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#2.10

シリーズ表示

シリーズ表示は、エレメントである。
#2.10.0

通則

#2.10.0.1

記録の範囲

単行資料、逐次刊行物、更新資料に対するシリーズについての表示を記録する。シリー
ズは、記述対象より上位の書誌レベルに位置する体現形である。
アジア経済研究所叢書
（記述対象: 中東アラブ企業の海外進出（「アジア経済研究所叢書」の中の単行
資料 1 巻）
）
The Wiley-Blackwell encyclopedia of literature
（記述対象: The encyclopedia of twentieth-century fiction（
「The WileyBlackwell encyclopedia of literature」の中の単行資料 1 巻）
）
大佛次郎時代小説全集
（記述対象: 大久保彦左衛門（
「大佛次郎時代小説全集」の中の単行資料 1 巻）
）
黒澤明ブルーレイ box
（記述対象: 羅生門（
「黒澤明ブルーレイ box」の中の単行資料 1 巻）
）
広島大学総合科学部紀要
（記述対象: 言語文化研究（「広島大学総合科学部紀要」の中の逐次刊行物 1 部
編）
）
記述対象が単行資料、逐次刊行物、更新資料の構成部分（雑誌論文等）である場合は、
上位の書誌レベルの情報（収録誌紙等）はシリーズ表示とは扱わず、体現形間の関連とし
て記録する。
（参照: #43.3 を見よ。
）
シリーズは、複数階層のレベルから成ることがある。最上位のレベルをシリーズとし
て、それ以外のレベルをサブシリーズとして扱う。複数のレベルのサブシリーズが存在す
ることもある。
【シリーズ】

書誌書目シリーズ

【サブシリーズ】

未刊史料による日本出版文化

（記述対象: 出版の起源と京都の本屋）
一つのシリーズに関する記録、または一つのシリーズと一つまたは複数のサブシリーズ
に関する記録を、一組のシリーズ表示とする。
記述対象が属するシリーズまたはサブシリーズを、関連する著作として扱う場合は、
#43.1 に従って記録する。
#2.10.0.2

サブエレメント

シリーズ表示には、次のサブエレメントがある。これらのうち、シリーズの本タイト
ル、シリーズ内番号、サブシリーズの本タイトル、サブシリーズ内番号は、コア・エレメ
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ントである。
a) シリーズの本タイトル（参照: #2.10.1 を見よ。）
b) シリーズの並列タイトル（参照: #2.10.2 を見よ。
）
c) シリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.3 を見よ。）
d) シリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.4 を見よ。）
e) シリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.5 を見よ。）
f)

シリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.6 を見よ。）

g) シリーズの ISSN（参照: #2.10.7 を見よ。
）
h) シリーズ内番号（参照: #2.10.8 を見よ。）
i)

サブシリーズの本タイトル（参照: #2.10.9 を見よ。）

j)

サブシリーズの並列タイトル（参照: #2.10.10 を見よ。
）

k) サブシリーズのタイトル関連情報（参照: #2.10.11 を見よ。
）
l)

サブシリーズの並列タイトル関連情報（参照: #2.10.12 を見よ。）

m) サブシリーズに関係する責任表示（参照: #2.10.13 を見よ。
）
n) サブシリーズに関係する並列責任表示（参照: #2.10.14 を見よ。）
o) サブシリーズの ISSN（参照: #2.10.15 を見よ。
）
p) サブシリーズ内番号（参照: #2.10.16 を見よ。）
（参照: #2.1.0.2j)～q)、#2.2.0.2g)～j)を見よ。）
#2.10.0.3

情報源

情報源は、シリーズ表示の各エレメントの規定に従う。
#2.10.0.4

記録の方法

シリーズ表示の各エレメントは、句読点、記号、略語、大文字使用法、数字なども含
め、情報源の表示を#1.10～#1.10.11 別法に従って記録する。
#2.10.0.4.1

サブシリーズ

サブシリーズがある場合は、シリーズとサブシリーズの関係が分かるように記録する。
また、サブシリーズが複数あり、その間に上位・下位の関係がある場合は、その関係が分
かるように記録する。
#2.10.0.4.2

