
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

501.1 工業数学 分類項目名 「［応用数学］」を削除

501.22 計測工学：… 分類小項目名 「センサ技術」を「センサー技術」に変更

501.54 材料の加工性試験法 関連項目名 「熔接性」を「溶接性」に変更

507.2 産業財産権 分類項目名 「工業所有権」を変更

507.26 商標 参照 「→：674.35」を新設

509.29 工業地理．工業立地 注参照 「＊各国の工業地理→509.21／.27」を新設

509.61 生産計画 関連項目名 「，ジャストインタイム生産システム…」を追加。「フェイヨリズム，」を削除

〈510／
580〉

各種の技術・工学 固有補助表
「テーブルにより共通的に区分することができる」を「次のように細分すること
ができる」に変更。例に「537.09253アメリカの自動車産業史・事情」を追加

［510.902
→510.92］

削除

513.8 建設機械．土木機械 関連項目名 「ブルドーザ」を「ブルドーザー」に変更

［514.0902
→
514.092］

削除

514.091 道路政策・行政・法令 分類項目 新設

514.13 路線の設定：… 分類小項目名 「交叉点」を「交差点」に変更

515.45 鋼橋：… 分類小項目名 「熔接橋」を「溶接橋」に変更

516 鉄道工学 注記，注参照
「＊ここには，設計・施工など…」を新設。▲「鉄道車輌」を「鉄道車両」に変
更。「電気鉄道→546；」を削除

516.13
線路選定・踏査．曲
線．…

分類項目名 「車輌」を「車両」に変更

516.231 電車線：… 分類項目 新設

516.25
線路付帯施設．防護
設備

関連項目名 「交叉」を「交差」に，「防雪・防波工」を「防風・防雪・防波工」に変更

516.3 分岐器：…
分類小項目名，
参照

「轍叉」を「轍差」に変更。「，閉塞装置」を追加。▲「→：546.82」を削除

516.5
鉄道駅．駅舎付帯施
設

分類項目名 「鉄道停車場」を「鉄道駅」に変更。「．駅舎付帯施設」を追加

516.52 旅客駅 分類項目名 「旅客停車場」を変更

516.53 貨物駅 分類項目名 「貨物停車場」を変更

516.56 信号場 分類項目 二者択一項目「［516.56］　信号場　→546.8」を変更

516.57 配電．変電所 分類項目 新設

516.6 鉄道信号．保安装置 分類項目 二者択一項目「［516.6］　鉄道信号．保安装置　→546.8」を変更

516.61
信号方式．信号機．信
号回路

分類項目 新設

516.64 踏切警報装置 分類項目 新設

516.65 車両制御装置：… 分類項目 新設

516.66
鉄道通信［鉄道電
話］．鉄道無線

分類項目 新設

516.7 高速鉄道
関連項目名，注
参照

「新幹線，…」を新設。▲「＊リニアモーターカー→516.86」を新設

516.79 新交通システム：… 分類項目 新設

517 河海工学．河川工学 注記 「＊水資源〈一般〉は，ここに収める」を新設

518.24
下水・汚泥の処理・処
理場

分類項目名 「・処理場」を追加

518.52 ごみ．ごみ処理 注記，注参照 「＊ごみ問題…」を新設。▲「＊産業廃棄物→519.7」を新設

518.85 緑地計画：… 参照 「629；」を追加

519 環境工学．公害
分類項目名，英
文項目名，注
記，注参照

「公害．環境工学」を変更。▲「Pollution. Environmental engineering」を
「Environmental engineering. Pollution」に変更。▲「＊環境問題…」を新設。
▲「＊地球温暖化→：451.85」を新設

