「総合目録 - 図書初級」第3回

I

問題例および解答・解説

総合目録の概要

「概要」部分については、おもに国立情報学研究所主催・
目録システム講習会テキストの「1 目録システム概論」
、
「2
目録情報の基準」および『目録情報の基準』
（以下『基準』
）
の「1 総合目録データベースの概要」
、
「2 総合目録データ
ベースの構造」から出題されています。

＞ 問５
書誌ファイルには図書書誌ファイルと雑誌書誌ファイル
があり、両ファイルともその中に和資料ファイルと洋資料
ファイルを持っている。

正 解：×
正答率：54.7%
書誌ファイルに、図書書誌ファイルと雑誌書誌ファイル
があるというのは正しいのですが、和資料ファイルと洋資
料ファイルに分かれているというのは間違いです。以前は
和資料ファイルと洋資料ファイルに分かれていたのですが、
1997年に統合されて、現在は一つのファイルに収められて
います。
（
『基準』2.1 ファイル構成）

＞問

26

「転記の原則」により、英文タイトルは規定の情報源に表
記されているとおりの大文字、小文字で入力されている。

正 解：×
正答率：70.5%
「転記の原則」により、書誌データは資料中に表示されて
いる通りに記入されているのが前提ですが、いくつか例外
もあります。問題にある、英文タイトルの大文字・小文字
の使用法もその一つで、当該言語の正書法にもとづいて記
述されています。ですから、英語のタイトルが資料にはす
べて大文字で表示されていても、タイトルの先頭と、固有
名詞の語頭など、英語の正書法で大文字で表記されるもの
以外は小文字に直して記入されています。
（
『基準』11.1.2
転記の原則）

II

各レコードの特徴

おもに『基準』の「4 図書書誌レコード」
、
「8 著者名典
拠レコード」
、
「9 統一書名典拠レコード」から出題されて
います。

＞問

31

図書書誌レコードは、単行書誌単位及び最上位の集合書
誌単位毎に作成する。中位の書誌単位の記録は、単行書誌
単位のレコードにおいて行う。

正 解：○
正答率：88.5%
書誌レコードは、単行書誌単位及び最上位の集合書誌単
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位毎に作成します。3階層以上の構造があるものの場合、中
位の書誌単位に関する情報は子書誌に記入します。タイト
ルと責任表示は子書誌のPTBLフィールドに、著者名リンク
（AL）は子書誌のALフィールドに記入します。
（
『基準』4.2.3 図書書誌レコードの作成単位）

＞問

41

目録規則によって著者名典拠の標目の形が異なる場合は、
それぞれの形を標目とした著者名典拠レコードを作成され
ている。

正解：×
正答率：51.8%
「目録規則によって著者名典拠の標目の形が異なる場合」と
いうのは、例えば日本目録規則では日本語、英米目録規則
ではアルファベットで表記される場合です。このような場
合、それぞれの目録規則にもとづいて別々の著者名典拠レ
コードが作成されているのではなく、著作の原版で用いて
いる主な言語が日本語、中国語、韓国・朝鮮語である場合
は日本目録規則、それ以外は英米目録規則にもとづいて記
述されています。
（
『基準』2.4.2 典拠レコード）

III

検索の仕組み

『基準』の「11.3 ヨミの表記及び分かち書き規則」と、
『目
録システム利用マニュアル』の「付録.C インデクス作成仕
様」を理解していれば正答できる問題です。

＞問

48

PUBフィールドの出版者「金原書店」から、検索用イン
デクスとして切り出されるのは、
「金原書店」
「金原」
「書店」
である。

正 解：×
正答率：64.7%
NACSIS-CATでは、書誌の漢字部分のインデクスを切り
出すにあたっては、デリミタ以外ではヨミのワカチがもとに
なります。ですから、ヨミのないPUBフィールドの出版者
については、デリミタが無い限り、ワカチされたインデク
スが作成されることはあり得ません。
（
『利用マニュアル』付録.C インデクス作成仕様）

