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NACSIS-ILL による BLDSC 依頼サービスの終了について
NACSIS-ILL を経由した BLDSC（British Library Document Supply Centre）への依頼サー
ビスは， 平成 6 年度（1994）から開始したものです。以来，文献入手の有効なツールとして活
用されてきましたが，下図の通り，平成 14 年度（2002）を境として依頼件数は年々減少してお
り，代替手段が整備されてきた現在の環境では，NACSIS-ILL 経由でサービスする意義も相対的
に下がっています。
これらの状況から，NACSIS-ILL による依頼サービスについて，平成 23 年 3 月 24 日（木）を
もって，終了することといたしました。これまでに本サービスを御利用いただきました皆様，ま
た，本サービスの開発・維持に御尽力くださいました皆様の御愛顧・御厚情に感謝申し上げます。
なお，本件については，利用実績上位機関の皆様の御意見も伺いながら，国公私立大学図書館
協力委員会等の場にて，サービス終了の御了承をいただいております。また，平成 22 年 12 月 6
日付けで，各参加館宛に「NACSIS-ILL システムによる BLDSC 文献複写・現物貸借の依頼機能
の終了について（通知）
」の通知文書をお送りしております。
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○平成 23 年度以降の申し込み方法
申し込み方法

詳細

① ARTWeb

Web 上に用意されているフォームに書誌事項を入力する

② The Integrated Catalogue

Web での OPAC 検索に引き続いて依頼する

③ ARTEmail

書誌事項を定型の電子メールで送信する

参加機関側での料金決済のフローに変更はありません。従来どおり，紀伊國屋書店・丸善が国
内の代理店として決済いたします。各サービスの詳細は，代理店のウェブサイトを御覧ください。
○平成 22 年度内に上記①②③の方法で申し込みする場合の注意事項
必ず参加機関側で適当な Request Number（英数字 10 文字以内）を入力し，依頼時に明示し
てください。Request Number を付与しないと，明細書での照合ができない，未着照会時に依頼
が特定できないなどの不都合が生じます。NACSIS-ILL 経由の場合は NACSIS-ILL の LA 番号を
採番・付与していますが，①②③の方法では自動的に採番・付与されませんので，御注意くださ
い。
○詳細スケジュールおよび残レコードの処理
今後のスケジュール等につきましては，随時，NACSIS-CAT/ILL ホームページでお知らせしま
す。

URL：http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/about/infoill/bldsc.html

○代理店のウェブサイト
株式会社 紀伊國屋書店

URL：http://www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/bldsc/topics.htm
丸善 株式会社

URL：http://pro.maruzen.jp/ln/dd/dd.html

（NACSIS-ILL 担当）
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学術コンテンツ運営・連携本部 図書館連携作業部会の
ワーキンググループについて
国立情報学研究所では，我が国の学術研究・教育活動の促進に資することを目的に，大学等と
の連携による最先端学術情報基盤（CSI：Cyber Science Infrastructure）の整備を推進していま
す。次世代学術コンテンツ基盤の共同構築については，
「学術コンテンツ運営・連携本部」の下に
設置した「図書館連携作業部会」が中長期的な視野に立った検討をしており，更に具体的な検討
事項についてはワーキンググループ（WG）を組織し，調査・分析を行ってきました。
WG には，作業部会委員及び大学図書館の実務担当者（平成 21 年度～）にメンバーとして参加
いただいており，平成 22 年度は以下の WG を設置して活動を行っています。
・WG1（次世代コンテンツ基盤・目録関連 WG）
・WG2（機関リポジトリ関連 WG）
・WG3（教育研修事業関連 WG）
本誌では，平成 22 年度の各 WG のタスクとメンバーを御紹介します。
WG1（次世代コンテンツ基盤・目録関連 WG）
WG1 は，平成 20 年度に最終報告書をまとめた「次世代目録ワーキンググループ」の活動を発
展的に継承したものです。新世代学術コンテンツ基盤の在り方をめぐる検討や『次世代目録所在
情報サービスの在り方について（最終報告）』の具体化に向けて，下記の 6 つのタスクの検討を行っ
ています。
・NACSIS-CAT/ILL の運営方式の再検討
・目録およびメタデータに関連する標準化の動向調査と対応可能性の検討
・認証基盤の確立に向けた検討
・デジタル資料への対応の検討
・NACSIS-CAT の API 開発
・遡及入力事業の方向性の検討・書誌の品質の再定義
WG1 メンバー
主査

図書館連携作業部会委員

東北学院大学
東北大学
千葉大学
東京大学
一橋大学
早稲田大学
帝塚山学院大学
国立情報学研究所
国立情報学研究所
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佐藤
加藤
竹内
尾城
渡邉
荘司
渡邊
大山
山地

義則
信哉
比呂也
孝一
俊彦
雅之
隆弘
敬三
一禎
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大学の実務担当者

国立情報学研究所

北海道大学
山形大学
富山大学
東京工業大学
横浜国立大学
京都大学
九州大学
宮崎大学
慶應義塾大学

野中 雄司
山田 俊幸
長谷部 涼子
問谷 実希
平田 義郎
渡邉 英理子
片岡 真
寸田 五郎
酒見 佳世
大向 一輝，
コンテンツセンター
蔵川 圭
米澤 誠，杉田 いづみ，高橋 菜奈子，
齊藤 泰雄，渡辺 眞樹，藤井 眞樹

WG2（機関リポジトリ関連 WG）
WG2 は，機関リポジトリ（IR）の更なる普及と発展を目指し，リポジトリシステムやメタデー
タ，学術コミュニケーションの高度化に関して，下記の 4 つのタスクの検討を行っています。
・クラウド型（共用）リポジトリの仕様（システム・運用）検討
・新メタデータフォーマット（junii3）の策定と実装に向けた課題検討
・IR と学内出版，IR と学会出版（SPARC Japan）の連携活動
・研究者によるセルフアーカイブの実現に向けた調査・検討
WG2 メンバー
主査

