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標準番号とデータベース
笠井公男

国（または言語圏）や出版者をプレフィックスとする ISENの展開性に比べ、 ISSNは7個の数

字とチェック ・ディジットー桁の羅列に過ぎないという厳格な脱 ・意味性から、また、その付与が学

術誌から始まったという経緯から、一般に馴染みにくいきらいがあったロしかし、乙乙数年来、出

版者側からの ISSN についての照会が増加している乙とを見ても、情報化社会における乙の標準番

号の存在と有効性が、我が国でも本格的に認識されはじめたと言えるであろう口現在60余万件にお

よぶ ISSNが、国際的に認知された逐次刊行物識別番号であることは理解されていても、乙れがISO

（国際標準化機構）の規格であることは存外知られていない。 ISSNは1971年 Is 0 3297として承

認され、その後の改定を経て、我が国でも1988年 2月に JI S規格 （J IS X 0306 1988 ）として制

定されている。現行の規格の見直しも時代に即応すべく検討されているが、その一つは、 ISSNの適

用範囲の定義に「媒体を問わず」という一文が付加されようとしていることである。具体的にはマ

イクロ資料や電子媒体に紙媒体とは異なる個別の番号を与えんとするものである。

一口に電子媒体といっても、 CD-RO Mのように多部数供給が前提の出版物もあるし、レファレ

ンス ・データベース、電子ジャーナノレといったオンライン出版物（生産物）もある臼データベース

CD B）への番号付与の前提として、先ず Is Oの出版物の定義が、オンライン ・データベースの

ような単一のコピー ・アイテムを排除しないか否か、また、出版物としての電子メーノレ等は、出版

のコンセプ卜である編集意図を持ちうるか否かの検討も必要となろう口

一方、完結的性格を持つDB IC I SENを付与し、継続的にデータ付加を伴う DB にISSNを与え

る場合、加除パターンの DBや、間断なく内容が改変される DBは、両番号で対応が可能かという

問題もある白ホストの相異から、コマンド言語の相異が生じ、これを異版と見倣すか否か、ゲート

ウェイの場合はどうか、また、一般的にホストは独自の ISEN-prefix を持ち得るかといった難

問も起乙ってこよう。乙の他、 DB Iこは複数のパージョンやホストによるネーミングの相異もあり、

乙うしたケースに個々の番号を付与する乙とは、利用者を混乱lζ陥れるものとしてDBへの番号付与

そのものに反対する立場も存在する。予断は許されないが、乙の問題が顕在化すれば、一説に 4,000と

もいわれるDBのコントロー jレの帰趨は、 ISSNの所轄機関である当館としても目の離せないものとなろう。

（かさい きみお 収集部国内資料課長）
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著者標目（個人）の変更