NDC10版改訂箇所一覧（5類）

5類　1／10 JLA分類委員会



519.1
環境政策．環境行政・
法令

分類項目名 「環境政策．」を追加。「公害・環境行政．法令」を「環境行政・法令」に変更

519.12 環境法
分類項目名，注
記

「公害・環境法」を変更。「．公害訴訟」を削除。▲「＊公害法，公害訴訟は，
…」を新設

519.13
環境と企業．環境と社
会

分類項目名，注
記

「公害と企業」を「環境と企業」に，「公害と社会」を「環境と社会」に変更。▲
「＊排出権取引は，…」を新設

519.15
環境アセスメント．公
害測定

分類項目名 「公害測定．環境アセスメント」を変更

519.19
環境ビジネス．環境装
置・機器

分類項目名
「公害防止産業」を「環境ビジネス」に，「公害防止機器」を「環境装置・機器」
に変更

519.2
環境問題史・事情．公
害史・事情

分類項目名，注
記

「環境問題史・事情．」を追加。▲「＊ここには，具体的に生じた…」を新設

519.3 大気汚染：… 分類小項目名 「，アスベスト」を追加

519.7 産業廃棄物 注記，注参照
「＊産業廃棄物の…」を新設。▲「家庭廃棄物」を「一般廃棄物（家庭廃棄
物）」に変更

519.79 化学物質汚染：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

「食品公害．薬害．農薬公害」を「化学物質汚染：農薬，内分泌攪乱化学物
質［環境ホルモン］」に変更。▲「＊食品公害…」を新設

［520.902
→520.92］

削除

〈521／
523〉

様式別の建築 固有補助表
「次のように細区分することができる」を「…細分することができる」に変更。
「例：白鳳時代の建築図集521.34087」を「例：521.34087白鳳時代の…」に変
更

521 日本の建築 英文項目名 「Nippon」を「Japanese」に変更

5215 近世：… 分類小項目名 「1868」を「1867」に変更

521.86 民家．町家 参照 「383.9；」を追加

〈523.02
／.07〉

各時代 分類記号 「／.06」を「／.07」に訂正

524.21
木材．竹材．プラス
チック

分類項目名 「プラスチックス」を「プラスチック」に変更

524.44 窓．出口回り 分類項目名 「出口廻り」を「出口回り」に変更

524.85 屋根：… 分類小項目名 「廂」を「庇」に変更

524.88 その他の内部雑作：… 参照 「→：528.2」を新設

524.89 その他の外部雑作：…
分類項目名，分
類小項目名

「出入口」を「その他の外部雑作」に変更。▲「シャッタ」を「シャッター」に変
更。「，垣，塀，車庫」を追加

524.95 防空構造．防弾構造 注記 「，核シェルター」を追加

525 建築計画・施工 注参照 「＊各種建築の計画・設計・施工→526／527」を新設

525.1 建築計画・設計 注参照 「＊各種建築の計画・設計→526／527」を削除

526 各種の建築 注記 「例：.06博物館；.07新聞社；…」を「…博物館，…新聞社，…」に変更

528.2
空気調和．暖房．冷
房．…

参照 「524.88；」を追加

528.5 機械・運搬設備：… 分類小分類
「エレベータ」を「エレベーター」に，「エスカレータ」を「エスカレーター」に変
更

529 建築意匠・装飾 注記，参照
「室内意匠・装飾」に「［インテリア］」を付記。「，屋外意匠・装飾［エクステリ
ア］」を追加。▲「597；」を追加

［530.902
→530.92］

削除

531.3
機械の要素．機構学．
機械力学

注参照 「＊機械振動学→531.18」を新設

531.41 くさび．くさび継手 分類小項目名 「コッタ」を「コッタ―」に変更

532 機械工作．工作機械 注記 「熔接」を「溶接」に変更

532.6 切削工具：… 分類小項目名 「リーマ」を「リーマー」に変更

532.7
手仕上．製缶．組立作
業

分類項目名 「製罐」を「製缶」に変更

532.8
測定工具．ゲージ．マ
イクロメーター

分類項目名 「マイクロメータ」を「マイクロメーター」に変更
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533.33 ボイラー［蒸気缶］ 分類項目名 「ボイラ」を「ボイラー」に変更