図書館連携作業部会委員

大学の実務担当者

筑波大学
北海道大学
東京工業大学
金沢大学
三重大学
大阪大学
九州大学
東北学院大学
慶應義塾大学
国立情報学研究所
北海道大学
小樽商科大学
東北大学
山形大学
筑波大学
千葉大学
東京大学
静岡大学
京都大学
大阪大学
島根大学
九州大学
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逸村
行木
横田
内島
三根
白木
池田
佐藤
村上
山地
鈴木
杉田
永井
三角
大澤
武内
吉田
杉山
大西
前田
福山
工藤

裕
孝夫
治夫
秀樹
慎二
俊男
大輔
義則
篤太郎
一禎
雅子
茂樹
伸
太郎
類里佐
八重子
幸苗
智章
賢人
信治
栄作
絵理子
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大向 一輝，
蔵川 圭
いづみ，小林 廉直，

コンテンツセンター
国立情報学研究所

米澤
渡辺

誠，杉田
眞樹

WG3（教育研修事業関連 WG）
WG3 は，本研究所が主催・共催する教育研修事業の改善について，下記の 3 つのタスクの検討
を行っています。
・NACSIS-CAT/ILL 関係の講習会（目録システム/ILL システム講習会，NACSIS-CAT/ILL
ワークショップ）の在り方
・図書館関係専門研修（大学図書館職員短期研修，学術ポータル担当者研修，学術情報リテ
ラシー教育担当者研修）の在り方
・大学との連携を一層強化するための方策
WG3 メンバー
主査

図書館連携作業部会委員

大学の実務担当者
国立情報学研究所

京都大学
木下 聡
東北大学
加藤 信哉
名古屋大学
川添 真澄
金沢大学
内島 秀樹
九州大学
飯田 昇平
国立情報学研究所
青木 利根男
名古屋大学
山本 哲也
九州大学
工藤 絵理子
米澤 誠，細川 聖二，杉田 いづみ，
齊藤 泰雄，藤井 眞樹

（学術コンテンツ課）
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NII での目録品質管理（6）
NACSIS-CAT 品質管理室に寄せられた最近の事例をいくつか御紹介します。

事例 1）

総合タイトルがなく個々の著作の責任表示が同一の場合の VT フィールドの記述方法

VT フィールドの記述文法は，コーディングマニュアル 2.2.5B にあるように，TR フィールド
の記述文法に準じることになっています。総合タイトルがなく，個々の著作の責任表示が同一で
ある資料についても同様です。すなわち，個々の著作タイトルを，「△；△」（スペース，セミコ
ロン，スペース）でつないで記述します。その結果，１つの VT フィールドに著作タイトルが複
数記述されることになりますが，これは同 2.2.5F2 にある「1 つの VT フィールドに複数のタイト
ルを記入してはならない。」には該当しません。
一方，著作タイトルの一つ一つを，VT フィールドの繰り返しによって記述した既存の書誌レ
コードがありますが，この方法についても，完全な間違いとは言い切れませんので，そのまま採
用することも可としています。ただし，VT フィールドの繰り返し数（16 回まで）に限りがある
ため，著作タイトルの列記が多い報告書等の場合には，VT フィールドが不足する恐れもあります
ので，その点は御注意ください。
VT フィールドとは，本来，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す。検索のユレを防ぐために必要なタイトル標目を，目録担当者の
判断で記述することも可能ですので，上記の目的に合致した記述であれば，明らかに記述方法等
に誤りがない限りは，既存の VT フィールドをそのまま採用していただくようお願いします。

事例 2）

洋書の ISBN の説明語句の省略形および補記について

・ 洋資料の場合，ISBN の説明語句の情報源は「どこからでもよい」となっているが，補記され
たものがある。情報源がどこからでもよいということは，補記という形は間違いではないか？
コーディングマニュアル 4.1.11D2 では，ISBN の説明語句（洋資料）の情報源を「どこからで
もよい」と規定しています。これは，
「何らかの情報源に拠る記述ではあるが，その情報源の種類・
記述箇所については問わない」との意味であり，
「情報源がなくてもよい」ということではありま
せん。情報源がなく，目録担当者の判断で記述するような場合には，洋資料であっても，「補記」
で記述してください。
・ ISBN の説明語句として，
「VOL:: hbk」との記述をよく見かけるが，「hbk」は AACR2 の略
語表に載っていない。略さずに「hardcover」とすべきではないのか？
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「AACR2 略語表」には，確かに「hbk」の記載はありませんので，略語としての「hbk」は不
適切です。しかし，情報源上に「hbk」との表示があるものを，転記の原則によりそのまま記述
することは可能です。つまり，レコード上の「hbk」の記述が全て間違いということではなく，
規定の情報源の記述が hbk とあれば「hbk」という記述になり，なければ「hardcover」と記述す
るのが適当ということになります。
以上が原則ですが，現状として NACSIS-CAT の書誌レコードには，そこまでの明確な区別を
意識せずに慣例的に「hbk」と記述されているレコードが多くあります。この点については，積
極的にレコード修正を行わねばならない対象ではないと考えます。また，
「hbk」を「hardcover」
に修正していただく場合にも，発見館修正可の内容ですので，レコード調整（作成館との協議）
は不要です。

（NACSIS-CAT 担当）

NACSIS-CAT/ILL 参加組織レコードのメンテナンスのお願い
（EMAIL の記入について）
NACSIS-CAT/ILL の参加組織レコードは，自館のサービス状況，所在地，目録・ILL の担当者，
担当者連絡先，レンディング・ポリシー等を他館にお知らせするための重要なレコードです。
本誌 26 号（2009.2.27）でもお知らせしておりますが，参加組織レコードのうち，必須項目が
未記入のレコードが多数見受けられます。
特に，E-Mail の利用が一般的となった現在，レコード調整等においても，E-Mail での連絡が
通常の手段となっております。国立情報学研究所でも，E-Mail での連絡が簡便に行われるように，
レコード調整連絡ツール（http://mokuren.nii.ac.jp）を提供しています。参加組織レコードの EMAIL
フィールドの記載がない場合，他の参加館にも大変な手間をかけることになりますので，必ず参
加組織レコードの EMAIL フィールドへの記入をお願いいたします。
なお，平成 23 年度前半において，参加組織レコードへの登録状況を調査し，未記入の参加館に
は個別で御連絡する予定です。以下のフィールド（記入必須の項目）が未記入の参加館において
は，早急にデータの更新をお願いいたします。
・CATDPT（目録担当部局名）
・CATTEL（目録担当電話番号（内線））
・CATFAX（目録担当 FAX 番号）
・EMAIL（E-Mail アドレス）
8
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具体的な修正方法については，以下を参照してください。
○参加組織レコードの修正
目録システム利用マニュアル第 5 版「4.8.2 参加組織レコードを修正する」