本表は、平成 4年11月から平成 5年10月までに訂正した日本人著者標目の一覧である。訂正した

部分は下線で示す。

訂正件数

179件

排列

人名の読みの五十音順

典拠レコード番号

『国立国会図書館著者名典拠録 第 2版』に収録しである標自については、その典拠レコー

ド番号を示し、典拠録刊行後新たに確立した標自については、日本全国書誌番号（ JP番号）

を「典拠・理由」欄に示してある。

典拠・理由

著者標目の形式を定めるとき参考にした典拠、または訂正した理由

｜日 標 目 来庁 標 目 典拠レコード番号 典拠・理由

アイノ、ラ， コウジ アイノ、ラ， コ二二ジ N0181054 誤記訂正

相原 コージ 相原 コージ

アオキ，ケン（1944生） アオキ，タケシ（1944生） N0002331 誤記訂正 N0181104 

青木 健 (1944生） 青木健 (1944生） と重複のため削除

アキヤマ，カズオ（1947生〉 アキヤマ，カズオ N0159249 誤記訂正 N0001449 

秋山 和夫 (1947生〉 秋山 和夫 と重複のため削除

アケダ，コウ アケタ，タクミ N0001213 「国民建設の理念と

緋田 工 緋田 工 実践」奥付

アサノ，キイチ アサノ，キイチ J呉記訂正 N00003956 

浅野 吾τま~一 浅野 喜市 と重複のため削除

日本全図書誌番号

JP93-43791を訂正

アミヤ， ミア アミア， ミア N0171160 「夜遊び禁止Vゾーン」

阿宮 美亜 阿富美亜 奥付
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！日 標 目 来庁 標 目

アリマ， ショウゾウ アリマ， ショウゾウ

有馬 正三 有間 正三

イガラシ，カズエ イガラシ，カズエイ

五十嵐 一衛 五十嵐一衛

イガラシ， ユズノレ イガラシ， ユズノレ

五十嵐 ゆずる 五十嵐楠

イケザキ，チュウコウ イケザキ，タダタカ

池崎忠孝 池崎 忠孝

イケダ，アヤコ イケダ，アヤコ（1945生）

池田 綾子 池田 綾子（1945生）

イケタ＼ コギク

池田小菊

イシ， ヒロユキ イシ， ヒロユキ

石宏之 石弘之

イシイ，イタロウ

石井 猪太 郎

イシイ，イタロウ

石射猪太郎

イシミツ， シゲノレ イシミツ， シゲノレ

石光 棄 石光藻

イソタニ， コウジロウ

磯谷幸次郎

イソガ‘イ， コウジロウ

磯谷幸次郎

イダ エイゾウ

位田 栄造

イダ，エイソ。ウ

井田 栄 造

イッシキ，サチコ

一色さち乙

イッシキ，サチコ

一色さち子

イテ‘，イチタロウ

井手一太郎

イデ，イチタロウ

井出一太郎

典拠レコード番号 典拠・理由

N0003388 I誤記訂正

N0018063 I研究者研究課題総覧

1990年版

N0018130 I誤記訂正

NO 019 3 5 7 I日本人名大事典

誤記訂正 日本全国書誌

番号 JP91-66864 

を訂正

N0018899 I非標目のため削除

N0021513 I誤記訂正

N0022152 I誤記訂正

N0022798 I誤記訂正

N0023305 I「民法通論総則編」

奥付

NOOl 7868 I誤記訂正

N0176121 I誤記訂正

NOOl 7922 I誤記訂正
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旧 標 目

イトウ，エンジ

伊藤延司

イトウ， ジンタロウ

伊 藤仁 太郎

イノウエ，シロウ

井上士朗

イノグチ， ショウジ

井 之口 章次

イマイ， シゲオ

今井茂雄

イワセ，メグム

岩 瀬 恵

イワタ，アサイチ

岩田朝一

ウエスギ、，フミヨ

上杉文世

ウスイ，コサブロウ

碓 井小 三郎

ウノ，セイエイ

宇野正瑛

ウノ， ヨシオ

宇野喜雄

オ， ソンノ、

呉善花

新標目

イトウ，ノブ、ジ

伊藤延司

イトウ，ニタロウ

伊藤仁太郎

イノウエ，シロウ (1933生）

井上士朗 (1933生）

イノクチ， ショウジ

井之口章次

イマイ， シゲオ（1920生）

今井茂雄（1920生）

イワセ，メグミ

岩瀬恵

イワタ， トモイチ

岩田朝一

ウエスギ， ブンセイ

上杉文世

ウスイ，コサブロウ（報徳会）

碓井小三郎（報徳会）

ウノ， ショウェイ

宇野正挟

ウノ， ヨシオ

字埜喜雄

オ， ソンファ

呉善花
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典拠レコード番号 典拠・理由

勤務先回答

日本全国書誌番号

JP93-02133を訂正

N0024807 I「新装維新十傑」奥付

N0211426 I誤記訂正

N0020521 I研究者研究課題総覧

1990年版

N0019696 I誤記訂正 N0187344 

と重複のため削除

誤記訂正 日本全国書誌

番号 JP 93-16314, 

JP93-16315を訂正

N0025560 I研究者研究課題総覧

1984年版

N0095006 I研究者研究課題総覧

1990年版

NOJ 62953 I誤記訂正

N0156760 I本人回答

N0095534 I誤記訂正

N0214411 I誤記訂正



｜日 標 目 来庁 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・理 由

オオグロ，キョウコ ダイコク，キョウコ N0198846 出版者回答

大黒享子 大黒 享子

オオサト，ボク オオゴウ，ボク N0066925 大人名事典

大郷穆 大郷 穆

オオタケ，タ夕、、 シ オオタケ，三乙2__土 N0067725 「さつまいもの話」奥付

大竹弄 大竹弄

オオテキ，コウザブロウ オウテキ， コウサブロウ N0211684 誤記訂正

樗木 航三郎 樗木航三郎

オオテキ，タ夕、、 オ オウテキ，タダオ N0067889 誤記訂正

樗木忠夫 樗木忠夫

オオテキ，チズコ オウテキ，チズコ N0193677 誤記訂正

樗木千鶴子 樗木千鶴子

オオテキ，ツギオ オウテキ，ツギオ N0193678 誤記訂正

樗木二男 樗木二男

オガサワラ， ヒデミ オガサワラ， シュウジツ N0120752 「体認の哲学」奥付

小笠原 秀実 小笠原 秀実

オカ夕、、，ケイ オカダ，ケイ (1935生） N0063638 誤記訂正

岡田 啓 岡田 啓 (1935生）

オカ夕、＼マスミ オカダ，マスミ（1935生） N0160434 誤記訂正

岡田 真澄 岡田 真澄 (1935生）

オカダ， ミツヨ オカダ，ミツヨ（1960生） 誤記訂正 日本全国書誌

岡田 光世 岡田 光世 (1960生） 番号 JP 93-23387 

を訂正

オカベ， トクオ オカベ，ノリオ N0063539 誤記訂正 「植物細菌病

岡部徳夫 阿部徳夫 理学」奥付

オギノ，マサト オギノ，マコト N0211654 「心の風景第 3集」

荻野誠人 荻野 誠人 奥付
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｜日 標 目 事庁 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