533.4 内燃機関 参照 「；614.82」を削除

533.8
冷凍工学．低温技術．
…

注参照
注参照の順序を「＊製氷→…；食品の冷凍・冷蔵→…」から「＊食品の冷
凍・冷蔵→…；製氷→…」に変更

534.93
気体の減圧・排気．真
空ポンプ．…

参照 「→：423.88」を新設

534.96
圧縮空気工具．空気
ハンマー

分類項目名 「空気ハンマ」を「空気ハンマー」に変更

535.2 時計．クロノメーター 分類項目名 「クロノメータ」を「クロノメータ―」に変更

535.5 計算機械．統計機械 注参照 「電子計算機」を「コンピュータ［電子計算機］」に変更

535.8 光学機器 参照 「；742.6」を削除

535.85
カメラ［写真機］．プロ
ジェクター［映写機］

分類項目名
「写真機」を「カメラ［写真機］」に，「映写機」を「プロジェクター［映写機］」に
変更

536
運輸工学．車両．運搬
機械

分類項目名 「車輌」を「車両」に変更

536.09 車両工業：… 分類項目名 「車輌工業」を変更

536.1
機関車工学．蒸気機
関車

注参照 「＊電気機関車→546.4」を削除

536.3
電気機関車．その他
の機関車

分類項目名，注
記

「特殊機関車：原子力機関車，」を「電気機関車．」に変更。▲「＊ハイブリッ
ド気動車は，…」を新設

536.4
客貨車．車両付属装
置．…

分類項目名 「車輌付属装置」を「車両付属装置」に変更

536.41 客車 分類項目 新設

536.42 貨車 分類項目 新設

536.47 車両の修理・保守 分類項目名 「車輌」を「車両」に変更

536.5 電車 分類項目 新設

536.6 運転：… 分類項目 新設

536.73 リフト．エレベーター 分類項目名 「エレベータ」を「エレベーター」に変更

536.74 エスカレーター 分類項目名 「エスカレータ」を変更

536.75 コンベヤー．気送管 分類項目名 「コンベヤ」を「コンベヤー」に変更

536.8 軽車両 分類項目名 「軽車輌」を変更

536.85 畜力車：… 分類小項目名 「そり」を「橇」に変更

536.86 自転車 注記，注参照
「＊電動アシスト自転車は，…」を新設。▲「＊原動機付自転車→537.98」を
新設

536.9 ホバークラフト 分類項目名 「ホーバークラフト」を変更

537.25 電気自動車 注記 「＊燃料電池車，…」を新設

537.7
自動車の整備・修理・
保守

注記 「＊自動車検査登録制度［車検］は，ここに収める」を新設

537.8079 自動車運転免許試験 分類項目名 「自動車操縦者試験」を変更

537.93 バス［乗合自動車］
分類項目名，注
参照

「乗合自動車［バス］」を変更。▲「＊ガイドウェイバス→516.79」を新設

537.94 トラック［貨物自動車］ 分類項目名 「貨物自動車［トラック］」を変更

537.95 トラクター．トレーラー 分類項目名 「トラクタ」を「トラクター」に，「トレーラ」を「トレーラー」に変更

537.96 レーシングカー 参照 「→：788.7」を新設

537.98 オートバイ．スクーター 分類項目名 「スクータ」を「スクーター」に変更

537.99 その他の自動車 注記，注参照 「＊特殊用途自動車は，…」を新設。▲「＊福祉車両→…」を新設

538 航空工学．宇宙工学
分類項目名，英
文項目名，注参
照

「航空宇宙工学」を変更。▲「Aerospace engineering」を「Aeronautical 
engineering. Space engineering」に変更。▲「航空輸送」を「航空運輸」に変
更

538.3
航空発動機．プロペ
ラ．…

分類項目名 「．ロケット推進」を追加

〈538.5
／.7〉

各種の航空機
分類記号，分類
項目名

「538.6／」を「538.5／」に変更し，538.5の下から538.4の下に移動。▲「飛行
機」を「航空機」に変更
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538.5 軽航空機：…
分類項目名，分
類小項目名

