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1.   序文 

1.1.   Toccata MARC JP Edition 
Toccata MARC JP Editionは次のような図書館を想定して開発された. 

(1) 図書のMARCに JP/MARC形式を採用している 

(2) 受け入れたMARCレコードの処理にサブフィールド・レベルの細かさを必要としている 

この２つの要求を満たすため, レコード形式に可変長フォーマットを採用し, JP/MARC と同一のサブ

フィールド識別子 (6バイト) を用いることで, 図書館側の JP/MARCフォーマットの変換処理ソフトウ

ェア資産の流用を可能にしている. 

Toccata MARC JP Editionは IFLA (国際図書館連盟) が定めた国際的情報交換用標準フォーマッ

ト, UNIMARCに準拠している. 同じくUNIMARCに準拠している JP/MARCとは基本的に共通のフ

ォーマットである. しかし, 和図書の目録情報を主な収録範囲としている JP/MARCと異なり, 日本語

と外国語が混在することが多い AV資料を対象としている Toccata MARCでは, 日本語処理と同時

に外国語の用法に対しても考慮する必要があるため, より厳格に UNIMARCを適用している. 

Toccata MARCのデータフィールド群は UNIMARCに従って, 識別, コード情報, 記述, 注記,アク

セスポイント (関連記入, タイトル, 主題, 著作責任), 国際利用, 国内利用の 10 ブロックにグルー

プ化されている. 

識別ブロックには書誌レコードを識別するための各種コード番号, コード情報ブロックには主として

オンライン情報検索用のコード化されたデータを収録してある. 目録規則による書誌的事項である

記述, 注記, アクセスポイント (標目) の各ブロックは目録対象資料によっては日本語と外国語が混

在するデータフィールド群となっている. 

1.2.   著作権 

Toccata MARC JP Edition形式で, FD等のファイルに収録される書誌レコードは, 株式会社トッカー

タ, および同社が開発し運用している Toccata MARCオンライン目録システムのメンバー館が作成し

たものである. Toccata MARC JP Editionの著作権は株式会社トッカータが, 各書誌レコードの著作

権はその入力機関が所有している. データベースの著作権については「Toccata MARC User’s 

Manual 2000」を参照. 

1.3.   複製権 

このフォーマットで頒布される目録情報は, 著作権法により図書館施設内における (LAN を含む) 
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単独システムに限り使用が認められている. 複数の図書館による同一書誌レコードの共用, 図書館

間のオンライン情報サービス等, 図書館施設外のコンピュータ・システムへ書誌レコードをコピーす

る行為は認められていない. また, インターネット等の図書館施設外のコンピュータによる検索サー

ビス等も認められていない. このような情報サービスを行う場合には, 株式会社トッカータの許諾が

必要となる. 複製権に関する詳細は「Toccata MARC利用の手引き, 2000. 第 11章, MARC と著作

権」を参照. 

1.4.   記号, および文字位置の数え方 

この文書ではサブフィールド識別子の先頭文字として ｢$｣, フィールド・セパレータとして ｢#｣, レコ

ード・セパレータとして ｢%｣ を使用している. また空白を図示する必要がある場合には ｢ /b｣ を用い

ている. 固定長データの文字位置は先頭文字の位置をゼロ (0) と数える方法で識別している. 

このフォーマットで用いる機能キャラクタ一覧 (ISO 646) 

ビットの組合せ 図形文字表現 機  能 

  01/15    $ サブフィールド識別子の先頭文字 

  01/14    # フィールド・セパレータ 

  01/13    % レコード・セパレータ 

1.5.   Toccata MARC JP Editionのリリース・バージョン 

Toccata MARC JP Editionにはいくつかのリリース・バージョンが存在する. これらのバージョン間に

基本的なデータの差はないが, データの文字モード (1バイトまたは 2バイト), データ要素を定義す

る識別子に若干の相違がある. 本書の事例と説明では特に断りがない限り, 最新のリリース・バージ

ョンによるものを用いている. 

1.6.   頒布用MARCファイルの主要媒体 

頒布用MARCファイルの主要媒体は3.5インチのFDである. ただし, このタイプには記録密度 (2DD, 

2HD等) およびフォーマット (FAT (MS-DOS), IBM等) にさまざまな種類があるので, 問い合わせ

いただきたい. 

 

2.   Toccata MARC JP Edition 設計原則 

Toccata MARC JP Edition は下記の原則に従って設計されている. 
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2.1.   フォーマット (外形式) 

MARCフォーマットは ISO-2709 による. 

2.2.   内容識別法 

IFLAの UNIMARC-1980 (1994) による. 

2.2.1. フィールド・タグ: レコード中のデータフィールドは３桁のタグで識別する. 

2.2.2. インディケータ: フィールド・データの追加説明のために２桁のインディケータを使用する.  

Toccata MARC JP Editionのインディケータには排列情報はない. 

2.2.3. サブフィールド識別子: 可変長フィールド内のサブフィールドを識別するために 6桁の識別

子を用いる. 

2.3.   固定長コード情報 

コード化されたデータは, そのフィールドやサブフィールド内の文字位置で識別する. 本書ではデ

ータの先頭文字の文字位置を ｢0 (ゼロ)｣ と数える方法で識別している. Toccata MARC JP Edition 

の固定長コードデータは, Toccata MARCオンライン・システムの内部レコードからプログラム変換で

生成されている. 内部レコードで定義されていない文字位置にはフィル・キャラクタ「|」が埋め込まれ

ている. 

2.4.   フィールド, サブフィールドの反復 

リピータブル (R) と指示されているフィールドやサブフィールドは複数入力されていることがある. 

2.5.   必須フィールド 

次のフィールドは Toccata MARC JP Edition レコードに必ず入力されている. 

001: レコード識別子 

100: 一般処理データ 

2A0: タイトルと責任表示 (または「200: タイトルと責任表示」) 

950: 所在情報 

これ以外のフィールドの入力は目録対象資料に左右される. 
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2.6.   ISBDの区切り記号 

ISBDの区切り記号は, サブフィールド化できる場合には原則として入力されていない.  

2.7.   標目の区切り記号 

サブフィールド化できる場合は原則として入力されていない.  

2.8.   引用規格およびコード 

2.8.1.   UNIMARC 

UNIMARC : Universal MARC format / recommended by the IFLA Working Group on Content 
Designators set up by the IFLA Section on Cataloguing and the IFLA Section on 
Mechanization. ― 2nd ed. revised. ― London : IFLA International Office for UBC, 1980.

UNIMARC Manual : Bibliographic Format. ― 2nd ed. ― München : K G Saur, 1994. 

2.8.2.   関係規格 

2.8.2.1.   ISO (国際標準化機構) 

ISO 646 - 1983 Information processing - ISO 7-bit coded character set for information 
interchange 

ISO 2709 - 1981 Documentation - Format for bibliographic information interchange on 
magnetic tape 

 

2.8.2.2.   JIS (日本工業規格) 

JIS X 0201 情報交換用符号 

JIS X 0208 情報交換用漢字符号 

JIS X 0301 日付の表示 (コード) 

JIS X 0302 時刻の表示 (コード) 

JIS X 0304 国名コード 

JIS X 0305 国際標準図書番号 (ISBN) 

JIS X 0306 国際標準逐次刊行物番号 (ISSN) 

JIS X 0401 都道府県コード 

JIS X 0402 市区町村コード 

JIS X 0408 大学・高等専門学校コード 

JIS X 0601 情報交換用磁気テープのラベルとファイル構成 
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2.8.2.3.   その他のコード 

USMARC code list for languages. ― Washington, D.C. : Library of Congress 

USMARC code list for geographic areas. ― Washington, D.C. : Library of Congress 
 

2.8.2.4.   その他の関連規則 

Anglo-American cataloguing rules. ― 2nd ed., 1988 revision. ― American Library Association, 
1988 

日本目録規則. ― 1987年版. ― 日本図書館協会, 1987. 

Subject cataloging manual : Subject headings. ― Washington, D.C. : Library of Congress 

2.9.   MARCレコード形式 

この MARC フォーマットの外形式は国際標準化機構 (ISO) が定めた国際規格 ｢2709 ドキュメン

テーション: 磁気テープによる書誌情報交換用フォーマット. 第２版｣ によっている. 

2.9.1.   用語説明 

このフォーマットでは国際規格 ISO-2709 に従って, 下記の定義を用いている. 

インディケータ 
データフィールドの最初に位置し, フィールド内容やレコード内の他のフィー
ルドとの関係についての情報, またはデータ処理に必要な情報を補うための
データ要素. レコード識別子フィールド 001にはインディケータはない. 

サブフィールド １個のフィールドに含まれる定義された情報のユニット. 

(サブフィールド) 
識別子 

サブフィールドの直前にある 6つのキャラクタで, サブフィールドを識別するた
めのデータ要素. レコード識別子フィールド 001にはサブフィールドはない. 

書誌レコード レコードラベル, ディレクトリ, および単独で処理する書誌単位のデータを１以
上収めたフィールドの集合. 

セパレータ データの単位を論理的に, 場合によっては階層的に区切るための制御文字.

タグ フィールドに対応し, そのフィールドを識別するために用いる３桁のキャラクタ.

ディレクトリ 書誌レコード内のデータフィールドに対する索引. 

ディレクトリ・マップ ディレクトリ項目を規定するパラメータの組合せ. 

データフィールド 書誌レコードの可変長部で個々のデータを収める. ディレクトリに続き, ディレ
クトリの１項目に対応している. 

レコードラベル 書誌レコードの冒頭にあり, そのレコードを処理するためのパラメータを収める
フィールド. 

2.9.2.   Toccata MARC JP Editionの概要 

Toccata MARC JP EditionのMARCレコードは次のフィールドが収められている. 

- 5 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

(a) レコードラベル ― 固定長 

(b) ディレクトリ ― 可変長 

(c) レコード識別子 ― 可変長 

(d) 書誌フールド ― 可変長 

(e) フィールド・セパレータ (本書の図形表現は #) 

(f) レコード・セパレータ (本書の図形表現は %) 

2.10.   キャラクタ・セット 

Toccata MARC JP Editionで使用しているキャラクタ・セット (文字符号表) は, １バイト系が EBCDIC, 

２バイト系が JIS X0208 (旧 JIS C6226) である. なお, この他に PC用のShift-JISタイプのものも用意

されている. なお, EBCDIC キャラクタ・セットは JP/MARC と同一のものを使用している. コード表を

下記に示す. 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 NUL    /b & -   ソ      0 

1       /  ア タ   A J  1 

2         イ チ ヘ  B K S 2 

3         ウ ツ ホ  C L T 3 

4         エ テ マ  D M U 4 

5         オ ト ミ  E N V 5 

6         カ ナ ム  F O W 6 

7         キ ニ メ  G P X 7 

8         ク ヌ モ  H Q Y 8 

9         ケ ネ ヤ  I R Z 9 

10     ～ ! ^ : コ ノ ユ レ     

11     . ¥ , #    ロ     

12     < * % @ サ  ヨ ワ     

13     ( ) _ ' シ ハ ラ ン     

14     + ; > = ス ヒ リ ゛     

15     | ┐ ? " セ フ ル ゜     

 

(注) 
0/0 オール・ビット・オフ 
1/13 レコード・セパレータ (%) 
1/14 フィールド・セパレータ (#) 
1/15 サブフィールド識別子の先頭文字 ($) 
4/0 空白 
4/11 ピリオド 
6/0 マイナス (片かなの音引きはこの文字に変換されている) 
6/11 コンマ 
7/13 アポストロフィー 
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2.11.   Toccata MARC JP Edition レコードの作成単位 

このフォーマットで提供する書誌レコードには所在情報 (ローカル・データ) が組み込まれている. ロ

ーカル・データ (所蔵レコード) の作成単位は各図書館の方針によるが, 書誌レコードの作成単位

は目録規則の規定する書誌単位に基づいている. このため, 複数の物理単位 (例: ２枚のディスク) 

で構成されるセット資料 (多巻もののモノグラフを含む) では, 書誌レコードと所蔵レコードの作成単

位に差の生ずる場合がある. Toccata MARC JP Editionの目録レコードは, ひとつの所蔵レコード単

位で Toccata MARCデータベースから変換されるので, この点には留意する必要がある. 

例示 

 032 /b0 $AIVCV-5004W$C 上巻 
 032 /b0 $AIVCV-5005W$C 下巻 
 2A0 1/b $A 素晴らしき哉， 人生！$A ｽﾊﾞﾗｼｷｶﾅ ｼﾞﾝｾｲ 
 215 /b/b $A ビデオカセット２巻$CＶＨＳ， 白黒$D１３ ｍｍ． 

 
上下 2 巻組セットの映像資料. 物理単位でリリースされているが,単一の映画を連続収録し
ているので, 2巻組のセット全体が単行書誌 (モノグラフ) 単位となる. 書誌レコードはこの単
位で作成されている. 

2.12.   Toccata MARC入力システム 

Toccata MARCオンライン目録システムは書誌, 典拠, 分類索引, 所蔵, 利用館の 5つのデータベ

ースで構成する総合所在目録データベース・システムで, 各データベースは電子的にリンクしてい

る. 

2.13.   Toccata MARC書誌ファイル 

Toccata MARCオンライン目録システムでは, 書誌ファイルに３つのモードが存在する. 

(1) 標準モード: 目録規則に完全に従った記述目録情報に, 公共図書館用の日本語情報を追加

したファイルで, 標目は全て典拠ファイルとリンクしている. 

(2) ラテン文字標目モード: 目録規則に完全に従った記述目録情報を含む. 典拠ファイルとリンク

していない標目はラテン文字で入力されている. 

(3) 日本語文字標目モード: 公共図書館用の日本語による記述目録情報を含む. 日本語情報を

優先させるために, 目録規則の情報源に関する規定には従っていない. 典拠ファイルとリンク

していない標目は日本語で入力されている. 

Toccata MARC オンライン目録システムでは, 典拠ファイルとリンクしない標目の存在によって, ラテ

ン文字標目モードと日本語文字モードとで書誌レコードが重複することがある. Toccata MARC JP 

Editionで頒布される書誌レコードは, このような場合に日本語標目モードのレコードが優先される. 
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Toccata MARCオンライン目録システムでの書誌レコードの入力修正画面を図１に示す. 

Toccata MARC入力修正: 書誌       ＩＤ番号 :b901001651 
 

ステータス:n       種別   :j      入力日  :19900718 処理日  :19910722 

書誌レベル:m       階層   :0      入力   :         記述目録 :        

利用対象 :r       改変   :0      目録言語 :jpn      翻字   :y       

文字コード:a                     

004 00    POCL2071 

2A0 00 0  $A 交響曲 第６番$a ｺｳｷﾖｳｷﾖｸ 6$E”Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ”$E（１９８ 

          ５）$F 團伊玖麿$G アナ・プサール， ソプラノ$G 赤尾三千子， 能管， 

          篠笛$G ウィーン交響楽団$G 團伊玖麿， 指揮 

300 00    $A タイトルは容器による 

300 01    $A 詩： エドマンド・ブランデン 

300 02    $A 録音： １９８９年６月２９日～１９８９年７月２日， Ｋｏｎｚｅ 

          ｒｔｈａｕｓ ”Ｇｒｏｓｓｅｒ－Ｓａａｌ”， Ｖｉｅｎｎａ 

519 00 0  $AＨｉｒｏｓｈｉｍａ$A ﾋﾛｼﾏ$Zjpn 

606 00    $3a83000542:Symphonies 

600 00 0  $3a90016840:Blunden, Edmund, 1896-1974―Musical settings 

607 00    $3a90016866:Hiroshima-shi (Japan)―Songs and music 

700 00 1  $3a84030054:Dan, Ikuma, 1924- $400$3a90016823:Symphonies, no. 6 

702 00 0  $3a90016831:Blunden, Edmund, 1896-1974$401 

---b0001.rec : Target biblio------------------------------------------------ 

  Write Media Refer Split   Sel   Cut   Copy  Paste   Autho Make 

図１: 書誌レコードの入力画面 

 

書誌レコードの標目は可能な限り典拠レコードとのリンク付けが行なわれている. 図１のタグ 700 でリ

ンクしている作品に対する典拠レコードの詳細を, Toccata MARCオンライン目録システムの表示形

式で図２に示す. 

Toccata MARC 典拠レコード詳細表示: タイトル                              a90016823 
 

團, 伊玖磨, １９２４－  <a84030054> 

    交響曲, 第６番 

        出典: Symphony no. 6 [SR] / Ikuma Dan. 1990, p1989 (label) <Symphony 

               no. 6 : Hiroshima>(解説)<交響曲第６番《Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ》 

             (１９８５; 第３楽章にソプラノ独唱)> 

        出典としない: LC Name auth. 1977-89 

        欧文標目: Symphonies, no. 6 

        演奏: va01/oa01 

        AVMC: 764.22/184 = 交響曲（声楽付） 

        年代: d1985 

        DDC20: 784.22184 

        UF: 團, 伊玖磨, １９２４－  <a84030054> 

                Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 

 

図２: 典拠レコードの詳細表示 
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2.14.   Toccata MARC典拠ファイル 

Toccata MARCオンライン目録システム上で入力される典拠レコードには, AACR 2 (英米目録規則

第２版) によるラテン文字標目と NCR 1987 (日本目録規則 1987年版) による日本語文字標目が

収録されている. AACR 2標目の決定に際しては LC (アメリカ議会図書館) の典拠ファイルと書誌

ファイルの標目が参照される. 日本語標目は NCR 1987の規定に抵触しない範囲で, AACR 2標目

の構造に可能な限り近付けて作成されている. 典拠コントロールを受ける書誌ファイルの標目には, 

個人名, 団体名, 家族名, 地名, 統一タイトル, シリーズ, 件名標目がある. 

2.15.   公共図書館用日本語データ 

Toccata MARC JP Editionには, UNIMARCで定義されている標準的なフィールドに加えて, 日本語

の書誌情報を優先して収めるフィールドを特別に用意して, 主に和図書を扱う公共図書館での使用

に配慮している. これらのフィールドはタグの 2桁目がラテン文字か, UNIMARCで使用が認められ

ているローカル・フィールド xx9, あるいは JP/MARC と同様にタグ番号をシフトさせる方法のいずれ

かで定義されている. これらのフィールドには, 目録規則の規定にとらわれずに日本語の書誌情報

のみをを収めている (日本語以外の情報は収録されていない). 下記のものが公共図書館用に追加

したフィールド・タグである. 

2A0 タイトルと責任表示 

2A5 版 

2B0 発行・頒布等 

2C5 シリーズ 

3C2 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料)  

3C7 内容注記 

519 その他のタイトル 

551 内容作品のタイトル 

 2.16.   Toccata MARC JP Editionの標目 

Toccata MARC JP Editionでは NCR 1987に準拠した日本語標目のみを使用している.  
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Toccata MARC書誌レコード 
 200 10 $aBatman returns 
 2A0 1 /b $A バットマン リターンズ$a ﾊﾞﾂﾄﾏﾝ ﾘﾀ-ﾝｽﾞ 
 304 /b /b $A 監督： ティム・バートン 
 3C2 /b /b $A キャスト： マイケル・キートン， ミッシェル・ファイファー， ダ

ニー・デビート 
 606 1 /b $3a94001375 
 ・ 

・ 
・ 

  

 702 0 /b $3a94001421$425 

Toccata MARC典拠レコード 
 001  a94001421 

 A0A  $aDeVito$bDanny 
 A0K  $A デヴィート$B ダニー$a ﾃﾞｳﾞｲ-ﾄ$b ﾀﾞﾆ- 

 E0A  $aVito$bDanny De 
 E0A  $aDe Vito$bDanny 
 E0K  $A ヴィート$B ダニー デ$a ｳﾞｲ-ﾄ$b ﾀﾞﾆ- ﾃﾞ 
 E0K  $A デビート$B ダニー$a ﾃﾞﾋﾞ-ﾄ$b ﾀﾞﾆ- 
 F00  $aBatman returns [VR]. 1992 (notes)$bcast, Danny DeVito$B ダニー・

デビート 
 F00  $aVariety who's who in show business, 1983$bDe Vito, Danny; act. b. 

1944 
 F00  $aLC Name auth. n  85376875 

書誌レコードの標目として

使用するフィールド 

典拠レコード ID 

Toccata MARC JP Edition 
 200 10 $A0141 BATMAN RETURNS 

 2A0 1 /b $A0222 バットマン リターンズ$A0131 ﾊﾞﾂﾄﾏﾝ ﾘﾀ-ﾝｽﾞ 

 300 /b /b $A0242 監督： ティム・バートン 

 3C2 /b /b $A0782 キャスト： マイケル・キートン， ミッシェル・ファイファー，
ダニー・デビート 

 606 1 /b $A0322 バットマン （架空キャラクター）$A0171 ﾊﾞﾂﾄﾏﾝ ｶｸｳ ｷﾔﾗｸﾀ- 

 ・ 
・ 
・ 

  

 
702 0 /b $A0102 デヴィート$B0062 ダニー$A0071 ﾃﾞｳﾞｲ-ﾄ$B0041 ﾀﾞﾆ-$4002125 

注: $X9999はサブフィールド識別子. なお, 本書では上記と一部の変換事例, および付録

を除き, サブフィールド識別子は見やすさを優先させて先頭 2桁のみを記載している. 
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レコードラベル 

定義 

レコードラベルには ISO 2709 の規定に従って, レコードの処理に必要な一般的情報を収める. 

発生 

レコードラベルはすべてのレコードの先頭にあり, 必須 (M) であり, リピータブルでない (NR). 

タグ・インディケータ・サブフィールド 

レコードラベルにはタグ, インディケータ, サブフィールドはない. 

固定長データ要素 

レコードラベルは常に 24 桁の固定長で, ラベル中のデータ要素は文字位置で識別する. 

固定長データ要素一覧 

データ要素名 文字数 文字位置 
(1) レコード長   5   0- 4 
(2) レコード・ステータス   1   5 
(3) 書誌的状況コード   4   6- 9 
(4) インディケータ長   1  10 
(5) サブフィールド識別子長   1  11 
(6) データの基準位置   5  12-16 
(7) 付加的レコード定義   3  17-19 
(8) ディレクトリ・マップ   4  20-23 

 

0 5 6   9 10 11 12 17   20   23
状況コード レコード定義 ディレクトリマップ

レ

コ

ー

ド

長
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書

誌
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階

層

レ

ベ

ル 

未
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番
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入
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ベ

ル

記

述

目
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形

式

未
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デ
ー
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ィ
ー
ル
ド
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先

頭

文

字
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置 

未
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義 

未

定

義

5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1

 

フィールド内容の説明 

レコードラベル (リーダーとも呼ばれる) は MARC レコードの最初に位置し, そのレコードを処理
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するためのデータを含んでいる. データ要素のいくつかはコンピュータのプログラムによって自動発

生される. 文字位置 0-4 と 12-16 は数値データであり, レコード中にあるフィールドの文字数 (バ

イト数) がコンピュータ・プログラムによって書き込まれる. 文字位置 5, 6-9, 17-19 はレコードの作成

または修正時にカタロガーが入力する. 

(1) レコード長 (文字位置 0-4) 

5 桁の十進数で, 右づめ, 使用しない文字位置はゼロを埋める. この要素はレコードラベル自身, 

ディレクトリおよび可変長フィールドを含むレコード全体のバイト数を示す. この要素はコンピュー

タ・プログラムが Toccata MARC JP Edition レコードの変換時に書き込む. 

(2) レコードステータス (文字位置 5) 

レコード処理の状態を示す 1文字コード. 

C 訂正レコード 

 誤りを訂正した, 最新のものに改正した, または特定のフィールドを削除したレコード. 
ただし, 発売前レコードのフル・レコードへの修正・置換はコード ｢C｣ ではなく ｢P｣ を
用いる. この文字位置のコードが ｢N｣, ｢O｣, ｢P｣ のレコードの訂正はコード ｢C｣ を付
与する. 

N 新規レコード 

 新たに作成したレコード (発売前レコードを含む). コード ｢O｣ を適用すべきレコードの
場合は, コード ｢N｣ ではなく ｢O｣ を優先して用いる. 

O 高次書誌レコードが存在する 

 書誌階層が最高レベルの (文字位置 8 が ｢l｣) 書誌レコードがデータベースに存在す
る. 

P 不完全なレコード, 発売前レコードの置き換え 

 発売前レコードの発売後の資料に対するレコードによる置換レコード. 

(3) 書誌的情況コード (文字位置 6-9) 

これらのコードは ISO 2709 では定義されていない. Toccata MARCを含む UNIMARC 系では

下記のように定義している. 

(3a) レコード種別 (文字位置 6) 

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). 

A 言語・文字資料 (印刷物) 

B 言語・文字資料 (手稿) 

C 楽譜 (印刷物) 

D 楽譜 (手稿) 

E 地図 (印刷物) 
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F 地図 (手稿) 

G 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 録音資料 (非音楽） 

J 録音資料 (音楽) 

K 二次元の画像資料 (絵画・デザイン等) 

L コンピュータ・メディア 

M マルチメディア (複合媒体資料) 

R 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. 

(3b) 書誌レベル (文字位置 7) 

4つの値が定義されている. 

A 分出 (構成部分) ある書誌的資料に物理的に含まれている部分に対する書誌的
実体. 

M モノグラフ １つの物理単位, または物理部分全体の数量が決まっている書
誌的資料. 

S 逐次刊行物 連続的に発行される部分からなる書誌的資料で, 刊行中は終
期が未定なもの. 

C コレクション あとから合集として作りあげられた書誌的資料.  

(3c) 書誌階層レベル・コード (文字位置 8) 

この 1 字コードはレコードが他のレコードと階層的にリンクし, 階層における他のレコードとの位置

関係を示す. このコードは孤立したレコードでは表現できないような, 階層構造に含まれる各レコ

ードに用いることを意図している. 

/b 階層関係未定義 

0 階層関係なし 

1 最高レベル・レコード 

2 最高レベルの下位に位置するレコード (最高でない全てのレベル) 

文字位置 5 のコードが ｢o｣ の場合, 文字位置 8 は ｢2｣ となる. 他のレベルのレコードがすで

に存在する場合は, ｢1｣ または ｢2｣ のどちらかのコードを入力する. 

(3d) 未定義 (文字位置 9) 

１桁のブランク. 
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(4) インディケータ長 (文字位置 10) 

インディケータの文字数を示す１桁の数字. Toccata MARC JP Editionでは値は ｢2｣ である. 

(5) サブフィールド識別子長 (文字位置 11) 

サブフィールド識別子 (例: $A) の文字数を示す１桁の数字. Toccata MARC JP Editionでは

JP-MARCと同一構造で値は ｢6｣ である. なお, 本書では付録と一部を除く変換事例で, サブフ

ィールド識別子を見やすさのために 2桁のみで表示している. 