＞問

51

TRフィールドの本タイトルに「ビデオα」を持つ資料を
検索する場合に、
「TITLE=ビデオ アルファ」は正しい検
索キーである。

正 解：×
正答率：77.0%
ラテン文字、アラビア数字、ギリシア文字、ロシア文字
及び記号等は、表示されているとおりをヨミとしますので、
「α」は「α」のままがヨミに記入されているはずです。もっ

とも、このような場合に「アルファ」で検索してもヒットす
るように、
VT（その他のタイトル）フィールドに「アルファ」
というヨミを持つタイトルを記入する事が可能ですが、すべ
ての書誌にその他のタイトルがあるわけではありませんの
で、
「アルファ」は正しい検索キーとはいえません。
（
『基準』11.3.2 ヨミの表記）

IV

書誌同定

同定問題は、コーディングマニュアルの「0.4 新規レコー
ド作成の指針」からの出題です。

＞問

88

図４の図書はペーパーバックだが、ハードカバーのISBN
である「978-0-333-99808-3」で検索しても同じ検索結
果が得られる。

正 解：×
正答率：49.6%
1つの書誌に、ハードカバーとペーパーバックの２つの
ISBNが記入されていることがあるので、○だと思われた方

手元の資料と検索結果の書誌データとを照合したところ、
他の情報は一致していたが、手元の資料にはCDが付属して
いるのに対して、書誌データにはカセットテープが付属して
いると記述されていた。この場合は、この書誌と同定して
よい。

が多かったようです。
書誌が作成されたときには、手許にハードカバーまたは
ペーパーバックの片方しか無いことが多いので、最初はど
ちらか一方のISBNしか記入されていない事がほとんどで
す。従って、もう一方のISBNで検索しても、ヒットする事
は期待できません。
実際のNACSIS−CATでも、片方のISBNで検索してヒッ
トしなかったために新たに重複書誌を作成してしまったと考
えられるケースが多々見受けられます。ISBNで検索してヒッ
トしなかった場合には、必ずタイトルなど他の検索キーで検
索して、
求める書誌が本当にないのかどうか確認しましょう。

正 解：×
正答率：73.4%

＞問

＞問

80

付属資料の相違は別書誌作成の根拠となり得ます。
（
『コー
ディングマニュアル』0.4「新規レコード作成の指針」
）
なお、刷によって付属資料があったり無かったりする場合
には、別書誌作成の根拠とはならない、と国立情報学研究
所が運営するNACSIS-CAT/ILL Q&Aデータベースで回答さ
れています。
（
『Q&A』管理番号A002572700）

V

89

図４のタイトルページ裏にある「2005045603」はLC
番号であり、LCCNフィールドに記入されるものである。

正 解：○
正答率：63.3%
LCCNは ア メ リ カ 議 会 図 書 館 の 管 理 番 号（Library of
Congress Control Number）です。（以前はカード番号と

総合

「 総 合 」では実際 の 作 業、つまり、手 許にある資 料で

NACSIS−CATを検索し、ヒットした書誌に所蔵登録して
良いかどうかを判断する事を想定して出題されています。

タイトルページ

タイトルページ裏

言っていました。コーディングマニュアルは今でもそうなっ
ています。
）
資料中に「LCCN」と明記されている事もありますし、こ
の例のようにCIPデータ（Catalogue In Print）の右下に表
示されている事も多いです。この番号はNACSIS-CATでは
LCCNフィールドに記入される事になっており、検索キーと
して使用することもできます。

＞問

90

「AKEY=thepld」は、図４の図書の正しい検索キーであ
る。

正 解：○
正答率：19.4%

装丁
：ペーパーバック
ページ数： xvi, 313 p.
大きさ ： 24 cm.

図４

日常の業務でAKEYをお使いの方はあまり多くはないよう
です。知らなくても検索はできるのですが、効率的で正確
な検索をするためには強力なツールですので、ぜひ活用し
て頂きたいと思います。切り出し方は、洋書の場合、タイト
ルの先頭の4語から、それぞれ先頭の3文字、1文字、１文字、
1文 字 で す。 設 問 の タ イ ト ル は ” The Palgrave literary
dictionary of Chaucer” ですので、下線部分を切り出した
“thepld” がAKEYとなります。
（
『利用マニュアル』付録.C インデクス作成仕様）
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