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D 用語解説 
 

参考のため、ICP、FRBR、RDA などで相当する用語を「英語形（参考）」の欄に示した。 
 

用語 英語形（参考） 解説 

アクセシビリティ accessibility content 視覚または聴覚に障害をもつ利用者などが、資料の内容を理解
できるように補助する手段。 

アクセシビリティ・ラベル accessible labels 触覚認識する画像、地図またはダイアグラムに付された、アクセ
スのためのテキスト（触知）。 

アクセス制限（個別資
料） 

restriction on access to item 個別資料へのアクセスに関する制限についての情報。 

アクセス制限（体現形） restriction on access to 
manifestation 

体現形へのアクセスに関する制限についての情報。 

アクセス・ポイント access point それにより書誌データまたは典拠データを検索し、識別する名
称、用語、コード等。統制形アクセス・ポイントと非統制形アクセ
ス・ポイントとがある。 

アドレス（個人） address of person 個人、個人の職場、個人の雇用者の住所および（または）電子メ
ールまたはインターネットのアドレス。 

アドレス（団体） address of corporate body 団体の本部所在地または所在地の住所および（または）電子メ
ールまたはインターネットのアドレス。 

アパーチュア・カード aperture card マイクロフィルムを 35 ミリフレーム一こまの大きさの窓に固定し
たパンチカード。キャリア種別の一種。 

異形アクセス・ポイント variant access point 典拠形アクセス・ポイントとは異なる形から実体を発見する手が
かりとなる統制形アクセス・ポイント。 

異形タイトル（体現形） variant title 本タイトル、並列タイトル、タイトル関連情報、並列タイトル関連
情報、先行タイトル、後続タイトル、キー・タイトル、または略タイト
ルのいずれとしても記録しないが、体現形と結びついているタイ
トル。 

異形タイトル（著作） → 著作の異形タイトル  

異形名称 variant name 個人・家族・団体または場所の優先名称として選択しなかった名
称、または優先名称として選択した名称の異なる形。 

異形名称（家族） → 家族の異形名称 
 

異形名称（個人） → 個人の異形名称 
 

異形名称（団体） → 団体の異形名称 
 

異形名称（場所） → 場所の異形名称 
 

一枚もの → シート  

イテレーション iteration 特定の時点における更新資料の状態。 

緯度 → 経緯度  

印行年  和古書・漢籍で、その図書が実際に印刷された年。 
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印刷 printing 文字や画像から成る固定された版面を記録した原版によって、
同一コピーを複製すること。 

運動譜 notated movement 視覚認識する運動記譜に適用する表現種別。 

運動譜（触知） tactile notated movement 触覚認識する運動記譜に適用する表現種別。 

運動譜の記譜法 form of notated movement 運動を可視的に表現する、文字および（または）記号等の用法。 

映画フィルムの映写特
性 

projection characteristic of 
motion picture film 

映画フィルムの映写に関係する技術的仕様。映写方式、映写速
度など。 

映写 projected 動画または静止画を保持し、映画フィルム・プロジェクター、スラ
イド・プロジェクター、OHP などの映写機器の使用を想定した体
現形に適用する機器種別。二次元、三次元いずれの画像も該
当する。 

映写速度 projection speed 目的の動画を生成するために映写装置を作動する速度。 

映写方式 presentation format 映写画像の生成に使用するフォーマット。 

エレメント element 実体の属性および実体間の関連を記録する、データの構成単
位。 

エレメント・サブタイプ element subtype エレメントを種類によって区分したときの下位のエレメント。例え
ば、エレメント「タイトル」における本タイトル、並列タイトル、タイト
ル関連情報など。 

沿革 corporate history 団体の歴史に関する情報。 

エンコーディング encoding コンピュータ処理が可能な形式で、メタデータを実際のデジタ
ル・データとして符号化すること。例えば、MARC フォーマットは
目録データを扱うエンコーディングの一方式である。本規則では
方式は規定しない。 

演奏 performed music 聴覚認識する音楽表現に適用する表現種別。 

演奏手段（著作） medium of performance 音楽作品に本来使用すると想定されている楽器、声および（ま
たは）アンサンブルなど。 

演奏手段（表現形） → 音楽の演奏手段 
 

大きさ dimensions 記述対象のキャリアおよび（または）容器の寸法（高さ、幅、奥行
など）。 

大きさに関する注記（個別資料） → 個別資料の大きさに関する注記 

大きさに関する注記（体
現形） 

note on dimensions of 
manifestation 

大きさとして記録しなかった、その体現形に固有の大きさに関す
る注記。 

奥付 colophon 資料の末尾にあって、タイトル、著者、出版者、印刷者、出版・
印刷日付、版次、刷次、定価等を表示した部分。 

オーディオ audio 録音音声を保持するなどし、ターンテーブル、オーディオカセッ
ト・プレーヤー、CD プレーヤー、MP3 プレーヤーなどの再生機
器の使用を想定した体現形に適用する機器種別。アナログ方
式、デジタル方式いずれの音声も該当する。 

オーディオカセット audiocassette 録音テープを収めたカセット。キャリア種別の一種。 
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オーディオ・カートリッジ audio cartridge 録音テープまたはオーディオ・ディスクを収めたカートリッジ。録
音テープを収めたカートリッジについては、特にオーディオテー
プ・カートリッジということがある。また、オーディオ・ディスクを収
めたカートリッジには、MD などがある。キャリア種別の一種。 

オーディオ・シリンダー audio cylinder 録音音声を保持するシリンダー。キャリア種別の一種。 

オーディオ・ディスク audio disc 録音音声を保持するディスク。キャリア種別の一種。 

オーディオテープ・リー
ル 

audiotape reel 録音テープを巻きつけたオープン・リール。キャリア種別の一
種。 

オーディオ・ロール audio roll 自動演奏ピアノなどの使用を想定し、音符を穿孔記録したロー
ル。キャリア種別の一種。 

オブジェクト object 機器を使用せず認識できる三次元の資料。キャリア種別の一
種。彫刻、模型など。 

音楽作品 musical work 音楽を内容とする著作。 

音楽作品の番号 numeric designation of 
musical work 

作曲者、出版者、音楽研究者により付与された一連番号、作品
番号、主題目録番号などの総称。 

音楽の演奏手段 medium of performance of 
musical content 

演奏に使用されているか、または使用が想定されている楽器、
声などの種類。表現形の属性の一種。 

音溝の特性 groove characteristic アナログ・ディスクの音溝の幅やアナログ・シリンダーの音溝のピ
ッチ。 

音声 1) sounds 
2) sound 
3) sound content 

1) 話声または演奏を除く、聴覚認識する表現に適用する表現
種別。 

2) 聴覚認識される情報。 
3) 音の有無等に関する情報。表現形の内容のエレメント。 

オンライン資料 online resource 通信ネットワークへのハードウェアおよびソフトウェア接続によっ
てアクセスされる電子資料。キャリア種別の一種。 

会議、大会、集会等の開
催地 

location of conference, etc. 会議、大会、集会等が開催された場所。 

会議、大会、集会等の開
催年 

date of conference, etc. 会議、大会、集会等が開催された年。 

会議、大会、集会等の回
次 

number of conference, etc. 一連の会議、大会、集会等の番号付け。 

下位シリーズ → サブシリーズ 

階層的記述 hierarchical description 包括的記述に一つまたは複数の分析的記述を連結した記述。
多段階記述ともいう。記述のタイプの一種。 

解像度 resolution 画素数などの画像の計測値によって表されるデジタル画像の精
細度。 

概念 concept 抽象的観念や思想を表す実体。FRBR の第 3 グループに属す
る。 

下位ユニット subunit ユニットを物理的または論理的に細分した単位。冊子のペー
ジ、マイクロフィッシュのフレーム、コンピュータ・ディスク等のファ
イル、レコードなど。 
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学位 academic degree 学術的な能力を保証する位階。 

学位授与機関 granting institution or 
faculty 

候補者に学位を授与する機関または学部教授団。 

学位授与年 year degree granted 学位授与機関が候補者に学位を授与した年。暦年を用いる。 

学位論文情報 dissertation or thesis 
information 

学位論文によって個人に授与された学位、学位授与機関、学位
授与年を含む情報。 

確定状況 status of identification 実体を識別するデータの確定の程度を示す情報。 

楽譜 notated music 視覚認識する音楽記譜に適用する表現種別。 

楽譜（触知） tactile notated music 点字楽譜など、触覚認識する音楽記譜に適用する表現種別。 

楽譜の記譜法 form of musical notation 音楽を可視的に表現する、文字および（または）記号等の用法。 

楽譜の形式 format of notated music 楽譜がどのような形状またはレイアウトで表されているかを示す
情報。 

楽譜の出版者番号 publisher's number for 
notated music 

出版者が楽譜に付与する識別子。通常はタイトル・ページ、表
紙、最初のページにのみ表示されている。 

楽譜のプレート番号 plate number for notated 
music 

出版者が楽譜に付与する識別子。通常は各ページの下部に、
場合によってはタイトル・ページに表示されている。 

雅号  文人、学者、画家などが実名以外につける別名。 

加除式資料 updating loose-leaf ページ単位で内容を随時差し替えたり、不要となった部分を適
宜除去したりして更新を行う資料。 

カセット cassette フィルムやテープなどの帯状の記録体を保護するとともに、再生
時の装填を容易にした小型の容器。記録体を供給する芯と巻き
取る芯とがある。 

家族 family 出生、婚姻、養子縁組もしくは同様の法的地位によって関連づ
けられた、またはそれ以外の手段によって自分たちが家族であ
ることを示す複数の個人を表す実体。FRBR の第 2 グループに
属する。 

家族と結びつく場所 place associated with family 家族の現在もしくは過去の居住地、または関係のある場所。 

家族と結びつく日付 date associated with family 家族の歴史における重要な日付。 

家族の異形名称 variant name for family 家族の優先名称として選択しなかった名称、または優先名称と
して選択した名称の異なる形。 

家族の言語 language of family 家族がコミュニケーションに使用する言語。  

家族の識別子 identifier for family 家族または家族に代わる情報（典拠レコードなど）と結びつく一
意の文字列。 

家族のタイプ type of family 家、氏、王家、王朝など家族の一般的な種類を示す語。  

家族の著名な構成員 prominent member of family 家族の一員のうち、よく知られた個人。  

家族の名称 name of family それによって家族が知られている、語、文字および（または）その
組み合わせ。優先名称と異形名称とがある。 

家族の優先名称 preferred name for family 家族を識別するために選択する名称。 
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家族の歴史 family history 家族とその構成員の履歴（経歴）に関する情報。 

片仮名表記形  エレメントの記録において、日本語、中国語、韓国・朝鮮語以外
の言語のタイトルまたは名称を片仮名で表記する形。片仮名だ
けでなく、数字、記号およびラテン文字等の各種文字種を含む
こともある。 

片仮名読み形  エレメントの記録において、読み形のうち、主として片仮名で表
記する形。片仮名だけでなく、数字、記号およびラテン文字等の
各種文字種を含むこともある。 