複数のシリーズ

記述対象が複数のシリーズに属する場合は、シリーズ表示ごとに、#2.10.1～#2.10.16 に
従って記録する。
現代俳句選集
河叢書
記述対象の個々の部分が異なるシリーズに属し、かつその関係をシリーズ表示において
的確に記録できない場合は、シリーズに関する具体的な情報を注記として記録する。
（参照: #2.41.10.2.1 を見よ。
）
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#2.10.0.5

複製

複製については、原資料のシリーズ表示ではなく、複製自体のシリーズ表示を記録す
る。原資料のシリーズ表示が、資料自体に表示されている場合は、関連する体現形のシリ
ーズ表示として記録する。
（参照: #2.0.4、#43.3 を見よ。
）
#2.10.0.6

変化

複数巻単行資料、逐次刊行物または更新資料においては、シリーズ表示に変化、追加ま
たは削除が生じることがある。
複数巻単行資料または逐次刊行物では、シリーズ表示に変化または追加が生じた場合
は、そのシリーズ表示を追加して記録する。変化または追加をシリーズ表示の中で的確に
記録できず、かつ識別またはアクセスに重要な場合は、変化または追加の旨を注記として
記録する。削除が生じ、かつ識別またはアクセスに重要な場合は、削除の旨を注記として
記録する。
（参照: #2.41.10.2.3.1 を見よ。
）
Routledge-Cavendish questions & answer series
Routledge questions & answer series
（後者は途中の巻次 2013/2014 で変化したシリーズ表示）
更新資料では、シリーズ表示に変化、追加または削除が生じた場合は、最新のイテレー
ションを反映してシリーズ表示の記録を改める。この場合、識別またはアクセスに重要な
ときは、変化、追加または削除の旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.10.2.3.2 を見よ。
）
複数のシリーズに属する記述対象については、シリーズごとに上記の規定を適用する。
#2.10.1

シリーズの本タイトル

シリーズの本タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。
シリーズの本タイトルは、コア・エレメントである。
#2.10.1.1
#2.10.1.1.1

記録の範囲・情報源
記録の範囲

シリーズの本タイトルは、シリーズを識別する主な名称である。
#2.10.1.1.2 情報源
シリーズの本タイトルは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。ただし、シリーズ・タイト
ル・ページがある場合は、それを優先する。
）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。
）
#2.10.1.2

記録の方法

シリーズの本タイトルは、情報源から#2.1.0.4～#2.1.0.4.4 および#2.10.0.4～#2.10.0.4.2
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に従って記録する。
角川文庫
Cambridge Middle East studies
日本図書館学講座
#2.10.1.2.1

シリーズの別タイトル

情報源に表示されているシリーズの別タイトルは、シリーズの本タイトルの一部として
扱う。
#2.10.1.2.1

シリーズの別タイトル

別法

*情報源に表示されているシリーズの別タイトルは、シリーズのタイトル関連情報とし
て扱い、シリーズの本タイトルに含めない*。
#2.10.1.2.2

複数の言語・文字種による表示

シリーズの本タイトルが、情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、
#2.1.1.2.6 または#2.1.1.2.6 別法に従って、選定し、記録する。
#2.10.1.2.3

同一の言語・文字種による複数のタイトル

情報源に、一つのシリーズに対して、同一の言語および文字種による複数のタイトルが
表示されている場合は、#2.1.1.2.7 または#2.1.1.2.7 別法に従って、シリーズの本タイトル
を選定して記録する。
Routledge global institutions series
（シリーズ・タイトル・ページに「Routledge global institutions series」と
「Global institutions series」の双方の表示がある。
）
#2.10.1.2.4

不可分な一部として含まれるシリーズ内番号

シリーズ内番号がシリーズの本タイトルに含まれる場合は、その番号をシリーズの本タ
イトルの一部として記録する。
Proceedings of the seventh invitation symposium
ただし、複数巻を対象にした包括的記述において、シリーズ内番号がシリーズの本タイ
トルに含まれ、かつ番号の表示が巻号ごとに異なる場合は、その番号をシリーズの本タイ
トルに記録せず、省略する。
省略部分は省略記号（...）で示し、その番号はシリーズ内番号として記録する。
（参照: #2.1.1.2.16、#2.10.8.2 を見よ。）
Monograph ... of the American Orthopsychiatric Association
#2.10.1.2.4

