Contents

特集 Webcat Plus
●

遡及入力事業
●

書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト
●

NACSIS-CAT
●

NACSIS-ILL
●

そ

の

他

●

付

録

ൌࢣຎᅧᅀࡀ࠙ၔఘ ၈̡ҪҬҹӓय़ࢅࡀ
200

6.3.

31

17 

 212.9541 ࢝๓ಒൊใࣥڵҷࢳ 3 ලჭ 2  3 ৽
ҦӦҹӦҷݢ
ჭᇪ၈ࠊᅬओ ̿̿̿ Ufm;14.5323.3421 Gby;14.5323.3486
ୠ၈Ҩ̷ӆҬओ ̿ Ufm;14.5323.3431 Gby;! ຎ 
ୠ၈ज്໐ओ ̿ Ufm;14.5323.3461 Gby;14.5323.3481
ࠬݭౙݢ
࠱ౙྐओ ̿̿̿̿̿ Ufm;14.5323.3331 Gby;14.5323.3341
य़ଳओ ̿̿̿̿̿̿̿ Ufm;14.5323.3286 Gby;! ຎ 

URL:http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター17 号 (2006.3.31)

Contents
(特集 Webcat Plus)
1．Webcat Plus の紹介 ·························································································· 3
(遡及入力事業)
2．平成 17 年度遡及入力事業追加採択について··························································· 7
3．自動登録システム実証実験プロジェクト平成 17 年度報告書について·························· 8
4．平成 18 年度遡及入力事業について ······································································· 8
(書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト)
5．書誌ユーティリティ課題検討プロジェクトの報告···················································10
6．「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト」に対する「NII アクションプラン」の
実施状況について ······························································································11
(NACSIS-CAT）
7．図書所蔵レコード 8,000 万件突破！·····································································14
8．ISBN13 桁化への NACSIS-CAT/ILL の対応について ·············································15
9．NACSIS-CAT/ILL システムの改造について ··························································17
10．ドイツ HBZ との目録システム間リンク開始予定について ·······································19
11．全国漢籍データベース（京都大学人文科学研究所附属漢字情報センター）と
総合目録データベースとのリンクについて····························································20
12．NACSIS-CAT/ILL サービス時間変更のお知らせ····················································20
13．検索専用 CATP サーバ利用ガイドラインの改訂について·········································22
14．DN/MARC の更新について ················································································23
15．タイ語等資料の取扱い及び解説（案）・「コーディングマニュアル（案）」の公開··········24
16．展覧会カタログ等資料の取扱い及び解説（案）・「コーディングマニュアル（案）」の公開
·················································································································24
17．平成 17 年度レコード調整の送付について·····························································25
18．雑誌書誌レコードタイトル変遷における「軽微な変化（マイナーチェンジ）
」への対応
について ·········································································································26
19．継続資料の取扱いに関する小委員会の検討状況について ·········································27
(NACSIS-ILL)
20．グローバル ILL 利用状況について·······································································29
21．ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告（平成 17 年度第 1 四半期～第 3 四半期） ···30
22．ILL 文献複写等料金相殺サービスの各種申請手続きについて ···································31
23．NACSIS-ILL 参照ファイル（OCLC）導入の状況について ······································31
(その他）
24．平成 17 年度総合目録データベース実務研修実施報告··············································32
25．会議開催報告（平成 17 年 4 月～平成 18 年 3 月） ················································33
(付録)
（1.1）コーディングマニュアル（第 2 章 和図書書誌レコード 2.0.6 更新資料）
（1.2）コーディングマニュアル（第 4 章 洋図書書誌レコード 4.0.6 更新資料）
（1.3）コーディングマニュアル（第 6 章 和雑誌書誌レコード 6.0，6.2）
（1.4）コーディングマニュアル（第 7 章 洋雑誌書誌レコード 7.0，7.2）
（1.5）コーディングマニュアル（付録 1.3 言語コード表）
（1.6）コーディングマニュアル（付録 1.5 主題関係のコード表）
（1.7）コーディングマニュアル（付録 1.7 その他のコード表（追加・変更分））
（2.1）NCR 1987 年版追加及び修正 第 13 章 継続資料
（旧第 13 章逐次刊行物 改訂版）の改訂についてのガイダンス
（2.2）AACR2 2002 年版 第 12 章継続資料の改訂についてのガイダンス
（3.1）デリミタ定義の追加
（3.2）検索キーの正規化の追加
（3.3）包摂文字定義の追加
2

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター17 号 (2006.3.31)

【特集】Webcat Plus の紹介

平成 14 年 10 月のサービス開始以来，
Webcat Plus の運用は約 2 年半が経過しました。その間，
サービスの充実に努めてきましたが，まだまだ，Webcat Plus のサービスについて知られていな
いこともありますので，あらためて御紹介します。
1．Webcat Plus，何が Plus？
Webcat Plus とは，Webcat に新たな機能・情報源・収録項目をプラスした図書・雑誌情報提
供サービスです。
具体的な特徴は次のとおりです。
・ 一致検索（図 1）に加え，ユニークな連想検索（図 2）を搭載しました。
・ 総合目録データベース（NACSIS-CAT）に加え，日本語図書情報データベース「BOOK」，
英語図書情報データベース「Nielsen Book Data」からの書誌情報を収録しています。
・ 日本語と英語の図書については，書誌情報に加え目次･内容情報を収録しています。

図 1 Webcat Plus 一致検索画面
http://webcatplus-equal.nii.ac.jp/

図 2 Webcat Plus トップページ(連想検索画面)
http://webcatplus.nii.ac.jp/

Webcat と同様に図書・雑誌の検索をする場合は，Webcat Plus「一致検索」を御利用ください。
この「一致検索」にも“プラス”の機能が色々あります。以下に順に御紹介します。
＜検索が簡単！＞
Webcat では，完全一致または前方一致のみの検索ですが，Webcat Plus では，検索は基本的に
文字列の中間一致で行われます。出版年や ISBN 等といった一部の項目は完全一致検索となりま
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す。また，タイトル及び著者名では，部分一致と完全一致のどちらでの検索も可能です。
＜書誌レコード ID での検索が可能＞
Webcat Plus 一致検索では，NACSIS-CAT 書誌レコード ID による検索ができます。
検索したい書誌レコード ID を，「ISBN/ISSN 等」に入力して検索してください。
＜出版年の範囲指定が可能＞
Webcat では出版年は単年の指定しかできませんが，Webcat Plus では，出版年を From～To
の形で範囲指定することが可能です。これにより，「1980 年代」「去年までに出版された」「最
近 2 年以内」などといった柔軟な検索ができます。
2．Webcat Plus のその他の特徴
上記の検索上の特徴に加え，以下の点で，Webcat Plus は Webcat とは異なります。
＜更新タイミング＞
Webcat Plus と Webcat のデータ更新は，共に週に１度となっていますが，タイミングが異
なります。（本号「CAT/ILL サービス時間変更のお知らせ」参照）
基準となるデータが Webcat Plus と Webcat とで 1 日分ずれているため，収録情報にわずか
な違いがある場合があります（図 3）。
△：データの基準 ○：更新が反映されるタイミング
木
Webcat
Webcat Plus

金

土
△

日
○

月

火

水

△
図 3 Webcat と Webcat Plus の更新タイミングの違い

＜所蔵レコードにおける VOL 表示＞
「自館で所蔵していない巻次が，Webcat では表示されないのに，Webcat Plus では所蔵して
いるように見える」とのお問い合わせがあります。Webcat Plus では，所蔵レコードに存在す
る VOL フィールド情報を全て表示をしています。
本来，NACSIS-CAT では，所蔵していない巻次については所蔵レコードの VOL フィールド
自体を削除することとなっています。
VOL フィールドは NACSIS-ILL での絞込検索の項目にもなっているため，所蔵していない
巻次の VOL 情報が存在することは ILL 依頼館・受付館双方にとっても不都合です。
Webcat Plus 上で表示させないためにも，NACSIS-CAT 所蔵レコードから所蔵していない
VOL フィールドは，必ず削除してください。
参考：
・「オンライン・システム・ニュースレター」70 号

http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/PUB/nl/nl-70-08.html
・「ILL システム操作マニュアル第 5 版」

http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/ILL/MAN5/ILL5/04/04_03.html
4

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター17 号 (2006.3.31)

＜検索範囲の初期値＞
Webcat Plus で総合目録データベースの範囲に限定して検索を行うには，画面下方の「図書」
「雑誌」「図書館所蔵資料に限定」の 3 つにチェックをつけてください（図 4）。

図 4 Webcat と同等の検索範囲指定

なお，検索範囲の初期値が現在「図書」のみとしているため，「雑誌が検索できない」とお問
合せいただくことがあります。Webcat と同様に初期値で「図書」と「雑誌」の両方を検索対象
とするよう改修を予定しています。
3．今後の予定
＜横断検索の受付開始＞
Webcat で受け付けていた OPAC 等からの横断検索を，Webcat Plus でも実施します。
各機関のシステムからの利用を希望される場合は webcatplus@nii.ac.jp 宛にメールで下記
の内容をお知らせください。折り返し御連絡します。
・機関名
・利用内容・目的・横断検索の URL 等
・利用開始希望日
・担当者名・連絡先
＜雑誌の継続表示の改定＞
・ 要望の多かった雑誌情報について，Webcat と同じになるよう，
「雑誌書誌情報での年月
次表示」や「継続受入表示（＋）」等の表示の追加を行います。
＜ISBN13 桁化対応＞
Webcat 同様，Webcat Plus においても，ISBN の規格変更に対応します。
従来の 10 桁の ISBN
でも，今後出現する 13 桁の ISBN でも，同じように検索が可能になります。（本号「ISBN13
桁化への NACSIS-CAT の対応について」参照）
４．最後に
Webcat Plus の新たな顔を発見していただけたでしょうか？今後とも，Webcat Plus への御
意見・御要望をお待ちしております。
Webcat Plus へのリンクは，自由に行なっていただいてかまいません。その際には，国立情
報学研究所が行っているサービスであることを明記してください。
印刷媒体，CD-ROM，VTR，放送等で Webcat Plus の各画面を転載される場合のみ，事前に
webcatplus@nii.ac.jp まで御連絡ください。折り返し，手続き方法について御連絡します。
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是非，各図書館サービスにおいて，Webcat Plus を今まで以上に御活用ください。
（学術ポータル係）
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平成 17 年度遡及入力事業追加採択について

本誌 16 号でお知らせした「平成 17 年度遡及入力事業」について，平成 17 年 12 月に追加採択
を行いました。
新たに採択となった機関は以下のとおりです。
対象資料
多言語資料
（中国語資料）
2 機関（2 件）
多言語資料
（韓国･朝鮮語資料）
3 機関（3 件）

人文社会系資料
9 機関（9 件）

機関名

入力予定冊数

北海道大学文学部

5,000 冊

横浜市立大学

2,000 冊

福岡大学

1,000 冊

佛教大学

300 冊

東京都立中央図書館

4,000 冊

東京学芸大学

3,000 冊

広島大学

9,000 冊

琉球大学

1,000 冊

広島女学院大学

432 冊

大阪経済法科大学

2,283 冊

東北大学

5,000 冊

関西学院大学

1,500 冊

長崎大学

4,000 冊

横浜国立大学

5,000 冊
43,515 冊

合計：14 機関（14 件）

（目録情報管理係）

7

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター17 号 (2006.3.31)

自動登録システム実証実験プロジェクト
平成 17 年度報告書について

平成 17 年度国立情報学研究所遡及入力事業の一環として実施しました「自動登録システム実
証実験」の報告書が完成しました。以下の URL で公開します。

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_info_catpauto2.html
本実験では，和書，洋書などの遡及入力資料に対して，「自動登録システム（NEC 社製
CATP-Auto Ver.2）」を用い，所蔵レコードの全自動登録機能，半自動登録機能の有効性の検証
を行いました。
なお，参加機関は，筑波大学，一橋大学，福山大学，国立民族学博物館の 4 機関です。
（目録情報管理係）

平成 18 年度遡及入力事業について

平成 17 年 12 月 16 日付文書にて照会しました平成 18 年度遡及入力事業について，65 機関か
ら 108 件の応募がありました。平成 17 年度第 2 回図書館情報委員会での審議の結果，以下の 37
機関 57 件の採択を内定しました。
平成 18 年度の採択にあたっては，以下の項目を考慮しました。
・ 総合目録データベースヒット率
・ コレクション種別・内容・言語
・ これまでの NACSIS-CAT/ILL サービス実施実績
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（※は，平成 16 年度，平成 17 年度からの複数年計画の継続事業です。
）
対象資料
機関名
多言語資料
北海道大学※
（中国語資料）
東京大学（文学部）※
愛知大学（豊橋図書館）
5 機関（5 件）
東京都立中央図書館
アジア経済研究所
多言語資料
（韓国・朝鮮語資料）
5 機関（5 件）
多言語資料
（アラビア文字資料）
4 機関（4 件）
多言語資料
（タイ語資料）
4 機関（6 件）

多言語資料
（ﾃﾞｰｳﾞｧﾅｰｶﾞﾘｰ文字資
料）
2 機関（3 件）
人文社会系資料
15 機関（27 件）

自動登録支援
7 機関（7 件）

東京大学（文学部）
一橋大学
姫路獨協大学
東京都立中央図書館
石川県立図書館
北海道大学
東京外国語大学
京都大学（アジア・アフリカ地域研究研究科）
東洋文庫
京都大学（東南アジア研究所）
東京大学（東洋文化研究所）
東京大学（文学部）
アジア経済研究所
京都大学（文学研究科）
大阪外国語大学
東京大学（東洋文化研究所）（サンスクリット語）
東京大学（東洋文化研究所）（ヒンディー語）
東京外国語大学（ヒンディー語）
東京大学（総合図書館・法学部図書館）※
金沢大学※
名古屋大学※
北海道大学
東京大学（社会科学研究所）
京都大学（東南アジア研究所ほか）
大阪大学
神戸大学
広島大学
長崎大学
中央大学
東京神学大学
関西学院大学
明石工業高等専門学校
国立民族学博物館
石川県立図書館
小樽商科大学・福島大学・滋賀大学・山口大学・
大分大学（旧植民地関係資料）
東京芸術大学・女子美術大学・東京国立近代美術館
（展覧会カタログ）
北海道大学（理学部）
富山大学
横浜国立大学
大成学院大学
女子栄養大学
別府大学
福山大学（附属図書館，薬学部）

合計
（37 機関 57 件）

入力予定冊数
25,000 冊
10,000 冊
5,000 冊
10,000 冊
5,000 冊
（計 55,000 冊）
732 冊
2,000 冊
1,000 冊
7,000 冊
193 冊
（計 10,925 冊）
250 冊
3,300 冊
650 冊
5,000 冊
（計 9,200 冊）
500 冊
2,900 冊
3,912 冊
4,000 冊
1,131 冊
5,000 冊
（計 17,443 冊）
1,600 冊
180 冊
4,700 冊
（計 6,480 冊）
18,000 冊
6,000 冊
8,000 冊
6,000 冊
7,000 冊
15,450 冊
3,000 冊
15,000 冊
11,700 冊
377 冊
1,000 冊
5,000 冊
2,300 冊
3,000 冊
8,000 冊
380 冊
12,000 冊
12,000 冊
（計 134,207 冊）

（計 80,000 冊）
313,255 冊

（目録情報管理係）
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書誌ユーティリティ課題検討プロジェクトの報告

「平成 16 年度第 1 回国公私立大学図書館協力委員会常任幹事会と国立情報学研究所の業務連絡
会」において，「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト」が設置されました。
本プロジェクトでは，NACSIS-CAT/ILL の課題について調査・検討を行い，平成 17 年 4 月の
中間報告に続き，平成 17 年 10 月に最終報告をまとめました。
各報告書の全文とこれまでの経緯は，以下の URL に掲載しています。

URL：http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_info_kadaiPT.html
（目録情報管理係）
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「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト」に対する
「NII アクションプラン」の実施状況について

本研究所では，平成 17 年４月に発表された「書誌ユーティリティ課題検討プロジェクト」中間
報告「6. 現状課題低減化のための応急策検討の提案」で提案された 6 項目に対して，「NII アク
ションプラン」を策定しました。（「同プロジェクト」最終報告「4-3

NII における対応」参照）

アクションプランの平成 18 年 3 月末現在の実施状況について御報告します。なお，平成 17 年度
に未着手のプランは，平成 18 年度にて行う予定です。
(1) 「目録所在情報サービスを対象とする講習会等に関する検討ワーキング・グループ」の設置
＜概要＞
現行の CAT/ILL の講習会・研修の内容と実施方法を見直し・強化するとともに，データ作成
者（外注業者等も含む）に対して資格・認定を与えて品質を維持する制度を検討することを目
的として，本研究所の図書館情報委員会の下に設置しました。
＜委員及び任期＞
委員は，大学図書館及び本研究所の職員 9 名により構成されています。
任期は平成 17 年 12 月～平成 19 年 3 月の 1 年 4 ヶ月で，平成 17 年度は 6 回の会合を開催し
ました。事務局は，企画調整課研修係です。
委員名簿
任期：平成 17 年 12 月‐平成 19 年 3 月
氏 名

所属・職名

早瀬

均

名古屋大学附属図書館事務部長（主査）

片山

俊治

広島大学図書館部学術情報マネジメントグループ課長（副主査）

横井

有紀

釧路工業高等専門学校庶務課情報資料係長

米澤

誠

東北大学附属図書館工学分館管理係長

澤村

裕

関西学院大学図書館運営課主任

藤田

儒聖

島根県立大学メディアセンター司書

矢崎

美香

九州共立大学附属図書館業務課主査

相原

雪乃

国立情報学研究所開発・事業部企画調整課課長補佐

茂出木理子

国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課課長補佐
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＜検討状況＞
平成 18 年度実施の講習会に取り入れるべき改善点の検討（到達度確認テスト），及び平成 18
年度に継続検討する課題とその枠組みについての検討（海外書誌ユーティリティとの比較，
e-Learning の活用，地域活動との連携，資格認定制度，目録担当者のコンピテンシー）を行い
ました。
平成 17 年度の検討結果は「目録所在情報サービスを対象とする講習会等に関する検討ワーキ
ング・グループ中間報告書」にまとめ，次の URL にて公開しています。
また，国公私立大学図書館協力委員会を通じて，各大学図書館に配布の予定です。
・目録所在情報サービスを対象とする講習会等に関する検討ワーキング・グループ中間報告書

URL :http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_info_WG_edu.html
(2) 「NACSIS-CAT レコード調整方式検討ワーキング・グループ」の設置
＜概要＞
現行の NACSIS-CAT 図書レコード調整方式を見直し，新しいレコード調整方式を検討する
ことを目的として，(1)と同じく本研究所の図書館情報委員会の下に設置しました。
＜委員及び任期＞
委員は，大学図書館のレコード調整担当者 10 名及び本研究所の職員 2 名により構成されてい
ます。任期は平成 17 年 10 月～平成 18 年 3 月の 6 ヶ月間で，3 回の会合を開催しました。事
務局は，コンテンツ課目録情報管理係です。
委員名簿
任期：平成 17 年 10 月‐平成 18 年 3 月

氏 名
田中 道子
吉田左貴子
赤井 規晃
田中由紀子
芳鐘 文子
田村 俊明
土居 純子
木下 祐子
古川 千佳
磯野
肇
茂出木理子
岡田智佳子

所 属・職 名
北海道大学附属図書館情報システム課図書館専門員
東京大学附属図書館情報管理課目録情報係長
京都大学附属図書館情報管理課資料管理係
九州大学附属図書館コンテンツ整備課電子化係長
一橋大学学術・図書部学術情報課図書情報係長
大阪市立大学学術情報総合センター図書情報課
同志社大学総合情報センター学術情報課資料管理係
立命館大学図書館サービス課課長補佐
佛教大学図書館専門員
奈良大学図書館主任
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課課長補佐
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課目録情報管理係長
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＜検討状況＞
図書レコード調整方式の問題点について検討し，総合目録データベースの品質管理・維持の
ためには，書誌レコード作成時の質を向上させることに加え，レコード調整作業自体は必要な
ものであることを再確認しました。
その上で，調整に係る事務作業効率化を図るための応急的な対応策（①レコード調整に関わ
る書誌項目の見直し②レコード調整結果等を注記に記入③レコード調整連絡標準書式の提示④
所蔵館連絡を全て NII で代行する）を検討しました。
検討結果は「NACSIS-CAT レコード調整方式検討ワーキング・グループ報告書」にまとめ，
次の URL にて公開しています。
また，国公私立大学図書館協力委員会を通じて，各大学図書館に配布の予定です。
・NACSIS-CAT レコード調整方式検討ワーキング・グループ報告書

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_info_WG_record.html
(3) 全国雑誌所蔵データ更新作業の実施
従来の「学術雑誌総合目録」に代わるものとして，「全国雑誌所蔵データ更新作業」を開始
しました。
＜スケジュール＞
平成 18 年 1 月

予備調査アンケートの実施

平成 18 年 3 月～4 月

更新作業用資料の送付

平成 18 年 4 月 1 日

更新作業：基準日

～平成 18 年 9 月頃

作業期間

平成 18 年 10 月～

更新作業のとりまとめ・未更新館への連絡等

本作業については，以下の URL でもお知らせしています。

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_info_sholdupdate.html
(4) 平成 16 年度 NACSIS-CAT/ILL 業務分析表の送付
平成 17 年 11 月 21 日に，NACSIS-CAT/ILL 参加図書館（機関単位）に「平成 16 年度
NACSIS-CAT/ILL 業務分析表」を送付しました。
詳しくは，以下の URL にて紹介しています。今後も毎年度引き続き送付する予定です。

URL :http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_info_bunseki2005.html
（目録情報管理係）
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図書所蔵レコード 8,000 万件突破！

平成 17 年 10 月 19 日に，総合目録データベース図書所蔵レコードの登録件数が 8,000 万件を
突破しました。
なお，8,000 万件目は，大阪大学附属図書館吹田分館（FA002870）作成の所蔵レコードで，レ
コード ID は CC0869758774 でした。
件数

達成日

登録開始からの年月

1000 万件単位

8,000 万件

平成 17 年 （2005 年）10 月 19 日

20 年 4 ヶ月で達成

1 年 11 ヶ月で達成

7,000 万件

平成 15 年 （2003 年）12 月 2 日

18 年 5 ヶ月で達成

1 年 7 ヶ月で達成

6,000 万件

平成 14 年 （2002 年）

5 月 13 日

16 年 10 ヶ月で達成

1 年 5 ヶ月で達成

5,000 万件

平成 12 年 （2000 年） 12 月 5 日

15 年 5 ヶ月で達成

1 年 5 ヶ月で達成

4,000 万件

平成 11 年 （1999 年）

6 月 28 日

13 年 11 ヶ月で達成

1 年 7 ヶ月で達成

3,000 万件

平成 9 年 （1997 年） 11 月 28 日

12 年 4 ヶ月で達成

1 年 11 ヶ月で達成

2,000 万件

平成 7 年 （1995 年） 12 月 1 日

10 年 5 ヶ月で達成

2 年 7 ヶ月で達成

1,000 万件

平成 5 年 （1993 年）

7 年 9 ヶ月で達成

7 年 9 ヶ月で達成

4 月 27 日

（目録情報管理係）
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ISBN13 桁化への NACSIS-CAT/ILL の対応について

本誌 16 号でお知らせしたとおり，ISBN（国際標準図書番号）が従来の 10 桁から 13 桁へと
改定されることになりました。
NACSIS-CAT における ISBN13 桁化への対応は，以下のとおりです。
＜ISBN13 桁化の状況＞
海外の出版物については，既に 13 桁 ISBN を持つものが流通しています。
日本国内の出版物については，原則として併存期間は設けず，平成 19 年 1 月 1 日をもって，
13 桁 ISBN に完全移行する方針が発表されていますので，
平成 18 年 3 月現在，まだ 13 桁 ISBN
を持つものは現れていません。
なお，ISBN13 桁化の概要・改定スケジュール等に関しては，「日本図書コード管理センター」
（http://www.isbn-center.jp/）のホームページ等を参照してください。
＜NACSIS-CAT での対応＞
実際に，既存の刊行物全てに新 13 桁 ISBN が付与されるまでには相当の期間が必要と思われ
ます。また，同一資料であっても，図書館等にて受け入れた時期によっては，13 桁 ISBN が表
示されているものと 10 桁 ISBN が表示されているもの，両方が存在することが予想されます。
そのため，NACSIS-CAT では，10 桁/13 桁両方の ISBN に対応するために，次の改造を行う
ことにしました。運用開始は，平成 18 年 8 月頃を予定しています。
（ポイント）
・

ISBN フィールドへの 13 桁 ISBN(「978」又は「979」で始まる ISBN)の入力を可能に
します。

・

NACSIS-CAT のデータベース内では，10 桁/13 桁新旧両方の検索用インデクスを作成し
ます。

・

検索の際には，10 桁/13 桁新旧の ISBN の種類を意識せずに，ISBN の同一番号体系（同
一出版者・番号）を持つ書誌レコードの検索を可能にします。

＜データ入力時の注意点＞
・

NACSIS-CAT/ILL ISBN13 桁化運用開始まで
10 桁 ISBN

=>

ISBN フィールドへ

13 桁 ISBN

=>

XISBN フィールドへ
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・

ISBN13 桁化対応以後
13 桁・10 桁 ISBN のいずれかのみ
=>

ISBN フィールドへ

13 桁・10 桁双方の ISBN がある（10 桁 ISBN が ISBN フィールドに入力済の場合も含
む）
＝13 桁 ISBN を最新 ISBN とみなす
13 桁 ISBN

=> ISBN フィールドへ

10 桁 ISBN

=>

XISBN フィールドへ それぞれ入力してください。

（システム改造）
具体的には次のシステム改造を行います。
※C/D･･･チェックディジット検算
ﾌｨｰﾙﾄﾞ名

ﾃﾞｰﾀ
登録時

検索用
ｲﾝﾃﾞｸｽ
作成時

ISBN

ISBNKEY

現状（10 桁 ISBN のみ対応）

改造(10 桁/13 桁 ISBN 対応）

（a）10 桁 ISBN
（b)「978」で始まる 13 桁 ISBN
10 桁の正しい ISBN のみ入力
（c)「979」で始まる 13 桁 ISBN
可能(C/D あり)
の 3 種類の正しい ISBN の入力が可能（C/D
あり）
(1)記録されている ISBN の種類によってそれぞれ
次の処理を行い，常に 10 桁及び 13 桁の両
ISBN 用の ISBN 検索用インデクス
（ISBNKEY)を作成する。
(1)ISBN または XISBN
フィールドに記録されて
いる ISBN のみインデク
ス化

(a)10 桁 ISBN の場合
→10 桁 ISBN に加え，「978」「979」で始ま
る 13 桁 ISBN2 種類を作成する。
(b)「978」で始まる 13 桁 ISBN
→「978」で始まる 13 桁 ISBN に加え，10 桁
ISBN を作成する。
(c)「979」で始まる 13 桁 ISBN
→「979」で始まる 13 桁 ISBN のみ作成する。

(2)フィールド繰返し数：255 (2)フィールドの繰返し数の変更：「765」へ変更
検索時

ISBN

入力した番号の検索のみ可能
(10 桁なら 10 桁のみ，13 桁
なら 13 桁のみ）

10 桁/13 桁 ISBN の種類に関わらず，同一出版者
の同一番号を持つ資料（書誌レコード）の検索が
可能

＜Webcat Plus・Webcat での対応＞
NACSIS-CAT と同じく，Webcat Plus 及び Webcat においても，10 桁/13 桁の新旧 ISBN を
意識せずに検索が行えるよう，ISBN13 桁化への対応を行います。
なお，本件については，次の URL でも説明しています。

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/system_isbn13.html
（目録情報管理係）
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NACSIS-CAT/ILL システムの改造について

NACSIS-CAT/ILL システムの改造についてお知らせします。
(1)

目録システム（NACSIS-CAT）

【ISBN13 桁化対応関連】
本号記事（「ISBN13 桁化への NACSIS-CAT/ILL の対応について」）のとおり，改造を実施しま
す。運用開始は，平成 18 年 8 月頃を予定しています。
・

ISBN フィールドの定義変更
（13 桁 ISBN の入力が可能になります）

・

ISBNKEY フィールドの定義変更
（インデクス作成仕様及びフィールド繰返し数の変更）

【多言語対応関連】
タイ語及びデーヴァナーガリー文字資料の運用にあわせ，下記のとおり改造を実施します。
（本
号付録 3.1～3.3 参照）
運用開始は，平成 18 年 6 月頃を予定しています。
・

検索用インデクス作成のためのデリミタ定義の追加
（詳細は，付録 3.1「デリミタ定義の追加」を参照）

・

検索用インデクス作成時の正規化定義の追加
（詳細は，付録 3.2「検索キーの正規化の追加」を参照）

・

包摂文字定義の追加
（詳細は，付録 3.3「包摂文字定義の追加」を参照）

【正規化テーブル更新関連】
文字正規化処理において，カタカナの大文字定義に以下を追加します。
運用開始は，平成 18 年 6 月頃を予定しています。
・

「ヵ」→「カ」

・

「ヶ」→「ケ」
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(2)

ILL システム（NACSIS-ILL）

【ILL 更新定義変更】
平成 18 年 2 月 2 日に，以下のとおり ILL システムの変更を行ないました。
・COPYA（ILL 複写受付カレント）

ADATE（受付日）

・LOANA（ILL 貸借受付カレント）

ADATE（受付日）

変更内容：
PARDON：
「処理中」→「新着照会」

変更前

変更後

「E」（サーバ削除）

「X」（送信データは無視）
（目録情報管理係）
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ドイツ HBZ との目録システム間リンク開始予定について

本誌 15 号でお知らせのとおり，ドイツ国内の書誌ユーティリティの一つである HBZ
（Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen: ノルトライン－ヴェスト
ファーレン州大学図書館センター）との覚書交換に基づき，平成 17 年度に NACSIS-CAT と
HBZ-Verbundkatalog との目録システム間リンクの開発を行いました。
利用可能なデータベース名及びその参照ファイル名は次のとおりです。
参照ファイル名：HBZBKS
HBZ データベース名：HBZ01
内容：図書目録のデータ
HBZ のデータベースから流用入力する場合，SOURCE フィールド（元レコード種類）には，
必ず”HBZ”と指定するようにしてください。
SEARCH メソッドのリクエスト時に検索語を指定できるフィールドは，図書書誌レコード検索
定義フィールドに含まれる以下の 8 フィールドに限定されます。
フィールド名

名称

対応する Z39.50 サーバの USE 属性値

TITLEKEY

TITLEKEY

Use1=4(Title)

ISBNKEY

ISBNA

Use1=7(ISBN)

ISSNKEY

ISSNA

Use1=8(ISSN)

SHKEY

SHKEY

Use1=21(Subject heading)

YEARKEY

YEARA

Use1=31(Date of publication)

LANGKEY

LANG

Use1=54(Code-language)

AUTHKEY

AUTHKEY

Use1=1003(Author)

PUBLKEY

PBLCKEY

Use1=1018(Publisher)

HBZ への目録システム間リンクのサービスは，平成 18 年 6 月に開始予定です。
（目録情報管理係）

19

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター17 号 (2006.3.31)

全国漢籍データベース（京都大学人文科学研究所附属漢字情報センター）
と総合目録データベースとのリンクについて

平成 18 年度に，全国漢籍データベース（京都大学人文科学研究所附属漢字情報センター所蔵
分）の書誌及び所蔵データを，RECON ファイルに追加する予定です。これにより，｢NACSIS
Webcat｣及び「Webcat Plus」と全国漢籍データベースとの相互リンクを実現します。
（目録情報管理係）

NACSIS-CAT/ILL サービス時間変更のお知らせ

1. 業務用 CAT/ILL サービス時間の延長
平成 18 年 4 月より，木曜日の業務用 CAT/ILL システムサービス時間を延長しました。
木曜日のサービス時間は，以下のようになります。
変更前：9:00-18:00
変更後：9:00-20:00
なお，木曜夜の海外向け運用につきましては，これまでどおり休止いたします。
2. 検索専用サービス時間の延長
平成 18 年 2 月より，日曜日の検索専用サービス時間を延長しました。
サービスの休止時間は，以下のようになります。
変更前：日曜日 0:00-23:00
変更後：日曜日 0:00-8:00
3. Webcat データ更新日時の変更
平成 17 年 4 月より，データ更新日時を以下のように変更しました。
更新データ取得日時
変更前：毎週木曜日の業務終了時
変更後：毎週土曜日の業務終了時
Webcat への更新データ反映日時には変更はありません。（翌日曜日）
なお，Webcat Plus のデータ更新日時には変更はありません。（毎週金曜日の業務終了時の
データを翌日曜日に反映）
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＜業務用 CAT/ILL サービス時間＞
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8:00
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24:00

月
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水
▲
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業務用
CAT/ILL
延長分
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●
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日
※Webcat 更新データ取得日時 ▲→●
※業務用 CAT/ILL サービス時間
＜検索専用サービス時間＞
0:00

8:00

23:00 24:00

月
火
水
木
金
土
日

検索専用サービス
休止時間

検索専用サービス延長分

※検索専用サービス時間
（目録情報管理係）
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検索専用 CATP サーバ利用ガイドラインの改訂について

「検索専用 CATP サーバ利用ガイドライン」を平成 18 年 3 月に改訂しました。
改訂内容は以下のとおりです。
・「2．サービス時間」の延長
システムメンテナンス時間を（毎日曜日 0 時～23 時）から（毎日曜日 0 時～8 時）に短縮
しました。
・「3．検索対象ファイル」の追加
参加組織ファイル(MEMBER)の以下のフィールドを公開対象として追加しました。
・ID（参加組織レコード ID）
・NAME（参加組織名称）
・RYAKU（参加組織略称）
・ZIP（郵便番号）
・ADDRESS（住所）
・TEL（電話番号）
・FAX（FAX 番号）
・POLICY（レンディングポリシー）のうち「WEBPOLICY:」の項目
・「4．利用上の留意事項」の追加
項番 4 として，以下の項目を追加しました。
4． 公開する検索対象ファイル（参加組織ファイルについては規定のフィールドのみ）以
外は利用しないこと。特に参加組織ファイルの規定以外のフィールドについては，
NACSIS-CAT/ILL ユーザ内での業務連絡を目的に記入されているため，一般ユーザ
への公開は禁止する。
ガイドラインの全文は，以下の URL にて紹介しています。

URL: http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/system_kensaku.html
（目録情報管理係）
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DN/MARC の更新について

DN/MARC の追加更新作業が遅延しておりましたが，平成 17 年 10 月 18 日に解消し，現在は
順調に週次で更新を行っています。長期間にわたり，御不便をおかけして申し訳ありませんでし
た。
また，更新作業の再開にあわせて，以下の変更も行いました。
・分類の種類コード：「SG86」から「SG」に修正
・件名の種類コード：「RWSK」から「DDB」または「SWD」（いずれもドイツ国立図書館の
件名標目表）に修正
本号付録のコーディングマニュアル付録 1.5 にも掲載しています。
（目録情報管理係）
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タイ語等資料の取扱い及び解説（案）・
「コーディングマニュアル（案）」の公開

本研究所では，平成 17 年度に「タイ語等資料の取扱いに関する検討会議」を設置し，具体的
な取り扱いについての検討を行い「タイ語等資料の取扱い(案)」及び「コーディングマニュアル
(案)」をまとめました。下記 URL にて公開していますので，御意見をお寄せください。

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_thai_an.html
委員は，タイ語等資料を多く所蔵している参加組織の教職員及び国立情報学研究所目録担当者
から構成されています。任期は，平成 17 年 10 月～平成 18 年 3 月の 6 ヶ月で，2 回の会合を開
催しました。
委員名簿
任期：平成 17 年 10 月‐平成 18 年 3 月

氏 名
藁谷美枝子
加藤さつき
山田
穣
大和加寿子
柴山
守
北村 由美
森垣 啓土
石井美千子
茂出木理子
岡田智佳子

所 属・職 名
東京大学東洋文化研究所図書室
東京大学情報基盤センター図書館情報係
東京外国語大学附属図書館情報図書館課図書情報係長
東京外国語大学附属図書館情報図書館課図書情報係
京都大学東南アジア研究所地域研究情報ネットワーク部教授
京都大学東南アジア研究所図書室長助手
大阪外国語大学附属図書館管理部門係長
アジア経済研究所図書館資料整理課長
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課課長補佐
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課目録情報管理係長
（目録情報管理係）

展覧会カタログ等資料の取扱い及び解説（案）・
「コーディングマニュアル（案）」の公開

本研究所では，かねてから要望の高かった NACSIS-CAT における展覧会カタログ等資料の
取扱いについて，平成 17 年度に「展覧会カタログ等の取扱いに関する検討会議」を設置し，検
討を行い，「展覧会カタログ等資料の取扱い(案)」及び「コーディングマニュアル(案)」をまと
めました。下記 URL にて公開していますので，御意見をお寄せください。

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/ncat_exihibition_an.html
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委員は，展覧会カタログを多数所蔵している図書館及び美術館の担当者及び国立情報学研
究所目録担当者から構成されています。任期は，平成 17 年 10 月～平成 18 年 3 月の 6 ヶ月
で，3 回の会合を開催しました。
委員名簿
任期：平成 17 年 10 月‐平成 18 年 3 月

氏 名

所 属・職 名

篠塚富士男

筑波大学附属図書館情報管理課課長補佐

島

東京芸術大学附属図書館図書情報係長

恵子

樋下由美子

女子美術大学相模原図書館相模原図書情報センター

水谷

長志

東京国立近代美術館企画課アートライブラリー主任研究官

川口

雅子

国立西洋美術館学芸課情報資料室

茂出木理子

国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課課長補佐
（目録情報管理係）

平成 17 年度レコード調整の送付について

平成 17 年度レコード調整連絡を，平成 18 年 2 月 17 日付でお送りしました。
対象データは平成 17 年 3 月から平成 17 年 12 月までの処理分です。
・送付先：参加館 1,472 館
・レコード調整数：4,034 件（関係所蔵レコード総数 76,368 件）
同封の別紙「レコード調整表の見方と作業手順」を参照の上，各館にて必要な作業をお願いし
ます。
（目録情報管理係）
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雑誌書誌レコードタイトル変遷における
「軽微な変化（マイナーチェンジ）」への対応について

2002 年に国際標準書誌記述（以下，ISBD）が改訂され，逐次刊行物のタイトル等の変化に
おいて，新規書誌レコード作成をしない「軽微な変化（マイナーチェンジ）」の適用範囲を拡大
し，また「疑わしい場合は軽微な変化とみなす」ことでタイトル変遷による新規書誌レコード
作成を抑制する方向性が提示されました。
ISBD の方向性に準じる形で，2002 年に英米目録規則第 2 版（以下，AACR2)の改訂が行わ
れ，また 2005 年 8 月に「日本目録規則 1987 年版改訂 2 版追加及び修正第 13 章継続資料（旧
第 13 章逐次刊行物 改訂版）」が刊行されました。
国立情報学研究所では，平成 16 年度より「継続資料の取扱いに関する小委員会」を設置し，
同小委員会は NCR87R 及び AACR2 の改訂に伴う逐次刊行物タイトル変遷（軽微な変化）の総
合目録データベースへの導入・適用について，基本方針を下記のとおりとしました。
基本方針
和雑誌のタイトル変遷の基準は，NCR87R 第 13 章改訂版に準拠し，軽微な変化は変遷
とせず同一レコードとして扱う。
洋雑誌のタイトル変遷の基準は，AACR2 2002 年版に準拠し，軽微な変化は変遷とせず
同一レコードとして扱う。
軽微な変化は原則として遡及的には適用しない。既存の書誌レコードに対する遡及的な
統合や，変遷マップの遡及的変更は実施しない。
適用開始時期は，コーディングマニュアル 6 章和雑誌書誌レコード，7 章洋雑誌書誌レ
コードの改訂とあわせ，平成 18 年 4 月とする。
雑誌タイトル変遷における「軽微な変化」に関連する具体的な書誌レコードの記述について
は，本号付録のコーディングマニュアル 6 章，7 章を御覧ください。
（目録情報管理係）
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継続資料の取扱いに関する小委員会の検討状況について

1．概要
継続資料の取扱いに関する小委員会は，平成 16 年度に引き続き，平成 17 年度は計 4 回（5
月，10 月，1 月，3 月）開催しました。
この小委員会では，平成 17 年 8 月に刊行された「日本目録規則 1987 年版改訂 2 版追加及
び修正第 13 章継続資料（旧第 13 章逐次刊行物

改訂版）」への対応を中心として，

NACSIS-CAT における雑誌等の逐次刊行物と，ルーズリーフ資料等の更新資料の書誌レコー
ドの取扱いについて検討しました。
2．逐次刊行資料の取扱いに関する検討の成果
逐次刊行資料の取扱いについては，タイトル変遷における「軽微な変化（マイナーチェン
ジ）」適用の基本方針を定め，コーディングマニュアル「6 章和雑誌書誌レコード」
，「7 章洋
雑誌書誌レコード」の各章全体に対して「軽微な変化（マイナーチェンジ）」の導入に関連す
る改訂を行いました。
本号付録として，コーディングマニュアル 6 章，7 章を公開しますので，今後はこれに基
づいて雑誌の書誌登録を行ってください。
3．更新資料の取扱いに関する検討の成果
更新資料の取扱いにおいては，コーディングマニュアル「2.0.6 ルーズリーフ資料（和図
書）」
，
「4.0.6 ルーズリーフ資料（洋図書）」に対し，それぞれ項目名を「更新資料」と改め，
記述対象を従来のルーズリーフ資料から，差替え式の CD-ROM のような更新資料にも拡大
しました。
また，「英米目録規則第 2 版 2002 年版」，「日本目録規則 1987 年版改訂 2 版追加及び修正
第 13 章継続資料（旧第 13 章逐次刊行物

改訂版）」において，更新資料が継続資料の一部

と位置づけられたことに関連し，目録規則に準拠する形で各項目の改訂を行いました。本号
付録としてコーディングマニュアル 2.0.6，4.0.6 を公開しますので,今後はこれに基づいて更
新資料の書誌登録を行ってください。
なお，付録のコーディングマニュアルでは平成 18 年 6 月の日本目録規則 1987 年版改訂 3
版の刊行予定を受け，準拠する目録規則についての記述を「日本目録規 1987 年版改訂 3 版」
（NCR87R3）に先行して統一していますので御了承ください。
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委員名簿
任期：平成 16 年 11 月‐平成 18 年 3 月
氏 名
神門
伴

典子
徹

所属・職名
国立情報学研究所教授（主査）
埼玉大学研究協力部情報基盤課専門職員

風巻

利夫

東京大学附属図書館情報管理課専門員

平田

義郎

横浜国立大学附属図書館情報サービス課雑誌管理係

渡邊

隆弘

神戸大学附属図書館情報サービス課情報リテラシー係長

山崎

薫

慶應義塾大学メディアセンター本部雑誌担当

尾城 孝一
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課長
（平成 17 年度）
茂出木理子

国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課課長補佐

鵜澤 和往
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課目録情報管理係長
（平成 16 年度）
岡田智佳子
国立情報学研究所開発・事業部コンテンツ課目録情報管理係長
（平成 17 年度）

（目録情報管理係）
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グローバル ILL 利用状況について

平成 18 年 2 月末現在の利用状況は以下のとおりです。
（１）日米 ILL/DD
平成 16 年度
参加組織数
複写依頼件数
貸借依頼件数
合
計

日本
104
1,074
284
1,358

米国
48
552
158
710

平成 17 年度（平成 18 年 2 月末現在）
参加組織数
複写依頼件数
貸借依頼件数
合
計

日本
125
543
142
685

米国
50
442
144
586

※OCLC システム障害のため，一時運用停止（平成 17 年 6 月～11 月）

（２）日韓 ILL/DD（暫定運用）
平成 16 年度
参加組織数
複写依頼件数
合
計

日本
83
49
49

韓国
226
366
366

※運用開始は，平成 17 年 11 月
平成 17 年度（平成 18 年 2 月末現在）
参加組織数
複写依頼件数
合
計

日本
89
97
97

韓国
226
957
957

サービスへの参加は随時受け付けています。お申込みについては以下の URL を御参照くださ
い。

URL : http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/nill_info_globalil.html
（学術情報サービス係）
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ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告
（平成 17 年度第 1 四半期～第 3 四半期）

ILL 文献複写等料金相殺サービスの処理状況は，以下のとおりです。
平成 17 年度第 1 四半期（平成 17 年 4 月～6 月）
・利用機関数：606（※ 債務，債権ともに発生しなかった機関は 0 機関）
・処理対象 ILL レコード件数：269,415
対債務機関
419
28,275,597

187
▲ 24,431,520

25,642,257
2,633,400
▲ 60
-----

▲ 25,642,257
1,178,100
▲5
30,543
2,099

機関数
NII の請求額/支払額
内訳

相殺金額
運営費（税込）
前期債権繰越額
振込手数料
次期繰越分

対債権機関

平成 17 年度第 2 四半期（平成 17 年 7 月～9 月）
・利用機関数：630（※ 債務，債権ともに発生しなかった機関は 3 機関）
・処理対象 ILL レコード件数：256,333
対債務機関
395
25,638,831

232
▲ 25,499,361

25,550,985
89,775
▲1,929
-----

▲ 25,550,985
9,450
▲ 170
37,263
5,081

機関数
NII の請求額/支払額
内訳

相殺金額
運営費（税込）
前期債権繰越額
振込手数料
次期繰越分

対債権機関

平成 17 年度第 3 四半期（平成 17 年 10 月～12 月）
・利用機関数：640（※ 債務，債権ともに発生しなかった機関は 2 機関）
・処理対象 ILL レコード件数：283,783
対債務機関
390
28,242,245

248
▲ 28,162,971

28,225,652
18,900
▲ 2,307
-----

▲ 28,225,652
22,050
▲ 2,774
40,428
2,977

機関数
NII の請求額/支払額
内訳

相殺金額
運営費（税込）
前期債権繰越額
振込手数料
次期繰越分

対債権機関

（学術情報サービス係）
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ILL 文献複写等料金相殺サービスの各種申請手続きについて

平成 17 年 10 月より，以下の手続きが WWW 上で行えるよう機能を追加しました。
・利用申請（新規，変更，中止）
・利用申請書出力（PDF ファイル）
・残高確認書出力依頼
以下の案内 URL を参照して御利用ください。

http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/nill_info_sousai_shinsei.html
（学術情報サービス係）

