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1.  序文 
 
Toccata MARC では UNIMARC の規定に従って種々のコードデータを入力している. このコー
ドブックは頒布用 MARC の中に収められるコードデータの一覧である. 
 
各コードには MARC タイプごとの対応表を掲載してある. データの有無欄が○印のものには (オ
ンライン・レコードに入力している場合に) 該当するコードデータが存在する. ×印の場合には当
該フォーマット上にはそのコードデータを収録する場所がない. 
 

MARCフォーマット対応表の例示  

MARCタイプ データの有無  

JP ○  

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ○  

Universal ○  
 
 
コードの多くは英数字を使用している. 小文字のアルファベットを使用するコード体系では, 入力も
小文字で行なっているが, １バイト文字として EBCDIC を使用する MARC タイプでは大文字に
変換されるので注意が必要である. 
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2.   レコード種別 
 
そのレコードが記述する対象資料の種類を定義する1字コード. コードのうちのいくつかは一般資
料表示 (GMD) と同等である (ただし, 全てではない). このコードは資料種別ごとに目録を編成
する場合や, 検索時の限定条件として用いることができる. 
 

MARCフォーマット対応表 
MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ レコードラベル (文字位置6) 
FixL, Standard ○ ラベル部 (文字位置100-101) 
FixL, Plus ○ ラベル部 (文字位置100-101) 
FixL, Premium ○ ラベル部 (文字位置100-101) 
Universal ○ レコードラベル (文字位置6) 

 
JP/Universal FixL 定義 

a 00 言語・文字資料 (印刷物) 
b × 言語・文字資料 (手稿) 
c 01 楽譜 (印刷物) 
d × 楽譜 (手稿) 
e 02 地図 (印刷物) 
f × 地図 (手稿) 
g 05 映像資料 (映画, フィルムストリップ, スライド, トランスペアレンシー, 

ビデオ資料) 
i 06 録音資料 (非音楽） 
j 07 録音資料 (音楽) 
k 08 二次元の画像資料 (絵画・デザイン等) 
l 09 コンピュータ・メディア 
m 04 マルチメディア (複合媒体資料) 
r 10 三次元工芸品・実物教材 

 
コードは二義的な物理形態ではなく, 目録対象資料の実際の資料形態によって付与する. そのた
め, マイクロ資料に対するコードは存在しない: 例えば言語・文字出版物のマイクロ資料には, 言
語・文字資料 (印刷物) のコードを, 手稿楽譜のマイクロ資料には楽譜 (手稿) のコードを用いる. 
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3.   利用対象コード 
 
目録対象資料の利用対象者を示す１字コードで Toccata MARC では IFLA (国際図書館連盟)
 による ITAC (International Target Audience Code, 1977) を用いている. コードは３個まで付与
することができる. 使用しない文字位置はブランクとする. 
 

MARCフォーマット対応表 
MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 100 (文字位置17-19) 
FixL, Standard ○ ラベル部 (文字位置148-150) 
FixL, Plus ○ ラベル部 (文字位置148-150) 
FixL, Premium ○ ラベル部 (文字位置148-150) 
Universal ○ 100 (文字位置17-19) 

 
    教育・研究用コード 
c 小学生 
g 中学・高校生 
m 大学・短期大学生 
p 大学院生以上の研究者 
z  特殊教育 (リハビリテーション用など) 
 
    一般用コード 
b 就学前の乳幼児 (０～５歳) 
j 児童 (小学生) 
k 未成年 (中学・高校生などのティーンエイジャー) 
r 成人: 一般 (趣味や楽しみのためのもの) 
v 成人: 学問的な教養 
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4.   官庁刊行物コード 
 
このコードは目録対象資料が官庁刊行物であるかどうかを示す. 官庁刊行物とは政府や地方自治
体が発行したか財政負担をしたものである. 学術機関は政府機関とはみなさない. 
 

MARCフォーマット対応表 
MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 100 (文字位置20)
FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 100 (文字位置20)
 
 

a 国 
 固有の政府・議会等が存在する独立国家. 
 
b 県・州 
 連邦/国家より1レベル下の地方自治体. 
 
c 郡 
 中間レベルの地方. 通常は法的権力はない. 
 
d 市町村 
 最下位のレベルにある自治体. 
 
e 都市間 
 国内のレベルの異なる自治体の混在. 例えば県と県内の市町村との共同出版. 
 
f 政府間 
 国際連合等の国際機関とその支部. 
 
h レベル不明 
 官庁刊行物ではあるが, どのレベルか目録対象資料からは不明. 
 
u 不明 
 官庁刊行物かどうか不明. 
 
y 官庁刊行物でない 
 目録対象資料が官庁刊行物でない場合に全て適用する. 
 
z その他の政府レベル 
 官庁刊行物ではあるが, 項目 a～g のレベルに該当しない. 
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5.   出版国コード 

5.1.  序文 
 
資料を発行, 頒布, 発売, 製作した国を示すコードデータ. Toccata MARC では UNIMARC の
規定に従って, ISO 3166-1993 (Codes for the representation of names of countries) の 2 文
字コードを使用している. なお, 国内規格 JIS X 0304-1994 は ISO 3166-1993 の翻訳である. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 102 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ○ 2xK 

Universal ○ 102 
 

5.2.  コードデータ 
 

コード 日本語名 英語名 
AD アンドラ Andorra 

AE アラブ首長国連邦 United Arab Emirates 

AF アフガニスタン Afghanistan 

AG アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda 

AI アンギラ Anguilla 

AL アルバニア Albania 

AM アルメニア Armenia 

AN オランダ領アンティル Netherlands Antilles 

AO アンゴラ Angola 

AQ 南極 Antarctica 

AR アルゼンチン Argentina 

AS アメリカ領サモア American Samoa 

AT オーストリア Austria 

AU オーストラリア Australia 

AW アルバ Aruba 

AZ アゼルバイジャン Azerbaijan 

BA ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina 
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コード 日本語名 英語名 
BB バルバドス Barbados 

BD バングラデシュ Bangladesh 

BE ベルギー Belgium 

BF ブルキナ・ファソ Burkina Faso 

BG ブルガリア Bulgaria 

BH バーレーン Bahrain 

BI ブルンディ Burundi 

BJ ベナン Benin 

BM バーミューダ Bermuda 

BN ブルネイ・ダルサラーム Brunei Darussalam 

BO ボリビア Bolivia 

BR ブラジル Brazil 

BS バハマ Bahamas 

BT ブータン Bhutan 

BV ブーヴェ島 Bouvet Island 

BW ボツワナ Botswana 

BY ベラルーシ Belarus 

BZ ベリーズ Belize 

CA カナダ Canada 

CC ココス島 Cocos (Keeling) Islands 

CF 中央アフリカ共和国 Central African Republic 

CG コンゴ Congo 

CH スイス Switzerland 

CI コート・ディヴォワール Côte d’Ivoire 

CK クック諸島 Cook Islands 

CL チリ Chile 

CM カメルーン Cameroon 

CN 中国 China 

CO コロンビア Colombia 

CR コスタ・リカ Costa Rica 

CS* → CZ; SK  

CT* → KI  

CU キューバ Cuba 

CV カーボ・ベルデ Cape Verde 

CX クリスマス島 Christmas Island 

CY キプロス Cyprus 
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コード 日本語名 英語名 
CZ チェコ共和国 Czech Republic 

DD* → DE  

DE ドイツ Germany 

DJ ジブチ Djibouti 

DK デンマーク Denmark 

DM ドミニカ Dominica 

DO ドミニカ共和国 Dominican Republic 

DZ アルジェリア Algeria 

EC エクアドル Ecuador 

EE エストニア Estonia 

EG エジプト Egypt 

EH 西サハラ Western Sahara 

ER エリトリア Eritorea 

ES スペイン Spain 

ET エチオピア Ethiopia 

FI フィンランド Finland 

FJ フィジー Fiji 

FK フォークランド諸島 Falkland Islands (Malvinas) 

FM ミクロネシア連邦 Micronesia (Fedelated States of) 

FO フェロー諸島 Faeroe Islands 

FR フランス France 

FX フランス本国 France, Metropolitan 

GA ガボン Gabon 

GB イギリス (連合王国) United Kingdom 

GD グレナダ Grenada 

GE グルジア Georgia 

GF フランス領ギアナ French Guiana 

GH ガーナ Ghana 

GI ジブラルタル Gibraltar 

GL グリーンランド Greenland 

GM ガンビア Gambia 

GN ギニア Guinea 

GP グアドループ島 Guadelope 

GQ 赤道ギニア Equatorial Guinea 

GR ギリシャ Greece 
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コード 日本語名 英語名 
GS 南ジョージア島・南サンドイッチ諸

島 
South Georgian and South Sandwich Islands 

GT グアテマラ Guatemala 

GU グアム Guam 

GW ギニア・ビサオ Guinea-Bissau 

GY ガイアナ Guyana 

HK ホンコン (香港) Hong Kong 

HM ヘアド島・マクドナルド島 Heard and McDonald Islands 

HN ホンデュラス Honduras 

HR クロアチア Croatia 

HT ハイティ Haiti 

HU ハンガリー Hungary 

HV* → BF  

ID インドネシア Indonesia 

IE アイルランド Ireland 

IL イスラエル Israel 

IN インド India 

IO イギリス領インド洋地域 British Indian Ocean Territory 

IQ イラク Iraq 

IR イラン・イスラム共和国 Iran (Islamic Republic of) 

IS アイスランド Iceland 

IT イタリア Italy 

JM ジャマイカ Jamaica 

JO ヨルダン Jordan 

JP 日本 Japan 

JT* → UM  

KE ケニア Kenya 

KG キルギスタン Kyrgyzstan 

KH カンボディア Cambodia 

KI キリバス Kiribati 

KM コモロ Comoros 

KN セント・キッツ・ネヴィス Saint Kitts and Nevis 

KP 朝鮮民主主義人民共和国 Korea, Democratic People's Republic of 

KR 大韓民国 Korea, Republic of 

KW クウェート Kuwait 

KY ケイマン諸島 Cayman Islands 
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コード 日本語名 英語名 
KZ カザフスタン Kazakhstan 

LA ラオス人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic 

LB レバノン Lebanon 

LC セント・ルシア Saint Lucia 

LI リヒテンシュタイン Liechtenstein 

LK スリ・ランカ Sri Lanka 

LR リベリア Liberia 

LS レソト Lesotho 

LT リトゥアニア Lithuania 

LU ルクセンブルク Luxembourg 

LV ラトヴィア Latvia 

LY リビア・アラブ国 Libyan Arab Jamahiriya 

MA モロッコ Morocco 

MC モナコ Monaco 

MD モルドヴァ共和国 Moldova, Republic of 

MG マダガスカル Madagascar 

MH マーシャル諸島 Marshall Islands 

MI* → UM  

ML マリ Mali 

MM ミャンマー (ビルマ) Myanmar (Burma) 

MN モンゴル Mongolia 

MO マカオ Macau 

MP 北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands 

MQ マルティニーク Martinique 

MR モーリタニア Mauritania 

MS モンセラト Montserrat 

MT マルタ Malta 

MU モーリシャス Mauritius 

MV モルディヴ Maldives 

MW マラウイ Malawi 

MX メキシコ Mexico 

MY マレーシア Malaysia 

MZ モザンビーク Mozambique 

NA ナミビア Namibia 

NC ニュー・カレドニア New Caledonia 

NE ニジェール Niger 

 
- 9 - 



Toccata MARC Code Book 
 
 
 
 
コード 日本語名 英語名 
NF ノーフォーク島 Norfolk Island 

NG ナイジェリア Nigeria 

NI ニカラグア Nicaragua 

NL オランダ Netherlands 

NO ノルウェー Norway 

NP ネパール Nepal 

NQ* → AQ  

NR ナウル Nauru 

NT* → IQ; SA  

NU ニウエ Niue 

NZ ニュージーランド New Zealand 

OM オマーン Oman 

PA パナマ Panama 

PC* → FM; MH; MP; PW  

PE ペルー Peru 

PF フランス領ポリネシア French Polynesia 

PG パプア・ニュー・ギニア Papua New Guinea 

PH フィリピン Philippines 

PK パキスタン Pakistan 

PL ポーランド Poland 

PM サン・ピエール・ミクロン島 Saint Pierre and Miquelon 

PN ピトケアン島 Pitcairn Island 

PR プエルト・リコ Puerto Rico 

PT ポルトガル Portugal 

PU* → UM  

PW パラオ Palau 

PY パラグアイ Paraguay 

QA カタール Qatar 

RE レユニオン Réunion 

RO ルーマニア Romania 

RU ロシア連邦 Russian Federation 

RW ルワンダ Rwanda 

SA サウディ・アラビア Saudi Arabia 

SB ソロモン諸島 Solomon Islands 

SC セイシェル Seychelles 

SD スーダン Sudan 
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コード 日本語名 英語名 
SE スウェーデン Sweden 

SG シンガポール Singapore 

SH セントヘレナ Saint Helena 

SI スロヴェニア Slovenia 

SJ スヴァールバル・ヤン・マイエン Svalbard and Jan Mayen 

SK スロヴァキア Slovakia 

SL シエラ・レオネ Sierra Leone 

SM サン・マリノ San Marino 

SN セネガル Senegal 

SO ソマリア Somalia 

SR スリナム Suriname 

ST サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe 

SU* → AM; AZ; EE; GE; KG; KZ; LT; LV; MD; RU; TI; TM; UZ 
SV エルサルバドル El Salvador 

SY シリア・アラブ共和国 Syrian Arab Republic 

SZ スワジランド Swaziland 

TC タークス・カイコス諸島 Turks and Caicos Islands 

TD チャド Chad 

TF フランス領極南諸島 French Southern Territories 

TG トーゴ Togo 

TH タイ Thailand 

TJ タジキスタン Tajikistan 

TK トケラウ Tokelau 

TM トゥルクメニスタン Turkmenistan 

TN チュニジア Tunisia 

TO トンガ Tonga 

TP 東ティモール East Timor 

TR トルコ Turkey 

TT トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago 

TV ツバル Tuvalu 

TW 台湾 Taiwan 

TZ タンザニア連合共和国 Tanzania, United Republic of 

UA ウクライナ Ukraine 

UG ウガンダ Uganda 

UM アメリカ領太平洋諸島 United States Minor Outlying Islands 

US アメリカ合衆国 United States 
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コード 日本語名 英語名 
UY ウルグアイ Urguay 

UZ ウズベキスタン Uzbekistan 

VA ヴァティカン市国 Vatican City State 

VC セントヴィンセント・グレナデーン Saint Vincent and the Grenadines 

VE ベネズエラ Venezuela 

VG イギリス領ヴァージン諸島 British Virgin Islands 

VI アメリカ領ヴァージン諸島 United States Virgin Islands 

VN ヴェトナム Viet Nam 

VU バヌアツ Vanuatu 

WF ワリス・フテュナ諸島 Wallis and Futuna Islands 

WK* → UM  

WS 西サモア Samoa 

YD* → YE  

YE イエメン Yemen 

YT マイヨット Mayotte 

YU ユーゴスラヴィア Yugoslavia 

ZA 南アフリカ South Africa 

ZM ザンビア Zambia 

ZR ザイール Zaire 

ZW ジンバブエ Zimbabwe 
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6.   言語コード 

6.1.  序文 
 
Toccata MARC では UNIMARC の規定に従ってコードに USMARC と同じコードを使用してい
る. コード本表は第１欄のコード順に排列されている. 各欄は左から言語コード, 言語名 (英語), 
言語名 (日本語) となっている. MARC レコードには言語コードのみを収めてある. タイトル標目
に付随する言語コードは, レコードを受け取った機関が, その言語のタイトルをアクセスポイントか
ら除外する場合に有用なデータ要素となる. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 100, 101, 200, 5xx 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ○ 7xL 

Universal ○ 100, 101, 200, 5xx 
 

6.2.  コードおよび言語名 
 
コード表で使用している言語名には, Toccata MARC の件名標目とは一致しないものがある. 英
語の名称は USMARC Code List for Languages. 1996 ed. から, 日本語の名称は各種の情報
源 (主として国立国会図書館件名標目表) によっている. 
 