「気球．飛行船」を「軽航空機：気球，飛行船」に変更

538.6 重航空機 分類項目名 「飛行機」を変更

538.62 滑空機：…
分類項目名，分
類小項目名，注
参照

「グライダ［滑空機］」を「滑空機：グライダー」に変更。▲「，ハングライダー，
モーターグライダー」を追加。▲「グライダ競技」を「グライダー競技」に変更

538.63 プロペラ機 分類項目名 「［固定翼の飛行機］」を削除

538.64 回転翼航空機：…
分類項目名，分
類小項目名

「オートジャイロ．ヘリコプタ［回転翼の飛行機］」を「回転翼航空機：ヘリコプ
ター，オートジャイロ」に変更

538.65 水上機．飛行艇 分類項目名 「水上飛行機」を「水上機」に変更

538.68 ジェット機．ロケット機
分類項目名，注
参照

「ロケット」を「ロケット機」に変更。▲「宇宙ロケット→538.94；」を追加

538.7 軍用機 注記 「＊軍事用に用いられる航空機は，…」を新設

538.8 航空術．運航技術 注記 「＊個別機種の航空術…」を新設

538.9 宇宙工学：…
分類項目名，分
類小項目名

「宇宙飛行．宇宙開発．人工衛星」を「宇宙工学：宇宙飛行，宇宙開発，人
工衛星」に変更

538.94
科学衛星．通信衛星．
…

分類項目名 「．月ロケット」を削除

539 原子力工学 注記 「…平和的利用，即ち」を「…平和的利用，すなわち」に変更

539.68
放射線障害と防御．放
射線の損傷

分類項目名 「防禦」を「防御」に変更

539.99 原子力災害 注参照，参照
「原発災害」を「原子力発電所の事故・災害」に変更。▲「→：369.36；543.5」
を新設

540.79
電気技術者検定［電
検］．…

分類項目名 「．電気主任技術者試験［電験］」を追加

［540.902
→540.92］

削除

［542.1］ 分類項目名 「［542.1　共通事項］」を変更

542.13 電動機［モーター］ 分類項目名 「モータ」を「モーター」に変更

542.9
特殊機器．コンデン
サー

分類項目名 「コンデンサ」を「コンデンサー」に変更

〈543.3
／.8〉

各種の発電 分類記号 「／.7」を「／.8」に訂正

543.5 原子力発電
注記，注参照，
参照

「，原子力発電所の事故・災害」を追加。▲「＊原子力災害→539.99」を新
設。▲「369.36；」を追加

544.079 電気工事士試験 分類項目 新設

545.2 電灯．電球 関連項目名
「LED照明［発光ダイオード照明］，」を追加。「アーク灯，放電灯：」を「放電
灯：アーク灯，」に変更

545.88 家庭用電化製品 関連項目名 「掃除器」を「掃除機」に変更

（546） 電気鉄道
分類項目，注参
照

削除項目に変更。▲「鉄道車輌」を「鉄道車両」に，「鉄道土木」を「鉄道土
木・設備」に変更

（546.1　→
516.1）／
（546.86　
→516.66）

鉄道電化．…／鉄道
通信［鉄道電話］

分類項目 削除項目に変更

547 通信工学．電気通信 注記，参照
注記を全改。「＊ここには，通信技術を収め，経営は694に収める」を「＊ここ
には，工学的な取扱いに関するものを収め，情報ネットワークは…，電気通
信産業は…；観点が明確でないものは…」に変更。▲「007.3；」を追加

547.27 通信障害．電食 分類項目名 「電蝕」を「電食」に変更

547.33
オーディオ機器［音響
再生装置．…］

参照 「→：760.9」を削除

547.333 磁気録音：… 分類小項目名 「テープレコーダ」を「テープレコーダー」に変更

547.336 光学録音：… 分類小項目名 「ディジタル　オーディオ　ディスク」を「デジタルオーディオディスク」に変更

547.36 回路部品：… 分類小項目名
「コンデンサ」を「コンデンサー」に，「印刷回路」を「プリント回路［印刷回路］」
に変更

（547.456） 印刷電信 分類項目 削除項目に変更

（547.458） テレックス 分類項目 削除項目に変更
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547.46 電話 参照 「→：694.6」を新設

547.464 電話機器 注記，注参照
「＊携帯電話の機器は，…」を新設。▲「＊携帯電話サービス→694.6」を新
設

547.48
情報通信．データ通
信．…

分類項目名，注
記，参照

「情報通信．」，「．コンピュータネットワーク」を追加。▲「＊別法：007.9」を新
設。▲「007.35；007.37；007.609；007.6389；」，「；694.5」を追加

547.4833
公衆データ通信網．
広域データ通信網．
…

分類項目名 「．インターネット」を追加

547.4835
ローカルエリアネット
ワーク［LAN］．…

分類項目名 「．イントラネット」を追加

547.62 移動無線：… 分類小項目名 「車輌局」を「車両局」に変更

547.65 方向無線：… 分類小項目名 「レーダ」を「レーダー」に変更

547.84
画像入力．画像送信：
…

分類小項目名 「画像センサ」を「画像センサー」に変更

547.883 磁気録画：… 分類小項目名 「ビデオテープレコーダ」を「ビデオテープレコーダー」に変更

548 情報工学 注記，参照

注記を全改。「＊ここには，工学的な取扱いに関するもののみを収め，情報
科学およびシステムに関するものは007に収める」を「＊ここには，工学的な
取扱いに関するものを収め，情報科学およびシステムに関するものは007の
下に，電気通信産業に関するものは，…；一般論・全体的なものや観点が明
確でないものは…」に変更。「（別法：548.1および548.9の下に収める）」を
「（別法：情報科学およびシステムに関するものは548.1および…）」に変更。
「＊別法：007.8」を追加。▲「007；」，「；694」を追加

［548.1］ 情報学．情報理論
分類項目名，関
連項目名

「情報学．」を追加。▲「情報の意味とその伝達，…」を新設

548.2
コンピュータ［電子計
算機］

分類項目名，分
類小項目名，参
照

「電子計算機」を変更。▲「：ディジタル計算機，アナログ計算機」を削除。▲
「→：007.63；…」を新設

548.21 入力装置：…
分類小項目名，
注記

「：マウス，…」を新設。▲「＊入力・出力が…」，「＊ユーザーインターフェー
ス…」を新設

548.211 文字・画像入力：… 分類項目 新設

548.212 映像入力 分類項目 新設

548.213 音声入力 分類項目 新設

548.22 演算装置：… 分類小項目名
「中央演算装置［CPU］」を「CPU［中央演算装置］」に，「マイクロプロセッサ
［MPU] 」を「MPU［マイクロプロセッサー］」に変更