(6) データの規準位置 (文字位置 12-16) 

5桁の十進数で右づめ, 使用しない文字位置はゼロで埋める. レコードラベルと, ディレクトリ末尾

のフィールド・セパレータを含むディレクトリのバイト数との合計に等しい. 

(7) 付加的レコード定義 (文字位置 17-19) 

これらの文字位置にはレコードの処理に必要な種々のコードが収められる. 

(7a) 入力レベル (文字位置 17) 

レコードの全体的完全性, および目録対象資料現品によってレコードを作成したかどうかを示す 1

字コード. 

/ｂ 完全レベル 目録対象資料そのものによってレコードを入力した. 

1 不完全レベル1 レコード入力にあたっては目録対象資料を参照していない. たと
えば, レコードが目録カードから入力され, その際に補われたタ
グ, インディケータ, サブフィールド識別子は目録対象資料そのも
のによって入力されたものと異なる場合がある. Toccata MARCに
はこの値のレコードはない. 

2 不完全レベル2 発売前レコード (CIP). これらのレコードは例外なく不完全である. 
Toccata MARCにはこの値のレコードはない. 

3 不完全レベル3 レコード頒布機関によって完全なレコードにグレードアップされた
かどうかにかかわらず, 完全な目録情報を含んではいないコード.
ミニマル・レコード 

(注)
 には原則としてこの値を付与している. 

(7b) 記述目録形式 (文字位置 18) 

レコードで用いている記述目録形式を示す１字コード. このコードは記述フィールド 200～225 

(2A0～2C5) で ISBD (国際標準書誌記述) を使用しているかどうかを示す. 

/ｂ 完全な ISBD 形式 レコードには ISBD が規定している全てのデータ要素が
含まれている. 

N ISBD 以外の形式 レコードは ISBD が規定しているデータ要素を含んでい
ない. Toccata MARCにはこの値のレコードはない. 

                                                           
(注) 「Toccata MARC利用の手引き, 第 3章」を見よ. 
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I 部分的または不完

全な ISBD 形式 
ISBD が規定しているデータ要素を部分的に含んでいる. 
Toccata MARCにはこの値のレコードはない. 

(7c) 未定義 (文字位置 19) 

1桁のブランク. 

(8) ディレクトリ・マップ (文字位置 20-23) 

MARC レコードのディレクトリ項目の長さと構造を記述する. 4つの文字位置は下記のとおり. 

(8a) ｢フィールド長｣ 部分の長さ (文字位置 20) 

各ディレクトリ項目の ｢フィールド長｣ 部分のバイト数で, 1桁の十進数. Toccata MARC JP Edition

では常に ｢4｣ である. 

(8b) ｢フィールドの起点位置｣ 部分の長さ (文字位置 21) 

各ディレクトリ項目の ｢フィールドの起点位置｣ 部分のバイト数で, 1桁の十進数. Toccata MARC 

JP Editionでは常に ｢5｣ である. 

(8c) 未定義 (文字位置 22-23) 

2桁のブランク. 
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ディレクトリ 

ディレクトリは各データフィールド (レコード識別子, 書誌フィールド) に対応する項目からなってい

る. 項目数は一定しない. ディレクトリはフィールドセパレータ ｢#｣ で終わる. 

ディレクトリ項目 

各項目は１個ずつの ｢タグ (３桁)｣, ｢フィールド長 (４桁)｣, ｢フィールドの起点位置 (５桁)｣ からな

り, この順序で記録されている. ディレクトリ中の各項目はすべて同一構造である. 

ディレクトリ項目の構造 

文字位置 内容 
  0- 2 タグ 
  3- 6 フィールド長 
  7-11 フィールドの起点位置 

タグ 

対応するデータフィールドを指定する３桁の英数字. 

フィールド長 

値は下記のなかの１つである. 

(a) タグで指定されるデータフィールドのバイト数の合計 (インディケータとフィールドセパレータを含

む). 

(b) ゼロ. これはディレクトリ項目の ｢フィールド長｣ に記録できる十進数の最大値 ｢9999｣ より, そ

の項目が対応するデータフィールドのバイト数が大きいことを意味している. この場合, 分割され

たデータフィールドの各部分は最後のもの以外がすべて等しい長さ ｢9999｣ であるとみなされる. 

各部分はタグを含む対応するディレクトリ項目を持ち, ディレクトリ項目にはその部分の起点位置

が記録されている. 

(c) 前の (b) におけるデータフィールドの最終部分のバイト数 (フィールドセパレータを含む). 

これら (b) と (c) が発生した場合には, 同じデータフィールドの各部分に対応しているディレク

トリ項目は連続して記録してある. 

フィールドの起点位置 

タグによって識別しているデータフィールドの第１キャラクタの位置を示す十進数で, データの規準

位置に関連している (ディレクトリに続く最初のデータフィールドの起点位置はゼロである). 
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ディレクトリの構成 

デ ィ レ ク ト リ  

項目 1 項目 2 項目 3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 項目 n #

 

 

0 3 7 
タ グ  フィールド長 先頭番地 

3バイト 4バイト 5バイト 

  
 ディレクトリ・マップで指示 

 

データフィールド 

データフィールドはすべてフィールド・セパレータ ｢#｣ で終わる. Toccata MARC JP Edition では２

種類のデータフィールドがある. 

レコード識別子フィールド: ００１ 
書誌フィールド: ０１０～９５０ 

レコード識別子フィールド 

レコードを識別するための文字列. Toccata MARC JP Edition では AV資料現品に表示されている

種々の番号を用いている. 

書誌フィールド 

各書誌フィールドはインディケータ, 識別子, データ, フィールド・セパレータからなっている. 個々

のフィールドに関する定義, 内容等は個々のフィールドを参照. 
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書誌フィールドの概念図 

デ ー タ ・ フ ィ ー ル ド 群  

データ・ 
フィールド1 

データ・ 
フィールド2 

データ・ 
フィールド3

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
データ・ 
フィールドn 

% 

 

 

 

 

イ
ン
デ
ィ
ケ
ー
タ 

識

別

子 

デ

ー

タ

 

イ
ン
デ
ィ
ケ
ー
タ 

識

別

子

デ

ー

タ
 #

2 6 可変 2 6 可変 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1

 

 

 

0 1 2 5
共

通

文

字

識

別

文

字 

デ
ー
タ
の
バ
イ
ト
数 

デ
ー
タ
モ
ー
ド 

1 1 3 1

(注) 本書では付録と一部を除く変換事

例で, サブフィールド識別子を見やすさ

のために 2桁のみで表示している. 
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Toccata MARC JP Edition フィールド一覧 

タグ フィールド名 

0xx 識別ブロック 

001 レコード識別子 
010 国際標準図書番号 (ISBN) 
030 録音資料の発売番号 
032 映像資料の発売番号 
034 楽譜の出版者番号 
071 補助的発売番号 (録音資料・楽譜) 

1xx コード化情報ブロック 

100 一般処理データ 
101 内容の言語 
102 発行・製作国 
105 コードデータ: 図書 
106 コードデータ: 図書の形態 
115 コードデータ: 映像資料の形態 
122 コードデータ: 資料内容の年代 
125 コードデータ: 録音資料の内容と楽譜 
126 コードデータ: 録音資料の形態 
127 コードデータ: 演奏・再生時間 
128 コードデータ: 音楽演奏・楽譜 
130 コードデータ: マイクロ資料 
135 コードデータ: エレクトロニック・リソース 

2xx 記述情報ブロック 

200 タイトルと責任表示 
2A0 タイトルと責任表示 [公共図書館用日本語データ]
205 版 
2A5 版 [公共図書館用日本語データ] 
208 楽譜刊行形式 
210 発行・頒布等 
2B0 発行・頒布等 [公共図書館用日本語データ] 
215 形態的記述 
225 シリーズ 
2C5 シリーズ [公共図書館用日本語データ] 
230 エレクトロニック・リソースの特性 

3xx 注記ブロック 

300 一般注記 
322 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) 
323 キャストの注記 (録音資料・映像資料) 
3C2 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) [公

共図書館用日本語データ] 
324 原典注記 
325 複製注記 
327 内容注記 
3C7 内容注記 [公共図書館用日本語データ] 
330 要旨・抄録に関する注記 

タグ フィールド名 
333 利用者・利用対象に関する注記 
336 エレクトロニック・リソースの種別に関する注記 
337 エレクトロニック・リソースの技術的詳細 

4xx 記入リンク・ブロック 

410 シリーズ 
423 一緒に発行された作品 
451 同一媒体の他の版 
452 別媒体の同一資料 
461 セット・レベル 
462 サブセット・レベル 
463 １点 (Piece) レベル 
464 分出レベル 
488 その他の関連作品 

5xx アクセスポイント: タイトル 

500 統一タイトル 
510 並列タイトル 
517 その他のタイトル 
519 その他のタイトル [公共図書館用日本語データ] 
550 内容作品のタイトル 
551 内容作品のタイトル [公共図書館用日本語データ]

6xx アクセスポイント: 主題分析 

600 個人名件名標目 
601 団体名件名標目 
602 家族名件名標目 
604 件名として用いる著作者＋タイトル標目 
605 タイトル件名標目 
606 一般件名標目 
607 地名件名標目 
610 非統制主題用語 
660 地域コード 
671 Toccata MARC分類索引データ (TMC) 

7xx アクセスポイント: 著作責任 

700 個人名 ─ 主な著作責任 (基本記入) 
702 個人名 ─ 副次的な著作責任 (副出記入) 
710 団体名 ─ 主な著作責任 (基本記入) 
712 団体名 ─ 副次的な著作責任 (副出記入) 

8xx 国際利用ブロック 

801 レコード作成・訂正機関 

9xx 国内利用ブロック 

900 ジャンル・コード 
950 所在情報 

 

- 19 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

００１ レコード識別子 

フィールド定義 

このフィールドには頒布用 Toccata MARCのレコード番号を収める. 

発生 

このフィールドの入力は必須 (M) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータおよびサブフィールド 

このフィールドにはインディケータ, およびサブフィールドはない. 

フィールド内容の説明 

フィールド 001のデータ要素は資料種別ごとに (1)～(3) の番号を用いる. これらの番号は, 目録対

象資料本体に表示され, 書誌レコードの検索キーとして使用されることが前提となっている. 

書誌階層リンク関係にある書誌レコード間で, レコード識別子が衝突する場合には, その番号が関

係する最も下位のレコードに当該番号を使用し, 上位のレコードにはその番号に斜線と階層を示す

数字 0～9 を付加した番号を用いる. 数字 0 は最高位のレコードに用いる. 

(1) 録音資料 

録音資料では原則として発売番号を用いる. 番号は記述対象資料から転記するが, ハイフン, 中点, 

スペースは無視する. 番号本体の後に付記されているチャンネル等の表示 (M), 原レーベルを示

すアルファベット ｢...-ND｣ なども無視する. セットものなどで複数の番号がある場合は最初の番号

だけを入力する. 資料本体と付属資料・容器で番号が異なる場合は日本国内での発売番号を入力

する. どちらも国内の番号のときは資料本体のものを用いる. ISBN がある場合にはその番号を用い

る. ハイフンは入力しない. 

(例 1) 001  ANF253 
 030 00 $BＨａｒｍｏｎｉａ Ｍｕｎｄｉ Ｆｒａｎｃｅ$AHMC 901072 
 030 00 $BＨａｒｍｏｎｉａ Ｍｕｎｄｉ Ｆｒａｎｃｅ$AANF-253$C日本$D\3000
 2A0 1 /b $A１６世紀パリのシャンソン集$A16 ｾｲｷ ﾊﾟﾘ ﾉ ｼﾔﾝｿﾝｼﾕｳ 

 
録音ディスク本体は輸入品で, 原盤番号の表示がある. 日本の発売会社が輸入し, 日本
語の解説を添付し国内用の発売番号を付与してリリースした. 日本では, この番号で著作
権登録され流通しているので媒体レコード ID として使用する 

(例 2) 001  POCL3170 
 030 01 $B Ｅ ｄ ｉｔｉｏｎｓ  ｄ ｅ  ｌ ＇Ｏｉｓｅａｕ－Ｌｙｒｅ

$APOCL-3170$APOCL-3172$D\7282 
 2A0 1 /b $A シャンソニエ・コルディフォルム$A ｼﾔﾝｿﾆｴ ｺﾙﾃﾞｲﾌｵﾙﾑ$E(ハート形のシャン

ソン集) 

 録音資料のセットものの目録. セット全体に対する発売番号がないので, 最初のディスクに
ある番号を用いている 
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(2) 映像資料 

録音資料と扱は同じである. ただし, 発売番号を用いる場合は録音資料との重複を防ぐために, 番

号の後に一般資料表示の略語 VR を付加する. 

(例) 001  WV11082VR 

 032 /b0 $AＷＶ－１１０８２$D￥３９１４ 

 2A0 1/b $A ダーティハリー ３$A ﾀﾞｰﾃｨﾊﾘｰ 3 

(3) ミニマル・レヴェルの Toccata MARC 

ミニマル・レヴェルの Toccata MARC (「Toccata MARC利用の手引き, 第 3章」を見よ) では, レコー

ド識別子は斜線で始まる. 

(例) 001  /BES1697VR 

 2A0 1/b $A アルプスの少女ハイジ$A ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ｼﾖｳｼﾞﾖ ﾊｲｼﾞ 5$H５ 

(4) その他 

上記 (1)～(2) に該当しない場合は Toccata MARC内部システムのレコード識別子を用いる. 

(例) 001  M930038274 
 2A0 1/b $A 大系日本の伝統音楽$A ﾀｲｹｲ ﾆﾎﾝ ﾉ ﾃﾞﾝﾄｳ ｵﾝｶﾞｸ 
 215 /b/b $A 録音ディスク２８枚$C ディジタル, １.４ ｍ/ｓ., ステレオ$D１２ ｃ

ｍ. 
 215 /b/b $A ビデオカセット３巻$CＶＨＳ, カラー$D１３ ｍｍ. 
 215 /b/b $A 図書３冊 (１８７, １５６, １７８ ｐ.)$C 挿図$D２７ ｃｍ. 
 複合媒体資料目録. セット全体に対する標準番号等はない 

関連フィールド 

０１０ ＩＳＢＮ (国際標準図書番号) 
０３０ 録音資料の発売番号 
０３２ 映像資料の発売番号 
０３４ 楽譜の出版者番号 
０７１ 補助的発売番号 

これらのフィールドには, レコード番号で使用した番号の, 目録対象資料に表示されている形式の

データを収める. 
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０１０ 国際標準図書番号 (ISBN) 

フィールド定義 

このフィールドには国際標準図書番号を収める. また, その書誌レコードに複数の番号が入力され

る場合には限定語を収める. このフィールドは ISBN 標準番号 (または代替番号) および入手条件

に関する事項に関連している. ISBN がない場合でも入手に関する情報および (または) 価格があ

ればそれらの情報も収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, 複数の ISBN 等が与えられている場合にはリピータブル (R) 

である. 

インディケータ 

第 1 インディケータ: ブランク (未定義) 

第 2 インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 番号 (ISBN) (NR) 

$B 限定語 

$D 入手条件および/または価格 (NR) 

$Z 誤った ISBN (R) 

例示 

 010 /b/b $A4-582-41521-0$D\12000$B 本体 : ￥１１６５０ 

 (1997年 3月までの適用) 
 010 /b/b $A4-582-41521-0$D\11650 

 (1997年 4月以降の適用) 
定価 ¥12000, 本体 ¥11650 と ISBN と共に表示されている, ビデオカセットと図書のセット. ISBNは
資料上には次のように表示されている: 
ISBN4-582-41521-0  C0339  P12000E 
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０３０ 録音資料の発売番号 

フィールド定義 

このフィールドには, 録音資料に対して用いられる発売番号を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: 番号の種別 

このインディケータは発売番号の種別を示す. 

0 発売番号 

1 POSシステム用番号 

2  マトリクス番号 

第２インディケータ: 番号の状態 

このインディケータは発売番号の状態を示す. 

0 単一番号 

1 連続する複数の番号 

2 連続しない複数の番号 

サブフィールド 

$A 発売番号 (R) 

$B レーベル名 (NR) (旧リリース・バージョンでは$A) 

$C 限定語 (R) 

$D 入手条件・価格 (NR) 

$E 発売日付 (NR) 

$G 原盤番号 (NR) 

$K セットものの１点ごとの番号 (R) 

フィールド内容の説明 

発売番号は個々の録音資料, 録音資料の各サイド, 録音資料中の演奏, またはセットとして発売さ

れた録音資料のグループに対して発売者が付与する番号で, 発売の識別またはシリーズ的識別の

ために用いられている. 通常, 発売番号はレーベル上に, およびそれらの録音資料の容器上に表

示される. 録音資料がセットでリリースされた場合には, 発売番号は各ディスク上に表示されるが, 

付加的なセットの番号が容器に表示される. このような場合, 目録規則 (および適用細則) の規定

によって容器上のセットの番号をサブフィールド $A に記録することがある. 
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日本国内の番号は優先順位の低い情報源のみに現れることがあるが, Toccata MARCではレコード

識別子に用いるので, 録音資料本体に表示されていなくとも記録する. 

発売番号は記述対象資料から正確に記録する (１字あけ, ハイフン, 中点, チャンネルの表示, 原

レーベルを示す略語などもそのまま入力する). ２番目の ｢$A｣ はセットものの場合のみ, 最後の番

号を完全形で入力する. 

マトリクス番号は個々のディスクをプレスしたマスターを識別するために用いられる. この番号は発売

番号が欠落している録音資料を識別するためにも用いる. 

価格, 発売日等の限定要素は, それらが関連している番号 (サブフィールド $A) を記録したフィー

ルドにのみ収める. 

各サブフィールドは目録規則が規定している順序で入力する. 

セット資料を構成する各録音資料の発売番号はフィールド 071に記録する. 

関連フィールド 

００１ レコード識別子 
０７１ 補助的発売番号 

例示 

(例 1) 

情報源: RCA Red Seal  RCL-8367 
 001  RCL8367 

 030 00 $BＲＣＡ Ｒｅｄ Ｓｅａｌ$ARCL-8367 

 アナログ録音ディスクの発売番号. ハイフンを含めて記録する. 

(例 2) 

情報源 (レーベル): Telarc  CD-80305 

情報源 (シート): PHCT-5096  \3,000 税込 (税抜価格 \2,913) //[93･5･26] 
 001  PHCT5096 

 030 00 $BＴｅｌａｒｃ$ACD-80305 

 030 00 $BＴｅｌａｒｃ$APHCT-5096$C 日本$D\3000$C 税抜 : \2913$E19930526 

 (1997年 3月までの適用) 
 030 00 $BＴｅｌａｒｃ$APHCT-5096$C 日本$D\2913$E19930526 

 (1997年 4月以降の適用) 
ディジタル録音ディスクの発売番号. 日本国内の番号 PHCT-5096 はディスク本体には表示されて
いない. 日本国内の番号が表示されている情報源にはレーベル名は現れないが, その場合には
ディスク本体のレーベル名を用いる. 日本国内の番号が表示されている情報源に価格の二重表示
がある 

(例 3) 

情報源 (レーベル): Deutsche Grammophon 410 089-2 // 410 090-2 // 410 091-2 [3枚セット] 

情報源 (容器): 410 088-2  [セット全体の番号] 

情報源 (解説書): F90G 50203～5 // ￥9,000 
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 001  F90G50203 

 030 00 $BＤｅｕｔｓｃｈｅ Ｇｒａｍｍｏｐｈｏｎ$A410 088-2$K410 089-2$K410 

091-2 

 030 01 $BＤｅｕｔｓｃｈｅ Ｇｒａｍｍｏｐｈｏｎ$AF90G 50203$AF90G 50205$C

日本$D￥9000 

 ３枚セットのディジタル録音ディスク. 中間の番号は入力しない 

旧リリース・バージョンによる完全なサブフィールドの例示 

(例 1) 030 /b0 $A0182Ｓｕｐｒａｐｈｏｎ$A0202ＣＯＣＱ－８３０１０ 

$D00411500$E0162１９９８０８２１ 

(例 2) 030 /b1 $A0122Ｌｏｎｄｏｎ$A0182ＰＯＣＬ－１８４７$A0182ＰＯＣＬ－１８ 

４８$D00414854$E0162１９９８１００１ 

 030 00 $A0122Ｌｏｎｄｏｎ$A0182４６０ ２０８－２ 

最新リリース・バージョンによる完全なサブフィールドの例示 

(例 1) 030 /b0 $B0182Ｓｕｐｒａｐｈｏｎ$A0101COCQ-83010$D0051\1500$E008119980821 

(例 2) 030 /b1 $B0122Ｌｏｎｄｏｎ$A0091POCL-1847$A0091POCL-1848$D0051\4854 

$E008119981001 

 030 00 $B0122Ｌｏｎｄｏｎ$A0091460 208-2 
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０３２ 映像資料の発売番号 

フィールド定義 

このフィールドには, 標準番号以外の映像資料の発売番号を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ:  ブランク (未定義) 

第２インディケータ: 番号の状態 

このインディケータは発売番号の状態を示す. 

0    単一番号 

1    連続する複数の番号 

2    連続しない複数の番号 

サブフィールド 

$A 発売番号 (R) 

$B レーベル名 (NR) 

$C 限定語 (R) 

$D 入手条件・価格 (NR) 

$E 発売日付 (NR) 

フィールド内容の説明 

発売番号は個々の映像資料, またはセットとして発売された映像資料のグループに対して発売者が

付与する番号で, 発売の識別またはシリーズ的識別のために用いられている. 通常, 発売番号はラ

ベル上に, およびそれらの映像資料の容器上に表示される. 映像資料がセットでリリースされた場合

には, 発売番号は各資料本体上に表示されるが, 付加的なセットの番号が容器に表示される. この

ような場合, 目録規則 (および適用細則) の規定によって容器上のセットの番号をサブフィールド 

$A に記録することがある. 

日本国内の番号は優先順位の低い情報源のみに現れることがあるが, Toccata MARCではレコード

識別子に用いるので, 映像資料本体に表示されていなくとも記録する. 

発売番号は記述対象資料から正確に記録する (１字あけ, ハイフン, 中点などもそのまま入力する). 

２番目の $A はセットものの場合のみ, 最後の番号を完全形で入力する. 

価格, 発売日等の限定要素は, それらが関連している番号 (サブフィールド $A) を記録したフィー
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ルドにのみ収める. 価格は資料現品に表示されているものを収める. 映像資料の場合には個人向

けの販売価格 (セル用価格とも呼ばれる) が表示されている場合, 図書館等への業務用価格 (著

作権処理済, 補償金支払済などとも呼ばれる) が表示されている場合などがあり, 個々のケースで

異なる (例 4). 

各サブフィールドは目録規則が規定している順序で入力する. 

関連フィールド 

００１ レコード識別子 

例示 

(例 1) 032 /b0 $ABV060-1002$D\6000 
 この資料にはレーベル名はない. 

(例 2) 032 /b0 $BＴｏｅｉ Ｖｉｄｅｏ$ATE-S157$D\26800 
 ３枚セットのビデオディスク. 発売番号はセットにのみ与えられている. 

(例 3) 032 /b0 $BWARNER BROS.$AＷＶ－１５０００$D￥３９１４$C税抜 ： ￥３８００
 (1997年 3月までの適用) 
 032 /b0 $BWARNER BROS.$AＷＶ－１５０００$D\3800 
 (1997年 4月以降の適用) 

(例 4) 032 /b0 $AVTTB 00567$C 業務使用$D\17000 
 032 /b0 $AVRTB 00567$D\12960 
 資料現品には個人向けの発売番号, 価格のみが表示され, 図書館等に対する業務用の

番号と価格はケース内の貼付用シールに印刷されている. 
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０３４ 楽譜の出版者番号 

フィールド定義 

このフィールドには標準番号以外の, 印刷楽譜の出版者番号またはプレート番号を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: 番号の種別 

このインディケータは出版者番号の種別を示す. 

0    出版者番号 

1    プレート番号 

第２インディケータ: 番号の状態 

このインディケータは発売番号の状態を示す. 

0    単一番号 

1    連続する複数の番号 

2    連続しない複数の番号 

サブフィールド 

$A 番号 

$B 出版者 

フィールド内容の説明 

プレート番号は個々の出版楽譜に対して出版者が付与する逐次番号で, 通常は楽譜の各ページ

の下に印刷され, 場合によってはタイトルページにも現れる. 

その他の出版者番号はプレート番号に類似した番号であるが, 楽譜の各ページには印刷されない. 

この番号はタイトルページ, 表紙および/または楽譜の第１ページに現れる. 

関連フィールド 

０７１ 補助的発売番号 
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０７１ 補助的発売番号 (録音資料・楽譜) 

フィールド定義 

このフィールドには, 録音資料または出版楽譜のセットを構成する各点の発売番号, およびフィール

ド０３×には入力しない, 目録対象資料に関連する発売番号を収める. このフィールドには注記を作

成しないデータを収め, 注記を作成することができる定型化したデータはフィールド０３０ (録音資

料), またはフィールド０３４ (出版楽譜) に記録する. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (Ｏ) で, リピータブル (Ｒ) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: 発売番号の種別 

このインディケータは発売番号の種別を示す. 

0    発売番号 

1    マトリクス番号 

2    プレート番号 

3    その他の出版者番号 (印刷楽譜) 

第２インディケータ: 注記の指示 

このインディケータはフィールド０７１のデータを注記用に使用するかどうかを指示する. Toccata 

MARC では, このフィールドを注記を作成しないデータ専用に用いるので, 値は常に「0」である. 

(UNIMARCで定義されている値「1」は使用しない) 

0    注記を作成しない 

1    注記を作成する  (注: この値をToccata MARCでは使用しない) 

サブフィールド 

$A 発売番号 (NR) 

$B 発売者 (NR) 

フィールド内容の説明 

発売番号は, 通常レーベル上に, およびそれらの録音資料の容器上に表示される. 録音資料がセ

ットでリリースされた場合には, 発売番号は各ディスク上に表示されるが, 付加的なセットの番号が容

器に表示される. このフィールドではセットを構成する録音資料の各点の番号を記録する. レーベル

上に表示されていない原盤番号はこのフィールドに収める. 

発売番号は記述対象資料から正確に記録する (１字あけ, ハイフン, 中点, チャンネルの表示, 原

レーベルを示す略語などもそのまま入力する). 
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マトリクス番号は個々のディスクをプレスしたマスターを識別するために用いられる. この番号は発売

番号が欠落している録音資料を識別するためにも用いる. 

プレート番号は個々の出版楽譜に対して出版者が付与する逐次番号で, 通常は楽譜の各ページ

の下に印刷され, 場合によってはタイトルページにも現れる. 

