
分類記号 分類項目名 改訂箇所 改訂内容

700 芸術．美術 固有補助表
「例：…日本画名画集；730.87…」を「…日本画名画集，730.87…」に変更。
「－087　美術図集」。「展示図録」を「所蔵・出陳図録」に変更。「；ただし，図
版が…」を追加

702 芸術史．美術史 注記
「世界全般の芸術・美術の各時代史」を「芸術・美術〈一般〉の各時代史」に，
「芸術・美術史上，主要な様式」を「主要な様式」に，「各国の芸術・美術史」
を「各国の芸術史・美術史」に変更

702.15 近世：… 分類小項目名 「1868」を「1867」に変更

702.19 日本各地 注記
「例：.1984土佐の芸術；.1999琉球美術史」を「例：702.1984…，702.1999…」
に変更

702.2／.7
外国の芸術史・美術
史

注記
「個々の主要な様式を扱ったものは，…」を「主要な様式の歴史，研究・評論
は，…」に変更

702.8
芸術家．美術家〈列
伝〉

注記 「葛飾北斎；762.34…」を「葛飾北斎，762.34…」に変更

703.8 美術品目録 注記

「…は，目録として扱う」を「…は，ここに収める」に，「…は，図集として扱う」
を「…は，708.7に収める」に，「特定の美術の目録は，…」を「特定の美術の
美術品目録は，…」に変更。「＊美術品販売カタログも，…」，「＊別法：…」
を追加。注記の順序を「＊特定の美術の…」，「＊図版が，目録の一部…」か
ら「＊図版が，目録の一部…」，「＊特定の美術の…」に変更

［706.99］　
→703.8；
708.7

美術館所蔵目録・図
録，展覧会出陳目録・
図録

分類項目 新設

708.7 美術図集 注記，参照

「分野を特定できない美術」を「分野および地域を特定できない美術」に変
更。例に「702.146087室町時代美術図集，721.087日本画名画集，」を追
加。「723.35マチス画集」を「723.35087…」に変更。「＊別法：…」を追加。▲
「→：069.9」を新設

717 粘土彫刻．塑造 注記 「…塑造を含む」を「…塑造も，ここに収める」に変更。「蠟」を「蝋」に変更

〈721／
723〉

様式別の絵画 注参照 「＊コンピュータ絵画→727」を新設

721 日本画 英文項目名 「Nipponese painting」を「Japanese painting」に変更

721.02 日本絵画史 注記
「＊日本画・洋画双方…」，「＊近代日本画史は，…」を追加。「＊近世まで
の洋画史は，…」を「＊近世までの日本洋画史は，…」に変更

〈721.1
／.9>

様式別 中間見出し 新設

721.9 明治以後の日本画
分類項目名，注
記

「以降」を「以後」に変更

723 洋画 注記，注参照

「＊地理区分　例：…」を新設（9版「723.1／.7　地域別」を削除）。注記の順
序を「＊ここには，洋画の歴史，…」，「＊画家の伝記…により地理区分」から
「＊画家の伝記…により地理区分」，「＊ここには，洋画の歴史，…」に変更。
▲「＊画法→724」を「＊画法→724.3／.6」に変更

723.07 20世紀－：… 分類小項目名 「エコール　ド　パリ」を「エコール・ド・パリ」に変更

724 絵画材料・技法 注参照 「；コンピュータ絵画の芸術的要素…」を追加

724.39 テンペラ画．蝋画 分類項目名 「蠟画」を「蝋画」に変更

724.5 画題別画法 注記 「＊ここには，材料に限定されない…」を新設

724.578
植物画［ボタニカル
アート］

分類項目 新設

725 素描．描画 注記，注参照
「＊スケッチ，クロッキーを含む」を「＊スケッチ，クロッキーも，ここに収める」
に変更。▲注参照の順序を「＊素描集→…；図画教育…→…」から「＊図画
教育…→…；素描集→…」に変更

726 漫画．挿絵．児童画
分類項目名，注
参照

「童画」を「児童画」に変更。▲「＊漫画・絵本の目録→028.09」を新設

726.6 絵本 注記 「＊一般に，低学年および幼児絵本は，ここに収める」を削除

726.8 シルエット［影絵］
分類項目名，注
参照

「［影絵］」を付記。▲「；影絵芝居→777.8」を追加

727
グラフィックデザイン．
図案

注記，参照
「＊グラフィックアート〈一般〉は，…」，「＊コンピュータを用いて…」を追加。
▲「→：007.642」を新設

727.8 装飾文字：… 参照 「→：007.6355」を新設

728.8 書跡集．法帖 注記
「＊多数の書家の書跡集は，ここに収める」を「＊ここには，多数の書家の書
跡集を収める」に変更
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728.9 ペン習字 分類項目名 「ペンマンシップ」を変更

