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図書館職員の現状

•専門職から一般職へ
▫人事異動等でベテランの目録担当者が他
部署へ、図書館業務未経験者が突然目録
担当者に

•目録システムの品質低下問題
▫十分な指導が受けられないまま業務が行
われ、水準に満たないデータが登録される
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本日の研修内容

①目録とは

② NACSIS-CATとは

③目録作成の基礎知識

④分類とは

⑤まとめ
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①目録とは

•一般的な＜目録＞
▫書物の中の内容と見出しを順序立て
て並べたもの
(「蔵書目録」「展示会目録」 など)

•図書館の＜目録＞
▫利用者が必要な図書(資料) にたどり
つけるように、図書の内容、所在場所
が検索できるよう整備したもの
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昔の目録

•目録カード
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現在の目録
•蔵書検索システム（OPAC）

=Online Public Access Catalog

→OPACの元となるデータをローカル
システム上に作成すること
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書誌と所蔵

•書誌データ
▫図書(資料)の内容や体裁などの情報

(書名・著者名・出版社・大きさ など)

•所蔵データ
▫その図書(資料)の所在情報

(配架場所・請求記号・資料番号 など)
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目録作成の効率化

•所蔵 は各所蔵館(機関)でそれぞれ

違う 「固有」 のデータ

•書誌 はどの館(機関)が作成しても同

じになる 「共有」 できるデータ

→NACSIS-CAT で書誌を「共有」
(ナクシスキャット)
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②NACSIS-CATとは

•NII（National Institute of Informatics ＝
国立情報学研究所）が、目録業務負担
軽減と、資料の共有促進を目的として
形成・提供

•海外機関を含む、全国1,263参加館
(2015.3.31現在)の目録所在情報を
データベース化
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オンライン共同分担入力方式

＜NACSIS-CATに書誌がないとき＞

•参加館の1つが、NACSIS-CATに書誌を
作成・登録（＝作成館）

•作成館が登録した書誌をローカルシス
テムにダウンロードして使用できる（＝
作成館以外の書誌作成負担が軽減）
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共有データ作成の注意点

1. 目録規則に準拠していない書誌
を作成しない

2. 重複書誌を作成しない

3. 誤っていると思われる書誌、重複
書誌を見つけたら報告する

（レコード調整）
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目録規則とは

•書誌に記述する項目と、その記述方法
について定めたもの

＜NACSIS-CATの準拠目録規則＞

▫ [和書]日本目録規則 1987年改訂版
▫ [洋書]英米目録規則第2版

※目録システムコーディングマニュアル
（http://catdoc.nii.ac.jp/MAN2/CM/mokuji.html）
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重複書誌とは
•NACSIS-CAT上にすでに該当資料の書
誌が作成されているのに、同じ資料の
書誌を作成すること

•作成日が古い書誌が優先（記述に不
備があれば修正を依頼する）

※NACSIS-CATの書誌は、一度登録す
ると削除できない
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作成館・作成日の見方

※参加館IDをクリックすることで、問い

合わせ先等を確認することができる

作成日 作成館 更新日 更新館
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レコード調整とは

•NACSIS-CATに登録されている情報
に、誤りや重複書誌を発見した場合
に、作成館又はNIIに資料の調整依
頼・報告を行うこと（＝発見館報告）

•自館が作成館となっている書誌で、
他館から書誌調整依頼があった場
合、対応する（＝作成館調整）
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作成館と発見館

•発見館が見つけ次第修正してよい
項目と、作成館に報告しなければ修
正できない項目がある

＜目録システムコーディングマニュアル＞

21.1 図書書誌レコード修正 修正事項一覧

（http://catdoc.nii.ac.jp/MAN2/CM/21_1.html）
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NIIに報告が必要な書誌を
見つけたら

•国立情報学研究所

目録所在情報サービス＞ツール
（https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/tool/）

▫図書書誌修正報告受付

▫重複書誌報告受付
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目録所在情報サービス
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目録作成でわからない点が
あったら

•国立情報学研究所
目録所在情報サービス＞ツール

（https://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/tool/）

▫Q&A DB （Q&Aデータベース）
参加館から寄せられたNACSIS-CATに
関する質問とその回答を検索できる
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Q&A DB（Q&Aデータベース）
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•書誌を作成する

•レコード調整に貢献する

•所蔵を登録する（ILLに貢献）

NACSIS-CAT参加館として

→共有データベースを使用する参加館と

して、作成館となる館ばかりに負担がか
かるようになってはならない
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③目録作成の基礎知識
•主要な項目名
▫ VOL 巻冊次、ISBN
▫ TR 書名、責任表示
▫ ED 版表示
▫ PUB 出版地、出版者、出版年
▫ PHYS 頁数、大きさ
▫ NOTE 一般注記
▫ PTBL シリーズ名
▫ AL 著者 等
▫ CLS 分類
▫ SH 件名
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責任表示とは