活動期間（個人） → 個人の活動期間  

活動期間（団体） → 団体の活動期間  

活動分野（個人） field of activity of person 個人が従事している、または従事していた活動領域や専門分野
等。 

活動分野（団体） field of activity of corporate 
body 

団体が従事している業務等の分野および（または）権限、責任、
主権等を有している領域。 

カデンツァ cadenza 協奏曲などの音楽作品にその作曲者自身または別の作曲者に
よって挿入される、 ソリストのための装飾的な経過句から成る音
楽作品。 

カード card 不透明な材料の小さなシート。キャリア種別の一種。 

カートリッジ cartridge フィルム、テープ、チップ、ディスクなどの記録体を保護するとと
もに、再生時の装填を容易にした小型の容器。帯状記録体を対
象とする場合は、一つの芯で供給し巻き取る。 

カバー jacket 新刊書の装丁の保護等の目的で表紙を覆う紙。ブック・ジャケッ
ト、ラッパーとも。なお、英語の cover は図書の表紙をいう。 

画面アスペクト比 aspect ratio 動画の幅と高さの比。 

刊記  和古書・漢籍の刊本の巻末などにある、出版年月、出版地、出
版者などの表示。 

関係団体 associated institution その団体に密接な関連がある他の団体。 

刊行年  和古書・漢籍で、一般に版木の彫刻、校正、印刷が終了し、出
版した時点の年。 

刊行頻度 frequency 逐次刊行物の各巻号の刊行の間隔、または更新資料の更新の
間隔を表す用語。 

刊行頻度に関する注記 note on frequency 刊行頻度の詳細または変化に関する情報を提供する注記。 

刊行方式 mode of issuance 体現形の刊行単位、継続性、更新の有無などによる刊行形態の
区分。 

巻次  複数巻単行資料、逐次刊行物などを構成する個々の資料に対
する、数字、文字などから成る順序表示。 

巻次（終号） → 終号の巻次、終号の別方式の巻次  

巻次（初号） → 初号の巻次、初号の別方式の巻次  

監修者  著作の創作または編集を指導、統括する個人・家族・団体。 
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漢籍 
 

中国人の編著書で、中国文で書かれ、主として辛亥革命（1911
年）より前に著述、刊行された資料。日本等で刊行されたものを
も含む。 

巻頭  巻物、図書などの本文の最初の部分。 

完本  巻数、内容などが完全に揃っている資料。 

管理者 custodian 個別資料に対して管理権を有する個人・家族・団体。 

関連 relationship 実体（資料、個人・家族・団体、主題）間に存在する様々な関係
性。属性の記録とともに、実体についての記述を構成する。 

関連指示子 relationship designator 典拠形アクセス・ポイントや、記述および（または）識別子で表さ
れた、実体間の関連の詳細な種類を示す指示子。 

関連に関する説明 explanation of relationship 関連の記録を行う際、必要に応じて付加する説明。 

機器種別 media type 記述対象の内容を利用（表示、再生、実行など）するために必
要な機器の種類を示す種別。 

機器不用 unmediated 機器を使用せず、人間の感覚器官を通して直接認識することを
想定した体現形に適用する機器種別。印刷、手描き、点字など
によって作製された資料、彫刻、模型などの三次元資料が該当
する。 

記述 description 実体について記録し識別するデータの集合。 

記述のタイプ type of description 体現形の記述の方式。包括的記述、分析的記述、階層的記述
がある。 

基礎書誌レベル 
 

記述対象として選択することが望ましい書誌レベル。 

キー・タイトル key title ISSN 登録機関が登録する、逐次刊行物、更新資料または一
部の複数巻単行資料の一意のタイトル。ISSN と 1 対 1 で結び
つく。多くは本タイトルと対応するが、識別要素が付加されること
がある。 

基底材 base material 記述対象の基底となる物理的な材料。 

議定書 protocol 他の条約を修正、補完する条約。 

キャプション caption テキストや楽譜の最初のページの冒頭や地図の題字欄などに
ある見出し。 

キャリア carrier 記述対象の内容を記録した媒体。可視的なものだけではなく不
可視的なものもある。 

キャリア種別 carrier type 記述対象の内容を記録した媒体およびその形状を示す種別。 

キャリアに関するその他
の情報の変化に関する
注記 

note on changes in carrier 
characteristics 

キャリアに関する情報のうち、刊行途中の変化に関する情報を
提供する注記。ただし、機器種別、数量および大きさの変化を
除く。 

キャリアに関する注記 note on carrier キャリアに関する情報に記録しなかった、体現形のキャリアの識
別または選択に必要な情報を提供する注記。 

キャリアに関する注記（個別資料） → 個別資料のキャリアに関する注記 

休刊  複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料がその刊行を一
時停止すること。廃刊、終刊とは異なる。 
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行政区分を表す語 type of jurisdiction 市町村名やそれより上位の地方政府・自治体名に含まれる行政
区分を表す語。 

共通タイトル common title 本タイトルが本体と部分の名称から成る場合の本体の名称。複
数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料の、独立して刊行さ
れたすべての部編、補遺等に共通するタイトル。 

極性 polarity 映画フィルム、写真、マイクロ資料の画像における色彩および色
調と、複製されたものの色彩および色調との関係。ポジ、ネガ。 

寄与者 contributor 表現形の成立に寄与する個人・家族・団体。編者、訳者、注釈
者、演奏・演技者など。 

居住地等 place of residence, etc. 個人が住んでいる場所、住んでいた場所、または出生地、死没
地、居住地以外で個人と結びつく重要な場所（勤務地、研究し
ていた場所など）。 

訓点  漢文を日本文に読み下す際に原漢文の文字の四周や欄外、紙
背に施す、送り仮名、返り点、ヲコト点などの、文字や補助記号
の総称。 

経緯度 longitude and latitude 地図が対象とする区域を、最西端および最東端の経度、ならび
に最北端および最南端の緯度で特定する情報。 

経度 → 経緯度   

軽微な変化 minor change 逐次刊行物の本タイトルの変化のうち、体現形の新規の記述を
作成しない程度の軽微なもの。 

外題  表紙に付けられたタイトル。表紙に貼付した紙片（題簽）に書か
れる場合（貼外題）と、直接に書かれる場合（書き外題）とがあ
る。 

結合形 
 

著作に対する典拠形アクセス・ポイントの形の一種で、優先タイト
ルと創作者に対する典拠形アクセス・ポイントを結合したもの。そ
の他の識別要素を付加する場合もある。 

元期 epoch 星図における天体の位置などの観測時点を示す情報。 

原タイトル original title 翻訳の対象となった表現形のタイトル。体現形の情報源に本タ
イトルと同等に表示されている場合は、並列タイトルとしても扱
う。 

顕微鏡 microscopic 肉眼では見えない微小な対象を見るために、顕微鏡などの機器
の使用を想定した体現形に適用する機器種別。 

顕微鏡スライド microscope slide 顕微鏡などの機器の使用を想定した微小な対象を収めた、透
明な材質から成る小さなシート。保護用の包材を伴うことも伴わ
ないこともある。キャリア種別の一種。 

コア・エレメント core element 資料の発見・識別に不可欠であり、記録を必須とするエレメント。 

後印本  和古書・漢籍で、以前使用した版木を用いて、後に印刷した図
書。 

校閲者  他人の原稿に目を通し、その正誤、適否などを調べ、訂正を加
えるなどして、指導、助言する個人・家族・団体。 

考古資料  過去の人類、民族等にかかわる生活文化を研究するための、遺
跡等に残された有形資料。 
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後修本  和古書・漢籍で、版木の一部の欠損など何らかの事情で、その
部分の版木を後から補修した図書。 

更新資料 integrating resource 追加、変更などによって更新されるが、一つの刊行物としてのま
とまりは維持される資料。更新前後の資料は、別個の資料として
存在するのではなく、更新箇所が全体に統合される。ページを
差し替えることにより更新されるルーズリーフ形式のマニュアル、
継続的に更新されるウェブサイトなど。 

構造記述 structured description 関連先の著作・表現形・体現形・個別資料を識別できるように、
いくつかの属性を標準的な表示形式（ISBD など）による順序で
組み合わせて記録した記述。 

後続タイトル later title proper 複数巻単行資料の本タイトルが変化した場合、または逐次刊行
物の本タイトルに軽微な変化があった場合の変化後の本タイト
ル。 

小口書  下小口（本文用紙の下の切り口）に記された、略タイトルや巻次
など。書根字とも。 

個人 person 人を表す実体。複数の人が共同で設定するアイデンティティ、ま
たは人が使用範囲を定めて使い分ける各アイデンティティの場
合もある。また、伝説上または架空の個人、人間以外の実体をも
含む。FRBR の第 2 グループに属する。 

個人・家族・団体と家族
との関連 

related family 個人・家族・団体が、ある家族に対して有する関連。 

個人・家族・団体と個人
との関連 

related person 個人・家族・団体が、ある個人に対して有する関連。 

個人・家族・団体と団体
との関連 

related corporate body 個人・家族・団体が、ある団体に対して有する関連。 

個人と結びつく国 country associated with 
person 

それを付加することでその個人を識別できる場合に使用する国
名。 

個人と結びつく日付 date associated with person 個人の生涯、履歴における重要な日付。生年、没年、個人の活
動期間。 

個人の異形名称 variant name for person 個人の優先名称として選択しなかった名称、または優先名称と
して選択した名称の異なる形。同一実体として扱う場合におけ
る、旧名称に対する新名称、筆名に対する本名などの異なる名
称と、言語や綴りなどの違いによる同一名称の異なる形を含む。 

個人の活動期間 period of activity of person 個人がその主な活動分野で活動した期間または職業に従事し
た期間。 

個人の言語 language of person 個人が出版を目的とした執筆や放送の際に使用する言語。 

個人の識別子 identifier for person 個人または個人に代わる情報（典拠レコードなど）と結びつく一
意の文字列。 

個人の名称 name of person それによって個人が知られている、語、文字および（または）その
組み合わせ。優先名称と異形名称とがある。 

個人の優先名称 preferred name for person 個人を識別するために選択する名称。 

コーディング 
 

特定の規則に従った記号やタグを用いてエレメントを記録するこ
と。 
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個別資料 item 体現形の単一の例示を表す実体。FRBR の第 1 グループに属
する。 

個別資料から体現形へ
の関連 

manifestation exemplified 個別資料から、それが例示した体現形への関連。個別資料は、
通常は一つの体現形を例示する。個別資料の記録中に、体現
形を、関連先の情報として記録する。 