オクタ＼ ジオオ オクダ， ジオウ N0065146 誤記訂正

奥田 慈応 奥田 慈応

オシマ， ミキオ オオシマ， ミキオ N0067129 誤記訂正

大島 幹生 大島幹生

オダカ， トヨサク オタカ，ホウサク N0061725 「新文化論講座

尾高 豊作 尾高豊作 第 5巻」奥付

オノ，ツネマサ オノ，モトヨシ N0144232 「日本の植物学百年の歩

小野職慧 小 野職慧 み」本文

オンタ＼カツノリ オンタ＼カツノブ N0065838 勤務先回答， 「原発Iζ子

思田 勝亘 思田 勝亘 孫の命は売れない」奥付

オンチ， クニオ オンチ，クニオ N0066626 誤記訂正

思地 邦朗 思地邦郎

カゲヤマ，アキコ カゲヤマ，アキコ N0123974 誤記訂正

影山 あき子 景山 あき子

カザマ， i ヨシヤ カザマ，キチヤ N0137869 本人回答

風間 吉也 風間 吉也

カセ，ススム カセイ，ススム N0028888 研究者研究課題総覧

賀勢 玉~ 賀勢晋 1979年版

カトウ，タカオ カトウ，タカオ（1946生） 誤記訂正 日本全国書誌

加藤 貴雄 加藤 貴雄 （1946生） 番号 JP93-18911 

を訂正

カネコ，ナオキチ カネコ，ナオキチ（1866生） N0028117 誤記訂正

金子 直吉 金子 直吉 (1866生）

カヤヌマ，ソ カヤヌマ，モト N0032105 出版者回答

主E主吾J石i7口J 素 三主塁主手1万口 素

カミイシ，マルホ カミイシマノレ，ハジメ N0027052 誤記訂正

上石 丸甫 上 石丸甫

F
O
 



｜日 標 目

キクチ，ケンスケ

菊地研介

キ夕、、， ショウジロ

喜田 昭治郎

キタ，タケオ

北 建夫

キョウ， ショウシュウ

萎 昌周

事庁 標 日

キクチ，ケンスケ

菊池研介

キ夕、、， ショウジロウ

喜田 昭治郎

キタ，タテオ

北 建夫

カン，チャンジュ

萎 昌周

典拠レコード番号｜ 典拠・理由

N0032769 I誤記訂正

N0139626 I誤記訂正

N0153612 I俳人協会会員名鑑

平成元年

「再生産構造と地代理論」

奥付全国書誌番号

JP92-13090を訂正

ギ、ョクチンソウシュジン ｜ギ、ョクチンソウ シュジン N0006695 I誤記訂正

玉椿荘主人

キン，ニ ッコン

金 日坤

クドウ，チョウシュク

工藤長祝

クラ，キョスイ

蔵 巨水

クロセ， ショウジロウ

黒瀬 昇次郎

ゴトウ，ノリアキ

後藤憲章

コパヤシ， ショウサク

小林勝索

コヤマ， ヒロシ

小山 弘

コンドウ， ミノノレ

近藤 実

玉椿荘主人

キム， イノレゴン

金 日坤

クドウ，ナガ、ノリ

工 藤長祝

クラ，コスイ

蔵 巨水

クロセ， ショウジロウ

黒 瀬昇 次郎

ゴトウ，ケンショウ

後藤憲章

コノイヤシ， カツサク

小林勝索

｜コヤマヒロ シ（附生）

小山弘 (1919生）

｜コンドウ ミνω山ノμ川／ル川レ

近藤実 (1922生）
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N0161856 I「東アジア の経済発展と