728.91 仮名文字 分類項目名 「カナ」を変更

728.93
英習字［ペンマンシッ
プ］

分類項目名 「［ペンマンシップ］」を付記

734 石版画［リトグラフ］ 分類項目名 「［リトグラフ］」を付記

740.67
写真館．写真材料店.
営業写真

分類項目名 「写真館．」を追加

740.69
写真美術館．展示会．
…

分類項目名 「写真美術館．」を追加

742.5 カメラ［写真機］
分類項目名，注
記

「写真機［カメラ］」を変更。▲「シャッタ，フィルタ」を「シャッター，フィルター」
に変更。「…，付属品などを含む」を「…，付属品は，ここに収める」に変更

742.52 デジタルカメラ 分類項目 新設

743.8 報道写真 参照 「→：070.17」を新設

744 現像．印画 注記 「＊デジタル写真処理は，…」，「＊写真処理ソフトウェアは，…」を新設

744.6 焼付．印画 参照 「→：749.83」を新設

745 複写技術 参照 「→：749.83」を新設

746 特殊写真 注記 「442.7天体写真；674.3商業写真」を「…天体写真，674.3…」に変更

747 写真の応用 注記
「＊別法：ここに収め，…」を「＊別法：ここに集め，…」に変更。「747.32司法
写真；747.49医学写真」を「…司法写真，747.49…」に変更

749 印刷 注参照 「印刷（図書）→022.7；」を追加

749.3
印刷機械・器具．印刷
インク

分類項目名，注
参照，参照

「印刷インキ」を「印刷インク」に変更。▲「インキ→576.98」を「インク→…」に
変更。「；印刷用紙→585.51」を追加。▲「→：022.6」を新設

749.41 活字．活字鋳造 参照 「→：007.6355」を新設

749.7 孔版：…
分類項目名，分
類小項目名

749.8「孔版：…」と入れ替え

749.8 特殊印刷：…
分類項目名，分
類小項目名

749.7「特殊印刷：…」と入れ替え

749.83
ノンインパクトプリン
ティング：…

分類項目 新設

〈751.1
／.3〉

地域別の陶磁工芸 中間見出し 新設

751.7 エナメル工芸．七宝焼 参照 「→：573.7」を新設

753.2 染織史・事情
分類項目名，注
記

「染織史」を変更。▲「＊地理区分」を新設

754.9
紙工芸［ペーパークラ
フト］：…

分類項目名 「［ペーパークラフト］」を付記

755.3
宝石・硬玉・真珠・珊
瑚細工

分類項目名，注
記，参照

「．装身具」を削除。▲「＊工芸品としての装身具は，…」を新設。▲「→：
569.9；383.3」を「383.3；569.9」に訂正

756.2
金工史・事情．金工
［金匠］

分類項目名 「金工史」を「金工史・事情」に変更。「金工」に「［金匠］」を付記

〈756.3
／.7>

各種の金工芸 分類項目名 「金属工芸」を「金工芸」に変更

756.8 骨董品．古器物 注記 「金属工芸以外」を「金工芸以外」に変更

757 デザイン．装飾美術 注記 「デザイン〈一般〉は，ここに収め，」を追加

760 音楽 注記 「＊別法：個々の楽譜は，Ｍの記号をつけて別置する」を削除

760.69 音楽堂．音楽会 分類項目名 「．音楽興行」を削除

760.7
研究法．指導法．音楽
教育

注参照 「音楽教育（幼児）→376.157」を「→376.156」に変更

760.8
叢書．全集．選集．作
品集．…

分類項目名 「名曲解説集」を「名曲・名盤解説集」に変更

760.9 音楽産業
分類項目名，参
照

「レコード音楽．オーディオ機器」を変更。▲「→：547.33」を削除

762 音楽史．各国の音楽 注記

「＊世界全般にわたる上記に限定されない音楽の各時代史…」を「＊音楽
〈一般〉の各時代史…」に，「各国の上記に限定されない音楽史…」を「各国
の音楽史…」に変更。注記の順序を「＊特定の楽器…」，「＊世界全般にわ
たる…」から「＊音楽〈一般〉…」，「＊特定の楽器…」に変更
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763.2 鍵盤楽器：…
分類項目名，分
類小項目名，注
記