6.3.  特別コード 
 
言語名不明・未詳 [und].  このコードを目録対象資料に関連する言語が判断できない場合
に使用している. このコードは, また, 恣意的音節による内容, ハミング, または人間が発する
言語不明の音声にも用いている. 
 
多言語 [mul].  このコードは目録対象資料に関連する言語が多数あり, 全てに言語コードを
使用することが実際的でない場合に用いる. 書誌レコードでは, 関係言語が3以上の場合に
コード[mul]を用いている. 
 
日本語のローマ字表記 [rmn].  Toccata MARCではコード「rmn」を使用している. このコード
は日本語のローマ字表記を示す. このコードは言語コード表には含まれていない. 
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6.4.  言語コード表 
 
コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 

a 
  

ace Achinese アチェー語 
ach Acoli アチョリ語 
ada Adangme アダングメ語 
afa Afroasiatic (Other) アフロアジア語 (その他の) 
afh Afrihili (Artificial language) アフリヒリ (人工語) 
afr Afrikaans アフリカーンス語 
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) アルゴンキン語 (その他の) 
amh Amharic アムハラ語 
ang English, Old (ca. 450-1100) 古英語 (450-1100頃) 
apa Apache languages アパッチ諸語 
ara Arabic アラビア語 
arc Aramaic アラム語 
arm Armenian アルメニア語 
arn Mapuche マプチェ語 
arp Arapaho アラパホー語 
art Artificial (Other) 人工語 (その他の) 
arw Arawak アラワク語 
asm Assamese アッサム語 
ath Athapascan (Other) アサパスカン語 (その他の) 
ava Avaric アヴァル語 
ave Avestan アヴェスタ語 
awa Awadhi アワディ語 
aym Aymara アイマラ語 
aze Azerbaijani アゼルバイジャン語 

b 
  

bad Banda バンダ語 
bai Bamileke languages バミレケ諸語 
bak Bashkir バシキール語 
bal Baluchi バルーチー語 
bam Bambara バンバラ語 
ban Balinese バリ語 
baq Basque バスク語 
bas Basa バサ語 
bat Baltic (Other) バルト語 (その他の) 
bej Beja ベジャ語 
bel Belarusian ベラルーシ語 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 
bem Bemba ベンバ語 
ben Bengali ベンガル語 
ber Berber (Other) ベルベル語 (その他の) 
bho Bhojpuri ボージプリー語 
bik Bikol ビコル語 
bin Bini ビニ語 
bis Bislama ビスラマ 
bla Siksika ブラックフット語 
bnt Bantu (Other) バントゥー語 (その他の) 
bra Braj ブラジ語 
bre Breton ブルトン語 
btk Batak バタク語 
bug Bugis ブギ語 
bul Bulgarian ブルガリア語 
bur Burmese ビルマ語 

c 
  

cad Caddo カドー語 
cai Central American Indian (Other) 中米インディアン語 (その他の) 
cam Khmer クメール語 
car Carib カリブ語 
cat Catalan カタロニア語 
cau Caucasian (Other) コーカサス語 (その他の) 
ceb Cebuano セブアノ語 
cel Celtic (Other) ケルト語 (その他の) 
cha Chamorro チャモロ語 
chb Chibcha チブチャ語 
che Chechen チェチェン語 
chg Chagatai チャガタイ語 
chi Chinese 中国語 
chn Chinook jargon チヌーク ジャーゴン 
cho Choctaw チョクトー語 
chr Cherokee チェロキー語 
chu Church Salvic 教会スラヴ語 
chv Chuvash チュヴァシュ語 
chy Cheyenne シャイアン語 
cmc Chamic languages チャム諸語 
cop Coptic コプト語 
cor Cornish コーンウォール語 
cpe Creoles and Pidgins, English-based (Other) 混成語・混合語 (英語基盤 (その他の)) 
cpf Creoles and Pidgins, French-based (Other) 混成語・混合語 (フランス語基盤 (その他の)) 
cpp Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)混成語・混合語 (ポルトガル語基盤 (その他の))
cre Cree クリー語 
crp Creoles and Fidgins (Other) 混成語・混合語 (その他の) 
cus Cushitic (Other) クシュ語 (その他の) 
cze Czech チェコ語 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 

d 
  

dak Dakota ダコタ語 
dan Danish デンマーク語 
day Dayak ダヤク語 
del Delaware デラウェア語 
din Dinka ディンカ語 
div Divehi ディヴェーヒー語 
doi Dogri ドグリー方言 
dra Dravidian (Other) ドラヴィダ語 (その他の) 
dua Duala ドゥアラ語 
dum Dutch, Middle (ca. 1050-1350) 中世オランダ語 (1050-1350頃) 
dut Dutch オランダ語 
dyu Dyula デュラ語 

e 
  

efi Efik エフィク語 
egy Egyptian エジプト語 
eka Ekajuk エカジュク語 
elx Elamite エラム語 
eng English 英語 
enm English, Middle (1100-1500) 中世英語 (1100-1500) 
esk Eskimo languages エスキモー諸語 
esp Esperanto エスペラント 
est Estonian エストニア語 
eth Ethiopic エチオピア語 
ewe Ewe エウェ語 
ewo Ewondo エウォンド語 

f 
  

fan Fang ファン語 
far Faroese フェロー語 
fat Fanti ファンティー語 
fij Fijian フィジー語 
fin Finnish フィン語 
fiu Finno-Ugrian (Other) フィン・ウゴル語 (その他の) 
fon Fon フォン語 
fre French フランス語 
fri Friesian フリース語 
frm French, Middle (ca. 1400-1600) 中世フランス語 (1400-1600頃) 
fro French, Old (ca. 842-1400) 古フランス語 (842-1400頃) 
ful Fula フラ語 

g 
  

gaa Ga ガ語 
gae Gaelic (Scots) ゲール語 (スコットランド) 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 
gag Galician ガリシア語 
gal Oromo オロモ語 
gay Gayo ガヨ語 
gba Gbaya バヤ語 
gem Germanic (Other) ゲルマン語 (その他の) 
geo Georgian グルジア語 
ger German ドイツ語 
gil Gilbertese キリバス語 
gmh German, Middle High (ca. 1050-1500) 中高ドイツ語 (1050-1500頃) 
goh German, Old High (ca. 750-1050) 古高ドイツ語 (750-1050頃) 
gon Gondi ゴーンディー語 
gor Gorontalo ゴロンタロ語 
got Gothic ゴート語 
grb Grebo グレボ語 
grc Greek, Ancient (to 1453) 古代ギリシャ語 (1453前) 
gre Greek, Modern (1453- ) 近代ギリシャ語 (1453- ) 
gua Guarani グアラニー語 
guj Gujarati グジャラーティー語 

h 
  

hai Haida ハイダ語 
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 ヒリガイノン語 
him Himachali ヒマチャル語 
hin Hindi ヒンディー語 
hmn Hmong モング語 
hmo Hiri Motu ヒリ モトゥ語 
hun Hungarian ハンガリー語 
hup Hupa アタパスカ語 

i 
  

iba Iban イバン語 
ibo Igbo イボ語 
ice Icelandic アイスランド語 
ijo Ijo イジョ語 
ilo Iloko イロカノ語 
inc Indic (Other) インド語 (その他の) 
ind Indonesian インドネシア語 
ine Indo-European (Other) 印欧語 (その他の) 
int Interlingua (International Auxiliary Language 

Association) 
インターリングァ (国際補助言語協会) 

ira Iranian (Other) イラン語 (その他の) 
iri Irish アイルランド語 
iro Iroquoian (Other) イロクォイ語 (その他の) 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 
ita Italian イタリア語 

j 
  

jav Javanese ジャワ語 
jpn Japanese 日本語 
jpr Judeo-Persian ユダヤ・ペルシャ語 
jrb Judeo-Arabic ユダヤ・アラビア語 

k 
  

kaa Kara-Kalpak カラ・カルパク語 
kab Kabyle カビル語 
kac Kachin カチン語 
kam Kamba カンバ語 
kan Kannada カンナダ語 
kar Karen カレン語 
kas Kashmiri カシミーリー語 
kau Kanuri カヌリ語 
kaw Kawi カウィ語 
kaz Kazakh カザーフ語 
kha Khasi カシ語 
khi Khoisan (Other) コイサン語 (その他の) 
kho Khotanese コータン語 
kik Kikuyu キクユ語 
kin Kinyarwanda キンヤルワンダ語 
kir Kyrgyz キルギス語 
kmb Kimbundu キンブンドゥ語 
kok Konkani コンカニー語 
kon Kongo コンゴ語 
kor Korean 朝鮮語 
kpe Kpelle クペレ語 
kro Kru クルー語 
kru Kurukh クルク語 
kua Kuanyama クアニャマ語 
kur Kurdish クルド語 
kus Kusaie コシャエ語 
kut Kutenai クテナイ語 

l 
  

lad Ladino ラディノ語 
lah Lahuda ラフンダー語 
lam Lamba ランバ語 
lan Occitan (post-1500) オック語 
lao Lao ラオ語 
lap Sami サーミ語 
lat Latin ラテン語 
lav Latvian ラトヴィア語 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 
lin Lingala リンガラ語 
lit Lithuanian リトゥアニア語 
lol Mongo-Nkundu モンゴ語 
loz Lozi ロジ語 
lua Luba-Lulua ルバ・ルルア語 
lub Luba-Katanga ルバ・カタンガ語 
lug Ganda ガンダ語 
lui Luiseño ルイセニョ語 
lun Lunda ルンダ語 
luo Luo (Kenya and Tanzania) ルオ語 (ケニヤおよびタンザニア) 
lus Lushai ルシャイ語 

m 
  

mac Macedonian マケドニア語 
mad Madurese マドゥラ語 
mag Magahi マガヒー語 
mah Marshall マーシャル語 
mai Maithili マイティリー語 
mak Makasar マカッサル語 
mal Malayalam マラヤーラム語 
man Mandingo マンディンゴ語 
mao Maori マオリ語 
map Austronesian (Other) オーストロネシア語 (その他の) 
mar Marathi マラーティー語 
mas Masai マサイ語 
max Manx マン島語 
may Malay マライ語 
mdr Mandar マンダル語 
men Mende メンデ語 
mic Micmac ミクマク語 
min Minangkabau ミナンカバウ語 
mis Miscellaneous languages その他の諸言語 
mkh Mon-Khmer (Other) モン・クメール語 (その他の) 
mla Malagasy マラガシ語 
mlt Maltese マルタ語 
mni Manipuri マニプール語 
mno Manobo langueges マノボ諸語 
moh Mohawk モーホーク語 
mol Moldavian モルダヴィア語 
mon Mongolian モンゴル語 
mos Moore モーレ語 
mul Multiple languages 多言語 
mun Munda (Other) ムンダー語 (その他の) 
mus Creek クリーク語 
mwr Marwari マールワーリー語 
myn Mayan languages マヤ諸語 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 

n 
  

nah Nahuatl ナワトル語 
nai North American Indian (Other) 北米インディアン語 (その他の) 
nau Nauru ナウル語 
nav Navajo ナヴァホ語 
nde Ndebele (Zimbabwe) ンデベレ語 (ジンバブウェ) 
ndo Ndonga ンドンガ語 
nep Nepali ネパール語 
new Newari ネワール語 
nia Nias ニアス語 
nic Niger-Kordofanian (Other) ニジェール・コルドファン語 (その他の) 
niu Niuean ニウーエイ語 
non Old Norse 古ノルウェー語 
nor Norwegian ノルウェー語 
nso Northern Sotho 北部ソト語 
nub Nubian languages ヌビア諸語 
nya Nyanja ニャンジャ語 
nym Nyamwezi ニャムウェジ語 
nyn Nyankole ニャンコーレ語 
nyo Nyoro ニョロ語 
nzi Nzima ンジマ語 

o 
  

oji Ojibwa オジブワ語 
ori Oriya オリヤー語 
osa Osage オーセージ語 
oss Ossetic オセト語 
ota Turkish, Ottoman トルコ語 (オスマン) 
oto Otomian langauges オトミ諸語 

p 
  

paa Papuan-Australian (Other) パプア・オーストラリア語 (その他の) 
pag Pangasinan パンパガシナーン語 
pal Pahlavi パーラヴィー語 
pam Pampanga パンパンガ語 
pan Panjabi パンジャブ語 
pap Papiamento パピアメント語 
pau Palauan パラオ語 
peo Old Persian (ca. 600-400 B.C.) 古ペルシャ語 (B.C. 600-400頃) 
per Persian ペルシャ語 
phi Philippine (Other) フィリピン語 (その他の) 
pli Pali パーリ語 
pol Polish ポーランド語 
pon Ponape ポナペ語 
por Portuguese ポルトガル語 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 
pra Prakrit languages プラークリット諸語 
pro Provençal (to 1500) プロヴァンス語 (1500前) 
pus Pushto プシュトゥー語 

q 
  

que Quechua キチュワ語 

r 
  

raj Rajasthani ラージャスターニ語 
rap Rapanui ラパヌイ語 
rar Rarotongan ラロトンガ語 
roa Romance (Other) ロマンス語 (その他の) 
roh Raeto-Romance レト・ロマン語 
rom Romany ロマニ語 
rum Romanian ルーマニア語 
run Rundi ルンディ語 
rus Russian ロシア語 