NACSIS-ILL 参照ファイル（OCLC）導入の状況について

本誌 16 号で，米国 OCLC データベースの NACSIS-ILL への導入予定時期を平成 17 年 4 月と
お知らせしていましたが，所蔵データ反映処理の不具合対策のため，導入を延期しています。
対策が完了しだいあらためて御案内しますので，もうしばらくお待ちくださるようお願いしま
す。
（学術情報サービス係）
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平成 17 年度総合目録データベース実務研修実施報告

平成 17 年度総合目録データベース実務研修を実施し，16 名の研修員が課程を修了されました。
この研修は，目録所在情報サービス参加機関において中核的な役割を担う人材の養成を目的とし
ており，今年度は 16 年度に引き続き，「目録所在情報サービスの品質管理（向上）」をテーマとし
て実施しました。
研修員の方々は，2 週間にわたる期間中，目録所在情報サービスに関連する講義・演習や目録
システム講習会の一部模擬講習を受け，他機関の見学，グループごとの共同演習・発表等を行い
ました。
研修のカリキュラムや研修員成果物等は次の URL で公開しています。

URL:http://www.nii.ac.jp/hrd/
研修を修了された方々の御名前・御所属と実施日は，次のとおりです。
実施日：
平成 17 年 10 月 17 日（月）～10 月 28 日（金）

氏 名
磯野
肇
伊藤 朋子
上田 公一
河谷 宗徳
小山 信弥
澤田 明美
三瓶由紀子
津久井祐子
中村
健
中本 悦子
平林
藤原
宮崎
三輪
森
山崎

昇
奏子
知子
忠義
由香
月子

所 属
奈良大学
明治大学
東京大学
三重大学
関東学院大学
農林水産技術会議事務局
筑波事務所
北海道大学
東京工業大学
大阪市立大学
北陸先端科学技術大学院
大学
長崎大学
大阪教育大学
鳥取大学
東京大学
名古屋大学
島根大学
（研修係）
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会議開催報告（平成 17 年 4 月～平成 18 年 3 月）

●国立情報学研究所図書館情報委員会
委員名簿
任期：平成 16 年 7 月 1 日‐平成 18 年 3 月 31 日
倉田
村上
宇陀
高田
重城
山口
笹川
三輪
加藤
平尾
中元
髙橋
矢崎

氏名
敬子
泰子
則彦
時雄
忠純
和人
郁夫
道夫
好郎（平成 16 年度）
行藏（平成 17 年度）
誠
達（平成 16 年度）
善朗（平成 17 年度）

委員長
宮澤

彰

神門
影浦

典子
峡

東倉
安達
小西

所属・職名
慶應義塾大学文学部教授
梅花女子大学文化表現学部情報メディア学科助教授
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科助教授
京都大学人文科学研究所教授
アジア経済研究所図書館長
国立国会図書館総務部企画・協力課主任参事
東京大学附属図書館事務部長
横浜市立大学学術情報センター運営課長
慶應義塾大学メディアセンター事務長
慶應義塾大学メディアセンター本部事務長
早稲田大学図書館総務課長
東京都立中央図書館サービス部資料管理課長
東京都立中央図書館サービス部資料管理課長
国立情報学研究所教授
学術情報研究系研究主幹

国立情報学研究所教授
国立情報学研究所助教授
国立情報学研究所教授
洋一（平成 16 年度）
開発・事業部長
淳（平成 17 年度）
和信

国立情報学研究所教授
開発・事業部長
国立情報学研究所開発・事業部次長

平成 17 年度第 1 回
[日時] 平成 17 年 12 月 13 日（火）13:00-15:00
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム

[議事]
1. 平成 16 年度第 3 回図書館情報委員会議事要旨（案）確認
2. 書誌ユーティリティ課題検討プロジェクトについて
3. 遡及入力事業について
4. 継続資料の取扱いに関する小委員会の審議状況について
5. 外部システムとの連携状況について
6. 最先端学術情報基盤の構築推進委託事業（機関リポジトリ構築・連携）について
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平成 17 年度第 2 回
[日時] 平成 18 年 3 月 13 日（月）10:00-11:40
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム

[議事]
1. 平成 17 年度第 1 回図書館情報委員会議事要旨（案）確認
2. 平成 17 年度遡及入力事業報告及び平成 18 年度遡及入力事業計画（案）について
3. 継続資料の取扱いに関する小委員会の審議状況について
4. ワーキング・グループの検討状況について
5. NACSIS-CAT に関する各種検討会議審議状況について
6. NACSIS-CAT と全国漢籍データベース協議会との連携について
7. 平成 18 年度研修事業計画について
8. 機関リポジトリ構築・連携事業の進捗について

●継続資料の取扱いに関する小委員会
平成 17 年度第 1 回
[日時] 平成 17 年 5 月 19 日（木）13:30-15:30
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム１

[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. NACSIS-CAT における継続資料におけるマイナーチェンジの取扱いについて
3. NACSIS-CAT レコードの遡及的修正について
4. その他

平成 17 年度第 2 回
[日時] 平成 17 年 10 月 27 日（木）10:00-12:00
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム 2

[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. NACSIS-CAT における更新資料の取扱いについて
3. 継続資料における「マイナーチェンジ」の NACSIS-CAT への適用手順について
4. その他
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平成 17 年度第 3 回
[日時] 平成 18 年 1 月 17 日（火）13:30-15:30
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム１

[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. NACSIS-CAT における更新資料の取扱いについて
3. その他
平成 17 年度第 4 回
[日時] 平成 18 年 3 月 22 日（水）10:00-12:00
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム１

[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. コーディングマニュアル 2.0.6，4.0.6，6 章，7 章の改訂について
3. タイトル変遷における「軽微な変化」の運用上の懸案について
4. 電子ジャーナルの取扱いに関する意見交換
5. その他

●タイ語等資料の取扱いに関する検討会議
第1回
[日時] 平成 17 年 10 月 11 日（火）13:00-15:30
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム 1

[議事]
1. タイ語等資料の取扱いの方向性について
2. 今後の検討スケジュールについて
3. その他

第2回
[日時] 平成 18 年 1 月 20 日（金）13:30-15:30
[場所] 国立情報学研究所

20 階ミーティングルーム 1

[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. タイ語文献目録入力支援システムについて
3. タイ語資料の取扱い・コーディングマニュアル（案）について
4. デーヴァナーガリー文字資料の取扱い・コーディングマニュアル（案）について
5. その他
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●展覧会図録等資料の取扱いに関する検討会議
第1回
[日時] 平成 17 年 11 月 29 日（火）14：00-16：00
[場所] 国立情報学研究所 20 階ミーティングルーム 1
[議事]
1. 展覧会図録等資料の取扱いの方向性について
2. 検討スケジュールについて
3. その他

第2回
[日時] 平成 18 年 2 月 10 日（金）10:00-12:00
[場所] 国立情報学研究所 19 階プレゼンテーション室
[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. 展覧会図録等資料の取扱い解説，及びコーディングマニュアルの作成に
ついて
3. その他

第3回
[日時] 平成 18 年 3 月 2 日（木）10:00-12:00
[場所] 国立情報学研究所 19 階プレゼンテーション室
[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. 展覧会カタログに関する取扱い及び解説について
3. その他

●平成 17 年度遡及入力事業自動登録実証実験結果報告会議
[日時] 平成 18 年 3 月 6 日（月）10:00-12:30
[場所] 国立情報学研究所

20 階 講義室 2

[議事]
1. 各機関からの実施報告
2. 意見交換
3. その他
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●目録所在情報サービスを対象とする講習会等に関する検討ワーキング・グループ
第1回
[日時] 平成 17 年 12 月 7 日（水）15:00-18:00
[場所] 国立情報学研究所 12 階 1208 会議室
[議事]
1. WG の活動方針
2. 現状と課題
3. その他
[講義]
1. インストラクショナル・デザイン（ユニシス・ラーニング）

第2回
[日時] 平成 17 年 12 月 16 日（金）13:30-17:30
[場所] 国立情報学研究所 20 階講義室 1
[議事]
1. 現状と課題
2. その他

第3回
[日時] 平成 18 年 1 月 11 日（水）13:30-17:30
[場所] 国立情報学研究所 20 階ミーティングルーム 1，20 階講義室 2
[議事]
1. 中間報告骨子について
2. 図書レコード調整・重複書誌処理状況について
3. サブワーキング毎の検討
・平成 18 年度試行実施に向けての検討
・長期的に取り組むべき事項の検討
4. サブワーキング報告
5. コンサルタントによるコメント
6. その他
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第4回
[日時] 平成 18 年 1 月 26 日（木）13:30-17:30
[場所] 国立情報学研究所 12 階 1210 会議室，20 階研修室
[議事]
1. 実施体制の検討について
2. 国立情報学研究所事業計画（平成 17 年度・平成 18 年度）について
・業者向け講習会実施
・E-learning 教材の作成
3. サブワーキング毎の検討
・平成 18 年度試行実施に向けての検討
・長期的に取り組むべき事項の検討
4. サブワーキング報告
5. コンサルタントによるコメント
6. その他

第5回
[日時] 平成 18 年 2 月 8 日（水）13:30-18:00
[場所] 国立情報学研究所 20 階ミーティングルーム 2，20 階講義室 2
[議事]
1. 全体打合せ
2. サブワーキング毎の検討
・平成 18 年度試行実施に向けての検討
・長期的に取り組むべき事項の検討
3. サブワーキング報告
4. 中間報告書作成について
5. NACSIS-CAT レコード調整方式検討ワーキング・グループ検討状況報告
6. コンサルタントによるコメント及び RENADI デモンストレーション
7. その他

第6回
[日時] 平成 18 年 2 月 22 日（水）13:30-17:30
[場所] 国立情報学研究所 20 階ミーティングルーム 2
[議事]
1. 中間報告書（案）について
2. 到達度確認テストプロトタイプについて
3. 今後のスケジュール
4. その他
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●NACSIS-CAT レコード調整方式検討ワーキング・グループ
第1回
[日時] 平成 17 年 11 月 22 日（火）10:00-12:00
[場所] 国立情報学研究所 20 階ミーティングルーム 2
[議事]
1. 検討スケジュールについて
2. レコード調整方式の現状と課題について
3. その他

第2回
[日時] 平成 18 年 2 月 1 日（水）13:30-16:30
[場所] 国立情報学研究所 20 階 講義室 2
[議事]
1. 前回議事要旨（案）確認
2. 目録所在情報サービスを対象とする講習会等に関する検討ワーキング・グループ
の検討状況について

3. レコード調整方式の見直しについて
4. その他
第3回
[日時] 平成 18 年 3 月 1 日（水）15:00-17:00
[場所] 国立情報学研究所 20 階ミーティングルーム 1
[議事]
1. 前回議事要旨(案)確認
2. 本ワーキング・グループ報告書の方向性について
3. その他
（目録情報管理係）
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（付録 1. 1）
コーディングマニュアル 第 2 章 和図書書誌レコード 2.0.6 更新資料

コーディングマニュアル

第２章

第2章

和図書書誌レコード

和図書書誌レコード

この章では、和図書として扱うべき単行書誌単位のレコードについて、新規入力におけるデータ記入の方
法を示す。
流用入力及びレコード修正におけるデータ記入の方法のうち、それぞれの章で特に規定されていない事
項については、この章の規定に従ってデータ記入を行う。
第３章から第７章で規定する事項のうち、この章と共通するものについては、それぞれの章でさらに別
の規定が示されていない限り、この章の規定に従ってデータ記入を行う。

〔目録規則との対応関係〕
それぞれのフィールドにデータ記入を行う際に準拠すべき「日本目録規則1987年版改訂3版 第13章継続
資料」（以下 NCR87R3という）の条項番号を、以下に示す。
変更

「 ― 」は、準拠すべき条項が存在しないことを示す。
番号を丸括弧で括ってあるものは、参照すべき条項であるが、当該条項に準拠するわけではないことを
示す。
なお、準拠すべき条項であっても、「目録情報の基準」と相違する事項に関しては、「目録情報の基
準」に従うことに注意する必要がある。（⇒第 50 章、第 51 章）
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２．０．６

2.0.6

更新資料

更新資料

２．０．６Ａ〔適用範囲〕
更新により内容に追加，変更はあっても，一つの刊行物としてのまとまりが維持されている資料に適用
する。この入力基準を適用する更新資料は，加除式資料，内容更新のつど媒体（CD-ROM 等）が差し替えら
れる電子資料等である。更新されるウェブサイト等のリモートアクセス資料は対象としない。単にバイン
ダー形式で出版された資料や，バインダー等に紙片を年次（巻次）順に累積ファイルする資料は更新資料
にはあたらないのでこの入力基準の対象としない。（→2.0.6F1.1）

２．０．６Ｂ〔書誌レコードの作成基準〕
原則として，図書資料の書誌レコードの作成基準に従う。ただし，次の点に留意する。
1)

書誌レコードの記述の基盤となるのは，当該更新資料の最新状態である。刊行中の各時点におけるタ

イトル・版表示等の相違は，資料の一部の更新で生じた状態の差異であるかぎり別書誌レコード作成の
根拠としない。ただし,刊行途中で他の資料との間に派生・吸収関係が生じた場合には，最新の状態にも
とづいて書誌レコードを修正し，必要に応じて新規に書誌レコードを作成する。
2)

「版」等の表示が更新資料全体にかかっており，かつ資料の一部の更新による変化ではなく資料全体

が新たに刊行された場合，「版」等の表示の相違は別書誌レコード作成の根拠となる。
3)

出版物理単位はＶＯＬフィールドには記録しない。必要に応じて所蔵レコード上に表現する。

２．０．６Ｃ〔データ要素の情報源〕
原則として，最新状態の資料を記述の基盤とする。各データ要素の情報源は，次の優先順位とする。
（→NCR87R3 13.0.3.1)
ア）印刷形態のもの
(1) 表紙または標題紙のあるもの
①

標題紙（標題紙裏を含む），奥付，背，表紙

②

当該資料のほかの部分

③

当該資料以外の情報源

(2) 表紙および標題紙のないもの
①

題字欄等

②

当該資料のほかの部分

③

当該資料以外の情報源

イ）印刷形態以外のもの

関連する本マニュアルおよびＮＣＲ各章に規定するところによる。

ただし，以下のデータ要素については，刊行開始時の資料も情報源とする。
刊年（ＹＥＡＲ），出版・頒布等に関する事項（ＰＵＢ）のうち出版年等（ＰＵＢＤＴ），注記（ＮＯ
ＴＥ），その他のタイトル（ＶＴ），著者名リンク（ＡＬ）

２．０．６Ｄ〔データ記入及び記入例〕
原則として，NCR87R3「第 13 章 継続資料」の更新資料についての規定に従い，そこに規定がなければ図
書資料のデータ記入の方法に従う。ただし，次の点に留意する。
2006.03
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Ｄ１（出版物理単位）
Ｄ１．１

ＶＯＬ

出版物理単位はＶＯＬフィールドには記録しない。
ただし，ＩＳＢＮの説明語句をＶＯＬフィールドに記録することができる。

Ｄ１．２

ＩＳＢＮ，ＸＩＳＢＮ

刊行途中で変化があった場合は，最新のＩＳＢＮを記録する。変化前のＩＳＢＮはＸＩＳＢＮフィール
ドに記録する。

Ｄ２（番号類（ＩＳＢＮ，ＸＩＳＢＮ以外））
Ｄ２．１

ＩＳＳＮ

刊行途中で変化があった場合には，最新のＩＳＳＮを記録する。変化前のＩＳＳＮはＯＴＨＮフィール
ドに記録する。

Ｄ３（タイトル及び責任表示に関する事項
Ｄ３．１

ＴＲ）

タイトル等

刊行途中で変化があった場合は，最新のタイトル等を記録する。変化前のタイトル等はＶＴフィールド
にコードＯＨを付して記録する。また，変更の情報とともに，ＮＯＴＥフィールドにも記録する。（→
2.0.6E1）
Ｄ３．２

責任表示

刊行途中で変化があった場合は，最新の責任表示を記録する。変化前の責任表示はＮＯＴＥフィールド
に記録する。また，必要に応じてＡＬフィールドも作成する。（→2.0.6E1）

Ｄ４（版に関する事項

ＥＤ）

「版」等と表示されている場合でも，当該更新資料全体について別書誌（異版）との識別を示す「版表
示」であるかどうかは慎重に判断しなければならない。
加除紙片番号（差替のリーフナンバー）等を意味する場合は，「改版」とみなさず，記録しない。必要
に応じて，ローカルデータに記録する。
定期的な改訂，更新頻度を示す表示は，版表示として扱わない。更新頻度として注記する。（→
2.0.6D8.2）
刊行途中で版表示に変化があった場合は，最新の版表示を記録する。変化前の版表示についてはＮＯＴ
Ｅフィールドに記録する。

Ｄ５（出版・頒布等に関する事項
Ｄ５．１

ＰＵＢ）

出版地等，出版者等

刊行途中で変化があった場合は，最新の出版地等，出版者等を記録する。変化前の出版地等，出版者等
はＮＯＴＥフィールドに記録する。
2.0.6－02
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Ｄ５．２

2.0.6

更新資料

出版年等

「刊行開始年，ハイフン，刊行終了年」と記録する。刊行中は，「刊行開始年，ハイフン（－）」と記
録する。
目録対象資料の標題紙等が差し替えられ，情報源に表示された出版年が明らかに刊行開始年とは考えら
れない場合には，刊行開始年を推定して，角括弧（［

］）に入れて記録する。推定できない場合には記

録しない。

Ｄ６（形態に関する事項

ＰＨＹＳ）

本項の規定は印刷形態のものに適用する。
印刷形態以外のものは，関連する本マニュアルおよびＮＣＲ各章の規定にしたがう。
Ｄ６．１

数量

ページ付けのある場合でも，ページ数は記録しない。専用バインダーがある場合は，記述の基盤とした
状態の冊数を記録し「（加除式）」と付記する。専用バインダーがない場合は「冊（加除式）」と記録す
る。
Ｄ６．２

大きさ

専用バインダーがある場合はバインダーの大きさを，専用バインダーがない場合は加除紙片の大きさを，
センチメートル単位で記録する。保管するバインダーが私製の場合，バインダーの大きさは記録しない。
記述の基盤とした資料全体で，出版物理単位によって大きさが異なる場合は，最小のものと最大のもの
をハイフンで結んで記録する。
刊行途中で専用バインダーの差し替え等により資料全体の大きさに変化があった場合は，最新の状態で
の大きさを記録する。変化前の大きさについては，ＮＯＴＥフィールドに記録する。

Ｄ７（その他のタイトル

ＶＴ）

刊行途中でタイトルに変化があった場合は，変化前のタイトルを，コードＯＨを用いて記録する。また，
変化についての情報とともに，ＮＯＴＥフィールドにも記録する。（→2.0.6E1）

Ｄ８（注記
Ｄ８．１

ＮＯＴＥ）
記述の基盤

書誌レコードを作成または更新する場合は，記述の基盤とした時点を示す情報（年月次や加除紙片番号
等）を必ず記録する。（→2.0.6E1）
Ｄ８．２

更新頻度

更新頻度が資料に表示されている場合，表示されているままに記録する。
NOTE:更新頻度: 年 4 回刊
NOTE:更新頻度: 不定期更新
Ｄ８．３

タイトルの変化

刊行途中でタイトルに変化があった場合は，その旨を，変化前のタイトル，変化のあった時点（年月次
や加除紙片番号等）とともに記録する。（→2.0.6E1）
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Ｄ８．４

責任表示の変化

刊行途中で責任表示に変化があった場合は，その旨を，変化前の責任表示，変化のあった時点（年月次
や加除紙片番号等）とともに記録する。（→2.0.6E1）
Ｄ８．５

版表示の変化

刊行途中で版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化があった場合は，その旨を，変化前の表
示，変化のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。
Ｄ８．６

出版地等，出版者等の変化

刊行途中で出版地等，出版者等に変化があった場合は，その旨を，変化前の出版地等，出版者等，変化
のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。
その他，出版に関する特徴的または変則的な事柄について記録する。
NOTE:出版地の変化多し
Ｄ８．７

数量・大きさの変化

刊行途中で専用バインダーの差し替え等により資料全体の数量・大きさの変化があった場合は，その旨
を，変化前の大きさ，変化のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。

Ｄ９（書誌構造リンク

ＰＴＢＬ）

刊行途中に書誌構造に変化があった場合や，シリーズ番号に変化があった場合は，既存のデータを修正
する。

Ｄ１０（著者名リンク

ＡＬ）

刊行途中で責任表示等に新たな著者標目を必要とする変化があった場合は，新しいデータを追加する。

２．０．６Ｅ〔修正及び修正例〕
Ｅ１

修正

更新により変化が生じた場合は，最新状態を記述の基盤としてＴＲフィールド等を書き換える。変化前
の情報は原則として，変化のあった時点（年月次や加除式紙片番号等）とともに，ＮＯＴＥフィールドに
記録する。タイトルに変化があった場合は，コードＯＨを用いてＶＴフィールドにも記録する。
（タイトル等変化以前）
GMD: SMD: YEAR:1984 CNTRY:ja

TTLL:jpn

TXTL:jpn

VOL: ISBN:
XISBN:
PRICE:
TR:モモ ウメ スモモ アンズ||モモ ウメ スモモ アンズ
PUB:東京 : 農山漁村文化協会 , 1984PHYS:1冊 (加除式) ; 26cm
NOTE:記述は刊行当初 (1984)による
AL:農山漁村文化協会||ノウ サン ギョソン ブンカ キョウカイ

2.0.6－04

2006.03

コーディングマニュアル

2.0.6

（タイトル等変化後）
GMD: SMD: YEAR:1984 CNTRY:ja

TTLL:jpn

更新資料

TXTL:jpn

VOL: ISBN:
XISBN:
PRICE:
TR:モモ ウメ スモモ プルーン アンズ||モモ ウメ スモモ プルーン アンズ
VT:OH:モモ ウメ スモモ アンズ||モモ ウメ スモモ アンズ
PUB:東京 : 農山漁村文化協会 , 1984PHYS:1冊 (加除式) ; 26cm
NOTE:記述は追録第15号 (2000)による
NOTE:タイトルの変更: モモ ウメ スモモ アンズ (-追録第14号 (1999))→モモ ウメ スモモ プルーン アンズ
(追録第15号 (2000)-)
AL:農山漁村文化協会||ノウ サン ギョソン ブンカ キョウカイ

Ｅ２

修正手順

既存の書誌レコードの記述の基盤より新しい状態の資料に基づいて修正する場合は，レコード調整のた
めの連絡等は必要ない。その他の修正は，原則として，図書資料の書誌レコードの修正に準ずる。（⇒第
２１章

図書書誌レコード）

２．０．６Ｆ《注意事項》
Ｆ１．１
「更新資料」は，日本目録規則 1987 年版改訂 3 版では，逐次刊行物とともに第 13 章「継続資料」で扱
われることになったが，総合目録データベースでは，原則として，図書ファイルに入力する。（⇒「基
準」２．２．１

ファイルの区分）

Ｆ１．２
更新を予定せず単にバインダー形式で出版された資料は，通常の「図書」として書誌レコードを作成す
る。また，バインダー等に紙片を年次（巻次）等の順に累積的にファイルするだけの資料は，雑誌ファイ
ルに入力する。

Ｆ２
所蔵する資料の出版物理単位は，必要に応じて所蔵レコードに記録することができる。また，資料刊行
中に購入を中止した場合は，所蔵レコードに加除の状態を示す必要がある。
LDF:追録号数第 77 号 (平成 2 年)で加除中止
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第４章

第４章

洋図書書誌レコード

洋図書書誌レコード

この章では，洋図書として取り扱うべき単行書誌単位のレコードについて，新規入力におけるデータ記
入の方法を示す。
流用入力及びレコード修正におけるデータ記入の方法のうち，それぞれの章で特に規定していない事項
については，この章の規定に従ってデータ記入を行う。

〔目録規則との対応関係〕
この章のそれぞれの項目において準拠すべき「英米目録規則第２版（1988 年改訂，1993 年修正,
同 2002 年改訂）」（以下 AACR2，AACR2Amen93，AACR2R2002 という）の条項番号を以下に示す。
変更

「―」は，準拠すべき条項が存在しないことを示す。
丸括弧内の番号は，参照すべきであるが準拠するわけではない条項を示す。
なお，準拠すべき条項であっても，「目録情報の基準」と相違する事項に関しては，「目録情報の基
準」に従う。（⇒第 50 章，第 52 章）
4.0

通則

····························

4.0.1 固有のタイトル
4.0.2 書誌構造

1.0

··················

―

························

―

4.0.3 出版物理単位

····················

4.0.4 複製・原本代替資料

··············

―
1.11

4.0.5 付属資料

························

1.5E, 1.9, 2.5E

4.0.6 更新資料

························

12
変更

4.1.1 ＩＤ

····························

4.1.2 ＭＡＲＣ

························

―

4.1.3 ＧＭＤ

··························

(1.1C, 2.1C）

4.1.4 ＳＭＤ

··························

(1.1C, 2.1C）

4.1.5 ＹＥＡＲ
4.1.6 ＣＮＴＲＹ

························

―

······················

―

4.1.7

ＴＴＬＬ

························

―

4.1.8

ＴＸＴＬ

························

―

4.1.9

ＯＲＧＬ

························

―

······················

―

4.1.10 ＲＥＰＲＯ
4.1.11 ＶＯＬ

··························

4.1.12 ＩＳＢＮ
4.1.13 ＰＲＩＣＥ
4.1.14 ＸＩＳＢＮ
4.1.15 ＩＳＳＮ

2006.03

―

························

1.10, 2.10
(1.8B, 2.8B)

······················

1.8D, 2.8D

······················

(1.8B, 2.8B)

························

(1.6F, 1.6H4, 1.8B)
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〔目録規則との対応関係〕（続）
4.1.16 ＮＢＮ

··························

(1.8B3,2.8B2)

4.1.17 ＬＣＣＮ

························

(1.8B3,2.8B2)

4.1.18 ＧＰＯＮ

························

(1.8B3,2.8B2)

4.1.19 ＯＴＨＮ

························

(1.8B3,2.8B2)

4.2.1

ＴＲ

····························

1.1,

2.1,(1.0H)

4.2.2

ＥＤ

····························

1.2,

2.2

4.2.3

ＰＵＢ

··························

1.4,

2.4

4.2.4

ＰＨＹＳ

························

1.5,

2.5

4.2.5 ＶＴ

······························

(1.7, 1.8C, 2.7)

4.2.6 ＣＷ

······························

(1.7, 2.7)

4.2.7 ＮＯＴＥ

··························

1.7, 2.7

4.3.1 ＰＴＢＬ

··························

1.1, (1.6), 2.1, 2.6, 12.1, 25

4.3.2 ＡＬ

(21), 22, 23, 24

4.3.3 ＵＴＬ

····························

(25)

4.4.1 ＣＬＳ

····························

―

······························

―

4.4.2 ＳＨ
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４．０．６Ａ〔適用範囲〕
更新により内容に追加，変更はあっても，一つの刊行物としてのまとまりが維持されている資料に適用
する。この入力基準を適用する更新資料は，加除式資料，内容更新のつど媒体（CD-ROM 等）が差し替えら
れる電子資料等である。更新されるウェブサイト等のリモートアクセス資料は対象としない。単にバイン
ダー形式で出版された資料や，バインダー等に紙片を年次（巻次）順に累積ファイルする資料は更新資料
にはあたらないのでこの入力基準の対象としない。（→4.0.6F1.1）

４．０．６Ｂ〔書誌レコードの作成基準〕
原則として，図書資料の書誌レコードの作成基準に従う。ただし，次の点に留意する。
1)

書誌レコードの記述の基盤となるのは，当該更新資料の最新状態である。刊行中の各時点におけるタ

イトル・版表示等の相違は，資料の一部の更新で生じた状態の差異であるかぎり別書誌レコード作成の
根拠としない。ただし,刊行途中で他の資料との間に派生・吸収関係が生じた場合には，最新の状態にも
とづいて書誌レコードを修正し，必要に応じて新規に書誌レコードを作成する。
2)

「版」等の表示が更新資料全体にかかっており，かつ資料の一部の更新による変化ではなく資料全体

が新たに刊行された場合，「版」等の表示の相違は別書誌レコード作成の根拠となる。
3)

出版物理単位はＶＯＬフィールドには記録しない。必要に応じて所蔵レコード上に表現する。

４．０．６Ｃ〔データ要素の情報源〕
原則として，最新状態の資料を記述の基盤とする。各データ要素の情報源は，次の優先順位とする。
（→AACR2R2002 12.0B2）
ア）印刷形態のもの
①

タイトルページまたはタイトルページの代替物

②

各巻のタイトルページ，表紙，見出し，題字欄，エディトリアルページ，奥付

③

当該資料のほかの部分

イ）印刷形態以外のもの 関連する本マニュアル及び AACR2 各章の規定するところによる。
ただし，以下のデータ要素については，刊行開始時の資料も情報源とする。
刊年（ＹＥＡＲ），出版・頒布等に関する事項（ＰＵＢ）のうち出版年等（ＰＵＢＤＴ），注記（ＮＯ
ＴＥ），その他のタイトル（ＶＴ），著者名リンク（ＡＬ）

４．０．６Ｄ〔データ記入及び記入例〕
原則として，AACR2R2002「第 12 章 継続資料」の更新資料についての規定に従い，そこに規定がなけれ
ば図書資料のデータ記入の方法に従う。ただし，次の点に留意する。
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Ｄ１（出版物理単位）
Ｄ１．１

ＶＯＬ

出版物理単位はＶＯＬフィールドには記録しない。
ただし，ＩＳＢＮの説明語句をＶＯＬフィールドに記録することができる。
Ｄ１．２

ＩＳＢＮ，ＸＩＳＢＮ

刊行途中で変化があった場合は，最新のＩＳＢＮを記録する。変化前のＩＳＢＮはＸＩＳＢＮフィール
ドに記録する。

Ｄ２（番号類（ＩＳＢＮ，ＸＩＳＢＮ以外））
Ｄ２．１

ＩＳＳＮ

刊行途中で変化があった場合は，最新のＩＳＳＮを記録する。変化前のＩＳＳＮはＸＩＳＳＮフィール
ドに記録する。

Ｄ３（タイトル及び責任表示に関する事項 ＴＲ）
Ｄ３．１

タイトル等

刊行途中で変化があった場合は，最新のタイトル等を記録する。変化前のタイトル等はＶＴフィールド
にコードＯＨを付して記録する。また，変更の情報とともに，ＮＯＴＥフィールドにも記録する。（→
4.0.6E1）
TR:Harvey on industrial relations and employment law / general editor, Bryn
Perrins ; editors, Patrick Elias ... [et al.]
VT:OH:Industrial relations and employment law
NOTE:Description based on: Issue 107 (May 1994)
NOTE:Title varies: Industrial relations and employment law, -June 1992; Harvey on
industrial relations and employment law, 1992 July-

Ｄ３．２

責任表示

刊行途中で変化があった場合は，最新の責任表示を記録する。変化前の責任表示はＮＯＴＥフィールド
に記録する。また，必要に応じてＡＬフィールドも作成する。（→4.0.6E1）
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Ｄ４（版に関する事項 ＥＤ）
「版」等と表示されている場合でも，当該更新資料全体について別書誌（異版）との識別を示す「版表
示」であるかどうかは慎重に判断しなければならない。
加除紙片番号（差替のリーフナンバー）等を意味する場合は，「改版」とみなさず，記録しない。必要
に応じて，ローカルデータに記録する。
定期的な改訂，更新頻度を示す表示は，版表示として扱わない。更新頻度として注記する。（→
4.0.6D8.2）
刊行途中で版表示に変化があった場合は，最新の版表示を記録する。変化前の版表示についてはＮＯＴ
Ｅフィールドに記録する。

Ｄ５（出版・頒布等に関する事項 ＰＵＢ）
Ｄ５．１

出版地等，出版者等

刊行途中で変化があった場合は，最新の出版地等，出版者等を記録する。変化前の出版地等，出版者等
はＮＯＴＥフィールドに記録する。
Ｄ５．２

出版年等

出版年が２年以上にわたるときは，刊行開始年と刊行終了年をハイフン（－）で結んで記録する。
刊行中のときは開始年を記録し，ハイフン（－）を続ける。出版年が１年の中に収まる場合は，その年
のみを記録する。
目録対象資料のタイトルページ等が差し替えられ，情報源に表示された出版年が刊行開始年とは明らか
に考えられない場合は，刊行開始年を推定して，角括弧（［ ］）に入れて記録する。

Ｄ６（形態に関する事項 ＰＨＹＳ）
本項の規定は印刷形態のものに適用する。
印刷形態以外のものは，関連する本マニュアルおよび AACR2 各章の規定にしたがう。
Ｄ６．１

数量

ページ付けのある場合でも，ページ数は記録しない。専用バインダーがある場合は，記述の基盤とした
状態の冊数を記録し「(loose-leaf)」と付記する。専用バインダーがない場合は「v．(loose-leaf)」と記
録する。
Ｄ６．２

大きさ

専用バインダーがある場合はバインダーの大きさを，専用バインダーがない場合は加除紙片の大きさを，
センチメートル単位で記録する。保管するバインダーが私製の場合，バインダーの大きさは記録しない。
記述の基盤とした資料全体で，出版物理単位によって大きさが異なる場合は，最小のものと最大のもの
をハイフンで結んで記録する。
刊行途中で専用バインダーの差し替え等により資料全体の大きさに変化があった場合は，最新の状態で
の大きさを記録する。変化前の大きさについては，ＮＯＴＥフィールドに記録する。

Ｄ７（その他のタイトル ＶＴ）
刊行途中でタイトルに変化があった場合は，変化前のタイトルを，コードＯＨを用いて記録する。また，
変化についての情報とともに，ＮＯＴＥフィールドにも記録する。（→4.0.6E1）
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Ｄ８（注記 ＮＯＴＥ）
Ｄ８．１

記述の基盤

書誌レコードを作成または更新する場合は，記述の基盤とした時点を示す情報（年月次や加除紙片番号
等）を必ず記録する。（→4.0.6E1）
PUB:[New York] : M. Bender , 1975NOTE:Description based on: v. 1, t. p., rel. no. 54, Nov. 1995
Ｄ８．２

更新頻度

更新頻度が資料に表示されている場合，表示されているままに記録する。
NOTE:Updated quarterly
NOTE:Frequency varies
Ｄ８．３

タイトルの変化

刊行途中でタイトルに変化があった場合は，その旨を，変化前のタイトル，変化のあった時点（年月次
や加除紙片番号等）とともに記録する。
Ｄ８．４

責任表示の変化

刊行途中で責任表示に変化があった場合は，その旨を，変化前の責任表示，変化のあった時点（年月次
や加除紙片番号等）とともに記録する。
Ｄ８．５

版表示の変化

刊行途中で版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化があった場合は，その旨を，変化前の表
示，変化のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。
Ｄ８．６

出版地等，出版者等の変化

刊行途中で出版地等，出版者等に変化があった場合は，その旨を，変化前の出版地等，出版者等，変化
のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。
その他，出版に関する特徴的または変則的な事柄について記録する。
NOTE:Imprint varies
Ｄ８．７

数量・大きさの変化

刊行途中で専用バインダーの差し替え等により資料全体の数量・大きさの変化があった場合は，その旨
を，変化前の大きさ，変化のあった時点（年月次や加除紙片番号等）とともに記録する。

Ｄ９（書誌構造リンク ＰＴＢＬ）
刊行途中に書誌構造に変化があった場合や，シリーズ番号に変化があった場合は，既存のデータを修正
する。

Ｄ１０（著者名リンク ＡＬ）
刊行途中で責任表示等に新たな著者標目を必要とする変化があった場合は，新しいデータを追加する。
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４．０．６Ｅ〔修正及び修正例〕
Ｅ１

修正

更新により変化が生じた場合は，最新状態を記述の基盤として TR フィールド等を書き換える。変化前の
情報は原則として，変化のあった時点（年月次や加除式紙片番号等）とともに，NOTE フィールドに記録す
る。タイトルに変化があった場合は，コード OH を用いて VT フィールドにも記録する。

Ｅ２

修正手順

既存の書誌レコードの記述の基盤より新しい状態の資料に基づいて修正する場合は，レコード調整のた
めの連絡等は必要ない。その他の修正は，原則として，図書資料の書誌レコードの修正に準ずる。（⇒第
２１章

図書書誌レコード）

４．０．６Ｆ《注意事項》
Ｆ１．１
「更新資料」は，英米目録規則第２版

2002 年改訂では，第 12 章「継続資料」で扱われることになった

が，総合目録データベースでは，原則として，図書ファイルに入力する。（⇒「基準」２．２．１ ファイ
ルの区分）
Ｆ１．２
更新を予定せず単にバインダー形式で出版された資料は，通常の「図書」として書誌レコードを作成す
る。また，バインダー等に紙片を年次（巻次）等の順に累積的にファイルするだけの資料は，雑誌ファイ
ルに入力する。

Ｆ２
所蔵する資料の出版物理単位は，必要に応じて所蔵レコードに記録することができる。また，資料刊行
中に購入を中止した場合は，所蔵レコードに加除の状態を示す必要がある。
LDF:Sept., 1993 で加除中止
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第 6 章 和雑誌書誌レコード
この章では，和雑誌として取り扱うべき書誌レコードについて，新規入力におけるデータ記入の方法を示す。
流用入力及び修正におけるデータ記入の方法のうち，それぞれの章で特に規定していない事項については，こ
の章の規定に従ってデータ記入を行う。
この章で特に規定していない事項については，第 2 章の規定に従ってデータ記入を行う。

[目録規則との対応関係]
この章のそれぞれの項目において準拠すべき「日本目録規則 1987 年版改訂 3 版 第 13 章継続資料」
（以下 NCR87R3
という）の条項番号を以下に示す。
「-」は，準拠すべき条項が存在しないことを示す。
丸がっこ内の番号は，参照すべきであるが準拠するわけではないことを示す。
なお，準拠するべき条項であっても「目録情報の基準」と相違する事項に関しては，「目録情報の基準」に従う。
6.0

通則

6.0.1

タイトル変遷

13.0.2.1，13.1.1.3

6.0.2

複製資料

－

6.0.3

総称的タイトル

－
－

2006.03

6.1

ID&コードブロック

－

6.1.1

ID

－

6.1.2

MARC

－

6.1.3

GMD

（1.1.2，13.1.2）

6.1.4

SMD

（1.1.2，13.1.2）

6.1.5

YEAR

－

6.1.6

CNTRY

－

6.1.7

TTLL

－

6.1.8

TXTL

－

6.1.9

ORGL

－

6.1.10

REPRO

－

6.1.11

PSTAT

－

6.1.12

FREQ

（13.7.3.0）

6.1.13

REGL

－

6.1.14

TYPE

－

6.1.15

ISSN

（1.8.1，13.8.1）

6.1.16

XISSN

（1.8.1，13.8.1）

6.1.17

NDLPN

－

6.1.18

CODEN

－

6.1.19

ULPN

－
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6.2

記述ブロック

6.2.1

TR

1.1，13.1，22

6.2.2

ED

1.2，13.2

6.2.3

VLYR

1.3，13.3

6.2.4

PUB

1.4，13.4

6.2.5

PHYS

1.5，13.5，各章の.5

6.2.6

VT

（1.7，1.8.2，13.7，13.8.2），22，26

6.2.7

NOTE

1.7，13.7

6.2.8

PRICE

1.8.3，13.8.3

6.3

変遷ブロック

6.3.1

FID

－

6.3.2

BHNT

（13.7.3.2）

6.4

リンクブロック

6.4.1

PTBL

－

6.4.2

AL

23

6.4.3

UT

－

6.5

主題ブロック

6.5.1

CLS

25

6.5.2

SH

24
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6.0 通則

この章では，和雑誌書誌レコード全体に共通する事項を示す。
6.0A [適用範囲]
この章で規定する事項は，和雑誌書誌レコードに対して適用する。
6.0B [レコードの構成]
書誌レコードは，以下の 5 つのブロックによって構成される。
(1) ID&コードブロック
(2) 記述ブロック
(3) 変遷ブロック
(4) リンクブロック
(5) 主題ブロック
（例） <AN10005857>
CRTDT:19880120
YEAR:1987
(1)

FREQ:m

RNWDT:19981209

CNTRY:ja

REGL:r

ISSN:09133801

TTLL:jpn

TXTL:jpn

TYPE:p
XISSN:00125180

NDLPN:00052975

TR:情報の科学と技術 = The Journal of Information Science and Technology Association /
(2)

情報科学技術協会||ジョウホウ ノ カガク ト ギジュツ
VLYR:Vol. 37, no. 1 （1987. 1）―
PUB:東京 : 情報科学技術協会 , 1987―

(3)

FID:00183500
BHNT:CF:ドクメンテーション研究 / 日本ドクメンテーション協会 <AN00172819>

(4)

AL:情報科学技術協会||ジョウホウ カガク ギジュツ キョウカイ <DA00641719>

(5)

SH:NDLSH:情報科学||ジョウホウカガク//K

各ブロックは，複数のフィールドによって構成される。
個々のフィールドのうち幾つかは，複数のデータ要素によって構成される。
各データ要素は，別項に規定する区切り記号法と，規定の順序に従って記録しなければならない。
データ要素の記録方法については，6.1 以下で，書誌レコードの構成順序に従い，各フィールド毎に説明する。
6.0C [各項の見出しの構成]
各フィールド中では，次のような見出し順序に従い，必要な情報を示す。
(1) A [形式]
各フィールドのデータ要素名と各データ要素毎の入力レベル，属性，フィールド長，繰り返し数などを示
す。
(2) B [記述文法]
各フィールドのデータ要素の順序と区切り記号法を示す。
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(3) C [NCR87R3 の区切り記号法の採否]
各フィールドのデータ要素の区切り記号法について，NCR87R3 の規定の採否を示す。
(4) D [フィールド内容とデータ要素]
各フィールドのデータ要素となる事項の解説を行う。
(5) E [データ要素の情報源]
各フィールドのデータ要素の情報源を示す。
(6) F [データ記入及び記入例]
各フィールドの記録方法を，必要に応じてデータ要素毎に解説し，併せて記入例を示す。
(7) G [フィールドの繰り返し]
幾つかのフィールドについては，同じフィールドを複数回繰り返すことができる。繰り返し可能な場合は，
ここでその内容や条件を示す。
(8) H （選択事項）
フィールドに記録される事項の中には，各参加組識が自由に選択することができるものがある。選択可能
な事項がある場合は，ここでその内容や条件を示す。
(9) I《注意事項》
各フィールドの記録に際して，目録作成者が注意しなければならない事項を示す。また，F [データ記入及
び記入例]で示した方法が，システム上の制限などにより例外的な措置を取る場合について，その内容や条件
を示す。
(10) J [関連項目]
各フィールドで，そのフィールドに関わるその他のフィールドを示す。
必要に応じ，見出しを追加，変更，省略することがある。
6.0D [情報源]
6.0D1 （記述の基準号）
（初号主義）
データの記述を行う上の基準号として優先的に採用されるのは，初号である。初号が入手できない場合は，入
手できるものの最初の号（所蔵最古号）に基づいてデータ記入を行う。（→ NCR87R3

13.0.3.0）

初号以外の号で記述を行った場合，記述の基準とした号について NOTE フィールドに記録する必要がある。
（基準とする号の修正）
情報源としての優先度は，初号に近い号ほど高くなる。従って，既存の書誌データが記述の基準とした号より
も初号に近い号を入手した場合は，その号に基づいて書誌データの書き換えを行うことになる。
6.0D2 （記述の情報源）
記述の情報源は，NCR87R3

13.0.3.1 に準拠する。

6.0D3 （規定の情報源）
各データ要素の規定の情報源は，NCR87R3 の 13.0.3.2 に準拠する。
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6.0D4 （仮登録雑誌の取り扱い）
書誌データの入力は，現物の情報源に拠って行うことが原則であるが，新規の予約雑誌にかぎり，以下のよう
な運用により簡略なデータを仮登録することを可能とする。（NACSIS 独自規定）
(1) 書店カタログなどに基づき，簡略なデータを記録できるものとする。
(2) このとき，そのレコードが仮登録雑誌（予約雑誌）であることを，必ず NOTE フィールドに記録する。
（→ 6.2.7F3.2）
NOTE:仮登録雑誌
(3) 仮登録雑誌の書誌レコードは，現物を入手した時点で修正し，正式登録の状態とする。
(4) 仮登録雑誌の所蔵レコードの年次フィールド HLYR と巻次 HLV フィールド両方に，仮登録であることを示
すアスタリスク（*）を入力する。
6.0E [データ記入]
データ記入にあたっての，区切り記号法，誤記，誤植，脱字などの扱いについては，第 2 章 和図書書誌レコー
ド 2.0D [データ記入]の規定に従う。
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逐次刊行物については，継続的に刊行される一連の刊行物全体を「逐次刊行物書誌単位」として，
一つの書誌的記録（書誌レコード）を作成する。この書誌的記録は，刊行途中の本タイトルの変更等
により，新たな書誌的記録を発生する場合がある。これを「タイトル変遷」という。
6.0.1A［タイトル変遷の判断基準］
以下の指針に従って，タイトル変遷かどうかを判断する。タイトル変遷と判断できる場合は，新規
書誌レコードを作成する。この方式を「個別タイトル記入方式」という。
A1（本タイトルの変化）
本タイトルの変化に関しては，日本目録規則 1987 年版改訂 3 版 第 13 章継続資料（以下 NCR87R3
とする）に準拠する。本タイトルの変化には重要な変化と軽微な変化があり，軽微な変化に該当しな
い重要な変化の場合にタイトル変遷と判断する。
判断に迷う場合は，軽微な変化とする。ただし，出版者によるタイトルの変更の意思を示す証拠が
ない場合に限る。各条項番号およびその採否については，以下のとおり。
A1.1 重要な変化
（1） 主要な語の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3A ア）に従い，主要な語を他の語に変えたり，追加または削除した場合は，
重要な変化とみなす。
相談学研究 → カウンセリング研究
（2） 語順の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3A イ）に従い，語順に変化が生じた場合は，重要な変化とみなす。
（3） イニシアルまたは頭字語の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3A オ）に従い，イニシアルまたは頭字語が変わった場合は，重要な変化と
みなす。
（4） 言語の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3A カ）に従い，言語が変わった場合は，重要な変化とみなす。
（5） 本タイトルに含まれる団体名の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3A キ）に従い，本タイトルに含まれる団体名が変わった場合は，重要な変
化とみなす。
電子通信学会誌 → 電子情報通信学会誌
（6） 逐次刊行物全体の順序づけを表す表示の変化
年代順のシリーズ表示等，逐次刊行物全体の順序づけを表す表示の変化・追加が巻次変更に伴
って生じた場合は，重要な変化とみなす。（NACSIS 独自規定）
（⇒6.2.1F2.8.，6.2.1F2.9）
西洋史研究 → 西洋史研究. 新輯

