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本日の内容

• 目録規則の変遷

• 日本目録規則2018年版（NCR2018）とは

• 新NACISIS-CAT/ILLへのNCR2018の適
用について
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http://www.jla.or.jp/mokuroku/ncr2018-info
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目録規則の変遷
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日本目録規則（NCR）年表
NCR 国際的枠組み

1943 日本目録規則1942年版（NCR1942）

1952 日本目録規則1952年版（NCR1952）

1961 パリ原則

1965 日本目録規則1965年版（NCR1965）

1967
1969～

AACR1
ISBD

1977 日本目録規則新版予備版（NCR1977）

1978 AACR2

1987 日本目録規則1987年版（NCR1987）

1998
2009
2010

FRBR
ICP
RDA
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NCR1987の展開

NCR

1987 日本目録規則1987年版
（NCR1987）

1994 日本目録規則1987年版 改訂版 未完の章の完成（「書写資料」、「静止画資
料」、「博物資料」）
書誌階層規定の再構成

2001 日本目録規則1987年版 改訂2版 コンピューターファイルの章を電子資料に
（全面改訂）

2006 日本目録規則1987年版 改訂3版 逐次刊行物を継続資料に（全面改訂）
和漢古書の規定を整備し改訂

改訂はされているものの、1960-70年代に作られた
枠組みでは現在の環境変化への対応が難しい

新しい枠組みの規則の必要性

対象資料の多様化

インターネットによる情報流通の変化

目録の作成・提供環境の電子化
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国際的な新しい枠組みの規則

1998
FRBR（書誌レコードの機能要件） 新しい目録の「概念モデル」

2009
ICP（国際目録原則） パリ原則の後継

2010
RDA（Resource Description 
and Access）

AACR2（英米目録規則）の後継
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NCR2018とは
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FRBRを基盤とするこ
とによる特徴

FRBRモデルに密着した規則構造
典拠コントロールの位置づけ
全著作の典拠コントロール
関連の記録
資料の内容的側面と物理的側面の整理

RDAとの相互運用性
の担保に伴う特徴

エレメントの設定（増強など）
語彙のリスト
意味的側面と構文的側面の分離

その他、日本の事情等
による特徴

「読み」等に関するルール
書誌階層構造の考え方
日本の出版状況、目録慣行を考慮

NCR2018の特徴

約30年ぶりの抜本的な改訂

機械可読性
の向上
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NCR2018の概念モデル

（NCR2018より）

書誌データ

所蔵データ

典拠データ
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FRBRモデルに基づくNCR2018の特徴

• 典拠コントロールを明確に位置付け
「著作」「個人」「団体」等も実体として、それぞれに属性・関連のエレメ

ントを設定

• 「関連」の重視
実体の属性とは別立てで管理
目録提供時のリンク機能に落とし込みやすい

• 内容的側面と物理的側面の問題を整理
表現形の設定で、資料の構造把握を精密化
著作・表現形を、これまでより重視

機械可読性の向上
モデルを基盤とした規則構造
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NCR1987では
「標目」と「参照」の規定のみ



NCR2018の全体構成
第1部 総説

第0章 総説
第2部 属性

セクション1 属性総則
セクション2 著作、表現形、体現形、個別資料
セクション3 個人・家族・団体
セクション4 概念、物、出来事、場所
セクション5 アクセスポイント

第3部 関連
セクション6 関連総則
セクション7 資料に関する関連
セクション8 その他の関連

付録 A-D
索引

属性の記録

アクセスポイ
ントの構築

資料種別ごとの章立てを撤廃
→ 実体ごとの章立て
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実体の属性または関連を表すデータ項目

エレメントを細分化する場合の２種類の「下位エレメント」
エレメント・サブタイプ 種類分けした下位

サブエレメント 構成部分の下位

コア・エレメント
資料の発見・識別に欠かせないもの
特定の条件を満たす場合にのみコアエレメントとするものもあり
適用可能でかつ情報を容易に確認できる場合は必ず記録する

