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序 文

　稀襯書の目録作成者および図書館員が「英米目録規則第2版」（Anglo－American　Ca七aloging

Rules＝AACR　2）を採択するため，その準備を始あたのは1977年から1978年にかけてのことで

あった。その時点で明らかになったことは，面倒な稀乱書の記述に際してたびたび生ずる疑問に答

える方策は，その第2章の末尾にある稀訳書印刷資料に関する短い条項をいくぶん拡張すること，

またその練り直しをすることがもっとも良いということであった。他方，「国際標準書誌記述（G）

＝ISBD（G）」の一・般規定に対しても相当な反応があったことから，国際図書館連盟（IFLA）でも

特別作業グループがすでにつくられていた。そのグループは古版本の記述に関して実務上，国際的

慣行の基礎となる補足的ISBDを整備することに目標をおいていた。・

　「国際標準書誌記述（A）＝ISBD（A）」（恥terna七ional　S七andard　Bibliog餓phic　Descrip七ion

for　Older　Books（Antiquarian））の第一稿が発行されたのは，　AACR　2の作成作業がまさに完

了するどきで・1977年も終わりに近い頃であった・それで・実際に当初できたその規定のい≦．

つかはAAqR　2に組み込まれている。しかし，　AACR　2の出版計画を遅らせることはできない状

況があり，また一方，他のIS8D作業もほぼ結論に達していた。　ISBD（A）の作業グル｝プ．は

（英国図書館Rich3rd　Christopherの指導のもとに）1978年力λら1979年にゆけて草稿を継続的に

発行した，その間，議会図書館（LC）およびその他の米国の稀言書目録作成機関にとってこのテキ

ストの開発はひときわ大きな関心事であるため・その進行には期待力『寄せられていた・そして・；

れらの草稿に対しては組織的にまた個人的に多くg意見が寄せられ，ま≧められて作業グループに

送られた。

　ISBD（A）を貫徹させ，それによって稀襯書の目録を作成する流れとは別に，北アメリ々が七hg

Eigh七een七h－Century　Short　Title　Ca七alogue（ESTC）への参加計画に乗り出し，また議会図書館

および全国の諸機関がAAqR　2の下における稀襯書目録作成の問題を検討し始めるにおよび・．

AACR　2を基礎とする単一の目録作成基準が必要であることの認識が全国的にたかまった。　ESTq

オペレーション　テスト（1978・プ戸ジェクト主査・Terry　Bela阜ger・コロンビア大学・図書館

サービス学部）、．の結果による問題の提起があり・インデペンデント調査図書餌協議会の機械可読彰

式における稀回書目録作成基準特別委員会．（1978－79・、座長M興cus　McCorison・アメリカ宵書籍

協会）においても同様の課題を独自の重要協議議題として位置づけた。・

　このような情勢にとりかこまれながち，AACR　2の規則の第1章および第2章の該当する諸節

を組み合わせて，また同様にISBD（A）の草稿一回や最終稿とな？た一から採択した適切な条

項を詳述して温湯書の記述目録作成規則を調整iする仕事が議会図書館において開始されたのは1979

年6月のことであった。議会図書館はこの規則を整える過程で，アセナエウム　グループ（座長

John　Lancas七er，アマースト大学）の仕事の成果を援助として受けることができた。同グループは

New　Englandに所在する12館ほどの稀観書図書館の管理者および目録作成スタッフによって構

成されn・る非公式の組織で，、IFLAの特別委員会にも非奪式に所属していて，．1978年にボヌ1ト

ン　アセナエウムで第1回9会合を開催して以来，その所属する特別委員会が稀競書目録作成塵よ

び電算機処理の諸問踵の研究を終了した昂とでちなお存続した。

．』 ｴらに加えて，議会図書館はアメリカ古書籍協会が進めている北アメリカ　インプリント　プロ
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グラムのスタヅフからも有益な助言と意見を受けることができた。同協会は北アメリカにおける18

世紀の出版物のすべてについてESTCに目録記録を提供する責任を負っていて，すでに草稿形式

のこの規則の適用を開始している。

　米国およびカナダの数多くの図書館および個人がこの規則の初期の草稿に対して意見を寄せてく

れた。これらの寄稿の多くが最終テキストに反映されている。

　この規則は，議会図書館が古い印刷資料について自身の目録作i業を行うためのAACR　2第2章

に対する解釈であると理解されたい。時間の経過に従ってこのテキストの改訂が必要となることは

予想している，そこで他の機関からのこれに対する意見を歓迎する次第である。

＊ ＊ ＊

　この規則はAACR　2の補足であるとみてよい。規則OA‘‘範囲と目的”で述べているように，

目録作成機関の方針によって定められるものであるが，AACR　2第2章に含まれている図書，パ

ンフレット，および一枚ものの記述に関する通則は，相当に古いものでも，また稀観望についても

適当なものであるといえる。この規則によって目録が作成された出版物であっても，記述以外のす

べての面で（すなわち　アクセス　ポイントの選択と形式，大文字使用法等）本来のAACR　2の

テキストが適用されなければならない。

　この規則に含まれている書誌的記述のために重要な特徴は，一般に出版物からとるデータの要素

を表示されているまま転記することであり，AACR　2の下で目録作成者が通常の図書について実

行する転置，またはその他の操作をする形式をとらない場合が多い。このような方針から記録への

アクセスを可能とする方法である転置などがはたす役割と同じように，効果的にアクセスができる

ように稀親書目録の作成者は統一・タイトルおよび二二記入に関するAACR　2の条項に注意をはら

わなければならない。

　例えば，規則1B2において，主タイトル（Chief　title）の前にある副次的タイトルなどはその

位置に転記されるべきであるとされている。このような場合，統一タイトルはその記録が主タイト

ルの一hでファイルされるように指定されるべきであり，タイトル副出記入もこの主タイトルに向け

て作成されることとなる。これとは反対に一枚ものの出版物の規則1Fは，そのシートの上で主タ

イトルに先行する要素を除外した純粋な主タイトル（そのような資料では異例であるが）の転記を

認めている。そのため，除外されている語で始まる三三記入は，目録作成者が選択した主タイトル

を知らない人でもその記録になおアクセスできるようにするためには欠くことができない。これら

は単に二つの事例にすぎない。目録作成者はこの規則の下で作成した書誌記述に対してアクセス

ポイントを付け加える場合それが適当であると考えられるあらゆる場合について十分に注意を払う

必要がある。

謝 辞

　この規則の作成には多くの人々が貢献している。議会図書館整理部目録作成部長Lucia　J．
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共有することができたことであった。アメリカ古書籍協会およびアセナエウム　グループによって

なされた貢献に対しても，わたくしは特記しなければならない。加えて，ISBD（A）のIFLA作業
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0．通 則

OA．範囲と目的

　この規則はr英米目録規則　第2版」（AACR　2）およびISBD（A）「国際標準書誌記述（A）」

に基づいている。特別な記述を必要とする印刷図書，パンフレット，ブロードサイド，および一枚

ものを記述するための規測である。　この特別な規則の下で取り扱われる資料には三つの種類があ

る。第一はその出版物の印刷年によるものである，例えば造本においてヨーロッパ的伝統を踏襲す

る諸国の出版物で18世紀以前に印励されたものであれば特別な規則がしばしば必要である。第二に

はその出所によるもので，特にその出版物が手によって，または手刷り印刷本の伝統を受け継ぐ方

法によって印刷されている場合である。第三は所蔵機関の管理方針によるもので，目録作成におい

て，その機関が蔵書の一部，またはすべてをAACR　2が規定する以上に，さらに詳細な記述のレ

ベルを選択する場合である。

　この規則のもとで，すべての古書また稀襯書の目録作業を行うことは必ずしも必要ではない注1）。

図書，パンフレットおよび印刷した一枚ものに関する通則（AACR　2第2章）は，特に手もとの出

版物が書誌を参照することによって容易に識別できるような資料の目録作成には適当といえる。

OB．基本記述

　081．　記述には，利用できる情報が完全であるなしにかかわらず，以下の諸要素を必ず含めな

ければならない：本タイトル，出版年，資料の数量，資料の大きさ。またその他の記述の要素も，

利用可能なかぎり，以下の規則が定めるところにより収録する。

　082．　一般に，記述は手もとのコピーに基づいて行う。目録作成中のコピーが不完全でも，完

全なコピーの記述の事項を確定できるならば，その完全なコピーについての情報を目録作成中のコ

ピーの記録中に使用する。その場合，完全コピーの事項はその出版物の別のコピー又は複数コピー

を検討するか，または信頼できる書誌，できれば数コピーを検討した結果に基づいている書誌の記

述をむしろ参照して確証を得るべきである。角がっご使用の慣例を用いてその目録作成中のコピー

が完全なもののようにしておく。

　目録作成中のコピーが不完全であり，かつ信頼すべき記述も得られないときは，そのコピーの通

りに記述する。転記が不完全であることの説明に役立つならば，情報源の空白を示すために省略符

号を角がっこに入れて使用する。欠落した文字，不明瞭な文字または語が確実に再現できるならば

それらを角がっこに入れて転記の中に含める。そのような付記が正当なご一とを述べたり，説明や

データ等の判読を行ったことについては注記エリアを使用する。

OC．主情報源（タイトルページ）

⑰C1．　出版物の主情報源は，ブロードサイドないし」枚もの（1Fを見よ）を除き，そのタイ
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トルページであり，タイトルページがないときはその代替物として使用する当該出版物中の情報源

である。伝統的にタイトルページにある情報が，向き合った二つのページまたは連続する紙葉の複

数ページにわたって，繰り返されたり，また繰り返されることなく記載されているときは，それら

のページをタイトルページとして扱う。

　OC2．　出版物に二つ以上のタイトルページがあるときは以下の指針に従い，最も適当な判断基

準を採用してその一つを記述の基礎として選ぶ。

（a）タイトルページが出版物を異なる観点から表現しているときは（例えば，個別の記述対象

　であり，かつ複数の部分からなる記述対象の一部として）その出版物をどの観点で扱うかに

　よって，それに対応した情報源を優先的に用いる。

（b）出版物が2巻以上からなり，各々にタイトルページがある場合は，第1巻（または，第1

　巻が利用できないときは，最も若い巻）のタイトルページを用いる。

（c）出版物が1冊もので，複数のタイトルページがありそれらの間の主な相違が刊行年（im－

　print　date）であるときは，最も新しい日付をもつものを選ぶ。

（d）出版物が1冊もので，二つのタイトルページがあり，その主な相違が一方が文字印刷であ

　り他方が彫刻版であるときは，文字印刷によるタイトルページを選ぶ。

（e）出版物に二つ以上の言語または文字による同じタイトルページがある場合は，その出版物

　の主要部の言語または文字のタイトルページを選ぶ。

上記の規定が当てはまらないときは，以下の指針を適用する。

（a）二つのページが向き合っているときは，右側のもの（その紙葉の表ページ〈rec七〇〉上の

　もの）を選ぶ。

（b）二つ以上のタイトルページが互いに続いているときは，最初のものを選ぶ。

　主情報源≧して選んだタイトルページが通常のタイトルページ以外のものであったり，また多巻

モノグラフの場合に第1巻のタイトルページ以外のものであるときは，それを注記で示す。

　OC3．　タイトルページ無しで発行された（また，タイトルページをもって発行されたが，その

タイトルページが失われて，信頼できる記述に利用できない）出版物については，その出版物中の

単一の情報源から単一・の本タイトルが得られるならば，その情報源をタイトルページの代替物とし

て用いる。その出版物中，二つ以上の情報源で同じ本タイトルが利用できるときは，最も多い付加

タイトルページ情報を供えている情報源をタイトルページの代替物として選ぶ。異なるタイトル，

または同じタイトルでも異なる形式のものが出版物中にあるときは，1B2に従って一つの本タイ
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トルを選び，その情報源をタイトルページの代替物として・用い・る6．何かの理山で最後に述べた基準

が山芋の解決にならないときは，以下の一つを示された順序に従ってタイトルページの代替物とし

て選ぶ：．

タイトルページとその裏両，先行部分および表紙，

その出版物のそれ以外のところにある情報源

まったく別の情帳源から

または奥付中の情報源

タイトルページの代替物として選んだ情報源は注記において示す。

　以下ゴこの規則においては，

代替物”・をいう。

‘‘

^イトルページ”とは‘‘タイトルページまたはタイトルページの

OD．　規定の情報源

　記述は複数のエリアに分かれている，各エリアは特定の規則によって定められたいくつかの要素

に分かれている。記述の客要素（下記に列記したものを見よ）．に対しては特定の情報源が特に示さ

れている。それ以外の情報源からデータを転記することは特定の規則に従えば可能であるが，そう

したデータは角がっこで囲む。そのため，角がっこがないことは特定の情報源の一つからデータが

転記されたことを示している。角がっこの使川の慣例を採用するのは特別の場合だけなので，特定

の情報源の方は‘‘規定の情報源”と呼ぶ。（情報源の優先順位は，各エリアに関する特定の規則を

見よ。）

　　　　　　エリア　　　　　　　　　　　　　　　　　規定の情報源

　　　　タイトルと責任表示　　　　　　　　　　　タイトルページ

　　　　版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイトルページ，その他タイトルページ裏面，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先行部分（preliminaries），および奥付

　　　　出版，頒布など　　　　　　　　　　　　タイトルページ，その他タイトルページ裏面，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先行部分，および奥付

　　　　形態的記述　　　　　　　　　　　　　　　その出版物の全体

　　　　シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　その出版物の全体

　　　　注　記　　　　　　　　　　　　　　　　　どこの情報源からでも、

　　　　標準番号と入手条件　　　　　　　　　　　どこの情報源からでも

　はじめの三つのエリ．アについては，

報源を示す注記を作成する。

タイトルページ以外からデータをとった場合，すべてその情

　一枚もの出版物では，注記エリアおよび標準番号と人手条件エリアを除くすべての記述エリアに

関する規定の情報源は，表ページ〈rec七〇〉および裏ページ＜verso＞の双’方すなわち，その一枚も

の全体である。注記エリアおよび標準番号と入手条件エリアにっ小ての情報はいかなる宿報源から

でも角がっこ無しで使用してよい。

OE．区切り記号法

最初のエリア以外の各エリアは，ピリオド，1宇あけ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一3一

ダッシュ，1字あけ（．一）に続けて



記載する。ただし，改行ではじまる場合はこの限りではない。

　エリア内の各要素は，

る。

この規則が規定している標準区切り記号に続けるか，記号に入れて記載す

　規定の区切り記号の前後はそれぞれ1字あけとするが，コンマ，ピリオド，および丸がっこ，角

がっこは例外とする。コンマ，ピリオド，およびとじ丸がっこと角がっこの前は1字あけとしな

い。はじめの丸がっこと角がっこの後は1字あけとしない。

　各エリアの最初の要素は，ピリオド，1字あけ，ダッシュ，1字あけに続けて記載する。ただし，

最初のエリアの最初の要素，または改行ではじまるエリアの最初の要素についてはこのかぎりでは

ない。改行されている場合は，そのパラグラフは通常の区切り記号（普通ピリオド）で終わる。

　必要のある場合は情報源中にある区：切り記号のすべてを記録する。この区切り記号を記録すると

きはそれが結果としてこ重となっても常に規定の区切り記号も同様に記載する。もとの区切り記号

が規定の区切り記号と同じものであるときは，規定の区切り記号のみを記載する。後者の場合，も

との区切り記号と規定の区切り記号の双方を記載するかどうかは任意である注2）。

タイトルページ：

　■es　pommes　de　terre，　consid6r6es　relativement　a　la　sant6＆aP6conomie：

ouvrage　dans　lequel　on　traite　aussi　du　froment＆du　riz；par　M．　Parmentier。

転　記：

　Les　pommes　de　terre，　consid6r6es　relativement　a工a　sant6＆al’6conomie：

ouvrage　dans　Iequel　on　trai七e　aussi　du　froment＆du　riz／par　M．　Parmentier．

　記述の要素が略語，その他の語または文字で終わり，その後にピリオドがあり，かつその要素に

続く規定の区切り記号がピリオドであるときは，略語などを示すピリオドは記載しない。

Atrue　historie　of　James　Gulden，　Esq．一Edinburgh：［s．n．，1801エ

Atrue　historie　of　James　Gulden，　Esq．．一Edinburgh：［s．n．，1801］としない

　目録作成者による省略は，省略符号（…）によって示す。要素に影響をもつ部分が情報源中空白

であることを示すには角がっこに省略符号を入れる。

　ある要素，またはエリア全部の情報がその情報源中に表示されていないために転記がない場合

は，その転記からそれに対応する規定の区切り記号を省略する。ある要素の，またはエリアの全部

の欠落を示すのには省略符号を使用しない。
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　情報源の情報で．も，どのエリアの部分にも属さない・と判断．される情報（例えば，．．piOUS　I　invoca－

tions，など；1A2を参照）を省略するときは，省略袴号を用いないb

　省略符号は，その前後を1字あけ．として記載する。省略符号がピリオドの前にあるときは，それ

が下定の区切．り記号であってもピリオドを省略する。

　　　　　［titlel／［statement　of　responsibility］…　［title］／［statement　oξresponsibility】

　　　　　｛title1…一［edition　statemenも］

　省略符号の前にある区切り記号は，それが略符，または最終日（例えば，ピリオド，または盛問

符）でなければ区切り記号を転記しない。

　　　　　By　H：is　Excellency　Jonathan　Trumbull，　Esq；…

　　　　　Advertisement，　Charleston，　S．C．　To　be　sold…250　Negroes！…

ゴンマとレて用L・られている斜線．（Dは・ン疑して転記焔。

　補記した語（例えば，規定の情報源以外からとったデータ）は，角がっこに入れてそれを示す。

推定によって補記した醐がつこのなか｝ｦ符を力煎れを示餌

　一・つのエリアのなかで，隣り合わせになっている要素を角がっこに入れるときは，OJ2におい

て定められているものを除き，それを一・組の角がっこで囲む。

　　　　　［Leipzig：W．　St廿rmer】，1う72．

隣り合わせになっている要素が別々のエリアに属しているときは浸れぞ礼一紐の角がっこで

それを囲む。

　　　　　［2nd　ed．］．一［London］：J．　Bascom，　printer，1710

　句読記号の…や［］’を転記しない。それぞれ一と（．）．に置き換える6．．．

　OF．　記述の言語と文’字

　以下の干リァにおいては，出版物白休からそこに表示されている言語牟よび文字（実行可能な方

法で）によって情報を転記する：

　　　　　　　　タイトルと責任表示

　　　　　　　　版
　　　　　　　　出版，．頒布など

　　　　　　　　シリーズ
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利用できる印刷設備注3）では再現不可能な記号（symbols）や，その他のものは目録作成者がかわ