A1.2 軽微な変化
（1） 助詞等の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3B ア）に従い，助詞，接続詞，接尾語が他の語に変化したり，追加または削
除された場合は，軽微な変化とみなす。
中国土地改良 → 中国の土地改良
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（2） 記号の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3B イ）に従い，重要な意味を持たない記号が変化したり，追加または削除
された場合は，軽微な変化とみなす。
飛鳥藤原宮発掘調査出土木簡概報 → 飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報
（3） 逐次刊行物の種別を示す語の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3B ウ）に従い，逐次刊行物の種別を示す語が類似の語に変化したり，追加
または削除された場合は，軽微な変化とみなす。
（4） 語順の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3B キ）に従い，語順の変化，語の追加または削除が主題の変化につながら
ない場合は，軽微な変化とみなす。ただし，語順の変化，語の追加または削除は，名称が列記さ
れている部分における変化の場合のみ軽微な変化とみなす。
（NACSIS 独自規定）
（5） イニシアルまたは頭字語と完全形の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3B ク）に従い，イニシアルまたは頭字語が完全形に変わったり，逆に完全形
がイニシアルまたは頭字語に変わった場合は，軽微な変化とみなす。
（6） 顕著に表示されているタイトルの交替
主情報源上のレイアウトの変更等に伴い，より顕著に表示されているタイトルが交替した場合，
従来からの本タイトルが主情報源上に表示されているかぎり，軽微な変化とみなす。
NCR87R3 の 13.1.1.3B ケ）では適用を本タイトル/並列タイトルの交替にかぎっているが，顕著
に表示されているタイトルの交替全般に適用する。 （NACSIS 独自規定）
（7） 文字種の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3B コ）に従い，言語は変化せずに，文字種の変化があった場合は，軽微な変
化とみなす。
NTT ファシリティーズジャーナル → NTT ファシリティーズ journal
KAST ニュースレター

→ KAST news letter

韓國의中小企業 → 한국의 중소기업
（8） 本タイトルに含まれる団体名の表記の変化
NCR87R3 の 13.1.1.3B サ）に従い，本タイトルに含まれる団体名の表記に微細な変化，追加また
は削除があったり，他の語との関連が変化した場合は，軽微な変化とみなす。 ただし，微細な変
化，追加または削除であっても，団体名称の変更に伴うものである場合は，軽微な変化とみなさ
ない。（NACSIS 独自規定）
沖縄生物教育研究会誌 → 沖生教研会誌
（9）主要でない語の変化
その他，タイトルの意味内容や主題に変化を及ぼさない主要でない語が変化，追加または削除
された場合は，軽微な変化とみなす。
県民所得推計結果報告書 → 県民所得推計報告書
上記，重要な変化としないものおよび軽微な変化となるものは，VT フィールドに OH として記録し，
NOTE フィールドに巻次・年月次とともに記録する。アクセス上必要がないものは NOTE フィールドのみ
に記録してもよい。 （⇒6.2.6F7.1，6.2.7F3.6）
ただし，上記 A1.2 の軽微な変化の規定に関して，書誌の同定・運用上特に必要と認められる場合に
は，タイトル変遷とみなすこととする（NACSIS 独自規定）
。
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A2（責任表示の変化）
刊行途中に責任表示に変化・追加・削除があった場合は，タイトル変遷とみなさず，新規レコード
は作成しない。
それらは NOTE フィールドに記録し，AL フィールドまたは該当著者名典拠レコードの SAF フィール
ドに記録する。（⇒ 6.2.1.F5.3，6.2.7F3.11）
ただし，NCR87R3 の 13.1.5.3 に従い，本タイトルが総称的で，その責任表示の表記に微細な変化，
追加または削除以外の変化があった場合は，タイトル変遷とみなす。（⇒ 6.2.1.F5.5，6.0.3）
A3（並列タイトルの変化）
NCR87R3 の 13.1.3.3 に従い，刊行途中に並列タイトルに変化・追加・削除があった場合は，タイ
トル変遷とみなさず，別レコードは作成しない。それら並列タイトルは，NOTE フィールド（必要が
あれば VT フィールド）に記録する。
（⇒ 6.2.1F3.3，6.2.7F3.7）
A4（タイトル関連情報の変化）
NCR87R3 の 13.1.4.3 に従い，刊行途中にタイトル関連情報に変化・追加・削除があった場合は，
タイトル変遷とみなさず，別レコードは作成しない。それらタイトル関連情報は，NOTE フィールド
（必要があれば VT フィールド）に記録する。
（⇒ 6.2.1F4.4， 6.2.7F3.8）
ただし，本タイトルが簡略形で，タイトル関連情報がその展開形である場合は，タイトル関連情報
の変更・追加はタイトル変遷とみなして，別書誌レコードを作成する。（NACSIS 独自規定）
A5（版表示の変化）
NCR87R3 の 13.0.2.1B ア）および 13.2.1.3 に従い，刊行途中に版表示に対象範囲や主題が変わっ
たことを示す変化がある場合は，タイトル変遷とみなし新規レコードを作成する。版表示の表現上の
変化の場合，タイトル変遷とみなさず，変化後の版表示を注記する。（⇒ 6.2.2H1, 6.2.7F3.20）
A6（巻次・年月次の変化）
NCR87R3 の 13.3.1.3 に従い，刊行途中に巻次・年月次に変化・追加があった場合は，タイトル変
遷とはみなさず，別レコードは作成しない。巻次変更として，VLYR フィールドに記録する。（⇒
6.2.3F4）
A7（出版事項の変化）
NCR87R3 の 13.4.1.3 および 13.4.2.3 に従い，刊行途中での出版地，出版者の変化・追加など，出
版事項だけに相違が発生しても，別レコードは作成しない。変化後の出版事項は，NOTE フィールド
に記録する。（⇒ 6.2.4F2.3，F3.2，6.2.7F3.13）
A8（一時的な変化）
タイトル変遷とみなすデータの変化が一時的で，すぐに元のタイトルに戻ったとしても，変化があ
った都度に各々別書誌レコードを作成する。
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6.0.1B［タイトル変遷の種類］
タイトル変遷には，次のような種類がある。
B1（継続）
ある雑誌（A）のタイトルが変更し別のタイトルの雑誌（B）となった場合，継続関係のタイトル変
遷が発生したとする。
A

B

なお，A 誌と B 誌が合併して C 誌になる場合，あるいは，A 誌が分離して B 誌と C 誌になる場合も
この継続関係になる。
A
C （合併）
B
B
(分離）

A
C
B2（派生）

ある雑誌（A）から別の雑誌（B）が分離，独立して創刊され，かつ A のタイトル自体には変更がな
い場合に，派生関係のタイトル変遷が発生したとする。
A （引き続き存在する）
B
B3（吸収）
ある雑誌（B）に別の雑誌（A）が吸収され，廃刊を迎え，かつ B のタイトル自体には変更がない場
合に，吸収関係のタイトル変遷が発生したとする。
A
B
6.0.1C［タイトル変遷の表現］
タイトル変遷に関する情報は，次に示す変遷ブロックの各フィールドに記録する。
1.FID
2.BHNT
6.0.1D［変遷ブロックの記録方法］
変遷ブロックの FID フィールド，BHNT フィールドへの記録は，参加館からの報告に基づいて国立
情報学研究所（NII）が行う。変遷関係が生じた場合は，速やかに「変遷注記用データシート」を作
成し，情報源のコピーとともに国立情報学研究所（NII）宛てに送付するものとする。
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が規定のものであるが，標
題紙，背，奥付等と表記が異なる場合は，それらも送付する。
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6.0.2 複製資料

6.0.2A [適用範囲]
写真複製，電子的複写などの方法で原本を忠実に再現させた複製資料（マイクロ資料，録音資料，コンピュータ
ファイルなど，媒体は問わない）に適用する。
図書館などが資料の欠損部分を補うために，一部分のみを複製したものには適用しない。
6.0.2B [書誌レコードの作成基準]
B1 （原則）
複製資料は，原本とは別の書誌レコードを作成する。
B2 （同一資料からの複製）
同一資料から，同一の方法で作成された複製資料同士については，複製としての版や出版事項の相違により，
書誌の異同を判断する。
B3 （合刻複製）
複製時に，別のタイトルを持つ他の逐次刊行物と共に合刻されたものは，例えそれらが変遷関係にあっても，
複製資料全体ではなく，収録されている個々の逐次刊行物の単位で書誌レコードを作成する。
6.0.2C [データ要素の情報源及び記入]
各フィールド毎，次のような情報源を基に記録する。
C1 （一般資料種別 GMD，特定資料種別 SMD）
複製版自体によって記録する。
GMD:h （マイクロ形態を示すコード「h」を記録）
C2 （刊年 YEAR）
NOTE に記録した原本の出版年を記録する。
C3 （出版国 CNTRY）
複製版の出版地のコードを記録する。
C4 （言語コード TTLL，TXTL，ORGL）
原本の言語コードを記録する。
C5 （複製コード REPRO）
複製を示すコード「c」を記録する。
REPRO:c
C6 （出版状況などのコード PSTAT，FREQ，REGL，TYPE）
記録しない。
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C7 （各種番号 ISSN，XISSN，NDLPN，CODEN）
複製版の番号などを記録する。原本の ISSN については，XISSN フィールドに記録し，同時に NOTE フィールドに
記録する。（→ 6.2.7F3.17）
C8 （タイトル及び責任表示 TR）
（→ NCR87R3
原本に該当する情報源を採用する。

13.1.0.3 別法）

（→ 6.2.6F2，
複製時のタイトルが原本のものと異なる場合は，VT フィールド及び NOTE フィールドに記録する。
6.2.7F3.17）
（→ 6.2.2F2）
複製版にのみ関わる責任表示は，ED に版責任表示として記録する。
C9 （版に関する事項 ED）
複製版の版表示を記録する。版表示がない場合は，補記することが望ましい。
ED:複製版
ED:[複製版]
（→ 6.2.7F3.17）
原本にのみ関わる版表示及び関連事項は，NOTE フィールドに記録する。
C10 （巻次・年月次 VLYR）
（→ NCR87R3
原本の巻次・年月次を記録する。

13.3.0.3）

部分的な複製は，複製された範囲に対応する原本の巻次・年月次を記録する。
C11 （出版・頒布などに関する事項 PUB）
（→ NCR87R3
複製版の出版事項を記録する。

13.4.0.3）

C12 （形態に関する事項 PHYS）
複製版の形態に関する事項を記録する。
C13 （その他のタイトル VT）
原本及び複製版の情報源のどこからでも採用できる。
複製時に付与された原本と異なるタイトルや合刻複製版の総合タイトルについては，タイトルの種類コード（OH）
と共に VT フィールドに記録し，同時に NOTE フィールドにも記録する。
（→ 6.2.6F2，6.2.6F3，6.2.7F3.17）
C14 （注記 NOTE）
原本及び複製版の情報源のどこからでも採用できる。
（→ 6.2.7F3.17）
原本の情報源からの注記としては，以下のようなものがある。
(1) 原本の ISSN（検索の便宜を考え，XISSN フィールドにも記録する）。
(2) 原本のみに関わる版表示。
(3) 原本の出版事項。
(4) 原本のタイトル変遷関係。
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複製版の情報源からの注記としては，以下のようなものがある。
（→ 6.2.6F2，6.2.6F3，6.2.7F3.17）
(1) 複製時に付与された原本と異なるタイトルや合刻複製版の総合タイトル（検索の便宜を考え，VT フィー
ルドにも記録する）。
(2) 複製時に共に合冊されている他のタイトル（検索の便宜を考え VT フィールドにも記録する）。
C15 （価格など/入手条件 PRICE）
複製版の価格などを記録する。
C16 （変遷ファミリーID FID，変遷注記 BHNT）
複製資料間のタイトル変遷に関する事項は，ここに記録しない。原本のタイトル変遷関係は，NOTE フィールド
に記録する。（→ 6.2.7F3.17）
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逐次刊行物のタイトルが総称的な語からなる場合，他の逐次刊行物との識別を容易にするため，TR フィールド
には必ず責任表示を記録する。（→ 6.2.1F5.4，6.2.1F5.5）
6.0.3A [判定基準]
（→ 7.0.3）
総称的なタイトルであるかどうかの判定は，次のような基準に従い行う。
(1) ISDS における総称的な語の定義は，
「出版物の種類及び（または）頻度を示すもの」である。各々の判断
は，この定義によるものとする。
（例）
会議録

月報

速報

会誌

研究

年報

会報

研究報告

プログラム

概要

広報

報告

季報

雑誌

報告書

紀要

資料

要覧

(2) タイトル中に主題内容や範囲を示す語を含む（あるいはこれらの語によって構成されている）場合は，総
称的とはみなさない。
（例）
近代文学研究
経済
経営研究
人類学研究
天文学
行動科学研究
化学雑誌
科学
医学中央雑誌
(3) タイトル中に出版物の頻度または種類を示す語以外のものを含む場合は，通常総称的タイトルとみなさ
ない。
（例）
熊本市勢要覧
健康管理年報
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6.0.4 電子ジャーナルの書誌記述
当面，電子ジャーナルの書誌記述に関しては，本規定を暫定的に適用する。

6.0.4A［適用範囲］
この入力基準を適用するのは，以下の条件をすべて満たす電子ジャーナルとする。
① 一つのタイトルのもとに，終期を予定せず，巻次・年月次を追って継続的に提供されているもの。すな
わち，逐次刊行物の定義に合致するもの。
② 図書館でアクセスを保証できるもの。具体的には，出版者から購入しているオンラインジャーナルや図
書館等で作成・提供しているオンライン研究紀要類など。ILL で利用可能かどうかは問わない。
③ ネットワーク上で提供されており，URL などネットワークアクセスのための識別子をもつもの。
以下のものには，この入力基準を適用しない。
① 逐次刊行物の定義に合致しないインターネット上のコンテンツ。
② 図書館としてアクセスを保証できない，ライセンスフリーの電子ジャーナル。
③ CD-ROM 形態等のローカルアクセスで利用する電子ジャーナル（これらについては，従来の雑誌書誌レ
コードの記述方法で対応する）。
④ NACSIS-IR 等の情報検索サービスで利用可能な，全文データベースや 2 次情報データベース。
6.0.4B［書誌レコードの作成基準］
B1（原則）
ネットワーク上の電子資料とは別に，冊子体や CD-ROM 等の異なる資料種別で刊行されている場合は，それぞ
れ別の書誌レコードを作成する。
B2（タイトル変遷）
タイトル変遷が発生した場合，変遷前と変遷後で別の書誌レコードを作成する。
変遷前のタイトルとして利用不可能になったとしても，別書誌レコードのままとする。
TR:オンライン・システムニュースレター / 学術情報センター[編]||オンライン システム ニュー
スレター
VLYR:No. 1 (1986.11)-no. 70 (2000.3)
BHNT:CS:NACSIS-CAT/ILL ニュースレター / 国立情報学研究所[編]
NOTE:2000 年 3 月終刊
TR:NACSIS-CAT/ILL ニュースレター / 国立情報学研究所[編]||NACSIS-CAT/ILL

ニュースレター

VLYR:No. 1 (2000.8)BHNT:CF:オンライン・システムニュースレター / 学術情報センター[編]
TR:Research & education networking
VLYR:Vol. 1, no. 1 (Oct. 1990)-v. 3, no. 6 (July/Aug. 1992)
BHNT:CS:Internet world
NOTE:Ceased in 1992
TR:Internet world
VLYR:Vol. 3, no. 7 (Sept. 1992)-v. 9, no. 2 (Feb. 1998)
BHNT:CF: Research & education networking
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B3（複数のアクセス先）
同一の電子ジャーナルが複数のアクセス先を持つ場合は，別の書誌レコードとはしない。IDENT フィールド
に複数のアクセス先を記述する。（→6.0.4D3.2）
B4（ファイルフォーマット等の違い）
同一の電子ジャーナルが，HTML や PDF 等，複数のファイルフォーマット（文字セット，言語の違いも含む）
で提供されている場合は，別の書誌レコードとはしない。
NOTE フィールドに複数のファイルフォーマットを記述する。
（→6.0.4D4.5）
6.0.4C［記述の情報源］
記述のための情報源は，以下の優先順位で採用する。
1) タイトル画面
2) その他の内部情報（メニュー，プログラム記述，リードミー･ファイル，索引など）
3) その他の情報源
従来の記述を行う上で基準となっていた初号は，単独の情報源として存在するとは限らず，情報源自体が最
新のものに変更されることから，確認できる最新の情報源を記述の基準とする。
6.0.4D［データの記入］ （以下のフィールド毎の規定は，6.1 以下の各規定にも反映する）
各フィールド毎，次のように記録する。
以下に規定しないフィールドについては，第 6 章，第 7 章の各フィールドの規定に従ってデータ記入を行う。
D1（一般資料種別 GMD，特定資料種別 SMD）
機械可読データファイルに関する資料種別コードを記録する。
GMD:w SMD:ｒ （機械可読データファイルを示すコード「w」
，リモートファイルを示すコード「ｒ」
を記録）
D2（形態に関する事項 PHYS）
ネットワークアクセスで利用する電子ジャーナルの場合，形態に関する事項は記録しない。
D3（アクセス先に関する事項 IDENT）

（Identifier：資源識別子）

D3.1（アクセス先の記録）
ネットワークアクセスで利用する電子ジャーナルの場合，アクセス先の URL などに関する事項を記録する。
IDENT:http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/PUB/nl/nl.cont.html
IDENT:http://www.jbc.org/
D3.2（複数のアクセス先）
サービス提供者により URL が異なる場合等，複数のアクセス先がある場合は，このフィールドを繰り返す。
TR:EMBO Journal Online
IDENT:http://www.emboj.org/
IDENT:http://intl.emboj.org/
D3.3（アクセス先の変更）
なお，このアクセス先は，常に最新の利用可能なものを記録するものとする。利用不可能となった古いアク
セス先は削除し，NOTE フィールドに記録する。
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D4（注記 NOTE）
D4.1(アクセス先の注記)
IDENT フィールドが利用できない場合の措置として，
導入語句を伴う定型注記として記録することができる。
複数のアクセス先がある場合は，このフィールドを繰り返す。
TR:The EMBO journal online
NOTE:URL:http://www.emboj.org/
NOTE:URL:http://intl.emboj.org/
NOTE:URL:mailto:mduerst@ifi.unizh.ch
NOTE:URL:news:comp.infosystems.www.servers.unix
D4.2（古いアクセス先の注記）
URL 等が変更となった場合，利用不可能な古い URL を記録する。
TR:オンライン・システムニュースレター / 学術情報センター[編]||オンライン システム ニュー
スレター
NOTE:URL:http://www.nacsis.ac.jp/CAT-ILL/PUB/nl/nl.cont.html （2000 年 3 月まで。現在は利
用不可能）
TR:The rock free online magazine
NOTE:URL:http://www.paintedrock.com/（as of Dec. 1998, unavailable now）
D4.3（アクセス方法の注記）
アクセス方法に関して，導入語句を伴う定型注記として記録する。
NOTE:アクセス:WWW による
NOTE:アクセス:telnet による
NOTE:アクセス:Internet e-mail による
NOTE:Access:via File Transfer Protocol services
NOTE:Access:via gopher scheme for Gopher and Gopher+ Protocol services
NOTE:Access:via TELNET Protocol
NOTE:Access:via electronic mail addresses
NOTE:Access:via news scheme for USENET news groups and articles
D4.4（アクセス条件の注記）
所蔵図書館の購入契約条件などによらず，その雑誌に共通するアクセス条件に関して，導入語句を伴う定型
注記として記録する。
NOTE:アクセス:利用はコンソーシアム参加館のみ
NOTE:アクセス:ライセンスフリー
NOTE:アクセス:ILL 利用は不可
NOTE:Access:only consortium libraries
NOTE:Access:license free
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D4.5（ファイルフォーマット等の注記）
HTML や PDF 等，複数のファイルフォーマット（文字セット，言語の違いも含む）で提供されていることにつ
いて，その旨注記する。
NOTE:plain-text, TeX, PostScript file 形式により，利用可能
NOTE:HTML, PostScript and ASCII formats
NOTE:HTML source files stored in .zip, .tar, and .sit formats for PC, Unix and Macintosh
machines
NOTE:Available in GB, BIG5, and HZ formats for online viewing
NOTE:In English and Spanish
D4.6（休刊等の注記）
休刊・廃刊等により，アクセスができなくなった場合，その旨注記する。
NOTE:アクセス:1999 年 1 月から休刊により不可
NOTE:Access:Ceased publication in 1999
D4.7（情報源の注記）
タイトルの情報源について注記する。
NOTE:タイトルは，no.13 タイトル画面より
NOTE:Description based on printout of online display of:Vol. 3, no. 6 (June 1996); title from
title screen
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6.2.1A [形式]
TR
タイトル及び責任表示に関する事項

入力レベル

属性

必須 1

可変長

タイトル，責任表示

フィールド長

繰り返し数
無

1024 バイト

1

本タイトル

必須 1

無

タイトル関連情報

必須 2

有

並列タイトル

必須 2

有

選択

有

必須 2

有

選択

有

並列タイトル関連情報
責任表示
並列責任表示
タイトルのヨミ

1024 バイト

1

本タイトルのヨミ

必須 2

無

タイトル関連情報のヨミ

必須 2

有

並列タイトルのヨミ

必須 2

有

選択

有

並列タイトル関連情報のヨミ
6.2.1B [記述文法]

(1) 本タイトルが共通タイトルと従属タイトル（部編記号，部編名）からなる場合

TR:

.△

共通タイトル

部編記号

,△

部編名

従属タイトル
本タイトル
(2) 本タイトル，タイトル関連情報，責任表示，（2 番目以降の責任表示）

TR:

本タイトル

△:△

△/△

タイトル関連情報

責任表示

A

△;△

2 番目の責任表示

B

（2）と同じ]
(3) 並列タイトル，並列タイトル関連情報がある場合 [A，B の部分は，

TR:

A

△=△

並列タイトル

△:△

並列タイトル関連情報

B

C
（2），（3）と同じ]
(4) 本タイトルと責任表示が並列する場合 [A～C の部分は，

TR:
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△/△

並列責任表示

6.2.1-01

6.2.1 TR

コーディングマニュアル

(5) 責任表示のみが並列する場合 [A，B の部分は，
（2）と同じ]

TR:

A

B

△=△/△

並列責任表示

（2），（3）と同じ]
(6) ヨミを記録する場合 [A～C の部分は，
TR:

A

B

||

TR:

A

C

B

タイトルのヨミ
||

タイトルのヨミ

6.2.1C [NCR87R3 の区切り記号の採否]
NCR87R3

13.1.0.2 の採否は，次の通りとする。

(1) ア）は不採用とする。資料種別は GMD フィールド，SMD フィールドに記録する。
(2) イ）は採用する。
(3) ウ）は採用する。
(4) エ）は不採用とする。
(5) オ）は不採用とする。
(6) カ）は採用する。
(7) キ）は採用する。
(8) ク）は採用する。
6.2.1D [フィールド内容とデータ要素]
TR フィールドには，目録対象資料の本タイトル，タイトル関連情報，責任表示，及びタイトル（本タイトルと
タイトル関連情報を含む）のヨミを，フィールド中のデータ要素として記録する。
それぞれのデータ要素に対応する並列データ要素は，1 あるいは複数存在することがある。
タイトル関連情報及び責任表示は，1 あるいは複数存在することがある。
6.2.1E [データ要素の情報源]
TR フィールドのデータ要素の情報源は，表紙または標題紙のある場合は初号の表紙，標題紙，背，奥付の順で
採用する。表紙及び標題紙がない場合は，題字欄とする。初号がない場合は，所蔵する最も古い号とする。
（→ NCR87R3

13.0.3.1，NCR87R3

13.0.3.2）

6.2.1F [データ記入及び記入例]
F1 （本タイトル）
本タイトルは，記述対象とする逐次刊行物全体を通じて共通し，他の資料と同定識別できる固有の名称である。
（→ NCR87R3

6.2.1-02
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F1.1 （データ記入の原則）
（→ NCR87R3
本タイトルは，原則として，表示されているままを記録する。

13.1.1.2）

表紙または標題紙のあるもので，表紙，標題紙，背，奥付に表示されている各タイトルが異なるときは，表紙，
標題紙，背，奥付の優先順位に従って本タイトルを記録する。（→ NCR87R3

13.1.1.1D）

他のタイトルは「その他のタイトル」として，表示箇所を示す「タイトルの種類コード」と共に，VT フィール
ドに記録する。
TR:100 万人の音楽通信||100 マンニン ノ オンガク ツウシン
TR:ABC 研究||ABC ケンキュウ
TR:きよめの友||キヨメ ノ トモ
TR:ダイヤモンド経済情報||ダイヤモンド ケイザイ ジョウホウ
TR:愛知學藝雜誌||アイチ ガクゲイ ザッシ
TR:雨情会々報||ウジョウカイ カイホウ
TR:鐵道省年報||テツドウショウ ネンポウ
（→ 6.2.7F3.5）
本タイトルを表紙の代替物から採用した場合，その場所を NOTE フィールドに記録する。
F1.2 （2 つ以上の言語で表示されてある場合）
同一情報源に異なるタイトルの表示がある場合，より顕著に表示されているものを本タイトルとする。
（→ NCR87R3

13.1.1.1C）

本タイトルとして記録しなかったものは，並列タイトルとする。
F1.3 （団体名が本タイトルの一部であるかどうか判断できない場合）
情報源にタイトルと共に表示されている団体名（またはその略語）が，本タイトルの一部であるかどうか判断で
きない場合，その逐次刊行物の他の箇所の表示を参考にする。つまり，その団体名が他の箇所でもタイトルと共
に表示されている場合は，本タイトルと判断し，本タイトルに含めて記載する。
F1.4 （回次・日付などを含むタイトル）
（→ NCR87R3
本タイトル中に，号ごとに変わる回次，日付などが含まれる場合は，この部分を省略する。
1.1.1.1B イ）
F1.5 （刊行頻度を示す語）
タイトルと一緒に表示されている刊行頻度を表す語は，同定識別上の必要があれば本タイトルの一部とみなす
ことができる。（→ NCR87R3

13.1.1.1 エ）

表示の仕方が本タイトルの一部かどうか紛らわしい場合は，並列タイトルや他の箇所に表示されているタイト
ルの形を参考にする。（→ NCR87R3

1.1.1.1B ア）

TR:週刊朝日||シュウカン アサヒ

F2 （従属タイトル）
本タイトルは，部編に共通するタイトルと，個々の部編名または部編記号から構成される場合がある。
この部編に共通するタイトルを「共通タイトル」，部編名または部編記号の部分を「従属タイトル」という。
共通タイトルと従属タイトルは，原則として同じ情報源上に表示されていなければならない。
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F2.1 （データ記入の原則）
従属タイトル部には，部編記号（番号付け，アルファベットなどによる部編の順序付けの表示），部編名，また
はその両方が含まれる。（→ NCR87R3

13.1.1.1A）

共通のタイトル部分と従属タイトル部分は，ピリオド，スペース（.△）で区切って記録する。
このような場合は，主情報源に表示された本タイトル各部分の構成順序にこだわらない。
F2.2 （部編記号がある場合など）
従属タイトル部が，部編記号と部編名からなる場合は，その間をコンマ，スペース（,△）で区切って記録する。
TR: 愛媛大學紀要. 第一部, 人文科學||エヒメ ダイガク キヨウ. ダイ 1 ブ, ジンブン カガク
従属タイトル部が 2 以上の階層を持つ場合は，上位にあたるものから順に，ピリオド，スペース（.△）で区切
る。
TR:金沢大学教育学部紀要. 自然科学編. 地学教室業績||カナザワ ダイガク キョウイク ガクブ
キヨウ. シゼン カガクヘン. チガク キョウシツ ギョウセキ
表示の仕方が部編記号，部編名に該当するか紛らわしい場合は，その逐次刊行物における表示の継続性，安定
性により判断する。
F2.3 （独自のタイトルを持つ部編資料）
別個に出版され，独自のタイトルを持ってはいるが，他の逐次刊行物の部編にあたる出版物の場合，主情報源
に共通タイトルが表示されていれば，それらを組み合わせた形で本タイトルを記録する。
共通タイトルが主情報源上に表示されていない場合は，従属タイトルだけを TR に記録する。共通タイトルは「そ
（PT）と共に記録する。（→ 6.2.6F6.1）
の他のタイトル」として，VT フィールドに「タイトルの種類コード」
ただし，共通タイトルが主情報源以外の箇所にしか表示されておらず，従属タイトルがそれ単独では固有のタ
イトルとならない場合は，例外として，共通のタイトルと従属タイトルが共に表示されている箇所を本タイトル
の情報源とし，それらをあわせたものを本タイトルとして記録する。この場合，情報源の箇所について，NOTE フ
ィールドに記録する。（→ 6.2.7F3.5）
NOTE:共通タイトル部は奥付による
F2.4 （従属タイトルが主情報源上にない場合）
主情報源上に共通タイトルが表示され，目録対象資料の他の箇所に従属タイトル表示がある場合は，従属タイ
トルを角がっこ（[ ]）に入れて補記し，その情報源を NOTE フィールドに記録する。
TR:国際関係研究. [特集編]||コクサイ カンケイ ケンキュウ. トクシュウヘン
NOTE:従属タイトル部は奥付による
F2.5 （共通タイトルが不安定な場合）
共通タイトルが従属タイトルと同一情報源上にあったりなかったりする場合，または号によって表現がまちま
ちである場合，この共通タイトルは TR フィールドには記録せず，VT フィールドに「タイトルの種類コード」（PT）
と共に記録する。（→ 6.2.6F6.2）
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6.2.1 TR

F2.6 （付録・補遺資料）
主情報源に，ある逐次刊行物のタイトルとその付録や補遺であることを示す表示がある場合，本体にあたる逐
次刊行物のタイトルを共通タイトルとして記録し，ピリオド，スペース（.△）に続けて，付録や補遺である表示
を記録する。
また，付録や補遺を示す語が，本体のタイトルと結びついて 1 つのタイトルになっている場合は，その表示の
通りに記録する。
TR:埼玉大学紀要. 増刊||サイタマ ダイガク キヨウ. ゾウカン
TR:別冊みづゑ||ベッサツ ミズエ
ただしこれは，付録や補遣が本体とは別の独自の巻号付けを持つ場合に限る。本体と同一の巻号付けを持つ場
合は，別レコードを作成しない。
F2.7 （独自のタイトルを持つ付録・補遣資料）
付録や補遺が独自のタイトルを持っていて，主情報源上に本体の付録・補遺であることを示すタイトル名と共
に表示されている場合がある。このとき，下記のいずれにするのか判断に迷うときは，目録対象資料の他の箇所
に表示されている形や，同じ本体に属する他の付録・補遺資料を参考にする。
(1) この独自のタイトルを本タイトルとして記録する。
(2) 本体となる逐次刊行物のタイトルの後ろに，従属タイトルとして記録する。
(2) で記録された逐次刊行物の刊行途中に本体のタイトルに重要な変化が生じた場合は，タイトル変遷とはせ
ず，(1) の方法で全体を記録しなおす。
F2.8 （逐次刊行物全体の順序づけを表す表示）
「新編」，「II」あるいはこれと類似した年代順のシリーズ表示等，逐次刊行物全体の順序づけを表わす表示が
あり，シリーズ等に独自の巻次がある場合，順序づけを表わす表示を従属タイトルとして記録する。（NACSIS 独自
規定）
TR:科學技術文献總覽. 新輯||カガク ギジュツ ブンケン ソウラン. シンシュウ
TR:エピステーメー. II||エピステーメー. 2
TR:海外大学経営セミナー報告書. 第 2 次||カイガイ ダイガク ケイエイ セミナー ホウコクショ.
ダイ 2 ジ
F2.9 （逐次刊行物全体の順序づけを表す表示の追加・削除・変化）
逐次刊行物全体の順序づけを表わす表示があった場合，巻次変更を伴わないかぎりタイトル変遷とはしない。
追加・削除・変化後のタイトルについては，必要に応じて VT フィールド（タイトルの種類コード：OH）
，NOTE フ
ィールドに記録する。（NACSIS 独自規定）
TR:早稲田文学. 第 8 次||ワセダ ブンガク. ダイ 8 ジ
VT:OH: 早稲田文学. 第 9 次||ワセダ ブンガク. ダイ 9 ジ
NOTE:シリーズ表示の変化: 第 8 次(－no.251 (1997. 4)）→第 9 次(no.252 (1997. 5) －）
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F3 （並列タイトル）
並列タイトルは，本タイトルと同一の情報源上に表示された本タイトルの別言語・別文字による表現である。
（→ NCR87R2005R3

13.1.3.1）

F3.1 （データ記入の原則）
（→ NCR87 R3
並列タイトルは，本タイトルに続けて記録する。

13.1.3.2）

本タイトルと並列タイトルは，スペース，等号，スペース（△=△）で区切って記録する。
TR:シュトイエル = Steuer||シュトイエル
TR:Lumière = 季刊映画リュミエール||Lumière = キカン エイガ リュミエール
F3.2 （主情報源以外の並列タイトル）
主情報源以外の箇所に表示されている別言語・別文字タイトルは，TR フィールドに記録しない。これは「その
（→ 6.2.6F8）
他のタイトル」と見なし，表示箇所を示す「タイトルの種類コード」と共に VT フィールドに記録する。
F3.3 （並列タイトルの変更・追加）
刊行途中で並列タイトルの変更や追加があった場合は，TR フィールドには記録せず，「その他のタイトル」とし
て，「タイトルの種類コード」（OH）と共に VT フィールドに記録する。
（→ 6.2.7F3.7）
また，変更・追加のあった巻次・年月次と共に NOTE フィールドに記録する。
並列タイトルの変更・追加・表示順序の変更は，タイトル変遷の根拠とはならない。（→ 6.0.1）

F4 （タイトル関連情報）
タイトル関連情報は，本タイトルと同一の情報源上に表示された本タイトル，並列タイトル以外のタイトル，
あるいは本タイトルに補完，限定説明を加える語句である。（→NCR87R3

13.1.4.0，NCR87R3

13.1.4.1）

F4.1 （データ記入の原則）
（→ NCR87R3
タイトル関連情報は，それの関わる本タイトルに続けて記録する。

13.1.4.2）

本タイトルとタイトル関連情報は，スペース，コロン，スペース（△:△）で区切って記録する。
TR:おんかん : 音楽鑑賞教育振興会会報||オンカン : オンガク カンショウ キョウイク シンコ
ウカイ カイホウ
TR:海潮音 : 英文學雜誌||カイチョウオン : エイブンガク ザッシ
F4.2 （主情報源以外にある本タイトルと異なる形のタイトル）
主情報源以外にある本タイトルの異形は，タイトル関連情報として記録せず，「その他のタイトル」と見なして，
（→ 6.2.6D2）
表示箇所を示す「タイトルの種類コード」と共に VT フィールドに記録する。
F4.3 （複数のタイトル関連情報）
（→ NCR87R3
複数のタイトル関連情報は，所定の情報源における表示の順で記録する。

13.1.4.2A）

TR:外国語科教育 : 教員養成学部教官研究集会 : 外国語科部会研究要録||ガイコクゴカ キョウ
イク : キョウイン ヨウセイ ガクブ キョウカン ケンキュウ シュウカイ : ガイコクゴカ ブカ
イ ケンキュウ ヨウロク
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6.2.1 TR

F4.4 （タイトル関連情報の変更・追加）
タイトル関連情報の変更や追加があった場合は，TR フィールドには記録せず，
「その他のタイトル」として，「タ
（OH）と共に VT フィールドに記録する。
イトルの種類コード」
（→ 6.2.7F3.8）
また，NOTE フィールドに変更・追加のあった巻次・年月次と共に記録する。
タイトル関連情報の変更・追加・表示順序の変更は，タイトル変遷の根拠とはならない。
F5 （責任表示）
責任表示は，本タイトルと同一の情報源上に表示された，逐次刊行物の知的もしくは芸術的内容の創造，具現
化に責任を有するか，寄与している団体及びその役割に関する表示である。（→ NCR87R3

13.1.5.0，NCR87R3

13.1.5.1）
F5.1 （データ記入の原則）
責任表示は，その逐次刊行物の編者などに，著作の種類を示す語（編等）を付したものを，情報源の表示形のま
ま記録する。（→ NCR87R3

13.1.5.2）

責任表示は，タイトルの後に，スペース，スラッシュ，スペース（△/△）で区切って記録する。
団体名称が，内部組織を含めて表示されている時でも，そのままの形で記録する。
識別上必要な場合以外，団体名の冒頭に表示されている法人組織などを示す語は省略する。（→ NCR87R3
13.1.5.2F）
TR:音楽雑誌フィルハーモニー / 日本交響楽団 [編]||オンガク ザッシ フィルハーモニー
TR:住宅用地完成面積調査報告 / 建設省建設経済局調査情報課 [編]||ジュウタク ヨウチ カンセ
イ メンセキ チョウサ ホウコク
F5.2 （完全な形では表示されていない責任表示）
記述対象中に責任表示が簡略形や別言語・別文字表記でしか表示されていない場合は，他の資料から完全な形
が分かっていても，表示されているそのままの形を記録する。目録担当者の判断で合成・補完・翻訳・翻字など
を行ってはならない。
そのような表示が必要なときは，AL フィールドまたは該当著者名典拠レコードの SF フィールドに記録する。
TR:STERA : satellite television radio : NHK ウィークリーステラ / NHK [編]||STERA : satellite
television radio : NHK ウィークリー ステラ
AL:日本放送協会||ニホン ホウソウ キョウカイ
F5.3 （責任表示の変更・追加）
刊行途中で責任表示の変更や追加があった場合や，途中の号から表示された場合は，TR フィールドには記録せ
（→ 6.2.7F3.11）
ずに，NOTE フィールドに変更・追加のあった巻次・年月次と共に記録する。
TR:SELLA / 白百合女子大学英文学会 [編]||SELLA
NOTE:責任表示の変更: 白百合女子大学英文学会 （1 号 （1972）―23 号 （1994））→白百合女子大
学英語英文学会 （24 号 （1995）―）

2006.03

6.2.1-07

6.2.1 TR

コーディングマニュアル

F5.4 （総称的タイトルの責任表示）
本タイトルが総称的（ジェネリック）なものである場合は，識別のために責任表示を必ず記録する。もし情報源
（→ 6.0.3）
に責任表示がない場合は，角がっこに入れて補記する。
TR:研究紀要 / 宮城県高等学校社会科教育研究会紀要編集委員会 [編集]||ケンキュウ キヨウ
TR:年報 / [千葉県立大利根博物館編集]||ネンポウ
F5.5 （本タイトルが総称的タイトルである場合の責任表示の変更）
（→ 6.0.1）
責任表示の変更・追加はタイトル変遷の根拠とはならない。
ただし，本タイトルが総称的（ジェネリック）である場合は，タイトル変遷とし，別書誌レコードを作成する。
（→ NCR87R3

13.0.2.1A）

F5.6 （個人に関する責任表示）
情報源に個人編者に関する責任表示があっても，これを責任表示として記録しない。必要ならば，NOTE フィー
ルドに記録する。（→ 6.2.7F3.11，NCR87R3

13.1.5.1A）

TR:早晩廢刊雜誌||ソウバン ハイカン ザッシ
NOTE:主筆: 宮武外骨
F5.7 （タイトル及びタイトル関連情報中の責任表示団体）
責任表示に該当する団体名が本タイトルまたはタイトル関連情報の一部として表示されていても，タイトルと
は独立した責任表示が主情報源上にないかぎり，それを責任表示として記録しない。
TR:電気通信学会全国大会講演論文集||デンキ ツウシン ガッカイ ゼンコク タイカイ コウエン
ロンブンシュウ
F5.8 （複数の責任表示）
同じ役割の責任表示が複数ある場合は，個々の責任表示を，コンマ，スペース（,△）で区切って，所定の情報
源における表示で記録する。（→ NCR87R3

13.1.5.2C）

役割の異なる責任表示が複数ある場合は，役割の異なる責任表示を，スペース，セミコロン，スペース（△;△）
で区切って記録する。（→ NCR87R3

13.1.5.1D）

F6 （タイトルのヨミ，タイトル関連情報のヨミ）
タイトルやタイトル関連情報（並列タイトル及び並列タイトル関連情報を含む）のヨミは，それに対応する読み
方を記録する。
ヨミの表記法については，
「目録情報の基準」11.3 （ヨミの表記及び分かち書き規則）による。
（→ 6.2.6F11）
重要なその他のヨミについては，VT フィールドに記録する。

6.2.1G [フィールドの繰り返し]
フィールドの繰り返しはない。
6.2.1H （選択事項）
H1 （並列タイトル関連情報）
並列タイトル関連情報を記録するかどうかは，各参加組織が選択できる。
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H2 （並列責任表示）
並列責任表示を記録するかどうかは，各参加組織が選択できる。

6.2.1I《注意事項》
欧文タイトルの大文字使用法は，当該言語の規則の指示に従う。
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6.2.2 ED

6.2.2 ED

6.2.2A [形式]
ED

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

必須 2

可変長

512 バイト

1

版に関する事項
版表示

必須 1

無

版に関する責任表示

必須 2

有

選択

有

並列版表示
並列版表示の責任表示
付加的版表示

選択

有

必須 2

有

選択

有

付加的版表示の責任表示
6.2.2B [記述文法]
(1) 一般的な記述文法

ED:

版表示

△/△

版の責任表示

A
（1）と同じ]
(2) 付加的版表示を記録する場合 [A の部分は，

ED:

A

,△

付加的版表示

△/△

付加的版表示の責任表示

6.2.2C [NCR87R3 の区切り記号の採否]
NCR87R3

13.2.0.2 の採否は，全て採用とする。ただし，エリア間の区切り記号については採用しない。

6.2.2D [フィールド内容とデータ要素]
ED フィールドには，以下の内容を記録する。
(1) 版表示
同一のタイトル（言語・文字を異にする場合もある）を持ち，内容がほぼ同一で，言語や表現，体裁を異に
して刊行されたもの相互間，あるいは内容の一部を変更して刊行されたものの相互間，あるいはそれらと原
本との関係・相違を表わす表示。
ただし，装丁の相違のみを表す語句はこれに含めない。
(2) 版に関する責任表示
当該資料の 1 種類以上の版に対しては関係しているが，すべての版に対しては関係していないような責任
表示をいう。
(3) 付加的版表示
ある特定の版に対して変更が加えられ，再発行されたような場合に，その版に付加される版表示をいう。
以上に加え，付加的版表示に関する責任表示もデータ要素となる。
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6.2.2E [データ要素の情報源]
ED フィールドのデータ要素の情報源は，初号の表紙，標題紙，背，奥付とする。ただし，表紙及び標題紙を欠
く記述対象の場合は題字欄とする。初号がない場合は，所蔵する最も古い号とする。（→ NCR87R3
NCR87R3

13.0.3.1，

13.0.3.2）

6.2.2F [データ記入及び記入例]
F1 （データ記入の原則）
版表示は，情報源における表示のまま記録する。情報源上に表示がなくても，他の版と顕著な差があると認め
られた場合は，適切な語句などを補うことによって，特定の版であることを示す必要がある。補記した事項は角
がっこに入れる。ただし，初版の表示は記録しない。（→ NCR87R3

13.2.1.2）

（→ NCR87R 3
数字はアラビア数字とし，ローマ字ないしキリル文字の所定の略語がある語は，略語化する。
1.2.1.2A，NCR87R3 付録 2 略語表）
F1.1 （版表示とするもの）
(1) 逐次刊行物全体の再刊または改訂を示す，複製版表示または再刊の表示
ED:復刻版
ED:複製版
ED:影印版
ED:再版
ED:遡及版
(2) 特殊な体裁または形態の表示
ED:縮刷版
ED:マイクロフィルム版
ED:CD-ROM 版
ED:カセットテープ版
ED:点字版
ED:机上版
(3) 刊行方法の違いを示す版の表示
ED:公文書版
ED:市販本版
ED:普及版
(4) 地方版の表示
ED:国内版
ED:首都圏版
ED:北海道・東北版
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6.2.2 ED

(5) 特殊対象向けの版の表示
ED:学生版
(6) 言語版表示
ED:日本語版
ED:中文版
F1.2 （版表示としないもの）
（→ NCR87R3
以下のものは版表示として扱わない。

13.2.1.1A）

(1) 巻次・年月次を示す表示
(2) 刷次を示す表示
上記に加え，以下のものも版表示としない。
(3) 定期的な改訂を示す表示（例えば 6 か月ごとに発行する改訂版）
(4) 特定号のみの改訂を示す表示
(5) 部編を示す表示
（例）
累積索引版
第2次
(6) 出版者を示す表示
（例）
学生社版
一粒社版
日本評論社版
(7) タイトル関連情報にあたる表示
（例）
新聞広告:縮刷版

（全国主要新聞に掲載された広告を編集した月刊誌）

調査資料版
緊急特集版
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F2 （版責任表示）
その版のみに関わる，あるいは他の版にも関わるが全ての版には関わらない責任表示は，版表示に続けて記録
する。（→ NCR87R3

13.2.2）

同じ役割の版責任表示を列記する場合は，コンマ，スペース（,△）でつなぐ。
役割の異なる版責任表示を列記する場合は，スペース，セミコロン，スペース（△;△）でつなぐ。
ED:復刻版 / 幼児の教育復刻刊行会編
ED:[復刻版] / 法政大学大原社会問題研究所, 総同盟五十年史刊行委員会編
F3 （付加的版表示）
ある版の中にさらに変更が加えられ，特定的な版表示がある場合，情報源における表示のまま記録する。
（→ NCR87R3

13.2.3）

付加的版表示の種類としては，次のようなものがある。
(1) 特定の版に属する下位の版
ED:[カセットテープ版], 英語版
(2) 特定の版の改訂版，増補版
ED:復刻版, 新装版

6.2.2H《注意事項》
H1 （版表示の変更・追加）
刊行途中に版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化がある場合は，タイトル変遷とみなし別書誌レ
コードを作成する。（→6.0.1A5，6.2.7F3.20）
ただし，版表示の表現上の変化，版責任表示の変更・追加は別書誌レコード作成の根拠とはならない。これら
の情報は，NOTE フィールドに記録する。
H2 （複製版の原本に関わる版表示）
複製版において，複製の対象になった原本に関わる版表示は，NOTE フィールドに記録する。付加的版表示とし
てはならない。
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6.2.3 VLYR

6.2.3A [形式]
VLYR

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

必須 2

可変長

1024 バイト

1

巻次・年月次に関する事項
巻次・年月次表示
別形式の巻次・年月次表示
巻次変更後の巻次・年月次表示

必須 1

無

選択

有

必須 2

有

6.2.3B [記述文法]
（1） 一般的な記述文法
VLYR:

初号の巻次

△（

初号の年月次

）

―

終号の巻次

△（

終号の年月次

）

A/B
（2） 別形式の巻次・年月次表示がある場合 [A，A’の部分は，（1）と同じである]

VLYR:

A

△=△

A’

（3） 巻次変更がある場合 [A，B の部分は，
（1）と同じである]
VLYR:

A

△;△

B

（4） 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’の部分は，（1）と同じである]

VLYR:

A

△=△

A’

△;△

B

△=△

B’

6.2.3C [NCR87R3 の区切り記号の採否]
NCR87R3

13.3.0.2 の採否は，次の通りとする。

(1) ア）は不採用とする。
(2) イ）は採用とするが，丸がっこの前にスペースを置くが，丸がっこを閉じた後にはスペースを置かないと
する。
(3) ウ）は採用する。
(4) エ）は採用する。
6.2.3D [フィールド内容とデータ要素]
VLYR フィールドには，逐次刊行物の各出版物理単位を順序付けする巻次及び年月次表示を記録する。
巻次は番号などにより順序付けを示すものであり，年月次は年月日あるいはそれに準じた暦に関連する記号に
より順序付けを示す。これに対して出版日付は，出版年や出版日を明示したものであり，年月次と基本的に性格
を異にする。巻次・年月次を持たない資料は，逐次刊行物として扱うことはできない。
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6.2.3E [データ要素の情報源]
（→ NCR87R3
VLYR フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物全体とする。

13.0.3.2）

ただし，初号（あるいは変遷直後号）と終号（あるいは変遷直前号）によってのみ，記録が可能である。初号も
終号も所蔵していない場合は，このフィールドには記録できない。（→ NCR87R3

13.3.1）

6.2.3F [データ記入及び記入例]
F1 （データ記入の原則）
F1.1 （巻次の転記）
巻次の転記は，数詞・数字は原則としてアラビア数字を用いる。巻次の「第」の字は省略する。（NACSIS 独自規
定）
（→ NCR87R3
欧文表記の場合は，各言語の大文字使用法，標準的な略語・数詞に変換して記録する。

付録 2）

VLYR:1 輯
VLYR:1 回

（表記は「第 1 回」）

VLYR:1 巻 1 號
VLYR:Vol. 1, no. 1
F1.2 （年月次の転記）
年月次は，対応する巻次に続けて丸がっこ（（ ））内に記録する。転記にあたっては，数詞・数字は原則として
アラビア数字を用いる。
明治以降の元号は，頭 1 字のみに短縮する。
「年・月・日」「号・版・度」など年月次の数字に付随する文字は，
省略する。（NACSIS 独自規定）
欧文表記の場合は，各言語の大文字使用法，標準的な略語を使用して記録する。（→ NCR87R3

付録 2）

VLYR:1 巻 1 号 （大 1.12）―
VLYR:1 輯 （明 41.5）―
VLYR:1 次 （明 6.7）―65 次 （昭 15）
VLYR:1 回 （昭 61.2）―
F2 （巻次・年月次の記述）
F2.1 （初号・変遷直後号の記録）
初号・変遷直後号の巻次年月次とハイフン（―）を記録する。
VLYR:1 集 （昭 59.5）―
VLYR:―240 号 （昭 18.12） ; 1 巻 1 号 （昭 23.10）―
F2.2 （継続刊行途中号の記録）
初号の巻次・年月次が既に記録されている場合は，何も記録しない。
F2.3 （終号・変遷直前号の記録）
ハイフン（―）と終号・変遷直前号の巻次・年月次を記録する。
VLYR:―復刊 4 号 （昭 62.10）
VLYR:―132 回 （明 43.6）
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F2.4 （初号に巻次・年月次の表示がないもので推測可）
初号に巻次・年月次の表示がない場合，それに続く号で順序づけと見なせる数字・記号が出現する場合，その
表示方法に従って，初号の巻次・年月次を補記することができる。（→ NCR87R3

13.3.1.1）

VLYR:創刊[1]号 （1991.3）―
VLYR:創刊準備[0]号 （1981.11）―
VLYR:[昭和 33 年上期 （昭 33.上期）]―
F2.5 （巻次がない場合）
（NACSIS 独自規定）
巻次の表記が全く現れない場合は，年月次を代用して記録する。
巻次が途中で消滅した場合には，巻次変更の扱いが必要である｡
VLYR:平成元年 1 月号 （平 1.1）―
VLYR:昭和 41 年 （昭 41）―昭和 49 年 （昭 49）
VLYR:1 巻 （昭 40）―4 巻 （昭 43） ; 昭和 44 年 （昭 44）―
（5 巻以降には，巻次表示が現れない）
F2.6 （年月次がない場合）
（→ NCR87R3
年月次の表示が全く現れない場合や，途中で消滅した場合には，出版年，頒布年などを補記する。
13.3.2 別法，NCR87R2005

13.3.2

補記については NACSIS 独自規定）

VLYR:28 巻 7 号 （[平 1.3]）―
F2.7 （合併号の場合）
記入すべき号が合併号である場合，合併号を一つの号であると見なし，号を切り分けては記録しない。その場
合の接続記号は，表紙などに用いられている表示をそのまま記録する。
VLYR:昭和 34～35 年度 （昭 34～35）―昭和 63 年度 （昭 63）
VLYR:1 号 （1951.12）―149―150 号 （1989.3）
VLYR:1 巻 1・2 号 （平 1.4・5）―
VLYR:6/7/8 号 （1964/1965/1966）―
F2.8 （単一の号しか刊行されなかった場合）
単一の号しか刊行されなかった場合は，その号が初号でありまた終号であると見なし，その号の巻次・年月次
を 2 つ記入し，ハイフン（―）でそれらをつなぐ。（NACSIS 独自規定）
VLYR:1 号 （1960.11）―1 号 （1960.11）
F3 （別形式の巻次・年月次表示がある場合の優先順位）
（→ NCR87R3
2 以上の巻次・年月次の表示方式がある場合，表示されている順序でそれらを記録する。

13.3.1.2）

ただし，以下のような場合は，優先順位に従うこととする。
（NACSIS 独自規定）
F3.1 （タイトル変遷後の巻次）
変遷後に付与された巻次は，変遷前誌より引き継いだ巻次より優先使用する。
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F3.2 （固有の巻次）
当該の逐次刊行物固有の巻次は，他の逐次刊行物と共有する巻次より優先して使用する。また，全ての部編に
共通する巻次とその部編に固有の巻次とでは，その部編に固有の巻次を優先使用する。
F3.3 （日本語の表示）
巻次の採り方が同一の，日本語と別言語（別文字）による表示がある場合，日本語表示のみを採用する。
× VLYR:1 巻 1 号 （昭 60.1）― = Vol. 1, no. 1 （Jan. 1985）― のようには記録しない。
F3.4 （2 階層の巻次）
2 階層の巻次（巻号表示など）は，1 階層の巻次（通号表示など）より優先使用する。
VLYR:1 巻 1 号 （昭 36.1）― = 通巻 1 号 （昭 36.1）―
VLYR:1 巻 1 号 （昭 36.1）―27 巻 12 号 （昭 63.12） = 通巻 1 号 （昭 36.1）―324 号 （昭 63.12）
F3.5 （非優先使用の巻次の表現）
上記の優先して使用する巻次表示以外の表示も併記することができる。併記する場合は各方式間をスペース，
等号，スペース（△=△）でつないで表示する。
VLYR:―34 巻 2 号 （昭 59.2） = ―通巻 396 号 （昭 59.2）
VLYR:復刊 1 号 （昭 62.1）―復刊 4 号 （昭 62.10） = 通刊 13 号 （昭 62.1）―通刊 16 号 （昭 62.10）
F4 （巻次・年月次表示の変更）
巻次の取り方が変更になった場合，旧方式による初号，終号の巻次・年月次を記録したあと，スペース，セミ
（→ NCR87R3
コロン，スペース（△;△）に続いて新方式による巻次・年月次を記録する。

13.3.1.3）

（NACSIS 独自規定）
ただし，以下のような方法を採用する。
F4.1 （優先順位が上位の表示方法が出現した場合）
VLYR:1 号 （昭 60.2）―12 号 （昭 60.12） ; 1 巻 1 号 （昭 61.1）―
F4.2 （優先順位が上位の表示方法が消滅した場合）
優先順位が下位であった表現方法を繰り上げて使用する。
VLYR:1 巻 1 号 （平 2.1）―1 巻 12 号 （平 2.12） ; 13 号 （平 3.1）―
F4.3 （巻次の数字が後退，反復，極端に飛躍した場合）
VLYR:1 巻 （平 2.1）―12 巻 （平 2.12） ; 1 巻 （平 3.1）―
このような場合，別に書誌レコードを作成すべき場合もある。出版者や編集者の意図から継続関係の十分な調
査が必要である。（→ 0.4.3B4）
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F4.4 （年月次表示形式が変更の場合）
年月次の変更は巻次変更とは見なさず，記録しない。ただし，巻次表示がないために，年月次を代用して巻次
としている場合には，巻次変更と同様の扱いとし，スペース，セミコロン，スペース（△;△）に続けて，新しい
年次を記録する。
年号が年次となっている場合で，改元前と改元後の年号の双方が併記されている場合は，原則として改元後の
年号を記録する。双方が併記されている期間については，NOTE フィールドに記録する。
VLYR:―昭和 64 年版 （昭 64） ; 平成 2 年版 （平 2）―
VLYR:―昭和 64 年 1 月 1 日 （昭 64.1.1） ; 平成 2 年 1 月 1 日 （平 2.1.1）―
VLYR:―昭和 63 年平成元年度 （昭 63/平 1）―
F5 （巻次変更とは見なさない場合）
F5.1 （巻次の呼称の変化）
単なる呼称の変化は，巻次変更とはしない。
F5.2 （巻次体系の階層は変化するが，巻レベルの数値が一貫している場合）
○ VLYR:1 巻 （平 2.1）―
× VLYR:1 巻 （平 2.1）―12 巻 （平 2.12） ; 13 巻 1 号 （平 3.1）― のようには記録しない。
F5.3 （他の逐次刊行物と巻次体系を共有している場合）
他の逐次刊行物と巻次体系を共有しており，そのために巻次が不連続になる場合は，巻次変更とはしないで，
NOTE フィールドにその事実を記録する。
第一分冊が，1 巻 1 号，1 巻 3 号，1 巻 5 号 ....
第二分冊が，1 巻 2 号，1 巻 4 号，1 巻 6 号 ....
F5.4 （誤植による巻次の数値の後退，反復，飛躍の場合）
誤植による巻次の乱れは，巻次変更としない。誤植の事実については，NOTE フィールドに記録する。
（→ 6.2.7F3.12）
F5.5 （巻次が反復する場合）
｢巻｣に相当するものがなく，号数のみが反復する場合には，号数が元に戻るたびに巻次変更とはせず，適宜の
巻（年次など）を補記し，巻次が一貫するように記録する。
○ VLYR:[1990], 1 （1990.1）―[1991], 12 （1992.12）
× VLYR:1 （1990.1）―12 （1990.12） ; 1 （1991.1）―12 （1992.12） のようには記録しない。
F6 （資料全体の順序づけを示す表示）
資料全体の順序づけを示す表示（｢II｣，｢第 2 次｣など）の変更・追加は，巻次変更とはせず，タイトル変遷と見
なし，別書誌を作成する。（NACSIS 独自規定）（→ 6.2.1F2.8）
F7 （巻次・年月次に関する注記）
（→ 6.2.7F3.12）
巻次・年月次について説明する必要があるときは，NOTE フィールドに記録する。
NOTE:号外: 昭和 32 年 9 月，昭和 47 年 3 月
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6.2.4A [形式]
PUB

入力レベル

属性

必須 1

可変長

出版地・頒布地等

必須 2

可変長

254 バイト

有

出版者・頒布者

必須 2

可変長

254 バイト

有

日付

必須 2

可変長

254 バイト

無

△:△

出版者・頒布者等

出版，頒布等に関する事項

フィールド長

繰り返し数
4

6.2.4B [記述文法]
(1) 一般的な記述文法
PUB:

出版地・頒布地等

△,△

出版・頒布等の日付

(2) 複数の出版地・頒布地等がある場合
△;△
PUB:

出版地・頒布地等

△:△

出版者・頒布者等

△,△

出版・頒布等の日付

(3) 複数の出版者・頒布地等の出版地・頒布地などが同一の場合

PUB:

出版地・頒布地等

△:△

出版者・頒布者等

△,△

出版・頒布等の日付

(4) 製作等に関する事項
△;△
PUB:

（

製作地等

△:△

製作者等

△,△

製作等の日付

）

6.2.4C [NCR87R3 の区切り記号の採否]
NCR87R3

13.4.0.2 の採否は，次の通りとする。

(1) ア）は不採用とする。
(2) イ）は採用する。
(3) ウ）は採用する。
(4) エ）は採用する。
(5) オ）の出版年・頒布年等の前に置く区切り記号は，コンマ，スペース（,△）ではなく，スペース，コンマ，
スペース（△,△）を置くものとする。
(6) カ）の製作項目（製作地，製作者，製作年）は，出版・頒布に関するデータ要素とは別に，PUB フィール
ドを繰り返したうえで丸がっこに入れて記録し，丸がっこの前にはスペースは置かない。
(7) キ）は採用する。
(8) ク）の製作年の前に置く区切り記号については，コンマ，スペース（,△）ではなく，スペース，コンマ，
スペース（△,△）を置くものとする。
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また，出版地の識別のための都道府県名の付記，発売などの頒布者の役割表示の付記は丸がっこ（ ）に入れる。
6.2.4D [フィールド内容とデータ要素]
PUB フィールドには，以下の内容を記録する。
(1) 出版地・頒布地等
(2) 出版者・頒布者等
(3) 出版年・頒布年等
(4) 製作項目（製作地，製作者，製作年）
6.2.4E [データ要素の情報源]
PUB フィールドのデータ要素の情報源は，初号の表紙，標題紙，背，奥付とする。ただし，表紙及び標題紙を欠
く記述対象の場合は題字欄とする。初号がない場合は，所蔵する最も古い号とする。（→ NCR87R3
NCR87R3

13.0.3.1，

13.0.3.2）

出版年の情報源は初号，終号のみである。所蔵最古号や参照ファイルの情報からは記録できない。
規定の情報源以外から得た情報は，角がっこ（[ ]）に入れて記録する。角がっこ（[ ]）は，データ要素をまた
がった形にはしない。
○ PUB: [出版地不明] : [出版者不明] , [1976]―[1988]
× PUB: [出版地不明 : 出版者不明 , 1976―1988]

6.2.4F [データ記入及び記入例]
F1 （データ記入の原則）
出版地は，規定の情報源において，出版者（もしくは頒布者）名と関連して表示されている地名（市，町，村）
を記録する。
出版者は，記述対象資料の出版，頒布，発行などについて責任がある団体もしくは個人の名称，またはそれが
識別できる表示を記録する。出版者の表示がないときは，頒布者を記録する。
出版年は，その逐次刊行物が完結している場合は，初号と終号の出版年をハイフン（―）で結んで記録する。刊
行途中の場合は初号の出版年にハイフン（―）を付して記録する。
F2 （出版地）
F2.1 （出版地の識別）
（→ NCR87R3
識別上必要があるときは，市町村名などに国名，州名，都道府県名などを付記または補記する。
13.4.1.2A）
PUB:一宮町 （愛知県）
PUB:一宮町 （石川県）
PUB:大和町 （山口県）
PUB:大和町 （新潟県）
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F2.2 （出版地が表示されていない場合）
出版地などが表示されていない場合については，調査もしくは推定による出版地を，角がっこ（[ ]）に入れて
記録するか，代替情報として頒布地を記録する。推定でも頒布地でも記録できないときは，「[出版地不明]」と補
記して記録する。（→ NCR87R3

13.4.1.2B）

PUB:[つくば]

（参考情報源などで推定される出版地）

PUB:[北海道]

（都市名が推定できない場合は，国・州・県・地方名などを記載）

PUB:[出版地不明]

（推定もできない場合）

F2.3 （出版地の変更）
刊行途中で出版地などに変更があった場合や，その名称が変更になった場合は，その名称と変更時点の巻次・
年月次を NOTE フィールドに記録する。（→ 6.2.7F3.13）
F3 （出版者，頒布者など）
（→ NCR87R3
出版者などは，記述対象資料に表示されている名称を記録する。

13.4.2.2）

ただし，タイトルや責任表示に名称の完全形があるときは短縮形を用いることができる条項は，検索上支障を
きたす恐れがあるため採用しない。
また，出版者名に付されている法人組織を示す語などは省略する。
F3.1 （出版者が表示されていない場合）
（→ NCR87R3
出版者が表示されていない場合については，頒布者名を記録する。

13.4.2.1A）

出版者も頒布者も表示されていない場合は，「[出版者不明]」と補記して記録する。
（→ NCR87R3

13.4.2.2A）

PUB:[東京] : [出版者不明]
F3.2 （出版者の変更）
刊行途中で出版者などに変更があった場合は，その名称と変更時点の巻次・年月次を NOTE フィールドに記録す
る。（→ 6.2.7F3.13）
F4 （出版年・頒布年）
（→ NCR87R3
出版年は，西暦紀年で記録する。

1.4.3.2A）

ただし，必要に応じ他の暦の付記，補記をする条項は採用しない。
通常は，年までのレベルで十分だが，必要に応じて月，日をピリオド（.）で区切って記録してもよい。
F4.1 （出版年が年次表示と一致する場合）
出版年と年月次の表示が全部または一部一致する場合も，これを記録する。
TR:新しい家庭科 We||アタラシイ カテイカ we
VLYR:1 巻 1 号 （1982.3）―10 巻 12 号 （1992.1）
PUB:調布 : ウイ書房 , 1982―1992
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F4.2 （出版年が不明の場合）
初号あるいは終号を所蔵していない場合は，出版年は記録しない。
PUB:東京 : 科学新聞社 , ―1991
PUB:東京 : 外務省

（初号を未所蔵）

（初号，終号共に未所蔵）

初号あるいは終号を所蔵しているが，出版年の表示がなく不明の場合は，頒布年，著作権表示年，製作年を記
録する。（→ NCR87R3

13.4.3.1A）

PUB:浦和 : 国際交流基金日本語国際センター , c1994―
出版年，頒布年，著作権表示年，及び製作年のいずれも表示がないか，不明のときは，推定出版年を補記して
記録する。（→ NCR87R3

1.4.3.2D）

PUB:東京 : 文部省 , [1951]―[1983]
PUB:東京 : 美術館連絡協議会 , [19――]―1991

6.2.4G [フィールドの繰り返し]
G1.1 （複数の出版地，出版者）
出版地，出版者などが複数表示されている場合，顕著なもの，最初のものを記録する。
2 番目以降の出版地，出版者などの入力レベルは「選択」である。NCR87R3

13.4.2.1B は採用しない。

出版地のみ，もしくは出版者のみが複数ある場合は，フィールドの繰り返しではなく，記述文法に従って，区
切り記号で一つのフィールド内に記録する。（→ G1.1.1，G1.1.2）
出版地・頒布地と出版者・頒布者などの組合せが複数ある場合は，PUB フィールドを繰り返す。この場合，2 番
目の繰り返しの部分の検索キーが正しく作成されないので，必ず別フィールドに記録する。（→ G1.1.3，G1.1.4）
複数の PUB フィールドを作成した場合，出版年は最後の出版者に続けて記録する。
G1.1.1 （同一出版者の複数の出版地）
同一の出版者，頒布者に対して 2 箇所以上の地名が表示されている場合は，顕著なもの，最初のものの順で一
つを選択して記録する。
または，2 番目以降の出版地もスペース，セミコロン，スペース（△;△）に続けて記録することができる。
G1.1.2 （同一出版地の複数の出版者）
同一の出版地，頒布地に対して 2 以上の出版者が表示されている場合は，顕著なもの，最初のものの順で一つ
を選択して記録する。
または，2 番目以降の出版者もスペース，コロン，スペース（△:△）に続けて記録することができる。
PUB:東京 : 国立大学図書館協議会東京地区協議会 : 東京地区国立大学図書館ネットワーク研究
会
G1.1.3 （複数の出版地，出版者の対がある場合）
出版地・頒布地と出版者・頒布者などが組み合せて複数表示されている場合，記録するときは PUB フィールド
を繰り返して記録し，一つのフィールドにまとめたかたちでの記録はしない。
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6.2.4 PUB

G1.1.4 （出版地，出版者と頒布地，頒布者）
出版地，出版者のほかに頒布地，頒布者が表示されている場合，記録するときにはフィールドを繰り返し，頒
（→ NCR87R3
布者の後に（発売）など，役割を示す語句を丸がっこ（（ ））に入れて付記する。

13.4.2.1C 任意規定）

PUB:京都 : ミネルヴァ書房 （発売） , 1990―
6.2.4H （選択事項）
H1 （製作などに関する事項）
出版項目が不明の場合は，[出版地不明] : [出版者不明]と補記し，新たに別のフィールドに全体を丸がっこに
入れて製作などに関する事項を記録する。
複数の PUB フィールドを作成した場合，出版年は最後の出版者に続けて記録する。
PUB:[出版地不明] : [出版者不明]
PUB:（東京 : 雄松堂フィルム出版 （製作） , 1964―）
PUB:[出版地不明] : [出版者不明]
PUB:（[東京] : 慶応義塾経済学会 （製作））
6.2.4I《注意事項》
I1 （出版地，出版者などの変更）
刊行中での出版地，出版者などの追加，変更については，その名称と変更時点の巻次・年月次を NOTE フィール
ドに記録する。（→ 6.2.7F3.13）
（→ 0.4.3B5）
このような出版事項の変更は，別書誌レコード作成の根拠とならない。
I2 （並行して出版している出版者）
並行して別の出版者から刊行された資料に関する事項を記録してはならない。このような場合は別書誌を作成
する。（→ 0.4.3B5）
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6.2.5A [形式]
PHYS

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

選択

可変長

254 バイト

1

形態に関する事項
数量

選択

無

その他の形態的細目

選択

無

大きさ

選択

無

付属資料

選択

無

6.2.5B [記述文法]
PHYS:

数量

△:△

その他の形態的細目

△;△

大きさ

△+△

付属資料

6.2.5C [NCR87R3 の区切り記号の採否]
NCR87R3

13.5.0.2 の採否は，次の通りとする。

(1) ア）は不採用とする。
(2) イ）は採用する。
(3) ウ）は採用する。
(4) エ）は採用する。
(5) オ）は採用する。
6.2.5D [フィールド内容とデータ要素]
PHYS フィールドには，目録対象資料の数量，その他の形態的細目，大きさ，及び付属資料などの情報をデータ
要素として記録する。
6.2.5E [データ要素の情報源]
（→ NCR87R3
PHYS フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物全体とする。

13.0.3.2）

6.2.5F [データ記入及び記入例]
F1 （データ記入の原則）
（→ NCR87R3
各資料種別ごとに形態的表示は異なる。目録規則の当該箇所を参照して記録する。

13.5.1.1）

F2 （特定資料種別表示と資料の数量）
F2.1 （刊行中の逐次刊行物）
刊行中のものは数量を記録せず，特定資料種別のみを記録する。印刷資料の場合は，特定資料種別の名称は記
録せず，単位名称として｢冊｣を記録する。（→ NCR87R3

13.5.1.2A）

PHYS:冊 ; 23cm
PHYS:冊 ; 17-19cm
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F2.2 （完結した逐次刊行物）
完結した逐次刊行物については，特定資料種別と数量をアラビア数字で記録し，それに続けて，単位名称を記
録する。印刷資料の場合は，特定資料種別の名称は記録せず，数量と「冊」のみを記録する。
修正しようとする図書館が刊行された全巻（号など）を所蔵していない場合でも，VLYR フィールドに初号・終号
の記録があり，途中の巻号の状況に巻の後戻りや飛躍がないことが，記録の他の部分（登録された所蔵データなど）
から，十分推測される際は，数量を記録することができる。
（NACSIS 独自規定）
VLYR: 1 集 (1959)-5 集 (1963)
PHYS: 5 冊 ; 21cm
PHYS:マイクロフィルムリール 8 巻 ; 10cm , 35mm
F3 （その他の形態的細目）
その他の形態的細目は，印刷資料の場合は，記録しない。印刷資料でない場合は，必要ならばこれを NOTE フィー
ルドに記録する。（→ 6.2.7F3.14，NCR87R3

13.5.2）

F4 （大きさ）
F4.1 （原則）
（→ NCR87R3
逐次刊行物の大きさは，資料の外側の寸法をセンチメートルの単位で，端数を切り上げて記録する。
13.5.3.2）
2 点以上の部分からなる，大きさの異なる資料は，最小のものと最大のものをハイフンで結んで記録する。ただ
し，大部分が同じ大きさで一部分のみが異なるときは，大部分の大きさを記録し，一部分の大きさを丸がっこ（（ ））
に入れ付記して記録する。（→ NCR87R3

13.5.3.3）

PHYS:冊 ; 22cm
PHYS:20 冊 ; 26x37cm
PHYS:100 冊 ; 20-32cm
PHYS:マイクロフィルムリール 2 巻 ; 35mm
F5 （付属資料）
F5.1 （原則）
定期的刊行を意図し，かつ逐次刊行物本体と組み合わせて使用することを意図したすべての資料（本体+カセッ
ト，本体+CD-ROM，本体+マイクロフィルム，本体+Directory，本体+解答集など）は，NCR87R3

13.5.4.1，NCR87R3

13.5.4.2 の指示のように記録する。必要に応じて付属資料自体の形態に関する事項を付記してもよい。
PHYS:5 冊 ; 27cm + CD-ROM
PHYS:7 冊 ; 22cm + 別冊 （21p ; 22cm）
PHYS:冊 ; 28cm + 録音カセット
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6.2.6A [形式]
VT

入力レベル

属性

選択

可変長

タイトルの種類

必須 1

固定長

2 バイト

無

タイトル

必須 1

可変長

1024 バイト

無

タイトルのヨミ

必須 2

可変長

1024 バイト

無

その他のタイトル

フィールド長

繰り返し数
16

6.2.6B [記述文法]
VT:

タイトルの種類

:

タイトル

||

タイトルのヨミ

6.2.6D [フィールド内容とデータ要素]
D1 （フィールド内容）
VT フィールドには，TR フィールドに記録するタイトル以外の「その他のタイトル」を記録する。VT フィールド
は，目録対象資料の「その他のタイトル」による検索などを可能にするために設けられたフィールドである。
「その他のタイトル」に該当するのは，次のタイトルである。
(1) キータイトル及び略タイトル
(2) 目録対象資料中に表示されている標目のうち，TR フィールドに記録されない形
(3) 目録担当者が作成するタイトル標目
D2 （データ要素）
VT フィールドのデータ要素は，タイトルの種類，タイトル，及びタイトルのヨミである。
(1) タイトルの種類には，タイトルの情報源，タイトル標目の種類などを示す 2 桁のコードを記録す
る。
(2) タイトルには，当該タイトルを記録する。
(3) タイトルのヨミには，当該タイトルのヨミを記録する。
（→ 付録 1.4）
タイトルの種類には，以下のものがある。
（D1 の種別におけるコードのアルファベット順）
(1) キータイトル及び略タイトル
AB:略タイトル （abbreviated title）
KT:キータイトル （key title）
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(2) 目録対象資料中に表示されている標目のうち，TR フィールドに記録されない形
AT:副標題紙タイトル （added title page title）
BC:裏表紙タイトル （back cover title）
CL:奥付タイトル （colophon title）
CP:見出しタイトル （caption title）
CV:表紙タイトル （cover title）
DT:識別タイトル （distinctive title）
MT:題字欄タイトル （masthead title）
OH:その他のタイトル （other title）
OR:原タイトル （original title）
PT:親書誌タイトル （parent title）
RT:欄外タイトル （running title）
ST:背表紙タイトル （spine title）
TT:標題紙タイトル （title page title）
(3) 目録担当者が作成するタイトル標目
RM:ローマ字翻字タイトル （romanized title）
TL:翻訳タイトル （translation of title by cataloging agency）
VT:異なりアクセスタイトル （variant access title）
6.2.6E [データ要素の情報源]
VT フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物を含むあらゆるところから採用できる（→ NCR87R3
13.0.3.2）

6.2.6F [データ記入及び記入例]
F1 （データ記入の原則）
F1.1 （初号もしくは所蔵最古号の場合）
「その他のタイトル」が初号もしくは（記述の基準とした）所蔵最古号に表示されている場合，タイトルの表示
箇所に関わるタイトルの種類コードと共に VT フィールドに記録する。
TR:愛媛法学会雜誌 / 愛媛大学法学会 [編]||エヒメ ホウガッカイ ザッシ
VT:BC:Ehime law review

（裏表紙タイトル）

F1.2 （初号もしくは所蔵最古号以外の場合）
「その他のタイトル」が初号もしくは（記述の基準とした）所蔵最古号以降の号に表示されている場合，タイ
トルの表示箇所に関わらず，タイトルの種類コード（OH）と共に VT フィールドに記録する。タイトルの表示箇
所に関係するコード（AT，BC，CL，CP，CV，MT，RT，ST，TT）は使用しない。
さらに，そのタイトルの表示巻次・年月次・箇所についての説明を NOTE フィールドに記録する（→ 6.2.7F3.10）
TR:コンクリートブロック / 日本コンクリートブロック協会 [編集]||コンクリートブロック
VT:OH:月刊コンクリートブロック||ゲッカン コンクリート ブロック
NOTE:奥付タイトル: 月刊コンクリートブロック （162 号 （1997.3）―）
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F2 （複製版の場合）
複製版書誌データの本タイトルの情報源は原本であるので，複製時に付与されたタイトルは，タイトルの種類
（→ 6.2.7F3.17）
コード（OH）と共に VT フィールドに記録し，同時に NOTE フィールドに記録する。
REPRO:c
TR:社會と教化 / 社會教育研究會[編纂]||シャカイ ト キョウカ
ED:復刻版
VT:OH:社会教育||シャカイ キョウイク
NOTE:復刻版のタイトル: 社会教育
F3 （合冊誌・合刻複製版の場合）
合冊誌，合刻複製版に収録されている逐次刊行物の総合タイトルは，タイトルの種類コード（OH）と共に VT フ
（→ 6.2.7F3.17）
ィールドに記録し，同時に NOTE フィールドに記録する。
REPRO:c
TR:復興情報||フッコウ ジョウホウ
ED:複刻版
VT:OH:新都市||シントシ
NOTE:合刻複製版の総合タイトル: 新都市
F4 （巻の標題紙，製本用標題紙の場合）
初号の情報源は，その後で付与された巻の標題紙（製本用標題紙）より優先する。この場合，巻の標題紙に記録
されたタイトルは，タイトルの種類コード（OH）と共に VT フィールド及び NOTE フィールドに記録する。タイトル
（→ 6.2.7F3.10）
の種類コード（CV，ST）は使用しない。
TR:形成外科||ケイセイ ゲカ
VT:OH:形成美容外科||ケイセイ ビヨウ ゲカ
NOTE:巻の標題紙タイトル: 形成美容外科
F5 （簡略形と展開形）
情報源中にタイトルの簡略形が表示され，それ以外の箇所にその展開形が表示されている場合，またはその逆
の場合，タイトルの表示箇所に関わるタイトルの種類コードと共に VT フィールドに記録する。
TR: 北海道大学文学研究科紀要 / 北海道大学文学研究科 [編] ||ホッカイドウ ダイガク ブンガク ケ
ンキュウカ キヨウ
VT:RT:北大文学研究科紀要||ホクダイ ブンガク ケンキュウカ キヨウ

（欄外タイトル）

F6 （共通タイトル）
F6.1 （情報源以外に存在する共通タイトル）
共通タイトルが情報源以外の箇所に表示されている場合，タイトルの種類コード（PT）と共に VT フィールドに
記録する。
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F6.2 （不安定な共通タイトル）
共通タイトルが従属タイトルと同じ情報源にあったりなかったり，号によって表現がまちまちだったりなど不
安定な場合，タイトルの種類コード（PT）と共に VT フィールドに記録する。
TR:くらしのサイエンス / 酪農学園短期大学酪農学校 [編]||クラシ ノ サイエンス
VT:PT:近代酪農. 別冊||キンダイ ラクノウ. ベッサツ
F7

（親書誌タイトル）

(本タイトルの変化)

F7.1

(本タイトルに軽微な変化があった場合)

本タイトルに軽微な変化があった場合，タイトル変遷とはせず，VT フィールドにタイトルの種類コード（OH）
を付与して記録し，併せて NOTE フィールドに変化のあった巻次・年月次を記録する。
（→6.0.1A1.2， 6.2.7F3.6）
F7.2 （本タイトル中の文字の字体が変更された場合）
本タイトル中の文字の字体が変更された場合，タイトル変遷とはせず，VT フィールドにタイトルの種類コード
（OH）を付与して記録し，併せて NOTE フィールドに変更された巻次・年月次を記録する。
（→ 6.2.7F3.6）
TR:看護學雜誌 / 醫學書院 [編]||カンゴガク ザッシ
VT:OH:看護学雑誌||カンゴガク ザッシ
NOTE:本タイトルの字体変更: 看護學雜誌 （―25 巻 12 号 （1961.12））→看護学雑誌 （26 巻 1 号
（1962.1）―）
F8 （別言語・別文字タイトル）
F8.1 （本タイトルと意味的に対応し，情報源に表示されている場合）
別言語・別文字タイトルが複数表示されている場合，TR フィールドに記録しなかった並列タイトルは，タイト
ルの表示箇所に関わるタイトルの種類コードと共に VT フィールドに記録することができる。
E8.2 （本タイトルと意味的に対応しているが，情報源以外の箇所に表示されている場合）
情報源以外の箇所に表示されている別言語・別文字タイトルは，並列タイトルではなく「その他のタイトル」
と見なし，表示箇所に応じたタイトルの種類コードを付与し，VT フィールドに記録する。
F8.3 （本タイトルと意味的に対応していない場合）
本タイトルと意味的に対応していない別言語・別文字タイトルは，TR フィールドのタイトル関連情報として扱
う（→ 6.2.1F4）
F9 （その他のタイトルに関わる責任表示）
「その他のタイトル」に関わる責任表示（責任表示の異形）は，このフィールドには記録しない。記録が必要な
（→ 6.2.7F3.11）
場合には，NOTE フィールドに記録するか，当該著者名典拠レコードの SF フィールドに記録する。
F10 （複数のタイトルの種類コードに該当する場合）
同一の形のタイトルが，複数のタイトルの種類コードに該当する場合，以下の優先順位を適用する。
F10.1 （該当する場合最優先で必ず記録するもの）
この中で重複する場合は，VT フィールドを追加して全て記録する。
AB（略タイトル），KT（キータイトル），DT（識別タイトル）, OR（原タイトル），PT（親書誌タイト
ル）
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F10.2 （該当する場合選択して記録するもの）
この中で重複する場合は，以下の優先順位で選択して記録する。優先順位が低く，VT フィールドに記録しなか
ったものは，NOTE フィールドに記録してもよい。
BC（裏表紙タイトル）>TT（標題紙タイトル）>MT（題字欄タイトル）>ST（背表紙タイトル）>
CL（奥付タイトル）>AT（副標題紙タイトル）>CP（見出しタイトル）>RT（欄外タイトル）
F10.3 （以上のどれにも該当しないもの）
上記のものと重複しない場合，該当するものを選択して記録する。
OH（その他のタイトル），TL（翻訳タイトル），RM（ローマ字翻字タイトル），
VT（異なりアクセスタイトル）
F11 （ヨミの記録）
ヨミの記録については，「目録情報の基準」11.3 （ヨミの表記及び分かち書き規則）及び TR フィールドの「タ
イトルのヨミ，タイトル関連情報のヨミ」の記録法による。（→ 6.2.1F6）

6.2.6G [フィールドの繰り返し]
「その他のタイトル」が複数ある場合は，VT フィールドをその数だけ繰り返し，それぞれのタイトルを記録す
る。
6.2.6H《注意事項》
「その他のタイトル」が複数ある場合）
H1 （
１つの VT フィールドに複数の「その他のタイトル」を記録してはならない。
H2 （記述文法）
タイトルの種類とタイトルの間のコロン（:）の前後にスペースを記録してはならない。
H3 （表紙タイトル）
和雑誌では，表紙が TR フィールドに記録するデータの情報源として最も優先順位が高いので，表紙タイトル
（cover title）種類コード（CV）は，原則として使用することはない。表紙に表示されている複数の並列タイトル
のうち，TR フィールドに記録しなかった並列タイトルに限って使用する場合がある。
H4 （統一タイトル）
統一タイトル（uniform title）の種類コード（UT）は，雑誌書誌レコードでは使用しない。
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6.2.7A [形式]
NOTE

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

選択

可変長

1024

16

注記
6.2.7B [記述文法]
NOTE:

注記

6.2.7C [NCR87R3 の区切り記号の採否]
NCR87R3

13.7.0.2 の採否は，次の通りとする。

１つの注記ごとにフィールドを繰り返して記録するのを基本とするため，区切り記号法は用いない。
ただし，１つの NOTE フィールド中に複数の注記を記録する必要がある場合は，セミコロン，スペース（;△）を
区切り記号とする。
6.2.7D [フィールド内容とデータ要素]
NOTE フィールドには，目録対象資料に関する注記をデータ要素として記録する。記録されるデータ要素には次
のものがある。
(1) 他のどのフィールドにも記録できないが，記録しておくことが望ましいと目録作成機関が判断し
た事項
(2) 他のフィールドに記録した事項で，更に補足・説明を加えることが望ましいと目録作成機関が判
断した事項
ただし，ID&コードブロックに記録したデータ及び VT フィールドに OH 以外のタイトルの種類コードを付して記
録したデータを，このフィールドで重ねて説明する必要はない。
また，ある特定の機関のみが所蔵している資料に固有の事項については，このフィールドに記録してはならな
い。必要に応じて，所蔵レコードの CPYNT フィールドや LDF フィールドに記録する。
6.2.7E [データ要素の情報源]
（→ NCR87R3
NOTE フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物を含むあらゆるところから採用できる。
13.0.3.2）
6.2.7F [データ記入及び記入例]
F1 （データ記入の原則）
F1.1 （定型注記）
NOTE フィールドに記録する注記には，導入語句を伴う定型注記と，それ以外の非定型注記とがある。定型注記
の場合は，導入語句と注記の間には，コロン，スペース（:△）を置く。
TR:神学ダイジェスト / 上智大学神学部神学ダイジェスト研究会 [編]||シンガク ダイジェスト
NOTE:別冊: 「総索引」1 号―70 号

2006.03

6.2.7-01

6.2.7 NOTE

コーディングマニュアル

F1.2 （注記の順序）
複数の注記を記録する場合は，記録の順序については問わないこととするが，共同分担目録の特性上，できれ
ば「記述の基準とした巻号についての注記」を最初に記録することが望ましい。（NACSIS 独自規定）
F2 （本システム特有の取り扱いをするもの）
NCR87R3 の 13.7 で示されているもののうち，次のものについては NCR87R3 とは別の取り扱いをする。
「その他のタイトル」として記録すべきもの）
F2.1 （
次に示す項目について，検索上有益なものは，VT フィールドに適切なコードを付して記録する。
(1) NCR87R3

13.7.3.1 イ）

（別の形のタイトル）

(2) NCR87R3

13.7.3.1 ウ）

（外国語のタイトル）

なお，タイトルの種類コード（OH）を付して記録した場合は必ず「その他のタイトル」のタイトルとその性格，
表示巻次・年月次，表示箇所について記録する。
NOTE:裏表紙タイトル: Studies in philosophical anthropology （No.22 （1992）―）
NOTE:背表紙タイトル: 建設月報 （43 巻 1 号 （1990.1）―）
F2.2 （タイトル変遷についての注記）
タイトル変遷による注記は，各参加組織からの「変遷注記用データシート」による報告に基づき，国立情報学
研究所（NII）のみが BHNT フィールドに記録できる。
ただし，国立情報学研究所（NII）によって BHNT フィールドが記録されるまでの間，補助的に NOTE フィールド
にタイトル変遷による注記を記録することができる。
NOTE:継続前誌: ドクメンテーション研究
NOTE:派生後誌: 中央大学理工学部研究報告. C, 電気
F3 （注記の種類）
主として以下の項目について記録する。
F3.1 （記述の基準とした巻号についての注記）
（→ NCR87R3
初号以外の号に基づいて書誌を記述した場合，その巻号の巻次・年月次について記録する。
13.0.3.0，NCR87R3

13.0.3.1）

NOTE:記述は 4 巻 1 号 （昭 58.1）による
F3.2 （仮登録雑誌についての注記）
新規の予約雑誌で，資料現物が届いていないため，販売カタログなどに基づいて書誌を記述した場合，その書
誌レコードが仮登録雑誌（予約雑誌）であることを記録する。（→ 6.0D4）
NOTE:仮登録雑誌
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F3.3 （刊行頻度についての注記）
刊行頻度に変更があった場合，各刊行頻度が保持されていた期間について変更があった巻次・年月次と共に記
録する。
NOTE:刊行頻度の変更: 月刊，379 号 （1979.11）―562 号 （1995.3）→隔月刊，563 号 （1995.5）
―
刊行頻度の定期性が「規則的不定期」であるものの場合，実際の刊行形態について記録する。
NOTE:月刊 （8―9 月は刊行せず）
F3.4 （言語についての注記）
（→ NCR87R3
言語コードで記録したフィールドのデータに更に補足を加えることが望ましい場合，記録する。
13.7.3.0 イ）
NOTE:本文は英文併記
NOTE:本文は日本語または英語; 抄録は英語
F3.5 （本タイトルの情報源箇所についての注記）
目録対象資料に表紙がない，または表紙に本タイトルがないため，その他の情報源箇所から本タイトルを採っ
た場合は，その情報源箇所について記録する。（NACSIS 独自規定）
NOTE:タイトルは標題紙による
NOTE:タイトルは背と奥付による
F3.6 （本タイトルの軽微な変化についての注記）
(1) 本タイトルに軽微な変化があった場合，変化があった巻次・年月次とともに記録する。
NOTE:本タイトルの軽微な変化: 少女倶楽部 (－24 巻 3 号 （昭 21.3）) →少女クラブ (24 巻 4 号 （昭
21. 4）－)
(2) 刊行途中で本タイトル中の文字の字体が変更になった場合，変更があった巻次・年月次と共に記録する。
）→日本国勢図会 （昭
NOTE:本タイトルの字体変更: 日本國勢圖會 （―昭和 25 年版 （昭 25）
和 27 年版 （昭 27）―）
F3.7 （並列タイトルについての注記）
(1) 初号または記述の基準とした号以降に現れた並列タイトルについて，対応する巻次・年月次と共に記録
する。
NOTE:並列タイトル （5 巻 1 号 （1988）―）: Bone metastasis and related disease
(2) 刊行途中での並列タイトルの変更について，変更があった巻次・年月次と共に記録する。
NOTE:並列タイトル変更: The Eastern Japan journal of clinical orthopaedies （2 巻 1 号
（1990.3）―）
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F3.8 （タイトル関連情報についての注記）
(1) 初号または記述の基準とした号以降に現れたタイトル関連情報について，対応する巻次・年月次と共に
記録する。
NOTE:タイトル関連情報: リウマチの外科研究会誌 （22 巻 1 号 （1995.6）―）
NOTE:タイトル関連情報: 隔月刊くみあい （No.26 （1990.6）―）
(2) 刊行途中でのタイトル関連情報の変更について，変更があった巻次・年月次と共に記録する。
NOTE:タイトル関連情報の変更: 糖尿病医療スタッフのプラクティス （6 巻 3 号 （1989）―）
F3.9 （目録対象資料中に表示されていない翻訳の原本についての注記）
当該逐次刊行物が以前に出版された逐次刊行物の翻訳である場合，目録対象資料以外の情報源から得られた原
本のタイトルについて記録する。（→ NCR87R3

13.7.3.1 ク）

NOTE:原タイトル: Economic and social survey of Asia and Pacific
「その他のタイトル」についての注記）
F3.10 （
(1) 複数の箇所に表示されている，同一の形の「その他のタイトル」について，VT フィールドに記録しなか
った表示箇所を記録する。
NOTE:標題紙・奥付のタイトル: 東京電機大学理工学部紀要
(2) 識別タイトルが多数ある場合，その旨記録する。
NOTE:各号に個別のタイトルあり
F3.11 （責任表示についての注記）
(1) 初号または記述の基準とした号以降に現れた責任表示について，対応する巻次・年月次と共に記録する。
NOTE:責任表示追加: 宮城県産地魚市場協会 （昭和 53 年―）
（→ NCR87R3
(2) 刊行途中での責任表示の変更について，変更があった巻次・年月次と共に記録する。
13.7.3.1A エ）
NOTE:責任表示の変更: 東洋大学経済学会（―26 号 （1961.6））→東洋大学経済研究所 （27 号
（1962.6）―）
（→ NCR87R3
(3) 「その他のタイトル」に関わる責任表示など，責任表示の異形について記録する。

13.7.3.1A

イ）
（→ NCR87R3
(4) 当該書誌の識別のために重要と考えられる個人編者について記録する。

13.7.3.1A ア）

NOTE:個人編者: 内村鑑三
NOTE:主筆: 宮武外骨

6.2.7-04
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F3.12 （巻次・年月次についての注記）
(1) VLYR フィールドに記録しなかった別形式の巻次・年月次や，巻次・年月次として明記しなかった表示に
（→ NCR87R3
ついて記録する。

13.7.3.3）

NOTE:通号表示併記: 34 巻 1 号は通号 125 号にあたる
(2) 変則的または特異な番号付け，誤植による重複，欠番について記録する。
NOTE:誤植: 35 巻 4 号の表紙に 35 巻 3 号と誤植
NOTE:欠番: 333 号
（→ NCR87R3
(3) 休刊の事実について記録する。

13.7.3.4A）

NOTE:休刊: 1993.4―1995.9
F3.13 （出版地・出版者についての注記）
(1) 初号または記述の基準とした号以降に現れた出版地・出版者について，対応する巻次・年月次と共に記
録する。
NOTE:出版者追加: 日本関税協会 （No.132 （昭 62.4）―）
(2) 刊行途中での出版地・出版者の変更について，変更があった巻次・年月次と共に記録する。（→ NCR87R3
13.7.3.4）
NOTE:出版地変更: 小金井 （―2 号 （平 6.12））→東京 （3 号 （平 7.4）―）
NOTE:出版者変更: JICC 出版局 （―2 巻 4 号 （1993.4））→宝島社 （2 巻 5 号 （1993.5）―）
(3) その他，当該逐次刊行物の出版に関する特徴的または変則的な事柄について記録する。
NOTE:出版地は開催のたびに変更
F3.14 （形態に関する事項についての注記）
（→ NCR87R3
PHYS フィールドに記録しなかった，必要な形態的細目を記録する。