例：「タイトル」の場合 「本タイトル」「並列タイトル」「タイトル関連情報」…

例：「出版表示」の場合 「出版地」「出版者」「出版日付」…

従来の「書誌的事項」等

エレメント

CATの必須項目に近い
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主なコアエレメント

○タイトル
本タイトル

○責任表示
本タイトルに関係する責任表示

○版表示
版次、付加的版次

○逐次刊行物の順序表示
初号の巻次・年月次、終号の巻

次・年月次

○出版表示
出版地、出版者、出版日付

○シリーズ表示
シリーズの本タイトル、シリーズ内

番号
○キャリア種別
○数量
○体現形の識別子

利用者の利便性の向上
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a) 情報源における表示の転記を原則とするエレメント
例： 版表示（#2.3）

b) 統制形による記録を行うエレメント
例： 個人の名称（#6.1～#6.2）

c) 本規則に提示された語彙のリストからの選択を原
則とするエレメント
例： キャリア種別（#2.16）

d) 計数・計測した値（量や大きさなど）の記録を原則とす
るエレメント
例： 大きさ（#2.18）

e) 文章等により記録を行うエレメント
例： 注記

エレメントの記録方法
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内容的側面と物理的側面を記録

表現形の種別：「表現種別」

体現形の種別：「機器種別」「キャリア種別」

機器種別（必要な機器の種別）
オーディオ、映写、マイクロ、コンピュータ、機器不用…

キャリア種別（媒体の種別）
コンピュータ・ディスク、オンライン資料…（コンピュータの場合）
冊子、シート、カード…（機器不用の場合）

テキスト、地図、楽譜、演奏、話声、音声、静止画、二次元動画、
三次元動画、テキスト（触知）、コンピュータ・プログラム…

NCR2018年版の「資料種別」

資料の多様化に対応
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以下のことは、定めない（扱わない）
エレメントの記録の順序
区切り記号や記述文法（エンコーディング）
OPAC上の表示方法（提示方式）

記録の順序、エンコーディング

使用するフォーマットに従う

例：CATP、MARC21

データ要素ごとに区別することで
システムでの取り扱いが簡便に
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アクセスポイント

標目からアクセスポイントへ

典拠形アクセスポイント （authorized access point: 
AAP)
異形アクセスポイント （variant access point: VAP）

属性のエレメントの組み合わせで、構築

個人 渡辺, 一男||ワタナベ, カズオ 優先名称
渡辺, 一男||ワタナベ, カズオ, 弁護士 優先名称＋職業
中村, 功||ナカムラ, イサオ, 1935- 優先名称＋生年
中村, 功||ナカムラ, イサオ, 1935- 医師 優先名称＋生年＋職業

NCR1987では
「統一標目」と「参照」

20



著作の典拠形アクセス・ポイント（AAP）
創作者のAAP＋優先タイトル

表現形の典拠形アクセス・ポイント（AAP）
著作のAAP＋識別要素

野坂, 昭如, 1930- . 火垂るの墓
園部, 三郎, 1906-1980; 山住, 正己, 1931-2003. 日本の子どもの歌
平家物語 *創作者がいない

Fitzgerald, F. Scott (Francis Scott), 1896-1940. The great Gatsby. 日本語 (村上 春樹) 
*村上春樹訳の日本語テキスト

アクセスポイント
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関連

資料に関する
その他の関連

関連を表すために
RDAで設けられた

「関連指示子」を
NCR2018でも倣って
使用
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村上, 春樹||ムラカミ, ハルキ, 1949-. 
1Q84||イチ キュウ ハチ ヨン

著作

村上, 春樹||ムラカミ, ハルキ, 
1949-. 1Q84||イチ キュウ ハチ
ヨン. 英語

表現形

「1Q84」 Haruki Murakami 
translated from the Japanese 
by Jay Rubin and Philip Gabriel
Alfred A. Knopf 2011

体現形

翻訳の対象: 村上, 春樹||ムラカミ, 
ハルキ, 1949-. 1Q84||イチ キュ
ウ ハチ ヨン. 日本語

表現形

体現形から表現形

表現形から著作

表現形間の関連

関連指示子
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関連

資料と個人・家族・団体
との関連
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著作

Alfred A. Knopf

表現形

創作者

寄与者

出版、製作者

個別資料
所有者

著者：村上, 春樹||ムラカミ, ハルキ

関連指示子

関連指示子

訳者: Rubin, Jay, 1941-

訳者: Gabriel, Philip, 1953-

現所有者：○○大学

関連指示子

体現形

個別資料



記録されたエレメントの「集合」が「記述」
個々のエレメントについては、「記録する」

すべての実体に対する「記述」がある
従来の「書誌記述」 ≑ 体現形に対する記述
「著作に対する記述」「個人に対する記述」もある
アクセスポイントや関連のエレメントも記述

記述（＃0.5.1.4）

NCR1987では書誌データは「記述」と「標目」

NCR2018では？
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JPMARC の例
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TRCMARC の例
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121
Q（表現）：A1→テキスト
R（機器）：A→機器不要
S（キャリア）：A1→冊子