不可分な一部として含まれるシリーズ内番号 別法

シリーズ内番号がシリーズの本タイトルに含まれる場合は、その番号をシリーズの本タ
イトルの一部として記録する。
Proceedings of the seventh invitation symposium
ただし、複数巻を対象にした包括的記述において、シリーズ内番号がシリーズの本タイ
トルに含まれ、かつ番号の表示が巻号ごとに異なる場合は、その番号をシリーズの本タイ
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トルに記録せず、省略する。
*省略記号は使用せずに、その番号はシリーズ内番号として記録する*。
（参照: #2.1.1.2.16 別法、#2.10.8.2 を見よ。
）
Monograph of the American Orthopsychiatric Association
#2.10.2

シリーズの並列タイトル

シリーズの並列タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.2.1 記録の範囲・情報源
#2.10.2.1.1

記録の範囲

シリーズの並列タイトルは、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である。
#2.10.2.1.2

情報源

シリーズの並列タイトルは、資料自体のどの情報源から採用してもよい。
#2.10.2.2 記録の方法
シリーズの並列タイトルは、情報源から#2.1.2.2 および#2.10.0.4～#2.10.0.4.2 に従って
記録する。
Steuerrechtswissenschaft
（シリーズの本タイトル: 税法学）
The galaxy of contemporary Japanese music
（シリーズの本タイトル: 現代日本音楽選）
#2.10.3

シリーズのタイトル関連情報

シリーズのタイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.3.1 記録の範囲・情報源
#2.10.3.1.1 記録の範囲
シリーズのタイトル関連情報は、シリーズの本タイトルを限定、説明、補完する表示で
ある。情報源における表示の位置は、シリーズの本タイトルの後に続くものが多いが、そ
の上部や前方の位置に表示されていることもある。
シリーズに関係する版表示は、シリーズのタイトル関連情報として記録する。
#2.10.3.1.2

情報源

シリーズのタイトル関連情報は、シリーズの本タイトルと同一の情報源から採用する。
（参照: #2.10.1.1.2 を見よ。
）
#2.10.3.2 記録の方法
シリーズのタイトル関連情報は、情報源から#2.1.3.2 および#2.10.0.4～#2.10.0.4.2 に従
って記録する。
経済・貿易・産業報告書
（シリーズの本タイトル: ARC レポート）
interdisciplinary studies in early modern culture
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（シリーズの本タイトル: Intersections）
#2.10.3.2.1

複数の言語・文字種による表示

シリーズのタイトル関連情報が、情報源に複数の言語または文字種で表示されている場
合は、シリーズの本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記録する。シリーズ
の本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初に表示されている
ものを記録する。
#2.10.4

シリーズの並列タイトル関連情報

シリーズの並列タイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.4.1 記録の範囲・情報源
#2.10.4.1.1 記録の範囲
シリーズの並列タイトル関連情報は、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である。
#2.10.4.1.2 情報源
シリーズの並列タイトル関連情報は、対応するシリーズの並列タイトルと同一の情報源
から採用する。
（参照: #2.10.2.1.2 を見よ。
）
対応するシリーズの並列タイトルがない場合は、シリーズの本タイトルと同一の情報源
から採用する。
（参照: #2.10.1.1.2 を見よ。
）
#2.10.4.2 記録の方法
シリーズの並列タイトル関連情報は、情報源から#2.1.4.2 および#2.10.0.4～#2.10.0.4.2
に従って記録する。
documentation and interpretation
（シリーズの本タイトル: Schriftenreihe zur Geschichte der Versammlungen
deutscher Naturforscher und Ärzte）
（シリーズの並列タイトル: Series on the history of the meetings of German
naturalists and physicians）
（シリーズのタイトル関連情報: Dokumentation und Analyse）
#2.10.5

シリーズに関係する責任表示

シリーズに関係する責任表示は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.5.1 記録の範囲・情報源
#2.10.5.1.1 記録の範囲
シリーズに関係する責任表示は、責任表示のうち、シリーズに関係する表示である。
（参照: #2.2.0.2 を見よ。
）
#2.10.5.1.2 情報源
シリーズに関係する責任表示は、対応するシリーズの本タイトルと同一の情報源から採
10 / 21

『日本目録規則 2018 年版』#2.10～#2.13

用する。
（参照: #2.10.1.1.2 を見よ。
）
#2.10.5.2 記録の方法
シリーズに関係する責任表示は、情報源から#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 および#2.10.0.4～
#2.10.0.4.2 に従って記録する。
椎名六郎, 岩猿敏生, 河野徳吉編
（シリーズの本タイトル: 日本図書館学講座）
Institute of Archaeology and Paleoenvironmental Studies, University of
Florida
（シリーズの本タイトル: Monograph）
#2.10.5.2.1

