
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

611 農業経済・行政・経営
分類項目名，英
文項目名，注記

「農業経済」を「農業経済・行政・経営」に変更。▲「Agricultural economics」
を「Agricultural economy and management」に変更。▲「＊一地域の農業経
済に関するものでも，主題が611.1／.99に含まれるものは，612ではなく，ここ
に収める」を「＊一地域の農業経済・行政・経営も，ここに収める」に変更。例
を「611.23埼玉県農業改革史」から「611.2302134埼玉県農地改革史」に変
更。「ただし，近世以前のものは，…612に収める」を「ただし，近世以前の農
業経済・行政・経営は，…612の下に収める」に変更

611.3 食糧問題．食糧経済 注記 「＊食料問題〈一般〉はここに収め，…」を追加

611.35
雑穀．雑穀価格．雑穀
の輸出入

参照 「→：616.6」を削除

（611.36）
その他の農産物価格・
輸出入

分類項目 削除項目に変更

611.38 国際食糧問題
分類項目名，注
参照

「．輸出入食糧」を削除。▲「＊輸出入食糧→611.48」を新設

611.4 農産物．農産物市場
分類項目名，注
記，注参照

「農産物．」を追加。▲「＊農産物〈一般〉は，ここに収める」を削除。「＊個々
の農産物は，各々の下に収める」を新設。▲「＊園芸→621.4」を「＊園芸生
産物市場→621.4」に，「畜産物→641.4」を「畜産物市場→641.4」に変更。
「；米市場→611.33；雑穀市場→611.35」，「；麦市場→611.34；林産物市場
→651.4」を追加

611.48 農産物貿易・関税 注記 「＊食糧貿易〈一般〉は，ここに収める」を新設

611.6 農業協同組合 分類項目名 「．農業団体」を削除

614.82
農業用動力．農業用
動力機械

参照 「→：533.4」を削除

614.824 電力：… 分類小項目名 「農業用モータ」を「農業用モーター」に変更

614.84 農具：… 注参照，参照 「＊民具としての農具→383.93」を削除。▲「→：383.93」を新設

614.85 農業用機械：… 分類小項目名 「，その他の農業用機械」を削除

614.89
農業用運搬車．農業
用飛行機．…

分類項目名 「農業用トラクタ」を「農業用トラクター」に変更

615.889 その他の気象災害：…
分類項目名，分
類小項目名

「その他の農業災害」を変更。▲「，高温害」を追加

615.89 その他の農業災害：…
分類項目名，分
類小項目名

「煙害．鉱毒害」を「その他の農業災害：煙害，鉱毒害」に変更

616.6 雑穀 参照 「→：611.35」を削除

[619.1] 分類項目名 「［619.1　共通事項]」を変更

619.16 発酵微生物：… 分類項目名 「醱酵」を「発酵」に変更

619.18 農産製造機械：… 分類小項目名 「製麵機」を「製麺機」に変更

619.39
麺類．製麺．捏製品：
…

分類項目名 「麵類」を「麺類」に，「製麵」を「製麺」に変更

619.6 大豆・豆類製品：… 分類小項目名 「油皮」を「湯葉」に変更

621 園芸経済・行政・経営 注記
「＊ここには園芸作物〈一般〉を収め，個々のものは625／627に収める」，「＊
一地域の園芸経済・行政・経営も，…」を新設

621.4
園芸生産物市場およ
び価格

注記
「＊ここには果実，蔬菜，花卉〈一般〉に関するものを収める；ただし，個々の
産物は，625／627に収める」を削除

［625.1］ 分類項目名 「［625.1　共通事項］」を変更

625.6 液果類［漿果類］ 分類項目名 「漿果類」を変更

［626.1］ 分類項目名 「［626.1　共通事項］」を変更

626.56
レタス．しゅんぎく．ふ
き

分類項目名 「ちしゃ」を「レタス」に変更

626.6 花菜類：… 分類小項目名 「はなやさい」を「カリフラワー」に変更。「，ブロッコリー」を追加

626.9 家庭菜園 注記 「＊ここには，家庭菜園〈一般〉を収める」を新設

［627.1］ 分類項目名 「［627.1　共通事項］」を変更

627.85 観葉植物 注記，注参照
「＊観賞用水草の栽培なども，ここに収める」を削除。▲「＊観賞用水草→
666.8」を新設

627.9 花卉の利用 注記 「花篭」を「花籠」に変更
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629.23
西洋式庭園．その他
の様式の庭園