りに記述してそれを角がっこに入れる。必要ならば，説明の注記をする。

　一般に，これらのエリアへの補記はそのエリア中の他のデータの言語および文字で記載する。た

だし，規定によって補記した語，またその外この規則で，例えば，4B4，4C6で定められている

場合は例外とする。

　他のデータがローマ字化されているときは，同一のローマ字化方式に従って補記する語を記載

する。

その他の要素は（注記中のタイトルと引用を除き）英語で記載する。

OG．　ミスプリントなど

　出版物中に表示されているとおりにミスプリントを転記する。そのような誤りのあとには［sic］

を付すか，略語‘‘i．e．”を用いて角がっこのなかに訂正を加える。脱落している文字は角がっこに

入れて示す。

An　hnmble［sic】address

The　notted［i．e．　noted］history　of　Mother　Grim

One　day，s　d［u］ty

　旧式の，または標準的でない伝統的慣例によって綴られた語は訂正をしない，例えば，‘‘fran－

goise”を‘‘frangaise”，また‘‘antient”を‘‘ancien七”としない。

　印刷者がイニシャルレターのためのスペースをとり，それが空白となったままのときは，角がっ

こを使用しないでその文字を書き入れる，ガイドレターのあるなし，また手によって文字が埋めら

れているかどうかは無視する。このことについてコピーの実態を示す注記を作成する。

　The七rue　history　of　recent　events

　Note：LC　copy＝Space　for　initial　letter　of且rst　word　of　title　blank，　except　for

guide　letter．

OH．　区別的発音符および文字の形（大文字使用法を含む）

　1800年以前に出版された著作から情報を転記するときは，その情報源中にないアクセント記号や

その他の区分的発音符を加えない。

　一般に，文字はそのテキスト中にあるままを転記する。しかし，初期二文字形（例えば，d，rお

よびsの初期的な形）と区別三二音符の形式は現代形にかえる。現代的な慣用法において特別の指

示がない場合は，合字（ligatures）は一字一字を書く。Bはssと転記し，1が‘‘ii”を示すため
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使用されているときは‘‘1”と転記する　（例えば，ラテン語の所有格のように）。（iljとu／v

の転記については下記を見よ）要素を正確に現代形にかえることが疑問であるときは，出来るだけ

精密にそれを情報源から転記する。

　大文字および小文字の使用法はAACR　2の付録A．（ローマ数字についてはAACR　2の付録

。．を見よ）に従うこと。大文字使用法の規則によってi／jまたはulvを大文字から小文字へま

たはその逆にかえる必要のあるときは，以下の指示に従う。

　テキス1・において，iとj，　UとVまたはWと区別していないときはテキストの慣用法に従う。

例えば，あるテキストの場合常に‘‘租ijs”のようにijと記載されることがあり，また初期のイタ

リア木に普通みられるように，vのかわりにイニシャルuが主として使川される場合がある。テ

キストの慣用法に疑問のあるときは，以下の指示に従う。

　小文宇に転記する場合：

　　　　　　　　1またはJをiとする
　　　　　　　　IIをiiとする

　　　　　　　　IJをijとする

　　　　　　　　UまたはVをuとする（ただし，頭文字の位置におけるUまたはVをv
　　　　　　　　と転記する）

　　　　　　　　Wをuuとする（敷字の場合はw）

大文字に転記する場合：

　　　　　　　iを1とする

　　　　　　　」をJとする

　　　　　　　uまたはvをVとする
　　　　　　　uuまたはvvをVV　（すなわち，大文字V二つ）

　ゴシックの大文字JおよびUは，それぞれ1：およびVとして扱う。（‘‘現代”ゴシックにお

いては，小文字のiとjは区別されているので小文字使用法に従ってゴシックの大文字を転記す

る。）

　OJ．略　　　語

　OJ1．　転記においては，略語化を必要とする要素またはエリアについての特定の規則がない場

合は，いかなる語も略語としない。

　OJ2．　マニュスクリプトの伝統を継承する印刷者によって短縮のための特別な符号が使用され

ているときは，その語は完全な形に拡張し，補った文字は角がっこにいれて示す。完全な語の代り

として略語が使用されている場合は略語でなく，その語自体を角がっこに入れて記録する。

　　　　　Esopus　eo回structus　moralizat〔us］［et］hystoriatus　ad　vtilitate［m］discipulo【ruml
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．Preces　ae　lneditationes　piae　in　mysteria　Passionis　ac　Resurrectionis　D．　N．

Jesμ［Christou】collectae…

　拡張したり補った語はおのおのそれを一・紐の角がっこで囲む，例えば，‘‘…amico［rumHet】

．…” ﾆする。略語または短縮の意味を確定できないときは，問題のおのおのの要素についてそれを

角がっこにいれた目引符に置き換える，例えば，‘‘…amico［？］［？】…”とする。略語または短縮

について推測を下した場合は，その補った文字または語のあとに疑問符を付し，同じ一組の角がっ

こに入れて示す。例えば，‘‘…amico［rum？］et…”とする。

OK．イニシアル等

　イニシャル，イニシャル語（initialisms）および頭字語（acronyms）は，情報源中の表示がどの

ようにされているかにかかわらず，字あけせずに記載する。この規定は各要素がピリオドをともな

って表示されている，いないにかかわらず適川される。

Pel　battesimo　di　S．A．R．　Ludovico…

KI」Ianuarius　habet　dies　xxxi

Monasterij　B．M．V．　campililioru【m］

」．J．　Rousseau

　単一文言以外による略語は，前後の語またはイニシャルとの開を1字あけて，それを分離し別の

語のようにあつかう。

Ph．　D．

Ad　bibliothecaln　PP．　Franciscan．　in　Anger

Mr．　J．P．　Morgan

　二つ以上またはそれ以上の別のイニシャル語（またはイニシャルのセット），

が並置されているときは，互いに1宇あけとしてそれを．分ける。

頭字語または略語

M．J．P．　Rabaut

（i．e．，　M：onsleur　J．P．　Rabaut）

par　R．F．，　s．　d．　C．…

（i．e．，　par　Ro王and　Fr6art2量ieur　de　Chambray…）

1A．タイトルと責任表示エリア

内 　容：

1A．予備規則

1B．　本タイトル

1C．　並列タイトル
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1D．

1E．

1F．

1G．

タイトル関連情報

総合タイトルのない記述対象

一枚もの出版物

責任表示

1A．予備規則

1A1．　区切り記号法

規定の区切り記号の前後の字あけに関する指示ほ，OEを見よ。

補遺または部分（sectio切のタイトル（1B7を見よ）はピリオドに続けて記載する。

各並列タイトルは等号に続けて記載する。

タイトル関連情報の各単位はコロンに続けて記載する。

最初の責任表示は斜線に続けて記載する。

2番口以降の各責任表示はセミコロンに続けて記載する。

出版物に総合タイトルがない場合のこのエリアに関する区切り記号については，1E．を見よ。

　1A2．情報源・このエリアに記録する情報ほタイトルページからと．る。他からとって記録した

情報は角がっこに入れて，その情報源を注記で示す。

この規則で述べられている諸制限に従い，規定の願序でデータを記録する。

　タイトルページ⊥にあるがタイトル情報でも責任表示でもない情報は，省略符号を使用すること

なしに省略する。このような情報には，祈願の言葉（pious　invocation），紋章（devices），アナ

ウンスメント（警句，献辞が含まれる），モットー，保護奨励の表示，価格等が含まれる。それら

が重要であると判断したときは，この種の情報を記録または記述するために注記エリアを用いる。

．しかし，そのような情報がタイトルと責任表示エフアの一要素と不可分な部分（181を見よ）で

あるときは，そのまま転記する。その情報が情報源中のタイトルに近い唯一の情報となっているな

らば，規定1B6に従って補記タイトルとして使用してよい。

　また，転記しようとする情報と不可分な部分（1B1を参照）でなければ，多巻モノグラフの巻

号または部分の号数を示す語または句は省略符号なしで省略する。

　1G3で指示されているように情報源中において本タイトルより前にある責任表示を置き換える

ときは，その椴き換えを示すために省略符号を用いない。

　この規則および続く1B－1Eの規則は一枚ものを除く出版物にのみ適川する。一枚ものの出版

物については，1Fを見よ。馳
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1B．　本タイトル

　1B1．　本タイトルは，記述の第一の要素である。本タイトルの情報源がタイトルページ以外か

らのものであるなら，それを注記する。情報源中，本タイトルの前後にタイトルの一部とは考えら

れない情報の要素があるときは，その要素を記録中の適切なエリアに置き換える（または，それを

注記に記載する），ただし，そうすることが末尾に影響を与えない，データの文法的構造が乱され

ない，または，その要素が本タイトルと不可分に結びついていない場合に限られる。後者の．場合は

データをそのまま転記する。必要な場合は，タイトルページ中のその要素の本来の位置を示す注記

を行う。

　The　post－humous　works　of　Robert　Hooke

　Monsieur　Bossu’s　treatise　of　the　epicke　poem

　Thomas　Masterson　his　first　booke　of　arithmeticke…

　M．Tullii　Cicerollis　De　o缶ciis　liわri　tres

　Le　premier　volume　de　messire　Jehan　Froissart　lequel　traicte　des　choses

dignes　de　memoire　aduenues　tant　en　ce　pays　de　France…

　Bell’s　edition　of　Shaksp（｝re

　1B2．　その著作の主タイトル（chief七itle）は本タイトルとして記録する。副次的タイトル

（subsidiary七itles），タイトル先行事項（avan七一titres），およびタイトルページの主タイトルの

前にある類似したタイトル情報を本タイトルの部分として含める。意味上，または印刷の体裁上そ

のような情報が副次的な性質を示すものであってもぞうする。

　Seculum　Davidieum　redivivum，　the　diville　right　of　the　revolution　scripturally

and　rationally　evinced　and　aPplied

　（ラテン語のタイトルは，印刷の体裁上，明らかに英語のそれに比較して副次的である）

　Prize　dissertation，　which　was　honored　with　the　Magellanic　Gold　Medal，　by

the　Alnerican　Philosophieal　Society，　January，1793．　Cadmus：or，　A　treatise　on

the　elements　of　written　Ianguage

　（Cadmus…は，明らかにPrize　dissertation…よりも優先性がある）

Hereaf七er　foloweth　a　litel　boke　called　Colyn　Cloute

1B3．　本タイトルを通則08－OK：に従って転記する。

　An　act　or　Iaw　passed　by　the　General　Court　or　Assembly　of　His　Majesty’s

．English　Colony　of　Connecticut…on　the　seventh　day　of　February…1759

　Steganologia＆steganographia　aucta

別タイトルを本タイ．トルの一・部として記録する。
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　Christianographie，　or　The　descriptlgn　of　the　multitude　a欺d　sun母ry　sorts　of

Christi鳥ns　in　the　vvorld　not　subject　to　the　Pope

1B4．　本タイ．トルが記述対象に対して責任をもつ個人または団体の名のみで成り立っていると

きは，その名を本タイトルとして記載する。

SalustiUS

Diss　b廿ch　heyusset　Lucid3rius

　1B5．　2冊以上からなる出版物で，各巻の本タイトルにその巻号を特定する番号等の表示が含

まれているときは，第1巻の表示の後に，ハイフンを付し，最後の巻の表示を角がっこに入れて加

え，中間のそれは省略する。

Quinti　Horatii　Flacci　Epistolarum　liber　primus．［一secundus］

　それを実行することができないときは，そのような付記をしないで，第1巻の本タイトルを転記

し，それ以後のものの四号表示は注記する。

　1B6．　いかなる情報源にもタイトルがないとき，本テキストの書きはじめ二二が他のものと比

較してはっきりタイトルとしての要件を満たすときは本タイトルとしてそれを用いる。テキストの

書きはじめの語が適当でなかったり，テキストの’はじめの部分が欠落しているときは，なるべぐ英

語で簡潔な記述タイトルを作成する。その場合は，注記にそのタイトルの起源をしめす。作成した

タイトルを角がっこで．囲む。

　Iam　a　jolly　huntsman，　my　voice　is　shrill　and　clear

　（タイトルは角がっこで囲まれていない，テキストの第1ページは，

一ジの代替物であるからである）

ζこではタイトルペ

No七e：Title　from　opening　two　lilles　of　poem

［ASermon　on　Christian　baptism］

Note：Title　devised　from　eontent　of　sermon

　1B7．　ある著作の本タイトルがもうひとつの著作の補遺または部分のものであり，文法的に結

びついていないごつまたはそれ以上の部分として表示されているときは，その従属の順序に従っ

て，主著のタイトルを第一に，次いで補遺または部分のタイトルを記録する。本タイトルの各部分

をピリオドで分ける。ここで指定する排列を行うため置き換えが必要となったときは，そのタイト

ルの実際の順序を示す注記を作成する。

Faust．　Part、one

（タイトルページの順序：．Part　one．　Faust）
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1B8．　本タイトルの長さ

一般に，本タイトルは短縮しない。例外として，本タイトルが極めて長く，かつ情報の本質を損

うことなく短縮できる場合は，重要でない語または句を省略しその短縮を省略符号で示す。本タイ

トルは5語までは決して短縮しない。

　本タイトルの転記は，出版物の主タイトルの終わりまで行う。主タイトルの前に他の要素がある

場合もこの規定を適用する（1B1－2を参照）。主タイトルの末尾が特定できないときは，許容で

きる最初のところで転記を打ち切る，しかし5語まではどのような場合もそれを行わない。

　Jo．　Danielis　Sehoep且ini　ConsiL　Re騒ac　Franciae　Historiogr．　Vindiciae　typo－

graphicae

　M．Georg　Wolfgang　Panzer『，　Scha促ers　an　der　Hauptpfarrkirche　bey　St．

Sebal母in　N廿mberg，　und　des　Pegnerischen　Blumenordens　daselbs七Prases，

Aelteste　Buchdruckergeschichte　N廿rnbergs

1C．並列タイトル

並列タイトルは，タイトルページ上の順序またはレイアウトに従って記録する。

　タイトルページ上にある本タイトルの言語と異なる言語のオリジナルタイトルは，それが他の記

述の部分（例えば，別タイトルまたは版表示）と文法的に結びついていない場合，並列タイトルとし

て記録する。本タイトルと同じ言語のオリジナルタイトルはタイトル関連情報として記録する（1

Dを見よ）。

Fables　ニ＝　Fabulae

The　adventures　of　Red　Riding　Hood．：Little　Red　Ridillg　Hood

オリジナルタイトルが，タイトルページ以外のところにある場合はそれを注記に記録する。

11）．　タイトル関連情報

　1D1。　タイトルページにあるタイトル関連情報は，

に従って記録する。

　タイトルページにないタイトル関連情報は，

記録する。

タイトルページ上の順序またはレイアウト

それが重要であると判断される特別な場合，注記に

　1D2．　従属的タイトル（subordina七e　title）は前置詞，接続詞，前置詞句等によって本タイト

ルと結びついてもタイトル関連情報として本タイトルに続けて記録する。
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　The　English　P歌rliament　represented　in　a　vision：with　an　after－thought　upon

the　speech　delivered　to　His　】M【ost　Christian　Majesty　by　the　deputies　of　the

states、of　Britany　on　the　29th　da夕of　February　l訊st…　：to　which　is　added　at

large　the　memor我ble　representation　of七he　House．of　commons　to　the　Queen　in

the　year　1711／12…

　ただし，その従属的タイトルがその著作の正式な内容表示となっているときは，それらが本タイ

トルまたはタイトル関連情報と不可分な部分（1B1を参照）でないかぎり注記エリア（7C16を

参照）に記録する。

　The　spinning　wheePs　garland，　containing　several　excellent　new　songs…

　Note：Contents：（from　t．p．）1．　The　good　housewife’s　coat　of　arms－IL　The

spinning　wheels　glory－III．　The　tay工or　disappointed　of　his　bride－IV．　The

changeable　world

　最初に示されている著作のタイトルとその他め著作のタイトルに同等の優先性が与えられている

場合（1E1を参照）と，上記の場合とを区別すること。

　1D3．　タイトル関連情報が非常に長く，かつ情報の本質を損なわないで短縮できるときは，重

要性の低い語または句を省略符号を用いて省略する。望ましい場合は，転記しなかったタイトル関

連情報（従属的タイトルを含めて）を注記に記載する。

　1D4．　タイトル関連情報に責任表示または他のエリアに属する要素が含まれていて，かつその

要素が1B1にかかげられている一つ以上の条件に該当しタイトル関連情報と不可分の部分である

ときは，それをそのまま転記する。

　Constitutiones　legitime　seu　Iegative　regionis　Anglicane：cu【m］subtilissima

interpretatione　Johannis　de　Athon

　（責任表示が所有格で終わっているためタイトル関連情報の部分として転記されている）

1D5．　並列タイトル関連情報をタイトルページに表示されている順序で記録する。

　1D6．　本タイトルについて説明が必要な場合は，タイトル関連情報として簡潔な付記を本タイ

トルの言語で作成する。一般に，情報源にあるタイトル関連情報を転記するまえにこの付記を作成

する。さらに説明や拡張が必要なときは，注記エリアを使用する。

1E．総合タイトルのない出版物

　1E1．　出版物に総合タイトルがなく，タイトルページにその出版物中に含まれる二つ以上の個

々の著作のタイトルー補遺資料を除く一があるときは，その個々の著作のタイトルをタイトル

ページに表示されている順序で記録する。それらの部分がすべて同一の個人または団体のものであ

るなら，タイトルが接続語旬で結びついていても部分のタイトルを前後を1字あけとするセミコロ
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ンで分ける。

