRC/MARCのデータを流⽤ ⼊⼒する場合には、価格/⼊⼿条件フィールドを訂正して利⽤するよ
うにしてください。

(図-1) 
　　┌────────────────────────────────────┐ 
　　│和図書書誌詳細表示　　(教育用) TRC　　　　　　　　　1/　　　1　　　　　 │ 
　　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│<GW0225967X> RECST:n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　　│GMD:　SMD:　YEAR:1989 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　　│ 
　　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:4793102204 PRICE:\1000　　　　　　　　　　│ 
　　│OTHN:JLA:89009909　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│TR:消費税便覧 / 大蔵省主税局税制第三課内租税法研究会編∥　　　　　　　　│ 
　　│ショウヒゼイ ベンラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│PUB:東京 : 税務研究会出版局 , 1989.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│PHYS:210p ; 21cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│NOTE:監修:野村興児　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│NOTE:『税務通信』別冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│AL:租税法研究会∥ソゼイホウ ケンキュウカイ <>　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│CLS:NDC8:345.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│SH:BSH:消費税 -- 法令//L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│REM:001:89809909\080:$G428073\100:$A19890422 1989　 JPN 1213　 \360:$C\ │ 
　　│　 1030\365:$AL$EA\551:$T*\690:$A シ\780:$A　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　│　 ゼイムケンキュウカイシュッパンキョク$　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　│　 XZeimukenky kaishuppankyoku$B270$N3912　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　└────────────────────────────────────┘
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.1  書誌データ記⼊の基準

A)雑誌⽬録システムの書誌データ記⼊について〔和雑誌〕(No.19 p.2-4)

 ⽬録所在情報サービスのうち、「和雑誌⽬録登録」業務は昭和63年1⽉より、「洋雑誌⽬録登
録」業務 は同年7⽉より、それぞれ運⽤を開始いたしました。また、同年3⽉には、ながらく暫定
処置としてきた 「⽬録情報の基準(雑誌書誌・所蔵ファイル関連分)」を正式に制定し 、現在、登
録業務の実際に関わる記 ⼊細則、具体的処理⽅法などについてまとめた「コーディングマニュア
ル」の作成に取り組んでおります。 この「コーディングマニュアル」の完成には、まだしばしの
⽇数を要する⾒込みです。
 しかしながら、すでに⼊⼒を開始している参加組織からの要望もあり、また前号でもお知らせ
した「学 術雑誌総合⽬録・和⽂編」新版編集のためのデータ調査も近づいておりますので、「コ
ーディングマニュ アル」の刊⾏に先⽴ち、和雑誌書誌データ記⼊に関する基本的な留意点につい
てとりまとめました。⼊⼒ にあたっては、以下の指針に従ってください。

　　1. 書誌レコード作成単位 
　　 
　　　　 →〔書誌レコード作成単位〕については1.2.1B)を参照のこと 
　　 
　　2. 標題 
　　　 情報源は初号の表紙です。 
　　　 初号を所蔵していない場合は入手できるものの最初の号を用いますが、このとき 
　　　 は必ず根拠とした号について注記してください。 
　　　 表紙を持たない資料については、標題紙、背、奥付、題字欄を(この優先順位で) 
　　　 情報源とし、必ず情報源とした箇所について注記してください。 
　　 
　　 
　　3. 責任表示 
　　　ア　情報源は、表紙、標題紙、背、奥付、題字欄とし、これらに表示されているも 
　　　　ののうちから最も適切な表示を選んで下さい。 
　　　イ　TRフィールドの責任表示の項には、主に、編集団体を(「～編」などの役割表 
　　　　示が表記されていれば、それと共に)記入してください。「編集者」として表示 
　　　　されていても、それが編集団体の単なる代表者である場合はこれを採用せず、 
　　　　編集団体名を記入してください。 
　　　　個人編者はTRフィールドには記入せず、NOTEフィールドに「編者表示」として 
　　　　記入してください。 
　　　ウ　責任表示の冒頭に表示されている、法人組織を表す語(「株式会社」、「社団法 
　　　　人」など)は省略してください。 
　　　　また、NCR87の14.1.5.2B に示されている「たんに編集実務を担当するその団体 
　　　　(編者)の内部組織名」の扱いについては、これを省略しないでください。 
　　　エ　責任表示のヨミは、TRフィールド中には記入しないでください。 
　　　オ　責任表示の変更があった場合には、NOTEフィールドに「責任表示変更」として 
　　　　 記入してください。 
　　　カ　TRフィールドに入れなかった個人編者、変更後の責任表示でも著者名典拠(ALフ 
　　　　 ィールド)を作成してください。 
　　　　また、ALフィールドにはヨミを必ず入れてください。 
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　　4. 出版事項 
　　　　複数の出版者が表示されている場合、顕著なもの、最初のものの順で出版者(およ 
　　　び対応する出版地)を1つだけ選択してください。 
　　　　出版年は、初号の出版(発行)年を西暦に直し、末尾にハイフンを付けて記入します。 
　　　すでに完結しているものの場合は、ハイフンのあとに続けて終号の出版(発行)年を 
　　　西暦に直したものを記入します。 
　　　　出版年データは、VLYRフィールドの年次データとまったく同一であっても省略せず 
　　　に、必ず記入してください。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.1  書誌データ記⼊の基準

B)「⽬録情報の基準」の⼀部改訂について(No.28 p.5-12)

 ⽬録システム利⽤マニュアル「データベース編」は、昨年 (1990年) にその改訂版を刊⾏いた
しました が、雑誌に関わる事項についての解説はほぼ図書に準じた形で記述されていたため、実
際の雑誌⽬録⼊⼒ 作業の「よりどころ」としては若⼲適切さを⽋く部分があったことは否めませ
んでした。
 そこで、「データベース編」の雑誌関連事項の記述内容を、雑誌の特質に則した形にするため
に総合⽬ 録⼩委員会にその改訂案を提出してきましたが、このほど〔平成2年度総合⽬録委員会
において〕以下の 改訂案が承認されましたので、その解説を施しながらここに紹介いたします。

1.〔DB編〕p.46 6.2.3「雑誌書誌レコードの作成単位」 
　┌──────────────────────────────┐ 
　│(2) 以下の場合には、それぞれ別の書誌レコードを作成する。　　│ 
　│ ア 本標題(従属標題を含む)が変遷したもの　　　　　　　　 　 │ 
　│ イ 標題が総称的で、かつ責任表示が変更したもの　　　　　　　│ 
　│ ウ 版が異なるもの　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
　│ エ 資料種別が異なるもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ オ 複製・原本代替資料　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 │ 
　│ カ 合綴誌、合刻複製版に含まれる個々の逐次刊行物　　　　　　│ 
　│ キ 独自の巻号次を持つ付録・補遺資料(別冊、増刊等)　　　　　│ 
　│ ク 並行して異なる出版者から刊行されたもの　　　　　　　　　│ 
　└──────────────────────────────┘ 
　　 
　解説 
　・アのカッコ内は以前は「部編名を含む」となっていましたが、後述「表6-1」 
　　改訂点のところでも述べますとおり、用語「部編名」を「従属標題」と改め 
　　ました。 
　・原則として責任表示の変更は誌名変遷とはみなさず別書誌レコードにもしま 
　　せんが、「研究紀要」や「Annual report」のように、責任表示抜きでは識別 
　　が困難な“総称的標題" を持つものの場合は、例外として、責任表示の変更 
　　を誌名変遷とみなして別書誌レコードとすることをイとして挿入します (従 
　　って以下番号がずれます) 。 
　・カについてはオンライン・システムニュースレターNo25 p.7でも少し触れて 
　　いますが、各々別個の複数の逐次刊行物が形態的に1冊にまとめられて刊行さ 
　　れている場合、刊行形態や総合標題のあるなしに関わらず、それぞれの逐次 
　　刊行物の単位で書誌レコードを作成します。 
　・「別冊」・「増刊」などの付録・補遺資料は、その巻次体系が本体資料の巻 
　　次体系に組み込まれている場合、本体資料の1冊として所蔵データを記入する 
　　ことができるので別書誌レコードにする必要はありませんが、本体資料の巻 
　　次体系とは別の巻次体系を持つものである場合は、同一所蔵レコード中に一 
　　緒に所蔵データを記入するのは無理があるので、本体資料とは別書誌レコー 
　　ドを作成します。〔また〕なんらかの逐次刊行物の「別冊」・「増刊」であ 
　　っても、巻次年月次を持たないものは所蔵データが記入できませんので、雑 
　　誌ファイルではなく、図書ファイルに登録してください。 
　・標題も内容も同一ながら、別の出版者から並行して刊行されているものにつ 
　　いてはその同定の面からも、オンライン・システムニュースレター・5 p.5の 
　　図書集合書誌単位での扱いに準じ、各々別書誌とします。統計資料等の大蔵 
　　省印刷局刊公文書と「○○」統計協会刊市販本などがこのケースに相当します。
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〔関連記事〕1.1.2 E-1)〔集合書誌単位で〕出版地、出版者が異なる場合の出版事項
      1.2.8 逐次刊⾏物複製版の取り扱いについて

2.〔DB編〕p.46 6.2.3「書誌構造の表現」 
 ┌─────────────────────────────────────┐ 
 │(2) 階層関係は、逐次刊行物書誌単位のレコードのTRフィールドに、本標題の共通│ 
 │ 標題と従属標題として記入することを原則とする。　　　　　　　 　　　　　　│ 
 └─────────────────────────────────────┘ 
　　 
　解説 
　・雑誌書誌レコードの場合、「親書誌」に相当するものの標題と「子書誌」に相当する 
　　標題とが、同一主情報源上に表示されている場合は、「親書誌」に相当するものを 
　　「共通標題」とし、「子書誌」に相当するものを「従属標題」とし、共にTRフィール 
　　ドに記入することを原則とします。「子書誌」の標題が「固有の標題」に該当するか 
　　否かは問いません。 
　　 (例1)　TR: 埼玉大学紀要. 社会科学篇 (以下省略)  
　　 (例2)　TR: 国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル　(以下省略)  
　・「親書誌」に相当する標題が「子書誌」に相当する標題の表示された主情報源とは別 
　　の箇所にしか表示されていなかったり、「親書誌」に相当する標題が表示されたりさ 
　　れなかったり、あるいは、「親書誌」に相当する標題の表記が号によってまちまちで 
　　あったりして、これを「子書誌」に相当する標題と共にTRフィールドに記入すること 
　　がふさわしくない場合には、現「データベース編」にあるとおり、VTフィールドに 
　　「種類コード」PT(親書誌標題)として記入してください。 
　　 (例3) TR: 数字でみる環境 (以下省略)  
　　　　　　VT:PT: 環境科学研究所資料 (以下省略) ←表紙にはなく奥付にのみ表示 
 
3.〔DB編〕p.47 6.3.2「所蔵レコードとの関係」 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│ 記述対象資料の所蔵状況の記録は、対応する書誌レコード毎に行う。　　　 　　　│ 
　│ 書誌レコードには総合目録として共有すべき書誌情報を記録するのに対して、所蔵 │ 
　│レコードには、所蔵年次データ、所蔵巻次データや、各参加組織独自の標目、等のロ│ 
　│ーカルな情報を記録する。　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────────┘ 
　　 
　解説 
　・雑誌の所蔵レコードは、図書の場合とは異なり、書誌レコードとのリンクを形成する 
　　だけでは用をなさず、所蔵年次データと所蔵巻次データの記入が必須となります。 
　　現在、所蔵年次データと所蔵巻次データの存在チェックを行っていますので、これら 
　　を記入せずにSAVEしようとしてもエラーになってしまいます。 
 
4.〔DB編〕p.47 6.5「著者標目形の管理」 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│　( 終行) ALフィールドは、複数存在する場合があり、また追加されうる。　 　　│ 
　└──────────────────────────────────────┘ 
　解説 
　・継続的に刊行される逐次刊行物においては責任表示の変更も往々にしてあります。 
　　その場合、ALフィールドは初号においての責任表示についてのみ作成するのではなく、 
　　変更後の責任表示についても作成してください。 
 
5.〔DB編〕p.50　表6-1「雑誌書誌レコード項目一覧」 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│　 │　│　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　 
　│　 ├─┼─────────────────┬─── 　 　　　　　　　　　　 │ 
　│　 │記│標題及び責任表示に関する事項(TR)　│　　　　　 　　　　　　　　　　│ 
　│　 │述│　┌───────────────┼───　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　 │ブ│　│本標題　　　　　　 　　　　　 │ 　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　 │ロ│　│　┌─────────────┼───　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　 │ッ│　│　│共通標題　　　　　　　　　│　 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 　│ク│　│　├─────────────┼─── 　　　　　　　　　　　　│ 
　│　 │　│　│　│従属標題　　　　　　　　　│　 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　 └─┴─┴─┴─────────────┴───　　　　　　　　　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────────┘ 
　　 
　解説 
　・「子書誌」に相当する標題部分に対して「部編名」という名称を使用していましたが、 
　　「部編名」という名称がふさわしくないような「固有の標題」を持つものも存在しま 
　　すので「従属標題」という名称に改めました。これに対して「親書誌」にあたる標題を 
　　「共通標題」という名称にしました。 
　・「共通標題」は「従属標題」に対立するものとして想定したものですが、本標題は必ず 
　　しもこの2者から構成されているとは限らず、単一の標題から構成されている場合もあ 
　　ります。その場合には単一の標題は共通標題とみなします。 
　・「第2次」や「New series」など、逐次刊行物全体に関わる番号付けは、「部編名」とし 
　　て「従属標題」の概念に含まれるものとみなしてください (従って、これらの番号付け 
　　の変更は誌名変遷とみなすことになります) 。 
 
6.〔DB編〕p.83　表10-3「雑誌書誌データの記述文法」 その1 
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃┃　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃┣━━━━━━━━━━━┿━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ 
┃┃　標題及び責任表示に　│N │ 1　本標題が共通標題と従属標題(部編記号、部編名)から構成　　　┃ 
┃┃　関する事項(TR)　　　│　│　されている場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃┃　┌─────────┴─┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃┃　│　　　　　　┌───────────────────────────────────┐┃ 
┃┃　│　　　　　　│　　　　　　　┌───────────────┐　　　　　　　　　　　│┃ 
┃┃　│┌────┐│　　┌──┐　│　┌────┐　　　┌──┐　│　　┌───┐　　　　│┃ 
┃┃　││共通標題├┴┬─┤.△ ├─┴─┤部編記号├─┬─┤,△ ├─┴──┤部編名├─┬─┬┴┃ 
┃┃　│└────┘　│　└──┘　　　└────┘　│　└──┘　　　　└───┘　│　│　┃ 
┃┃　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　└───────────────┘　│　┃ 
┃┃　│　　　　　　　└─────────────────────────────────┘　┃ 
┃┃　│　　　　　　　　　　　　　　　　└─────────従　属　標　題─────────┘┃ 
┃┃　├───────────────────────────────────────────┨ 
┃　　 *　以下番号がずれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

　　解説 
　・本標題が共通標題と従属標題から構成されている場合の記述文法が明示されていなか 
　　ったのでここに示します。 
 
6.〔DB編〕p.85　表10-3「雑誌書誌データの記述文法」 その2 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃┃　　　　　　　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃┣━━━━━━━━━━━┿━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃┃　巻次・年月次に関する│N │ 1　巻次・年月次表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃┃　事項(VLYR)　　　　　│　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃┃┌──────────┴─┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃┃│　┌─────────────────┐　　　┌──────────────────┐　┃ 
┃┃│　│┌───┐　　　　┌───┐　　　│　　　│┌───┐　　　　┌───┐　　　　│　┃ 
┃┃│　││初号の│┌──┐│初号の│┌─┐│┌─┐││終号の│┌──┐│終号の│┌─┐　│　┃ 
┃┃│─┴┤　　　├┤△ (├┤　　　├┤) ├┴┤- ├┴┤　　　├┤△ (├┤　　　├┤) ├─┴─┃ 
┃┃│　　│　巻次│└──┘│年月次│└─┘　└─┘　│巻次　│└──┘│年月次│└─┘　　　┃ 
┃┃│　　└───┘　　　　└───┘　　　　　　　　└───┘　　　　└───┘　　　　　　┃ 
┃┃├────────────────────────────────────────────┨ 
┃┃│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛　　 

　　　　 
　解説 
　・正書法においては一組の括弧の前後にはスペースを1つずつ置くことが原則となってい 
　　ますが、初号年月次のあとの終わり丸括弧のあとにスペースを置くと、データが分断 
　　されて見えてしまいます。 
　　NCR87第2刷以降ではこの正書法にしたがっていますがISDSやAACR2では、括弧に関 
　　する正書法は前後にスペースを1つずつ置くこと、としているにも関わらず、実例にお 
　　いては終わり丸括弧のあとのスペースは省略しています。総合目録データベースにおい 
　　てはこの現状をも考慮し、和雑誌ファイル・洋雑誌ファイルとも、終わり丸括弧のあと 
　　のスペースを省略した上記文法で記述することにします。ただし、このフィールドは 
　　検索対象になってはいませんし、スペースの数や配置が上記文法に則していなくても誤 
　　りとはしませんので、既存データをことさらに、上記文法どおりに修正する必要はあり 
　　ません。 
　・VLYRフィールドの記述に則って記入する所蔵レコードにおいては、所蔵巻次のみならず 
　　所蔵年次も必須データですので、VLYRフィールドにおいても巻次データと年月次データ 
　　は必ず一緒に記入してください。したがって巻次表示がなく年月次表示しかない場合は、 
　　年月次を巻次データとしても記入し、年月次表示がなく巻次表示しかない場合は例外措 
　　置として出版日付を代用記入してください。年月次表示の代用物となりえるものも見つ 
　　からない場合に限り、年月次を記入しないでかまいませんが、所蔵年次データ記入時の 
　　手掛りとして推定される数値をNOTEフィールドに注記するようにしてください。 
　・1号だけしか刊行されなかったものの場合、その号を初号であり終号でもあるとみなしま 
　　すので、この号の巻次年月次を2つ記入してあいだをハイフンで結ぶ形にします。 
 
6.〔DB編〕p.85　表10-3「雑誌書誌データの記述文法」 その2補足 
　　表10-3「雑誌書誌データの記述文法」の“巻次・年月次に関する事項" のイ、ウとして 
　　別形式の巻次・年月次表示がある場合と巻次変更がある場合の文法が示されていますが、 
　　より把握しやすいように書き換えたものを以下に示します(単に表現を変えただけで、 
　　文法自体の変更ではありません)。 
　　 
　イ　別形式の巻次表示がある場合 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　┌─┐　　┌───┐　　┌─┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃─┤A ├─┬┤△=△ ├──┤A'├┬──　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　└─┘　│└───┘　　└─┘│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　└──────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　(例) 1巻1号 (1961. 1)-29巻8号 (1990. 8) = 通号1号 (1961. 1)-　　　　　　　┃ 
┃　　通号344号 (1990)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 



 　解説 
　・Aは優先採用される形式によって表現した巻次年月次、A'はAと同一の冊子群をを優先順 
　　位が劣る巻次表示形式によって表現したもの。 
　・ちなみに巻次表示形式が複数存在した場合の優先順位は以下のとおりです(各項の左側 
　　に示したものが優先されます)。 
　　　(1) その逐次刊行物固有の巻次表示 ＞ 他の逐次刊行物と共有する巻次表示 
　　　(2) 変遷後に付与された巻次表示 ＞ 変遷前誌から引き継いだ巻次表示 
　　　(3) 2階層の巻次表示(巻+号など) ＞ 1階層の巻次表示(通号など) 
　・このように複数の巻次表示形式をVLYRフィールドに併記できるのは、これら複数巻次表 
　　示形式が一貫して表示されている場合だけです。途中から表示されるようになったもの 
　　や、逆に途中から表示されなくなったものについてはこの形では記入できません。途中 
　　で出現・消滅する巻次表示形式が、優先順位の劣るものである場合には全く無視するか 
　　注記するにとどめ、より高い優先順位のものである場合にはこの時点で巻次変更が起こ 
　　ったものとみなします。 
　・複数の年月次表示形式が存在しても、これらを特に記録する必要はありません。 
　　 
 ウ 巻次変更がある場合 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　┌─┐　　┌───┐　　┌─┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　│A ├─┬┤△;△ ├──┤B ├┬─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　└─┘　│└───┘　　└─┘│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　└──────────┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　(例) 1集 (1970. 1)-12号 (1970. 12) ; 2巻1号 (1971. 1)-　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

　　 
 　解説 
　・Aは巻次変更発生以前の冊子群の巻次年月次、Bは巻次変更発生以後の冊子群の巻次年 
　　月次。 
　・以下のような場合を巻次変更とみなします。 
　　　(1) 従来の巻次表示形式よりも優先順位が上位の巻次表示形式が出現した場合 
　　　(2) 複数存在した巻次表示形式のうち、当初採用した巻次表示形式が表示されなく 
　　　　　なったために、優先順位がより下位だった巻次表示形式を繰り上げ採用する場合 
　　　(3) 巻次の数値が後退したり、反復したり、極端に飛躍する場合 (単なる誤植を除く)  
　 以下のような場合は巻次変更とはみなしません。 
　・ 「号」、「輯」などの呼称や、巻次体系の階層が変化する(3号の次に4巻1号が来る場合 
 　 など)が、巻次の数値が一貫している場合 
　・他の逐次刊行物と巻次体系を共有しているために、その逐次刊行物としての巻次がとび 
 　 とびになる場合 
　・単なる誤植のために巻次の数値が後退したり、反復したり、飛躍する場合 
　・標題に「第2次」や「New series」など、逐次刊行物全体に関わる番号付けが加わった 
　　のを機に巻次がふりだしに戻った場合 (別書誌レコードの扱いになります)  
　・1号だけで以後巻次変更したものの場合、その号をその巻次体系下での 初号であり  
　　終号でもあるとみなし、この号の巻次年月次を2つ記入してあいだをハイフンで結ぶ形 
　　にします。 
　・年月次のみの表示形式の変更を特に記録する必要はありません。 
 
　エ 別形式の巻次表示と巻次変更を同時に表現する場合 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　┌───────────┐　　　　　　　　┌───────────┐　┃ 
┃　┌─┐│　　┌───┐┌─┐　│┌───┐┌─┐│　　┌───┐┌─┐　│　┃ 
┃─┤A ├┴─┬┤△=△ ├┤A'├┬┴┤△;△ ├┤B ├┴─┬┤△=△ ├┤B'├┬┴─┃ 
┃　└─┘　　│└───┘└─┘│　└───┘└─┘　　│└───┘└─┘│　　┃ 
┃　　　　　　└────────┘　　　　　　　　　　　└────────┘　　┃ 
┃　(例) Vol. 1, no. 1 (Jan. 1980)-vol. 2, no. 12 (Dec. 1981) = No. 1 (Jan. 198 ┃ 
┃　　　0)-no. 24 (Dec. 1981) ; Vol. 1, no. 1 (Jan. 1982)- = No. 25 (Jan. 1982)-┃ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛　　 

　 解説 
　・Aは優先採用される巻次表示形式に巻次変更が発生するまでの冊子群を、その形式によ 
　　って表現した巻次年月次、A'はAと同一の冊子群を優先順位が劣る巻次表示によって表 
　　現したもの。Bは巻次変更発生以後の冊子群を優先採用される形式によって表現した巻 
　　次年月次、B'はBと同一の冊子群を優先順位が劣る巻次表示形式によって表現したもの。 
　・当初優先採用した巻次表示形式に巻次変更が発生したが優先順位が劣る巻次表示形式は 
　　その前後でも一貫して表示されている場合、当初優先採用した巻次表示形式の巻次変更 
　　に合わせていったん区切り、巻次変更の表現を記入したのちに以降の分を改めて記入し 
　　ます。 
　　上記文法においてはAと A'、BとB'とはそれぞれ対応がとれている必要があります。 
　・巻次変更の事実の記入は必須ですが、別形式の巻次表示の記入については選択可能です。 
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.2  和雑誌と洋雑誌

A)和⽂誌から欧⽂誌に変わった書誌の扱い(No. 22 p.14)

 最近、誌名が和⽂であったものが欧⽂に変わったり、本⽂⾃体も和⽂欧⽂混在や欧⽂のみにな
ったりす る例が多々⾒られます。その際、和雑誌ファイル、洋雑誌ファイルのいずれに登録する
かは、「データベ ース編」の和洋の区分の条項によって判断します。例えば和雑誌ファイルにデ
ータが存在していた場合で 今回、上記のような変遷が⽣じ、誌名や内容から⾒て洋雑誌とする⽅
がふさわしいと判断されるようなも のは、洋雑誌ファイルに登録するようにします。このため、
変遷関係にある書誌が2つのファイルに分か れてできるようになりますが、これらに対する相互
参照は変遷マップによって⾏います。

DB編 2.2.1 ファイルの区分

〔関連記事〕1.0.5  和資料と洋資料の区分について
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ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.2  雑誌書誌レコード
1.2.2 和雑誌と洋雑誌

B)並列的に刊⾏された和⽂誌と欧⽂誌(No.50 p.3)

Q︓
 分冊刊⾏の雑誌で、Vol.20,no.1はタイトルの表記、内容ともに⽇本語、no.2は英語 というよ
うに並列的に刊⾏されている。no.2のみを所蔵しているが別書誌としてそれぞれ登録できる か。

A︓
 各々が並列的に刊⾏されているのであれば別⾔語による異版書誌として別書誌を作成すること
ができ ます。その場合、⽇本語のものは和雑誌書誌ファイルに、英語のものは洋雑誌書誌ファイ
ルに登録します。 刊⾏形態や巻次共有のことについては、NOTEフィールドに注記して下さい。
 また、Vol.20,no.2が英⽂誌としての初号の場合、VLYRの記述は以下のようになります。

　　　　　 VLYR:Vol. 20, no. 2 (Dec. 1990)- 

 No.2のみを所蔵している場合、所蔵データは号レベルにおいて⽋号があることになりますが、
他の 雑誌と巻次を共有している場合の所蔵データの書き⽅の原則に従い、以下のように記⼊する
ことができま す。

           HLVR:1990-1991  
           HLV:20-21

〔関連記事〕1.2.6F)・独⾃の巻号を持たない部編誌の所蔵情報の記述
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.3  書誌作成単位

A)分冊として刊⾏される各逐次刊⾏物の書誌単位について(No.38 p.32)

 〔平成4年度第3回総合⽬録⼩委員会での審議の結果〕各分冊が独⾃の巻号づけを持たず、分冊
ごとに 主題の表⽰がある場合には、その主題表⽰を部編名として扱い個別の書誌を作成すること
が妥当とみなせ る場合が多いですが、これを⼀般原則とすることはせず、個別の案件ごとに対応
することとなりました。 また、索引等については、独⾃の巻号付けがある場合には別書誌としま
すが、そうでない場合には別書誌 とはしないこととなりました。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.3  書誌作成単位

B)雑誌の⽬録及び索引が本誌とは別の出版者から出版されている場合(No. 22
p.14)

 ⽬録及び索引等が本体の逐次刊⾏物とは別の出版者から発⾏されている場合、それらが独⾃の
巻号を持 って継続的に刊⾏されているならば、別の書誌レコードとします。独⾃の巻号を持って
いないならば、別 書誌レコードとせず、本体の書誌レコードに、それらが別の出版者から出版さ
れている旨、注記します。
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ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.3  書誌作成単位

C)洋雑誌の誌名変遷について(No.37 p.12-16)

 平成3年度第5回総合⽬録⼩委員会において決定されましたAACR2 1988 revision(英⽶⽬録規
則 第2版1988修正版)〔以下AACR2R〕および対応するLCRI(⽶国議会図書館〔⽬録規則〕適⽤解
釈)における誌名変更にかかわる条項の採否についてご報告いたします。各条項番号およびその採
否につ いては以下のとおりです。

 (表1) 
　┌─────┬──────────┬─────┬────────────┬──────┐ 
　│条項番号　│　 内容　　 　　　　│採否レベル│ 　 修正・注釈内容　　　│ 遡及的適用 │ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│AACR2R 　 │語の表現における変更│ 　　　　 │　　 　　　　　 　　　　│　　　　　　│ 
　│21.2A1.a　│はタイトルの変更とは│　採用　　│　　─────── 　　 │ 適用しない │ 
　│　　　 　 │みなさない。　　 　 │　　　　　│　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│LCRI　　　│語の表現の変更例　　│　採用 　 │　　─────── 　　 │ 適用しない │ 
　│21.2A1.a　│　　　　　　　　　　│　　　 　 │　 　　　　　　　　　　 │　　　　　　│ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│AACR2R 　 │冒頭の5語以降での変 │　　　　　│　冒頭5語以降における変 │　　 　　　 │ 
　│21.2A1.b　│更はタイトルの変更と│ 　　　　 │ 更の場合、書誌の同定・ │　　 　　 　│ 
　│　　　　　│はみなさない。ただし│ 修正採用 │ 運用上特に必要と認めら │ 適用する 　│ 
　│　　　　　│意味内容・主題が変化│ 　　　　 │ れる場合には、タイトル │　　 　　　 │ 
　│　　　　　│する場合を除く。　　│ 　　　　 │ の変更とみなす。　 　　│　 　　　 　│ 
　│　　　　　│　　　　　　　　　　│　 　　 　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　│ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│LCRI　　　│年代・数を示す指示子│　　　　　│　　　 　　　　 　　　　│　　　　　　│ 
　│21.2A1.b　│の変更はタイトルの変│　採用 　 │　　─────── 　　 │ 適用する　 │ 
　│　　　 　 │更とはみなさない。　│　　　　　│　　 　　　　 　　　　　│　　　　 　 │ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│AACR2R 　 │タイトル末尾における│ 　　　　 │　ただし、発行者の名称変│　　　 　　 │ 
　│21.2A1.c　│発行者名称の付加・削│　採用 　 │　更に伴う付加・削除の場│ 適用しない │ 
　│　　　 　 │除はタイトル変更とは│ 　　 　　│　合、適用しない。　 　 │　 　　　　 │ 
　│　　　　　│みなさない。　　 　 │　　　　　│ 　　　　　　　　　　　 │　　　　　　│ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│LCRI　　　│発行者名称の形(form)│　　　　　│　　　　　 　　　　 　　│　　　　　　│ 
　│21.2A1.c　│の変更はタイトル変更│　採用 　 │　　─────── 　　 │ 適用しない │ 
　│　　　 　 │とはみなさない。　　│　　　　　│　 　　　　 　　　　　　│　　　　　　│ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│AACR2R 　 │区切り記号の変更はタ│ 　　　　 │　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　│21.2A1.d　│イトル変更とはみなさ│　採用 　 │　　─────── 　　 │ 適用する　 │ 
　│　　　　　│ない。　　　　　　　│　　　　　│ 　　　 　　　　　　　　│　　　　　　│ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│LCRI　　　│複数の異なるタイトル│ 　　　　 │　ただし、階層構造になっ│　　　 　　 │ 
　│21.2c　　 │が規則的パタンに従っ│ 　　　　 │　ている場合は除く。　　│　　 　　　 │ 
　│　　　 　 │て使用されている場合│　採用 　 │ 　　　 　　　　　　　　│ 適用する　 │ 
　│　　　　　│タイトル変更とはみな│ 　　　　 │　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　│　　　　　│さない。　　　 　　 │　　　　　│　　　　 　　　　　　　 │　　　　　　│ 
　│　　　　　├　─　─　─　─　─┼　─　─　┼　─　─　─　─　─　─┼　─　─　─┤ 
　│　　　　　│各号のテキストの言語│ 　　　　 │　ただし、この適用はその│　　　 　　 │ 
　│　　　　　│に従ってタイトルの言│ 　　　　 │　変化が不安定とみなせる│　　　 　　 │ 
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　│　　　　　│語が変化する場合タイ│　採用 　 │　場合に限る。　　 　　 │ 適用する　 │ 
　│　　　　　│トル変更とはみなさな│ 　　　　 │　　　 　　　　 　　　　│　　　　　　│ 
　│　　　　　│い。　　　　 　　　 │　　　　　│　　 　　　　　　　　　 │　　　　　　│ 
　│　　　　　├　─　─　─　─　─┼　─　─　┼　─　─　─　─　─　─┼　─　─　─┤ 
　│　　　 　 │並列標題の順序変更・│ 　　　　 │　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　│　　　　　│追加はタイトル変更と│　採用 　 │　　─────── 　　 │ 適用する　 │ 
　│　　　　　│はみなさない。　　　│　　　　　│　 　　　　 　　　　　　│　　　　　　│ 
　├─────┼──────────┼─────┼────────────┼──────┤ 
　│センター案│レイアウトの変更に伴│ 　　　　 │　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　│　　　　　│い、顕著に表示されて│ 　　　　 │　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　│　　　　　│いるタイトルが入れ替│　採用 　 │　和・洋共に適用　 　 　│ 適用しない │ 
　│　　　　　│わった場合タイトル変│ 　　　　 │　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　│　　　 　 │更とはみなさない。　│　　　　　│　　 　　　　 　　　　　│　　　　　　│ 
　└─────┴──────────┴─────┴────────────┴──────┘ 
　　 
 1988修正版〔AACR2R〕の日本語版が刊行されていないことを考慮し、以下にAACR〔2R〕各 
条項の全文(訳)を掲載いたします。 
 
　○　21.2 『本標題の変更』 
　　　21.2A 『定義』 
　　　21.2A1 
　　 『一般的に、冠詞、前置詞、接続詞以外の何らかの語が付加、削除もしくは変更されるか、 
　　あるいは冒頭の5語(タイトルが冠詞で始まっていた場合には冒頭の6語)の順序に変更があった 
　　場合、本タイトルが変更したとみなす。 
　　しかしながら、一般的に以下のような場合には本タイトルが変更したとはみなさない。 
　　 a)1語もしくは複数の語の表現に変更が生じた場合(例;略語もしくは記号 vs.展開形、単数形 
　　　vs.複数形、スペルの異同)  
　　 b)冒頭の5語(タイトルが冠詞で始まっていた場合には冒頭の6語)の後に、付加、削除、変更 
　　 が生じるものの、タイトルの意味内容が変化せず、異なった主題事項を指し示すこともない場 
　　 合。 
　　 c)変化がタイトルの末尾における発行者の名称の付加もしくは削除(何らかの文法的結合)のみ 
　　 であった場合。 
　　 d)変化が、区切り記号の付加、削除、変更のみであった場合。 
 
　　 疑わしい場合は、本タイトルが変更したものとみなす。 
　　 本タイトルの変更を構成するものとはみなされないこれらの変化は、適当と判断されるなら 
　　 注記する。また、アクセスに必要と考えられる何らかの異形のもとでの副出記入を作成する。』

 ここで、21.2A1 b)に対しては、「冒頭5語以降における変更の場合、書誌の同定・運⽤上特
に必要と認められる場合には、タイトルの変更とみなす。」という条件を加えた形で採⽤になり
ました。 これによって、特にタイトルの意味内容が変化、あるいは異なった主題事項を指し⽰す
こともないと考え られる、冒頭5語以降における従属標題部に対する語の付加、削除、変更の場
合においても従来のNCと の運⽤との整合性を保つ等の理由で必要ならば、誌名変更とみなすこと
が可能となります。
(New series1 → New Series2 のような場合)
 また、21.2A1 c)では、変化が発⾏者の名称の付加もしくは削除のみであった場合、本タイト
ルの変更とはみなさないとありますが、それと同時に発⾏者の名称⾃体が変更を被った場合には
この条項 は適⽤されませんのでご注意ください。(逆にいうと発⾏者の名称が⼀貫している場合に
限り、この条項 は適⽤されます)

　以上のAACR2〔R〕各条項の適用にあたっての対応するLCRIの条文は以下のとおりです。 
　　ア　21.2A1 a) 
　　　21.2A1.aを適用する際には、例文として明示的に記述されているものに加えて、少なくとも 
　　　以下のケースが含まれる。 
　　　 ・アラビア数字　VS.　ローマ数字 
　　　 ・ハイフンで結ばれた語　VS.　結ばれていない語 
　　　 ・区切り記号(separating punctuation) 付きのイニシアル語、文字　VS.　付いていないもの 
　　　 ・数字もしくは日付 VS. スペルアウトされた形 
　　　 ・ある綴り方　VS.　別の綴り方:この基準は通常の正書法上のヴァリエーションのケース及 
　　　 び公式の正書法が変化したケース双方に適用される。 
　　　 ・ハイフンで結ばれていようといまいと1語の複合語(one-word compounds)　VS.　2語の複 
　　　 合語(two-word compounds)  
　　　 ・記号(signs and symbols;"&" 等)　VS.　スペルアウトされた形 
　　イ　21.2A1 b) 
　　　21.2A1.bを適用する際には、タイトルにリンクされる年代もしくは数を示す指示子 
　　 ( 例;"for the year ending June 30"もしくは "for the fiscal year") の付加・変更・ 
　　　欠落は(冒頭の5語内であっても)本タイトルの変更とはみなさない。しかし、この場合、 
　　　異形に対して副出記入を作成する。 
　　ウ　21.2A1 c) 
　　　21.2A1.cを適用する際には、タイトルの末尾における発行者もしくはそのヒエラルキーの 
　　　構成部分の名称が一つの形から別の形へ変わったときには本タイトルの変更とはみなさない 



　　 (例; イニシアル形からスペルアウトされた形へ、より長い形から短い形へ) 
　　 
　次に、表1におけるLCRI.21.2Cの内容は以下のとおりです。 
　　ア　不安定な誌名(Fluctuating Titles of Serials)  
　　 ある雑誌が、規則的なパターンに従って、2つあるいはそれ以上のタイトルを使用している場 
　　 合、あるいは、ある雑誌のある号のテキストの言語に従ってタイトルの言語が変化する場合、 
　　 古号のタイトルを本タイトルとし、他のタイトルはタイトルの変動の説明とともに、注記 
　　 へまわす。 
　 イ　誌名の順序の変更(Changes in Order of Serial Title)  
　　　以下の場合には、本タイトル( 古号から選択)が変更したとはみなさない。 
　　　1)より新しい号において、 古号とは異なった順序で複数の言語によるタイトルが現れた 
　　　　とき 
　　　2)より新しい号において 古号には現れていなかった並列タイトルが現れた場合 
 
　以下の規定は学術情報センター独自のものです。 
　　　『主情報源上のレイアウトの変更に伴い、より顕著に表示されている標題に変更が生じた 
　　　場合においても、従来本標題として採用していた標題が主情報源上に表示されている限り、 
　　　誌名変遷とはみなさない。』 
　この規定は和・洋共に適用いたしますのでご注意ください。

以上の条項の適⽤に際して、疑問等がある場合は、情報源コピーと共に雑誌⽬録情報係までお問
い合わ せください。
 また、以上の条項を遡及的に適⽤した場合、誌名変更とはみなせなくなった書誌群について
は、以下の 処置を取ってくださるようお願いいたします。
(従来、標題関連情報の変更のみで別書誌を作成しているケースが多くみられますが、その場合も
同様の 処置をお願いいたします。)

　ア　その書誌群に対する所蔵がある場合、所蔵データを書誌群中の もIDの小さい書誌に対して付け 
　　替えてください。また、その書誌に対して必要な修正作業を行ってください。 
　イ　変遷注記用データシート上で、変遷マップに対して必要な修正を行い、情報源コピーと共に雑誌目 
　　録情報係までご送付ください。
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.2  雑誌書誌レコード
1.2.3 書誌作成単位

D)休刊の取り扱い(No.50 p.3)

Q︓
 雑誌に休刊という旨の記載があったが、廃刊とみなしてVLYR等を修正してもよいか。

A︓
 実質的な廃刊である場合は、終号であるとみなして書誌修正を⾏って下さい。（PSTAT、
YEAR、VLYR、PUBフィールド等）その後復刊した場合には、再度書誌修正を⾏い、休刊の期間
等につ いては注記します。
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ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.4  情報源

A)製本⽤標題紙

A-1)製本⽤標題紙の情報源としての優先順位について(No.38 p.32)

 〔平成4年度第3回総合⽬録⼩委員会での審議の結果〕雑誌の主情報源は原則的に初号の標題紙
である ので、初号に標題紙がある限りは初号により、ない場合は製本⽤標題紙を他の情報源より
優先することと なりました。また、初号の標題紙がある場合の製本⽤標題紙はVTに記⼊すること
となりました。
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ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.4  情報源

A)製本⽤標題紙

A-2)製本⽤標題紙の取り扱いについて(No.46 p.7)

Q︓
ニュースレターNo.38 に掲載された決定事項に従うと、初号が標題紙がなく表紙しかない資料の
場合、製本⽤標題紙によってTRを修正する必要があるのか。

A︓
この条項は⾮常に古い書誌群を対象に検討してきたものですので、新しい書誌群にこの条項を適
⽤することは運⽤上問題があります。
 したがって、初号の主情報源(標題紙・表紙等)が確認できる書誌については、初号の主情報源
を製本 ⽤標題紙より優先させます。製本⽤標題紙に記載されたタイトルについては、必要があれ
ばNOTEに注 記し、VT:OH: として記述してください。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.4  情報源