儒教文化」奥付

N0039729 I「独逸の決戦態度」奥付

N0040326 I「越中俳譜年譜史」奥付

N0041317 I誤記訂正

N0006507 I家族回答

N0035832 I「立体保線読本」奥付

N0200749 I誤記訂正

誤記訂正 日本全国書誌番
号 JP93 -57790を
訂正



旧標目 新標目 典拠・理由典拠レコード番号

ウコ
J
汁エ

香
’
英

ウ卜

藤
イ

斉

サ サイトウ，エイコウ

斎藤英香

サイトウ ェイジ(1957生）

斎藤英治（1957生）

サイトウ，エイジ

斎 藤 英 治

サイトウ，カツ

斎藤克

サイトウ， ミツノレ

斎藤克

サイトウ，サカエ

斉藤栄

サイトウ，サカエ

斎藤栄

サイトウ，マサヒコ ｜サイトウマサヒコ（］925生）

斉藤正彦 斎 藤正彦 (1925生）

サイトウ， ヨウイチ サイトウ，ヨウイチ（1929生〉

斎藤 陽一 斎藤 陽一 (1929生）

サカイ，アキラ サカイ，アキラ

坂井 ニ阜d己 阪井 z早』

サカタ， トキカズ サカタ， トキワ

坂田 時和 坂田 時和

サカモト，マサヨシ

坂本正義

サカモト，マサヨシ

坂 本 政 義

サクライ，ノブオ

桜 井信夫

サクライ，ノブオ（1931生）

桜井信夫 (1931生）

サノ，ケイサク

佐 野恵作

サノ，エイサク

佐野恵作

サワ，ソウへイ

沢荘平

サワ， ショウへイ

沢荘平

N0069633 I誤記訂正

N0196413 I誤記訂正 N0174667と

重複のため削除

N0069748 I誤記訂正 N0069900と

重複のため削除

N0069970 I誤記訂正文化人名録

21版，人事興信録 33 

版

N0174673 I誤記訂正 N0069854と

重複のため削除

N0207175 I誤記訂正

N0113776 I誤記訂正

家族回答 日本全国書誌

番号 JP93-22619 

を訂正

N0070929 I誤記訂正

N0071569 I誤記訂正 N0152208と

重複のため削除

N0113929 I「皇室の御紋章」奥付

N0074004 I「機械技術者の電気工学」

奥付
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旧標目 典拠レコード番号 典拠・理由新標目

サワヤナギ，ダイタロウ｜サワヤナギ，ダイ三、ロウ

沢柳 大太 郎 ｜ 沢柳大五郎

シノトウ， ヨシ卜

篠藤喜人

シパサワ シンヤ

柴沢 真也

シュ，エイフク

朱 栄福

ジョ， シュンショク

徐 俊 植

ジョ， ショウ

徐勝

スギサキ， シゲトウ

杉崎重遠

シノトオ， ヨシト

篠遠喜人

シノイサワ ナオヤ

柴沢真也

N0074256 I誤記訂正

N0077799 I誤記訂正

N0075296 I本人回答

N0115019 Iアジア資料課で作成のた

め削除

ソ， ジュンシク N0126896 「徐俊植全獄中書簡」標

徐俊植 題紙

ソ，スン N0126895 「徐君兄弟を救うために」

徐勝 本文

スギサキ， シゲトオ N0080015 誤記訂正

杉崎重遠

スズキ， ジロウ (1891生） スズキ， ジロウ

鈴木二郎 ( 1891生〕 鈴木二郎

スズキ，ノリヒサ（1889生） スズキ，ノリヒサ

鈴木 憲久 (1889生） 鈴木憲久

スズキ， ミチヒコ i山ミチヒコ (19問

鈴木 道彦 鈴木道彦（1929生）

スズキ，モトユキ ｜山モトヰ(1山 ）

鈴木基之 鈴木基之 (1941生）

スズキ， レンセイ

鈴木錬成

キユオナ

「行

’
尚

ヤミ

宮

ウ
ん
示

イノ

スズキ， レンジョウ

鈴木錬成

ソウミヤ．タカユキ

宗 宮 尚 行

NOJ 34807 I誤記訂正 N0081975と

重複のため削除

N0081352 I誤記訂正 N0081351と

重複のため削除

N0081284 I誤記訂正

誤記訂正 日本全国書誌

番号 JP 93-19579 