13.7.3.5 ア）

NOTE:VHS, カラー
NOTE:PC9801 シリーズ用
NOTE:MS-Windows98 対応
F3.15 （付属資料についての注記）
PHYS フィールドに記録しなかった，重要と思われる付属資料の存在とその詳細，及び PHYS フィールドに記録し
た付属資料の刊行頻度について記録する。（→ NCR87R3

13.7.3.5 イ）

NOTE:付属資料: 神戸市背山路図 （図 1 枚）
NOTE:付属資料: 地図 （昭和 43 年より）
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F3.16 （独自の巻号付けを持たない索引・付録・補遺資料についての注記）
本体とは別の独自の巻号付けを持たない索引・付録・補遺資料（別冊，増刊など）について記録する。索引につ
いては，できれば索引の種類，索引対象の巻次・年月次を記録する。索引が別個に出版されている場合は，索引
の所在またはその巻号数を記録する。
NOTE:別冊あり
NOTE:各巻 12 号の後,増刊大会特集号あり
NOTE:総索引: 47 巻 （1978）―51 巻 （1982）, 1 冊, 1983 年刊
NOTE:総目次: 411 号は「調査情報総目次」, 1958 年 8 月上旬号―1993 年 5 月号
F3.17 （複製版についての注記）
(1) 複製時に付与されたタイトルについて記録する。合刻複製版の総合タイトルについても記録する。
NOTE:復刻のタイトル: 同胞
NOTE:合刻複製版の総合タイトル: 新都市
(2) 合刻複製版については，共に合刻されている逐次刊行物のタイトルについて記録する。
NOTE:「海の銃後」「海の勇士慰問文集」の各復刻版と合冊
（→NCR87R3
(3) 原本の版表示，出版事項，刊行頻度，ISSN などの書誌的事項について記録する。

13.7.3.2C）

NOTE:原本の出版事項: 京都 : 京都商業會議所 , 1903―1919
(4) 原本の変遷関係について記録する。
NOTE:原本の継続前誌: 新小説
NOTE:原本のタイトル変遷: 史學會雜誌 （1 號 （大 2.1）―36 號 （大 5.12））→史學雜誌 （37
號 （大 6.1）―）
F3.18 （合冊誌についての注記）
共に合冊されている逐次刊行物のタイトルについて記録する。
NOTE:「日本眼科紀要」と合冊刊行
F3.19 （参照ファイルから流用入力したデータについての注記）
参照ファイルのレコード中には記録されているが，資料現物では確認できなかったデータを記録する。
NOTE:JP/MARC による巻次・年月次: 1 号 （昭 59.10）―
F3.20

(版表示の表現上の変化についての注記)

版表示に表現上の変化があった場合，変化があった巻次・年月次とともに記録する。（→6.0.1A5，6.2.2H1，
NOTE:版表示の表現上の変化: 中日文版(－26 巻 8 期(2001.8))→中国語・日本語版（26 巻 9 号(2001.9)
－）
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6.2.7G [フィールドの繰り返し]
本マニュアル及び NCR87R3 に定める注記（の種類）ごとに NOTE フィールドを繰り返して記録する。
ただし，フィールドの繰り返し制限を越えてしまう場合は，同種の注記をグループ化し，一つの NOTE フィール
ドの中に記録するものとする。
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6.2.8A [形式]
PRICE

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

選択

可変長

254 バイト

1

価格/入手条件
価格/入手条件

選択

無

説明語句

選択

無

6.2.8B [記述文法]

PRICE:

価格/入手条件

△（

説明語句

）

6.2.8C [NCR87R3 の区切り記号の採否]
NCR87R3

13.8.0.2 の採否は，次の通りとする。

(1) ア）は不採用とする。
(2) イ）は不採用とする。
(3) ウ）は不採用とする。
(4) エ）は不採用とする。
(5) オ）は採用する。
6.2.8D [フィールド内容とデータ要素]
PRICE フィールドには，価格など，目録対象資料の入手条件，及び説明語句をデータ要素として記録する。
6.2.8E [データ要素の情報源]
（→ NCR87R3
PRICE フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物を含むあらゆるところから採用できる。
13.0.3.2）
6.2.8F [データ記入及び記入例]
F1 （価格/入手条件）
F1.1 （売品）
目録対象資料にかかわる価格が売品である場合は，定価を通貨の漢字形または標準的な略語と数字で記録する。
記録するのは初号の定価に限定しないので，定価の変更のたびにデータを更新してもよい。
PRICE:1200 円
PRICE:\580
F1.2 （定価がない売品）
１冊あたりの定価が判明しない場合は，一定期間の購読料があれば入手条件を添えて記録する。
PRICE:年間購読料 6000 円
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F1.3 （非売品）
価格がなく，目録対象資料が非売品である場合は，その旨を目録対象資料に表示されているとおりに記録する。
PRICE:非売品
F2 （説明語句）
目録対象資料の定価にかかわる付加的説明語句（特別な入手条件とその条件下での価格など）を記録する。
PRICE:72000 円（セット）
PRICE:非売品（会員頒布）
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第7章

第7章
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この章では，洋雑誌として取り扱うべき書誌レコードについて，新規入力におけるデータ記入の方法を示
す。
流用入力及び修正におけるデータ記入の方法のうち，それぞれの章で特に規定していない事項については，
この章の規定に従ってデータ記入を行う。
この章で特に規定していない事項については，第 6 章の規定に従ってデータ記入を行う。

［目録規則との対応関係］
この章のそれぞれの項目において準拠すべき「英米目録規則第 2 版，同 1988 年改訂，同 1993 年修正，同
2002 年改訂」（以下 AACR2,AACR2R88,AACR2Amen93,AACR2R2002 という）の条項番号を以下に示す。
「－」は，準拠すべき条項が存在しないことを示す。
丸括弧内の番号は，参照すべきであるが準拠するわけではないことを示す。
なお，準拠するべき条項であっても「目録情報の基準」と相違する事項に関しては，「目録情報の基準」
に従う。
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7.0

通則

7.0.1

タイトル変遷

7.0.2

複製資料

－

7.0.3

総称的タイトル

－

7.1

ID&コードブロック

7.1.1

ID

－

7.1.2

MARC

－

7.1.3

GMD

（1.1C，12.1C）

7.1.4

SMG

（1.1C，12.1C）

7.1.5

YEAR

－

7.1.6

CNTRY

－

7.1.7

TTLL

－

7.1.8

TXTL

－

7.1.9

ORGL

－

7.1.10

REPRO

－

7.1.11

PSTAT

7.1.12

FREQ

7.1.13

REGL

－

7.1.14

TYPE

－

7.1.15

ISSN

（1.8B，12.8B）

7.1.16

XISSN

（1.8B，12.7B）

7.1.17

LCCN

（1.8B，12.7B）

7.1.18

CODEN

（1.8B，12.7B）

7.1.19

ULPN

（1.8B，12.7B）

7.1.20

GPON

（1.8B，12.7B）

（21）

－
（12.7）
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［目録規則との対応関係］（続）

第 7 章-02

7.2

記述ブロック

7.2.1

TR

1.1，12.1

7.2.2

ED

1.2，12.2

7.2.3

VLYR

1.3，12.3

7.2.4

PUB

1.4，12.4

7.2.5

PHYS

1.5，12.5，各章の.5

7.2.6

VT

7.2.7

NOTE

1.7，12.7

7.2.8

PRICE

1.8D，12.8D

7.3

変遷ブロック

7.3.1

FID

7.3.2

BHNT

7.4

リンクブロック

7.4.1

PTBL

－

7.4.2

AL

21，24

7.4.3

UT

－

7.5

主題ブロック

7.5.1

SH

（1.7，1.8C，12.7，12.8C）

－
（12.7）

－
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この章では，洋雑誌書誌レコード全体に共通する事項を示す。

7.0A［適用範囲］
この章で規定する事項は，洋雑誌書誌レコードに対して適用する。

7.0B［レコードの構成］
書誌レコードは，以下の 5 つのブロックによって構成される。

（1）ID&コードブロック
（2）記述ブロック
（3）変遷ブロック
（4）リンクブロック
（5）主題ブロック

（例）<AA00317159>
CRTDT:850716
GMD:
（1）

SMD:

PSTAT:c

RNWDT:19970703
YEAR:1959

FREQ:m

CNTRY:us TTLL:eng

REGL:r

TXTL:eng

ORGL:

TYPE:p

ISSN:00279358 LCCN:87657516
CODEN:NGGMAF ULPN:N50999W
TR:National geographic
VLYR:Vol. 116, no. 6（Dec. 1959）PUB:Washington, D.C. : National Geographic Society , c1959（2）

PHYS:v. : ill. ; 26 cm
VT:AB:Natl. geogr
VT:KT:National geographic
NOTE:Title from cover
NOTE:Indexes:Vols. 1（1888）-174（1988）1v.（Includes index to The National geographic magazine）

（3）

FID:20484800
BHNT:CF:The National geographic magazine <AA00309434>

（4）

AL:National Geographic Society（U.S.）<DA0089000X>

（5）

SH:LCSH:Geography–Periodicals//K

各ブロックは，複数のフィールドによって構成される。
個々のフィールドのうちの幾つかは，複数のデータ要素によって構成される。
各データ要素は，別項に規定する区切り記号法と，規定の順序に従って記録しなければならない。
データ要素の記録方法については，7.1 以下で，書誌レコードの構成順序に従い，各フィールド毎に説明する。

2006.03
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7.0C［各項の見出しの構成］
各フィールド中では，次のような見出し順序に従い，必要な情報を示す。

（1）A［形式］
各フィールドのデータ要素名と各データ要素毎の入力レベル，属性，フィールド長，繰り返し数等を示す。

（2）B［記述文法］
各フィールドのデータ要素の順序と区切り記号法を示す。

（3）C［AACR2 の区切り記号法の採択］
各フィールドのデータ要素の区切り記号法について，AACR2 の規定の採否を示す。

（4）D［フィールド内容とデータ要素］
各フィールドのデータ要素となる事項の解説を行う。

（5）E［データ要素の情報源］
各フィールドのデータ要素の情報源を示す。

（6）F［データ記入及び記入例］
各フィールドの記録方法を，必要に応じてデータ要素毎に解説し，併せて記入例を示す。

（7）G［フィールドの繰り返し］
幾つかのフィールドについては，同じフィールドを複数回繰り返すことができる。繰り返し可能な場合は，ここで
その内容や条件を示す。

（8）H（選択事項）
フィールドに記録される事項の中には，各参加組識が自由に選択することができるものがある。選択可能な事項が
ある場合は，ここでその内容や条件を示す。

（9）I<<注意事項>>
各フィールドの記録に際して，目録作成者が注意しなければならない事項を示す。また，F［データ記入及び記入
例］で示した方法が，システム上の制限等により例外的な措置を取る場合について，その内容や条件を示す。

（10）J［関連項目］
各フィールドで，そのフィールドに関わるその他のフィールドを示す。

必要に応じ，見出しを追加，変更，省略することがある。

7.0-02
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7.0D［情報源］
7.0D1（記述の基準号）
（初号主義）
データの記述を行う上の基準号として優先的に採用されるのは，初号である。初号が入手できない場合は，入手で
きるものの最初の号（所蔵最古号）に基づいてデータ記入を行う。
（→AACR2R88 12.0B）
初号以外の号で記述を行った場合，記述の基準とした号について NOTE フィールドに記録する必要がある。
（基準とする号の修正）
情報源としての優先度は，初号に近い号ほど高くなる。従って，既存の書誌データが記述の基準とした号よりも初
号に近い号を入手した場合は，その号に基づいて書誌データの書き換えを行うことになる。
7.0D2（主情報源）
主情報源は，AACR2R88 12.0B に準拠する。
以下，AACR2R88 での変更点を下線で示す。

『AACR2R88 12.0B.情報源
12.0B1. 印刷形態の逐次刊行物
主情報源
印刷形態の逐次刊行物の主情報源は，初号のタイトルページ（発行時のものであっても，後の出版のものであっ
てもよい），またはタイトルページの代替物である。初号がない場合は，主情報源は入手できるものの最初の号とす
る。タイトルページを欠く記述対象のタイトルページの代替物は，（以下の優先順位で）各巻のタイトルページ（an
aly-tical title page），表紙，巻頭見出し(caption)，題字欄(masthead)，エディトリアル・ページ，奥付，その
他のページである。タイトルページ代替物として使用した情報源は注記すること（12.7B3 を見よ）。慣習的にタイト
ルページに示される情報が，見開きページに表示してある場合，情報の重複の有無にかかわらず，この 2 ページをタ
イトルページとして扱う。
東洋系非ローマ字による印刷形態の逐次刊行物の場合，奥付が完全な書誌的情報を含み，かつ次のものに該当する
ならば，奥付を主情報源とする。
a.タイトルページがあるべき位置のページに，本タイトルしかない。もしくは，
b.タイトルページに，筆記体の本タイトルしかない。もしくは，
c.タイトルページに，西洋語形のタイトル及び西洋語形のその他書誌的情報しかない。』
7.0D3（規定の情報源）
各データ要素の規定の情報源は，AACR2R88 12.0B，AACR2R2002 12.0B3 に準拠する。
以下，AACR2R88 の対応条文（訳）を示す（変更点は下線付き）。なお，「数字および（または）アルファベット...」
と「出版，頒布など」の規定の情報源については，AACR2Amen93 での変更を反映している。

『AACR2R88 12.0B1（続き）
規定の情報源
印刷形態の記述の各エリアに対する規定の情報源は，下記の通りとする。規定の情報源以外から得た情報は，角
括弧に入れる。
［エリア］
タイトルと責任表示
版
数字および（または）アルファベット，
年月次，またはその他の表示
出版，頒布など
ページ，その他の前付け部分，奥付）
形態的記述
シリーズ
注記
標準番号と入手条件

2006.03

［規定の情報源］
タイトルページ
タイトルページ，その他の前付け部分，奥付
逐次刊行物全体（AACR2R88 ではタイトル
ページ，その他の前付け部分，奥付）
逐次刊行物全体（AACR2R88 ではタイトル
逐次刊行物全体
逐次刊行物全体
あらゆる情報源
あらゆる情報源』
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7.0D4（製本時の情報源）
古い書誌群で，初号発行時のタイトルページが確認できない場合は，その後の出版で付与された巻のタイトル
ページを，後に出版された初号のタイトルページとして扱い，他の情報源より優先する（NACSIS 独自規定）。
なお，出版時にはなく，製本時に図書館が独自に付加した部分（表紙，背等）は，情報源にはなり得ない。こ
れらに表示されているタイトル等は，必要とする参加組識が所蔵レコードに記録する。
7.0D5（仮登録雑誌の取り扱い）
書誌データの記録は，現物の情報源に拠って行うことが原則であるが，新規の予約雑誌にかぎり，以下のよう
な運用により簡略なデータを仮登録することを可能とする。
1.書店カタログ等に基づき，簡略なデータを記録できるものとする
2.この時，そのレコードが仮登録雑誌（予約雑誌）であることを，必ず NOTE フィールドに記録する（⇒
7.2.7F3.2）
NOTE:仮登録雑誌
3.仮登録雑誌の書誌レコードは，現物を入手した時点で修正し，正式登録の状態とする
4.仮登録雑誌の所蔵レコードの年次フィールド HLYR と巻次 HLV フィールド両方に，仮登録であることを示す
アスタリスク（＊）を入力する（⇒17.2.1，17.2.2）
7.0E［データ記入］
データ記入に当たっての，区切り記号法，誤記，誤植，脱字等の扱いについては，第 4 章洋図書書誌レコード
4.0D［データ記入］の規定に従う。
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逐次刊行物については，継続的に刊行される一連の刊行物全体を「逐次刊行物書誌単位」として，一つの
書誌的記録（書誌レコード）を作成する。この書誌的記録は，刊行途中の本タイトルの変更等により，新た
な書誌的記録を発生する場合がある。これを「タイトル変遷」という。
7.0.1A［タイトル変遷の判断基準］
以下の指針に従って，タイトル変遷かどうかを判断する。タイトル変遷と判断できる場合は，新規書誌レ
コードを作成する。この方式を「個別タイトル記入方式」という。
A1（本タイトルの変化）
本タイトルの変更に関しては，AACR2R2002 21.2A1 の条項に準拠する。タイトルの変化には重要な変化と
軽微な変化があり、軽微な変化に該当しない重要な変化の場合にタイトル変遷と判断する。
判断に迷う場合は、軽微な変化とする。ただし，出版者によるタイトルの変更の意思を示す証拠がない場
合に限る。各条項番号およびその採否については，以下のとおり。
A1.1 重要な変化
AACR2R2002 21.2A1 に従い，以下の場合を重要な変化とみなす。
（1） 冒頭の 5 語以内の変化
本タイトルの冒頭の 5 語(冠詞で始まる本タイトルの場合は 6 語)に追加、削除、変化、または語順の
変化がある場合
Journalism quarterly
→Journalism & mass communication quarterly
（2） 冒頭の 5 語より後での意味・主題に関わる変化
タイトルの意味を変える、もしくは異なる主題を示すような追加、削除、または変化が冒頭の 5 語よ
り後(冠詞で始まる本タイトルの場合は 6 語より後)にある場合
Advances in enzymology and related subjects of biochemistry
→Advances in enzymology and related areas of molecular biology
（3） 本タイトルに含まれる団体の変化
本タイトル内に現れる団体名に変化があった場合で、この団体が異なる団体である場合
Journal of research of the National Bureau of Standards
→Journal of research of the National Institute of Standards and Technology
（4） 逐次刊行物全体の順序づけを表す表示の変化
年代順のシリーズ表示等，逐次刊行物全体の順序づけを表わす表示の変化・追加が巻次変更に伴って
生じた場合（⇒7.2.1F2.8，F2.9）
Endeavour
→Endeavour. New Series

A1.2 軽微な変化
AACR2R2002 21.2A2 a～i に従い，以下の場合を軽微な変化とみなす。
（1） 語の表記の変化
本タイトル内の 1 つもしくはそれ以上の語の表記が異なる場合。
例えば、以下のようなケースがあてはまる。
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異なるつづりを使用
labour ⇔ labor
省略形、記号、印 ⇔ それらのつづられた形
and ⇔ &
アラビア数字 ⇔ ローマ数字
XX ⇔ 20
数字・日付 ⇔ それらのつづられた形
20th ⇔ twentieth
ハイフンを使った語 ⇔ 使わない語
year-book ⇔ yearbook
ハイフンの使用、不使用に関わらず、1 語による複合語 ⇔ 2 語による複合語
openhouse ⇔ open house
頭字語やイニシアル ⇔ それらの正式形
IC ⇔ integrated circuits
文法的形式の変更(単数形対複数形、など)
study ⇔ studies
（2） 冠詞、前置詞、接続詞の追加、削除、変化
本タイトル内における冠詞、前置詞、もしくは接続詞の追加、削除、または変化
Annual report of transport economy
→Annual report on the transport economy
（3） 団体名の表記の変化
本タイトル内における同一の団体名、その団体の上位/下位組織名、またはそれらの文法的なつなが
りが異なる場合
(例: 同一の団体名の表記における追加、削除、または順序の転換、もしくは異形の使用)
Berichte der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
→GMD-Bericht
（4） 句読記号の追加、削除、変化
本タイトル内における句読記号の追加、削除、または変化。イニシアルや文字列中における句読記号
の使用/不使用をも含む。
GBB
→G.B.B.
（5） 顕著に表示されているタイトルの交替
主情報源上により顕著に表示されているタイトルの交替。この場合、従来からの本タイトルが引き続
き主情報源に記載されている必要がある。
AACR2R2002 では適用を本タイトル/並列タイトルの交替にかぎっているが、レイアウトの変更等に伴
う顕著に表示されているタイトルの交替全般に適用する。 （NACSIS 独自規定）

（6） タイトルと順序表示の結合の変化
本タイトル内において、タイトルをその順序表示に結び付けている語の追加、削除、または変化
Programme of work
→Programme of work for ...
（7） 規則的なタイトルの変化
ある一定のパターンに従った、逐次刊行物の異なる号における 2 つ以上の本タイトルの使用

7.0.1－02
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（8） 語のリストの中での追加、削除、順序の変化
主題に重大な変化のないかぎりにおける、本タイトル内の語のリストの中での追加、削除、またはそ
の順序の変化
Japanese journal of applied physics. Pt. 1, Regular papers, short notes & review papers
→Japanese journal of applied physics. Pt. 1, Regular papers, brief communications &
review papers
（9） 逐次刊行物の種別を示す語の追加、削除
本タイトル内において、「magazine」、「journal」、および「newsletter」などの資料の種別をさす語、
もしくは他言語におけるこれらの相当語句の追加もしくは削除
Minnesota history bulletin
→Minnesota history
上記、重要な変化としないものおよび軽微な変化となるものは，VT フィールドに OH として記録し、NOTE フ
ィールドに巻次・年月次とともに記録する。アクセス上必要がないものは NOTE フィールドのみに記録しても
よい。 （⇒7.2.6F7.1，7.2.7F3.6）
ただし，上記 A1.2 の軽微な変化の規定に関して，書誌の同定・運用上特に必要と認められる場合には，タ
イトル変遷とみなすこととする（NACSIS 独自規定）。

A2（責任表示の変化）
刊行途中に責任表示に変化・追加・削除があった場合は，タイトル変遷とみなさず，新規レコードは作成
しない。
それらは NOTE フィールドに記録し，AL フィールドまたは該当著者名典拠レコードの SF フィールドに記録
する。（⇒ 7.2.1.F5.3，7.2.7F3.11）
ただし，本タイトルが総称的で，その責任表示が変更した場合は，タイトル変遷とみなす。（NACSIS 独自
規定）（⇒ 7.2.1.F5.5，7.0.3）
A3（並列タイトルの変化）
刊行途中に並列タイトルに変化・追加・削除があった場合は，タイトル変遷とみなさず，別レコードは作
成しない。それら並列タイトルは，
NOTE フィールド
（必要があれば VT フィールド）
に記録する。（⇒ 7.2.1F3.5，
7.2.7F3.8）
A4（タイトル関連情報の変化）
刊行途中にタイトル関連情報に変化・追加・削除があった場合は，タイトル変遷とみなさず，別レコード
は作成しない。それらタイトル関連情報は，NOTE フィールド（必要があれば VT フィールド）に記録する。
（⇒ 7.2.1F4.6，7.2.7F3.6）

A5（版表示の変化）
刊行途中に版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化がある場合は，タイトル変遷とみなし新規
レコードを作成する。版表示の表現上の変化の場合、タイトル変遷とみなさず、変化後の版表示を注記する。
（⇒ 7.2.2I1，7.2.7F3.20）
A6（巻次・年月次の変化）
刊行途中に巻次・年月次に変化・追加があった場合は，タイトル変遷とはみなさず，別レコードは作成し
ない。巻次変更として，VLYR フィールドに記録する。（⇒ 7.2.3F4）
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A7（出版事項の変化）
刊行途中での出版地，出版者の変化・追加など，出版事項だけに相違が発生しても，別レコードは作成し
ない。変化後の出版事項は，NOTE フィールドに記録する。（⇒ 7.2.4F2.7，F3.6，7.2.7F3.13）
A8（一時的な変化）
タイトル変遷とみなすデータの変化が一時的で，すぐに元のタイトルに戻ったとしても，変化があった都
度に各々別書誌レコードを作成する。
TR:Elektrowärme（vol.1-13）

→

TR:Gas und Elektrowärme（vol.14）

→ TR:Elektrowärme（vol.15-19）
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7.0.2

7.0.2 複製資料

複製資料

7.0.2A［適用範囲］
写真複製，電子的複写などの方法で原本を忠実に再現させた複製資料（マイクロ資料，録音資料，コンピュ
ータファイル等，媒体は問わない）に適用する。
図書館等が資料の欠損部分を補うために，一部分のみを複製したものには適用しない。
7.0.2B［書誌レコードの作成基準］
この複製資料に関する書誌レコードの作成基準は，AACR2 と異なり NACSIS 独自のものである。
B1（原則）
複製資料は，原本とは別の書誌レコードを作成する。
B2（同一資料からの複製）
同一資料から，同一の方法で作成された複製資料同士については，複製としての版や出版事項の相違により，
書誌の異同を判断する。
B3（合刻複製）
複製時に，別のタイトルを持つ他の逐次刊行物とともに合刻されたものは，たとえそれらが変遷関係にあっ
ても，複製資料全体ではなく収録されている個々の逐次刊行物の単位で書誌レコードを作成する。
7.0.2C［データ要素の情報源及び記入］
各フィールド毎，次のような情報源をもとに記録する。この規則は，NACSIS 独自のものである。
C1（一般資料種別 GMD，特定資料種別 SMD）
複製自体によって記録する。
GMD:h

（マイクロ形態を示すコード「h」を記録）

C2（刊年 YEAR）
NOTE に注記した原本の出版年を記録する。
C3（出版国 CNTRY）
複製資料の場合，複製版の出版地のコードを記録する。
C4（言語コード TTLL,TXTL,ORGL）
原本の言語コードを記録する。
C5（複製コード REPRO）
複製を示すコード「c」を記録する。
REPRO:c
C6（出版状況等のコード PSTAT,FREQ,REGL,TYPE）
複製資料の場合，記録しない。
C7（各種番号 ISSN,XISSN,LCCN,CODEN,GPON）
複製資料の場合，複製版の番号等を記録する。原本の ISSN については，XISSN フィールドに記録し，同時
に NOTE フィールドに記録する。
（⇒7.2.7F3.17）
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C8（タイトル及び責任表示 TR）
原本に該当する情報源を採用する。
複製時のタイトルが原本のものと異なる場合は，VT フィールド及び NOTE フィールドに記録する。（⇒
7.2.6F2，7.2.7F3.17）
複製版にのみ関わる責任表示は，ED に版責任表示として記録する。（⇒7.2.2F2）
C9（版に関する事項 ED）
複製版の版表示を記録する。版表示がない場合は，補記することが望ましい。
ED:Reprint ed
ED:[Reprint ed.]
原本にのみ関わる版表示および関連事項は，NOTE フィールドに記録する。（⇒7.2.7F3.17）
C10（巻次・年月次 VLYR）
原本の巻次・年月次を記録する。
部分的な複製は，複製された範囲に対応する原本の巻次・年月次を記録する。
C11（出版・頒布等に関する事項 PUB）
複製資料の場合は，複製時の出版事項を記録する。
C12（形態に関する事項 PHYS）
複製資料の場合は，複製時の形態に関する事項を記録する。
C13（その他のタイトル VT）
その他のタイトルは，原本及び複製時の情報源のどこからでも採用できる。
複製時に付与された原本と異なるタイトルや合刻複製版の総合タイトルについては，タイトルの種類コード
（OH）とともに VT フィールドに記録し，同時に NOTE フィールドにも記録する。
（⇒7.2.6F3）
C14（注記 NOTE）
注記は，原本及び複製時の情報源のどこからでも採用できる。原本の情報源からの注記としては，以下のよ
うなものがある。
（⇒7.2.7F3.17）
1.原本の ISSN（検索の便宜を考え，XISSN フィールドにも記録する）
。
2.原本のみに関わる版表示
3.原本の出版事項
4.原本のタイトル変遷関係
複製時の情報源からの注記としては，以下のようなものがある。
（⇒7.2.6F2，F3，7.2.7F3.17）
1.複製時に付与された原本と異なるタイトルや合刻複製版の総合タイトル（検索の便宜を考え，VT フィ
ールドにも記録する）
2.複製時にともに合冊されている他のタイトル（検索の便宜を考え VT フィールドにも記録する）
C15（価格等/入手条件 PRICE）
複製資料の場合は，複製時の価格等を記録する。
C16（変遷ファミリ－ID，変遷注記 FID，BHNT）
複製資料間のタイトル変遷に関する事項は，ここに記録しない。原本のタイトル変遷関係は，NOTE フィー
ルドに記録する。（⇒7.2.7F3.17）
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7.0.3 総称的タイトル

総称的タイトル

逐次刊行物のタイトルが総称的な語からなる場合，他の逐次刊行物との識別を容易にするため，TR フィー
ルドには必ず責任表示を記録する（⇒7.2.1F5.4，F5.5）。
7.0.3A［判定基準］
総称的なタイトルであるかどうかの判定は，LC における次の判定基準（訳）に準拠して行う（Cataloging
service,Bulletin.112,p.10-11）
。

『Cataloging service,Bulletin.総称的な語
Cataloging Service,bulletin 110,p.3 において，総称的な語だけで構成されるタイトルの逐次刊行物
の場合，LCは次のような運用をとることを公表した。すなわち，そのようなタイトルの記録に際しては，
総称的な語の後に著者表記を続け，2 つの要素はスペース，ハイフン，スペースで区切る。
以下のガイドラインは，総称的な語だけで構成されたタイトルかどうかの判定のために作成されたもの
である。これは，ISDSの未刊行のガイドラインに拠るものである。このガイドラインは，国内ISDSセン
ターが採用している。
1.ISDS における総称的な語の定義は，「出版物の種類および（または）頻度を示すもの」である。各々
の判断は，この定義に拠るものとする。
（例）
Annual conference proceedings
Annual report
Bulletin
Circular
Journal
Membership directory
Occasional newsletter
Official report
Pamphlet
Preliminary report
Proceedings of the conference
Program
Record
Research paper
Review
Special report
Transactions
2.タイトル中に主題内容や範囲を示す語を含む（あるいはこれらの語によって構成されている）場合は，
総称的とはみなさない。
（例）
Anthropological reports
Seismological bulletin
Astronomy
Behavioral science series
Chemical bulletin
Clinical science
Science bulletin
Medical series bulletin
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3.タイトル中に出版物の頻度または種類を示す語以外のものを含む場合は，通常総称的タイトルとみな
さない。
（例）
Average monthly weather outlook
External trade statistics
Employment statistics
Nationalities papers
Staff papers series
Services and organization guide
Summary of general legislation
Technical services program
Training & methods series
Tutorial lecture series
State salary survey

4.タイトルが頭字語やイニシャル語を含む（あるいはそれらで構成されている）場合，総称的とみなさ
ない。
（例）
B.E.A. staff paper
B.I.S. report
Research report ADM
Bulletin GT

5.一般的に，タイトルが 5 語より多い語（重要でない語は除く）で構成されている場合，総称的とみな
さない。
（例）
Directory of faculty,professional and administrative staff,and students
Appropriation statements by departments and agencies,all funds
Annual descriptive report of program activities for vocational education
Annual report : National resources and recreation agencies

6.その語が総称的かどうか疑わしい場合，総称的とみなしてよい。』
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7.2.1 TR

7.2.1 TR
7.2.1A［形式］
TR
タイトル及び責任表示に関する事項
タイトル，責任表示
本タイトル
タイトル関連情報
並列タイトル
並列タイトル関連情報
責任表示
並列責任表示
タイトルのヨミ *1
本タイトルのヨミ
タイトル関連情報のヨミ
並列タイトルのヨミ
並列タイトル関連情報のヨミ

入力レベル
必須 1

属性
可変長

フィールド長

繰り返し数
無
1
無
有
有
有
有
有
1
無
有
有
有

1024 バイト
必須 1
必須 2
必須 2
選択
必須 2
選択
1024 バイト
必須 2
選択
選択
選択

*1 ヨミは，タイトル中に日本語が現れた場合などに記録する。
7.2.1B［記述文法］
（1）本タイトルが共通タイトルと従属タイトル（部編記号，部編名）からなる場合

TR:

共通タ イ ト ル

．△

部編記号

，△

部編名

従属タ イ ト ル
本タ イ ト ル

（2）本タイトル，タイトル関連情報，責任表示，
（2 番目以降の役割の異なる責任表示）

TR:

本タイトル

△：△

タイトル関連情報

△／△

責任表示

△；△

2 番目以降の役割の異なる責任表示

B

A

（3）並列タイトル，並列タイトル関連情報がある場合［A，B の部分は，（2）と同じ］

TR:

A

△=△

並列タイトル

△：△

並列タイトル関連情報

B

C
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（4）本タイトルと責任表示が並列する場合 ［A～C の部分は（2），（3）と同じ］

TR:

A

B

C

△／△

並列責任表示

（5）責任表示のみが並列する場合［A，B の部分は，（2）と同じ］

TR:

A

B

△=△／△

並列責任表示

（6）ヨミを記録する場合 ［A～C の部分は（2），（3）と同じ］
（ヨミは，常に最後のデータ要素として記述する。ヨミの部分の記述文法は，A，C に対応する）

TR:

A

B

∥

TR:

A

C

B

タ イ ト ルのヨ ミ

∥

タ イ ト ルのヨ ミ

7.2.1C［AACR2 の区切り記号の採否］
区切り記号法は，AACR2R88，AACR2R2002 の 1.1A1（区切り記号法）および 12.1A1（区切り記号法）に準拠
する。ただし，エリア間の区切り記号については，採用しない。
また，一般資料表示の区切り記号は，採用しない。資料種別は，GMD フィールド，SMD フィールドに記録す
る。

7.2.1D［フィールド内容とデータ要素］
TR フィールドには，目録対象資料の本タイトル，タイトル関連情報，および責任表示をフィールド中のデ
ータ要素として記録する。
それぞれのデータ要素に対応する並列データ要素は，1 あるいは複数存在することがある。
タイトル関連情報および責任表示は，1 あるいは複数存在することがある。

7.2.1E［データ要素の情報源］
本タイトル，タイトル関連情報，並列タイトル，責任表示の規定の情報源は，AACR2R88 12.0B1 に従い，初
号のタイトルページとする。（⇒ 7.0D2，D3）
ただし，タイトルページを欠く記述対象の場合はタイトルページの代替物とする。
また，初号がない場合は，所蔵する最も古い号とする。
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7.2.1F［データ記入及び記入例］
F1（本タイトル）
F1.1（データ記入の原則）
本タイトルは，AACR2 1.1B1 および 12.1B1 に従って記録する。
大文字使用法は，AACR2Amen93 の付録 A を採用する。すなわち，冠詞で始まるタイトルの記録は，冠詞の最
初の文字を大文字で始め，冠詞の次の語は大文字で始めない（タイトルの初語が冠詞である場合，その次の語
も大文字で始めるとする AACR2 付録 A.4D の条項は，AACR2Amen93 で削除された）
。
英語以外の言語の大文字使用法は，当該言語の規則の指示に従う。
TR:ATZ
TR:Annual report
TR:Le monde
TR:Boston evening transcript
TR:Journal
TR:Unesco-Asia
TR:100 idees
TR:The geological magazine, or, Monthly journal of geology
本タイトルをタイトルページの代替物から採用した場合，その場所を NOTE フィールドに記録する。（⇒
7.2.7F3.5）
F1.2（完全形と省略形）
いずれも表示されているときは，
完全形のタイトルを記録する。（→ AACR2R88 12.1B2，AACR2R2002

12.1B2）

TR:Linguistics and language behavior abstracts : LLBA
（主情報源に完全形および「LLBA」と表示されている）

F1.3（2 つ以上の言語で表示されている場合）
同一の情報源上に 2 つ以上の言語または文字でタイトルが表示されている場合は，当該資料の主な言語で記
載されたものを本タイトルとする。
2 つ以上の主な言語がある場合は，最初に表示されているものを本タイトルとする。
本タイトルとして記録しなかったものは，並列タイトルとする。 （→ AACR2 1.1B8）
（⇒ 7.2.1F3）
F1.4（団体名が本タイトルの一部であるかどうか判断できない場合）
情報源にタイトルとともに表示されている団体名 （またはその略語）が，本タイトルの一部であるかどう
か判断できない場合，その逐次刊行物の他の箇所の表示を参考にする。すなわち，その団体名が一貫して種々
の箇所でも表示されている場合は，本タイトルに含めて記載する。（→ AACR2 12.1B2 = AACR2R88 12.1B3）
F1.5（回次・日付などを含むタイトル）
本タイトル中に，号ごとに変わる回次，日付などが含まれる場合は，この部分を省略記号（...）に置き換
える。ただし，これらがタイトルの冒頭にくるときは，省略記号を使用しない。
（→ AACR2 12.1B6 = AACR2R88
12.1B7 = AACR2R2002 12.1B7）
TR:Proceedings of the ... International Seaweed Symposium
TR:Report on the ... Conference on AIDS and Alternative Medicine
ただし，TR:Annual report とし，... annual report とはしない
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F1.6（刊行頻度を示す語）
タイトルとともに表示されている刊行頻度を表す語は，同定識別上の必要があれば本タイトルの一部とみな
すことができる。
本タイトルの一部かどうか紛らわしい場合は，並列タイトルや他の箇所に表示されているタイトルの形を参
考にする。
TR:The Atlantic monthly
TR:Weekly market bulletin

F2（従属タイトル）
本タイトルは，部編に共通するタイトルと，個々の部編名または部編記号から構成される場合がある。
この部編に共通するタイトルを「共通タイトル」
，部編名または部編記号の部分を「従属タイトル」という。
共通タイトルと従属タイトルは，原則として同じ情報源上に表示されていなければならない。
F2.1（データ記入の原則）
従属タイトルには，部編記号（番号付け，アルファベットなどによる部編の順序付けの表示），部編名，ま
たはその両方が含まれる。
共通タイトルと従属タイトルは，ピリオド，スペース（.△）で区切って記録する。
このような場合は，主情報源に表示された本タイトル各部分の構成順序にこだわらない。
（→ AACR2 12.1B3
= AACR2R88 12.1B4 = AACR2R2002 12.1B4）
F2.2（部編記号がある場合等）
従属タイトルが部編記号と部編名からなる場合は，その間をコンマ，スペース（,△）で区切って記録する。
（→ AACR2 12.1B4 = AACR2R88 12.1B5

= AACR2R2002 12.1B5）

TR:Proceedings of the National Science Council, Republic of China. Part D,
Mathematics, science and technology education
従属タイトルが 2 以上の階層を持つ場合は，上位にあたるものから順に記録する。
TR:Memoirs of the Faculty of General Education,
Kumamoto University. Natural sciences. Part 1, Mathematics
表示の仕方が部編記号，部編名に該当するか紛らわしい場合は，その逐次刊行物における表示の継続性，安定性に
より判断する。
F2.3（独自のタイトルを持つ部編資料）
別個に出版され，独自のタイトルを持ってはいるが，他の逐次刊行物の部編にあたる出版物の場合，主情報
源に共通タイトルが表示されていれば，それらを組み合わせた形で本タイトルを記録する。
TR:Transactions of the ASME. Journal of dynamic systems, measurement and control
主情報源に共通タイトルが表示されていない場合は，従属タイトルだけを TR に記録する。共通タイトルは
「その他のタイトル」として，VT フィールドにタイトルの種類コード（PT）とともに記録する。（⇒ 7.2.7F6.1）
ただし，共通タイトルが主情報源以外の箇所にしか表示されておらず，従属タイトルがそれ単独では独自のタ
イトルとならない場合は，例外として，共通タイトルと従属タイトルがともに表示されている箇所を本タイト
ルの情報源とし，それらをあわせたものを本タイトルとして記録する。（NACSIS 独自規定）
これらの情報源については，NOTE フィールドに記録する。（⇒ 7.2.7F3.5）
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F2.4（共通タイトルが不安定な場合）
共通タイトルが従属タイトルと同一情報源上にあったりなかったりする場合，または号によって表現がまち
まちである場合，この共通タイトルは TR フィールドには記録せず，VT フィールドにタイトルの種類コード（PT）
とともに記録する。（⇒ 7.2.6F6.2）
F2.5（従属タイトルが主情報源上にない場合）
主情報源上に共通タイトルが表示され，目録対象資料の他の箇所に従属タイトル表示がある場合は，従属タ
イトルを角括弧 （［ ］）に入れて補記し，その情報源を NOTE フィールドに記録する。
TR:Neumanns Jahrbuch der deutschen Versicherungswirtschaft. ［ Teil 2, Schaden- und
Rückversicherung］
NOTE: Title of the section on cover and spine （1961-1963） ; on title page （1964-1976）
F2.6（付録・補遺資料）
主情報源に，ある逐次刊行物のタイトルとその付録や補遺であることを示す表示がある場合，本体にあたる
逐次刊行物のタイトルを共通タイトルとして記録し，ピリオド，スペース（.△）に続けて，付録や補遺であ
る表示を記録する。
ただしこれは，付録や補遣が本体とは別の独自の巻号付けを持つ場合に限る。
本体と同一の巻号付けを持つ場合は，原則として別レコードを作成しない。
また，付録や補遺を示す語が，本体のタイトルと結びついて 1 つのタイトルになっている場合は，その表示
の通りに記録する。
TR:Management international review. Special issue Growth. Supplement
TR:Supplement zur allgemeinen Forst und Jagdzeitung
F2.7（独自のタイトルを持つ付録・補遣資料）
付録や補遺が独自のタイトルを持っていて，主情報源上に本体の付録・補遺であることを示すタイトル名と
ともに表示されている場合がある。この時，目録対象資料の他の箇所に表示されている形や，同じ本体に属す
る他の付録・補遺資料を参考にし，下記のいずれかの方法をとる。
a.この独自のタイトルを本タイトルとして記録する。
b.本体となる逐次刊行物のタイトルの後ろに，従属タイトルとして記録する。
b）で記録された逐次刊行物の刊行途中に本体のタイトルに重要な変化が生じた場合は，タイトル変遷とは
せず，a）の方法で全体を記録しなおす。
（従属タイトルとして記録した場合）
TR:European economy. Supplement ser. B, Economic prospects-buisiness survey results
F2.8（逐次刊行物全体の順序づけを表す表示）
“New series”，“II”あるいはこれと類似した，年代順のシリーズ呼称を表す表示があり，シリーズ等に独
自の巻次がある場合，順序づけを表わす表示を従属タイトルとして記録する。（NACSIS 独自規定）（⇒
7.0.1A1）
TR:Bulletin of the Brooklyn Public Library. New series
TR:Gelehrte Anzeigen. II
TR:Drama. Ser. 3
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F2.9（逐次刊行物全体の順序づけを表わす表示の追加・変化・削除）
逐次刊行物全体の順序づけを表わす表示の追加・削除・変化があった場合，巻次変更を伴わない限りタイト
ル変遷とはしない。追加・削除・変化後のタイトルについては，必要に応じて VT フィールド（タイトルの種
類コード：OH）
，NOTE フィールドに記録する。（NACSIS 独自規定）
TR:Science. New series
VT:OH:Science
NOTE:Vols. for 1946- designation of New ser. not appeared

F3（並列タイトル）
並列タイトルは，本タイトルと同一の情報源上に表示された本タイトルの別言語・別文字による表現である。
F3.1（データ記入の原則）
並列タイトルの記録に際しては，原則として，AACR2 1.1D 及び 12.1D に準拠する。
本タイトルと並列タイトルは，スペース，等号，スペース（△=△）で区切って記録する。
TR:Neue Technik = New techniques
TR:Revue européenne de droit de la consommation = European consumer law journal = Revista
europea de derecho del consumo
TR:Trade of Canada. Imports by commodities = Commerce du Canada. Importations par
marchandises
F3.2（主情報源以外の並列タイトル）
主情報源以外の箇所に表示されている別言語・別文字タイトルは，TR フィールドに記録しない。これは「そ
の他のタイトル」と見なし，表示箇所を示すタイトルの種類コードとともに VT フィールドに記録する。（⇒
7.2.6F8）
F3.3（複数の並列タイトル）
並列タイトルを記録する場合，異なる言語・文字による複数の並列タイトルのうち，最初に表示された並列
タイトル，あるいは最も顕著に表示された並列タイトルは必ず記録する。
それ以外の並列タイトルを記録する場合，英語のタイトルがあれば，それを記録する。
英語のタイトルがなく，本タイトルがロ－マ字以外の文字のときは，次の優先順位で並列タイトルを 1 つ記
録する。すなわち，フランス語，ドイツ語，スペイン語，ラテン語，その他のロ－マ字の言語。（→ AACR2 1.1D2）
F3.4（日本語の並列タイトル）
並列タイトルに日本語のタイトルが含まれている場合は，その語句のヨミによる検索が可能となるように，
そのヨミを和雑誌書誌レコードの作成に関する規定に従って記録する。
またこの時，漢字形のキ－ワ－ド作成を正しく行うために，本タイトル（欧文形）のヨミも記録する。
（NACSIS 独自規定）
TR:Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo. Sect. 5, Anthropology = 東京
大學理學部紀要. 第 5 類, 人類||Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo.
Sect. 5, Anthropology = トウキョウ ダイガク リガクブ キヨウ. ダイ 5 ルイ, ジンルイ
F3.5（並列タイトルの変更・追加）
刊行途中で並列タイトルの変更や追加があった場合は，TR フィールドには記入せず，変更・追加のあった巻
次・年月次とともに NOTE フィールドに記録する。
（→ 7.2.7F3.8）
並列タイトルの変更・追加・表示順序の変更は，タイトル変遷の根拠とはならない。
（⇒ 7.0.1A3）
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F4（タイトル関連情報）
タイトル関連情報は，本タイトルと同一の情報源上に表示された，本タイトル及び並列タイトル以外のタイ
トル，あるいは本タイトルに補完，限定説明を加える語句である。
F4.1（データ記入の原則）
タイトル関連情報の記録に際しては，原則として，AACR2 1.1E および 12.1E に準拠する。
本タイトルとタイトル関連情報は，スペース，コロン，スペース（△:△）で区切って記録する。並列タイ
トルや責任表示がある場合は，その前に記録する。
TR:FEBS letters : for the rapid publication of short reports in biochemistry, biophysics
and molecular biology

F4.2（本タイトルと対応していない別言語タイトル）
本タイトルと意味的に対応していない別言語・別文字タイトルは，タイトル関連情報として扱う。
F4.3（主情報源以外にある本タイトルと異なる形のタイトル）
主情報源以外にある本タイトルの異形は，タイトル関連情報として記録せず，「その他のタイトル」と見な
して，表示箇所を示すタイトルの種類コードとともに VT フィールドに記録する。
（→ 7.2.6F1.1）
F4.4（複数のタイトル関連情報）
複数のタイトル関連情報は，続けて記録する。
TR:Q : question : the independent political review : arts, business, science
F4.5（タイトルの完全形と省略形）
タイトルの完全形と省略形において，省略形のタイトルが完全形のタイトルと共に表示されている場合，省
略形をタイトル関連情報として記録する。
（→ AACR2R2002 12.1.E1）（→ 7.2.1F1.2）
TR:Jornal Brasileiro de medicina : J.B.M.