その他の出版者番号はプレート番号に類似した番号であるが, 楽譜の各ページには印刷されない. 

この番号はタイトルページ, 表紙および/または楽譜の第１ページに現れる. 

関連フィールド 

０３０ 録音資料の発売番号 
０３４ 楽譜の出版者番号 

例示 

情報源 (レーベル): Deutsche Grammophon 410 089-2 // 410 090-2 // 410 091-2  [セット] 

情報源 (容器): 410 088-2  [セット全体の番号] 

情報源 (解説書): F90G 50203～5 // ￥9,000 

030 00 $BＤｅｕｔｓｃｈｅ Ｇｒａｍｍｏｐｈｏｎ$A410 088-2$K410 089-2$K410 

091-2 

030 01 $BＤｅｕｔｓｃｈｅ Ｇｒａｍｍｏｐｈｏｎ$AF90G 50203$AF90G 50205$C

日本$D￥9000 

071 00 $A410 089-2$BDEUTSCHE GRAMMOPHON 

071 00 $A410 090-2$BDEUTSCHE GRAMMOPHON 

071 00 $A410 091-2$BDEUTSCHE GRAMMOPHON 

071 00 $AF90G 50203$BDEUTSCHE GRAMMOPHON 

071 00 $AF90G 50204$BDEUTSCHE GRAMMOPHON 

071 00 $AF90G 50205$BDEUTSCHE GRAMMOPHON 

３枚セットのディジタル録音ディスク. 中間の番号はフィールド０３０では入力しない. フィー
ルド０７１では日本国内の番号を含めて, セットを構成する録音資料の発売番号を全て記
録する 
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１００ 一般処理データ 

フィールド定義 

このフィールドには, あらゆる書誌レコードに共通の基本的なコードデータを収める. 

発生 

このフィールドは必須である (M).  このフィールドはリピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第 1 インディケータ: ブランク (未定義) 

第 2 インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 一般処理データ (固定長 35文字) (NR) 

固定長データ要素 
 データ要素名 文字数 文字位置

(1) 入力年月日 8 0～7
(2) 発行年種別コード 1 8
(3) 発行年１ 4 9～12
(4) 発行年２ 4 13～16
(5) 利用対象コード 3 17～19
(6) 官庁刊行物コード 1 20
(7) 改変レコード・コード 1 21
(8) 目録言語コード 3 22～24
(9) 翻字コード 1 25

(10) キャラクタ・セット 4 26～29
(11) 追加キャラクタ・セット 4 30～33
(12) タイトルの文字コード 1 34

フィールド内容の説明 

(1) 入力年月日 (文字位置 0～7) 

書誌レコードをファイルに登録した日付. 

(2) 発行年種別コード (文字位置 8) 

このコードは目録対象資料の刊行状況または日付の種類を 7 つのカテゴリーで指示する. このコー

ドは発行年 1 (文字位置 9～12) および発行年 2 (文字位置 13～16) の種別を指示する. 

A 刊行継続中の逐次刊行物 

B 刊行を中止または終了した逐次刊行物 

C 刊行状態が不明の逐次刊行物 
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D 発行時に完結している, または単一の暦年中に発行されたモノグラフ 

E ある資料の再版 

F 発行年が不確かなモノグラフ 

G 複数の年にまたがって発行されるモノグラフ 

H 発行年と著作権年/印刷特権年が両方表示されているモノグラフ 

I 発売/販売年と制作年が両方表示されているモノグラフ 

J 詳細な発行年を持つモノグラフ 

(3) 発行年１ (文字位置 9～12) 

(4) 発行年２ (文字位置 13～16) 

(5) 利用対象コード (文字位置 17～19) 

目録対象資料の利用対象者を示す１字コード . Toccata MARC では IFLA 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. 

    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 

(6) 官庁刊行物コード (文字位置 20) 

A 国 

B 県・州 

C 郡 

D 市町村 

E 都市間 

F 政府間 

H レベル不明 

U 不明 

Y 官庁刊行物でない 
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Z その他の政府レベル 

(7) 改変レコード・コード (文字位置 21) 

0 改変していない (ゲタなし) 

1 改変している (ゲタあり) 

(8) 目録言語コード (文字位置 22～24) 

この３字コードは目録に用いた言語を示す. Toccata MARC では目録言語は日本語 ｢JPN｣ として

いる. 

(9) 翻字コード (文字位置 25) 

このコードは書誌レコードで用いた翻字システムを示す. 

A ISO 翻字表 

B その他 (ISO と同一でない全ての翻字方式) 

C 多重翻字方式: ISO またはその他 

Y 翻字していない 

(10)～(11) キャラクタ・セット (文字位置 26～33) 

Toccata MARC JP Editionでは定義しない. ブランクとなっている. 

(12) タイトルの文字 (文字位置 34) 

本タイトルの文字を示す 1字コード. このコードは言語に関係なく, 本タイトルの文字だけを定義する. 

このコードはフィールド 200に対して優先して用いる. フィールド 200がない場合にはフィールド 2A0

のタイトルに対して用いる. 

A ラテン文字 

D 日本語文字 

例示 

１００ /b /b$A19850601E19851974R /b /b /bY0JPNY /b /b /b /b/b/b /b/bA 

 
文字位置 値 コメント  
0～7 19850601 入力年月日 
8 E 再発売: 発行年種別 
9～12 1985 発行年 
13～16 1974 初回発売の年 
17～19 R 一般用: 利用対象 
20 Y 官庁刊行物でない 
21 0 改変していない (ゲタなし) 
22～24 JPN 日本語: 目録言語 
25 Y 翻字していない 
26～29  未定義: キャラクタセット 
30～33  未定義: 追加キャラクタセット 
34 A ラテン文字: タイトルの文字 
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１０１ コード・データ: 内容の言語 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料に関連する言語に対するコード情報を収める. 

発生 

このフィールドの入力は, 目録対象資料に言語が含まれている場合には必須 (M) で, リピータブ

ルでない (NR) 

インディケータ 

第１インディケータ: 翻訳の指示. 

0    目録対象資料は著作の原語 

1    目録対象資料は原著作または翻訳された著作の翻訳 

2    目録対象資料は翻訳を含む (翻訳された要約は除く) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A テキスト, サウンドトラック等の言語. リピータブル. 

$B 中間テキストの言語 (資料が原著作からの翻訳でない場合). リピータブル. 

$C 原著作の言語. リピータブル. 

$D 要約の言語. リピータブル. 

$E 目次の言語. リピータブル. 

$F タイトル・ページの言語 (本文と異なる場合). リピータブル. 

$G 本タイトルの言語 (最初の言語と異なる場合). リピータブルでない. 

$H リブレット等の言語. リピータブル. 

$I 付属資料の言語 (要約やリブレット以外). リピータブル. 

$J サブタイトル (字幕スーパー) の言語. リピータブル. 

フィールド内容の説明 

各サブフィールドは３文字の言語コードからなる.言語コード表は付録の Toccata MARC コードブック

を参照. 

関連フィールド 

１００ 一般処理データ, 目録の言語 (文字位置 22-24) 
 この文字位置は書誌レコードの一部分を構成する, 目録対象から転記した

情報以外の目録言語のコードを指示している. 
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２００ タイトルと責任表示 
 並列タイトルの言語コードは, このフィールドのサブフィールド $Z に収める. 

５１０～５５１ 関連タイトル 

例示 

(例 1) 101 2/b $IJPN$IENG 
 言語を含まない録音資料で解説は日本語と英語 

(例 2) 101 2/b $AFRE$IJPN$IFRE 
 フランス語の歌曲の録音資料で解説は日本語とフランス語 
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１０２ 発行・製作国 

フィールド定義 

このフィールドには資料を発行, 頒布, 発売, 製作した１またはそれ以上の国を示すコードを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 発行・製作国 
目録対象資料の発行または製作国. コードは ISO 3166 の２字コードを用いる (付録の Toccata 

MARC コードブックを参照). 

関連フィールド 

２１０ 発行・頒布等 
２Ｂ０ 発行・頒布等 [公共図書館用日本語データ] 

例示 

 102 /b/b $AJP$AUS 

 (アメリカからの輸入盤) 
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１０５ コードデータ: 図書 

フィールド定義 

このフィールドには図書 (印刷文字資料) に関係するコードデータを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 図書のコードデータ (固定長 13文字) (NR) 
各文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 

関連フィールド 

１０６ コードデータ: 図書の形態 
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１０６ コードデータ: 図書の形態 

フィールド定義 

このフィールドには印刷物の物理的形態を記述するコード情報を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (ＮＲ). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 形態のコードデータ 
文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 
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１１５ コードデータ: 映像資料の形態 

フィールド定義 

このフィールドには映写資料, ビデオ資料, 映画フィルム等の映像資料の物理的側面を記述するコ

ード・データを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (Ｏ) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

サブフィールド内のデータは全て文字位置によって識別される. データの先頭文字をゼロとして数え

る方法で文字位置を定める. 

$A 映像資料のコード・データ (一般). リピータブルでない. (NR) 

固定長データ・エレメント

データ・エレメント名 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 

各文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 
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１２２ コード・データ: 資料に含まれる年代・日時 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料が扱っている年代の定型化した情報を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, 異なる年代または期間を含んでいる場合に, リピータブルで

ある． 

インディケータ 

第１インディケータ: 年代の数量指示 

       0    単一の年代・日時 

       1    複数の単一年代・日時 

       2    期間 

 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 年代・日時 B.C. 9999 から現在. リピータブル (Ｒ) 
 

フィールド内容の説明 

    (a) 時代識別子 

 

アルファベット１字コード (Ｍ: 必須): 

c    紀元前 

d    紀元後 

 

    (b) 年 

       ４文字の数字, 右づめ, 使用しない文字位置はゼロを埋める (Ｍ: 必須) 

 

    (c) 月 

       ２文字の数字, 右づめ, 使用しない文字位置はゼロを埋める (Ｏ: 任意) 

 

    (d) 日 

       ２文字の数字, 右づめ, 使用しない文字位置はゼロを埋める (Ｏ: 任意) 
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    (e) 時刻 

       ２文字の数字, 右づめ, 使用しない文字位置はゼロを埋める. 24時制の現地 

       時間を用いる. 

 

関連フィールド 

１００  一般処理データ, 発行年 (文字位置 8-16) 

  このフィールドは, 資料内容の年代・日時と発行年が同一の場合に, フィールド１２２の代わり
に用いられる. 

６６１  年代コード 

  目録対象資料が 10 年単位の年代を示している場合には, このフィールドに年代コードが収
められる. このフィールドは, フィールド１２２と共に, またはフィールド１２２の代わりに用いる.
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１２５ コードデータ: 楽譜形式・非音楽録音資料 

フィールド定義 

このフィールドには楽譜の形式とパート譜の有無, および非音楽録音資料のテキストを記述するコ

ード・データを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 楽譜の形式. 長さ２字, リピータブルでない 
 

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 

各文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 

 

$B テキストの種別 (非音楽録音資料). 固定長２文字 (NR) 
各文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 

例示 

 125 /b/b $BE 

 2A0 1/b $Aケネディ大統領演説集$Aｹﾈﾃﾞｲ ﾀﾞｲﾄｳﾘﾖｳ ｴﾝｾﾞﾂｼﾕｳ$E英和対訳$F長谷川

潔訳注 

 コード E: 講義, 講演 
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１２６ コードデータ: 録音資料の形態 

フィールド定義 

このフィールドには録音資料の物理的属性に関するコードデータを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第 1 インディケータ: ブランク (未定義) 

第 2 インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 録音資料のコード・データ (一般). 固定長 30 文字 (NR) 
 

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

各文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 
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１２８ コード・データ: 音楽演奏・楽譜 

フィールド定義 

このフィールドには音楽作品の構成要素となっている音楽形式, 演奏手段を記述するコード・データ

を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 音楽形式 (音楽演奏または楽譜) 

$B 演奏者またはアンサンブル用の楽器と声 (音楽演奏または楽譜) 

$C ソロ (独奏者・独唱者) 用の楽器と声 (音楽演奏または楽譜) 

各文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 

例示 

 128 /b/b $ASY$BOA 
 200 00 $ASymphony no. 4$ERomantic$F1Bruckner$GSymphonie-Orchester des 

Bayerischen Rundfunks$Gcond. by Otto Klemperer 
 2A0 0/b $A 交響曲 第４番 変ホ長調$A ｺｳｷﾖｳｷﾖｸ 4 ﾍﾝﾎ ﾁﾖｳﾁﾖｳ$E ロマンティック

$F ブルックナー$G バイエルン放送交響楽団$G オットー・クレンペラー，

指揮 
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１３５ コードデータ: エレクトロニック・リソース 

フィールド定義 

このフィールドにはコンピュータ・ファイルに関するコード・データを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, 同一レコードに異なる種類のファイル/ソフトウェアが記述され

ている場合にはリピータブルである. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A コンピュータ・ファイル用コードデータ 
 
データ要素 文字数 文字位置

(1) コンピュータ・ファイルの種別 1 0 

文字位置の値は, 付録の Toccata MARC コードブックを参照. 
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２００ タイトルと責任表示 

フィールド定義 

このフィールドには, 目録対象資料に表示されているタイトルを, タイトル関連情報およびタイトルに

関連する責任表示と共に, 目録規則が規定する形式と順序で記録する. これらの情報には別の言

語による繰り返しデータ (並列タイトル, 並列責任表示等) も含まれる. このフィールドは目録規則

のタイトルと責任表示エリアに関連している. 

発生 

このフィールドの入力はToccata MARC JP Editionでは任意 (O) である  

(注). リピータブルでない 

(NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトルの重要性の指示 

このインディケータは, 最初のサブフィールド $A に記録するタイトルが重要 (個別化されたもの) 

であるかどうかを指示する. 

0  本タイトルを標目とはしない. 

1  本タイトルを標目とする. 

第 2 インディケータ: 排列に関する情報 

0～9  排列無視語 (冒頭冠詞) の文字数 

  本タイトルが日本語等の２バイト・データ (サブフィールド識別子が「$A」)の場合は常に
「0」となる. 

サブフィールド 

$A  本タイトル 

  目録対象資料の主情報源における主要なタイトルで別タイトルを含む. サブタイトル等の
タイトル関連情報, 別著作者のタイトルは含まない. 同一著作者の作品が 2 以上続く場
合にはリピータブルである. フィールド 200を入力する場合には必須 (M) である. 

$B  一般資料表示 [GMD] 

  資料の種別を示す一般的な用語. リピータブル. Toccata MARCでは原則としてこのサブ
フィールドを使用しない. オンライン目録システムではレコードラベル/レコード種別 (文字
位置 6) のコード変換による表示で代用する. ただし, 複合媒体資料で物理的な構成部
分について個々のフィールド 463 を作成する場合には, それらの構成部分に対する資

                                                           
(注) フィールド 200 と 2A0はMARC作成時の受注内容やToccata MARCオンライン・データベースの管理上の都合
で, 両方とも入力する場合, または一方のみを入力する場合とがある. これら 2つのフィールドは選択的な必須フィ
ールドとなっている.  
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料種別を指示するために, 埋め込まれたフィールド 200 のサブフィールド $B に一般
資料表示を入力する. 

$C  他の著作者の本タイトル 

  主情報源に総合タイトルがない資料における, 最初の作品の著作者とは別の著作者また
は著作者不明の作品のタイトル. それぞれのタイトルに対してリピータブル. ただし, 他の
著作者の作品が 2 以上続く場合には, その 2 番目以降の作品はサブフィールド $A に
収める. 

$D  並列タイトル 

  サブフィールド $A または $C に入力した本タイトルに関連する別言語および/または別
の文字による本タイトル. 各並列タイトルについてリピータブル. 

$E  タイトル関連情報 

  目録対象資料の本タイトルに関連して現れるサブタイトルまたはタイトル関連情報. それ
ぞれのタイトル関連情報ごとにリピータブル. 別の情報源にあるタイトルはタイトル関連情
報には含めない. タイトル関連情報はサブフィールド $A および $C に関連して現れる.

$F  最初の責任表示 

  サブフィールド $A, $C に記録したタイトル, またはサブフィールド $H, $Iに記録した部
編に対する最初の責任表示. サブフィールド $A, $C, $H, $I がそれぞれの責任表示を
伴う場合にリピータブル. 

$G  別種類の責任表示 

  最初の責任表示と同じタイトルに関連し, 最初の責任表示に続く別種類の責任表示. 
各 (追加的な) 責任表示ごとにリピータブル. 

$H  部編番号 

  ある共通タイトルおよび共通部編名のもとでのみ識別される資料の部編番号. 各部編ご
とにリピータブル. 

$I  部編名 

  ある共通タイトルおよび共通部編名のもとでのみ識別される資料の部編名. 各部編ごと
にリピータブル. 

$V  巻号表示 

  別の書誌的資料に関連する資料の特定部分を示すために用いる. このサブフィールド
は, フィールド 200 を 4xx 関連記入フィールドに埋め込む場合にのみ使用する. 例えば
シリーズ中の 1 巻で, この場合にはシリーズ・タイトルと巻号表示を埋め込まれたフィール
ド 200に入力する. 巻号表示には番号, 年等がある. リピータブルでない. 

$Z  並列タイトルの言語 

  サブフィールド $D に記録した並列タイトルの言語を指示するコード・データ.並列タイト
ル (サブフィールド $D) を繰り返して入力した場合には, このサブフィールドもその順序
に従って繰り返す. このサブフィールドを使用する場合には常にフィールドの最後に入力
する. コードは付録の Toccata MARC コードブックを参照. リピータブル. 
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フィールド内容の説明 

並列データ 

目録対象資料に現われる並列データ (別の言語または文字で表されたデータ) には, 目録規則の

規定によって前後に空白を伴った等号「 /b=/b」が区切り記号として用いられ, 各並列データの冒頭に

置かれる. UNIMARCでは関係するサブフィールドと同じ識別子を用いたサブフィールドの先頭に後

に空白を伴う等号「=」を記録する. しかし, Toccata MARC では部分的な並列データへの対応のた

め, この規定を採用せず並列タイトル $D 以外の並列データはサブフィールド化せずに目録規則

の規定通りの記号を入力する. 日本語文字の並列タイトルはサブフィールド $D に収める. 並列タ

イトル以外の並列データが日本語文字の場合には, 区切り記号を入力する方法が使用できないの

で注記フィールドで記録する. 

個別的なタイトルと総称的なタイトル 

音楽作品のタイトルには, 楽曲形式名などの総称的なタイトルが数多く現われる. AACR 2/LCRI. 

25.27Bでは, 楽曲形式名のみからなる作品として扱うべきタイトルとして, 

(1) 形式名からなるタイトル 

(2) ジャンル名からなるタイトル 

(3) 異なる作曲者によって頻繁に使用される総称語からなるタイトル 

の３種類をあげている. この条文は統一タイトルに関するものであるが Toccata MARC では, この規

則を記述タイトルの判断 (個別的であるか否か) に準用している. この条文で注意が必要なのは 

｢楽曲形式名のみからなる｣ という語句で, たとえば ｢Praeludium und Fuge｣ のような複数の形式を

含むタイトルもこの定義に合致する. また同 LCRI によれば, (3) の総称語からなるタイトルが演奏

手段や数以外の修飾語を伴なっている場合, それがどんなに一般的な用語と思われても個別的な

タイトルとみなされる (例: Piece は多数の作曲者が用いている総称語であるが, Concert piece, Little 

piece などは個別的なタイトルである). 

また, Requiem, Te Deum, Salve Regina, Dixit Dominus などのような多くの作曲者が用いているキリ

スト教の典礼的タイトルは総称語のタイトルとみなされる. 従って, この細則の境界線上にあるタイト

ルは, 場合によって第 1 インディケータの値やタイトル関連情報 $E の扱いが異なることもあり得る. 

総称的タイトルと個別的タイトルとみなされる紛らわしい用語の一覧は, Toccata MARC 利用の手引

きの「総称的タイトル一覧」を参照. 

作品のニックネーム 

タイトル関連情報として入力した作品のニックネームをフィールド 517 に入力する. 単独で作品の識

別能力がある場合はフィールド 517の第 1インディケータの値を「1」に設定する. この値はタイトル副

出記入の標目であることを示す. 
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関連フィールド 

１０１  内容の言語 

  フィールド 200/$A に収めた本タイトルの言語は, フィールド 101/$G で指示する. フィール
ド 101/$G がない場合にはフィールド 101の最初のサブフィールド $A が示す本文の言語
と同一であるとみなされる. その他の並列タイトルの言語は全てフィールド 200/$Z に入力
する. 

２Ａ０  タイトルと責任表示 

  このフィールドには公共図書館用の日本語タイトルと責任表示に関する情報を収める. 

４２３  一緒に発行された作品 

  フィールド 200 の 2番目以降の作品に対する副出記入を収める. 

５ｘｘ 関連タイトル・ブロック 

 フィールド 200/$D に収めた並列タイトル, および背のタイトルのようなヴァリアント・タイトルに
対する副出記入に用いる. 

例示 

(例 1) 200 00 $ACONCERTO FOR VIOLONCELLO & ORCHESTRA$FHONEGGER$CCONCERTO NO. 1 IN 
E-FLAT MAJOR FOR VIOLONCELLO & ORCHESTRA, OP. 107$FSHOSTAKOVICH 

$GMILOS SADRO, VIOLONCELLO$GCZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA$GVACLAV 

NEUMANN [1ST WORK], KAREL ANCERL [2ND WORK], CONDUCTOR 
 2A0 0/b $A チェロ協奏曲$A ﾁｴﾛ ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ$F オネゲル$C チェロ協奏曲 第１番 変

ホ長調作品１０７$F ショスタコーヴィチ 

(例 2) 200 10 $ADISNEY'S MULAN$EAN ORIGINAL WALT DISNEY RECORDS SOUNDTRACK$D ムー
ラン$E オリジナル・サウンドトラック$ZJPN 

 2A0 11 $A ムーラン$A ﾑｰﾗﾝ$E オリジナル・サウンドトラック 
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２Ａ０ タイトルと責任表示 [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには公共図書館用の日本語タイトルと責任表示に関する情報を収める. サブフィール

ド $A の入力は原則として必須である (必ず入力する). その他のサブフィールドは該当するデータ

がある場合は必須である. 

発生 

このフィールドの入力は必須 (M)で 
(注), リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第 1 インディケータ: タイトルの重要性の指示 

このインディケータは, 最初のサブフィールド $A に記録するタイトルが重要 (個別化されたもの) 

であるかどうかを指示する. すなわち, サブフィールド $A のタイトルの読みを標目にするかどう

かを指示する. 

0  タイトルは重要でない 

  タイトルの読みを標目とはしない. 

1  タイトルは重要である 

  タイトルの読みを標目とする. 

サブフィールド 

$A  本タイトル 

  表示用データ: 目録対象資料の主情報源における主要なタイトルで別タイトルを含む. 
サブタイトル等のタイトル関連情報, 別著作者のタイトルは含まない. 同一著作者の作品
が 2 以上続く場合にはリピータブルである. フィールド 2A0 を入力する場合には必須
(M) である. 

検索用データ: 本タイトルの標目形 (読み)で, サブフィールド $A の直後に入力する. 
このサブフィールドには部編番号 ($H) の標目形も収める. フィールド 2A0 を入力する
場合は, 書誌階層を構築するための巻号のみのサブセットを除き必須 (M) である. リピ
ータブルでない. 

$B  一般資料表示 [GMD] 

  資料の種別を示す一般的な用語. リピータブル. Toccata MARCでは原則としてこのサブ
フィールドを使用しない. オンライン目録システムではレコードラベル/レコード種別 (文字
位置 6) のコード変換による表示で代用する. ただし, 複合媒体資料で物理的な構成部

                                                           
(注) フィールド 200 と 2A0はMARC作成時の受注内容やToccata MARCオンライン・データベースの管理上の都合
で, 両方とも入力する場合, または一方のみを入力する場合とがある. これら 2つのフィールドは選択的な必須フィ
ールドとなっている.  
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分について個々のフィールド 463 を作成する場合には, それらの構成部分に対する資
料種別を指示するために, 埋め込まれたフィールド 2A0 のサブフィールド $B に一般
資料表示を入力する. 

$C  他の著作者の本タイトル 

  主情報源に総合タイトルがない資料における, 最初の作品の著作者とは別の著作者また
は著作者不明の作品のタイトル. それぞれのタイトルに対してリピータブル. ただし, 他の
著作者の作品が 2 以上続く場合には, その 2 番目以降の作品はサブフィールド $A に
収める. 

$E  タイトル関連情報 

  目録対象資料の本タイトルに関連して現れるサブタイトルまたはタイトル関連情報. それ
ぞれのタイトル関連情報ごとにリピータブル. 別の情報源にあるタイトルはタイトル関連情
報には含めない. タイトル関連情報はサブフィールド $A および $C に関連して現れる.

$F  最初の責任表示 

  サブフィールド $A, $C に記録したタイトル, またはサブフィールド $H, $Iに記録した部
編に対する最初の責任表示. サブフィールド $A, $C, $H, $I がそれぞれの責任表示を
伴う場合にリピータブル. 

$G  別種類の責任表示 

  最初の責任表示と同じタイトルに関連し, 最初の責任表示に続く別種類の責任表示. 
各 (追加的な) 責任表示ごとにリピータブル. 

$H  部編番号 

  ある共通タイトルおよび共通部編名のもとでのみ識別される資料の部編番号. 各部編ご
とにリピータブル. 

$I  部編名 

  ある共通タイトルおよび共通部編名のもとでのみ識別される資料の部編名. 各部編ごと
にリピータブル. 

$V  巻号表示 

  別の書誌的資料に関連する資料の特定部分を示すために用いる. このサブフィールド
は, フィールド 2A0を 4xx 関連記入フィールドに埋め込む場合にのみ使用する. 例えば
シリーズ中の 1 巻で, この場合にはシリーズ・タイトルと巻号表示を埋め込まれたフィール
ド 2A0に入力する. 巻号表示には番号, 年等がある. リピータブルでない. 

フィールド内容の説明 

フィールド 2A0で記録するタイトルと責任表示は, 目録対象資料 (録音資料および映像資料) に現

れる日本語情報に基づいている. このフィールドは公共図書館の利用者用に入力され, データの出

典は目録規則の情報源の規定には従っていない (目録規則が規定する情報源を用いたタイトルと

責任表示はフィールド 200に入力する). このフィールドと目録規則の関連を簡略化して下記に示す. 