を訂正

N0081369 I家族回答

N0078961 I文化人名録第21版
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旧標目

タカタ，キヨアキ

高田清在

タケウチ， トキオ

竹 内時雄

タケダ，カンジ

武田勘治

タケヤマ，ユウタロウ

竹山裕太郎

タナアミ， ヒロシ

田名網広

タナカ，ジョウ（1925生）

田中穣 (1925生）

タニイ，マリコ

谷井真理子

タン，ロミ

謹 王路美

ツカモト，ハジメ

塚 本 一

ツ夕、、，オオスケ

津田応助

ツチヤ， コウジ

土 屋光司

ツチヤ，スケタロウ

土屋弼太郎

ツユノゴロウ

露の五郎

新標目

タカタ，キヨアキ

高多清在

タケウチ， トキオ

竹内時男

タケタ，カンジ

武田勘治

タケヤマ，ユウタロウ

竹山祐太郎

タナアミ， ヒロシ

田名網宏

タナカ， ジョウ

田中穣

ヤツイ，マリコ

谷井真理子

ツカモト，ハジム

塚本一

ツダ，オウスケ

津 田応助

ツチヤ， ミツシ

土屋光司

ツチヤ，ノリタロウ

土屋弼太郎

ツユノ，コロウ

( 2代目 1932生）
露の五郎

(2代目 1932生）
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典拠レコード番号 典拠・理由

N0085059 I誤記訂正

N0086314 I誤記訂正

N0085410 I「大丈夫の道」奥付

N0086434 I誤記訂正

N0087254 I誤記訂正

N0088336 I誤記訂正

NO 175 0 7 8 I誤記訂正

N0160873 Iアジア資料課で典拠作成

のため削除

NOl 22266 I本人回答

N0092583 I誤記訂正

N0093514 I「南極の探検王アムンゼ

ントとスコット」奥付

N0093557 I出版者回答

N0093748 I誤記訂正



｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理 由

テラジマ，マサブミ テラジマ，セイ 、ン N0090027 「日本科学者物語J奥付

寺島 柾史 寺島柾史

トヤマ， シゲコ トミヤマ， シゲコ N0092189 「蛍の譜」奥付

富山 繁子 富山 繁子

ナイトウ，マサト ナイトウ，マサヒト N0138224 「医者は病気を治せない」

内藤 政人 内藤政人 奥付

ナガオ， トモヒサ ナガオ， トモヒサ N0138218 誤記訂正 N0188219と

長尾朋寿 長尾 ともひさ 重複のため削除

ナガオ，フミオ ナガオ，フミオ (1940生） 誤記訂正 日本全国書誌

長尾文雄 長尾 文雄（1940生） 番号 JP 93-37898 

を訂正

ナカジマ，サトシ ナカジマ，サトシ（1910生） N0057392 誤記訂正

中嶋 敏 中嶋敏 (1910生）

ナカタ，マサキ ナカタ，アキ N0166649 「撒座の少年」奥付

中田 雅喜 中田 雅喜

ナカノ、ラ， ミチヨシ ナカハラ， ミチヨシ N0182447 誤記訂正

中原 道善 中原 道喜

ナカムラ，オオチ ナカムラ，オウチ N0193443 誤記訂正

中 村 樗 中村樗

ナカムラ，スケイチロウ ナカムラ，スケイチロウ N0055791 誤記訂正

中村 資一郎 中村資市郎

ナカムラ，ツネイチ ナカムラ，ケイイチ N0055973 「ギリシア史」奥付

中村経一 中村経ー

ナガヤマ， ヨシエ ナカヤマ，ゼンエ N0057033 人事興信録 33版

中山 善衛 中山 善衛

ナデ，ケイイチ ナテ，ケイイチ 誤記訂正 日本全国書誌
番号 JP 92-68447 

名手慶一 名手慶一
を訂正
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｜日 標 目 新 標 目 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