複数の言語・文字種による表示

シリーズに関係する責任表示が、情報源に複数の言語または文字種で表示されている場
合は、シリーズの本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記録する。シリーズ
の本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初に表示されている
ものを記録する。
#2.10.6

シリーズに関係する並列責任表示

シリーズに関係する並列責任表示は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.6.1 記録の範囲・情報源
#2.10.6.1.1 記録の範囲
シリーズに関係する並列責任表示は、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）文字種による表示である。
（参照: #2.2.0.2、#2.10.5.1.1 を見よ。
）
#2.10.6.1.2 情報源
シリーズに関係する並列責任表示は、対応するシリーズの並列タイトルと同一の情報源
から採用する。
（参照: #2.10.2.1.2 を見よ。
）
対応するシリーズの並列タイトルがない場合は、対応するシリーズの本タイトルと同一
の情報源から採用する。
（参照: #2.10.1.1.2 を見よ。
）
#2.10.6.2 記録の方法
シリーズに関係する並列責任表示は、情報源から#2.2.0.4～#2.2.0.4.6、#2.2.2.2 および
#2.10.0.4～#2.10.0.4.2 に従って記録する。
#2.10.7

シリーズの ISSN

シリーズの ISSN は、シリーズ表示のサブエレメントである。
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#2.10.7.1 記録の範囲・情報源
#2.10.7.1.1 記録の範囲
シリーズの ISSN は、ISSN 登録機関によってシリーズに付与された識別子である。
#2.10.7.1.2 情報源
シリーズの ISSN は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。ただし、シリーズ・タイト
ル・ページがある場合は、それを優先する。
）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。
）
#2.10.7.2 記録の方法
情報源に表示されているとおりに記録する。
ISSN 0302-9743
#2.10.7.2 記録の方法 任意省略
サブシリーズの ISSN が記述対象に表示されている場合は、シリーズの ISSN は省略す
る。
#2.10.8

シリーズ内番号

シリーズ内番号は、シリーズ表示のサブエレメントである。
シリーズ内番号は、コア・エレメントである。
#2.10.8.1 記録の範囲・情報源
#2.10.8.1.1

記録の範囲

シリーズ内番号は、記述対象のシリーズ内の個々の資料に与えられている番号付けであ
る。この番号は、単独の数字・文字・記号か、またはそれらの組み合わせである。前後に
それを修飾する語句が付いているものもある。
7
中
A
★★
D12
第2巻
第3集
ウ-4-1
巻の 3
その 6
no. 7
Bd. 2
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#2.10.8.1.2

情報源

シリーズ内番号は、資料自体のどの情報源から採用してもよい。
#2.10.8.2 記録の方法
シリーズ内番号は、情報源に表示されているものを、#1.10～#1.10.11 別法に従って記
録する。また、ハイフンが含まれている場合に、その意味を明確にするために必要なとき
は、スラッシュに置き換える。
#2.10.8.2.1 年月次
シリーズ内番号が年月次とその細分である番号とから成る場合は、その順に記録する。
（参照: 年月次については、#2.4.0.2 を見よ。）
2008, no. 2
1997-1
シリーズ内番号と年月次とが表示されている場合は、その双方を記録する。ただし、出
版・頒布・製作・制作の日付は、年月次として扱わない。
no. 7
2008
#2.10.8.2.2

複数の言語・文字種による表示

シリーズ内番号が、情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、シリー
ズの本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記録する。シリーズの本タイトル
と同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初に表示されているものを記録す
る。
#2.10.8.2.3

新しい連番を示す語句

シリーズ内番号に従前と同じ付番方式による新しい連番が開始され、かつ以前の連番と
区別するための「第 2 期」などの語句を伴う場合は、それをもあわせて記録する。
第2期 3
new series, 196
従前の連番と区別するための語句を伴わない場合は、適切な語句を付加する。この場
合、その語句が情報源に表示されていないことを、注記および（または）その他の方法
（コーディングや角がっこの使用など）で示す。
（参照: #2.10.9.2.1 を見よ。
）
[第 2 次] 1
[new series], no. 1
#2.10.8.2.4