- 51 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

識別子 要素名 条文 区切り記号 備考 
$A 本タイトル .1.1  新たなエリア 
$A 同一著作者の本タイトル .1.1 /b; /b  
$C 他の著作者の本タイトル .1.1 . /b  
$D 並列タイトル .1.3 /b=/b  
$E タイトル関連情報 .1.4 /b: /b  
$F 最初の責任表示 .1.5 /b/ /b  
$G 別種類の責任表示 .1.5 /b; /b  
$H 部編番号 .1.1 . /b  
$I 部編名 .1.1 , /b 部編番号に続く 
$I 部編名 .1.1 . /b 上記以外 

関連フィールド 

２００ タイトルと責任表示 

 このフィールドには目録規則が規定する情報源を出典とするデータを収める. 

４２３ 一緒に発行された作品 

 フィールド2A0の２番目以降の作品に対するタイトル副出記入, および/または著
作者+タイトル副出記入を収める. 

５１９ その他のタイトル 

 フィールド2A0のサブフィールド$A以外のタイトル (例: タイトル関連情報) に対
するタイトル副出記入を収める. 

例示 

(例 1) 2A0 1/b $A セビリャの理髪師$A ｾﾋﾞﾘﾔ ﾉ ﾘﾊﾂｼ$E オペラ$E 全曲$F ロッシーニ 

(例 2) 2A0 1/b $A アルプスの少女ハイジ$A ｱﾙﾌﾟｽ ﾉ ｼﾖｳｼﾞﾖ ﾊｲｼﾞ 1$H１ 

(例 3) 2A0 0/b $A チェロ協奏曲 ホ短調 作品８５$A ﾁｴﾛ ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ ﾎ ﾀﾝﾁﾖｳ ｻｸﾋﾝ 85$F
エドワード・エルガー$C ロココの主題による変奏曲$E 作品３３$F ペータ

ー・チャイコフスキー 

 フィールド 2A0 の最初のタイトルは固有タイトルではないため, 第 1 インディケータの値は
｢0｣ にセットされ, このタイトルは標目としては扱われない. 
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２０５ 版 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の版表示, およびその版に関する付加的な刷りおよび責
任表示を収める. このフィールドは目録規則の版に関する事項 (版エリア) に相当する. 

発生 

このフィールドは任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A  版表示 
$B  刷りの表示/付加的版表示 
$D  並列版表示 
$F  版に関する責任表示 
$G  版に関する別種類の責任表示 
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２Ａ５ 版 [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには公共図書館用の日本語による, 目録対象資料の版表示, およびその
版に関する付加的な刷りおよび責任表示を収める. このフィールドは目録規則の版に関す
る事項 (版エリア) に相当する. 

発生 

このフィールドは任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 版表示 

 目録対象資料の版次を識別する慣行的な表示中の語句, または文字集合. リピータブ
ルでない. 付加的版表示はサブフィールド $B に入力する. 

$B 刷りの表示/付加的版表示 

 このサブフィールドには刷りまたは付加的な版の表示を収める. 

$F 版に関する責任表示 

 版に関する最初の責任表示. サブフィールド $A または $B に続けて記録する. 付加
的版表示に関連する最初の責任表示についてリピータブル. 

$G 版に関する別種類の責任表示 

 版に関する別種類の各責任表示. サブフィールド $F に続けて記録する. 付加的版表
示に関連する別種類の責任表示についてリピータブル. 

フィールド内容の説明 

このフィールドに入力するデータは公共図書館用の日本語による版のデータである. このフィールド

には日本語以外のデータを入力しない. 目録規則によって規定されている版のデータに日本語が

ない場合には, このフィールドを入力しない. また, このフィールドには並列情報を入力しない. ｢全

曲盤｣ 等の疑似的版表示はフィールド３００に注記する. フィールドと ISBD との関係を下記に示す. 
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識別子 データ要素名 条文番号 区切り記号 
$A 版表示 2.1 新エリア 
$F 版に関する責任表示 2.3, 2.5 / 
$G 版に関する別種類の責任表示 2.3, 2.5 ; 
$B 刷りの表示 2.4 , 

関連フィールド 

２Ａ０ タイトルと責任表示 

 そのタイトル全体に関係する責任表示はフィールド２Ａ０に収める. 

２０５ 版 

 目録規則に従った版のデータはフィールド２０５に収める. 

７ｘｘ 著作責任ブロック 

 目版表示に関係する名称をアクセスポイントにする場合にはフィールド7xxに入力
する. 

例示 

(例 1) 2A5 /b/b $A カセット版 

(例 2) 200 10 $ADISNEY'S MULAN$EAN ORIGINAL WALT DISNEY RECORDS SOUNDTRACK$D ムー
ラン$E オリジナル・サウンドトラック$ZJPN 

 2A0 11 $A ムーラン$A ﾑｰﾗﾝ$E オリジナル・サウンドトラック 
 2A5 /b/b $A 日本語版 
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２０８ 楽譜刊行形式 

フィールド定義 

このフィールドには, 印刷または手稿楽譜の個々の判型に関する, 目録対象資料から転記した表示

を収める. このフィールドは目録規則の出版楽譜の刊行形式に関する事項に相当する. 

発生 

このフィールドは任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 印刷楽譜の特定表示 

$D 印刷楽譜の並列特定表示 

関連フィールド 

１２５ コード・データ: 録音資料・楽譜 
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２１０ 発行・頒布等 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の発行, 頒布, 発売, および製造に関する情報を, 関連する年の

表示と共に収める. このフィールドは目録規則および ISBDの発行・頒布等エリアに関連している. 

発生 

このフィールドは任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 発行・頒布等の場所 

$B 発行者・頒布者等の住所 

$C 発行者・頒布者等の名称 

$D 発行・頒布等の年 

$E 印刷・製造場所 

$F 印刷・製造者の住所 

$G 印刷・製造者の名称 

$H 印刷・製造年 

関連フィールド 

１００ 一般処理データ/発行年 (文字位置9～16) 

１０２ 発行・製作国 

２０５ 版 

７ｘｘ アクセスポイント ─ 著作責任 
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２Ｂ０ 発行・頒布等 [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の発行, 頒布, 発売に関する, 公共図書館専用の日本語情報を, 

関連する年の表示と共に収める. このフィールドは目録規則および ISBDの発行・頒布等エリアに関

連している. 

発生 

このフィールドは任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 発行・頒布等の場所 

 目録対象資料に表示されている, その資料が発行または頒布された都市その他の場所.
もし, その場所が一般に知られていないか, または綴が誤っていたり古い綴りであったり
する場合には ISBD の規定に従って角がっこ入の情報を補記する. 資料に表示されてい
る場所単位, または別の言語による表示単位にリピータブル. 

$C 発行者・頒布者等の名称 

 すぐ確認が可能な範囲で短縮化された発行者・頒布者等の名称. 頒布の役割を補記す
る場合には, その表示を角がっこに入れる. リピータブル. 

$D 発行・頒布等の年 

 発行年または推定年, または著作権表示年または製造年. 継続年 (オープン・デート) 
または範囲年が容認されている. リピータブル. 

フィールド内容の説明 

フィールド２Ｂ０は各レコードに１個しか存在しない. 発行・頒布等の場所および発行者・頒布者等の

名称が不明の場合は, 目録規則が規定している用語をサブフィールド $A および $C にそれぞれ

入力する. 発行・頒布等の場所が異なる発行者・頒布者が複数ある場合には, それぞれの場所に

続けて各名称を入力する. 

発行・頒布等の年は常にサブフィールド $D に入力する. 発行・頒布等の年が不明の場合には著

作権表示年または推定年を記録する. このような場合には著作権表示年または製造年であることを

示す. 著作権表示年を発行・頒布等の年に付記することも可能である. この場合には同一のサブフ

ィールド $D に入力する. 
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目録対象資料に頒布者名が表示されている場合には, 頒布の役割を角がっこに入れて補記する. この

記号はISBDの区切り記号であるが独立したサブフィールドとはしない. 

 

このフィールドと目録規則の関連を簡略化して下記に示す. 

 
識別子 要素名 条文 区切り記号 備考 

$A 発行・頒布等の場所 .4.1  新たなエリア 
$A 発行・頒布等の場所 .4.1 /b; /b 繰り返し 
$C 発行者・頒布者等の名称 .4.3 /b: /b  
$D 発行・頒布等の年 .4.4 , /b  

関連フィールド 

１００ 一般処理データ/発行年 (文字位置9～16) 

 発行年はフィールド２Ｂ０/$D とともにフィールド１００にも入力する. 

１０２ 発行・製作国 

 このフィールドには発行または製作国に対するコードを収める. 

２０５ 版 

 リプリント等の印刷日付は版または刷りの表示に含めることができる. 

２１０ 発行, 頒布等 

 目録規則の規定に従ったデータ, および製造に関するデータをこのフィールドに
収める. 

７ｘｘ アクセスポイント ─ 著作責任 

 発行者または製造者に対するアクセスポイントが必要な場合には, 個人または団
体の名称をフィールド7xxに収める. 

例示 

 2B0 /b/b $A[東京]$C ポリドール$D１９９１ 
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２１５ 形態的記述 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の形態的な特徴に関する情報を収める. このフィールドは目録規

則 (および ISBD) の形態的記述エリアに関連している. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 特定資料表示および資料の数量 

 目録対象資料の特定的な資料種別名, および/または, 資料の数量または構成する部分
の数の指示. リピータブル. 

$C その他の形態的細目 

 このフィールドまたは注記フィールドには現れない, 目録対象資料の形態に関するその
他のデータ. 例えば, 図書の図版に関する情報, 映像資料の色彩や音声に関する情報
等. リピータブルでない. 

$D 目録対象資料の直線的な測定値, および/または, (AV資料のように, 資料の利用に装置
が必要な場合) その資料の利用に関連する大きさ. リピータブル. 

$E 付属資料 

 目録対象資料の付属資料 (本体と共に利用することを目的とした) に関する簡略な記述. 
リピータブル. 

 

フィールド内容の説明 

このフィールドでは, サブフィールドを連結する区切り記号を使用しないが, サブフィールド内では

個々の要素を区別するための区切り記号を用いる. 

このフィールドと目録規則の関連を簡略化して下記に示す. 

識別子 要素名 条文 区切り記号 備考 
$A 特定資料表示および資料の数量 .5.1  新たなエリア 
$A 特定資料表示および資料の数量 .5.1 /b+/b 繰り返し 
$C その他の形態的細目 .5.2 /b: /b  
$D 大きさ .5.3 /b; /b  
$E 付属資料 .5.4 /b+/b  
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関連フィールド 

１１５ コードデータ: 映像資料の形態 
１２６ コードデータ: 録音資料の形態 

例示 

(例 1) 215 /b/b $A ビデオカセット１巻 （８３分）$CＶＨＳ， 白黒$D１３ ｍｍ． 

(例 2) 215 /b/b $A 録音ディスク１枚（７４分）$C ディジタル， １．４ ｍ／ｓ． ステ

レオ$D１２ｃｍ．$E パンフレット１ 

(例 3) 215 /b/b $A ビデオカセット１巻$CＶＨＳ 

 (ミニマル・レコード) 
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２２５ シリーズ 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料が属しているシリーズのタイトルを, シリーズ・タイトル関連情報お

よびシリーズ・タイトルに関連する責任表示と共に, 目録規則が規定する形式と順序で記録する. こ

れらの情報には別の言語による繰り返しデータ (並列タイトル, 並列責任表示等) も含まれる. この

フィールドは目録規則 (または ISBD) のシリーズ・エリアに関連する. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, 複数のシリーズがある場合にリピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトル形式の指示 

シリーズの標目形は関連記入フィールド４１０に記録する. このインディケータは, このフィールドで

入力されるデータがフィールド４１０に記録される標目形と同一かどうかを指示する. 

0  タイトルは標目形と同一でない 
1  標目形はない 
2  タイトルは標目形と同一である 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A シリーズの本タイトル 

$D 並列シリーズ・タイトル 

$E タイトル関連情報 

$F  責任表示 

$H 部編番号 

$I 部編名 

$V 巻号表示 

$X シリーズのＩＳＳＮ 

$Z 並列タイトルの言語 

関連フィールド 

４１０ 関連記入フィールド: シリーズ 
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２Ｃ５ シリーズ [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには, 公共図書館用の日本語によるシリーズのタイトルを, シリーズ・タイトル関連情

報およびシリーズ・タイトルに関連する責任表示と共に, 目録規則が規定する形式と順序で記録す

る. これらの情報には別の言語による繰り返しデータ (並列タイトル, 並列責任表示等) は含まない. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, 複数のシリーズがある場合にリピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A シリーズの本タイトル 

 表示用データ: 目録対象資料に表示されているシリーズの本タイトル. リピータブルでな
い. 

検索用データ: シリーズの本タイトルの標目形 (読み)で, 一連の表示用データに続けて
フィールドの最後に入力する. リピータブルでない. 

$E タイトル関連情報 

 目録対象資料のシリーズの本タイトル $A または部編名 $I に関連して現れるサブタイト
ルおよびタイトル関連情報. それぞれのタイトル関連情報ごとにリピータブル. 

$F 責任表示 

 サブフィールド $A に記録したタイトル, またはサブフィールド $H, $I に記録した部編に
対する責任表示. サブフィールド $A, $H, $I がそれぞれの責任表示を伴う場合にリピー
タブル. 

$H 部編番号 

 表示用データ: サブフィールド $A に記録したシリーズの部編番号. 各部編または下位
シリーズごとにリピータブル 

検索用データ: 部編番号の表示形に対する検索用のデータ. 一連の表示用データに続
けてフィールドの最後に入力する. リピータブル. 

$I 部編名 

 表示用データ: サブフィールド $A に記録したシリーズの部編名. 各部編または下位シ
リーズごとにリピータブル. 

検索用データ: 部編名の表示形に対する検索用のデータ. 一連の表示用データに続け
てフィールドの最後に入力する. リピータブル. 

- 63 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

$V 巻号 

 表示用データ: 目録対象資料に表示されているシリーズの巻号および類似の用語の表
示形. 巻号表示には番号, 年等がある. リピータブル. 

検索用データ: サブフィールド $V に入力した巻号の表示形に対する検索用のデータ. 
一連の表示用データに続けてフィールドの最後に入力する. リピータブル. 

$X シリーズの ISSN 

 そのシリーズに付与されている ISSN で, ４文字目と５文字目の間のハイフンを含む８桁
の数字. 文字 ISSNは入力しない. シリーズとサブシリーズにそれぞれ ISSNがある場合
にリピータブル. 

フィールド内容の説明 

このフィールドのデータは情報源の指示を除き, 目録規則のシリーズに関する事項の規定に従って

入力する. このフィールドと目録規則の関連を簡略化して下記に示す. 目録規則ではシリーズ・デ

ータを１対の丸かっこ ( ) に入れるが, MARC レコードでは記号 ( ) は入力しない. 

識別子 要素名 条文 区切り記号 備考 
$A シリーズの本タイトル .6.1  新たなエリア 
$E タイトル関連情報 .6.3 /b: /b  
$F 責任表示 .6.4 /b/ /b  
$H 部編番号 .6.7 . /b  
$I 部編名 .6.7 , /b 部編番号に続く 
$I 部編名 .6.7 . /b 上記以外 
$V 巻号表示 .6.6 /b; /b  
$X シリーズのＩＳＳＮ .6.5 , /b  

関連フィールド 

４１０ 関連記入フィールド: シリーズ 
 

シリーズ・タイトルの標目形はフィールド４１０の埋め込まれたフィールドに収める. 

例示 

(例 1) 2C5 /b/b $A 邦楽名曲選$I 舞踊篇$A ﾎｳｶﾞｸ ﾒｲｷﾖｸ ｾﾝ$I ﾌﾞﾖｳ ﾍﾝ 

(例 2) 2A0 1/b $A ペペ・マルチェーナ$A ﾍﾟﾍﾟ ﾏﾙﾁｴ-ﾅ 
 2C5 /b/b $A フラメンコの大家たち$Vｖ． １０$A ﾌﾗﾒﾝｺ ﾉ ﾀｲｶ ﾀﾁ$VV. 10 
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２３０ エレクトロニック・リソースの特性 

フィールド定義 

このフィールドには, コンピュータ・ファイルの内容特性に関する情報を収める. 

発生 

このフィールドはコンピュータ・ファイルでは必須 (M) で, 単一の書誌レコードに複数の特性を記録

する場合にリピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A ファイルの特性および内容 

フィールド内容の説明 

Toccata MARC では, UNIMARC の規定による記録形式と, NCR 1987 による記述方法に大きな不

一致があるため, このフィールドの記録では NCR 1987 を採用せず, AACR 2 を用いて日本語で

記録する. 

関連フィールド 

１３５ コードデータ: エレクトロニック・リソース 
 

例示 

 230 /b/b $A コンピュータ・データ （５ファイル） およびプログラム （１５フ

ァイル） 

 

- 65 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

３００ 一般注記 

フィールド定義 

このフィールドには, 作品の性質, 形式, 演奏手段, または他のどのカテゴリーにも適合しない注記

を収める. Toccata MARC JP Editionでは, このフィールドはフィールド301～315の代わりにも使用す

る. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 

フィールド内容の説明 

このフィールドのデータは自由な形式で入力する. 注記が複数ある場合は, フィールド 300 を繰り返

して入力する. フィールド 301～315 に入力された注記は, 変換プログラムによって Toccata MARC 

JP Editionではフィールド 300 として転送される. 

例示 

(例 1) 300 /b/b $A 野鳥の鳴き声 
 フィールド 300 として入力された注記 

(例 2) 300 /b/b $A 歌詞： ロシア語 （日本語対訳付） 
 300 /b/b $A 録音： １９８１年１２月 

 フィールド 302からの変換 

(例 3) 300 /b/b $A 一部モノラル録音 
 フィールド 307からの変換 

(例 4) 300 /b/b $A 原作： タッソーの叙事詩「解放されたエルサレム」 
 488 /b0 $150000$A 解放されたイエルサレム$A ｶｲﾎｳｻﾚﾀ ｲｴﾙｻﾚﾑ$17000/b$A タッソー

$B トルクワート$F１５４４－１５９５$A ﾀﾂｿ-$B ﾄﾙｸﾜ-ﾄ$F1544-1595$402

 フィールド 311からの変換; フィールド 488に対する注記 
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３２２ 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) 

フィールド定義 

このフィールドにはキャスト (配役) を除く, 作品制作の芸術的・技術的関係者または関係団体の名

称を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 （NR） 
 

フィールド内容の説明 

このフィールドには映像資料のナレーター, 提供者, 演奏者, および, 録音資料の演奏者・演奏団

体の名称, 演奏手段を含むキャスト (配役) を除く, 映像資料のプロデューサー, 監督, 演出者等

の名称を収める. 

芸術的・技術的関係者とキャストの区別が困難な場合には, フィールド 322 を用いる. 

このフィールドには, 目録規則を厳格に適用した注記を収める.  公共図書館用の日本語データは

フィールド 3C2を用いる. 

関連フィールド 

２００ タイトルと責任表示 

３２３ キャストの注記 (録音資料・映像資料) 

３Ｃ２ 関係者・演奏者に関する注記 [公共図書館用日本語データ] 

７ｘｘ 著作責任ブロック 
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３２３ キャストの注記 (録音資料・映像資料) 

フィールド定義 

このフィールドには, 映像資料の出演者, ナレーター, プレゼンター, 演奏者を含むキャストの名称, 

および, 録音資料の演奏者・演奏団体の名称, 演奏手段に関する注記を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, キャストの種類別にリピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 

フィールド内容の説明 

録音資料, 映像資料の関係者とキャストの区別が困難な場合には, フィールド 300 ではなく, フィ

ールド 322 を両方に対して用いる. 

このフィールドには, 目録規則を厳格に適用した注記を収める. 公共図書館用の日本語データはフ

ィールド 3C2を用いる. 

関連フィールド 

２００ タイトルと責任表示 

３２２ 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) 

３Ｃ２ 関係者・演奏者に関する注記 [公共図書館用日本語データ] 

７ｘｘ 著作責任ブロック 

例示 

 200 00 $AVIOLIN CONCERTO IN D MINOR$FKHACHATURIAN$CMEDITATION, OP. 42, NO. 

1$FTCHAIKOVSKY$GORCH. GLAZUNOV 
 2A0 01 $A ヴァイオリン協奏曲 ニ短調$A ｳﾞｱｲｵﾘﾝ ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ ﾆ ﾀﾝﾁﾖｳ$F ハチャト

ゥリアン$C 瞑想曲 作品４２－１$F チャイコフスキー 
 323 /b/b $AITZHAK PERLMAN, VIOLIN ; ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA ; ZUBIN 

MEHTA, CONDUCTOR 
 3C2 /b/b $A イツァーク・パールマン， ヴァイオリン ； イスラエル・フィルハ

ーモニー管弦楽団 ； ズービン・メータ， 指揮 
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３Ｃ２ 関係者・演奏者に関する注記 [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには, 公共図書館用の日本語による作品の芸術的・技術的関係者または関係団体

の名称を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, 芸術的・技術的関係者の種類ごとにリピータブル (R) であ

る. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 
 

フィールド内容の説明 

このフィールドには, 公共図書館専用の日本語による注記を収める. 目録規則を厳格に適用した注

記を収めるフィールド 322, 323 に収めた注記が日本語であっても, フィールド 3C2 に同一の情報

を繰り返して記録する. 

このフィールドには, 映像資料のプロデューサー, 監督, 演出者, ナレーター, 提供者, 演奏者を

含むキャスト等の名称, および, 録音資料の演奏者・演奏団体の名称, 演奏手段に関する注記を収

める. 

異なる種類の関係者 (例: 語り手とキャスト) を複数のフィールド 3C2 に分割して注記する場合は, 

キャストの注記を最後に配置する. キャストは, 導入語「キャスト：」に続けて注記する. 
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関連フィールド 

２Ａ０ タイトルと責任表示 [公共図書館用日本語データ] 
 

作品の制作に芸術的・技術的関係者として, 個人または団体がフィールド2A0に
列挙されている場合にはフィールド3C2の必要はない. 

７ｘｘ 著作責任ブロック 
 

書誌レコードの記述本体 (フィールド 2xx) には現われない, 著作責任のアクセ
スポイントを目録規則が規定している場合には, そのような芸術的・技術的関係者
に対する注記のためにフィールド3C2を用いる. 

 

例示 

(例 1) 3C2 /b/b $A ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ； ヘルベルト・フォン・カラ
ヤン指揮 

(例 2) 3C2 /b/b $A オリジナル楽器による演奏 
 演奏者の名称はフィールド 2A0で記録されている. 

(例 3) 3C2 /b/b $A 脚本・監督： ジョージ・ルーカス 
 3C2 /b/b $A キャスト： マーク・ハミル， ハリソン・フォード， キャリー・フ

ィッシャー， 他 
 異なる種類・役割の関係者. 
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３２４ 原典注記 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料が複製 (例: ファクシミルまたはマイクロ資料) であることを示す情

報を収める. この注記には原典資料への書誌的参照を含める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 
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３２５ 複製注記 

フィールド定義 

このフィールドには, 手元の資料がレコードの本体に記述した資料の複製であることを示す情報を

収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 
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３２７ 内容注記 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の内容を示す注記を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 含まれている各項目はサブフィー

ルド $A を繰り返して注記する. 

インディケータ 

第１インディケータ: 完全性の指示 

0    内容注記は完全ではない 

1    内容注記は完全である 

2    内容注記は部分的に完全である 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (R) 

フィールド内容の説明 

このフィールドには目録対象資料に収録されている作品に関する注記を収める. 内容注記は, 一般

的に収録作品のリストとして定型的な注記となる. Toccata MARCシステムでは分出を行なう書誌レコ

ードの場合は, このフィールドには入力せずフィールド４６４で内容作品に関する種々の情報を作品

単位に入力している. コンピュータ・プログラムはフイールド４６４/$1200 のデータからフィールド３２７

を自動生成する. 従って, このフィールドを直接入力する場合は原則として分出記入を作成しない 

(すなわち, 第２インディケータの値が「１」となる) 場合である. 

関連フィールド 

３Ｃ７ 内容注記 [公共図書館用日本語データ] 

４６４ 内容分出 
 

フィールド４６４は内容分出レベルの作品を記述するために用いる. 第２インディケ
ータの値が「1」の場合には, 各４６４フィールドから一個のフィールド３２７が合成さ
れる. 
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３Ｃ７ 内容注記 [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の内容を示す注記を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 含まれている各項目はサブフィー

ルド $A を繰り返して注記する. 

インディケータ 

第１インディケータ: 完全性の指示 

0    内容注記は完全ではない 

1    内容注記は完全である 

2    内容注記は部分的に完全である 

第２インディケータ: 作成方法 

/b    内容注記はカタロガーが作成した 

1    内容注記はプログラムによって生成した 

 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (R) 
 

フィールド内容の説明 

このフィールドには目録対象資料に収録されている作品に関する注記を収める. 内容注記は, 一般

的に収録作品のリストとして定型的な注記となる. Toccata MARCシステムでは分出を行なう書誌レコ

ードの場合は, このフィールドには入力せずフィールド４６４で内容作品に関する種々の情報を作品

単位に入力している. コンピュータ・プログラムはフイールド４６４/$12A0 のデータからフィールド３Ｃ

７を自動生成する. 従って, このフィールドを直接入力する場合は原則として分出記入を作成しない 

(すなわち, 第２インディケータの値が ｢ /b｣ となる) 場合である. 

関連フィールド 

３２７ 内容注記 

４６４ 内容分出 
 

フィールド４６４は内容分出レベルの作品を記述するために用いる. 第２インディケ
ータの値が「1」の場合には, 各４６４フィールドから一個のフィールド３C７が合成さ
れる. 
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例示 

(例 1) 3C7 2/b $A 田園の夏の日 : ５つの管弦楽作品集$A 天使ミカエル : 演奏会用序曲$A
マリオネット序曲 

 部分内容の注記 

(例 2) 3C7 0/b $A ヨハン１世, ヨゼフ, エドゥアルトの作品を収録 
 非定型の内容注記 

(例 3) 3C7 11 $A アラベスク第１番 （４：２６） ／ ドビュッシー ； ルニエ編曲
$A タンゴ （２：５７） ／ サルツェード$A ルンバ （１：４７） ／

サルツェード$A カノン （５：１１） ／ パッヘルベル ； スーザン・

マクドナルド ＆ リンダ・ウッド編曲$A ファイヤー・ダンス （１：５

２） ／ ワトキンス$A泉 （４：４４） ／ アッセルマン$A ある風景

の中で （８：５１） ／ ケージ$A 夜の歌 （３：３２） ／ サルツ

ェード$A シチリアーナ （４：４３） ／ レスピーギ ； グランジャ

ニー編曲$Aコンサート・エチュード （４：２２） ： 作品１９３ ／

ゴドフロワ$A エンジェル （６：３８） ／ スティーブン タイラー ＆

デズモンド チャイルド$A 小さなエピローグ （１：０９） ／ 竹松舞
 フィールド 464から生成した定型内容注記. 関係フィールドの完全な例示は 464を参照. 
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３３０  要旨・抄録に関する注記 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の要旨または抄録を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, 複数の言語による要旨を記録する必要がある場合などにはリ

ピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 
 

フィールド内容の説明 

このフィールドには, 情報, 表示, 批評または評価等のあらゆる種類の要旨または抄録を収める. 注

記が複数ある場合はフィールド３３０を繰り返して記録する. 