URL：http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/MAN2/MAN5/CAT5/4_8_2.html
ILL システム操作マニュアル第 6 版「9.2 自館の参加組織レコードを更新する」

URL：http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/manuals/ill6/9_2.html
○EMAIL フィールドへの記入方法
参加組織レコードの EMAIL フィールド（最大繰返し数：5）に，図書（BOOK），雑誌（SERIAL），
ILL の問い合わせ先を記録してください。
(1)担当毎に異なる場合の例
（図書目録担当）

BOOK:book@lib.nii.ac.jp

（雑誌目録担当）

SERIAL:serial@lib.nii.ac.jp

（ILL 担当）

ILL:ill@lib.nii.ac.jp

(2)図書，雑誌，ILL の問い合わせ先が同じ場合の例
BOOK,SERIAL,ILL:lib@lib.nii.ac.jp

（NACSIS-CAT 担当）
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コーディングマニュアルの一部改訂
コーディングマニュアルに関して，以下の部分を改訂しましたので，お知らせします。
○雑誌書誌の新規作成・修正の際の情報源の送付について
これまで，本誌 15 号（2004.11.29），23 号（2008.2.29）で，雑誌書誌に関する報告・情
報源の送付について，御案内しておりますが，コーディングマニュアルにはまとまった形で
の記載がありませんでした。
今回，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 通則および第 7 章 洋雑誌
書誌レコード 7.0 通則に，雑誌書誌の新規作成・修正の際の報告，情報源の送付について追
記しました。
内容については，本誌付録を御覧ください。
○ISBN の 13 桁化に伴う改訂
本誌 18 号（2006.8.10）の「目録システムの改修」3.ISBN13 桁化対応についてお知らせ
しているとおり，NACSIS-CAT のシステム上では，ISBN13 桁化への対応を行っておりまし
たが，コーディングマニュアルの改訂を行っておりませんでした。今回，現在のシステムに
合わせて，以下のとおり改訂いたしました。
2.1.12 ISBN H《注意事項》（和図書書誌）
4.1.12 ISBN G《注意事項》（洋図書書誌）
【改訂前】
H1.1 または

G1.1

ISBN フィールドには，10 桁の番号(アラビア数字と X)及びハイフン以外を記入してはな
らない。
ただし，ハイフンについては，レコード登録コマンド発行後に正規化処理が行われ，削除
される。(→ 付録 2.2 正規化処理)
ハイフンを記入しない場合は，ハイフンの代わりにスペース，その他の記号等を記入して
はならない。
【改訂後】
H1.1 または

G1.1

ISBN フィールドには，10 桁または「978」又は「979」で始まる 13 桁の番号(アラビア数
字と X)及びハイフン以外を記入してはならない。
ただし，ハイフンについては，レコード登録コマンド発行後に正規化処理が行われ，削除
される。(→ 付録 2.2 正規化処理)
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ハイフンを記入しない場合は，ハイフンの代わりにスペース，その他の記号等を記入して
はならない。
H4

または

G4

10 桁の ISBN が記入された場合はそれに対応する「978」で始まる 13 桁の ISBNKEY が，
また，
「978」で始まる 13 桁の ISBN が記入された場合はそれに対応する 10 桁の ISBNKEY
が作成される。
○洋雑誌の PUB の表記について（7.2.4 PUB E1）
【改訂前】
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.］
【改訂後】
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 12.0B1）
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.］
【説明】
規定の情報源以外から得た情報は，角括弧（［ ］）に入れて記録するという根拠は，AACR2
1.4F7（＝出版年が特定できない場合の記述情報）ではなく， AACR2 12.0B1（＝逐次刊行
物の情報源）の方が適切と考えられますので，上記のとおり改訂します。
また，○PUB の［S.l.］において，l の後ろの「.」（＝ピリオド）が抜けていましたので，
訂正します。
○NDLCN の正規化処理について（付録 2.2 正規化処理）
現在，NDLCN の正規化処理においては，小文字から大文字への処理は行っておりませんの
で，〔小文字→大文字〕の表から NDLCN を削除します。
以上について，付録として，該当部分のコーディングマニュアルを添付します。

（NACSIS-CAT 担当）
11

NACSIS-CAT/ILL ニュースレター31 号 (2010.12.28)

ILL 文献複写等料金相殺サービス処理報告
（平成 22 年度第 1 四半期～第 2 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 22 年度第 1 四半期（平成 22 年 4 月～6 月）
・利用機関数：808
・処理対象 ILL レコード件数：218,782（NACSIS-ILL 総レコード件数：240,457 ）
対債務機関
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

対債権機関

546
25,385,897

262*
▲20,259,846*

21,952,647
3,433,500
▲250
---

▲21,952,647
1,650,600
▲165
42,366

* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(6 機関，3,189 円)が含まれています。
※平成 22 年度第 1 四半期分に係る相殺（支払）金額と， 8 月 10 日（火）に大学共同利用機関
法人情報・システム研究機構から振込みを行った金額に差異が生じました。各参加機関には
大変御迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
■ 平成 22 年度第 2 四半期（平成 22 年 7 月～9 月）
・利用機関数：812（債務，債権ともに発生しなかった機関は 8 機関）
・処理対象 ILL レコード件数：202,386（NACSIS-ILL 総レコード件数：223,703 ）
対債務機関
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