B)情報源によって責任表⽰が異なる時の選択基準(No.22 p.15)

 責任表⽰が情報源によって異なる場合、特に団体名の下部組織の表現⽅法が異なっている場合
は、原則 として記述が最も詳細なものを選択するようにして下さい。ただし、この記述は、初号
もしくは所蔵最初 号によりますので、そこに表⽰されていない形を、補記して記述するようなこ
とを⾏ってはいけません。
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ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.5  各種標題の記録⽅法

A)並列標題の扱い(No.22 p.15)

 情報源上にある異⾔語標題であっても、本標題に全く対応していないものの場合には、並列標
題とはし ません。それらは標題関連情報または異誌名とします。
 また、並列標題に相当すると考えられるが、語句に若⼲の相違が⾒られる等、本標題と完全に
は⾔語的 な対応がとれていないものについては、これを並列標題とするか異誌名とするかは、そ
れぞれ⽬録担当者 が判断してください。
 さらに、ローマ字表現の標題については、ローマ字表現が⽇本語の表現⽅法の⼀形態と考えら
れること から、別⾔語・別⽂字による表現とはみなさず、標題関連情報として扱うこととしま
す。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.5  各種標題の記録⽅法

B)裏表紙標題の扱い(No.22 p.15)

 原則として裏表紙の標題は異誌名(裏表紙標題:BC)ですが、内容が和洋2部構成で表表紙、裏表
紙 がそれぞれの部の表紙に相当する場合は、双⽅を表紙と⾒なして、和⽂タイトルを本標題、欧
⽂タイトル を並列標題とします。ただし、2部構成であっても、⼀⽅がもう⼀⽅の単なる要約に
すぎない場合には、 原著の部の表紙のみを表紙として扱い、ここに表⽰されているものを本標題
とし、他⽅を異誌名とします。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.5  各種標題の記録⽅法

C)初号(記述の根拠とした号)以降に現れた標題の記録⽅法(No.33 p.10-12)

Q︓
洋雑誌で、記述の根拠とした号よりも後の号の表紙に、標題紙とは異なる標題が現れた。しか
し、標題紙の 標題は以前のままである。表紙の標題はどのフィールドに、どのような形で記録す
ればよいのか。

洋雑誌の場合

   記述の根拠とした号      それ以降の号

A︓
TRフィールドに記録しなかった標題(以下、「その他の標題」)はVTフィールドに記録します。
 VTフィールドにおいては、標題の種類を⽰すコードと共にその他の標題を記録します。その
際、コー ドの与え⽅が以下の2つの場合で異なりますので注意する必要があります。

ア　その他の標題が初号もしくは記述の根拠とした号に表示されている場合 
　　 その他の標題の表示箇所にかかわる標題の種類コードと共に記録します。 
　　　 
　　例.(洋雑誌の場合) 
　　　　TR:Fodor's New Mexico  
　　　　VT:CV:New Mexico--Santa Fe, Taos and Albuquerque 
　　　　(和雑誌の場合) 
　　　　TR:Lumiere = 季刊映画リュミエール∥Lumiere = キカン エイガ リュミエール 
　　　　VT:CL:季刊リュミエール∥キカン リュミエール 
　　(CV,CLはそれぞれ表紙、奥付に表示されている標題に対するコード) 
　　 
イ　その他の標題が記述の根拠とした号以降の号に表示されている場合 
　　　その他の標題の表示箇所にかかわらず、コード=OHと共に記録します。 
　　標題の表示箇所にかかわるコードは使用できません。 
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　　　また、その標題が表示されていた巻号、およびそこでの表示箇所についての説明をNOTE 
　　フィールドに記入します。 
　　 
　　例.(洋雑誌の場合) 
　　　　　TR:海洋科学 / 海洋出版∥カイヨウ カガク 
　　　　　VT:OH:Marine sciences, monthly 
　　　　　NOTE:Vol.20,no.12(1988.12)の並列標題: Marine sciences, monthly 
　　　　　(後から現れた並列標題をTRフィールド中に記入することはできません) 
　　　(和雑誌の場合) 
　　　　　TR:神戸英米論叢 / 神戸英米学会∥コウベ エイベイ ロンソウ  
　　　　　VT:OH:Kobe studies in English  
　　　　　NOTE:2号(1988.8)の裏表紙標題: Kobe studies in English  
　　　　　(OHではなく、裏表紙に表示されている標題に対するコードであるBC 
　　　　　を使用するのは誤りです) 
　　 
　　そこで、質問のケースの場合は、上記イに該当しますので、例えば以下のようにVTフィールド 
　　にコード=OHと共に記録することになります。 
　　 
　　 VT:OH:Report of the Film Classification  
　　 NOTE:Cover title: Report of the Film Classification,no.7(1980)- 

 このケースは標題の変更にはならないことに注意して下さい。これは、洋雑誌では標題紙がタ
イトルの 情報源として最も優先順位が⾼く(和雑誌は表紙)、そこに表⽰されている標題が⼀貫し
ているためです。  同様の理由により、洋雑誌においては標題紙標題を⽰すコードであるTTは使
⽤することはできません。 標題紙に表⽰されている標題はTRフィールドに記録することになりま
す。逆に、和雑誌においては、表 紙標題を⽰すコードであるCVは使⽤することはできません。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.5  各種標題の記録⽅法

D)キータイトルの記録⽅法(No.33 p.13)

Q︓ 
洋雑誌で、LC/MARCより流⽤⼊⼒を⾏う際、VT:AB、VT:KTに続けて表⽰されている標題は何な
の か。本標題と⼀致していることもあり、そうでないこともあるが、⼀致している場合、削除す
る必要があるのか。

A︓
これらの標題は、ISDS(国際逐次刊⾏物データシステム 逐次刊⾏物番号)とセットになって登録さ
れている標題です。

　ア　キータイトル(標題の種類コード=KT) 
　　　　ISSNと一対一に対応するように定められた標題です。同名誌が複数ある場合は、発行団体、 
　　　出版地等の情報を付加してユニークに識別可能となっています。本標題と一致していること 
　　　もしばしばありますが、ISDSに登録された形を確認する上で意味をもちますので、登録の際、 
　　　削除する必要はありません。 
　　 
　　 
　イ　略標題(標題の種類コード=AB) 
　　　　キータイトルを一定の省略法に基づいて簡略化した標題です。目録対象資料中に書誌票に 
　　　収められた形式で表示されていることもありますが、たとえ資料上で確認できなかった場合 
　　　でも、削除する必要はありません。 
　　　「略標題」という名称から、本標題の簡略形、あるいは目録担当者が本標題を任意に省略し 
　　　た形を、VTフィールドに記入する際に使用するコードとの誤解をされている場合があります 
　　　が、この種の使用は誤りですので、御注意ください。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.5  各種標題の記録⽅法

E)ローマ字翻字標題の扱いについて(No.38 p.33)

 〔平成4年度第5回総合⽬録⼩委員会での審議の結果〕ローマ字翻字標題の扱いについて、VTフ
ィー ルドに記述された⾮ローマ字形の標題に対するローマ字翻字標題もコードRMを使⽤するこ
ととしました。 ローマ字翻字標題とその元となった標題との対応関係を⽰す必要がある場合は、
注記をすることとしま した。

〔関連記事〕3.4.3D) 参照MARC(LC(S))のTRフィールドでのキリル⽂字変換
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.5  各種標題の記録⽅法

F)洋雑誌のタイトルにおける⼤⽂字使⽤法について(No.46 p.8)

Q︓
タイトルの初語が冠詞である場合、その次の語は AACR2 A.4.D(本タイトルのもとに記⼊され
る著作)により⼤⽂字とするのか。

A︓
NACSISの総合⽬録において、書名標⽬の採⽤についての規定はありませんが、学総⽬冊⼦体にお
いて誌名を標⽬としてきた関連上、タイトルの初語が冠詞の場合、その次の語を⼤⽂字としてい
ます。
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1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.6  巻次の記録

A)雑誌「創刊号」の扱い(No.28 p.13)

 雑誌所蔵レコード中の所蔵巻次データは、書誌レコードのVLYRフィールドで優先的に採⽤した
巻次 表⽰形式に則して記⼊します。
 和雑誌の場合、以降の巻次表⽰の如何を問わず、初号には「創刊号」としか表⽰されていない
ことが多 いようです。記述ブロックのフィールドにおいては資料現物に表⽰されたものをそのま
ま転記するのが原 則ですので、「創刊号」という表⽰しかなければこれを必ず転記しなければな
りません。すでに刊⾏が終 了したものについてはVLYRフィールドに記録された終号の巻次から
巻次表⽰形式の全体像を推察する ことも可能ですが、刊⾏中のものの場合は、初号である「創刊
号」の表⽰だけでは所蔵巻次データの記⼊ にとまどうことがあります。
 このような事態を避けるため、〔平成2年度〕総合⽬録⼩委員会で検討した結果、「創刊号」が
その逐 次刊⾏物の巻次表⽰体系の中での何号にあたるのかを、その後の巻次表⽰から判断して補
記することにな りました。
   (例)  創刊号[1巻1号](平3.3)-
 上の例での「創刊号」は、所蔵巻次データとしては「1(1)」とみなすことになります。「創刊
号」しか ⼿元にない時点では、とりあえずVLYRフィールドの初号巻次データとしては「創刊
号」、HLVフィールドの所蔵巻次データとしては「1」として記⼊しておいてください。
 巻次データは資料現物に表⽰されたものを転記するのが原則ですので、「創刊号」という表⽰
しかなけ ればこれを転記することになりますが、他に採⽤可能な数値による巻次の表⽰があれ
ば、そちらの⽅を採 ⽤してください。
 なお、「創刊号」や「1号」の前に「創刊準備号」あるいはそれに似た表現のものが存在する場
合、こ れを書誌的初号とみなします。その場合、所蔵巻次データの表現としては「0号」とし、
「創刊準備2号」 などは「0巻2号」として扱います。

〔関連記事〕1.2.1B)「⽬録情報の基準(雑誌)」の⼀部改訂について
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1 「⽬録情報の基準」関連
1.2  雑誌書誌レコード
1.2.6 巻次の記録

B)巻号順に刊⾏されていない雑誌(No.48 p.4)

Q︓
 2号が1号より先⾏して刊⾏された雑誌について、VLYRと所蔵データはどのように記⼊すればい
いのか。

A︓
 VLYRは書誌的に初号とみなすものによって記述します。例えば、1号 (1994. 2)2号 (1993.
12) のように2号が1号より先に刊⾏されても、書誌的初号は1号ですので

　　　　　 VLYR： 1号 (1994. 2)- 

と記述します。
 ただし、YEARフィールドおよびPUBフィールドの出版開始年は最初の刊⾏によりますので、

　　　　　 YEAR:1993 
　　　　　 PUB:東京 : ○○書店 , 1993. 12-

のように記述し、NOTEフィールドに2号の刊⾏が1号に先⾏したことを記録します。
 また、所蔵データは数値が⼩さいものから⼤きいものへと並べますので、VLYRとは⼀致しませ
んが、

　　　　　 HLYR:1993-1994    HLV:1-2    CONT:+ 

のように記⼊します。

〔関連記事〕1.2.6F)・独⾃の巻号を持たない部編誌の所蔵情報の記述
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.2  雑誌書誌レコード
1.2.6 巻次の記録

C)1号の次が1巻2号となった場合の巻次変更の扱い(No.48 p.5)

Q︓
 1冊⽬が1号という表記で刊⾏され、2冊⽬が1巻2号という表記になった場合巻次変更としなけ
れ ばならないのか。

A︓
 新規⼊⼒の際には、このような場合は巻次変更として、VLYRおよび所蔵データを

  　　 VLYR: 1号 (1994. 7)-1号 (1994. 7) ; 1巻2号 (1994. 9)-  
  　　 HLYR : 1994-1994;1994-1994  HLV:1;1(2)  CONT:+

のように記述することになっています。ただし、繁雑な巻次変更を避けるために、1冊⽬を1巻1
号とみ なし、補記することによって巻次変更とはしない記述も可能です。

       VLYR:[1巻]1号 (1994. 7)- 
       HLYR:1994-1994     HLV:1(1-2)     CONT:+
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.2  雑誌書誌レコード
1.2.6 巻次の記録

D)限定された範囲で復刻された復刻版(No.48 p.5)

Q︓
 限定された範囲で復刻された復刻版の書誌の記述を⾏う場合、VLYRは復刻された範囲で記述し
て もいいのか。

A︓
 復刻版のVLYRの記述は原本の巻次年⽉次によることになっていますが、限定された範囲で復刻
さ れた資料の場合には、その範囲でVLYRの初号、終号を記述してください。また、復刻の範囲
について はNOTEフィールドに記録してください。

〔関連記事〕1.2.9・複製資料
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.6  巻次の記録

E)識別標題の巻次記⼊⽅法について(No.38 p.33)

 〔平成4年度第5回総合⽬録⼩委員会での審議の結果〕識別標題の記述⽅法、特に巻次記⼊⽅法
につい て、巻号を区切る⼀般的なあるいは慣習的な区切り記号として「ピリオド、スペース」が
あるので、今回 の区切りも同様とし、以下のように記述することとしました。
        VT:DT:識別標題.△巻次年⽉次
                  (△はスペースを表す)
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.6  巻次の記録

F)独⾃の巻号を持たない部編誌の所蔵情報の記述(No. 22 p.14-15)

 付録資料の場合は、独⾃の巻号次がない限り別書誌レコードとはしませんが、部編に関して
は、独⾃の 巻号次がなく全部編通しての巻号次しかない場合でも別書誌レコードとします。その
ため、それぞれの書 誌レコードでは巻号次がとびとびになりますが、所蔵レコード上ではその部
編として⽋号がなければハイ フンでつないで継続所蔵扱いとすることができます。ただし、どの
ように巻号次がとぶのか、また他のど の逐次刊⾏物と巻号次を共有しているのかについて書誌レ
コード上で注記しておく必要があります。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.7  リンク形成

A)著者名リンク(AL)の運⽤(No.15 p.2)

 今後は図書⽬録システム同様に運⽤することとします。
 ALの作成は、NCR、AACR2等の適⽤⽬録規則類の規定に従って⾏って下さい。
 著者名リンクの運⽤に際して注意を要する点は、著者名典拠ファイル⾃体は図書、雑誌、和、
洋の別な く共⽤のファイルですが、LOOKUP BIBLIOGRAPHYで著者名典拠レコードにリンクし
ている書誌を検索する場合 には、当該ファイル分しか⾏えないという点です。したがって、典拠
レコードの削除にあたっては、図書シス テムからも検索し確認することが必要です。

DB編 6.5 著者標⽬形の管理
DB編 表10-3 雑誌書誌データの記述⽂法
検索編 16.5 著者名リンク参照（著作の⼀覧）
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.7  リンク形成

B)書誌構造リンク(PTBL)について(No.15 p.1-2)

 雑誌⽬録システムにおいては、PTBLフィールドは使⽤しません。雑誌の階層関係の表現は、集
合書 誌単位の標題をその他の標題(VT)のシリーズ標題として記述することによって⾏って下さ
い。
 なお、参照LC/MARC(S)のレコードを流⽤する場合は、PTBLフィールドにデータが存在する場
合がありま すので、データを削除し、必要があればその他の標題(VT)のシリーズ標題(PT)に移し
てください。PTBLに データがある状態でREGISTERコマンドを投⼊すると、強制リンク機能によ
り記⼊されたデータで書誌検索 が⾏われますので、必ずPTBLは削除してください。この参照
LC/MARC(S)のPTBLフィールド中のデータにつ いては、今年度中に変換仕様を改訂し、その他
の標題のフィールドに格納する予定です。 注:1990年4⽉に対策済
 ところで、雑誌では、集合書誌単位のレコードは作成しないことに注意して下さい。また、共
通誌名と 部編名とで構成される誌名については、共通誌名を集合書誌単位とし、部編名を逐次刊
⾏物単位として扱 うケースが⾒られますが、これは誤りです。下記の例のように、共通誌名+部
編名⾃体を⼀つの逐次刊⾏ 物書誌単位として取り扱うようにして下さい。

 　(例) 
　　　　　Progress in nuclear energy. Series 1, Physics and mathematics  
　　　　　　　　　 共通誌名　　　　　　部編記号　　　　 部編名 
　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　│ 
　　　　　　　　　　　└─────────┼───────┘ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　　　　　　　　　　 逐次刊行物書誌単位の本誌名

DB編 6.3.1 書誌構造の表現
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.8  注記、その他

A)洋雑誌書誌の注記について(No.46 p.8)

Q1︓
注記の記載の順は、AACR2の12.7B に従う必要があるのか。

A1︓
このことについては特に今まで規定はありませんが、共同分担⽬録の特性上、AACR2では最後に
記述することになっている「記述の根拠とした号についての注記」を、記⼊要項では最初に例⽰
しています。記載の順番については問わないこととし、慣例に従って記述してください。

Q2︓
刊⾏頻度について、FREQ: に記述するだけでは分かりにくいので、注記に記述した⽅がいいので
はないか。

A2︓
注記には他の項⽬(フィールド)に記述できなかったことについて記述します。したがって、
FREQ:に記述した同内容のことを注記に重ねて記述する必要はありません。刊⾏頻度の変更や
「規則的不定期」な刊⾏のものについての注記は、必要に応じて記述してください。

Q3︓
注記は⽇本語で書いてはいけないのか。

A3︓
学術雑誌総合⽬録欧⽂編全国調査データ記⼊要項に説明していますとおり、注記はローマ・アル
ファベットを使⽤し、英語で記述するようにお願いします。
ただし、予約雑誌については NOTE: 予約雑誌と記録してください。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.2   雑誌書誌レコード
1.2.9  複製資料

A)逐次刊⾏物複製版の取り扱いについて(No.25 p.6-7)

逐次刊⾏物複製版の書誌データ記⼊に際して、各フィールドのデータを複製版、原本のいずれか
ら採る かについては、今回(1989年)の「学術雑誌総合⽬録和⽂編全国調査記⼊要項」および「学
術雑誌総合⽬録全国調査データ記⼊説明会」配付資料の中で触れていますが、改めて整理します
と、和・洋とも以下のようになります。

　　┌─────┬─────────┐┌─────┬─────────┐ 
　　│ 　　　　 │　データを採る　　││　　　　　│　データを採る　　│ 
　　│フィールド│　　　情報源　　　││フィールド│　　　情報源　　　│ 
　　│　　 　　 ├────┬────┤│　　 　　 ├────┬────┤ 
　　│　　 　　 │ 原 　本│複製版　││　　　　　│ 原 　本│複製版　│ 
　　├─────┼────┼────┤├─────┼────┼────┤ 
　　│GMD　　　 │　 　 　│ 　　 　││　　　　　│　　　　│　　　　│ 
　　│　　 　　 │　× 　 │　○　　││TR　　　　│　○　　│×2)、3)│ 
　　│SMD　　　 │　 　　 │ 　　 　││　　　　　│　　　　│　　　　│ 
　　├─────┼────┼────┤├─────┼────┼────┤ 
　　│YEAR 　　 │　○　  │　×　　││ED　　　　│　×4)　│　○3)　│ 
　　├─────┼────┼────┤├─────┼────┼────┤ 
　　│CNTRY　　 │　× 　 │　○　　││VLYR 　　 │　○5)　│　×　　│ 
　　├─────┼────┼────┤├─────┼────┼────┤ 
　　│TTLL 　　 │　　　　│　　　　││PUB　　　 │　×6)　│　○　　│ 
　　│TXTL 　　 │　○　  │　×　　│├─────┼────┼────┤ 
　　│ORGL 　　 │　 　　 │　　　　││PHYS　　　│　×　　│　○　　│ 
　　├─────┼────┴────┤├─────┼────┼────┤ 
　　│REPRO　　 │　「 c」を記入　　││VT　　　　│　○　　│　×7)　│ 
　　├─────┼────┬────┤├─────┼────┼────┤ 
　　│PSTAT　　 │　×　　│　×　　││NOTE 　　 │　×8)　│　○　　│ 
　　│FREQ 　　 │　┌複製版につ┐　│├─────┼────┼────┤ 
　　│REGL 　　 │　│いては一切│　││PRICE　　 │　×　　│　○　　│ 
　　│TYPE 　　 │　└記入しない┘　│├─────┼────┴────┤ 
　　├─────┼────┬────┤│FID　　 　│　　 　　　　　　 │ 
　　│ISSN 　　 │　 　　 │ 　　　 ││　　　　　│　　記入しない9)　│ 
　　│XISSN　　 │　 　　 │　　　　││BHNT 　　 │　 　　　　　　　 │ 
　　│NDLPN　　 │　 　　 │　　　　│├─────┼─────────┤ 
　　│LCCN 　　 │　　　　│　　　　││PTBL 　　 │　　記入しない 　 │ 
　　│CODEN　　 │　×1)　│　○　　│├─────┼────┬────┤ 
　　│ULPN 　　 │　 　　 │　　　　││　AL　　　│　○　　│　○　　│ 
　　│GPON 　　 │　 　　 │　　　　│├─────┼────┴────┤ 
　　│　　 　　 │　 　　 │　　　　││　UT　　　│ 　　記入しない 　│ 
　　└─────┴────┴────┘└─────┴─────────┘ 
　　　　　 
　1)原本のISSNは複製版の書誌レコードのXISSNフィールドに記入し、同時にNOTE 
　　フィールドにも注記する。 
　2)複製時に付与された標題はTRフィールドには記入せず、VTフィールドに「その 
　　他の標題(その他の標題コード:OH)」として記入すると同時にNOTEフィールドに 
　　も注記する。 
　3)原本自体には関わらず複製版にのみ関わる責任表示は、EDフィールドに「版責 
　　任表示」として記入する。 
　4)原本の版表示(および関連事項)はNOTEフィールドに注記する。 
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　5)部分的な複製の場合は、複製された範囲に対応する原本の巻次年月次を記入する。 
　6)原本の出版事項はNOTEフィールドに注記する。 
　7)複製時に付与された標題もVTフィールドに「その他の標題(その他の標題コー 
　　ド:OH)」して記入し、同時にNOTEフィールドにも注記する。 
　8)複製時に付与された標題、共に合冊されている他の逐次刊行物の標題(合刻複製 
　　版の場合)などのほか、原本のISSN、原本の出版事項、原本の変遷関係などにつ 
　　いても注記する。 
　9)原本間に変遷関係があっても、その複製版書誌レコード間では変遷注記用データ 
　　シートは作成しない。原本間の変遷関係についてはNOTEフィールドに注記する。

 なお、合刻複製版の場合は、和・洋とも、収録されている個々の逐次刊⾏物ごとに書誌レコー
ドを作成 します。これは、相互利⽤のうえでは合刻複製版の単位で資料を探すことはまず考えら
れず、原本の代替 物としての需要から、個々の逐次刊⾏物の複製物が個別に求められる、と考え
られるからです。この規定 はセンター独⾃の規定で、「⽬録規則」類の規定とは異なっています
が、オンライン⽬録システムが相互 利⽤を念頭に置いた共同分担⽬録である点をご理解くださ
い。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.1  表記の規則について

A)著者名典拠レコードの表記について(No.23 p.13)

Q︓
ロシア⼈やギリシャ⼈等の標⽬形をローマ字形からキリル、ギリシャ⽂字形に修正したり、ロー
マ 字形とは別にキリル、ギリシャ⽂字形の標⽬を作成したりする例が⾒受けられる。注意を促し
て欲 しい。

A︓
「⽬録情報の基準」8.4.4 統⼀標⽬形の表記(2)において「AACR2とそのLC適⽤細則に基づく名
前は ローマ⽂字で表記する。」と規定していますように、外国名についての統⼀標⽬形はローマ
⽂字で 表記します。さらに、原語形等の統⼀標⽬形の別の⽂字の形は参照標⽬とします(8.5 から
⾒よ参 照(4))。質問のなかにあるように、ローマ字形を別⽂字に修正したり、全く別にレコード
を作成し たりすることは誤りですので、ご注意ください。

DB編 8.4.4 統⼀標⽬形の表現
DB編 8.5 から⾒よ参照
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.1  表記の規則について

B)中国名、韓国・朝鮮名の著者名典拠の標⽬形(No.26 p.8-10)

Q︓
中国の団体名を著者名典拠で検索したところ、漢字形のHDNGの典拠レコードとローマ字による
翻字 形のHDNGの典拠レコードがヒットした。この2つの典拠レコードは重複になるのか。重複
レコードだ としたら、どちらが正しいHDNGなのか。

A︓
現在のところ⽬録システムでは、簡化⽂字、ハングル⽂字を⽤意していないため、中国語資料、
韓国・朝鮮語資料を書誌ファイルに登録する場合、暫定的に次の3つのうちいずれかの⽅法を各
参加組織が選択することになっています。
 ア 和図書ファイルへの登録 : 記述は漢字形、あるいは⽇本語への翻訳形で⾏う
 イ 洋図書ファイルへの登録1: 記述は漢字形で⾏う
 ウ 洋図書ファイルへの登録2: 記述は標準的な翻字法に従った翻字形で⾏う
⼀⽅、著者名典拠については、書誌とは別の規定が「⽬録情報の基準」58p以下で定められてい
ます。 「基準」の規定を表にまとめると次のようになります。

1)著者標目-個人名 
 ┌────────┬────────┬───────────┬──────┐ 
 │著者が各著作で使│適用する目録規則│　　 表　　記　　　　 │ 　 ヨ ミ 　│ 
 │用する主な言語 *│　　　　　　　　│　　　　　 　　　　　 │　　　　　　│ 
 ├────────┼────────┼───────────┼──────┤ 
 │　 日本語　　　 │　　　　　　　　│ 資料に顕著に表示され │　　あり　　│ 
 │　　　　　　　　│　　　　　　　　│ ている文字　　 　　　│ 　　　　　 │ 
 ├　─　─　─　─┤　　　　　　　　│ 　　　　　　　　　　 ├　─　─　─┤ 
 │　 中国語　　 　│　　　NCR'87　　│ 簡化字は文字セット中 │母国語ヨミ　│ 
 │　　　　　　　　│　　　　　　　　│ の漢字に置き換える 　│のカナ表記　│ 
 ├　─　─　─　─┤　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│ 　 または　│ 
 │ 韓国・朝鮮語 　│　　　　　　　　│ ハングルは文字セット │日本語ヨミ　│ 
 │　　　　　　　　│　　　　　　　　│ 中の漢字に置き換える │のカナ表記　│ 
 │　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　 ** │　　　 ***　│ 
 ├────────┼────────┼───────────┼──────┤ 
 │上記以外の外国語│　　　AACR2 　　│　　　ローマ字　　　　│　　なし　　│ 
 └────────┘────────┴───────────┴──────┘ 
　注 *　各著作の原版で用いている主な言語による 
　　　　主な言語が判明しないときは、初出の著作の言語による 
　　**　全体が置き換え不可能なときは、AACR2を適用する(ローマ字形) 
　　*** 母国語ヨミがよく知られており、参考資料でそのカナ表記が確立しているとき 
　　　　は、母国語ヨミを採用する 
　　 
2)著者標目-団体名 
 ┌────────┬────────┬───────────┬─────┐ 
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 │ 団体の公用語 * │適用する目録規則│　　　 表　　記　　　 │　 ヨ ミ　│ 
 ├────────┼────────┼───────────┼─────┤ 
 │　日本語 **　　 │　　　　　　　　│ 資料に顕著に表示され │　　 　　 │ 
 │　　　　　　　　│　 　　　　　　 │ ている文字　　　　　 │ 　　　 　│ 
 ├　─　─　─　─┤　　　　　　　　│　　　　 　　　　　　 │　　　　　│ 
 │　 中国語　 　　│　　NCR'87　　　│ 簡化字は文字セット中 │　　　 　 │ 
 │　　　　　　　　│　　　　　　　　│ の漢字に置き換える 　│　あり　　│ 
 ├　─　─　─　─┤　　　　　　　　│　　　　　 　　　　　 │　　　 　 │ 
 │ 韓国・朝鮮語 　│　　　　　　　　│ ハングルは文字セット │　　　 　 │ 
 │　　　　　　　　│　　 　　　　　 │ 中の漢字に置き換える │　　　 　 │ 
 │　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　*** │　　 　　 │ 
 ├────────┼────────┼───────────┼─────┤ 
 │上記以外の外国語│　　AACR2 　　　│　　　　ローマ字　　　│　なし 　 │ 
 └────────┴────────┴───────────┴─────┘ 
　　 
　注 *　単一の公用語が判明しないときは、主たる言語と判断できるものを、不明の 
　　　　ときは、初出の著作の言語による 
　　**　複数の公用語があり、その中の1つが日本語のときも、NCRを適用する 
　　*** 全体が置き換え不可能なときは、AACR2を適用する(ローマ字形)・

 中国の団体名の場合も「基準」に従って、適⽤する⽬録規則と表記に⽤いる⽂字を決定するこ
とになり ます。その団体の公⽤語が中国語ならば、HDNGはNCRの規定に従い、またその表記は
漢字等にする のが正しく、翻字形のHDNGは誤りということになります。なお、流⽤⼊⼒時の不
注意により、漢字形 と翻字形の2つの典拠レコードが重複して作成されているケースが⽬⽴ちま
す。洋図書ファイルにおいて 参照レコードを利⽤し流⽤⼊⼒するとき、本来ならば漢字形で作成
すべきALフィ-ルド・著者名典拠を、 翻字形で作成しないように注意してください。

DB編 2.2.1 ファイルの区分
DB編 8.4 統⼀標⽬形
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.2  付記事項の記録について

A)HDNGの⽣没年の記述法について(No.5 p.8)

Q︓
同⼀フイールドでHDNGの⽣没年の記述法がNCRによるものとAACR2によるものとで異なるのは
なぜか。

A︓
それぞれの⽬録規則の記述法によったためで、⽇本名についてはNCRを適⽤し、外国名について
はACR2を適⽤しております。

DB編 8.4.3 他の⽬録規則による標⽬の形
DB編 8.5 から⾒よ参照
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.2  付記事項の記録について

B)著者名典拠レコードにおける付記事項について(No.21 p.10)

Q︓
外国⼈著者名典拠レコードの統⼀標⽬形において、イニシャル形に完全形を付記している例があ
るが、 イニシャル形か完全形のどちらかに統⼀すべきではないか。

A︓
AACR2に従って作成すべき著者標⽬及び著者名典拠レコードの統⼀標⽬形における付記事項のう
ち、イ ニシャル形に対する付記については、同規則⽇本語版の22.16(1988年の改訂版では
22.18)が対応する条 項となります。この中で⽰されている「イニシャル形で表⽰されており、完
全につづった形がわかって いるとき」に該当しますので、完全形を丸がっこに⼊れて付記しま
す。
 なお、規則では「他の⽅法では区別できない同⼀名を区別するために必要な場合に」付記する
とし、そ の任意規定としてそうでない場合でも付記してよい、とされていますが、LCRIにおいて
「情報が容易 に利⽤できるときは適⽤」するとなっていますので、判明する範囲で付記するよう
にして下さい。

DB編 8.4.2 統⼀標⽬形の形
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.3  ヨミについて

A)NCRに基づくHDNGの、付記事項のヨミについて(No.5 p.18)

Q︓
NCRに基づくHDNGで、付記事項にもヨミをつけねばならないか。

A︓
カード出⼒などの際、トレーシングにヨミの部分のみ表⽰すること、および配列の要素になるこ
と を考慮し設定していました。しかし、作業の⼿間・AKEYの切りだしへの⽀障を考慮して、付
記事項 のヨミは記録しないこととします。
 データベース編の記述⽂法の例を以下のように修正します。

        ⽥中,明(1924-)∥タナカ,アキラ

DB編 表10-5 著者名典拠データの記述⽂法
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.3  ヨミについて

B)⽇本⼈著者標⽬のヨミが不明の場合(No.19 p.6-7)

Q︓
著者標⽬のヨミが不明の場合、⽇本⼈であってもヨミを記⼊しないでレコードを作成してよい
か。

A︓
特に寡作な著者の場合等、参考⽂献によっても姓名のヨミが不明なことがあるかと思われます
が、 そのときは、常識的なヨミをHDNGフィールドに記⼊し、ヨミが確定していない旨の注記を
⾏ってく ださい。
 なお、後⽇ヨミが判明した場合は、SFフィールド、NOTEフィールドを適宜使⽤してレコード
修正 を⾏って下さい。

DB編 表 8-1 著者名典拠レコード項⽬⼀覧
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.3  ヨミについて

C)⽇本⼈の著者名典拠レコードにおいて、そのヨミが異なる場合(No.18 p.6-7)

Q︓
⽇本⼈の著者名典拠レコードにおいて、そのヨミが異なる場合 にはどれを採⽤すればよいのか。

A︓
著者名典拠レコードを作成する場合、原則として最初に⽬録記⼊を作成する際にその資料に表⽰
されてい る形を統⼀標⽬とします(NCR〔87〕 23.2.1.0)。ですから、総合⽬録システムの著者
名典拠レコードにお いては、最初に作成されたレコードを優先して採⽤するようにして下さい。
また、作成にあたっては、作 成した根拠が何であるのかといった作成情報源をできるだけ詳しく
NOTEフィールドに記⼊するようにして 下さい。例えば、「標⽬及びヨミは書名(出版年)の奥付
による」というように記⼊してください。
 さらに、⽬録システムでは、著者名典拠レコードのヨミの部分が異なる場合においては、
LINKTOAUTHOR での⾃動検索時にヒットしません。そのため、ヨミの部分を除いての再検索が
必要となる場合がありますし、 SFフィールドに異なるヨミを⼊れておくという処理が必要にもな
ります。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.3   典拠レコード
1.3.4  参照形

A)著者名典拠(団体名)における参照形について(No.20 p.8)

Q︓
⽬録情報の基準によれば団体の内部組織はそれぞれの形を標⽬としてレコードを作成することに
なっているにもかかわらず、上位団体の参照形として処理されている例が⽬につく。そのような
⽅法が許されるのか。例えば、「HDNG:経済企画庁物価局」として作成されるべきところが、
「HDNG:経済企画庁」のSFにしか記⼊されていないレコードが存在する。

A︓
このような場合は、内部組織のレベルで著者名典拠レ コードを作成します。従って上記例は、
「HDNG:経済企画庁物価局」のレコードを作成し、 「HDNG:経済企画庁」のレコードから「SF:
経済企画庁物価局」の形を削除する必要があります。 さらに、誤って「HDNG:経済企画庁」にリ
ンクされている書誌レコードがあれば、著者名リンクの 付替作業が発⽣します。
 なお、「HDNG:経済企画庁物価局」のレコード中で「SF:経済企画庁.△物価局」のように副標
⽬形を記録することができます。この⽅法によって、著者名典拠検索において「経済企画庁」の
⼊⼒を⾏うことにより、内部組織レベルのレコードをも⼀括して検索することが可能となりま
す。

DB編 8.2.2 著者名典拠レコードの作成
DB編 8.5 参照作成の留意点（著者名典拠レコード︓から⾒よ参照)
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.4   ⾮図書資料の扱い
1.4.1  ⾮図書資料の⼊⼒

A)⾮図書資料の⼊⼒指針(No.30 p.3-13，No.31 p.17)

 〔平成3年〕5⽉31⽇からUSMARC(Music) 、同(Visual materials)、同(Maps)を参照ファイル
L CXとしてサービスを開始しました。
 そこで、⾮図書資料を登録する際の⼊⼒指針について記します。詳細については、⽬録システ
ム・コー ディングマニュアルに、各フィールドごとに掲載する予定です。

1　入力するファイル 
　(1) 音楽資料 
　　 ニュースレターNo.25〔本誌1.4.2〕でお知らせしたように、音楽資料については、 
　　 ア　標題あるいは本文の言語により和洋を判断するのが困難な場合があること 
　　 イ　音楽資料を専門的に扱っている図書館では和洋を区分せず、AACR2による目録作成 
　　　　が一般的であること 
　などを考慮し、各参加組織が下記の(a)、(b)のいずれかの方法を選択できるものとします。 
　(a) 音楽資料についても従来どおり、規定の情報源に表示されている標題の言語により、 
　　和図書、洋図書いずれのファイルに登録するかを決める。 
　　　　　(例1)標題が日本語のレコード 
　　　　　　　→ 和図書ファイルに登録する。記述はNCR1987の録音資料の章に従う。 
　　　　　(例2)標題が外国語のレコード 
　　　　　　　→ 洋図書ファイルに登録する。記述はAACR2の録音資料の章に従う。 
　(b) 音楽資料は一括して洋図書ファイルに登録する。 
　　　　　(例3)標題が日本語のレコード 
　　　　 　　 → 洋図書ファイルに登録する。記述はAACR2の録音資料の章に従う。 
　　　　　(例4)標題が外国語のレコード 
　　　　 　　 → 洋図書ファイルに登録する。記述はAACR2の録音資料の章に従う。 
　 なお、ここで「音楽資料」としているものは、 
　　1) 楽譜資料(GMDがcまたはf) 
　　2) マイクロ形態(GMDがh)で、その内容が楽譜であるもの 
　　3) 音楽録音資料(GMDがs) 
　　4) 映画(GMDがm)、ビデオレコード(GMDがv)のうち、内容が楽曲等の演奏である 
　　　もの(音楽作品名の統一書名標目が適用可能なもの等) 
　　です。これらの資料については、和洋両方に書誌レコードが登録されていても、重複と 
　　はみなされません。 
 (2)　音楽資料を除く非図書資料 
　　　上記の以外の資料種別(非音楽録音資料、映像資料のうち内容が楽曲等でないもの、地 
　　図資料、機械可読データファイル、楽譜を除く手稿等)については、当面、従来どおり、 
　　標題の言語(不適切な場合は本文に相当するものの言語)により和洋いずれのファイルに 
　　入力するかを決定します。 
 
2　適用する目録規則 
 (1) 和図書ファイル 
　　原則として、NCR1987の該当章に従います。 
　　　(例)標題が日本語の楽譜を和図書ファイルに登録 
　　　　 → NCR1987 第5章 楽譜に従う 
 (2) 洋図書ファイル 
　　原則として、AACR2 1988 Revision 〔AACR2R〕の該当章に従います。 
　　AACR2Rの日本語版は刊行されていません。現行の日本語版と大きく異なる点は、「第5章 
　　・楽譜」と「第11章・マイクロ資料」に「楽譜の種類に関する事項 (Musical presenta 
　　-tion statement area) 」「第9章・機械可読データファイル」に「ファイルの特性に関 
　　する事項(File charactaristics area) 」が新設されたことです。これらの事項は、 
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　　NOTEフィールドに該当章の章だての語句を付して記録します (後述) 。現在、参照LCの 
　　レコードはAACR2Rに従い作成されています。 
 (3)　統一書名典拠ファイル 
　　 次項参照 
　 
3　統一書名典拠 
　　これまでの無著者名古典、聖典の標題に加え、音楽作品名(曲集等を含む)についても統 
　　一タイトル標目を適用することになりました。これにより、様々な標題、資料形態で出 
　　版される音楽作品を、異版も含め網羅的に検索することが可能になります。 
 