　Les　Akancas：prologue　m610－dramatique　en　un　acte　et　en　pr6se；suivi　Des

Espagnols　dans　la　Floride：pantomime　en　trois　actes　et　a　spectacle／par　J．　G．　A．

Cuvelier

　個々の著作が異なる個人または団体によるもの，またはその著者であることに疑いがあるとき

は，最初のタイ．トル以外の各部分のタイトルをピリオドの後を1字あけて記載．する，．、ただし，接続

の語句が既にあるときはその限りでない。各々の責任表示は，1字あけ，スラッシュ，1字目けに

続けて記載する。

　The　serving－man　become　a　queen．　Jockey　of　the　Green．　The　lass　of　Richmolld

Hill．

　La　fauconnerie／de　F．　Ian　des　Franchi合res…：recueillie　des　liures　de　M．

Martino，　M銑lopin，　Michelin＆Aim6　Cassian．　Avec，　Une　autre　fauconnerie／de

Guillaume　Tardit…Plus，　La　vollerie／de　messire　Artelouche　d’Alagons…

D，avan七age，　Un　recueil　de　tous　les　6iseaux　de　proye，　seruans　a　la　fauconnerie

＆vollerie

　1E2．　出版物に総合タイトルがなく，そしてタイトルに名のでている著作に対する付加的著作

が出豚物中にあるときは，タイトルとしてレイアウトされたページ上にあるなしにかかわらずその

ような著作のタイトルを1E1の規定（角がっこにいれて）に従って記録するか，または注記エリ

アに記録する。

　Prima卜decima］egloga　della　bucolica　di　virgilio／［per］B．　Pulci　dilatino　in

uulgare　traducta．［Elegia　di　Bernardo　Pulci　a　Lorenzo　de　Medeci　per　Iamorte

di　Cosimo；Bernardus　Pulcius　Florentinus　de　obitu　diu弓Simonett曾．　Francisci

de．Arsoehis　Senensis　carmen　bucolicum…Buccolica　di　Hieronymo　Beniuiene

fiorentino．　Bucolica　di　Iacopo　Fiorino］

　Note：Title　taken．from　leaves　a6，　e6，　f2，　g1，　h7，　m4　verso

　本タイトルに巻数の表示が含まれている多巻モノグラフの場合は，

て付しそれを角がっこにいれて最初の巻号表示のあとに記載する。

最終の巻号をハイフンに続け

Quinti　Horatii　Flacci　epistolarum　Iiber　primus［一secundus］

　上記の方法のどれによっても満足な結果がえられないとき（例えば，タイトルがコレクション全

体のものではなく一つの著作のみを誤って記述しているとき）は必要があれば出版物全体について

のタイトルを作成する． i1B6を参照）。

［Acol正ection　of　Acts　of　Parliament　enacted　in　1732］

1F．　一枚もの出版物

一枚ものの出版物は， タイトルと責任表示エリアの情報をその一枚ものの表ページ＜recto＞，
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または裏ページ＜verso＞のどちらからでも角がっこ．なしでとる。

　一般に，印刷されている最上部の行のはじめに表示されているデータを転記する。印刷がコラム

の割り付けで，テキスト本体ゐ前部にデータがないときは，最も左側のコラムの最上部から転記を

はじめる。一枚ものの上の最初の要素が，続く資料全体をまとめたものでなく，また以下の要素の

一つに属するものであるなら，そのあとから（省略符号を用いず）転記をはじめる。

挿図に対する見出し

著作権表示

紋章＜deviee＞

版表示

印刷事項表示

標語
文書番号

ページ数

挿図または装飾の部分

．価格

図表類

　一般に，転記のデータには，日付，場所，およびその他識別のためのデータをそのまま含める。

疑問があると考えられるときは，最初の要素から転記をはじめる。最初の要素を既に省略している

場合は，その省略したものの性質と位置を注記に示す。

　そのデータに見出しタイトル（cap七ion　title）が含まれているときは，通常はそれを完全に転記

する。見出しタイトルがないときは，少なくとも相対的に別のものと区別ができる語または句が含

まれるところまでデータを転記する。またその区別語または句が転記のはじめのところにないとき

は，その前の重要でない語または句は，省略符号を用いて省略してもよい。しかし，5語までは転

記を短縮しない。そのデータが極めて長いときは，見出しタイトル，または区別語句のあとの文法

的に容認できる最初の場所で転記を打ち切るとよい。省略したものは注記で要約する。

　ある語または句が，明らかにその出版物の主タイトルの意味をもっているときは，それが印刷の

第1行にないときでも完全な本タイトルとして記録し，ページの上でそれよりも前に要素があって

も省略符号なしで省略する。（一般に，この指示は，そのタイトルが残りのデータと文法的に結合

していないで，印刷上もはっきり区別できて，かつその一枚を全体として名付けるのにそれ以外に

ない役割をもつ場合のみ適用される）このようなタイトルを選定したときは，上述のように少なく

とも印刷されている第1行のはじめの5語を注記に転記する。主タイトルを選定するのに疑問があ

る場合は，上記の．ように第1行から転記をはじめる。

　一般に，一枚ものの出版物から転記する情報は，タイトルと責任表示エリアについて1A1で規

定されている区切り記号法の適用は有効といえないだろう。ただし，その情報が明瞭に，かっ誤り

なく，本タイトル，タイトル関連情報，また責任表示に転置しないで分けられるときは，規定の区

切り記号を与える。
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　1F1．　一枚目のに二つ，またはそれ以上の著作が印刷されて，総合タイトルがあるときは，総

合タイトルのみを本タイトルとして記録し，1Fで述べているように単一の著作として扱う。定形

または非定形の内容注記を作成する。

　1F2．　一枚ものに二つ，またはそれ以上の著作が印刷されていて，総合タイトルがないときは，

1Fで述べているよう1こ最初のタイトル，またはテキストのはじめの語をタイトル表示として記録

する。付加的な著作を含めて定形，または非定形注記を作成する。一枚ものの両面に印刷がありど

ちらを先に読むべきかを決定できないときは，その両側のおのおのを分けて目録記録を作成する，

かつ，それぞれの記録に定形注記“With，　on　verso：”を含める。

　1F3．　一枚ものにごつ，またはそれ以上の著作が印刷されていて，それぞれに出版事項が示さ

れていたり，またそれらを別々に発行しようとした意図がわかる確実な証拠があるときは，個別の

発行の意図に従っておのおの著作の目録情報を別々に作成する。おのおのの記録にそれらの著作が

一枚ものに印刷されていることを示す定形注記“With：”とその意図を示す“in七ended七〇be

separa七ed．”を加える。一枚ものに二つ，またはそれ以上の著作が印刷されていて，それらを別

々に発行する意図があったように見えても確実な証拠がない場合は，1F2の規定に従い，それら

が‘‘possibly　intended七〇be　separated．”であることを示す注記をする。

1G．責任表示

　1G1．　タイトルページ，その裏面および先行部分（preliminaries），または奥付にある責任表

示を，そこに表示されている形で責任表示として記録する。責任表示をタイトルページ以外からと

った場合は，それを角がっ．こにレ、れて，その情報源を注記に示す。

　The　history　of　the　Iong　captivity　and　adventures　of　Thomas　Pellow，　in

South－Barbary…／written　by　himse玉f

　De　indiciis　et　praecognitionibus，　opus　apPrime　uti玉e　medicis／Dauide　Edguardo

Anglo　authore

　Idieci　libri　di　architettura／di　Leon　Battista　Alberti

　Thoughts　on　education／by　the　late　Bishop　Burnet

　The　whole　body　of　antient　and　modern　architeeture：comprehending　what

has　been　said　of　it　by　these　ten　principal　authors…／［by　Roland　Freart，　Sr．

de　Chambray】

　Note：Author　statement　from　added　engraved七．p．

　1G2．　責任表示がタイトルページ，その裏面および先行部分（preliminaries），または奥付以

外の情報源中にあるとき，または外からの情報源からとった場合は注記エリアにそのことを記録す

る。

Note：Pref　signed：Tholnas　Hopkins

（Hopkinsは著者であることがわかっていても，責任表示エリアには記録されていない）
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．．．Note：‘‘By　an　engine曾竿　．一Introd．

　1G3．　情報源中，責任表示が本タイトルより前にあるときは，1B1に掲げられている規定の

一つ以上に該当し本タイトルと：不可分な部分・となっていない限りは，それを必要な位置に転置す

る。

　H鋤cdisser七駄tionem　medica瓶de　hydrope　tymparite－submittat翫d　diem
M：artii，　Ml．Dc．　Lxxll…／David　Richter，　zitta－Las昂t｝エs，　autor．＝Praeside…Dn・

Johanne．　Arnoldo　Frederici．

　（タイトルページ上‘‘Praeside”表示はタイトルより前にある）

もし必要ならば，その転置を示す注記を作成する。

Note：Frederici，s　name　at　head　of　titユe

1G4・　単一の責任表示は，その中に書かれている2人以上の個人や団体がどのような役割を果

したかには関係なく，そのとおりに記録する。

　Puzzled　people：as七udy　in　popular　attitudes　to　religion，　ethics，　progress，

and　politics　in　a　LondQn　borough／prepared　for　the　Ethical　unioh　by　Mass－

Observation

　Anew　lnethod　of　discovering　the．　Iongitude　both　at．sea　and　Iand一／by

William　WhistoR　aロd　H：umphry　Ditton
　Atr臼atise　of　health　and　lohg　life，　with　the　sure　lneans　of　attaining　itl　in．

two　books／the　first　by　I」eonard　Lessius，　the　second　by　Lewis　Cornaro…

　学術的討論において応答者と質訳者（praeses）の名があるときは，（文法的に本タイトル，また

ほタイトル関連情報と結合していない限り）双方の名と役割を示す語を単一の責任表示の部分とし

て扱う。　　　　　　　．　　　　　　．　　　　　　　　　　　－

　／pro　disputatione　publica　proponebatur　praeside　Jacobo　Fabricio　respondente

Johallne　Reembbelt

　ただしDe　peripneumonia　disputationem，…sub　praesidio…Dn．　Jacobi
Fabでicii…publice　exalninandam　proponit　Johannes　Helliロger

　1G5．　単．一責任表示中に，ごっ以上の個人や団体の名があり，それらが同じ役割を果たし，ま

たは同等の責任をもつときは，一般に，そこに述べられている名をすべて記録する。単一の表示中

に示されている責任のある個人または団体の名が非常に多数であるときは，、4人以上は省略する。

省略は省略符号で示し，角がっこにいれた‘‘e七aL”を付す。　　　　　「　　．、　‘

　1G6・　責任表示が二つ以上あるときは，タイトルページ上の順番やレイアウトが示している順

序でそれらの表示を記録する。順番やレイアウトが曖味であったり不十分であるために，その順序
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が決められないときは，最も意味が通じる順序で記録する。タイトルページ以外の情報源に責任表

示がある場合も，最も意味の通じるような順序で記録する。

　　　　　EI　Fuero　real　de　Espa蚤a／diligentemente　hecho　por　el　noble　Rey　doll　Alonso

　　　　noveno；glossado　por　Alonso　Diaz　de　Montalvo…

　1G7．　貴族の称号，敬称，尊称，および区別的呼称（distinction）を示す肩書きと，それらの

略語は個人名とともに，責任表示に収録する。

　　　　　／By　M．　d，Aleまnbert…

　　　　　／By　Horatio　Walpole，　Earl　of　Orford…

　1G8．　一般に，（1）協会の会員を示すイニシャル，（2）学位等，（3）職位，および（4）そ

の他の資格は，下記の場合を除き，責任表示から除外する。

　　　　　a）その要素が文法的に不可欠であるか

　または，b）その要素が個人を識別するため欠くことができない，または，その個人の活動状況

　　　　　　　をはっきりさせるため役立っか（例えば，修道会のイニシャル）

　または，c）その責任表示が著者を筆名，記述句，またはアルファベット以外の記号でのみ表示

　　　　　　　している。

　そのような要素の省略を示すのには省略符号を用いる。

　1G9．　当該著作のタイトルと，責任表示に記された個人または団体との関係が明らかでないと

き，それが望ましいときは，責任表示に英語で語または短い句を付記する。

　　　　　Morte　Arthure／［edited　by】John　Finlayson

　必要があれば，責任表示の拡張，説明，また修正を注記に記載する。

　1G10．本タイトルと各並列タイトルに並列責任表示がある場合は，それを含むタイトルととも

に，おのおの一つの情報の挙位として転記する。タイトルのどれかが責任表示と対応しない場合

は，タイトルページ上に表示されている順序で，すべての要素を記録する。

　1G11．責任表示に結合している名詞または名詞句がその著作の性質を示している場合は，それ

をタイトル関連情報として扱う。

　　　　　Comus：amask／by　John　Milton
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　その名詞または名詞句が，その著作の性質というより，むしろ責任表示に名前のあげられている

個入または団体の役割を示すも．のである．ときは，それを責任表示の一部分として扱う。．

P批radise　lost：apoem　in　twelve　books／the　author　John　Mil七〇11

Acushion　of　downe／text　by　Gilbert　Frye；母rawipgs　by　charles　Cox

不確かな場合は，その名詞および名詞句を責任表示の一部分として扱う。

　1G12．表示中に個入名または団体名が明白にされていない場合でも，責任表示として転記す

る。（そのような表示には，通常‘‘七ransl翫ed”，‘‘edited”，‘‘compiled”等．の語が含ま．れる。）

The　fblouuing　of　Chris七／七ransia七ed　out　of　La亡in　in七〇Ellglish

　1G13．責任表示中に他のエリアに属する要素が含まれていて，かつそれが1B1に示されてい

る一つ以上の条件に該当し，責任表示と不可分の部分であるときは，そのまま転記する。

　1／hymne　au　soleil／tradui七en　vers　la七i11，　sur　la　troisi6me　6dition　du　tex七e

frangois，　par　M．．1，Abb6　M6tivier

　songs　of　innocence　and　of　experience／wi11iam　Blake；with七he丘fty－four

plates　of　the銑u七hor　and　engraver

　iG14．従属的タイ．トル（例えば，付録または補足的テキストのもの）が責任表示の後にあると

きは，実際に個人名または団体名のあるなしにかかわらず2．番目以降の責任表示としてそれらを記

録する。．それらが非常に長いときは，注記に記録するか，またはすべて省略する。

　1｛igh　life　below　stairs：．　a　farce／by　James　Townley；with　a　variety　of　Germa員

notes　explanatory　of七he　idioms…a11uded　to　by　John　Christian　Huttner

　So買1e　remarks　on　the　Barrier　Tre＆七y，　bet宙een　Her　Majesty　and　the　States－

Ge血era1／by　the　author　of　The　conduct．of　the　allies；to　which　are　added　the

said　Barrier－Treaty；．with　the　two　separa土e訊rticles…

　Monsieur　Bossu，s　treatise　of　the　epick　poem…／dohe　into　English　from　the

French，　with訊new　original．preface　upon　the　same　subject，　by　W．J．；tq

which　are　added，　An　ess＆y　upon　Satyr，　by　Monsieur　d，Acier．；and　A　treatise

upon　pastorals，　by　Monsieur　Fontanelle

そのようなタイトルが責任表示の前にあるときは，タイトル関連情報（1D2を参照）として記録

する。目録対象中の第一の著作と同等の重要性が与えられているその他の著作については，』1Eを

見よ。

　Chemische　Erfahrungen　bey　meineln　und　andem　Fabriken　in　Deutschland：

nebst　einem　Anhang　besonder　ehemischer　Geheimnisse／von　J．A．　weber
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2．版エリア

内　　容3

　　2A．

2B．

2C．

21）．

2E．

2F．

予備規則および通則

版表示

版に関する責任表示

副次的版表示

副次的版表示に関する責任表示

総合タイトルのない出版物

2A．予備規則および通則

2A1．　区切り記号法

規定の区切り記号の前後における字あけについてはOEを見よ。

版エリアは，ピリオド，1字あけ，ダッシュ，1忌あけの後に続ける。

副次的版表示は，コンマの後に続ける。

版表示または副次的版表示に続く責任表示は，斜線の後に続ける。

2番目以降の責任表示は，セミコロンの後に続ける。

2A2．情報源　版エリアの規定の情報源は，タイトルページ，そのほかタイトルページの裏面

と先行部分および奥付であり，この優先順位とする。版表示がこれらのどの情報源にも表示されて

いないときは，その出版物中の情報源のどこからとってもよい。版表示，またはその一部分をタイ

トルページ以外からとったときは，その情報源を注記エリアに示す。

2B．版表示

　2B1．　出版物の版に関連する表示を，そこに示されている用語で転記する。版表示をタイトル

ページからとるときは，厳密な語法によって記載する。それ以外の情報源からとったときは，標準

的略語やアラビヤ数字をそうした語の代わりに記載してもよい。版表示とともに示されている説明

語句は収録する。

　2B2・　別刷（issues）または刷（impressions）に関連する表示は，その出版物が以前の版と変

わっていなくても版表示として記載する。

　2B3・　版表示には，通常‘‘edi七ion”（または他の言語によるそれに相当する語），もしくは
‘‘

窒?魔奄唐奄盾氏hとか‘‘issue”のような関連用語が含まれる。‘‘newly　prin七ed”のような語句は，出

版のエリアに転記される表示の部分でないかぎり，版表示として扱う。
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The　second　edition

【2nd　ed．］

Cinquiesme　6dition，　reueu6，　corrig←e，＆augment6e

Newly　imprinted　and　vβry　necessary　vnto　all　youthe

（ただし，印刷事項の部分として使用する：Philadelphia　printed，　Londoa　reprinted）

Nunc　primuln　in　lueem　aedita

Editio　secunda　auctior　et　correetior

　2B4．　版表示が数字でもアルファベットでもない記号だけで，または主としてそのような記号

だけで表示されている場合は，それを行うために必要な印刷設備の利用が可能である限り表示され

ている記号を記録する。再現できない記号については，英語でその記号の名または記述を行い角が

っこにいれてそれに代える。

＆＆＆ed．

【alpha　chi］ed．

　版表示が一・つ以上の文字または数字で表示されていて，版を示す語をともなわない場合は，適当

な語か略語を付記する。

3e［6d．】

［State】B

2［nd　printing玉

　2B5．　出版物に版表示が含まれていないが，以前の版と比べて重要な変更があることがわかる

場合は，その情報を注記に記載する。参考情報源によって版表示を補うことをしない。

露国：Second（？）Colines　ed．　C五Renouard，．P．　Coli血es，　p．57．

Note：‘‘Sixth　ed．，’一Tehemerzine，　v．6，　p．11？一131

　2B6．　版表示が，1B1に掲げる一つ以上の条件に該当し他のエリアと不可分の部分であり，

そのエリアに既に記録されているときは版表示としてそれを繰り返えさない。

　01d　New　York，　or　Reminiscences　of　the　past　six七y　years：being　an　enlarged

and　revised　edition　of　the　anniversary　diseourse　deiivered　before　the　New

York　Historical　Society…

　Chirurgia／nunc　iterum　llon　mediocr量studio　atque　diligentia　a　pluribus　mendis

purga七a

2B7．　タイトルページの他の部分にあり分離することのできる版表示は，

る。望ましい場合は，その転置を示す注記を作成する。

版エリアに転置す

　2B8・　他の記述の要素に属する情報（例えば，原著のタイトルまたは原著作に関するその他の

情報）．が1B1に掲げる一・つ以上の条件に該当し版表示と不可分である‘ときはそれぞれそのまま記
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録する。