対債権機関

487
21,314,938

317*
▲21,242,776*

21,297,833
18,900
▲1,795
---

▲21,297,833
4,725
▲1,394
51,726

* 対債権機関の機関数，NII の支払額には次期繰越分(13 機関，6,129 円)が含まれています。
（NACSIS-ILL 担当）
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ILL レコードのバックファイル移行

平成 22 年 10 月 10 日（日）に，ILL レコードのバックファイルへの移行作業を行いました。
ILL データベースでは，最終更新日から半年以上経過した最終状態 （「CANCEL」,「確認」,
「返却確認」
）のレコードを，別ファイル（バックファイル）に移しています。通常業務で使用す
るファイル（カレントファイル）のレコード量を減らすことにより，システムの負荷を軽減して
います。
参照：

ILL システム操作マニュアル 第 6 版 p.14 「2.3 カレントファイルとバックファイル」

URL：http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/manuals/ill6/2_3.html
2010 年度前期
2010 年 4 月 11 日(日)
(終了)

移行実施日

ファイル

カレント
ファイル

バック
ファイル

レコード状態
＜STAT＞
「CANCEL」
「確認」
「返却確認」
以外
「CANCEL」
「確認」
「返却確認」
「CANCEL」
「確認」
「返却確認」

2010 年度後期
2010 年 10 月 10 日(日)
(終了)

更新日付＜RNWDT＞

すべて

すべて

2009.10.01～

2010.04.01～

2007.10.01～2009.09.30

2008.04.01～2010.03.31

なお，平成 23 年度から，ILL レコードのバックファイル移行作業を年 1 回（5 月実施）に変更
することを検討しています。詳細が決まりましたら，NACSIS-CAT/ILL ホームページでお知らせ
します。

（NACSIS-ILL 担当）
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平成 23 年度目録システム講習会の講師募集
国立情報学研究所では現在，平成 23 年度の目録システム講習会の開催計画を準備中です。
その講習会の講師を下記のとおり募集いたしますので，積極的に御応募ください。
コース
： 目録システム講習会 図書コース／雑誌コース
講習会会場： 国立情報学研究所／共催機関（開催館）※
講習会日時： 平成 23 年 5 月～12 月（応相談）
募集要件 ： 実務あるいは講師補助の経験を有し，講師担当について所属機関の許諾が
得られる方
旅費等
： 講習会会場への旅費（交通費，日当，宿泊が必要な場合は宿泊費）は国立
情報学研究所が負担します。
※平成 23 年度の目録システム講習会の開催予定館（会場）は，平成 23 年 3 月上旬に決定
します。
※講師を御担当いただく講習会のコース，会場，日時，担当内容等は御希望を承ったのち
に，平成 23 年度開催予定館と調整のうえ決定させていただきます。正式に決まり次第，
御本人及び所属長宛に依頼文書を送付いたします。
問い合わせ先：

教育研修事業担当

E-mail：edu@nii.ac.jp，TEL：03-4212-2177

参考）目録システム講習会のテキスト・カリキュラム等

URL：http://www.nii.ac.jp/hrd/ja/cat/
教育研修事業担当からのメッセージ
講習会の講師を担当したことがない，人前で話をするのは苦手，事前にお手本となる講
師の講義を見学できないか，等々不安や心配をお持ちの方も御安心ください。
y
y
y

講師を行う際の注意事項や講義の進め方をまとめた講義要領があります。
御希望の方には，担当前に実際の講習会の事前見学も可能です。
講師初任者，あるいは講義スキルを磨きたい方には，経験豊富な講師担当者による「講
師ガイダンス」を予定しています。

受講者はあなたと同じ，NACSIS-CAT/ILL の目録担当者です。あなたがかつて講習会
で講師から伝えられた知識・経験・スキル・情熱を次の方に伝えてみませんか。
御興味のある方は，上記担当までお気軽に御連絡ください。

過去に講師を担当された方の感想
z

z
z

「目録担当をしばらく離れていましたが，目録システムの現状や，自分自身の認識も
再確認できました。目録システムのことを考えるきっかけにもなるので，より多くの
方が経験されることを期待します。
」
「講師を経験することで NII の活動の一環に関わることができるというのが大きい
です。自機関での情報リテラシー活動にも役立っています。」
「初めて講師を担当しましたが，講師ガイダンスがあったので，気分的に楽になりま
した。」
（教育研修事業担当）
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0.4.3

雑誌書誌レコード

雑誌書誌レコード

雑誌ファイルへの書誌レコードの新規登録に際しては，以下の指針に従って，既存書誌レコードと目録
対象資料の比較を行い，新規レコードを作成するかどうかを判断する。（→6.0F）（→7.0F）
変更

0.4.3A

[通則]

A1
目録対象資料と既存書誌レコードのデータ内容を比較し，本タイトルが異なる場合には，新規レコード
を作成する。
A2
本タイトルが同一であっても，次のいずれかが相違する場合は，新規レコードを作成する可能性がある。
1. 資料種別
2. 版に関する事項
3. 出版・頒布等に関する事項
A3
実際には，以下のフィールドのデータ内容と比較し，新規レコードを作成するかどうか判断する。
1.
2.
3.
4.
5.