　　 (例)ロッシーニ 歌劇シンデレラ 
　　　　Cendrillon/Aschenputtel/Cinderella/Cenerentola/シンデレラ...  
　　　　　 →(統一書名標目)Rossini, Gioacchino, 1792-1868 -- Cenerentola  
 (1) 統一書名典拠レコードの作成単位 
　　 統一書名典拠レコードは、無著者名古典・聖典の1著作(ここでいう著作には聖典の部篇 
　　も含む)に対し1レコードを作成することになっています。 
　　　音楽作品についても、基本的には上記の原則に従い、1作品(作品の部分も含む)に対し1 
　　レコードを作成しますが、多くの内容作品を持つ曲集については、 
　　　　a)UTLフィールドの繰り返し可能回数等に物理的な制限がある (30回が上限) ため、 
　　　　　個々の内容作品に対してUTLフィールドを作成できない場合もある 
　　　　b)個々の内容作品に対してUTLフィールドを作成できない場合も、集合タイトルを適 
　　　　　用することによって、ジャンル等による限定は可能である 
　点を考慮し、例外的に集合タイトルを認めることにしました。 
 (2) 統一書名標目の記述文法 
　ア　著者標目の下の統一タイトル (複合形の標目)  
　　作曲者を有する音楽作品名に対する標目は、以下の記述文法によります(△は空白を表す。 
　　以下 同様)。 
　　 a)NCR1987による標目: 
　　　　著者標目△--△統一タイトル∥著者標目のヨミ△--△統一タイトルのヨミ 
　　 b)AACR2による標目: 著者標目△--△統一タイトル 
　イ　統一タイトル単独形 (単独形の標目)  
　　作曲者を不明を有しない音楽作品名に対する標目は、従来と同じく、以下の記述文法に 
　　よります。 
　　a)NCR1987による標目: 統一タイトル∥統一タイトルのヨミ 
　　b)AACR2による標目: 統一タイトル 
 (3) 音楽作品名の統一書名標目形 
　ア　著者標目部分の形 
　　 著者標目部分の形は、「〔目録情報の〕基準」8.4、および目録規則の著者標目の形に 
　　　関する条項(NCR1987第23章、AACR2 22, 24) に従います。(適用する目録規則につい 
　　　ては次項参照) 
　　当該作曲者に対する著者名典拠レコード、および当該作曲者の下の統一書名典拠レコー 
　　ドが既に NCに登録されている場合は、それらに著者標目部分の形を合わせます。 
　イ　統一タイトル部分の形 
　　　統一タイトル部分の形は、「〔目録情報の〕基準」9.4 、および目録規則の統一タイ 
　　トルの形に関する条項(NCR1987第26章、AACR2 25.25-35) に従います。(適用する目録 
　　規則については次項参照) 
　　　なお、目録規則の統一タイトルに関する条項が定める標目の構成要素のうち、著作の 
　　言語、刊年等は標目形に含めません (「〔目録情報の〕基準」9.4.2 (3)に準じる) 。 
　　これらは書誌レコードのUTLフィールドの「その他の情報」として記録します。したが 
　　って、統一タイトル部分の構成要素は以下のものになります。 
　　　　 タイトル(または楽曲形式名),演奏手段,数の識別要素 (逐次番号・作品番号 
　　　　・主題目録番号等) ,調,その他の識別要素.部編番号.部編名・部分のタイトル; 
　　　　 編曲表示.スケッチ・ボーカルスコア・コーラススコア・台本・歌曲のテキス 
　　　　 トの表示 
　　　なお、標目の統一を図るためには、楽曲形式名・演奏手段を表す語の統一が必要です 
　　ので、その名称のリストの作成を検討しています。このリストは、後日、コーディング 
　　マニュアル付録として刊行する予定です。※平成4年2月に刊行済 
　　(例1)作品の固有の標題 
　　　 Verdi, Giuseppe, 1813-1901 -- Traviata 
　　(例2)楽曲形式名+付記事項 
　　　 Chopin, Frederic, 1810-1849 --Sonatas, piano, no. 2, op. 35, B♭ 
　　　　minor 
　　(例3)集合タイトルを適用 
　　　 Schubert, Franz, 1797-1828 -- Songs. Selections  
　　(例4)楽曲の部分に対する標目 
　　　 Verdi, Giuseppe, 1813-1901 -- Traviata. Addio del passato 
　　(例5)原曲を編曲したものに対する標目 
　　　 Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Trios, oboes, English horn, op.  
　　　 87, C major; arr 
　　(例6)リブレット(歌劇の台本) 
　　　 Wagner, Richard, 1813-1883 -- Fliegende Hollander. Libretto  
　　(例7)同一名称の別作品を識別する要素として、楽曲の完成年、初版の刊年を記録 
　　　 Mahler, Gustav, 1860-1911 -- Klagende Lied (1880) 
　(3)　適用する目録規則 
　ア　著者標目の下の統一タイトル (複合形の標目)  
　　 「〔目録情報の〕基準」の 8.4.2(1)、および同条項の解説「目録規則適用基準」に 
　　　より適用する目録規則を決定します。 
　 a)　作曲者が日本名、中国名、韓国・朝鮮名 
　　　　 NCR1987を適用し、標目は資料(参考情報源を含む)に表示されている文字の形で 
　　　作成し、ヨミを付けます。 



　　　　なお、現在のところ、NCR1987には音楽作品名の統一タイトルに関する詳細な規定 
　　　が存在しません。NCR1987に規定していない事項については、当面、必要に応じ音楽 
　　　図書館協議会「日本目録規則本版　音楽作品の統一タイトル(案)」を参照してくだ 
　　　さい(入用の際は図書目録情報係に問い合わせてください)。 
　 b)　作曲者が外国名 
　　　　 AACR2を適用し、ローマ字で表記します。 
　　　　(例1)日本人作曲家による作品の統一書名標目　→　NCR1987を適用する 
　　　　　　　武満, 徹(1930-) -- 雨の樹∥タケミツ, トオル -- アメ ノ キ  
　　　　(例2)外国人作曲家による作品の統一書名標目　→　AACR2を適用する 
　　　　　　Verdi, Giuseppe, 1813-1901 -- Traviata 
　イ　統一タイトル単独形 (単独形の標目)  
　　　 タイトルの言語が日本名、中国名、韓国・朝鮮名であればNCR1987、外国名であれば 
　　　 AACR2を適用します。標目の表記は前項アと同様です。 
　(4) 統一書名典拠参照ファイル(LC)  
　　従来は、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、音楽作品名についても統一タイトル標目を適用することになったことに合わ 
　　せ、「著者標目+統一タイトル」形の標目のレコードも格納します。8月に運用開始予定 
　　です。※既に運用開始済 
┌──────────────────────────────────┐ 
│統一書名典拠詳細表示　　　　　　LC　　　　　　　　　　3/　　　3 　　│ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│<JA00002557> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 │ 
│HDNG:Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Trios, oboes, English horn,│ 
│　 op. 87, C major; arr 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│UNID: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│SF:Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Trio, oboes & English horn,　│ 
│　 op. 87, C major; arr 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│SF:Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Trios, saxophones, op. 87,　 │ 
│　 B ♭ major　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│SF:Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Trios, saxophones, op. 87,　 │ 
│　 E ♭ major　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│SF:Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 -- Trios, clarinets, bassoon,　 │ 
│　 op. 87, B ♭ major　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　│ 
│NOTE:AACR2 (LC name auth.)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│NOTE:His Trio, op. 87, c1980　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
│NOTE:LC data base, 12/16/87 (hdg.: Beethoven, Ludwig van, 1770-1827.│ 
│　 Trio, oboes　& English horn, op. 87, C major; arr.)　　　　　　　│ 
│REM:001:n　87151624 \005:19900611090847.0\040:　$aDLC$cDLC$dDLC\400:│ 
│　　10$wnnaa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└──────────────────────────────────┘ 
　 
 
4　各フィールドの入力上の注意点 
　(1)　GMD 
　　入力レベル「必須2」ですから、該当するコードがあるときは、必ず記録してください 
　　(ただし、親書誌の場合は、入力レベル「選択」です。子書誌全体から該当するコードが 
　　判断できるときは記録してください)。詳細については、目録システムコーディングマニ 
　　ュアル、付録1.1 を参照してください。 
 　(例1)CD-ROM　　→ GMD: W 
　(2)　SMD 
　　入力レベルは「選択」ですが、検索の際、資料の形態で限定可能になることを考慮し、 
　　できるだけ記録するようにしてください。 
　 (例1)ヴォイス・スコア　　→ GMD: c SMD: d 
　 (例2)LPレコード(音楽) → GMD: s SMD: b 
　 (例3)CD(音楽)　　 → GMD: s SMD: c 
　(3)　TXTL 
　　当該資料本体の言語を記録します。付録等の言語は、特に重要な意味を持っていない限り、 
　　記録しません。 
　　 a)　地図資料 .........　地図資料本体中の説明語、説明文の言語 
　　 b)　楽譜 .............　声楽譜本体の歌詞の言語 
　　 c)　映画、ビデオレコード ...... 話されたり、歌われている言語。字幕の言語 
　　 d)　録音資料 .................. 話されたり、歌われている言語 
　　 e)　機械可読データファイル ....　　検討中 
　(4)　ORGL 
　　(3)の各項に該当する資料本体が翻訳・吹き替え等である場合、オリジナル・原本の言語 
　　を記録します。 
　(5)　OTHN 
　　非図書資料の登録に対応するために、番号の種類コードを新設しました(〔目録システ 
　　ム〕コーディングマニュアル付録1.7 を参照のこと) 。これにより、標準番号に準じる 
　　楽譜・録音資料・映像資料等の各種番号の記録、検索が行えます。これらの番号は当該 
　　資料の検索を行うとき、また、書誌を同定する場合、図書資料におけるISBNと同様有用 
　　なのでできるだけ記録してください。 
　ア　番号の記録 
　　a)　番号を記録する際は必ず「番号の種類コード」を付ける 
　　　　楽譜の番号が、プレート番号であるか出版者番号であるか判断できないときは、 
　　　コード“MUNO" を付与する。 
　　b)　楽譜のプレート番号、出版者番号等は、出版者名等を除いた部分を記録する 
　　c)　録音資料・映像資料のレーベル名は省略する 
　　d)　必要に応じ、NOTEフィールドに目録対象資料に表示されているとおりの形を記録する 
　　(例1) 楽譜のプレート番号 



　　　 OTHN: PLNO:S.&B.4081  
　　　 NOTE: Pl. no.: S. & B. 4081 
 
　　(例2) 楽譜の出版者番号 
　　　 OTHN: PUNO: 5200　　　 (Edition Breitkopf Nr. の部分は記録しない) 
　　　 NOTE: Publisher's no.: Edition Breitkopf Nr. 5200 
　　(例3)録音資料(レコード・カセットテープ・CD等)の発行者番号 
　　　 OTHN: LANO: 28DC5303　 (レーベル名 CBS Sony は記録しない) 
　　　 NOTE: CBS Sony: 28DC5303  
 　 (例4)映像資料(ビデオディスク・ビデオテープ等)の発行者番号 
　　　　 OTHN: VMN: CDV-512  
　　　　OTHN: VMN: CDV-513　　 (レーベル名 Philips の部分は記録しない) 
　　　　NOTE: Philips: CDV-512, CDV-513 
　イ　番号による検索 
　　　検索の際はSEARCHコマンドを使います。OTHNフィールドから検索キーを作成するとき、 
　　　以下の記号はトルツメされますので、検索の際、これらの記号をトルツメした形を入 
　　　力する必要があります。 
 　　┌──┬──────┬──┬────────┬────┬─────┐ 
　　 │ -　│ ハイフン 　│ (　│　始め丸括弧　　│　 △　 │　スペース│ 
　　 ├──┼──────┼──┼────────┼────┴─────┤ 
　　 │ /　│ スラッシュ │　) │　終わり丸括弧　│ (STRN)　 　(XSTRN) │ 
　　 └──┴──────┴──┴────────┴──────────┘ 
　 (例)目録対象資料に表示されているレーベル番号=CDV-513  
　　　　 →>: SEARCH OTHN=CDV513　(ハイフンをトルツメする) 
　(6)　TR 
　　　情報源により標題の形が異なることがしばしばあるので、原則として、目録規則が 
　　　定める情報源により標題を決定してください。また、資料種別ごとに標題、標題関 
　　　連情報、並列標題の扱いを定めてある場合があります (楽譜、地図等) 。 
　(7)　ED 
　　　楽譜において、歌曲 (集) の声部を表す表示が版表示に該当することがあります 
　　　(NCR1987 5.2.1.1A　参照) 。この場合、当該表示が異なるものは別書誌となります。 
　　　　(例1)「低声用」 (原調から低声用に移調されている)　 →　ED: 低声用 
　　　　(例2)"High voice"　(原調から高声用に移調されている) →　ED: High voice 
　(8)　VT 
　　　 TRに記録した標題と異なる、他の情報源(例:付属資料、容器等)に表示されている 
　　　標題はVTフィールドに記録することができます。 
　(9)　PHYS 
　　　 資料の形態等を識別する上で重要なので、目録規則の該当章の規定に従って、記入 
　　　してください。 
　(10)　NOTE 
　ア　資料特性に関する事項 
　　　　現在、楽譜資料の「楽譜の種類に関する事項 (Musical presentation statement 
　　 area)」、地図資料の「数値に関する事項 (Mathematical data area) 」および、機械 
　　　可読データファイルの「ファイルの特性に関する事項(File characteristics area) 」 
　　　を記録するフィールドが用意されていません。 
　　　　そこで、暫定的に目録規則の当該章の章だての語句+コロンを付して、一番 初の 
　　　NOTEフィールドに記録することとします。 
 
　　┌───────────────┐　┌─┐　┌──────────┐ 
　　│目録規則の該当章の章だての語句├─┤ :├─┤資料特性に関する事項│ 
　　└───────────────┘　└─┘　└──────────┘ 
 
　 (例1)和図書ファイルに登録する楽譜資料 
　　　→ NOTE: 楽譜: 指揮者用スコア 
　 (例2)和図書ファイルに登録する地図資料 
　　　→ NOTE: 地図資料: 1:25,000 ; 横軸正積割円筒図法 
　 (例3)洋図書ファイルに登録する楽譜資料 
　　　→ NOTE: MUSIC: Partition d'orchestre 
　 (例4)洋図書ファイルに登録する地図資料 
　　　→ NOTE: CARTOGRAPHIC MATERIALS: Scale　[ca. 1:10,000] ; Gauss proj.  
　　　　　　(W9°13'52"--W9°04'47"/N38°48'35"--N38°41'29") 
　　　これらの事項は、NOTEフィールドに記録されますが、目録規則が示す記述の第2レベ 
　　ルでは必須項目となっている(ただし、AACR2では「楽譜の種類に関する事項」は任意 
　　規定) ので、目録対象資料中に表示があれば記録するようにしてください。また、記 
　　録の際は、目録規則に規定されている情報源に表示されているとおり転記します。当 
　　該事項のデータ要素の句読法は目録規則の該当条項によってください。 
　イ その他の注記事項 
　　　　非図書資料は、「〔目録情報の〕基準」のデータ項目一覧で入力レベル「必須1」 
　　「必須2」とされている項目のみでは版の同定が困難なことも考えられます。NOTEフィ 
　　ールドの入力レベルは「選択」ですが、版の同定上有用と思われる情報は目録規則に 
　　従いできるだけ注記するようにしてください。 
 (11)　AL 
　　　TRフィールドの責任表示に対応する著者標目は、入力レベル「必須2」です。CW、 
　　　NOTEフィールド等に対応する著者標目は、入力レベル「選択」です。 
 (12)　UTL 
　　ア　主記入フラグ 
　　　　統一タイトルを含んだ標目形を基本記入の標目として取り込みたいときは、ALフィ 
　　　ールドではなく、UTLフィールドに主記入フラグを記録できます。 
　　　(例) AL: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 
　　　　　　 UTL: *Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Zauberflote  



　　　　　→　カード等の出力形 
　　　　　　　　 Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791  
　　　　　　　　　[Zauberflote] 
　　　　　　　　The magic flute / Mozart. -- In full score. -- New York ; ... 
 
　　イ　統一書名標目形 
　　　　 a) TRフィールドに記録された標題 
　　　　 b) CWフィールドに記録された標題 
　　　　 c) NOTEフィールドに記録された標題 
　　　に対応する統一書名標目を30まで記録することができます。楽譜・録音資料の「曲集」 
　　　のように1書誌レコードに多くの内容作品を含んでいるときは、集合タイトルを適用 
　　　することができます。 
　　　　統一書名標目の詳細については、前記3.を参照してください。 
　　ウ　その他の情報 
　　　統一書名典拠レコードの標目の構成要素とならない刊年(同一タイトルの異なる作品を 
　　　識別するために付記する場合を除く)、言語、版等は、UTLフィールドの「その他の情報」 
　　　として記録します。 
　　　　(例1)刊年 
　　　　　　UTL: Schubert, Franz, 1797-1828 -- Nocturne, piano trio, D. 897,　E ♭ 
　　　　　　major <...> 1979 
　　　　(例2)言語 
　　　　　　UTL: Verdi, Giuseppe, 1813-1901 -- Traviata. Vocal score <...> 
　　　　　　English & Italian 
　 
5　書誌レコード作成単位 
　　　複合媒体資料、付属資料等の取扱いなど、今後蓄積されてゆく登録事例を検討し、方針 
　　をニュースレター、コーディングマニュアルに掲載する予定です。

DB編 8.4 統⼀標⽬形
DB編 9.4 統⼀標⽬形

catadm (catadm@nii.ac.jp)

http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.8.4.html
http://catdoc.nii.ac.jp/MAN/kijun/kijun.9.4.html


オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.4   ⾮図書資料の扱い
1.4.1  ⾮図書資料の⼊⼒

B)資料種別の記録⽅法について(No.54 p.26)

Q︓
 最近、AV資料でTRフィールド中に「 [映像資料] 」「 [録⾳資料] 」などと記録されているレコ
ードを⾒かけるが，そのように記録してよいか。

A︓
 総合⽬録データベースでは，資料種別は，コーディングマニュアル 2.1.3及び 2.1.4 により,
GMD, SMDフィールドに記録することになっています。これらのフィールドに何らかのコードが
記録されていれ ば，書誌の検索・簡略表⽰画⾯でそのコードが表⽰され，図書形態のものとの区
別ができますので，TRフ ィールドには記録しないでください。

　　　正） GMD:v SMD:f 
　　　     TR:知的所有権早わかり / 日本経済新聞社編∥チテキ　ショユウケン　ハヤワカリ 
　　　　　 PHYS:ビデオカセット1巻(45分) : VHS, カラー 
 
　　　誤） GMD:v SMD:f 
　　　     TR:知的所有権早わかり [映像資料] / 日本経済新聞社編∥チテキ　ショユウケン　ハヤワカリ 
　　　　　 PHYS:ビデオカセット1巻(45分) : VHS, カラー

catadm (catadm@nii.ac.jp)

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.4   ⾮図書資料の扱い
1.4.2  ⾳楽資料について

A)⾳楽資料の取り扱いについて(No.25 p.2-4)

〔平成元年度〕総合⽬録委員会、総合⽬録⼩委員会では⾳楽資料の⼊⼒条件の整備について検討
を重ね てまいりました。この検討の過程で、東京芸術⼤学附属図書館、並びに⾳楽図書館協議会
⽬録専⾨委員会 から数々の助⾔・提⾔を頂きました。〔1990年〕3⽉22⽇に開催された第2回総
合⽬録委員会におい て、「総合⽬録データベースにおける⾳楽資料の取り扱いについて」が承認
されました。ここでは、その 後の検討も含め、その概要についてお知らせいたします。なお、本
指針による運⽤開始の期⽇は、システ ムの改訂等の措置が⾏われ、運⽤のルールの詳細が決まり
次第別途お知らせいたします。(ただし、資料 種別コードについては〔1990年〕9⽉7⽇運⽤開
始)

1. ⾳楽資料として⼊⼒する場合のファイル、適⽤する⽬録規則
 ⾳楽資料はその内容が楽譜、あるいは⾳響等であり、⽂字資料とはその性格を異にします。ま
た、⾳楽 資料を専⾨的に扱っている図書館の多くが和洋を分けずAACR2により⽬録作業を⾏って
います。以上 の点を考慮し、⾳楽資料については、和洋の区別をせずAACR2を適⽤し洋図書ファ
イルに⼀括⼊⼒す ることを各参加組織が選択できるものとします。

2. ⾳楽作品の統⼀タイトル
 ⾳楽作品の統⼀タイトルは、統⼀書名典拠により管理します(「⽬録情報の基準」p65を参照)。
U TLフィールドを作成する場合、あるいは、統⼀書名典拠レコードを作成しリンク形成を⾏う場
合、その 標⽬形は以下のようになります。

　ア　作曲者名等を有する統一タイトルは、その著者標目のもとの副標目形として書誌レコー 
　　ドのUTLフィールド、統一書名典拠レコードのHDNGフィールドに記録する。このとき、著者 
　　標目との区切り記号は△--△とする(△はスペースを表す)。 
 
　 (例)UTL : Mozart, Wolfgang Amadeus,    1756-1791　--　Concertos, violin,　　　　　　　 
　　　　　orchestra, K. 218, D major <xxx> 
　 (例)<xxx>  
　　　 HDNG: Mozart, Wolfgang Amadeus,　1756-1791　--　Concertos, violin,　　　　　　　 
　　　　　　　 orchestra, K. 218, D major 
 
　イ　作曲者名等が不明の統一タイトルは、作品名の直接形を統一標目形とする。

3. ⼀般資料種別(GMD)・特定資料種別(SMD)
 ⾳楽資料を含め⾮図書資料の⼊⼒に対応するため、資料種別コードを改訂しました。⾳楽資料
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に関連す  る部分の改訂内容は以下のとおりです。

　ア　楽譜(印刷)に対して、GMD「c」を新設。 
　イ　楽譜(手稿)に対して、GMD「f」を新設。 
　ウ　楽譜(GMD「c」「f」)に対応するSMDを新設。 
　エ　録音資料(非音楽)に対して、GMD「t」を新設し、「s」は録音資料(音楽)に。 
　オ　録音資料(GMD「s」「t」)に対応するSMDとして、「b=LPレコード盤」「c=CD」 
　　を新設。これに伴い、SMD「d」の意味を変更し「その他のレコード盤」とした。

 詳細については、本号付録、コーディング・マニュアル(付録1.1 資料種別コード表)を参 照し
てください。

4. 楽譜の種類に関する事項
 AACR2(1988年改訂版) 〔AACR2R〕において、「楽譜の種類に関する事項」が規定されてい
ます。USMARC(Music) にもそれに対応するフィールドが存在し、AACR2Rに従いレコードが作
成されています。NCR1987年版にも同様の事項があります。現在、⽬録システムには、この事項
を⼊⼒ するフィールドが特に設けられていません。当分の間、「楽譜の種類に関する事項」は⽬
録規則の該当章 の語句とともにNOTEフィールドに記⼊することとします。
  (例) NOTE: MUSIC:Partitur
     NOTE: MUSIC:Miniature score

5. ⾳楽資料のプレート番号、出版社番号等
 楽譜、録⾳資料に表⽰されている標準番号、およびそれに準じる番号等は、OTHN(その他の番
号) フィールドに適切な番号の種類コードを付して記⼊します。なお、「番号の種類コード」は、
正式に決定 したのちコーディングマニュアルでお知らせします。現在のところ、番号として次の
ようなものが考えら れます。

　ア　楽譜のプレート番号(plate number):PLNO 
　　　 (例)OTHN: PLNO:BWI00505  
　イ　楽譜の出版社番号(publisher's number):PUNO 
　　　 (例)OTHN: PUNO:EB 1666 
　ウ　録音資料の発行者番号(issue number/label number ):LANO 
　　　 (例)OTHN: LANO:SD 494 

6. 参照ファイル
 ⾳楽資料を含め⾮図書資料の参照MARCとして、USMARC(Music) 、USMARC(Maps)、US
MARC(Visual materials)を提供する予定です。また、⾳楽作品名に対する統⼀書名典拠ファイル
の開 放に伴い、USMARC(Name Authorities)の変換仕様の変更も準備中です。これらは、平成3
年度より 運⽤を開始する予定となっております。※平成3年5⽉31⽇より運⽤開始

7. システムの変更
 ⾳楽資料の⼊⼒に伴って必要となる、システム仕様の変更について現在検討中です。

8. 今後の予定
 ⾳楽資料について、これまでに決定したことは以上のとおりです。今後は、システム関係の変
更点、実 際の⼊⼒にあたって問題になる細部について検討を⾏い、ニュースレター上に追って発
表してゆく予定で す。また、⾳楽資料以外の⾮図書資料についても指針を⽰してゆく予定です。

コーディングマニュアル 付1.1 資料種別コード表
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1 「⽬録情報の基準」関連
1.4  ⾮図書資料の扱い
1.4.2・⾳楽資料について

B)楽譜の出版社番号について(No.54 p.26)

Q︓
 楽譜の出版社名や番号は，PTBLフィールドに記録することができるか。またできないとすれ
ば， どこに記録すればよいか。

A︓
 楽譜のカバーの上部などに，出版社名やその番号が記録されている場合，番号はOTHNフィー
ルドに 「PUNO」のコードと共に記録します。具体的には，以下のようになります。

　　      例）GMD:c SMD:z　　　　　　　　　　　　            　　カバー 
　　　　　    OTHN:PUNO:1511 　　　　                ┌───────────────┐　 
              TR:Symphony in C / Igor Stravinsky 　  │      Edition Eulenburg       │ 
　　　　    　PUB:London : Eulenburg , [1984], c1948 │         No. 1511             │ 
　　　　　                                           │                              │ 
　　　　　                                           │       Igor Stravinsky        │ 
　　　　　                                           │        Symphony in C         │
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.4   ⾮図書資料の扱い
1.4.2  ⾳楽資料について

C)⾳楽作品名の統⼀書名標⽬の構成要素・作成単位(No.29 p.30-31)

ア　標目の構成要素 
　AACR2の統一タイトルの章で規定している標目の構成要素のうち、下記のものを採用します。 
　　タイトル(または楽曲形式名),演奏手段,数の識別要素 (逐次番号・作品番号・主題目録番 
　号等) ,調,その他の識別要素,部編番号,部編名・部分のタイトル,編曲表示,歌曲譜・歌詞等 
　の表示これまでの統一書名典拠の運用に準じ、次のものは標目の構成要素とせず、UTLフィ 
　ールドの「その他の情報」として記録します。 
　　歌詞等の言語.出版年等(同一タイトルの異なる作品を識別するために付記する場合を除く) 
　　 (例) UTL: Schubelt, Franz, 1797-1828 -- Nocturne, piano trio, D. 897, E♭ 
　　　　　major <...> 1979 
 
イ　レコード作成単位 
　　統一書名典拠レコードは、無著者名古典・聖典の1著作(ここでいう著作には聖典の部篇も 
　含む)に対し1レコードを作成することになっています。 
　　音楽作品についても、基本的には上記の原則に従うことにしますが、多くの内容作品を持 
　つものについては、　 
　　　a)　UTLフィールドの繰り返し可能回数等に物理的な制限がある (30回が上限) ため、 
　　　 個々の内容作品に対してUTLフィールドを作成できない場合もある 
　　　b)　上記の場合も、集合タイトルを適用することによって、ジャンル等による限定は 
　可能である点を考慮し、例外的に集合タイトルを認めることにします。 
　　(例)モーツアルトのピアノソナタ選集 
　　　UTL: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 -- Sonatas, piano. Selections
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

1  「⽬録情報の基準」関連
1.4   ⾮図書資料の扱い
1.4.2  ⾳楽資料について

D)⾳楽作品名の統⼀書名標⽬が準拠する規則(No.29 p.32-33)

 ⾳楽作品名についても、⽇本名であればNCR87に従って標⽬形を決定しますが、NCR87の統
⼀タイトルの章には、以下の例に挙げるような⾳楽作品名の標⽬に関する詳細な規定が存在 しま
せん。

　　　(例)　ア　標目の構成要素(楽曲形式、演奏手段、作品番号... 等々)  
　　　　　　イ　標目の構成要素の区切り記号 
　　　　　　ウ　タイトルの選定　　　　　　　　　　　 等々

 そこで、NCRに従って⾳楽作品名の統⼀書名標⽬を決定する際、NCR87で規定していない事項
については、当⾯、必要に応じ⾳楽図書館協議会の「⽇本⽬録規則本版 ⾳楽作品の統⼀タイ ト
ル(案)」を参照することにします。
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オンライン・システムニュースレター抜刷集

ホームページ|| ⽬次へ

2   登録・修正
2.1   書誌登録
2.1.1  書誌登録のルール

A)登録時の注意事項(No.26 p.2-6)

 最近、接続館、および登録レコード数の増加とともに、データの品質管理が⼤きな問題となっ
ています。
センターに寄せられる書誌調整依頼、重複レコード報告等も増えています。データの品質管理の
基本は登録時に各参加館の⽬録担当者が⾏うものが中⼼になります。
 そこで、データの品質管理と密接に関連する注意事項を、これまでにニュースレターに掲載し
たものを 中⼼に以下に記します。

1.検索時の注意事項 
　 検索が不適切だと重複書誌を作ってしまいます。検索の手順として以下の手順が考えられます。 
　ア　まず、コード類(ISBN,ISSN,LCCN,NBN)で検索してみる。 
　　  コード類は必ずしもNCレコード中に記入されているとは限らないので、参照 
　　  レコードにヒットしたとき、あるいはノーヒットのときは、 
　イ　ノーヒットのときは、入力した検索キーのうちいくつかを削ってみるか、 
　　　すべてのキーを削除した後あらためて別の検索キーで検索する。 
 
 また以下の点に注意してください。 
　　・不必要なファイル指定は行わない。 
　　・ヨミ、分かち書きにはゆれがあるので、様々なケースを想定して検索する。 
　　　(JPから流用入力された書誌のなかには副書名、親書誌標題にヨミがないもの 
　　　もある) 
　　・漢字の字体の相違を考慮する。(旧字体と新字体) 
　　・書誌階層がある場合、親書誌のタイトルと子書誌のタイトル両方を入力すると 
　　　NCにはヒットしない。 
　　・監修者等の場合、TRフィールド・ALフィールドに記入されていないことがある。 
　　　この場合、監修者等では検索できないので、注意する。 
 
2.リンクコマンド使用時の注意事項 
　LINKTOコマンドを発行すると、フィールド(LINKTO PARENTのときはPTBLフィールド、 
LINKTO AUTHORのときはALフィールド) の文字列を検索キーフィールドに埋め込み、 
検索を行います。したがって、その注意事項は前記1.と同じです。 
 NCにヒットせず参照レコードにヒットしたときは、必ずBROWSEコマンドで検索・簡略表示 
画面に戻り、検索キーを換え、再検索するようにしてください。(例:AKEYを削除する、ヨミ 
を削除する、生没年を削除する等) 
 
3.重複レコードへの対応 
 
(1) 目録登録時の重複レコードの採用基準 
 
　a)書誌レコード 
　　　原則として、レコードIDが も小さいもの(先に作成されたレコード)を優先して 
　　選択します。ただし、カレントファイルとRECONファイル間の書誌レコードの重複は、 
    IDの大小にかかわりなくカレントファイルのレコードを優先します。レコードの採 
    否を決定するのにあたり、 
　　　ア　そのレコードが「〔目録情報の〕基準」、目録規則に適合しているか否か 
　　　イ　情報量の多寡(主題データがあるなど、入力レベルが「選択」のデータ項目の 
　　　　有無など) 
　　　ウ　リンクしている所蔵レコードの数 
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　などは原則として考慮しません。したがって、IDが も小さいレコードが「〔目録情報の〕基準」 
に適合していない、あるいは情報量が少ない等の場合でも、IDが も小さいレコードを選択しその 
レコードを修正して利用することになります。 
  センターにおいて重複レコードの統合作業を行う場合も、この基準によりレコードの採否を決定し 
ます。 
　なお、「固有の標題でないもの」の判断の相違により生じている重複(親書誌のVOLフィールド 
と、その子書誌との間の重複状態)の場合は、所蔵をリンクすべき書誌レコードをIDの大小により 
判断することができないので、「基準」に照らし正しいものを選択します。 
 
　b)典拠レコード 
　　  書誌レコードと同様、レコードIDが も小さいもの(先に作成されたレコード)を優先 
　  して選択します。 
　　　ア　情報量の多寡 
　　　イ　リンクしている書誌レコードの数 
　　などは考慮しません。 
　  ただし、小さいIDの典拠レコードのHDNGフィールドを修正すると大きいIDのレコードのH 
  DNGフィールドとまったく同じになってしまう場合、HDNGフィールドの重複チェックを行って 
  いるためSAVEすることができません。このときに限り、IDの大きい典拠レコードを採用しても 
  よいことにします。 
 
(2) 重複レコードの報告 
　　重複レコードを発見したら、次のものをセンターに送付し報告してください。 
　　　ア　  レコードIDを記した「目録情報に関する質問書」 
　　　イ　  重複と思われるレコードの画面コピー(採用したレコード、また修正を行った場合 
　　　　  は修正内容を明示してください) 
　　　ウ-1　書誌の場合、目録規則に定める規定の情報源のコピー(和書では標題紙、奥付、 
　　　　  背、表紙。洋書では標題紙、標題紙裏等) 
　　　　  必要に応じてその他の箇所のコピー 
　　　　  特に、書誌階層の取り方の相違、書誌事項の有無などで重複書誌になっていると 
　　　　  きは忘れずに添付してください。 
　　　ウ-2　典拠の場合で、典拠レコードのみからでは重複レコードの同一性を判断できな 
　　　　  いときは参考資料のコピー等 
　　なお、単純な重複書誌については、参加館の作業負担を考慮し、報告の簡略化を行うこ 
　とにしました。 
 
4.VOLフィールドの繰り返し回数制限 
　　書誌レコードのVOLフィールドの繰り返しが多いと(書誌レコード全体の情報量により 
　繰り返し可能回数は異なります)、表示・登録などの際にコマンドを一切受け付けなくな 
　る、画面が破壊する、異常終了する等のシステム障害が発生することがあります。 
　　そこで、現在、以下の指針による運用をお願いしています。 
 
　　ア　VOLフィールドの繰り返し回数はおおむね30回を上限とし、それを越えるときは別 
　　　 書誌を作成する。 
　　イ　既に、VOLフィールドの繰り返し回数が30回を越えているものは、書誌レコードを 
　　　 分割する。 
　　ウ　ア、イの処置を行ったときは、 
　　　 a)NOTEフィールドに書誌を分割した旨必ず注記する。 
　　　 　(例1) NOTE: Bd. 30までは別書誌(BAxxxxxxxx) 
　　　 　(例2) NOTE: Bd. 31以降は別書誌(BAyyyyyyyy) 
　　 　b)所蔵館に所蔵レコードの修正・付替依頼の連絡をする。 
　　　 なお、所蔵館が多く連絡が困難な場合は、センターに報告すれば、ニュースレター 
　　　 等を通じ連絡を行う。 
　　エ　 別書誌作成・書誌分割にあたり問題があるものは、センターに書誌のハードコピー 
　　　 と情報源を送付する。処理はセンターで行う。 
 
　 近、NOTEフィールドに「～巻以降は別書誌(BNxxxxxxxx)」とあるにもかかわらず、VOLフィー 
ルドを追加しているケースが見受けられます。この障害は、ある参加館では生じなくとも、別の参 
加館で生じることがあります。自館では障害が発生しないからと、30回を越えるVOLフィールドの追 
加は行わないでください。 
 
5.レコード修正の際の注意 
　誤った修正が行われると、書誌と所蔵、書誌と典拠の対応関係を破壊し、また書誌・典拠の確定が不 
可能になります。 
　(例)元々の書誌にはEDフィールドがなかったが、追加し「改訂版」に修正した。 
　　　　→　その書誌に所蔵をリンクしている館は、「初版」ではなく「改訂版」を 
　　　　　　所蔵していることになってしまう。 
　このようなことを防ぐため、書誌、典拠がまったく別のものになってしまうおそれがあるようなフィ 
ールドの修正・追加は、レコード作成館に確認する等、相応の裏付けがない限り行わないでください。 
 以下に挙げる修正は、疑義のあるレコードを発見した館がレコード作成館(所蔵レコードIDが も 
小さい参加館)に連絡し、作成館が修正作業を行うことを原則とします。 
　　・TR,ED,PUB,PTBLの修正・追加(ただし、区切り記号の誤り、ヨミ・ 
　　　分かち書き、誤字・脱字の修正等、書誌の同定に差し障りのない修正を除く) 
　　・書誌レコード作成単位に関わる修正、親書誌・子書誌作成(書誌階層の変更) 
　修正により必要となる所蔵館への連絡は、作成館が行ってください。なお、所蔵館が多く連絡不可能 
の場合は、「目録情報に関する質問書」にレコードのハードコピーを添えて修正内容をセンターへ報告 
すれば、ニュースレター誌上で連絡します。また、当事者間で調整困難な場合、「目録情報に関する質 
問書」、レコードのハードコピー、情報源のコピー及び修正案をセンター宛に送付して下さい。センタ 
ーで処理します。



コーディングマニュアル 付4 遡及⼊⼒

 〔関連記事〕2.5.3  重複書誌報告の⼀部簡素化
       2.6.1  図書書誌レコード修正指針について
       3.1.2  トランザクションファイル廃⽌に伴う変更
       3.4.2  遡及⼊⼒データの運⽤について
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オンライン・システムニュースレター抜刷集
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2  登録・修正
2.1  書誌登録
2.1.1 書誌登録のルール

B)レコード登録時の注意事項(No.36 p.2-7)

 これまでも、ニュースレター上で何度かお願いをしてきましたが、データベースの品質管理が
相変わら ず⼤きな課題となっております。不適当なレコード作成を防ぐため利⽤者の⽅々にはい
まいちど以下の注 意事項の確認をお願いいたします。

ア 検索に関する注意点
  ポイント 1
 コード類(ISBN等)は、NCのレコード上に記載されているとは限らないので、コード類で検索し
て参照ファイルヒット、あるいはノーヒットの場合は必ず、他のキーで検索しなおすことが必要
です。以下の例を参照してください。
 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│和図書書誌検索・簡略表示　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　│ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│TITLE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 │ 
│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
│AKEY :　　　　　　　ISBN:　4767960169 　 NBN:　　　　　　NDLCN:　　　　　　　 │ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
 ・ISBNのみで検索してみる　　↓ 送信 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│和図書書誌詳細表示　　　　　　 JP　　　　 1 /　 1　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│<GP05534353>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│GMD:　 SMD:　 YEAR:1982　　　 CNTRY: ja　TTLL: jpn TXTL:　　 ORGL:　　 REPRO: │ 
│VOL:　　　　　　　　　　　ISBN:4767960169　PRICE:4200円　 NBN:JP84007151　　　│ 
│TR:米とその加工 / 倉澤文夫著∥コメ ト ソノ カコウ 　　　　　　　　　 　　　　 │ 
│PUB:東京 :　建帛社 , 1982.11　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
│PHYS:406p ; 22cm 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│PTBL: 最新食品加工講座 <> //a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│AL:倉澤, 文夫∥クラサワ, フミオ <>　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 
└───────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　 ・参照ファイルヒットなので、BROWSE ↓ 
　　　またはRETURNで検索画面に戻る 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│和図書書誌詳細表示　　　　　　 JP　　　　 1 /　 1　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│>:　BROWSE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│<GP05534353>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│GMD:　 SMD:　 YEAR:1982　　　 CNTRY: ja　TTLL: jpn TXTL:　　 ORGL:　　 REPRO: │ 
│VOL:　　　　　　　　　　　ISBN:4767960169　PRICE:4200円　 NBN:JP84007151　　　│ 
│TR:米とその加工 / 倉澤文夫著∥コメ ト ソノ カコウ 　　　　　　　　　 　　　　 │ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
 　　　　　　　　　↓送信 

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│和図書書誌検索・簡略表示　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│TITLE=米とその加工　　必ずいったん削除する　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│AUTH =　　　　　　　　　　　 　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│AKEY :　　　　　　　ISBN:　　　　　　　　NBN:　　　　　　NDLCN:　　　　　　　 │ 
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
 
　　 ・ISBNを削除し、タイトルの表示 ↓送信 
　　　 形で検索しなおす　　　　　　　　　　　　　　　 
 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│和図書書誌詳細表示　　　　　　 NC　　　　 1 /　 1　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│<BN01375059>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│CRTDT:19871021 RNWDT:1990302 RNWFA:FA003443　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│GMD:　 SMD:　 YEAR:1982　　　 CNTRY: ja　TTLL: jpn TXTL:　　 ORGL:　　 REPRO: │ 
│VOL:　　　　　　　　　　　ISBN:　　　　　　PRICE:4200円　　　　　　　　　　　 │ 
│TR:米とその加工 / 倉澤文夫著∥コメ ト ソノ カコウ　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│PUB:東京 :　建帛社 , 1982.11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
 
 
　　 ・今度はNCにヒットしたが、ISBNのフィールドをみるとデータが入っていない。 
　　　次回の検索ではISBNでもヒットするように手元の資料のISBNを追加しておく 
　　　のが望ましい。

 ポイント 2
 ⼀度の検索で、親書誌のタイトルと⼦書誌のタイトルを同時にキーとして⼊⼒しますと参照フ
ァイルに しかヒットしません(⼦書誌レコードのPTBLからは、検索⽤のキーは作成されていませ
ん)。⽚⽅ずつの検索をお願いします。
 ポイント 3
 レコード上の記載、あるいは検索キーのつづりが誤っていた場合はヒットしません。洋書等の
誤りやす いタイトルは、前⽅⼀致検索だと効率が上がります。 和書の場合は使⽤漢字の字体の相
違がこれに相当します。NCに該当レコードがヒットしない場合には、 ヨミ、漢字(表記形)、各々
の前⽅⼀致等、当該書誌について最もゆれが少ないと思われる検索キーを採 ⽤してください。
 ポイント 4
 リンク先のレコードを探しに⾏く場合では特に、LINKTO PARENTにご注意下さい。システム
の⽅で⾃動的にAKEYも作成し、検索の条件としては、タイトルキーとAKEYのかけあわせになっ
ています。NCにヒットしなかった場合は、必ずBROWSEで検索画⾯に戻り、AKEY削除、タイト
ルキーの変更など、通常の書誌検索の要領で必ず再検索をお願いします。