ナミキ，ケン ナミキ， ユズノレ 本人回答 日本全国書誌

並木 謙 並木謙 番号 JP 92-46529 

を訂正

ニキ，マツオ ニキ，マツオ N0058559 誤記訂正

二木松雄 仁木松雄

ネガ、ミ， ゴロウ ネアガリ ゴロウ N0112433 知人回答

根上吾郎 根 上吾郎

ノザワ， ヒロミチ ノザワ，ヒロミチ (1937生） N0112740 誤記訂正

野沢 弘道 野沢弘道（1937生）

ノベオカ， リツ ノブオカ， リツ N0112637 「このはずくの来た家」

伸岡 律 伸岡 律 奥付

ノムラ， トシロウ ノムラ， トシロウ N0060696 誤記訂正

野 村登 四郎 能村登四郎

ハザマ，ソウギ ハザマ，ソウギ N0173366 入力のため文字統一

挟間 宗義 挟間宗義

ハザマ， ヒデブミ ハザマ， ヒデブミ N0168202 入力のため文字統一

挟間 秀文 挟間 秀文

ハザマ， ヒロユキ ハザマ， ヒロユキ N0010587 入力のため文字統一

挟間 祐行 挟間 祐行

ハザマ， フミタ夕、、 ハザマ，フミタダ N0010589 入力のため文字統一

挟間 ニ早＂＂－ 芯.＋守 挟間 章忠

ハザマ，ブンイチ ハザマ，ブンイチ N0010583 入力のため文字統一

挟間 文一 挟間 文ー

ハシモト，サナイ ハシモト，サナイ (1934生〉 N0008982 誤記訂正

橋本 左内 橋本左内 (1934生）

ノ、セガ、ワ，キクシュウ ハセガワ，キクシュウ N0008482 誤記訂正

長谷川 菊州、｜ 長谷川 菊掛i
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旧標目

ノ、、ットリ， ドホウ

服部土芳

ノ、ヤシ，オウシン

林 窪 臣

ハラ，キヨウヘイ

原 恭 平

ハラオカ， ヒデヒト

原岡秀人

ノfンドウ， ヒサコ

坂東寿子

ヒカル， トシアキ

光俊明

ヒダカ， ジュンノスケ

日高準之助

フカザワ，アキオ

深沢秋男

フクシマ，オサミ

福島修美

フクシマ， シュンオオ

福嶋俊翁

フジイ， ジツオオ

藤井 実応

フジイ，マナブ

藤井 AザM与． 

フジワラ，セイジロウ

藤原 誠次 郎

新標目

ハヤシ， ミカオミ

林聾臣

ハラ，キヨウヘイ

原恭兵

ハラオカ， ヒデト

原岡秀人

ノインドウ， トシコ

坂東寿子

ヒカリ， トシアキ

光俊明

ヒダカ， ジュンノスケ

日高準之介

フカサワ，アキオ

深沢秋男

フクシマ，オサミ

福島惰美

フクシマ， シュンオウ

福嶋俊翁

フジイ， ジツオウ

藤井実応

フジイ，マナブ (1932生）

藤井学 ( J 932生）

フジノ、ラ，セイジロウ

藤原誠次郎
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典拠レコード番号 典拠・理由

N0009603 I和図書著者名典拠（江戸

期以前）で作成のため

削除

N0010245 I近代人物号筆名辞典

N0212588 I誤記訂正

N0008207 I研究者研究課題総覧

1990年版

N0004733 I 「桜夢」奥付

N0011090 I 「七歳の捕虜」奥付

N0010791 I誤記訂正

N0014544 I研究者研究課題総覧

1990年版

N0015198 I誤記訂正

N0015215 I誤記訂正

N0016501 I誤記訂正

N0016314 I誤記訂正

N0017674 I 「中級生の独逸語」奥付



旧標目

フナズ， トミヒコ

船津富彦

フノレショウ， トシユキ

古荘敏行

フルヤ，ケイ

降矢けい

ホウ，チン

許秦

ホソヤ，ヤスコ

細矢靖子

ホリコシ， コウキ

堀越弘毅

マスモ卜， ヒトオ

益本仁雄

マスモト， ヨシトシ

升本喜年

マツオ，マサユキ

松尾正之

マツギ，ウンザン

真継雲山

マツザ、ワ，カネト

松沢兼人

新標目

フナツ， トミヒコ

船津富彦

フノレショウ， トシユキ