GMD／SMD
TR
ED
VLYR
PUB

A4
なお，刊行途中にデータ要素が変更したために，「タイトル変遷」とみなして新規に書誌レコードを作
成する場合の判断基準については，第 6 章，第 7 章で取り扱う。
0.4.3B

[新規レコード作成の判断基準]

B1［GMD／SMD］（資料種別）
（原則）
同一の本タイトルであっても，資料種別が異なるものは新規レコードを作成する。
GMD:
TR:Marxist perspectives
GMD:h （マイクロ資料）
TR:Marxist perspectives
（部分的な資料種別の相違）
部分的に資料種別を異にするもの（本体が印刷形態，索引部のみがマイクロ形態である場合など）は，
それぞれを別レコードとはしない。
ただし，それぞれが独自の巻号付けを持っている場合は，新規レコードを作成する。

2010.12

0.4.3-01

0.4.3

雑誌書誌レコード
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B2［TR］
B2.1（本タイトル）
（本タイトルの相違）
TR 中の本タイトルが異なる場合は，新規レコードを作成する。
次のように，本タイトルが共通タイトルと従属タイトル（部編名など）からなる場合で，従属タイトル
だけが相違するものも本タイトルが異なるとみなし，新規レコードを作成する。
TR:Science abstracts. Series A
TR:Science abstracts. Series B
B2.2（責任表示）
（原則）
原則として，責任表示の相違だけでは，新規レコード作成の理由とはならない。
本タイトルが同一で責任表示が異なる場合，ED，VLYR，PUB 等の他のフィールドも判断の根拠とする必要
がある。
（総称的タイトルの責任表示の相違）
ただし，本タイトルが総称的でその責任表示が異なる場合は，新規レコードを作成する。総称的なタイ
トルの具体例は，第 6 章，第 7 章に示す。
TR:Annual report ／ Bureau of Mines
TR:Annual report ／ Bureau of Mines and Geosciences
B2.3（並列タイトル）
（原則）
原則として，並列タイトルの相違だけでは，新規レコード作成の理由とはならない。
ただし，別に刊行されている雑誌であるとみなされる場合は，新規レコードを作成することになるので，
ED，VLYR，PUB 等の他のフィールドも判断の根拠とする必要がある。
B2.4（タイトル関連情報）
（原則）
原則として，タイトル関連情報の相違だけでは，新規レコード作成の理由とはならない。
ただし，別に刊行されている雑誌であるとみなされる場合は，新規レコードを作成することになるので，
ED，VLYR，PUB 等の他のフィールドも判断の根拠とする必要がある。
B3［ED］（版表示）
（原則）
同一の本タイトルであっても，版表示が相違する場合は新規レコードを作成する。
版表示はないが，複製版，合刻・合冊複製版等，明らかに版が異なる場合も，新規レコードを作成する。
TR:Time
ED:Pacific ed
TR:Time
ED:Asia ed

0.4.3-02
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2.1.12

ＩＳＢＮ

２．１．１２Ｇ（選択事項）
番号を構成する数字の間にあるハイフンを記入するかどうかは，各参加組織が自由に選択する。

２．１．１２Ｈ《注意事項》
Ｈ１．１
ＩＳＢＮフィールドには，１０桁または「９７８」又は「９７９」で始まる１３桁の番号（アラビア数
字とＸ）及びハイフン以外を記入してはならない。
ただし，ハイフンについては，レコード登録コマンド発行後に正規化処理が行われ，削除される。
（⇒付録２．２

正規化処理）

ハイフンを記入しない場合は，ハイフンの代わりにスペース，その他の記号等を記入してはならない。
変更

Ｈ１．２
ＩＳＢＮの説明語句をＩＳＢＮフィールドに記録してはならない。このような語句は，必要に応じてＶ
ＯＬフィールドに記録する。（⇒２．１．１１

ＶＯＬ）

（誤）ISBN:4469030805(ｾｯﾄ)

Ｈ２
番号が不正である場合，あるいは番号以外のものが記入されている場合は，エラーメッセージが表示さ
れる。（⇒付録２．１

データチェック）

目録対象資料等に表示されている不正なＩＳＢＮについては，ＸＩＳＢＮフィールドに記録する。
（⇒２．１．１４

ＸＩＳＢＮ）

（誤）ISBN:1234567890
（ﾁｪｯｸﾃﾞｨｼﾞｯﾄが不正である）

Ｈ３
親書誌レコードに対応する国際標準図書番号を記入してはならない。このような番号は親書誌レコード
のＩＳＢＮフィールドに記録する。

Ｈ４
１０桁のＩＳＢＮが記入された場合はそれに対応する「９７８」で始まる１３桁のＩＳＢＮＫＥＹが，
また，「９７８」で始まる１３桁のＩＳＢＮが記入された場合はそれに対応する１０桁のＩＳＢＮＫＥＹ
が作成される。
追加

〔関連項目〕

2010.12

２．１．11

ＶＯＬ

２．１．14

ＸＩＳＢＮ
2.1.12－03

2.1.12

ＩＳＢＮ
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付録２．１

データチェック

付録２．２

正規化処理

2.1.12－04

2010.12
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４．１．12

ＩＳＢＮ

４．１．１２Ｇ《注意事項》
Ｇ１．１
ＩＳＢＮフィールドには，１０桁または「９７８」又は「９７９」で始まる１３桁の番号（アラビア数
字とＸ）及びハイフン以外を記入してはならない。
ただし，ハイフンについては，レコード登録コマンド発行後に正規化処理が行われ，削除される。
（⇒付録２．２

正規化処理）

ハイフンを記入しない場合は，ハイフンの代わりにスペース，その他の記号等を記入してはならない。

変更

Ｇ１．２
ＩＳＢＮの説明語句をＩＳＢＮフィールドに記録してはならない。このような語句は，必要に応じてＶ
ＯＬフィールドに記録する。（⇒４．１．１１ ＶＯＬ）
（誤）ISBN:0792396529(alk.paper)

Ｇ２
番号が不正である場合，あるいは番号以外のものが記入されている場合は，エラーメッセージが表示さ
れる。（⇒付録２．１

データチェック）

目録対象資料等に表示されている不正なＩＳＢＮについては，ＸＩＳＢＮフィールドに記録する。
（⇒４．１．１４

ＸＩＳＢＮ）

（誤）ISBN:0792396530
（ﾁｪｯｸﾃﾞｨｼﾞｯﾄが不正である）

Ｇ３
親書誌レコードに対応するＩＳＢＮを記入してはならない。このような番号は親書誌レコードのＩＳＢ
Ｎフィールドに記録する。

Ｇ４
１０桁のＩＳＢＮが記入された場合はそれに対応する「９７８」で始まる１３桁のＩＳＢＮＫＥＹが，
また，「９７８」で始まる１３桁のＩＳＢＮが記入された場合はそれに対応する１０桁のＩＳＢＮＫＥＹ
が作成される。
追加