個別資料間の関連 related item 個別資料と個別資料との関連。体現形と別の体現形の個別資
料との関連をも、個別資料間の関連として表す。 

個別資料と関連を有す
るその他の個人・家族・
団体 

other person, family and 
corporate body associated 
with item 

個別資料と関連を有する、所有者または管理者以外の個人・家
族・団体。 

個別資料に関する注記 note on item 個別資料のエレメントとして記録しなかった、識別、選択または
アクセスに必要な情報を提供する注記。 

個別資料の大きさに関
する注記 

note on dimensions of item 大きさとして記録しなかった、その個別資料に固有の大きさに関
する注記。 

個別資料のキャリアに
関する注記 

note on item-specific carrier 
characteristic 

個別資料に固有で、同一の体現形に属する他の個別資料が有
しないキャリアの特性について、付加的な情報を提供する注記。 

個別資料の識別子 identifier for item 個別資料と結びつけられ、他の個別資料との判別を可能とする
文字列および（または）番号。 

個別資料の数量に関す
る注記 

note on extent of item 数量として記録しなかった、その個別資料に固有の数量に関す
る注記。 

固有のタイトル 
 

書誌階層構造において、それぞれの書誌レベルが有するタイト
ル。 

コレクション collection 個人収集者、販売者、図書館、文書館等が収集した資料の一
群。 

コンピュータ computer 電子ファイルを保持し、コンピュータの使用を想定した体現形に
適用する機器種別。コンピュータ・テープ、コンピュータ・ディスク
などにローカル・アクセスする場合と、ファイル・サーバを通じてリ
モート・アクセスする場合のいずれも該当する。 

コンピュータ・カード computer card コンピュータの使用を想定し、デジタル・コード化されたデータを
格納するカード。キャリア種別の一種。 

コンピュータ・チップ・カ
ートリッジ 

computer chip cartridge 小型の半導体シリコン・ウエハーの上に小型の電子回路を収め
たカートリッジ。キャリア種別の一種。処理性能、メモリまたは保
存容量を追加できる。 

コンピュータ・ディスク computer disc 磁気的または光学的に記録され、デジタル・コード化されたデー
タを格納するディスク。キャリア種別の一種。 

コンピュータ・ディスク・カ
ートリッジ 

computer disc cartridge コンピュータ・ディスクを収めたカートリッジ。キャリア種別の一
種。 

コンピュータ・データセッ
ト 

computer dataset コンピュータ処理用にデジタル・コード化したデータセットに適用
する表現種別。平均、相関などの計算やモデル作成のための、
アプリケーション・ソフトウェアに使用される数値データ、統計デ
ータなどが該当する。コンピュータ処理用の地図データ、視覚認
識または聴覚認識するデータは除く。 

コンピュータ・テープ・カ
セット 

computer tape cassette コンピュータ・テープを収めたカセット。キャリア種別の一種。 
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コンピュータ・テープ・カ
ートリッジ 

computer tape cartridge コンピュータ・テープを収めたカートリッジ。キャリア種別の一種。 

コンピュータ・テープ・リ
ール 

computer tape reel コンピュータ・テープ・ドライブの使用を想定し、コンピュータ・テ
ープを巻きつけたオープン・リール。キャリア種別の一種。 

コンピュータ・プログラム computer program コンピュータが処理、実行する指令をデジタル・コード化したデ
ータに適用する表現種別。オペレーティング・システム（OS）、ア
プリケーション・ソフトウェアなどが該当する。 

再生時間 → 所要時間 
 

再生速度 playing speed 目的の音声を生成するためにオーディオ装置を操作する速度。 

再生チャンネル configuration of playback 
channels 

録音に使用する音声チャンネル。 

サウンドトラック・リール sound-track reel 音声が記録されたフィルムを巻きつけたオープン・リール。キャリ
ア種別の一種。 

作品番号  芸術作品に付与された、制作順、発表順、テーマ別などの序
数。 

冊子 volume 1 枚以上のシートが製本等によって一つのユニットとなっている
資料。キャリア種別の一種。 

座標（地図） → 地図の座標  

サブエレメント sub-element エレメントの構成部分となる下位のエレメント。例えば、エレメント
「出版表示」における出版地、出版者、出版日付が該当する。 

サブシリーズ subseries 1) シリーズ内のシリーズ。すなわち、通常はより包括的である
別のシリーズと常に結合して表示され、その別のシリーズ
の一部分を形成するシリーズ。サブシリーズのタイトルは、
主なシリーズのタイトルに従属していることもいないこともあ
る。 

2) 上位の著作に一貫して表示される、逐次刊行物または複
数巻の著作。サブシリーズのすべての号または部編に、上
位の著作のタイトルが表示される。 

サブシリーズ内番号 numbering within subseries サブシリーズ内の個々の資料に与えられている番号付け。単独
の数字・文字・記号か、またはそれらの組み合わせ。前後にそれ
を修飾する語句が付いているものもある。 

サブシリーズに関係する
責任表示 

statement of responsibility 
relating to subseries 

責任表示のうち、サブシリーズに関係する表示。 

サブシリーズに関係する
並列責任表示 

parallel statement of 
responsibility relating to 
subseries 

サブシリーズに関係する責任表示の異なる言語および（または）
文字種による表示。 

サブシリーズのタイトル
関連情報 

other title information of 
subseries 

サブシリーズの本タイトルを限定、説明、補完する表示。 

サブシリーズの並列タイ
トル 

parallel title proper of 
subseries 

サブシリーズの本タイトルとして記録したものと異なる言語および
（または）文字種によるタイトル。 

サブシリーズの並列タイ
トル関連情報 

parallel other title 
information of subseries 

サブシリーズのタイトル関連情報として記録したものと異なる言
語および（または）文字種による同一内容の表示。 
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サブシリーズの本タイト
ル 

title proper of subseries サブシリーズを識別する主な名称。 

サブシリーズの ISSN ISSN of subseries ISSN 登録機関によってサブシリーズに付与された識別子。 

サブタイトル subtitle 本タイトルを限定または説明しているタイトル関連情報。 

参考資料 reference source 典拠となる情報が得られる、参考図書や典拠ファイルなどの情
報源。 

三次元資料 three-dimensional form 彫刻、模型、自然物、標本、ホログラムなど、視覚認識する三次
元形状の表現に適用する表現種別。 
（参照: 立体地図、地球儀については、「三次元地図」を見よ。） 

三次元資料（触知） tactile three-dimensional 
form 

触覚認識する三次元形状の表現に適用する表現種別。 

三次元地図 cartographic three-
dimensional form 

地球儀、地形模型など、視覚認識する三次元形状の地図表現
に適用する表現種別。 

三次元地図（触知） cartographic tactile three-
dimensional form 

触覚認識する三次元形状の地図表現に適用する表現種別。 

三次元動画 three-dimensional moving 
image 

3D 映画、ステレオスコピック 3D ビデオゲームなど、音声の有
無を問わず、視覚認識する三次元の動的な画像表現に適用す
る表現種別。 

識語  和古書・漢籍で、所有者や読者が、資料の伝来、入手の経緯、
書写の年月、読後の感想等を、その資料に書き加えた文章。 

色彩 colour content 資料に存在する特定の色、色調。 

識別 identify 記録された実体が求める実体に合致することを確認すること、ま
たは同種の特性をもつ複数の実体間の判別を行うこと。FRBR
の利用者タスクの一つ。 

識別子 identifier 対象となる実体を一意に表し、その実体と他の実体を判別する
のに役立つ番号、コード、語、句などの文字列。 

識別子（家族） → 家族の識別子 
 

識別子（個人） → 個人の識別子 
 

識別子（個別資料） → 個別資料の識別子 
 

識別子（体現形） → 体現形の識別子 
 

識別子（体現形）に関する注記 → 体現形の識別子に関する注記 

識別子（団体） → 団体の識別子 
 

識別子（著作） → 著作の識別子 
 

識別子（表現形） → 表現形の識別子 
 

識別の基盤 basis for identification of 
manifestation 

記述対象の体現形が複数の部分（巻号、部編など）から成る場
合、または複数のイテレーションをもつ場合に、体現形の識別の
よりどころとなる部分またはイテレーション。 

識別の基盤に関する注
記 

note on issue, part, or 
iteration used as basis for 
identification of 
manifestation 

識別の基盤に関する情報を提供する注記。 
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識別要素 
 

統制形アクセス・ポイントの構築において、基礎となる名称もしく
はタイトルが同一の場合などにそれらを判別するため、またはそ
の他識別の必要に応じて、付加する各種のエレメント。 

実体 entity 書誌データの利用者の主要な関心対象を表す単位。各実体に
は、必要な属性が設定される。他の実体との間に関連を有する
場合がある。 

シート sheet 紙やプラスチックなど、薄い材料から成る平らな一葉。キャリア種
別の一種。 

自筆 holograph 内容に責任を有する個人による手書き。制作手段を表す用語と
して用いる。 

死没地 place of death 個人が没した場所（市町村名、上位の地方自治体名等および
（または）国名）。 

尺度 scale 資料の全部または一部を構成する地図、静止画、三次元資料
の大きさと、その元である実物の大きさの比。縮尺および倍尺を
含む。 

尺度の付加的情報 additional scale information 距離を示す語句による尺度、または資料の特定部分の尺度に
関する補足的な情報。 

終号の巻次 numeric and/or alphabetic 
designation of last issue or 
part of sequence 

逐次刊行物の順序表示で、終号に表示された巻次、および本タ
イトルまたは責任表示等の重要な変化により体現形に対する新
規の記述を作成した場合の、変化前の最後の号の巻次。 

終号の年月次 chronological designation of 
last issue or part of sequence 

逐次刊行物の順序表示で、終号に表示された年月次、および
本タイトルまたは責任表示等の重要な変化により体現形に対す
る新規の記述を作成した場合の、変化前の最後の号の年月次。 

終号の別方式の巻次 alternative numeric and/or 
alphabetic designation of 
last issue or part of sequence 

逐次刊行物の順序表示で、複数の順序表示の方式を保持して
いて双方が巻次である場合に、終号の巻次のうち、主でない巻
次または 2 番目以降に表示されている巻次。 

終号の別方式の年月次 alternative chronological 
designation of last issue or 
part of sequence 

逐次刊行物の順序表示で、複数の順序表示の方式を保持して
いて双方が年月次である場合に、終号の年月次のうち、主でな
い年月次または 2 番目以降に表示されている年月次。 

従属タイトル 
 

複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料の、独立して刊
行された部編、補遺等のタイトル。 

重要な変化 major change 逐次刊行物の本タイトルの変化のうち、新しい著作の出現とみな
し、その体現形に対する新規の記述の作成が必要なもの。 

収録の場所 → 収録の日付・場所  

収録の日付 → 収録の日付・場所  

収録の日付・場所 place and date of capture 資料の内容の収録（録音、撮影など）と結びつく日付および場
所。 

縮尺 → 尺度 
  

縮率 reduction ratio マイクロ資料の原資料に対するマイクロ画像のサイズの比率。 

縮率を示す語句 reduction ratio designation マイクロ画像の縮率を、数値ではなく程度を示して表現した語
句。 
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手稿 
 

著者自身が書いた原稿。自筆稿本。 

主題 subject 著作が何についてのものであるかを示す情報であり、用語、語
句、分類記号などで表される。これには、FRBR の第 3 グルー
プの実体が該当する。このグループには、概念、物、出来事、場
所の 4 実体が属する。さらに、第 1 グループおよび第 2 グルー
プの各実体についても、著作が何についてのものであるかに関
する対象となることから、第 3 グループの実体とみなすことがあ
る。これら第 3 グループに含める実体の総称として、「主題」の
語を用いることがある。 