「ピアノ」を「鍵盤楽器：ピアノ，ハープシコード［チェンバロ］，クラビコード」に
変更。▲「＊ハープシコード［チェンバロ］，クラビコードは，ここに収める」を
削除

763.3 オルガン：…
分類小項目名，
注記

「ハーモニューム」を「ハーモニウム」に変更。▲「＊電子オルガンは，ここに
収める」を新設

763.3／.39
オルガン：…／アコー
ディオン［手風琴］

分類項目名 字下げ

763.55 ギター 注記 「＊エレキギターは，ここに収める」を新設

763.58 ウクレレ 分類項目名 「．ハワイアン　ギター」を削除

763.72
フルート．ピッコロ．リ
コーダー

分類項目名 「フリュート」を「フルート」に変更。「．リコーダー」を追加

763.9 電気楽器〈一般〉
分類項目名，注
記

「電子音楽．電子楽器」を変更。▲「＊個々の楽器は，763.2／.88に収める」
を新設。「＊ミュージック　コンクレート，コンピュータ　ミュージックは，ここに
収める」を削除

763.93
電子楽器〈一般〉．電
子音楽

分類項目 新設

763.99 自動楽器：…
分類項目名，分
類小項目名，関
連項目名

「機械楽器．電気楽器」を「自動楽器：オルゴール，自動ピアノ」に変更。字
上げ。▲「自動ピアノ，電気オルガン，オルゴール」を削除

764.32
組曲．セレナーデ［小
夜曲］．…

分類項目名 「ディヴェルティメント」を「ディベルティメント」に変更

764.6 吹奏楽
分類項目名，注
記

「［バンド］」を削除。▲「＊ブラスバンドは，ここに収める」を新設

764.7
軽音楽．ダンス音楽．
ジャズ．…

注記 「ウェスタン　ミュージック」を「カントリーアンドウェスタン」に変更

766.2
喜歌劇［コミックオペ
ラ］．…

分類項目名 「喜歌劇．オペラ　コミック」を「喜歌劇［コミックオペラ］」に変更

767 声楽 注参照
注参照の順序を「聖楽→…；歌詞のみ→…」から「歌詞のみ→…；聖楽→
…」に変更

767.5
民謡．国民歌．国歌．
祝祭歌

分類項目名，参
照

「民謡集」を「民謡」に変更。▲「→：388.9；911.66」を新設

768 邦楽 英文項目名 「Nipponese music」を「Japanese music」に変更

768.3 琵琶楽：… 注参照 「＊琵琶→768.13」を新設

768.5
三味線曲．浄瑠璃．義
太夫

注参照 「＊三味線→768.11」を新設

768.6 筝曲．琴歌 注参照 「＊琴→768.12」を新設

768.68 尺八音楽 注参照 「＊尺八→768.15」を新設

772 演劇史．各国の演劇 注記 「＊日本の個々の演劇史は，773／777に収める」を削除

772.8 俳優〈列伝〉 注記 「＊芸能人〈一般〉は，ここに収める」を追加

774.22 近世初頭
分類項目名，関
連項目名

「阿国歌舞伎．若衆歌舞伎」を「近世初頭」に変更。▲「阿国歌舞伎，若衆歌
舞伎」を新設

774.23 元禄期 分類項目名 「元禄」を変更

774.24 享保・宝暦・寛政期 分類項目名 「宝暦」を変更

774.25 化政・幕末期 分類項目名 「化政」を変更

774.26 近代
分類項目名，関
連項目名

「．新歌舞伎」を削除。▲「新歌舞伎」を新設

774.29 地歌舞伎 分類項目 新設

774.4
正本．ト書．書抜．番
付

分類項目名 「卜書」（［ボク］の「卜」）を「ト書」（片仮名の「ト」）に訂正

777.1 日本：人形浄瑠璃
分類項目名，分
類小項目名

「人形浄瑠璃」を変更

（777.19） 地方の人形芝居 分類項目 削除項目に変更

777.8 影絵芝居 分類項目名 「．ギニョル．マリオネット」を削除

778.4
映画制作および演
出．…

分類項目名 「．音楽」を追加

778.7 各種映画：… 注記 「＊ビデオアートは，ここに収める」を新設

778.77
漫画映画．アニメー
ション［動画］

参照 「→：007.642」を新設
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779.14 漫才．漫談 参照 「→：913.7」を新設