548.23 記憶装置．記憶媒体 参照 「→：007.65」を新設

548.232 半導体記憶装置：… 分類小項目名 「ICディスク，」を削除。「，メモリカード」を追加

548.237 光学記憶装置：… 分類小項目名 「，DVD」を追加

548.25 出力装置 分類小項目名 「：プリンタ，プロッター」を削除

548.251 文字・画像出力：… 分類項目 新設

548.252 映像出力：… 分類項目 新設

548.253 音声出力：… 分類項目 新設

548.27 端末装置
関連項目名，注
記，参照

「ハンディターミナル，…」を新設。▲「＊特定主題に関する…」を新設。▲
「→：548.295」を新設

548.29
各種のコンピュータ
［電子計算機］

分類項目名，注
記

「電子計算機」を「コンピュータ［電子計算機］」に変更。▲「＊電子計算機を
構成する…」を「＊コンピュータを構成する…」に変更。「＊デジタル家電は，
…」を追加

548.291
スーパーコンピュータ
［スパコン］．汎用大型
電子計算機

分類項目名 「大型電子計算機［スーパー　コンピュータ．汎用大型電子計算機］」を変更

（548.293　
→
548.291）

中型電子計算機 分類項目 削除項目に変更

548.295
パーソナルコンピュー
タ［パソコン］．携帯型
情報通信端末

分類項目名，関
連項目名，注
記，参照

「小型電子計算機」を「パーソナルコンピュータ［パソコン］」に変更。「．携帯
型情報通信端末」を追加。▲「デスクトップパソコン，…」を新設。▲「＊パー
ソナルコンピュータの操作方法…」，「＊携帯電話，多機能携帯電話…」，
「＊携帯電話の構造，…」を新設。▲「→：023；548.27；…」を新設

［548.301
→548.31 ]

分類記号 「→.31」を「→548.31に訂正
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［548.9］
情報学・情報科学各
論

分類項目名，注
記

「情報科学」を変更。▲「＊この別法を採用…」を新設

［548.902
→548.92］

分類記号 不使用項目を新設

［548.93］ 情報と社会：…
分類小項目名，
注記，注参照，
参照

「，情報倫理」を追加。▲「＊社会情報学，…」を新設。▲「＊ウェアラブルコ
ンピュータ→548.2」を新設。▲「→：547；694.5」を新設

［548.935］
情報産業．情報サー
ビス

参照 「→：547.48；694」を新設

［548.9353
］

ソーシャルメディア：… 分類項目 新設

［548.937］ 情報セキュリティ 分類項目 新設

［548.9375
］

不正操作：… 分類項目 新設

［548.957］ 情報記述の標準化 参照 「→：014.3」を新設

［548.958］ 情報検索．機械検索 注記 「，検索エンジン」を追加

［548.96］
データ処理．情報処
理

注記，注参照，
参照

「例：医療関係のデータ処理→498」を「例：498医療関係のデータ処理」に変
更。「；データ通信→547.48」を削除。▲「＊データベース管理システム→
548.9609」を新設。▲「→：013.8；336.57」を新設

［548.9607
9］

情報処理技術者試験 分類項目 新設

［548.9609
］

データ管理：…
分類小項目名，
注記，参照

「：データセキュリティ，データマイニング」を新設。▲「＊データベース作成
用ソフトウェアは，…」，「＊個々の主題に関するデータ管理は，…」を追加。
▲「→：547.48；548.937」を新設

［548.961］
システム分析．システ
ム設計．…

分類項目名 「．システム開発」を追加

［548.963］
コンピュータシステム．
ソフトウェア．…

分類項目名，注
記，注参照，参
照

「．ミドルウェア．アプリケーション」を追加。▲「＊個々の汎用ソフトウェアもこ
こに収める；汎用以外は，各主題の下に収める」を削除。「＊パーソナルコン
ピュータ［パソコン］の操作方法…」を新設。▲「＊オペレーティングシステム
［OS］→007.634」を新設。▲「→：548.2」を新設

［548.9632
］

エキスパートシステム 注参照 「＊人工知能→548.13」を新設

［548.9634
］

オペレーティングシス
テム［OS］

分類項目名，注
記

「［OS］」を付記。▲「＊個々のオペレーティング　システムも…」を「＊個々の
オペレーティングシステムは，…」に変更

［548.9635
］

文字情報処理：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

「漢字処理システム」を「文字情報処理：文字コード，文字セット，漢字処理シ
ステム」に変更。▲「＊日本語フロントエンドプロセッサー…」を新設

［548.9635
5］

書体［フォント］ 分類項目 新設

［548.9636
］

言語情報処理：…
分類項目名，分
類小項目名，参
照

「機械翻訳」を「言語情報処理：機械翻訳」に変更。▲「→：548.1；801」を新
設

［548.9637
］

画像処理：… 分類項目 新設

［548.964］
コンピュータプログラミ
ング

関連項目名 「，スクリプト言語」を追加

［548.9642
］

画像描画：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記，参照

「コンピュータ　グラフィックス」を「画像描画：コンピュータグラフィックス，アニ
メーション」に変更。▲「＊ここには，静止画および動画の作成を収める」，
「＊図形処理ソフトウェアの…」を追加。▲「→：548.9637；727；778.77」を新
設