s 
  

sad Sandawe サンダウェ語 
sag Sango サンゴ語 
sai South American Indian (Other) 南米インディアン語 (その他の) 
sal Salishan languages セイリシュ諸語 
sam Samaritan Aramaic サマリア アラム語 
san Sanskrit サンスクリット語 
sao Samoan サモア語 
sas Sasak ササク語 
sat Santali サンタル語 
scc Serbo-Croatian (Cyrillic) セルボ・クロアチア語 (キリル文字) 
sco Scots スコットランド語 
scr Serbo-Croatian (Roman) セルボ・クロアチア語 (ローマ字) 
sel Selkup セリクプ語 
sem Semitic (Other) セム語 (その他の) 
sgn Sign languages 手話 
shn Shan シャン語 
sho Shona ショナ語 
sid Sidamo シダモ語 
sio Siouan (Other) スー語 (その他の) 
sit Sino-Tibetan (Other) シナ・チベット語 (その他の) 
sla Slavic (Other) スラヴ語 (その他の) 
slo Slovak スロヴァキア語 
slv Slovenian スロヴェニア語 
snd Sindhi シンディー語 
snh Sinhalese シンハリーズ語 
snk Soninke ソニンケ語 
sog Sogdian ソグド語 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 
som Somali ソマリ語 
son Songhai ソンガイ語 
spa Spanish スペイン語 
srr Serer セレール語 
ssa Nilo-Saharan (Other) ナイロ・サハラ語 (その他の) 
sso Sotho ソト語 
suk Sukuma スクマ語 
sun Sundanese スンダ語 
sus Susu スス語 
sux Sumerian シュメール語 
swa Swahili スワヒリ語 
swe Swedish スウェーデン語 
swz Swazi スワージ語 
syr Syriac シリア語 

t 
  

tag Tagalog タガログ語 
tah Tahitian タヒチ語 
tai Tai (Other) タイ語 (その他の) 
taj Tajik タジク語 
tam Tamil タミル語 
tar Tatar タタール語 
tel Telugu テルグ語 
tem Timne テムネ語 
ter Tereno テレナ語 
tet Tetum テトゥム語 
tha Thai タイ語 
tib Tibetan チベット (西蔵) 語 
tig Tigre ティグレ語 
tir Tigrinya ティグリニア語 
tiv Tivi ティヴ語 
tkl Tokelauan トケラウ語 
tli Tlingit トゥリンギット語 
tmh Tamashek タマシェク語 
tog Tonga (Nyasa) トンガ語 (ニアサ) 
ton Tongan トンガ語 
tpi Tok Pisin トク ピシン語 
tru Truk トラック語 
tsi Tsimshian ツィムシュ語 
tso Tsonga ツォンガ語 
tsw Tswana ツワナ語 
tuk Turkmen トゥルクメン語 
tum Tumbuka トゥンブカ語 
tur Turkish トルコ語 
tut Altaic (Other) アルタイ語 (その他の) 
tvl Tuvaluan トゥヴァル語 
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コード 言語名 (英語) 言語名 (日本語) 
twi Twi トウィ語 

u 
  

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 
und Undetermined 言語名不明・未詳 
urd Urdu ウルドゥー語 
uzb Uzbek ウズベク語 

v 
  

vai Vai ヴァイ語 
ven Venda ヴェンダ語 
vie Vietnamese ヴェトナム語 
vot Votic ヴォート語 

w 
  

wak Wakashan languages ワカシ諸語 
wal Walamo ワッラモ語 
war Waray ワライ語 
was Washo ワショ語 
wel Welsh ウェールズ語 
wen Sorbian languages ソルビア諸語 
wol Wolof ウォロフ語 

x 
  

xho Xhosa コーサ語 

y 
  

yao Yao ヤオ語 
yap Yapese ヤップ語 
yid Yiddish イディッシュ語 
yor Yoruba ヨルバ語 

z 
  

zap Zapotec サポテコ語 
zen Zenaga ゼナガ語 
znd Zande ザンデ語 
zul Zulu ズールー語 
zun Zuni ズニ語 
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7.   地域コード 

7.1.  序文 
 
Toccata MARC では UNIMARC の規定に従って, USMARC Code List for Geographic Areas を
地域コードとして使用している. 地域コード表はコード順に排列してある. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 660 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ○ 7xM 

Universal ○ 660 
 

7.2.  地域コードの構造 
 
地域コードは小文字アルファベットとハイフンで構成される７文字のコードである (１バイト文字とし
て EBCDIC を使用するタイプでは文字コードの関係で大文字に変換される). コードは地域的・
政治的実体を反映する階層構造によって構成されている. コードには３つのレベルがある. 地域
コードの多くは大陸, 地域, 国からなっているが, 例外的に国内の自治体レベルに細分されている
場合もある. 第１レベルのコードは１または複数の小文字アルファベットで示される. 

(例) 
a   アジア 
ev   スカンジナヴィア 
nwbf  バハマ 
 

下記の７つの第１レベル・コードには第２レベルの地域がある. 
 

a   アジア 
e   ヨーロッパ 
f   アフリカ 
I   インド洋 
n   北アメリカ 
s   南アメリカ 
u   オーストララシア 
 

第２レベルのコードは, 第１レベルの地域 (大陸・大洋) 内の地域および政治国家を示している. 
コードは第１レベルのコードとハイフンに続く第２レベルの実体に対するコードで構成される. 第２レ
ベルでは国を示す２文字コード, および国内の地方を示す３文字コードが用いられる. 

(例) 
e-sw  スウェーデン 
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n-cn  カナダ 
n-cnm  大西洋沿岸諸州 
 

下記の６つの第１レベル・コードには第２レベルの地域がある. 
 

a-cc  中国 
e-uk  イギリス 
e-ur  ソヴィエト連邦 
n-cn  カナダ 
n-us  アメリカ合衆国 
u-at  オーストラリア 

 
第３レベルのコードは, 第２レベルのコードが示す国の国内での最初の政治的細分を示す. コード
は 第１レベルのコードとハイフン, 第２レベルのコードとハイフン, おおび第３レベルのコードで構
成される. 第３レベルのコードは常に小文字アルファベット２文字である. 
 
使用中止のコードの先頭にはハイフンが付けられている. 