出生地 place of birth 個人が生まれた場所（市町村名、上位の地方自治体名等およ
び（または）国名）。 

出典 source consulted 実体の識別要素を決定する際に使用した情報源。 

出版者 publisher 
publisher's name 

刊行物の出版、発行、公開に責任を有する個人・家族・団体ま
たはその名称。 

出版者番号（楽譜） → 楽譜の出版者番号  

出版地 place of publication 刊行物の出版、発行、公開と結びつく場所（市町村名等）。 

出版日付 date of publication 刊行物の出版、発行、公開と結びつく日付。 

出版表示 publication statement 刊行物の出版、発行、公開に関して、場所、責任を有する個人・
家族・団体、日付を識別する表示。 

出版表示に関する注記 note on publication 
statement 

出版表示として記録しなかった情報を提供する注記。 

順序表示（逐次刊行物） → 逐次刊行物の順序表示  

順序表示（部分） → 部分の順序表示  

賞 award 授賞団体による公式の顕彰。 

使用期間 date of usage 個人の優先名称とした名称が使用されている日付または期間。 

称号 title of person 王族、貴族、聖職者であることを示す語句、およびその他の階
級、名誉、公職者であることを示す語句。 

使用範囲 scope of usage 実体の優先名称とした名称が結びつく著作のタイプや形式。 

情報源 source of information 記述の作成における、データの記録のよりどころ。 

条約参加者 participant in treaty 条約に署名者、批准者等として参加した政府または団体。 

初期印刷資料 early printed resource 機械印刷の登場より前（おおむね 1830 年まで）に製作された印
刷資料。 

初期活字資料 → 初期印刷資料 
 

職業 profession or occupation 個人が一般に生業として従事している業種。 

触知資料の表記法 form of tactile notation 点字のように、触覚を通じて認識することができる形式で、資料
の内容を表現するために使用する、文字および（または）記号の
用法。 
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書型・判型 book format 和古書・漢籍については、用紙の大きさを基準にした資料の大
きさで、初期印刷資料（和古書・漢籍を除く）等については、全
紙を折り畳んだ後の大きさ。 

初号の巻次 numeric and/or alphabetic 
designation of first issue or 
part of sequence 

逐次刊行物の順序表示で、初号に表示された巻次、および本タ
イトルまたは責任表示等の重要な変化により体現形に対する新
規の記述を作成した場合の、変化後の最初の号の巻次。 

初号の年月次 chronological designation of 
first issue or part of 
sequence 

逐次刊行物の順序表示で、初号に表示された年月次、および
本タイトルまたは責任表示等の重要な変化により体現形に対す
る新規の記述を作成した場合の、変化後の最初の号の年月次。 

初号の別方式の巻次 alternative numeric and/or 
alphabetic designation of 
first issue or part of 
sequence 

逐次刊行物の順序表示で、複数の順序表示の方式を保持して
いて双方が巻次である場合に、初号の巻次のうち、主でない巻
次または 2 番目以降に表示されている巻次。 

初号の別方式の年月次 alternative chronological 
designation of first issue or 
part of sequence 

逐次刊行物の順序表示で、複数の順序表示の方式を保持して
いて双方が年月次である場合に、初号の年月次のうち、主でな
い年月次または 2 番目以降に表示されている年月次。 

書誌階層構造 
 

体現形のシリーズとその中の各巻、逐次刊行物とその中の各記
事のように、それぞれが固有のタイトルを有する複数のレベルか
ら成る、階層的な構造。 

書誌的巻数 
 

著作の成立時または初期の刊行（製作）時の巻数。物理的な現
況に基づく巻数と区別する。 

書誌データ bibliographic data 資料に関する諸情報を圧縮・構造化した記録。 

書写 manuscript 自筆以外の手書き。制作手段を表す用語として用いる。 

書写者  写本等を書いた、または転写した個人等。 

書写資料 manuscript 写本・手稿など、手書きで作成された資料。 

書誌レベル 
 

書誌階層構造における上下の位置づけを示す用語。記述対象
として選択することが望ましい書誌レベルを、基礎書誌レベルと
いい、その上下の書誌レベルを、それぞれ上位書誌レベル、下
位書誌レベルと定める。 

所属 affiliation 個人が雇用、会員資格、文化的アイデンティティなどを通じて属
している、または属していた集団。 

所有・管理履歴 custodial history of item 個別資料の過去の所有、責任、保管などの変遷。 

所有者 owner 個別資料に対して所有権を有する個人・家族・団体。 

所要時間 duration 資料の再生、実行、実演に要する時間。 

シリーズ series 終期の有無を問わない上位の書誌レベルの資料の集合。各資
料の固有のタイトルのほかに、そのグループ全体に共通する総
合タイトルがあり、相互に関連づけられている。個々の資料に
は、順序づけのためのシリーズ番号が付いているものと、付いて
いないものがある。 

シリーズ・タイトル・ペー
ジ 

series title page 当該出版物のタイトル・ページとは別に、シリーズの本タイトルな
どのシリーズに関する情報を提示するページ。 
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シリーズ内番号 numbering within series シリーズ内の個々の資料に与えられている番号付け。単独の数
字・文字・記号か、またはそれらの組み合わせ。番号の前後にそ
れを修飾する語句が付いているものもある。 

シリーズに関係する責任
表示 

statement of responsibility 
relating to series 

責任表示のうち、シリーズに関係する表示。 

シリーズに関係する並列
責任表示 

parallel statement of 
responsibility relating to 
series 

シリーズに関係する責任表示として記録したものと異なる言語お
よび（または）文字種による表示。 

シリーズのタイトル関連
情報 

other title information of 
series 

シリーズの本タイトルを限定、説明、補完する表示。 

シリーズの並列タイトル parallel title proper of series シリーズの本タイトルとして記録したものと異なる言語および（ま
たは）文字種によるタイトル。 

シリーズの並列タイトル
関連情報 

parallel other title 
information of series 

シリーズのタイトル関連情報として記録したものと異なる言語およ
び（または）文字種による同一内容の表示。 

シリーズの本タイトル title proper of series シリーズを識別する主な名称。 

シリーズの ISSN ISSN of series ISSN 登録機関によってシリーズに付与された識別子。 

シリーズ表示 series statement 記述対象の単行資料、逐次刊行物、更新資料より上位の書誌
レベルに関する表示。記述対象を識別するとともに、複数の書
誌レベルからの検索を可能とするために記録する。 

シリーズ表示に関する注
記 

note on series statement シリーズ表示として記録しなかった情報を提供する注記。 

資料 resource 著作、表現形、体現形、個別資料の全体または一部を指す用
語。一つのユニットを成す場合も、集合体である場合も、ユニット
の構成部分である場合もある。有形の場合も、無形の場合もあ
る。 

図 illustrative content 資料の主要な内容を表す、または説明する図、絵、写真など。
本文のページ中にある挿図など。 

数量 extent 記述対象のユニット数。原則として、キャリアの種類を示す語を
伴う。 

数量に関する注記（個別資料） → 個別資料の数量に関する注記 

数量に関する注記（体現
形） 

note on extent of 
manifestation 

数量として記録しなかった、その体現形の数量に関する注記。 

スコア score すべてのパートをまとめて表した楽譜。アンサンブルに対するも
ののほか、ソロ演奏者または電子メディアのための作品に対する
ものをも含む。総譜とも。パート譜とは異なる。 

図版 plate 前付けや本体部分の一連のページ付に属さない、図のある丁。
説明文の有無は問わない。 

スライド slide スライド映写機またはビューワで使用されることを意図した画像
を保持した（通常は保護用の包材に入れられた）小さな透明の
シート。キャリア種別の一種。 
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背 spine 図書等の紙葉が綴じられた部分の表紙。通常は書名、著者名、
出版者名等の表示がある。 

製作者 manufacturer 
manufacturer's name 

刊行物の印刷、複写、成型等に責任を有する個人・家族・団体
またはその名称。 

制作者 → 非刊行物の制作者  

制作手段 production method 記述対象を制作するときに使用された手段。刊行物、非刊行物
の双方に用いる。 

製作地 place of manufacture 刊行物の印刷、複写、成型等と結びつく場所（市町村名等）。 

制作地 → 非刊行物の制作地  

製作日付 date of manufacture 刊行物の印刷、複写、成型等と結びつく日付。 

制作日付 → 非刊行物の制作日付  

製作表示 manufacture statement 刊行物の印刷、複写、成型等に関して、場所、責任を有する個
人・家族・団体、日付を識別する表示。 

制作表示 → 非刊行物の制作表示  

製作表示に関する注記 note on manufacture 
statement 

製作表示として記録しなかった情報を提供する注記。 

制作表示に関する注記 → 非刊行物の制作表示に関する注記 

静止画 still image 線図、絵画、写真など、視覚認識する線、図形、陰影などによ
る、二次元の静的な画像表現に適用する表現種別。 
（参照: 視覚認識する地図類については、「地図」を見よ。） 

静止画（触知） tactile image 触覚認識する線、図形などによる、二次元の静的な画像表現に
適用する表現種別。 
（参照: 触覚認識する地図類については、「地図（触覚）」を見
よ。） 

静止画の大きさ dimensions of still image 静止画の画面の寸法または記録媒体の寸法。 

静止画または三次元資
料の尺度 

scale of still image or three-
dimensional form 

資料の一部または全部を構成する静止画または三次元資料の
大きさと、その元である実物の大きさとの比。 

聖典  それぞれの宗教の教義の基本となる、教理、教条、戒律などを
記した著作。仏教の経典、キリスト教の聖書、イスラム教のコーラ
ンなど。 

生年 date of birth 個人が生まれた年。 

政府 government 特定の法域において権力を行使する行政・立法・司法機関の総
体。地方自治体等をも含む。 

性別 gender 個人の性別。 

責任刊行者 issuing body 団体の公式機関誌のような著作を責任刊行する個人・家族・団
体。これらが、その著作に対する創作者に該当する場合は除く。 

責任表示 statement of responsibility 資料の知的・芸術的内容の創作または実現に、責任を有するか
寄与した個人・家族・団体に関する表示。 

責任表示に関する注記 note on statement of 
responsibility 

責任表示として記録しなかった情報を提供する注記。 



『日本目録規則 2018 年版』D 用語解説 

 17 / 33 
 

世襲の称号 hereditary title 家族と結びつく貴族の称号など、家族で継承される称号。 

世代 generation 原版のキャリアと、原版から作られた複製のキャリアとの関係。映
画フィルム、デジタル資料、ビデオテープ、マイクロ資料、録音
資料などにある。 