〔関連項目〕

2010.12

４．１．11

ＶＯＬ

４．１．14

ＸＩＳＢＮ

５．１．12

ＩＳＢＮ
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6.0

通則

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
（NACSIS 独自規定）
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。
6.0F [報告]
新規レコードを作成した場合や，書誌レコードを修正した場合（→23.0），または，タイトル変遷関係について
新しい事実を発見した場合は，国立情報学研究所に報告する。
報告時に送付するものは以下のとおりである。
(1)

報告内容についての説明（新規作成・修正・変遷報告の別，および対象書誌 ID，報告者の連絡先等）

(2)

書誌レコードの詳細表示画面の画面コピー等

変遷報告の場合は，変遷注記用データシート
新規作成：作成した書誌レコードの画面
書誌修正：修正前の画面と，修正後の画面の両方
タイトル変遷：関連する書誌レコードの画面
(3)

報告の根拠となった情報源
新規作成：記述の根拠となった号の規定の情報源箇所のコピー等
タイトル変遷：タイトル変遷と考える根拠となった情報源箇所のコピー等
書誌修正：修正する根拠となった巻号・情報源箇所のコピー等
変遷前誌・後誌の作成や修正を伴う場合には併せてそのコピー等

送付先：国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 NACSIS-CAT（雑誌）担当
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2
FAX：03-4212-2382
質疑のある場合は，必要に応じて国立情報学研究所と連絡・協議を行うこととする。
追加
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6.0.1

タイトル変遷

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。（→6.0F）
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
変更

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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7.0 通則

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 の対応条文（訳）を示す。

『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。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
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
ページ，その他の前付け部分，奥付）
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。

7.0F [報告]
新規レコードを作成した場合や，書誌レコードを修正した場合（→23.0），または，タイトル変遷関係について
新しい事実を発見した場合は，国立情報学研究所に報告する。
報告時に送付するものは以下のとおりである。
(1)

報告内容についての説明（新規作成・修正・変遷報告の別，および対象書誌 ID，報告者の連絡先等）
変遷報告の場合は，変遷注記用データシート

(2)

書誌レコードの詳細表示画面の画面コピー等
新規作成：作成した書誌レコードの画面
書誌修正：修正前の画面と，修正後の画面の両方
タイトル変遷：関連する書誌レコードの画面

(3)

報告の根拠となった情報源
新規作成：記述の根拠となった号の規定の情報源箇所のコピー等
タイトル変遷：タイトル変遷と考える根拠となった情報源箇所のコピー等
書誌修正：修正する根拠となった巻号・情報源箇所のコピー等
変遷前誌・後誌の作成や修正を伴う場合には併せてそのコピー等
送付先：国立情報学研究所 学術基盤推進部 学術コンテンツ課 NACSIS-CAT（雑誌）担当
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2
FAX：03-4212-2382

質疑のある場合は，必要に応じて国立情報学研究所と連絡・協議を行うこととする。
追加
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7.2.4 PUB

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 12.0B1）
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.］
変更

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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23.0 雑誌書誌レコード修正指針

23.0 雑誌書誌レコード修正指針

23.0A［修正の範囲］
A1
次の場合には，修正を行う必要がある。
1.

初号，所蔵最古号などの優先順位の高い情報源を発見した

2.

データに明らかな誤りがある

3.

データが基準や目録規則と合致しない（書誌レコードの作成単位を含む）

A2
次のような場合には修正を行うことが望ましい。
4.

入力レベルが「選択」である項目に対するデータの記録・追加

5.

入力レベルが「必須」であるフィールドで，複数のデータが存在し得るときの 2 番目以降のデータ

の記録・追加
A3
データが未記録であるときの記録・追加については，改めて書誌の同定を行う必要がある。
A4
上記に定めるもの以外の修正は，行ってはならない。
（例）自館の都合によるデータの削除
23.0B［修正作業］
修正作業は，修正項目を発見した館（以下，「発見館」という）が慎重に検討の上，行うものとする。
23.0C［報告］

（→6.0F）（→7.0F）

C1

変更

GMD，SMD，YEAR フィールド以外のコードフィールド，PRICE フィールド，誤字・脱字等の明らかな誤りの修
正については，学術情報センターに報告する必要はない。
C2
その他の修正については，原則として学術情報センターに報告するものとする。
特に，次のような新たな書誌単位の作成に関わる修正については，修正の内容について必ず学術情報センタ
ーに報告するものとする。
学術情報センターでは，その報告に基づきデータ修正の妥当性をチェックし，必要があればさらに修正作業
を行う。
1.

TR，ED，VLYR，PUB フィールドの修正を行った場合

2.

タイトル変遷が発生し，書誌レコードの修正や新規レコードの作成を行った場合

3.

重複書誌が発生し，一方の書誌レコードを削除する必要性が生じた場合

C3
質疑のある場合は，必要に応じて学術情報センターと連絡・協議を行うこととする。
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優先度の高い情報源による修正

23.1A［原則］
A1
雑誌書誌レコードは，初号に基づいて作成する。
初号がない場合は，所蔵最古号に基づいて書誌レコードを作成する。情報源としてはより古い号を優先する。
A2
初号以外の号に基づいて作成した場合は，記述の基準とした号を NOTE フィールドに必ず記録する。（⇒
7.2.7F3.1）
23.1B［初号による修正］
B1
初号以外に基づいて作成された書誌レコードを，初号によって修正を行う場合は，次のように行う。
1.

初号でのみ記録が可能な，VLYR フィールドの初号巻次・年月次，PUB フィールドの初号出版日付，
YEAR フィールドの開始年を記録する。

2.

各フィールドに追加する必要性のあるデータを記録する。

3.

既存書誌レコードの書誌事項を修正した場合は，既存データをその巻次・年月次とともに NOTE フ

ィールドに記録する。
4.