F4.6（タイトル関連情報の変更）
タイトル関連情報の変更や追加があった場合は，TR フィールドには記録せず，変更・追加のあった巻次・年
月次とともに NOTE フィールドに記録する。
（→ 7.2.7F3.6）
タイトル関連情報の変更・追加・表示順序の変更は，タイトル変遷の根拠とはならない。
F5（責任表示）
責任表示とは，本タイトルと同一の情報源上に表示された，逐次刊行物の刊行に責任を有する団体およびそ
の役割に関する表示である。
F5.1（データ記入の原則）
責任表示の記録に際しては，原則として，AACR2 1.1F および 12.1F に準拠する。
ただし，12.1F4 の共通タイトルと従属タイトルの間に責任表示を記載する方式は適用しない。
（NACSIS 独
自規定）
タイトルと責任表示は，スペース，スラッシュ，スペース（△/△）で区切って記録する。
TR:Nyasaland journal / Nyasaland Society
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F5.2（完全な形では表示されていない責任表示）
主情報源に責任表示が簡略形や別言語・別文字表記でしか表示されていない場合は，他の箇所から完全な形
がわかっていても，表示されているそのままの形を記録する。
目録担当者の判断で合成・補完・翻訳・翻字などを行ってはならない。
そのような表示が必要なときは，AL フィールドまたは該当著者名典拠レコードの SF フィールドに記録する。
TR:Human development report / UNDP
AL:United Nations Development Programme
F5.3（責任表示の変更・追加）
刊行途中で責任表示の変更や追加があった場合や，途中の号から表示された場合は，TR フィールドには記入
せずに，NOTE フィールドに変更・追加のあった巻次・年月次とともに記録する。（⇒ 7.2.7F3.11）
F5.4（総称的タイトルの責任表示）
本タイトルが総称的 （ジェネリック）なものである場合は，識別のために責任表示を必ず記録する。もし
情報源に責任表示がない場合は，角括弧に入れて補記する。
（NACSIS 独自規定）（⇒ 7.0.3）
TR:Journal / American Academy of Actuaries
F5.5（総称的タイトルの責任表示の変更）
責任表示の変更・追加はタイトル変遷の根拠とはならないが，本タイトルが総称的（ジェネリック）である
場合は，別書誌レコードを作成する。（NACSIS 独自規定）（⇒ 0.4.3［TR］，7.0.1A2，7.0.3）
TR:Annual report / Chamber of Shipping of the United Kingdom
TR:Annual report / General Council of British Shipping
F5.6（個人に関する責任表示）
情報源に個人編者に関する責任表示があっても，これを責任表示として記録しない。必要ならば，NOTE フィ
ールドに記録する。（→ AACR2 12.1F3）（⇒ 7.2.7F3.11）
F5.7（タイトルおよびタイトル関連情報中の責任表示団体）
責任表示に該当する団体名が本タイトルまたはタイトル関連情報の一部として表示されていても，タイトル
とは独立した責任表示が主情報源上にないかぎり，それを責任表示として記入しない。（→ AACR2 12.1F2）
TR:Mark Twain Society bulletin
F5.8（団体名の役割表示）
団体名の役割に関する表示が，団体名と一体となって表示されていれば，それを含めたもの（
“edited by ○
○”など）を責任表示として記録する。
ただし，“Editor: ○○”などと，役割に関する表現が団体名と一体となって表示されていない場合や，全
く表示されていない場合，必要があれば団体名の前に補記する。

TR:Human factors in computing systems : CHI ... Conference proceedings / sponsored by the
ACM Special Interest Group on Computer ...

7.2.1 I<<注意事項>>
大文字使用法は，AACR2Amen93 の付録 A を採用する。
すなわち，英語の場合，冠詞で始まるタイトルの冒頭の冠詞は大文字で始めるが，冠詞の次の語は大文字で
は始めない。英語以外の言語の場合は，当該言語の規則の指示に従う。
（⇒ 7.2.1F1.1）
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7.2.2 ED
7.2.2A［形式］
ED
版に関する事項
版表示
版に関する責任表示
並列版表示
並列版表示の責任表示
付加的版表示
付加的版表示の責任表示

入力レベル

属性

フィールド長

必須 2

可変長

512 バイト

必須 1
必須 2
選択
選択
必須 2
選択

繰り返し数
1
無
有
有
有
有
有

7.2.2B［記述文法］
（1）一般的な記述文法

ED:

版表示

△／△

版の責任表示

△；△

2 番目以降の役割の異なる責任表示

A
（2）並列版表示，並列責任表示を記録する場合［A の部分は，（1）と同じ］

ED:

A

△=△

並列版表示

△／△

版表示の責任表示

（3）付加的版表示を記録する場合［A の部分は，（1）と同じ］

ED:

A

，△

付加的版表示

△／△

付加的版表示の責任表示

7.2.2C［AACR2 の区切り記号の採否］
区切り記号は，AACR2R88 の 1.2A1（区切り記号法）および 12.2A1（区切り記号法）に準拠する。ただし，エ
リア間の区切り記号については採用しないこととする。
AACR2R88 での変更点は次の通り。
1.（1.2A1 第３段落）付加的版表示にあたる表現（日本語版では「副次的版表示」）の変更。"subsequent
edition statement"→"statement relating to a named revision of an edition"
2.（1.2A1 第６段落）並列的な表示の前に置くスペース，イコ－ル，スペース（△=△）の使用について
追加された。
並列的な版表示に関連する条項の追加として以下の項がある。
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1.2B5，1.2C3，1.2C4，1.2C5，1.2D2，1.2E2，1.2E3
これら並列版表示に関する任意規定の採用については，各参加組織が選択するが，採用する場合の区切り記
号は 1.2A1 による。
7.2.2D［フィールド内容とデータ要素］
ED フィールドには，以下の内容を記録する。
1. 版表示
同一のタイトル（言語・文字を異にする場合もある）を持ち，内容がほぼ同一で，言語や表現，体裁
を異にして刊行されたもの相互間，あるいは内容の一部を変更して刊行されたものの相互間，あるいは
それらと原本との関係・相違を表す表示。ただし，装丁の相違のみを表す語句はこれに含めない。
2. 版に関する責任表示
当該資料の 1 種類以上の版に対しては関係しているが，すべての版に対しては関係していないような
責任表示をいう。
3. 並列版表示
版表示が 2 以上の言語または 2 種類以上の文字で表示されている場合の表示をいう。
4. 付加的版表示
ある版に対して変更が加えられ再発行されたような場合に，その特定化された版に付加される版表示
をいう。
以上に加え，並列版表示に関する責任表示，付加的版表示に関する責任表示もデータ要素となる。
7.2.2E［データ要素の情報源］
ED フィールドのデータ要素の規定の情報源は，タイトルページ，その他の前付け部分，奥付とする。（⇒
7.0D2，D3）
7.2.2F［データ記入及び記入例］
F1（データ記入の原則）
ED フィールドにおけるデータ記入の方法については，AACR2 1.2 および 12.2 の諸規定に準拠する。
並列版表示を記録するかどうかは，各参加組織が選択できる。
F1.1（版表示とするもの）
次のものは，AACR2 12.2B1 に従い，1.2B の指示のように版表示として記録する。
1. 地方版の表示
ED:American ed
ED:International ed
ED:North American ed
2. 特定対象向けの版の表示
ED:Students ed
ED:Éd. pour le médecin
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3. 特殊な体裁または形態の表示
ED:Microfilm ed
ED:Microform ed
ED:Microfiche ed
ED:CD-ROM ed
ED:Annual ed
ED:Cumulated ed
4. 言語版表示
ED:English ed
ED:German ed
ED:Éd. française
5. 逐次刊行物全体の再刊または改訂を示す，複製版表示または再刊の表示
ED:Reprint ed
ED:2nd ed
ED:3rd ed
F1.2（版表示としないもの）
AACR2 12.2B2 に従い，以下のものは版表示として扱わない。
1. 巻次・年月次を示す表示
1989 ed.
April ed.
1st ed.（1980）-2nd ed.（1981）
2. 定期的な改訂を示す表示（例えば 6 か月毎に発行する改訂版）
さらに，以下のものも版表示としない。

3. 特定号のみの改訂を示す表示
4. 部編を示す表示
American digest. Century ed.
American digest system. 5th decennial ed.
Chain store age. General merchandise ed.
5. 出版者を示す表示
Elsevier ed.
6. 刷次を示す表示
F2（版責任表示）
その版のみに関わる，あるいは他の版にも関わるが全ての版には関わらない責任表示は，AACR2 12.2C1 に従
い，同 1.2C の指示のように記録する。
ED:Reprint ed. / ALA

2006.03

7.2.2－03

7.2.2 ED

コーディングマニュアル

F3（並列版表示）
2 以上の言語または文字で表示されている場合，AACR2 の 12.2B3 に従い，本タイトルの言語・文字による表
示を採用する。
また，任意に，2 番目以降の表示は並列版表示として，それぞれをスペース，イコ－ル，スペース（△=△）
でむすんで記録してもよい。
（→ AACR2R88 1.2B5, AACR2R2002 1.2B3）

F4（付加的版表示）
ある版の中にさらに変更が加えられ，通常の版表示に加えた更に特定的な版表示がある場合，AACR2 12.2D
に従い，同 1.2D の指示のように記録する。
付加的版表示の種類としては，次のようなものがある。
1. 特定の版に属する下位の版
2. 特定の版の改訂版，増補版
ED:North American ed., Canadian ed
ED:Reprint ed., 2nd ed
7.2.2I <<注意事項>>
I1（版表示の変更・追加）
刊行途中に版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化がある場合は，タイトル変遷とみなし別書誌
レコードを作成する。
（→ 7.0.1A5, 7.2.7F20）
ただし，版表示の表現上の変化，版責任表示の変更・追加は別書誌レコード作成の根拠とはならない。これ
らの情報は，NOTE フィールドに記録する。
I2（複製版の原本に関わる版表示）
複製版において，複製の対象になった原本に関わる版表示は，NOTE フィールドに記録する。付加的版表示
としてはならない。
（⇒ 7.0.2C9，7.2.7F3.17）
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7.2.3 VLYR
7.2.3A［形式］
VLYR

入力レベル

属性

フィールド長

必須 2

可変長

1024 バイト

巻次・年月次に関する事項
巻次・年月次表示
別形式の巻次・年月次表示
巻次変更後の巻次・年月次表示

繰り返し数
1

必須 1
選択
必須 2

無
有
有

7.2.3B［記述文法］
（1）一般的な記述文法

VLYR:

初号の巻次 △（

初号の年月次

）

－

終号の巻次

△（

終号の年月次

）

A／B

（2）別形式の巻次・年月次表示がある場合［A，A’の部分は，（1）と同じである］

VLYR:

A

△=△

A'

（3）巻次変更がある場合［A，B の部分は，
（1）と同じである］

VLYR:

A

△；△

B

（4）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’の部分は，
（1）と同じである］

VLYR:

A

△=△

A'

△；△

B

△=△

B'

7.2.3C［AACR2 の区切り記号の採否］
区切り記号は，AACR2 12.3A1, AACR2R2002 12.3A2 に準拠する。ただし，エリア間の区切り記号について
は採用しないこととする。
7.2.3D［フィールド内容とデータ要素］
VLYR フィールドには，逐次刊行物の各出版物理単位を順序付けする巻次および年月次表示を記録する。
巻次は番号等により順序付けを示すものであり，年月次は年月日あるいはそれに準じた暦に関連する記号
により順序付けを示す。これに対して，出版日付は出版年や出版日を明示したものであり，年月次と基本的
に性格を異にする。巻次・年月次をもたない資料は，逐次刊行物として扱うことはできない。
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7.2.3E［データ要素の情報源］
VLYR フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物全体とする。ただし，初号（あるいは変遷直後号）
と終号（あるいは変遷直前号）によってのみ，記録が可能である。初号も終号も所蔵していない場合は，この
フィールドには記録できない。（⇒ 7.0D2，D3）
複製資料の場合は，原本を情報源とする。
（⇒ 7.0.2C10）
7.2.3F［データ記入及び記入例］
F1（データ記入の原則）
F1.1（巻次の転記）
巻次の転記に当たっては,各言語の大文字使用法（→ AACR2 付録 A）
，標準的な略語（→ AACR2 付録 B）
・数
詞（→ AACR2 付録 C）に語句を変換する。数詞・数字は原則としてアラビア数字を用いる。巻レベルと号レ
ベルの間は，コンマ，スペース（，△）を挿入する。
AACR2 12.3B1 のハイフン（-）と４字あけを表示の後に続ける規定は採用しない。
VLYR:Vol. 1, no. 1
F1.2（年月次の転記）
年月次は，対応する巻次に続けて丸括弧内に記録する。転記に当たっては，各言語の大文字使用法（→ AACR2
付録 A），標準的な略語（→ AACR2 付録 B）
・数詞（→ AACR2 付録 C）を使用する。数詞・数字は原則として
アラビア数字を用いる。
月名は数字に変換せず，標準的な略語を記録する。
VLYR:Vol. 1, no. 1 (Jan. 1996)VLYR:Vol. 12 (1972)-v. 18 (1978)
VLYR:46 (1932)-50 (1937)
VLYR:#1 (Jan. 1988)-#12 (Dec. 1988)
VLYR:1997 (1997)VLYR:Vol. 1 (July 7, 1967)-v. 31, no. 396 (Jan. 31, 1975)
F2（巻次・年月次の記述）
F2.1（初号・変遷直後号の記録）
初号・変遷直後号の巻次・年月次とハイフン（-）を記録する。
VLYR:1 (summer 1984)VLYR:Vol. 1, no. 1 (winter 1979/1980)VLYR:'96 (1996)F2.2（継続刊行途中号の記録）
初号の巻次・年月次が既に記録されている場合は，何も記録しない。
F2.3（終号・変遷直前号の記録）
ハイフン（-）と終号・変遷直前号の巻次・年月次を記録する。
VLYR:-10th ed. (1990)
VLYR:-32 Jahrg., no. 12 (Dec. 1903)
VLYR:-82e session (6 févr. 1957)
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F2.4（初号に巻次・年月次の表示がないもので推測可）
初号に巻次・年月次の表示がない場合，それに続く号で順序づけがなされると見なせる数字・記号が出現す
る場合，その表示方法に従って，初号の巻次・年月次を補記することができる。（→ AACR2 12.3D）
VLYR: [Bd.1] ( [1970] )-

（巻次・年月次ともに表示されていない。後続の号に Bd.2，
Bd.3 の表示あり）

VLYR: [No.1] ( [1997] )-

（巻次・年月次ともに表示されていない。後続の号に No.2，
No.3 の表示あり）

VLYR: [Pt.1] (1950)-

（年月次だけは表示されている。後続の号に Pt.2，Pt.3 の
表示あり）

F2.5（巻次がない場合）
巻次の表示が全く現れない場合は，年月次を代用して記録する。
（

）に年月次を重ねる記述文法は NACSIS 独自規定である。
（途中で巻次が消滅した場合には，巻次変更

の扱いを要す）
VLYR:1997 (1997)VLYR:'90 (1990)VLYR:No. 1 (1975)-no. 5 (1980) ; 1981 (1981)（No.5 までにしか巻次表示が現れない）
F2.6（年月次がない場合）
年月次の表示が全く現れない場合や，途中で消滅した場合には，出版日付を補記する。
VLYR:Vol. 8, no. 2 ( [June 1995] )VLYR:-14 ( [1951] )
VLYR:1 ( [1962] )-28 ( [1979] )
F2.7（合併号の場合）
記入すべき号が合併号である場合，合併号を一つの号であると見なし，号を切り分けては記録しない。その
場合，対応する年月次間の接続記号は，スラッシュ（/）を使用する。（スラッシュの使用は，NACSIS 独自規
定）
VLYR:Pt.100/101/102 (1961/1962/1963)VLYR:-56th (June 12/13/14, 1974)
VLYR:-64th/65th (1991)
VLYR:-1989/90 ed. (1989/1990)
VLYR:Vol. 1, no. 1 (Jan. 1979)-v. 6, no. 5/6/7 (May/June/July 1984)
F2.8（複数の言語表示がある場合）
巻次あるいは年月次が，複数の言語もしくは文字で表示されている場合，本タイトルの言語，もしくは文字
に対応する表示のみを記録する。この規定が適用できない場合は，最初の表示を記録する。（→ AACR2 12.3B2,
12.3C3）
〇 VLYR:2 (May 1977)× VLYR:2 (May 1977) =

2006.03

2 (Mai 1977)-

とは記録しない。

7.2.3－03

7.2.3 VLYR

コーディングマニュアル

F2.9（単一の号しか刊行されなかった場合）
単一の号しか刊行されなかった場合は，その号が初号でありまた終号であると見なし，その号の巻次・年月
次を２つ記入し，ハイフン（-）でそれらをつなぐ。（NACSIS 独自規定）
VLYR:No. 10 (spring 1988)-no. 10 (spring 1988)
VLYR:8 (1953)-8 (1953)
VLYR:Vol. 1 (1963)-v. 1 (1963)
F3（別形式の巻次・年月次表示，その優先順位）
別形式の巻次・年月次表示が存在する場合，原則として，他の書誌レコードと共通する表示よりも，その書
誌レコードに固有な表示を優先採用する。
（NACSIS 独自規定）
F3.1（タイトル変遷後の巻次）
変遷後に付与された巻次は，変遷前誌より引き継いだ巻次より優先使用する。
（→ AACR2 12.3B3）
F3.2（固有の巻次）
当該の逐次刊行物固有の巻次は，他の逐次刊行物と共有する巻次より優先して使用する。また，全ての部編
に共通する巻次とその部編に固有の巻次とでは，その部編に固有の巻次を優先使用する。
（NACSIS 独自規定）
F3.3（2 階層の巻次）
2 階層の巻次（巻号表示など）は，1 階層の巻次（通号表示など）より優先使用する。
（NACSIS 独自規定）
F3.4（非優先使用の巻次の表現）
上記の優先して使用する巻次表示以外の表示も，併記することができる。併記する場合は各方式間をスペー
ス，等号，スペース（△=△）でつないで表示する。（→ AACR2 12.3E）
VLYR:Vol. 15, no. 1 (Oct. 1989)- = No. 31 (Oct. 1989)VLYR:-1989, no. 12 (дек. 1989) = -66 (дек. 1989)
VLYR:1 (1903)-17 (1919) = 6 (1903)-22 (1919)
F4（巻次変更）
F4.1（巻次表示方式が変更の場合）
巻次の表示方式が変更になった場合，旧方式による初号，終号の巻次・年月次を記録したあと，スペース，
セミコロン，スペース（△；△）に続いて新方式による巻次・年月次を記録する。
（1） 優先順位が上位の表示方式が出現した場合
VLYR:-no. 72 (1975. 7) ; V. 7, no. 1 (1976. 8)VLYR:-1969 (1969) ; V. 11, no. 1 (Jan. 1970)VLYR:-41 Jahrg. (1991) ; 1992, Nr. 1 (1992)（2） 優先順位が上位の表示方法が消滅した場合
優先順位が下位であった表現方法を繰り上げて使用する。
VLYR:-125th year, no. 3368 (Aug. 1992) ; No. 3369 (Sept. 1992)VLYR:-63 année, no 973 (dec. 1981) ; No 974 (janv. 1982)-
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（3） 巻次の数字が後退，反復，極端に飛躍した場合
VLYR:-v. 29, no. 12 (Dec. 1962) ; V. 95, no. 1 (Jan. 1963)VLYR:-11 Jahrg., Heft 72 (1990) ; 1 Jahrg., Heft 1 (1991)VLYR:-Nr. 55 (1979) ; Nr. 1 (1980)このような場合，別に書誌レコードを作成するべき場合もある。出版者や編集者の意図から継続関係の十分
な調査が必要である。（⇒ 0.4.3 [VLYR] ）
F4.2（年月次表示形式が変更の場合）
年月次の変更は巻次変更とは見なさず，記録しない。ただし，巻次表示がないために，年月次を代用して巻
次としている場合には，その変更を巻次変更と見なす。
F5（巻次変更とは見なさない場合）
F5.1（巻次の呼称の変化）
「No.」が「Vol.」に変更するなど，単なる呼称の変化は巻次変更とはしない。
F5.2（巻次体系の階層は変化するが，巻レベルの数値が一貫している場合）
Vol. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, ...のような刊行の場合は，巻次変更とはしない。
F5.3（他の逐次刊行物と巻次体系を共有している場合）
他の逐次刊行物と巻次体系を共有しており，そのために巻次が不連続になる場合は，巻次変更とはしないで
NOTE フィールドに，その事実を記録する。（⇒ 7.2.7F3.12）
Section A が，Vol.131, 133, 135……
Section B が，Vol.132, 134, 136……
F5.4（誤植による巻次の数値の後退，反復，飛躍の場合）
誤植による巻次の乱れは，巻次変更としない。誤植の事実については，NOTE フィールドに記録する（⇒
7.2.7F3.12）。
F5.5（巻に相当するものがなく号数のみが繰り返し反復する場合）
「巻」に相当するものがなく，号数のみが反復する場合には，号数が元に戻るたびに巻次変更とはせず，適
宜巻（年次等）を補記し，巻次が一貫するように記録する。
○ VLYR: [1990] , 1 (1990. 1) - [1991] , 12 (1991. 12)
× VLYR:1 (1990. 1)-12 (1990. 12) ; 1 (1991. 1)-12 (1991. 12)

のようには記録しない。

F6（逐次刊行物全体の順序づけを示す表示）
逐次刊行物全体の順序づけを示す表示（ 「II」，「New series」，「2nd series」等）の変更・追加は，巻次
変更とはせず，タイトル変遷と見なし，別書誌を作成する。
（NACSIS 独自規定）（⇒ 7.0.1A1，7.2.1F2.8）
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7.2.4 PUB
7.2.4A［形式］
PUB
出版，頒布等に関する事項
出版地・頒布地等
出版者・頒布者
日付

入力レベル
必須 1
必須 2
必須 2
必須 2

属性
可変長
可変長
可変長
可変長

フィールド長
254 バイト
254 バイト
254 バイト

繰り返し数
4
有
有
無

7.2.4B［記述文法］
（1） 一般的な記述文法

PUB:

出版地・ 頒布地等

△:△

出版者･頒布者等

△， △

出版・ 頒布等の日付

（2） 複数の出版地・頒布地等がある場合

△； △
PUB:

出版地・ 頒布地等

△:△

出版者･頒布者等

△， △ 出版・ 頒布等の日付

（3） 複数の出版者・頒布者の出版地・頒布地等が同一の場合

PUB:

出版地・ 頒布地等

△:△

出版者･頒布者等

△， △ 出版・ 頒布等の日付

（4） 製作等に関する事項

△；△
PUB:

（

製作地等

△:△

製作者等

△，△

製作等の日付

）

7.2.4C［AACR2 の区切り記号の採否］
区切り記号は，AACR2R88 の 1.4A1（区切り記号法）および 12.4A1（区切り記号法）に準拠する。ただし，
以下については例外とする。
1.（エリア間の区切り記号）は採用しない。
2.（出版年・頒布年等の区切り記号）は採用する。ただし，コンマ，スペース（，△）ではなく，スペ
ース，コンマ，スペース（△，△）を置くものとする。
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7.2.4D［フィールド内容とデータ要素］
PUB フィールドには，以下の内容を記録する。
1. 出版地・頒布地等
2. 出版者・頒布者等
3. 出版年・頒布年等
4. 製作項目（製作地，製作者，製作年）
7.2.4E［データ要素の情報源］
PUB フィールドのデータ要素の規定の情報源は，逐次刊行物全体とする。（⇒ 7.0D2，D3）
出版年の情報源は初号，終号のみである。所蔵最古号や参照 MARC の情報からは記録できない。
E1（規定の情報源以外からの補記）
規定の情報源以外から得た情報は，角括弧（
［ ］）に入れて記録する。（→ AACR2 1.4F7）
ただし，角括弧（
［ ］）は，データ要素をまたがった形にはしない。
○PUB: ［S.l］ : ［s.n.］
×PUB: ［S.l. : s.n.］
E2（複製資料）
複製資料の PUB フィールドは，複製時の出版事項を記録し，原本に関する事項は NOTE フィールドに記録す
る。（⇒ 7.0.2C11）
7.2.4F［データ記入及び記入例］
F1（データ記入の原則）
F1.1（前置詞の扱い）
PUB フィールドのデータ要素の前置詞の扱い及び略語の使用は，AACR2R88 1.4B4 に従う。
○PUB:Paris

（前置詞が格変化語尾に影響しないかぎり，付随している前置詞を省略する）

×PUB:À Paris
○PUB:Leeds : University of Leeds, Dept. of Spanish （AACR2 付録 B の略語を使用する）
×PUB:Leeds : University of Leeds, Department of Spanish
F1.2（特殊なケース）
出版・頒布等に関する特別なケースの記録の方法については，AACR2 1.4B6, 1.4B7（ = AACR2R88 1.4B5,1.4B6）
に準拠する。
F2（出版地，頒布地等）
F2.1（原則）
出版地，頒布地などは，表示されているとおりの形と文法上の格で記録する。
（→ AACR2 1.4C1）
F2.2（複数言語）
出版地が複数の言語あるいは文字で表示されている場合は，AACR2R88 1.4C1 に従い，本タイトルと同じ言語
または文字で示されているものを記録する。
これが適用できない場合は，最初に表示されているものを記録する。
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F2.3（出版地の識別）
場所の識別のための付記については，AACR2 1.4C2 及び 1.4C3 に準拠する。ただし，英語形があればその形
を使用する。（→ AACR2R88 1.4C3）
PUB:Basel ［Switzerland］
PUB:Cambridge ［Cambridgeshire］
PUB:Bs. As. ［Buenos Aires］
F2.4（複数の出版地）
1 つの出版者，頒布者に対して 2 か所以上の地名が表示されている場合は，AACR2 1.4C5 に従い，最初に表
示されている地名を記録する。
また，情報源上でレイアウトによって強調されている地名があれば，それも記載することができる。
以上に国内（日本）の地名が含まれていない場合は，さらに，目録対象資料中に含まれている国内（日本）
の地名のうち最初のものを追加して記録することができる。
（→ AACR2R88 1.4C5）
PUB:London ; Tokyo : Academic Press , 1992F2.5（出版地が表示されていない場合）
出版地等が確認できない場合については，AACR2 の 1.4C6 に従い記録する。
また，推定によって地名を補記する場合，英語形があればその形を使用する。
（→ AACR2Amen93 1.4C6）
PUB:［Warszawa?］ （参考情報源等で推定される出版地）
PUB:［Chile?］ （都市名が推定できない場合は，国・州・県・地方名などを記載）
PUB:［S.l.］ （推定もできない場合）
F2.6（住所の付記）
AACR2 の 1.4C7 の住所の付記に関する任意規定は採用しない。
出版者，頒布者等の住所を，地名への付記事項として PUB フィールドに記録してはならない。必要に応じて，
これを NOTE フィールドに記録することはできる。
F2.7（出版地の変更）
刊行途中で，出版地等に変更があった場合やその名称が変更になった場合は，その名称と変更時点の巻次・
年月次を NOTE フィールドに記録する。（⇒ 7.2.7F3.13）
F3（出版者，頒布者等）
F3.1（原則）
出版者・頒布者等の記録の方法に関しては，AACR2 の 1.4D1～D4 に準拠する。
ただし，複数の言語で表示されている場合に関する AACR2R88 の 1.4D2 第 3 パラグラフの任意規定は採用し
ない。（⇒ 4.2.3F3.4）
また，AACR2 1.4D4 の団体名を短縮形で記録する点については，検索上支障をきたす恐れがあるため，原則
として採用しない。
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F3.2（複数の出版者）
出版地と出版者が対になって複数表示されているとき，2 番目以降のものを記録するには，フィールドを繰
り返して記録する。1 つの PUB フィールドにまとめた形での記録はしない。
記録する出版地，出版者等の選択にあたっては，AACR2R88 の 1.4D5 に準拠する。
（⇒ 4.2.3F3.2 の翻訳を参
照）
なお，2 番目以降の出版地等，出版者等の入力レベルは「選択」である。
PUB:Amsterdam : Elsevier
PUB:Tokyo : Kodansha , 1975複数の PUB フィールドを作成した場合は，出版年は最後の PUB フィールドに記録する。
F3.3（出版者が表示されていない場合）
出版者が不明である場合，AACR2 の 1.4D6, 1.4D7（=

AACR2R88 1.4D7, 1.4D8）に従い記録する。

F3.4（頒布者）
出版地，出版者の他に，頒布地，頒布者が表示されている場合は，フィールドを繰り返して記録する。入力
レベルは「選択」である。
F3.5（出版者・頒布者などの役割表示）
出版者・頒布者などの役割表示は，LCRI に準拠し，頒布者に関する役割表示は補記するが，そのほかの場合
は AACR2 1.4E, 12.4E の任意規定は採用しない。
PUB:New York : Wiley
PUB:Oxford : Pergamon ［distributor］
F3.6（出版者の変更）
刊行途中で出版者等に変更があった場合は，その名称と変更時点の巻次・年月次を NOTE フィールドに記録
する。（⇒ 7.2.7F3.13）
F4（出版年・頒布年）
F4.1（初号の出版年）
初号の出版年は，AACR2 12.4F1 に従って記録する。
PUB:Windsor, Berkshire : Wax & Wane , 1975出版年と年月次の表示が全部または一部一致する場合も，AACR2 12.4F2（ = AACR2R88 12.4F1）に従って，
これを記録する。
TR:Social history
VLYR:1 (Jan. 1976)PUB:London : Methuen , 1976F4.2（完結した逐次刊行物）
完結した逐次刊行物の場合は，AACR2 12.4F3（ = AACR2R88 12.4F2）に従って初号と終号の出版年を記録す
る。
PUB:New Haven : Yale University , 1958-1973
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F4.3（出版年が不明の場合）
初号あるいは終号を所蔵せず出版年が不明の場合は，出版年を記録できない。
PUB:London : Gee , -1936
PUB:Tokyo : Toho Gakkai

（初号がない）
（初号，終号ともにない）

F5（製作等に関する事項）
［選択］
製作等に関する事項については，AACR2 12.4G1, G2 に従い記録する。
記録にあたっては，以下のようにフィールドを繰り返し，全体を丸括弧（（

））に入れて記録する。

PUB:［S.l.］ : ［s.n.］
PUB: （London : High Fidelity Sound Studios , 1970）
7.2.4G［フィールドの繰り返し］
出版地と出版者の組み合わせや出版地・頒布地と出版者・頒布者などの組み合わせが複数ある場合は，PUB
フィールドを繰り返す。
（⇒ 7.2.4F3.2，F3.4，I3）
7.2.4I <<注意事項>>
I1（出版地，出版者などの変更）
刊行中での出版地，出版者などの追加，変更については，その名称と変更時点の巻次・年月次を NOTE フィ
ールドに記録する。
（⇒7.2.7F3.13）
このような出版事項の変更は，別書誌レコード作成の根拠とならない。
I2（並行して出版している出版者）
並行して別の出版者から刊行された資料に関する事項を記録してはならない。このような場合は別に書誌レ
コードを作成する。（⇒ 0.4.3［PUB］）
I3（出版地・頒布地と出版者・頒布者などの組み合わせの繰り返し）
1 つの PUB フィールドに，出版地・頒布地と出版者・頒布者などの組み合わせを繰り返して記録してはなら
ない。2 番目の繰り返しの部分の検索キ－が正しく作成されないので，必ず別フィールドに記録する。（⇒
7.2.4F3.4）
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7.2.5A［形式］

PHYS

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

形態に関する事項

選択

可変長

254 バイト

1

数量

選択

無

その他の形態的細目

選択

無

大きさ

選択

無

付属資料

選択

無

7.2.5B［記述文法］

PHYS:

数量

△：△

その他の形態的細目

△；△

大きさ

△＋△

付属資料

7.2.5C［AACR2 の区切り記号の採否］
区切り記号は，AACR2R88 の 1.5A1（区切り記号法）および 12.5A1（区切り記号法）に準拠する。ただし，
エリア間の区切り記号については，採用しない。
7.2.5D［フィールド内容とデータ要素］
PHYS フィールドには，目録対象資料の数量，その他の形態的細目，大きさ，及び付属資料等の情報をデー
タ要素として記録する。
7.2.5E［データ要素の情報源］
PHYS フィールドのデータ要素の情報源は，当該出版物全体とする。（⇒ 7.0D2，D3）
7.2.5F［データ記入及び記入例］
F1（データ記入の原則）
各資料種別ごとに形態的表示は異なる。目録規則の当該箇所を参照して記録する。
（→ AACR2 1.5B1）
F2（数量）
F2.1（刊行中の逐次刊行物）
刊行中のものは数量を記録せず，特定資料表示（その逐次刊行物の該当する資料の種類を扱っている章
の.5B）を記録する。
PHYS:v.
PHYS:microfiches
PHYS:wall charts
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F2.2（完結した逐次刊行物）
完結した逐次刊行物については，冊数などをアラビア数字で記録し，それに続けて特定資料表示を記録する。
修正しようとする参加館が刊行された全巻（号など）を所蔵していない場合でも，VLYR に初号・最終号の
記録があり，途中の巻号の状況に巻の後戻りや飛躍がないことが，記録の他の部分（登録された所蔵データな
ど）から，十分推測される際は，数量を記録することができる。
数量の数え方については，LCRI 12.5B2 の条項を採用し，以下のように記録する。
VLYR:Vol.1, no.1 (Jan. 1986)-v.2, no.3 (Mar. 1987)
PHYS:2 v
VLYR:No.1-no.25
PHYS:25 v
VLYR:1980-1984
PHYS:4 v
NOTE:Annual
NOTE:Each volume issued in 2 pts.
NOTE:Vol.for 1981 not published.
VLYR:No.1-no.12
PHYS:12 v
NOTE:NO.8/9 issued in combined form
VLYR:Vol.1-v.142
PHYS:140 v
NOTE:Vols.89 and 92 not published
PHYS:16 microreels
PHYS:32 microfiches (3027 fr.)
F3（その他の形態的細目）
F3.1（印刷形態・マイクロ形態の場合）
記述の基盤とした号に，挿図（グラフも含む），肖像写真，地図などがあるならば「ill.」，「ports.」，「map」，
「...（col.）」，「...（some col.）」などと記録する。記述の基盤とした号には現れないが，その後の号には
一貫して，あるいは非常にしばしば現れる時も，同様に記録することができる。（→ AACR2 12.5C）
ある巻のみ，あるいはある年代以降にのみ現れる（または現れない）場合は，PHYS で記録せず，必要なら
NOTE フィールドに記録する。（⇒ 7.2.7F3.14）
広告ページの「ill.」
「col.」などは無視する。
PHYS:ill., map
PHYS:1 microfilm reel : negative, ill
PHYS:1 microfilm reel : ill. （some col.）
F3.2（印刷形態・マイクロ形態以外の場合）
印刷形態・マイクロ形態以外の場合は，その逐次刊行物が該当する資料の種類を扱っている AACR2 の各章の
5C の指示のように記録する。
（機械可読データファイルの例）
PHYS:computer disks : col
PHYS:computer optical discs : sd., col
7.2.5－02
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F4（大きさ）
F4.1（原則）
逐次刊行物の大きさは，その逐次刊行物が該当する資料の種類を扱っている AACR2 の各章の 5D の規則の指
示のように記録する。
PHYS:filmstrips : col. ; 35 mm
PHYS:v. : ill. ; 20 x 8 cm
PHYS:108 v. : ill. ; 20 x 32 cm
PHYS:1 microfilm reel ; 5 in., 35 mm
巻（号）によって高さに差がある場合の記録については，各巻の高さの差の条件があったが，AACR2 の改訂
により，「差に関わらず，最低のものと最高のものをハイフン（-）でつないで記録する」こととなった（→
AACR2R88 2.5D3）。
PHYS:100 v. : ill. ; 25-28 cm
F5（付属資料）
F5.1（原則）
定期的刊行を意図し,かつ逐次刊行物本体と組み合わせて使用することを意図したすべての資料（本体 + カ
セット・本体 + CD－ROM・本体 + マイクロフィルム・本体 + Directory・本体 + 解答集など）は，AACR2 1.5E
の指示のように記録する。必要に応じて付属資料自体の形態に関する事項を付記してもよい。（→ AACR2
12.5E1）
PHYS:v. : ill. ; 21 cm + slides
PHYS:filmstrips : col. ; 35 mm + booklets
刊行頻度については，NOTE フィールドに記録する。（⇒ 7.2.7F3.15）
F5.2（複製版の付属資料）
複製版に付属する資料について記録する。原本の付属資料が複製版においても付属している場合は，これに
ついても記録することができる。
PHYS:10 v. + 1 v. （index） + 1 v. （errata）
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7.2.6A［形式］
VT

入力レベル

属性

選択

可変長

タイトルの種類

必須 1

固定長

2 バイト

無

タイトル

必須 1

可変長

1024 バイト

無

タイトルのヨミ

必須 2

可変長

1024 バイト

無

その他のタイトル

フィールド長

繰り返し数
16

7.2.6B［記述文法］

VT:

タイトルの種類

：

タイトル

∥

タイトルのヨミ

7.2.6D［フィールド内容とデータ要素］
D1（フィールド内容）
VT フィールドには，TR フィールドに記録するタイトル以外の「その他のタイトル」を記録する。VT フィー
ルドは，目録対象資料の「その他のタイトル」による検索等を可能にするために設けられたフィールドである。
「その他のタイトル」に該当するのは，次のタイトルである。
1. キ－タイトル及び略タイトル
2. 目録対象資料中に表示されている標目のうち，TR フィールドに記録されない形
3. 目録担当者が作成するタイトル標目
D2（データ要素）
VT フィールドのデータ要素は，タイトルの種類，及びタイトルである。
1. タイトルの種類には，タイトルの情報源，タイトルの種類等を示す 2 桁のコードを記録する。
2. タイトルには，当該タイトルを記録する。
タイトルの種類には，以下のものがある。
（⇒ 付録 1.4）
（D1 の種別におけるコードのアルファベット順）
1. キ－タイトル及び略タイトル
AB:略タイトル（abbreviated title）
KT:キ－タイトル（key title）
2. 目録対象資料中に表示されている標目のうち，TR フィールドに記録されない形
AT:副標題紙タイトル（added title page title）
BC:裏表紙タイトル（back cover title）
CL:奥付タイトル（colophon title）
CP:見出しタイトル（caption title）
CV:表紙タイトル（cover title）
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2.

目録対象資料中に表示されている標目のうち，TR フィールドに記録されない形（続）
DT:識別タイトル（distinctive title）
MT:題字欄タイトル（masthead title）
OH:その他のタイトル（other title）
OR:原タイトル（original title）
PT:親書誌タイトル（parent title）
RT:欄外タイトル（running title）
ST:背表紙タイトル（spine title）
TT:標題紙タイトル（title page title）

3. 目録担当者が作成するタイトル標目
RM:ロ－マ字翻字タイトル（romanized title）
TL:翻訳タイトル（translation of title by cataloging agency）
VT:異なりアクセスタイトル（variant access title）
7.2.6E［データ要素の情報源］
VT フィールドのデータ要素は，あらゆる情報源から採用される。（⇒ 7.0D2，D3）
7.2.6F［データ記入及び記入例］
F1（データ記入の原則）
F1.1（初号もしくは所蔵最古号の場合）
「その他のタイトル」が初号もしくは（記述の基準とした）所蔵最古号に表示されている場合，タイトルの
表示箇所に関わるタイトルの種類コードとともに VT フィールドに記録する。
TR:Critical reviews in biochemistry
VT:CV:CRC critical reviews in biochemistry
F1.2（初号もしくは所蔵最古号以外の場合）
「その他のタイトル」が初号もしくは（記述の基準とした）所蔵最古号以降の号に表示されている場合，タ
イトルの表示箇所に関わらず，タイトルの種類コード（OH）とともに VT フィールドに記録する。タイトルの
表示箇所に関係するコード（AT，BC，CL，CP，CV，MT，RT，ST，TT）は使用しない。
さらに，そのタイトルの表示巻次・年月次・箇所についての説明を NOTE フィールドに記録する。（→
7.2.7F3.10）
TR:Japan film guide
VT:OH:JFG
NOTE:Cover title:JFG （v.10 （1988）-）
F2（複製版の場合）
複製版書誌データの情報源は原本であるので，複製時に付与されたタイトルは，タイトルの種類コード（OH）
とともに VT フィールドに記録し，同時に NOTE フィールドに記録する。
（⇒ 7.2.7F3.17）
REPRO:c
TR:The germ : thoughts towards nature in poetry, literature and art
ED:Microfilm ed
VT:OH:Early British periodicals
NOTE:Reprint title: Early British periodicals
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F3（合冊誌・合刻複製版の場合）
合冊誌，合刻複製版に収録されている逐次刊行物の総合タイトルは，タイトルの種類コード（OH）とともに
VT フィールドに記録し，同時に NOTE フィールドに記録する。
（⇒ 7.2.7F3.17）
REPRO:c
TR:Pegaso
ED:Reprint ed
VT:OH:Revistas literarias mexicanas modernas
NOTE:Collective title of reprint: Revistas literarias mexicanas modernas
F4（製本用タイトルページの場合）
初号の主情報源を製本用タイトルページより優先する。この場合，製本用タイトルページに記録されたタイ
トルは，タイトルの種類コード（OH）とともに VT フィールド及び NOTE フィールドに記録する。タイトルの種
類コード（CV，ST）は使用しない。
TR:Journal des débats : politiques et littéraires
VT:OH:Revue hebdomadaire du journal des débats
VT:OH:Édition hebdomadaire du journal des débats
NOTE:T.p. for binding: Revue hebdomadaire du journal des débats, <1er semestre 1909>;Édition hebdomadaire du journal des débats, <1er semestre 1922- >
F5（簡略形と展開形）
主情報源中にタイトルの簡略形が表示され，主情報源以外の箇所にその展開形が表示されている場合，また
はその逆の場合，タイトルの表示箇所に関わるタイトルの種類コードとともに VT フィールドに記録する。
TR:ATI
VT:CV:America's textiles international
F6（共通タイトル）
F6.1（主情報源以外に存在する共通タイトル）
共通タイトルが主情報源以外の箇所に表示されている場合，タイトルの種類コード（PT）とともに VT フィ
ールドに記録する。
TR:Philologica
VT:PT:Acta Universitis Carolinae
F6.2（不安定な共通タイトル）
共通タイトルが従属タイトルと同じ情報源にあったりなかったり，号によって表現がまちまちだったりなど
不安定な場合，タイトルの種類コード（PT）とともに VT フィールドに記録する。
F7（本タイトルに軽微な変化があった場合）
本タイトルに軽微な変化があった場合，タイトル変遷とはせず，VT フィールドにタイトルの種類コード（OH）を
付与して記録し，併せて NOTE フィールドに変化のあった巻次・年月次を記録する。
（→7.0.1A1.2）
TR:Outline of Japanese tax
VT:OH:An outline of Japanese taxes
NOTE:Title varies slightly: An outline of Japanese taxes， Bd. 134 (1990)TR:Schriften des Vereins für Socialpolitik
VT:OH:Schriften des Vereins für Sozialpolitik
NOTE:Title varies slightly from Bd. 134 （1990）
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F8（別言語・別文字タイトル）
F8.1（本タイトルと逐語的に対応し，主情報源に表示されている場合）
別言語・別文字タイトルが複数表示されている場合，TR フィールドに記録しなかった並列タイトルは，タイ
トルの表示箇所に関わるタイトルの種類コードとともに VT フィールドに記録することができる。
F8.2（本タイトルと逐語的に対応しているが，主情報源以外の箇所に表示されている場合）
主情報源以外の箇所に表示されている別言語・別文字タイトルは，並列タイトルではなく「その他のタイト
ル」と見なし，表示箇所に応じたタイトルの種類コードを付与し，VT フィールドに記録する。
F8.3（本タイトルと逐語的に対応していない場合）
本タイトルと逐語的に対応していない別言語・別文字タイトルは，TR フィールドのタイトル関連情報として
記録する。（⇒ 7.2.1F4）
F9（その他のタイトルに関わる責任表示）
「その他のタイトル」に関わる責任表示（責任表示の異形）は，このフィールドには記録しない。記入が必
要な場合には，NOTE フィールドに記録するか，当該著者名典拠レコードの SF フィールドに記録する。（→
7.2.7F3.10）
F10（複数のタイトルの種類コードに該当する場合）
同一の形のタイトルが，複数のタイトルの種類コードに該当する場合，以下の優先順位を適用する。
F10.1（該当する場合，最優先で必ず記録するもの）
この中で重複する場合は，VT フィールドを追加して全て記録する。
AB（略タイトル） ，KT（キータイトル） ，DT（識別タイトル）,
OR（原タイトル） ，PT（親書誌タイトル）
F10.2（該当する場合，選択して記録するもの）
この中で重複する場合は，以下の優先順位で情報源を選択して記録する。優先順位が低く，VT フィールドに
記録しなかったものは，NOTE フィールドに記録してもよい。
CV（表紙タイトル） > BC（裏表紙タイトル） > CP（見出しタイトル） >
MT（題字欄タイトル） > CL（奥付タイトル） > ST（背表紙タイトル） >
AT（副標題紙タイトル） > RT（欄外タイトル）
F10.3（以上のどれにも該当しないもの）
上記のものと重複しない場合，以下のうちの該当するものを選択して記録する。
OH（その他のタイトル）, TL（翻訳タイトル）, RM（ローマ字翻字タイトル） ，
VT（異なりアクセスタイトル）
F11（ヨミの記録）
タイトル中に，日本語などヨミによる検索が必要なものが現れた場合は，ヨミを記録する必要がある。この
場合の記述文法については，和雑誌書誌レコードの記述文法を参照せよ。
（⇒ 6.2.6）
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7.2.6 VT

7.2.6G［フィールドの繰り返し］
「その他のタイトル」が複数ある場合は，VT フィールドをその数だけ繰り返し，それぞれのタイトルを記録
する。
7.2.6I<<注意事項>>
I1（「その他のタイトル」が複数ある場合）
１つの VT フィールドに複数の「その他のタイトル」を記録してはならない。
I2 （記述文法）
タイトルの種類とタイトルの間のコロン（：）の前後にスペースを記入してはならない。
I3（タイトルページタイトル）
洋雑誌では，タイトルページが TR フィールドに記録するデータの情報源として最も優先順位が高いので、
標題紙タイトル（title page title）の種類コード（TT）は，原則として使用してはならない。タイトルペー
ジに表示されている複数の並列タイトルのうち，TR フィールドに記録しなかった並列タイトルに限って使用す
ることができるものとする。
I4（統一タイトル）
統一タイトル（uniform title）の種類コード（UT）は，雑誌書誌レコードでは使用しない。
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7.2.7A［形式］
NOTE
注記

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

選択

可変長

1024

16

7.2.7B［記述文法］

NOTE:

注記

7.2.7C［AACR2 の区切り記号の採否］
AACR2 の 1.7A1 （区切り記号法） 及び 12.7A1 （区切り記号法） の採否については，次のとおりとする。
１つの注記ごとにフィールドを繰り返して記録するのを基本とするため，区切り記号法は用いない。ただし，
１つの NOTE フィールド中に複数の注記を記録する必要がある場合は，この区切り記号法を採用する。
7.2.7D［フィールド内容とデータ要素］
NOTE フィールドには，目録対象資料に関する注記をデータ要素として記録する。記録されるデータ要素に
は次のものがある。
1. 他のどのフィールドにも記録できないが，記録しておくことが望ましいと目録作成機関が判断した
事項
2. 他のフィールドに記録した事項で，更に補足・説明を加えることが望ましいと目録作成機関が判断
した事項
ただし，コードフィールドに記録したデータ及び VT フィールドに OH 以外のタイトルの種類コードを付して
記録したデータを，このフィールドで重ねて説明する必要はない。また，ある特定の機関のみが所蔵している
資料に固有の事項については，このフィールドに記録してはならない。必要に応じて，所蔵レコードの CPYNT
フィールドや LDF フィールドに記録する。
7.2.7E［データ要素の情報源］
NOTE フィールドのデータ要素は，あらゆる情報源から採用できる。（⇒ 7.0D2，D3）
7.2.7F［データ記入及び記入例］
F1（データ記入の原則）
F1.1 （記録する文字と言語）
注記は，原則としてロ－マ・アルファベット文字を使用し，英語で記録する。ただし，仮登録雑誌について
の注記は日本語で行う。
F1.2（定型注記）
NOTE フィールドに記録する注記には，導入語句を伴う定型注記と，それ以外の非定型注記とがある。定型注
記の場合は，導入語句と注記の間には，コロン，スペース（：△）を置く。
TR:American anthropologist / American Anthropological Association
NOTE:Indexes: Vols.1 （1935）-30 （1965） 1 v
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F1.3 （注記の順序）
複数の注記を記録する場合は，記録の順序については問わないこととするが，共同分担目録の特性上，でき
れば「記述の基準とした巻号についての注記」を最初に記録するのが望ましい。（NACSIS 独自規定）
F2（本システム特有の取り扱いをするもの）
AACR2 の 12.7B で示されているもののうち，次のものについては AACR2 とは別の取り扱いをする。
F2.1（「その他のタイトル」として記録すべきもの）
次に示す項目について，検索上有益なものは，VT フィールドに適切なコードを付して記録する。
1. 12.7B4 （別の形のタイトル）
2. 12.7B5 （並列タイトルとタイトル関連情報）
なお，タイトルの種類コード（OH）を付して記録した場合は必ず「その他のタイトル」のタイトルとその性
格，表示巻次・年月次，表示箇所について記録する。
NOTE:Cover title: Skating magazine, v. 59, no. 8 （Oct. 1982）-v. 63, no. 3 （Mar. 1986）
NOTE:Vol. 60 （1991） has spine title: Town & country planning
F2.2（タイトル変遷についての注記）
12.7B7（他の逐次刊行物との関係）のうち，次に示すタイトル変遷に該当する項目については，各参加組織
からの「変遷注記用データシート」による報告に基づき，国立情報学研究所（NII）が BHNT フィールドに記録
する。
a）

…の継続

b）

…に継続

c）

合併

d）

分離

e）

吸収

F3（注記の種類）
主として以下の項目について記録する。
F3.1（記述の基準とした巻号についての注記）
初号以外の号に基づいて書誌を記述した場合，その巻号の巻次・年月次について記録する。（→ AACR2
12.7B22 = AACR2R88 12.7B23）
NOTE:Description based on: Vol. 3, no. 3 （May/June 1975）
F3.2（仮登録雑誌についての注記）
新規の予約雑誌で，資料現物が届いていないため，販売カタログ等に基づいて書誌を記述した場合，その書
誌レコードが仮登録雑誌（予約雑誌）であることを記録する。
（NACSIS 独自規定）（⇒ 7.0D5）
NOTE:仮登録雑誌
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F3.3（刊行頻度についての注記）
刊行頻度に変更があった場合，各刊行頻度が保持されていた期間について変更があった巻次・年月次ととも
に記録する。（→ AACR2 12.7B1）
NOTE:Quarterly, 1948-1952; bimonthly, 1953-1973; quarterly, 1974刊行頻度の定期性が「規則的不定期」であるものの場合，実際の刊行形態について記録する。
NOTE:Monthly （except June and July）

F3.4（言語についての注記）
言語コードで記録したフィールドのデータに，更に補足を加えることが望ましい場合，記録する。（→ AACR2
12.7B2）
NOTE:Text in English; summaries in Russian
NOTE:Text in English and French; French text on inverted pages
F3.5（本タイトルの情報源箇所についての注記）
目録対象資料にタイトルページがない，またはタイトルページに本タイトルがないため，その他の情報源箇
所から本タイトルを採った場合は，その情報源箇所について記録する。
（→ AACR2

12.7B3）

NOTE:Title from cover
NOTE:Title from spine
F3.6（本タイトルの軽微な変化についての注記）
本タイトルに軽微な変化があった場合，変化があった巻次・年月時と共に記録する。（→7.0.1A1.2，
7.2.6F7.1 ）
NOTE:Title varies slightly: Social science information, vol.6 (1967)-

F3.7（タイトル関連情報についての注記）
1. 初号または記述の基準とした号以降に現れたタイトル関連情報について，対応する巻次・年月次ととも
に記録する。
NOTE:Other title information: theoretical and experimental, vol. 28 （Jan./June 1970）NOTE:Other title information in Vol. 33, no. 3 （Mar. 1993）: The journal of the American
Association of Blood Banks
2. 刊行途中でのタイトル関連情報の変更について，変更があった巻次・年月次とともに記録する。
NOTE:Other title information varies: an interdisciplinary monthly of language studies,
Vol.15, no.1 （Jan. 1991）F3.8（並列タイトルについての注記）
1. 初号または記述の基準とした号以降に現れた並列タイトルについて，対応する巻次・年月次とともに記
録する。
NOTE:Vols. for no. 34 （1980）- have parallel title: Journal of geological science. Geology
2. 刊行途中での並列タイトルの変更について，変更があった巻次・年月次とともに記録する。
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NOTE:Parallel title varies: Praci-bhasha-vijnan, vol. 1, no. 2 （July/Dec. 1974）F3.9（目録対象資料中に表示されていない翻訳の原本についての注記）
当該逐次刊行物が以前に出版された逐次刊行物の翻訳である場合，目録対象資料以外の情報源から得られた
原本のタイトルについて記録する。
（→ AACR2 12.7B7 a）
NOTE:Translation of: Океанология
F3.10（「その他のタイトル」についての注記）
1. 複数の箇所に表示されている，同一の形の「その他のタイトル」について，VT フィールドに記録しなか
った表示箇所を記録する。
NOTE:Cover title, running title and spine title until vol. 15, issue 4（1989） : CRC critical
reviews in solid state and materials science
2. 識別タイトルが多数ある場合，その旨記録する。
NOTE:Each issue has a distinctive title
F3.11（責任表示についての注記）
1. 初号または記述の基準とした号以降に現れた責任表示について，対応する巻次・年月次とともに記録す
る。
NOTE:Vols. for 1988/89- prepared with the Bureau of Registration and Health Statistics
2. 刊行途中での責任表示の変更について，変更があった巻次・年月次とともに記録する。
NOTE:Prepared by: Iowa State University of Science and Technology, vol. 14, no. 1 （July
1959）NOTE:Prepared by: 1972 by Program Division. Chemicals Branch, Dept. of industry. Trade
and Commerce; 1973-1979 by Special Projects Division. Chemicals Branchindustry.
Trade and Commerce
3. 「その他のタイトル」に関わる責任表示等，責任表示の異形について記録する。
（→ AACR2 12.7B6 の第
1 パラグラフ，AACR2R2002 12.7B7.1）
NOTE:On cover: Dept. of the Environment
4. 記述の他の項目では略語形のみで記録されている責任表示について，その完全形を記録する。（→ AACR2
12.7B6 の第 2 パラグラフ，AACR2R2002 12.7B7.1）
NOTE:Full name of the institute: Institution of the Rubber Industry
5. 当該書誌の識別のために重要と考えられる個人編者について記録する。（→ AACR2 12.7B6 の第 3 パラグ
ラフ，AACR2R2002 12.7B7.1）
NOTE:Editor: 1993-1994, Robert H. Blissmer
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F3.12（巻次・年月次についての注記）
1. VLYR フィールドに記録しなかった別形式の巻次・年月次や，巻次・年月次として明記しなかった表示に
ついて記録する。
NOTE:Vol.1- called also v.11- continuing of the numbering of the previous title
NOTE:Vol.1, no.5 （summer 1990） called also "Special issue"
2. 変則的または特異な番号付け，誤植による重複，欠番について記録する。（→ AACR2 12.7B8 の第 1 パラ
グラフ，AACR2R2002 12.7B10.2）
NOTE:Vol.158, no.7-v.159, no.6 ommited in numbering
NOTE:Vol.9, no.7 called vol.9, no.8 in error
3. 年刊またはそれより刊行頻度の少ない刊行物で，巻や号の対象としている期間が暦年以外の場合，その
期間について記録する。（→ AACR2 12.7B8 の第 2 パラグラフ，AACR2R2002 12.7B10.1）
NOTE:Report covers fiscal year
NOTE:Each issue covers: July 1-June 30
4. 休刊の事実について記録する。
（→ AACR2 12.7B8 の第 3 パラグラフ，AACR2R2002 12.7B11.1）
NOTE:Suspended Aug. 1940-Dec. 1942

F3.13（出版地・出版者についての注記）
1. 初号または記述の基準とした号以降に現れた出版地・出版者について，対応する巻次・年月次とともに記
録する。
NOTE:Vol.3 （1987） published with Butterworths, London
2. 刊行途中での出版地・出版者の変更について，変更があった巻次・年月次とともに記録する。
NOTE:Vol.5 （1965）- pulished: Basel : S. Karger , c19653. その他，当該逐次刊行物の出版に関する特徴的または変則的な事柄について記録する。（→ AACR2
12.7B9）
NOTE:Imprint varies
NOTE:Not published 1994
F3.14（形態に関する事項についての注記）
PHYS フィールドに記録しなかった，重要と思われるさし絵類の存在とその詳細等を記録する。（→ AACR2
12.7B10）
NOTE:Some volumes illustrated
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F3.15（付属資料についての注記）
PHYS フィールドに記録しなかった，重要と思われる付属資料の存在とその詳細，及び PHYS フィールドに記
録した付属資料の刊行頻度について記録する。（→ AACR2 12.7B11，AACR2R2002 12.7B13）
NOTE:Vol.7, no.6 contains wall chart （col. ; 26×40 cm）
NOTE:Slides with every 7th issue
F3.16（独自の巻号付けを持たない索引・付録・補遺資料についての注記）
本体とは別の独自の巻号付けを持たない索引・付録・補遺資料（別冊，増刊等）について記録する。索引に
ついては，できれば索引の種類，索引対象の巻次・年月次を記録する。索引が別個に出版されている場合は索
引の所在またはその巻号数を記録する。
（→ AACR2 12.7B7 k 第 3 パラグラフ = AACR2R88 12.7B7 J 第 3 パラ
グラフ, AACR2 12.7B17）
NOTE:Supplements accompany some volumes
NOTE:Vol. for 1937 issued as a supplement to 1936
NOTE:Indexes: Subject index, v.1 （July 1915）-11 （Dec. 1920） 1v
NOTE:Indexes: Vols.1 （1875）-60 （1937） issued as v.61
F3.17（複製版についての注記）
1. 複製時に付与されたタイトルについて記録する。合刻複製版の総合タイトルについても記録する。
NOTE:Reprint has title: The law reports of British India
NOTE:Collective title of reprint: Euphorion
2. 合刻複製版については，ともに合刻されている逐次刊行物のタイトルについて記録する。
NOTE:Reprinted with: Vida mexicana
3. 原本の版表示，出版事項，刊行頻度，ISSN 等の書誌事項について記録する。
NOTE:Reprint. Originally published monthly: Boston : American Tract Society
4. 原本のタイトル変遷関係について記録する。
NOTE:Originally continued by: Federal bar news & journal
F3.18（合冊誌についての注記）
ともに合冊されている逐次刊行物のタイトルについて記録する。
（→ AACR2 12.7B21）
なお，AACR2 12.7B21（With 注記）は1988年の改訂によって，導入語を「Issued with: 」で始めて記録す
ることになった。
NOTE:Issued with: Macpaint journal
F3.19（参照ファイルから流用入力したデータについての注記）
参照ファイルのレコード中には記録されているが，資料現物では確認できなかったデータを記録する。
NOTE:VLYR of LC MARC: Vol.44, pt.1 （Feb.1953）-
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F3.20（版表示の表現上の変化についての注記）
版表示に表現上の変化があった場合，変化があった巻次・年月次とともに記録する。（→7.0.1A5，7.2.2I1）
NOTE:Ed. Statemant varies: International ed. in English, -1997; International ed., 19987.2.7G［フィールドの繰り返し］
本マニュアル及び AACR2 に定める注記（の種類）ごとに NOTE フィールドを繰り返して記録する。
ただし，フィールドの繰り返し制限を越えてしまう場合は，同種の注記をグル－プ化し，一つの NOTE フィ
ールドの中に記録することができる。
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7.2.8A［形式］
PRICE
価格/入手条件
価格/入手条件
説明語句

入力レベル

属性

フィールド長

繰り返し数

選択

可変長

254 バイト

1

選択
選択

無
無

7.2.8B［記述文法］

PRICE:

価格／入手条件

△（

説明語句

）

7.2.8C［AACR2 の区切り記号の採否］
AACR2 の 1.8A1（区切り記号法）及び 12.8A1（区切り記号法）の採否については，最終段落（入手条件の説
明語句）のみ採用する。
7.2.8D［フィールド内容とデータ要素］
PRICE フィールドには，価格等，目録対象資料の入手条件，及び説明語句をデータ要素として記録する。
7.2.8E［データ要素の情報源］
PRICE フィールドのデータは，あらゆる情報源から採用できる。（⇒ 7.0D2，D3）
7.2.8F［データ記入及び記入例］
F1（価格/入手条件）
F1.1（売品）
目録対象資料にかかわる価格が売品である場合は，定価を標準的な略語と数字で記録する。
記録するのは初号の定価に限定しないので，定価の変更のたびにデータを更新してもよい。
PRICE:$40.00
F1.2（定価がない売品）
1 冊あたりの定価が判明しない場合は，一定期間の購読料があれば入手条件を添えて記録する。
PRICE:$13.50 per year
F1.3（非売品）
価格がなく，目録対象資料が非売品である場合は，その旨をできるかぎり簡潔に記録する。
PRICE:Free to members of the Association
F2（説明語句）
目録対象資料の定価にかかわる付加的説明語句（特別な入手条件とその条件下での価格等）を記録する。
PRICE:$35.00 （institutions） $20.00 （individuals）
PRICE:DM16.00 （Germany） DM20.00 （foreign）
PRICE:$62.00 （institutions; add $12.00 for delivery outside the U.S.）
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言語コード表

言語コード表

〔コード表〕
以下では、言語名の英語形アルファベット順に言語コードを示す。

コード

言

ａｂｋ

Abkhaz

ａｃｅ

Achinese（アチェー語）

ａｃｈ

Acoli

ａｄａ

Adangme

ａｄｙ

Adygei

語

ａａｒ

Afar

ａｆｈ

Afrihili (Artificial language)

ａｆｒ

Afrikaans（アフリカーンス語）

ａｆａ

Afro-Asiatic(Other)（セム・ハム諸語）

ａｋａ

Akan（アカン語）

ａｋｋ

Akkadian（アッカド語）

ａｌｂ

Albanian（アルバニア語）

ａｌｅ

Aleut（アレウト語）

ａｌｇ

Algonquian (Other)（アルゴンキアン語族）

ｔｕｔ

Altaic (Other)（アルタイ諸語）

ａｍｈ

Amharic（アムハラ語）

ａｐａ

Apache languages（アパッチ語族）

ａｒａ

Arabic（アラビア語）

ａｒｇ

Aragonese Spanish

ａｒｃ

Aramaic（アラム語）

ａｒｐ

Arapaho（アラパホー語）

名

追加

追加

Araucanian（アラウカン語）⇒ Mapuche
ａｒｗ

Arawak（アラワク語）

ａｒｍ

Armenian（アルメニア語）

ａｒｔ

Artificial (Other)（人工諸語）

ａｓｍ

Assamese（アッサム語）

ａｔｈ

Athapascan languages（アサパスカン語族）

ａｕｓ

Australian languages

ｍａｐ

Austronesian (Other)（オーストロネシア諸語）

ａｖａ

Avaric（アヴァル語）

ａｖｅ

Avestan（アヴェスタ語）

ａｗａ

Awadhi

ａｙｍ

Aymara（アイマラ語）

ａｚｅ

Azerbaijani（アゼルバイジャン語）
Aztec（アステカ語）⇒ Nahuatl

2006.3

付録 1.3-01

付録 1.3

言語コード表

コーディングマニュアル

〔コード表〕（続）

コード

付録 1.3-02

言

ａｓｔ

Bable

ｂａｎ

Balinese（バリ語）

ｂａｔ

Baltic (Other)（バルト諸語）

ｂａｌ

Baluchi（バルーチー語）

ｂａｍ

Bambara（バンバラ語）

ｂａｉ

Bamileke languages

ｂａｄ

Banda

ｂｎｔ

Bantu (Other)（バントゥ諸語）

ｂａｓ

Basa

ｂａｋ

Bashkir（バシキール語）

ｂａｑ

Basque（バスク語）

ｂｔｋ

Batak（バタク語）

ｂｅｊ

Beja（ベジャ語）

ｂｅｌ

Belarusin

ｂｅｍ

Bemba（ベンバ語）

ｂｅｎ

Bengali（ベンガル語）

ｂｅｒ

Berber languages（ベルベル語族）

ｂｈｏ

Bhojpuri（ボージプリー語）

語

ｂｉｈ

Bihari

ｂｉｋ

Bikol（ビコル語）

ｂｉｎ

Bini

ｂｉｓ

Bislama

ｂｏｓ

Bosnian

ｂｒａ

Braj

ｂｒｅ

Breton（ブルトン語）

ｂｕｇ

Bugis（ブギ語）

ｂｕｌ

Bulgarian（ブルガリア語）

ｂｕａ

Buriat

ｂｕｒ

Burmese（ビルマ語）

ｃａｄ

Caddo（カドー語）

ｃａｒ

Carib（カリブ語）

ｃａｔ

Catalan（カタロニア語）

ｃａｕ

Caucasian(Other)（コーカサス諸語）

ｃｅｂ

Cebuano（セブアノ語）

ｃｅｌ

Celtic languages（ケルト語族）

ｃａｉ

Central American Indian (Other)（中米インディアン諸語）

ｃｈｇ

Chagatai（チャガタイ語）

ｃｍｃ

Chamic languages

ｃｈａ

Chamorro（チャモロ語）

ｃｈｅ

Chechen（チェチェン語）

名

2006.3

付録 1.3

コーディングマニュアル

言語コード表

〔コード表〕（続）

コード

言

ｃｈｒ

Cherokee（チェロキー語）

ｃｈｙ

Cheyenne（シャイアン語）

ｃｈｂ

Chibcha（チブチャ語）

ｃｈｉ

Chinese（中国語）

ｃｈｎ

Chinook jargon（ビーチ・ラ・マー 等）

ｃｈｐ

Chipewyan

語

名

Chippewa（チペア語） ⇒ Ojibwa（オジブワ語）

2006.3

ｃｈｏ

Choctaw（チョクトー語）

ｃｈｕ

Church Slavic（教会スラブ語）

ｃｈｖ

Chuvash（チュヴァシュ語）

ｃｏｐ

Coptic（コプト語）

ｃｏｒ

Cornish（コーンウォール語）

ｃｏｓ

Corsican

ｃｒｅ

Cree（クリー語）

ｍｕｓ

Creek（クリーク語）

ｃｐｅ

Creoles and Pidgins, English-based (Other)（英語が基盤の混成語・混合語）

ｃｐｆ

Creoles and Pidgins, French-based (Other)（仏語が基盤の混成語・混合語）

ｃｐｐ

Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)（葡語が基盤の混成語・混合語）

ｃｒｐ

Creoles and Pidgins (Other)（その他の混成語・混合語）

ｃｒｈ

Crimean Tatar

ｓｃｒ

Croatian （クロアチア語）

ｃｕｓ

Cushitic (Other)（クシュ諸語）

ｃｚｅ

Czech（チェコ語）

ｄａｋ

Dakota（ダコタ語）

ｄａｎ

Danish（デンマーク語）

ｄａｒ

Dargwa

ｄａｙ

Dayak（ダヤク語）

ｄｅｌ

Delaware（デラウェア語）

ｄｉｎ

Dinka（ディンカ語）

ｄｉｖ

Divehi

ｄｏｉ

Dogri

ｄｇｒ

Dogrib

ｄｒａ

Dravidian (Other)（ドラヴィダ諸語）

ｄｕａ

Duala

ｄｕｔ

Dutch（オランダ語）

ｄｕｍ

Dutch, Middle (ca.1050-1350)（中世オランダ語）

ｄｙｕ

Dyula

ｄｚｏ

Dzongkha （ゾンカ語）

ｅｆｉ

Efik（エフィク語）

ｅｇｙ

Egyptian（エジプト語）

追加

追加

付録 1.3-03

付録 1.3

言語コード表

コーディングマニュアル

〔コード表〕（続）

コード

言

語

ｅｋａ

Ekajuk

ｅｌｘ

Elamite（エラム語）

ｅｎｇ

English（英語）

ｅｎｍ

English, Middle (1100-1500)（中世英語）

ａｎｇ

English, Old (ca.450-1100)（古期英語）

ｅｐｏ

Esperanto（エスペラント）（ 旧コード「ｅｓｐ」は使用しない）

ｅｓｔ

Estonian（エストニア語）

ｇｅｚ

Ethiopic（エチオピア語）（旧コード「ｅｔｈ」は使用しない）

ｅｗｅ

Ewe（エウェ語）

ｅｗｏ

Ewondo

ｆａｎ

Fang

ｆａｔ

Fanti（ファンティー語）

ｆａｏ

Faroese（フェロー語）（旧コード「ｆａｒ」は使用しない）

ｆｉｊ

Fijian（フィジー語）

ｆｉｎ

Finnish（フィン語）

ｆｉｕ

Finno-Ugrian (Other)（フィン・ウゴル諸語）

ｆｏｎ

Fon

ｆｒｅ

French（フランス語）

ｆｒｍ

French, Middle (ca.1400-1600)（中世フランス語）

ｆｒｏ

French, Old (ca.842-1400)（古フランス語）

名

Friesian（フリジア語） ⇒ Frisian
ｆｒｙ

Frisian（旧コード「ｆｒｉ」は使用しない）

ｆｕｒ

Friulian

ｆｕｌ

Fula（フラ語）

ｇａａ

G

(ガ語)

Gaelic (Scots)（ガエリック語） ⇒ Scottish Gaelic
ｇｌｇ

Galician（旧コード「ｇａｇ」は使用しない）
Gallegan ⇒ Galician

付録 1.3-04

ｌｕｇ

Ganda（ガンダ語）

ｇａｙ

Gayo

ｇｂａ

Gbaya（バヤ語）

ｇｅｏ

Georgian（グルジア語）

ｇｅｒ

German（ドイツ語）

ｇｍｈ

German, Middle High (ca.1050-1500)（中高ドイツ語）

ｇｏｈ

German, Old High (ca.750-1050)（古高ドイツ語）

ｇｅｍ

Germanic (Other)（ゲルマン諸語）

ｇｉｌ

Gilbertese（キリバス語）

ｇｏｎ

Gondi（ゴーンディー語）

ｇｏｒ

Gorontalo（ゴロンタロ語）

ｇｏｔ

Gothic（ゴート語）

2006.3

付録 1.3

コーディングマニュアル

言語コード表

〔コード表〕（続）

コード

言

語

名

ｇｒｂ

Grebo

ｇｒｃ

Greek, Ancient (to 1453)（古代ギリシャ語）

ｇｒｅ

Greek, Modern (1453-)（現代ギリシャ語）

ｇｒｎ

Guarani（グアラニー語）（旧コード「ｇｕａ」は使用しない）

ｇｕｊ

Gujarati（グジャラーティー語）

ｇｗｉ

Gwich’in

ｈａｉ

Haida（ハイダ語）

ｈａｔ

Haitian French Creole

ｈａｕ

Hausa（ハウサ語）

ｈａｗ

Hawaiian（ハワイ語）

ｈｅｂ

Hebrew（ヘブライ語）

ｈｅｒ

Herero（ヘレロ語）

ｈｉｌ

Hiligaynon

ｈｉｍ

Himachali

ｈｉｎ

Hindi（ヒンディー語）

ｈｍｏ

Hiri Motu

ｈｍｎ

Hmong

ｈｉｔ

Hittite

ｈｕｎ

Hungarian（ハンガリー語）

ｈｕｐ

Hupa（アタパスカ語）

ｉｂａ

Iban（イバン語）

ｉｃｅ

Icelandic（アイスランド語）

ｉｄｏ

Ido（イド語）

ｉｂｏ

Igbo（イボ語）

ｉｊｏ

Ijo

ｉｌｏ

Iloko（イロカノ語）

ｓｍｎ

Inari Sami

ｉｎｃ

Indic (Other)（インド諸語）

ｉｎｅ

Indo-European (Other)（印欧諸語）

ｉｎｄ

Indonesian（インドネシア語）

ｉｎｈ

Ingush

ｉｎａ

Interlingua (International Auxiliary Language Association)（インターリングァ）

追加

追加

（旧コード「ｉｎｔ」は使用しない）

2006.3

i l e

Interlingue

i k u

Inuktitut

i p k

Inupiaq

ｉｒａ

Iranian (Other)（イラン諸語）

ｇｌｅ

Irish（アイルランド語）（旧コード「ｉｒｉ」は使用しない。

ｍｇａ

Irish, Middle (ca.1100-1550)

ｓｇａ

Irish, Old (to 1100)

付録 1.3-05

付録 1.3

言語コード表

コーディングマニュアル

〔コード表〕（続）

コード

追加

追加

付録 1.3-06

言

語

ｉｒｏ

Iroquoian languages（イロコイ語族）

ｉｔａ

Italian（イタリア語）

ｊｐｎ

Japanese（日本語）

ｊａｖ

Javanese（ジャワ語）

ｊｒｂ

Judeo-Arabic

ｊｐｒ

Judeo-Persian

ｋｂｄ

Kabardian

ｋａｂ

Kabyle（カビル語）

ｋａｃ

Kachin（カチン語）

ｋａｌ

Kalâtdlisut

ｘａｌ

Kalmyk

ｋａｍ

Kamba（カンバ語）

ｋａｎ

Kannada（カンナダ語）

ｋａｕ

Kanuri（カヌリ語）

ｋａａ

Kara-Kalpak（カラ・カルパク語）

ｋａｒ

Karen（カレン語）

ｋａｓ

Kashmiri（カシミーリー語）

ｋａｗ

Kawi

ｋａｚ

Kazakh（カザーフ語）

ｋｈａ

Khasi

ｋｈｍ

Khmer（クメール語）（旧コード「ｃａｍ」は使用しない）

ｋｈｉ

Khoisan (Other)（コイサン諸語）

ｋｈｏ

Khotanese

ｋｉｋ

Kikuyu（キクユ語）

ｋｍｂ

Kimbundu

ｋｉｎ

Kinyarwanda（キンヤルワンダ語）

ｋｉｒ

Kyrgyz（キルギス語）

ｋｏｍ

Komi

ｋｏｎ

Kongo（コンゴ語）

ｋｏｋ

Konkani（コンカニー語）

ｋｏｒ

Korean（朝鮮語）

ｋｐｅ

Kpelle（クペレ語）

ｋｒｏ

Kru（クルー語）

ｋｕａ

Kuanyama

ｋｕｍ

Kumyk

ｋｕｒ

Kurdish（クルド語）

ｋｒｕ

Kurukh（クルク語）

ｋｏｓ

Kusaie（旧コード「ｋｕｓ」は使用しない）

ｋｕｔ

Kutenai（クテナイ語）

名

Ruanda（ルワンダ語）

2006.3
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言語コード表

〔コード表〕（続）

コード

2006.3

言

語

名

ｌａｄ

Ladino（ラジノ語）

ｌａｈ

Lahnda（ラフンダー語）

ｌａｍ

Lamba，Langue d'oc (post-1500)（現代プロバンス語） ⇒ Occitan(post-1500)

ｌａｏ

Lao（ラオ語），Lapp（ラップ語） ⇒ Sami

ｌａｔ

Latin（ラテン語）

ｌａｖ

Latvian（ラトヴィア語）

ｌｔｚ

Letzeburgesch

ｌｅｚ

Lezgian

ｌｉｍ

Limburgish

ｌｉｎ

Lingala（リンガラ語）

ｌｉｔ

Lithuanian（リトアニア語）

ｎｄｓ

Low German

ｌｏｚ

Lozi

ｌｕｂ

Luba-Katanga（ルバ語）

ｌｕａ

Luba-Lulua

ｌｕｉ

Luise

ｓｍｊ

Lule Semi

ｌｕｎ

Lunda

ｌｕｏ

Luo (Kenyaand Tanzania)（ルオ語）

ｌｕｓ

Lushai（ルシャイ語）

ｍａｃ

Macedonian（マケドニア語）

ｍａｄ

Madurese（マドゥラ語）

ｍａｇ

Magahi

ｍａｉ

Maithili

ｍａｋ

Makasar（マカッサル語）

ｍｌｇ

Malagasy（マラガシ語）（旧コード「ｍｌａ」は使用しない）

ｍａｙ

Malay（マライ語）

ｍａｌ

Malayalam（マラヤーラム語）

ｍｌｔ

Maltese（マルタ語）

ｍｎｃ

Manchu

ｍｄｒ

Mandar（マンダル語）

ｍａｎ

Mandingo（マンディンゴ語）

ｍｎｉ

Manipuri

ｍｎｏ

Manobo languages（マノボ語）

ｇｌｖ

Manx（マン島語）（旧コード「ｍａｘ」は使用しない）

ｍａｏ

Maori（マオリ語）

ａｒｎ

Mapuche

ｍａｒ

Marathi（マラーティー語）

ｃｈｍ

Mari

ｍａｈ

Marshall（マーシャル語）

o（ルイセニョ語）

付録 1.3-07

付録 1.3

言語コード表

コーディングマニュアル

〔コード表〕（続）

コード

言

語

ｍｗｒ

Marwari

ｍａｓ

Masai（マサイ語）

ｍｙｎ

Mayan languages（マヤ語族）

ｍｅｎ

Mende（メンデ語）

ｍｉｃ

Micmac（ミクマク語）

ｍｉｎ

Minangkabau（ミナンカバウ語）

ｍｏｈ

Mohawk（モーホーク語）

ｍｏｌ

Moldavian（モルダヴィア語）

ｍｋｈ

Mon-Khmer (Other)（モン・クメール諸語）

ｌｏｌ

Mongo-Nkundu（モンゴ語）

ｍｏｎ

Mongolian（蒙古語）

ｍｏｓ

Moore

名

Mossi（モッシー語） ⇒ Moore

追加

追加

付録 1.3-08

ｍｕｎ

Munda (Other)（ムンダ諸語）

ｎａｈ

Nahuatl

ｎａｕ

Nauru（ナウル語）

ｎａｖ

Navajo（ナヴァホ語）

ｎｂｌ

Ndebele (South Africa)

ｎｄｅ

Ndebele (Zimbabwe)（マタベレ語）

ｎｄｏ

Ndonga

ｎａｐ

Neapolitan Italian

ｎｅｐ

Nepali（ネパール語）

ｎｅｗ

Newari（ネワール語）

ｎｉａ

Nias

ｎｉｃ

Niger-Kordofanian (Other)（ニジェール・コルドファン諸語）

ｓｓａ

Nilo-Saharan (Other)（ナイロ・サハラ諸語）

ｎｉｕ

Niuean（ニウーエイ語）

ｎｏｇ

Nogai

ｎａｉ

North American Indian (Other)（北米インディアン諸語）

ｓｍｅ

Northern Sami

ｎｓｏ

Northern Sotho

ｎｏｒ

Norwegian（ノルウェー語）

ｎｕｂ

Nubian languages（ヌバ語）

ｎｙｍ

Nyamwezi（ムエジ語）

ｎｙａ

Nyanja（ニャンジャ語）

ｎｙｎ

Nyankole

ｎｙｏ

Nyoro

ｎｚｉ

Nzima

ｏｃｉ

Occitan (post-1500) （旧コード「ｌａｎ」は使用しない）

ｏｊｉ

Ojibwa（オジブワ語）

Aztec（アステカ語）

Chippewa（チペア語）

2006.3
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コーディングマニュアル

言語コード表

〔コード表〕（続）

コード

言

語

ｎｏｎ

OldNorse（古期スカンジナビア語）

ｐｅｏ

OldPersian (ca. 600-400 B.C.)（古代ペルシャ語）

ｏｒｉ

Oriya（オリヤー語）

ｏｒｍ

Oromo（旧コード「ｇａｌ」は使用しない）

ｏｓａ

Osage（オーセージ語）

ｏｓｓ

Ossetic（オセト語）

ｏｔｏ

Otomian languages（オトミ語族）

名

Ottoman Turkish（オスマントルコ語) ⇒ Turkish, Ottoman
ｐａｌ

Pahlavi（パーラヴィー語）

ｐａｕ

Palauan（パラオ語）

ｐｌｉ

Pali（パーリ語）

ｐａｍ

Pampanga（パンパンガ語）

ｐａｇ

Pangasinan（パンガシナーン語）

ｐａｎ

Panjabi（パンジャブ語）

ｐａｐ

Papiamento（パピアメント）

ｐａａ

Papuan (Other)（パプア諸語）

ｐｅｒ

Persian（ペルシャ語）

ｐｈｉ

Philippine (Other)

ｐｈｎ

Phoenician

ｐｏｌ

Polish（ポーランド語）

ｐｏｎ

Ponape

ｐｏｒ

Portuguese（ポルトガル語）

ｐｒａ

Prakrit languages（プラークリット諸語）

ｐｒｏ

Provençal(to 1500)（古期プロヴァンス語）

ｐｕｓ

Pushto（プシュトゥー語）

ｑｕｅ

Quechua（キチュワ語）

ｒｏｈ

Raeto-Romance（レトロマン語）

ｒａｊ

Rajasthani（ラージャスターニー語）

ｒａｐ

Rapanui（ラパヌーイ語）

ｒａｒ

Rarotongan

ｒｏａ

Romance (Other)（ロマンス諸語）

ｒｕｍ

Romanian（ルーマニア語）

ｒｏｍ

Romany（ロマニ語）
Ruanda（ルワンダ語） ⇒ Kinyarwanda（キンヤルワンダ語）

2006.3

ｒｕｎ

Rundi（ルンディ語）

ｒｕｓ

Russian（ロシア語）

ｓａｌ

Salishan languages（サリシュ語族）

ｓａｍ

Samaritan Aramaic（サマリア語）

ｓｍｉ

Sami（旧コード「ｌａｐ」は使用しない）

付録 1.3-09

付録 1.3

言語コード表

コーディングマニュアル

〔コード表〕（続）

コード

言

語

ｓｍｏ

Samoan（サモア語）（旧コード「ｓａｏ」は使用しない）

ｓａｄ

Sandawe（サンダウェ語）

ｓａｇ

Sango（サンゴ語）

ｓａｎ

Sanskrit（梵語）

ｓａｔ

Santali（サンターリー語）

ｓｒｄ

Sardinian

ｓａｓ

Sasak（ササク語）

ｓｃｏ

Scots（スコットランド語）

ｇｌａ

Scottish Gaelic（旧コード「ｇａｅ」は使用しない）

ｓｅｌ

Selkup（セリクプ語）

ｓｅｍ

Semitic (Other)（セム諸語）

ｓｃｃ

Serbian （セルビア語）

名

Serbo-Croatian (Cyrillic)（セルボ・クロアチア語（キリル文字））⇒Serbian
Serbo-Croatian (Roman)（セルボ・クロアチア語（ローマ字））⇒Croatian, Bosnian

追加

付録 1.3-010

ｓｒｒ

Serer

ｓｈｎ

Shan（シャン語）

ｉｉｉ

Sichuan Yi

ｓｎａ

Shona（ショナ語）（旧コード「ｓｈｏ」は使用しない）

ｓｉｄ

Sidamo

ｓｇｎ

Sign languages（手まね言語）

ｂｌａ

Siksika

ｓｎｄ

Sindhi（シンディー語）

ｓｉｎ

Sinhalese（シンハリーズ語）（旧コード「ｓｎｈ」は使用しない）

ｓｉｔ

Sino-Tibetan (Other)（シナ・チベット諸語）

ｓｉｏ

Siouan (Other)（スー語族）

ｓｍｓ

Skolt Smai

ｄｅｎ

Slave

ｓｌａ

Slavic (Other)（スラブ諸語）

ｓｌｏ

Slovak（スロヴァキア語）

ｓｌｖ

Slovenian（スロヴェニア語）

ｓｏｇ

Sogdian（ソグド語）

ｓｏｍ

Somali（ソマリ語）

ｓｏｎ

Songhai

ｓｎｋ

Soninke（ソニンケ語）

ｗｅｎ

Sorbian languages（ソルビア語族）

ｓｏｔ

Sotho（ソト語）（旧コード「ｓｓｏ」は使用しない）

ｓａｉ

South American Indian (Other)（南米インディアン諸語）

ｓｍａ

Southern Sami

ｓｐａ

Spanish（スペイン語）

ｓｕｋ

Sukuma

2006.3
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コーディングマニュアル

言語コード表

〔コード表〕（続）

コード

言

語

名

ｓｕｘ

Sumerian（シュメール語）

ｓｕｎ

Sundanese（スンダ語）

ｓｕｓ

Susu（スス語）

ｓｗａ

Swahili（スワヒリ語）

ｓｓｗ

Swazi（スワージ語）（旧コード「ｓｗｚ」は使用しない）

ｓｗｅ

Swedish（スウェーデン語）

ｓｙｒ

Syriac（シリア語）

ｔｇｌ

Tagalog（タガログ語）（旧コード「ｔａｇ」は使用しない）

ｔａｈ

Tahitian（タヒチ語）

ｔａｉ

Tai (Other)（タイ諸語）

ｔｇｋ

Tajik（タジク語）（旧コード「ｔａｊ」は使用しない）

ｔｍｈ

Tamashek（タマシェク語）

ｔａｍ

Tamil（タミル語）

ｔａｔ

Tatar（タタール語）（旧コード「ｔａｒ」は使用しない）

ｔｅｌ

Telugu（テルグ語）

ｔｅｍ

Temne

ｔｅｒ

Terena

ｔｅｔ

Tetum

ｔｈａ

Thai（タイ語）

ｔｉｂ

Tibetan（チベット語）

ｔｉｇ

Tigr

ｔｉｒ

Tigrinya（ティグリニア語）

（ティグレ語）

Timne ⇒Temne
ｔｉｖ

Tiv（ティブ語）

ｔｌｉ

Tlingit（トリンギット語）

ｔｐｉ

Tok Pisin

ｔｋｌ

Tokelauan（トケラウ語）

ｔｏｇ

Tonga (Nyasa)（トンガ語（ニアサ））
Tonga (Tonga Islands)（トンガ語（トンガ））⇒Tongan

2006.3

ｔｏｎ

Tongan

ｃｈｋ

Truk（旧コード「ｔｒｕ」は使用しない）

ｔｓｉ

Tsimshian（チムシュ語）

ｔｓ o

Tsonga

ｔｓｎ

Tswana（ツワナ語）（旧コード「ｔｓｗ」は使用しない）

ｔｕｍ

Tumbuka

ｔｕｒ

Turkish（トルコ語）

ｏｔａ

Turkish, Ottoman（オスマントルコ語）

ｔｕｋ

Turkmen（トゥルクメン語）

ｔｖｌ

Tuvalu（ツバル語）

ｔｙｖ

Tuvinian

Ottoman Turkish

付録 1.3-011

付録 1.3

言語コード表
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〔コード表〕（続）

コード

追加

付録 1.3-012

言

ｔｗｉ

Twi（トウィ語）

ｕｄｍ

Udmurt

ｕｇａ

Ugaritic（ウガリット語）

ｕｉｇ

Uighur（ウイグル語）

ｕｋｒ

Ukrainian（ウクライナ語）

ｕｍｂ

Umbundu（アンブンドゥ語）

ｕｒｄ

Urdu（ウルドゥー語）

ｕｚｂ

Uzbek（ウズベク語）

ｖａｉ

Vai（ヴァイ語）

ｖｅｎ

Venda（ベンダ語）

ｖｉｅ

Vietnamese（ベトナム語）

ｖｏｌ

Volap k

ｖｏｔ

Votic（ヴォート語）

ｗａｋ

Wakashan languages（ワカシ語族）

ｗａｌ

Walamo

ｗｌｎ

Walloon（ワロン語）

ｗａｒ

Waray

ｗａｓ

Washo

ｗｅｌ

Welsh（ウェールズ語）

ｗｏｌ

Wolof（ウォロフ語）

ｘｈｏ

Xhosa（ホサ語）

ｙａｏ

Yao（ヤオ語）

ｓａｈ

Yakut

ｙａｐ

Yapese（ヤップ語）

ｙｉｄ

Yiddish（イディッシュ語）

ｙｏｒ

Yoruba（ヨルバ語）

ｙｐｋ

Yupik languages

ｚｎｄ

Zande

ｚａｐ

Zapotec（ザポテック語）

ｚｅｎ

Zenaga

ｚｕｌ

Zulu（ズールー語）

ｚｈａ

Zhuang

ｚｕｎ

Zuni（ズニ語）

ｍｉｓ

Miscellaneous (Other)〔その他の言語〕

ｍｕｌ

Multiple languages〔多言語〕

ｕｎｄ

Undetermined〔言語名不明〕

語

名

2006.3
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付録 1.3

言語コード表

《注意事項》
本表に挙げた言語名の英語形，及びコードは，「MARC21 Code List for Languages」に準拠している。
丸括弧中に示した日本語形は，「国立国会図書館件名標目表」等による。
言語名間の参照関係等については，「MARC21 Code List for Languages」を参照のこと。
コード「ｍｉｓ」は，特定の言語についてのみ使用する。どの言語に対してコード「ｍｉｓ」が使用可
能であるかについては，「MARC21 Code List for Languages」を参照のこと。
コード「ｕｎｄ」は，言語名不明の場合以外にも，コード表で未定義の言語の場合，親書誌レコード
（ただし，バランスしない書誌の場合を除く）及びテキストの全くない資料の書誌レコードのＴＴＬＬ，
ＴＸＴＬフィールドにデータ記入する場合にも使用する。
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（付録 1. 6）
コーディングマニュアル 付録 1. 5 主題関係のコード表

付録 1.5 主題関係のコード表
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付録１．５ 主題関係のコード表

ここでは、主題目録作業にかかわる、次の３種類のコードの一覧を行う。
1) 分類表の種類コード
2) 件名標目表の種類コード
3) 件名の種類コード

〔分類表の種類コード表〕
以下では、コードのアルファベット順に分類表の種類コードを示す。

コード

2006.03

分

類

表

の

種

類

ＢＢＫ

学術図書館用図書・書誌分類表（ロシア）

ＢＣ

書誌分類法（Bibliographic Classification）

ＣＣ

コロン分類法（Colon Classification）

ＣＣＡＳ

中国科学院図書館図書分類法分類学

ＣＬＳ

中国図書館分類法分類学

ＤＣ

デューイ十進分類法（Dewey Decimal Classification）

ＤＣ１７

ＤＣ17 版

ＤＣ１８

ＤＣ18 版

ＤＣ１９

ＤＣ19 版

ＤＣ２０

ＤＣ20 版

ＤＣ２１

ＤＣ21 版

ＤＣ２２

ＤＣ22 版

ＬＣＣ

米国議会図書館分類表（Library of Congress Classification）

ＮＤＣ

日本十進分類法（Nippon Decimal Classification)

ＮＤＣ６

ＮＤＣ６版

ＮＤＣ７

ＮＤＣ７版

ＮＤＣ８

ＮＤＣ８版

ＮＤＣ９

ＮＤＣ９版

ＮＤＬＣ

国立国会図書館分類表（National Diet Library Classification）

ＮＬＭ

国立医学図書館分類表（National Library of Medicine Classification）

ＳＧ８６

ドイツ国立図書館 分類表

ＳＧ

ドイツ国立図書館 分類表

ＵＤＣ

国際十進分類法（Universal Decimal Classification）

追加

付録 1.5-01
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〔件名標目表の種類コード表〕
以下では、コードのアルファベット順に件名標目表の種類コードを示す。
コード

件

名

標

目

表

の

種

類

ＢＬＳＨ

英国図書館作成件名標目（固有名件名）

ＢＳＨ

基本件名標目表（Basic Subject Headings）

ＣＳＨＥ

カナダ国立図書館件名標目表（英語）
（Canadian Subject Headings)

ＣＳＨＦ

カナダ国立図書館件名標目表（仏語）
（R

ＣＴＳＨ

中国分類主題詞表（含「漢語主題詞表」
）

ＥＣＳＨ

欧州共同体シソーラス（EUROVOC)

pertoire des vedettes-mati

re)

ＪＵＳＨ

米国議会図書館児童図書用件名標目表（LC Subject Headings for children's literature)

ＪＶＳＨ

（同上）

ＬＣＳＨ

米国議会図書館件名標目表（Library of Congress Subject Headings）

ＭＥＳＨ

国立医学図書館件名標目表（Medical Subject Headings）

ＮＡＬＳＨ

国立農業図書館件名標目表（National Agricultural Library subject authority file）

ＮＤＬＳＨ

国立国会図書館件名標目表（National Diet Library List of Subject Headings）

ＯＥＣＤＳＨ

経済協力開発機構シソーラス（Macrothesaurus）

ＰＲＥＣＩＳ

ＰＲＥＣＩＳ（Preserved Context Index System）

変更

ＲＳＷＫ

ドイツ国立図書館件名標目表 (Regeln für den Schlagwortkatalog)

追加

ＤＤＢ

ドイツ国立図書館件名標目表 (Die Deutsche Bibliothek)

追加

ＳＷＤ

ドイツ国立図書館件名標目表 (Schlagwortnormdatei)

追加

ＳＨＩＢＵＳＨ 京都大学人文科学研究所漢字情報研究センター四部分類件名標目表
ＵＮＳＨ

国連シソーラス（UNBIS thesaurus)

ＦＲＥＥ

その他の件名標目表等（other subject heading system/thesauri)