分類項目名 「．その他の様式の庭園」を追加

629.67
建物．園亭．庭門．
アーチ．…

分類項目名 「パーコラ」を「パーゴラ」に変更

631 蚕糸経済・行政・経営 注記 「＊一地域の蚕糸経済・行政・経営も，…」を新設

631.6 蚕糸業組合 注記 「＊地理区分」を新設

633.8 蚕桑化学 分類項目名 「栽桑化学」を変更

［635.1］ 分類記号 分類表の構造を示す不使用項目を新設

641 畜産経済・行政・経営 注記
「＊一地域の畜産経済・行政・経営も，…」を追加。「＊個々の畜産動物に関
するものも，ここに収める」を「＊個々の畜産動物は，645／646に収める」に
変更

641.6 畜産業組合 注記 「＊地理区分」を新設

643.3 家畜の栄養．給餌󠄀法 分類項目名 「給餌法」を「給餌󠄀法」に変更

645
家畜．畜産動物．愛玩
動物

分類項目名，英
文項目名，注
記，注参照

「家畜・畜産動物各論」を「家畜．畜産動物」に変更。「．愛玩動物」を追加。
▲「. Pets」を追加。▲「＊家畜・畜産動物〈一般〉の各論は，641／644に収め
る」を新設。▲「獣医学〈一般〉→649；」を追加

645.23 馬の飼料．給餌󠄀法 分類項目名 「給餌法」を「給餌󠄀法」に変更

645.26 馬の病気と手当 参照 「→：649」を削除

645.3 牛：… 分類小項目名 「，犢牛，和牛」を削除

645.33 牛の飼料．給餌󠄀法 分類項目名 「給餌法」を「給餌󠄀法」に変更

645.36 牛の病気と手当 参照 「→：649」を削除

645.6 犬 注記
「＊犬の飼い方〈一般〉，あるいは犬，猫，他の愛玩動物を共に扱ったもの
は，ここに収める」を削除

645.63 犬の食餌󠄀・給餌󠄀法 分類項目名 「食餌・給餌法」を「食餌󠄀・給餌󠄀法」に変更

645.7 猫 注記，参照 「＊猫の飼い方〈一般〉は，ここに収める」を削除。▲「→：489.53」を新設

645.73 猫の食餌󠄀・給餌󠄀法 分類項目名 「食餌・給餌法」を「食餌󠄀・給餌󠄀法」に変更

645.8
その他の家畜・畜産動
物：…

分類項目
削除項目「（645.8　毛皮獣　→645.99）」を変更［削除項目を復活し，分類項
目名を変更］

645.9 愛玩動物［ペット］ 注記，注参照
「＊ここには，犬・猫以外の愛玩動物，ペット用品〈一般〉を収める」を「＊ここ
には愛玩動物〈一般〉を収め，…」，「＊ペットビジネス〈一般〉，ペット用品〈一
般〉は，ここに収める」に変更。▲「＊観賞魚→666.9；…」を新設

645.92
愛玩動物の繁殖・育
種

分類項目 新設

645.93
愛玩動物の食餌󠄀・給
餌󠄀法

分類項目 新設

645.96
愛玩動物の病気と手
当

分類項目 新設

（645.99　
→645.8）

その他の有用動物と
その利用：…

分類項目 削除項目に変更

646 家禽 分類項目名 「家禽各論．飼鳥」を「家禽」に変更

646.12 にわとりの育種・繁殖 分類項目名 「にわとりの育種．繁殖」を訂正

646.13
にわとりの飼料．給餌󠄀
法

分類項目名 「給餌法」を「給餌󠄀法」に変更

646.8 小鳥．飼鳥
分類項目名，分
類小項目名，関
連項目名，注記

「小鳥：愛玩用」から「：愛玩用」を削除。「．飼鳥」を追加。▲「，いんこ」を追
加。▲「＊ここには，愛玩用の鳥類を収める；…」を新設

646.82
小鳥・飼鳥の繁殖・育
種

分類項目 新設

646.83
小鳥・飼鳥の食餌󠄀・給
餌󠄀法

分類項目 新設

646.86
小鳥・飼鳥の病気と手
当

分類項目 新設

646.9 みつばち．養蜂．昆虫 注記 「＊別法：647」を削除

（［647］　
→646.9）

みつばち．昆虫 分類項目 二者択一項目を削除項目に変更
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（〈647.1
／.6〉）