イ 書誌の同定、採⽤に関わる注意点
 ポイント 5
 「⽬録情報の基準」によりますが、他にこのニュースレター上でも実作業中にでてくる問題
点、疑問等 にお答えしています。最近増加している「刷」毎の書誌事項の相違による新規作成
は、版の相違とみなせ るほどの改訂事実が確認できた場合にはあり得ますが、そうでない場合に
は重複書誌とみなされますので、 御注意下さい。刷りの相違で新規にレコードを作成する場合
は、改訂の内容を注記する、EDに刷りの情 報を記述するなどして前の刷りとのちがいをレコード
上明確にしておくことが必要です。

 〔関連記事〕1.1.1D-5) 同⼀版で刷によってページ数等が異なる資料の扱い

 ポイント 6
 「⽬録情報の基準 改訂版」、あるいはニュースレターでお知らせしているような新たな決定事
項は、 原則的にそれらが発⾏された後、新規作成されるレコードに適⽤されるものです。過去に
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登録が済んでい るものに関して、遡って修正することは現在も継続している書誌等を除いては⾏
っておりません。殊に修 正の結果階層の取り⽅が異なってしまうような書誌については、後の調
整に時間がかかることがあり、他 の接続館に迷惑をかけることがありますので御注意ください。
ただし、所蔵館間で合意のあったものにつ いてはこの限りではありません。

コーディングマニュアル 21.0 図書書誌レコード修正指針

ウ 流⽤⼊⼒時の注意点
 ポイント 7
 参照レコードを流⽤して総合⽬録に登録する場合には、必ず⼿元の資料に基づいて修正してか
ら登録す ることになっていますが、最近、何ら修正することなくそのまま登録している例が⾒受
けられます。特に、書誌階層を「⽬録情報の基準」に合わせていない例や、CIPデータに対しての
データの追加や修正が⾏ われていない例が⽬⽴ちます。このようなデータは後で利⽤する際、書
誌の同定が困難になる等、⾮常に 不便ですので注意してください。

 〔関連記事〕2.4.1A) 参照MARC流⽤時の注意事項
、       2.4.1B) 参照MARC流⽤時の注意事項

エ コマンドの操作に関する注意事項
 ポイント 8
 依然として、EDITとCOPYの混同によると推定される重複レコードが⽬⽴ちます。この誤解は
既成書誌の全く異なる書誌への書き換えや、単純な重複レコードの作成に即つながりますので、
各機関の⽬録担当者はテキスト、マニュアル等で各コマンドの再確認をお願いします。

 〔関連記事〕2.6.2  データの修正は慎重に

オ 著者名典拠レコードの作成時における注意点
 ポイント 9
 現在登録されている典拠レコードの中には、HDNGに採⽤した著者名の表記やヨミ等の根拠と
なった 情報源が記⼊されていないものが⾒受けられます。これらはリンク形成の際の同定を難し
くしている⼀因 となっています。典拠コントロールの効果を上げるために、新規作成時には必ず
レコードのデータ内容が 何によったのかをNOTEに注記するようにしてください。

 〔関連記事〕2.3.3A) 典拠レコード注記レコード必須化

カ その他の注意事項
 ポイント 10
 不要なレコードを作成してしまった場合は、その場で所蔵レコードをWEEDし、書誌レコード
を「削除予定レコード」に書き換えるようお願いします。レコードが登録されるのは、新たに
CREATEした場合はREGISTERコマンドを発⾏した瞬間ですので、書誌レコードのみの場合でも
お忘れのないようご注意下さい。

 〔関連記事〕2.5.1A) 「削除予定レコード」について

 ポイント 11
 ニュースレターNo.21 p.12「分類・件名等の取り扱い」において、既にあるデータを各⼤学側
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の都合で 削除してしまうことは慎んで下さい、と注意を喚起しました。このほか、流⽤⼊⼒を⾏
う際にも参照レコ ード上にある、総合⽬録上でも利⽤可能なデータを削除してしまうことのない
ようにご注意下さい。

 〔関連記事〕2.6.4  分類・件名等の取り扱い
       2.6.5  PHYSやNOTEのデータの取り扱い
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2   登録・修正
2.1   書誌登録
2.1.1  書誌登録のルール

C)重複レコード処理結果に⾒る、登録時の問題点(No.23 p.14)

 今回の重複レコード処理の過程において、次の点が気になりましたので、各担当者は注意をお
願いしま す。

 ア 新旧字体の違いによる重複レコードの存在
 新字体、旧字体で別々の書誌を作成している例が⾒受けられました。検索の際に新旧字体
があり得ることを考慮して検索をするようお願いします。

 イ 監修者の表⽰位置の違いによる重複レコードの存在
 総合⽬録データベース上のレコードの表現で、監修者がTRにあるか、NOTEにあるか の
違いによって別書誌レコードが作成されている例がありました。監修者を責任表⽰に記録
するかは、⽬録規則上でも変遷している上、1987年版も別法として異なる扱いを準備し て
いることもあって、記述位置に違いを⽣じておりますが、これをもって別書誌作成の根拠
とすることはできません。

 ウ 出版物理単位毎に作成された重複レコード
 最近、出版物理単位を1つずつ書誌単位として作成するという誤った書誌作成⽅法を採っ
ている⽅がいます。この重複レコードを処理する場合には、結局、各参加機関での所蔵レコ
ードの付替え作業をすることになりますので、ご注意ください。
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2   登録・修正
2.1  書誌登録
2.1.1 書誌登録のルール

D)書誌単位の取り⽅が異なる場合の⽬録登録について(No.14 p.21)

 ⽬録システムでは、⽬録登録時に、既に書誌レコードが総合⽬録データベース上に登録されて
いる場合 にはその書誌レコードを使⽤し、新規に書誌レコードを作成しないのが原則です。従っ
て、既に登録され ている書誌レコードについて、書誌単位の採り⽅が異なる場合にも、その書誌
レコードを採⽤して下さい。
 新規に別書誌レコードを作成することは、重複レコード防⽌のためにも⾏わないで下さい。 レ
コードの修正が必要な場合には、当事者間で調整を⾏った後に修正を⾏って下さい。
 なお、当事者間での調整が困難な場合には、〔「⽬録情報に関する質問書」〕、当該レコード
の画⾯ハ ードコピー、情報源のコピー及び修正案をセンター宛に送付して下さい。

DB編 3.4.3 共有レコードの修正
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2   登録・修正
2.1   書誌登録
2.1.2  登録のポイント(フィールド別)

A)〔書誌構造リンクの〕構造の種類コードについて(No.6 p.1)

Q︓
〔書誌構造リンクの〕構造の種類コードは、⼦書誌ではなく 親書誌に持つべきではないか。

A︓
 ⽬録登録は単⾏書誌単位を中⼼として作業が⾏なわれるため、現⾏のように⼦書誌に設定して
います。
構造の種類コードは、各図書館での⽬録カード等出⼒のために設けてあり、各図書館の出⼒形式
に合わせ て修正することができますが、その際の⼿間も考慮して⼦書誌レベルに持っています。

DB編 4.3.1 書誌構造の表現

〔関連記事〕1.0.8A-3) 構造の種類コード
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2   登録・修正
2.1   書誌登録
2.1.2  登録のポイント(フィールド別)

B)図書書誌レコードへの件名のヨミフィールドの追加(No.42 p.6)

 現在件名フィールドは、件名標⽬表の種類を表わすコードを記録するフィールド、件名と細⽬
等を記録 するフィールド及び件名の種類を表わすコードを記録するフィールドの3つのフィール
ドから構成されて います。このため件名については参照MARCの原データに件名のヨミのデータ
が存在していた場合でも ⽬録システムでは利⽤できず、検索及びローカルシステム上のデータ構
築に不便をもたらす結果となって いました。
 今回ヨミを記録できるフィールドを追加することによって、MARC原データの利⽤はもちろ
ん、各参 加館で件名を設定した場合にもヨミを付与することが可能になりますので、件名を含む
検索の効率化が望 めます。
 フィールドの構成は次のようになります。
 SH:件名表の種類:件名--細⽬||件名のヨミ--細⽬のヨミ//件名の種類

 件名のヨミフィールドには細⽬のヨミも含みます。ヨミフィールドにおける件名と細⽬の区切
り、主題 区分・地理区分の区切り、転置・限定での区切り等については件名フィールドの区切り
と同様とします。
 ヨミはワカチガキを採⽤しません。件名フィールドのなかで区切り記号によって区切られた語
の単位に したがってヨミを付与するようにします。※平成6年2⽉25⽇から運⽤開始
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2   登録・修正
2.1   書誌登録
2.1.2  登録のポイント(フィールド別)

C)雑誌書誌レコードへの件名フィールドの追加(No.45 p.4)

 図書書誌レコードと同様に、雑誌書誌レコードについて件名フィールドの表⽰および⼊⼒が可
能になり ました。件名フィールドの要素、記述⽂法等は図書書誌レコードと同様です。
 既存のNC雑誌書誌に件名フィールドの追加修正を⾏った場合は、センターに雑誌書誌修正の報
告を提 出する必要はありません。 ※平成6年2⽉25⽇から運⽤開始
 雑誌書誌レコードについては、これまで件名データが⼊⼒できなかったこともあり、総合⽬録
データベ ースには件名データが存在していません。したがって、件名データの⼊⼒にあたっては
各参加館で対応し ていただくことになります。
 参照MARCでは従来から件名をデータとして保有していましたので、今回の機能追加によって
表⽰さ れるようになり、流⽤⼊⼒時には総合⽬録データベースにも反映されます。しかしながら
JAPAN/M ARCについてはデータ整備が終了していないため、件名及び件名のヨミともに現在は表
⽰ができません。
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2 登録・修正
2.1  書誌登録
2.1.3 遡及⼊⼒

A)「遡及⼊⼒指針」の運⽤について(No.44 p.2-3)

 今回、「コーディングマニュアル」の付録として公表することとなった「遡及⼊⼒指針」につ
いては、 「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会において、何回かにわたって検討が⾏われま
した。そして、検 討結果は〔平成5年度〕総合⽬録⼩委員会及び総合⽬録委員会において審議さ
れ、了承されました。この 指針は新しい作業領域に関するものですので、ここに本指針の考え
⽅・作業上の留意点等についての解説 を試みました。本指針を適⽤する際の⼀助としていただき
たいと思います。

1.本指針の作成にあたって
 本来総合⽬録データベースは、資料現物に基づいてデータを作成することが原則です。そこ
で、今回 このような形で、資料現物に基づかないデータ作成を認めるにあたっては、多々議論が
ありました。書誌 データの品質維持に対してこれまでと同様留意する必要があることや、連絡・
調整が煩雑になる等、実作 業での問題もないわけではありません。ただ、総合⽬録データベース
に反映されないままになっている、 カード形式・冊⼦体形式・機械可読形式といった様々な形態
の情報を遡及⼊⼒することが、ILLシステ ムの稼働に伴って、ますます重要となってきていま
す。また、各参加館のOPACの充実という点からも 遡及⼊⼒が必要です。これらの点を考慮し、
未⼊⼒⽬録の総合⽬録データベース化がより容易にかつ迅速 に可能になるよう、本指針を作成す
ることになりました。

2.「遡及⼊⼒」という⽤語について
 ここでいう「遡及⼊⼒」とは、各図書館等が保有している⽬録カード等の情報(カード⽬録、冊
⼦体 ⽬録、及びローカルシステムに蓄積されている図書ファイル等の機械可読⽬録のデータ)を総
合⽬録デー タベースに⼊⼒することをいいます。
 いいかえれば、総合⽬録データベース化を伴わない、ローカルシステムへのデータの機械可読
化(遡 及変換)は、ここにいう「遡及⼊⼒」ではありません。

3.「遡及データ」「遡及書誌データ」の扱いについて
 カード形式・機械可読形式を問わず、既に作成された⽬録のことを「遡及データ」といい、ま
た「遡 及データ」によって作成された書誌データのことを「遡及書誌データ」と呼んでいます。
これらにはそれ ぞれ次のような特徴があります。
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(1)「遡及データ」
ア 資料現物から作成された書誌データに対し、このデータを根拠に修正を⾏うことはでき
ません。
イ 同じ「遡及データ」から作成された書誌データ(「遡及書誌データ」)に対しては、デー
タを豊 富にする⽅向でのみ修正を⾏うことが許されています。

(2)「遡及書誌データ」
ア 必ず注記に「遡及データ」から作成した旨を記録しておきます。
イ 資料現物による修正には従わなければなりません。

4.同定作業について
 遡及⼊⼒にあたっては、総合⽬録データベースの品質管理の上からも、充分な検索と同定作業
が必要 です。カード⽬録等の遡及データと検索結果とが同じものかどうかを調べること(同定作
業)は、遡及デ ータ側の情報が充分でない可能性が⾼いことを考えると必ずしも容易ではありませ
ん。そのためこの指針 では、遡及データの実態に沿っていくつかのパターンが⽤意され、同定時
の判断が少しでも容易になるよ うに考慮されています。
 なお、遡及データから書誌を作成する場合には、後の同定作業が容易になるよう、記述される
情報は 最低限、⽬録規則で⽰されている記述の第⼀⽔準を満たしていることが 必須条件となりま
す。したがっ て、第⼀⽔準を満たさない遡及データの場合には、現物を確認してから総合⽬録デ
ータベース化すること を、本指針は求めています。

5.機械可読形式のデータからの遡及⼊⼒について
 NACSIS-CATへの接続以前に、あるいは⽬録システムが稼働する前に、ローカル独⾃のデー タ
ベースを構築している図書館や、NACSIS-CATとは別に、ローカルシステムの初期データの迅 速
な構築のために、これまでのカード⽬録等からデータベースを作成する図書館も多いようです。
このよ うな形で作成されたデータ群を、総合⽬録データベースに統合しようとすることを、本指
針の中では「機 械可読形式のデータからの遡及⼊⼒」といっています。
 これらのデータを効率的に遡及⼊⼒する⼿段として、⾃動登録機能を持ったソフトウェアを利
⽤する ことも可能です。このソフトウェアは、上記のように既に機械可読形式のデータが存在す
るような場合に、 オンライン⽬録システムを通して⾃動的に検索を⾏い、該当する書誌データが
あれば所蔵データを登録す る、という機能を持ったものです。この場合、⾃動的にヒットした書
誌が正しいものであったのか、同定 作業を⾏うことが必要です。⾃動登録ソフトウェアの取り扱
いについては、ニュースレターNo.28 にも記 事が掲載されていますので、ご参照ください。

6.資料現物による遡及的データ⼊⼒について
 「遡及⼊⼒」における問題点は、書誌構造の把握が困難であることと、「固有の標題」が「遡
及デー タ」からは把握しにくいという点です。総合⽬録データベースの書誌データ作成の基本⽅
針に従って、資 料現物に基づいて遡及的なデータ登録を⾏ってこられた参加館は、可能であれば
今後も従来どおりの⽅法 で作業を⾏ってください。

コーディングマニュアル 付4 遡及⼊⼒

〔関連記事〕3.9.2 ⾃動登録ソフトの使⽤にあたって
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2 登録・修正
2.2  所蔵登録
2.2.1 CPYNTフィールドの記述内容について(No.36 p.15-
16)

 今年度〔平成4年度〕の⽬録システムの機能強化において新設した「CPYNTフィールド」に
は、劣 化資料、署名⼊り資料、限定番号⼊り資料、落丁・残⽋等、記述対象特定コピーの特異性
に関する注記を 記述することができます。記述にあたっては必要な場合には固有のコードや⽂法
を設ける予定にしており ます。
 今回、国⽴⼤学図書館協議会「資料の保存に関する調査研究班」から以下の⽅法で利⽤を⾏い
たい旨協 議があり、具体的な⼊⼒⽅法について両者で検討を⾏った結果、次のように決定しまし
たので、その内容 について紹介します。このフィールドに記述された意味内容を理解する⼀助と
していただければ幸いです。
なお、以下で紹介する⼊⼒⽅法のうち、「ACID: 」という定型導⼊句よりも後の記述の⽅法につ
いては、 国⽴⼤学図書館協議会のメンバー以外には拘束⼒を持たないことを明記しておきます。
 また、今回は酸性紙劣化に対応するコードとして「ACID: 」をセンターで設定しましたが、そ
のほかに コードを設定した場合は、順次お知らせします。

〔内容〕

1.対象となっている資料
 
　各国立大学で所蔵するすべての図書館資料の中で、半永久的に保存すべき資料と判断するものの 
うち、酸性紙による劣化が見られる資料が該当します。 
 
2.CPYNTフィールドの記述方法 
　　ア　保存を必要とする酸性紙劣化資料であることを示すために、フィールドの先頭 
　　　からACID:と入力する。 
　　イ　その後に劣化の状態(AかB)を入力する。 
　　ウ　自館独自の保存対策が施されている場合は、その内容を記述の最後にカッコで 
　　　くくり、具体的、簡潔に入力する。他の媒体へ変換した場合(マイクロフォーム、 
　　　光ディスク等)がこれに当たる。 
　　エ　記述の終わりは必ずピリオドとする。 
　　オ 入力はすべて1バイト文字を使用する。 
　　カ 図書の場合はVOLごとに状態を入力する。 
　　キ 雑誌の場合は1年次を単位として状態を入力する。 
3.具体的な記述例 
　(1) 図書 
 　 ア　CPYNT:ACID:A.  
 　　　 酸性紙劣化資料であり、劣化の状態がAである。 
　　イ　CPYNT:ACID:B(MICROFORMED). 
　　　　酸性紙劣化資料であり、劣化の状態がBである。 
　　　　保存対策としてマイクロ化が行われている。 
　(2) 雑誌 
　　ア　CPYNT:ACID:A.  
　　　　所蔵分全てについて酸性紙劣化状態がAである。 
　　イ　CPYNT:ACID:B:1860-1875,1890-1895(PHOTOCOPIED). 
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　　　　所蔵の中で1860-1875,1890-1895のものは劣化しており状態はBである。 
　　　　保存対策の一環としてコピーを持っている。 
　　ウ　CPYNT:ACID:A:1944-1948/B:1953,1962-1963. 
　　　　所蔵の中で1944-1948のものは劣化しており、状態はAである。 
　　　　また、1953,1962-1963のものは劣化しており、状態はBである。 
　　 
4.劣化の状態の区分 
　　劣化の状態としてAとBが設定されていますが、その内容は以下のとおりです。 
　A・・・・劣化が進行中 
　　ア　書籍ページの周辺余白部分から印刷部分に向かって黄色、または薄茶色 
　　　　に変色が進行している。 
　　イ　ページ全体が黄ばんだ褐色で劣悪原材料・薬品等が使用されたと考えら 
　　　　れる腰の弱い洋紙である。 
　　ウ　ページ全体に多数の黴状の小さな斑点変色が見られる。 
　B・・・・劣化が著しい 
 　 ア　書籍ページの周辺が焦げ茶色に著しく変色している。 
　　イ　ページを開くと周辺部等が剥離し、のどの部分が弱体化しており修理不 
　　　　能である。 
 　 ウ　印字部分のインクが行間や裏に滲んで全体が褐色を呈している。
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2 登録・修正
2.3  典拠登録
2.3.1 著者名典拠レコードの登録・作成・修正等の注意点
(No.38 p.19-24)

 著者名典拠レコードの登録・修正等の作業時に注意すべき事項を以下にまとめました。確認下
さいますようお願いします。

I 登録・流⽤時の注意
ア LINKTOコマンド発⾏時の注意
LINKTO AUTHORコマンドを発⾏すると、システムは書誌レコード中のALフィールドに⼊ って
いるデータを検索キーとして、典拠ファイルの⾃動検索を⾏います。したがって、ALフィールド
の 記述と、実際にNCの典拠ファイル中のレコードのHDNGとがわずかでも異なる場合にはヒット
しませ ん。その結果、付記事項やヨミのささいな相違、漢字の新旧字体の差等によって簡単に重
複レコードが作 成されてしまうことになります。
 このようなことを防ぐためにも、登録時のALフィールドの記述は漢字だけ、もしくはヨミだけ
にする、 あるいは、検索してNC以外の参照ファイルにヒットした、もしくはヒットしなかった、
というような場 合にはBROWSEコマンドを使って著者名典拠検索画⾯に戻り、検索キーを変えて
再検索する、といっ た作業を⼩まめに⾏うようにして下さい。

 (例) 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌流用入力　　　　 JP　　　　　1/　　1　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│>:LI A ←　 LINKTOコマンドを発行する　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　│<BN08523165>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR: 1992　 CNTRY: ja　TTLL: jpn TXTL: jpn ORGL:　　 REPRO:　　│ 
　│VOL:　　　　　 ISBN: 4265041132 PRICE:1100円 NBN: JP92034439　　　　 　　　 │ 
　│TR: 天才えりちゃんが消えた / 竹下竜之介作・絵∥テンサイ エリチャン ガ キエタ│ 
　│ED:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB: 東京 : 岩崎書店 , 1992.4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS: 110p ; 22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│VT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CW:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL: いわさき創作童話∥イワサキ ソウサク ドウワ <BN04297734> 13//a　　　　 │ 
　│AL: 竹下, 竜之介∥タケシタ, リュウノスケ <>　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│UTL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠詳細表示　　　　 　 JP　←　JPにヒット　　　 　/　　　 1　　　　　│ 
→│>:BROWSE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<IN07399487> RECST:n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:竹下, 竜之介∥タケシタ, リュウノスケ　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:「天才えりちゃん金魚を食べた」(岩崎書店 , 1991.4)　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:JP91035975　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　│ 
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　└──────────────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　↓　　一応、JPにヒットした。しかし本当にNCにないのか 
　　　　　　　　　　BROWSEコマンドで著者名典拠検索　面に戻る 
 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示　　　　　　JP　　　　 1/　　　 1　　　　　 　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH = 竹下,竜之介∥タケシタ, リュウノスケ│　　　　　　　　　　　　　 　　 │ 
　│AKEY :　　　 PLACE=　　　　　　　 DATE=　　　　　　　　　　　　　　 　　　　│ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 　 　　 SAID :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ 1.<IN0739948> 竹下 ,竜　 之介　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　↓　　字体が異なっている可能性があることを考慮して、AUTHの部分の 
　　　　　　　　　　漢字形を消して、再検索を行うことにする 
 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
→│AUTH =　タケシタ　リュウノスケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　 　↓　 この形にして、再検索する 
 
　┌──────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠詳細表示　　　　　　 NC　←　NCにヒット　　　 1/　　　 1　　 　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA05500259> CRTDT:19910625 RNWDT:19910625　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
→│HDNG:竹下, ・龍・之介(1984-)∥タケシタ, リュウノスケ　　　　　　　　　　　　│ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│DATE:1984-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:第8 回福島正実記念SF童話大賞受賞　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　│ 
　│NOTE:「天才えりちゃん金魚を食べた」(岩崎書店 1991):奥付 (竹下龍之介;　　　　│ 
　│　　　 たけした　りゅうのすけ; 1984年宮崎県都城市に生まれる)　　　　　　　　│ 
 
　 これは、HDNG中の漢字形が異なっていたことで検索漏れになってしまった例です。

イ 流⽤⼊⼒時の注意(付記事項に関して)
 ここでは特に⽇本名著者名典拠参照ファイルについて述べておきます。
 ⽇本名著者名典拠参照ファイルはJAPAN/MARCのデータを元に、センター側が独⾃に作成した
ものです。
 その作成の⽅法については、以下のようになっています(タグやサブフィールドについては、
「JAP AN/MARCマニュアル 図書編 第1版」を参照してください)。

　　HDNG:JP/MARCのタグ751の$bと$aとを取り出してきて、それぞれを 
　　　　 ∥で区切る 
　　TYPE:上記の方法によって切り出してきたHDNGの形から、pもしくはcを判断 
　　　　 する。具体的には、 
　　　 $b=姓,名 であれば、p 
　　　 $b≠姓,名 で更に続いて“("があり、その後がアラビア数字であれば、p 
　　　 $b≠姓,名 で更に続いて“("があり、その後がアラビア数字でなければ、c 
　　　 $b≠姓,名 で更に続いて“("が無いならば、c 
　　　　 と判断して分類する 
　　NOTE:最初のNOTEには、タグ251の$aを記述し、続けて“("“タグ270の 
　　　　 $b"“,"“同$d"“)"の順に記述する 
　　NOTE:2番目のNOTEには、タグ020の$a,$bの値を記述する 
　　この結果、参照ファイル中にも付記事項の記述方法の相違によって、重複レコードが 
　　発生しております。 
┌──────────────────────────────────────┐ 
│著者名典拠検索・簡略表示　　　JP　　　 1-　　3/　　　　 3　　　　　　　　 　│ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│AUTH =江戸川　乱歩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│AKEY :　　　　　　　PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DATE=　│ 
│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│ID　 :　　　 SAID:　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
│FILE : jp　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│ 1.<IN00272069>江戸川,乱歩　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
│ 2.<IN09923439>江戸川,乱歩(1894～1965) ←　付記事項の記述方法によって重複　 │　 
│ 3.<IN10834314>江戸川,乱歩(1894-)　　　←　付記事項の有無によって重複　　　 │ 
└──────────────────────────────────────┘

 もし、この例のようなケースにヒットしてしまった場合には、⽬録情報の基準で定められてい
る形のも のを採⽤するようにしてください。



 現在国⽴国会図書館では、同姓同名が発⽣した場合、その2⼈⽬から⽣年付記を⾏っておりま
す。した がって、同姓同名がない場合、もしくは同姓同名1⼈⽬の場合には⽣年の付記がありま
せん。しかし、過 去の⼀時期において、すべての著者に⽣没年を付与していたこともあり、結果
として前述のように参照レ コードであっても、付記事項の有無や記号の相違によって複数の典拠
レコードが作成されてしまいます。  ⼀⽅、センターでは、コーディングマニュアル「51.2 任
意規定の適⽤範囲」において、⼈名の付 記事項については、判明する限りにおいて付記する、と
なっております。この結果、和図書書誌参照ファ イルからの流⽤⼊⼒の際に、付記事項の有無や
差異によって典拠レコードのヒットするファイルが⼀定し ないことがでてきます。登録時、付記
事項については充分注意してください。

コーディングマニュアル 51.2 任意規定の適⽤範囲

〔関連記事〕2.4.2A) JP著者名典拠参照ファイルの更新、及び流⽤⼊⼒時の注意点

ウ その他作成上の注意
ウ-1. SFとSAFフィールド
 SFフィールドとSAFフィールドについてはその使⽤⽅法の厳密な線引きが困難なところもあ
り、あ る程度の混乱はやむを得ないと考えます。
 ですが、例えば、漢字の新旧の字体の相違で互いに典拠レコードを作成し、SAFでリンクさせ
ている もの等の誤った使⽤例が散⾒されます。このような微細な相違はSFフィールド中に記述さ
れるべきもの です。SFフィールドとSAFフィールドの使⽤⽅法については、充分に注意してくだ
さい。
ウ-2. 洋図書中の⽇本名
 国内刊⾏洋図書や外国書等の責任表⽰では、⽇本⼈名であってもほとんどがローマ字で表記さ
れていま す。しかし、総合⽬録の典拠ファイルの中には、既に漢字形で当該⼈物が登録されてい
る可能性がありま す。したがって、検索・登録の際には、ローマ字形の他にもカナ形にして再検
索するなどの⽅法を必ず⾏ うようにしてください。
ウ-3. 会議名の典拠レコード
 会議名の典拠レコード中には、回次が⼊ったままの標⽬形が⾒られます。この結果、回次のみ
の相違す る会議名の典拠レコードが複数作成されてしまっています。回次等ははずしたかたちで
作成するようにし てください。

II レコード修正
ア HDNGの修正
 HDNGについては、原則として最初に作成された標⽬を維持する、という典拠レコードの基本
的な概 念から、使⽤する⽬録規則から⾒て明らかに誤りがあるなど、相応の理由が無い限り、修
正しないでくだ さい。
 例えば、⾃分が今登録作業中の資料にある表記形と、実際にNCのレコード中にあるHDNG形が
異な る、ということがあります。このような場合、既にあるデータが明らかに間違いである場合
を除いて、原 則として現在登録されている形を採⽤します。⾃分が今現在⽬にしている表記形に
書き換えるといった⾏ 為はしないでください。また、今⼿元にある表記形はSFフィールドに追記
するようにします。このよう な例として、ヨミの清濁、外国⼈名の称号(Sir.等)の追記・削除など
が挙げられます。
ア-2. 外国⼈名のHDNG形
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 外国⼈名典拠レコードの中には、名称をイニシャル形からフルネームに修正している例が⾒ら
れます。 ですが、AACR2“22.1 General rule"にあるように、HDNGには最もよく知ら れた形を
採⽤することになっています。ですから、必ずしもフルネームにする必要はありませんし、場合
によっては、逆に同定が困難になることもあり得ます。標⽬の決定に際しては、注意してくださ
い。
   (例)  ○ Kennedy, John F.
      × Kennedy, John Fitzgerald.
イ その他のフィールドの修正
基本的にはHDNG以外のフィールドの修正は⾃由です。ただし、データの削除だけは⼗分に注意
してください。
イ-1. DATEフィールド
最近、新聞の死亡記事等を元にDATEに没年を追記している例が⾒られます。この修正⾃体は問題
ありませんが、中には、⽉⽇まで記述しているものがあります。DATEのフィールドには年だけを
記述してください。
また、個⼈名のDATEの⽣没年について、時々「;」で区切っているものがありますが、これは誤
りです。恐らく「⽬録情報の基準」p.62によったものと思われますが、この部分については、コ
ーディングマニュアル8.3.4に記述⽅法が⽰されています。こちらに従うようにしてください。
イ-2. NOTEフィールド
NOTEフィールドには必ずHDNG形の決定の根拠とした情報源を記録しておくことは当然ですが、
HDNG形を修正するような場合にも、修正の根拠とした情報源を記録するように⼼掛けてくださ
い。

〔関連記事〕2.6.7 著者名典拠レコードのHDNGの修正

III 著者情報について
 PLACEやNOTEのフィールドに著者個⼈の現住所や連絡先が記述されている例が⾒られます。
このような情報は私的な“個⼈情報"であり、プライヴァシーの保護等の観点から、逆に記録され
るべきではない情報です。たとえそのような情報が得られたとしても、典拠レコード中には記述
しないでください。
 典拠レコードは⼈名録や⼈物事典というようなものとは異なります。典拠とは、「ある資料の
著編者等 の名称(標⽬)を、確固とした資料ないし情報源を元に、ただ⼀つの形に決定すること」
であり、「その 決定した標⽬形、そして決定の根拠とした情報源の記録をする」ためのもので
す。したがって、典拠レコ ード中に記述できる情報とは、ある⼈物なり団体なりを特定出来る必
要最⼩限の情報に限られます。
 もちろん、同性同名が多くてかなりの情報を記述しなければ特定され得ない場合も考えられま
す。しかし、住所や電話番号といったものは特定化する必要情報ではなく、典拠レコード作成者
のみが判ればいい ものです。また、「○○⼈名録に出ているから」と考えるかもしれませんが、
それは、その⼈名録に掲載 することのみを前提にして情報提供を⾏っているのが普通です。です
から、このようなデータベース化さ れることに対して著者⾃⾝が承諾をした訳ではありません。
典拠レコード作成に際しては、この点を⼗分 に認識してくださいますようお願いします。
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2 登録・修正
2.3  典拠登録
2.3.2 著者名典拠レコードの重複チェック機構(No.7 p.2)

 著者名典拠の登録に際しては、重複登録を防ぐため、システムでHDNGのチェックを⾏ってい
ますが、 ヨミの付加されたHDNGについてはチェックもれになるという不良がありました。対策
後はヨミの付加 されたHDNGも重複のチェックが⾏われるようになっています。※昭和62年4⽉
24⽇対策済
 なお、重複チェックはHDNGのヨミを除いた部分で⾏っていますので、同⼀姓名でヨミが異な
るよう な場合の著者名典拠レコード登録は、姓名の部分に⽣没年等の付記事項を加え、他と区別
する必要があり ます。
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2   登録・修正
2.3   典拠登録
2.3.3  注記フィールドについて

A)典拠レコード注記フィールド必須化(No.40 p.19-22)

 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〔平成4年度第3回・第4回〕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。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。 
┌────────────────────────────────────┐ 
│ 和図書書誌修正　　　　　 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. <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
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│ 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。
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2 登録・修正
2.3  典拠登録
2.3.3 注記フィールドについて

B)典拠レコードの注記フィールドの取り扱いについて(No.42 p.4-5)

 〔平成5年〕10⽉29⽇(⾦)より典拠レコードのNOTEフィールドを必須としました。
 この作業に伴い、幾つかの質問をいただきましたので、ここでその質問にお答えするととも
に、この NOTEフィールドの取り扱いについて改めて解説します。

(1) 重複典拠レコードを作成してしまったのでレコードを削除したいが、NOTEが必須となってい
るためSAVEができない。

　　　このような場合、NOTEフィールドに「削除」と入力してください。具体的には 
　　以下のようにします。 
　　 　┌──────────────────────────────┐ 
　　　 │著者名典拠修正　　　　 NC　　　　　1/　　1　 　　　　　　　 │ 
　　　 │>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　 │<DA00332452>　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　　　 │HDNG: 削除予定レコード 1993.12.24 17.58 　　　　　　　　 　 │ 
　　　 │TYPE: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　 │PLACE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　 │DATE: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　 │SF: 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　　　 │SAF: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　 →│NOTE: 削除　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 │ 
　　　 └──────────────────────────────┘

(2) 典拠レコードのNOTEに同じ情報が複数回繰り返されていることがある。これは残さなくては
ならないのか。

 例えば新規に登録するときに、既にNOTEに⼊っている情報と同じ情報が「SRC:」の後に 埋め
込まれてしまうことがあります。あるいは、同⼀の書誌レコードから典拠レコードの修正を繰 り
返して⾏うと、同じ「EDSRC:」から始まる情報が⼊っていることがあります。
 このような場合、同じ情報を残しておく必要はありません。したがって、いずれか⼀つを残
し、 あとは削除して構いません。

(3) NOTEに⼊っている情報が多過ぎないか。NOTEが何⾏にもわたり、⾒にくくてかえって判 り
にくいことがある。

 ニュースレターNo.40 でも述べましたが、センター側が埋め込む情報は、書誌レコードのTRの
標題等の部分と責任表⽰(ただし∥の前まで)、それとPUBの記述です。従って、例えば標題関 連
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情報が⻑い場合や並列標題がある場合、責任表⽰が多い場合などは、当然埋め込まれる情報も多
くなります。
 この結果、余りに情報が多いと判断される場合には、各参加館側で標題関連情報を削除するな
ど のデータの編集を⾏ってかまいません。
 あるいは、既にNOTEに必要な情報が記述され、他に付け⾜す必要が無いと判断できるような
場合には、埋め込まれたデータ⾃体を削除することもできます。

 【補⾜】
 基本的に典拠レコードにおいて、注記すべき情報は⼆つしかありません。
 ⼀つは標⽬を決定した根拠あるいは資料、もう⼀つは、そのレコードの標⽬が⽰すものと、他
の ものとが異なるものであることを明らかにするために必要な情報、です。
 例えば、著者名典拠レコードにおいて、現在NOTEに「奥付による」とのみ記述されているも
のがかなり⾒受けられます。しかし、これだけでは「何の」奥付であるかがわかりません。リン
ク されている書誌レコードが⼀つのみであれば特定できますが、複数がリンクされているような
場合 特定できません。更に、著者の名前の読み⽅などは資料によって異なることがあります。従
って、 場合によっては典拠レコードの同定が困難になり、重複レコードを作成してしまうことに
もつなが ります。
 逆に、いまだに著者の略歴などをそのまま丸写しにしているものがありますが、著者の個⼈情
報 の問題が発⽣する恐れがありますのでご注意ください。同定に必要な情報の範囲を超えた記述
は不 必要であり、作業効率の⾯でもこのような作業を⾏う必要はないと思われます。NOTEには
同定 に必要な情報が最低限あれば⼗分ですので、典拠レコードの作成、修正を⾏うときには、注
記の内 容や存在の意味を充分意識しながら作業を⾏うようにしてください。
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2 登録・修正
2.4  流⽤⼊⼒
2.4.1 書誌レコードの流⽤⼊⼒

A)参照MARC流⽤時の注意事項〔JAPAN/MARC編〕(No.39 p.10-14)

 現在、NACSIS-CATでは書誌レコード作成を⽀援するため参照MARCを⽤意しております。  
参照MARCは、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
ているわけではありません。
そこで、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。
 これを怠ると重複書誌を作成してしまったり、書誌の修正を頻繁に⾏う必要が出てきたりしま
す。
データベースの品質を維持するためにも、流⽤⼊⼒時には必要な修正を⾏うようにしてくださ
い。
 そこで今号より、参照MARC流⽤時の注意事項について、解説を⾏うことにします。
 今回はJAPAN/MARCについてです。
 なお解説中のタグについて詳しくは、「JAPAN/MARCマニュアル 図書編 第1版」を参照してく
ださい。

【和図書書誌レコード・JAPAN/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。
 JAPAN/MARCでは、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ことになりますが、
タグ29Xにデータが存在する場合には、 このタグ29Xの⽅がTR中に記述されることになります。
 また、タグ25X,29X,280の全てが存在する場合、タグ25Xのデータは中位の書誌の扱いとな
り、PTBLフィールドに記述されます。
 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できませんから、結果的に上記
のように基準等と は異なるレコードが発⽣することになるのです。
《対応》 このような参照レコードにヒットした場合には、センターの基準に従い、TRに記述され
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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うよ
うにします。

(3) 巻次ごとに別書誌が作成されていることがある
《解説》 JAPAN/MARCでは基本的にレコードは各巻単位で作成されるため、このような状況が
発⽣することになります。
《対応》 このような参照レコードにヒットした場合、まず本当にNCファイル中に該当するレコー
ドが ないか慎重に再検索することが⼤切です。またもしNCにあれば、必ずそのデータを修正し
て、VOLの 繰り返しで1つの書誌にまとめなくてはなりません。

(4) 標題関連情報のヨミがないことがある
《解説》 JAPAN/MARCでは基本的に標題関連情報にはヨミを付与していないためです。
《対応》 NCに流⽤⼊⼒時、出来るだけ標題関連情報にもヨミを付与するようにしてください。

(5) TRに⼊っているタイトルにもヨミがないことがある
《解説》 JAPAN/MARCで叢書名がある場合(タグ280が存在する場合)、タグ25Xのデー本書名と
した(⼦)書誌⽤の参照レコードの他に、 タグ280のデータを本書名とした(親)書誌⽤のレコード
も作成されます。しかし、JAPAN/MARCでは、叢書名の全てにヨミが付与されて いる訳ではあり
ません。場合によってはヨミが付与されていないこともあります。したがって上記のようなこと
が発⽣します。
《対応》 NCに流⽤⼊⼒時、ヨミを付与するようにします。

(6) ヨミ・分かち書きがセンターの規則と異なることがある
《解説》 国会図書館独⾃の基準があり、センターの基準とは異なる部分が多いためです。
 (なお、国会図書館での分かち書きについて、「全国書誌通信」のNo.83に解説があります)。
《対応》 センター側の基準に書き替えます。ただし、ゆれが出てくるのはやむを得ない点もあり
ますか ら、場合によってはVTフィールドを使⽤して、検索の利便性を考慮するようにしてくださ
い。

(7) 英数字にはかなヨミがふられていることがある
《解説》 JAPAN/MARCでは英数字とかな・漢字が混在している場合には、英数字は、その表記形
に対応するかなヨミが付与されていま す。ただし、1968年以前のデータについては、ヨミを付
与せずに、英数字がそのまま⼊っています。
《対応》 センターでは英数字は表記のままの形をヨミとしているので、センターの規則に合うよ
うに修 正します。また、かなヨミについても、VTフィールドに記述して、検索の利便性を図るこ
とも⼤切です。

(8) 書誌記述で使⽤されている漢字が、新字体に変更されている
《解説》 JAPAN/MARCでは漢字については、JIS漢字コード体系の中に収まるように漢字の置き
換えを⾏っているためです。ですから、 新旧に限らず、俗字や別字についても置き換えが可能な
ものについては、JIS漢字コード体系内の漢字に置き換えています(漢字字種の 採⽤基準について
は、前述の「JAPAN/MARCマニュアル 図書編」の p.78-82を参照してください)。
 また、JIS漢字コード体系内の漢字に置き換えが出来ないような漢字(外字)については、∥に置
き換えられています。
《対応》 センターの基準では、原則として転記の原則に従い、資料の情報源にあるがままの表記