〔件名の種類コード表〕
以下では、コードのアルファベット順に件名の種類コードを示す。
コード
Ａ

付録 1.5-02

件

名

の

種

類

個人名（personal name)

Ｂ

団体名（corporate name）

Ｃ

会議名（meeting name）

Ｄ

統一タイトル（uniform title)

Ｅ

地名件名

Ｆ

地理的名称（geographic name)

Ｇ

地理的名称（転置形）
（reversed geographic)

Ｈ

非統制標目（index term－uncontrolled）

Ｊ

ジャンル指示用標目（genre/form）

Ｋ

普通件名（topical term）

Ｌ

個人名以外の件名

Ｍ

統一タイトル

2006.03

付録 1.5 主題関係のコード表
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《注意事項》
分類表の種類コード「DC」は，デューイ十進分類法の 17 版～22 版以外の版を用いる場合にのみ使用する。
デューイ十進分類法の 17 版，18 版，19 版，20 版，21 版又は 22 版を用いる場合は，コード「DC」を選択し
てはならない。
分類表の種類コード「NDC」は，日本十進分類法の 6 版～9 版以外の版を用いる場合にのみ使用する。
日本十進分類法の 6 版，7 版，8 版又は 9 版を用いる場合は，コード「NDC」を選択してはならない。
米国議会図書館児童図書用件名標目表に対応するコードとして「JUSH」と「JVSH」のどちらを用いるかは，
各参加組織が自由に選択する。
新規入力において（及び SH フィールド追加時)は，件名の種類コード表に掲載されているコードのうち，下表
左欄に示すコードは使用不可能である。
件名の種類コードとしてこれらのコードを選択してはならない。代わりに，右欄のコードを使用する。
コード

件名の種類

Ｅ

地名件名

Ｇ

地理的名称（転置形）

使用コード
Ｆ
Ｂ Ｃ Ｄ

Ｌ

個人名以外の件名

Ｆ Ｈ Ｊ
又はＫ

Ｍ

2006.03

統一タイトル

Ｄ

付録 1.5-03

（付録 1. 7）
コーディングマニュアル 付録 1. 7 その他のコード表（追加・変更分）
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〔複製コード表〕
以下では、目録対象資料が複製であるかどうかを表すコードを示す。

コード

複製であるかどうか

ｃ

目録対象資料は複製物である

なし

目録対象資料は複製物ではない

〔番号の種類コード表〕
以下では、コードのアルファベット順に番号の種類コードを示す。

コード

番

号

ＣＯＤＥＮ

ＣＯＤＥＮ

ＤＢＮ

ＤＮ/ＭＡＲＣ番号

ＧＰＯ

標準テクニカルレポート番号

ＧＰＯＮ

ＧＰＯ番号

ＩＳＭＮ

国際標準音譜番号

の

種

類

追加

（International Standard Music Number)
ＩＳＲＣ

国際標準録音資料コード
（International Standard Recording Code)

ＩＳＳＮ

国際標準逐次刊行物番号
（International Standard Serial Number)

ＪＬＡ

ＪＬＡ番号

ＫＡＫＥＮ

研究課題番号（科学研究費補助金）

ＬＡＮＯ

録音資料の発行者番号 (label number/issue number)

ＬＣＣＮ

ＬＣカード番号

ＮＢＮ

全国書誌番号

ＭＵＮＯ

楽譜の番号
（プレート番号か出版者番号か不明の番号）

ＮＣＩＤ

総合目録データべース書誌レコードＩＤ

ＮＤＬＣＮ

ＮＤＬカード番号

ＮＤＬＰＮ

ＮＤＬ雑誌番号

ＰＬＮＯ

楽譜のプレート番号 (plate number)

ＰＵＮＯ

楽譜等の出版者番号 (publisher's number)

ＴＲＣ

ＴＲＣＭＡＲＣ番号

ＴＸＮ

教科書の記号・番号

追加

ＵＬＰＮ

ＵＬＰ番号（学術雑誌総合目録誌名番号（1985 年以前））

変更

ＵＰＣ

録音資料、映像資料の国際商品コード
(Universai Product Code)

ＶＭＮ

2006.03

映像資料の発行者番号
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〔構造の種類コード表〕
以下では、コードのアルファベット順に構造の種類コードを示す。

コード

構

造

の

種

類

ａ

当該書誌単位と直下の書誌単位の関係は「シリーズ」である

ｂ

当該書誌単位と直下の書誌単位の関係は「セット」である

〔変遷タイプコード表〕
以下では、コードのアルファベット順に変遷タイプコードを示す。

コード

変遷タイプ

ＡＦ

吸収前誌

ＡＳ

吸収後誌

ＣＦ

継続前誌

ＣＳ

継続後誌

ＳＦ

派生前誌

ＳＳ

派生後誌

？Ｆ

前誌（変遷関係不明）

〔主記入フラグコード表〕
以下では、著者標目又は統一タイトル標目が基本記入の標目であるかどうかを表すコードを示す。

コード
＊
なし

付録 1.7-04

著者標目又は統一タイトル標目の種類
当該標目は基本記入の標目である
当該標目は副出記入の標目であるか、又は等価標目である
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（付録 2. 1）
NCR 1987 年版追加及び修正 第 13 章 継続資料
（旧第 13 章逐次刊行物 改訂版）の改訂についてのガイダンス

NACSIS-CAT ユーザ用ガイダンス(NCR)

第 13 章

継続資料

13.0 通則
改訂内容：逐次刊行物のみならず，更新資料および（単行資料のうち）逐次刊行物の性質を持つ資料（お
よび複製物）も対象にする。
NCR87
「逐次刊行物」を対象
↓
NCR87R2
継続資料（「逐次刊行物」と完結を予定しない「更新資料」
）を対象にする。
また，逐次刊行物の性質をもっているが刊行期間が限定されている資料，および完結を予定する更新資料
をも対象にする。
例）更新資料
加除式資料，更新されるウェブサイト
例）逐次刊行物の性質をもっているが刊行期間が限定されている資料，
会議・大会のニュースレター

13.0.2

記述の対象とその書誌レベル

13.0.2.1 記述対象
13.0.2.1A
改訂内容：本タイトルや責任表示の変化は，重要な変化と軽微な変化に区別する。
新しい書誌的記録の作成は重要な変化か軽微な変化かで異なる対応をする。
NCR87
本タイトルに変更が生じた場合は，別途新しい書誌的記録を作成する。
↓
NCR87R2
逐次刊行物では，本タイトルあるいは責任表示に重要な変化が生じた場合，別の新しい書誌的記録を作
成する。
軽微な変化の場合，新たな書誌的記録は作成しない。

1/11

NACSIS-CAT ユーザ用ガイダンス(NCR)

13.0.2.1B
改訂内容：本タイトルあるいは責任表示の変化以外で，別の新しい書誌的記録を作成する場合を定めた。
NCR87R2
次の場合には，別の継続資料とみなして別の新しい書誌的記録を作成する。
ア）版表示における対象範囲や主題の変化
イ）資料種別の変化
ウ）同一タイトルの累積版

13.0.2.2

記録の書誌

改訂内容：第 13 章の名称変更にともない，逐次刊行レベルから「継続刊行レベル」に変更した。
NCR87（→1.0.2.2）
記述対象

記録の書誌レベル

逐次刊行物

逐次刊行レベル

↓
NCR87R2
記述対象

記録の書誌レベル

継続資料

継続刊行レベル
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13.1 タイトルと責任表示に関する事項
13.1.1 本タイトル
13.1.1.1 本タイトルとするものの範囲
改訂内容：例示を拡大した。
NCR87
イ）団体名のみのもの
日本学会
↓
NCR87R2
ウ）団体名または個人名のみのもの
高知市民図書館
エ）識別上必要な数や文字と不可分のもの
ＣＤランキングベスト 10
37 design & environment projects
オ）別個に刊行された部または編などのタイトルで，本体をなす共通タイトルと部編名などの従属タイ
トルからなるもの
鹿児島県立短期大学紀要. △自然科学編
カ）本文と同一言語でないタイトル（本文の言語を注記する）
Super PC engine fan deluxe
（注記「本文は日本語」）

13.1.1.3 変化
改訂内容：逐次刊行物では，重要な変化が生じた場合，別の新しい書誌的記録を作成する。
軽微な変化の場合，新たな書誌的記録は作成しない。
NCR87
本タイトルに変更が生じた場合は，別途新しい書誌的記録を作成する。
↓
NCR87R2
逐次刊行物では，本タイトルに重要な変化が生じた場合，別の新しい書誌的記録を作成する。
軽微な変化の場合，新たな書誌的記録は作成しない。
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13.1.1.3A，13.1.1.3B
改訂内容:

日本語出版物の特徴を踏まえつつ，変化が重要な変化にあたるか，軽微な変化にあたるの

か，より詳細な判断の基準を示す。
軽微な変化の範囲を拡大し，変化が軽微か重要か疑わしいときは軽微な変化とみなす。
NCR87（→13.0.2.1B)
次の場合は変更があったものとみなす。
ア）主要な語の変化，追加，削除。
イ）語順変化
↓
NCR87R2
逐次刊行物の本タイトルの変化において，重要な変化と軽微な変化の判断基準は下記のようになる。
判断に迷う場合は，軽微な変化とする。

＜重要な変化＞
ア）本タイトルが日本語：主要な語の変化，追加，削除
イ）本タイトルが日本語：語順変化
ウ）本タイトルが欧文：最初の 5 語(冒頭の冠詞を除く)における付加，追加，削除，語順変化
エ）本タイトルが欧文：最初の 5 語（冒頭の冠詞を除く）以降の語に，変化，追加，削除があり，タイト
ルの意味が変化をもたらすか，扱う主題が異なることを示すものになったとき
オ）イニシアルまたは頭字語の変化
カ）言語が変化
キ）本タイトルに含まれる団体名の変化があり，それが以前と異なる団体である場合

＜軽微な変化＞
ア）本タイトルが日本語：助詞，接続詞，接尾語の変化，追加，削除
原子力発電所より排出される温排水調査の結果について
→

原子力発電所から排出される温排水調査の結果について

イ）本タイトルが日本語：記号の変化，追加，削除
ウ）本タイトルが日本語：逐次刊行物の種別を示す語が類似語への変化，追加，削除
いさはや市政概要

→

日本近代文学館ニュース

いさはや市政概況
→

日本近代文学館

エ）本タイトルが欧文：冠詞，前置詞，接続詞の変化，追加，削除
Physics reports of the Kumamoto University
→

Physics reports of Kumamoto University

オ）本タイトルが欧文：スペリング，句読点法の変化，語形変化
GBB → G.B.B.
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Labour history →
Openhouse →

Labor history

Open house

Accommodations and travel services
→

Accommodations & travel services

カ）本タイトルが欧文：逐次刊行物の種別を示す語の追加，削除
Fussball-Jahrbuch →

Fussball

キ）語順の変化，語の追加，削除が，本タイトルの意味や主題の変化につながらないとき
鹿児島大学理学部紀要. 数学・物理学・化学
→

鹿児島大学理学部紀要. 数学・化学・物理学

Kortboken for Oslo, Baerem, Lorenskog, Nesodden, Oppgard, Ski
→

Kortboken for Oslo, Baerem, Asker, Lorenskog, Nesodden, Oppgard, Ski

ク）イニシアル，頭字語⇔完全形
Berichte der Deutschen Gesellschaft fur Mathematik und Datenverarbeitung
→

GMD-Berichte

ケ）本タイトルと並列タイトルの入替え
コ）文字種の変化
母のくに

→

広報たちかわ

ははのくに
→

広報 Tachikawa

Four wheel fun → 4 wheel fun
サ）本タイトルに含まれる団体名の微細な変化，追加，削除，他の語との関連が変化
相模原市図書館だより

→

相模原市立図書館だより

福井県立若狭歴史民俗資料館紀要
→

紀要△／△福井県立若狭歴史民俗資料館[編]

Views△／△Goodridge Area Historical Scociety
→

Views from the GAHS

→

GAHS views

13.1.3 並列タイトル
13.1.3.3 変化
改訂内容：逐次刊行物では，変化が生じた場合には注記できることを明示した。
NCR87R2
逐次刊行物では，並列タイトルに変化が生じた場合，変化後の並列タイトルを注記することができる。
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13.1.4

タイトル関連情報

13.1.4.3 変化
改訂内容：逐次刊行物では，変化が生じた場合には注記できることを明示した。
NCR87R2
逐次刊行物では，タイトル関連情報に変化が生じた場合，変化後のタイトル関連情報を注記することが
できる。

13.1.5

責任表示

13.1.5.3 変化
改訂内容：従来は「本タイトル（総称的なタイトルの責任表示を含む）
」としていたが，責任表示自体に
重要な変化と軽微な変化を定めている。
重要な変化が生じた場合，別の新しい書誌的記録を作成し，注記する。
軽微な変化の場合，新たな書誌的記録を作成せず注記することができる。
NCR87（→13.0.2.1A）
本タイトルに変更が生じた場合は，別途新しい書誌的記録を作成する。また，本タイトルが総称的な語
の場合は，本タイトルの範囲に責任表示も含める。
↓
NCR87R2
逐次刊行物では，責任表示に重要な変化が生じた場合，別の新しい書誌的記録を作成する。変化の前後
の責任表示に対応する書誌的記録の双方に責任表示の変化について注記する。責任表示の変化を重要な変
化とみなすのは，本タイトル等が総称的な語である場合に責任表示が変化したときである。
研究紀要△/△東京教育大学附属坂戸高校研究部[編]
（変化前に対応する記録）
研究紀要△/△筑波大学附属坂戸高等学校研究部[編]
（変化後に新たに作成した記録）
軽微な変化の場合，新たに書誌的記録は作成しない。
変化後の責任表示を注記することができる。
責任表示の変化を軽微な変化とみなすのは，本タイトルが総称的な語である場合に責任表示の標記に微
細な変化，追加または，削除があったときと，本タイトルが総称的な語でない場合に責任表示が変化した
ときである。
研究紀要△/△新宿区立新宿歴史博物館編
→

研究紀要△/△新宿歴史博物館編

責任表示の変化が重要な変化か軽微な変化か判断に迷う場合，軽微な変化とする。
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13.2 版に関する事項
13.2.1.1 版表示とするものの範囲
改訂内容：版表示とするものの例示を拡大した。
NCR87R2
＜版表示とするもの＞
ア）地方版の表示
日本経済新聞.△－△国際版欧州
イ）特定対象向けの版表示
Expert nurse△=△エクスパートナース△/△照林社[編集].△－△看護学生版
ウ）特定の形態または媒体の版表示
TOPIX & ニュー・インテックス・シリーズ△＝△Topix & new index series△
△東京証券取引所[編].△－△CD-ROM 版
エ）本文の言語を表す版表示
中国・韓国経済産業体年鑑.△－△中文版
オ）複製を示す表示
北京大学学報.△哲学社会科学版△／△北京大学学報編輯委員会[編輯].△－△
複製版

＜版表示として扱わないもの＞
ア）逐次刊行物の巻次，年月次を示す表示
イ）情報源にない，資料の種別を示す表示
ウ）定期的な改訂，あるいは頻繁な更新を示す表示

13.2.1.3 変化
改訂内容：版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化がある場合，別の新しい書誌的記録を作
成する規定を新設した。
また，表現上の変化などの場合は，逐次刊行物では，注記することができることを明示した。
NCR87R2
継続資料の版表示に対象範囲や主題が変わったことを示す変化がある場合，別の継続資料とみなして，
別の新しい書誌的記録を作成する。
版表示の表現上の変化などの場合，逐次刊行物では，変化後の版表示を注記することができる。
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13.3 順序表示に関する事項
改訂内容：
「巻次，年月次に関する事項」を「順序表示に関する事項」に改め，当事項で記録すべき書誌
的事項も「順序表示」とした。これは ISBD，AACR2 と表現をあわせることを目的とした改訂である。
NCR87
巻次，年月次に関する事項
↓
NCR87R2
順序表示に関する事項

13.4 出版・頒布等に関する事項
13.4.1

出版地，頒布地等

13.4.1.3 変化
改訂内容：逐次刊行物では，変化が生じた場合，注記することができることを明示した。
NCR87R2
逐次刊行物では，出版地に変化が生じた場合，変化後の出版地を注記することができる。

13.4.2

出版者，頒布者等

13.4.2.3 変化
改訂内容：逐次刊行物では，変化が生じた場合には注記できることを明示した。
NCR87R2
逐次刊行物では，出版者等に変化が生じた場合，変化後の出版者等を注記することができる。

13.6

シリーズに関する事項

13.6.1 本シリーズ名
13.6.1.3 変化
改訂内容：逐次刊行物では，変化が生じた場合，注記できることを明示した。
NCR87R2
逐次刊行物では，本シリーズに変化が生じた場合，変化後のシリーズ名を注記することができる。
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13.7 注記に関する事項
13.7.3.0 下記の特定事項に属さない注記
13.7.3.0 ウ）記述の基盤に関する注記
改訂内容：逐次刊行物では，初号以外を記述の基盤としたときは，その旨注記する規定を新設した。
NCR87R2
逐次刊行物の記述の基盤を初号でなく，入手できた最初の号とした場合，基盤とした号の巻次(巻次が存
在しない場合，年月次）を注記する。

13.7.3.1 タイトルに関する注記
改訂内容：逐次刊行物では，軽微な変化が生じた場合，説明する必要があるときは注記することを明示
した。
重要な変化が生じた場合には，版および書誌的来歴に関する注記とすることを明示した。
NCR87
エ）変更としないタイトル語句の変化については，これを注記する。
↓
NCR87R2
カ）逐次刊行物では，本タイトルに軽微な変化が生じた場合，説明する必要があるときは変化後のタイ
トルを注記する。
本タイトルの重要な変化により，別の新しい書誌的記録を作成した場合，版および書誌的来歴に関
する注記として，変化前後のタイトルに対応する書誌的記録の双方に本タイトルの変化について記録する。
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13.7.3.1A 責任表示に関する注記
改訂内容：逐次刊行物では，軽微な変化が生じた場合，説明する必要があるときは注記すること明示し
た。
重要な変化が生じた場合には，版および書誌的来歴に関する注記とすることを明示した。

NCR87
ウ）責任表示に変化があった場合には，これを注記する。
↓
NCR87R2
エ）逐次刊行物では，責任表示に軽微な変化が生じた場合，説明する必要があるときは変化後の責任表
示を注記する。
団体名の変化：△軽金属協会△（1 号－9 号）→軽金属研究会△(10 号－15 巻 2
号）→軽金属学会△(15 巻 3 号－）
責任表示の重要な変化により，別の新しい書誌的記録を作成した場合，版および書誌的来歴に関する注
記として，変化前後の責任表示に対応する書誌的記録の双方に責任表示の変化について記録する。

13.7.3.2 版および書誌的来歴に関する注記
13.7.3.2A イ）変化
改訂内容：逐次刊行物では，版表示に変化が生じた場合，注記できることを明示した。
NCR87R2
逐次刊行物では，版表示に変化が生じた場合，説明する必要があるときは変化後の版表示を注記する。

13.7.3.3

順序表示に関する注記

改訂内容：表現を「巻次，年月次」から「順序表示」に変更した。
NCR87
巻次，年月次について説明する必要があるときは，これを注記する。
↓
NCR87R2
順序表示について説明する必要があるときは，これを注記する。

13.7.3.8 標準番号に関する注記
改訂内容：標準番号について，注記できることを明示した。
NCR87R2
標準番号について説明する必要があるときは注記する。
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13.8 標準番号，入手条件に関する事項
13.8.1

標準番号

13.8.1.1 標準番号とするものの範囲
改訂内容：「ISSN」から「標準番号」に改め，多様な番号に対応できるようにした。
NCR87
ISDS(国際逐次刊行物データ・システム）が当該逐次刊行物に付与する ISSN
↓
NCR87R2
ISSN,ISBN などの国際標準番号およびこれに代わる番号
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（付録 2. 2）
AACR2 2002 年版 第 12 章継続資料の改訂についてのガイダンス

NACSIS-CAT ユーザ用ガイダンス(AACR2)

第 12 章 継続資料
改訂内容: 章名の変更
AACR2R88

逐次刊行物

↓
AACR2R2002

継続資料

12.0. 通則
12.0A1. 適用範囲
改訂内容: 継続資料という枠組み，及びこの章で扱う範囲について詳細な説明が加えられた。
AACR2R2002

継続資料は逐次刊行物と更新資料から成るとし，そのうえで，イベントの広報誌のよ
うに終期の予定された資料，逐次刊行物の複製，終結(を予定)する更新資料にもこの
規則を適用する。

12.0B. 情報源
12.0B1. 記述の基準 [新設]
AACR2R2002

初号(または部編)，これがない場合は所蔵最古号(または部編)を基準とする。

12.0B2. 主情報源 (AACR2R88 12.0B1.の主情報源の箇所)
改訂内容: 12.0B1.で記述の基準を定めたため，これに関する文言は削除された。印刷形態とそうでない資
料についてそれぞれ主情報源が定められた。
AACR2R88

「逐次刊行物の初号の」タイトルページあるいはタイトルページの代替物。それが無
い場合は，「入手できる最初の号の」主情報源。

↓
AACR2R2002

a)印刷形態の資料 タイトルページまたはタイトルページの代替物(各巻のタイトルペ
ージ，表紙，見出し，題字欄，エディトリアルページ，奥付，その他のページ)。
b)非印刷形態の資料 直接アクセス電子ジャーナルについては，物理的な媒体やそのレ
ーベル。その他の非印刷形態の資料については，当該資料にかかわる章の.0B の指示
を参照。
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12.0B3. 規定の情報源 (AACR2R88 12.0B1.の規定の情報源の箇所)
改訂内容: 印刷形態とそうでない資料についてそれぞれ規定の情報源が定められた。
AACR2R88

エリア

規定の情報源

タイトルと責任表示

タイトルページ

版

タイトルページ, その他の前づけ, 奥付

数字および(または)アルファベット,

タイトルページ, その他の前づけ, 奥付

年月次, またはその他の表示
出版, 頒布など

タイトルページ, その他の前づけ, 奥付

形態的記述

資料全体

シリーズ

資料全体

注記

あらゆる情報源

標準番号と入手条件

あらゆる情報源

↓
AACR2R2002

a)印刷形態の資料
エリア

規定の情報源

タイトルと責任表示

タイトルページ

版

タイトルページ, その他の前付け部分,
奥付

順序表示

資料全体

出版, 頒布など

資料全体

形態的記述

資料全体

シリーズ

シリーズタイトルページ, 各巻のタイトル
ページ, 表紙, 見出し, 題字欄, エディト
リアルページ, 奥付, その他の情報源

注記

あらゆる情報源

標準番号と入手条件

あらゆる情報源

b)非印刷形態の資料 関連する章の.0B にある指示による
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12.1 タイトルと責任表示エリア
12.1A1. 区切り記号法
改訂内容: 2 番目の規定の一部変更と，規定の追加
AACR2R88

付録または部編のタイトル(1.1B9 を見よ)はピリオドに続けて記載する。

↓
AACR2R2002

付録または部編のタイトル(1.1B9 を見よ)，あるいは付録または部編についての表示
はピリオドに続けて記載する。 [一部変更]
付録または部編表示に続く，付録または部編のタイトルはコンマに続けて記載する。
[追加]

12.1B. 本タイトル
12.1B1.
改訂内容: 本タイトルにおける誤表記に関する規定の追加
本タイトルが以前のタイトルに関する文言を含んでいる場合の規定の追加
本タイトルから，日付, 名前, 番号などが欠落した場合の規定の追加
AACR2R2002

・印刷上の明らかな誤表記は，転記の際に訂正し，資料に表示されているタイトルは
注記する。単語の綴りが誤っているかどうかが疑わしい場合にはそのまま転記する。
・本タイトルが，title absorbed など，以前のタイトルに関する表現を含んでいる場
合，タイトルの残りの部分と文法的に正しいかどうかにかかわらず，本タイトルの一
部として記述しない。省略記号は記述しない。他の資料との関係は注記する。

12.1B2.
改訂内容: 主情報源に完全形タイトルと略語形タイトルがある場合は完全形タイトルを採用する。
AACR2R88

「頭字語・略語形タイトルが，逐次刊行物の他の箇所に現れるタイトルの唯一の形で
ない限り」完全形を本タイトルとして採用する。

↓
AACR2R2002

AACR2R88 にあった制限はなくなった。

例) Linguistics and language behavior abstracts
(主情報源に，完全形と LLBA と表示されている)
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12.1B8.
改訂内容: 本タイトルの変化を，「重要な変化」と「軽微な変化」とに分け，「軽微な変化」の場合は新し
い記述を必要としないこととした。
AACR2R88

逐次刊行物の本タイトルが変化した場合は，新しい記述を作成する(21.2C を見よ)。

↓
AACR2R2002

本タイトルに重要な変化が生じた場合は新しい記述を作成する(21.2C を見よ)。後続
の号または部編のタイトルに軽微な変化が生じた場合は，一般に後のタイトルを注記
する(12.7B4.2 を見よ)。

12.1D. 並列タイトル
12.1D3.
改訂内容: 並列タイトルの変化に関する規定が追加された。
AACR2R2002

後続の号または部編において並列タイトルが追加されたり，削除されたり，変更され
た場合はその変化が重要だと思われる場合注記する。

12.1E. タイトル関連情報
12.1E1.
改訂内容: 逐次刊行物のタイトル関連情報について，3 つの場合に限って記録することとなった。
AACR2R88

タイトル関連情報は 1.1E の指示のように記述する。

↓
AACR2R2002

タイトル関連情報は以下のカテゴリーに当てはまる場合，1.1E の指示のように記述す
る。
i)

頭字語・略語形のタイトルが，完全形のタイトルと共に主情報源に表示され
ている場合は，頭字語・略語形のタイトルをタイトル関連情報として記述す
る。

ii)

責任表示または出版者名，頒布者名などが不可分の状態でタイトル関連情報
に含まれる場合はこのように記述する。

iii)

本タイトルが主に団体名・会議名などからなっている場合には，タイトルを
説明するタイトル関連情報として，本タイトルの言語で簡潔な補記をする。

12.1E2.
改訂内容: タイトル関連情報の変化に関する規定が追加された。
AACR2R2002

タイトル関連情報がタイトルおよび責任表示エリアに記録されており，後続の号また
は部編においてその情報が変化した場合，重要だと思われる場合は注記する
(12.7B6.2 を見よ)。
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12.1F. 責任表示
12.1F5.
改訂内容: 責任表示の変化に関する規定が追加された。
AACR2R2002

責任表示に記録された人名または団体名が，後続の号または部編において追加された
り削除され，この変化が新しい記述を必要としない場合(12.3B を見よ)，後の人名ま
たは団体名を注記に記すか，削除箇所についての注記を作成する(12.7B7.2 を見よ)。
人名や団体名の表記のみ変化している場合は重要だと思われる場合注記する。

12.2 版エリア
12.2F. 版表示の変化
12.2F1.
改訂内容: 版表示の変化に関する規定が追加された。
AACR2R2002

後続の号または部編において，版表示が追加されたり，削除されたり，変化した場合，
この変化が新たな記述を必要としない場合には，重要だと思われる場合注記する
(12.7B9.2 を見よ)。

12.3. 順序表示エリア
改訂内容: エリア名称の変更
AACR2R88

数字および(または)アルファベット，年月次，またはその他の表示エリア

↓
AACR2R2002

順序表示エリア

12.3A2. 区切り記号法
改訂内容: 規定の追加
AACR2R2002

逐次刊行物の最終号(または部編)の順序表示のみわかっている場合，ハイフンに続け
て記載する。

12.3G1. 順序表示の変化
改訂内容: [new ser.]のような語が無い場合についての説明が追加された
AACR2R2002

新たな順序表示が以前と同じ体系で，new series のような語を伴わない場合，[new
series]もしくはその他の適当な語句を補記する。
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12.4. 出版，頒布などのエリア
12.4C2.
改訂内容: 出版地，頒布地などの変更に関する規定が追加された
AACR2R2002

後続の号や部編で，出版地，頒布地が変更された場合，それが重要だと思われる場合
には変更後の出版地を注記する。

12.4D2.
改訂内容: 出版者，頒布者名などの変更に関する規定が追加された
AACR2R2002

後続の号または部編で，出版者名, 頒布者名が変更され，その変更が新たな記述を必
要としない場合，重要だと思われる場合には変更後の名称を注記する(12.7B11.2 を見
よ)。名称の表記のみの変更の場合は，重要だと思われる場合注記する。

12.4G2.
改訂内容: 製作地および(または)製作者名の変更に関する規定が追加された。
AACR2R2002

後続の号または部編で，製作地および(または)製作者名が変更した場合や，出版者名
が不明な状態が続いている場合は，重要だと思われる場合，後出の製作地および(ま
たは)製作者名を注記する。

12.5C2.
改訂内容: その他の形態的細目の変更に関する規定が追加された。
AACR2R2002

後続の号または部編で，他の形態的細目が追加された場合は，12.5C1.の指示のよう
に，すべての号または部編を表すように形態的記述エリアを変更する。後続の号また
は部編において，他の形式的細目が欠落または変更された場合は，重要だと思われる
場合その変更を注記する。

12.5D2.
改訂内容: 大きさの変更に関する規定が追加された。
AACR2R2002

資料の大きさが変更された場合，または多巻物でサイズが異なる場合，その記述対象
に当てはまる資料のタイプを扱っている章の .5D に別の方法が指示されていない限
り，最小またはより小さいサイズから，最大またはより大きいサイズをハイフンでつ
ないで記載する。
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12.6 シリーズエリア
12.6A1. 区切り記号法
改訂内容: 規定の追加と一部変更
AACR2R2002

数字またはアルファベットの後に日付を記載するときは丸括弧に入れる。[追加]
サブシリーズタイトルまたはサブシリーズ表示はピリオドに続けて記載する。[一部
変更]
サブシリーズ表示に続くサブシリーズタイトルはコンマに続けて記載する。[追加]

12.6B2.
改訂内容: シリーズ表示の変更に関する規定が追加された。
AACR2R2002

後続の号または部編で，シリーズが追加，削除，変更された場合，その変更がシリー
ズエリアで明らかに言明できない場合は，重要だと思われる場合注記する。

12.7A2.
改訂内容: 特定の号や部編にのみ関わる注記についての規定を追加
AACR2R2002

その注記が，逐次刊行物のすべての号または部編，更新資料のすべての更新状態に当
てはまるわけではないことがわかっている場合，適切な順序表示あるいは日付を補記
する。

12.7B.
AACR2R2002

注記は，記述の他のエリアに当てはまらない情報を含んだり，その資料のおける経時
的な変化を反映することもある。

12.7B4. タイトル
12.7B4.1 (AACR2R88 12.7B4. 別の形のタイトル)
改訂内容: 別の形のタイトルの変化について追記された。通称の概念が追加された。
AACR2R88

逐次刊行物にある，本タイトル以外のタイトルを注記する。必要に応じて本タイトル
のローマ字形を記載する。

↓
AACR2R2002

記述対象にある本タイトル以外のタイトルを注記する。重要だと思われる場合はこれ
らのタイトルの変化も注記する。
重要だと思われる場合，その資料が一般的に知られているタイトルを注記する。
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(AACR2R88 12.7B4.

個別タイトルについての規定)

改訂内容: 個別タイトルについての規定が削除された
AACR2R88

モノグラフシリーズではないが，個々の号に固有のタイトルがある場合，その旨を注
記する重要と思われる場合は，それぞれのタイトルを明示する。

↓
AACR2R2002

削除

12.7B4.2.
改訂内容: 本タイトルの変化に関する規定が追加された
AACR2R2002

初号(最古号)または部編以降における，本タイトルの軽微な変化は注記する(12.1B8
を見よ)。本タイトルが異なる号または部編が点在している場合は，一般的な注記を
してもよい。

12.7B5. 並列タイトル (AACR2R88 12.7B5. の一部)
12.7B5.2.
改訂内容: 並列タイトルの変化に関する規定が追加された。
AACR2R2002

初号(最古号)または部編以降において起こる並列タイトルの変化は，重要だと思われ
る場合注記する(12.1D3 を見よ)。変更の回数が多い場合は，一般的な注記をしても
よい。

12.7B6. タイトル関連情報 (AACR2R88 12.7B5. の一部)
12.7B6.2.
改訂内容: タイトル関連情報の変化に関する規定が追加された。
AACR2R2002

初号(最古号)または部編以降において起こるタイトル関連情報の変化は，重要だと思
われる場合注記する(12.1E2.を見よ)。変更の回数が多い場合は，一般的な注記をし
てもよい。

12.7B7.2. 責任表示
改訂内容: 責任表示の変更に関する規定が追加された。
AACR2R2002

初号(最古号)または部編以降において起こる責任表示の変更は，重要だと思われる場
合注記する(12.1F5.を見よ)。変更の回数が多い場合は，一般的な注記をしてもよい。
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12.7B8. 書誌的来歴と他の資料との関係 (AACR2R88 12.7B7.)
改訂内容: 条項名，項目の括り，順序，内容の一部が追加・変更された。
AACR2R88

他の逐次刊行物との関係

↓
AACR2R2002

書誌的来歴と他の資料との関係
a)

継続 (AACR2R88 12.7B7.の b)と c))

b)

合併 (AACR2R88 12.7B7.の d))

c)

分離 (AACR2R88 12.7B7.の e))

d)

吸収 (AACR2R88 12.7B7.の f))

e)

翻訳 (AACR2R88 12.7B7.の a))
当該資料が翻訳された場合は，翻訳資料名を記述する。 [追加]
他の資料の名称がすぐにわからない場合は一般的な注記をする。 [追加]

f)

同時刊行の版 (AACR2R88 12.7B7.の g)と h))

g)

付録 (AACR2R88 12.7B7.の j))

12.7B9. 版表示
改訂内容: 注記エリア内で，版表示に関する規定が追加された。

12.7B9.2.
改訂内容: 版表示の変更に関する規定が追加された。
AACR2R2002

初号(最古号)または部編以降において起こる版表示の変更は，重要だと思われる場合
注記する(12.2F.を見よ)。変更の回数が多い場合は一般的な注記をしてもよい。

12.7B10. 順序表示と刊行特性 (AACR2R88 12.7B8)
改訂内容: 条項名が変更された。内容ごとにそれぞれ条項番号と条項名が付いて独立した(巻や号の対象期
間が暦年以外の場合の注記については 12.7B10.1.に，刊行表示の変更・刊行特性などに関する
注記については 12.B10.2.に，復刊の意図のある休刊に関する注記については 12.7B11.1.となっ
た)。
AACR2R88

順序表示と年月次表示

↓
AACR2R2002

順序表示と刊行特性
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12.7B11. 出版，頒布など (AACR2R88 12.7B9.)
12.7B11.1.
改訂内容: AACR2R88 12.7B8.の休刊に関する部分がこちらに移動した。出版，製作等のエリアに記述さ
れなかった開始および(または)終了の日付についての規定が追加された。
AACR2R2002

資料が，後に復刊する意図を持って休止した場合その事実を記述する。資料が復刊し
た場合，その日付を記述するか，休刊期間を記す。
出版，頒布等のエリアに記録されなかった出版開始および(または)終了の日付は注記
する(1.4F8 を見よ)。

12.7B11.2 (AACR2R88 12.7B9.)
改訂内容: 出版，頒布などの変更について規定された。(R88 の説明文が少し変更された)
AACR2R2002

初号(最古号)または部編以降において起こる地名および(または)出版者名および(ま
たは)製作者の変更は，重要だと思われる場合注記する(12.4C2, 12.4D2, 12.4G2 を見
よ)。変更の回数が多い場合は，一般的な注記をしてもよい。

12.7B12. 形態的記述 (AACR2R88 12.7B10.)
12.7B12.2
改訂内容: 形態的記述の変更に関する条項が追加された。
AACR2R2002

後続の号または部編において，他の形態的詳細が削除されたり変更されたりした場合
重要だと思われる場合注記する(12.5C.を見よ)。変更の回数が多い場合は一般的な注
記をしてもよい。

12.7B14. シリーズ
12.7B14.1. (AACR2R88 12.7B12.)
改訂内容: シリーズの中での順序表示について，「重要だと思われる場合は」の文言が追加された。
AACR2R88

1 シリーズの中でその番号づけが巻号ごとに違う場合は，それについての詳細を記載
する。

↓
AACR2R2002

1 シリーズの中で，順序表示が号ごとに違う場合は，重要だと思われる場合，その詳
細を記載する。

12.7B14.2.
改訂内容: シリーズの変更に関する規定が追加された。
AACR2R2002

初号(最古号)または部編以降において起こるシリーズ表示の変更について，重要だと
思われる場合注記する(12.6B2 を見よ)。変更の回数が多い場合は一般的な注記をし
てもよい。
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12.7B18. 要約
改訂内容: 要約に関する注記が新設された。
AACR2R2002

記述の他の部分において十分な情報が与えられていなければ，記述対象の内容につい
て簡潔で客観的な要約を記載する。

12.7B20 番号 (AACR2R88. 12.7B19.)
AACR2R88

ISSN 以外で記述対象に付された重要な番号は注記する。

↓
AACR2R2002

記述対象に付された番号で，標準番号と入手条件エリアで記載されていないものは重
要だと思われる場合注記する。

12.7B23. 記述対象
改訂内容: 記述の根拠となった号に関する注記について，順序表示のある逐次刊行物と，順序表示のない
逐次刊行物とに分けた規定になった。
AACR2R88

記述が初号に拠っていない場合，その記述の根拠となった巻号を記載する。

↓
AACR2R2002

i)順序表示のある逐次刊行物 記述の根拠となった号(部編)について注記する。2 つ以
上の号(部編)を参照した場合は，記述作成時に参照した最新の号(部編)を注記する。
参照した最古および最新の号(部編)についての情報が両方とも必要である場合には，
1 つの注記に一緒に記載する。順序表示エリアに記録された最古および(または)最新
の号(部編)は注記しない。
ii)順序表示のない逐次刊行物 参照した最古号(部編)を，その出版年月次とともに注
記する。他の号(部編)も参照し，最新の号(部編)を特定できる場合は，参照した最新
の号(部編)とその年月次を注記する。

12.8 標準番号と入手条件エリア
12.8B 標準番号
改訂内容: 条項名が変更された。
AACR2R88

国際標準逐次刊行物番号(ISSN)

↓
AACR2R2002

標準番号
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12.8B1.
改訂内容: 説明文中に，ISBN が追加された。
AACR2R88

ISSN は 1.8B のように記録する。

↓
AACR2R2002

記述対象に付与された国際標準逐次刊行物番号(ISSN)または国際標準図書番号
(ISBN)は，1.8B の指示のように記録する。

第 21 章 アクセスポイントの選定
21.2. 本タイトルの変更
21.2A. 定義
改訂内容: タイトルの変更について，新しい記述を必要とする重要な変更と，それを要しない軽微な変更
とに二分され，軽微な変更の範囲を拡大することで，タイトル変遷による新規書誌レコードの発生を抑制
する方向性が見られるようになった。
AACR2R2002

21.2A1. 重要な変更
一般的に，更新資料を除くすべての記述対象について，本タイトルの冒頭の 5 語(冠
詞で始まる本タイトルの場合は 6 語)に追加，削除，変更，または語順の変化がある
場合，これを重要な変更とみなす。ただし，この変更が 21.2A2 に記載されているカ
テゴリーのいずれかに該当する場合は重要な変更とはみなさない。
タイトルの意味を変える，もしくは異なる主題を示すような追加，削除，または変更
が冒頭の 5 語より後(冠詞で始まる本タイトルの場合は 6 語より後)にある場合も，こ
れを重要な変更とみなす。
さらに，本タイトル内に現れる団体名に変更があった場合も，この団体が異なる団体
である場合には，これを重要な変更とみなす。

21.2A2. 軽微な変更
一般的に，以下のいずれかに該当する場合，本タイトルに軽微な変更があったものと
みなす。
a)

本タイトル内の 1 つもしくはそれ以上の語の表記が異なる場合(例: 異なるつづ
りを使用; 省略形，記号，印対それらのつづられた形; アラビア数字対ローマ数
字; 数字・日付対それらのつづられた形; ハイフンを使った語対使わない語; ハ
イフンの使用，不使用に関わらず，1 語による複合語対 2 語による複合語; 頭字
語やイニシアル対それらの正式形; 文法的形式の変更(単数形対複数形，など))

b)

本タイトル内における冠詞，前置詞，もしくは接続詞の追加，削除，または変更

c)

本タイトル内における同一の団体名，その団体の上位/下位組織名，またはそれ
らの文法的なつながりに関わる非一貫性(例: 同一の団体名の表記における追加，
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削除，または順序の転換，もしくは異なる表記形の使用)
d)

本タイトル内における区切り記号の追加，削除，もしくは変更。イニシアルや文
字列中における区切り記号の使用/不使用をも含む

e)

主情報源に 2 つ以上の言語で書かれている本タイトルの順序の変化。この場合，
本タイトルとして採用されたタイトルは，並列タイトルとして今まで通り情報源
に記載されている必要がある。

f)

本タイトル内において，タイトルをその巻号数に結び付けている語の追加，削除，
または変更

g)

ある一定のパターンに従った，逐次刊行物の異なる号における 2 つ以上の本タイ
トルの使用

h)

主題に重大な変更のない限りにおける，本タイトル内の語のリストの中での追加，
削除，もしくはその順序の変更

i)

本タイトル内において，「magazine」，「journal」，および「newsletter」などの資料
種別をさす語，もしくは他言語におけるこれらの相当語句の追加もしくは削除

ある変更が，重要か軽微かの判断に迷う場合は，軽微な変更とみなす。重要な変更と
みなされない本タイトル内の変更は，適宜注記エリア(1.7B4 を見よ)に記述する。

21.2C. 逐次刊行物と更新資料
改訂内容: 新たな記述が必要な場合の規定
AACR2R88

逐次刊行物の本タイトルが変更した場合，それぞれのタイトルについて別個の基本記
入を作成する。

↓
AACR2R2002

逐次刊行物の本タイトル内に，重要な変更がある場合は新しい記述を作成する。
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（付録 3. 1）デリミタ定義の追加
〔デリミタ定義の追加〕
区
1
2

分

デーヴァナー
ガリー
〃

UCS
ｺｰﾄﾞ

名

称

デリミタ/
踊り文字

0964

DEVANIGARI DANDA

デリミタ

0965

DEVANIGARI DOUBLE DANDA

デリミタ

（付録 3. 2）検索キーの正規化の追加
〔検索キーの正規化の追加〕

区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

デーヴァナー
ガリー
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
タイ
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

UCS
ｺｰﾄﾞ

名称

0929

DEVANIGARI LETTER NNNA

0931
0934
0958
0959
095A
095B
095C
095D
095E
095F
0966
0967
0968
0969
096A
096B
096C
096D
096E
096F
0E50
0E51
0E52
0E53
0E54
0E55
0E56
0E57
0E58
0E59

DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
DEVANIGARI
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT
THAI DIGIT

LETTER RRA
LETTER LLLA
LETTER QA
LETTER KHHA
LETTER GHHA
LETTER ZA
LETTER DDDHA
LETTER RHA
LETTER FA
LETTER YYA
DIGIT ZERO
DIGIT ONE
DIGIT TWO
DIGIT THREE
DIGIT FOUR
DIGIT FIV
DIGIT SIX
DIGIT SEVEN
DIGIT EIGHT
DIGIT NINE
ZERO
ONE
TWO
THREE
FOUR
FIVE
SIX
SEVEN
EIGHT
NINE

検索キーの
正規化
0928
0930
0933
0915
0916
0917
091C
0921
0922
092B
092F
0030 「0」
0031 「1」
0032 「2」
0033 「3」
0034 「4」
0035 「5」
0036 「6」
0037 「7」
0038 「8」
0039 「9」
0030 「0」
0031 「1」
0032 「2」
0033 「3」
0034 「4」
0035 「5」
0036 「6」
0037 「7」
0038 「8」
0039 「9」

〔検索キーの正規化の追加〕
（続）

32
33

スペース調整文
字
デーヴァナーガ
リー

02BB

MODIFIER LETTER TURNED COMMA

トルツメ処理

0901

DEVANIGARI SIGN CANDRABINDU

トルツメ処理

34

〃

0902

DEVANIGARI SIGN ANUSVARA

トルツメ処理

35

〃

093C

DEVANIGARI STRESS SIGN UDATTA

トルツメ処理

36

〃

0951

DEVANIGARI STRESS SIGN ANUDATTA

トルツメ処理

37

〃

0952

DEVANIGARI GRAVE ACCENT

トルツメ処理

38

〃

0953

DEVANIGARI ACUTE ACCENT

トルツメ処理

39

〃

0954

DEVANIGARI ACUTE ACCENT

トルツメ処理

40

タイ

0E48

THAI CHARACTER MAI EK

トルツメ処理

41

〃

0E49

THAI CHARACTER MAI THO

トルツメ処理

42

〃

0E4A

THAI CHARACTER MAI TRI

トルツメ処理

43

〃

0E4B

THAI CHARACTER MAI CHATTAWA

トルツメ処理

44

〃

0E4C

THAI CHARACTER THANTHAKHAT

トルツメ処理

（付録 3. 3）包摂文字定義の追加
〔包摂文字定義の追加〕
区分
1

UCS
ｺｰﾄﾞ

名称

包摂定義
（包摂先）

0928 + 093C

DEVANIGARI LETTER NA + DEVANIGARI SIGN NUKTA

→ 0929

2
3

デーヴァナガ
リー
〃
〃

0930 + 093C
0933 + 093C

→ 0931
→ 0934

4
5

〃
〃

0915 + 093C
0916 + 093C

6
7
8

〃
〃
〃

0917 + 093C
091C + 093C
0921 + 093C

9

〃

0922 + 093C

10

〃

092B + 093C

11

〃

092F + 093C

DEVANIGARI LETTER RA + DEVANIGARI SIGN NUKTA
DEVANIGARI LETTER LLA + DEVANIGARI SIGN
NUKTA
DEVANIGARI LETTER KA + DEVANIGARI SIGN NUKTA
DEVANIGARI LETTER KHA + DEVANIGARI SIGN
NUKTA
DEVANIGARI LETTER GA + DEVANIGARI SIGN NUKTA
DEVANIGARI LETTER JA + DEVANIGARI SIGN NUKTA
DEVANIGARI LETTER DDA + DEVANIGARI SIGN
NUKTA
DEVANIGARI LETTER DDHA + DEVANIGARI SIGN
NUKTA
DEVANIGARI LETTER PHA + DEVANIGARI SIGN
NUKTA
DEVANIGARI LETTER YA + DEVANIGARI SIGN NUKTA

→ 0958
→ 0959
→ 095A
→ 095B
→ 095C
→ 095D
→ 095E
→ 095F