関連フィールド 

３２７ 内容注記 
３Ｃ７ 容注記 [公共図書館用日本語データ] 

 内容注記フィールドは目録対象資料の部分 (要約や抄録でない) に対する参照
に用いる. 

 

例示 

 330 /b/b $AＳＦ映画「２００１年宇宙の旅」の続編. 木星の彼方で謎のメッセージ

を残して連絡を絶ったデーブ・ボーマン船長を追って米ソ共同作戦が展開

される. 謎の石板モノリスの正体とは？ 
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３３３  利用者・利用対象に関する注記 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の利用者または利用対象に関する情報を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 

フィールド内容の説明 

フィールド・データは導入語「対象：」に続けて記録する. 

関連フィールド 

１００ 一般処理データ, 利用対象コード (文字位置 17-19) 

例示 

 333 /b/b $A 対象: 小学校高学年 

 

- 77 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

３３６ エレクトロニック・リソースの種別 

フィールド定義 

このフィールドにはコンピュータ・ファイルの種別に関する情報を収める. 一般的な記述 (例えばテ

キスト, コンピュータ・プログラム, 数値) に加えて, 文字資料の場合の形式やジャンル (例えば伝

記, 辞書, 索引) のような, より特定的な情報もこのフイールドに収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 
 

関連フィールド 

１３５ コードデータ: エレクトロニック・リソース 
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３３７ エレクトロニック・リソースの技術的詳細 

フィールド定義 

このフィールドにはコンピュータ・ファイルに関する技術的情報を記録する. これにはキャラクタメセッ

トの種別やファイルの物理的特性 (例えば記録密度, パリティ, ブロック化) が含まれる. プログラミ

ング言語のようなソフトウェアに対しては, ソース・プログラムのステートメント数, 使用コンピュータ 

(例えば, コンピュータの製造者, 機種, オペレーテイング・システム, 必要メモリ), および周辺機器 

(例えば, 磁気テープ装置の数, ディスク数, 端末数, サポートされるソフトウェア, その他の関連機

器) なども記録する. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 注記の本文 (NR) 

例示 

 337 /b/b $A システム環境： Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ ＰＣ （３８６ＳＸ 以上）

または Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ ＰＣ ｕｐｇｒａｄｅ ｋｉｔ 搭載の

互換機； ２ ＭＢ ＲＡＭ； ＭＳ ＤＯＳ ３．１ 以降； Ｍｉｃ

ｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ オペレーティング・システム ３．１ 以

降； ＭＳ－ＤＯＳ ＣＤ－ＲＯＭ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ （ＭＳＣＤ

ＥＸ） ２．２ 以降； ３０ ＭＢハード・ディスク； ＣＤ－ＤＡ出

力機能を持つ ＣＤ－ＲＯＭドライブ； サウンド・ボード； マイクロ

ソフト・マウス； ＶＧＡまたは ＶＧＡ＋ ディスプレイ （ＶＧＡ＋

推奨）； ヘッドフォンまたはスピーカー 
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４ｘｘ 関連記入フィールド 

関連記入フィールドの定義および適用範囲 

目録レコード (書誌的記録) はそのレコード単独で存在するが, 別の目録レコードと相互に関連し

て機能する場合もある．これらの相互関係は (1) 水平的関係, (2) 年代的前後関係,(3) 階層的上

下関係の 3つに定義することができる. 

(1) 水平的関係: ある作品と一緒に発行された作品, 同じ媒体 (録音カセット) などの他の版, 

同じ資料 (版) の別媒体による発行, 原出版物とその翻訳, などの関係 

(2) 年代的前後関係: 逐次刊行物の改題, 併合, 分離など. 

(3) 階層的上下関係: 多巻ものの全巻レベルと各巻レベルの関係, 内容作品の分出 

各関連記入フィールドには埋め込み型のタグ, インディケータ, サブフィールド識別子を伴うフィー

ルドデータを収める. このフィールドのデータはリンク先レコードを識別するためのデータ, またはリ

ンク先のレコードがない場合には目録対象資料自身を識別するためのデータを収める. 

発生 

これらのフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である.  

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: 注記作成指示 

第２インディケータは, そのレコードの印刷または表示でこのフィールド・データから注記を作成す

るかどうかを指示している. 注記を作成する必要がない場合には, このインディケータを「0」にセッ

トする.  

0 データから注記を作成しない 

1 データから注記を作成する 

サブフィールド 

$1 関連データ 

 各サブフィールド $1 にはタグ, インディケータ, サブフィールド識別子を含む１個の完全
なフィールドが含まれる. それぞれの埋め込まれたフィールドはリピータブル (R) である.
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フィールド内容の説明 

各関連記入フィールドは次のような構造となる. 

インディケータ: 
/b0 または  /b1 

サブフィールド

識別子: $1 

データ: 埋め
込まれたタグ, 
インディケータ, 
サブフィールド

サブフィールド

識別子: $1 

データ: 埋め
込まれたタグ, 
インディケータ, 
サブフィールド

．．．．．．． フィールド・セ

パレータ: # 

埋め込まれたフィールド 001 の場合のみはインディケータもサブフィールド識別子も用いず, タグと

データのみを記録する. 

例示 

 300 /b/b $A 原作： タッソーの叙事詩「解放されたエルサレム」  
 488 /b0 $150000$A 解放されたイエルサレム$A ｶｲﾎｳｻﾚﾀ ｲｴﾙｻﾚﾑ$17000/b$A タッソー

$B トルクワート$F１５４４－１５９５$A ﾀﾂｿ-$B ﾄﾙｸﾜ-ﾄ$F1544-1595$402

 
原作に対する注記を伴う原作に対する著作者＋タイトル形の標目フィールド４８８. このフィ
ールドからは注記を生成しないので, フィールド３００ (内部フォーマットでは３１１) を入力
している. 
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４１０ 関連記入フィールド: シリーズ 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料と, それを含むシリーズとをリンクさせるために用いる. 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

フィールド４１０には目録対象資料がシリーズか単行資料の場合に, シリーズに対する上方リンクを

収める. 上方リンクがシリーズとそのサブシリーズに必要な場合には, 階層レベルの高い方からそれ

ぞれに対してフィールド４１０を作成する. Toccata MARCでは, 原則としてモノグラフ (単行資料) に

対して書誌レコードを作成するので, シリーズ標目は各書誌レコードの副出記入として存在している. 

シリーズの基本記入は典拠レコードとして別に管理している. シリーズ標目の記述部分はフィールド

２２５ /２Ｃ５に入力されているので繰り返す必要はないが , シリーズが複数ある場合などには 

$1200/$12A0 に記述情報を入力することができる. 

シリーズ標目には下記の２種類がある. 

(1) タイトルのみのシリーズ標目 

(2) 著作者＋タイトル形のシリーズ標目 

関連フィールド 

２２５ シリーズ 
２Ｃ５ シリーズ ［公共図書館用日本語データ］ 

 フィールド２２５/２Ｃ５は目録規則でシリーズ・エリアとして規定されている目録対象
資料に現れるシリーズ・データを記録するために使用する.  

例示 

(例 1) 2C5 /b/b $A ミュジフランス$V１ 
 410 /b0 $150010$A ミュジフランス$N 日本$A ﾐﾕｼﾞﾌﾗﾝｽ$N ﾆﾎﾝ$V１$V1 

(例 2) 2A0 1/b $A 室内楽曲全集$a ｼﾂﾅｲ ｶﾞｯｷｮｸ ｾﾞﾝｼｭｳ 3$H 第３集$F フォーレ 
 410 /b0 $15012 $A 室内楽曲$NＥＭＩ Ｃｌａｓｓｉｃｓ$a ｼﾂﾅｲ ｶﾞｯｷｮｸ$nEMI 

Classics$Vｖ． ３$vv. 3$17000 $A フォーレ$B ガブリエル$F１８４５－

１９２４$a ﾌｫ-ﾚ$b ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ$f1845-1924$400 

(例 3) 2C5 /b/b $A ブリュッヘン・エディション$V４$a ﾌﾞﾘｭｯﾍﾝ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ$v4 
 410 /b0 $150000$A ブリュッヘン エディション$a ﾌﾞﾘｭｯﾍﾝ ｴﾃﾞｨｼｮﾝ$V４$v4$17000 

$A ブリュッヘン$B フランス$F１９３４－$a ﾌﾞﾘｭｯﾍﾝ$b ﾌﾗﾝｽ$f1934-$425 
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４２３ 関連記入フィールド: 一緒に発行された作品 

フィールド定義 

このフィールドは, 別の資料に合冊された資料のような目録対象資料と一緒に発行された別の書誌

的資料とをリンクさせるために用いる. 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

別資料と一緒に発行された資料には, 補遺とその母体のような一方が他方に従属する関係は存在

しない. Toccata MARCでは, このフィールドに総合タイトルのない目録対象資料の各作品に関する

アクセスポイントを収める. 

総合タイトルのない記述対象資料 (２００/２Ａ０で $A サブフィールドが複数あるもの, または $C サ

ブフィールドが１以上あるもの) の２番目以降 (一人の著作者の作品集で著作者＋集合統一タイト

ルが基本記入となる場合は１番目も含む) のタイトルと責任表示に関する情報, および/または, そ

の作品に関するアクセスポイントをこのフィールドに入力する． 

関連フィールド 

５１９ その他の日本語タイトル [公共図書館用日本語データ] 
 フィールド423/$12A0のデータからプログラム生成される. 

７０２ 個人名 ─ 副次的な著作責任 
 フィールド423/$150xと$1700のデータからプログラム生成される ($150xがない場

合は$1700のみ). 

例示 

 2A0 1/b $A スラヴ舞曲集$a ｽﾗｳﾞ ﾌﾞｷﾖｸｼﾕｳ$E 全曲$A アメリカ組曲$E イ長調， ｏ

ｐ． ９８Ｂ 

 423 /b0 $150000$A スラヴ舞曲集$S作品４６$T編$A ｽﾗｳﾞ ﾌﾞｷﾖｸｼﾕｳ$S46$T ﾍﾝ$17000

/b$Aドヴォルザーク$Bアントニーン$F１８４１－１９０４$A ﾄﾞｳﾞｵﾙｻﾞ-ｸ$B

ｱﾝﾄﾆ-ﾝ$F1841-1904 

 423 /b0 $150000$Aスラヴ舞曲集$S作品７２$T編$Aｽﾗｳﾞ ﾌﾞｷﾖｸｼﾕｳ$S72$Tﾍﾝ$17000/b

$Aドヴォルザーク$Bアントニーン$F１８４１－１９０４$Aﾄﾞｳﾞｵﾙｻﾞ-ｸ$B ｱ

ﾝﾄﾆ-ﾝ$F1841-1904 

 423 /b0 $12A01/b$A アメリカ組曲$a ｱﾒﾘｶ ｸﾐｷﾖｸ$E イ長調， ｏｐ． ９８Ｂ$150000

組曲$Rピアノ$S作品９８$Uイ長調$T編$A ｸﾐｷﾖｸ$R ﾋﾟｱﾉ$S98$T ﾍﾝ$17000/b$A

ドヴォルザーク$Bアントニーン$F１８４１－１９０４$A ﾄﾞｳﾞｵﾙｻﾞ-ｸ$B ｱﾝﾄ

ﾆ-ﾝ$F1841-1904 

 総合タイトルのない録音資料. スラヴ舞曲集は実際は 2 作品なので作曲者+タイトル標
目は作品番号単位に作成する. 
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４５１ 関連記入フィールド: 同一媒体の他の版 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料と同じ媒体で発行された他の版または他の言語資料へのリンク情

報を収める. このフィールドで定義されるものに, 別言語で発行された出版物, 発売番号を変更して

発行された録音資料などがある. 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

Toccata MARC での典型的な使用は番号変えの再発売である. この場合には, 前の版のレコード

IDをこのフィールドに入力する. 

関連フィールド 

４５２ 別媒体の同一資料 

例示 

 030 01 $BＤｅｕｔｓｃｈｅ Ｇｒａｍｍｏｐｈｏｎ

$APOCG-2601$APOCG-2603$D0\7282$E19920125 

 2A0 1/b $A《ラインの黄金》$A ﾗｲﾝ ﾉ ｵｳｺﾞﾝ$E 楽劇$E 舞台祭典劇《ニーベルングの

指環》序夜$F リヒャルト・ワーグナー 

 451 /b1 $1001POCG9034$1301/b/b$A 前の番号 

 451 /b1 $1001POCG3752$1301/b/b$A 後の番号 
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４５２ 関連記入フィールド: 別媒体の同一資料 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料と別の媒体で発行された他の版または他の言語資料へのリンク情

報を収める. 例えば, 目録対象資料が録音ディスクで他の版がカセットなどの関係である. 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

関連フィールド 

４５１ 同一媒体の他の版 

例示 

 452 /b1 $1001YF7045$1301/b/b$AＬＰの発売番号 
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４６１ 関連記入フィールド: セット 

フィールド定義 

このフィールドは階層的にリンクしている目録対象資料を識別するために用いる. セット・レベルとの

リンクが作成され, このフィールドを含む目録対象資料は１点レベルかまたはサブセット・レベルであ

る. 

記述対象資料が別の書誌レコードの部分となっている場合 (多巻資料の各巻), 全巻レベルの書誌

レコードのレコード識別子を $1001 に入力する. この場合, 記述対象資料に対する書誌レコードの

レコードラベルの書誌階層コードは｢２｣である． 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

Toccata MARC JP Editionは書誌階層によるレコード間リンクに対応していない. このフィールドには

Toccata MARC内部レコードの IDのみが入力されている. 

例示 

 461 /b0 $1001B920024980 
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４６２ 関連記入フィールド: サブセット・レベル 

フィールド定義 

このフィールドは階層的にリンクしているサブセット・レベルにある目録対象資料を識別するために用

いる. サブセット・レベルとのリンクが作成され, このフィールドを含む目録対象資料は 1 点レベル, 

サブセット・レベル, またはセット・レベルである. 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

Toccata MARC JP Editionは書誌階層によるレコード間リンクに対応していない. このフィールドには

Toccata MARC内部レコードの IDのみが入力されている. 

例示 

 2A0 1/b $A 心理学シリーズ$A ｼﾝﾘｶﾞｸ ｼﾘｰｽﾞ 

 3C7 1/b $A 現代心理学編$A 一般心理学編 

 462 /b0 $1001B950199842 

 462 /b0 $1001B950195618 
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４６３ 関連記入フィールド: １点 (Piece) レベル 

フィールド定義 

このフィールドは階層的にリンクしている１点 (Piece) レベルにある目録対象資料を識別するために

用いる. １点レベルとのリンクが作成され, このフィールドを含む目録対象資料はサブセット・レベル, 

またはセット・レベルである. 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

(1) 書誌階層によるレコード間リンク: Toccata MARC JP Editionは書誌階層によるレコード間リンクに

対応していない. このフィールドには Toccata MARC内部レコードの IDのみが入力されている. 

(2) １点レベルにある構成単位の直接記入: セット・レベルの書誌レコードに１点 (Piece) レベルの

書誌的事項を内容分出的手法で入力する場合がある. 

例示 

(例 1) 2A0 1/b $A モーツァルト全集$A ﾓ-ﾂｱﾙﾄ ｾﾞﾝｼﾕｳ 
 463 /b0 $1001B910028494 

 463 /b0 $1001B910028508 

 463 /b0 $1001B910028516 

 463 /b0 $1001B910028524 

 463 /b0 $1001B910028540 

 463 /b0 $1001B910028567 

 463 /b0 $1001B910028575 

(例 2) 2A0 1/b $A 音と映像による日本古典芸能大系$A ｵﾄ ﾄ ｴｲｿﾞｳ ﾆ ﾖﾙ ﾆﾎﾝ ｺﾃﾝ ｹﾞｲﾉｳﾀｲ
ｹｲ 

 463 /b1 $12A01/b$A 宮廷芸能と神事芸能$VＩ$A ｷﾕｳﾃｲ ｹﾞｲﾉｳ ﾄ ｼﾝｼﾞ ｹﾞｲﾉｳ$V1 

 463 /b1 $12A01/b$A 仏教行事と仏教芸能$VＩＩ$A ﾌﾞﾂｷﾖｳ ｷﾞﾖｳｼﾞ ﾄ ﾌﾞﾂｷﾖｳ ｹﾞｲﾉｳ

$V2 

 463 /b1 $12A01/b$A 能と狂言$VＩ$A ﾉｳ ﾄ ｷﾖｳｹﾞﾝ$V1 

 463 /b1 $12A01/b$A 能と狂言$VＩＩ$A ﾉｳ ﾄ ｷﾖｳｹﾞﾝ$V2 

 463 /b1 $12A01/b$A 能と狂言$VＩＩＩ$A ﾉｳ ﾄ ｷﾖｳｹﾞﾝ$V3 

 463 /b1 $12A01/b$A 歌舞伎$VＩ$a ｶﾌﾞｷ$v1 
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４６４ 関連記入フィールド: 分出レベル 

フィールド定義 

このフィールドは目録対象資料の分出レベルに位置している作品を識別するために用いる.  

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

Toccata MARCではこのフィールドを分出レベルの作品に対する分出的副出記入を作成するために

用いる. 分出はその主体となっている資料から物理的に切り離せない書誌的実体である. 

関連フィールド 

３Ｃ７ 内容注記 [公共図書館用日本語データ] 
 フィールド464/$12A0のデータからプログラム生成される. 

５５１ 内容作品のタイトル [公共図書館用日本語データ] 
 フィールド464/$12A0のデータからプログラム生成される. 

７０３ 各内容作品の主な著作責任 
 フィールド464/$150xと$1700のデータからプログラム生成される ($150xがない場

合は$1700のみ). 

例示 

 2A0 1/b $A ファイヤー・ダンス$A ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$F 竹松舞， ［ハープ］ 

* 3C7 11 $A アラベスク第１番 （４：２６） ／ ドビュッシー ； ルニエ編曲

$A タンゴ （２：５７） ／ サルツェード$A ルンバ （１：４７） ／

サルツェード$A カノン （５：１１） ／ パッヘルベル ； スーザン・

マクドナルド ＆ リンダ・ウッド編曲$A ファイヤー・ダンス （１：５

２） ／ ワトキンス$A泉 （４：４４） ／ アッセルマン$A ある風景

の中で （８：５１） ／ ケージ$A 夜の歌 （３：３２） ／ サルツ

ェード$A シチリアーナ （４：４３） ／ レスピーギ ； グランジャ

ニー編曲$Aコンサート・エチュード （４：２２） ： 作品１９３ ／

ゴドフロワ$A エンジェル （６：３８） ／ スティーブン タイラー ＆

デズモンド チャイルド$A 小さなエピローグ （１：０９） ／ 竹松舞

 

464 /b1 $12A00/b$A アラベスク第１番 （４：２６）$A ｱﾗﾍﾞｽｸ 1$F サルツェードド

ビュッシー$Gルニエ編曲$150000$Aアラベスク$Rピアノ$H第１番$T編$A ｱ

ﾗﾍﾞｽｸ$R ﾋﾟｱﾉ$H1$T ﾍﾝ$17000/b$Aドビュッシー$Bクロード$F１８６２－１９

１８$A ﾄﾞﾋﾞﾕﾂｼ-$B ｸﾛ-ﾄﾞ$F1862-1918$400 

 464 /b1 $12A00/b$A タンゴ （２：５７）$A ﾀﾝｺﾞ$F サルツェード 

 464 /b1 $12A00/b$A ルンバ （１：４７）$A ﾙﾝﾊﾞ$F サルツェード 

 464 /b1 $12A00/b$A カノン （５：１１）$A ｶﾉﾝ$F パッヘルベル$G スーザン・マク

ドナルド ＆ リンダ・ウッド編曲$150000$A カノン$R ヴァイオリン

（３）， 通奏低音$Uニ長調$T編$A ｶﾉﾝ$R ｳﾞｱｲｵﾘﾝ ﾂｳｿｳ ﾃｲｵﾝ$U ﾆ ﾁﾖｳﾁﾖｳ$T
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ﾍﾝ$17000/b$A パッヘルベル$B ヨハン$F１６５３－１７０６$A ﾊﾟﾂﾍﾙﾍﾞﾙ$B ﾖ

ﾊﾝ$F1653-1706$400 

 464 /b1 $2A01/b$A ファイヤー・ダンス （１：５２）$A ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$F ワトキンス

$150000$A 小組曲$I ファイヤー ダンス$A ｼﾖｳ ｸﾐｷﾖｸ$I ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$17000 

/b$A ワトキンス$B デーヴィッド$F１９３８－$A ﾜﾄｷﾝｽ$B ﾃﾞ-ｳﾞｲﾂﾄﾞ

$F1938-$400 

 464 /b1 $12A01/b$A 泉 （４：４４）$A ｲｽﾞﾐ$F アッセルマン$150000$A 泉$A ｲｽﾞﾐ

$17000/b$Aアッセルマン$Bアルフォンス$F１８４５－１９１２$A ｱﾂｾﾙﾏﾝ$B

ｱﾙﾌｵﾝｽ$F1845-1912$400 

 464 /b1 $12A01/b$A ある風景の中で （８：５１）$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ$F ケージ

$150000$Aある風景のなかで$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ$17000/b$Aケージ$Bジョン

$A ｹ-ｼﾞ$B ｼﾞﾖﾝ$400 

 464 /b1 $12A01/b$A 夜の歌 （３：３２）$A ﾖﾙ ﾉ ｳﾀ$F サルツェード 

 464 /b0 $15012/b$A ハープ曲$L 選集$A ﾊ-ﾌﾟ ｷﾖｸ$L ｾﾝｼﾕｳ$17000/b$A サルセード$B カ

ルロス$F１８８５－１９６１$A ｻﾙｾ-ﾄﾞ$B ｶﾙﾛｽ$F1885-1961$400 

 464 /b1 $12A00/b$A シチリアーナ （４：４３）$A ｼﾁﾘｱ-ﾅ$F レスピーギ$G グランジ

ャニー編曲$150000$Aリュートのための古い歌と舞曲$S第３集$Iシチリア

ーナ$T編$A ﾘﾕ-ﾄ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ﾌﾙｲ ｳﾀ ﾄ ﾌﾞｷﾖｸ$S3$I ｼﾁﾘｱ-ﾅ$T ﾍﾝ$17000/b$A レス

ピーギ$B オットリーノ$F１８７９－１９３６$A ﾚｽﾋﾟ-ｷﾞ$B ｵﾂﾄﾘ-ﾉ

$F1879-1936$400 

 464 /b1 $12A01/b$A コンサート・エチュード （４：２２）$A ｺﾝｻ-ﾄ ｴﾁﾕ-ﾄﾞ$E 作品

１９３$F ゴドフロワ$150000$A 演奏会用練習曲$A ｴﾝｿｳｶｲ ﾖｳ ﾚﾝｼﾕｳｷﾖｸ

$17000/b$A ゴドフロワ$B デュードネ・フェリクス$F１８１８－１８９７$A

ｺﾞﾄﾞﾌﾛﾜ$B ﾃﾞﾕ-ﾄﾞﾈ ﾌｴﾘｸｽ$F1818-1897$400 

 464 /b1 $12A01/b$A エンジェル （６：３８）$A ｴﾝｼﾞｴﾙ$F スティーブン タイラー

＆ デズモンド チャイルド$150000$A エンジェル$T 編$A ｴﾝｼﾞｴﾙ$T ﾍﾝ

$17000 $A タイラー$B スティーヴン$A ﾀｲﾗ-$B ｽﾃｲ-ｳﾞﾝ$400 

 464 /b1 $12A01/b$A 小さなエピローグ （１：０９）$A ﾁｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ$F 竹松舞

$150000$A 小さなエピローグ$A ﾁｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ$17000/b$A 竹松$B 舞$F１９８

０－$A ﾀｹﾏﾂ$B ﾏｲ$F1980-$400 

* 551 1/b $A アラベスク第１番 （４：２６）$A ｱﾗﾍﾞｽｸ 1$ZJPN 

* 551 0/b $A タンゴ （２：５７）$A ﾀﾝｺﾞ$ZJPN 

* 551 0/b $A ルンバ （１：４７）$A ﾙﾝﾊﾞ$ZJPN 

* 551 0/b $A カノン （５：１１）$A ｶﾉﾝ$ZJPN 

* 551 1/b $A ファイヤー・ダンス （１：５２）$A ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$ZJPN 

* 551 1/b $A 泉 （４：４４）$A ｲｽﾞﾐ$ZJPN 

* 551 1/b $A ある風景の中で （８：５１）$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ$ZJPN 

* 551 1/b $A 夜の歌 （３：３２）$A ﾖﾙ ﾉ ｳﾀ$ZJPN 

* 551 0/b $A シチリアーナ （４：４３）$A ｼﾁﾘｱ-ﾅ$ZJPN 

* 551 1/b $A コンサート・エチュード （４：２２）$A ｺﾝｻ-ﾄ ｴﾁﾕ-ﾄﾞ$ZJPN 

* 551 1/b $A エンジェル （６：３８）$A ｴﾝｼﾞｴﾙ$ZJPN 

* 551 1/b $A 小さなエピローグ （１：０９）$A ﾁｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ$ZJPN 

* 703 1/b $A ドビュッシー$B クロード$F１８６２－１９１８$A ﾄﾞﾋﾞﾕﾂｼ-$B ｸﾛ-ﾄﾞ

$F1862-1918$400$A アラベスク$R ピアノ$H 第１番$T 編$A ｱﾗﾍﾞｽｸ$R ﾋﾟｱﾉ

$H1$T ﾍﾝ 

* 703 1/b $A パッヘルベル$B ヨハン$F１６５３－１７０６$A ﾊﾟﾂﾍﾙﾍﾞﾙ$B ﾖﾊﾝ

$F1653-1706$400$A カノン$R ヴァイオリン （３）， 通奏低音$U ニ長調

$T 編$A ｶﾉﾝ$R ｳﾞｱｲｵﾘﾝ ﾂｳｿｳ ﾃｲｵﾝ$U ﾆ ﾁﾖｳﾁﾖｳ$T ﾍﾝ 

* 703 1/b $A ワトキンス$B デーヴィッド$F１９３８－$A ﾜﾄｷﾝｽ$B ﾃﾞ-ｳﾞｲﾂﾄﾞ

$F1938-$400$A 小組曲$I ファイヤー ダンス$A ｼﾖｳ ｸﾐｷﾖｸ$I ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ 
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* 703 1/b $A アッセルマン$B アルフォンス$F１８４５－１９１２$A ｱﾂｾﾙﾏﾝ$B ｱﾙﾌｵﾝｽ

$F1845-1912$400$A 泉$A ｲｽﾞﾐ 

* 703 1/b $A ケージ$B ジョン$A ｹ-ｼﾞ$B ｼﾞﾖﾝ$400$A ある風景のなかで$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅ

ｶ ﾃﾞ 

* 703 1/b $A サルセード$B カルロス$F１８８５－１９６１$A ｻﾙｾ-ﾄﾞ$B ｶﾙﾛｽ

$F1885-1961$400$A ハープ曲$L 選集$A ﾊ-ﾌﾟ ｷﾖｸ$L ｾﾝｼﾕｳ 

* 703 1/b $A レスピーギ$B オットリーノ$F１８７９－１９３６$A ﾚｽﾋﾟ-ｷﾞ$B ｵﾂﾄﾘ-ﾉ

$F1879-1936$400$Aリュートのための古い歌と舞曲$S第３集$Iシチリアー

ナ$T 編$A ﾘﾕ-ﾄ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ﾌﾙｲ ｳﾀ ﾄ ﾌﾞｷﾖｸ$S3$I ｼﾁﾘｱ-ﾅ$T ﾍﾝ 

* 703 1/b $A ゴドフロワ$B デュードネ・フェリクス$F１８１８－１８９７$A ｺﾞﾄﾞﾌﾛﾜ

$B ﾃﾞﾕ-ﾄﾞﾈ ﾌｴﾘｸｽ$F1818-1897$400$A演奏会用練習曲$A ｴﾝｿｳｶｲ ﾖｳ ﾚﾝｼﾕｳｷﾖ

ｸ 

* 703 1/b $A タイラー$Bスティーヴン$A ﾀｲﾗ-$B ｽﾃｲ-ｳﾞﾝ$400$A エンジェル$T編$A ｴﾝ

ｼﾞｴﾙ$T ﾍﾝ 

* 703 1/b $A竹松$B舞$F１９８０－$A ﾀｹﾏﾂ$B ﾏｲ$F1980-$400$A小さなエピローグ$A ﾁ

ｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ 

 

書誌階層方式で入力された内容作品群. 中ほど (8 番目, 第 2 インディケータが「0」
の 464) に作曲者＋集合統一タイトル形の標目がある. Toccata MARC JP Edition で
は, これらのフィールドから内容注記 (フィールド 3C7), 内容作品のタイトル標目
(フィールド 551), 各内容作品の主な著作責任 (フィールド 703) を発生させる (タ
グの先頭がアステリスク「*」のもの). 
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４８８ 関連記入フィールド: その他の関連作品 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料に関係しているが, 他の 4xx フィールドで定義されていないか, ま

たは関連性が特定できない資料をリンクづけるために用いる. 