形を転 記することになっていますので、必要ならば修正してください。また検索の利便性を考慮
してVTフィー ルドに新字体等での表記形を記載するようにします。
 更に、〓に置き換えられているものは、センターの規則に従い、◆D○○○◆等に置き換えるよ
うにし てください。

DB編 11.2 外字の扱い

(9) 翻訳書でもORGLには原書の⾔語コードが記載されていない
《解説》 この部分については、変換時に置き換えを⾏っていないためです。
《対応》 原書の⾔語が判明する場合には、ORGLに原書の⾔語コードを⼊れるようにしてくださ
い。
また、ついでながらREPROについても、常にフィールドは空欄になっていますから、必要ならば
必ずデータを⼊れるようにしてください。

(10) AL中の団体名の下部組織名がないことがある。また「主標⽬.副標⽬形」となっているとき
がある
《解説》 国会図書館では著者名典拠中の団体名についてその標⽬形をかなり上位のレベルで管理
してい ます。したがって、資料中に記載があってもその通りになっていないことがあります(団体
名著者標⽬の 選択基準については、「全国書誌通信」の No.80に掲載されています)。
 また、85年以前のレコードについては、「主標⽬.副標⽬形」を採⽤していたため、現在の形と
は異 っています。
《対応》 センターの基準等に従った形に修正します。

(11) 特殊な版表⽰がNOTEに記述されている
《解説》 JAPAN/MARCでは特殊な版表⽰は基本的には全て注記扱いです。したがって変換時、特
殊な版表⽰は全てNOTEに記述されることになります。
《対応》 装丁に関わる特殊な版表⽰はVOLに、それ以外の特殊な版表⽰はEDフィールドに書き替
えます。

(12) 発売者、製作者等がNOTEに記されている
《解説》 JAPAN/MARCでは2番⽬以降の出版者や、発売者が出版者と異なるなどのような場合に
は、それらの情報は注記のフィール ド(タグ350)に記述されます。したがって、このような記述
はすべてNOTEフィールドに記述されることになります。
《対応》 発売者、製作者等は、できればPUBを繰り返して記載するようにしてください。

(13) 内容著作がNOTEに記されていることがある
《解説》 JAPAN/MARCでは内容著作は基本的には注記扱いです。また、1フィールド中に⼀括し
て記述されています。
 ただし、場合によっては、多巻ものの各巻書名が⼀括して内容注記と同等の扱いでNOTEに⼊っ
ていることがあります。
特に極めて多数の著作が含まれている場合には、冒頭のもの1つのみを挙げ、他は「その他○○
編」としていることがあります。
《対応》 内容著作については、可能な限りCWフィールドに記述し直すようにしてください。
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2 登録・修正
2.4  流⽤⼊⼒
2.4.1 書誌レコードの流⽤⼊⼒

B)参照MARC流⽤時の注意事項〔TRC/MARC編〕(No.40 p.11-13)

 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「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2 9X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ヨミの有無によっ
て次のよう に処理されます。

ア タグ29Xに副書名や巻次・回次がなく、ヨミ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
イ タグ29Xに副書名や巻次・回次、またはヨミ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
容いかんによって、今度は次のようになります。
ウ タグ29Xに副書名や巻次・回次がなく、ヨミも与えられていないときは、アのように記述さ
れ、タ グ280のデータはPTBLに記述される
エ タグ29Xに副書名や巻次・回次、またはヨミ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、
PT BL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できませんから、結果的に基準

http://catdoc.nii.ac.jp/
http://catdoc.nii.ac.jp/PUB/nukizuri/nukizuri.mokuji.html


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) 標題関連情報のヨミがないことがある
《解説》 TRCでは原則的には標題関連情報にもヨミを付与しています。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
れにはヨ ミが与えられません。
《対応》 NCへの流⽤⼊⼒時にはできるだけ標題関連情報にもヨミを付与します。

(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ほとんどそ
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と同様にすべて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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2 登録・修正
2.4  流⽤⼊⼒
2.4.1 書誌レコードの流⽤⼊⼒

C)参照MARC流⽤時の注意について(3)(No.47 p.6-10)

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、N 
    C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M 
    ARC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/MAR 
    C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 
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    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。 

catadm (catadm@nii.ac.jp)
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2 登録・修正
2.4  流⽤⼊⼒
2.4.1 書誌レコードの流⽤⼊⼒

D)参照MARC流⽤時の注意について(4)(No.48 p.8-12)

【洋図書書誌レコード・UK/MARC編】

No.47のLC/MARCに引き続き、今回はUK/MARC流 ⽤時の注意事項について、解説を⾏うことに
します。

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》 UK/MARCもLC/MARC同様、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 1"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。その 
際、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 
 UK/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M 
ARC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 
単位となりPTBLフィールドに移動することになります。リンク形成の際に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、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 
いる場合にもご注意ください。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》 VOL、ISBN、PRICEの各フィールドは、UK/MARCの中のISB 
N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VO 
L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。また、NOTEフィールドにIS 
BN及びその説明語句が記録されていることがある 
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 
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《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(se 
t)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つの出版者からの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、一番顕著な例としては、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。 
しかし、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) 同じISBNがフィールドを繰り返して記録されている 
 
《解説》 UK/MARCでは、ISBNが管理用の番号であると同時にデータとしても出 
現しています。そのため現在は同一のISBNが繰り返して記録されています。 
《対応》 VOL、PRICE、XISBNの各フィールドとセットになっていないISB 
Nを削除してください。 
 
8) ISBNがNOTEフィールドに記録されていることがある 
 
《解説》 1981年以前に作成されたUK/MARCでは、ISBN、説明語句及び入手 
条件が注記エリアに記録されており、そのデータがそのままNOTEフィールドに 
埋め込まれています。 
《対応》 対応するISBN等のデータがISBNフィールド等に存在することを確認の上 
NOTEフィールドのデータを削除してください。              
         ・09弓弉櫂悉恥騰綾收 No.48 (1994.12.10) ・ 
 
 
9) 出版地の記録がない場合がある 
 
《解説》 1975年前後に作成されたUK/MARCでは、出版地に関する情報が記録さ 
れていないものが多くあります。また、後述するCIPレコードの場合にも記録さ 
れていません。 
《対応》 目録対象資料現物の出版地を記録してください。 
 
10)  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 
11)  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 
12)  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 
13)  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》 10) ～13) について 
 PTBLフィールドは、UK/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、完全に一致する訳ではありません。また、 
UK/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、ご注意ください。 
 
14)  親書誌として記録することが適当なものが、NOTEフィールドに記録されているこ 
とがある 
 
《解説》 UK/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》 NCの書誌レコード作成単位に合わせて、PTBLフィールドに記録します。 
 
15)  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。  
 
16)  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。 



 
17)  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。UK/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。 
 
18)  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》 UK/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・製作年等が刊年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。 
 
19)  第一出版地以外の国名コードがCNTRYコードに入っていることがある 
 
《解説》 UK/MARCでは出版地に母国英国の地名が入っている場合には、それが第一 
出版地でなくても出版国コードにはukを記録するようになっています。 
《対応》 第一出版地の出版国コードに訂正するようにしてください。 
 
20)  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。 
 
21)  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。出版事項、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》 UK/MARCのCIPレコードでは、PRICEフィールドの価格データの後 
にCIP entryという語句が記録されているのが特徴です。 
 出版地についての記述がなかったり、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フィールド及びYEARフィールドについて 
ご注意ください。また、形態事項も記録されていない場合もありますので、PHY 
Sフィールドについてもご注意ください。  
 
22)  親書誌レコードの流用全般に関する注意事項 
 
《解説》 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、MARCの 
親書誌レコードは、UK/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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2 登録・修正
2.4  流⽤⼊⼒
2.4.2 典拠レコードの流⽤⼊⼒

A)JP著者名典拠参照ファイルの更新、及び流⽤⼊⼒時の注意点(No.36 p.12-14)

 〔平成4年〕9⽉24⽇にJP著者名典拠参照ファイルの⼀括更新を⾏いました。
 更新後のファイル内容は1977年度以降のJAPAN/MARCに収録された書誌データの標⽬形を セ
ンターで変換したもので、レコードは以下の項⽬からなります。

　　1 標目形(書誌データにおける著者名に関する事項) 
　　　　名称、付記事項、および名称のヨミからなる 
　　2 標目形から推定される属性 
　　3 標目形が最初に著者名に関する事項として入力されたJAPAN/MARC書誌 
　　　データの標題、出版者等、出版年、および全国書誌番号

 なお、これらの参照レコードを使⽤される場合、以下の点にご注意下さい。

  重複レコードの扱いについて
 JP著者名典拠参照ファイルの中に重複レコードが存在する場合があります。
 この場合は、それぞれのレコードを実際に確認して正しいものを選択して下さい。
 重複の原因は、システムが「同じ標⽬形であり、かつ同じ標⽬形のヨミを持つもの」を重複と
して 削除しているため、これらが⼀部でも異なる(ワカチガキなども含む)場合、別のレコードと
認識し、 削除しないためです。

　　(例)ヨミのワカチが異なる場合 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│<IN05146196> RECST:n　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│HDNG:広島県社会教育学会∥ヒロシマケン シャカイ キョウイク ガッカイ│ 
　│TYPE:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:「生涯教育への転換」(ぎょうせい 1987.11) 　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:JP88011277 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　└─────────────────────────────────┘ 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│<IN0493631X> RECST:n　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│HDNG:広島県社会教育学会∥ヒロシマケン シャカイ キョウイクガッカイ │ 
　│TYPE:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:「日本人のいきいきライフスタイル」(第一法規出版 1987.8)　　　│ 
　│NOTE:JP87050116 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　└─────────────────────────────────┘

 また、団体標⽬の中には、内部組織名を副標⽬(間に`.'を持つ)としているものがあり、 1985
年以前と86年以降で同⼀組織の標⽬が複数存在している場合があります。この場合は、 副標⽬の
形式ではないものを統⼀標⽬形とし、副標⽬の形式のものはSFフィールドに記⼊します。
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　　(例)副標目の有無 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│<IN04299158> RECST:n　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│HDNG:文部省学術国際局∥モンブショウ ガクジュツ コクサイキョク　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　←　この形式を選択。　　　　　　　　　│ 
　│TYPE:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:「学術雑誌総合目録」(丸善, 1986.3) 　　　　　　　　　　 　　 │ 
　│NOTE:JP86049448 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　└─────────────────────────────────┘ 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│<IN00006291> RECST:n　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│HDNG:文部省.学術国際局∥モンブショウ.ガクジュツ コクサイキョク　　│　　 
　│TYPE:c　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:「大学図書館実態調査結果報告」(文部省学術国際局情報図書館課, │ 
　│　　　 1977.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:JP77000853 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　└─────────────────────────────────┘

    属性コードについて
 属性コードが実態にそぐわない場合があります。
この場合は、実態を表す属性に修正して下さい。
属性コードは、標⽬形が姓・名で分かれているものについてはTYPE=`p'、分かれていない もの
については、標⽬形の後に`('があり、その直後がアラビア数字のもの(出⽣年等)について は
TYPE=`p'、`('が無い場合、および`('の直後がアラビア数字以外の場合については TYPE=`c'と
いう形で処理しています。
そのため、姓名の区別がなされていない名称については、個⼈名であってもTYPE=`c'と なって
いる場合があります。
 また、団体名については、その直後に創⽴年が付記されている場合、TYPE=`p'となります。

　　　(例)個人著者標目が団体として扱われている場合 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│<IN0556358X> RECST:n　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│HDNG:そのまんま東∥ソノマンマ ヒガシ　←　ヨミが姓名で分かれてお　│ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らず、付記事項がない。　│ 
　│TYPE:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　│ 
　│NOTE:「ビートたけし殺人事件」(太田出版, 1977.3) 　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:JP88050900 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　│ 
　└─────────────────────────────────┘ 
　　 団体著者標目が個人として扱われている場合 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│<IN07120579> RECST:n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│HDNG:黎明会(1918年)∥レイメイカイ 　←　標目形の後に付記事項があ　│ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、カッコの直後がアラビ　│ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア数字である　　　　　　　│ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:「黎明講演習」(竜渓書舎, 1990.3) 　　　　　　　　　　 　　　 │ 
　│NOTE:JP91010673 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　└─────────────────────────────────┘

  標⽬の修正について
 JP著者名典拠参照ファイルは他の参照ファイル同様、著者名典拠詳細表⽰画⾯でCREATE コマ
ンドを発⾏し、「⽬録情報の基準」に適合するように必要な修正を⾏った上でリンク作成作業を
⾏いますが、その際、標⽬を修正した場合は、必ずその修正の根拠となった情報源をNOTEフィー
ルドに記⼊して下さい。
 JP著者名典拠参照ファイルに収録されているレコードの標⽬形は全てNOTEフィールドに記さ
れた資料に基づいています。したがって、標⽬を修正した場合にはどの情報源によったかを明記
して 下さい。

〔関連記事〕2.3.1  著者名典拠レコードの登録・作成・修正等の注意点
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2 登録・修正
2.5  重複レコードの処置
2.5.1 「削除予定レコード」について

A)「削除予定レコード」について(No.12 p.13)

 総合⽬録データベースのうち、書誌ファイル及び典拠ファイルの中で、TRあるいはHDNGフィ
ール ドに「削除予定レコード」の⽂字列が記録されているレコードについては、センター側で消
去しています。
 「削除予定レコード」と記録されているにもかかわらず、他の書誌レコード、典拠レコード、
あ るいは所蔵レコードとリンクしているものが多く⾒受けられます。
 また、センター側のシステムでは、書誌レコード、典拠レコードのTRフィールド、あるいは
HDNG フィールドに「削除予定レコード」の⽂字列が記録されているもののみを削除する仕組み
となっています。
 したがって、それ以外の⽂字列が記録されているレコードについては削除されていません。こ
れまで、 TRフィールド、あるいはHDNGフィールドに記録されていた「削除予定レコード」以外
の代表的な⽂ 字列としては以下のようなものがあります。
 a.「THIS RECORD IS TO BE DELETED」
 b.「削除レコード」「サクジョ レコード」
 c.「削除予定データ」「サクジョ ヨテイ データ」
 d.「サクジョ ヨテイ レコード」「SAKUJO YOTEI RECORD」
 e.「コノ レコード ワ サクジョ サレマス」「ワタシ ワ サクジョ サレタイ」
 f.「I WANT TO BE DELETED」「SAKUJO」 等々

 誤って作成した書誌レコード、典拠レコードを「削除予定レコード」とする場合は、次のよう
にレコー ドを修正して下さい。

<書誌レコードの場合> 
　┌──────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　6　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN00029697>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:　　　　　CNTRY:　　TTLL:　　TXTL:　　ORGL:　　　　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:　　　 NBN:　　　　　│ 
　│TR:削除予定レコード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:削除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
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　│SH:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────┘

 書誌レコードIDのみを残し、TRフィールド、PUBフィールド、〔NOTEフィールド〕以外の消
去可能なフィールドはすべて消しておく。

<典拠レコードの場合> 
　┌──────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00019927>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:削除予定レコード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TYPE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PLACE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:削除　※平成5年10月より必須化(本誌2.3 .3A参照)　　　　　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────┘

 典拠レコードの場合は、システムがHDNGフィールドのヨミの部分を除いた統⼀標⽬形に対し
て、既 に典拠ファイルに存在しているかどうかのチェックを⾏っているため、作業中に以下のよ
うなメッセージ が出⼒されることがあります。

　┌──────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　│ 
　│TAP3328E 同一標目形のレコードが既に登録されています。　　　　　　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00019927>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│HDNG:削除予定レコード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │

 このようなメッセージが出⼒された場合は、次のように「削除予定レコード」の後に,年⽉⽇あ
るいは 年⽉⽇と時間等を記録して典拠ファイル中でユニークにした後、再度「SAVE」コマンド
を投⼊して下 さい。

　┌──────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　│ 
　│TAP3328E 同一標目形のレコードが既に登録されています。　　　　　　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00019927>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:削除予定レコード 1991.8.14 13:00　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 
　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 「送信」 
　┌──────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :　　　　　　 PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　 DATE=　 │ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :DA00019927　 SAID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　1.<DA00019927>削除予定レコード 1991.8.14 13:00　　　　　　　　 　 │ 
　└──────────────────────────────────┘

登録編 12.18 削除予定レコードの作成1（書誌レコード）
登録編 12.19 削除予定レコードの作成2（典拠レコード）

〔関連記事〕2.3.3B) 典拠レコード注記フィールドの取り扱いについて
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2 登録・修正
2.5  重複レコードの処置
2.5.1 「削除予定レコード」

B)「削除予定レコード」の報告不要について（図書）(No.55 p.11)

 これまで、「削除予定レコード」を作成した場合はセンターに御報告いただいておりました
が、今後は 事務の煩雑を避けるため、報告を⾏わなくてもよいこととします。
 実際のレコードの削除の前に、所蔵レコード、⼦書誌レコードのリンクの有無を確認し、誤っ
たレコー ドの「削除予定レコード」化を防⽌するためにお送りいただいておりましたが、殆どの
御報告は問題がな いことと、リンクの有無については処理の直前にプログラムでチェックするこ
とが出来るため、連絡は不 要とするものです。
 なお、雑誌はこれまで通り報告が必要ですので、御注意ください。
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2 登録・修正
2.5  重複レコードの処置
2.5.2 重複レコード処理のしくみ

A)重複レコードの処理について(No.14 p.1-2)

 総合⽬録データベース中の重複レコードについては、以下の⽅法で処理することとしますので
御協⼒お 願いします。

　　1.接続館側 
　　 (1)　重複レコードを発見した場合は、別紙「目録情報に関する質問書/回答書」 
　　　〔または「重複書誌・典拠レコード報告書」〕に記入の上、重複と思われるレ 
　　　コードの画面コピーとその情報源のコピーを添えてセンターに報告してくださ 
　　　い。その際、どのレコードを採用したかを明記してください。 
　　 
　　 (2)　目録登録時の重複レコードの採用基準 
　　　ア　〔図書〕書誌レコードの場合 
　　　　　書誌レコードIDの も小さい(古い)レコードを優先して選択して下さい。 
　　　　その際、レコードの修正を行った場合には、修正内容を添えてセンターに報告 
　　　　してください。 
　　　　　ただし、書誌階層の変更を伴う修正については、「書誌単位のとり方が異な 
　　　　る場合の目録登録について」に従ってください。

〔関連記事〕2.1.1D) 書誌単位のとり⽅が異なる場合の⽬録登録について
      2.5.3 重複書誌報告の⼀部簡素化
      2.5.4 〔雑誌の〕重複書誌の発⾒について

　　　イ　典拠レコードの場合 
　　　　　典拠レコードの場合も、原則として書誌レコードと同様の基準で運用します。 
　　　　ただし、典拠レコードの場合システムでHDNGフィールドの重複チェックを行 
　　　　っているため、大きい(新しい)IDのレコードが正しい標目形になっている場 
　　　　合には、IDの も小さい(古い)レコードを正しく修正して採用するというこ 
　　　　とが行えません。その場合には、レコードIDの大きいものを採用してよいこ 
　　　　ととします。 
　　 
　　2.センター側 
　　 (1)　削除レコードの確定 
　　　　センター側では、ソフトウェア等により出力されたリストを点検して重複レコ 
　　　ードの確定を行います。また、接続館側から重複レコードとして報告されたも 
　　　のも、センター側で再度点検します。その際、確定が困難な場合には、接続館 
　　　側に再度情報源の送付を依頼することがあります。 
　　　　重複レコードと確定したものについては、レコードIDの大きいものを削除しま 
　　　す。 
　　 (2)　レコードの削除 
　　　　重複レコードの削除に伴って発生する所蔵レコードの付替、親書誌レコード及 
　　　び典拠レコードとの新規リンクは全てセンター側で行います。 
　　 (3)　非削除レコードの修正 
　　　　重複レコードの削除に伴い、採用したレコードに対して修正の必要が生じる場 
　　　合があります。 
　　　 採用したレコードに対する修正作業については、当面センター側で行います。 
　　 (4)　削除レコードの報告 
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　　　　重複レコードの処理により削除されたレコードについては、センター側から、 
　　　その新旧テーブルリストを各接続館に報告します。

登録編 5.3.3 無リンクレコードと重複レコード

〔関連記事〕情報源添付のお願い(No.45 p6)

 通常の「⽬録情報に関する質問書/回答書」を⽤いてお寄せいただいた重複書誌・典拠レコード
報告の なかには、重複レコードかどうか判断できない場合もありますので、情報源等の資料をで
きれば添付して くださるようお願いいたします。ニュースレターNo.26 でもお知らせしましたよ
うに〔本誌2.5.3〕 資料種別(GMD) 、標題・責任表⽰(TR)、版表⽰(ED)、出版事項(PUB) 、形
態に関する事項(PHYS)等が全く 同じで、明らかに重複と思われる書誌レコードに限り、「重複
書誌・典拠レコード報告書」を⽤いてご報 告ください。
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2 登録・修正
2.5  重複レコードの処置
2.5.2 重複レコード処理のしくみ

B)重複処理について(No.16 p.14-15)

 ニュースレター14号でもお知らせしました重複レコードの処理について、現在までの状況を報
告しま す。〔1988年〕11⽉11⽇現在で各接続⼤学図書館から報告された重複レコードは報告書
件数にし て、197件( 重複件数:和図書 554件、洋図書 212件、著者名典拠 75件)となっていま
す。また、これとは別にセンターにおいて重複レコードを⾒つけるプログラムを使⽤して発⾒し
た重複と 思われるレコードの件数が1,154件(内訳:和図書575件、洋図書242件、著者名典拠337
件) あります。これらについてセンター側で再度チェックを⾏い、重複レコードとして統合しなけ
ればならな いものについて、数回に分けて統合作業を⾏いました。
 統合作業は次の⼿順で⾏っています。

〔書誌レコードの重複の場合〕 
　　ア　発見された重複データを比較し、削除するもの(以下、削除側)と残すもの 
　　　(以下生き残り側)とに分別する。(IDの小さいものを残す) 
　　イ　アで決定した組合せを重複処理用の入力データとしてパンチする。 
　　ウ　イでできた入力データをもとにデータチェックを行う。 
　　　この段階で、 
　　(a)重複データそれぞれに同一参加組織、同一配置コードの所蔵レコードがな 
　　 　いか 
　　(b)重複が子書誌同士の場合、削除側に所蔵レコードがリンクされているか 
　　(c)親書誌IDが異なっていないか 
　　(d)生き残り側に典拠IDがあるか 
　　 　についてチェックする。 
　　エ　ウのチェックにおいて 
　　(a)双子となる所蔵レコードがある場合はエラーとなり、処理対象から除外さ 
　　 　れる。 
　　(b)所蔵レコードがない場合はエラーとなり、処理対象から除外される。 
　　(c)親書誌IDが異なっている場合には、統合後調整を行えるように警告を出す。 
　　(d)生き残り側の典拠がオプションで、削除側がリンクされている場合には、 
　　　削除側のデータ(標目形とID)を生き残り側のALフィールドに埋め込む。 
　　　といった処理を行う。 
　　オ　チェックを通過したものについて、削除側にリンクしている所蔵レコード 
　　　を生き残り側に付け替え(所蔵レコードの中の書誌IDの修正)、削除側の書誌 
　　　をデータベースより削除する。 
　　 
〔典拠レコードの重複の場合〕 
　　アイは書誌の場合と同じ 
　　ウ　削除側が生き残り側と「からも見よ参照」関係にあるかチェックを行い、 
　　　ある場合はエラーとして、処理対象から除外される。 
　　エ　チェックを通過したものについて、削除側にリンクしている書誌レコード 
　　　があれば、その書誌のリンクフィールドを生き残り側のデータを用いて書き 
　　　直し(書誌レコードのリンクフィールドの修正)、削除側の典拠レコードをデ 
　　　ータベースより削除する。
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 なお、これらの処理の過程でエラーデータとなったものについては、各接続⼤学図書館に問い
合わせを ⾏っています。特に、双⼦所蔵(重複レコードそれぞれに同⼀参加組織、同⼀配置コード
の所蔵があるも の)については、所蔵データの統合及び削除側書誌にリンクされている所蔵レコー
ドの削除をお願いして います。
 以上の処理が終了した後、⽣き残り側のレコードに対して、データ修正、リンク付け替え等の
処理をセ ンター側で⾏っています。  また、削除予定レコードのデータベースからの削除も、数
回に分けて実施しました。  この中には、書誌は削除予定レコードとなっているにもかかわら
ず、所蔵レコードがリンクされている ものが若⼲数ありました。それらについては、単純な所蔵
削除のし忘れかどうか判断できかねましたので、 所蔵⼤学図書館へ問い合わせ、処理をお願いし
ました。

catadm (catadm@nii.ac.jp)
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2.5  重複レコードの処置
2.5.2 重複レコード処理のしくみ

C)重複書誌に対する注記(No.31 p.5)

 センターに重複レコードの報告があると、以下の2つのうち、いずれかの⽅法により、重複統合
の処理 を⾏っています。

　ア　重複レコード処理プログラムにより、リンクの付替(所蔵、書誌)、重複レコ 
　　ードの処理を行う。 
　〔重複レコード処理プログラムでは、OTHNフィールドに"SVCBN99999999"のよう 
　に記録されているものを検索し、統合先として記録されている書誌(この場合 
　BN99999999) にリンクを付け替えています。〕 
　イ　上記のプログラムで処理できないものは、電話、FAX、ニュースレター等で所 
　　蔵の付替をセンターから各参加組織に依頼する。所蔵がなくなり次第、重複レ 
　コードを削除予定レコードにする。

 このうちイの場合、所蔵付替が完了するまでの間、⽬録担当者がどちらのレコードを採⽤する
か判断が つかず、削除対象となっているレコードに所蔵/書誌をリンクしてしまう可能性がありま
す。
 上記のような事態を回避するため、センターでは、削除対象レコードであることを⽰す注記を
次のよう に記録することにします。この注記があるレコードは、リンクがなくなり次第削除予定
レコードになるの で、書誌/所蔵のリンク形成を⾏わないでください。
 なお、この注記は、センターのみが書き込むこととします。各参加組織の⽬録担当者は書き込
まないでください。
 これらの書誌レコードに関する問い合わせは、NOTEフィールドに記録されたセンター管理番号
と書 誌レコードIDにてお願いします。

　○ 注記の形式 
　　　　1番 初のNOTEフィールドに記録する 
　　　　NOTE: @@@999999999,YYMMDD ==> BN99999999 
　　　　　　　　　 ↑　　　　 ↑　　　　　↑　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　 ｜　　　　 └─┐　　　└────┐　　　　　 
　　　　　　　　　 │　　　　　　 ｜　　　　　　　　│　　　　　 
　　　　　 センター管理番号　　 入力日付　　　付替先書誌ID 
　　　　 
　　　　　(西暦年の下2桁+6桁の一連番号)

 〔関連記事〕注意事項(No.45 p5)

 この注記は、重複レコードであることを確定した後にセンターで書き込んでいるものですの
で、各参加 組織の⽬録担当者は書き込まないようにしてください。また、OTHNフィールドにつ
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いても、センター の確定作業によって記録しておりますので、同様の扱いをお願いいたします。
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2 登録・修正
2.5  重複レコードの処置
2.5.2 重複レコード処理のしくみ

D)所蔵付替依頼済レコードの扱いについて(No.45 p.5-6)

 現在、所蔵の付替依頼を、電話、FAX、ニュースレター、リストの送付等によって⾏っていま
すが、 なかには所蔵レコードの付替が終了しないために削除できないままとなっている書誌レコ
ードに、別の参 加組織が誤って所蔵レコードをリンクしてしまうといった事態が発⽣していま
す。そのため、今後所蔵付 替を何らかの⽅法によって依頼した場合には、依頼後半年が経過した
レコードについては、所蔵付替が終 了していなくても、全体の整合性を尊重し、重複レコードお
よび所蔵レコードをデータベース上から削除 するという運⽤をいたします。所蔵付替を依頼した
際には、できるだけ早めに処理してくださるようお願 いします。
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2 登録・修正
2.5  重複レコードの処置
2.5.3 重複書誌報告の⼀部簡素化(No.26 p.6)

 これまで、重複書誌を発⾒した場合、「⽬録情報に関する質問書/ 回答書」に記⼊の上重複と思
われる レコードの画⾯コピーとその情報源のコピーを添えて報告することになっていました。今
後は、資料種別 (GMD)、標題・責任表⽰(TR)、版表⽰(ED)、出版事項(PUB)、形態に関する事
項(PHYS)等が全く同じで、 明らかに重複と思われる書誌レコードに限り、「重複書誌・典拠レ
コード報告書」のみで報告できます。
 書誌単位のとり⽅が異なる場合の調整依頼や、単純に重複と断定できないケースについては、
これまで どおり、「⽬録情報に関する質問書/ 回答書」に記⼊の上レコードの画⾯コピーと情報
源のコピーを添え て報告してください。
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2 登録・修正
2.5  重複レコードの処置
2.5.4 〔雑誌の〕重複書誌の発⾒について(No.15 p.1)

 重複書誌を発⾒した場合は、図書の場合と同様に「⽬録情報に関する質問書/回答書」〔または
「重複書誌・典拠レコード報告書」〕に記⼊の上、重複と思われるレコードの画⾯コピーとその
情 報源のコピーを添付してセンターに報告してください。
 センター側では、接続館の報告に基づき書誌の削除、所蔵の付け替え作業を⾏います。  重複
の際の書誌の採⽤基準としては、図書同様に書誌IDが⼩さい(古い)レコードを優先します。た だ
し、どちらかが変遷ファミリーに属している場合は、書誌IDの⼤⼩(新旧)に関わらずファミリー
に 属するほうを残すことを原則とします。
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2 登録・修正
2.6  レコードの修正
2.6.1 図書書誌レコード修正指針について(No.42 p.2)

 図書書誌レコード修正指針については、ニュースレターNo.40 に基本的な指針を掲載しました
が、その 後「⽬録情報の基準運⽤細則」作成検討部会において、運⽤指針および各フィールドレ
ベルでの個々の修 正項⽬について数次にわたる検討を⾏ってきました。
 その結果作成された「図書書誌レコード修正指針」を、〔平成5年度〕第2回総合⽬録⼩委員会
で審議 し、了承されました。
 そこで、コーディングマニュアルとして刊⾏することになりました。各参加館はこの規定をも
と に、今後修正作業を⾏うようお願いいたします。※既に刊⾏済

コーディングマニュアル 21.0 図書書誌レコード修正指針
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2 登録・修正
2.6  レコードの修正
2.6.2 データの修正は慎重に(No.22 p.2)

 最近、総合⽬録データベースのデータ量が増⼤するに伴って、データベースに対する修正が多
くなって います。雑誌書誌レコードについては、次項〔2.6.6〕で詳しく述べますが、ここでは
全般的に、修 正レコードのチェック作業でいくつか⾒受けられた、コマンドの使⽤⽅法を誤解し
ているのではないかと 考えられるような例を採り上げたいと思います。
 特に問題となっているのが、EDITコマンドとCOPYコマンドの混同による誤操作です。これは
既 に総合⽬録データべースにあるレコードAを流⽤して新たにレコードBを作成しようとする場合
に、本来 使⽤すべきCOPYコマンドを使⽤せず、EDITコマンドを発⾏し、その結果、レコードA
⾃体を全く 別のレコードに改竄してしまうという操作です。所蔵レコードがリンクされている書
誌レコードに対して 上記のような誤操作を⾏うと、レコードAに既にリンクされていた所蔵レコ
ードはその所蔵館が知らない うちに全く異なる書誌レコードに対するものに書き変わってしま
い、総合⽬録データべースとしての機能 が果たせなくなってしまいます。また、典拠レコードに
対して同様の誤操作を⾏ってしまうと、書誌レコ ード(和・洋、図・雑)とのリンク関係を破壊す
ることになります。このようにコマンドを誤って使⽤し た場合に総合⽬録データべースに与える
影響は甚⼤ですので、各⽬録担当者はくれぐれも誤解のないよう、 また操作には⼗分の注意と確
認を⾏うようにして下さい。
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2.6  レコードの修正
2.6.3  「固有の標題でないもの」に関わる書誌の修正(No.29
p.29-30)

 「基準」の改訂により、「固有の標題でないもの」の扱いが旧版より明確になった点がありま
す。

 (例) ・「小説」「詩歌」...等の形式区分をあらわす名称は、旧版では特に 
　　　　具体的に言及されていなかったが、改訂版では「固有の標題でないも 
　　　　の」として具体的に列挙されている 
　 　 ・別個の著者等を持つ部編名は、書誌単位とする

 このため、旧版の下で作成された書誌の中には、改訂版に従うとレコード作成単位の変更が必
要になる ものがあります。
 「固有の標題」に関する改訂版の適⽤について、旧版に照らせば正しく、修正を⾏わなくとも
特に問題 がない書誌もすべて修正しなければならないのかという質問が寄せられました。
 書誌レコード作成単位の変更により、所蔵レコードの付替作業が必要になります。その作業を
⾏う参加 組織の負担を考慮し、以下のようにします。

ア　改訂版「目録情報の基準」に従い修正を行うもの 
　・改訂前後にわたって継続中の多巻もので、書誌構造の整合性が損なわれてい 
　　ると判断されるもの(例:「固有の標題でないもの」の表に該当するものが、 
　　改訂の前後で書誌単位・出版物理単位というように異なる扱いがされている) 
　・書誌構造の捉え方の相違により重複書誌となっているもの 
　・その他、重大な問題があるもの 
イ　原則として修正を行わないもの 
　・すでに完結している多巻もので、上記のような問題がないもの 
　　なお、書誌レコード作成単位の変更が伴う修正 ( VOLフィールドの追加、子 
　　書誌の作成) 等は、従前どおり、書誌作成館と協議の上行い、所蔵の付け替 
　　えの連絡を忘れずにお願いします。

コーディングマニュアル 21.0 図書書誌レコード修正指針 
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2 登録・修正
2.6  レコードの修正
2.6.4 分類・件名等の取り扱い(No.21 p.12)

 最近、総合⽬録データベースのデータに対して、既に記録されているある特定のデータフィー
ルドのデ ータを消去している参加館があるとの連絡を何回か受けています。具体的なフィールド
として、CLS、 SH等が挙げられています。これは、主としてローカル側での処理の都合から、不
必要なデータを予め除 去しておきたいという気持によると考えられます。
 しかしながら、100を越える参加館の共同分担作業によって構築され、利⽤されている総合⽬
録デー タベースの性質を考えていただければ⾃明のことと思いますが、ローカル側の都合のため
に、各参加図書 館が作成したデータの品質を劣化させるような⾏為は、厳に慎むようにしてくだ
さい。

DB編 3.4.3 共有レコードの修正
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2 登録・修正
2.6  レコードの修正
2.6.5 PHYSやNOTEのデータの取り扱い(No.38 p.28)

Q︓
 ローカルの容量の都合によるのか、PHYSやNOTEのデータを⼀部削除してしまう機関が⾒られ
る。

A︓
 ニュースレター No.21 p.12 (前項参照)でも注意しましたように、共有レコードは参加各機関
の財 産ですので、ローカル側のみの処理の都合でデータを削除してしまったりすることのないよ
う、改めて注 意をしてください。このことは参照レコードを流⽤⼊⼒した場合にも同様で、⾃館
に必要がない場合でも 共有レコードのレベルを落とすようなことはしないでください。
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2 登録・修正
2.6  レコードの修正
2.6.6 雑誌書誌レコードの修正(No.22 p.3)

 既存データの削除等、雑誌書誌レコードの修正にあたっては細⼼の注意を払ってください。
 標題や版表⽰等の修正は、結果的に元の書誌とは全く別の書誌レコードに作り替えてしまう可
能性があ ります。例えば、「ED:複製版」というデータを追加してしまうと、原本に対する書誌
レコードであっ たものが、複製版に対する書誌レコードに変わってしまいます。書誌レコードに
は他の参加組織の所蔵レ コードも多数リンクしていますから、この場合、他の参加組織は知らな
いうちに、本来所蔵していた原本 は所蔵せず、所蔵していない複製版の⽅を所蔵していることに
なってしまいます。このように不⽤意な書 誌修正は書誌と所蔵との整合性を損なう危険がありま
すから、書誌レコード作成単位に関わるフィールド (TR,ED等)の修正は特に慎重に⾏ってくださ
い。
 変遷関係に関する修正は、No.19でもお伝えしましたとおり、FID、BHNTフィールドに直接 ⼊
⼒せず、変遷注記⽤データシートの作成・送付によって処理して下さい。

〔関連記事〕3.6.2  雑誌⽬録システムの誌名変遷データの更新について

 さらに、合冊誌や合刻複製版について、収録されている個々の逐次刊⾏物の単位ではなく集合
書誌単位 で書誌レコードが作成されていた場合も、オンラインで直接修正せずに、情報源となる
箇所のコピーを同 封の上、センターへ報告して下さい。
 なお、オンラインで書誌レコードの修正を⾏った場合には、⼊⼒画⾯のハードコピーを、修正
の根拠と なった情報源箇所のコピーと共に送付して下さい。ただし、コード類に関する修正、誤
字・脱字・記述記 号の訂正や、所蔵レコードの修正に関しては、ハードコピー及び情報源のコピ
ーを送付していただく必要 はありません。TR、ED、VLYR、PUB、VT、NOTEなど、書誌レコー
ドの記述ブロックのフ ィールドの内容に関する修正を⾏った場合は必ず送付して下さい。
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2 登録・修正
2.6  レコードの修正
2.6.7 著者名典拠レコードのHDNGの修正(No.33 p.9-10)

Q︓
 既存の典拠レコードのHDNG(個⼈名)には、⽣没年の付記事項が記録されていないが、その後
判明した。この場合、HDNGを修正し、⽣没年を記録してよいか。
 既存の典拠レコードのHDNG(個⼈名)は、イニシアル形であるが、その後、完綴形が判明し
た。こ の場合、HDNGを完綴形に修正してよいか。

A︓
 同⼀の著者に対して、常に同⼀形の標⽬が維持されることによって、典拠コントロールは成り
⽴っています。典拠レコードのHDNGフィールドを修正すると、リンクしている書誌レコードの
ALフィールドの著者標⽬形との間で不整合が⽣じます。⼀度確⽴した統⼀標⽬形は、相応の理由
がないかぎり、変更しないのが原則です。
 したがって、上記のような場合、HDNGフィールドはできるかぎり修正せずに、既存の統⼀標
⽬形を 維持する必要があります。後に判明した⽣没年、完綴形等を含む標⽬形はSFフィールドに
記録します。
 これらの名称の形をSFフィールドに記録することによって、⽣没年を含んだ形や完綴形からも
検索で き、LINKTO AUTHORコマンド発⾏時の検索もれを防ぐことができます。

　　　 ┌────────────────────┐ 
(例1)　│　HDNG:目録, 太郎∥モクロク, タロウ　　 │ 〔既存典拠レコード〕 
　　 　└────────────────────┘ 
　　　　　　　　↓ 生年が1950年であることが判明した 
　　　 ┌────────────────────┐ 
　　　 │　HDNG:目録, 太郎∥モクロク, タロウ　　 │ 
　　　 │　DATE:1950 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　 │　SF:目録, 太郎(1950-)∥モクロク, タロウ│ 
　　 　└────────────────────┘ 
　　次のように修正するのは望ましくない 
　　　 ┌────────────────────┐ 
　　 　│HDNG:目録, 太郎(1950-)∥モクロク, タロウ│ 
　　 　└────────────────────┘ 
 
　　 　┌────────────────────┐ 
(例2)　│　HDNG:Brown, M. C.　　　　　　　　　　 │〔既存典拠レコード〕 
　　 　└────────────────────┘ 
　　　　　　　 ↓ 名の完綴形が "Michael Charles" であることが判明した 
　　 　┌────────────────────┐ 
　　 　│　HDNG:Brown, M. C.　　　　　　　　 　　│ 
　　 　│　SF:Brown, Michael Charles　　　　　　 │ 
　　　 └────────────────────┘ 
 
　次のように修正するのは望ましくない 
┌───────────────┐┌──────────────────┐ 
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│ HDNG:Brown, Michael Charles　││ HDNG:Brown, M. C.(Michael Charles) │ 
└───────────────┘└──────────────────┘

 なお、⽣没年・完綴形等をHDNGフィールドに記録しなければ、他の標⽬と同⼀標⽬形になっ
てしま う場合や、既存典拠レコードのイニシアル形がよく知られている名称でなく、当該著者を
代表させる標⽬ 形として相応しくない場合は、この限りではありません。
 また、著者名典拠レコード新規作成時に⽣没年・完綴形が判明する場合は、統⼀標⽬形の識別
性を⾼め るために、これらを付記事項として必ず記録してください。
(完綴形の付記事項については、〔1.3.2B 著名典拠レコードにおける付記事項について〕を参
照)