　2B9．　出版物に二つ以上の言語または二つ以上の文字で表現されている版表示があるときは，

本タイトルの言語または文字による表示を記録する。この判断規準が適用できないときは，最初の

表示を記録する。もし必要がある場合は，並列表示を記載する。

2C．版に関する責任表示

　2CL　当該著作の一つ以上の版に関連するが，すべての版には関連しない責任表示は，版表示

がある場合は，それに続けて記録する。そのような表示には，個人や団体を含めてもよく，またそ

の版の内容に知的にまたは美的に寄与した者（例えば，新版の改訂者，新版のさし絵画家，または

新版に責任のある団体）の関係を示すものであってよい。このような責任表示の転記および区切り

記号法については1Gの指示に従う。

The　second　ediもion／with　notes　of　various　au七hors　by　Thomas　Newton

ただし，この規定は個人または団体の名でない表示には適用しない。

The　second　edition　revised　and　corrected

（The　second　edition／revised　and　correctedとしない）

　版表示の長さおよびその版に関連する責任表示の初めを決定する際に，そのテキストの意味と同

様にタイトルページのレイアウトや区切りおよび印刷の体裁を考慮する必要がある。‘‘Revised

and　enlarged”のような語が個人または団体の名とともに表示されているときは，タイトルペー

ジ上の表示の仕方によって版表示の部分，またはその版に関連する責任表示の部分のどちらかに転

記する。

　2C2．　版表示のあとに表示されている責任表示が，その著作のすべての版に関連する場合は，

それをタイトルと責任表示エリアに責任表示として記録する。また，責任表示がすべての版に関連

するか，いくつかの版だけに関連するか判断できない場合，または版表示がない場合は，その責任

表示はタイトルと責任表示エリアに記載する。初版を記述する際には，すべての責任表示はタイト

ルと責任表示エリアに記載する。

　責任表示を版表示のあとに続く位置から転置した場合はかならずその転置を示す注記を作成す

る。

　An　inquiry　into　the　original　state　alld　formation　of　the　earth：deduced　from

facts　about　the　laws　of　nature／by　John　Whitehurst．一Ψhe　second　edition，

considerably　enlarged，　and　illustrated　with　plates

　Note：The　statement　of　responsibility　appears　after　the　edition　statement

　（責任表示は，すべての版に関連している）

2C3．　手もとの版には関連するが，その著作のすべての版には必要のない付録およびその他補
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遺的資料の事項を，その版に関連する責任表示として以下の場合記録する。（1）個人または団体

の名がそこにあるか，またはそれとは別の方法で創作に対する責任を識別することができる，そし

て（2）付録等の表示が版表示と同じ情報源に表示されている。

　　　　　τhe　fourth　edition／with　a　new　epilogue・by　the　author

　　　　　Editio翫lter翫，　ab　innumeris　erroribus　emendata／huic　editione　accesser6　Jae－

　　　　obi　Bongarsii　exceptiones　chro聡010gieae　ad　Justine　histori批s　accommodate

　付録等の表示中た個人や団体の名がなく，それと別の方法で識別される場合は，それを本来の版

表示の部分，または適当ならばその版に関連する最初の責任表示として記載する。先行する責任表

示と，付録および補遺資料の事項を分けるのに（1G14のように）セミコロンをもちいない。

　　　　　The　fourth　edition，　with　notes

　　　　　Anew　editioH／by　Grace　webs七er，　to　which　is　added　a　Iife　of　the　author

　版表示より前の位置からそのような表示を転置したときは，必要なら’ばその転置を示す注記を作

成する。

　2C4．　必要があれば，並列責任表示を記載する。

　2D．副次的責任表示

　2D1．　副次的責任表示（例えば，ある著作が特定の版の再発行であるとする表示）があれば，

それを版表示とその責任表示に続けて記録する。

　　　　　The　third　edition，　Reprinted　with　a　new　preface

　21）2．　2Bの適切な規定に従って戯画的版表示を記載する。

　2D3．　版の変更のない刷はそれを明記する。（2B2参照）

　　　　　The　second　edition，　The　fifth　impression

　2E．　副次的版表示に関する責任表示

　2EL　副次的版表示のあとに副次的版表示に関連する責任表示を記録する。

　2E2．　2Cの適切な規定に従ってそのような責任表示を記載する。
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2F．総合タイトルのない出版物

　2F1．　タイトルページにその出版物に含まれている二つ以上の個別の著作のタイトルがあり，

それらの著作の一つ以上にそれに付随する版表示があるときは，それが属するタイトルとともに，

タイトルと責任表示エリアに版表示を転記する。

　An　examination　of　Dr．　Burnet’s　theory　of　the　earth　…／by　J．　K：eill，　the

second　edition　corrected…To　the　whole　is　annexed　A　dissertation　on　the

different且gures　of　the　coelestial　bodies，＆c…／by　Mons．　de　Maupertius

3．資料（または出版物の種類）特性細目エリア

　一般に，このエリアの使用は，図書については行わない。ただし，記述対象がその内容からAA

CR　2の別章の範囲（例えば，地図）に含まれるもので，その記述についてこの規則を採用すると

きはAACR　2における該当部分のエリアに対する規定に従うことを勧める。

4．出版などのエリア

　この規則は，印刷者，出版者または頒布者の近代的機能がなお未分化である初期刊本と，印刷者

についての情報が特に重要であったり，または関心がもたれるそれ以降の刊本の双方に適用される

ものであるため，印刷者の名や場所は，出版者および頒布者のそれと同等の位置付けが与えられ

ている。そこで，‘‘出版地”＜place　of　publication＞および‘‘出版者”＜publisher＞は，別

に指示のない限り，出版者，頒布者または印刷者の場所および名を同様にいうものと理解してよ

い。

内　　容：

　　4A．予備的規則および通則

　　4B．出版地

　　4C．　出版者表示

　　4D．出版年

　　4E．　印刷地，印刷同名，印刷年

4A．予備的規則および通則

4A1．　区切り記号法

規定の区切り記号の前後の字あけに関する指示は，OEを見よ。

出版などのエリアは，ピリオド，1字あけ，ダッシュ，1字あけに続けて記載する。

2番目以降の出版地は，接続語句が出版物にないかぎりセミコロンのあとに続けて記載する。
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　最初の出版者名は，コロンのあとに続けて記載する。2番目以降の出版者名は，接続語句が出版

物にないかぎり，コロンのあとに続けて記載する。

　出版年は，コンマに続けて記載する。

　4A2．情報源　出版などのエリアの規定の情報源は，タイトルページ，奥付，タイトルページ

の裏面と先行部分であり，この優先順位とする。・出版などのエリアの要素についての情報が，この

情報源にないときは，下記の場合を別としてその出版物中のどこかの情報源もしくは参考図書を必

要情報を補うため使用する。出版などのエリアのどの部分でもそれをタイトルページ以外からとっ

たならば，その情報源を注記エリアで示す。

　一般に，「出版話中の異なる情報源にある表示を出版などのエリアの同じ要素の部分として結合し

ない。特定の要素のために選んだ情報源とは別のところに付加的出版事項が表示されているとき

は，それが重要であると判断したならば注記エリアに記録する。

　4A3r　情報源にある出版情報のいくつか，またはすべてが架空のものであったり，誤りである

ことがわかっているときは，出版などのエリアには定形的方式でそれを記録する。その出版の真の

事項がわかれば角がっこにいれて訂正として出版などのエリアに記載し，その情報源を注記エリア

で示す。

　Sadopolis：Chez　Justin　Valcourt…arenseigne　de　la　Vertu　malheureuse，　an

OOOO［i．e．　Brussels：Jules　Gay，1866］

　出版などのエリアについての事項が，

る。

推定であるなら説明を付して注記エリアにそれを記載す

　4A4．　もとの出版の事項が，それとは異なる情報を含めラベルで覆われているときは，ラベル

上の情報を出版などのエリアに記載する。もとの出版の事項は注記に記載する。

　4A5．　一般に，印刷事項の情報は，以下の規則で指示される省略の場合を除き完全に転記す

る。1801年以降に出版された著作，および1800年以前に出版された著作で標準的な書誌に適切な

記述がされているものについては，目録作成者の判断によって，それほど重要でない情報は省略し

てもよい。その場合は，その出版されている書誌についての参照を注記に記載する（7C14を

参照）。

出版などのエリアについては，省略はすべて省略符号によってそれを示す。

　4A6．　異なる出版事項をもつ出版物をまとめたもので，公にされていない合集（例えば，各種

のパンフレットを製本したもの）または各種の目録対象の合集からなり，そのうちのいくつかが出

版物であるもの（例えば，パンフレット，ブロードサイド，切抜および地図のコレクション）につ

いては2出版地および出版者表示はこのエリアからは省略して，出版年または，それらの出版がま
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たがる期闇のみを記載する。その合集について選択した出版年やその他の特性を説明するためには

注記を使用する。

4B．出版地

4B1．　最も顕著に示されている（一般には，最初の）出版地，頒布地または印刷地を出版地と

して記録する。使用した情報源に表示されている正字法の形式で，かつ文法的事実でそれを記載す

る。その出版地．が，さらに大きい管轄区の名（例えば，国，州または同様な名称）をともなうとき

は，同じようにそれを転記する。

Elizabeth－Town

Kδln

Apud　inclytam　Gerlnaniae　Basileam

Commonwealth　of　Massaehusetts，　Bosto蹴

4B2．　この主たる出版地の名の前にある前置詞は，

中に含める。

その名に結びついている’ 鼡蛯ﾆ同様に転記

A■yon
In　London

In　Boston，　printed

（タイトルページ上の表現：In　Boston，　printed．1705）

Printed　at　Bennington

　4B3．

補記する。

出版地の名の別の形式を，識別のため必要であると判断したときは，角がっこに入れて

Christiana［Oslo］

　4B4．　識別のために，もしくは出版地を同じ名の別のところと区別するために必要であると判

断したときは，出版地の名に，国，州，地：方などの名を付記する。その名の英語形があればそれを

使用する（AACR　223．2Aを見よ）注4）。　AACR　2の付録Bに表示の略語を使川すること。

Cambridge［Mass，］

Newport［RJ．］

Washington［Pa．］

　4B5．　地名が情報源中に略語のみで表示されているときは，

略語でない形を付記するか，その地名を完全な形にする。

その表示のままを記載して，かつ

Mpls【i．e．　Minneapolis］

Rio［de　Janeiro1
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　4B6．　二つ以上の場所が示されていて，印刷の体裁またはその他のことから，出版地，頒布

地，または印刷地として同等の重要性をもち，かつその場所がすべて同じ出版者，頒布者または印

刷者に関連しているときは，使われる情報源に表示されている順序でそのすべてを記録する。ただ

し，2番目（または，それ以降）の地名は，他の要素の部分として記録されるものであれば出版地

として転記しない（4B8を参照）。

London；York
AI」ausanne＆se　trouve　a　Paris

　4】37．　形態的に二つ以上の部分として発行された出版物において，

地に変更があるときは，あとの部分の出版地を注記に記載する。

出版の進行にともない出版

　Sちuttgart；田廿bingen

　Note：Bde．33－40　have　variant　place　of　pubHcation　statemen七s：Stuttgart；

Augsburg

　4B8．　出版地が他のエリアの部分としてのみ表示され，かっそこに記録されているか，または

出版者表示の部分としてのみ表示され，かつそこに記録されるべきものである場合は，その出版地

を英語で角がっこに入れ，出版などのエリアの最初の要素として繰り返す。

［Breslau］：Bey　Caspar　Closemann，　Buchhandlem　in　Bresslaw　zubefinden

　489．　情報源中に記載されている出版地が架空のものであったり，誤りであることがわかって

いたら，角がっこに入れて訂正を付記し，その訂正の根拠を注記に記載する。

　ただし，出版事項のすべてが架空のものであるときは4A3を適用する。

　工・ondres［i．e．　Paris］

　Note：Actual　pl銑ce　of　publication　from：Weller，　E．　Die　falsehen　und丘ngierten

Druckorte

　4B10．情報源中に出版地の表示がないときは，最も顕著に示されている実在（出版者，頒布者

または印刷者）の場所，もしくは最初に述べられているものを出版地として（角がっこに入れて）

補う。その名の英語形があれば使用する。顕著であることの判断に疑問があるときは，15世紀また

は16世紀の初期の出版物については印刷者の場所を優先させる，さもなければ出版者，または頒布

者のそれとする。出版地を補足するときは，必要なら，その根拠を注記エリアに記載する。

　［Cambridge，　Mass．1：Printed　by　Samuel　Green，1668。

　No七e：The　printer，　Samuel　Green，　was　located　in　Cambridge，　Mass．，　from

1660　to　1672

　4’B11．出版物中の表示が場所または記号のみのときは，出版地名を（角がっこに入れ）英語で

補足する。（場所や記号は出版者表示中に記録する（4C4を参照））その地名を補足したときは，
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必要なら，r ｪ拠を注記に記載する。

　　　　　［Par三s］、

　　　　　（印刷事項上の表現：“ゑ1’enseigne　de　l’616phant，”パリの印刷者の商業用サイン

　　　　　【工」ondon］

　　　　　（印刷事項上の表現：‘‘sold　in　St．　Paul’s　Church　yard’う

　4B12．出版地が不確かな場合は，疑問符をつけた英語による推定の場所を角がっこにいれて記

載する。

　　　　　［Amsterdam？｝

　　　　　lNewport，　R．1．？］

　　　　　［St．　Petersburg？1

　出版された都市名を推定して記載することができないときは，州，地方または国の名を，もしく

は推定の州，地方または国の名を角がっこに入れ，必要なら疑問符を付し出版地として記載する。

　　　　．【C昂nad司

　　　　　［Surrey？］

　　　　　［Prussia？］

　出版地を補足したとき，老の地名を補足した理由がその他の紀述からみて明白でないときは，そ

の情報源を注記に記載する。

　　　　　Note：Place　of　publication　suggested　by　Alden

　地名を，または推定の地名をも補足できないときは，角がっこに省略符号‘‘s．1．”（sine　Ioco）を

記載する。

　　　　　［S・1．］

4B13．出版地名が二つ以上の言語または文字種によって表示されているときは，本タイトルの

言語または文字種によってその表示を記載する，また，この判断規準が適用できないときは，最初

にある表示を記載する。必要ならば，並行表示を注記に記載する。

　4C．　出版者表示

　4C1．　出版者表示には，その出版物の出版者名，頒布者名，書籍商名，印刷者名を事業活動の

場所および印刷やリプリントの表示にむすびつく情報とともに収録する。

　4C2．　出版者などの名は，その出版物に表示されている完全な正字法形式で，かつ文法的事実
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（先行する必要な語句とともに）によって転記する。

　‘‘Prin七er　to　the　king”のような説明語句や場所は一一般に省略する。ただし，場所がその出版

物の識別に，ま．たは出版年の決定に役立つならばそれを記載する。出版者．表示のなかほどや，終わ

りの部分の重要でない情報は省略してもよい。省略は，すべて省略符号で示す。

　印刷者の名がタイトルページに表示されているときは，別に出版者表示があるなしにかかわら

ず，それを出版者表示，またはその部分として記録．する。タイトルページ上に印刷者の名が．なく，

その場所または記号による表示．がされているときは，これもまた出版者表示として，またはその部

分として記録し，印刷者がわかるときは4C4を適用する。

　：Printed　for　J．　Warner

　：Chez．　Testu，　i．mprimeur－1ibraire

　：」．．Gruhdy，　printer

　：Prin七ed，　and　re・printed　by　E，　Waters

　：Par　Ian　de　Tournes　pour　Antoine　Vincent

　：Irnp士essit　Gaspar　Phi王ipPus　pro　Ioanne　Paruo

　：Printed　by　JohH　Baskerville　for　R」3nd　J．　Dodsley

　lPrinted　by　Isaiah　Thomas：Sold　by　hinl　in　Worcester，　and　by　said　Thomas　b

and　Andrews　in　Boston

　：Ex　o伍cina　Ascensi批na：Impendio　Joannis　Parvi

　Imprinted　at　I」ondon：…　By　Richard　Tottel

　（タイトルページ上の表現：Imprinted　at　London　i耳Fleetstreete　within　Temple

Barre　at　the　signe　of　the正land　and　Starre，　by　Richεしrd　Tottel）

　Impressum　fuit　hoc　opus　Venetiis：per　IoanRem　Baptistam　Sessa

　：Printed　for　the　author　and　sold　by　J、　Rol）erts

　：Prihted　for　the　editor，　and　sold　by　him

4C3．　出版者表示の本文申に表示されている出版．地は，それが出版などのエリアの最初．の要素

として角がっこに入れて記録されていても，なお出版者表示の部分としてそれを転記する。（4B8．

を参照）

［London］：Sold　by　T．　Richardson　in　I」ondon

［Breslau］：Bey　Caspar　Closemann，　Buehhandlern　in　Bresslaw　zube且nden

［London】：Philadelphia茎）rinted，工」ondoR　reprinted　for　C．　piUy

　4C4．　タイトルページ上に出版．者の場所または記号のみが記載されているときは，わかれば，

適当に場所またはサインの前後に角がっこに入れて出版者名を記録して，その情報源を注記に記載

する。

　：［Costard］Rue　Saint・Jean－de－Beauvais，1a　premiere　porte　cochere．au　dessus

du　College

　Note：Costard　listed　as　printer　in　Querard，　J。M．　La　France　litt6raire

＝Prostant　in　Coemeterio　D．　Pauli　lapud　Abelem　Swallel
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Note：Name　appears　on　verso　of七．　p．