赤緯 → 赤経・赤緯  

赤経 → 赤経・赤緯  

赤経・赤緯 right ascension and 
declination 

星図が対象範囲とする天球上での位置を、赤経および赤緯の
位置で特定する情報。 

説明・管理要素 
 

実体の属性のうち、説明や管理のために記録する要素。注記や
識別子など。典拠コントロールに用いるが、統制形アクセス・ポイ
ントの一部とはならない。 

設立年 date of establishment 団体が設立された年。 

先行タイトル earlier title proper 更新資料の本タイトルが変化した場合の、変化前のイテレーショ
ンにおける本タイトル。 

先秦書  漢籍として扱われる著作のうち、秦の全国統一（紀元前 221
年）より前に成立したもの。 

選択 select 内容、物理的形態等に関して、利用者の要件を満たす実体を
選ぶこと、または利用者ニーズに適合しない実体を排除するこ
と。FRBR の利用者タスク。 

総合タイトル collective title 複数の著作から成る資料で、各著作にそれぞれ個別のタイトル
がある場合に、その資料全体に付けられた包括的なタイトル。 

創作者 creator 著作の創作に責任を有する個人・家族・団体。著者、編纂者、
作曲者など。 

挿図 → 図 
 

装置・システム要件 equipment or system 
requirement 

記述対象の利用や再生に必要な装置やシステム。 

装丁 binding 図書の形態上のつくりや体裁。 

蔵版印  蔵版者であることを証明するために蔵版者が捺す印章。見返
し、刊記等の蔵版者名の下、封切り紙の継ぎ目、中央などに捺
す。 

蔵版者  版木の株を所蔵し、出版する権利をもつ個人・家族・団体。 

属性 attribute 実体の発見・識別等に必要な特性。関連の記録とともに、実体
についての記述を構成する。 

その他の識別語句（団
体） 

other designation 団体の「その他の識別要素」のうち、団体の種類、行政区分を表
す語以外の語句。 

その他の識別要素（個
人） 

other designation associated 
with person 

日付、称号、活動分野、職業、展開形以外で、個人の名称に結
びつく識別要素。 

その他の識別要素（団
体） 

other designation associated 
with corporate body 

場所、関係団体、日付、会議等の回次以外で、団体の名称に結
びつく識別要素。 

体現形 manifestation 著作の表現形を物理的に具体化した実体。FRBR の第 1 グル
ープに属する。 
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体現形から個別資料へ
の関連 

exemplar of manifestation 体現形から、それを例示した一つ以上の個別資料への関連。体
現形の記録中に、個別資料を、関連先の情報として記録する。 

体現形から著作への関
連 

work manifested 体現形から、それを具体化した一つ以上の著作への関連。表現
形を特定せずに、体現形を著作と直接に結びつける場合は、体
現形の記録中に、著作を、関連先の情報として記録する。 

体現形から表現形への
関連 

expression manifested 体現形から、それが具体化した一つ以上の表現形への関連。
体現形の記録中に、表現形を、関連先の情報として記録する。 

体現形間の関連 related manifestation 体現形と体現形との関連。 
（参照: 体現形と別の体現形の個別資料との関連については、
「個別資料間の関連」を見よ。） 

体現形と関連を有する
その他の個人・家族・団
体 

other person, family, and 
corporate body associated 
with manifestation 

体現形と関連を有する、出版者、頒布者、製作者、非刊行物の
制作者以外の個人・家族・団体。 

体現形に関する注記 note on manifestation 体現形のエレメントとして記録しなかった情報を提供する注記。 

体現形の識別子 identifier for manifestation 体現形と結びつけられ、他の体現形との判別を可能とする文字
列および（または）番号。資料の体現形に付与された ISBN、
ISSN 等の国際標準番号、出版者等による番号、公文書館等
が独自の体系に基づき割り当てた番号など。 

体現形の識別子に関す
る注記 

note on identifier for 
manifestation 

体現形の識別子として記録しなかった情報を提供する注記。 

対象利用者 intended audience 資料の内容が対象とする、またはその内容が適していると思わ
れる利用者層。年齢層（児童、ヤング・アダルト、成人など）、教
育段階（小学生、中学生など）、障害の種類など。 

題字欄  地図、掛図など一枚ものに、タイトルなどが表示されている欄。 
（参照: 新聞や雑誌については、「マストヘッド」を見よ。） 

題簽  タイトルや巻次などを記して資料に貼付した紙片。主として表紙
の左上部または中央上部に貼付される。 

代替楽器 alternative instrument 音楽作品の演奏手段において、本来使用すると想定されている
楽器の代わりに使用する楽器。 

タイトル title 体現形の名称または体現形で具体化された著作の名称である
語、句または文字の集合。 

タイトル関連情報 other title information 本タイトルを限定、説明、補完する表示。サブタイトルなど。 

タイトル・スクリーン title screen 電子資料における、タイトルに関する情報の表示画面。 

タイトルに関する注記 note on title タイトルとして記録しなかった情報を提供する注記。 

タイトル・フレーム title frame 映像フィルムやマイクロフィルムの、通常は冒頭に現れる一こ
ま。その資料のタイトルなど、著作にかかわる情報が表示されて
いる。ターゲットともいう。 

タイトル・ページ title page 出版物の冒頭にあり、当該出版物の本タイトル、加えて通常は
責任表示、出版表示などの情報を提示するページ。 

畳もの  1 枚の用紙に書写または印刷されたもの、または数枚に書写ま
たは印刷されたものを継いで 1 連としたもので、折り畳んだ形で
保存される資料。 

縦長本  縦の長さが横の長さの 2 倍以上ある冊子。 
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単巻資料 single unit 物理的に単一のユニットとして刊行される資料（例えば、1 冊の
みの単行資料）。無形資料の場合は、論理的に単一のユニット
として刊行される資料（例えば、ウェブに掲載された PDF ファイ
ル）。 

単行資料 monograph 固有のタイトルを有する単独に刊行された資料。形態的には複
数のユニットから成る場合もある。その場合、各部分に固有のタ
イトルがないときや、固有のタイトルのない付随物(付録、補遺な
ど)が伴うときなどがある。 

団体 corporate body 一体として活動し特定の名称によって識別される組織、あるいは
個人および（または）組織の集合を表す実体。会議、大会、集会
等を含む。FRBR の第 2 グループに属する。 

団体と結びつくその他の
場所 

other place associated with 
corporate body 

会議等の開催地以外で、団体と結びつく場所。本部所在地な
ど。 

団体と結びつく場所 place associated with 
corporate body 

団体にとって重要な場所。団体の本部所在地（または団体の活
動地）や会議等の開催地など。 

団体と結びつく日付 date associated with 
corporate body 

団体の歴史で重要な日付。設立年、廃止年、活動期間、会議等
の開催年。 

団体の異形名称 variant name for corporate 
body 

団体の優先名称として選択しなかった名称、または優先名称と
して選択した名称の異なる形。同一実体として扱う場合におけ
る、言語の異なる名称と、文字種や綴りなどの違いによる同一名
称の異なる形を含む。 

団体の活動期間 period of activity of 
corporate body 

団体の活動が判明している期間。 

団体の言語 language of corporate body 団体がコミュニケーションに使用する言語。 

団体の識別子 identifier for corporate body 団体または団体に代わる情報（典拠レコードなど）と結びつく一
意の文字列。 

団体の種類 type of corporate body 団体であることを示す総称的な語句、または団体の種類を具体
的に示す語句。 

団体の名称 name of corporate body それによって団体が知られている、語、文字および（または）その
組み合わせ。優先名称と異形名称とがある。 

団体の優先名称 preferred name for corporate 
body 

団体を識別するために選択する名称。 

単独形 
 

著作に対する典拠形アクセス・ポイントの形の一種で、優先タイト
ル単独で構築したもの。創作者に対する典拠形アクセス・ポイン
トを含めない一方、その他の識別要素を付加する場合がある。 

逐次刊行物 serial 終期を予定せず、部分に分かれて継続して刊行され、通常はそ
れぞれに順序表示がある資料（例えば、定期刊行物、モノグラ
フ・シリーズ、新聞）。刊行期間は限定されているが、部分に分か
れて定期または不定期に継続して刊行され、順序表示があるな
ど、逐次刊行物としての特徴を備えた資料（例えば、特定のイベ
ントに関するニュースレター）や逐次刊行物の複製をも含む。 

逐次刊行物の順序表示 numbering of serials 逐次刊行物の個々の部分（巻号）を識別するための順序表示。
巻次と年月次とがある。巻次は、数字、文字、その他の語句から
成り、年月次は、年、月、日または時期を示す数字、文字から成
る。 
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逐次刊行物の順序表示
に関する注記 

note on numbering of serials 逐次刊行物の順序表示として記録しなかった情報を提供する注
記。 

地図 1) map 
2) cartographic image 

1) 地球などの天体の表面または想像上の場所について、選
択した事項や抽象化された特徴を（またはこれらに関し
て）、通常は縮尺して二次元の媒体上に表現した図。 

2) シート状の地図、地図帳、対景図、リモートセンシング図な
ど、視覚認識する静止画としての地図表現に適用する表現
種別。 

地図（触知） cartographic tactile image 触覚認識する静止画としての地図表現に適用する表現種別。 

地図資料 cartographic resource 地球などの天体、または想像上の場所の全体もしくは部分を縮
尺して表現した資料。 

地図資料のデジタル表
現 

digital representation of 
cartographic content 

地理空間情報の符号化にかかわる技術的詳細。 

地図データ種別 cartographic data type 地理空間を機械可読形式で表す方式の種類。ベクタ、ラスタな
どがある。 

地図データセット cartographic dataset コンピュータ処理用にデジタル・コード化したデータセットとして
の、地図表現によるデータに適用する表現種別。 
（参照: 画像として認識する地図データについては、「地図」を
見よ。三次元形状として認識する地図データについては、「三次
元地図」を見よ。） 

地図動画 cartographic moving image 地球などの天体を映した衛星動画など、二次元動画としての地
図表現に適用する表現種別。 

地図等の大きさ dimensions of map, etc. 地図等の図面の寸法または記録媒体の寸法。 

地図の座標 coordinates of cartographic 
content 

地図が対象とする区域を、経緯度、頂点座標、赤経・赤緯のい
ずれかで特定する情報。 

地図の垂直尺度 vertical scale of cartographic 
content 

地図の高度または垂直方向の大きさの尺度。 

地図の水平尺度 horizontal scale of 
cartographic content 

地図における水平距離と実際の距離の比。 

地図のその他の詳細 other details of cartographic 
content 

尺度、投影法、座標に記録していない、地図の数値などに関係
するデータやその他の特徴を示す情報。 

地図の投影法 projection of cartographic 
content 

地球や天球の表面を平面である地図上に表現する図法。 

帙  和古書・漢籍などを保護するための覆い。鏡帙、無双帙、四方
帙など。 

注記 note 特定のエレメントとして記録しなかった、識別、選択またはアクセ
スに必要な情報。 

調 key 音楽作品の調性または基本的調性の主音を決定する一組の音
程。主音と長調か短調かのいずれかで表現される。 

丁 leaf 枚と同じく紙葉等を数えるときに用いる語。折り畳んだ状態のも
のを数える場合が多く、和装本など袋綴じの紙葉を数える語とし
て用いられる。 
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頂点座標 strings of coordinate pairs 地図が対象とする区域を、多角形の各頂点の座標を使用し、経
緯度よりも厳密に特定する情報。 