510
著作アクセスポイント



新NACISISCAT/ILLへのNCR2018
の適用について

29



「在り方（2019）」が示す「進むべき方向性」

これらを具現化させるためには，図書館をめぐるさまざまなシステムやサー

ビスを設計する必要があることに加え，その中で提供されるメタデータがシ

ステムやサービス，利用者にとって適切かつ望ましいものであることが求め

られる

とくに（４）（５）では，メタデータが主役ともいうべき位置づけ
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「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）」の検討と策定から抜粋

https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/korekara/2022-02/korekara_sw20220218.pdf



「物理的(Physical)な資料」のメタデータ

• 「日本目録規則2018年版」（NCR2018）の適用を開始
することにより，相互運用性を高め，より豊かで，図書館
職員のみならず，利用者（エンドユーザー）にわかりやす
い目録を構築することを目標とし，提言を行っている

• 典拠コントロールの拡大やリンクトデータを踏まえた外部
典拠データとの連携などに関しても検討
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「これからの学術情報システムのメタデータ収集・作成方針について（案）」の検討と策定から抜粋

https://contents.nii.ac.jp/sites/default/files/korekara/2022-02/korekara_sw20220218.pdf



NCR2018、RDAの適用の状況

 国立国会図書館（NDL）MARC →2021年1月からNCR2018適用
著作の典拠データ作成

 TRCの日本語のMARC →2022年1月からNCR2018適用

新たに著作典拠ファイルを提供
 海外書誌作成機関のその他の言語のMARC →RDA適用

 NACSIS-CAT/ILL参加館作成の書誌データ（CATP形式）
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NCR2018の適用を検討



検討の組織
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システムワークフロー作業部会

メタデータ流通の高度化検討班

実施について検討目録チーム電子チーム



NCR2018適用決定の流れ

メタデータ流通の高度化検討班（目録チーム）で適用の検討案
↓

パブリックコメントなどで意見集約
↓

これから委員会で決定
↓

NIIで技術的検討
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NCR適用細則案

洋書への適用検討

コーディングマニュアルの適用案

決定が必要な項目

←いまここ



NCR2018適用細則案

• NDLの適用細則案をもとに検討

• パブリックコメント募集 2022/2/25～3/25
総説・属性総則

和図書

和逐次刊行物

関連

付録

洋書へのNCR2018適用も意見集約
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パブリックコメントでのご意見

NCR2018をいつから適用するのか

CAT2020で簡易化したのにまた変更するのか

2023年度の対応は難しいのでは

コーディングマニュアルがどう変わるのか示してほしい

データの記述がどう変わるのか示してほしい

事前に十分な研修が必要

適用案を見る余裕がなかったので、再度検討の機会を設けてほしい
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NCR2018 の洋書への適用についてのご意見
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望ましい 58%

望ましくない 17%

どちらでもよい 13%

その他 13%

なぜ洋書にもNCR2018適用か

RDAの習熟が、機関によっては困難

RDA Toolkitを、機関によっては契約するのが困難

CAT2020以降、さまざまな目録規則によるデータを許容する方針のため、
RDAによる目録作成を希望する機関はRDAによる業務を選択可能



適用による変更（案）

 CATPの形式の変更や新規項目の追加は今回は行わない。

 新規項目は注記に入れることを予定している。

注記

表現種別 : テキスト

機器種別 : 機器不用

キャリア種別 : 冊子
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JP MARCデータ

CAT2020で示した方向性を
転換するものではない



著作の取り扱い（案）

受け入れる著作のデータ

 NDL＋TRCが作成する著作データ

海外書誌作成機関が作成する著作データ

作成する著作のデータ

日本語、中国語の古典籍、その他言語の無著者名古典作品

聖典

音楽作品
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新NACSIS-CAT/ILL
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印刷体に対応した
システムはOCLCの
CBS
MARC21準拠だが当面
はCATP形式で運用



2022年度第４四半期
NII共同利用システムリプレイス
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今回はCATP形式の中でのNCR2018適用

研修はNII研修担当とも協力して検討



参考資料

• 日本図書館協会目録委員会 「日本目録規則（NCR）2018年版関連情報」

http://www.jla.or.jp/mokuroku/ncr2018-info

• 国立国会図書館 「日本目録規則2018年版（NCR2018）について」

https://www.ndl.go.jp/jp/data/ncr/index.html

• 国立国会図書館 書誌調整連絡会議

https://www.ndl.go.jp/jp/data/basic_policy/bib_control/conference.html

• これからの学術情報システム構築検討委員会

https://contents.nii.ac.jp/korekara

• IFLA Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)

https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records

• IFLA Library Reference Model (LRM)

https://www.ifla.org/publications/node/11412

• RDA Toolkit（有料）

https://www.rdatoolkit.org/

・木村麻衣子編著, 日本図書館協会目録委員会監修 「『日本目録規則 2018年版』入門」 日本図書館協会, 2022.1 
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