　4C5．　出版物中に記載されている情報が架空のものであったり，誤りであることがわかってい

るときは，訂正を角がっこに入れて付記し，注記にその訂正の楳拠を記載する。ただし，印刷事項

の全体が架空のもの，または誤りのものであるならば，4A3を適用．する。

：Printed　for　LG．［i．e．　Thom凱s　Ruddiman］

　4C6．　出版者に関連する表示が二つ以上あるときは，一般に，表示されている順序ですべてを

記録する。数の上で，または書誌的重要さの評価の上から2番目以降の表示を省略したときは，省

略の長さを示す英語句を角がっこに入れて記載する。

：Printed　for　J．　Newbery，　T．8ecket，　T．　Davies，　W．　Jackson，　in　Oxford，　and

A．Kincaid，． ≠獅п@Company，　in　Edinburgh

　：Chez　Claude　Barbin［and　20thers］

　複合の出版者表示の諸部分は，それが出版物中に分離して表示されている場合（すなわち，異な

るページ上に，または同一ページ上にあって接続語句によって結合していない）のみ分割する。

　AOr16ans＝Chez　Couret　de　Villeneuve；Se　trouve　a　Paris：Chez　Nyon　ain6

［and　50もhers］

　Note：Second　imprint　from　colophon

　［Pestj：Prostant　Pes也ini　apud　Authovem　et　Mauss　Bibliopolam；Budae：

Typis　Leopoldi　Francisci　Landerer

　4C7．　形態的に二つ以上の部分として発行された出版物で，出版の過程で出版者名または，出

版者名の形式の変更があるときは，後の部分の出版者表示を注記に記載する。

：G．J．　G6scher｝，sche　Verlagsbuchhandlung

Note：Vols．8－10　have　variant　publisher　statemen七l　Verlag　von　G．J．　G6schen

　4C8．　出版者名を紋章（device）から推定したならば，その紋章に出版者の頭字や完全な綴で

示された名が含まれている場合も角がっこに入れる。推定を証拠だてるため，または確認情報源の

引用について注記を記載する。

　4C9．　出版者の名，場所，または紋章も出版物にないときでも，わかれば出版者名を（角がっ

こに入れて）補足する。特定の出版物について出版者の責任が不明確であるか，または推測の場

合，補足した名には疑問符を付すか，その情報を注記に記載する。補足した出版者についてはどの

場合もその根拠を示す注記を記載する。

　4C10．その出版者の名が記載できないときは，略語

れ，それを補足する。
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Paris：［s・n．】

［S．L　：s・n・］

　4C11．出版物の印刷事項中に出版者名の表示はないが，別のエリアの部分としてそれが既に記

録されているときは，それを都合のよい最小限の形式で角がっこに入れて繰り返す。

［Paris：PhilipPe　Pigouchet，　pour

Symon　Vostre，25　Apr．1500］

（PhilipPe　Pigouchetの紋章がタイトルページにある．タイトル上の表現：　Ces

presentes　heures　a　lusaige　de　Paris…furet　acheuees　Ian　mil　cinq　ces　le　xxv

iour　dapuril　pour　Sy狙on　Vostre，　Iibraire…）

　ただし，出版表示を印刷事項からとった場合は，出版者としての著者に関連する情報の繰り返し

であるとか，または省略されたものであるとの理由で，それぞれ簡略化したり拡張したりしない。

　4C12．出版者名が二つ以上の言語または文字種で表示されているときは，その表示を本タイト

ルの言語または文字種で記載する，この判断規準が適用できないときは，最初の表示を記載する。

必要ならば並列表示を注記に記載する。

　4C13．タイトルページ上の印刷表示がすでに出版などのエリアの第二の要素として記録されて

いて，別の出版者または頒布者の表示がタイトルページ以外の情報源（または，参考文献中にある）

に表示されているときは，出版者または頒布者表示をそれにともなう出版地とともに注記エリアに

記載する。

　出版者表示および印刷者表示が別々の情報源にあり，そのどちらもがタイトルページにない

ときは，出版者表示を出版などのエリアの第二の要素として記録し，印刷者表示は注記に記載す

る。

4D．出版年

　4D1．　出版物にあるように出版年または印刷年を日および月を含めて記載する。年を示すロー

マ数字を，それが誤りであったりミスプリントでないかぎりアラビヤ数字にかえる（4D5以下を

見よ）。‘‘Prin七ed　in七he　year”および‘‘anno”のような語句は除く5）。

　任意に，出版事項の情報を正確な語法によりそのまま目録記録に収録することが重要であると判

断したときは，ローマ数字の表示を含め，かつそれにともなう語句をも出版物中の表示のように出

版年として転記する。ローマ数字によって転記したときは，ローマ数字による形式のすぐあとに角

がっこに入れたアラビヤ数字の出版年を記載する。

　出版年または印刷年が，その出版物申の出版地または出版者表示のなかにあるときは，それを出

版地または出版者表示から除外し，出版などのエリアの出版年の要素として記録する。その省略
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は，省略符号で示す。しかし，その日付が1B1に掲げられている一つ以上の条件に該当し，出版

地または出版者表示ないしは他のエリアの情報と木可分に結びついているならば，それが結びつい

ている要素とともに記録しこのエリアの日付の要素としては，それを角がっこに入れて繰り返す。

　任意に，出版事項の要素の本来の順序をそのまま目録記録中に収録することが重要であると判断

した場合は，その日付を出版物に表示されている順序で記録し，それが出版地または出版者表示の

部分として記録されている限りは，角がっこに入れてこのエリアの日付要素として繰り返す。

　出版年がクロノグラム（年代表示銘）の形式のみで表示されているときは，出版などのエリア中

に角がっこに入れたアラビヤ数字による出版年を記載し，もし必要ならクηノグラムを注記に記録

する。

　Proclama七ions，　carrier’s　addressesなどとともにある本文の最初または末尾にある日付は，

必ずしも必要とする出版年ではない。そのような日付が出版年を明白に表示していないときは，そ

れをタイトルと責任表示の部分として転記するか，注記に記載する。

　，1605

　，7th　July　1766

　，1732，reprinted　1734

　，1614

　（出版物上は：Anno　gratiae　MDCXIV）

　，　an　7，　1798

　（出版物上は：An　VII，1798）

　，［1740】

　Note：Date　of　publication　derived　from　chronogram：Ipso　anno　tertlo　sae－

CVLarI　typographlae　DIVIno　aVXILIo　a　gerManls　InVen七ae
　，　［1814？］

　Note：At　head　of　titlel　December　25，1814

　（タイトルの最初にある日付はproclamationの日付で，出版年ではない）

　4D2．　転記する日付が西暦によるものでないときは，または暦月以外の表現によるものであれ

ば，必要なら，現行年代順表記に対応する同付を角がっこに入れて付記する。ローマ日付を表記す

るのに現行年代順による月および日を記載する。現行年代順による日付を付記するときは・日・月・

年の順序とする。

Prid．　Ka1．　Dec．［30　Nov．］1488

1d．　Mart．1502［15　Mar．1503］

Die　visitationis　Bea七翫e　Virginis　Mariae［2，July】1497

Die　natalis　Christi［25　Dec．】1498

　4D3．　転記した出版の年が，．1月1旧が年の初めでない暦によるもので，現行暦によるとそれ

より後の出版であることがわかる場合は，後の年を修正として角がっこに入れて付記する。ユリウ

ス暦による日付は修正しない。
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，Id．　Mart．1502［15　Mar．1503】

（25Mar．1503としない）

　4玉）4．　年の始めを1月1日とすることへの移行が行われる時期においては，出版の日付として

二つの年が並列して表示されていることがある。その場合は，双方をスラヅシュで分けて記録し，

現行暦による出版年を角がっこに入れて修正を付記する。

　　　　　，　1690／1　［i．e．　1691］

　　　　　，　1690／1691　［i．e．　1691】

　4D5．　出版ないし印刷の年が架空のもの，不正確なものもしくはミスプリントであるとわかっ

ているときは，そのまま記録し，角がっこに入れて修正を付記する。

DM：HI［i．e．1552］

1703［i．e．1730】

　出版物中の日付けの表示が非常に長いときは，それを形式化して角がっこに入れる。そのような

場合は，情報源と表示のもとの形式を注記に示す。

　，［18May　1507］

　（出版物上は：anno　gratiae　millesimo　quingentesimo　septimo　die　vero　deci－

moctavo　Maij．）

　Note：Date　expressed　in　Latin　words　on　t．p，

　4D6．　タイトルからの印刷年がすでに出版などのエリアの日付の要素として記録されていて，

それと異なる出版年がタイトルページ以外の情報源にあるときは，その出版年を修正として記録す

る（4D5を見よ）。必要があれば，修正として付記した日付は別の出版年であって印刷の日付を修

正したものでないことを明確にする注記を作成する。

　4D7．

る6）。

著作権登録年が出版年と異なる場合は，最新の著作権登録年を出版年に続けて付記す

，　1967，　c1965

　出版物中に出版年がないときは，最新の著作権登録年を出版などのエリアの日付の要素として用

いる。

　c1894，

　著作権登録年と異なる実際の出版年がわかったときは，その出版年を角がっこに入れて記録し著

作権登録年を後に続ける。その出版年の情報源及び必要な説明を注記に記載する。
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，　［1896エ，　c1894

4D8．　出版年も著作権登録年も出版物中にないときは，できれば信頼できる書誌や参考図書に

より得た日付を角がっこに入れて補記する。補記した日付の情報源および必要な説明を注記エリア

に記載する。

，［1876】

　出版年が発見できないときは，以下に示す事例中の様式のどれか一つに従って可能性のある日付

または期間を記載する。必要な説明をそれがあれば注記エリアに記載する。

［1560？】

［ca．1580】

［no七before　1479】

［not　after　21　Aug．14921

［1727　0r　1728］

［between　1711　and　1719］

［167一］

［167一？】

［16一］

［16一？】

Probable　date

ApProximate　date

Terminal　date

Terminal　date

One　year　or　the　other

Use　only　for　dates　less　than　20　years　apart

Decade　certain

Probable　decade

Century　certain

Probable　century

　4D9．　数年にわたって出版された複数の巻，部分，分冊からなる出版物の記述においては，最

初に出版された巻，部分，分冊の日付とそれぞれの最後の日付を記載しそれらをハイフンで結ぶ。

，　1513－1524

　出版の順序が巻号の順序と一致しないときは，

る。

必要なら注記におのおのの巻号の日付を記録す

，　1560－1564

Note：VoL　1：1561；v．2：1564；v．3：1562；v．4：1560

　4D10．ある出版物の部分に個別のタイトルページがあり出版物全：体にかかわる日付とそれが異

なるときは，そのような付加的日付を注記に記録する。ただし，それらの日付の一つが出版物全体

にかかわる日付よりも実際の出版年をさらに正確に反映している場合は，4D5の指示のごとく修

正を記載する。

4E．　印刷地，印刷旧名，印刷年

　4E1．　タイトルページに出版表示ぷあり，それが出版などのエリアの出版者表示として既に記

録されていて，なおタイトルページとは別の情報源（または，参考図書にある）に異なる印刷者表
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示があるときは，印刷者表示として印刷地と一緒に注記に記録する。

　　　　　Note：On　verso　of　tp．：John　D．　Toア，　printer，　Baltimore

　　　　　Note：Colophon　reads：Paris，　De　I’imprilnerie　de　Ia　veuve　Thiboust

　4E2．　リプリントの日付が出版物中に記載されていて，それが日付の要素として記録されてい

る出版年と異なるときは，その印制年のあとに丸がっこに入れて‘‘printing”の語を記載する。・

　　　　　，1786（1738printing）

　リプリントの日付が出版年と異なることがその出版物以外の情報源からわかったときは，それを

角がっこに入れて記録する。

　　　　　，1786（［1788】printing）

　実際のリプリントの日付がその出版直中に記載されているリプリントの旧付と異なることがわか

ったときは，それを角がっこに入れて訂正として記載する。

　　　　　，1786（1798［i．e．1789］printing）

　上述のすべての場合，印刷の日付についての情報源および必要な説明を注記エリアに記載する。

　4E3。　タイトルページ上の出版年が出版などのエリアの日付の要素として既に記録されてい

て，それと異なる印刷年（リプリントでない）がタイトルページ以外の情報源に表示されている場

合は，印刷年を注記エリアに記録する。（注意：印刷年および出版年の双方の表示がタイトルペー

ジにあるときは，双方を出版などのエリアに記録する。）

　印刷年が実際の出版年を表現している場合もまた出版年に対する訂正として印刷年を記録する

（4D5を参照）。

　　　　　，　1786　【i．e。　1788］

5．形態的記述エリア

　　内　　容：

　　　　5A．予備的規則

　　　　5B。資料の数量

　　　　5C．挿　　図

　　　　5D．大きさと判型

　　　　5E．付属資料
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5A．予備的規則

5A1．　区切り記号

規定の区切り記号の前後の字あけに関する指示は，OEを見よ。

・このエリアは改行とする。

挿図表示をコロンに続けて記載する。

大きさはセミコロンに続けて記載する。

判型表示は丸がっこに入れる。

付属資料の表示はプラス記号に続けて記載する。

付属資料の形態的細目は丸がっこに入れる。

5A2．　情報源　このエリアの情報は出版物自体から，またはいかなる情報源からもとり入れ

る。

5B。資料の数量

一個の物的単位の出版物

　5B1．　出版物の完全な丁（leaves）数ページ数，またはコラム数をその図書（volume）（あ

るいはその他の物的単位）によって示唆される用語にしたがって記録する。両面に番号づけのある

紙葉の図書，またに両面が印刷されていて番号づけがない紙葉の図書はpagesで記述する。片面

のみ番号づけのある紙葉の図書，または番号づけがなく片面のみ印刷されている図書はleavesで

記述する。ページに二つ以上のコラムがあり，ページでなくコラムで番号づけされている図書は

（columns）で記述する。出版物に丁づけとページづけ，またはページづけとコラムづけ，または丁

づけとコラムづけがある場合は，それぞれの番号づけを記述する。番号づけをしないで印刷された

図書は，丁あるいはベージのいずれかで記述し，両方で記述してはならない。一般に印刷のない丁

またはページも数に入れる。しかし，折記号に照らしてみて欠けている白紙葉でかつ別のコピーに

もその存在が見当たらない場合は数に入れない。正誤表の紙葉は，それが出版物の紙葉と接続して

いないならば数に入れない。一枚ものの出版物の取り扱いについては，この規則の最終の項を見

よ。図版の紙葉およびページの取り扱いについては5B10を見よ。

　ページづけ，または丁づけ，白ページや白紙葉，その他校合の側面でさらに詳細な情報を記載す

ることが望まれるならば，（簡潔に行えるならば）数量の表示のあとに丸がっこにいれてデータを

付記して表示を拡張するか注記エリアを使用する（7CIQを見よ）。

　91，［1］leaves　（the　last　Ieaf．blank）

　vi，744，［2］P．

　Note：五C　copy：Several　Ieaves　are　cancels；leaves　page－numbered　105－106　and

539－540are　cancellanda，　with　the　correspondillg　cancellantia，　between　p．742

andp．743
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正誤表の紙葉は（数にいれる，いれないにかかわらず）常に注記に記載する。

　広告類はその出版物に明確に属しているものであれば数量の表示に含める。これには，広告類が

ページづけに含まれている場合，最終の折丁の最終ページに印刷されている場合，出版製本に組み

込まれて発行された別の折丁に印刷されている場合，または別のコピーによってその存在がわかつ

でいる場合がある。広告類については，数量の表示または注記中に常に記載する。

　124p．（p。119－124』advertisements）

　121，［3】p．

　（広告類が，最終の折丁の最終ページに印刷されている場合）

　Note：Advertisements　on　p．［1H3］at　end

　124，［8玉p．

　（広告類が，続けて折記号づけされている最終の折丁に印刷されているか，出版製本に組

み込まれて発行された別の折丁に印刷されているか，または別のコピーによってその存在

がわかっている場合）

　Note：Advertisemellts　oll　p．［1】一［8】at　end

　図書（volume）以外で，単一の形態的単位の出版物（例えば，一枚もの，巻物，ケース，ポート

フォリオ）については，アラビヤ数字の1に続けて適当な特定資料表示を用いる。ページづけまた

は丁づけを付記するときは，それを特定資料表示のあとに丸がっこに入れておく。一枚ものの出版

物については印刷されたページ数によるページづけ表示を付記する，一般に白ページは数えない。

どのような大きさの一枚ものも両面印刷でページづけがあれば‘‘1sheet（2　P．）”とし，またはペ

ージづけがないときは，‘‘1shee七（［2］P．）”と記述する。ブロードサイド・またはその他の片面印刷

の一枚ものは，噛印刷ページに番号づけがあれぽ‘‘1shee七（1　P．）”とし，なければ‘‘1　sheet（［11

P．）”と記載する。一枚ものの折りたたみ（folder）は‘‘1　folded　shee七”と記述する。

　1portfolio　（261eaves）

　1folded　shee七（［8］p．）

　（両面におのおの4ページの印刷がある一枚ものの折りたたみ；白ページがある一枚もの

の折りたたみの事例については，5B3を見よ。）

　5B2．　番号づけされているおのおのの順序づけに従って，最終の番号のあるページまたは丁の

数字を記録する。出版物に記載されているアラビヤまたはローマ数字を記録する。ローマ数字の場

合，大文字，小文字は記載されているままに記録する。ページまたは丁が数字ではなく． ｶ字でなさ

れているときは，最初と最後の文字を記録し，ページまたは丁を示す語または略語をそのあとに続

ける。アラビア数字でもローマ数字でもない語または記号で番号づけされているページなどの表示

はアラビヤ数字を使用する。

x，32p．，861eaves
lxiij，［1］P．

XII，1201eaves
381columns

a－hp．
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　番号づけされている順序づけには，理論的にその順序づけに含まれる番号づけのないページまた

は丁を含むものと考え，一般に記録されている数字から1へ逆算する。

［2］，40p乙

（出版物には3－40のページづけがあり，最初の部分に無ページづけ4ページがある）

　583．　ページまたは丁づけによる順序付け（印刷されているか白ページかを問わず）に含まれ

ていない，番号づけのないページまたは丁は，出版物の残りの部分または，それらと結びついてい

る出版物の部分を記述するのに使用する用語により数える。不明確な場合は，そのすべてが片面印

刷のときはle即es，またそうでなければ一・般にpagesとして数える。1800年以前に出版された著

作（任意的に，その他の著作）については，最初の折丁のはじめの白紙葉または最終の折丁の末尾

のそれらは，手もとのコピーにそれがあり，または別のコピーもそれのあることがわかっていると

きは数にいれる。そのような白紙葉は常に数量の表示に含めるものとし，数量の表示の拡張を行う

か，それについて説明する注記を作成する（5B1を参照）。アラビヤ数字を角がっこに入れて使用

する。

［8］，328p．

【2］，328，［61p。

iii，［1］，88　p．

64p．，［2］，161eaves

（番号づけのない丁が次の折丁のはじめにある）

64，［4］p．，161eaves

　（番号づけのないページは，接しているどちらの部分とも密接な結びつきはなく，裏ペー

ジに一箇所以上の印刷がある）

番号づけのある順序づけにいりまじっている番号づけのないページや丁を，以下の方法で記録す

る。

200，［81，201－232p．

一般に，一枚ものの折りたたみ，または巻物にある空白をページとして数えない。

　1　folded　Ieaf（［5］P．）

　（片面には4ページの印刷があり，反対側は1ページが印刷されていてあとの4分の3は

空白である一枚ものの折りたたみ．それらの配置の相違については注記で説明してよい）

　5B4．　一連の番号づけのある最後のページ，または丁にある数字が誤植であるときは，出版物

にあるままの数字を記録して，修正を角がっこに入れて補記するか，その誤植のもとの情報を明ら

かにする正確な順序を記録する。

xiv，823　［i．e，3281　p．

（ページ823は誤植で実際は328である）

252［i．e．264】p．
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（ページ221－232はページ付けが繰り返えされている）