(例) 
-pogn  ギルバート・エリス諸島 

7.3.  地域コード表 
 
コード 地域 (英語) 地域 (日本語) 
a------ Asia アジア 
a-af--- Afghanistan アフガニスタン 
a-ai--- Armenia (Republic) アルメニア (共和国) 
a-aj--- Azerbaijan アゼルバイジャン 
a-ba--- Bahrain バーレーン 
a-bg--- Bangladesh バングラデシュ 
a-bn--- Borneo ボルネオ 
a-br--- Burma ビルマ 
a-bt--- Bhutan ブータン 
a-bx--- Brunei ブルネイ 
a-cb--- Cambodia カンボジア 
a-cc--- China 中国 
a-cc-an Anhwei Province (China) 安徽省 (中国) 
a-cc-ch Chekiang Province (China) 淅江省 (中国) 
a-cc-fu Fukien Province (China) 福建省 (中国) 
a-cc-ha Hainan Province (China) 海南省 (中国) 
a-cc-he Heilungkiang Province (China) 黒竜江省 (中国) 
a-cc-hk Hong Kong (China) 香港 (中国) 
a-cc-hh Hupeh Province (China) 湖北省 (中国) 
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コード 地域 (英語) 地域 (日本語) 
a-cc-ho Honan Province (China) 河南省 (中国) 
a-cc-hp Hopeh Province (China) 河北省 (中国) 
a-cc-hu Hunan Province (China) 湖南省 (中国) 
a-cc-im Inner Mongolia (China) 内モンゴル (中国) 
a-cc-ka Kansu Province (China) 甘粛省 (中国) 
a-cc-kc Kwangsi Chuang Autonomous Region (China) 広西チワン族自治区 (中国) 
a-cc-ki Kiangsi Province (China) 広西省 (中国) 
a-cc-kn Kwangtung Province (China) 広東省 (中国) 
a-cc-kr Kirin Province (China) 吉林省 (中国) 
a-cc-ku Kiangsu Province (China) 江蘇省 (中国) 
a-cc-kw Kweichow Province (China) 貴州省 (中国) 
a-cc-lp Liaoning Province (China) 遼寧省 (中国) 
a-cc-nn Ningsai Hui Autonomous Region (China) 寧夏自治区 (中国) 
a-cc-pe Peking (China) 北京市 (中国) 
a-cc-sh Shansi Province (China) 山西省 (中国) 
a-cc-sm Shanghai (China) 上海市 (中国) 
a-cc-sp Shantung Province (China) 山東省 (中国) 
a-cc-ss Shensi Province (China) 陜西省 (中国) 
a-cc-su Sinkiang Uighur Autonomous Region (China) 新彊ウイグル自治区 (中国) 
a-cc-sz Szechwan Province (China) 四川省 (中国) 
a-cc-ti Tibet (China) チベット (中国) 
a-cc-tn Tientsin (China) 天津市 (中国) 
a-cc-ts Tsinghai Province (China) 青海省 (中国) 
a-cc-yu Yunnan Province (China) 雲南省 (中国) 
a-ccg-- Yangtze River (China) 長江 (中国) 
a-cck-- Kunlun Mountains コンロン山脈 
a-ccp-- Po Hai (China) 渤海 (中国) 
a-ccs-- West River (China) 珠江 (中国) 
a-ccy-- Yellow River (China) 黄河 (中国) 
a-ce--- Sri Lanka スリランカ 
a-ch--- Taiwan 台湾 
a-cy--- Cyprus キプロス 
a-gs--- Georgia (Republic) グルジア (共和国) 
-a-hk--- Hong Kong 香港 
a-ii--- India インド 
a-io--- Indonesia インドネシア 
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a-iq--- Iraq イラク 
a-ir--- Iran イラン 
a-is--- Israel イスラエル 
a-ja--- Japan 日本 
a-jo--- Jordan ヨルダン 
a-kg--- Kirghizstan キルギスタン 
a-kn--- Korea (North) 朝鮮 (北) 
a-ko--- Korea (South) 朝鮮 (南) 
a-kr--- Korea 朝鮮 
a-ku--- Kuwait クウェート 
a-kz--- Kazakhstan カザフスタン 
a-le--- Lebanon レバノン 
a-ls--- Laos ラオス 
a-mh--- Macao マカオ 
a-mk--- Oman オマーン 
a-mp--- Mongolia モンゴル 
a-my--- Malaysia マレーシア 
a-np--- Nepal ネパール 
a-nw--- New Guinea ニュー・ギニア 
-a-ok--- Okinawa 沖縄 
a-ph--- Philippines フィリピン 
a-pk--- Pakistan パキスタン 
a-pp--- Papua New Guinea パプア・ニュー・ギニア 
-a-pt--- Portuguese Timor ポルトガル領ティモール 
a-qa--- Quatar カタール 
a-si--- Singapore シンガポール 
-a-sk--- Sikkim シッキム 
a-su--- Saudi Arabia サウディ・アラビア 
a-sy--- Syria シリア 
a-ta--- Tajikistan タジキスタン 
a-th--- Thailand タイ 
a-tk--- Turkmenistan トゥルクメニスタン 
a-ts--- United Arab Emirates アラブ首長国連邦 
a-tu--- Turkey トルコ 
a-uz--- Uzbekistan ウズベキスタン 
-a-vn--- Viet Nam, North ヴェトナム (北) 
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-a-vs--- Viet Nam, South ヴェトナム (南) 
a-vt--- Vietnam ヴェトナム 
a-ye--- Yemen イエメン 
-a-ys--- Yemen (People’s Democratic Republic) イエメン (社会主義人民共和国) 
aa----- Amur River (China and Russia) アムール川 (中国・ロシア) 
ab----- Bengal, Bay of ヘンガル湾 
ac----- Asia, Central 中央アジア 
ae----- East Asia 東アジア 
af----- Thailand, Gulf of シャム湾 
ag----- Mekong River メコン川 
ah----- Himalaya Mountains ヒマラヤ山脈 
ai----- Indochina インドシナ 
ak----- Caspian Sea カスピ海 
am----- Malaya マラヤ 
an----- East China Sea 東シナ海 
ao----- South China Sea 南シナ海 
aopf--- Paracel Islands パラセル諸島 
aoxp--- Spratly Islands スプレートリー島 
ap----- Persian Gulf ペルシャ湾 
ar----- Arabian Peninsula アラビア半島 
as----- Asia, Southeastern 東南アジア 
at----- Tien Shan 天山山脈 
au----- Arabian Sea アラビア海 
aw----- Middle East 中東 
awba--- West Bank ウェスト・バンク 
awgz--- Gaza Strip ガザ地区 
-awin--- Israel-Syria Demilitarized Zones イスラエル・シリア緩衝地帯 
-awiw--- Israel-Jordan Demilitarized Zones イスラエル・ヨルダン緩衝地帯 
-awiy--- Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone イラク・サウディ・アラビア中立地帯 
ay----- Yellow Sea 黄海 
az----- Asia, South 南アジア 
b------ Commonwealth of Nations イギリス連邦 
c------ International areas (Western Hemisphere) 大陸間地域 (西半球) 
cc----- Caribbean Area; Caribbean Sea カリブ海地域 
cl----- Latin America ラテン・アメリカ 
-cm----- Middle Amerca 中央アメリカ 
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-cr----- Circumcaribbean カリブ周辺地域 
d------ Developing countries 開発途上国 
e------ Europe ヨーロッパ 
e-aa--- Albania アルバニア 
e-an--- Andorra アンドラ 
e-au--- Austria オーストリア 
e-be--- Belgium ベルギー 
e-bn--- Bosnia and Hercegovina ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 
e-bu--- Bulgaria ブルガリア 
e-bw--- Belarus ベラルーシ 
e-ci--- Croatia クロアチア 
e-cs--- Czechoslovakia チェコスロヴァキア 
e-dk--- Denmark デンマーク 
e-er--- Estonia エストニア 
e-fi--- Finland フィンランド 
e-fr--- France フランス 
e-ge--- Germany (East) ドイツ (東) 
e-gi--- Gibraltar ジブラルタル 
e-gr--- Greece ギリシャ 
e-gw--- Germany (West) ドイツ (西) 
e-gx--- Germany ドイツ 
e-hu--- Hungary ハンガリー 
e-ic--- Iceland アイスランド 
e-ie--- Ireland アイルランド 
e-it--- Italy イタリア 
e-lh--- Liechtenstein リヒテンシュタイン 
e-li--- Lituania リトゥアニア 
e-lu--- Luxembourg ルクセンブルク 
e-lv--- Latvia ラトヴィア 
e-mc--- Monaco モナコ 
e-mm--- Malta マルタ 
e-mv--- Moldova モルドヴァ 
e-ne--- Netherlands オランダ 
e-no--- Norway ノルウェー 
e-pl--- Poland ポーランド 
e-po--- Portugal ポルトガル 
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e-rm--- Romania ルーマニア 
e-ru--- Russia (Federation) ロシア (連邦) 
e-sm--- San Marino サンマリノ 
e-sp--- Spain スペイン 
e-sw--- Sweden スウェーデン 
e-sz--- Switzerland スイス 
e-uk--- Great Britain イギリス (英国) 
e-uk-en England イングランド 
e-uk-ni Northern Ireland 北アイルランド 
e-uk-st Scotland スコットランド 
e-uk-ui Great Britain Miscellaneous Island Dependencies グレートブリテン諸島 
e-uk-wl Wales ウェールズ 
e-un--- Ukraine ウクライナ 
e-ur--- Soviet Union ソヴィエト連邦 
-e-ur-ai Armenia (Republic) アルメニア (共和国) 
-e-ur-aj Azerbaijan アゼルバイジャン 
-e-ur-bw Belarus ベラルーシ 
-e-ur-er Estonia エストニア 
-e-ur-gs Georgia (Republic) グルジア (共和国) 
-e-ur-kg Kirghizstan キルギスタン 
-e-ur-kz Kazakhstan カザフスタン 
-e-ur-li Lituania リトゥアニア 
-e-ur-lv Latvia ラトヴィア 
-e-ur-mv Moldova モルドヴァ 
-e-ur-ru Russia (Federation) ロシア (連邦) 
-e-ur-ta Tajikistan タジキスタン 
-e-ur-tk Turkmenistan トゥルクメニスタン 
-e-ur-un Ukraine ウクライナ 
-e-ur-uz Uzbekistan ウズベキスタン 
e-urc-- Central Chernozem Region (Russia) 中央黒土地帯 (ロシア) 
e-ure-- Siberia, Eastern (Russia) シベリア (東 : ロシア) 
e-urf-- Russian Far East (Russia) 極東ロシア 
e-urk-- Caucasus コーカサス 
-e-url-- Central Region, RFSFR ソヴィエト・ロシア中央地帯 
e-urn-- Soviet Union, Nothwestern ソヴィエト (北西) 
-e-uro-- Soviet Central Asia ソヴィエト中央アジア 
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e-urp-- Volga River (Russia) ヴォルガ川 (ロシア) 
e-urr-- Caucasus, Northern (Russia) 北コーカサス (ロシア) 
e-urs-- Siberia (Russia) シベリア (ロシア) 
e-uru-- Ural Mountains (Russia) ウラル山脈 (ロシア) 
-e-urv-- Volgo-Viatskii Region, RSFSR ヴォルゴ・ヴィアツキ地方 
e-urw-- Siberia, Western (Russia) 西シベリア (ロシア) 
e-vc--- Vatican City ヴァチカン市 
e-xn--- Macedonia (Republic) マケドニア (共和国) 
e-xo--- Slovakia スロヴァキア 
e-xr--- Czech Republic チェコ共和国 
e-xv--- Slovenia スロヴェニア 
e-yu--- Yugoslavia ユーゴスラヴィア 
ea----- Alps アルプス 
eb----- Baltic States バルト諸国 
ec----- Central Europe 中央ヨーロッパ 
ed----- Balkan Peninsula バルカン半島 
ee----- Europe, Eastern ヨーロッパ (東) 
-ei----- Iberian Peninsula イベリア半島 
el----- Benelux countries ベネルクス諸国 
en----- Europe, Northern ヨーロッパ (北) 
eo----- Danube River ドナウ川 
ep----- Pyrenees (France and Spain) ピレネー (フランス・スペイン) 
er----- Rheine River ライン川 
es----- Europe, Southern ヨーロッパ (南) 
-et----- Europe, East Central ヨーロッパ (中央東部) 
ev----- Scandinavia スカンディナヴィア 
ew----- Europe, Western ヨーロッパ (西) 
f------ Africa アフリカ 
f-ae--- Algeria アルジェリア 
f-ao--- Angola アンゴラ 
f-bd--- Burundi ブルンジ 
f-bs--- Botswana ボツワナ 
-f-by--- Biafra ビアフラ 
f-cd--- Chad チャド 
f-cf--- Congo (Brazzaville) コンゴ (ブラザヴィル) 
f-cg--- Congo (Democratic Republic) コンゴ (民主共和国) 
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f-cm--- Cameroon カメルーン 
f-cx--- Central African Republic 中央アフリカ共和国 
f-dm--- Benin ベニン 
f-ea--- Eritrea エリトリア 
f-eg--- Equarorial Guinea 赤道ギニア 
f-et--- Ethiopia エチオピア 
f-ft--- Djibouti ジブチ 
f-gh--- Ghana ガーナ 
f-gm--- Gambia ガンビア 
f-go--- Gabon ガボン 
f-gv--- Guinea ギニア 
-f-if--- Ifni イフニ 
f-iv--- Cote d’Ivoire コート・ディヴォワール 
f-ke--- Kenya ケニア 
f-lb--- Liberia リベリア 
f-lo--- Lesotho レソト 
f-ly--- Libya リビア 
f-mg--- Madagascar マダガスカル 
f-ml--- Mali マリ 
f-mr--- Morocco モロッコ 
f-mu--- Mauritania モーリタニア 
f-mw--- Malawi マラウィ 
f-mz--- Mozambique モザンビーク 
f-ng--- Niger ニジェール 
f-nr--- Nigeria ナイジェリア 
f-pg--- Guinea-Bissau ギニア・ビサウ 
f-rh--- Zimbabwe ジンバブウェ 
f-rw--- Rwanda ルワンダ 
f-sa--- South Africa 南アフリカ 
f-sf--- Sao Tome and Principe サントーメ・プリンシペ 
f-sg--- Senegal セネガル 
f-sh--- Spanish North Africa スペイン領北アフリカ 
f-sj--- Sudan スーダン 
f-sl--- Sierra Leone シエラ・レオネ 
f-so--- Somalia ソマリア 
f-sq--- Swaziland スワジランド 
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f-ss--- Western Sahara 西サハラ 
f-sx--- Namibia ナミビア 
f-tg--- Togo トーゴ 
f-ti--- Tunisia チュニジア 
f-tz--- Tanzania タンザニア 
f-ua--- Egypt エジプト 
f-ug--- Uganda ウガンダ 
f-uv--- Burkina Faso ブルキナ・ファソ 
f-za--- Zambia ザンビア 
fa----- Atlas Mountains アトラス山脈 
fb----- Africa, Sub-Saharan サブ・サハラ・アフリカ 
fc----- Africa, Central アフリカ (中央) 
fd----- Sahara サハラ 
fe----- Africa, Eastern アフリカ (東) 
ff----- Africa, North アフリカ (北) 
fg----- Congo River コンゴ川 
fh----- Africa, Northeast アフリカ (東北) 
fi----- Niger River ニジェール川 
fl----- Nile River ナイル川 
fn----- Sudan (Region) スーダン (地方) 
fq----- Africa, French-speaking Equatorial アフリカ (赤道フランス語) 
fr----- Great Rift Valley グレート・リフト・ヴァレー 
fs----- Africa, Southern アフリカ (南) 
fu----- Suez Canal (Egypt) スエズ運河 (エジプト) 
fv----- Volta River (Ghana) ヴォルタ川 (ガーナ) 
fw----- Africa, West アフリカ (西) 
fz----- Zambezi River ザンベジ川 
h------ French Community フランス連合 
i------ Indian Ocean インド洋 
i-bi--- British Indian Ocean Territory イギリス領インド洋区域 
i-cq--- Comoros コモロ 
i-fs--- Terres australes et antarctiques françaises フランス領南インド洋区域 
i-hm--- Heard and McDonald Islands ハード・マクドナルド諸島 
i-mf--- Mauritius モーリシャス 
i-my--- Mayotte マイオット 
i-re--- Réunion レユニオン 
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i-se--- Seychelles セイシェル 
i-xa--- Christmas Island (Indian Ocean) クリスマス諸島 (インド洋) 
i-xb--- Cocos (Keeling) Islands ココス諸島 
i-xc--- Maldives モルディヴ 
-i-xo--- Socotra Island ソコトラ島 
l------ Atlantic Ocean 大西洋 
ln----- North Atlantic Ocean 北大西洋 
lnaz--- Azores アゾレス 
lnbm--- Bermuda Islands バミューダ諸島 
lnca--- Canary Islands カナリア諸島 
lncv--- Cape Verde カポベルデ 
lnfa--- Faroe Islands フェロー諸島 
lnjn--- Jan Mayen Island ヤン・マイエン島 
lnma--- Madeira Islands マディラ諸島 
lnsb--- Svalbard (Norway) スヴァールバル 
ls----- South Atlantic Ocean 南大西洋 
lsai--- Ascension Island (Atlantic Ocean) アセンション島 
lsbv--- Bouvet Island ブーベ島 
lsfk--- Falkland Islands フォークランド諸島 
lstd--- Tristan da Cunha Islands トリスタン・ダ・クーニャ諸島 
lsxj--- Saint Helena セントヘレナ 
m------ Intercontinental areas (Eastern Hemisphere) 大陸間地域 (東半球) 
ma----- Arab countries アラブ諸国 
mb----- Black Sea 黒海 
me----- Eurasia ユーラシア 
mm----- Mediterranean Region; Mediterranean Sea 地中海 
mr----- Red Sea 紅海 
n------ North America 北アメリカ 
n-cn--- Canada カナダ 
n-cn-ab Alberta アルバータ 
n-cn-bc British Columbia ブリティッシュ・コロンビア 
n-cn-mb Manitoba マニトバ 
n-cn-nf Newfoundland ニューファンドランド 
n-cn-nk New Brunswick ニュー・ブランズウィック 
n-cn-ns Nova Scotia ノヴァ・スコーシャ 
n-cn-nt Northwest Territories ノースウェスト・テリトリーズ 
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n-cn-on Ontario オンタリオ 
n-cn-pi Prince Edward Island プリンス・エドワード・アイランド 
n-cn-qu Quebec (Province) ケベック州 
n-cn-sn Sakatchewan サスカチュワン 
n-cn-yk Yukon Territory ユーコン・テリトリー 
n-cnh-- Hudson Bay ハドソン湾 
n-cnm-- Maritime Provinces 大西洋沿岸諸州 
n-cnp-- Prairie Provinces 大草原諸州 
n-gl--- Greenland グリーンランド 
n-mx--- Mexico メキシコ 
n-us--- United States アメリカ合衆国 
n-us-ak Alaska アラスカ 
n-us-al Alabama アラバマ 
n-us-ar Arkansas アーカンソー 
n-us-az Arizona アリゾナ 
n-us-ca California カリフォルニア 
n-us-co Colorado コロラド 
n-us-ct Conneticut コネティカット 
n-us-dc Washington (D.C.) ワシントン市 
n-us-de Delaware デラウエア 
n-us-fl Florida フロリダ 
n-us-ga Georgia ジョージア 
n-us-hi Hawaii ハワイ 
n-us-ia Iowa アイオワ 
n-us-id Idaho アイダホ 
n-us-il Illinois イリノイ 
n-us-in Indiana インディアナ 
n-us-ks Kansas カンザス 
n-us-ky Kentucky ケンタッキー 
n-us-la Louisiana ルイジアナ 
n-us-ma Massachusetts マサチューセッツ 
n-us-md Maryland メリーランド 
n-us-me Maine メーン 
n-us-mi Michigan ミシガン 
n-us-mn Minnesota ミネソタ 
n-us-mo Missouri ミズーリ 
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n-us-ms Mississippi ミシシッピ 
n-us-mt Montana モンタナ 
n-us-nb Nebraska ネブラスカ 
n-us-nc North Carolina ノース・カロライナ 
n-us-nd North Dakota ノース・ダコタ 
n-us-nh New Hampshire ニュー・ハンプシャー 
n-us-nj New Jersey ニュー・ジャージー 
n-us-nm New Mexico ニュー・メキシコ 
n-us-nv Nevada ネヴァダ 
n-us-ny New York ニュー・ヨーク 
n-us-oh Ohio オハイオ 
n-us-ok Oklahoma オクラホマ 
n-us-or Oregon オレゴン 
n-us-pa Pennsylvania ペンシルヴァニア 
n-us-ri Rhode Island ロード・アイランド 
n-us-sc South Carolina サウス・カロライナ 
n-us-sd South Dakota サウス・ダコタ 
n-us-tn Tennessee テネシー 
n-us-tx Texas テキサス 
n-us-ut Utah ユタ 
n-us-va Virginia ヴァージニア 
n-us-vt Vermont ヴァーモント 
n-us-wa Washington (State) ワシントン (州) 
n-us-wi Wisconsin ウィスコンシン 
n-us-wv West Virginia ウェスト・ヴァージニア 
n-us-wy Wyoming ワイオミング 
n-usa-- Appalachian Mountains アパラチア山脈 
n-usc-- Middle West 中西部 
n-use-- Northeastern States 東北諸州 
-n-usl-- Middle Atlantic States 大西洋沿岸中部諸州 
n-usm-- Mississippi River ミシシッピ川 
n-usn-- New England ニュー・イングランド 
n-uso-- Ohio River オハイオ川 
n-usp-- West (U.S.) 西部 (合衆国) 
n-uss-- Missouri River ミズーリ川 
n-ust-- Southwest, New ニュー・サウスウェスト 
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n-usu-- Southern States 南部諸州 
-n-usw-- Northwest (U.S.) 北西部 (合衆国) 
n-xl--- Saint Pierre and Miquelon サンピエール・ミークロン 
nc----- Central America 中央アメリカ 
ncbh--- Belize ベリゼ 
nccr--- Costa Rica コスタ・リカ 
nccz--- Canal Zone 運河地帯 
nces--- El Savador エル・サルバドル 
ncgt--- Guatemala グアテマラ 
ncho--- Honduras ホンジュラス 
ncnq--- Nicaragua ニカラグア 
ncpn--- Panama パナマ 
nl----- Great Lakes; Lake States 五大湖 
nm----- Mexico, Gulf of メキシコ湾 
np----- Great Plains 大草原 
nr----- Rockey Mountains ロッキー山脈 
nw----- West Indies 西インド諸島 
nwaq--- Antigua and Barbuda アンティガ・バーブーダ 
nwbb--- Barbados バルバドス 
-nwbc--- Barbuda バーブーダ 
nwbf--- Bahamas バハマ 
nwcj--- Cayman Islands ケイマン諸島 
nwco--- Curaçao キュラソ 
nwcu--- Cuba キューバ 
nwdq--- Dominica ドミニカ 
nwdr--- Dominican Republic ドミニカ共和国 
nweu--- Saint Eustatius (Netherlands Antilles) セント・ユースタシャス 
-nwga--- Greater Antilles グレーター・アンチル 
nwgd--- Grenada グレナダ 
nwgp--- Guadeloupe グアドループ 
nwhi--- Hispaniola ヒスパニョーラ 
nwht--- Haiti ハイチ 
nwjm--- Jamaica ジャマイカ 
nwla--- Antilles, Lesser レサー・アンチル 
nwli--- Leeward Islands (West Indies) リーワード諸島 
nwmj--- Montserrat モンセラート 
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nwmq--- Martnique マルティニーク 
nwna--- Netherlands Antilles オランダ領アンチル 
nwpr--- Puerto Rico プエルト・リコ 
-nwsb--- Saint-Barthélemy サン・バルテレミ 
nwsd--- Saba (Netherlands Antilles) サバ 
nwst--- Saint Martin サン・マルタン 
nwsv--- Swan Islands スワン諸島 
nwtc--- Turks and Caicos Islands タークス・カイコークス諸島 
nwtr--- Trinidad and Tobago トリニダード・トバゴ 
nwuc--- United States Miscellaneous Caribbean Islands アメリカ領カリブ諸島 
nwvb--- British Virgin Islands イギリス領バージン諸島 
nwvi--- Virgin Islands of the United States アメリカ領ヴァージン諸島 
-nwvr--- Virgin Islands ヴァージン諸島 
nwwi--- Windward Islands ウィンワード諸島 
nwxa--- Anguilla アンギラ 
nwxi--- Saint Kitts-Nevis セント・キッツ・ネヴィス 
nwxk--- Saint Lucia セント・ルシア 
nwxm--- Saint Vincent and the Grenadines セント・ヴィンセント・グレナディン 
p------ Pacific Ocean 太平洋 
pn----- North Pacific Ocean 北太平洋 
po----- Oceania オセアニア 
poas--- American Samoa アメリカ領サモア 
pobp--- Solomon Islands ソロモン諸島 
poci--- Caroline Islands カロリン諸島 
-pocp--- Canton and Endebury Islands カントン・エンデバリー諸島 
pocw--- Cook Island クック島 
poea--- Easter Island イースター島 
pofj--- Fiji フィージー 
pofp--- French Polynesia フランス領ポリネシア 
pogg--- Galapagos Islands ガラパゴス諸島 
-pogn--- Gilbert and Elice Islands ギルバート・エリス諸島 
pogu--- Guam グァム 
poji--- Johnston Island (Atoll) ジョンストン島 
pokb--- Kiribati キリバティ 
poki--- Kermadec Islands ケルマデック諸島 
poln--- Line Islands ライン諸島 
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地域 (英語) 地域 (日本語) コード 
pome--- Melanesia メラネシア 
pomi--- Micronesia (Federated States) ミクロネシア 
ponl--- New Caledonia ニュー・カレドニア 
ponn--- Vanuatu ヴァヌアツ 
ponu--- Nauru ナウル 
popc--- Pitcairn Island ピトケアン島 
popl--- Palau パラウ 
pops--- Polynesia ポリネシア 
-pory--- Ryukyu Islands, Southern 琉球列島 (南) 
-posc--- Santa Cruz Islands サンタ・クルーズ諸島 
posh--- Samoa Islands サモア諸島 
potl--- Tokelau Islands トケラウ諸島 
-posn--- Solomon Islands ソロモン諸島 
poto--- Tonga トンガ 
pott--- Micronesia ミクロネシア 
potv--- Tuvalu ツバル 
poup--- United States Miscellaneous Pacific Islands アメリカ領太平洋諸島 
powf--- Wallis and Futuna Islands ワリス・フトゥナ諸島 
powk--- Wake Island ウェーク島 
pows--- Western Samoa 西サモア 
poxd--- Mariana Islands マリアナ諸島 
poxe--- Marshall Islands マーシャル諸島 
poxf--- Midway Islands ミッドウェー諸島 
poxh--- Niue ニウエ 
ps----- South Pacific Ocean 南太平洋 
q------ Cold regions 極地 
r------ Arctic Ocean; Arctic regions 北極海 
s------ South America 南アメリカ 
s-ag--- Argentina アルゼンチン 
s-bl--- Brazil ブラジル 
s-bo--- Bolivia ボリビア 
s-ck--- Colombia コロンビア 
s-cl--- Chile チリ 
s-ec--- Ecuador エクアドル 
s-fg--- French Guiana フランス領ギアナ 
s-gy--- Guyana ガイアナ 
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地域 (英語) 地域 (日本語) コード 
s-pe--- Peru ペルー 
s-py--- Paraguay パラグアイ 
s-sr--- Surinam スリナム 
s-uy--- Uruguay ウルグアイ 
s-ve--- Venezuela ベネズエラ 
sa----- Amazon River アマゾン川 
sn----- Andes アンデス 
sp----- Rio de la Plata (Argentina and Uruguay) ラプラタ川 
t------ Antarctic Ocean; Antarctia 南極海; 南極大陸 
-t-ay--- Antarctica 南極 
u------ Australasia オーストララシア 
u-ac--- Ashmore and Cartier Islands アシュモア・カーティエ諸島 
u-at--- Australia オーストラリア 
u-at-ne New South Wales ニュー・サウスウェールズ 
u-at-no Northern Territory ノーザン・テリトリー 
u-at-qn Queensland クイーンズランド 
u-at-sa South Australia サウス・オーストラリア 
u-at-tm Tasmania タスマニア 
u-at-vi Victoria ヴィクトリア 
u-at-we Western Australia ウェスタン・オーストラリア 
u-nz--- New Zealand ニュー・ジーランド 
v------ Communist countries 共産主義諸国 
w------ Tropics 熱帯 
xa----- Eastern Hemisphere 東半球 
xb----- Northern Hemisphere 北半球 
xc----- Southern Hemisphere 南半球 
xd----- Western Hemisphere 西半球 
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8.   リレータ・コード 