［548.9645
］

マークアップ言語．
ウェブサービス記述言
語…

分類項目 新設

［548.965］ 各種のソフトウェア 分類項目 新設

［548.9652
］

個人情報管理ソフト
ウェア…

分類項目 新設

［548.9653
］

プレゼンテーション用
ソフトウェア

分類項目 新設

［548.9654
］

表計算用ソフトウェア 分類項目 新設
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［548.9655
］

データ通信用ソフト
ウェア

分類項目 新設

［548.9658
］

ワードプロセッサー
［ワープロ］用ソフトウェ
ア

分類項目 新設

（［548.97］　
→
548.963）

情報システム：… 分類項目 二者択一項目を削除項目に変更

549.6 トランジスター 分類項目名 「トランジスタ」を変更

549.8 固体電子工学：… 注記 「＊パワーエレクトロニクスは，ここに収める」を追加

549.83 熱電変換素子：… 分類小項目名 「サーミスタ」を「サーミスター」に変更

549.84
光電変換素子．撮像
素子：…

分類項目名，分
類小項目名

「光電変換素子：ＣＣＤ」を「光電変換素子．撮像素子：ＣＣＤ，ＣＭＯＳ」に変
更

550.91
造船政策・行政．海事
法令

分類項目名，注
記，参照

「．海事法令」を追加。▲「＊海事代理士は，…」を新設。▲「→：325.5」を新
設

550.92 造船業史・事情
分類項目名，注
記，参照

「船舶法．海事法令．海事代理士」を変更。▲「＊地理区分」を新設。▲「→：
325.5」を削除

550.96 造船労働 分類項目 新設

552.18 船内配置：… 分類小項目名 「船艙」を「船倉」に変更

552.8 船体施工．溶接．塗装 分類項目名 「熔接」を「溶接」に変更

554.3 舶用ボイラー 分類項目名 「舶用ボイラ」を変更

555.9 サルベージ：… 分類小項目名 「坐礁船」を「座礁船」に変更

556.4／.68
旅客船／冷蔵・冷凍
運搬船．…

分類項目名 字下げ

556.7 特殊船 注参照 「；病院船→…」を追加

556.79 小型舟艇：… 分類小項目名 「モータボート」を「モーターボート」に変更

556.93 航空母艦［空母］ 分類項目名 「［空母］」を付記

556.99
特殊艦艇．ミサイル艦
艇．…

分類項目名 「．イージス艦艇」を追加

557.37 航法支援システム：…
分類項目名，分
類小項目名

「電波航法」を「航法支援システム」に変更。▲「レーダ」を「レーダー」に変
更。「ロラン，デッカ」を削除。「GPS」を追加

557.84
海難救助．海難誌．難
破．…

分類項目名 「坐礁」を「座礁」に変更

559.4 機甲兵器：…
分類小項目名，
注参照

「装甲車輌」を「装甲車両」に変更。▲「＊軍用車両〈一般〉→537.99」を新設

［560.902
→560.92］

削除

560.929 鉱業地理 注記，注参照
「＊各国の鉱業地理は，.92の下に収める」を「＊各国の鉱業地理→560.921
／.927」に変更

561.67
立坑運搬．エレベー
ター

分類項目名 「エレベータ」を「エレベーター」に変更

561.82 手選鉱［手選］ 分類項目名 「手選」を変更

563.7 金属腐食 分類項目名 「金属腐蝕」を変更

564.13 溶鉱炉［高炉］ 分類項目名 「熔鉱炉」を「溶鉱炉」に変更

565.23
溶鉱炉・反射炉その
他の製錬

分類項目名 「熔鉱炉」を「溶鉱炉」に変更

565.3 低温溶融金属 分類項目名 「熔融」を「溶融」に変更

565.4 高温溶融金属 分類項目名 「熔融」を「溶融」に変更

565.6 その他の非鉄金属 分類項目名 「その他」を変更

566.14
溶解．キュポラ作業．
鋳込

分類項目名 「熔解」を「溶解」に変更

566.6 溶接：…
分類項目名，注
記

「熔接」を「溶接」に変更。▲「熔接は，…」を「溶接は，…」に変更。「例：船体
熔接552.5」を「例：552.8船体溶接」に変更・訂正

566.61
／.66

溶接材料．…／ガス
溶接

分類項目名 「熔接」を「溶接」に変更
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566.69 溶接工場・機器 分類項目名 「熔接」を「溶接」に変更