232，221－252p．

（前例と同様のページづけ）

5B5．　一連の順序づけがされているなかで番号づけに変更があるとき（例えば，ローマ数字か

らアラビヤ数字に）は，その順序づけの中のおのおのの異なる番号づけの部分を記録する。

xii，13－176　p。

（出版物は【il－xii，13－176の番号づけとなっている）

　586．　出版物のページまたは丁が，さらに大きな順序づけの部分として番号付けされているか

（例えば，多巻ものの一巻として），そのコピーが，全体に対して不完全な一部をなしているとき

は，（末尾の不完全な場合については5B16を見よ）その最初と最後のページまた丁を記録する。

ページや丁を示す語または略語の後にその数字を記載する。

leaves　81－93

p．713－797

p．［713］一797

　5B7．　その図書全体にページづけも，丁づけもないときは，そのページまたは丁を数えて，ア

ラビヤ数字による総量を角がっこに入れて記録する。数えるにあたり，5B3の指示のように，最

初の折丁の最初のページ．または丁から始めて最後の折丁の最後のページまたは丁迄を数える。白ベ

ージまたは白丁の全てを数える。

［104】P・

［8811eaves

　5B8・　串版物に同じように番号づけした4以上の順序づけがあるか・または6以上の同じよう

な番号づけしたページまたは丁と，それのないページまたは丁の順序づけが含まれているときは，

すべてを記録する方がよい。全ての順序づけを記録することが実際的でないならば，以下の方法の

一つを採用する：

　a）ページまたは丁の総量を記録し，

folia七ions”の語を続ける。

そのあとに‘‘in　various　pagings”または‘‘in　various

1024p．　in　various　pagings

256ieaves　in　various　foliations

　b）順序づけの一つが，明らかに主要な順序づけであるときは，その主要な順序づけとその他の

ページまたは丁の総量を記録する。

416p，，98　p．　in　various　pagings
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c）適切な特定資料表示を利用する。

1v．（various　pagings）

1portfolio

これら二者択一的方法の一つを採用した場合は，任意に順序づけのすべてを注記に記録する。

　5B9．　追録を加えられるように意図されているルーズリーフの出版物はすべて

1eaf），”‘‘2　v．（100se－1eaf），”などと記述する。

‘‘

Pv．（loose一

　5B10．出版物中に図版が集中していても分散していても，また，たとえたった1図版しかなく

ても，図版の丁数またはページ数を，一連のページづけないし丁づけの後に記録する。番号づけの

ない図版の丁またはページは出版物の他の部分の記述に使用する用語に関係なく数える（従って，

図版の丁数がページの順序付けの後に，図版のページ付けが丁の順序づけの後にきてもよい）。

、246P・，241eaves　of　plates

246P．，［12］P．　of　plates

（図版は，6枚の紙葉の表ページと裏ページに印刷されている）

x，32，74P・，［1］Ieaf　of　plates

246P．，381eaves　of　plεしtes，24　P．　of　pla七es

　図書に番号づけのない丁とページの図版が混在しているときは，

記録する。

丁かページ数のどちらかで数を

16P．，［11］ユeaves　of　pユates

32P．，［22］P・of　plates

　5B11．折り込みの紙葉も，

態に関係なく記述する。）

同様に記述する。（手もとのコピーにあるままを，他のコピーの状

122folded　leaves

230p．，251eaves　of　plates（some　folded）

　5B12．番号づけのある袋綴じの紙葉は（天または前小口のいずれの折り込みでも）その番号づ

けによるページまたは丁を数える。番号づけのない袋綴じをページ（袋綴じ紙葉1枚について2印

刷ページ）または丁（袋綴じ紙葉1について1印刷ページ）として数える。袋綴じ紙葉がある場合

は，常に注記にそれを示す。

［361p．

Note：Printed　on　double　leaves．

［18］leaves

Note：Printed　on　18　double　le訊ves
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　5B13．並列テキストの図書の場合のように，ページ付けが二重になっているときは，双方のペ

ージづけを記録して，説明の注記を作成する。

xii，35，35　p．

Note：Opposi七e　pages　bear　duplicate　numbering

　5814．2言語のテキストがある図書の場合のように，その図書に反対方向から番号づけされた

ページ群がある場合は，目録するため選択したタイトルページの側から始めて順次各部分のページ

数を記録する。必要なら，その状態を明確にする注記を作成する。

ix，155，126，　xp．

Note：In　English　and　Hebrew．

　5B15．その図書自体のページづけのほかに，その図書が一部をなしている図書全体のページづ

けもある場合は，このエリアでは個々の図書のページ数を記録し，通しページは注記に記録する。

328p．

Note：Pages　also　numbered　501－828

　5816．図書の末尾のページが欠け，または図書中にある個別のページづけの一つについてその

末尾が欠けていて　　またはページづけのない図書ないし順序づけに欠けたページがあり一葦全

本のページ数が確定できない場合は，234十P．の形でページ数を記載し，不完全であることを注

記する。

xxiv，178十P．

Note：Imperfect：all　after　p．178　wanting

［8十】，237，［1］1eaves

Note：Imperfect：one　or　more　prelim．　leaves（incl．　t．P．）wanting

二つ以上の物的単位の出版物

　5B17．出版物が二つ以上の物的単位をもって発行された場合は，そのような単位を示すアラビ

ヤ数字の後に適当な特定資料表示を記載する。その数字には付属資料の表示を含めない（5E1を

見よ）。

3v．

2portfolios

6sheets（versos　blank）

　出版物が，一つ以上の物的な単位にまとめて製本する意図で分冊として発行されたものは，そ

の最終的な形にあうページ，丁または巻数を記録し，分泌で発行されたことを示す注記を作成す

る。
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　製本されている出版物の物的単位数が，実際に発行されたときの数と異なるとぎは，その事実を

注記において示す（7C18を見よ）。

6v．

Note：Bound　in　3　v．

　5B18．出版物が実際に発行された物的単位の数と，その出版物の番号づけが異なるときは，出

版物の番号づけが内容注記に記載されていない限り，その事実を注記で示す。

5v．

Note：Vols，　numbered　1，2A，2B，2C，3

「
Note：The　title　page　of　the　5th　vol．　bears　the　designation‘‘Bde　5－8，，

　5B19．印刷された多様な特質をもつ目録対象（パンフレット，ブロードサイド，切り抜き，地

図など）または一つのコレクションとして目録作成のためまとめられたものについては，特定資料

表示として‘‘pieces”の用語を使用する。もし必要があれば，注記エリアにそのpiecesを箇条書

きするかまたは記述する。

　ca．6700　pieces

　Note：Pamphlets，　broadsides，　leafiets，　manuscripts，　photographs，　etc．，　issued

by　several　different　countries

　5B20．二つ以上の物的単位をもつ出版物のページづけが通しでなされているときは，その物的

単位数に丸がっこに入れたページ数を記録する。

　　　　　8v．（894　p．）

　前づけの順序づけを記録するのには，形態的記述エリアを使用しない，ただし第1巻にだけ一連

の前づけページがある場合は例外とする。順序づけの完全な記録は注記に記載する。

　　　　3v．（xx，804　p．）

　　　　　（前づけは第1巻にのみ昂る）

　　　　3v．（804　p．）

　　　　Note：Vol．1：xx，［11－202；v．2：xx，203－512；v．3：xxi，513－804

　5B21．二つ以上の物的単位の出版物のページづけが通しになっていないときは，任意的に，お

のおのの物的単位についてのページづけをその単位を示す数の後に丸がっこに入れて記録するかま

たは注記に記録する。

　　　　2portfolios（12，181eaves）

　　　　5v．（32，36，48，36，18　p．）
　　　　3v．（v，［1］，31プ生11；vi，32；iii，［1】，49，［1】p）

　　　　3v．
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丞些旦：Vol．1：v．，［11，31，［1］p．；v．2：vi，32　p；v．3：iii，四，49，［1］p。

　5B22．二つ以上の物的単位のものとして計画された出版物が継続しておらず，

ていないことが明らかな場合は，状況に応じて不完全本として記述して（例えば，

一ジ数を，複数冊のときは冊数を記載し），かつ説明の注記を作成する。

または，継続し

1冊のときはべ

2v．

Note：No　more　published？

627P．

Note：Vo1．2was　never　published

5C．挿　　図

　5c1．　一つ以上の挿図があることを示すのに略語‘‘ill．”を用いる。重要でない挿図を無視す

るかどうかは任意とする。表は挿図とみなさない。同様に，挿図入りタイトルページまたは装飾

（ページの頭にある飾り＜head－pieces＞，飾り模様〈vignet七es＞など）は挿図とみなさない。重要

であると判断される装飾については注記においてそれを述べる（7C10をみよ）。

8v．：ill．

492P．：ilL

246P．，32　P．　of　plates：ill．

任趣　その図の工程や技術を付記する。

ilL（woodeuts）

30ilL　（metal　Cuts）

ports．（engr哉vings）

　5C2．　挿図が重要であると判断したときは，挿図の特定の種類を明細に記す。以下の川語の

一つ以ヒをアノレファベット順に使用する：charts，　coa七s　of　a㎜s，　facsimies，　form　s，　gene－

alogical七ables，　maps，　music，　plans，　portrai七s（1人もしくは集団の肖像に使用する），　samPles。

出版物申，特定の種類の挿図のみであるなら，‘‘i11．”のかわりに，これらの用語を仙用する。

492P．：maps

特定の種類の挿図のみでない場合は，‘‘nL”の後にその用語を記載する。

492P．：ilL，　maps，　Plans

5C3．　色刷り（例えば，2色以上のもの7））挿図はそのように記述する。

CO1．　ill．
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ill．，　col．　maps，　ports．（some　col．）

iI1．（some　col．），　maps，　plans

　その出版物が手彩色で発行された証拠がない限りは，

しない。いずれにせよ手彩色については注記で述べる。

色刷りを手彩色＜hand－colored＞と記述

　5C4．　挿図の数量が容易に確認できるときは（例えば，挿図が列記され，かつその数が示され

ているとき）その数を記録する。出版物中に繰り返して現れる番号づけのない挿図は二つ以上とし

ないで一つと数える。

94ill．

ilL，8facsims．

1ilL，1map

5C5．　挿図のいくつか，またはすべてが見返しにある場合は，その事実を注記する。

ill．，　maps

Note：The　maps　are　on　Iining　Papers

5C6．　出版物の全体または主要部分が挿図から成る場合は，‘‘all　ill”または‘‘chiefly　i11．”

として記述する。挿図がすべて，または主として1種類（5c2を見よ）であれば‘‘ill．”の代わり

に，その種類の名称を使用する。

518p．：all　i11．

518p．：chie且y　maps

　5C7．　出版物中のポケットに入れて発行された挿図は挿図表示に含める。その場所および必要

ならば，挿図の数量を注記に示す。

ill．，4maps

Note：The　maps　are　in　a　pocket

12maps
Note：Four　of　the　maps　on　2　folded　Ieaves　in　pocket

5D．　大きさと判型

　51》1．　出版物の高さを（手もとのコピーをもととして）正確に1センチメートル単位によって

記載する。1センチメートルに満たない端数は繰り上げる（例えば，出版物の高さが17．1センチ

メートルのときは，それを18cm，と記録する）。出版物の高さが10センチメートルに満たないと

きは，それをミリメートル単位で記載する。

出版物が製本されている場合は，その製本したものの高さをはかる。出版物の高さが製本の高さ
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と3センチメートル以上の差があるときは，その双：方を明記する。

12cm．　bound　to　20　cm．

　出版物が製本されていない場合，または図書館用バインダーに挿入されているときは，出版物自

体の高さをはかる。

　1800年以前の発行になる出版物については，書誌上の判型が決定できるときは必ず大きさの後に

丸がっこに入れてそれを付記する。必要ならば，それ以降の出版物についても判型を記載する。判

型は略語式（例えば，fol．4to，8vo，12　mo，など；一枚ものの出版物，または折り込みをしない

シートによって作成された図書には1。，1／2。，1／4。などを使用）により記載する。

20　cm．　（4　to）

（4折回，高さが19センチメートルより大きく20センチメートルより小さい出版物）

20crn．（4七〇and　8　vo）

（4折判と8折判のシートの混合による出版物）

　5D2．　図書の幅が高さより大きいか，

算記号に続けて記載する。

または高さの半分にみたないときは，幅を高さの後に乗

20×32cm．

20×8cm．

　51）3．　多巻セット中の図書の高さが異なり，かつその差が2センチメートル未満の場合は，最

高の高さを記載する。その差が2センチメートル以上の場合は最低と最高の高さをハイフンで結ん

で記載する。

24－28cm．

　5D4．　折りたたまないで発行された一枚ものは高さと幅の双方を記載する。通常の組付けの一

枚ものが折りたたんだ形で発行されたが，たたまないで使用するように考えられている（例えば，

その主要な部分がシートの片側全面を占めている）ときは，その折りたたまれたときの寸法を付記

する。

1sheet；48×30　cm．　folded　to　24×15　cm．

　複数ページとなっている一枚ものが，（通常の組付けの折りたたみ一枚ものを除いて）たたみこ

んで発行されているときは，それを‘‘1folded　shee七．”として記載する。組まれているページ数

を（5B1の指示のように）記載し，かったたんだ高さをも記載する。

1folded　sheet（8　P．）；18　cm．
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　5D5．　各種の大きさの資料がひとまとめに製本されてできた図書は製本の高さのみを記載す

る。

　5E．付属資料

　5E1．　出版物とその付属資料が同時に（または，それと近い時期に）発行され，合わせて使用

することが意図されているときは，その付属資料の名称を形態的記述の後に記録する。

　　　　　272p．：ill；24　em．（8vo）十price　Iist

　任意に付属資料の形態的記述を丸がっこに入れ，その名称の後に記載する。

　　　　　212p．：ilL；21　cm．（8vo）十1atlas（38　p。，191eaves　of　col．　maps；37　cm．（fol．））

　　　　　272p．：ill．；25　cm．（8vo）十1map（coL；65×40　cm．）

　あるいは，付属資料を別個に記述するか，またはそれを注記で述べる。（7C11を見よ）。

　5E2．　付属資料が出版物につけたボクットに入れられて発行されているときは，その場所を注

記に明記する。ポケット中の挿図類を付属資料として扱わない（5C7を見よ）。

6．シリーズエリア

　シリーズ表示は初期刊本においては稀であることに留意する，そして真のシリーズのタイトルを

タイトル関連情報と弁別することに注意を払うこと。真のシリーズのタイトルを記録する場合は，

AACR　2見よ。

7．注記エリア

　　内　　容：

　　　　7A．　一般的指示

　　　　7B．予備規則

　　　　7C．　注　　記

　7A．　一般的指示

　定形的記述の規則により，他のエリアに含まれるべきある種の情報を記述することが許されない

ところでは，注記によって定形的記述を修飾または詳述する。そのために注記は出版物のいかなる

側面をも取り扱うことができる。

　注記について，その性質からすべてのものを汲上げて列記することはできないが，各記述のエリ
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アによって種類わけすることができる。そのようにエリアに関連する注記に加えて，定形的エリア

のどれにも対応しない出版物の記述に関する注記がある。場合によっては二つ以上のエリアについ

ていう注記については，例えば，印刷特権の表示のごとくそれが著作中の一箇所の情報源に基づい

ている場合は，まとめてグループ化することも有効である。

注記エリアよりも前にある各エリアの記述において目録化の対象としている版または別刷

く圭ssue＞を明確に識別できないときは，それが明確にできるようにすべての必要な注記を作成す

る。利用できるなら標準目録または書誌について詳細な照合を行うか（7C14以下を見よ），また

は目録や書誌についての注記や参照をする。

　タイトルページの情報を転置をしたときは，必ずその事実を示す注記を作成する。加えて必要な

らば，転置によって影響のあったタイトルページ情報の全体または部分を注記に記載するとよい，

特にその著作の識別に重要で，著作のタイトルが別の目録または書誌に異なる形で通常列記されて

いるときはそれを行う。

注記は一般には強制的なものではないが，いくつかの注記は必要とされ，それが指示されてい

る。前述の規則において必須の注記の例は2A2，2C2，4A4などにある。

7B．予備規則

　7B1．区切り記号法　各注記を字下げして改行する。各パラグラフの終わりはピリオドかその

他の終止区切り記号とする。

導入語句と注記の本体の間は，コロン，1字あけにする。

　7B2．　情報源　注記に記録するデータは，適切な情報を何処からでもとってよい。引用事項中

に補記を挿入する場合にのみ角がっこを用いる。

7B3．　注記の形

　情報の順序　注記中のデータが，タイトルと責任表示，版表示，出版表示，形態的記述，シリー

ズの各エリアのデータに対応する場合は，通常そ：れらのエリアで定められている順序でデータを記

載し，かつ規定の区切り記号を用い，ピリオド，1字置け，ダッシュ，1字あけをピリオド，1字

あけにおきかえる。

　Translation　and　adaptation　of　a　part　of：Historia　trium　regum／Joannes　of

Hildesheim

　Originally　published：Su缶eld，　Conn．：Cooks，1800

　Revision　of：3rd　American　ed．　New　York：Swords，1794

引　用　その出版物からの，または他の資料からの引用を引用符に入れて記載する。その情報源
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がタイトルページでないときは，