発生, インディケータ, サブフィールド 

４ｘｘ 関連記入フィールドを見よ 

フィールド内容の説明 

フィールド４８８と目録対象資料との関連性が定義できないので, このフィールドから注記を発生させ

ることはできない. 

例示 

 2A0 1/b $A カルメン$a ｶﾙﾒﾝ$F ビゼー 

 215 /b/b $A ビデオディスク２枚 （１６４分）$CＣＬＶ， カラー$D３０ ｃｍ．

 300 /b/b $A 原本： プロスペル・メリメ 

 300 /b/b $A ザルツブルク音楽祭のステージ・プロダクション 

 488 /b0 $150000$A カルメン$A ｶﾙﾒﾝ$17000 $A ビゼー$B ジョルジュ$F１８３８－１

８７５$A ﾋﾞｾﾞ-$B ｼﾞﾖﾙｼﾞﾕ$F1838-1875$400 

 488 /b0 $150000$A カルメン$A ｶﾙﾒﾝ$17000/b$A メリメ$B プロスペル$F１８０３－１

８７０$A ﾒﾘﾒ$B ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾙ$F1803-1870$404 

 オペラのライヴ収録. AACR 2 の規定によって音楽と原作に対する著作者+タイトル形
の標目を副出記入としてフィールド 488 に入力した例. 
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５００ 統一タイトル 

フィールド定義 

このフィールドには統一タイトルを収める. タイトルを固有にするため種々の要素を付加する. 統一タ

イトルには基本記入の標目として使用するもの, または個人や団体のもとで使用するものがある. 

Toccata MARCでは著作者＋タイトル基本記入はフィールド 7x0に収録しているために, このフィー

ルドには統一タイトル標目だけが収められる. ただし, フィールド 4xx, 604で著作者＋タイトル標目の

一部として統一タイトルを使用する場合には埋め込み型フィールド ($1500) として用いる. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルである (R). 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトルの重要性 

0 統一タイトルは独立したアクセスポイントではない 

1 統一タイトルは基本記入または副出記入の標目である 

第２インディケータ: 基本記入の指示 

0 統一タイトルは基本記入の標目ではない 

1 統一タイトルは基本記入の標目である 

サブフィールド 

$A 統一タイトル本体 (NR) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$K 発行年 (NR) 

$L 形式副標目 (NR) 

$M 言語 (NR) 

$N 雑多な情報 (R) 

$Q バージョン (またはバージョンの年) (NR) 

$R 演奏手段 (音楽) (R) 

$S 番号表示 (音楽) (R) 

$T 編曲 (音楽) (NR) 

$U 調 (音楽) (NR) 

$V 巻号 (NR) 

$X 一般細目 (R). このサブフィールドはフィールド 604に埋め込む場合に用いる. 
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$Y 地理区分 (R). このサブフィールドはフィールド 604に埋め込む場合に用いる. 

$Z 時代区分 (R). このサブフィールドはフィールド 604に埋め込む場合に用いる. 

 

例示 

(例 1) 2A0 1/b $A アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィア小曲集$A ｱﾝﾅ ﾏｸﾞﾀﾞ
ﾚ-ﾅ ﾊﾞﾂﾊ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｸﾗｳﾞｲ-ｱ ｼﾖｳｷﾖｸｼﾕｳ 

 500 11 $A アンナ マグダレーナ バッハの音楽帳$N１７２５$A ｱﾝﾅ ﾏｸﾞﾀﾞﾚ-ﾅ ﾊﾞ

ﾂﾊ ﾉ ｵﾝｶﾞｸﾁﾖｳ$N1725 

 複数の作曲者の作品を収めた合集で, 基本記入となる個人はない 

(例 2) 2A0 1/b $A ポカホンタス$A ﾎﾟｶﾎﾝﾀｽ 
 500 11 $A ポカホンタス$N 映画$A ﾎﾟｶﾎﾝﾀｽ$N ｴｲｶﾞ 

 同名の映画音楽とアクセスポイント上でリンクをとるために入力された統一タイトル. 
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５１０ 並列タイトル 

フィールド定義 

このフィールドにはアクセスポイントとする並列タイトル (別の言語または文字による本タイトル) を収

める. このフィールドは注記を発生させる目的には使用しない. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトルの重要性の指示 

0 並列タイトルは重要でない 

1 並列タイトルは重要である 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 並列タイトル (NR) 

$E タイトル関連情報 (R) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$J タイトルに関連する巻号または年 (月日) (NR) 

$Z タイトルの言語 (NR) 

フィールド内容の説明 

このフィールドには副出記入として必要な並列タイトルを収める. 目録規則が規定する主情報源で

ある目録対象資料本体 (例: コンパクト・ディスクのラベル) には表示されず, 付属資料または容器

上にある日本語情報はフィールド 2A0に記録し, 並列タイトルとしては扱わない. 第1インディケータ

の値が「1」に設定されている場合には, そのデータがアクセスポイントであることを示している. 並列

タイトルをアクセスポイントにする場合には, その言語での排列無視語に指定されている冒頭冠詞を

削除して記録する. 

関連フィールド 

２００/$D タイトルと責任表示/並列タイトル 

例示 

 200 14 $ADAS WOHLTEMPERIERTE KLAVIER BAND 2$DLE CLAVIER BIEN TEMPERE LIVRE 

2$DTHE WELL-TEMPERED CLAVIER BOOK 2$EPRELUDES ET FUGUES$EBWV
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870-893$FJ.S. BACH$GTON KOOPMAN, CEMBALO$ZFRE$ZENG 

 2A0 1/b $A平均律クラヴィーア曲集第２巻$A ﾍｲｷﾝﾘﾂ ｸﾗｳﾞｲ-ｱ ｷﾖｸｼﾕｳ 2$E前奏曲と

フーガ$FＪ．Ｓ． バッハ$G トン・コープマン, チェンバロ 

 510 1/b $ACLAVIER BIEN TEMPERE LIVRE 2$ZFRE 

 510 1/b $AWELL-TEMPERED CLAVIER BOOK 2$ZENG 

 アクセスポイントとする並列タイトル. 解説上の日本語タイトルはフィールド 2A0 に収める. 
アクセスポイントの並列タイトルからは冒頭の冠詞が削除されている. 
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５１７ その他のタイトル 

フィールド定義 

このフィールドには, フィールド５１０で定義されていない, 製本のタイトル, 別ページ印刷の中とびら

標題紙のタイトル, 容器のタイトル, 付属資料のタイトル, 部編タイトル, 従属的タイトル等の, その他

のタイトルを収める. 通常はフィールド５１０に入力するタイトルでも, 情報源が特定できない場合に

はこのフィールドに収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である． 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトルの重要性の指示 

0 タイトルは重要でない 

1 タイトルは重要である 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A タイトル (NR) 

$E タイトル関連情報 (R) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$Z タイトルの言語 (NR) 

フィールド内容の説明 

このフィールドは, その他のタイトルが本タイトルと大きく異なる場合にのみ用いる. このフィールドに

入力したタイトルに関するデータがフィールド２００にない場合には, フィールド３００で注記する. 
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５１９ その他の日本語タイトル [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには, フィールド 2A0 のサブフィールド $A 以外の日本語文字によるタイトル標目を

収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトルの重要性の指示 

0 タイトルは重要でない 

1 タイトルは重要である 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A タイトル (NR) 

$E タイトル関連情報 (R) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$Z タイトルの言語 (NR) 

フィールド内容の説明 

その他の日本語タイトルが, フィールド 2A0 の本タイトルと大きく異なる場合にのみ, このフィールド

を用いる. 

関連フィールド 

２Ａ０/$E タイトルと責任表示/タイトル関連情報  [公共図書館用日本語データ] 
 

フィールド２Ａ０のサブフィールド $Eに入力した作品のニックネームは, このフィー
ルドにも入力する. この場合, そのニックネームが作品を識別できるだけの情報を
有していなければ第1インディケータの値を ｢0｣ とする. 

例示 

(例 1) 2A0 1/b $A モーツァルトを歌う$A ﾓ-ﾂｱﾙﾄ ｵ ｳﾀｳ$E モーツァルト・アリア集$F プラ
シド・ドミンゴ 

 519 1/b $A モーツァルト・アリア集$A ﾓ-ﾂｱﾙﾄ ｱﾘｱｼﾕｳ$ZJPN 
 タイトル関連情報からアクセスポイントを作成する. 

(例 2) 2A0 0/b $A 交響曲第３番ハ短調作品７８$A ｺｳｷﾖｳｷﾖｸ 3$E オルガン付き$A ヘラクレ
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スの青年時代$E 交響詩$E 作品５０$F サン＝サーンス 

 519 0/b A オルガン付き$A ｵﾙｶﾞﾝ ﾂｷ$ZJPN 
 タイトル関連情報 ｢オルガン付き｣ はアクセスポイントではないが, Toccata MARCのユーザ

館がアクセスポイントとして利用することができるようにフィールド 519に入力する. 

(例 2) 2A0 1/b $A クリスマス・ファンタジー$A ｸﾘｽﾏｽ ﾌｱﾝﾀｼﾞ-$F 東京ディズニーランド
 519 1/b A 東京ディズニーランド クリスマス・ファンタジー$A ﾄｳｷﾖｳ ﾃﾞｲｽﾞﾆ-ﾗﾝﾄﾞ

ｸﾘｽﾏｽ ﾌｱﾝﾀｼﾞ-$ZJPN 
 責任表示がタイトルの部分と紛らわしいケースで, 責任表示を含めた形のアクセスポイント

としてフィールド 519に入力した事例. 
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５５0 内容作品のタイトル 

フィールド定義 

このフィールドには内容注記 (フィールド 327) で記録した作品のタイトル標目を収める. Toccata 

MARC オンライン目録システムでは原則としてこのフィールドを入力しない. Toccata MARC JP 

Editionのフィールド 550は, 変換プログラムによってフィールド 464/$1200から生成される. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトルの重要性の指示 

0 タイトルは重要でない 

1 タイトルは重要である 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A タイトル (NR) 

$E タイトル関連情報 (R) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$Z タイトルの言語 (NR) 

関連フィールド 

４６４ 内容分出 
 

フィールド464は内容分出レベルの作品を記述するために用いる. フィールド550
のタイトルは頒布用MARCレコードの作成時にフィールド464から作成される. 
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５５１ 内容作品のタイトル [日本語データ] 

フィールド定義 

このフィールドには内容注記 (フィールド 3C7) で記録した作品のタイトル標目を収める. Toccata 

MARC オンライン目録システムでは原則としてこのフィールドを入力しない. Toccata MARC JP 

Editionのフィールド 551は, 変換プログラムによってフィールド 464/$12A0から生成される. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: タイトルの重要性の指示 

0 タイトルは重要でない 

1 タイトルは重要である 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A タイトル (NR) 

$E タイトル関連情報 (R) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$Z タイトルの言語 (NR) 

関連フィールド 

４６４ 内容分出 
 

フィールド464は内容分出レベルの作品を記述するために用いる. フィールド551
のタイトルは頒布用MARCレコードの作成時にフィールド464から作成される. 

例示 

 551 1/b $A アラベスク第１番 （４：２６）$A ｱﾗﾍﾞｽｸ 1$ZJPN 
 551 0/b $A タンゴ （２：５７）$A ﾀﾝｺﾞ$ZJPN 
 551 0/b $A ルンバ （１：４７）$A ﾙﾝﾊﾞ$ZJPN 
 551 0/b $A カノン （５：１１）$A ｶﾉﾝ$ZJPN 
 551 1/b $A ファイヤー・ダンス （１：５２）$A ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$ZJPN 
 551 1/b $A 泉 （４：４４）$A1 ｲｽﾞﾐ$ZJPN 
 551 1/b $A ある風景の中で （８：５１）$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ$ZJPN 
 551 1/b $A 夜の歌 （３：３２）$A ﾖﾙ ﾉ ｳﾀ$ZJPN 
 551 0/b $A シチリアーナ （４：４３）$A ｼﾁﾘｱ-ﾅ$ZJPN 
 551 1/b $A コンサート・エチュード （４：２２）$A0121 ｺﾝｻ-ﾄ ｴﾁﾕ-ﾄﾞ$ZJPN 

- 101 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

 551 1/b $A エンジェル （６：３８）$A ｴﾝｼﾞｴﾙ$ZJPN 
 551 1/b $A 小さなエピローグ （１：０９）$A ﾁｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ$ZJPN 

 フィールド 464 から生成したタイトル標目群. 関係フィールドの完全な例示は 464
を参照. 
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６００ 個人名件名標目 

フィールド定義 

このフィールドには, 目録対象資料の主題となっている個人に対する件名標目を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: 名称形式インディケータ 

0  名から記入 

1  姓から記入 

/b  典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない. ブランクとする) 

サブフィールド 

$A 記入要素 (NR) 

$B 記入要素以外の人名部分 (NR) 

$C 生没年以外の付加要素 (R) 

$D ローマ数字 (NR) 

$F 生没年 (NR) 

$Q 名前のイニシャルの完全形 

$X 一般細目 (R) 

$Y 地理区分 (R) 

$Z 時代区分 (R) 

フィールド内容の説明 

このフィールドには件名標目として用いる個人名を収める. これらの標目は著作責任に対する標目

と同一の形式となる. サブフィールド $A, $B, $C, $F はフィールド 700 と同一である. 

フィールド 700と異なるのは, このフィールドには名称本体以外の付加要素が加わることである. これ

らは主題, 場所, 時代によって件名標目を特定化するために付加される. 

標目の読みは表示形を全て入力した後に記録する. 

関連フィールド 

６０１ 団体名件名標目 
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６０２ 家族名件名標目 

６０４ 件名として用いる著作者＋タイトル標目 

６０６ 一般件名標目 

例示 

 2A0 1/b $A ファウスト交響曲$A ﾌｱｳｽﾄ ｺｳｷﾖｳｷﾖｸ$F リスト 
 600 /b/b $A ファウスト$F１５４０頃没$X 歌・音楽$A ﾌｱｳｽﾄ$fD. CA. 1540$X ｳﾀ ｵﾝｶﾞ

ｸ 
 600 /b/b $A ゲーテ$B ヨハン ヴォルフガング フォン$F１７４９－１８３２$X 音

楽化$A ｹﾞ-ﾃ$B ﾖﾊﾝ ｳﾞｵﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ ﾌｵﾝ$F1749-1832$X ｵﾝｶﾞｸｶ 
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６０１ 団体名件名標目 

フィールド定義 

このフィールドには件名標目として用いる団体名の標目形を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: 会議インディケータ 

0  団体名 

1  会議名 

/b  典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない. ブランクとする) 

第２インディケータ: 名称形式インディケータ 

0  転置形の名称 

1  地名または法域のもとに記入 

2  直接形の名称 

/b  典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない. ブランクとする) 

サブフィールド 

$A 記入要素 (NR) 

$B 下部機構 (または, 地名などから記入する場合は団体名) (R) 

$C 付加要素または限定語 (R) 

$D 会議の回次 (NR) 

$E 会議の開催地 (NR) 

$F 会議の開催年 (NR) 

$G 転置された要素 (NR) 

$H 記入要素および転置された要素以外の名称部分 (NR) 

$I 所蔵機関での呼称 (手稿) (NR) 

$L 形式副標目 (手稿) (NR) 

$X 一般細目 (R) 

$Y 地理区分 (R) 

$Z 時代区分 (R) 
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関連フィールド 

６００ 個人名件名標目 

６０２ 家族名件名標目 

６０４ 著作者＋タイトル件名標目 

６０７ 地名件名標目 
 

例示 

(例 1) 2A0 1/b $A フリーメーソンのための音楽$A ﾌﾘ-ﾒ-ｿﾝ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｵﾝｶﾞｸ 
 601 /b/b $A フリーメーソン$X 歌・音楽$A ﾌﾘ-ﾒ-ｿﾝ$X ｳﾀ ｵﾝｶﾞｸ 

(例 2) 2A0 1/b $A ミッキーマウス・セレブレーション$A ﾐﾂｷ-ﾏｳｽ ｾﾚﾌﾞﾚ-ｼﾖﾝ$F 東京ディズ
ニーランド 

 601 /b/b $A 東京ディズニーランド （浦安市， 日本）$A ﾄｳｷﾖｳ ﾃﾞｲｽﾞﾆ-ﾗﾝﾄﾞ ｳﾗﾔ

ｽ ｼ ﾆﾎﾝ 
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６０２ 家族名件名標目 

フィールド定義 

このフィールドには件名標目のひとつとして用いる家族名の標目形 (細目を伴う場合もある) を収め

る. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (Ｏ) で, リピータブル (Ｒ) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 記入要素 (NR) 

$F 年代 (NR) 

$X 一般細目 (R) 

$Y 地理区分 (R) 

$Z 時代区分 (R) 

関連フィールド 

６００ 個人名件名標目 

６０１ 団体名件名標目 

６０４ 著作者＋タイトル件名標目 

例示 

 2A0 1/b $A 平家物語$A ﾍｲｹ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 

 602 /b/b $A 平家$X 歌・音楽$A ﾀｲﾗ ｹ$X ｳﾀ ｵﾝｶﾞｸ 
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６０４ 件名として用いる著作者＋タイトル標目 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料の主題標目のひとつとなっている, 著作者＋タイトル形の標目を

収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (Ｏ) でリピータブルである (Ｒ). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$1 埋め込まれるフィールド・データ (R) 
 

フィールド内容の説明 

このフィールドはある著作が著作者＋タイトル形で主題として扱われている場合に用いる. 著作のタ

イトルはサブレコードとして埋め込まれるフィールド 500 (統一タイトル) に収める. 主題細目 ($X, 

$Y, $Z) もこのサブレコード・フィールドに収める. 著作者は埋め込まれる著作責任フィールド 7xxに

収める. 

関連フィールド 

６００ 個人名件名標目 

６０１ 団体名件名標目 

６０２ 家族名件名標目 

６０５ タイトル件名標目 
 

例示 

 2A0 1/b $A ジョバンニの銀河・１９８３$A ｼﾞﾖﾊﾞﾝﾆ ﾉ ｷﾞﾝｶﾞ 1983 

 300 /b/b $A 宮沢賢治の原作の解説を含む 

 604 /b/b $150000$A 銀河鉄道の夜$A ｷﾞﾝｶﾞ ﾃﾂﾄﾞｳ ﾉ ﾖﾙ$17000/b$A 宮沢$B 賢治$F１８

９６－１９３３$A ﾐﾔｻﾞﾜ$B ｹﾝｼﾞ$F1896-1933 
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６０５ タイトル件名標目 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料に対する件名標目のひとつとして用いるタイトルの標目形 (細目

を伴う場合もある) を収める. このタイトルには, 舞台劇, ラジオ番組等のさまざまな媒体による著作

のタイトルが含まれる. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (Ｏ) で, リピータブル (Ｒ) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 統一タイトル本体 (NR) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$K 発行年 (NR) 

$L 形式副標目 (NR) 

$M 言語 (NR) 

$N 雑多な情報 (R) 

$Q バージョン (またはバージョンの年) (NR) 

$R 演奏手段 (音楽) (R) 

$S 番号表示 (音楽) (R) 

$T 編曲 (音楽) (NR) 

$U 調 (音楽) (NR) 

$X 一般細目 (R) 

$Y 地理区分 (R) 

$Z 時代区分 (R) 

 

フィールド内容の説明 

このフィールドには件名標目として用いる統一タイトル標目を収める. 著作者標目と共に用いるタイト

ルは「６０４ 著作者＋タイトル件名標目」に入力する. 著作者不明の作品を主題とする目録対象資

料にはこのフィールドを用いる. 
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関連フィールド 

６０４ 著作者＋タイトル件名標目 

例示 

 2A0 1/b $A エジプトのイスラエル人$A ｴｼﾞﾌﾟﾄ ﾉ ｲｽﾗｴﾙｼﾞﾝ$E オラトリオ $F ヘンデ
ル 

 605 /b /b $A 聖書$Q旧約$I出エジプト記$X歌・音楽$A ｾｲｼﾖ$Q ｷﾕｳﾔｸ$I ｼﾕﾂ ｴｼﾞﾌﾟﾄｷ$X
ｳﾀ ｵﾝｶﾞｸ 
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６０６ 一般件名標目 

フィールド定義 

このフィールドには件名標目として用いる一般用語または語句を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第 1 インディケータ: 主題標目のレベル 

0 レベルは特定できない 

1 主要な用語 

2 二次的な用語 

/b レベル情報はない 

第 2 インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 記入要素 (NR) 

$X 一般細目 (R) 

$Y 地理区分 (R) 

$Z 時代区分 (R) 

関連フィールド 

６０７ 地名件名標目 

例示 

(例 1) 2A0 1/b $A ヨハネ受難曲$A ﾖﾊﾈ ｼﾞﾕﾅﾝｷﾖｸ$EＢＷＶ２４５$F バッハ 
 606 1/b $A 受難曲$A ｼﾞﾕﾅﾝｷﾖｸ 
 606 1/b $A オラトリオ$A ｵﾗﾄﾘｵ 

(例 2) 2A0 1/b $A ファルスタッフ$A ﾌｱﾙｽﾀﾂﾌ$E 歌劇$E 全曲$F ジュゼッペ・ヴェルディ 
 606 1/b $A 歌劇$A ｶｹﾞｷ 
 606 1/b $A フォールスタッフ, ジョン, サー (架空人物)$X 戯曲$A ﾌｵ-ﾙｽﾀﾂﾌ, ｼﾞﾖﾝ,

ｻ- ｶｸｳ ｼﾞﾝﾌﾞﾂ$X ｷﾞｷﾖｸ 

(例 3) 2A0 1/b $Aケネディ大統領演説集$Aｹﾈﾃﾞｲ ﾀﾞｲﾄｳﾘﾖｳ ｴﾝｾﾞﾂｼﾕｳ$E英和対訳$F長谷川
潔訳注 

 606 1/b $A 演説・講演 （アメリカ人）$A ｴﾝｾﾞﾂ ｺｳｴﾝ ｱﾒﾘｶｼﾞﾝ 

 606 1/b $A 英語$X 録音資料 （日本語話者用）$A ｴｲｺﾞ$X ﾛｸｵﾝ ｼﾘﾖｳ ﾆﾎﾝｺﾞ ﾜｼﾔ ﾖｳ
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６０７ 地名件名標目 

フィールド定義 

このフィールドには件名標目として用いる地名を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (Ｏ) で, リピータブル (Ｒ) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 記入要素 (NR) 

$X 一般細目 (R) 

$Y 地理区分 (R) 

$Z 時代区分 (R) 

関連フィールド 

６０１ 団体名件名標目 

６６０ 地域コード 

例示 

(例 1) 2A0 1/b $A 古事記 A ｺｼﾞｷ 
 607 /b/b $A 日本$X 歴史$Z６４５以前$A ﾆﾎﾝ$X ﾚｷｼ$Z0645 

(例 2) 2A0 1/b $A 太平洋ひとりぼっち$A ﾀｲﾍｲﾖｳ ﾋﾄﾘﾎﾞﾂﾁ 
 607 /b/b $A 太平洋$X 案内記・旅行$X 戯曲$A ﾀｲﾍｲﾖｳ$X ｱﾝﾅｲｷ ﾘﾖｺｳ$X ｷﾞｷﾖｸ 

(例 3) 2A0 1/b $Aケネディ大統領演説集$Aｹﾈﾃﾞｲ ﾀﾞｲﾄｳﾘﾖｳ ｴﾝｾﾞﾂｼﾕｳ$E英和対訳$F長谷川
潔訳注 

 607 /b/b $A アメリカ合衆国$X 政治・政府$A ｱﾒﾘｶ ｶﾞﾂｼﾕｳｺｸ$X ｾｲｼﾞ ｾｲﾌ 
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６１０ 非統制主題用語 

フィールド定義 

このフィールドには統制された件名標目表には存在しない主題用語を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルである (R). 