養蜂 中間見出し 削除項目に変更

（［647.1］
／
［647.9］）

養蜂の経済・経営／
昆虫の飼育：…

分類項目 二者択一項目を削除項目に変更

648.2 肉と肉製品 注記 「.2／.24に収める」を「.21／.24に収める」に変更

648.28 羊肉：マトン，ラム
分類項目名，分
類小項目名

「羊肉［マトン］．ラム」を変更

649 獣医学
分類項目名，注
記，参照

「．比較医学」を削除。▲「（別法：愛玩動物〈一般〉の病気と手当は，ここに収
める）」を追加。▲「→：645.26；645.36」を削除

649.59
獣医看護学［動物看
護学］

分類項目 新設

649.8
家畜衛生．獣医公衆
衛生

注記 「＊地理区分」を削除

649.81 家畜衛生行政 分類項目 新設

649.812 家畜衛生法令 分類項目 新設

649.814
獣医学関係職員の資
格・任務

分類項目 新設

649.816 家畜病院．動物病院 分類項目 新設

649.85 飼養衛生：… 分類項目 新設

649.86 家畜疫学．家畜防疫 分類項目 新設

649.89 法獣医学 参照 「→：498.9」を新設

651 林業経済・行政・経営
英文項目名，注
記

「Forest economics」を「Forest economy and management」に変更。▲
「651.15と651.2を除き」を追加

651.6 森林組合 注記 「＊地理区分」を新設

653.9 保安林．防災林
分類項目名，関
連項目名

「保安林の造林」を「保安林」に変更。「．防災林」を追加。▲「砂防林，…」を
新設

656.24 森林鉄道［森林軌道］ 分類項目名 「森林軌道」を変更

656.5
森林治水．治山事業．
…

注参照 「＊保安林，防災林→653.9」を新設

656.52 渓流工事［渓間工事］ 分類項目名 「渓間工事」を変更

656.53
積雪工事．雪崩防止
工事

分類項目名 「．雪崩防止工事」を追加

656.55 飛砂防止．防風工事 分類項目名 「砂丘造林」を「防風工事」に変更

656.7
荒廃地・崩壊地の復
旧

分類項目名，分
類小項目名

「荒廃地の復旧：崩潰地」を変更。字下げ

658.5 木材糖化．木材発酵 分類項目名 「醱酵」を「発酵」に変更

658.6 油脂．蝋 分類項目名 「蠟」を「蝋」に変更

658.7 樹脂：… 参照 「；578」を追加

660.6 団体：…
分類項目名，分
類小項目名，注
参照，参照

「水産学会・団体」を「団体：学会，協会，会議」に変更。▲「＊漁業協同組
合，水産協同組合→661.6」を削除。▲「→：661.6」を新設

660.7
研究法．指導法．水産
教育

注参照 「＊水産教育の教科目→375.6」を削除

661 水産経済・行政・経営
英文項目名，注
記

「Fishing economics」を「Fishing economy」に変更。▲注記の順序を「＊個々
の水産物…」，「＊一地域の水産経済…」から「＊一地域の水産経済…」，
「＊個々の水産物…」に変更

661.6
漁業協同組合．水産
業協同組合

注記，参照 「＊個々の水産業関連団体は，ここに収める」を削除。▲「→：660.6」を新設

662.9 水産地理 注参照 「＊各国の水産地理→662.1／.7」を新設

［666.1］ 分類項目名 「［666.1　共通事項］」を変更

666.2 淡水養殖法：… 分類項目名 「淡水養殖法〈一般〉：…」を変更

666.3 海水養殖法 分類項目名 「海水養殖法〈一般〉」を変更

666.79 両生類・爬虫類増殖 分類項目名 「かめ．食用蛙．すっぽん．へび．わに」を変更。字上げ

666.8 藻類増殖 注記 「＊観賞用水草の栽培は，ここに収める」を新設
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666.9 観賞魚：…
分類小項目名，
注記