566.7 表面処理．防食 分類項目名 「防蝕」を「防食」に変更

566.76 防食技術 分類項目名 「防蝕」を「防食」に変更

［567.0902
→
567.092］

削除

567.48 充填法 分類項目名 「充塡法」を変更

568.7 製油：… 分類小項目名 「蒸溜法」を「蒸留法」に，「洗滌法」を「洗浄法」に変更

569.4
長石．雲母．石綿．滑
石．…

分類項目名 「蠟石」を「蝋石」に変更

569.6
重晶石．石膏．明ばん
石

分類項目名 「明礬石」を「明ばん石」に変更

570.9 経済．経営 分類項目名 「政策．行政．法令」を削除。「経営」を追加

570.91 政策．行政．法令 分類項目 新設

570.92 化学工業史・事情 分類項目 新設

571.6
蒸発．晶析．蒸留．乾
燥．…

分類項目名 「蒸溜」を「蒸留」に変更

571.9 工業用水・廃水 注記 「＊特定の業種における…」を新設

572.11 一次電池：… 分類小項目名 「，マンガン電池，アルカリ電池，水銀電池」を追加

572.12
二次電池［蓄電池］：
…

分類項目名，分
類小項目名

「［蓄電池］」を付記。▲「アルカリ電池，鉛電池，蓄電池」を削除。「鉛蓄電
池，アルカリ蓄電池，…」を追加

572.13 燃料電池 分類項目 新設

572.23 溶融塩電解工業 分類項目名 「熔融」を「溶融」に変更

572.48 カーバイド工業 分類項目名 「カーバイト」を「カーバイド」に変更

573.54
溶融．成型．徐冷．仕
上

分類項目名 「熔融」を「溶融」に変更

574.64 石灰窒素工業 注参照 「カーバイト工業」を「カーバイド工業」に変更

575.2 木材乾留：… 分類項目名 「乾溜」を「乾留」に変更

575.3
石炭乾留．石炭化学
工業

分類項目名 「乾溜」を「乾留」に変更

575.37 低温乾留：… 分類項目名 「乾溜」を「乾留」に変更

575.52 製油法：… 分類小項目名 「蒸溜法」を「蒸留法」に変更

576.14 採取法：… 分類小項目名 「熔出法」を「溶出法」に変更

576.167 マーガリン 分類項目名 「［代用バター．人造バター］」を削除

576.178 植物蝋 分類項目名 「植物蠟」を変更

576.188 動物蝋 分類項目名 「動物蠟」を変更

576.4 蝋燭 分類項目名 「蠟燭」を変更

576.53 石鹸 分類項目名 「石鹼」を変更

576.8 塗料．塗装 注記 「例：船体塗装552.8」を「例：552.8船体塗装」に変更

576.98 インク
分類項目名，注
参照

「インキ」を変更。▲「印刷インキ」を「印刷インク」に変更

578.24 工程：… 分類小項目名 「洗滌」を「洗浄」に変更

578.4
合成樹脂［プラスチッ
ク］

分類項目名 「プラスチックス」を「プラスチック」に変更

578.68 無機繊維：…
分類項目名，分
類小項目名

「ガラス繊維．ロックウール」を「無機繊維：グラスファイバー［ガラス繊維］，炭
素繊維，ロックウール」に変更

579.9
生物工業［バイオテク
ノロジー］

注参照 「醱酵」を「発酵」に変更

579.93
遺伝子操作技術の応
用．…

参照 「→：467.25」を新設

581.3
薄板製品．ブリキ製品
［製缶］

分類項目名 「製罐」を「製缶」に変更
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582.33
ワードプロセッサー．タ
イプライター

分類項目名，注
記，注参照

「ワードプロセッサ」を「ワードプロセッサー」に，「タイプライタ」を「タイプライ
ター」に変更。▲「＊別法：ワープロ用ソフトウェア007.638」を「＊ワープロ用
ソフトウェア→007.6388」に変更