NOTE フィールドに記録されている，記述の基準とした号についての注記を削除する。

B2
原則として，書誌レコードの記述は初号によって最終的に固定される。しかし，初号による書誌データに不
備がある場合は，同じ初号によって修正を行うことができる。
23.1C［所蔵最古号による修正］
初号以外に基づいて作成された書誌レコードを，それよりも古い所蔵最古号によって修正を行う場合は，次
のように行う。
1.

各フィールドに追加する必要性のあるデータを記録する。

2.

既存書誌レコードの書誌事項を修正した場合は，既存データをその巻次・年月次とともに NOTE フ

ィールドに記録する。
3.

NOTE フィールドに記録されている，記述の基準とした号についての注記を修正する。

23.1D［刊行途中の号による修正］
初号以降の号では，次のような修正が考えられる。
1.

タイトル関連情報，並列タイトル，責任表示，巻次・年月次，出版事項などに追加・変更が生じた
場合は，それらのデータを NOTE フィールドに記録する。この際，修正の根拠となった号の巻次・
年月次も NOTE フィールドに記録する。

2.

責任表示の追加・変更の場合，AL フィールドの追加・リンク形成も行う。

23.1E［終号による修正］
終号では，次のような修正が必要となる。

23.0－02

1.

VLYR フィールドの終号巻次・年月次，PUB，YEAR フィールドの終号出版日付を記録する

2.

PSTAT フィールドに，終刊を示すコード「d」を記録する。
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付録２．１データチェック
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付録２．１データチェック

〔レコード登録コマンドとデータチェック〕
レコード登録コマンドが発行されると，目録システムは，当該コマンドの発行画面（入力画面／修正画
面）に記入されているデータを対象にして，データチェックを行う。
データチェックは，６種類に分けられる。
1)

データ長のチェック

2)

フィールドの繰り返し数のチェック

3)

コード表によるデータチェック

4)

チェックディジットによるデータチェック

5)

重複チェック

6)

必須１のフィールドに対する存在チェック

〔データ長のチェック〕
データ長のチェックは，すべてのフィールド（及びデータ要素）において行われる。
固定長フィールドにおいては，データ長がフィールド長と一致しない場合，当該データは不正である。
可変長フィールドにおいては，データ長がフィールド長を越えている場合，当該データは不正である。

〔フィールドの繰り返し数のチェック〕
フィールドの繰り返し数のチェックは，すべてのフィールドについて行われる。
すべてのフィールドにおいて，当該フィールドの数がフィールドの繰り返し数を越えている場合，当該
フィールドに記入されているデータは不正である。

〔コード表によるデータチェック〕
コード表によるデータチェックは，コード表（⇒付録１．１～付録１．７）を使用してデータ記入を行
うべきフィールド（及びデータ要素）において行われる。
当該フィールド（及びデータ要素）においては，使用すべきコード表に記載されていないデータが記入
されている場合，当該データは不正である。
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〔チェックディジットによるデータチェック〕
チェックディジットによるデータチェックは，次のフィールド（データ要素）において行われる。
ア) ＩＤ
イ) ＩＳＢＮ
ウ) ＩＳＳＮ
エ) ＣＯＤＥＮ
オ) ＢＨＮＴ（前後誌レコードＩＤ）
(1)

ＩＤ及びＢＨＮＴ（前後誌レコードＩＤ）
ＩＤフィールド及びＢＨＮＴフィールド（前後誌レコードＩＤ）においては，データチェックは次の要

領で行われる。
ア) 10 桁の文字列を「ｎ９ｎ８ｎ７ｎ６ｎ５ｎ４ｎ３ｎ２ｎ１ｃ」とする
イ) 「ｎ９」及び「ｎ８」について次の変換を行う
ｎ

ｎ’

Ａ～Ｉ

１～９

Ｊ～Ｓ

０～９

Ｔ～Ｚ

０～６

ウ) 変換後の新しい文字列「ｎ９'ｎ８'ｎ７ｎ６ｎ５ｎ４ｎ３ｎ２ｎ１ｃ」について次の計算を行う
ただし，「ｃ」が「Ｘ」の場合は「ｃ＝10」とみなす
９×ｎ９'＋８×ｎ８'＋７×ｎ７＋６×ｎ６＋５×ｎ５＋４×ｎ４＋３×ｎ３＋
２×ｎ２＋ｎ１－ｃ＝Ｎ
エ) Ｎが「11」で割り切れない場合，当該データは不正である
(2)

ＩＳＢＮ
ＩＳＢＮフィールドにおいては，データチェックは次の要領で行われる。
ア) ハイフンが記入されている場合は，ハイフンを無視する
【ISBN が 10 桁の場合】
イ) 10 桁の文字列「n9n8n7n6n5n4n3n2n1c」について次の計算を行う
ただし、「c」が「X」の場合は「c=10」とみなす
10×n9+9×n8+8×n7+7×n6+6×n5+5×n4+4×n3+3×n2+2×n1+c=N
ウ) N が「11」で割り切れない場合、当該データは不正である
【ISBN が 13 桁の場合】
イ) 13 桁の文字列「9 7 n10n9n8n7n6n5n4n3n2n1c」について次の計算を行う
＜奇数桁＞
奇数桁合計 = 9 + n10 + n8 + n6 + n4 + n2
＜偶数桁＞
偶数桁合計 = ( 7 + n9 + n7 + n5 + n3 + n1 ) × 3

追加

付録 2.1-02
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〔チェックディジットによるデータチェック〕（続）
チェック数字 = 10 - ( ( 奇数桁合計 + 偶数桁合計 ) % 10 )
※ % は剰余を示す
チェック数字 = 10 の場合， チェック数字 = 0 とする
ウ) チェック数字 ≠ c の場合，当該データは不正である
追加