を用いない。

引用のあとにその情報源を示す。引用中では規定の区切り記号法

　‘‘Extracted　from七he　lninutes　of　the　Soeiety　for　the　Propagation　of　the　Gos・

pel　in　Foreign　Parts’，

　‘‘Generally　eonsidered　to　be　by　Wj1］ia！n　Langland’，一〇xford　companion　to

EngL　lit．

　‘‘The　principal　additional　music，　contained　in　72　pages，　may　be　had，　half

bound，　with　or　without　the　rules，　price　four　shillings　and　ninepence，，一PrefL

　参　照　出版物またはその他の資料中のある箇所への参照は，目録作成者の判断の根拠を示す場

合，あるいは他の情報源から容易に入手可能な情報を目録記入申に繰り返すことを避ける場合に行

ケ。（7C14をも参照）

Introd。（P．　xxix）refutes　attribution　to　Petronius

Detailed　description　of　plates　in：Abbey．　Trave玉23

　定形注記　定形注記は一定の導入語句，または標準的用語形式を用いる注記であり，表示の形を

統一することが，提示する情報の種類を知る上で有効な場合，あるいは明確性を失うことなくスペ

ースを節約できる場合に用いる。

　非定形注記　非定形注記を作成する場合は，

報を伝える表現を用いる。

明確でわかりやすく文法上許される範囲で簡潔に情

784． 旧版や他の著作を引合いに出す注詑、

　別版同じ著作の別の版を引合いに出す場合は，

報を記載する。

引合いに出した版を識別するために十分な情

Revision　of：2nd　edり1753

　同一著作に由来する他の著作と他の表現形式　同一著作に由来する他の著作と他の表現形式（同

一タイトルの異なる版を除く）を引合いに出す場合は，タイトルと（それがあれば）責任表示を記

載する。引用は，本タイトル（または統一タ’イトル）／　責任表示の形で記載する。必要に応じ

て，引合いに出した著作の版または出版年を付記する。ただし，書誌的資料を引合いに出す場合に

おいては，7C14に示す出版された記述への参照の形式を用いる。その引合いがでてくる場所が，

定形の‘‘References：”注記中であるか一般注記中であるかは無視する。

Sequel　to：M6moires　d，un　m6di6in

Adapta七ion　of：Eduard　in　Schottland／A。　F．　F．　Kotzebue

一48一



7C．注　記

　注記の形式の一・般的指針は以下の通りであり，それ以外に望ましいときは別に作成してよいp特

定の場合に適用する注記の多くは先行の諸章で定められている。必要に応じて，以下の補助規則に

従い，また一般的にここに列記した順序で注記を作成する。適当な場合は，二つ以上を一つの注記

にする。

　7C1．性質，範囲，または芸術上の表現形式

事項について注記を作成する。

記述の他の部分で明白な場合を除き，これらの

An　advertisement

Asatire　against　William　Pulteney

Prospectus　for：Essay　on　criticism／by　Alexander　Pope．　London，1745

7C2．　出版物の言語，翻訳，翻案　記述の他の部分で明白な場合を除き，その出版物の言語，

もしくはそれが翻訳，または翻案であるかの事実について注記する。

Parallel　Iroquois　and　English　texts

English　text　with　I、atin　and　French　prose　translations

Author，s　adaptation　of　his　Latin　text

Transla．tion　of：Gulliver，s　travels

In　part　a　transla七ion　of：1・e　d6コ口rteur　／　M．J．　sed批ine

Ad批ptation　of：Breviarium　monas七icum

　7C3．本タイトルの情報源

必ず注記する。

本タイトルの情報源がタイトルページ代替物のものであるときは

Caption　title

Title　from　colophon

Title　from　incipit　leaf［21a

　7C4．別の形のタイトル　本タイトルとして選定したものを除き，他のタイトルページの記述

を含め，出版物中にあるタイトルを注記する。望ましいときは，本タイトルをローマ字化した形を

記載する。また，望ましければ，タイトルページの実際の用語法を示すためタイトル情報の部分

的，または完全な転記を（例えば，データが省略されている場合）ここに含める。

　Added　t．　p．：La　naturaleza　descubierta　en　su　modo　de　ensenar　las　lenguas　a

los　hombres…

　Spine　title：Bath　Road　acts

　Title　page　reads：…

　7C5．並列タイトルとタイトル関連情報　出版物中に表示されているが，タイトルページ上に

はない並列タイトルを注記する。また重要であると判断したときは，タイトルページ上になくても
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出版物中に表示されているタイトル関連情報を記載する。タイトルページ上の並列タイトルおよ．び

タイトル関連情報が（例えば，記入の本体に適合させることができないとかまたはそれが極めて長

いとかの理由から）タイトルのエリアから省略されている場合は1ここに注記として記載してよ

い．。．

　Subtitle：The　medieinal，　culinary，　cosmetic，　and　economic　properties，　culti－

vation，　and　folklore　of　herbs，　grasses，　fungi，　shrubs，　and七rees，　with　all　their

modern　scienti且。　uses

　Added　t．p．，　with　French　title：1、es　rats

　SecOhd　t．P．　reads：…

7C6．責任表示　以下の情報を伝えるため注記を作成する。

　a）責任表示中の個人または団体の名称と異なる名称があり，それが識別のため重要であると判

断したとき，

　b）タイトルと責任表示エリアに記録しなかった責任表示，

　c）著作に，またその著作の前の諸山に関係のある個人または団体の名で記述中にないもの。

　責任表示エリアの情報源をタイトルページ以外からとった場合は，そのことをここに注記してよ

い。望ましいときは，責任表示エリアに転置した責任表示のタイトルページ上のもとの位置をここ

に注記する。

　At　head　of　title：【name　not　used　in　the　main　entry　heading　and　wi七h　inde－

terlninate　responsibility　for　the　workl

　Also　attributed　to　Jonathan　Swift

　Published　anonymously．　By　Cotton　M訊ther

　Dedication　signed：Increase　Mather

　Drawings　by　Inigo　Jones

　Signed勘t　the　end：AIover　of　truth［i．e．，　Archib訊ld　McKlintosh］

　Statement　of　responsibility　taken　from　verso　of　t．p．

　Statement　of　responsibility　transposed　from　head　of　title

　Woodcuts　on　leaves　B2b　and　C　5　b　signed：b

　7C7．・版と書誌的来歴　記述中の版について，またはその著作の書誌的来歴について注記する。

限定版の表示は可能な場合は，できれば引用形式で記載するのがよい。

Areissue　of　the　1756　ed．，　without　the　plates

Previous　ed．：Norwich，　Conn．：Trumbu11，1783

Seque1七〇：Typee
‘‘Q50copies　printed，，

‘‘kimited　edition　of　20　copies，，

　限定表示に目録作成中のコピーの固有番号が含まれているときは，

する。㌧コ貿「番号はコピー特定注記に記載する（7C18．を参照）。．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一50一
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Edition　note：‘‘Special　edition　of　200　copies　on　handmade　paper’，

Copy－spedfic　note：1、C　has　no．20，　siglled　by　author

もう一つの方法として，全部の限定版表示とコピー番号全体をコピー特定注記に記載する。

　7C8．出版重要であると判断したときは，出版エリアに含まれていない出版事項を注記す

る。出版事項の要素をタイトルページ以外の情報源からとっているときは，その情報源を特定する

注記を作成する。

　Published　in　parts

　Publica七ion　date　from　Evans

　Imprint　from　colophon

　Publisher　named　in　privilege　sta七ement　as　Sulpice　Sabon

　Publisher　sta七ement　6n　cancel　slip．　Original　publisher　statem6nt　reads：Sold

by　G．　Walsh

　Imprin七Judged　to　be　false　on　the　basis　of　prin七ing　of　catchwords　alld

signatures・C無　Sayce

　No　more　published

　‘‘Copyright　1784’，

　7C9．折記号　必要があれば，図書の折記号の細目を記載した注記を作成する。細目は印刷設

備でそれが可能ならガスケルの方式8）に従って記載する。この注記は‘‘Signa七ures’ Pそしてコロン

の順で始める。

Signatures：A4　B－C4　D4　E－G4　H2

　インキュナブラについては，一般に折記号を記載するか，Gesamtka七alog　der　Wiegendrucke，．

Ca七a16gue　of　Books　Printed　in七he　XVth．Cen七ury　Now　in　the　Bri七ish　Museum，　Ca七alogue

96n6ral　des　incunables…／M．L。C．　Pelleehe七など7C14に示したように標準的書誌情報源を

参照する。

　折丁が省略の符号として使用する特別な記号（OJ2を参照）で記されていて，利用できる印刷設

備の能力を越えるものであれば完全に綴った形を角がっこに入れてそれに替える。

［ruln】

［et】

【con】

　折丁が，その他の使用できない記号で記されているときは，記述用語またはその用語の標準的略

語があればそれに代える。

【dagger】

［且euron］

一51一



［par．］

（折丁にはパラグラフ記号で折記号が付されている：¶）

［sec．］

（折丁には節標で折記号が付されている　§）

　折記号なしの折丁はギりシャ文字のpiおよびchiをもって示されるが（Gaskell，　P．330を参

照）そのときは必ずローマ字アルファベット形式に代える。

pi

chi

　7C10．形態的記述　形態的記述エリアに含めなかった重要な形態的事項について注記する。書

誌的情報源に記述がなく，印刷者の識別もされていないとき，または当該情報によって印刷者の識

別ができたときはインキュナブラについては決まったものとして，それ以降の出版物に対しては任

意に，コラム数，二二，活字組の行の長さを記載する。

　重要なものであると考えられる場合は，挿図のより完全な細目を記載する。色刷りが重要な特質

を備えていれぽ注記する。インキュナブラの色刷りは必ず注記する。

The　lst　and　Iast　Ieaves　are　blank

241ines；type　24　G

Woodcuts：ilL，　ini七ials，　publisher，s　and　printer，s　devices

Title　and　headings　printed　in　red

Volumes　numbered：1，2A，2B，2C，3

Printed　on　vellum

Printed　on　a　quarter　sheet

　ここに記載されている形態的記述の細目は，通常は一つの版または別刷のすべてのコピーについ

て適用されるものである。コピー特定情報を注記するなら7C18に述べられているように個別に

記載されるべきである。

　7C11．付属資料　適当な場合は，付属資料の所在位置について注記する。形態的エリアにおい

て述べられなかった付属資料の細目を記載する。

　Folded　col．　map　of　Great　Britain　and　Ireland　in　pockeもof　v．1

　Accompanied　by：‘‘Star　guide’，（1　sheet；12×36　cm．），　previously　published

separately　in　1744

　With　errata　leaf（［21　p．）at　end

　（紙葉は出版物の折丁に属していない，そのため数量表示申の数に入らない；5B1を参照）

　7C12．シリーズ　シリーズエリアに記載できなかったシリーズのデータについて注記する。望

ましければ，以前にその出版物が発行されたシリーズ名，シリーズの編集者，またはシリーズのタ

イトル関連情報に関する情報を記載する。
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Editor　of　the　series：…

Series　t．P．　reads：…

Originally　issued　in　series：…

Also　issued　without　series　statement

　7C13・学位論文　記述対象の出版物が学位の取得要件の一部として提出された学位論文（dis－

serta七ion）もしくは（thesis）である場合は，学位論文である旨の表示（英語のthesisを用いる）

に続けて，著者の請求する学位の簡単な表示（例えば，M．A．またはPh．　D．もしくはそのような

略語が不適当な学位論文ではdoc七〇ra1またはmaster’s），論文が提出された機関，．または学部の

名称および学位の授与年を記載する。、

Thesis（Ph．　D．）一H：arvard　University，1786

Thesis（doctora1）一Universita七丁窺bingen，1805

出版物が学位論文の改訂または要約であれば，．その旨を示す。

Abstract　of　thesis（Ph．　D．）一Yale　University，1795

出版物に学位論文であることの公式な表示が欠けている場合は，書誌的来歴の注記を記載する。

　Originally　presented　as　the　author，s　thesis　（doctoral　7　H：eidelberg）under

title：　…

　7C14．出版された記述についての参照．出版された記述の参照は‘‘References”およびコロ

ンの後に標準的省略形によって記載する。通常，このような参照は，姓，名のイニシャル，一般に

認められている簡潔な引用形式がなければ，汐イトル，書誌番号（適当なものがあれば）の形式で

記載する。引用のタイトルの部分は，十分その著作を識別できるなら一，二のキーワードに短縮す

る9）。

References：Hiler，　H．　Bib1．　of　costume

References：Gaskell，　P．　Baskerville　17

一インキュナブラのす飛てについてこのような記述されている参照を記載する。

　Referencesl王｛ain　6471；GW　9101；Go任D－403
　References：BMC（XV　cent．）II，　p．346（IB．5874）；Schram加，　vl　4，　p．10，50，

and　ill．

　その他の印刷資料について，

の引用を記録する。

目録作成中の版が1以下の資料にリストされているときは必ず書誌

Blanck，　Jacob．　Bil）liography　of　American　Literature…一New　Haven：Yale
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University　Press，1955一

　（Cite圭n　the　fOrm　BAL　2013）

　Bristol，　Roger　P．　Supplelnen七to　Charles　Evans’Ameriean　Bibliography…

一Charlottesville：University　Press　of　Virginia，1970．

　（Cite　in　the　form　Bristol　B　1178）

　Evans，　Charles．　American　Bibliogr臥phy…一New　YQrk：P．　Smith，1941－1959．

［Etc．］

　（Cite　in　the　form　Evans　204）

Pollard，　Alfred　W．　and　Redgrave，　Gilbert　R．　A　Short－title　Catalogue…一

London：Bibliographieal　Society，1969．．［Etc．】

　（Cite　in　the　form　STC　204）

Wing，　Donald．　Short－title　Catalogue…一New　Yo血k：Index　Society，1945－1951．

（Cited　in　the　form　Wing　D　204）

　ある版（または別刷）と，類似した版（または別刷）とを区別するのに役立つとき，目録作成者

が用意した情報をそれによって実証できるとき，または目録作成中の出版物のさちに詳細な記述が

あるときはその他のどのリストや書誌をも引用する。’

References：HoImes，　T，J．　C．　Mather　111

References：Skeeユ，　E．E．　N．　Webster　408

7C15．要約望ましい場合は，その出版物の内容について簡潔な要約を記載する。

　7C16．内　容　記述の他の部分に示されていない資料の存在を示し，特別重要なものを強調し，

もしくは，合集の内容を列記する必要があるときと考えられる場合は，記述対象の内容注記を選択

的にもしくは包括的に作成する。

　タイトルペ「ジに内容があり，それが定形的に表示されていて，かつタイトルと責任表示エリア

の部分として転記されていないならば，その内容を転記する。その場合は，‘‘con七ents：”の語の後

に丸がっこに入れて‘‘（from七．P．）”の句を添える。定形的な内容表示がタイトルページにないとき

は，当該部分の見出しから，またそれができないときは，どのような内容リストなどからでもそれ

があるところがらとる。

　内容の完全な列記が，上記の方法の一つでま、とめられないときは，

より，またはそれらを組み合わせて内容注記の作成を工夫する。

目録作成者は，適当な．資料に

　Bib工iography：・p．43－58

　1ncludes　bibl童ographies

　Includes　index

　‘‘List　of　the　author，s　unpublished　poems’，：P・151一羊58

　1ncludes：An　epistle　to　the　national　meeting　of　Fゴiends　in　Dublin／by　Joseph

Pike，　wi七h　a　special七．P．

　contents：Love　and　peri1／The　Marquis　of　Lorne－To　be　or　not亡。　be／Mrs．

．Alex乱nder－The　melancholy　hussar／Thomas　Hardy
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　Contents：（from　tp．）1．　The　good　housewife，s　coat　of　arms－II．　The　sp呈n－

ning－wheels　glory－II工　The　taylor（亜sappointed　of　his　bride－IV．　The

changeable　world

　7C17．出版物に付されている番号

重要な番号を注記する。

シリーズタイトルに付されている番号の外，出版物にある

　7C18．記述対象特定コピーと図書館の所蔵　（特定コピー注記）記述対象のコピーの重要であ

ると考えられる特異性，もしくは不完全さについて注記する。この注記と，ある版のうちのすべて

のコピーについて当てはまる情報を記録した別の注記とを注意深く区別する。（しかし，古版本は

多くの場合一つのコピーのもつ特性が実際にすべてのコピーについて同じことがいえるかどうかを

確認することは容易でない。）

　ここにいう特異性には，古版本の彩飾＜rubrica七ion＞，頭字かざり＜illumination＞，および手

彩色＜hand－coloring＞，手書きによる加筆，製本（注目すべきものであれば），出所，伝来＜pro－

venance＞，不完全性，コピー番号（7C7を参照）が含まれる。

　Leaves　I5－6　incorrectly　bound　between　h　3　and　h　4

　1mperfect：1eaves　12　and　13（b6　and　c1）wan七ing；without　the　last　blank　leaf

（S8）

　On　vellum；illustrations　aロd　part　of　borders　hand　colored；with　ilIulninated

initiais；rubricated　in　red　and　blue

　Contelnporary　doesk：in　over　boards；clasp．　Stamp：Ch盒teau　de■a　Roehe，

Guyon，　Bibliothさque

　Blind　stamped　pigskill　binding　with　initials　C．S．A．S，

　Inscription　on．inside　of　front　cover：Theodorinis　ab　Engelsberg

　Signed：Alex．　Pope

　LC　has　no．20，　signed　by　author

7c19．‘‘With”注記記述対象が二つ以上の個別のタイトルをもつ部分からなり，それぞれが

ページまたは丁づけをもち，かつ別々の折記号をもっていて，当該記述がその一部分であるとき，

“Wi七h：”で始めて，そこにある順序で他の部分を列記する。（個別のタイトルをもつ部分のページ

づけ，丁づけ，または折記号が記述中のものと連続しているときは，それらのタイトルを7C16の

指示のように内容注記に記録する。）

　列記した各目録対象について，その本のタイトル（設定されていれば統一タイトル），責任表示，

およびすべての出版，頒布などのエリアを記載する。三つ以上の場合は，すべての他の著作を最初

の著作の記録のもとに引用する，後続する著作．の記録には最初の著作のみ引用する。

With：The　reformed　school／John　Drury．　London：Printed　for　R，　wadnothe，

［1650］

With：The　Bostonian　Ebenezer．　Boston：Printed　by　B．　Green＆J．　Allen，　for

Samuel　Phillips，1698一田he　eure　of　sorrow．　Boston：Printed　by　B．　Green，1709
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　もし必要ならば，洞時に発行された著作（in　one　binding，　in　one　paper　cover，　in　a　porか

folio，など）と出版の後に一緒にまとめられた著作を区別するための情報を注記の末尾に記録す

る。

　　　　　With：…Probably　bound　together　subsequent　to　publication［copy－speci且cl

　　　　　With：…Bound　together　subsequent　to　publica七ion［copy－speci且。］

　　　　　With：…Issued　together［universal】

　“Wi七h”注記により列記するにはあまりに数が多すぎる著作については，以下のような非定形注

記を作成する。

　　　　　No．3in　a　vo1．　with　bi皿der’s　tit】e：Brownist　traets，1599－1644．

8．標準番号と入手条件エリア10）

　出版物に国際標準図書番号（ISBN）または国際標準逐次刊行物番号（ISSN）がある場合，それ

を記録するにはAACR　2を見ること。価格その他の入手条件があり，ここ3年以内に出版された

ものでも，そのデータの記録についてはAACR　2を見よ。、

9．補遺資料

　　　　内　　容：

　　　　9A．独立して記述する補遺資料

　　　　9B．従属的に記述する補遺資料

　9A．単独で目録されるべき補遺資料は単独の資料として記述する。補遺資料の本タイトルで二

つ以上の部分からなる本タイトルの記録についての指示は1B7を見よ。

　9B．　従属的に記述する補遺資料の記述については次の方法のうち一つを選ぶ。

　1）補遺資料を付属資料として記録する（5Eを見よ）。

　　　　　5v．＝ilL，　facsims．，　ports．；32　cm．（8vo）十1index（135　p．；32　em．（8　vo））

　2）　副次的な補遺資料は注記エリアに記録する。（7C11をみよ）

　　　　　Accompanied　by：‘‘Star　guide，，（1　sheet；12×36　cm．），　previously　published

　　　　separately　in　1744
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                                                     '                                 '                                                       tt                                                           ' 1. The works of the late Right Honorable Joseph Addison, Esq; : with a complete index. -

  Birmingham : Printed by John Baskerville, for J. and R. Tonson ･･･ London, 1761.