8.1.  序文 
 
Toccata MARC では2桁の数字コードを使用している. これらのコードは 1980年の UNIMARCの
リレータ・コードを基本として独自に拡張を重ねてきたもので, UNIMARC Manual (1987-1994) と
は異なる. MARC FixLでは, これらのコードを著作責任フィールドのインディケータとして収めて
いる. 
 
下記のコード表での各項目は, Toccata MARC リレータ・コード, 役割名, 説明で構成されている. 
表そのものの排列は Toccata MARC のコード順 (表１) である. なお, この表では 2000年1月か
ら使用予定の新規コードも収めてある (これらのコードにはアステリスク「*」を付してある). この表
で定義していない役割に対してはリレータ・コード使用しない. なお, 過去に Toccata MARCの目
録で使用され, 現在では使用を中止したコードを表２としてまとめて掲載してある. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 4xx, 7xx 

FixL, Standard ○ 8xA, 8xB 

FixL, Plus ○ 8xA, 8xB 

FixL, Premium ○ 8xA, 8xB 

Universal ○ 4xx, 7xx 
 

8.2.  コード表 
 
(表１) Toccata MARCのコード順 

コード 名称 説明 

00 作曲者 音楽作品を創作した個人. 創作された作品は通常, 手稿
または印刷楽譜の形態をとる. 

01 (1) リブレット作者 
(2) 作詞者 

(1) 歌劇, オラトリオ等のテキストの作者 
(2) 歌曲のテキストの作者 

(1) 改曲者/編曲者 (1) 音楽作品の改曲者/編曲者. 03 
(2) 改作者 (2) 小説等を映画等の映像資料用に書き直した個人 

04 著者 著作内容に対する主な知的・芸術的責任を有する個人ま

たは団体. 

07 被インタビュー者  

08 インタビュー者  

10 スポンサー 資金援助者 
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コード 名称 説明 

11 シナリオ作者 映画シナリオの著者 

12 翻訳者 別の言語または古語を現代語に翻訳した個人. 

13 イラスト作者  

14 撮影者 
(1) スチール写真の撮影者. オリジナルの写真および別メ
ディアへの複製に用いる.  

(2) 映画の撮影に責任を持つ個人. 

15 フィルム編集者  

16 絵画・彫刻等の作者  

17 書誌的前身 

目録レコードに収められた著作が基づいた著作 (部分・全
体には関係ない) の著者. このリレータは改作, 索引, 別
の著者による継続および続編, 用語索引等に用いる. こ
のコードはAV資料の台本等の原作には使用しない. 

20 監督 舞台作品, 映画, 録音資料の演技・演奏で制作上の管理
全般に責任を持つ個人. 

21 プロデューサー 
映画製作の最終責任者 (業務面, 製作管理, 映画の商
業的成功を含む). 作曲・編曲を含むポピュラー音楽のプ
ロデューサーは43を使用する. 

22 脚本作者 映画の脚本, 対話, 説明, 語り等の著者. 

24 指揮者 音楽作品の団体演奏の指揮者, 合唱指揮者にも用いる.  

25 パフォーマー 

音楽の演奏者・演奏団体, または演劇等の配役全般. 
ミュージカル, 演劇, または演芸・娯楽等で, より特定的な
役割 (26, 28, 29, 32) が必要でない場合にも用いる. 単な
る音楽の演奏にとどまらず, 作品の創作内容に関わって
いる個人は43を用いる. 

26* 歌手 

歌手. 人間の肉声による演奏. 伴奏の有無, 歌詞の有無
には関係ない. 歌劇の配役は25を用いる. ミュージカル, 
演劇, または演芸・娯楽等の舞台で主として歌唱する役の
個人は28を用いる. 

27 ナレーター 映画, 録音資料等のナレーション (語り) 

28* ヴォーカリスト 

ミュージカル, 演劇, または演芸・娯楽等の舞台で主とし
て歌唱する役の個人. 歌唱と演技を行っている個人, また
は配役上で歌唱と演技を区別しない場合は25を用いる. 
演劇的要素のない歌唱 (例: 歌曲) の歌手は26を用いる. 

29* 役者 
ミュージカル, 演劇, または演芸・娯楽等の舞台で主とし
て演技する配役の個人. 演技と歌唱を区別しない場合は
25を用いる. 

30 付属資料の執筆者 録音資料やその他のAV資料に付属する重要な解説書の
執筆者. 

31 序文等の著者 著作の主な著者ではない, 序文, 注記, その他の批評部
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コード 名称 説明 
分の著者. 

32* ダンサー バレエ等の舞踏家. ミュージカル, 演劇, または演芸・娯
楽等の舞台で主として踊る役の個人. 

33 振り付け者 バレエ等の舞踊の振り付けを創作した個人. 

34 編者 自分自身以外の著作の出版を準備した個人. 編集著作
は技術的か知的かのいずれかである. 

35 関連名称 (著作者)  

36 推定(疑わしい)著者 疑わしい著者, または過去に誤って著者とされていた個
人 

38 地図製作者  

40 録音・録画技術者 録音資料・映像資料の録音・録画セッションで技術面を監

督する個人 

43* ミュージシャン 

単なる音楽の演奏にとどまらず, 作品の創作内容に関
わっている個人 (例: 即興演奏, ジャズ・ロックのミュージ
シャンなど). 作曲・編曲を含むポピュラー音楽のプロ
デューサーなどの, より厳密な関連が不明な場合にも用い
る. 

50 出版者  

51 頒布者 資料の独占的または分担的販売権の代行者 

52 書店  

60 創作者 

著作の知的内容に関連している個人または団体. 著作中
に表示されている調査を行った個人を含む. これには出
版者, 個人会員, 団体著者として関与していない場合の
スポンサーは含まれない. 

61 注釈者・解説者 
(1) 印刷文字資料に対する注釈や説明の作者.  
(2) 録音資料, 映画, その他の映像資料の主題内容に対
する解釈, 分析, 論議等の作成者 

62 編纂者 さまざまな個人や団体の著作物を選択した合集の制作者

64 著作権保有者  

99 その他  
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(表2) 使用を中止したコード 

コード 名 称 説 明 
02 原作者 使用中止. 書誌的前身はコード 17 を見よ 
05 楽譜校訂者 使用中止. 
06 編者・監修者 使用中止. コード 34 を見よ. 

18 民俗音楽等の収録 (録音) 
編集者. 使用中止. 

23 代表演奏者 使用中止. 演奏者はコード 25 を, 指揮者
はコード24を見よ. 

28 演劇・映画などのキャスト 使用中止. コード 25 を見よ. 

32 録音・映像資料そのものに 
収録されている解説者 使用中止. コード 61 を見よ. 