(3)ＩＳＳＮ
ＩＳＳＮフィールドにおいては，データチェックは次の要領で行われる。
ア) ハイフンが記入されている場合は，ハイフンを無視する
イ) ８桁の文字列「ｎ７ｎ６ｎ５ｎ４ｎ３ｎ２ｎ１ｃ」について次の計算を行う
ただし，「ｃ」が「Ｘ」の場合は「ｃ＝10」とみなす
８×ｎ７＋７×ｎ６＋６×ｎ５＋５×ｎ４＋４×ｎ３＋３×ｎ２＋２×ｎ１＋
ｃ＝Ｎ
ウ) Ｎが「11」で割り切れない場合，当該データは不正である
(4)ＣＯＤＥＮ
ＣＯＤＥＮフィールドにおいては，データチェックは次の要領で行われる。
ア) ６桁の文字列「ｎ１ｎ２ｎ３ｎ４ｎ５ｃ」について次の変換を行う
ｎ

ｎ’

Ａ～Ｚ

１～26

１～９

27～35

０

36

イ) 変換後の新しい文字列「ｎ１'ｎ２'ｎ３'ｎ４'ｎ５'ｃ」について次の計算を行う
11×ｎ１'＋７×ｎ２'＋５×ｎ３'＋３×ｎ４'＋ｎ５'＝Ｎ
ウ) Ｎを「34」で割った余り「ｃ'」について次の変換を行う
ｃ’

ｃ”

０

９

１～26

Ａ～Ｚ

27～33

２～８

エ) 「ｃ"」が「ｃ」と一致していない場合，当該データは不正である
チェックディジットのない５桁のＣＯＤＥＮについては，データチェックを行わない。
〔重複チェック〕
重複チェックは，次のフィールド（データ要素）において行われる。
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ア) ＨＤＮＧ（名称，付記事項）
イ) ＬＯＣ
(1)ＨＤＮＧ
ＨＤＮＧフィールドにおいては，重複チェックは次の要領で行われる。
ア) データ中にストローク２つ又はダブルストローク（∥）が存在しない場合は，全データを
チェック対象とする
データ中に「∥」が存在する場合は，「∥」の直前までのデータをチェック対象とする
イ) チェック対象データについて，すべての既存著者名典拠レコード又はすべての既存統一書
名典拠レコードの該当部分との比較を行う
ウ) チェック対象データが既存著者名典拠レコード又は既存統一書名典拠レコードの該当部分
と同一である場合，当該データは不正である
(2)ＬＯＣ
ＬＯＣフィールドにおいては，重複チェックは次の要領で行われる。
ア) 全データをチェック対象とする
イ) チェック対象データについて，同一書誌レコードＩＤ，及び同一参加組織ＩＤを持つすべ
ての既存所蔵レコードの該当部分との比較を行う
ウ) チェック対象データが既存所蔵レコードの該当部分と同一である場合，当該データは不正
である
〔必須１のフィールドに対する存在チェック〕
必須１のフィールドについては，データが記入されているかどうかのチェックを行う。
必須１のフィールドは，次のとおりである。
ア) ＴＸＴＬ（図書／雑誌書誌レコード）
イ) ＴＴＬＬ（図書／雑誌書誌レコード）
ウ) ＴＲ（図書／雑誌書誌レコード）
エ) ＰＵＢ（図書書誌レコード）
オ) ＨＬＹＲ（雑誌所蔵レコード）
カ) ＨＬＶ（雑誌所蔵レコード）
キ) ＨＤＮＧ（著者名／統一書名典拠レコード）
ク) ＮＯＴＥ（著者名／統一書名典拠レコード）
〔エラーメッセージ〕
データの不正を発見した場合，システムは，レコード登録コマンドの実行を保留し，不正の種類に応じ
て，次のエラーメッセージのうちの１つを表示する。
ア) ＴＡＰ３３２４Ｅ

次のフィールドの長さが正しくありません。修正してください。（画

面項目名）
付録 2.1-04
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〔小文字⇒大文字〕
次のフィールド（データ要素）においては，ローマ字小文字は，対応するローマ字大文字に変換され，

画面に表示される。
フィールド（データ要素）

関係するファイル

ＩＳＳＮ

図書書誌

ＧＰＯＮ

及び

ＶＴ（タイトルの種類）

雑誌書誌

フィールド（データ要素）
ＳＨ（件名表の種類）
ＳＨ（件名の種類）
ＮＤＬＰＮ

ＸＩＳＢＮ

ＣＯＤＥＮ

ＮＢＮ

ＵＬＰＮ
図書書誌のみ

ＯＴＨＮ

図書書誌及び
雑誌書誌

ＸＩＳＳＮ

ＩＳＢＮ

ＮＤＬＣＮ

関係するファイル

雑誌書誌のみ

ＢＨＮＴ（変遷のタイプ）
ＵＮＩＤ

著者名典拠のみ

削除

ＣＬＳ（分類表の種類）

〔スペースの削除〕
すべてのフィールドにおいて，データの先頭のスペース（ＮＶＴコード：20／2121）は，削除される
すべてのフィールドにおいて，データの末尾のスペースは，削除される。
なお，この項でいう「データ」には，データ要素間の区切り記号が含まれる。

〔ハイフンの削除〕
次のフィールドにおいては，ハイフンは削除される。

フィールド（データ要素）

関係するファイル
図書書誌

ＩＳＳＮ

及び

フィールド（データ要素）

関係するファイル

ＩＳＢＮ

図書書誌のみ

ＮＤＬＰＮ

雑誌書誌のみ

雑誌書誌
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〔ハイフンの削除と０の挿入〕
次のフィールドにおいては，ハイフンは削除される。
さらに，記入されたデータの桁数（バイト数）を揃えるため，データの特定位置に「０」（アラビア数
字のゼロ）が挿入される。「０」は，必要な数だけ挿入される。

フィールド（データ要素）

付録 2.2-06

０の挿入位置

処理後の桁数

ＬＣＣＮ

先頭２桁の直後

８バイト

ＮＢＮ（ＪＰ番号）

先頭４桁の直後

10 バイト

ＮＤＬＣＮ

先頭２桁の直後

８バイト

関係するファイル
図書書誌 及び 雑誌書誌
図書書誌のみ
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