古 庄 敏 行

フリヤ，ケイ

降矢焚

ホー，チン

許秦

ホソヤ，セイコ

細矢靖子

ホリコシ， コウキ

掘越弘毅

マスモト，キミオ

益本仁雄

マスモト，キネン

升 本 喜 年

マツオ，タダユキ

松尾正之

マツグ，ウンザン

真継雲山

マツザワ，ケンジン

松沢兼人

マツモト，ジュン（1922生）｜マツモト，ジュン (1917生）

松本 順 (1922生）｜松本順 (1917生）

ミズノ， ヒロスケ

水野広祐

ミズノ， コウスケ

水野広祐
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典拠レコード番号 典拠・理由

N0015542 I研究者研究課題総覧

1984年版

N0015791 I誤記訂正

N0015868 I研究者研究課題総覧

1990年版

NO 18 716 2 I誤記訂正

N0128861 I「神の乙乙ろ・ 霊のめぐ

み」奥付

N0013574 I誤記訂正

N0043793 I本人回答 N0043798と

重複のため削除

N0162051 I本人回答

N0045443 I研究者研究課題総覧

1990年版

N0044380 I「皇朝儒仏三教聖訓集J
奥付

N0046085 I文化人名録第 21版

N0124651 I誤記訂正 N0045151と

重複のため削除

N0111541 I 「東南アジア農村階層の

変動」奥付



旧標目 新標目

ミナミカワ，サンジロウ｜ミナミカワ，サンジロウ

南川 三次 郎

ミヤカワ， ョ、ンテノレ

宮川 芳照

ミヤタ，タケジ

宮田 丈二

ムカイ，ナガオ

向井 長男

南川三治郎

ミヤガワ， ヨシテノレ

宮川芳照

ミヤタ， ジョウジ

宮田丈二

ムカイ，タケオ

向井長男

モチズキ， シンキョウ ｜モチズキ， シンコウ

望 月 信 亨

モトヤマ，テイキチ

本山梯吉

モリ，オト

森於 菟

ヤエガシ，タカシ

八重樫臭

ヤス夕、、， ナノレミ

安田就見

ヤノ，フジスケ

矢野藤助

ヤビク，モウセイ

屋 比久 孟清

ヤマグチ，へイハチ

（郷土史家）

山口平八

（郷土史家）

望月信亨

モトヤマ，テイキチ

本山悌吉

モリ，オト

森於 菟

ヤエガ、シ， ヒロシ

八重樫美

ヤス夕、、， ナノレミ

安田就視

ヤノ， トウスケ

矢野藤助

ヤビク，モウセイ

屋比久孟清

ヤマグチ，へイハチ

( 1899生）

山口平八

( 1899生）
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典拠レコード番号 典拠・理由

NOl 11228 I誤記訂正

N0048171 I「目で見る犬山・江南の

100年」奥付

N0048772 I文化人名録昭和28年版

N0051779 I「医者と患者が危ない」

奥付

N0051572 I誤記訂正

N0051713 I誤記訂正

N0050276 I誤記訂正

N0180843 I家族回答

N0102616 I誤記訂正

N0102378 I「支那語作文と文法」奥

付

N0194294 I誤記訂正

N0183525 I誤記訂正 N0099514 

と重複のため削除



｜日 標 目 新 標 自 典拠レコード番号 典拠 ・ 理由

ヤマモト， トモヨ ヤマモト，チヨ N0159098 「青春クルーズ」奥付

山本 知代 山本知代

ヤマモト，ノリマサ ヤマモト， ヨシマサ N0100449 勤務先回答

山本 宜正 山本宜正

ヨシダ，ケンコウ ヨシタ＼ケンコウ N0104129 誤記訂正

吉田 賢坑 吉田 賢抗

ヨシノ，カズ、コ ヨシノ，カズコ (1934生） N0202258 誤記訂正

吉野和子 吉野和子 (1934生）

ロクゴウ， ヒロスミ ロクゴウ， ヒロズミ N0069117 誤記訂正

六郷 弘純 六 郷弘純

ワ夕、、，モリヒロ ワ夕、＼モリヒロ N0170811 誤記訂正

和田 守卑良 和太守卑良

ワタナベ， ジュン ワタナベ， ジュン N0202101 誤記訂正

