
雑誌－情報源一覧 2006/1/7

NC項目名 項目内容 NC入力ﾚ
ﾍﾞﾙ

ｵﾘｼﾞﾅﾙ
入力ﾚﾍﾞﾙ

情報源（和）ＮＣＲ８７Ｒ 情報源（洋）ＡＡＣＲ２ 複製版情報源（原
本）

複製版情報源（複
製）

初期値 記述法

ｺｰﾄﾞ ID NCID 自動付与 ■
MARC 不使用
GMD 一般資料種別コード 必須2
SMD 特定資料種別コード 選択
YEAR 刊年1.2 必須2 ○ ○ × 刊年１△刊年２
CNTRY 出版国コード 必須2 ○ × ○ jp
TTLL 本タイトルの言語コード 必須1 ● ＴＲフィールド ＴＲフィールド jpn
TXTL 本文の言語コード 必須1 ● 目録対象資料の本文部 目録対象資料の本文部 jpn
ORGL 原本の言語コード 選択
REPRO 複製コード 選択
PSTAT 出版状況コード 選択
FREQ 刊行頻度コード 必須2 ●
REGL 定期性コード 必須2 ○
TYPE 逐次刊行物のタイプコード 必須2 ○ 目録対象資料全体 目録対象資料全体
ISSN 国際標準逐次刊行物番号 必須2 ○
XISSN 無効／取消ISSN 必須2 ○
NDLPL NDL雑誌番号 選択
LCCN LCカード番号 選択
CODEN 米国材料試験協会誌名識別コード 必須2
ULPN ULP番号 選択
GPON GPO番号 選択

記述 TR タイトル及び責任表示に関する事
項

必須1

●

【 表紙 】

（代替物：ﾀｲﾄﾙﾍﾟｰｼﾞ・背・
奥付・題字欄・その他）（読
みは目録担当者の判断に
よる）

【 タイトルページ 】

（代替物：分冊のﾀｲﾄﾙﾍﾟｰ
ｼﾞ・表紙・見出し・題字欄・ｴ
ﾃﾞｨﾄﾘｱﾙﾍﾟｰｼﾞ・奥付・その
他）

○

×：複製時に付与さ
れたﾀｲﾄﾙはTRには
記述せず、VTに「OH:
その他のﾀｲﾄﾙ」とし
て記入し、NOTEに注
記

本タイトル△:△タイトル関連情報△/△責任表示||
本タイトルのヨミ△:△タイトル関連情報のヨミ

ED 版に関する事項 必須2

○

表紙・ﾀｲﾄﾙﾍﾟｰｼﾞ・背・奥
付・題字欄・その他
（版の責任表示以外は目
録担当者の判断で記入
可）

タイトルページ・分冊のﾀｲﾄ
ﾙﾍﾟｰｼﾞ・表紙・見出し・題字
蘭・ｴﾃﾞｨﾄﾘｱﾙﾍﾟｰｼﾞ・奥付・
その他
（版の責任表示以外は目
録担当者の判断で記入
可）

×：原本のみに関る
版表示関連事項は
NOTEに注記

○：原本に関らず複
製版にのみ関る責任
表示は「版責任表
示」として記入

版表示△/△版の責任表示△;△２番目以降の役
割の異なる責任表示

VLYR 巻次・年月次に関する事項 必須2 目録対象資料全体 目録対象資料全体 ○：部分的な複製
は、複製された範囲
に対応する原本の巻
次年月次を記入

×

初号の巻号次△(初号の年月次)-終号の巻号次
△(終号の年月次)

PUB 出版･頒布等に関する事項 必須1
●

表紙・ﾀｲﾄﾙﾍﾟｰｼﾞ・背・奥
付・題字欄・その他

目録対象資料全体 ×：原本の出版事項
はNOTEに注記 ○

出版地△:△出版者△,△出版年月

PHYS 形態に関する事項 必須2
○

目録対象資料全体 目録対象資料全体
× ○

数量△:△その他の形態的細目△;△大きさ△+△
付属資料

VT その他のタイトル 選択

○ 目録担当者の判断による 目録担当者の判断による ○

×：複製時に付与さ
れたﾀｲﾄﾙはTRには
記述せず、VTに「OH:
その他のﾀｲﾄﾙ」とし
て記入し、NOTEに注
記

タイトルの種類:タイトル△/△責任表示||タイトルの
ヨミ

× ○どこからでもよい どこからでもよい

○ ×

「ｃ」を記入

記入しない

ＰＵＢフィールド ＰＵＢフィールド

どこからでもよい どこからでもよい

○

雑誌書誌・所蔵

目録対象資料全体 目録対象資料全体 × ○
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雑誌－情報源一覧 2006/1/7

NC項目名 項目内容 NC入力ﾚ
ﾍﾞﾙ

ｵﾘｼﾞﾅﾙ
入力ﾚﾍﾞﾙ

情報源（和）ＮＣＲ８７Ｒ 情報源（洋）ＡＡＣＲ２ 複製版情報源（原
本）

複製版情報源（複
製）

初期値 記述法
雑誌書誌・所蔵

NOTE 注記 選択 ○：原本の出版事
項、原本の変遷関係
など記入

○：複製時に付与さ
れたﾀｲﾄﾙ、合刻複製
版の場合にはともに
合冊されている他の
逐次刊行物のﾀｲﾄﾙ
など記入

PRICE 価格／入手条件 選択 × ○ 価格／入手条件△(説明語句)

変遷 FID 変遷ファミリーID センター － －
BHNT 変遷注記 センター － － 変遷タイプ:前後タイトル<前後誌レコードID>

リンク PTBL 不使用 － － － －
著者名リンク(著者名典拠とのリン
ク)

リンク先著者名典拠レコードHDNG情報△<リンク
先著者名典拠レコードID>△その他の情報

著者名リンク(著者名典拠とのリン
クなし)

著者標目形||著者のヨミ△<>△その他の情報

UTL 不使用 － － － －

LIMEDIO 和洋区分 ●
契約区分 ●
巻号ﾊﾟﾀﾝ ●
年月ﾊﾟﾀﾝ ●
号次最大値 ○
請求記号 ●
製本体裁-色 ●
製本サイズ ● 40 40：B５
ﾃﾞｰﾀ区分

雑誌所蔵 HLYR 所蔵年次データ 必須1 ● 所蔵開始年次-所蔵終了年次
HLV 所蔵巻号データ 必須1 ● 巻号次-巻号次
CONT 受入継続表示 必須2 ○ 「+」で継続
CLN 請求記号 選択
LDF 図書館定義フィールド 選択

アップロード ● 0 0：アップロードする
メモ
所在 ● 3291 3291：1F移動書架（未製本）雑誌・和
所在詳細
検索フラグ ● 1 1：転送する

AL 必須2

○ ○

記入しない

ＴＲ・ＥＤ・ＰＵＢ・ＮＯＴＥか
ら
（読みは目録担当者の判
断による）

ＴＲ・ＥＤ・ＰＵＢ・ＮＯＴＥか
ら
（読みは目録担当者の判
断による）

○

どこからでもよい どこからでもよい
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