「錦鯉，」を追加。▲「＊観賞用水生生物は，ここに収める；…」を新設

667.6 調味加工・発酵品：…
分類項目名，分
類小項目名

「醱酵品」を「発酵品」に変更。▲「酒味噌」を「酒味噌󠄀」に変更

670 商業 注記，注参照
「＊流通産業〈一般〉は，ここに収める（別法：675.4）」を新設。▲「＊商品流
通機構→675.4」を新設

671 商業政策・行政 注記 「＊流通政策〈一般〉は，ここに収める（別法：675.4）」を新設

673.3
販売．販売管理．販売
促進．…

分類項目名，注
記

「販売管理．」を追加。「．セールスマン」を削除。▲「＊接客技術…」を新設

673.32 販売契約：… 注記，参照
「＊フランチャイズチェーン［FC］は，ここに収める」を「＊フランチャイズ
チェーン〈一般〉は，ここに収め，各種のフランチャイズチェーンは，関連主題
の下に収める」に変更。▲「→：673.8」を新設

673.34
訪問販売．無店舗販
売．…

注記 「＊連鎖販売取引［マルチ商法］は，ここに収める」を新設

673.35 競売 分類項目 新設

673.36 通信販売：… 分類小項目名 「：インターネット，テレビ」を新設

673.58 個々の卸売店・問屋 分類項目名 「卸売業」を「卸売店」に変更

673.7 小売業：… 注記
「＊商店街〈一般〉は，ここに収める」を「＊商店街〈一般〉はここに収め，特定
地域の商店街に関するものは，672の下に収める」に変更

673.78 個々の小売店 分類項目名 「小売業」を「小売店」に変更

673.8
デパート［百貨店］．
スーパーマーケット．
…

分類項目名，注
参照，参照

「．ショッピングセンター．ショッピングモール」を追加。▲「＊フランチャイズ
チェーン→673.32」を削除。▲「→：673.32」を新設

673.868
個々のスーパーマー
ケット・チェーンストア

分類項目名 「個々のスーパーマーケット．チェーンストア」を訂正

673.87
ショッピングセンター．
ショッピングモール

分類項目 新設

673.878
個々のショッピングセ
ンター・…

分類項目 新設

673.9 サービス産業 注記，注参照
「＊ここにはサービス産業〈一般〉を収め，…」を新設。▲「＊観光事業は689
の下に，音楽，演劇，映画などは760／779の下に，スポーツ関連施設の経
営は780の下に収める」を「＊音楽・演劇・映画産業→760／779；…」に変更

673.93
リース業．人材派遣
業．…

注参照 「＊イベント施設，展示施設→689.7」を新設

673.971 日本料理店：… 注記 「＊料亭は，ここに収める」を新設

673.972 アジア料理店：…
分類項目名，分
類小項目名

「中国料理店．アジア・アラブ料理店」を「アジア料理店：中国料理店，朝鮮
料理店，インド料理店」に変更

673.98 喫茶店．酒場：… 分類項目名 「料亭．」を削除。「，しるこ屋，」を「．しるこ屋．」に訂正

673.99 不動産業：… 注記 「，不動産投資」を追加

674.35 宣伝・広告文：… 分類項目 新設

674.4 広告業［広告代理業］ 分類項目名 「広告代理業」を変更

674.6 広告媒体 関連項目名
「新聞雑誌」を「新聞，雑誌」に，「ラジオ・テレビ」を「ラジオ，テレビ」に変更。
「，インターネット」を追加

675.4
販売経路．商品流通
機構．…

注記
「＊流通産業〈一般〉は670に，…」を新設。「＊小売業を中心とした流通産業
は，673.7／.9に収める」を削除

678 貿易 注記
「＊移出入を含む」を「＊移出入も，ここに収める」に変更。「＊貿易統計は，
…」を追加

678.3
通商条約・協定．関
税．…

注記
注記の順序を「＊特定の関税問題は，…」，「＊保税倉庫は，…」から「＊保
税倉庫は，…」，「＊特定の関税問題は，…」に変更

680 運輸．交通 注参照 「＊流通産業〈一般〉→670」を新設

681.3
交通安全．交通事故：
…

注参照 「自動車賠償責任保険」を「自動車損害賠償責任保険」に訂正

682.9 交通地理．交通地図 注参照 「＊各国の交通地理→682.1／.7」を新設

683 海運
英文項目名，注
記，注参照

「Maritime transport」を「Maritime transportation」に変更。▲「＊水運〈一般〉
は，ここに収める」を新設。▲「＊海難，船舶事故→557.8」を新設