779.15 浪曲 参照 「→：913.7」を新設

780 スポーツ．体育 注記，注参照
「＊ここには，体育〈一般〉および社会体育，スポーツ興行を収める」から「，
スポーツ興行」を削除。▲「体操・遊戯（幼児教育）→376.157」を「体操（幼児
教育）→376.157」，「遊戯（幼児教育）→376.156」に変更

780.19
体育医学．スポーツ医
学

注記 「＊スポーツ障害〈一般〉は，ここに収める」を新設

780.9 スポーツ産業：… 分類項目 新設

781.4 徒手体操 参照 「→：595.6」を新設

781.8 マスゲーム 注記 「＊チアリーディングは，ここに収める」を新設

781.95 綱引き．縄跳び 分類項目名 「繩飛び」を「縄跳び」に変更

782.9 空中スポーツ：…
分類小項目名，
参照

「グライダ競技」を「グライダー競技」に，「ハンググライダ」を「ハンググライ
ダー」に，「パラグライダ」を「パラグライダー」に変更。▲「538.5；」を追加

783 球技 注参照 「蹴鞠→384.8；」を追加。「撞球［ビリヤード］」を「ビリヤード」に変更

783.47 サッカー．フットサル 分類項目名 「．フットサル」を追加

783.5 テニス 分類項目名 「庭球［テニス］」を変更

783.58 ラクロス 分類項目名 「ラクロッス」を変更

784.8 橇競技：… 分類小項目名 「ボッブスレー」を「ボブスレー」に変更

784.89 スノーモービル 分類項目名 「スノーモビール」を変更

785.23 水泳競技：… 分類小項目名 「自由型競泳」を「自由形競泳」に変更

785.5
ボート．カヌー．ペーロ
ン．…

分類項目名 「ボート　レース．」を削除

785.6 モーターボート
分類項目名，注
参照

「モータボート」を変更。▲「＊競艇→788.8」を削除

786.5
サイクリング．自転車
競技

注参照 「＊競輪→：788.6」を「→788.6」に変更

786.6
ドライブ．ツーリング．
ゴーカート．…

分類項目名，注
参照，参照

「．自動車競技」を追加。▲「＊オートレース→788.7」を削除。▲「；788.7」を
追加

788.4 動物の闘技・競走：… 参照 「→：788.5」を削除

788.5 競馬
分類項目名，参
照

字下げ。▲「788.4；」を削除

788.6 競輪 参照 「→：786.5」を削除

788.7 オートレース：… 参照 「537.96；」を追加

788.8 ボートレース［競艇］
分類項目名，注
参照

「競艇」を変更。▲「＊漕艇→785.5」を追加

791.8 懐石 参照 「→：596.8」を「→：596.4」に変更

793 花道［華道］
分類項目名，注
記，参照

「［華道］」を付記。▲「＊フラワーデザインは，ここに収める」を追加。▲「→：
627.9」を新設

794 ビリヤード 分類項目名 「撞球」を変更

795.8 オセロ［リバーシ］ 分類項目名 「［リバーシ］」を付記

797 射倖ゲーム 注記 「＊ギャンブル〈一般〉は，ここに収める」を新設

798 その他の室内娯楽
分類項目名，英
文項目名，関連
項目名，注参照

「室内娯楽」を変更。▲「Indoor games」を「Other indoor games」に変更。▲
「，パズル，クイズ」を削除。▲「＊言語遊戯→807.9；数学遊戯→410.79」を
削除（798.3の下に）

798.3 パズル．クイズ 分類項目 新設

798.4
ロールプレイングゲー
ム［RPG］

分類項目 新設

798.5
コンピュータゲーム〈一
般〉：…

分類項目名，分
類小項目名，注
記，参照

「テレビゲーム」を「コンピュータゲーム〈一般〉：テレビゲーム，オンラインゲー
ム」に変更。▲「＊eスポーツ…」，「＊携帯型ゲーム機…」，「＊コンピュータ
ゲーム化…」を新設。▲「→：548.295；589.77」を新設

798.507 ゲーム制作：… 分類項目 新設
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