582.5 家庭機器：… 分類小項目名 「掃除器」を「掃除機」に変更

582.7 楽器．蓄音機 分類項目名 「蓄音器」を「蓄音機」に変更

584.7 皮革製品
分類小項目名，
注記

「：ベルト，パッキン，かばん，靴，手袋，袋物」を削除。▲「＊皮革製品…」，
「＊個々の皮革素材…」を新設

585.4
漂白．叩解．サイズ．
填充．…

分類項目名 「塡充」を「填充」に変更

［586.0902
→
586.092」

削除

586.1
繊維物理．化学．分
析．…

注参照 「＊炭素繊維→578.68」を新設

588.34
キャンデー．チョコ
レート

注参照 「＊飴󠄀菓子（和菓子）→588.38」を新設

588.35 洋菓子．洋生菓子：…
分類項目名，分
類小項目名

「洋菓子．」を追加。「ケーキ．パイ．洋生菓子」を「洋生菓子：ケーキ，パイ」
に変更

588.37 干菓子．米菓 分類項目名 「．米菓」を追加

588.38 飴󠄀類．糖菓 注参照 「＊キャンデー（洋菓子）→588.34」を新設

588.39 その他の菓子：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

「雑菓子」を「その他の菓子：スナック菓子，…」に変更。▲「＊駄菓子〈一般〉
は，ここに収める」，「＊和菓子，洋菓子に区分できない菓子は，ここに収め
る」を新設

588.5 発酵工業．酒類 分類項目名 「醱酵」を「発酵」に変更

588.51
醸造学．発酵．工業微
生物学

分類項目名 「醱酵」を「発酵」に変更

〈588.52
／.55〉

各種の醸造酒
分類記号，分類
項目名

「／.58」を「／.55」に変更。▲「各種の酒類」を「各種の醸造酒」に変更

588.52 清酒．濁酒
分類項目名，注
記

「清酒［日本酒］」から「［日本酒］」を削除。「．濁酒」を追加。▲「＊日本酒
は，ここに収める」を新設

588.53 黄酒：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

「老酒」を「黄酒：老酒，紹興酒」に変更。▲「＊中国酒〈一般〉は，ここに収め
る」を新設

588.54 ビール［麦酒］
分類項目名，注
記

「［麦酒］」を付記。▲「＊ビール風味の…」を新設

588.55 果実酒：…
分類小項目名，
注参照

「ぶどう酒」を「ワイン」に変更。▲「＊梅酒→…」を新設

588.57 蒸留酒：… 分類項目名 「蒸溜酒」を「蒸留酒」に変更

588.58 混成酒：…
分類小項目名，
注参照

「紅酒，洋酒」を削除。「リキュール」を追加。▲「＊屠蘇，薬酒→：…」を追加

588.6 調味料：… 分類小項目名 「味噌」を「味噌󠄀」に変更

588.97
インスタント食品．レト
ルト食品

分類項目名 「．レトルト食品」を追加

589.2 被服．身の回り品 分類項目名 「身廻品」を「身の回り品」に変更

589.212 アジアの衣服 分類項目 新設

589.217 特定用途の衣服：… 分類小項目名 「スポーツウエア」を「スポーツウェア」に変更

589.22 身の回り品．雑貨：… 分類項目名 「身廻品」を「身の回り品」に変更

589.27 かばん［バッグ］ 分類項目名 「ハンドバッグ．袋物」を変更

589.7 文房具．運動具．玩具 参照 「→：507.9」を削除

589.77 玩具 参照 「507.9；」，「；798.5」を追加

593.2 アジアの衣服・裁縫 分類項目名 「中国服．朝鮮服」を変更

593.3 洋服．洋裁 注記 「＊衣服のリフォーム〈一般〉は，ここに収める」を新設

594.8 造花．アートフラワー 分類項目名 「ドライフラワー」を「アートフラワー」に変更

594.85
押し花．ドライフラ
ワー．…

分類項目 新設
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595.6 痩身法．ダイエット
分類項目名，参
照

「．ダイエット」を追加。▲「→：498.583；781.4」を新設

596 食品．料理 注記 「＊様式と材料の両方にまたがる場合は，様式を優先して分類する」を新設

596.3
材料別による料理法：
…

注記 「＊米飯および炊飯は，ここに収める」を新設

596.38 麺類 分類項目名 「麵類」を変更

596.4 目的による料理：…
分類項目名，分
類小項目名，参
照

「季節・場所による料理」を「目的による料理」に変更。▲「家庭料理，」を削
除。「正月料理，」を追加。▲「→：791.8」を新設

596.5 共同炊事．集団給食 分類項目名 「炊飯．」を削除

596.8
食事作法：配膳［テー
ブルセッティング］

参照 「→：791.8」を削除

597 住居．家具調度 参照 「529；」を追加

598 結婚医学：…
分類小項目名，
参照

「：性生活，妊娠，…」を新設。▲「；491.35；495」を追加

598.4 家庭療養．家庭看護 注記 「（別法：9□6に収める）」を追加
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