直接入手元 immediate source of 
acquisition of item 

個別資料の直接の入手元、入手日付および入手方法。 

著作 work 個別の知的・芸術的創作の結果、すなわち、知的・芸術的内容
を表す実体。FRBR の第１グループに属する。 

著作から体現形への関
連 

manifestation of work 著作から、それを具体化した一つ以上の体現形への関連。表現
形を特定せずに、著作を体現形と直接に結びつける場合は、著
作の記録中に、体現形を、関連先の情報として記録する。 

著作から表現形への関
連 

expression of work 著作から、それを実現した一つ以上の表現形への関連。著作の
記録中に、表現形を、関連先の情報として記録する。 

著作間の関連 related work 著作と著作との関連。表現形と別の著作との関連をも、著作間
の関連として表す。 

著作権日付 copyright date 記述対象の著作権または著作権に相当する権利の発生と結び
つく日付。原盤権日付（録音の権利保護と結びつく日付）も含ま
れる。 

著作権日付に関する注
記 

note on copyright date 著作権日付として記録しなかった情報を提供する注記。 

著作と関連を有する非
創作者 

other person, family, or 
corporate body associated 
with work 

創作者以外で、著作と関連を有する個人・家族・団体。書簡の
名宛人、記念論文集の被記念者、ディレクターなど。 

著作の異形タイトル variant title for work 著作の一般に知られているタイトル、体現形に表示されているタ
イトルなどで、優先タイトルとして選択しなかったタイトル。 

著作の形式 form of work 著作の該当する種類やジャンル。映画、小説など。 

著作の識別子 identifier for work 著作または著作に代わる情報（典拠レコードなど）と結びつく一
意の文字列。 

著作の成立場所 place of origin of work 著作が成立した国または国以外の法域。 

著作のその他の特性 other distinguishing 
characteristic of work 

著作の識別要素のうち、著作の形式、著作の日付、著作の成立
場所、責任刊行者以外で、著作のタイトルと結びつく情報。 

著作のタイトル title of work 著作の名称。優先タイトルと異形タイトルとがある。 

著作の日付 date of work 著作に関係する最も早い日付。著作が成立した日付であること
も、著作が最初に出版または公開された日付であることもある。 

著作の優先タイトル preferred title for work 著作を識別するために選択する名称。 

著作の履歴 history of work 著作の履歴に関する情報。 

定型的総合タイトル conventional collective title 単数または複数の特定の創作者による著作の集合について、
優先タイトルとして選択する定型的な語で構成したタイトル。「作
品集」「Works」など。 

ディスク disc 円盤状の記録体。溝方式、磁気方式、レーザー光方式などによ
り、データを記録する。記録信号には、アナログ方式とデジタル
方式とがある。アナログ信号を音溝に記録したものがレコードで
あり、デジタル信号をレーザー光方式で記録したものがコンパク
ト・ディスク（CD）、DVD、ブルーレイ・ディスク。 
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出来事 event 行為や事件を表す実体。FRBR の第３グループに属する。 

テキスト text 視覚認識する言語表現に適用する表現種別。 

テキスト（触知） tactile text 点字、ムーン・タイプなど触覚認識する言語表現に適用する表
現種別。 

デジタル・コンテンツ・フ
ォーマット 

encoding format デジタル・コンテンツのフォーマットに用いられているスキーマや
標準。 

デジタル・ファイルの特
性 

digital file characteristic オーディオ、画像、テキスト、ビデオなどのデータのデジタル変
換にかかわる技術的仕様。 

データ作成者の注記 cataloguer's note 典拠形アクセス・ポイントを使用または更新するデータ作成者に
とって、または関連する実体に対する典拠形アクセス・ポイントを
構築する者に役立つ説明。 

テープのトラック構成 tape configuration オーディオテープ上のトラックの数。 

テレビ放送の標準方式 broadcast standard テレビ放送用のビデオ映像の放送方式。 

展開形 fuller form of name ラテン文字等から成る個人の優先名称またはその一部が、イニ
シャル、略語、短縮形などである場合の完全な形。ラテン文字等
から成る優先名称に含まれなかった姓または名を含める形もあ
る。 

転記 transcription 情報源における情報をエレメントとして記録する際に、表示され
ているとおりに書き写す作業。 

典拠形アクセス・ポイント authorized access point 実体の優先名称（または優先タイトル）を基礎として構築され、他
の実体と明確に判別できる統制形アクセス・ポイント。その実体
を発見、識別し、または関連する他の実体を発見する手がかりと
なる。 

典拠コントロール authority control 典拠データを通して、統制形アクセス・ポイントの一貫性を保つ
ように管理する作業。 

典拠データ authority data 特定の実体に関連する資料を正確に発見できるよう、それらに
関する統制形アクセス・ポイントの一貫性を保つように管理する
ための記録。 

典拠ファイル authority file 実体を識別し、その実体に対する統制形アクセス・ポイントを管
理するために、典拠データを収めたファイル。 

電子資料 digital resource コンピュータおよびその周辺装置によって利用可能となるよう符
号化された資料。データ、プログラム、または両者の組み合わせ
のものがある。 

投影法（地図） → 地図の投影法  

動画資料 moving image resource 視覚認識する動的な画像表現による資料。 

統制形 controlled form タイトルおよび名称の記録に使用する一式の規定に基づく表記
形式。 

統制形アクセス・ポイント controlled access point 一群の資料に関するデータを集中するために必要な一貫性をも
たらすアクセス・ポイント。典拠ファイルなどの手段で統制され
る。典拠形アクセス・ポイントと異形アクセス・ポイントとがある。 

特定の再生仕様 special playback 
characteristic 

録音・再生に用いるシステムの種類。イコライゼーション・システ
ム、ノイズ・リダクション・システムなど。 



『日本目録規則 2018 年版』D 用語解説 

 23 / 33 
 

扉  1) 和書のタイトル、著者・編者、発行所などが表示されている
ページの総称。 

2) 和古書・漢籍で、通常は見返しに続く丁の表に書名・巻次
等を表示したもの。 

トラック  ディスク型記憶媒体の記録単位となる、一つの同一円周上の記
録部分。 

トランスペアレンシー overhead transparency   OHP やライト・ボックスとともに使用する、画像を印刷した透明な
材質のシート。キャリア種別の一種。 

内部情報源 
 

電子資料のタイトル・スクリーン(ページソース等のメタデータを
含む)またはメニュー、プログラム記述、ヘッダー、リードミー・ファ
イル、索引などの、体現形に内在する情報源。 

内容の言語 language of content 資料の内容を表現する言語に関する情報。 

内容の性質 nature of content 著作の内容が何であるかを具体的に示す特質。 

内容の対象範囲 coverage of content 資料の内容が対象とする年代的または地理的範囲。 

内容の特性の変化に関
する注記 

note on changes in content 
characteristics 

表現形のエレメントの、刊行途中の変化に関する情報を提供す
る注記。 

内容の要約 summarization of content 資料の内容の抄録、要旨、あらすじなど。 

二次元動画 two-dimensional moving 
image 

映画、ビデオ、ビデオゲームなど、音声の有無を問わず、視覚
認識する二次元の動的な画像表現に適用する表現種別。 

入手 obtain 購入、貸出等による実体の獲得および（または）オンライン接続
による電子的な実体へのアクセス。FRBR の利用者タスクの一
つ。 

入手条件 term of availability 記述対象に表示されている定価および（または）その入手可能
性を示す情報。 

任意規定 
 

対応する本則または別法の直後に置かれた、本則の内容を拡
充または限定する規定。任意追加と任意省略とがある。 

年月次（終号） → 終号の年月次、終号の別方式の年月次  

年月次（初号） → 初号の年月次、初号の別方式の年月次  

廃止年 date of termination 団体が廃止された年または活動を終了した年。 

倍尺 → 尺度   

箱書  書画などを収める箱の蓋等に、その資料のタイトル、作成者名、
由来などを記し、署名、押印などをした書き付け。 

場所 place 名称によって識別される空間の範囲を表す実体。FRBR の第 3
グループに属する。 

場所の異形名称 variant name for place 場所の優先名称として選択しなかった名称、または優先名称と
して選択した名称の異なる形。 

場所の名称 name of place それによって場所が知られている、語、文字および（または）その
組み合わせ。優先名称と異形名称とがある。 

場所の優先名称 preferred name for place 場所を識別するために選択する名称。 
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発見 find 実体の属性または関連を用いた検索結果として、ファイルまたは
データベースのなかに単一の実体または一組の実体を見つけ
出すこと。FRBR の利用者タスクの一つ。 

パート譜 part 複数の楽器または声部から成る音楽作品の演奏時に用いられ
る、楽器ごとまたは声部ごとに記された楽譜。 

ハングル読み形 
 

エレメントの記録において、読み形のうち、主としてハングルで
表記する形。ハングルだけでなく、数字、記号およびラテン文字
等の各種文字種を含むこともある。 

判型 → 書型・判型  

版次 designation of edition 記述対象が属する版を示す語、数字またはこれらの組み合わ
せ。 

版心  袋綴じの図書において、紙の中央の折り目に当たる部分。タイト
ル、巻数、丁付等が、彫り込まれることが多い。柱とも。 

版に関係する責任表示 statement of responsibility 
relating to edition 

責任表示のうち、特定の版に関係する表示。 

版に関係する並列責任
表示 

parallel statement of 
responsibility relating to 
edition 

版に関係する責任表示の、異なる言語および（または）文字種
による表示。 

版表示 edition statement 記述対象がどのような版であるかを示す表示。版次の他に、付
加的版次、版に関係する責任表示、付加的版に関係する責任
表示の全部または一部を伴う場合がある。 

版表示に関する注記 note on edition statement 版表示として記録しなかった情報を提供する注記。 

頒布  刊行物を特定または不特定の多数者に配布すること。 

頒布者 distributor 
distributor's name 

刊行物の頒布、発売に責任を有する個人・家族・団体またはそ
の名称。 

頒布地 place of distribution 刊行物の頒布、発売と結びつく場所（市町村名等）。 

頒布日付 date of distribution 刊行物の頒布、発売と結びつく日付。 

頒布表示 distribution statement 刊行物の頒布、発売に関して、場所、責任を有する個人・家族・
団体、日付を識別する表示。刊行物の頒布、発売に関する表示
が含まれる。 

頒布表示に関する注記 note on distribution 
statement 

頒布表示として記録しなかった情報を提供する注記。 

非刊行物 
 

書写資料、絵画、彫刻、地域文書など刊行されていない制作
物。 

非刊行物の制作者 producer of unpublished 
manifestation 
producer's name 

非刊行物の書写、銘刻、作製、組立等に責任を有する個人・家
族・団体またはその名称。 

非刊行物の制作地 place of production 非刊行物の書写、銘刻、作製、組立等と結びつく場所（市町村
名等）。 

非刊行物の制作日付 date of production 非刊行物の書写、銘刻、作製、組立等と結びつく日付。 
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非刊行物の制作表示 production statement 非刊行物の書写、銘刻、作製、組立等に関して、場所、責任を
有する個人・家族・団体、日付を識別する表示。 