37 誤った著者・作曲者 使用中止. コード 36 を見よ. 
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9.   図書のコードデータ 
 
図書 (印刷文字資料) の内容に関するコードデータ.  
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 105 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 105 
 

9.1.  コードデータ 
 

固定長データ要素 
 

データ要素名 文字数 文字位置  
(1) 挿図コード 4  0～3  
(2) 内容形式コード 4  4～7  
(3) 学会・会議コード 1  8  
(4) 記念出版コード 1  9  
(5) 索引コード 1 10  
(6) 文学形式 1 11  
(7) 伝記コード 1 12  

 
(1) 挿図コード (文字位置0～3) 

 
挿図の存在を示す４文字のコード. データは左づめで入力する. 使用しない文字位置は
ブランクとする. 

 
a 挿図全般 (下記のコードにないものはこのコードを用いる) 
b 地図 
c 肖像 (個人または個人グループ) 
d チャート (特定の目的で用いる案内図) 
e 設計図 
f 図版 (説明文つきの, または説明分なしの図版で図書本体のページ付けから独

立している) 
g 楽譜 
h ファクシミル 
i 紋章 
j 系図 
k 書式・記入用紙 
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b 目録 (文庫や展示会の, または出版社や書店のような個々の機関が発行する
図書資料のリスト) 

l 見本 
m 録音資料 (例: 録音ディクスが図書のポケットに挿入されている) 
n トランスペアレンシー 
/b 使用しない文字位置 

 
(2) 内容形式コード (文字位置4～7) 

 
図書の内容形式を示す４文字コード. データは左づめで入力する. 使用しない文字位置
はブランクとする. 

 
a 書誌 (主題や出版地などに焦点をあてた図書資料のリスト) 

c 索引 (名前や主題によるアルファベット順のリスト. 図書の巻末にある索引は ｢5.
 索引コード｣ を用いる) 

d 抄録 
e 辞書 
f 事典 (百科事典) 
g 名簿 
i 統計 
j プログラム式テキストブック 
k 特許 
l 規格 
m 学位論文 
n 法律 
o 数値表 
p 技術報告書 
q 試験用紙 
z その他 
/b 使用しない文字位置 
 

(3) 学会・会議コード (文字位置8) 
 
0 会議等の報告書でない 
1 会議等の出版物 
 

(4) 記念出版コード (文字位置9) 
 
0 記念出版物でない 
1 記念出版物 
 

(5) 索引コード (文字位置10) 
 
0 索引はない 
1 索引つき 
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y 伝記でない 

(6) 文学形式 (文字位置11) 
 
a 小説 
b 戯曲 (テレビドラマ, シナリオ等を含む) 
c 随筆 
d ユーモア, 風刺 (漫画等でないもの) 
e 書簡 (文学形式. これ以外の手紙・書簡は文字位置12の伝記コードを見よ) 
f 短編小説 
g 詩 (韻文による文学以外のものを含む) 
h 演説, 修辞 
y 文学作品でない 
z 複合的または他の文学形式 
 

(7) 伝記コード (文字位置12) 
 
a 自伝 (書簡を含む) 
b 個人伝記 
c 双伝 (2以上の個人または家族の伝記) 
d 伝記的情報を含む (例: 人名辞典, Who's who) 
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10.   図書の形態コード 
 
図書 (印刷文字資料) の形態コードデータ.  
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 106 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 106 
 

10.1.  コードデータ 
 

d 大活字本 
e 新聞形態 
f  点字 
g マイクロ資料 
h 手稿 
i 複合媒体(例:通常の活字印刷の目次および索引とマイクロ資料による本文) 
j 豆本 
r 通常の印刷 
z その他の複製形態 
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11.   録音資料の形態コード 

11.1.  序文 
 
録音資料の物理的属性に関するコードデータ. 入力しているコードデータは UNIMARC 第２版
に基づいていて, 最新版の UNIMARC のコードとは異なる. このコードデータは JP, MARC #2
 で使用している. Universal フォーマットでは最新版のコードに変換出力している (コードの説明
はマニュアル本体を参照). 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 126 

FixL, Standard ○ ラベル部 
FixL, Plus ○ ラベル部 
FixL, Premium ○ ラベル部 
Universal * 126 

 

11.2.  コードデータ 
 

固定長データ要素の一覧
 

データ要素名 文字数 文字位置

(1) 再生時間   6 0～ 5

(2) 数量 3 6～ 8

(3) 発行形態 1 9

(4) 再生速度 1 10

(5) チャンネル 1 11

(6) 録音方式 1 12

(7) ディスクのカッティング・コーディング 

 

1 13

(8) 大きさ 1 14

(9) テープの幅 1 15

(10) トラック数 1 16

(11) 再生特性 1 17

(12) 付属資料の形態と数 6 18～23

(13) 付属文字テキストの種別 6 24～29
 

 
- 49 - 



Toccata MARC Code Book 
 
 
 
 

(1) 再生時間 (文字位置 0～5) 
 
再生時間は時分秒 (HHMMSS) で入力している. アルバム全体の時間が表示されていない場合
はゼロで埋めている. 
 

(例) 56分36秒  005636 
    72分2秒  011202 

 
(2) 数量 (文字位置 6～8) 
 
ディスクやテープの物理的数量.  
 

(例) ディスク1枚  001 
    カセット12巻  012 

 
(3) 発行形態 (文字位置 9) 
 

a ディスク 
b テープ (リール) 
c カセット 
d カートリッジ 
e ワイヤー録音 
f 円筒 
g ロール (自動ピアノ, 自動オルガン) 
h フィルム (録音フィルム) 
z その他 

 
(4) 再生速度 (文字位置 10) 
 
ディスク 

a 16 2/3 rpm 
b 33 1/3 rpm 
c 45 rpm 
d 78 rpm 
e  8 rpm 
f 1.2～1.4 m./sec (コンパクト・ディスク) 

 
円筒 

h 2.54 cm/sec (120 rpm) 
i 160 rpm 

 
テープ 

k 0.815 cm/s 
l 2.4 cm/s 
m 4.76 cm/s (カセット) 
n 9.5 cm/s 
o 19 cm/s 
p 38 cm/s 
q 2.032 cm/s 
r 1.016 cm/s 
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その他 

u 不明 
x 適用外 
z その他 

(5) チャンネル (文字位置 11) 
 

a monoaural (モノラル) 
b stereophonic (２チャンネル・ステレオ) 
c quadraphonic (４チャンネル) 
u 不明 
z その他 

 
(6) 録音方式 (文字位置 12) 
 

a アナログ電気録音 
b ディジタル録音 
c 組合せ 
d アクースティック録音 
u 不明 
z その他 

 
(7) ディスクのカッティング・コーディング (文字位置 13) 
 

a microgroove/fine 
b coarse/standard 
i コンパクト・ディスク 
u 不明 
x 適用外 

 

z その他 
 

microgroove/fine: 16 2/3 rpm, 33 1/3 rpm, 45 rpm のディスクは microgroove (微細溝)
である. 160 rpm で発売された円筒 (１インチ当たり200の溝がある) は fine (細刻み) で
ある. 
 
coarse/standard: 78 rpm のディスクは coarse (荒い溝) で, 一般に standard  play (SP) 
と呼ばれる. 120 rpm で発売された円筒 (１インチ当たり100の溝がある) は standard (標
準刻み) である. 

(8) 大きさ (文字位置 14) 
 

a  8 cm. (3 in.: CD Single) 
b 12 cm. (5 in.: CD) 
c 18 cm. (7 in.) 
d 25 cm. (10 in.) 
e 30 cm. (12 in.) 
f 40 cm. (16 in.) 
g 35.6 cm. (14 in.) 
j 9.8 × 6.4 cm. カセット 
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x 適用外 

 

o 13.3 × 9.8 cm. カートリッジ 
s 5.7 × 10 cm. 円筒 
u 不明 

z その他 

(9) テープの幅 (文字位置 15) 
 

a 1/8 in. (カセット) 
b 1/4 in. 
c 1/2 in. 
d 1 in. 
e 2 in. 
f 1/3 in. (8 mm.) 
u 不明 
x テープでない 
z その他 

 
(10) トラック数 (文字位置 16) 
 

a フルトラック 
b ２トラック 
c ４トラック 
d ８トラック 
e 12トラック 
f 16トラック 
g 24トラック 
h ６トラック 
u 不明 
x テープでない 
z その他 

 
(11) 再生特性 (文字位置 17) 
 

a アナログ (一般) 
b Dolby-B 
c Dolby-C 
d DBX 
e Dolby-A 
f NAB 規格 
g CCIR/IEC 規格 
i ディジタル (CD, DAT) 
x 適用外 
u 不明 
z その他 
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(12) 付属資料の形態と数 (文字位置 18～23) 
 

 

このデータ要素は１項目２文字からなる. 最初のコードは付属資料の種別を示し, ２桁目の数字は
付属資料の数量を示す. 従って, このデータ要素は３種類まで定義することができる. コードはそ
の付属資料の状態から常識で判断して重要と思われるものから順に入力している. データは左づ
め, 空欄はブランクとする. 
 

a リーフレット (１枚ものの解説) 
b 解説書 (４ページ以上のブックレット・パンフレット) 
c 楽譜 
d ポスター. 写真 
e テキスト (語学資料のテキストブックなど) 
f 図書 (50ページ以上の図書形態) 
z その他 

(13) 付属文字テキストの種別 (文字位置 24～29) 
 
プログラム解説などの内容を記述する６桁の１字コード. コードは常識で判断して重要と思われるも
のから順に入力している. データは左づめ, 空欄はブランクとする. 
 

a ディスコグラフィー 
b 書誌 
c テーマ索引 
d リブレット. 歌詞 
e 作曲者の伝記 
f 演奏者の伝記. 演奏団体の歴史 
g 楽器の技術的・歴史的情報 
h 音楽作品の技術的情報 
i 音楽作品の歴史的情報 
k 民族学的情報 
l 編曲者・改作者の伝記 
r インストラクション 
s 楽譜 
z その他の情報 
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12.   映像資料の形態コード 

12.1.  序文 
 
映像資料の物理的属性に関するコードデータ.  入力しているコードデータは UNIMARC 第２版
に基づいていて, 最新版の UNIMARC のコードとは異なる. このコードデータは JP, MARC #2
 で使用している. Universal フォーマットでは最新版のコードに変換出力している (コードの説明
はマニュアル本体を参照). 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 115 

FixL, Standard ○ ラベル部 
FixL, Plus ○ ラベル部 
FixL, Premium ○ ラベル部 
Universal * 115 

 

12.2.  コードデータ 
 
       固定長データ要素
 

データ要素名 文字数 文字位置

 (1)  再生時間またははコマ数 6  0～ 5 
 (2)  数量 3  6～ 8 
 (3)  資料区分 1  9 
 (4)  資料形態 1 10 
 (5)  カラー指示 1 11 
 (6)  音声指示 1 12 
 (7)  音声媒体 1 13 
 (8)  幅/大きさ 1 14 
 (9)  映写・再生方式 1 15 
(10)  テクニック 1 16 
(11)  面数 ─ ビデオディスク 3 17～19 
(12)  付属資料と数 6 20～25 

 

 
- 54 - 



Toccata MARC Code Book 
 
 
 
 

(1) 再生時間またはコマ数 (文字位置 0～5) 
 
文字位置９の資料区分が「ａ」または「ｆ」の場合には再生時間を, それ以外のコードの場合にはコ
マ数を入力している. 再生時間は時分秒 (HHMMSS) で入力してある. 使用しない文字位置, お
よび再生時間またはコマ数が不明の場合は数字ゼロで埋めている. 
 
(例) 
    73分の映画 011300 
   150コマのスライド 000150 
 
(2) 数量 (文字位置 6～8) 
 
ディスク, テープ, リール等の物理的な数量. データは右につめ, 使用しない文字位置は数字ゼ
ロで埋めてある 
 
(例) 

ビデオカセット12巻のセット    012 
 
(3) 資料区分 (文字位置 9) 
 

a 映画 
b フィルムストリップ 
d スライド 
e トランスペアレンシー 
f ビデオ 

 
(4) 資料形態 (文字位置 10) 
 

a リール 
b カートリッジ 
c カセット 
d ディスク 
 
z その他 

 
(5) カラー指示 (文字位置 11) 
 

a 白黒 
b カラー 
c 白黒とカラーの組み合わせ 
u 不明 
z その他 (セピア, 淡色ぼかし) 

 
(6) 音声指示 (文字位置 12) 
 

a 映像と同一媒体上の音声 
b 映像と別媒体の音声 
u 不明 
x 無声 
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(7) 音声用媒体 (文字位置 13) 
 

a 映画フィルム上の光学サウンド・トラック 
b 映画フィルム上磁気サウンド・トラック 
c 録音カートリッジ 
d 録音ディスク 
e 録音テープ・リール 
f 録音カセット 
g 映画フィルム上の光学および磁気サウンド・トラック 
h ビデオテープ 
i ビデオディスク 
u 不明 
x 無声 
z その他 

 
(8) 幅/大きさ (文字位置 14) 
 
フィルムまたはテープの幅, またはスライド, トランスペアレンシー, ディスクの大きさを示す１字コー
ド. 
 
ビデオテープ 

a 8 mm. 
n 1/4 in. (5 mm.) 
o 1/2 in. (14 mm.) 
p 3/4 in. (20 mm.) 
q 1 in.   (25 mm.) 

 
ビデオディスク 

j 12 cm. (ＣＤＶ/DVD) 
k 20 cm. (レーザー) 
l 26 cm. (ＶＨＤ) 
m 30 cm. (レーザー) 

 
映画・フィルムストリップ 

a 8 mm. 
b Super 8 mm. 
c 9.5 mm. 
d 16 mm. 
e 35 mm. 

 
スライド 

g 5 x 5 cm. 
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トランスペアレンシー 
s 4 x  5 in. 
t 5 x  7 in. 
u 7 x  7 in. 
v 8 x  8 in. 
w 9 x  9 in. 
x 10 x 10 in. 

 
その他 

z 上記のものに合致しない 

(9) 映写・再生方式 (文字位置 15) 
 
映画 

a 標準 
b ワイドスクリーン 
c ３Ｄ 
d 歪像 

 
ビデオ 

f ＶＨＤ 
g レーザー 
h DVD (ディジタル・ビデオディスク) 
m ビデオ８ 

x 適用外 
 

n ＶＨＳ 
p β (ベータ) 
s Ｕマチック 
t ＥＩＡＪ (リール) 

 
その他 

z その他 

(10) テクニック (文字位置 16) 
 

a アニメーション 
b 実写 
c アニメと実写 
u 不明 
x 適用外 (映画またはビデオでない) 
z その他 

 
(11) 面数 ─ ビデオディスク (文字位置 17～19) 
 
ビデオディスクの面数を示す３桁の数字. 面数が数量と論理的に一致しない場合, すなわち, 使
用されている面数が奇数の場合に入力する. 一致する場合やディスクでない場合はブランクとする.
 データは右につめ, 使用しない文字位置はゼロでうめる. 
 
    ２枚３面のビデオディスク 003 
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(12) 付属資料 (文字位置 20～25) 
 
付属資料の種類を示すアルファベットと数字の組合せからなる２字コード. 組合せのコードは３個ま
で入力できる. ４以上の種類が含まれる場合には, 下記のコード表の順位によって入力している. 
 