渡辺 l ニE主子r 渡部淳
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JAPAN/MARCとうけい ・あれこれ

1988年 1989年 1990年 1991年 1992年

レコード総数 61, 518件 62, 345件 58 904件 70, 63！）件 69, 339件

週平均レコード数 1 230件 1, 247件 1, 178件 1, 413件 1, 387件

最 小レコード数 48号（1,091 イ牛） 42号（1,044件） 47号（ 993件） l号Cl,108件） 47号Cl,074件）

最大レ コード 数 36号（1,373件） 28号Cl,531件） 37号（1,513件） 40号（1,626件） 20号（1,654件）

外字箇所総数 268ケ所 243ケ所 250ケ所 266ケ所 234ケ所

新規登録文字総数 34字 29字 28字 33字 J28字

外字なし週数 5週 5週 l週 5週 6週

前々年以前 14. 7 % 15. 9弥 11. 3 % 16. 2 % 10. 9弼
flj 

イT 目リ 年 35. 5 % 38. 5 % 40. 1 % 38. 1 % 38. 2場

年

当 年 46. 8 % 45. 6 % 48. 6 % 45. 7 % 50. g % 

コ 一般図 書 91. 5鳴 91. 0 % 90. 2骨 91. 9 % 91. 1 % 

ド
児 ニ豆忌己主 書 4. 9 % 5. 4 % 5. 8 % 5. 0 % 5. 4 % 

利
用
者 資格試験物 3. 6 % 3. 6 % 4. 0 % 3. 1 % 3. 5 % 

全 体 816ノイイト 827ノイイト 826ノイイト 984バイト 827ノイイト

平
均

一般図書 832バイト 843ノイイト 844ノイイト長
レ
コ 児 童 三巨ヨ重 675ノイイト 690ノイイト 690ノイイ卜

ド

資格試験物 620ノイイト 624バイト 626バイト

最長レ コード 長 3, 630ノイイト 3, 009バイト 3, 271ノイイト 3, 554ノイイト 3, 323ノイイト

最短レコード長 396ノイイト 395ノイイ卜 383ノイイト 504ノイイト 377ノイイト
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問合せ先一国立国会図書館 03(3581)2331 （代表）

日本全国書誌（図書）………………図書部図書整理課

日本全国書誌（逐次刊行物）………収集部国内資料課

ジャパン ・マーク…………………・・総務部情報処理課

印刷カード……………………………図書部図書整理課全国書誌係

国立国会図書館蔵書目録・．．．．．．．．．．－－－－図書部書誌課

書誌データの内容について

記述・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．－収集部国内資料課

標目（著者 ・書名）…ー…...・ H ・…図書部図書整理課著者書名係

標目（分類 ・件名）………………図書部図書整理課分類件名係

出版社の住所の照会について

図書館から……………………図書館協力部国内協力課図書館サービス係

民聞から……………………・・収集部収集課納本調査係

全図書誌通信 （不定期刊）

（『印刷カード通信』の改題）

No. 8 8 1993年 12月3日発行

編集 ・発行国立国会図書館図書部図書整理課

（内） 3 5 2 0 

（内） 315 7 

（内） 2 4 0 1 

（内） 3 5 1 7 

（内） 3601 

（内） 3 0 15 

（内） 3 5 2 4 

（内） 3 5 2 6 

（内） 5 11 5 

（内） 3 0 13 

干100 東京都千代田区永田町 1-10ー 1 岱 03(3581)2331（代）
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