683.1 海運政策・行政・法令 注参照
「＊海事法，船舶安全法→550.92」，「＊造船政策→550.91」を「＊造船政
策，海事法，船舶安全法→550.91」に変更
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683.6 貨物．貨物積載法：…
分類項目名，分
類小項目名

「船荷証券．貨物．貨物積載法：船積書類」を「貨物．貨物積載法：船積書
類，船荷証券」に変更

684 内陸水運．運河交通
分類項目名，英
文項目名

「内水・運河交通」を変更。▲「Inland water ways」を「Inland water 
transportation」に変更

685 陸運．道路運輸
分類項目名，参
照

「自動車運送」を「道路運輸」に変更。▲「514；」を追加

〈685.5
／.6〉

各種の自動車運送事
業

分類項目名 「陸運事業」を「自動車運送事業」に変更

685.78
道路地図［ロードマッ
プ］

注記，注参照 「＊別法：29△038」を新設。▲「＊観光地案内→29△093」を削除

685.8 軽車両：… 分類項目名 「軽車輌」を変更

686 鉄道運輸
分類項目名，英
文項目名，注参
照

「鉄道」を変更。▲「Railways」を「Railroad transportation」に変更。▲「車輌
→536；鉄道工学→516」を「鉄道工学→516；鉄道車両→536」に変更。「；電
気鉄道→546」を削除

686.54 構内営業．駅ビル 分類項目名 「民衆駅．ターミナル」を「駅ビル」に変更。字下げ

686.6 貨物 分類項目名 「貨物輸送」を変更

687 航空運輸 分類項目名 「航空運送」を変更

689.2 観光事業史・事情 注記，注参照
「＊各地の観光地案内は，290の下に収める」を「＊各地の観光地案内→29
△093」に変更

689.8
ホテル．旅館．民宿．
ペンション．…

分類項目名 「．ユースホステル」を追加

692.9 通信地理 注参照 「＊各国の通信地理→692.1／.7」を新設

693.7
国際郵便［外国郵
便］．…

分類項目名 「外国郵便」を「国際郵便［外国郵便］」に変更

694 電気通信事業 注記，参照 「＊ここには，電気通信産業…」を新設。▲「007.35；」，「；548」を追加

694.5
データ伝送．データ通
信事業

分類項目名，注
参照，参照

「．データ通信事業」を追加。▲「＊プロバイダ→007.35」を新設。▲「→：
007.3；547.48」を新設

694.6 電話 注記，参照
「，インターネット電話」を追加。「＊携帯電話，…」，「＊電話に関する…」を
追加。▲「→：547.46；548.295」を新設

694.7 国際電信・電話 分類項目名 「国際電信電話」を変更

699.1
放送政策・行政・法
令．…

注記 「＊別法：有線放送699.71」を新設

699.2 放送史・事情 注記 「＊別法：有線放送699.71／.72」を「＊別法：有線放送699.72」に変更

699.63 教養番組 注記
「＊ここには，たとえば語学，…番組を収める」を「＊ここには，語学，…番組
などを収める」に変更

699.64 報道番組 注記
「＊ここには，たとえばニュース，…番組を収める」を「＊ここには，ニュース，
…番組などを収める」に変更

699.65 スポーツ番組 分類項目名 「スポーツ放送」を変更

699.66 音楽番組 注記 「ディスク・ジョッキー」を「ディスクジョッキー」に変更

699.7 有線放送：… 注記
「＊インターネット放送は，…」，「＊有線放送による…」を新設。「＊有線放
送の各国事情〈一般〉，政策，行政，法令は.2に，放送事業全般のなかでと
らえた有線放送は，.1／.69および.8に収める」を削除

699.79 衛星放送 分類項目 新設

699.8 放送と社会 参照 「→：070.1４」を新設
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