インディケータ 

第 1 インディケータ: 主題標目のレベル 

0 レベルは特定できない 

1 主要な用語 

2 二次的な用語 

/b レベル情報はない 

第 2 インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 主題用語 (R) 

フィールド内容の説明 

このフィールドには, 件名標目等の主題目録では適用しない主題, 形式, ジャンル, 表現手段 (演

奏楽器等の詳細) などを, 目録対象資料に表示されている形式で記録する. 

関連フィールド 

６００～６０７ 件名標目フィールド 

例示 

 610 1/b $A 環境ビデオ$A ｶﾝｷﾖｳ ﾋﾞﾃﾞｵ 
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６６０ 地域コード 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料が扱っている地域を示すコードを収める. コードはアメリカ議会図

書館が開発した地域コードを用いる. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (Ｏ) で, リピータブル (Ｒ) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A コード (NR) 

フィールド内容の説明 

地域コードは地域による主題アプローチを補助する目的でアメリカ議会図書館によって開発された. 

付録の Toccata MARC コードブックを参照. 

関連フィールド 

６０７ 地名件名標目 

例示 

 2A0 1/b $A トルコの神秘主義音楽$A ﾄﾙｺ ﾉ ｼﾝﾋﾟ ｼﾕｷﾞ ｵﾝｶﾞｸ 

 606 1/b $A ダルウィーシュ$Y トルコ$X 音楽$A ﾀﾞﾙｳｲ-ｼﾕ$Y ﾄﾙｺ$X ｵﾝｶﾞｸ 

 606 1/b $A イスラム教音楽$Y トルコ$A ｲｽﾗﾑｷﾖｳ ｵﾝｶﾞｸ$Y ﾄﾙｺ 

 606 1/b $A マカーム$A ﾏｶ-ﾑ 

 606 1/b $A 音楽$Y トルコ$A ｵﾝｶﾞｸ$Y ﾄﾙｺ 

 660 1/b $AA-TU--- 

 

- 114 - 



Toccata MARC JP Edition 
 

６７１ Toccata MARC 分類索引データ (TMＣ) 

フィールド定義 

このフィールドには Toccata MARC分類索引データを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブル (R) である. 

インディケータ 

第 1 インディケータ: ブランク (未定義) 

第 2 インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A 分類番号 

$T 普通名詞句 

$P 固有名詞句 

$X 副標目 

$Y 地名 

$Z 時代 

フィールド内容の説明 

フィールド 671のデータはToccata MARCファイルの作成時にシステム・プログラムによって, リンクし

ている分類索引レコードの分類標目フィールドのデータがコピーされる. 

例示 

 2A0 1 /b $A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ$F アンドレ・カンプラ 
 671 /b /b $A762.1/0784491/0266$T オペラの公演$Y エクサン・プロヴァンス （フラ

ンス）$X 録音資料$T ｵﾍﾟﾗ ﾉ ｺｳｴﾝ$Y ｴｸｻﾝ ﾌﾟﾛｳﾞｱﾝｽ ﾌﾗﾝｽ$X ﾛｸｵﾝ ｼﾘﾖｳ 
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７００ 個人名 ─ 主な著作責任 

フィールド定義 

このフィールドには, 目録対象資料に対して主な著作責任を持つ個人名の標目形を収める. 

発生 

このフィールドはリピータブルでない. 基本記入の標目は１つの書誌レコードに１つだけしか入力で

きないので, このフィールドの存在する書誌レコードにはフィールド 710 (団体名 ─ 主な著作責任) 

が存在してはならない. 基本記入がない書誌レコードにはこのフィールドを入力しない. その場合の

著作責任は全てフィールド 7x2に入力する. 

インディケータ 

第１インディケータ: 標目の構造を定義する. 

0    個人名のみ 

1    個人名とタイトル 

第２インディケータ: 名称形式インディケータ 

0    名から記入 

1    姓から記入 

/b    個人名標目が典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない) 

サブフィールド 

$A 個人名標目の記入要素 (NR) 

$B 記入要素以外の人名部分 (NR) 

$C 生没年以外の付加要素 (R) 

$D ローマ数字 (NR) 

$F 生没年 (NR) 

$Q 名前のイニシャルの完全形 

$4 リレータ・コード 

$A 統一タイトル本体 (NR) 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$K 発行年 (NR) 

$L 形式副標目 (NR) 

$M 言語 (NR) 

$N 雑多な情報 (R) 
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$Q バージョン (またはバージョンの年) (NR) 

$R 演奏手段 (音楽) (R) 

$S 番号表示 (音楽) (R) 

$T 編曲 (音楽) (NR) 

$U 調 (音楽) (NR) 

フィールド内容の説明 

著作者+タイトル形の標目は第 1 インディーケータの値が「1」で, 著作者標目→タイトルの順に入力

されている. 構造はつぎのようになっており, 中間のリレータ・コードが 2 つの要素を区切る役割をは

たしている. 

① ② ③ 
$A … [著作者の標目データ] $4 [リレータ・コード] $A … [タイトルの標目データ] 

関連フィールド 

２Ａ０ $F, $G  タイトルと責任表示: 最初の責任表示および続く別種類の責任表示 
３２２ 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) 
３２３ キャストの注記 (録音資料・映像資料) 
３C２ 関係者・演奏者に関する注記 [公共図書館用日本語データ] 
７０２ 個人名 ─ 副次的な著作責任 
７０３ 個人名 ─ 分出作品の著作責任 

例示 

 2A0 1/b $A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ$F アンドレ・カンプラ 
 700 1/b $A カンプラ$B アンドレ$F１６６０－１７４４$A ｶﾝﾌﾟﾗ$B ｱﾝﾄﾞﾚ

$F1660-1744$400$A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ 
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７０２ 個人名 ─ 副次的な著作責任 

フィールド定義 

このフィールドには, 目録対象資料に対して副次的な著作責任を持つ個人名の標目形を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) でリピータブル (R) である. 基本記入がない書誌レコードでもこ

のフィールドを入力することができる. 

インディケータ 

1    個人名とタイトル 

1    姓から記入 

名前のイニシャルの完全形 

リレータ・コード 

統一タイトル本体 (NR) 

$Q 

第１インディケータ: 標目の構造を定義する. 

0    個人名のみ 

第２インディケータ: 名称形式インディケータ 

0    名から記入 

/b    個人名標目が典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない) 

サブフィールド 

$A 個人名標目の記入要素 (NR) 

$B 記入要素以外の人名部分 (NR) 

$C 生没年以外の付加要素 (R) 

$D ローマ数字 (NR) 

$F 生没年 (NR) 

$Q 

$4 

$A 

$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$K 発行年 (NR) 

$L 形式副標目 (NR) 

$M 言語 (NR) 

$N 雑多な情報 (R) 

バージョン (またはバージョンの年) (NR) 
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$R 演奏手段 (音楽) (R) 

$S 番号表示 (音楽) (R) 

$T 編曲 (音楽) (NR) 

$U 調 (音楽) (NR) 

フィールド内容の説明 

フィールド・データは Toccata MARC JP Edition 作成プログラムによってフィールド 423 の$150x と

$1700 から生成される場合がある. この時, フィールド 423 に$150x がない場合でも$1700 のデータ

のみを含むフィールド702が生成され, しかも第1インディーケータの値が「1」となるので注意が必要

である. 

著作者+タイトル形の標目は第 1 インディーケータの値が「1」で, 著作者標目→タイトルの順に入力

されている. 構造はつぎのようになっており, 中間のリレータ・コードが 2 つの要素を区切る役割をは

たしている. 

① ② ③ 

２Ａ０ 

フィールド702はフィールド423/$150xと$1700のデータからプログラム生成される
($150xがない場合は$1700のみ). 

1/b 

0/b 

0/b 

$A … [著作者の標目データ] $4 [リレータ・コード] $A … [タイトルの標目データ] 

関連フィールド 

$F, $G  タイトルと責任表示: 最初の責任表示および続く別種類の責任表示 

３２２ 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) 

３２３ キャストの注記 (録音資料・映像資料) 

３C２ 関係者・演奏者に関する注記 [公共図書館用日本語データ] 

４２３ 関連記入フィールド: 一緒に発行された作品 
 

７００ 個人名 ─ 主な著作責任 

例示 

(例 1) 2A0 $A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ$F アンドレ・カンプラ 

 3C2 /b/b $A フランソワ・ル・ルー （タンクレード） ； ダフネ・エヴァンジェト

ラス （クロランド） ； カトリーヌ・デュボスク （エルミニー） ； ピ

エール＝イヴ・ル・メガ （アルガン） ； グレゴリ・レナール （イスメ

ノール） ； コレット・アリオ＝リュガス （平和の神／女戦士／森のニン

フ） ； ドミニク・ヴィス （森の精） ； ザ・シクスティーン ； 王室

大厩舎・王宮付楽団 ； ジャン＝クロード・マルゴワール， 総指揮 ； 他

 700 1/b $A カンプラ$B アンドレ$F１６６０－１７４４$A ｶﾝﾌﾟﾗ$B ｱﾝﾄﾞﾚ

$F1660-1744$400$A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ 

 702 0/b $A ダンシェ$B アントワーヌ$F１６７１－１７４８$A ﾀﾞﾝｼｴ$B ｱﾝﾄﾜ-ﾇ

$F1671-1748$01 

 702 $A ル ルー$B フランソワ$A ﾙ ﾙ-$B ﾌﾗﾝｿﾜ$425 

 702 $A エヴァンジェラトス$B ダフネ$A ｴｳﾞｱﾝｼﾞｴﾗﾄｽ$B ﾀﾞﾌﾈ$425 

 702 0/b $A デュボス$B カトリーヌ$A ﾃﾞﾕﾎﾞｽ$B ｶﾄﾘ-ﾇ$425 
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 702 0/b $A アリオット・ルガズ$B コレット$A ｱﾘｵﾂﾄ ﾙｶﾞｽﾞ$B ｺﾚﾂﾄ$425 

 702 0/b $A ラインハート$B グレゴリー$A ﾗｲﾝﾊ-ﾄ$B ｸﾞﾚｺﾞﾘ-$425 

 702 0/b $A ル メガ$B ピエール・イヴ$A ﾙ ﾒｶﾞ$B ﾋﾟｴ-ﾙ ｲｳﾞ$425 

 702 0/b $A ヴィス$B ドミニク$A ｳﾞｲｽ$B ﾄﾞﾐﾆｸ$425 

 

2A0 

ショスタコーヴィチ$B ドミトリー ドミトリエヴィチ$F１９０６－１

９７５$A ｼﾖｽﾀｺ-ｳﾞｲﾁ$B ﾄﾞﾐﾄﾘ- ﾄﾞﾐﾄﾘｴｳﾞｲﾁ$F1906-1975$400$A 協奏曲$R チ

ェロ， 管弦楽$S 第２番$A ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ$R ﾁｴﾛ ｶﾝｹﾞﾝｶﾞｸ$S2 

702 0/b $A マルゴワール$B ジャン クロード$A ﾏﾙｺﾞﾜ-ﾙ$B ｼﾞﾔﾝ ｸﾛ-ﾄﾞ$424 

(例 2) 0/b $Aチェロ協奏曲 第１番 変ホ長調 作品１０７$A ﾁｴﾛ ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ 1 ﾍﾝﾎ ﾁ

ﾖｳﾁﾖｳ ｻｸﾋﾝ 107$A チェロ協奏曲 第２番 ト短調 作品１２６$F ショス

タコーヴィチ$C チェロと管弦楽のためのロマンス ヘ長調$FＲ． シュト

ラウス 

 3C2 /b/b $A アルト・ノラス， チェロ ； ノルウェー放送管弦楽団 ； アリ・

ラシライネン， 指揮 

 423 /b0 $12A00/b$A チェロ協奏曲 第２番 ト短調 作品１２６$A ﾁｴﾛ ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ 2 

ﾄ ﾀﾝﾁﾖｳ ｻｸﾋﾝ 126$F ショスタコーヴィチ$150000$A 協奏曲$R チェロ， 管

弦楽$S 第２番$A ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ$R ﾁｴﾛ ｶﾝｹﾞﾝｶﾞｸ$S2$17000/b$A ショスタコーヴィ

チ$B ドミトリー ドミトリエヴィチ$F１９０６－１９７５$A ｼﾖｽﾀｺ-ｳﾞｲﾁ

$B ﾄﾞﾐﾄﾘ-ﾄﾞﾐﾄﾘｴｳﾞｲﾁ$F1906-1975$400 

 423 /b0 $12A00/b$A チェロと管弦楽のためのロマンス ヘ長調$A ﾁｴﾛ ﾄ ｶﾝｹﾞﾝｶﾞｸ ﾉ

ﾀﾒ ﾉ ﾛﾏﾝｽ ﾍ ﾁﾖｳﾁﾖｳ$FＲ． シュトラウス$150000$A ロマンス$R チェロ，

管弦楽$SＡＶ ７５$U ヘ長調$A ﾛﾏﾝｽ$R ﾁｴﾛ ｶﾝｹﾞﾝｶﾞｸ$SAV 75$17000/b$A シ

ュトラウス$B リヒャルト$F１８６４－１９４９$A ｼﾕﾄﾗｳｽ$B ﾘﾋﾔﾙﾄ

$F1864-1949$400 

 700 1/b $A ショスタコーヴィチ$B ドミトリー ドミトリエヴィチ$F１９０６－１

９７５$A ｼﾖｽﾀｺ-ｳﾞｲﾁ$B ﾄﾞﾐﾄﾘ- ﾄﾞﾐﾄﾘｴｳﾞｲﾁ$F1906-1975$400$A 協奏曲$R チ

ェロ， 管弦楽$S 第１番， 作品１０７$U 変ホ調$A ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ$R ﾁｴﾛ ｶﾝｹﾞ

ﾝｶﾞｸ$S1 

 702 0/b $A ノラス$B アルト$A ﾉﾗｽ$B ｱﾙﾄ$425 

 702 0/b $A ラシライネン$B アリ$A ﾗｼﾗｲﾈﾝ$B ｱﾘ$424 

* 702 1/b $A

* 702 1/b $A シュトラウス$B リヒャルト$F１８６４－１９４９$A ｼﾕﾄﾗｳｽ$B ﾘﾋﾔﾙﾄ

$F1864-1949$400$A ロマンス$R チェロ， 管弦楽$SＡＶ ７５$U ヘ長調$A

ﾛﾏﾝｽ$R ﾁｴﾛ ｶﾝｹﾞﾝｶﾞｸ$SAV 75 

 フィールド 423/$1500 と$1700から生成されたフィールド 702 (*). 
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７０３ 個人名 ─ 分出作品の著作責任 

フィールド定義 

このフィールドには, 目録対象資料に含まれている作品に対して主な著作責任を持つ個人名の標

目形を収める. Toccata MARC オンライン目録システムではこのフィールドを入力しない. 頒布用の

Toccata MARC # 1データはフィールド 464からコンピュータ・プログラムによって自動生成される. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) でリピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: 標目の構造を定義する. 

0    個人名のみ 

1    個人名とタイトル 

0    名から記入 

$D 

$F 

$Q 

$4 

$A 

$H 

$I 

$K 

$L 

第２インディケータ: 名称形式インディケータ 

1    姓から記入 

/b    個人名標目が典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない) 

サブフィールド 

$A 個人名標目の記入要素 (NR) 

$B 記入要素以外の人名部分 (NR) 

$C 生没年以外の付加要素 (R) 

ローマ数字 (NR) 

生没年 (NR) 

名前のイニシャルの完全形 

リレータ・コード 

統一タイトル本体 (NR) 

部編番号 (R) 

部編名 (R) 

発行年 (NR) 

形式副標目 (NR) 

$M 言語 (NR) 

$N 雑多な情報 (R) 

$Q バージョン (またはバージョンの年) (NR) 
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$R 演奏手段 (音楽) (R) 

$S 番号表示 (音楽) (R) 

$T 編曲 (音楽) (NR) 

$U 

フィールド・データは Toccata MARC JP Edition 作成プログラムによってフィールド 464 の$150x と

$1700 から生成される. この時, フィールド 464 に$150x がない場合でも$1700 のデータのみを含む

フィールド 703が生成され, しかも第 1 インディーケータの値が「1」となるので注意が必要である. 

$A … [タイトルの標目データ] 

４６４ 

/b1 

 

464 

調 (音楽) (NR) 

フィールド内容の説明 

著作者+タイトル形の標目は第 1 インディーケータの値が「1」で, 著作者標目→タイトルの順に入力

されている. 構造はつぎのようになっており, 中間のリレータ・コードが 2 つの要素を区切る役割をは

たしている. 

① ② ③ 
$A … [著作者の標目データ] $4 [リレータ・コード] 

関連フィールド 

関連記入フィールド: 分出レベル 
 フィールド703はフィールド464/$150xと$1700のデータからプログラム生成される

($150xがない場合は$1700のみ). 

例示 

 2A0 1/b $A ファイヤー・ダンス$A ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$F 竹松舞， ［ハープ］ 

 464 /b1 $12A00/b$A タンゴ （２：５７）$A ﾀﾝｺﾞ$F サルツェード 

 464 /b1 $12A00/b$A ルンバ （１：４７）$A ﾙﾝﾊﾞ$F サルツェード 

 464 $12A00/b$A カノン （５：１１）$A ｶﾉﾝ$F パッヘルベル$G スーザン・マク

ドナルド ＆ リンダ・ウッド編曲$150000$A カノン$R ヴァイオリン

（３）， 通奏低音$Uニ長調$T編$A ｶﾉﾝ$R ｳﾞｱｲｵﾘﾝ ﾂｳｿｳ ﾃｲｵﾝ$U ﾆ ﾁﾖｳﾁﾖｳ$T

ﾍﾝ$17000/b$A パッヘルベル$B ヨハン$F１６５３－１７０６$A ﾊﾟﾂﾍﾙﾍﾞﾙ$B ﾖ

ﾊﾝ$F1653-1706$400 

 464 /b1 $2A01/b$A ファイヤー・ダンス （１：５２）$A ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$F ワトキンス

$150000$A 小組曲$I ファイヤー ダンス$A ｼﾖｳ ｸﾐｷﾖｸ$I ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ$17000 

/b$A ワトキンス$B デーヴィッド$F１９３８－$A ﾜﾄｷﾝｽ$B ﾃﾞ-ｳﾞｲﾂﾄﾞ

$F1938-$400 

464 /b1 $12A01/b$A 泉 （４：４４）$A ｲｽﾞﾐ$F アッセルマン$150000$A 泉$A ｲｽﾞﾐ

$101027000/b$Aアッセルマン$Bアルフォンス$F１８４５－１９１２$A ｱﾂｾﾙ

ﾏﾝ$B ｱﾙﾌｵﾝｽ$F1845-1912$400 

 /b1 $12A01/b$A ある風景の中で （８：５１）$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ$F ケージ

$150000$Aある風景のなかで$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ$17000/b$Aケージ$Bジョン

$A ｹ-ｼﾞ$B ｼﾞﾖﾝ$400 

 464 /b1 $12A01/b$A 夜の歌 （３：３２）$A ﾖﾙ ﾉ ｳﾀ$F サルツェード 

 464 /b0 $15012/b$A ハープ曲$L 選集$A ﾊ-ﾌﾟ ｷﾖｸ$L ｾﾝｼﾕｳ$17000/b$A サルセード$B カ

ルロス$F１８８５－１９６１$A ｻﾙｾ-ﾄﾞ$B ｶﾙﾛｽ$F1885-1961$400 

 464 /b1 $12A00/b$A シチリアーナ （４：４３）$A ｼﾁﾘｱ-ﾅ$F レスピーギ$G グランジ
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ャニー編曲$150000$Aリュートのための古い歌と舞曲$S第３集$Iシチリア

ーナ$T編$A ﾘﾕ-ﾄ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ﾌﾙｲ ｳﾀ ﾄ ﾌﾞｷﾖｸ$S3$I ｼﾁﾘｱ-ﾅ$T ﾍﾝ$17000/b$A レス

ピーギ$B オットリーノ$F１８７９－１９３６$A ﾚｽﾋﾟ-ｷﾞ$B ｵﾂﾄﾘ-ﾉ

$F1879-1936$400 

 464 /b1 $12A01 $A コンサート・エチュード （４：２２）$A ｺﾝｻ-ﾄ ｴﾁﾕ-ﾄﾞ$E 作品

１９３$F ゴドフロワ$150000$A 演奏会用練習曲$A ｴﾝｿｳｶｲ ﾖｳ ﾚﾝｼﾕｳｷﾖｸ

$17000/b$A ゴドフロワ$B デュードネ・フェリクス$F１８１８－１８９７$A

ｺﾞﾄﾞﾌﾛﾜ$B ﾃﾞﾕ-ﾄﾞﾈ ﾌｴﾘｸｽ$F1818-1897$400 

 464 /b1 $12A01/b$A エンジェル （６：３８）$A ｴﾝｼﾞｴﾙ$F スティーブン タイラー

＆ デズモンド チャイルド$150000$A エンジェル$T 編$A ｴﾝｼﾞｴﾙ$T ﾍﾝ

$17000/b$A タイラー$B スティーヴン$A ﾀｲﾗ-$B ｽﾃｲ-ｳﾞﾝ$400 

 464 

1/b 

 

1/b 

/b1 $12A01/b$A 小さなエピローグ （１：０９）$A ﾁｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ$F 竹松舞

$150000$A 小さなエピローグ$A ﾁｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ$17000/b$A 竹松$B 舞$F１９８

０－$A ﾀｹﾏﾂ$B ﾏｲ$F1980-$400 

 703 $A ドビュッシー$B クロード$F１８６２－１９１８$A ﾄﾞﾋﾞﾕﾂｼ-$B ｸﾛ-ﾄﾞ

$F1862-1918$400$A アラベスク$R ピアノ$H 第１番$T 編$A ｱﾗﾍﾞｽｸ$R ﾋﾟｱﾉ

$H1$T ﾍﾝ 

 703 1/b $A パッヘルベル$B ヨハン$F１６５３－１７０６$A ﾊﾟﾂﾍﾙﾍﾞﾙ$B ﾖﾊﾝ

$F1653-1706$400$A カノン$R ヴァイオリン （３）， 通奏低音$U ニ長調

$T 編$A ｶﾉﾝ$R ｳﾞｱｲｵﾘﾝ ﾂｳｿｳ ﾃｲｵﾝ$U ﾆ ﾁﾖｳﾁﾖｳ$T ﾍﾝ 

 703 1/b $A ワトキンス$B デーヴィッド$F１９３８－$A ﾜﾄｷﾝｽ$B ﾃﾞ-ｳﾞｲﾂﾄﾞ

$F1938-$400$A 小組曲$I ファイヤー ダンス$A ｼﾖｳ ｸﾐｷﾖｸ$I ﾌｱｲﾔ- ﾀﾞﾝｽ 

703 1/b $A アッセルマン$B アルフォンス$F１８４５－１９１２$A ｱﾂｾﾙﾏﾝ$B ｱﾙﾌｵﾝｽ

$F1845-1912$400$A 泉$A ｲｽﾞﾐ 

 703 1/b $A ケージ$B ジョン$A ｹ-ｼﾞ$B ｼﾞﾖﾝ$400$A ある風景のなかで$A ｱﾙ ﾌｳｹｲ ﾉ ﾅ

ｶ ﾃﾞ 

 703 1/b $A サルセード$B カルロス$F１８８５－１９６１$A ｻﾙｾ-ﾄﾞ$B ｶﾙﾛｽ

$F1885-1961$400$A ハープ曲$L 選集$A ﾊ-ﾌﾟ ｷﾖｸ$L ｾﾝｼﾕｳ 

 703 $A レスピーギ$B オットリーノ$F１８７９－１９３６$A ﾚｽﾋﾟ-ｷﾞ$B ｵﾂﾄﾘ-ﾉ

$F1879-1936$400$Aリュートのための古い歌と舞曲$S第３集$Iシチリアー

ナ$T 編$A ﾘﾕ-ﾄ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ﾌﾙｲ ｳﾀ ﾄ ﾌﾞｷﾖｸ$S3$I ｼﾁﾘｱ-ﾅ$T ﾍﾝ 

 703 1/b $A ゴドフロワ$B デュードネ・フェリクス$F１８１８－１８９７$A ｺﾞﾄﾞﾌﾛﾜ

$B ﾃﾞﾕ-ﾄﾞﾈ ﾌｴﾘｸｽ$F1818-1897$400$A演奏会用練習曲$A ｴﾝｿｳｶｲ ﾖｳ ﾚﾝｼﾕｳｷﾖ

ｸ 

 703 1/b $A タイラー$Bスティーヴン$A ﾀｲﾗ-$B ｽﾃｲ-ｳﾞﾝ$400$A エンジェル$T編$A ｴﾝ

ｼﾞｴﾙ$T ﾍﾝ 

 703 1/b $A竹松$B舞$F１９８０－$A ﾀｹﾏﾂ$B ﾏｲ$F1980-$400$A小さなエピローグ$A ﾁ

ｲｻﾅ ｴﾋﾟﾛ-ｸﾞ 

 フィールド 464/$1500 と$1700から生成されたフィールド 703. 
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７１０ 団体名 ─ 主な著作責任 

フィールド定義 

このフィールドには, 目録対象資料に対して主な著作責任を持つ団体名の標目形を収める. 

発生 

このフィールドはリピータブルでない. 基本記入の標目は１つの書誌レコードに１つだけしか入力で

きないので, このフィールドの存在する書誌レコードにはフィールド 700 (個人名 ─ 主な著作責任) 

が存在してはならない. 基本記入がない書誌レコードにはこのフィールドを入力しない. その場合の

著作責任は全てフィールド 7x2に入力する. 

インディケータ 

第１インディケータ: 会議インディケータ 

0  団体名 

1  会議名 

/b  典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない) 

第２インディケータ: 名称形式インディケータ 

0  転置形の名称 

1  地名または法域のもとに記入 

2  直接形の名称 

/b  典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない) 

サブフィールド 

$A 記入要素 (NR) 

$B 下部機構 (または, 地名などから記入する場合は団体名) (R) 

$C 付加要素または限定語 (R) 

$D 会議の回次 (NR) 

$E 会議の開催地 (NR) 

$F 会議の開催年 (NR) 

$G 転置された要素 (NR) 

$H 記入要素および転置された要素以外の名称部分 (NR) 

$I 所蔵機関での呼称 (手稿) (NR) 

$L 形式副標目 (手稿) (NR) 

$4 リレータ・コード 
$A 統一タイトル本体 (NR) 
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$H 部編番号 (R) 

$I 部編名 (R) 

$K 発行年 (NR) 

$L 

$A … [タイトルの標目データ] 

３C２ 

形式副標目 (NR) 

$M 言語 (NR) 

$N 雑多な情報 (R) 

$Q バージョン (またはバージョンの年) (NR) 

$R 演奏手段 (音楽) (R) 

$S 番号表示 (音楽) (R) 

$T 編曲 (音楽) (NR) 

$U 調 (音楽) (NR) 

フィールド内容の説明 

団体著作者+タイトル形の標目は, 団体標目→タイトルの順に入力されている. 構造はつぎのように

なっており, 中間のリレータ・コードが 2つの要素を区切る役割をはたしている. 