(コードと数で１項目) 

a スチール 
b ストーリー/スクリプト 
c ポスター 
d プログラム, プレスブック 
e ロビーカード 
f 学習用資料 
g 楽譜 
h セットまたは衣装デザイン 
z その他 
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13.   テキストの種別 (非音楽録音資料) 

13.1.  序文 
 
非音楽録音資料の内容 (テキスト) の種類を示すアルファベット・コード. コードは２個まで付与す
ることができる. データは右づめ, 使用しない文字位置はブランクとする. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 125 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 125 
 
 

13.2.  コードデータ 
 

a 詩 
b 戯曲 (ドラマ) 
c フィクション (小説, 短編) 
d 歴史 
e 講義, 講演 
f インストラクション (ハウ・ツーもの) 
g 音, 現実音 
h 自伝 
i 伝記 
j エッセー 
k レポート 
l 研究報告 
m リハーサル 
n インタビュー 
o 広告 
p インストラクション (語学) 
q 会議録 
r コメディー (喜劇) 
s 伝説, 昔話 
t 宗教 
z その他 
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14.   エレクトロニック・リソース 
 
エレクトロニック・リソース (コンピュータ・ファイル) に関するコード・データ. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 135 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 135 
 
 

a 数値 

学生の試験の成績表, フットボール・チームの統計情報等の数値または数値表現を
収めたデータ・ファイル.  情報は調査のオリジナル情報でも集計・統計操作されたも
のでもよい. 

 
b コンピュータ・プログラム 

コンピュータに基本的演算をさせ情報や必要機器を識別させる指示命令のセットを

収めたデータ・ファイル.  これらにはビデオゲーム, マイクロコンピュータ・ソフトウェア, 
コンピュータ・モデルが含まれる. 

 
c 表現 

絵入りの, または図形情報によるデータ・ファイルで, 図形パターンを作るために他の
種類のファイルと組み合わせて操作され, 情報を解釈したり意味を与えるために用い
られる. 

 
d 文字 

文字情報 (語や句) をコード形式に変換したデータ・ファイルで機械で処理され, 排
列され, 操作された後にさまざまな形式に検索加工される.  これらには書誌ファイル
や文学テキストを含むファイルがある. 

 
u 不明 

データ・ファイルの種類は不明である. 
 

v 組み合わせ 

異なる種類を含むデータ・ファイル. 
 

z その他 

個々のコードを付与できない種類のデータ・ファイル. 
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15.   音楽形式コード 

15.1.  序文 
 
音楽作品の構成要素となっている音楽形式を記述するコード・データ. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 128 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 128 
 

15.2.  コードデータ 
 
コード 英語名 日本語名 

ai airs エア 
an anthems アンセム 
ar arias アリア 
bd ballads バラード 
bg blueglass ブルーグラス 
bl blues ブルース 
bt ballets バレエ 
cb chant, non-Christian 聖歌; キリスト教以外 
cc chant, Christian 聖歌; キリスト教 
cg concerti grossi 合奏協奏曲 
ch chorales コラール 
cl chorale prelude コラール前奏曲 
cn canons カノン; 厳格な模倣様式 
co concertos 協奏曲 
cp chansons, polyphonic ポリフォニック・シャンソン 
cr carols キャロル 
cs chance compositions, aleatoric music 偶然性音楽 
ct cantatas カンタータ 
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コード 英語名 日本語名 

cy country music カントリー音楽 
cz canzonas カンツォーナ 
df dance forms 舞曲形式 
dv divertimentos ディヴェルティメント 
fg fugues フーガ 
fm folk music 民俗音楽 
ft fantasias ファンタジア 

gm gospel music ゴスペル音楽 
hy hymns 賛歌 
in intermezzos インテルメッツォ 
jz jazz ジャズ 
li lieder リート 

mc musical revues and comedies ミュージカル・レヴュー 
md madrigals マドリガル 
mi minuets メヌエット 
mo motets モテット 
mp motion picture music 映画音楽 
mr marches 行進曲 
ms masses ミサ 
mu multiple forms 複合形式 
mz mazurkas マズルカ 
nc nocturnes ノクターン 
op operas, operettas オペラ, オペレッタ 
or oratorios オラトリオ 
ov overtures 序曲 
pf prelude and fugue 前奏曲とフーガ 
pg programme music 標題音楽 
pm passion music 受難曲 
po polonaises ポロネーズ 
pp popular music ポピュラー音楽 
ps passacaglias パッサカリア 
pt part-songs パート・ソング 
pv pavans パヴァーヌ 
rc rock music ロック音楽 
rd rondos ロンド 
rg ragtime ラグタイム 
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コード 英語名 日本語名 
ri ricercars リチェルカーレ 
rp rhapsodies ラプソディー 
rq requiems レクィエム 
sg songs 歌曲 
si sinfonias シンフォニア 
sn sonatas ソナタ 
sp symphonic poems 交響詩 
sq square dance スクェア・ダンス 
st studies and excercises 学習・練習 
su suites 組曲 
sy symphonies 交響曲 
tc toccatas トッカータ 
ts trio sonatas トリオソナタ 
vr variations 変奏曲 
wz waltzes ワルツ 
zz other forms その他の形式 
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16.   演奏手段コード 

16.1.  序文 
 
音楽作品の構成要素となっている音楽形式を記述するコード・データ. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 128 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 128 
 
 

16.2.  コードデータ 
 

コード 英語名 日本語名 
ba horn ホルン 
bb trumpet トランペット 
bc cornet コルネット 
bd trombone トロンボーン 
be tuba チューバ 
bf baritone バリトン (金管楽器) 
bt ethnic (brass) 民俗楽器 (金管楽器) 
bu unspecified (brass) 不明 (金管楽器) 
bz other (brass) その他 (金管楽器) 
ca mixed choruses 混声合唱 
cb women's choruses 女声合唱 
cc men's choruses 男声合唱 
cd children's choruses 児童合唱 
ct ethnic (choruses) 民俗 (合唱) 
cu unspecified (choruses) 不明 (合唱) 
ea synthesizer シンセサイザー 
eb tape テープ 
ec computer コンピュータ 
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コード 英語名 日本語名 
ed ondes Martenot オンド・マルトノ 
eu unspecified (electronic) 不明 (電子) 
ez other (electronic) 

marimba 

その他 (電子) 
ka piano ピアノ 
kb organ オルガン 
kc harpsichord ハープシコード 
kd clavichord クラヴィコード 
ke continuo 通奏低音 
kf celesta チェレスタ 
kz other (keyboard) その他 (鍵盤楽器) 
kt ethnic (keyboard) 民俗 (鍵盤楽器) 
ku unspecified (keyboard) 不明 (鍵盤楽器) 
oa full orchestra フル・オーケストラ (管弦楽) 
ob chamber orchestra 室内オーケストラ 
oc string orchestra 弦楽オーケストラ 
od band バンド 
oe dance orchestra ダンス・オーケストラ 
of larger ensemble - brass band 大きなアンサンブル - ブラス・バンド 
ot ethnic (orchestra) 民俗 (オーケストラ) 
ou unspecified (orchestra) 不明 (オーケストラ) 
oz other (orchestra) その他 (オーケストラ) 
pa timpani ティンパニ 
pb xylophone 木琴 (シロフォン) 
pc マリンバ 
pd drum ドラム (太鼓) 
pt ethnic (percussion) 民俗 (打楽器) 
pu unspecified (percussion) 不明 (打楽器) 
pz other (percussion) その他 (打楽器) 
sa violin ヴァイオリン 
sb viola ヴィオラ 
sc violoncello チェロ 
sd double bass ダブルベース 
se viol ヴィオール 
sf viola d'amore ヴィオラ・ダモーレ 
sg viola da gamba ヴィオラ・ダ・ガンバ 
st ethnic (strings, bowed) 民俗 (擦奏弦楽器) 
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コード 英語名 日本語名 

unspecified (strings, bowed) su 不明 (擦奏弦楽器) 
sz other (strings, bowed) その他 (擦奏弦楽器) 
ta harp ハープ 
tb guitar family ギター 
tc lute family リュート 
td mandolin マンドリン 
tt ethnic (strings, plucked) 民俗 (摘奏弦楽器) 
tu unspecified (strings, plucked) 不明 (摘奏弦楽器) 
tz other (strings, plucked) その他 (摘奏弦楽器) 
va soprano ソブラノ 
vb mezzo-soprano メゾ・ソプラノ 
vc alto アルト 
vd tenor テノール 
ve baritone バリトン 
vf bass 

unspecified (voices) 

バス 
vg counter tenor カウンターテナー 
vh voices - high voice 高声 
vi voices - medium voice 中声 
vj voices - low voice 低声 
vu 不明 (声) 
vz other (voices) その他 (声) 
wa flute フルート 
wb oboe オーボエ 
wc clarinet クラリネット 
wd bassoon バスーン 
we piccolo ピッコロ 
wf English horn イングリッシュ・ホルン 
wg bass clarinet バス・クラリネット 
wh recorder リコーダー 
wi saxophone サクソフォン 
wt ethnic (woodwinds) 民俗 (木管) 
wu unspecified (woodwinds) 不明 (木管) 
wz other (woodwinds) その他 (木管) 
uu unspecified 不明 
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17.   楽譜の刊行形式コード 

17.1.  序文 
印刷楽譜の刊行形式とパート譜の有無を記述するコード・データ. 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 125 

FixL, Standard ×  

FixL, Plus ×  

FixL, Premium ×  

Universal ○ 125 
 

17.2.  コードデータ 
 

データ要素 文字数 文字位置  
(1) 楽譜の種別 1 0  
(2) パート譜の有無 1 1  

 
(1) 楽譜の種別 (文字位置 0) 

印刷楽譜の種別を示す１字コード 

a フル・スコア, 図形楽譜 
b ミニチュア・スコア, ポケット・スコア 
c ヴォーカル・スコア 
d ヴォイス・スコア, コーラス・スコア 
e コンデンス・スコア, ピアノ・コンダクター・スコア 
g クロース・スコア 
m 複合形態 
u 不明 
x 適用外, スコアでない 
z その他 

 
(2) パート譜の有無 (文字位置 1) 

スコアについてパート譜の有無を示す１字コード 

a パート譜あり 
u 不明 
x 適用外 
y パート譜なし 
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18.   ジャンル・コード 
 

MARCフォーマット対応表  

MARCタイプ データの有無 タグ 
JP ○ 900 

FixL, Standard ○ ラベル部 (文字位置248-249) 
FixL, Plus ○ ラベル部 (文字位置248-249) 
FixL, Premium ○ ラベル部 (文字位置248-249) 
Universal ×  

 

18.1.  ジャンル・コードの構造 
ジャンル・コードは２桁の固定長英数字データで, 文字位置「0」に大区分を, 文字位置「1」にその
細目を収めている. 文字位置１を使用しない場合にはハイフンで埋めてある. ジャンル・コードには
文字位置「0」にローマ字を用いる録音資料用と, 文字位置「0」に数字を用いる映像資料, コン
ピュータ・ソフトウェア用とがあり, 文字位置「0」のコードで区別することができる. 

文字位置 0 の値 
A～Z: 録音資料用 
0～9: 映像資料, コンピュータ・ソフトウェア用 

 

18.2.  録音資料用ジャンル・コード 
 

概要  

Ａ～Ｈ クラシック音楽 

Ｊ 特別の機会のための音楽 

Ｋ～Ｒ ポピュラー音楽 

Ｓ～Ｕ 民俗音楽 

Ｖ～Ｘ 非音楽 

Ｚ 児童. 教材用音源 
 
コード 定義と説明 

Ａ～Ｈ クラシック音楽 (西洋の芸術音楽) 

Ａ－ オーケストラ (1 パート 2 名以上の大きなアンサンブル) 

Ａ１ 交響曲 

♦ 交響曲・交響詩・シンフォニエッタなど 

♦ 合奏形態の交響曲はすべてここへ 
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コード 定義と説明 

♦ 独奏楽器の交響曲は独奏曲へ 

Ａ２ 管弦楽 (全般) 

♦ 交響曲を除くすべての形式を含む 

♦ 室内オーケストラはここへ 

Ａ３ 協奏曲 

♦ 独奏楽器 (群) と伴奏オーケストラ (管弦楽, 弦楽合奏, 吹奏楽) の音楽 

♦ 原曲が独奏楽器と伴奏の鍵盤楽器 (ピアノ等), または和音弦楽器 (ハープ, ギ

ター等) のために書かれ, 伴奏部分が管弦楽等に編曲されているものは独奏曲に

区分する 

Ａ４ 弦楽合奏 

♦ 交響曲を除くすべての形式を含む 

Ａ５ 吹奏楽 

♦ 交響曲を除くすべての形式を含む 

♦ 学校の管楽バンド (ブラスバンドと呼ばれることがある) はここへ. その他の学校の

バンド (鼓笛隊等) はＡ６に区分する 

Ａ６ その他のバンド 

♦ 打楽器バンド (リズム・バンド), 学校のバンド (鼓笛隊を含む), サロン・オーケスト

ラ, ダンス・バンド等. ただし, これらのバンドがポピュラー音楽を演奏している場合

はＫ－～Ｒ－に区分する 

♦ 交響曲を除くすべての形式を含む 

Ｂ－ 室内アンサンブル. 室内楽 

♦ 1 パート 1 名のアンサンブル 

♦ 1 台の鍵盤楽器の連弾 (4 手～8 手) は独奏曲に区分する 

♦ 独奏楽器と伴奏の鍵盤楽器 (ピアノ等), または和音弦楽器 (ハープ, ギター等) 

の二重奏は独奏曲に区分する. それ以外の二重奏はここへ 

♦ 交響曲を除くすべての形式を含む 

Ｃ－ 独奏曲 (1つの楽器または1人演奏者の音楽) 

♦ 1 つの伴奏楽器 (鍵盤楽器 (ピアノ等), または和音弦楽器 (ハープ, ギター等)) 

を伴うアンサンブルを含む 

♦ 1 台の鍵盤楽器の連弾 (4 手～8 手) はここへ 

♦ 1 人の打楽器奏者, 1 人の鍵盤楽器奏者の音楽はここへ 

♦ 独奏楽器の交響曲はここへ 

Ｅ－ 音楽劇. 歌劇 (オペレッタ, ジングシュピール, 楽劇等) 
♦ 歌劇のアリア, 合唱曲を含む 

♦ 演劇の付随音楽は声楽が含まれていてもＡ～Ｃに区分する 

♦ 宗教の劇音楽 (オラトリオなど) はＦ２に区分する 

♦ ミュージカルはＱ－に区分する 

♦ 歌劇の序曲集, 間奏曲集はＡ２に区分する 

Ｆ－ 声楽曲 (全般) 
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コード 定義と説明 

♦ 声楽曲は歌詞の内容で区分する; 宗教と世俗の合集はここへ 

Ｆ１ 声楽曲 (世俗) 

♦ 独唱曲. 重唱曲. 合唱曲. (伴奏の有無は関係ない) 

Ｆ２ 声楽曲 (宗教) 

♦ 独唱曲. 重唱曲. 合唱曲. (伴奏の有無は関係ない) 