•著者、編者、訳者など、その資料の
著作に関わった人物、機関の記述

例）善悪の彼岸 / ニーチェ著 ; 中山元訳

書名 責任表示
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情報源とは

•該当資料の書誌データを作成する際
の根拠となる記述がある部分

＜情報源の優先順位＞
▫標題紙＞奥付＞背・表紙（裏表紙含む）

※上記以外のカバージャケットや帯等は
“その他の情報源”として、補記、注記する
ことができる
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情報源

←標題紙

↑奥付
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版と刷の違い

•版（edition）
▫第2版、改訂版、増補版など、前版から内
容に何らかの変更があることを示す

•刷（print）
▫同一内容の印刷が何回行われたか（増
刷）を示す（内容が変わっていないので
“刷”が違うだけでは書誌は作成しない）
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版と刷

新訂9版としての初刷にあたる 1995.8 刊 の書誌が作成される
2008.5 刊 は増刷のため、1995.8 刊 と同一とみなす
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多巻物書誌とは

•上・下巻、第1巻～第10巻など、書

名が同じで、巻号で識別されるもの
は、 VOL の項目に巻号を記述し、
1つの書誌にまとめる

※固有のタイトルとみなされる最小単

位を TR として書誌が作成される
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多巻物書誌

▫共通の書名部分を TR として、VOL
で区別
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書誌階層（親書誌・子書誌）
とは

•シリーズや全集など、いくつかの
TR を包括する書名（PTBL）を持つ
書誌

▫親書誌 PTBL

▫子書誌 TR    TR TR TR …
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親書誌がある書誌

日経ビジネス人文庫.701 = 経済の本質

（PTBL + シリーズ巻号 =  TR ）
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書誌階層（中位の書誌）とは

•固有の書名を持つ最小単位が TR、最

大単位が PTBL として書誌が作成さ

れ、その間にある書名は「中位の書誌」

として書誌を作成しない

（PTBL 項目の巻号情報に続けて記述

する）
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中位の書誌がある書誌

日経ビジネス人文庫.711 （PTBL）
池上彰のやさしい経済学.2 （中位の書誌）

ニュースがわかる （TR）
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典拠レコードとは

•著者名典拠
▫書誌記述の表記（漢字・カタカナ・英語 な
ど）に関わらず、同一の著者の著作を一
元的に管理するため統一標目にしたもの

•統一書名典拠
▫古典などの書名を統一標目にしたもの

例）竹取物語 ←竹取翁物語、かぐや姫

34



リンクとは

•各レコードを関連付けて多面的な検
索を可能にすること

▫書誌‐所蔵
▫ (親)書誌‐(子)書誌
▫書誌‐著者名典拠
▫書誌‐統一書名典拠
▫著者名典拠‐著者名典拠
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④分類とは

•一般的な＜分類＞
▫種類によって分けること

•図書館の＜分類＞
▫その資料がどういった主題(テーマ)な
のかを確認し、所在や請求記号を確定
すること（所蔵データの作成）
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請求記号とは

←分類記号（主題）

←著者記号

←巻次記号

•配架場所を示す番号（背ラベル）

→主題を番号で表すことで配列する

324

Ta84

3
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図書分類法とは

•図書を主題や内容で分類し、それぞ
れの主題に番号（分類番号）を付番
することで体系化したもの

＜主な分類法＞
▫日本十進分類法（NDC）
▫デューイ十進分類法（DDC）
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日本十進分類法(NDC)とは

•日本で最も広く使用されている図書
分類法 （Nippon Decimal Classification）

•現在の最新版は、2014年刊の 新
訂10版（NDC10） だが、前版の 新
訂9版（NDC9） を使用し続けている
機関も多い
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分類法の改定
•分類法は改定により、分類番号が大き
く変更されることがある

例）コンピュータソフトウェア関連
▫新訂7版（1961年刊）→549.92（工学）
▫新訂9版（1995年刊）→007.6 （情報学）

※今までの分類と整合性が取れないの
で改版されてもすぐには変更できない
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請求記号の決定

•請求記号は“どこに配架するか”の
目印のため、各館で違っていてよい
（機関独自の請求記号を付与している

場合も多い）

※利用者がその図書を探せる（たど

りつける）ようにすることが重要
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請求記号の付与で迷ったら

•他大学の請求記号を参考にする
▫ CiNii Books （サイニィ ブックス）

（http://ci.nii.ac.jp/books/）
→NACSIS-CATをWebで検索できる（一般公開用）

•書店の分類を参考にする
▫紀伊國屋書店ウェブストア など
（https://www.kinokuniya.co.jp/）
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⑤まとめ

•共有で利用する書誌データでは、規
則に準拠した正確なデータ作成・運
用が必要

•自館のみのデータである所蔵データ
は規則を参考にしながらも、利用者
の探しやすさを考慮することが必要
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おわりに

•これからの学術情報システム構築
検討委員会

(http://www.nii.ac.jp/content/korekara/)
→「電子情報資源を含む総合目録データベースの強
化」を推進することを目的として2012年に設置

※２０２０年には電子情報源に対応した新
たな目録システムに大きく転換（予定）
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ありがとうございました
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