複数の付番方式

シリーズ内番号に同時に複数の付番方式が用いられている場合は、表示されている順に
記録する。
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#2.10.8.2.5

複数巻のシリーズ内番号

#2.10.8.2.5A 複数巻単行資料
複数巻を対象にした包括的記述において、各巻に付されたシリーズ内番号が連続してい
る場合は、最初と最後の番号をハイフンで結んで記録する。シリーズ内番号が連続してい
ない場合は、すべての番号を記録する。
10-12
第 417, 419, 421-423 号
#2.10.8.2.5B 逐次刊行物
記述対象とする逐次刊行物の各巻号に、全体を通して同じシリーズ内番号が付されてい
る場合に限って記録する。
207
（逐次刊行物が属するシリーズの本タイトル: 精選近代文芸雑誌集）
#2.10.9

サブシリーズの本タイトル

サブシリーズの本タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。
サブシリーズの本タイトルは、コア・エレメントである。
#2.10.9.1 記録の範囲・情報源
#2.10.9.1.1 記録の範囲
サブシリーズの本タイトルは、サブシリーズを識別する主な名称である。
サブシリーズか別のシリーズか判断できない場合は、別のシリーズとして扱う。
（参照: #2.10.0.4.1、#2.10.0.4.2 を見よ。）
#2.10.9.1.2 情報源
サブシリーズの本タイトルは、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。ただし、シリーズ・タイト
ル・ページがある場合は、それを優先する。
）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。
）
#2.10.9.2 記録の方法
サブシリーズの本タイトルは、情報源から#2.10.0.4～#2.10.0.4.1 および#2.10.1.2～
#2.10.1.2.4 別法に従って記録する。
スポーツ・ビギニング・シリーズ
（シリーズの本タイトル: スポーツ叢書）
声楽編
（シリーズの本タイトル: 世界大音楽全集）
新書東洋史
中国の歴史
（シリーズの本タイトル: 講談社現代新書）
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#2.10.9.2.1 「第 2 期」、「new series」等
シリーズが番号付けされておらず、
「第 2 期」
、
「new series」等が情報源に表示されてい
る場合は、それをサブシリーズの本タイトルとして記録する。
第2期
（シリーズの本タイトル: アジアにおける日本の軍・学校・宗教関係資料。この
シリーズにシリーズ内番号はない。
）
シリーズが番号付けされていて、
「第 2 期」
、
「new series」等が情報源に表示されている
場合は、それをシリーズ内番号の一部として記録する。
（参照: #2.10.8.2.3 を見よ。
）
#2.10.9.2.2 サブシリーズの巻次
サブシリーズが巻次のみから成り、タイトルがない場合は、巻次をサブシリーズの本タ
イトルとして記録する。
Series 3
サブシリーズが巻次とタイトルから成る場合は、両者の対応関係を維持するように、巻
次に続けてタイトルを記録する。
A, 物理統計
（シリーズの本タイトル: 農業技術研究所報告）
#2.10.9.2.3

複数の言語・文字種による表示

サブシリーズの本タイトルが、情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合
は、シリーズの本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記録する。シリーズの
本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初に表示されているも
のを記録する。
#2.10.10

サブシリーズの並列タイトル

サブシリーズの並列タイトルは、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.10.1 記録の範囲・情報源
#2.10.10.1.1

記録の範囲

サブシリーズの並列タイトルは、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である。
#2.10.10.1.2

情報源

サブシリーズの並列タイトルは、資料自体のどの情報源から採用してもよい。
#2.10.10.2 記録の方法
サブシリーズの並列タイトルは、情報源から#2.1.2.2 および#2.10.0.4～#2.10.0.4.2 に従
って記録する。
MEIS series
（シリーズの本タイトル: イスラム文化研究）
（サブシリーズの本タイトル: 中東イスラーム研究シリーズ）
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（シリーズの並列タイトル: Studia culturae Islamicae）
#2.10.11

サブシリーズのタイトル関連情報

サブシリーズのタイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.11.1 記録の範囲・情報源
#2.10.11.1.1 記録の範囲
サブシリーズのタイトル関連情報は、サブシリーズの本タイトルを限定、説明、補完す
る表示である。情報源における表示の位置は、サブシリーズの本タイトルの後に続くもの
が多いが、その上部や前方の位置に表示されていることもある。
#2.10.11.1.2 情報源
サブシリーズのタイトル関連情報は、サブシリーズの本タイトルと同一の情報源から採
用する。
（参照: #2.10.9.1.2 を見よ。
）
#2.10.11.2 記録の方法
サブシリーズのタイトル関連情報は、情報源から#2.1.3.2 および#2.10.0.4～#2.10.0.4.2
に従って記録する。
#2.10.11.2.1