非刊行物の制作表示に
関する注記 

note on production 
statement 

非刊行物の制作表示として記録しなかった情報を提供する注
記。 

非刊行物の並列制作者 parallel producer's name 非刊行物の制作者として記録したものと異なる言語および（また
は）文字種による制作者の名称。 

非刊行物の並列制作地 parallel place of production 非刊行物の制作地として記録したものと異なる言語および（また
は）文字種による制作地。 

非構造記述 unstructured description 関連先と関連の種類に関する情報を、標準的な表示形式
（ISBD など）に従わず、語句、文、パラグラフなどで記録した記
述。 

ビットレート encoded bitrate ストリーミング・オーディオまたはストリーミング・ビデオの再生速
度。 

筆名 pseudonym 個人が著作に用いる本名以外の名称。ペンネーム。他の個人と
共同名義で用いるものをも含む。 

ビデオ video 動画または静止画を保持し、ビデオカセット・プレーヤー、DVD 
プレーヤーなどの再生機器の使用を想定した体現形に適用す
る機器種別。アナログ方式、デジタル方式いずれの画像も該当
する。二次元、三次元いずれの画像も該当する。 

ビデオカセット videocassette ビデオテープを収めたカセット。キャリア種別の一種。 

ビデオ・カートリッジ video cartridge ビデオテープまたはビデオディスクを収めたカートリッジ。ビデオ
テープを収めたカートリッジについては、特にビデオテープ・カ
ートリッジということがある。また、ビデオディスクを収めたカートリ
ッジには、VHD などがある。キャリア種別の一種。 

ビデオディスク videodisc ビデオを保持するディスク。キャリア種別の一種。 

ビデオテープ・リール videotape reel ビデオテープを巻きつけたオープン・リール。キャリア種別の一
種。 

ビデオの特性 video characteristic ビデオ画像の符号化に関する技術的仕様。 

ビデオ・フォーマット video format アナログ・ビデオの内容を符号化するために使用する標準など。 

非統制形アクセス・ポイ
ント 

uncontrolled access point 典拠コントロールの対象とならないアクセス・ポイント。 

表記法 form of notation 資料の内容を表現する文字および（または）記号の体系。 

表現形 expression 文字による表記、記譜、運動譜、音声、画像、物、運動等の形式
またはこれらの組み合わせによる著作の知的・芸術的実現を表
す実体。FRBR の第１グループに属する。 

表現形から体現形への
関連 

manifestation of expression 表現形から、それが具体化された一つ以上の体現形への関連。
表現形の記録中に、体現形を、関連先の情報として記録する。 

表現形から著作への関
連 

work expressed 表現形から、それが実現した著作への関連。表現形の記録中
に、著作を、関連先の情報として記録する。 

表現形間の関連 related expression 表現形と表現形との関連。 
（参照: 表現形と別の著作との関連については、「著作間の関
連」を見よ。） 
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表現形に関する注記 note on expression 表現形のエレメントとして記録しなかった情報を提供する注記。 

表現形の言語 language of expression 著作を表現している言語。  

表現形の識別子 identifier for expression 表現形またはその表現形に代わる情報（典拠レコードなど）と結
びつく一意の文字列。 

表現形のその他の特性 other distinguishing 
characteristic of expression 

表現形の識別要素のうち、表現形の種別、表現形の日付、表現
形の言語以外で、表現形と結びつく情報。 

表現形の日付 date of expression 表現形に関係する最も早い日付。 

表現種別 content type 表現形の内容を表現する基本的な形式を示す種別。動きの有
無、次元、内容を知覚するための人間の感覚器官に対応する
語句を含む。 

表紙 cover 資料の表と裏に付けてその本体を保護する紙、布、革などの覆
い。 

表示形  エレメントの記録に用いる表記の形のうち、情報源に表示された
形。漢字（繁体字または簡体字を含む。）、仮名、ハングル、ラテ
ン文字、キリル文字、ギリシャ文字等や、数字、記号など、各種
文字種を含む。 

ファイル・サイズ file size デジタル・ファイルの容量。バイト数で表す。 

ファイル種別 file type デジタル・ファイル内のデータ・コンテンツの種類。 

フィルム film 撮影、現像に用いる写真感光材料。 

フィルム・カセット film cassette 映画フィルムを収めたカセット。キャリア種別の一種。 

フィルム・カートリッジ film cartridge 映画フィルムを収めたカートリッジ。キャリア種別の一種。 

フィルムストリップ filmstrip １枚ずつの投影を想定した数十こまの陽画が連続しているロー
ル状のフィルム。キャリア種別の一種。 

フィルムストリップ・カート
リッジ 

filmstrip cartridge フィルムストリップを収めたカートリッジ。キャリア種別の一種。 

フィルムスリップ filmslip ロール状ではなく、硬く短い形状のフィルム。キャリア種別の一
種。 

フィルムのトラック構成 track configuration フィルムの音声を収録する部分の構成。 

フィルム・リール film reel 映画フィルムを巻きつけたオープン・リール。キャリア種別の一
種。 

フィルム・ロール film roll ロール状の映画フィルム。キャリア種別の一種。 

フォント・サイズ font size 記述対象中の文字や記号（点字を含む）の大きさ。 

付加材 applied material 基底材に塗布または追加された物理的または化学的材料（例え
ば、絵具の種類）。 

付加的内容 supplementary content 資料の主要な内容に付加することを意図した内容。索引、参考
文献表、付録など。 

付加的版次 designation of named 
revision of edition 

ある版に変更が加えられて再発行されたことを示す版次。 



『日本目録規則 2018 年版』D 用語解説 

 27 / 33 
 

付加的版に関係する責
任表示 

statement of responsibility 
relating to named revision of 
edition 

責任表示のうち、特定の付加的版に関係する表示。 

付加的版に関係する並
列責任表示 

parallel statement of 
responsibility relating to 
named revision of edition 

付加的版に関係する責任表示の、異なる言語および（または）
文字種による表示。  

複合記述 composite description 体現形の記述と、著作・表現形・個別資料の属性を組み合わせ
た記述。 

複合姓 compound surname 複数の固有名から成る姓。ハイフン、接続詞、前置詞等を用い
て結ばれていることが多い。 

複数巻単行資料 multipart monograph 同時に、または継続して刊行される複数の部分から成る資料
で、一定数の部分により完結する、または完結することを予定す
るもの（例えば、2 巻から成る辞書、1 セットとして刊行された 3
巻から成るオーディオカセット）。 

複製 reproduction 印刷、写真、複写、録音、録画などの機械的または電子的手段
によって、原資料の内容を忠実に復元し再製したコピー。 

複製物 → 複製 
  

袋綴じ double leaf 二つ折りにした紙を重ね、折り目でない方を糸で綴じた形態の
装丁。和装本では最も一般的な形態。 

付属資料 accompanying material 記述対象の本体に付属し、本体と併せて使用するように意図さ
れている資料。 

復刻 facsimile 図書などの資料について、元の体現形を忠実に再現した複製。
通常は元の体現形と同じ大きさで作成される。 

覆刻本  和古書・漢籍で、既存の図書の版面通りに模して版木を作り、出
版した図書。複製本の一種。 

物理レベル 
 

固有のタイトルを有しない物理的（または論理的）な単位に記述
対象を分割して扱う場合の単位。 

部分の順序表示 numbering of part 上位の著作内における部分を配列する表示。 

フリップチャート flipchart 一端を綴じて 1 枚ずつめくれるようにした図解・説明用シート。イ
ーゼル上で使用する。キャリア種別の一種。 

文書 archival resource 業務の遂行の過程で個人・家族・団体によって作成、蓄積、およ
び（または）使用された後、継続的な価値を認められて保存され
た書類など。 

文書・コレクションの組織
化 

system of organization 利用者のニーズに合致した資料の選択に役立つように記録され
た、文書類またはコレクションの編成に関する情報。 

分析的記述 analytical description より大きな単位の体現形の一部を記述対象とする記述。複数の
部分から成る体現形のうちの一つの部分を記述対象とする場合
や、シリーズのうちの 1 巻を記述対象とする場合などがある。書
誌階層構造でいえば、上位書誌レベルが存在する場合の下位
書誌レベルの記述が該当する。また、物理レベルでの記述もこ
れに該当する。記述のタイプの一種。 

分点 equinox 星図の赤経・赤緯が、何年の春分点を基準としているかを示す
情報。 
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並列出版者 parallel publisher's name 出版者として記録したものと異なる言語および（または）文字種
による出版者の名称。 

並列出版地 parallel place of publication 出版地として記録したものと異なる言語および（または）文字種
による出版地。 

並列製作者 parallel manufacturer's 
name 

製作者として記録したものと異なる言語および（または）文字種
による製作者の名称。 

並列制作者 → 非刊行物の並列制作者  

並列製作地 parallel place of 
manufacture 

製作地として記録したものと異なる言語および（または）文字種
による製作地。 

並列制作地 → 非刊行物の並列制作地  

並列タイトル parallel title proper 本タイトルとして記録したものと異なる言語および（または）文字
種によるタイトル。 

並列タイトル関連情報 parallel other title 
information 

タイトル関連情報として記録したものと異なる言語および（また
は）文字種による同一内容の表示。 

並列版次 parallel designation of 
edition 

版次として記録したものと異なる言語および（または）文字種によ
る表示。 

並列頒布者 parallel distributor's name 頒布者として記録したものと異なる言語および（または）文字種
による頒布者の名称。 

並列頒布地 parallel place of distribution 頒布地として記録したものと異なる言語および（または）文字種
による頒布地。 

並列付加的版次 parallel designation of 
named revision of edition 

付加的版次として記録したものと異なる言語および（または）文
字種による表示。 

ページ page 紙葉の一つの面。 

ページ付 pagination ページ等に付けられた、順序づけのための連続した番号数な
ど。丁付など、ページ以外のものを含む総称として使用する。 

ヘッダー  1) マイクロフィッシュ等で、タイトルや責任表示のある欄。一
般に資料の上部にあって肉眼で読むことができる。 

2) 磁気テープやディスク等の、電子資料におけるデータに関
する情報を記録したもの。ヘッダーレコード、ヘッダーラベ
ルとも。 

別タイトル alternative title 本夕イトルがいずれもタイトルである 2 部分から成るときの、2 番
目のタイトル。通常は「一名○○○○」や、英語の「or」など、同等の
関係を示す語句によって連結された形で表示される。 

別法 
 

対応する本則の後に置かれた、本則と二者択一の関係にある
規定。 

編曲 arrangement 音楽作品の表現形。 
1) 作品を本来指定されたものとは異なる演奏手段用に書き直

した楽曲。 
2) 作品を同一の演奏手段で単純化した楽曲。 

法域 jurisdiction 法律、規則等を制定し施行する公的団体によって管轄されてい
る領域。国、州、県、市町村など。 
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包括的記述 comprehensive description 体現形の全体を記述対象とする記述。書誌階層構造でいえば、
下位書誌レベルが存在する場合の上位書誌レベルの記述が該
当する。また、単一の書誌レベルしか存在しない場合の記述も
該当する。記述のタイプの一種。 