    4 v. :ill., port. ;30 cm. (4 to)

 . VQI. 1: xkv, [3], 537, [5], 415-525 (i.e. 415-537), [5] p., [4] leaves of plates; v. 2: [8], 538, [14]

' p.; v. 3: 579, [13] p.; v. 4: 555, [13] p. Last leaves of v. 2 and 4 blank. Page 537 of last num-

  bered seetion of v. 1 misnumbered 525.

    Referenees: Gaskell, P. J. Baskerville 17.

   ., Contents: v. 1. Preface. Poems on several oceasions. Rosamond. An essay on Virgil's Geor-

  gies. Cato. The drummer, or, The haunted house, Poemata. Dialogues upon the usefulness

  of aneient medals - v. 2. Remarks on several parts of Italy, &c. The Tatler. The Speetator,

  no. L89 - v. 3. The Speetator, no. 90-505'- v. 4. The Speetator, no.. 5e7-600. The guardian.

  The Lover. The present state of the war, and the neeessity of an augmentation, eonsidered.

  The Whig-examiner. The Free-holder. Of the Christian religion.

    LC copy: In v, 1 Ieaves Zzzz 2-3 ineorrectly bound befbre Zzzl. Vol. 2 laeks the blank at

  the end.

                 '
.2. The English hero, or, Sir Francis Drake reviv'd:being a full aceount of the dangerous

  voyages, admirable adventures, notable discoveries, and m4gnanimous atehievements of that

  valiant and renowned eommander ･･･ / revised, eorreeted, inlarged, redueed into ehapters with

  contents, and beautified with pictures by R.B. - The fourth 'edition inlatged. - London -:

  Printed for Nath. Croueh ･･･, 1695.

         '    [4], 174, [2] p., [1] leaf of plates : ill., port. i15 em. (12mo)

    "R.B." stands for Nathaniel Croueh's pseudonym, Robert Burton.

    First published: 1687. "The work is based upon the Sir Franeis Drake revived of 1653, with

  additional material" - Kraus, H.P. Sir Franees Drake, 1970, p. 210, no. 45.

    Signatures: A-Gi2 H6.

    Referenees: Wing C7322

 3. Gospel sonnets, or Spiritual songs : in six parts ･･･ 1 by Ra}ph Erskine ･･･ - The fifth edi-

   tion, with Iarge additions and great improvements. - [Philadelphia] : London, printed

   Philadelphia, re-printed and sold by B. Franklin ･･･, 1740. '

                                 tt                                               tt
    xvi, 270, [2] p. ;16 cm. (8 vo)

         '
    The author's name appears after the edition statement.

    Advertisements on p. [1]-[2] at end. '
    Referenees: Evans 4506; Miller, C.W. Benjamin Franklin's Philadelphia printing 187.

    Contents: (from t.p.) I. The believer's espousals -. II. The believer's jointure - III. The

                                                '
                                                '                  ' --- 57- '



 believer's riddle - IV. The believer's lodging - V. The believer's soliloquy - VL rl]he be-

 liever's principles, eoneerning, creation and redemption, law and gospel, justification and

 sanctification, faith and sense, heaven and earth.

4. Anatomia uteri humani gravido tabulis !11ustrhta / auetore Gulielmo Hunter ･･･ = The ana-

 tomy of the human gravid uterus exhibited in figures 1 by William Hunter ･･･ - Birmin-
 gwhi?,M.:eG:. NEiX,C.Ui,de,btaJt. Jii}ill",".e,Sy,Bia7S7k49rViiie ; LOndini : Prostant apud S･ Bake.r, T. ggdgii, D.

                                                            '                                                                      tt                                                                        '                                                      '   [42] p., 34 leaves of plates :ilL ; 67 cm. (10)

   Prefaee and descriptive letterpress in Latin and English in paralle} columns.

   Latin imprint preeedes English title. The date in Latin imprint immediately fbllows

  "Baskerville."

   English imprint reads: Printed at Birmingham by John Baskerville, 1774. Sold in London

 by S. Baker and G. Leigh ･･･ T. Cadell ･･･ D. Wilson and G. Nieol ･･･ and J. Murray ･･･

   For detailed description including name of artists and engravers of the plates see: Gaskell,

 P. J. Baskervi!Ie 56.

                            tt
5. Seala spiritualis sa[n]cti Ioannis Climaci. - Impressu[m] in regali ciuitate Toletana :

 I[mpensis?] sui reuere[nldissimid[omi]ni D. Fra[n]cisci Ximenes, eiusde[m] eiuitatis arehiep-

 [iseop]i, [3 Jan. 1505]

   [4], CL leaves ; 20 em. (4 to)

   Translation by Ambrogio Traversari of Klimax tou Paradeisou (known as Scala Paradisi).

   Imprint information ftom eolophon, which gives date as: anno ･･･ millesimoqui[n]ge[n]-

 tesimoqui[n]to, die vero tertia rne[n]sis Ianuarij.

   Printed by P. Hagembaeh's anonymous sueeessor at Toledo. Cf. Norton, EJ, A deseriptive

 eat. of printing in Spain and Portugal, 1501-1520, no. 1042.

   Woodcuts: device on t.p. (arms of the see of Toledo), initials.

   "Vita sa[n]cti Ioa[n]nis seholastici, a Daniele monaeho sub eo[m]pe[n]dio seripta": leaves

6. A good evening fbr the best of dayes : an essay, to manage an aetion of trespass against

 those who mispend the Lords-Day evening in such things as have a tendeney to defeat the

 good of the day:a sermon preaehed in the audience of General Assenibly, at Boston, 4 d. 9

 m. 1708, and published by the order of the House of Representatives. - Boston : Printed by

 B. Green, 1708.

   [6], 26 p. ;16 cm. (8 vo)

   Caption title: The cause of the Lords-Day evening, pleaded.

   Order of the Massachusetts House of Representatives, dated Nov. 5, 1708 (p. [21) names

 Cotton Mather as author.

   "To the reader" (p. [3]-[6]) is dated Nov. 6, 1708, and signed: Increase Mather.

   Referenees: Holmes, T.J. C. Mather 149.

7. Roland furieux, poeme heroique italien d.e 1'Arioste, nouvelle 6dition en 4 volumes grand
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se : [pbospectus]. - A

  [4] p. ; 24 cm. (8 vo)

  Caption title.

  Published (at Paris7)

Ariosto edition.

 ,Designated 2nd ed.

1770 (Gaskell xlv).

  Advertisements on p.

Birmingham : Chez Jean Baskerville, 1772.

by "Les Freres Molini," who are named in text as publishers of the

in Gaskell, P. Baskerville xv. There is evidenee for a lst ed. dated

[4].

8. Priuilegia elerieo[rum] [et] queda[m] alia vtilia hie eontinentur ･･･ - [Augsburg] : Impressa

  ･･･ Auguste per Iohanne[ml Frosehauer, 1498.

   [16] leaves (the Iast blank); 19 cm. (4to)

   Imprint from eolophon.

   References: Hain 7381; BMC (XV eent.) II, p. 397 (IA6515); Goff F-318.

   Contents: (from t.p.) Constitutio Friderici Irnperatoris - Constitutio Karoli Quarti Impe-

  ratoris que nominatvr Karoiina - Constitutio Sigismundi Imperatoris que nominatur Sigis-

  mundina eontinentes in se priuilegia [et] iinmunitates elerieorum - Bonifaeij Pape eonstitutio

  [per] qua[m] co[n]firmat supradieta priuilegia, a tribus Imperatoribus clericis eo[n]eessa -

  Item Honorius Papa eonstitutione[m] Frideriei Imperatoris approbauit [et] ¢onfirmauit -
  Iohannes Papa xxiij eadem priuilegia co[n]firmauit - Consiliu[m] Lateranense [et] Basiliense

  eadem priuilegia elerieoru[m] [et] constitutiones Imperatoru[m] approbaru[n]t [et] confirma-

  runt - Vtrum clerici teneantur de fundibus suis, domibus, agris [et] similibus tributa [et]

  exaetiones dare, et an tenean[tur] ad onera personalia.

9.  Pro diuo Carolo, eius nominis quinto Romanorum Imperatore inuietissimo, pio, feliee,

semper augusto, patrepatriae, in satisfaetione[ml quidem sine talione eoru[m] quae in illum

scripta, ae plera[que] etiam in uulgum aedita fuere, apologetici libri duo nuper ex Hispaniis

allati cum alijs no[n]nullis, quorum catalogos ante euius[que] exordium reperies. - [Mainz] :

Exeusa sunt haec apologetica scripta ･･･ Moguntiae in aedibus Ioannis Schoeffer, Nonis

Septemb. [5 Sept.] 1527.

  [2], 8, [2], 9-218, [2] p.;19 em. (4to)

  Imprint from eolophon.

  Signatures: A6 B-Z4 a-c4 d6

  "Priuilegium Caroli Caesaris" dated Mar. 2, 1527.

  The contents were previously published at Aleali de Henares. Ci Cat. de la biblioteea de

Salva, 2860-2861. The letters of.Charles V actually written by Alfbnso de Vald6s; those of

Clemens VII actually written by Jaeopo Sadoleto,

  Contents: CIementis VIL literae - Responsio Caroli Caesaris Pontifici - Seeundae Pon-

tifieiis literae - Responsio Caroli Caesaris ad seeundam Pontifieis epistolam - Epistola

Caroli Caesaris ad Senatum, siue Collegium Cardinalium -- Pro inuictissimo Caesare Carolo

･･･ epistolae Franci Regis ad principes Imperij transmissae, ac apolbgiae Madritiae eonuen-

tionis dissuasoriae refutatio - Nonnulla alia opuseula ebdem pertinentia.

                                     -59-



10．　Poems　on　several　occasions／by　Aquila　Rose；to　which　are　pre且xed，　some　Q七her　pieces　writ

　to　him，　and　to　his　memory　after　his　dec㈱se；collected　and　published　by　his合on　Joseph　Rose

　of　philadelphia．一Philadelphia：Printed　at　the　New　Prin七ing－Of五ce…，1740［i．e．17411

56p．；19　cm．（8　vo）

Publication　d翫te　of　1741　from　announcement　cited　in　Miller．

‘‘`poeln　to　the　memory　of　Aquila　Rose…　by　Elias　Bockett”（p．【451－51）has　special　t．　p．

References：Evans　4586；Miller，　C．W．　Benjamin　Fr昂nklin’s　Philadelphi訊printing，207．

用語解説

　この用語解説はAACR　2付録Dの補足を目的としている。ここに収録されている用語は

AACR　2に欠けているか，あるとしても，特殊な印刷資料の記述に適用するにあたり幾分の修正

を必要とするものである。

Accom　anying　material　statement　（付属資料表示）記述の対象としている出版物に付属していて，．そ

れとともに使用することが意図されている資料の簡潔な記述。

　Avant－titre．（タイトル先行事項）主タ’イトルの前にあってそれを導入するタイトル情報。

　Bibliographic　description．（書誌記述）出版物を記録し，それを他と区別する書誌データの一組で，アク

セスポイントを除くものをいう。すなわち，本タイトルで始まり注記エリアの最後の注記で終わる記述。

　Broadside，　broadsheet．ブロードサイド，ブロードシート。一枚もの出版物をみよ。

　Chief　title．（主タイトル）　タイトルページ（またはタイトル代替物申）に記載されていて出版物を命名し

それを他と区別する語または語の一群。ここの定義では，別タイトル（altemative　title），並列タイトル（paピ

rallel　title），タイトル関連情報（other　title　information）およびタ’イトルページ上の主タイトルに先行する

副次的タイトル情報は含まれない，これを除外することにより通常ショートタイトルとなる。

　Edition．＊（版）［同一の】活字印刷の組み版による単一の仕事によってできたコピー全部をいう。

　Fingerprint．　（書紋）　出版物の本文からとりだされた文字の一グループで，発行日，版，刷りの次数とと

もに，その出版物の独自性を識別するのに役立つもの。

　FoldeL　（ホルダー）折りたたまない状態で，順々に読むことが出来るように組付けられた4ページ，また

はそれ以上のページづけのある，またはないたたみ込み一枚物。ホルダーの形態的記述にっ心・ての指示は，5B1

および5D4をみよ。

　Il玉ustration。（挿図）出版物中にある絵，図またはその他の図形表現。

　Impression・（刷）　一回の印刷工程における型枠で作られたコピーの全部，この用語は‘‘printing”と同

意語である。

　Issue．＊（別刷）ある意識的に計画した出版単位である「刷」からなり出版されているコピーの1グループ

である。出版された他のコピーグループとは，別個の単位のものであることが識別できるように一つまたはそ

れ以上の相違が表示されていることで区別が可能なもの。
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　Leaf　of　plates．（図版紙葉）出版物中の図版で一枚以上の紙葉をもつもの。図版紙葉はページとして番号

づけがあれば，またはそれがなくても両面に挿図類のあるものは図版のページの用語で記述する。図版をもみ

よ。

　Plate・（図版）テキストのあるなしにかかわらず，出版物中にある挿図類［illustrative　matter】を含む紙

葉で，折丁の構成部分となっていないもの。図版紙葉をもみよ。

　Single　sheet　publication．（一枚もの出版物）　紙，ベラム，シルク，パーチパーク，厚紙またはその他の

材料による一枚もしくは合成された一片に印刷された出版物；片面または両面に印刷されていて，製本されて

いるもの，いないものがある。一枚もの出版物の内容は，ここで明確にするように，テキストに対して従属的，

または同格であるいくつかの挿図類が含まれていても，事実上，テキストが優先する。

　一枚ものの出版物は通常は，折り込まないで読むように意図されている。（上記ホルダーの定義を参照）一・枚

もの出版物の転記についての指示は1F，形態的記述についてのそれは581を見よ。

　St就e．＊　（異刷）　ある印刷シートからなる，または出版者によるケーシング［くるみ本］中の1コピーまた

は1グループで（同じ刷りまたは発行のなかでの）他のシートまたはケーシング中の他のコピーとは相違点があ

り，別個の出版作業であることに出版者が一般の注意を即けたくないもの。

　雅七le　proper．（本タイトル）　タイトルページ（またはタイトル代替物）に表示されている形式の出版物の

主タ・fトルで，別タイトル（呂1七ema七ive　tiもle）またはタイトルページ上，主タイトルのまえにある副次的タ・f

トル情報が含まれる。ここの定義では，並列タ・fトル（parallel　tiUe），および主タイトルのあとにあるタ・fト

ル関連情報は，それが本タイトルと文法的に結合していないかぎり以下の要素と同様に除外される：責任表示，

版表示，記述対i象の出版，頒布等を含む表示，シリーズ表示，価格，祈願文（pious　invocation），絞章（de－

vices），アナウンスメント（警句および献辞を含む），モットー，保護表示およびその他その出版物のタイトル

の部分としては考えられない情報。

　いくつかの個別の著作を含む出版物の本タイトルは総合タイトルである。いくつかの個別の著作を含む出版

物で総合タ’イトルを欠くものは本タイトルをもつものと考えない。

　V翫riant　（異版）同一の版の一つ以上のコピーと書誌的に重要な相違のあるコピー。この用語は刷，別刷，

ないし異刷についていう場合がある。

＊　アスタリスクを記した定義はG．Thomas　Tanselle’s‘‘The　bibliographical　concepts　of　issue　and

state，”in　The　Papers　of　the　Bibliographical　Society　of　America，69（1975），　P．17－66．から採用

した。

注 記

1）議会図書館においは1800年までに出版された図書については一貫してこの規則が適用される。それより

あとの出版物にたいしては一般のAACR　2本体が適用される。

2）議会図書館はこの規則のもとでの情報転記においては一般に現代区切り記号の慣例に従う。ISBDの区

切り記号を採用することによって区切り記号が続いたり，また重複するような結果となる場合は情報源中の

区切り記号を省略する。

3）議会図書館が，ここで，また以下の規則で言及．している印刷設備にはMARCキャラクターセットで利

用可能なキャラクターが含まれる。

4）　出版地表示中の地名補記にかかわる当該規則およびこれ以降の規則では，その名の現代英語形式または

その出版年に適合する形式を選ぶこどとする，例えば，1913年以前にこの市において出版された著作に対し

ては，St．　Petersburgであ．る（Leningradではない）。
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5）ただし，‘‘London　pr三nted，　in　the　year　1742”のような印刷事項はLondon　printed：【s．n．］，1742

のように転記することとなる。4B2を参照

6）当該規則およびこれより後の規則の適用においては，現行の統一的著作権法の制定以降（米国では1870

年以後）の国において出版された著作についてのみ表示されている著作権登録年を使用する。このような法

律制定以前の著作権登録年は，それが望ましければ，注記エリアに記録してよい。

7）黒色は1色として数える。

8）　Gaskell，　Philip．　A　New　Introduction　to　Bibliography／Philip　Gaskell．一New　York：Oxford

University　Press，1972；or，　Oxford＝Clarenden　Press，1974．‘‘Reprinted　with　correc七ions．，，

9）ALA稀潮本および手稿の規準委員会はLCとの協力のもとに，標準的な引用形式のリストを作成中で

ある。完成すれば各種の注記について利用が可能となろう。

10）議会図書館の場合，目録作成において古版本の‘‘fingerprint”を定めたり記録することはしない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫教育大学助教授）
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