〔関連記事〕2.3.1 著者名典拠レコードの登録・作成・修正等の注意点II レコード修正
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2 登録・修正
2.6  レコードの修正
2.6.8 リンク先レコードの修正に関連して(No.38 p.29)

Q︓
 リンク先レコードが修正された際には関連する書誌レコードも修正するようにしてほしい。

A︓
 現在はリンク先レコードが修正されてもそれにリンクしている書誌・典拠レコードのリンク フ
ィールドは書換えが⾏われていませんが、システム的に書換えを⾏うよう準備をしています。
 運⽤の開始にあたっては改めて広報します。
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2   登録・修正
2.6   レコードの修正
2.6.9  書誌修正報告の扱いについて(No.45 p.6)

 今までのニュースレターでは毎号、書誌調整の⼀部として、修正のあった書誌について「書誌
修正連絡 (所蔵付替不要)」として載せてきました。平成5年12⽉にコーディングマニュアルの修
正指針が刊⾏さ れたため、今号より、その⽅針にしたがって掲載するかどうかを判断することと
しました。このため、各 参加組織から修正の報告があっても、掲載しないものもありますのでご
了承ください。 ※平成6年6⽉より開始
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2   登録・修正
2.6   レコードの修正
2.6.10  書誌調整の記事の⾒⽅(No.55 p.12)

　新規の参加館の中には，ニュースレターに掲載されている書誌調整のページに対する誤 
解が少なくありませんので，あらためてその役割と見方を解説いたします。 
 
■役割 
　総合目録データベース中にある重複書誌の統合にあたって，機械的に統合できないもの 
について掲載し，各参加館に所蔵レコードの付替等の処理を連絡するためのものです。 
また，重複以外にも，修正指針に従って修正されたレコードについて，所蔵館が多数の場 
合には記事中でお知らせしています。ほぼ毎号掲載されますので，参加館の担当の方は自 
館の所蔵レコードが付替の対象になっていないか，所蔵を登録している書誌に修正がなか 
ったかを確認する必要があります。連絡があった場合は，速やかに処理をお願いいたしま 
す。 
 
■表の見方 
　まず，参加組織毎（ＦＡ番号毎）に，調整番号がまとめてありますので，該当する項目 
をあとのページから探します。 
　例）　参加組織番号がFA001277の図書館の場合 
 
      FA番号       書誌調整番号 
      FA001277     55-01,55-03,55-58,55-76,55-77 
 
 
・・・・・・・・・・* まず調整番号55-01について。・・・・・・・・・・・・・・・・ 
                書誌調整番号が55-01 の項目を探して内容を確認する。他の番号も同様。 
 
     書誌調整 ｜ 所蔵削除側 ｜ 所蔵付替先 ||   タイトル 事由    ｜巻次 部編等 
        番号        書誌ID        書誌ID 
      55-01       BN0186132X     BN14076469         日本文学研究必携        １刷 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
　上記の例では，BN0186132Xに所蔵を登録している所蔵館のうち，「１刷」を所蔵してい 
る館がBN14076469に所蔵を付替える必要があります。自館の所蔵が別の刷のものならば処 
理は必要ありません。「１刷」の箇所は，「第１巻」，「pbk」等の指示の場合もありま 
す。その場合も，付替えの処理が必要なのは，「第１巻」，「pbk」を所蔵している参加 
館のみです。「所蔵削除側書誌」に所蔵を登録している参加館すべてを連絡の対象として 
いますが，指示された「巻次・部編等」以外を所蔵している場合は処理の必要はありませ 
ん。 
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3 システム運⽤
3.1  システム移⾏
3.1.1 ⽬録所在情報データベースのサーバ移⾏(No.54 p.6-7)

 センターニュース等でお知らせしたように、センターでは電⼦計算機の機種更新によって、従
来のメイ ンフレームのほかにオープンシステム系としてデータベースサーバ群を導⼊しました。
このサーバ群のう ちの汎⽤データベースサーバで、平成９年度から新たな⽬録所在情報サービス
（新ＣＡＴ／ＩＬＬシステ ム）を提供することになりますが、その前段階としてデータベース部
分（総合⽬録データベースとデータ ベース管理システム）をサーバに移⾏することを計画してい
ます。この移⾏は新サービスの準備作業であ るとともに、アプリケーション（⽬録システムとＩ
ＬＬシステム）を除くデータベース部分を現⾏メイン フレームから分離することによって、メイ
ンフレームの負荷を軽減し、増加する利⽤端末数の安定的接続 を保障するという⽬的を持ってい
ます。

 今回のデータベース移⾏の内容は次のとおりです。

1 移⾏対象データベース
⽬録システムの業務⽤システム、教育⽤システム全データベース。
ＩＬＬシステムの業務⽤システム、教育⽤システム全データベース。

2 移⾏の内容
今回の移⾏にあたっては、参加機関側のシステム改変作業等が極⼒発⽣しないように進めて
いく計画 ですが、新ＣＡＴ／ＩＬＬシステムを考慮し次の変更を予定しています。

・半⾓カタカナの全⾓化
データベース内部では半⾓カタカナの使⽤はせず、サーバの標準⽂字コードに従い全
⾓カタカナ を⽤います。ただし、画⾯上での表⽰等、⽬録・ＩＬＬシステムを通して
送信されるデータは従来 と変更はありません。

・検索キーの最⼤⻑の変更
現在２４バイトとなっている最⼤⻑を３２⽂字に変更します。

・タイトル及び標⽬の漢字単語での検索可能化
タイトルや典拠標⽬については現在漢字単語での検索はできませんが、移⾏の際にヨ
ミを基に漢 字単語の検索キーを作成します。これに伴い、同⾳異字の検索が簡便にな
ります。

3 移⾏後のシステム運⽤
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データベースを移⾏した後も⽬録システム・ＩＬＬシステムのアプリケーション⾃体はメイ
ンフレー ム上で従来同様稼動しますが、これまでのシステムで懸案であったデータベース
の即時更新を実施しま す。これによって全ての検索キーが即座に有効となりますので効率
的な検索が可能になります。

4 その他
データベースをサーバに移⾏することに伴い、インターネット上のブラウザを通して総合⽬
録データ ベースを検索できる簡略な仕組みを⽤意します。これによって研究者が直接総合
⽬録データベースを検 索できるようになります。
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3 システム運⽤
3.1  システム移⾏
3.1.2 トランザクションファイルの廃⽌に伴う変更(No.55
p.3)

 ⽬録所在情報データベースのサーバ移⾏については、オンライン・システムニュースレターNo.
54でお 知らせしました。そこで述べているように、移⾏後、データベースは即時更新されるよう
になり、現在⾏ っているトランザクションファイルによる時差更新は廃⽌されます。それに伴い
以下の変更が⽣じます。

1 全ての検索⽤インデクスの即時作成
 レコードが登録された時点で全ての検索⽤インデクスが作成されます。これにより、従来
のような⼀ 部のインデクスしか作成されないトランザクションファイルを意識した検索を
する必要がなくなります。

2 同⼀ＩＤレコードの複数存在の廃⽌
 従来、書誌を修正した場合及び所蔵を修正・削除した場合、当⽇中はマスタファイルとト
ランザクシ ョンファイルに同⼀のＩＤを有するレコードが存在し、簡略表⽰の際、同じＩ
Ｄを有するレコードが複 数表⽰されていました。トランザクションファイルの廃⽌によ
り、同⼀のＩＤを有するレコードが複数 存在することがなくなり、簡略表⽰において同⼀
のＩＤを有するレコードが複数表⽰されることはなく なります。

3 ＲＥＣＯＮファイルレコードの修正  
ＲＥＣＯＮファイルのレコードを修正した場合は、即座に修正されたレコードがＣＵＲＲＥ
ＮＴファ イルに登録され、同時にＲＥＣＯＮファイル中の当該レコードが削除されます。
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3 システム運⽤
3.2  検索キー
3.2.1 検索キーの切出し仕様について(No.38 p.28)

Q︓
 フィールドと検索キーのシステム的な切出し仕様をマニュアルや「利⽤の⼿引」等で早急に公
開してほしい。

A︓
 書誌・典拠レコードの各フィールドに対応する検索キーがどのように作成さ れるかについて
は、「⽬録システム利⽤マニュアル 検索編 第3版」pp.25-35の「2.3 検索⽤インデクス・検索キ
ー・検 索キーフィールド」に説明してありますので参照してください。ただし、この中にも例え
ば、中位の書誌エリアで{ }が ある場合についての記述がなされていない等、不⾜部分がありま
す。これらについては順次解説していきたいと考えています。

検索編 2.3 検索⽤インデクス、検索キー、検索キーフィールド
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3 システム運⽤
3.2  検索キー
3.2.2 LC番号による検索について(No.20 p.9)

A︓
 UK/MARC、およびUK/MARCからの流⽤で作成されたレコードにおいて、LCCNが8桁完 全に
記⼊されていないものがある。これらのレコードについてはLCCNによる検索時 にヒットしない
ため、重複書誌が作成されるおそれがある。

A︓
 この件については、〔平成元年度〕の システム開発において対策を⾏う予定です。進捗状況等
については、今後のニュー スレターで逐次お知らせする予定です。
 なお、LCCN(他にもISBN等の⼀意番号)での検索は、効率よく検索を⾏えるため多 ⽤される傾
向がありますが、オリジナル⼊⼒等の状況によっては必ずしもレコード 中にそれらの番号が記⼊
されているとは限りません。したがって、LCCN等による検 索で既存レコードでなく参照レコー
ドにヒット(または完全にノーヒット)した場合 は、書名と著者名の組み合わせ等、他の検索キー
による再検索を必ず⾏うよう注意してください。

検索編 6.1 検索キー⼀覧
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3 システム運⽤
3.2  検索キー
3.2.3 UK/MARC等のLC番号の8桁化(No.22 p.12)

 No.20でお知らせしましたとおり、UK/MARCのLCCNフィールドについてはデータが8桁にな
って いないものが多く、これらのレコード⾃体及びこれらを流⽤⼊⼒した時にLCCNフィールド
の修正 がなされなかったレコードについてはLCCNによる検索が⾏えませんでした。
 平成2年1⽉27⽇(⾦)よりUK/MARCの定期更新プログラムの修正を⾏い、LCCNが8桁になって
いな いものについては8桁にして値を収めるようにしました。また既にデータベースに登録され
ている もの(洋図書書誌マスタ、UK/MARC)についても、データの⼀括修正を⾏いました。これ
により、 UK/MARC等のLC番号による検索が可能となりました。
 ただし、No.20でも触れましたが、LCCNによる検索でUK/MARCしかヒットしない場合には、
検索 もれという可能性が⼤きいのでご注意下さい。

検索編 6.1 検索キー⼀覧
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3 システム運⽤
3.2  検索キー
3.2.4 ISSNの検索キー化(No.22 p.11)

 図書ファイルにおいて、ISSNが検索できないようになっていましたので、今回、SEARCHコマ
ンド によって検索できるように変更します。

　〔例〕　ISSN　09101276の場合 
　　　　　SEARCH ISSN=09101276

検索編 6.1 検索キー⼀覧
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3 システム運⽤
3.2  検索キー
3.2.5 シリーズの巻号からの検索について(No.38 p.28)

 シリーズ巻号からの検索は、「シリーズ」が親書誌レコードを意味するのであれば検索は可能
です。
 PTBLフィールドの番号等の位置に、記述⽂法どおりに巻号のデータがあればそのデータは
TITLE キーとして検索できます。ただし、当然のことながらデータそのものの記述のされ⽅は原
則として実際に 資料に表⽰されていた形で⾏われますので、検索時にはその点の注意が必要とな
ります。
 この応⽤で「LOOKUP PARENT」先の簡略表⽰画⾯でのTITLEエリアに巻号を⼊れればシリー
ズ内の絞り込みができます。
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3 システム運⽤
3.3  コマンド
3.3.1 LOOKUP BIBLIOGRAPHYの仕様変更(No.17 p.5-6)

 現在、LOOKUP BIBLIOGRAPHYは選択した業務に関する書誌のみが表⽰されるように なって
います。すなわち、和図書を選択すれば和図書のみが、洋図書を選択すれば洋図書のみが対象と
な ります。このため、著者名典拠レコードの確認を⾏ったり、典拠レコードの削除予定レコード
化を⾏う場 合にいくつもの業務を選択するという操作上の⼿間がかかっていました。そこで今
回、図書業務を選択し た場合のLOOKUP BIBLIOGRAPHYでは和洋の書誌を同時に表⽰するよう
に変更します。
※平成元年3⽉27⽇より運⽤開始
 書誌の表⽰順序は次のようになり、選択した業務にかかわらず、常に洋図書が先に表⽰されま
す。
≪書誌の表⽰順序≫ ア 洋図書マスタレコード
          イ 和図書マスタレコード
 また、詳細表⽰画⾯では選択した業務によって有効となるコマンドが異なります。例えば、洋
図書を選 択してLOOKUP BIBLIOGRAPHYを発⾏し、和図書の詳細表⽰画⾯に到達した時、この
画⾯で発⾏できるコマン ドはDISPLAY、BROWSE、RETURN、GIVEUPだけです。したがって、
選択した業務以外のレコードに対して、リ ンクをたどったり、レコードを編集(修正、追加)した
りするコマンド(EDIT、COPY、CREATE、REGISTER、SAVE、 CHOOSE、LOOKUP、LINKTO)
は使⽤できませんのでご注意下さい。
 画⾯の流れは次のようになります。

 <洋図書の例> 
　　　　　　　　　　 洋図書業務から 
　　　　　　　　　　　　　↓ 
　┌───────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1　　 　 │ 
　│>:LOOKUP BIBLIOGRAPHY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<DA00238895> CRTDT:19860806 RNWDT:19910418　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:Pierce, John Robinson, 1910-　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:1910　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│SF:Coupling, J. J., 1910-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│SF:Pierce, J. R. (John Robinson), 1910-　　　　　　　　　　 　　　　　│ 
　│SF:Pierce, John R. (John Robinson), 1910-　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│SF:ピアース, J. R.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│SF:ピアース, ジョン R.　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 │ 
　│NOTE:His Theory and design of electron beams, 1949　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:His Signals, 1981: CIP galley t.p. (John R. Pierce)　　　　　　　│ 
　└───────────────────────────────────┘ 
 
　　　　　　　　LOOKUP BIBLIOGRAPHYを発行 
　　　　　　　　　　　　　↓ 
　┌───────────────────────────────────┐ 
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　│洋図書書誌検索・簡略表示 (教育用) NC　　　　　　1-　　 10/　　 19　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TITLE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :　　　　　　 ISBN:　　　　　　　 LCCN:　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　CNTRY:　　LANG:　　　　　　 　│ 
　│SH　 =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 PID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　1.<BA0014333X>Information technology and civilization / Hiroshi　　 │ 
　│　 Inose,John R.Pierce ; with a foreword by Koji Kobayashi. -- W.H.　 │ 
　│　 Freeman, 1984.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　2.<BA03513071>The science of musical sound / John R. Pierce ;　　　 │ 
　│　 hard. -- Scientific Amer..., 1983.　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　3.<BA06951086>Introduction to communication science and systems　　 │ 
　│　 /John R. Pierce and Edward C. Posner. -- Plenum Press, 1980. -- 　 │ 
　│　 (Applications of communications theory).　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　4.<BA07154265>Current directions in computer music research /　　　 │ 
　│　　edited by　Max V.Mathews and John R. Pierce. -- MIT Press, 1989.　│ 
　│　　-- (System Development Foundation benchmark series ; 2).　　　　　│ 
　│　5.<BA07203112>Great themes of science fiction : a study in ima　 　 │ 
　│　　-gination and evolution / John J. Pierce ; foreword by Thomas J.　│ 
　│　　Roberts. -- Greenwood Press,1987. -- (Contributions to the study　│ 
　│　　of science fiction and fantasy ; no. 29).　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　6.<BA10723857>My career as an engineer : an autobiographical　　 　 │ 
　│　　sketch / John R.Pierce. -- University of T..., 1988.　　　　　　　│ 
　│　7.<BA0755309X>Almost all about waves / [by] John R. Pierce.　　　　 │ 
　│　 -- MIT Press, 1974.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 │ 
　│　8.<BN03093604>量子エレクトロニクス : メ-ザ-・レ-ザ-・トランジス　　 │ 
　│　 タ- / ジョン・ R.ピア-ス著 ; 霜田光一,藤岡知夫訳. -- 河出書房新社, │ 
　│　 1977. --　(現代の科学).　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　9.<BN03420562>ピア-ス自伝 / ジョン R.ピアース [著]. -- 東京大学, 　 │ 
　│　　1988.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ 10.<BN02288007>ピアース自伝 : 技術者として生きた50年 : 情報・通信 　 │ 
　│　 工学のパイオニア / ジョン R. ピアース著 ; 猪瀬博,井上如訳.　　　　 │ 
　│　 -- 日経サイエンス..., 1988. 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└───────────────────────────────────┘ 
　　　　　 
　　　　　　　　　　洋図書の次に和図書が表示される 
　　　　　　　　　 DISPLAYコマンドで詳細表示画面へ 
　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓ 
　　　　　　　┌──────────┐　┌──────────┐ 
　　　　　　　│ 洋図書詳細表示画面 │　│ 和図書詳細表示画面 │ 
　　　　　　　└──────────┘　└──────────┘ 
　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　　　　　↓ 
　　　　　　　 引続き、通常業務ができる　 使用できるコマンドは4つのみ

検索編 9.3 リンク参照
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3 システム運⽤
3.3  コマンド
3.3.2 LINKTO PARENT発⾏時の検索⽅法の変更(No.22
p.6-7)

 現システムでは、LINKTO PARENTを発⾏すると、⾃動的にPTBLフィールドのデータか ら
AKEYを作成して検索画⾯に埋め込んで検索を⾏っていますが、この⽅法でも現在ではノイズが多
く、 作業効率に影響を与えています。検索の適合率を向上させるため、今改訂でこれまでの
AKEY作成に加 えて、PTBLフィールドの親書誌標題の情報(フィールドの先頭から“△/△"の前ま
で)を検索画⾯のTITLE フィールドに埋め込むように変更します。※平成2年3⽉23⽇より運⽤開
始

〔改訂前〕 
　┌──────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌流用入力　　 (教育用)　TRC　　　　　　　　　1/　　　1 　　│ 
　│>:LINKTO PARENT　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　│ 
　│<BN06573843>　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1987　　　CNTRY:ja　TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　REPRO:│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:4130928090 PRICE:8800円　　　　　　　 │ 
　│OTHN:JLA:87-19535　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR:大塩平八郎一件書留 / 国立史料館編∥オオシオ ヘイハチロウ イッケン│ 
　│ カキトメ　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ED:　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PUB:東京 : 東京大学出版会 , 1987.6　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│PHYS:405,14p ; 22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│VT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CW:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:史料館叢書∥シリョウカン ソウショ <> 9//a　　　　　　　　　 　 │ 
　│AL:国立史料館∥コクリツ シリョウカン <>　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
 
　┌──────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌検索・簡略表示　(教育用)　NC　　　　　1-　　 10/　　 21　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TITLE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :シリヨソ　　　　 ISBN:　　　　　　　 NBN:　　　　　 NDLCN:　　│ 
　│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　　　　　　　　　　 │ 
　│PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　CNTRY:　　LANG:　　　　　　 │ 
　│SH　 =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 PID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　1.<BN00058516>資料組織法 / 木原通夫〔ほか〕共著. -- 補訂第3版. 　 │ 
　│　　第一法規出版 , 1984.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　2.<BN00309638>資料叢書. -- 教育出版センタ....　　　　　　　　　　 │ 
　│　3.<BN00582830>史料叢書. -- 新人物往来社.　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│　4.<BN00967766>資料叢書. -- 皇学館大学出....　　　　　　　　　　　 │ 
　│　5.<BN02358565>資料組織法 / 木原通夫〔ほか〕共著. -- 補訂第4版. 　 │ 
　│　　第一法規出版 , 1987.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　6.<BN00137000>史料館叢書. -- 東京大学出版....　　　　　　　　　　 │ 
　│　7.<BN03427528>資料館叢書 / 茅ケ崎市文化資料館編. -- 茅ケ崎市...　 │ 
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　│　8.<BN03801952>資料組織化論 : 情報管理の基盤としての図書館の知恵　 │ 
　│　　 /　川口鉄男著. -- 精文館, 1968.　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　9.<BN01624437>史料綜覧 / 東京大学史料編纂所編纂 ; 巻1 平安時代 　 │ 
　│　　之 1 - 巻17 江戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└──────────────────────────────────┘ 
　　　　　自動作成されるAKEYだけでは、ヒット件数が多くなってきている。 
〔改訂後〕 
　┌──────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌流用入力　　 (教育用)　TRC　　　　　　　　　1/　　　1　　 │ 
　│>:LINKTO PARENT　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　│ 
　│<BN06573843>　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1987　　CNTRY:ja　TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　REPRO:│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:4130928090 PRICE:8800円　　　　　　　 │ 
　│OTHN:JLA:87-19535　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │  
　│TR:大塩平八郎一件書留 / 国立史料館編∥オオシオ ヘイハチロウ イッケン│ 
　│　 カキトメ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓　

 検索キーは、これまでのAKEYの他、PTBLフィールドの親書誌標題中のスラッシュの前 までが
TITLEキーとして、次の画⾯のようにセットされる。(ただし、この場合は検索結 果が1件なので
この画⾯は表⽰されない。)

　┌──────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌検索・簡略表示 (教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1 　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TITLE=史料館叢書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :シリヨソ　　　　 ISBN:　　　　　　　 NBN:　　　　　 NDLCN:　　│ 
　│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　 　　　　　　　　　│ 
　│PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　CNTRY:　　LANG:　　　 　　　│ 
　│SH　 =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 PID:　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　1.<BN00137000>史料館叢書. -- 東京大学出版....　　　　　　　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────┘ 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 
 
　┌──────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌詳細表示　　 (教育用)　NC　　　　　　　　　　1/　　　1　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN00137000> CRTDT:19860611 RNWDT:19881219　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:　　　　　CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　 　　　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:　　　　　 　　　　　│ 
　│TR:史料館叢書∥シリョウカン ソウショ 　　　　　　　　　　　　　 　　│ 
　│PUB:東京 : 東京大学出版会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└──────────────────────────────────┘
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3 システム運⽤
3.3  コマンド
3.3.3 LINKTOコマンド発⾏後のCREATEコマンドの変更
(No.22 p.8-11)

 LINKTOコマンドを発⾏し検索を⾏った結果、ヒット件数が0件の場合、新規⼊⼒のためにCRE
ATEコマンドを発⾏しますが、この時検索キーとして⼊⼒した語は消去されるため、新規⼊⼒画
⾯で⼊ ⼒し直す必要がありました。今回の改訂では、LINKTOコマンドが発⾏された画⾯の各リ
ンクフィー ルドの情報を記憶しておき、検索結果が0件となり、かつ新規⼊⼒のためにCREATEコ
マンドが発⾏ された場合に限り、記憶したデータをそのままTRフィールドまたはHDNGフィール
ドに埋め込むよう にします。※平成2年3⽉23⽇より運⽤開始

〔LINKTO PARENTの場合〕 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌新規入力　　(教育用)　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　 │ 
　│>:LINKTO PARENT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<BN06573876>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1987　　　CNTRY:ja　TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　REPRO:　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:4931147046 PRICE:1800円　　　　　　　　　 │ 
　│OTHN:JLA:87-23089　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR:国民経済と公共債 / 財政問題研究会編∥コクミン ケイザイ ト　　　　　　│ 
　│　 コウキョウサイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ED:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:東京 : 日本法制学会 , 1987.8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:360p ; 21cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CW:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:監修:長岡実 首藤尭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:新財政読本シリーズ∥シン ザイセイ ドクホン シリーズ <> 4//a　　 　 │ 
　│AL:財政問題研究会∥ザイセイ モンダイ ケンキュウカイ <>　　　　　　　 　 │ 
　│UTL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDC8:347　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│SH:BSH:公債//L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
 
　 前項のLINKTOコマンドの変更に伴い、検索キーは次のようになっている。 
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TITLE=新財政読本シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :シンザドシ　　　ISBN:　　　　　　　 NBN:　　　　　 NDLCN:　　　　 │ 
　│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　CNTRY:　　LANG:　　　　　　　　 │ 
　│SH　 =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 PID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
 　この検索結果は0件だったが、ヨミが異なっているかもしれない、また、ヨミがない 
　かもしれないので、AKEYを削除して再度検索を行う。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TITLE=新財政読本シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :　　　　　　 ISBN:　　　　　　　 NBN:　　　　　 NDLCN:　　　　　　│ 
　│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　CNTRY:　　LANG:　　　　　　　　 │ 
　│SH　 =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 PID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
 
　　　これでもやはりヒットしなかったので、データベース上にないと考えられる。 
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:CREATE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TITLE=新財政読本シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
 
 
　　　　　　　 新規入力のためにCREATEコマンドを発行する。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌新規入力　　(教育用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<BN06573901>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:　　　　　CNTRY:　　TTLL:　　TXTL:　　ORGL:　　REPRO:　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:　　　　　 XISBN:　　　　│ 
　│ISSN:　　　　　NBN:　　　　　　NDLCN:　　　　 GPON:　　　　　　　　　　 │ 
　│OTHN:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TR:新財政読本シリーズ∥シン ザイセイ ドクホン シリーズ　　　　　　　　　│ 
　│ED:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│VT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CW:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│UTL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│SH:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘ 
 
　　　 記憶しておいたPTBLフィールドの全データが、新規入力画面のTRフィールド 
　　　にセットされる。 
　　　 
〔LINKTO AUTHORの場合〕 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌流用入力　　(教育用) JP　　　　　　　　　　1/　　　3　　　　　│ 
　│>:LINKTO AUTHOR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<BN06573912>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1972　　　CNTRY:ja　TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　REPRO:　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:　　　　　 NBN:JP70001765│ 
　│NDLCN:72011772　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TR:不安からの脱出 : 企業ノイロ-ゼ克服法 / 東勇幸著∥フアン カラ ノ　　　│ 
　│ ダッシュツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ED:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:東京 : ダイヤモンド社 , 1972　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:280p ; 19cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CW:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PTBL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:東,勇幸(1926～　)∥ヒガシ,ユウコウ <>　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│UTL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDC6:335.95　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:DH311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│SH:NDLSH:人事管理//L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　　　　　ALフィールドのデータをもとに自動検索を行う。(従来どおり) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 



　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =東,勇幸(1926～　)∥ヒガシ,ユウコウ　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :　　　　　　 PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DATE=　 │ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 SAID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　　　生年が記述されていない、ヨミが異なっている等の可能性があるので、検索 
　　　キーを少し削って再度検索を行う。 
　　　 
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =東,勇幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AKEY :　　　　　　 PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DATE=　 │ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 SAID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　　　　　　　データベース上には、存在しないと考えられる。 
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:CREATE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =東,勇幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　 
　　　　　　　　新規入力のため、CREATEコマンドを発行する。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠新規入力　　(教育用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA05628139>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:東,勇幸(1926～　)∥ヒガシ,ユウコウ　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TYPE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│UNID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PLACE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│SF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│SAF:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE: ※平成5年10月より、NOTEもセットされる(2.3.3A参照)　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘

 ALフィールドにあったデータがそのまま新規⼊⼒画⾯のHDNGフィールドにセットされる。 た
だし、このデータの場合は標⽬形、付記事項、ヨミのそれぞれを正しい形(標⽬形とヨミの姓 と名
の間に1バイトの空⽩を⼊れる、付記事項の表⽰を(1926-)とする)に修正を⾏う必要がありま
す。

 どの場合も、図で⽰したように、検索キーとして埋め込んだデータを加⼯しても元の形を復元
するよう にしてあります。安⼼して⼗分検索を⾏って、重複レコードを作成しないようにくれぐ
れも注意してくだ さい。

〔関連記事〕2.3.3A) 典拠レコード注記フィールド必須化
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3 システム運⽤
3.3  コマンド
3.3.4 典拠リンク作業時のPASSコマンドの追加(No.16 p.5-
7)

 現在、LINKTOコマンドを発⾏(送信)して典拠リンク作業を開始すると、その作業中に、情報不
⾜等の理由で典拠レコードを確定できないような状態になった場合には、その典拠リンク作業を
その時点 で放棄しない限り次の操作に進めないようになっていました。そのため、リンクフィー
ルドの最初あるい は中間にそのようなデータが存在すると、それ以降のリンクが可能なデータに
ついてもすべて未リンクの 状態になってしまいました。この状態は、リンクのオプション化の意
図を活かせていないという不都合が ありましたので、今回次のように変更します。
 典拠リンク作業中に上記のようなリンク不可能なデータに遭遇した場合には、そこでPASSとい
うコ マンドを発⾏します。すると、システムは、そのリンク作業を抜かして次の作業(次のリンク
作業もしく は書誌画⾯への復帰)を⾏います。具体的には次のようになります。

(図-1) 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌流用入力　　(教育用) JP　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　　│ 
　│>:LINKTO AUTHOR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<BN06573730>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1980　　　CNTRY:ja　TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　REPRO:　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:4819437262 PRICE:5000円 NBN:JP81021214　　│ 
　│TR:日本奴隷史事典 : 庶民日本史料 / 阿部弘蔵〔著〕 ; 八切止夫校註∥ニホン│ 
　│ ドレイシ ジテン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ED:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:東京 : 日本シェル出版 , 1980.10　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:463p ; 22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CW:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:校閲:野上ふさ子　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PTBL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:阿部,弘蔵∥アベ,コウゾウ <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│AL:八切,止夫∥ヤギリ,トメオ <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│UTL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDC8:210.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDLC:GB79　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:EC169　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│SH:NDLSH:奴隷 ーー 歴史//L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 ↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =阿部,弘蔵∥アベ,コウゾウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AKEY :　　　　　　 PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DATE=　 │ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ID　 :　　　　　　 SAID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 他の検索キーで再検索する 
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　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =阿部,弘蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 典拠データが作成不能な場合、PASS 
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　コマンドを発行する 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　 │ 
　│TAP3026E 指定された検索条件での検索結果は0件です。　　　　　　　　　　　│ 
　│>:PASS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =阿部,弘蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 次の典拠リンク作業に移る 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　　│ 
　│>:CHOOSE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA0061955X> CRTDT:19870127 RNWDT:19910227　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:八切, 止夫(1914-)∥ヤギリ, トメオ　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:1914-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:奥付による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│和図書書誌流用入力　　(教育用) JP　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　　│ 
　│>:LINKTO AUTHOR　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<BN06573730>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1980　　　CNTRY:ja　TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　REPRO:　│ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:4819437262 PRICE:5000円 NBN:JP81021214　　│ 
　│TR:日本奴隷史事典 : 庶民日本史料 / 阿部弘蔵〔著〕 ; 八切止夫校註∥ニホン│ 
　│ ドレイシ ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ED:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:東京 : 日本シェル出版 , 1980.10　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:463p ; 22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CW:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:校閲:野上ふさ子　複製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PTBL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:阿部,弘蔵∥アベ,コウゾウ <>　　　← PASSした方はALIDは空白に　　　　 │ 
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なっている　　　　　　　　　　│ 
　│AL:八切, 止夫(1914-) ∥ヤギリ, トメオ <DA0061955X>　　　　　　　　　 　 │ 
　│UTL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDC8:210.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 前図のように、LINKTOコマンドで著者名典拠画⾯になりますが、表⽰されたデータで典拠の確
認 ができなかった場合、さらに検索を⾏った上で、典拠作成⽤ツール(「国⽴国会図書館著者名典
拠録」、 「研究者・研究課題総覧」等)を利⽤して典拠データを作成します。それでも確認できな
い場合、「PA SS」コマンドを⼊⼒すれば、この典拠についてのリンクは⾏わず、次の作業に移
⾏します。
 これによって、不確かな典拠データに対するリンク強制がなくなり、データの精度が向上する
とともに、 これまで放棄されていたリンク作業を⾏うことが可能になり、典拠コントロールの実
効が上がると期待し ています。

登録編 3.5.7 リンクフィールドの確認
登録編 4.2 コマンド⼀覧
登録編 12.9 リンク形成の放棄
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3 システム運⽤
3.3  コマンド
3.3.5 「からも⾒よ参照」リンク作業の変更(No.16 p.7)

 「からも⾒よ参照」リンク作成作業は、他の登録時と異なり、⼀連の作業内ではできない場合
があるこ と、また、システムの⽰す画⾯がどの段階の画⾯なのか理解しにくいこと等、その複雑
さ故に、敬遠され る傾向にあったことは否めません。そのためセンターでもニュースレターで
様々な緩和策を通知して、作 業上の負担を軽減するようにしてきました。しかし、典拠レコード
を調査しますと、本来別個に標⽬を作 成して、「からも⾒よ参照」しなければならないものに対
しても、1つの標⽬のもとの「から⾒よ参照」 ですませてしまっているレコードも存在してお
り、正確さに⽋けるデータとなっています。
 そこで今回、作業⾃体の複雑さを少しでも緩和することを⽬的として、次のような変更を⾏い
ます。  この変更では、SETというコマンドを新たに追加します。
 具体的な作業の流れは図-2のようになります。
 書誌画⾯から典拠リンク作業を⾏っている最中に、LINKTO SEEALSOコマンドを発⾏して(画
⾯-a)「からも ⾒よ参照」リンク作業に⼊り、求める典拠レコードの詳細表⽰画⾯(画⾯-b)でSET
コマンドを発⾏すると、画 ⾯-aの典拠IDとHDNGを画⾯-bのSAFフィールドに書き込みます。こ
の後、CHOOSEコマンドを発⾏すると今度は 逆に、画⾯-bの典拠IDとHDNGを画⾯-bのSAFフィ
ールドに書き込みます。
 これにより、典拠リンク作業中に「からも⾒よ参照」作業ができるようになる上、相互のIDを
控える という⼊⼒上の⼿間を省⼒化することが可能となります。

 なお、LINKTO SEEALSOコマンドを発⾏すると、その発⾏元の画⾯のHDNGを記憶しますの
で、コマンド発⾏ は必ず、発⾏元のHDNGを確定してから⾏ってください。

(図-2) 書誌画面でのLINKTO AUTHORから 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　3/　　　3　　　　　　│ 
　│>:LINKTO SEEALSO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00793138>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:中島, 梓(1953-)∥ナカジマ, アズサ　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:1953　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:評論家, 小説家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
 画面-a　　　　　　　　　　　　　　　↓ LINKTO SEEALSOコマンドを発行 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠検索・簡略表示 (教育用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│TAP3224E 検索キーを入力して下さい。　　　　　　　　　　　 　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH =クリモト カオル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AKEY :　　　　　　 PLACE=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DATE=　 │ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
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　│ID　 :　　　　　　 SAID:　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
　│FILE :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 検索キーを入力 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　3/　　　3　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00518213>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:栗本, 薫(1953-)∥クリモト, カオル　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:1953　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:小説家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓ NCにヒットしたので、修正画面にし、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SETコマンドを発行 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　3/　　　3　　　　　　│ 
　│>:SET　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│<DA00518213>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:栗本, 薫(1953-)∥クリモト, カオル　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　 
　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　 　　↓ SAFに画面-aのデータが埋め込まれる 
画面-b 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　3/　　　3　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00518213>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:栗本, 薫(1953-)∥クリモト, カオル　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:1953　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:小説家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│SAF:中島, 梓(1953-)∥ナカジマ, アズサ<DA00793138>　　　　　　　　　　　 │ 
　└────────────────────────────────────┘ 
　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ CHOOSEコマンドを発行する 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　3/　　　3　　　　　　│ 
　│>:CHOOSE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00518213>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:栗本, 薫(1953-)∥クリモト, カオル　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ SAFに画面-Bのデータが埋め込まれる 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│著者名典拠修正　　　(教育用) NC　　　　　　　　　　3/　　　3　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<DA00793138>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│HDNG:中島, 梓(1953-)∥ナカジマ, アズサ　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│DATE:1953　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:評論家, 小説家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│SAF:栗本, 薫(1953-)∥クリモト, カオル <DA00518213>　　　　　　　　　 　 │ 
　└────────────────────────────────────┘

登録編 10 からも⾒よ参照の作成
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3 システム運⽤
3.3  コマンド
3.3.6 雑誌所蔵⼊⼒時のSAVE NORETURNコマンドについて
(No.38 p.29)

Q︓
 雑誌所蔵⼊⼒時に「SAVE NORETURN」は現在は使⽤できるのか。

A︓
 使⽤可能となっています。

登録編 4.2 コマンド⼀覧
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3 システム運⽤
3.3 コマンド
3.3.7 SWITCHコマンドによる検索画⾯への復帰について
(No.38 p.29)

Q︓
 リンク参照を重ねて⾏った時に、⼀画⾯ずつRETURNコマンドでもどるのではなく、 ⼀度で検
索画⾯に復帰するコマンドがほしい。

A︓
 書誌及び典拠レコードの画⾯から「SWITCH」コマンドを使⽤することによって検 索画⾯に復
帰することができます。ただし、使⽤できる条件がありますので、詳細 は「〔⽬録システム〕利
⽤マニュアル 検索編」を参照してください。

検索編 5.1 コマンド⼀覧
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3 システム運⽤
3.4  参照ファイル
3.4.1 和図書参照ファイル

A)JAPAN/MARC遡及データの導⼊(No.43 p.6)

 国⽴国会図書館で作成されたJAPAN/MARCの遡及分のうち、昭和23年〜30年の分について、
平成6年 1⽉27⽇に参照MARCに反映いたしました。今回導⼊したのは、国⽴国会図書館が昭和
23年から30年に かけて受け⼊れて整理したもの、及び前回導⼊分(昭和31年〜43年分)に含まれ
なかった継続出版物・ 多巻物で、収録件数は112,313件です。
 これによって、国⽴国会図書館創設以降の書誌データは全て参照MARC化されたことになりま
す。 今後は、明治期・⼤正期・昭和前期がMARC化されていく予定ですので、頒布され次第導⼊
する予定 です。
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3 システム運⽤
3.4  参照ファイル
3.4.1 和図書参照ファイル

B)JAPAN/MARCにおける分類コードについて(No.43 p.11-16)

 現在参照ファイルとして使⽤しているJAPAN/MARCの中の「⽇本⼗進分類表新訂8版」(NDC8)
に、⼀般に通⽤しているNDC8と少し異なる分類コードがあるのではないかという問い合わせがあ
りました。
 国⽴国会図書館では、分類作業等の都合から、NDC8とは異なる独⾃の分類コードを設けたり、
収める べき資料の範囲を変更したりしています。
 そこで、以下にNDC8と国会独⾃の分類の部分との主な相違点を掲載します。なお、詳細は「全
国書誌 通信」の86、87号に掲載されていますので、そちらも参照してください。