複数の言語・文字種による表示

サブシリーズのタイトル関連情報が、情報源に複数の言語または文字種で表示されてい
る場合は、サブシリーズの本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記録する。
サブシリーズの本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初に表
示されているものを記録する。
#2.10.12

サブシリーズの並列タイトル関連情報

サブシリーズの並列タイトル関連情報は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.12.1

記録の範囲・情報源

#2.10.12.1.1 記録の範囲
サブシリーズの並列タイトル関連情報は、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である。
#2.10.12.1.2 情報源
サブシリーズの並列タイトル関連情報は、対応するサブシリーズの並列タイトルと同一
の情報源から採用する。
（参照: #2.10.10.1.2 を見よ。
）
対応するサブシリーズの並列タイトルがない場合は、サブシリーズの本タイトルと同一
の情報源から採用する。
（参照: #2.10.9.1.2 を見よ。
）
#2.10.12.2 記録の方法
サブシリーズの並列タイトル関連情報は、#2.1.4.2 および#2.10.0.4～#2.10.0.4.2 に従っ
て記録する。
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#2.10.13

サブシリーズに関係する責任表示

サブシリーズに関係する責任表示は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.13.1 記録の範囲・情報源
#2.10.13.1.1 記録の範囲
サブシリーズに関係する責任表示は、責任表示のうち、サブシリーズに関係する表示で
ある。
（参照: #2.2.0.2 を見よ。
）
#2.10.13.1.2 情報源
サブシリーズに関係する責任表示は、対応するサブシリーズの本タイトルと同一の情報
源から採用する。
（参照: #2.10.9.1.2 を見よ。
）
#2.10.13.2 記録の方法
サブシリーズに関係する責任表示は、情報源から#2.2.0.4～#2.2.0.4.6 および#2.10.0.4～
#2.10.0.4.2 に従って記録する。
#2.10.13.2.1

複数の言語・文字種による表示

サブシリーズに関係する責任表示が、情報源に複数の言語または文字種で表示されてい
る場合は、サブシリーズの本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記録する。
シリーズの本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初に表示さ
れているものを記録する。
#2.10.14

サブシリーズに関係する並列責任表示

サブシリーズに関係する並列責任表示は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.14.1 記録の範囲・情報源
#2.10.14.1.1 記録の範囲
サブシリーズに関係する並列責任表示は、サブ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）文字種による表示である。
（参照: #2.2.0.2、#2.10.13.1.1 を見よ。）
#2.10.14.1.2 情報源
サブシリーズに関係する並列責任表示は、対応するサブシリーズの並列タイトルと同一
の情報源から採用する。
（参照: #2.10.10.1.2 を見よ。
）
対応するサブシリーズの並列タイトルがない場合は、サブシリーズの本タイトルと同一
の情報源から採用する。
（参照: #2.10.9.1.2 を見よ。
）
#2.10.14.2 記録の方法
サブシリーズに関係する並列責任表示は、#2.2.0.4～#2.2.0.4.6、#2.2.2.2 および
#2.10.0.4～#2.10.0.4.2 に従って記録する。
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#2.10.15

サブシリーズの ISSN

サブシリーズの ISSN は、シリーズ表示のサブエレメントである。
#2.10.15.1 記録の範囲・情報源
#2.10.15.1.1 記録の範囲
サブシリーズの ISSN は、ISSN 登録機関によってサブシリーズに付与された識別子で
ある。
#2.10.15.1.2 情報源
サブシリーズの ISSN は、次の優先順位で情報源を選定する。
a) 本タイトルと同一の情報源（参照: #2.1.1.1.2 を見よ。ただし、シリーズ・タイト
ル・ページがある場合は、それを優先する。
）
b) 資料自体の他の情報源（#2.0.2.2 の優先情報源の優先順と同様の順で選定する。）
c) 資料外の情報源（参照: #2.0.2.3 を見よ。
）
#2.10.15.2 記録の方法
情報源に表示されているとおりに記録する。
ISSN 1871-4668
サブシリーズの ISSN を記録する場合は、シリーズの ISSN を省略することができる。
（参照: #2.10.7.2 任意省略を見よ。）
#2.10.16