法令等 legal work 法律等、命令等、裁判所規則、憲章、条約、判例集、裁判記録
などの著作。 

没年 date of death 個人が没した年。 

翻案 adaptation 原著作の改作、改訂によって派生した新しい著作。原著作と
は、内容等に実質的な変更がある。 

翻字形 
 

エレメントの記録において、ラテン文字以外の文字種をラテン文
字に翻字して表記する形。ラテン文字だけでなく、数字、記号等
の各種文字種を含むことがある。 

本タイトル title proper 体現形を識別するための固有の名称。 

本タイトルに関係する責
任表示 

statement of responsibility 
relating to title proper 

責任表示のうち、本タイトルに関係する表示。 

本タイトルに関係する並
列責任表示 

parallel statement of 
responsibility relating to 
title proper 

本タイトルに関係する責任表示として記録したものと異なる言語
および（または）文字による表示。 

翻訳  ある言語の著作の内容を、他の言語に変えること。古文を現代
文に改めることをも含む。 

枚 
 

紙葉、写真、録音ディスク、ビデオディスク、マイクロフィッシュな
ど、平らで薄い資料を数えるときに用いる語。 

マイクロ microform 閲覧するために拡大を必要とするマイクロ画像を保持し、マイク
ロフィルム・リーダー、マイクロフィッシュ・リーダーなどの機器の
使用を想定した体現形に適用する機器種別。透明、不透明い
ずれの媒体も該当する。 

マイクロオペーク microopaque 格子状にマイクロ画像を配列した不透明な材質のシート。キャリ
ア種別の一種。 

マイクロ資料 microform 閲覧に拡大を必要とする縮小したマイクロ画像を収めた、機器
種別が「マイクロ」である資料。 

マイクロフィッシュ microfiche 格子状にマイクロ画像を配列したシート状のフィルム。キャリア種
別の一種。 

マイクロフィッシュ・カセッ
ト 

microfiche cassette カットされていないマイクロフィッシュを収めたカセット。キャリア
種別の一種。 

マイクロフィルム microfilm 複数のマイクロ画像を配列したフィルム。 

マイクロフィルム・カセッ
ト 

microfilm cassette マイクロフィルムを収めたカセット。キャリア種別の一種。 

マイクロフィルム・カート
リッジ 

microfilm cartridge マイクロフィルムを収めたカートリッジ。キャリア種別の一種。 

マイクロフィルム・スリッ
プ 

microfilm slip マイクロフィルム・ロールから切り出された一片のマイクロフィル
ム。キャリア種別の一種。 

マイクロフィルム・マイク
ロフィッシュの感光剤 

emulsion on microfilm and 
microfiche 

マイクロフィルムやマイクロフィッシュの画像を形成する付加材に
使用する物質。 
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マイクロフィルム・リール microfilm reel マイクロフィルムを巻きつけたオープン・リール。キャリア種別の
一種。 

マイクロフィルム・ロール microfilm roll ロール状のマイクロフィルム。キャリア種別の一種。 

マウント mount 基底材の支持物または裏張りに使用する物質。 

巻物 roll 紙を横につなぎ、一方の端に軸をつけて、保管するときはそれ
に巻いておく形態の資料。キャリア種別の一種。 

枡型本  枡の形すなわち正方形（ほぼそれに近い形をも含む)の形状の
冊子。 

マストヘッド masthead 新聞や雑誌の名称、発行人、編集者、所在地などを表示した
欄。 

見返し  表紙の裏。江戸中期以降の版本では、タイトル、著者、出版者
等が表示されることが多い。 

民俗文化財  衣食住・生業にかかわる生活・生産用具、信仰、年中行事、風
俗慣習、民間芸能および（または）それらに使われる衣服・器
具・家屋等の有形資料。 

無著者名古典 
 

著者が不明または不詳のため、通常はタイトルで知られていて、
長年にわたって書写、翻刻、翻訳等が行われ、異版の多い著
作。 

名称 name それによって実体が知られている、語、文字および（または）その
組み合わせ。 

名称未判別標示 undifferentiated name 
indicator 

優先名称および記録した名称以外の識別要素では、複数の同
一名称をもつ個人を判別するために不十分であることを示す標
示。 

メタデータ metadata 何らかのデータを発見、識別、選択、入手等するために、その特
徴を記述したデータ。データそのものの内容とは別に、そのデー
タに関係する補助的な情報を指す。 

目首  和古書・漢籍の目次の冒頭の語句。 

目録 catalogue 利用者が図書館で利用可能な資料を発見・識別・選択・入手で
きるよう、資料に対する書誌データ、所在データおよび各種の典
拠データを作成し、適切な検索手段を備えて、データベース等
として編成するもの。 

目録用言語 
 

情報源における表示からの転記または統制形による記録の
いずれにもよらない場合のために、データ作成機関が定め
て用いる言語。 

文字種 script 資料の内容の言語表現に使用する、文字および（または）記号
の体系。 

持ち替え楽器 doubling instrument オーケストラにおいて、主に管楽器で、曲の中で必要に応じて
持ち替えられる派生楽器。 

物 object 物体を表す実体。自然界に現れる生命体および非生命体、人
間の創作の所産である固定物、可動物および移動物、もはや存
在しない物体を含む。FRBR の第 3 グループに属する。 

屋号  姓とは別に、家を特定するために付けられた名称。 

有形資料 tangible resource 形態を有し手に取ることができる資料。 
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有形文化財  建造物、絵画、彫刻、典籍などの、有形のすぐれた文化的所産
物。 

優先引用形 preferred citation 資料の著作者、出版者、管理者、抄録索引サービス機関などが
推奨する、当該資料の引用形式。 

優先情報源 preferred source of 
information 

体現形の記録にあたって優先的に選定する情報源。 

優先タイトル → 著作の優先タイトル  

優先名称 preferred name 個人・家族・団体または場所を識別するために選択した名称。 

優先名称（家族） → 家族の優先名称  

優先名称（個人） → 個人の優先名称 
 

優先名称（団体） → 団体の優先名称 
 

優先名称（場所） → 場所の優先名称 
 

ユニット unit 資料の数量を認識する際の、物理的または論理的な単位。 

容器 container 資料を収容するための、資料本体とは物理的に分離している
様々な形態の入れもの。 

横長本  横の長さが縦の長さよりも長い冊子。 

読み形  エレメントの記録において、表示形等とあわせて、その読みを表
記する形。片仮名読み形、ローマ字読み形、ハングル読み形が
ある。 

ラベル  タイトルなどを記載して資料本体や容器に貼付する紙片など。
録音資料ではレーベルという。 

欄 column 出版物の組版において、1 ページを 2 段以上に分けて組んで
ある場合の一つの段。ページ数の表示がなく、欄の番号付のみ
が表示されていることがある。 

リージョン・コード regional encoding ビデオディスクまたはビデオゲーム装置の再生可能な地域を限
定するコード。 

立体視 stereographic 三次元効果を与えるように、対をなす静止画によって構成され、
ステレオスコープ、立体視ビューワなどの機器の使用を想定した
体現形に適用する機器種別。 

立体視カード stereograph card 立体視用のカード形態の資料。キャリア種別の一種。 

立体視ディスク stereograph disc 立体視用のディスク形態の資料。キャリア種別の一種。 

リーフ leaf 片面印刷されている紙葉。 

リモート・アクセス remote access 電子資料の利用形態の一つ。資料は利用者の手元になく大規

模記憶装置やハードディスクに格納されている。 

略タイトル abbreviated title 索引または識別を目的として省略された形のタイトル。 

略歴 biographical information 個人の生涯、履歴に関する情報。 
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利用制限（個別資料） restriction on use of item 個別資料における、複写、出版、展示のような、資料の利用に

関する制限についての情報。 

利用制限（体現形） restriction on use of 
manifestation 

体現形における、複写、出版、展示のような、資料の利用に関

する制限についての情報。 

リール reel 映画フィルム、ビデオテープ、マイクロフィルム、オーディオテー

プなど、帯状の記録体を保持するための巻き枠。 

レイアウト layout 記述対象中のテキスト、画像、触知表記等の配置。 

零本  欠巻・欠冊が多くて、残存部分が少ない資料。端本。 

レーベル名  発行者や製作会社の製品のすべてまたはその一部に付けられ

る、ブランド名または商標名。 

連絡先情報 contact information 資料が入手可能な機関等に関する情報。刊行物については、

資料の出版者・頒布者の名称、住所・アドレス等を含む。文書、

コレクションについては、資料を管理する機関の名称、住所・ア

ドレス等を含む。 

ローカル・アクセス  電子資料の利用形態の一つ。利用者自身がディスク等のキャリ

アを、コンピュータの周辺装置に挿入することによって利用可能

となる場合をいう。 

録音資料 sound recording 機械的または電子的手段でその音声が再生されるように、符号

化した音声を記録した資料。映像を伴うものは含めない。 

録音の手段 recording medium 録音の固定に用いた手段の種類。光学、磁気の別などがある。 

録音の特性 sound characteristic 録音に関する技術的仕様。録音の方式、録音の手段、再生速

度、音溝の特性、フィルムのトラック構成、テープのトラック構成、

再生チャンネルおよび特定の再生仕様など。 

録音の方式 type of recording 音声を符号化する方式。アナログ、デジタルの別などがある。 

ローマ字読み形  読み形のうち、主としてローマ字で表記する形。ローマ字だけで

なく、数字、記号およびラテン文字等の各種文字種を含むことも

ある。 
ロール roll 紙、フィルム、テープなどを巻いた形状の資料。 

和古書  日本人の編著書で、日本文で書かれ、日本で主として江戸時代

まで(1868 年より前)に書写・刊行された資料。 

和資料  日本語、中国語、韓国・朝鮮語等、漢字圏の言語（文字）が用い

られている資料。 

話声 spoken word 朗読、話芸、ラジオドラマ、演説、インタビューなどの録音など、

聴覚認識する言語表現に適用する表現種別。コンピュータ発話

を含む。 

ISBN  International Standard Book Number（国際標準図書番

号）。図書に対して与えられる、国際的な識別子。国際 ISBN
機関と各国の ISBN 機関が付与する。接頭記号、国別記号、出

版者記号、書名記号、チェック数字の計 13 桁の数字から成る。

2006 年以前は 10 桁の数字から成っていた。 

ISSN  International Standard Serial Number（国際標準逐次刊行

物番号）。逐次刊行物等に対して与えられる国際的な識別子。
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これを付与した逐次刊行物等のデータは、ISSN 国際センター

が維持・管理しているデータベース ISSN レジスターに登録し

管理する。8 桁の番号で、7 桁の数字と 1 桁のチェック数字から

成る。 

URL Uniform Resource Locator 記述対象であるインターネット上の資料の所在を特定するアドレ

ス。 

 


	cover_d
	ncr2018_d_201812