　　　　0 総記  
　　　　010.2 図書館史 (新設項目) 
　　　　　　 地理区分して用いる。なお、個々の図書館の歴史は016/018に収める 
　　　　019.2 読書指導・読書記録 
　　　　　　 学校教科における読書指導は375.8に収める 
　　　　027.38 個人著述目録・著作年譜 
　　　　　　 個人伝が289に分類される人の著述目録・著作年譜はここに収め、特定 
　　　　　　主題のもとに分類される人の著述目録・著作年譜は、それぞれの主題の 
　　　　　　もとに収める。 
　　　　049 雑著 
　　　　　　 049.1/.9に展開し、言語区分をして使用する 
　　　　051 逐次刊行物[日本語] 
　　　　　 次のように展開している 
　　　　　 .1 学術紀要・報告 
　　　　　 .2 調査研究資料 
　　　　　 .3 総合評論誌 
　　　　　 .4 時事・情報・外事誌・グラフ誌 
　　　　　 .5 郷土誌 
　　　　　 .6 大衆・教養・娯楽誌・漫画誌 
　　　　　 .7 婦人・家庭誌 
　　　　　 .8 青少年・学生誌、児童誌 
　　　　　 .9 その他 
　　　　070.2 歴史・事情(新設項目) 
　　　　 
　　　　1 哲学 
　　　　102.8 哲学者列伝(新設項目) 
　　　　104.9 雑著(新設項目) 
　　　　121.02 通史[日本思想](新設項目) 
　　　　130.2 通史[西洋哲学](新設項目) 
　　　　140.2 心理学史(新設項目) 
　　　　　　 一般通史として使用する。心理学者の個人伝については289に収める 
　　　　149 応用心理学 
　　　　　　 *の注記のうち、「もし…」以下は採用しない 
　　　　 
　　　　2 歴史 
　　　　202.5 考古学 
　　　　　　 個々の遺跡・遺物に関する資料は、各時代のものも全て、その国の考 
　　　　　　 古学のもとに収め、一地方史、一時代史としては扱わない。ただし、 
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　　　　　　 一地方にある遺跡遺物の一覧は、その地方の歴史のもとに収める 
　　　　210.18 対外交渉史 
　　　　　　 明治以前までの通史はここに収め、明治以後のものについては、319.1 
　　　　　　 に収める 
　　　　220 アジア史、東洋史 
　　　　　　 形式区分を用いるときは「0」を重ねる 
　　　　222.017 災異史(新設項目) 
　　　　222.018 渉外史(新設項目) 
　　　　288.4 皇室 
　　　　　　 皇室、王室の個人伝は、日本の皇室のみ288.4/288.44を使用する 
　　　　289 個人伝記 
　　　　　 次のように展開している 
　　　　　 .1 日本人 
　　　　　 .2 東洋人 
　　　　　 .3 西洋人 
　　　　 
　　　　3 社会科学 
　　　　314.145 議事総覧[衆議院] 
　　　　　　　 次のように展開している 
　　　　　 .1451 本会議議事録 
　　　　　 .1452 委員会速記録 
　　　　　 .1453 議案 
　　　　　 .1454 請願 
　　　　　 .1455 陳情 
　　　　　 .1456 報告書 
　　　　　 .1457 法律案 
　　　　　 .1458 予算 
　　　　　 .1459 決算 
　　　　314.155 議事総覧[参議院] 
　　　　　　　 上記と同じ 
　　　　317.8 植民地政策 
　　　　　　 支配国によって地理区分をする 
　　　　318.6/.7 地方開発行政/都市問題・都市政策 
　　　　　　 特定地域に関するものは318.2のもとに収める 
　　　　320.9 法令集・判例集 
　　　　　　 判例集を削除 
　　　　320.98 判例集(新設項目) 
　　　　　　 ここには一般判例集、判例解釈を収め、特定主題のものはその法律 
　　　　　　 のもとに098を付して細分する 
　　　　326.35/.36 犯罪社会学/犯罪現象 
　　　　　　 この項目は採用せず、368.6に収める 
　　　　327.209 訴訟記録[裁判記録](新設項目) 
　　　　328 諸法 
　　　　　　 *の注記のうち、「もし…」以下の部分は採用しない 
　　　　336.6 生産管理、生産工学 
　　　　　　 336.6/.69は採用せず、509.6へ収める 
　　　　336.7 営業管理[業務管理]、マーケティング 
　　　　　　 販売管理を項目追加する。「マーケティング」は削除し、675へ収め 
　　　　　　 る 
　　　　336.71/.79 
　　　　　　 これらの項目は採用せず、673/676へ収める 
　　　　338.12 金利、利子、利廻、利殖 
　　　　　　 利殖」については338.18へ収める。注記の*は採用しない 
　　　　338.18 利殖(新設項目) 
　　　　　　 投資一般、金儲け法などもここに収める 
　　　　338.7 庶民金融、消費金融 
　　　　　　 クレジットカードもここに収める 
　　　　[359] 各種統計書 
　　　　　　 この項目は採用せず、それぞれの主題のもとに収める 
　　　　366.32 労働時間、休日、週休二日制、有給休暇、帰休制度 
　　　　　　 育児休業についてもここに収める 
　　　　366.8 各種の労働・労働者 
　　　　　　 外国人労働(者)、派遣労働(者)もここに収める 
　　　　370.35 名簿[教育] 
　　　　　　 全国大学一覧については377.035に収める 
　　　　375 教育課程、学習指導、教科別教育 
　　　　　　 生活科についてもここに収める 
　　　　375.9 教科書 
　　　　　　 375.93/.98は375.3/.8のように科目別に細分する。参考書 
　　　　　　 等については375.3/.8の各科目に収める 
　　　　378.18 点字法、点訳奉仕 
　　　　　　 視覚障害者のための録音奉仕、拡大写本に関するものはここに収め 
　　　　　　 る 
　　　　 
　　　　4 自然科学 
　　　　402.1 日本科学史 
　　　　　　 次のように展開している 
　　　　　 .1 日本科学史 
　　　　　 .105 江戸時代[蘭学、洋学] 
　　　　　 .106 明治以後 



　　　　402.9 科学探検・調査 
　　　　　　 次のように改める → 科学探検・調査、自然誌 *地理区分 
　　　　409 科学技術政策・行政(新設項目) 
　　　　410.2 数学史(新設項目) *地理区分 
　　　　450.98 自然災害誌(新設項目) *地理区分 
　　　　451.33 成層圏:オゾン層、電離層 
　　　　　　 「電離層」については450.12に収める 
　　　　491.69 体質学、素質 
　　　　　　 遺伝病についてはここに収める 
　　　　492.907 看護教育(新設項目) 
　　　　　　 「看護婦試験」に関するものはここに収め、492.9には収めない 
　　　　494.5 腫瘍、肉腫、癌 
　　　　　　 化学療法、放射線療法もここに収める 
　　　　494.6 局所外科学 
　　　　　　 この項目は採用せず、494.2に収める。ただし、494.62/.67は 
　　　　　　 採用する 
　　　　495.52 産科手術(新設項目) 
　　　　　　 娩出手術、人工妊娠中絶、帝王切開等を収める 
 
　　　　5 技術 
　　　　507.2 工業所有権 
　　　　　　 個々の産業・製品についての工業所有権についてはそれぞれのもと 
　　　　　　 に収める 
　　　　520.87 建築図集・写真集(一般、個人) 
　　　　　　 個々の図集、写真集についてはそれぞれの主題のもとに収める 
　　　　521.6 近代:明治・大正・昭和時代 1865- 
　　　　　　 日本洋風建築史については523.1に収める 
　　　　523.1 日本[西洋の建築] 
　　　　　　 個々の歴史的建造物については全て521.8に収める 
　　　　538.68 ジェット機、ロケット、ミサイル 
　　　　　　 「ミサイル」の項目を削除する 
　　　　538.97 宇宙医学、宇宙食、宇宙服 
　　　　　　 「宇宙医学」については498.44に収める。参照を削除する 
　　　　544.49 電力設備(新設項目) 
　　　　549.98 粒子加速装置 
　　　　　　 この項目は採用せず、429.2に収める 
　　　　559.22 誘導弾、ロケット弾 
　　　　　　 この項目は採用せず、559.5に収める 
　　　　566.6/576.8 溶接:融接、圧接/塗料、塗装 
　　　　　　 これらには一般的なもののみを収め、特定目的のものについては、 
　　　　　　 それぞれの主題のもとに収める 
　　　　 
　　　　6 産業 
　　　　610.12 農学史(新設項目) 
　　　　611.38 国際食糧問題、輸出入食糧 
　　　　　　 「輸出入食糧」については678.5を採用する 
　　　　611.48 農産物貿易・関税 
　　　　　　 この項目は採用せずに、678に収める 
　　　　674 広告、宣伝 
　　　　　　 *の注記は採用しない 
　　　　675 マーケティング 
　　　　　　 *の注記は採用しない。個々の商品の流通については、それぞれの 
　　　　　　主題のもとに収める 
　　　　 
　　　　7 芸術 
　　　　720.8 叢書、全集、画集<一般> 
　　　　　　 個々の様式、個人の画集などは、それぞれの主題のもとに収める。 
　　　　　　 ただし、全集以外で複数の様式にまたがるような画集や図録などは 
　　　　　　 720.87のもとに収める 
　　　　723 洋画 
　　　　　　 一国の絵画史については723.1/.7に収める 
　　　　746 特殊写真 
　　　　　　 それぞれの専門分野におけるものはそれぞれの主題のもとに収める 
　　　　 
　　　　8 言語 
　　　　802.9 言語政策(新設項目) 
　　　　823.4 故事熟語辞典、慣用語辞典[中国語](新設項目) 
　　　　833.9 隠語辞典、俗語辞典[英語](新設項目) 
　　　　891.09 ギリシア先住民族の言語(新設項目) 
　　　　　　 ミノア文字はここに収める 
　　　　 
　　　　9 文学 
　　　　　文学作品は、その作品の原作が書かれた言語によって分類する。ただし、 
　　　　　一つの作品で二つ以上の言語で書かれた場合には著者の常用語とする。 
　　　　　シナリオ等を小説化したものについては小説として分類する。 
　　　　　小説を戯曲化したものについては、戯曲として分類する。 
　　　　　文学を材料に、特殊主題を研究したものについては、それぞれの主題の 
　　　　　もとに収める。 
　　　　　作家の自伝は、その作家の作品のもとに収める。 
　　　　　文学批評に対する評論、研究等は文学史に収める。 



　　　　920.28 伝記・作家論[中国文学](新設項目) 
　　　　 
　　　　NDC補助表 
　　　　形式区分[共通細目] 
　　　　-031 書誌、文献目録、索引 
　　　　　　抄録、抄録集は、この記号を使用する。ただし、「抄録、抄録集」と 
　　　　　　いう書名を持っていても、書誌として扱えないものについては使用し 
　　　　　　ない 
　　　　-04 論文・講演集、評論、エッセイ、シンポジウム、随筆、雑著 
　　　　　 「随筆」「雑著」については使用しない 
　　　　-049 随筆、雑著(新設項目) 
　　　　-072 特許、規格(新設項目) 
　　　　 
　　　　地理区分 
　　　　-031 古代ギリシア 
　　　　-032 古代ローマ 
　　　　　　これらについて、必要に応じて地理区分として使用する
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3 システム運⽤
3.4 参照ファイル
3.4.1 和図書参照ファイル

C)JPMARC遡及版（明治期）の概要(No.47 p.2-3)

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

http://catdoc.nii.ac.jp/
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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。
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3 システム運⽤
3.4 参照ファイル
3.4.2 洋図書参照ファイル

A)参照ファイル(LC)のデータについて(No.25 p.13)

Q︓
 最近、LCのデータのNOTEフィールド、CLSフィールドに PRIORITY 3、IN PROCESS
(ONLINE)等の ⽂字列が記⼊されているものがある。これらのものは流⽤⼊⼒の際どのように扱
うべきか。

A︓
 今年から〔平成2年〕、USMARC(Books)に予備⽬録レコード(Preliminary level cataloging
record) が収録されています。これは、整理途中の完成されていないレコードで、PRIORITY 3、
IN PROCESS (ONLINE) 等の⽂字はこのレコードに記録されているものです。これらは、書誌的
記録ではなく、単なるLCの 事務⽤の記録とも⾔えるものなので、流⽤⼊⼒の際は削除して利⽤し
てください。
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3 システム運⽤
3.4  参照ファイル
3.4.2 洋図書参照ファイル

B)USMARC(Music, Visual materials, Maps) のサービス開始(No.29 p.4-6)

 〔平成3年〕5⽉31⽇より、⾮図書資料のMARCであるUSMARC(Music) 、同 (Visual
materials) 、 同 (Maps) の提供を開始しました。これらのMARCは、これまでの「洋図書書誌参
照ファイル(LC)」 とは別のファイルにまとめて格納されます。この新しい参照ファイルの概要、
および参照ファイルの追加 に伴うオンラインシステムの変更は、以下のとおりです。

(1) ファイル名: LCX
 検索キーフィールド"FILE"、もしくは、SEARCHコマンドでファイル指定を⾏うとき
は、"LCX" と ⼊⼒します。

(例1)書誌検索画面でファイルを指定する場合 
　 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│洋図書書誌検索・簡略表示　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│TITLE= SYMPHONY　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　│ 
　│AUTH = MOZART　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AKEY :　　　　ISBN:　　　　　　　　NBN:　　　　　　LCCN:　　　　　│ 
　│PUB　=　　　　　　　　　　　　　　　　　　YEAR:　　　　　　　　　 │ 
　│PLACE=　　　　　　　　　CNTRY:　 LANG:　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│SH　=　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　│ 
　│WORDS=　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ID　:　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　│ 
　│FILE : 　LCX 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　└─────────────────────────────────┘ 
　　 
(例2)SEARCHコマンドでファイルを指定する場合 
　　 
　┌─────────────────────────────────┐ 
　│>: SEARCH OTHN=MHS4848 AND 　FILE=LCX　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└─────────────────────────────────┘ 
　　 
(2) ファイルの自動検索の順序 
 参照ファイルが1つ増えたことにより、自動検索の順序は以下のとおりとなります。 
　 ┌──┐　　┌──┐　　┌──┐　　 ┌──┐　　 ┌──┐ 
　 │ NC │→　│ LC │→　│GPO │　→ │LCX │　→ │ UK │ 
　 └──┘　　└──┘　　└──┘　 　└──┘　　 └──┘

(3) ファイルの内容
 このファイルには3種類のMARCが格納されています。各MARCの収録対象資料、および、現在
LCX ファイルに格納されているレコード数等は下表のとおりです。

　　┌─────────┬───────────┬────┬───────┐ 
　　│　 MARC名称　　　 │　　収録対象資料　　　│収録年次│書誌レコード数│ 
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　　├─────────┼───────────┼────┼───────┤ 
　　│　　　　　　　　　│　楽譜, 録音資料　　　│ 　　　 │　　　　　　　│ 
　　│USMARC(Music)　　 │ (レコード、 CD、 カセ│ 1984 ～│　　49,689　　│ 
　　│　　　　　　　　　│　ットテープ 等)　　　│　　　　│　　　　　　　│ 
　　├─────────┼───────────┼────┼───────┤ 
　　│USMARC　　　　　　│　映像資料　 　　　　 │　　　　│　　　　　　　│ 
　　│(Visual materials)│　(映画、ビデオテープ │ 1984 ～│　　32,275　　│ 
　　│　　　　 　　　　 │　スライド等)　　 　　│　　　　│　　　　　　　│ 
　　├─────────┼───────────┼────┼───────┤ 
　　│USMARC(Maps)　　　│　地図資料　　　　　　│ 1984 ～│　　68,165　　│ 
　　└─────────┴───────────┼────┼───────┤ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　 計　 │　 150,129　　│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└────┴───────┘

 なお、今回格納していない1983年以前のVisual materials、Mapsのレコードについては、後
⽇、格納す る予定です。※既に格納済

(4) フォーマット変換上の特⻑
 USMARC FORMAT で提供される上記3つのMARCは、⽬録システムのレコードフォーマットに
変換され たのち、参照ファイルLCX に格納されます。変換仕様は従来の「洋図書書誌参照ファイ
ル(LC)」とほ ぼ同じですが、以下の点が異なります。

ア　「著者名+タイトル」形の統一書名標目が音楽作品名に限って使用可能となった 
　　ため、統一書名標目(UTLフィールド) の部分の変換はそれに対応する仕様になっ 
　　ている。 
 (例)  
┌────────────────────────────────────┐ 
│UTL: Mahler, Gustav, 1860-1911 -- Symphonies, no. 6, A minor <>　　　　 │ 
└────────────────────────────────────┘ 
　　 
イ　資料の特性に関する事項に対応するフィールドが、目録システムには存在しない 
　　ので、NOTEフィールドに所定のリテラルを付して変換している。 
 (例1)楽譜の場合 
┌────────────────────────────────────┐ 
│NOTE: MUSIC: In full score　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 │ 
└────────────────────────────────────┘ 
 (例2)地図資料の場合 
┌────────────────────────────────────┐ 
│NOTE: CARTOGRAPHIC MATERIALS: Scale 1:18,000　　　　　　　　　　　　　　│ 
└────────────────────────────────────┘ 
　* 目録規則(AACR2)の該当章の章だての語句を付して、一番最初のNOTEフィールド 
　　に変換している 
 
ウ　書誌検索上役立つ、標準番号に準ずる番号等をOTHNフィールドに変換している。 
 (例1)録音資料の場合 
┌────────────────────────────────────┐ 
│OTHN: LANO: PV2811　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 │ 
└────────────────────────────────────┘ 
　*"LANO"は録音資料の発行者番号 (レーベル番号等) に対する「番号の種類コード」。 
　　詳細は本号付録「目録システム・コーディングマニュアル〔1.7〕」を参照。 
　　 
　　以下に、LCXの書誌レコードの一例を示します。 
┌────────────────────────────────────┐ 
│洋図書書誌詳細表示　　　　　　LCX　　　　　　　　　1/　　　1 　　 　　　│ 
│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 │ 
│<GI00058377> RECST:n　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
│GMD:c SMD:z YEAR:1982 1962 CNTRY:us TTLL:　　TXTL:　　ORGL:　　REPRO: 　│ 
│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:0306760851 PRICE:　　　　　 LCCN:82771112 │ 
│TR:Sonaten und Partiten fur Violine allein : facsimile of autograph /　 │ 
│　 Johann Sebastian Bach ; Nachwort by Gunter Hausswald ; with　　　　　│ 
│　 translation by Marie Stolba 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│PUB:New York : Da Capo Press , 1982 　　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
│PHYS:83 p. of music ; 23 cm 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 
│NOTE:Reprint. Originally published: Frankfurt, West Germany :　　　　　 │ 
│　　 Insel-Verlag, 1962. With new English translation of the Nachwort 　│ 
│PTBL:Da Capo Press music reprint series <>//a 　　　　　　　　　　　 　 │ 
│AL:*Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 <>　　　　　　　　　　 　　　　　 │ 
│UTL:*Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 -- Sonaten und Partiten, violin, │ 
│　　 BWV 1001-1006 <> 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 │ 
│CLS:LCC:ML96.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│SH:LCSH:Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 -- Manuscripts --　　　　　　 │ 
│　　　　Facsimiles//A 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│SH:LCSH:Music -- Manuscripts -- Facsimiles//K 　　　　　　　　　　　　　│ 
│SH:LCSH:Sonatas (Violin)//K 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 



│SH:LCSH:Suites (Violin)//K　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│REM:001:　 82771112 /M\008:841211r19821962nyusnzn　　　　n 1　　　　　　│ 
│　 　 \039:0 $a2$b3　 $c3$d3$e3\050:0 $b.B 　　　　　　　　　　　　　　 │ 
└────────────────────────────────────┘

コーディングマニュアル 付1.7 その他のコード表
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3 システム運⽤
3.4  参照ファイル
3.4.2 洋図書参照ファイル

C)GPO/MARCのサービス開始(No.17 p.18-19)

 参照MARC拡充の⼀環として、以前より導⼊予定になっていました、
GPO/MARC(GovernmentPrinting Office MARC= アメリカ政府刊⾏物MARC)を、 〔平成元年〕
3⽉27⽇(⽉)よりサービスすることといたします。このMARCは、 アメリカの政府機関による出
版物中、GPO(政府印刷局)が扱っている分を網羅的 に収納してあるもので、この中には、図書以
外の資料も含まれています。今回 参照データベース化するのは、GPOにおいて図書と区分された
データで、現在 到着している分までで約30万件です。
 このMARCには、特徴的なデータとして、GPO番号、標準テクニカルレポート 番号、GPO分類
があります。これらはそれぞれ、GPO番号フィールド(GPON)、 その他の番号フィールド
(OTHN)⼀般注記フィールド(NOTE)に⼊ります。このうち、 標準テクニカルレポート番号は検索
キーとなっています。それ以外のデータ及び 検索キーは、基本的にLC/MARCと同様です。

 <画面例> 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│洋図書書誌詳細表示　　(教育用) GPO　　　　　　　　　2/　　　2　　 　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<GN02342001> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1984 CNTRY:us TTLL:eng TXTL:　　ORGL:　 　　　　　　　 │ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:$4.00 GPON:467-A-1　　　 │ 
　│TR:Highlights from Drugs and American high school students, 1975-1983 / │ 
　│　　 by Lloyd　D. Johnston, Patrick M. O'Malley, Jerald G. Bachman　　　│ 
　│PUB:Rockville, Md. : National Institute on Drug Abuse , 1984　　　　　　│ 
　│PUB:Washington, D.C. : For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.　　　│ 
　│PHYS:vi, 135 p. : ill. ; 23 cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:GPO S/N:017-024-01208-4　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　│ 
　│NOTE:GPOCN:HE 20.8202:D 84/23/975-83/high　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　│PTBL:DHHS publication <> no. (ADM) 84-1317//a　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:*Johnston, Lloyd <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│AL:O'Malley, Patrick M. <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│AL:Bachman, Jerald G. <>　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 │ 
　│AL:National Institute on Drug Abuse <>　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│SH:LCSH:Youth -- Drug use//K　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 │ 
　│SH:LCSH:High school students -- United States//K　　　　　　　　 　　　 │ 
　│REM:001:gp 85004671 \008:841025s1984　　mdua　　　　 f00010 eng d\040:　│ 
　│　 $aDAY$　cDAY$dGPO\043:　$an-us---\090:　$aHV5824.Y68$bH55\099:　　　 │ 
　│ 　$aHE 20.8202:D 84/23/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　 975-83/high.　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　│ 
　└────────────────────────────────────┘

検索編 6.1 検索キー⼀覧
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3.4.2 洋図書参照ファイル

D)JAPAN/MARCへの国内刊⾏洋図書の収納(No.22 p.13)

 No.12でお知らせしましたとおり、JAPAN/MARC磁気テープ中に含まれる国内刊⾏洋図書 分の
レコードについては、昭和63年以降データの⼊⼒規則が和図書とは異なっているため、参照MAR
Cへのロードは⾏っていませんでした。
 この度、これらのレコードに対応するための定期更新プログラムの改訂作業がほぼ終了しまし
たので、 平成2年2⽉中旬以降国内刊⾏洋図書を含めた形でJAPAN/MARCへのロードを⾏う予定
です。ま た、合わせてこれまでの磁気テープ中に含まれていた国内刊⾏洋図書分のレコードにつ
いてもロードを⾏ います。※平成2年2⽉ロード済
 なお、昭和63年以降の国内刊⾏洋図書の⼊⼒規則については、3.4.2 E) JAPAN/MARC の国内
刊⾏洋図書レコードの⼊⼒規則 に詳細を掲載してあります が、特に以下の点に注意して下さ
い。
  1.多巻ものの場合、⼀括記⼊⽅式でレコードが作成されている。
  2.記述がAACR2に準拠している。
  3.著者標⽬のうち、⽇本名については全て訓令式ローマ字表記である。
  4.NDC分類、及びNDLSHは付与されていない。

　<国内刊行洋図書レコードの例> 
　┌────────────────────────────────────┐ 
　│洋図書書誌詳細表示　　(教育用) NC　　　　　　　　　　1/　　　1　　 　　 │ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<GP12130616> RECST:n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1983 CNTRY:ja TTLL:　　TXTL:　　ORGL:　 　　　　　　　 │ 
　│VOL:　　　　　　　　　　 ISBN:4915568016 PRICE:　　　　　 NBN:JP88013138│ 
　│TR:The Arms and defense of Japan / 〔editor, Kuni Sadamoto〕　　　　　　│ 
　│PUB:Tokyo : Survey Japan , 1983　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　│ 
　│PHYS:iii, 246 p. : ill. ; 30 cm　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　│ 
　│NOTE:Cover title: The only available documentation in English on the　　│ 
　│　 arms and defense of Japan　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
　│AL:Sadamoto, Kuni <>　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　│ 
　│AL:Survey Japan (Tokyo) <>　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　│ 
　│CLS:NDLC:AZ-651　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　│ 
　│CLS:NDLC:A651　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│CLS:NDLC:GB　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　│ 
　│REM:001:88013138$100:\A19880303 1983　　　0ENG 1312　　 $905:\AAZ-651-A3│ 
　└────────────────────────────────────┘
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E)JAPAN/MARCの国内刊⾏洋図書レコードの⼊⼒規則(No.12 p.34-37)

 1988年1⽉以降に提供する、JAPAN/MARCの中にある国内刊⾏洋図書レコードの⼊⼒規則 が
変わります。変更部分は以下のとおりです。

        国内刊⾏洋図書レコードの⼊⼒規則
               (注 △はスペースを⽰す)
 ⼀般的特徴
1.記述ブロックにおけるISBD区切り記号の採⽤
記述ブロック中の各フィールドでは、内容識別指⽰⼦とは別に、ISBDが規定する区切り記号が、
先⾏するサブフィールドの末尾に記録されている。
  ただし、エリア間(フィールド間)の区切りを⽰す、ピリオド、スペース、ダッシュ、スペース
( .△-△)は記録されていない。
記述ブロック中の各フィールド末は、叢書名に関する事項(タグ280)を除いて、常にピリオド で
終わっている。

　　(例) 251 $ASumo△:△$Bfrom△rite△to△ 
　　　　　　 sport△/△$Fby△P.L.△Cuyler.# 
　　　　 265 $A1st△paperback△ed.# 
　　　　 270 $ATokyo△:△$BAcademic△Press,△ 
　　　　　　 $D1985.# 
　　　　 275 $A340△p.△;△$B24△cm.# 
　　　　 280 $AEnvironmental△science△research 
　　　　　　 △report△;△$BB211-R15-3# 
　　　　 350 $ACover△title.# 
　 
　各フィールドの特徴 
　　1.タグ001 レコード識別番号 
　　2.タグ010 国際標準図書番号 
　　3.タグ020 全国書誌番号 
　　4.タグ100 一般的処理データ 
　　　 対象利用者コード (空 白) 
　　　 官庁刊行物コード (空 白) 
　　　 目録用言語コード (ENG)　国内刊行洋図書を表す。 
　　　　　　　　　　　　　　　(国内刊行和図書は、JPNとして表す) 
　　5.タグ101 著作の言語　　 (なし) 
　　6.タグ251 書名と著者に関する事項 
　　　 フィールド252～259　　(なし) 
　　　 サブフィールド$D,$W 　(なし) 
　　　 サブフィールド$F　　リピートせず、2番目以降の著者表示は 
　　　　　　　　　　　　　 ISBD区切り記号△;△で区切られている。 
　　　 251・・・$Fphotographs△by△Francis△Haar 
　　　　　　　　△;△edited△by△Masao△Abe.# 
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　　7.タグ265 版に関する事項 
　　 特定の版にのみ関係のある著者の表示は、ISBDの区切り記号を伴って$Aに 
　　記録される。 
　　　 265 $A6th.△ed.△/△by△O.△Hood△ 
　　　　　　Phillips.# 
　　8.タグ270 出版に関する事項 
　　 複数の出版地・出版者が存在する場合、最初の出版地・出版者のみ記録され 
　　るので、日本の出版地・出版者が記録されない場合がある。 
　　9.タグ275 形態に関する事項 
　　 挿図に関するデータは、サブフィールド$AのなかにISBD区切り記号を伴って 
　　記録される。 
　　 　275 $A2△v.△:△ill.△(some△col.)△; 
　　　　　 △$B25-49△cm.# 
　　　多巻ものは一括記入方式で記録される。未完の多巻もので、全体の冊数(巻 
　　　数)が確認できない場合には、次のように$Aに記録される。 
　　　 275 $A△△△v.△;△$B 
　　10.タグ280 叢書名に関する事項 
　　　　サブフィールド $D,$F　(なし) 
　　11.タグ291～299 多巻ものの各巻の書名と著者に関する事項 (なし) 
　　12.タグ350 注記に関する事項(一般注記) 
　　 　並列書名、並列著者表示等はこのフィールドに収められている。この場合並 
　　　列著者表示等にはISBD区切り記号が伴っている。 
　　　 350 $A新収洋書総合目録△1954-1970△追補△/△ 
　　　　　[編集・発行△日外アソシエーツ株式会社]△;△監修・国立国会 
　　　　　図書館図書部.# 
　　13.タグ354 注記に関する事項　(なし) 
　　14.タグ360 注記に関する事項　(なし) 
　　15.タグ377 注記に関する事項 
　　 内容細目を示す導入句 Contents: は記録されていない。 
　　　 377 $Apt.△1.△ 
　　　　　　Oxidations△__△pt.△2.△ Reductions.# 
　　16.タグ551～559 書名の読み 
　　　 タグ552～559　　　(なし) 
　　　 サブフィールド$D　(なし) 
　　　すべて欧文書名の形式をとっている。(カナ形なし) 
　　 日本語書名のヨミは訓令式ローマ字によって記録される。 
　　　　251$Aカノッサのマティルダ伝 
　　　　551$AKanossa△no△Matiruda△den. 
　　　　　 $X《Kanossa△no△Matiruda△den.》 
　　　　　 $B251# 
　　17.タグ580 叢書名の読み　(なし) 
　　18.タグ591～599 多巻ものの各巻の書名の読み　(なし) 
　　19.タグ650 個人件名　(なし) 
　　20.タグ658 一般件名　(なし) 
　　21.タグ677 NDC分類 　(なし) 
　　22.タグ685 NDL分類 
　　 カナ付ないしローマ字付分類記号は存在しない。 
　　23.タグ751～759 著者名の読み 
　　　 タグ752～759　(なし) 
　　日本人名や日本の団体名の場合でも、カタカナ形及び漢字形は存在しない。 
　　日本人名および日本の団体名の読みは、訓令式ローマ字によって記録されて 
　　いる。 
　　 751$ANumata,△Makoto.$X《Numata,△Makoto.》# 
　　 751$ARodosyo.$X《Rodosyo.》# 
　　(個人名の姓と名を分かつため、カンマの後にスペースが置かれている) 
　　24.タグ791～799 多巻ものの各巻の著者名の読み　(なし) 
　　25.タグ905 請求記号
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A)JAPAN/MARC(S)のサービス開始(No.23 p.2)

 参照ファイル拡充の⼀環として以前より導⼊予定になっておりましたJAPAN/MARC(S)を、
〔平成2年〕3⽉23⽇(⾦)より、サービスを開始いたしました。このMARCには、国⽴国会図書館
が所蔵する逐次刊⾏物のデータが収録されており、国⽴国会図書館からは年間に2回、更新 テー
プが送付されます。今回データベース化したのは平成2年3⽉に送付されてきた分で、 件数は
72,174件になっています。
 レコードの具体例を以下に⽰します。

　┌───────────────────────────────────┐ 
　│和雑誌書誌詳細表示　　(教育用) JP　　　　　　　　　　1/　　　4　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<HP00077886> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1970 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　│ 
　│PSTAT:d FREQ:a TYPE:p 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ISSN:02865548 NDLPN:00007788　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TR:甲子園大学紀要 / 甲子園大学紀要編集委員会編∥コウシエン ダイガク　 │ 
　│　 キヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│VLYR:1号(1970)-13号(1985)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:宝塚 : 甲子園大学 , 1970-1985　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:冊 ; 26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:OH:Bulletin of Koshien University∥Bulletin of Koshien University　│ 
　│NOTE:「甲子園大学紀要 A 栄養学部編」と「甲子園大学紀要 B 経営情報　　 │ 
　│　　　学部編」に分離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AL:甲子園大学∥コウシエン ダイガク <>　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│REM:$100:\A19851231B1970　　　　0JPN 1213　　 $102:\B28$551:\XK　　　 │ 
　│　 sien daigakukiy $561:\X<Bulletin of Koshien University>　　　　 　 │ 
　│　 $685:\AZV1$699:\B甲子園大学\32233　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│　 $801:\AJP\BNational Diet Library,JAPAN\C19910314\GNDL-CRS$905:　　 │ 
　│　 \AZ22-739\D1号(1970)～13号(1985)　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└───────────────────────────────────┘

 ただし、この参照ファイルのレコードは、「⽬録情報の基準」に基づいているわけでは ないの
で、流⽤⼊⼒時に修正が必要な場合があります。例えば、

　ア　記述が書誌的な初号に基づいていない。
 
　　　とりわけ、年報・年鑑類は、国立国会図書館では昭和61年より初めて逐次刊行 
　　物扱いとなったため、そのまま流用できないものがあります。 
　┌───────────────────────────────────┐ 
　│和雑誌書誌詳細表示　　(教育用) JP　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<HP00529423> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1946 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　│ 
　│PSTAT:c FREQ:a NDLPN:00052942 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TR:映画年鑑 / 時事映画通信社[編]∥エイガ ネンカン　　　　　　　　　　 │ 
　│VLYR:[1947年版]-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
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　│PUB:東京 : 時事映画通信社 , [1946]-　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:冊 ; 22cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│NOTE:別冊(「映画館名簿」)とも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:時事映画通信社∥ジジ エイガ ツウシンシャ <>　　　　　　　　　　 　 │ 
　│REM:$100:\A19870217A1946　　　　0JPN 1213　　 $102:\B13$551:　　　　　│ 
　│　 \XEiganenkan$685:\AZK8$801:\AJP\BNational Diet Library,JAPAN\　　　│ 
　│　 C19910314\GNDL-CRS$905:\AZ41-871\ D1983年版～\H<所蔵巻号より　　　 │ 
　│　 前のものは、図書扱い>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　└───────────────────────────────────┘ 
　　　上記のような場合には、初号もしくは所蔵最初号をもとにデータの修正を行って 
　　レコードを作成して下さい。 
　　 
　イ　共通誌名と部編名が、逆の順で記述されている。また、ヨミも異なっている。 
　┌───────────────────────────────────┐ 
　│和雑誌書誌詳細表示　　(教育用) JP　　　　　　　　　　1/　　　1　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<HP0005231X> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:---- CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　│ 
　│PSTAT:c FREQ:a TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ISSN:04523318 NDLPN:00005231　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TR:教育研究 国際基督教大学学報 1-A∥キョウイク ケンキュウ コクサイ　　│ 
　│キリストキョウ ダイガク ガクホウ 01 A　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:[ ] : 国際基督教大学教育研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PHYS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│VT:AD:国際基督教大学学報 1-A∥コクサイ キリストキョウ ダイガク　　　　│ 
　│ガクホウ 01 A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│NOTE:「I.C.U.教育研究」の改題,巻次を継承　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│REM:$100:\A19851231A　　　　　　0JPN 1213　　 $102:\B13$551:　　　　　│ 
　│　\XKy iku kenky　∥　kokusai kirisutoky　daigaku gakuh　∥ 01 ||　　 │ 
　│ 《A》$590:\XKokusai　kirisutoky　daigaku gakuh　 || 01 ||　　　　　　│ 
　│ 《A》$685:\AZF1$699:\B国際基督教大学\　32065$801:\AJP\BNational　　　│ 
　│　Diet Library,JAPAN\C19910314\GNDL-CRS$905:\AZ7-133\　　　　　　　　 │ 
　│　D1 号(昭30.5)～\E欠:2号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　└───────────────────────────────────┘ 
　　　この例では、「国際基督教大学学報」が共通誌名で「教育研究」が部編名とな 
　　るので、記述は「国際基督教大学学報.1-A,教育研究」となります。ヨミも正しく 
　　修正する必要があります。 
　　 
　ウ　標題関連情報とすべきものがVT(異誌名)として記述されている。 
　┌───────────────────────────────────┐ 
　│和雑誌書誌詳細表示　　(教育用) JP　　　　　　　　　　2/　　　2　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<HP00717478> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1988 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　│ 
　│PSTAT:c FREQ:z TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│ISSN:09147748 NDLPN:00071747　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TR:AΛHΘEIA / 豊橋技術科学大学附属図書館[編]∥Aletheia　　　　　　　 │ 
　│VLYR:1号(昭63年3月25日)-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│PUB:豊橋 : 豊橋技術科学大学附属図書館 , 1988-　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:冊 ; 26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:OH:豊橋技術科学大学附属図書館報∥トヨハシ ギジュツ カガク　　　　　│ 
　│ダイガク フゾク トショカンポウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:OH:アレ-テイア∥アレ-テイア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:AD:豊橋技術科学大学附属図書館報∥トヨハシ ギジュツ カガク　　　　　│ 
　│ダイガク フゾク トショカンポウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:AD:アレ-テイア∥アレ-テイア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AL:豊橋技術科学大学附属図書館∥トヨハシ ギジュツ カガク ダイガク　　　│ 
　│フゾク トショカン <>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│REM:$022:\BH10$100:\A19890318A1988　　　 H0JPN 1213　　$102:\B23$551: │ 
　│　 \XAl theia$561:\XToyohasi gizyutu kagaku daigaku huzoku tosyokanp　│ 
　│　 \XAr teia $590:\XToyohasi gizyutu kagaku daigaku huzoku tosyokanp　│ 
　│　 \XAr teia$685:\AZU8 $699:\B豊橋技術科学大学\30085$801:　　　　　　 │ 
　│　 \AJP\BNational Diet Library,JAPAN\C19910314　　　　　　　　　　　　│ 
　│　 \GNDL-CRS$905:\AZ21-1770\D1号(昭和63年3月25日)～　　　　　　　　　 │ 
　└───────────────────────────────────┘ 
　　　この逐次刊行物では「豊橋技術科学大学附属図書館報」が標題関連情報である 
　　のでTRフィールドの該当箇所に移しかえる必要があります。 
　　　 
　エ　区切り記号が学術情報センターとは異なっているものがある。 
　┌───────────────────────────────────┐ 
　│和雑誌書誌詳細表示　　(教育用) JP　　　　　　　　　　1/　　　2　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<HP00033778> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1969 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:　　　　　　　　│ 
　│PSTAT:d FREQ:m TYPE:p 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│ISSN:02870231 NDLPN:00003377　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│TR:海洋科学 / 月刊海洋科学編集部編∥カイヨウ カガク　　　　　　　　　 │ 
　│VLYR:Vol.1,no.1-v.2,no.9・10,v.2,no.11通巻13号(1970年11月)-v.20,no.12 │ 
　│　　通巻222号(1988年12月)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PUB:東京 : 海洋出版 , 1969-1988　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 



　│PHYS:冊 ; 26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│VT:OH:Marine sciences,monthly∥Marine sciences monthly　　　　　　　　│ 
　│NOTE:「海洋」と改題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│AL:海洋出版株式会社∥カイヨウ シュッパン カブシキ ガイシャ <>　　　　 │ 
　│REM:$100:\A19851231B1969　　　　0JPN 1213　　 $102:\B13$551:\XKaiy　　│ 
　│　 kagaku$561: \X<Marine sciences monthly>$685:\AZM44$801:\AJP　　　  │ 
　│　 \BNational Diet Library,JAPAN\C19910314\GNDL-CRS$905:\AZ15-248　　 │ 
　│　 \DVol.1,no.1(1969.9)～v.2,no.9・10(1970.9),v.2,no.11　　　　　　　 │ 
　│　 通巻13号(1970年11月)～v.20,no.12通巻222号(1988年12月)　　　　　　　│ 
　└───────────────────────────────────┘ 
　　　例をご覧になってもおわかりのように、VLYRフィールドには、フォーマット変 
　　換で対応するにはかなり困難なデータが存在しますので、国立国会図書館から送 
　　付されたデータをそのまま表示してあります。

 以上のようなレコードが表⽰された場合には、「⽬録情報の基準」に従って修正を⾏った上で
登録する ようにして下さい。
 また、国内刊⾏洋雑誌もこのファイルに収納してありますので、洋雑誌登録業務画⾯でファイ
ル指定を することによってデータを利⽤できます。JAPAN/MARC(S)内での和雑誌のIDは
「HP」、洋雑誌のIDは「HR」 で始まるようになっています。
 なお、このファイルの導⼊により、NDLPN(NDL雑誌番号)は、従来の5桁の数字から、8桁の数
字となります。 和雑誌は「000」、洋雑誌は「100」が先頭に付されています。
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3 システム運⽤
3.4  参照ファイル
3.4.3 雑誌参照ファイル

B)JAPAN/MARC(S)への国⽴国会図書館所蔵情報の表⽰(No.42 p.7)

 従来、和雑誌参照MARC変換の過程において⾮転写(REM)フィールドへデータを記録していた
国 ⽴国会図書館の所蔵記録(請求記号及び所蔵巻号等)を参照MARCのフィールドの⼀つとして明
⽰的に 表⽰します。※平成6年4⽉から実施

 JP(S)書誌レコード詳細表示を以下のように変更します。 
　┌───────────────────────────────────┐ 
　│ 和雑誌書誌詳細表示　　　JP　　　　　1/　　　1　　　　　　　　　　　　│ 
　│>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│<HP00504728> RECST:c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│GMD:　SMD:　YEAR:1986 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:eng　　　　　　 │ 
　│PSTAT:c　FREQ:a　TYPE:p　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│PHYS:冊 ; 26cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│AL:鹿屋体育大学∥カノヤ タイイク ダイガク <>　　　　　　　　　　　 　 │ 
　│CLN:Z3-2055　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　│HOLD:昭和60年～昭和63年, 欠:昭和62年　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　│REM:\022:$BH10\100:$A19860724A1986　　　 HOJPN 1213　 \102:$B46$551:$X│ 
　└───────────────────────────────────┘

「CLN」が国⽴国会図書館の請求記号であり、「HOLD」が同図書館の所蔵巻次・年⽉次・所蔵注
記 ・旧廃刊注記にあたります。表⽰位置はREMフィールドの直前に下線のように各々のフィール
ドを改⾏ して表⽰します。