サブシリーズ内番号

サブシリーズ内番号は、シリーズ表示のサブエレメントである。
サブシリーズ内番号は、コア・エレメントである。
#2.10.16.1 記録の範囲・情報源
#2.10.16.1.1

記録の範囲

サブシリーズ内番号は、記述対象のサブシリーズ内の個々の資料に与えられている番号
付けである。この番号は、単独の数字・文字・記号か、またはそれらの組み合わせであ
る。前後にそれを修飾する語句が付いているものもある。
#2.10.16.1.2

情報源

サブシリーズ内番号は、資料自体のどの情報源から採用してもよい。
#2.10.16.2 記録の方法
サブシリーズ内番号は、情報源から#2.10.8.2～#2.10.8.2.5B に従って記録する。
1
（サブシリーズの本タイトル: シリーズ選書日本中世史）
（シリーズの本タイトルとシリーズ内番号: 講談社選書メチエ ; 467）
第 97 巻
（サブシリーズの本タイトル: 言語編）
（シリーズの本タイトル: ひつじ研究叢書）

18 / 21

『日本目録規則 2018 年版』#2.10～#2.13

#2.10.16.2.1

複数の言語・文字種による表示

サブシリーズ内番号が、情報源に複数の言語または文字種で表示されている場合は、サ
ブシリーズの本タイトルと同一の言語または文字種によるものを記録する。サブシリーズ
の本タイトルと同一の言語または文字種による表示がない場合は、最初に表示されている
ものを記録する。
#2.11

下位レベルの記録

内容細目などの下位レベルの記録については、体現形間の関連として扱う。
（参照: #43.3 を見よ。
）
#2.12

刊行方式

刊行方式は、エレメントである。
#2.12.1

記録の範囲

刊行方式は、体現形の刊行単位、継続性、更新の有無などによる、刊行形態の区分であ
る。
#2.12.2

情報源

刊行方式は、資料自体に基づいて記録する。さらに必要がある場合は、資料外のどの情
報源に基づいて記録してもよい。
（参照: 資料自体の範囲については、#2.0.2.1 を見よ。
）
#2.12.3

記録の方法

刊行方式は、表 2.12.3 の用語を使用して記録する。目録用言語として英語を用いる場合
は、表中の英語の用語を用いる。複数の刊行方式が該当する場合は、それらをすべて記録
する。
表 2.12.3
単巻資料

刊行方式を示す用語

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）。
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）。
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。
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integrating resource

更新資料

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。

#2.13

刊行頻度

刊行頻度は、エレメントである。
#2.13.1

記録の範囲

刊行頻度は、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も
のである。
#2.13.2

情報源

刊行頻度は、どの情報源に基づいて記録してもよい。
#2.13.3

記録の方法

刊行頻度が判明している場合は、表 2.13.3 の用語を使用して記録する。目録用言語とし
て英語を用いる場合は、表中の英語の用語を用いる。
表 2.13.3

刊行頻度を示す用語

日刊

daily

週 3 回刊

three times a week

週 2 回刊

semiweekly

週刊

weekly

旬刊

three times a month

隔週刊

biweekly

月 2 回刊

semimonthly

月刊

monthly

隔月刊

bimonthly

季刊

quarterly

年 3 回刊

three times a year

年 2 回刊

semiannual

年刊

annual

隔年刊

biennial

3 年 1 回刊

triennial

不定期刊

irregular

表 2.13.3 に適切な用語がない場合は、刊行頻度の詳細を注記として記録する。
（参照: #2.41.11.2.1 を見よ。
）
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#2.13.3

記録の方法

別法

刊行頻度が判明している場合は、表 2.13.3 の用語を使用して記録する。目録用言語とし
て英語を用いる場合は、表中の英語の用語を用いる。
*表 2.13.3 に適切な用語がない場合は、データ作成機関が刊行頻度を示す簡略な用語を定
めて記録する。
年 8 回刊
刊行頻度の詳細は、注記として記録する*。
（参照: #2.41.11.2.1 を見よ。
）
#2.13.4

変化

刊行頻度に変化が生じた場合は、その旨を注記として記録する。
（参照: #2.41.11.2.2 を見よ。
）
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