♦ クリスマス・キャロルはＪ１～Ｊ２に区分する 

Ｇ－ 特定時代の音楽 

♦ Ａ～Ｆのジャンルに適合するものはそれぞれのジャンルに区分する 

♦ 2 以上のジャンルにまたがる特定時代の音楽の雑集はここへ 

♦ コンテンポラリー (現代音楽) の雑集はここへ 

Ｈ－ その他のクラシック音楽 
♦ 全集. 選集 

♦ 電子音楽, コンピュータ音楽, 電子オルガン, シンセサイザーはここへ 

♦ コンピュータ・ゲームの音楽はＱ－に区分する 

♦ アコースティックの楽器を電気的に増幅したもの (エレクトリック・ギター等) はそれ

ぞれの楽器に区分する 

Ｊ－ 特別な機会のための音楽 

♦ クリスマス音楽を除く宗教行事の声楽はＦ２に区分する 

♦ クリスマス音楽 (キャロル) はＪ１～Ｊ２に区分する; クリスマス音楽の雑集はここへ 

♦ 宗教声楽曲以外の通過儀礼 (冠婚葬祭: 結婚, 出産 (胎教を含む), 葬儀) の音

楽はすべてここへ 

♦ Ａ～Ｃのジャンルに適合する器楽はそれぞれのジャンルに区分する 

Ｊ１ クリスマス音楽 (クラシック) 

Ｊ２ クリスマス音楽 (ポピュラー) 

Ｋ～Ｒ ポピュラー音楽 (ポップス) 

Ｋ－ ジャズ 

♦ ジャズ・ヴォーカル, ビッグ・バンドはここへ 

♦ ジャズ・スタイルのボサノバはここへ. ブラジルのジャズ・スタイルでないボサノバはＮ

－に区分する 

♦ 日本人のジャズもここへ 

Ｌ－ ポップ・ソング 

♦ 例: カリプソ, サルサ, ズーク, ディスコ, テクノ, ハウス, ファンク, ラグタイム, ラッ

プ, レゲエ, ワールド・ミュージック 

♦ ロック・ソング, ジャズ・ヴォーカル以外をすべてここへ (日本人または日本語=Ｌ１; 

外国人および外国語=Ｌ２) 

♦ ニューエイジはＲ－に区分する 

♦ 器楽のポップスはＲ－に区分する 

Ｌ１ ポップ・ソング (一般) － 日本人または日本語 
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コード 定義と説明 

♦ 日本人が歌っているポップ・ソング, または人種・国籍を問わず日本語で歌われて

いるポップ・ソングはここへ 

♦ 演歌, 歌謡曲, ニューミュージック等. フォークと呼ばれるポップ・ソングもここへ 

♦ 日本人または日本語によるブルース, ソウル, シャンソン, カンツォーネ等もここへ 

♦ ロック・ソングはＭ－に区分する 

Ｌ２ ポップ・ソング (一般) － 外国人および外国語 

Ｌ３ ブルース, ソウル等 (アフリカ系アメリカ人のポップ・ソング) － 外国人および外国語 

♦ ゴスペル, ブギウギ, リズム・アンド・ブルースはここへ 

♦ スピリチュアルはＦ２に区分する 

Ｌ４ シャンソン, カンツォーネ等 (ヨーロッパのポップ・ソング) － 外国人および外国語 

♦ ファド (ポルトガル): ポップ・バラードのファドはここへ. 伝統音楽はＴ２に区分する.

♦ フラメンコ (スペイン) はＯ－ (ポピュラー音楽的要素の強いもの) またはＴ２ (民俗

舞踊) に区分する 

Ｍ－ ロック音楽 

♦ グランジ, サイケデリック, ドゥー・ワップ, ニュー・ウェイヴ, パンク・ロック, プログ

レッシヴ・ロック, ヘヴィ・メタル, ロカビリー, ロックン・ロール 

Ｎ－ ラテン音楽 (ラテン・アメリカとカリブの音楽) 

♦ サンバ, タンゴ, チャチャチャ, メレンゲ, ルンバ等の中南米ダンス音楽はここへ 

♦ ヌエーバ・カンシォーン (例: アタウァルパ・ユパンキ) 

♦ ボサノバはここへ. ただし, ジャズ・スタイルのボサノバはＫ－に区分する 

♦ カリプソ, サルサ, レゲエはＬに区分する 

♦ フォルクローレはＬ (歌曲), Ｒ－ (器楽), Ｔ (民俗音楽) の適切なコードに区分す

る 

♦ 西欧化したポップ・ソングはＬに区分する 

Ｏ－ 社交ダンスの音楽. その他のダンス音楽 

♦ 商業化した民俗舞踊 (ハワイアン, フラメンコ等でポピュラー音楽的要素の強いも

の) はここへ 

♦ タンゴ, サンバ等の中南米ダンス音楽はＮ－に区分する 

♦ バレエの伴奏音楽はＡ～Ｃに区分する 

Ｐ－ カントリー音楽 

♦ カントリー＆ウェスタン, ウェスタン・スイング, ブルーグラス, ホンキー・トンク 

Ｑ－ 映画音楽. テレビ音楽. ミュージカル. レヴュー 

♦ 映画音楽, 放送 (テレビ, ラジオ) の音楽 

♦ 映画音楽を含むイージーリスニング, ムード音楽はここへ 

♦ 遊園地の音楽はここへ 

♦ テレビゲームの音楽, コンピュータ・ゲームの音楽 

♦ コンピュータ音楽はＨ－ (クラシック), Ｒ－ (ポピュラー) に区分する 

♦ アニメーション番組, テレビゲームのイメージ音楽はＱ－以外の適切な場所に区分

する 

Ｒ－ その他のポピュラー音楽. ポピュラー器楽 
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コード 定義と説明 

♦ ダンス・バンド, 弦楽合奏, 電子オルガン, シンセサイザー, 機械楽器 (オルゴー

ル等), 器楽のポップス (カラオケを含む)  

♦ 歌と器楽を含む雑集 

♦ BGM (背景音楽 (注: 映画, 放送の背景音楽はＱ－に区分する)) 

♦ 生理学的・心理学的効果のための音楽 (α波, ヒーリング等) 

♦ ニューエイジはここへ 

♦ 映画音楽を含むイージーリスニング, ムード音楽はＱ－に区分する 

Ｓ～Ｔ 民俗音楽. 各国の伝統的な音楽 

Ｓ－ 日本音楽 (邦楽) 

♦ 現代邦楽を含む 

♦ 神道, 仏教等の宗教音楽を含む 

♦ キリスト教の教会音楽はＦ２に区分する 

♦ 日本民謡はＴ１に区分する 

♦ 浪曲, 詩吟はＶ－に区分する 

Ｔ－ 民俗音楽 (一般) 

♦ 民謡, 民俗舞踊を含む 

Ｔ１ 日本の民俗音楽. 日本民謡 

Ｔ２ 外国の民俗音楽, 民謡 

♦ 商業化した民俗舞踊 (ハワイアン, フラメンコ等でポピュラー要素の強いもの) はＯ

－に区分する 

Ｕ－ 

Ｗ－ 

愛国的音楽. 軍楽. スポーツ・体育の音楽 

♦ 国歌, 軍歌 

♦ 軍隊・狩猟用の信号ラッパはここへ 

♦ 反体制運動 (抵抗) の音楽, 革命の音楽 

♦ ラジオ体操はここへ 

♦ スポーツ (サッカー, 野球, レスリング等) の応援歌はここへ 

♦ 団体歌 (寮歌, 校歌, 社歌) を含む 

Ｖ～Ｘ 非音楽  

Ｖ－ 演劇, 演芸, 講談, 落語, 漫才等 

♦ 浪曲, 詩吟はここへ 

♦ 放送ドラマはここへ 

♦ アニメーション番組, テレビゲームのドラマはここへ 

♦ 歌舞伎音楽 (下座音楽), 人形浄瑠璃の音楽, 能音楽 (謡曲) はＳ－に区分する 

朗読. 講演. 言語 (話されたテキスト) 

♦ 電子的に生成・変換された音声を含む 

♦ 文学作品, 聖書, 経典, 法律および各種の朗読・解説はここへ 

♦ 講演, 対談, 討論, インタビューはここへ 

♦ 留守番電話のメッセージはここへ 

♦ 語学練習用として出版された歌曲はここへ 

♦ 音楽が主要な要素となっている語り (例: プロコフィエフの「ピーターと狼」), ラップ・
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コード 定義と説明 

ソングは音楽に区分する 

♦ ドラマ化された文学作品はＶ－に区分する 

Ｘ－ ドキュメンタリー. 現実音. 効果音 

♦ 昆虫, 動物等の鳴き声はここへ 

♦ 電子的に復元された音声 (人間の言葉以外) はここへ 

♦ 祭礼, 典礼等の実況録音はここへ 

♦ 学校行事 (運動会, 学校式典) 用の効果音はＺ－に区分する 

Ｙ－ その他 

♦ オーディオ・チェックはここへ 

Ｚ－ 児童 (生徒・学生). 教材用音源 

♦ 就学年齢で１～５に細分する 

♦ 学校唱歌, 鑑賞用教材を含む 

♦ 学校行事 (運動会, 学校式典) 用の音楽はここへ 

♦ 児童用録音資料は下記の例外を除きすべてここへ (音楽・非音楽とも) 

♦ 校歌, スポーツ (サッカー, 野球等) の応援歌はＵ－に区分する 

♦ ラジオ体操はＵ－に区分する 

Ｚ１ 保育園. 幼稚園 (乳幼児, 就学前の児童) 

♦ 胎教の音楽はＪ－に区分する 

Ｚ２ 小学校 

Ｚ３ 中学校 

Ｚ４ 高等学校. 専門学校 

Ｚ５ 大学 
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18.3.  映像資料, コンピュータ・ソフトウェア用ジャンル・コード 
概要  

０ 総記 

１ 哲学. 宗教 

２ 歴史. 地理 

３ 社会 

４ 自然科学 

５ 技術. 工学 

６ 産業 

７ 芸術 

７Ｄ～７Ｆ クラシック音楽 

７Ｇ～７Ｊ ポピュラー音楽 

７Ｐ～７Ｓ 映画 

７Ｔ～７Ｖ 体育. スポーツ 

８ 言語 

９ 文学 
 
コード 定義と説明 

０－ 総記 

０Ａ コンピュータ・ソフトウェア. 情報処理 

♦ OS, LAN, ネットワーク, インターネット等 

♦ 開発用言語 (C, VB, Java 等) 

♦ スプレッドシート, ワードプロセッサ, 画像処理, プレゼンテーション, 電子メール, 

デスクトップ・パブリッシング, データベース等を含む 

♦ 電子工学の観点からハードウェアを扱ったもの以外はすべてここへ (コンピュータ産

業, ハードウェアの製造の紹介を含む) 

０Ｂ 図書館. 博物館 

０Ｃ 百科事典 

０Ｄ ジャーナリズム 

♦ ニュース映画, ニュース番組は７Ｑに区分する 

１－ 哲学. 思想. 宗教 (一般) 

１Ａ 哲学. 思想. 心理. 倫理 

１Ｆ 宗教 

２－ 歴史. 地理 (一般) 
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コード 定義と説明 

２Ａ 歴史 

２Ｊ 伝記 

２Ｋ 地理. 紀行 

３－ 社会 (一般) 

３Ａ 政治. 法律. 経済. 財政. 統計. 社会学 

３Ｈ 教育 

３Ｊ 風俗. 民俗 

♦ 例: 冠婚葬祭, 祭り, 民話, 郷土芸能 

３Ｋ 軍事 

４－ 自然科学 (一般) 

４Ａ 数学. 物理. 化学. 宇宙. 天文. 地球科学. 地学 

４Ｇ 生物科学. 植物. 動物 

４Ｋ 医学. 薬学 

５－ 技術. 工学 (一般) 

５Ａ 土木. 建築 

５Ｄ 機械 

５Ｅ 電気. 通信. 電子工学 

♦ コンピュータ・ハードウェア (注: 電子工学の観点からハードウェアを扱ったもの以

外はすべて０Ａに区分する) 

５Ｆ 船舶. 海洋工学. 金属. 鉱山. 化学工業. 製造工業 

５Ｌ 家政 

６－ 産業 (一般) 

６Ａ 農業. 園芸. 造園. 畜産. 林業. 水産 

６Ｈ 商業 

６Ｊ 運輸. 交通. 通信. 放送 

♦ コンピュータ通信 (ネットワーク) は０Ａに区分する 

７－ 芸術 (一般) 

 
- 75 - 



Toccata MARC Code Book 
 
 
 
 

コード 定義と説明 

７Ａ 美術. 彫刻. 絵画. 書道. 版画. 写真. 印刷. 工芸 

７Ｃ 音楽 (一般) 

♦ 作曲. 演奏. 音楽史 

７Ｄ～７Ｆ クラシック音楽 

７Ｄ 器楽 (管弦楽, 交響曲, 協奏曲, 室内楽, 独奏曲等) 

７Ｅ 声楽 (合唱, 重唱, 独唱). 舞台音楽 (歌劇, バレエ等) 

７Ｆ その他のクラシック音楽 

７Ｇ～７Ｊ ポピュラー音楽. 民俗音楽 

７Ｇ ジャズ. ロック. ソウル. カントリー 

７Ｈ ポップ・ソング. 歌謡曲. 演歌 

７Ｉ 民俗音楽. 民俗舞踊. 民謡 

７Ｊ その他のポピュラー音楽 

７Ｌ～７Ｍ 演劇. 演芸 

７Ｌ 演劇. 能. 狂言. 歌舞伎. 人形劇 

７Ｍ 大衆演芸. 講談. 落語. 漫才. バラエティー番組. クイズ番組 

７Ｐ～７Ｓ 映画. テレビ 

７Ｐ 劇映画 (外国映画, 日本映画). テレビ・ドラマ 

７Ｑ 記録映画. ドキュメンタリー・テレビ番組. ニュース映画・番組 

７Ｒ 音楽映画. ミュージカル映画 

７Ｓ 児童映画. アニメーション映画 

７Ｔ～７Ｖ 体育. スポーツ 

７Ｔ 体育, スポーツ一般 

７Ｕ 球技 

７Ｘ～７Ｚ 娯楽 

７Ｘ 茶道. 香道. 花道. ビリヤード, 囲碁. オセロ, 将棋. チェス. ゲーム (麻雀, トランプ, 花

札, ルーレット等). コンピュータ・ゲーム (ビデオゲームを含む) 
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コード 定義と説明 

７Ｚ ダンス. 社交ダンス 

♦ 民俗舞踊, 日本舞踊は７Ｉに区分する 

８－ 言語一般 

♦ 話し方, 演説法はここへ. 個々の演説・討論・会議は適切な主題に区分する 

８Ａ 日本語 

８Ｂ 中国語. アジア諸語 

８Ｃ 英語 

８Ｄ ヨーロッパ諸語 (英語を除く) 

８Ｚ その他の言語 

９－ 文学一般 

９Ａ 日本文学 

９Ｂ 中国, アジア文学 

９Ｃ 英米文学 

９Ｄ ヨーロッパ文学 (英米文学を除く) 

９Ｚ その他の文学 
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