 なお、この2フィールドは参照MARC上での表⽰に留めます。すなわちJP(S)に対してCREATE
コ マンドが発⾏された場合、上記2フィールドはREMフィールドと同様に流⽤⼊⼒画⾯上には表
⽰しない ようになっています。
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3 システム運⽤
3.4  参照ファイル
3.4.3 雑誌参照ファイル

C)ファイルの⾃動検索機能の変更(No.22 p.12)

 〔平成元年度〕、和雑誌⽬録データベースの参照MARCとして、JAPAN/MARC(SERIALS) を導
⼊する計画です。これに伴って、和雑誌業務においては、NC→JPというように⾃動検索を ⾏うよ
うにします。また図書の場合と同様に、ファイル指定を⾏うことによって、洋雑誌業務 において
もJAPAN/MARCが検索できるようにします。

　〔和雑誌業務の自動検索〕 
　　　　総合目録データべース　　　　　　　　　　参照ファイル 
　　　　　　　　和雑誌ファイルマスタ　　　　→　JAPAN/MARC → 0件 
　〔洋雑誌業務の場合〕 
　　 ア　検索画面のFILEフィールドに「JP」と入力する。 
　　 イ　コマンド行の検索式中に「FILE=JP」を追加する。
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3.4  参照ファイル
3.4.3 雑誌参照ファイル

D)参照MARC(LC(S))のTRフィールドでのキリル⽂字変換(No.45 p.4)

 本標題がロシア語の場合、参照MARC(LC(S))のTRフィールドをキリル⽂字(原綴)で 表⽰する
ようにしました。また、LC(S)で今までTRフィールドに表⽰していたローマ字 翻字形はVT:RM:
として表⽰します。※平成6年4⽉より実施
 USMARCデータの本標題⾔語コード(タグ番号008 35〜37)がrusの場合に、TRフィール ドの
みをLC翻字表によってローマ字からキリル⽂字(原綴)へ変換処理しています。従っ て、流⽤⼊⼒
時には以下のことに留意し、必ず現物で確認を⾏うようにしてください。

 (1) 機械的な⽂字列変換を⾏っていますので、変換が不完全な場合もあります。
 (2) TRフィールド以外については、従来通りローマ字翻字形のままです。
 (3) 本標題がロシア語以外のものは、従来通りローマ字翻字形のままです。

〔関連記事〕1.2.5E) ローマ字翻字標題の扱いについて
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3  システム運⽤
3.4  参照ファイル
3.4.4 統⼀書名典拠参照ファイル

A)LC統⼀書名典拠ファイルの再ロード(No.35 p.4)

 〔平成4年〕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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3  システム運⽤
3.5  RECONファイル
3.5.1 遡及⼊⼒データの公開について(No.14 p.22-28)

 本センターでは、昭和61年度第2回総合⽬録委員会で決議された遡及⼊⼒事業計画に基づいて
データ 作成及びシステム開発を進めてきました。この程その運⽤⽅式がまとまりましたので報告
します。

1.遡及⼊⼒事業計画概要
(1) 概要
  ⽬録所在情報サービスを通してより⼀層の学術情報の流通を図り、研究者への要望に応えるた
め、 新規に受け⼊れる資料の他に、⼤学図書館でこれまでに蓄積してきた資料についてもデータ
ベース化 を⾏うものである。
(2) 基本⽅針
 ア 遡及⼊⼒データを網羅的かつ効率的に作成していくためには、接続館と共同してこの事業
を推進 していく。
 イ 事業を効率的に推進するため、事業の第1期として、本センターが特定の館の遡及対象デー
タを 選択し、バッチ⽅式により今後における接続館の遡及⼊⼒業務にとって核となるデータの作
成を⾏ う。
 ウ 事業の第2期においては、接続館からのオンライン⽅式による⼊⼒を主体とする。

2.データ作成
上記基本⽅針に従い、昭和62年度は第1期事業として以下の基準により遡及⼊⼒対象資料を選択
し、 データ作成を⾏いました。
(1) データ作成基準
 ア 遡及的検索に対する需要の⾼い分野の資料であること(⼈⽂・社会科学分野)。
 イ その資料の質・量が全国の研究者の需要に応え得るものであること。
 ウ その蔵書に係わる⽬録(カードもしくは冊⼦体)の品質が⼀定レベル以上であること。
 エ その蔵書の所蔵館の協⼒が得られること。
(2) データ作成仕様の概要
 ア 採⽤データの選択基準
  ・原則として、AACR2の記述の第1レベルをみたすもの。
  ・ロシア語、東南アジア系⾔語、アラビア系⾔語を除く。
 イ オンライン⽬録システムによる検索
   アで採⽤となった⽬録カードについて、オンライン⽬録システムによりNCデータ
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   ベース、参照LC/MARC、参照UK/MARCを検索する。
 ウ データ作成
    イの結果により、データ作成は以下の2通りに分かれる。
   (a) データベースにヒットした場合
     データベース中に書誌レコードが存在する場合は、そのレコードをそのまま
     採⽤し、所蔵データのみを作成する。
   (b) データベースにヒットしなかった場合
    書誌、所蔵データ共、⽬録カードを基に作成する。
  以上の基準により、昭和62年度は洋図書について18万件のデータ作成を⾏いました。

3.オンライン⽬録システムによるデータの公開
(1) データの公開
データ公開及び下記オンライン⽬録システムの仕様改訂は昭和63年5⽉30⽇(⽉)を予定して いま
す。※予定どおり改訂済
(2) オンライン⽬録システムの仕様改訂
遡及⼊⼒データ公開までに、現⾏のオンライン⽬録システムを以下のように仕様変更します。
 ア 図書書誌ファイルをCURRENTファイル(従来の書誌ファイル)とRECONファイルの2種類と
し、遡及⼊⼒データはRECONファイルに納める。RECONファイルのフィールドレイアウト及び
NCID(書誌レコードID)のPREFIX(最初の2⽂字)はCURRENTファイルと同⼀にする。ただし、ト
ランザクションファイルはCURRENTファイルにのみ設ける。
 イ 所蔵ファイルはCURRENT、RECONの区別をせず、従来どおりとする。

4.遡及⼊⼒データの運⽤
「2(2) データ作所の仕様概要」で⽰したように、遡及⼊⼒データは⽬録カードをベースとして作
成しているため、現⾏の「⽬録情報の基準」に適合しないものも存在しています。
  昭和63年5⽉30⽇(⽉)からの遡及⼊⼒データの運⽤によるオンライン⽬録システムの仕様変更
に伴って以下のことに留意して下さい。
・書誌レコードの修正(EDIT)について
  ⽬録登録時にRECONファイル中の書誌レコードがヒットし、そのレコードが「⽬録情報の基
準」 に適合しないもの(書誌単位のとり⽅が異なる等)であるような場合、その修正⽅法は
2.1.1D)「書誌 単位のとり⽅が異なる場合等の⽬録登録について」で⽰した運⽤⽅法を適⽤しま
す。
  レコードの修正が必要な場合には、当事者間で調整を⾏った後に修正を⾏って下さい。新規に
別書 誌レコードを作成することは、重複レコード防⽌のためにも⾏わないで下さい。
  なお、RECONファイル中のレコードを修正(EDIT)した場合、修正レコードはCURRENTファ
イルに登録されます。と同時に、RECONファイル中の当該レコード(同⼀書誌レコー ドIDを持つ
レコード)は削除されます。
RECONファイル中の書誌レコードを修正する必要がある場合には、このことを⼗分考慮した上
⾏うようお願いします。

〔関連記事〕2.1.1D) 書誌の単位の取り⽅が異なる⽬録登録について
      3.1.2 トランザクションファイル廃⽌に伴う変更
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3 システム運⽤
3.5  RECONファイル
3.5.2 遡及⼊⼒データの運⽤について(No.17 p.19-20)

「オンライン・システムニュースレター No. 14」でお知らせしましたとおり、学術情報センター
では 遡及⼊⼒事業として接続館からのオンライン遡及⼊⼒の基幹となるべきデータの作成を⾏
い、昭和63年 5⽉30⽇より公開、運⽤しています。
 サービス開始依頼、接続館より遡及⼊⼒データの運⽤に関して多くの質問が寄せられていま
す。  遡及⼊⼒データは⽬録カード(洋図書)のコピーをもとに学術情報センターにおいて⽬録シ
ステムによ る検索を⾏った後、総合⽬録データベース及び参照MARCにヒットしなかったカード
について、新たに 書誌データの作成を⾏いRECONファイルに納めたものです。このデータの格
納により総合⽬録形成の 効果を上げ、オンライン⼊⼒作業軽減を果たすことが⽬的ですが、現在
のところ以下のようなデータが存 在するため⽬録担当者に混乱を与えている懸念があります。

　　ア　検索からデータ収納までのタイムラグによるカレントファイルとの重複 
　　　　データ。 
　　イ　新規作成データ間での重複。 
　　ウ　目録カードの記述が「目録情報の基準」と一致していないことによる、 
　　　　書誌単位の取り方が異なるデータ。

 総合⽬録データベースを検索した結果、上記レコードがヒットするために、書誌レコードの同
定作業に 時間がかかる、どのレコードを採⽤すべきかの判断がつきにくい、さらに、所蔵レコー
ドがリンクしてい るため書誌の修正が容易に⾏えない等の問題が起こり得ます。
 また、RECONファイル中のレコードにのみヒットした場合、そのまま所蔵登録を⾏うのか、書
誌修 正(EDIT)を⾏い、カレントファイルにレコードを移すのか基準を明らかにしてほしいという
要望も 寄せられています。
 そこで、遡及⼊⼒データについては、今後以下の基準により運⽤することにいたします。

　　┌─────────────────────────────────┐ 
　　│1.カレントファイルとRECONファイルとの重複は書誌IDの新旧に関わら　 │ 
　　│ ずカレントファイルを優先する。　　　　　　　　　　 　　　　　　　│ 
　　│2.原則として、RECONファイル内での重複はIDの最も古い書誌レコード　 │ 
　　│ を採用する。その際、RECONファイル内での重複レコードについては、　│ 
　　│　センターに報告する必要はない。　　　　　　　　　　 　　　　　　 │ 
　　│3.RECONファイル中の書誌レコードに対して所蔵登録を行う場合には必ず │ 
　　│ EDITコマンドを発行して、当該レコードをカレントファイルに移す。　 │ 
　　│4.RECONファイル中のレコードについて上記ウのような理由で、書誌修正 │ 
　　│ が容易に行えない場合には、書誌レコードの新規作成を行ってもよい。 │ 
　　│ その際にもレコードの作成をセンターに報告する必要はない。　　　　 │ 
　　└─────────────────────────────────┘
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3 システム運⽤
3.5  RECONファイル
3.5.3 NC遡及ファイル(洋図書)の⾃動検索順序の変更(No.30
p.2)

1.趣 旨
 現在、NC遡及ファイル(書誌約50万件)はNCのカレントファイルと同時に検索され、カレント
ファイルのデータの後ろに簡略表⽰されています。
NC遡及ファイルの扱いについては、これまでの運⽤の過程でいくつかの問題点が⽣じていますの
で、 NCのカレントファイルと区分してNC遡及ファイルの指定を可能にするとともに、NC遡及フ
ァイル の⾃動検索順序をUKファイルの次とします。

2.ファイル名
 NC遡及ファイルの名称を「REC」とします。
 従って、NC遡及ファイルのファイル指定が可能となります。

3.変更後の⾃動検索順序
 ⾃動検索順序を次のとおりとします。

　　┌─┐　┌─┐　　┌──┐ 　┌──┐　┌─┐　┌──┐ 
　　│NC│→│LC│ → │GPO │→ │LCX │→│UK│→│REC │ 
　　└─┘　└─┘　　└──┘　 └──┘　└─┘　└──┘

4.実施予定⽇
  ※平成4年3⽉27⽇に実施済

5.注意事項
 遡及ファイルのデータの取り扱い(EDIT の仕組み) は、従来通りで変更はありません。
 (詳細は、ニュースレターNo. 14, p. 22〜28 〔3.5.1 遡及⼊⼒データの公開について〕を参
照)
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3 システム運⽤
3.6  雑誌⽬録システム
3.6.1 誌名変遷データの更新について(No.17 p.25)

 これまで、誌名変遷データの追加・修正等については、誌名変遷情報全体を⼀括して更新する
仕組みで したので、学術雑誌総合⽬録編集時に更新する以外は、事実上更新不可能でしたが、
〔昭和63年度〕中 に、変遷ファミリー1個単位で更新可能なシステムを開発しますので、今後
は、随時追加・更新が⾏える ようになります。
 ただし、このシステムは、センター側でしか運⽤できませんので、変遷に関するデータは、従
来どおり、 情報源のコピーと共にデータシートに記⼊し、センター宛送付してください。
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3 システム運⽤
3.6  雑誌⽬録システム
3.6.2 雑誌⽬録システムの誌名変遷データの更新について
(No.19 p.4-5)

 「オンライン・システムニュースレター」No.17 でお知らせしたように、変遷ファミリー1個
単位で更 新可能なシステムが稼働しました。このシステムは、参加館より送られてきた「変遷注
記⽤データシート」 をもとにセンター側で⼆項関係ファイルを更新し、その⼆項関係ファイルよ
り、雑誌変遷マップファイル (和・洋)と雑誌書誌マスタファイル(和・洋)中の変遷注記を更新す
るものです。これにより、上記フ ァイルに対し随時追加・更新ができるようになりました。
 従来は、変遷関係の追加の場合に限り、変遷注記フィールドへの仮⼊⼒をしていただいていま
したが、 ⼀括更新⽅式のため、上記ファイルへの反映にかなりの⽇数を要しましたので、ファイ
ル間の整合がとれ ない期間がありました。また仮⼊⼒後、「変遷注記⽤データシート」の送付さ
れないケース、雑誌書誌マ スタファイルに対して直接、修正、削除をされているケースも⾒受け
られました。
 今後は、変遷関係が⽣じた場合は、変遷注記フィールドへの⼊⼒は⾏わずに、すみやかに「変
遷注記⽤ データシート」を情報源のコピーと共にセンターまで送付してください。その後、セン
ター側で随時処理 いたします。
 なお情報源は、和雑誌の場合、変遷前誌の終号、変遷後誌の初号の表紙とし、その際標題紙、
⾒出し、 題字欄、エディトリアル・ページ、奥付等で異なる表記がある場合は、それもお送りく
ださい。また、洋 雑誌の場合の情報源は、変遷前誌の終号、変遷後誌の初号の標題紙ですが、和
雑誌同様⾒出し等と表記が 異なる場合は、それもあわせてお送りください。
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3 システム運⽤
3.6  雑誌⽬録システム
3.6.3 予約雑誌

A)予約雑誌(新規分)の取り扱いについて(No.14 p.29)

 センターでは、接続館における予約雑誌業務を⽀援するため、予約契約時点で予約雑誌に関す
るデータ をオンライン雑誌⽬録データベースに⼊⼒出来るよう、雑誌⽬録システムの⼊⼒基準及
び仕様を⼀部改訂 することとしました。
 書誌データ⼊⼒の基準は、これまで現物に拠って⼊⼒することを義務づけていましたが、新規
の予約雑 誌に限り、書店カタログ等に基いた簡略なデータを総合⽬録データベースに⼊⼒するこ
とを可とします。 運⽤案は以下の通りです。
 (1)予約雑誌の書誌データは、販売カタログ等に基づき簡略なデータを総合⽬録データベースに
直接⼊⼒できるものとする。ただし、そのレコードが予約雑誌データであることを必ずNOTEフィ
ールドに 注記する。
   (例)  NOTE:予約雑誌
磁気テープによる⼀括更新は、現時点では重複排除に問題が残るため⾏わない。
 (2)「予約雑誌」書誌レコードは、現物を⼊⼿した時点で修正(EDIT)する。
 (3)予約雑誌の所蔵データは、そのことを表す記号(*等)を所蔵レコードの巻次(HLV)フ ィール
ド、あるいは年次(HLYR)フィールドに⼊⼒できるようシステムを改訂し、オンラ インによる直接
⼊⼒または磁気テープによる⼀括更新を受け付けるものとする。
 (4)予約雑誌の書誌データ及び所蔵データは学術雑誌総合⽬録冊⼦体の採録対象外とする。
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3 システム運⽤
3.6  雑誌⽬録システム
3.6.3 予約雑誌

B)予約雑誌の⼊⼒について(No.16 p.17)

 予約雑誌の書誌データの⼊⼒については、ニュースレター14号でお知らせしたとおり、雑誌⼊
⼿以前 に販売カタログ等に基いたデータを総合⽬録データベースに⼊⼒可能なようにシステム改
訂を⾏い、8⽉ 1⽇より運⽤しております。
 所蔵データの巻次(HLV)、年次(HLYR)のフィールドに⼊⼒できる記号は、アスタリスク(*) と
決定しました。必ず、両⽅のフィールドに⼊⼒してください。
 なお、書誌データの⽅には、和・洋ともNOTEフィールドに「予約雑誌」と必ず注記してくださ
い。
 当該雑誌を⼊⼿した時点で、すみやかに書誌修正をしてください。この修正は必ずしも⼊⼒者
である必 要はありませんが、予約雑誌のレコード作成者は、雑誌⼊⼿時点で必ずその書誌を点検
するようにしてく ださい。
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3 システム運⽤
3.7  ユーティリティ

参加組織情報の表⽰及びメンテナンス機能の追加について(No.44 p.4-7)

 平成5年度の⽬録システムに対する機能追加項⽬の最後として、参加組織情報の表⽰及びメンテ
ナンス 機能の追加について、詳細を紹介します。

1.参加組織情報の表⽰機能
 従来ニュースレター巻末に掲載してきた、各参加機関の連絡窓⼝⼀覧表の情報をオンラインで
提供し ます。これによって、書誌調整等の参加機関どうしの連絡の際に、⼀覧表を参照しなくと
も連絡先がわか るようになります。
  参加組織データベースに以下のフィールドを新設します。

　 ┌────────┬────┬────┬───┬───┬───┬────┐ 
　 │　名　　　称　　│カラム名│カラム　│カラム│繰返数│INDEX │ユーザー│ 
　 │　　　　　　　　│　　　　│ 属性　 │ 長　 │　　　│　　　│　 更新 │ 
　 ├────────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┤ 
　 │目録担当部局名　│CATDEPT │VARCHAR │ 50 　│　5 　│ なし │　あり　│ 
　 ├────────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┤ 
　 │目録電話番号　　│CATTEL　│ CHAR　 │ 30 　│　5 　│ なし │　あり　│ 
　 │　(内線)　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　│ 
　 ├────────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┤ 
　 │目録FAX番号　　 │CATFAX　│ CHAR　 │ 50 　│　5 　│ なし │　あり　│ 
　 ├────────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┤ 
　 │システム担当　　│SYSDEPT │VARCHAR │ 50 　│　5 　│ なし │　あり　│ 
　 │ 部局名　　　　 │　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　│ 
　 ├────────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┤ 
　 │システム電話番号│SYSTEL　│ CHAR 　│ 30 　│　5 　│ なし │　あり　│ 
　 │　(内線)　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　│ 
　 ├────────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┤ 
　 │システムFAX番号 │SYSFAX　│ CHAR 　│ 50 　│　5 　│ なし │　あり　│ 
　 ├────────┼────┼────┼───┼───┼───┼────┤ 
　 │E-MAILアドレス　│EMAIL　 │ CHAR 　│ 50 　│　5 　│ なし │　あり　│ 
　 │番号　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　│ 
　 └────────┴────┴────┴───┴───┴───┴────┘

  参加組織情報の表⽰は次の場合に⾏うことができます。
(1)所蔵詳細画⾯でLOOKUP LIBRARYを発⾏する
 この場合は、表⽰されている参加組織IDを基に参加組織ファイルを参照し、該当する機関の 窓
⼝情報を表⽰します。
(2)書誌詳細表⽰画⾯でLOOKUP LIBRARYを発⾏する
 この場合には、CRTFA 及びRNWFA に表⽰されている参加組織IDを基に参加組織ファイルを参
照し、該当する機関の窓⼝情報を表⽰します。CRTFA,RNWFA が共にある場合には簡略表⽰を⾏
いますので、該当する参加組織を選択して窓⼝情報を表⽰することができます。
 いずれの場合も表⽰させるデータは、参加組織ID(ID)・参加組織名(ORGNW)・参加組織略称
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(ORGSN) ・郵便番号(YNO) ・住所(ADDRS) ・⽬録担当部局名(CATDEPT) ・⽬録電話番号(内
線)(CATTEL)・⽬録 FAX番号(CATFAX)、システム担当部局名(SYSDEPT)・システム電話番号(内
線)(SYSTEL)・システムFAX番 号(SYSFAX)、E-MAILアドレス番号(EMAIL) です。各フィールド
は改⾏して表⽰されます。具体的な 画⾯例は次のとおりです。

　　所蔵詳細表示画面からの場合 
　 ┌────────────────────────────────┐ 
　 │和図書所蔵詳細表示　　 <BN01097648>　　　　 1/　　　2　　　　　 │ 
　 │>: LOOKUP LIBRARY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │<BN01097648>ジャパンアズナンバーワン : アメリカへの教訓 /　　 　│ 
　 │エズラ・F・ヴォーゲル著 ;　広中和歌子, 木本彰子訳. --　　　　　 │ 
　 │ティビーエス・ブリタニカ, 1979.<FA003090>　奈女大　　　　　　 　│ 
　 │<CD0004705707>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
　 │LOC:　　　　　　　　 CLN:302.1∥87　RGTN:87W03527　　　　　　　 │ 
　 └────────────────────────────────┘ 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 
　 ┌────────────────────────────────┐ 
　 │参加組織情報詳細表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │<FA003090> CRDATE:19940316 UPDATE:19940316　　 　　　　　　　　 │ 
　 │ORGNW:奈良女子大学 附属図書館∥ナラジョシダイガク　　　　　　　 │ 
　 │フゾクトショカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │ORGSN:奈女大∥ナジョダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │YNO:630　ADDRS: 奈良市北魚屋西町　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │CATDEPT:図書: 整理係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │CATTEL:0742(20)3327　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATFAX:0742(20)3248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　 │CATDEPT:雑誌(購入): 受入係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │CATTEL:0742(20)3320　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　│ 
　 │CATFAX:0742(20)3248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATDEPT:雑誌(寄贈): 閲覧係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │CATTEL:0742(20)3250　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATFAX:0742(20)3248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │SYSDEPT:閲覧係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │SYSTEL:0742(20)3250　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │SYSFAX:0742(20)3248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 └────────────────────────────────┘ 
 
　　書誌詳細表示画面からの場合 
 
　 ┌────────────────────────────────┐ 
　 │ 和図書書誌詳細表示　　 <BN01097648>　　　　 1/　　　2　　　 　 │ 
　 │ >: LOOKUP LIBRARY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │ <BN01097648>　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　│ 
　 │ CRTDT:19870804 CRTFA:FA003090 RNWDT:19870804 RNWFA:FA001007　　│ 
　 │ GMD:　SMD:　YEAR:1979 CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:eng　　　│ 
　 │ VOL:　　　　　　　 ISBN:　　　　　 PRICE:1300円 NBN:JP79020665 │ 
　 │ TR:ジャパンアズナンバーワン : アメリカへの教訓 /　　　　　　　 │ 
　 │ エズラ・F・ヴォーゲル著 ; 広中和歌子,　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │　 木本彰子訳∥ジャパン アズ ナンバーワン　　　　　　　　　　　 │ 
　 │ PUB:東京 :　ティビーエス・ブリタニカ , 1979.6　　　　　　　　　│ 
　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓ 
 
　 ┌────────────────────────────────┐ 
　 │参加組織情報簡略表示　　　　　　　　　　　　　　　1/　　　2　 　│ 
　 │>: D 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │1.<FA003090>　奈良女子大学　附属図書館∥ナラジョシダイガク　　　│ 
　 │フゾクトショカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │2.<FA001007>　北海道大学　附属図書館∥ホッカイドウダイガク　　　│ 
　 │フゾクトショカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │　　　　　　　　　 　　　　　 ↓ 　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
 
　 ┌────────────────────────────────┐ 
　 │参加組織情報詳細表示　　　　　　　　　　　　　　　2/　　　2　 　│ 
　 │>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │<FA001007> CRDATE:19900917 UPDATE:19940314　　 　　　　　　　　 │ 
　 │ORGNW:北海道大学 附属図書館∥ホッカイドウダイガク　　　　　　　 │ 
　 │フゾクトショカン　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │ORGSN:北大∥ホクダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │YNO:060　ADDRS:札幌市北区北8条西5丁目　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATDEPT:図書:目録情報掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATTEL:011(716)2111 EX.3627　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATFAX:011(747)2855(G3), 011(746)4595(G3), (911)1200(G4)　　　　│ 



　 │CATDEPT:雑誌:学術情報掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATTEL:011(716)2111 EX.3497　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATFAX:011(747)2855(G3), 011(746)4595(G3), (911)1200(G4)　　　　│ 
　 │SYSDEPT:情報処理掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │SYSTEL:011(716)2111 EX.2524　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │SYSFAX:011(747)2855(G3), 011(746)4595(G3), (911)1200(G4)　　　　│ 
　 └────────────────────────────────┘

2.参加組織情報の修正機能
 この機能の運⽤にあたり、初期データとして現在ニュースレター巻末に掲載してある連絡窓⼝
の情報 を仮に⼊⼒しておきますので、後は各参加組織で修正してくださるようお願いします。現
情報は機関単位 になっていますので、窓⼝単位の⽅が都合のよい参加機関はデータを修正する必
要があります。また、変 更等が発⽣した場合も、同様に各参加組織で修正をお願いします。修正
は次の⼿順で実施することができ ます。
(1) ユーティリティ・メニューの選択BR>  ⽬録システムの現⾏の業務選択画⾯の「41. ニュー
ス」を「41. ユーティリティ」に変更し、下位 レベルの画⾯⾒出しを「*** ユーティリティ・メ
ニュー ***」としますので、この「ユーテ ィリティ・メニュー」の中の「4.参加組織メンテナン
ス」を選択します。
(2) 表⽰情報の修正
 」を選択すると、⾃分の参加組織の情報が「参加組織修正」画⾯として表⽰されます。必要事
項を修正した後SAVEコマンドを投⼊すれば、参加組織情報は修正されます。

　 ┌─────────────────────────────────┐ 
　 │参加組織修正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │>:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │<FA001007> CRDATE:19900917 UPDATE:19940314　　 　　　　　　　　　 │ 
　 │ORGNW:北海道大学 附属図書館∥ホッカイドウダイガク　　　　　　　　 │ 
　 │フゾクトショカン　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │ORGSN:北大∥ホクダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │YNO:060　ADDRS: 札幌市北区北8条西5丁目　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │CATDEPT:図書: 目録情報掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │CATTEL:011(716)2111 EX.3627　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATFAX:011(747)2855(G3), 011(746)4595(G3), (911)1200(G4)　　　　　│ 
　 │CATDEPT:雑誌: 学術情報掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │CATTEL:011(716)2111 EX.3497　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │CATFAX:011(747)2855(G3), 011(746)4595(G3), (911)1200(G4)　　　　　│ 
　 │SYSDEPT:情報処理掛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 │SYSTEL:011(716)2111 EX.2524　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
　 │SYSFAX:011(747)2855(G3), 011(746)4595(G3), (911)1200(G4)　　　　　│ 
　 │EMAIL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
　 └─────────────────────────────────┘ 
3.その他 
(1) 画面番号 
　今回新規に設定することになった画面の画面番号は次のとおりです。 
　　┌──────────────────────┬──────┐ 
　　│　　　画　　　　面　　　　名　　　　　　　　│画 面 番 号 │ 
　　├───────────┬──────────┼──────┤ 
　　│書誌・所蔵レコードから│参加組織簡略表示画面│　 L501B　　│ 
　　│ LOOKUP LIBRARY 　　　├──────────┼──────┤ 
　　│　　　　　　　　　　　│参加組織詳細表示画面│　 L503D　　│ 
　　├───────────┼──────────┼──────┤ 
　　│ユーティリティ から　 │参加組織簡略表示画面│　 U501B　　│ 
　　│　　　　　　　　　　　├──────────┼──────┤ 
　　│　　　　　　　　　　　│参加組織修正画面 　 │　 U504E　　│ 
　　└───────────┴──────────┴──────┘

(2) 初期データ
 運⽤開始にあたって、現在ニュースレター巻末に掲載している連絡窓⼝⼀覧表のデ ータを各項
⽬に設定します。分館毎に窓⼝を指定してある場合には、該当する参加組 織にデータを割り振り
ます。また、中央図書館が窓⼝になっている場合で、機関内に 複数の参加組織がある場合には、
中央図書館以外の参加組織の各項⽬には中央図書館 と全く同様のデータを設定しておきます。
(3) 運⽤時期



 この機能の運⽤は、初期データの整備が終了ししだい⾏います。
   ※平成6年6⽉3⽇より運⽤開始

［関連記事］3.1.2 トランザクションファイル廃⽌に伴う変更
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3 システム運⽤
3.8  ⽂字の扱い
3.8.1 制御⽂字のフォントについて(No.25 p.15)

 ⼀部の接続館においては、⽬録システム⽤⽂字セットの中に制御⽂字が含まれていない場合 が
あります。そのため、制御⽂字の箇所が空⽩で表⽰されているために誤って空⽩をトルツメし て
修正するおそれがあります。
 因みに書誌ID=BN01434613の書誌データを表⽰し、下図のように制御⽂字が正しく表⽰さ れ
るかどうかの確認をお願いします。万⼀、制御⽂字が表⽰されない場合には、「⽬録所在情報サ
ービス 利⽤の⼿引」〔第4版(平成6年4⽉改訂)のp75〕に従って、改めて拡張⽂字フォント移植
申請を⾏ってください。

┌───────────────────────────────────┐ 
│ 和図書書誌詳細表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ >:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ <BN01434613>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ GMD:　SMD:　YEAR:1986　CNTRY:ja TTLL:jpn TXTL:jpn ORGL:eng　　　　　 │ 
│ VOL:　　　　　　　　　　　ISBN:4794820747 PRICE:1600円 NBN:JP87044871│ 
│ TR:H筌2筌Oと水 :「素材」を歴史的に読む / イバン・イリイチ[著] ;　　　│ 
│　 伊藤るり訳∥H 2 O トミズ　: スタッフ オ レキシテキ ニ ヨム　　　　 │ 
│ PUB:東京 : 新評論 , 1986.12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
│ PHYS:194p ; 20cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ VT:OR:H筌2筌O and the waters of forgetfulness.　　　　　　　　　　　 │ 
│ NOTE:参考文献:p175-193　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ AL:Illich, Ivan, 1926- <DA0004188X>　　　　　　　　　　　　　　　 　 │ 
│ AL:伊藤, るり∥イトウ, ルリ <DA00742137>　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ CLS:NDC8:452.9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ CLS:NDLC:ME341　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │ 
│ SH:NDLSH: 水//L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 
└───────────────────────────────────┘
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3 システム運⽤
3.8  ⽂字の扱い
3.8.2 キリル⽂字等の外字(No.30 p.21)

Q︓
 ⽬録システム⽂字セットにないキリル⽂字がある。どのように登録すべきか。

A︓
 ⽇本語の外字の登録⽅法に準じて、1字づつ、「... ◆LCの翻字形◆ ...」の形で登録し てくだ
さい。
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3 システム運⽤
3.8  ⽂字の扱い
3.8.3 簡化字の登録(No.30 p.22)

Q︓
「基準」には、中国語の簡化字は対応する⽬録システム⽤⽂字セット中の漢字で代⽤する とある
が、実際には、1つの簡化字に⽂字セット中の複数の⽂字が対応する場合や、簡化字 と同じ字形
であっても、本来の意味とは異なる場合もあり(以下に例)、すでに登録されてい るもので齟齬を
きたしている。
 何らかの指針をセンターが⽰すべきではないか。

　　　(例)　 ┌───┬────────────┐ 
　　　　　　 │簡化字│対応する文字セット中の字│ 
　　　　　　 ├───┼────────────┤ 
　　　　　　 │ 学　 │　　　 學　 学　　　　　│ 
　　　　　　 │ 辞　 │　 　　辭　 辞　　　　　│ 
　　　　　　 │ 声　 │　 　　聲　 声　　　　　│ 
　　　　　　 │ 谷　 │　 　　穀　 谷　　　　　│ 
　　　　　　 │ 后　 │　 　　後　 后　　　　　│ 
　　　　　　 │ 里　 │　 　　裏　 里　　　　　│ 
　　　　　　 │ 台　 │　　臺　 颱　 台　　　　│ 
　　　　　　 │ 干　 │　　乾　 幹　 干　　　　│ 
　　　　　　 │ 蒙　 │　　曚　 濛　 蒙　　　　│ 
　　　　　　 └───┴────────────┘

A︓
 御指摘のように、「基準」の該当条項では、上記のような場合、どの字を採⽤するのか 触れら
れていません。
 形の同じ⽂字が⽂字セット中にあれば、それを使うのか、あるいは繁体字にするのか、 また、
意味まで考慮して対応する⽂字を決めるのか等々、各参加組織における運⽤も考慮 しつつ、検討
させていただきます。
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3 システム運⽤
3.8  ⽂字の扱い
3.8.4 ローマ数字などの扱い(No.20 p.5-6)

「コーディングマニュアル」の1.1.2(転記の原則)でも⽰したとおり、総合⽬録データべースへの
⽬録登録作業においては、⽬録システム⽤⽂字セットのみを⽤いるようお願いいたします。
 各参加組織で使⽤する⽬録端末においては、⽬録システム⽤⽂字セット以外の⽂字・記号が⼊
⼒可能な 場合がありますが、これらの⽂字・記号を使⽤した場合、同⼀メーカーの同⼀機種では
表⽰・印刷等が可 能であっても、他のメーカー・機種の端末では表⽰できなかったり、⽂字化け
してしまうことがあります。
 例えば、ローマ数字(II、ix等)、まるつき数字、てんつき数字(3.、8.等)、かっこつ きローマ字
((a)、(u)等)等は、パソコン、ワープロでは標準装備の傾向があり、⽬録端末でも⼊⼒可能な 場
合が多いため、⽬録対象資料からの転記の際にうっかり使⽤してしまう事例が多数あるように思
われま す。これらの⽂字・記号は、各メーカーが独⾃に定義したものであり、JISでは未定義で
す。
 また、⼀部の⽬録端末においては、1バイトコードの「〜」が⼊⼒可能なようですが、⽬録シス
テム⽤ ⽂字セットにおいては、波ダッシュは2バイトコードでしか定義されていません(NVTコー
ド:2141)。
 以上のことを念頭におき、各参加組織のシステム担当者及び⽬録担当者は、⽬録システム⽤⽂
字セット 以外の⽂字を⼊⼒しないよう、注意をして下さい。また、既存レコードのデータ中にこ
のような外字を発 ⾒した場合は、レコード修正を⾏い、⽬録システム⽤⽂字セットによる表現を
して下さるようお願いいた します。

DB編 11.1.1 ⽬録システム⽤⽂字セット
コーディングマニュアル 1.1.2 転記の原則
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3 システム運⽤
3.8  ⽂字の扱い
3.8.5 外字⼊⼒されているデータの書き換えについて(No.23
p.13)

Q︓
 以前には、基本辞書にある外字として◆D17766◆と正しく⼊⼒されていたデータが、今回表
⽰ した時には⽂字化けして表⽰されてしまいます。どういうことですか。

A︓
 この⽂字化けは⽬録端末で表⽰不可能な⽂字を受け取った時に発⽣するもので、原因として
は、ある担 当者が、ローカルシステムの中では使⽤可能な⽂字をそのままセンターの⽬録システ
ムの中で使⽤してし まうという誤操作が考えられます。
 ニュースレターNo.20「ローマ数字などの扱い」の記事でも述べましたように、総合⽬録デー
タベ ースへの⽬録登録作業時には、⽬録システム⽤⽂字セットだけを使⽤し、ローカル側の端末
にのみ独⾃に 与えられている⽂字コードを使⽤しないようにしてください。特に今回の場合は、
既に正しい形で⼊⼒さ れている(基本辞書にある外字の⼊⼒⽅法が採⽤されていることから考えて
も、⽬録システム⽤⽂字セッ トにこの⽂字が存在しなかったと推察できる)わけですから、ローカ
ルシステムの都合でデータを書き換 えてしまうことは⾮常に問題があります。担当者は⼗分に注
意をしてください。

DB編 11.2.3 外字の登録⽅法
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3 システム運⽤
3.9  システム管理
3.9.1 ⽬録システム障害時の連絡について(No.18 p.2)

 これまで、⽬録システムに障害が発⽣した場合、各参加機関に対しては、電話による連絡で対
応してま いりましたが、参加機関の増加につれて、この⽅法では迅速な連絡ができていなかった
というのが実情で した。
 当センターでは、この障害通知及び復旧通知の連絡体制について種々検討してまいりました
が、各参加 機関にファクシミリがかなり設置されてきたという状況を考慮し、今後は原則として
連絡にはファクシミ リを使⽤することになりました。

〔連絡方法〕 
 I.　当センターのファクシミリの同報通信機能を使用して、全国の参加機関に一斉に 
　　 送信する。 
 II. 障害発生時に、発生時刻及び状況について通知する。 
 III.復旧時には、回復通知を行う。 
 IV. ファクシミリ未設置機関についてはこれまでどおり電話による連絡を行う。

 なお、この連絡体制整備の必要上、ファクシミリが新たに設置されたり、ファクシミリの番号
が変更に なった場合は⾄急ご連絡下さい。
  連絡先
    システム管理課 システム業務係  03(3942)6945,6946
    ⽬録情報課   図書⽬録情報係  03(3942)6983,6984
    ⽬録情報課   雑誌⽬録情報係  03(3942)6985,6986
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3 システム運⽤
3.9  システム管理
3.9.2 ⾃動登録ソフトの使⽤にあたって(No.28 p.2)

 最近、前もって作られたデータをもとに⽬録所在情報データベースを⾃動検索し、ヒットした
場合には 所蔵データを⾃動的に登録するというソフトウェア(⾃動登録ソフト)の使⽤の申し⼊れ
が当センターに ありました。調査の結果、このソフトウェアは通常の利⽤者に⽐べホストコンピ
ュータに与える負荷が⼤ きいことが判明しましたので、これの運⽤は当⾯下記のように⾏うこと
になりました。当該ソフトウェア の使⽤に当たっては、このことを留意の上、お使い下さい。

　　 1.当該ソフトウェアを使用する際には、「自動登録ソフト使用届出書」を 
　　　 事前に学術情報センター事業部目録情報課〔図書目録情報係〕宛に提出 
　　　 すること。 
　　 2.当該ソフトウェアを用いてデータを自動登録する際には、学術情報セン 
　　　 ター仕様の「コマンド発行遅延機能」(下記)を合わせて使用すること。 
　　　 なお、パラメータの設定時間については、学術情報センターの指示をう 
　　　 けること。 
 　　3.当該ソフトウェアは、既に目録所在情報データベースに登録されている 
　　　 書誌に対しての所蔵データを登録するときにのみ使用すること。

 なお、当該ソフトウェアの使⽤によって、他の利⽤者が⼤きな影響をうける場合には、利⽤を
制限す ることがあります。

「コマンド発行遅延機能」 
 
　目的: 
　　　　自動登録ソフトを用いて、学術情報センターの目録所在情報データベー 
　　　　スにデータの登録を行う際、マニュアル入力を行っている他の利用者の 
　　　　応答速度の悪化を防ぐことを目的とする。 
　機能の定義: 
　　　　学術情報センターの目録所在情報データベースにデータの自動登録を行 
　　　　う際、応答時間に応じてコマンド投入の間隔を秒単位で調整できること。 
　　　　調整の方法としては少なくとも以下の表の条件を満たすものとする。 
　　 
　　 ┌───────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ 
　　 │　R=応答　　　│　　　 　 │ 　 　　　│　　　　　│　　　　　│ 
　　 │　　時間(秒)　│　0<R≦A　│　A<R≦B　│　B<R≦C　│　C<R　　 │ 
　　 │　　　　　　　│　　 　　 │ 　　　　 │　　　　　│　　　　　│ 
　　 ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
　　 │　I=コマンド　│　　 　　 │　　　 　 │　　　　　│　　　　　│ 
　　 │　　投入間隔　│　 I=0 　 │　 I=X 　 │　 I=Y　　│　 I=Z　　│ 
　　 │　　　　(秒)　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│ 
　　 └───────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 
　　 ・A,B,C,X,Y,Zはパラメータである。 
　　 ・A<B<Cである。 
　　 ・応答時間とは、利用者側でプロトコルのEND-OF-DATA コマンドを発行 
　　　してからセンター側のCLEAR コマンドを受信するまでの実時間である。
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