① ② ③ 
$A … [団体の標目データ] $4 [リレータ・コード] 

関連フィールド 

２Ａ０ $F, $G  タイトルと責任表示: 最初の責任表示および続く別種類の責任表示 
３２２ 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) 
３２３ キャストの注記 (録音資料・映像資料) 

関係者・演奏者に関する注記 [公共図書館用日本語データ] 
７１２ 団体名 ─ 副次的な著作責任 

例示 

 2A0 1/b $A スーパー・チェロ軍団 ミーツ・ザ・ビートルズ$a ｽ-ﾊﾟ- ﾁｴﾛ ｸﾞﾝﾀﾞﾝ ﾐ

-ﾂ ｻﾞ ﾋﾞ-ﾄﾙｽﾞ$F ベルリン・フィルの１２人のチェロ奏者たち 

 710 /b/b $A ベルリン フィルハーモニー管弦楽団$B１２人のチェロ奏者$a ﾍﾞﾙﾘﾝ ﾌ

ｲﾙﾊ-ﾓﾆ- ｶﾝｹﾞﾝ ｶﾞｸﾀﾞﾝ$b ｼﾞﾕｳﾆﾆﾝ ﾉ ﾁｴﾛ ｿｳｼﾔ 
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７１２ 団体名 ─ 副次的な著作責任 

/b  典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない) 

サブフィールド 

$F, $G  タイトルと責任表示: 最初の責任表示および続く別種類の責任表示 

キャストの注記 (録音資料・映像資料) 

フィールド定義 

このフィールドには目録対象資料に対する副次的な著作責任を持つ団体名の標目形を収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) でリピータブル (R) である. 

インディケータ 

第１インディケータ: 会議インディケータ 

0  団体名 

1  会議名 

第２インディケータ: 名称形式インディケータ 

0  転置形の名称 

1  地名または法域のもとに記入 

2  直接形の名称 

/b  典拠ファイルにリンクしている (書誌レコードでは定義しない) 

$A 記入要素 (NR) 

$B 下部機構 (または, 地名などから記入する場合は団体名) (R) 

$C 付加要素または限定語 (R) 

$D 会議の回次 (NR) 

$E 会議の開催地 (NR) 

$F 会議の開催年 (NR) 

$G 転置された要素 (NR) 

$H 記入要素および転置された要素以外の名称部分 (NR) 

$I 所蔵機関での呼称 (手稿) (NR) 

$L 形式副標目 (手稿) (NR) 

$4 リレータ・コード 

関連フィールド 

２Ａ０ 
３２２ 関係者に関する注記 (録音資料・映像資料) 
３２３ 
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３C２ 関係者・演奏者に関する注記 [公共図書館用日本語データ] 
４ｘｘ 関連記入フィールド 

3C2 

７１０ 団体名 ─ 主な著作責任 

例示 

 2A0 1/b $A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ$F アンドレ・カンプラ 

 /b/b $A フランソワ・ル・ルー （タンクレード） ； ダフネ・エヴァンジェト

ラス （クロランド） ； カトリーヌ・デュボスク （エルミニー） ； ピ

エール＝イヴ・ル・メガ （アルガン） ； グレゴリ・レナール （イスメ

ノール） ； コレット・アリオ＝リュガス （平和の神／女戦士／森のニン

フ） ； ドミニク・ヴィス （森の精） ； ザ・シクスティーン ； 王室

大厩舎・王宮付楽団 ； ジャン＝クロード・マルゴワール， 総指揮 ； 他

 700 1/b $A カンプラ$B アンドレ$F１６６０－１７４４$A ｶﾝﾌﾟﾗ$B ｱﾝﾄﾞﾚ

$F1660-1744$400$A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ 

 712 /b/b $A シクスティーン$C 音楽グループ$A ｼｸｽﾃｲ-ﾝ$C ｵﾝｶﾞｸ ｸﾞﾙ-ﾌﾟ$425 

 712 /b/b $A グラン エキュリー エ ラ シャンブル デュ ロワ$C 音楽グルー

プ$A ｸﾞﾗﾝ ｴｷﾕﾘ- ｴ ﾗ ｼﾔﾝﾌﾞﾙ ﾃﾞﾕ ﾛﾜ$C ｵﾝｶﾞｸ ｸﾞﾙ-ﾌﾟ$425 
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８０１ レコード作成・訂正機関 

フィールド定義 

このフィールドにはレコードの由来を示す情報を収める. これには次のものが含まれる. データ作成

館, 機械可読形に変換した機関, 原レコード/データを訂正した機関. 

発生 

このフィールドはミニマル・レコードを除き必須である (M). このフィールドは各機関の役割ごとにリピ

ータブルである (R). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: 役割の指示 

このインディケータはサブフィールド $B に記録する機関の役割を示す. 

0  

2A0 

目録作成機関 

1  変換した機関 

2  訂正機関 
 

サブフィールド 

$A 国コード 

$B 機関コード 

$C 処理日 

例示 

 1/b $A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ$F アンドレ・カンプラ 

 801 /b0 $AJP$BDMS$C19900706 

 801 /b2 $AJP$B206100$C19910218 

 801 /b2 $AJP$BDMS$C19920220 
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９００ ジャンル・コード 

フィールド定義 

このフィールドには, 2桁のジャンル・コードを収める. 

発生 

このフィールドの入力は任意 (O) で, リピータブルでない (NR). 

インディケータ 

第１インディケータ: ブランク (未定義) 

第２インディケータ: ブランク (未定義) 

サブフィールド 

$A ジャンル・コード 

フィールド内容の説明 

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

目を収める. 文字位置１を使用しない場合にはハイフンで埋める. 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用とがあり, 文字位

置「0」のコードで区別する. 各コードは付録の Toccata MARC コードブックを参照. 

2A0 

/b/b 

 

例示 

 1/b $A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ$F アンドレ・カンプラ 

 900 $AE- 
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９５０ 所在情報 

フィールド定義 

このフィールドにはその資料の所在に関する一般情報を収める. 所在機関 (ユーザ・コード) 以外

のサブフィールドは各ユーザがそれぞれ決定する. 

発生 

このフィールドは必須 (M) で, 複数部分からなる資料を部分単位に記述する場合にリピータブル 

(R) である. 

インディケータ 

                                                          

第１インディケータは排架用分類法の種別を示す 

(注). 

/b 未定義 

0 日本十進分類法 (NDC) 

1 デューイ十進分類法 (DDC) 

2 アメリカ議会図書館分類法 (LCC) 

3 国立国会図書館分類法 (NDLC) 

4 管理番号順排架 

5 タイトル順排架 

6 別々の分類 

8 その他 

第２インディケータは, 逐次刊行物または多巻資料が主要な, または別の番号体系で排架されてい

ることをを示す. ２つの番号体系を持つ資料の場合には区別が必要となる. 番号体系にはアルファ

ベット順, 番号順, または年代順がある 

(注). 

/b 未定義 

0 巻数によらない排架 

1 主要な巻数体系による排架 

2 別の巻数体系による排架 

サブフィールド 

$A 所蔵館コード (NR)  [必須項目] 

$B 排架記号１ (NR) 

$C 排架記号２ (NR) 
 

(注) 標準の入力処理ではこの文字位置には空白文字がセットされる. 空白以外の値を入力する場合は特別処理と
なるので標準的な価格体系は適用されない. 
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$D 排架記号３ (NR) 

$E 所在限定コード (R) 

$F 管理区分 (NR) 

$G 所在場所/文庫 (コレクション) (R) 

$H 登録番号 (R)  [必須項目 (最初のサブフィールド H)] 

$I 入手価格 (NR) 

$J 受入年月日 (NR) 

$K 多巻資料の巻号に関する表示 (NR) 

$L 排架用タイトル (NR) 

$M 所在限定表示 (R) 

$N 分類番号 (R) 

$P 受入先 (NR) 

$Q ユーザ定義 (NR) 

$R テキストの言語 (NR) 

$T 複本番号 (NR) 

$U １点 (冊) の物理的状態 (NR) 

$X 業務用注記 (R) 

$Z 一般用注記 (R) 

フィールド内容の説明 

サブフィールド$Aは Toccata MARCオンライン総合データベースにおけるユーザ・レコードの ID番

号が収録される. このデータはシステム入力による必須項目である. また, 最初のサブフィールド$H

は Toccata MARCの抽出に必要なデータのため必須項目となっている. これ以外のサブフィールド

は任意の入力項目である. フィールド 950 には多くのサブフィールドが定義されているが, これらの

多くは所蔵目録の項目として最初から必要ではなく, 運用中に図書館システム上で入力したり変更

する項目も多い. また, 入手価格などは, 書誌レコードの本体にあるデータ項目を使用することも可

能である. 

０３２ 

関連フィールド 

０３０ $D  録音資料の発売番号: 入手条件・価格 
$D  映像資料の発売番号: 入手条件・価格 

 950/$I (入手価格) の代替データ 

例示 

(例 1) 030 01 $AＭｕｓｉｆｒａｎｃｅ$AWPCC-3201$AWPCC-3202$C日本$D5110$E１９９０

０３２５ 
 2A0 1/b $A タンクレード$A ﾀﾝｸﾚ-ﾄﾞ$F アンドレ・カンプラ 

 950 /b/b $A*******$BE-ｶ$CA002913$D2$H9310029132$J910315$PNKY 
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 フィールド 030/$Dの価格を使用するために 950/$Iを入力しない事例 

(例 2) 030 01 $BＤｅｕｔｓｃｈｅ Ｇｒａｍｍｏｐｈｏｎ

$APOCG-9322$APOCG-9336$D\33495$E19930425 
 2A0 1/b $A ニーベルングの指環$A ﾆ-ﾍﾞﾙﾝｸﾞ ﾉ ﾕﾋﾞﾜ$F ワーグナー 

 215 /b/b $A 録音ディスク１５枚（９２１分）$C ディジタル， １．４ ｍ／ｓ．ス

テレオ$D１２ｃｍ．$E 図書１ 

 950 /b/b $A*******$BXD22254$C- 22268$HXD022254$HXD022268$J19930506$PK 

 

 

                                                          

15枚セットの録音資料に対して, 1個のフィールド 950にサブフィールド$Hを 2個作成した
セットに対する登録番号の開始と終了を指示した事例 

(注)

(例 3) 034 01 $AUT 50032$AUT 50034$DBWIENER URTEXT EDITION 
 200 1/b $A ピアノとヴァイオリンのためのソナタ集$DSONATEN FUR KLAVIER UND 

VIOLINE SONATAS FOR PIANO AND VIOLIN$FWOLFGANG AMADEUS MOZART$G 自

筆譜および初版にもとづく校訂と運指法 カルル・マルゲール$Gヴァイオ

リン・パート校訂 ギドン・クレーメル$ZGER$ZENG 

 215 /b/b $A スコア１冊 （３部）$A パート譜１冊 （３部）$C 複製$D３１ ｃｍ．

 950 /b/b $A*******$H93130346$KBD. 1 

 950 /b/b $A*******$H93130347$KBD. 2 

 950 /b/b $A*******$H93130348$KBD. 3 

3冊セットのスコアとパート譜. スコアの 1冊単位にフィールド 950を入力した事例 

(注)

オプションの所蔵フィールド群(注)

９５１ スコアとパート譜の所蔵情報 

９５３ 説明および様式 ― 基本所蔵単位 
９５４ 説明および様式 ― 補遺資料 
９５５ 説明および様式 ― 索引 

９６３ 巻号および年 ― 基本所蔵単位 
９６４ 巻号および年 ― 補遺資料 
９６５ 巻号および年 ― 索引 
９６６ 所蔵情報 ― 基本所蔵単位 
９６７ 所蔵情報 ― 補遺資料 
９６８ 所蔵情報 ― 索引 

 
フィールド９５１: パーツ・カードの電子化である. 特にオーケストラ用の実用譜では, パート

譜がプルト数分必要となる. これらは複本として処理することも可能である
が, このフィールドで一括した方が単純である. 

フィールド９５３～９５５: これらのフィールドは, フィールド９６３～９６５にある逐次刊行物または多巻
資料の巻号および年代データに対する説明もしくは様式の指示である. フ
ィールド９６３～９６５とはサブフィールド $6 (リンクおよび発生番号) でリンク
させる. 

フィールド９６３～９６５: これらのフィールドには, 逐次刊行物または多巻資料全体と個々の部分

 
(注) このような入力形式は特別処理となるので標準的な価格体系は適用されない (入力・処理費は項目数および/
またはデータ形式等によって異なる). 
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(巻) とを関係づける, 数字, アルファベット, および/または年月次の表示を
収める. 

フィールド９６６～９６８: これらのフィールドには, 文字テキストによる番号および年代データを収め
る. これらのフィールドは原則として単一資料の所蔵に用いる. また, 通常
フィールド９５３～９５５とフィールド９６３～９６５との組み合わせで記録する逐

次刊行物または多巻資料の巻号および年代データが, 目録対象資料に適
用できない場合には, フィールド９６６～９６８の文字テキストによる番号およ
び年代データで記述する. 

フィールド９５３～９６８は, それぞれ下記のような範疇に区分されている. 

― 基本所蔵単位 

― 補遺資料 

― 索引 

基本所蔵単位は, リンクしている書誌レコードの内容と同一である. 例えば, 逐次刊行物, １枚の録
音ディスク, １つの書誌単位として記述されるスコアとパート譜のセット, 多巻ものの録音・映像資料. 
この範疇には別個の書誌レコードを作成した索引や補遺資料も含まれる. 

補遺資料および索引の範疇には, 別個の目録を作成せず, 基本の書誌レコードに含まれる補遺や
索引が含まれる. 

$6 (リンクおよび発生番号) は, 所蔵データ・フィールド９５３～９６８の関連づけを行うために用いる. 
サブフィールド $6 は下記のような構造である. 

<リンク番号>.<連続番号> 

01 

 
950 

 

フィールド９５３～９５５ (説明および様式) とフィールド９６６～９６８ (所蔵情報) ではリンク番号のみ
を使用する. フィールド９６３～９６５ (巻号および年) ではリンク番号と連続番号の両方を使用する.

例示 

(例 1) 034 $AUT 50032$AUT 50034$DBWIENER URTEXT EDITION 
 200 1/b $A ピアノとヴァイオリンのためのソナタ集$DSONATEN FUR KLAVIER UND 

VIOLINE SONATAS FOR PIANO AND VIOLIN$FWOLFGANG AMADEUS MOZART$G 自

筆譜および初版にもとづく校訂と運指法 カルル・マルゲール$Gヴァイオ

リン・パート校訂 ギドン・クレーメル$ZGER$ZENG 
 215 /b/b $A スコア１冊 （３部）$A パート譜１冊 （３部）$C 複製$D３１ ｃｍ．
 950 /b/b $A*******$H93130346$KBD. 1 

950 /b/b $A*******$H93130347$KBD. 2 
 /b/b $A*******$H93130348$KBD. 3 
 966 50 $A93130346-1$ZVIOLIN PART (BD. 1) 
 966 50 $A93130347-1$ZVIOLIN PART (BD. 2) 
 966 50 $A93130348-1$ZVIOLIN PART (BD. 3) 

3冊セットのスコアとパート譜. スコアの 1冊単位にフィールド 950を入力し, 枝番を持つパ
ート譜を 966に入力した事例((注)

                                                           
(注) このような入力形式は特別処理となるので標準的な価格体系は適用されない (入力・処理費は項目数および/
またはデータ形式等によって異なる) 
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(例 2) 030 01 
00 

録音ディスク３枚$Cディジタル， １．４ ｍ／ｓ．ステレオ$D１２ｃ

ｍ．$E パンフレット１ 

 

$BＬｏｎｄｏｎ$APOCL-2666$APOCL-2668$D\7282$E19911125 
 071 $APOCL-2666$BLONDON 
 071 00 $APOCL-2667$BLONDON 
 071 00 $APOCL-2668$BLONDON 
 200 1/b $A ピアノ協奏曲全集$A ﾋﾟｱﾉ ｷﾖｳｿｳｷﾖｸ ｾﾞﾝｼﾕｳ$F ベートーヴェン 
 215 /b/b $A

 950 /b/b $A******$BXD26738$C- 26740$HXD026738$HXD026740$J19940110$PK 
 966 50 $AXD026738$XPOCL-2666 
 966 50 $AXD026739$XPOCL-2667 
 966 50 $AXD026740$XPOCL-2668 

3 枚セットの録音ディスクを物理 (1 枚) 単位で登録.フィールド 950 はセット・レベルで 1
個だけ作成し (2 つのサブフィールド$Hに開始と終了の番号を入力), 物理単位の登録番
号をフィールド 966に入力した事例 

(注)

                                                           
(注) このような入力形式は特別処理となるので標準的な価格体系は適用されない (入力・処理費は項目数および/
またはデータ形式等によって異なる) 
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付録: Toccata MARC JP Edition レコード・レイアウト 

レコードラベル デイレクトリ     

4007NJM0/b2600589/b/b/b45/b/b 001000900000 030007300009 100004400082 101004800126 102001100174 

 

デイレクトリ (続)      

126003900185 180002500224 200005000295 215011900345 2A0008600464 2B0007500550 300003900625 

 

デイレクトリ (続)      

300006700664 3C7050700731 464006701238 464006901305 464006701374 464008001441 464008701521 

 

デイレクトリ (続)   

464010201913

   

464007501608 464007001683 464007801753 464008201831 464007202015 464007502087 

 

デイレクトリ (続)      

464008502162 551006002247 551006202307 551006002369 551007302429 551008002502 551006802582 

 

551007502784

デイレクトリ (続)      

551006302650 551007102713 551009502859 551006502954 551006803019 551007803087 

 

950004203375#

デイレクトリ (続)    

606007303165 700008303238 801004303321 900001103364

 

001 030 100 

SRCS9240# 00$A0082Ｓｏｎｙ$A0182ＳＲＣＳ ９２４０$D00411553$E0162１９９７０２０１# /b/b$A0351 

 

100 (続) 101 

19990302D19971963R/b/bY0JPNY/b/b/b/b/b/b/b/bA# 2/b$A0031ENG$H0031ENG$H0031JPN$I0031ENG$I0031JPN# 

 

102 126 180 190 

/b/b$A0021JP# /b/b$A0301000000001afbuibxxia2/b/b/b/b/b/b/b/b/b/b# /b/b$B00111$C0011N$D0021.0# /b/b$A01411999 

 

190 (続) 190 200 

0315134120# /b/b$A014119990303105541# 14$A0261THE FREEWHEELIN' BOB DYLAN$F0091BOB DYLAN# 

 

215 

/b/b$A0162 録音ディスク１枚$C0522 ディジタル， ディジタル， １．４ ｍ／ｓ．ステレオ$D0102１２ 
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215 (続) 2A0 

ｃｍ．$E0142 リーフレット２# 11$A0322 フリーホイーリン・ボブ・ディラン$A0191 ﾌﾘ-ﾎｲ-ﾘﾝ ﾎﾞﾌﾞ ﾃﾞｲﾗﾝ

 

2A0 (続) 2B0 

$F0142 ボブ・ディラン# /b/b$A0082［東京］$C0242Ｓｏｎｙ Ｒｅｃｏｒｄｓ$D0222１９９７， ｐ１９６３#

 

300 300 

/b/b$A0302 日本語タイトルは付属資料による# /b/b$A0582 帯のシリーズ： Ｓｕｐｅｒ ｎｉｃｅ ｐｒｉｃｅ

 

300 (続) 3C7 

１６００# 11$A0262 風に吹かれて （２：４７）$A0242 北国の少女 （３：２１）$A0242 戦争の親玉 （４：

 
3C7 (続) 

３３）$A0362 ダウン・ザ・ハイウェイ （３：２６）$A0382 ボブ・ディランのブルース （２：２１）$A0302

 
3C7 (続) 

はげしい雨が降る （６：５３）$A0302 くよくよするなよ （３：３９）$A0322 ボブ・ディランの夢 （５：

 
3C7 (続) 

０２）$A0382 オックスフォード・タウン （１：４９）$A0422 第３次世界大戦を語るブルース （６：２７）

 
3C7 (続) 

$A0322 コリーナ・コリーナ （２：４３）$A0342 ワン・モア・チャンス （１：５９）$A0402 アイ・シャル・

 
3C7 (続) 464 

ビー・フリー （４：５０）# /b1$10102２Ａ０１ $A0262 風に吹かれて （２：４７）$A0101 ｶｾﾞ ﾆ ﾌｶﾚﾃ#

 
464 464 

/b1$10102２Ａ０１ $A0242 北国の少女 （３：２１）$A0141 ｷﾀｸﾞﾆ ﾉ ｼﾖｳｼﾞﾖ# /b1$10102２Ａ０１ $A0242

 
464 (続) 464 

戦争の親玉 （４：３３）$A0121 ｾﾝｿｳ ﾉ ｵﾔﾀﾞﾏ# /b1$10102２Ａ０１ $A0362 ダウン・ザ・ハイウェイ （３：

 
464 (続) 464 

２６）$A0131 ﾀﾞｳﾝ ｻﾞ ﾊｲｳｴｲ# /b1$10102２Ａ０１ $A0382 ボブ・ディランのブルース （２：２１）$A0181

 
464 (続) 464 

ﾎﾞﾌﾞ ﾃﾞｲﾗﾝ ﾉ ﾌﾞﾙ-ｽ# /b1$10102２Ａ０１ $A0302 はげしい雨が降る （６：５３）$A0141 ﾊｹﾞｼｲ ｱﾒ ｶﾞ ﾌﾙ#
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464 464 

/b1$10102２Ａ０１ $A0302 くよくよするなよ （３：３９）$A0091 ｸﾖｸﾖ ｽﾙﾅﾖ# /b1$10102２Ａ０１ $A0322

 
464 (続) 464 

ボブ・ディランの夢 （５：０２）$A0151 ﾎﾞﾌﾞ ﾃﾞｲﾗﾝ ﾉ ﾕﾒ# /b1$10102２Ａ０１ $A0382 オックスフォード・

 
464 (続) 464 

タウン （１：４９）$A0131 ｵﾂｸｽﾌｵ-ﾄﾞ ﾀｳﾝ# /b1$10102２Ａ０１ $A0422 第３次世界大戦を語るブルース （

 
464 (続) 464 

６：２７）$A0291 ﾀﾞｲ 3 ｼﾞ ｾｶｲ ﾀｲｾﾝ ｵ ｶﾀﾙ ﾌﾞﾙ-ｽ# /b1$10102２Ａ０１ $A0322 コリーナ・コリーナ （２：

 
464 (続) 464 

４３）$A0091 ｺﾘ-ﾅ ｺﾘ-ﾅ# /b1$10102２Ａ０１ $A0342 ワン・モア・チャンス （１：５９）$A0101 ﾜﾝ ﾓｱ

 
464 (続) 464 

ﾁﾔﾝｽ# /b1$10102２Ａ０１ $A0402 アイ・シャル・ビー・フリー （４：５０）$A0141 ｱｲ ｼﾔﾙ ﾋﾞ- ﾌﾘ-#

 
551 551 

1/b$A0262 風に吹かれて （２：４７）$A0101 ｶｾﾞ ﾆ ﾌｶﾚﾃ$Z0031JPN# 1/b$A0242 北国の少女 （３：２１）

 
551 (続) 551 

$A0141 ｷﾀｸﾞﾆ ﾉ ｼﾖｳｼﾞﾖ$Z0031JPN# 1/b$A0242 戦争の親玉 （４：３３）$A0121 ｾﾝｿｳ ﾉ ｵﾔﾀﾞﾏ$Z0031JPN# 

 
551 551 

1/b$A0362 ダウン・ザ・ハイウェイ （３：２６）$A0131 ﾀﾞｳﾝ ｻﾞ ﾊｲｳｴｲ$Z0031JPN# 1/b$A0382 ボブ・ディ 

 
551 (続) 551 

ランのブルース （２：２１）$A0181 ﾎﾞﾌﾞ ﾃﾞｲﾗﾝ ﾉ ﾌﾞﾙ-ｽ$Z0031JPN# 1/b$A0302 はげしい雨が降る （６

 
551 (続) 551 

：５３）$A0141 ﾊｹﾞｼｲ ｱﾒ ｶﾞ ﾌﾙ$Z0031JPN# 1/b$A0302 くよくよするなよ （３：３９）$A0091 ｸﾖｸﾖ ｽﾙﾅﾖ

 
551 (続) 551 551 

$Z0031JPN# 1/b$A0322 ボブ・ディランの夢 （５：０２）$A0151 ﾎﾞﾌﾞ ﾃﾞｲﾗﾝ ﾉ ﾕﾒ$Z0031JPN# 1/b$A0382 

 
551 (続) 551 

オックスフォード・タウン （１：４９）$A0131 ｵﾂｸｽﾌｵ-ﾄﾞ ﾀｳﾝ$Z0031JPN# 1/b$A0422 第３次世界大戦を 
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551 (続) 551 

語るブルース （６：２７）$A0291 ﾀﾞｲ 3 ｼﾞ ｾｶｲ ﾀｲｾﾝ ｵ ｶﾀﾙ ﾌﾞﾙ-ｽ$Z0031JPN# 1/b$A0322 コリーナ・コ 

 
551 (続) 551 

リーナ （２：４３）$A0091 ｺﾘ-ﾅ ｺﾘ-ﾅ$Z0031JPN# 1/b$A0342 ワン・モア・チャンス （１：５９）$A0101 ﾜﾝ

 
551 (続) 551 

ﾓｱ ﾁﾔﾝｽ$Z0031JPN# 1/b$A0402 アイ・シャル・ビー・フリー （４：５０）$A0141 ｱｲ ｼﾔﾙ ﾋﾞ- ﾌﾘ-$Z0031JPN#

 
606 700 

1/b$A0102 ロック音楽$Z0182１９６１－１９７０$A0091 ﾛﾂｸ ｵﾝｶﾞｸ$Z00911961-1970# 0/b$A0082 ディラン 

 
700 (続) 801 

$B0042 ボブ$F0102１９４１－$A0051 ﾃﾞｲﾗﾝ$B0041 ﾎﾞﾌﾞ$F00511941-$4002125# /b0$A0021JP$B0031DMS 

 
801 (続) 900 950 

$C008119990302$E0031PRE# /b/b$A0021M-# /b/b$A0071*******$H00711548278$N0071CW21316#% 
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