
 
 

情報組織化研究グループ月例研究会 2008.11.29 
 大曲俊雄（JLA 分類委員会） 

 

NDC10 版の作成作業：3類試案を中心として 

１．分類委員会の審議状況（活動状況） ［配付資料 1参照] 

   2004 年 4 月  9 版改訂方針を公表（『図書館雑誌』） 
   2004 年 5 月  各類の審議開始 
   2008 年 10 月 3 類試案を公表（『図書館雑誌』、HP）    
２．3類試案 ［配付資料 2参照］＊詳細は委員会 HP 参照  

 １）NDC の根幹に関わる体系の変更はしない。 
    個別の箇所でも、従来との継続性を重視 
 ２）出版点数の多い箇所は、必要に応じて展開する。 
    教科書（375.9）、入学試験（376.8）など 
    植民地行政（317.8）［地理区分］、地方開発行政（318.6）［日本地方区分］ 
 ３）新主題の追加を行う。 
    裁判員制度（327.67）、介護保険（364.48）、総合的学習（375.189）など 
 ４）全般にわたって必要な修正・追加などを行う。 
   ①9 版補遺 

       行政組織（317.2）、独立行政法人（335.7）、NPO（335.89）、個々の幼稚園誌

（376.128） 
      ②分類項目 

       憲法の歴史一般（323.02）、法律の改廃（324.81 ほか）、国際判例集（329.098）、
第三分野の保険（339.47）、大学院入試（377.8）など 

   ③機関等 
       欧州連合［EU］（329.37） 

   ④改称 
        成年被後見人（324.11）、執行官（327.16）、財務省証券（347.6）、訪問介護員

（369.17）、知的障害（369.28、378.6）、保育士（376.14）など 
       ⑤用語変更 

イニシアチブ（314.9）、製造物責任（324.55）、談合（326.21）、企業の社会的

責任（335.15）、利回り（338.12）、女性労働（366.38）、不登校（371.42）など 
⑥注記、参照、注参照 

   ⑦形式区分の縮約項目の参照 
   ⑧中間見出し 
   ⑨誤記訂正 
３．3類以外の試案 ［配付資料 3参照］  

   2 類、7 類 ＊2 類は 2008 年 12 月、7 類は 2009 年 2 月公表予定 
 
【配付資料】 

１ 分類委員会の審議状況（活動状況） 
２ JLA 分類委員会「日本十進分類法第 10 版試案の概要：その 1「社会科学」の部」

『図書館雑誌』102(10), p.734－737, 2008.10. 
３ 3 類以外の試案（2 類、7 類）＜抜粋＞ 

【参考文献】 

・金中利和「日本十進分類法新訂第 10 版の作成について：JLA 分類委員会の改訂方針」

『図書館雑誌』98(4), p.218－219, 2004.4. 
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分類委員会の審議状況（活動状況） 

    委員会開催日 毎月 1 回（原則第 2 火曜日）15:00～18:00 場所：JLA 会議室 
    第 1 回開催 2002 年 3 月 19 日（火） 
2002 年（28 期） 

・NDC9 版の見直し（3 月～） 
・外部からの質疑審議、回答 

［委員 4 名（金中委員長、岩淵、中井、大柴）、3 名新任（大曲、松木、黒田）］ 下線：現委員 

2003 年（28 期・29 期） 

・9 版の見直し（～３月） 
 ・9 版改訂方針審議（1 月、12 月～） 
 ・委員の担当決定①（2 月） 
・9 版正誤表作成審議（3 月～11 月）、公表（12 月）［『図書館雑誌』、HP］ 

 ・外部からの質疑審議、回答 
    ［1 名退任（中井）］ 

2004 年（29 期） 
 ・9 版改訂方針審議（～3 月）、公表（4 月）［『図書館雑誌』］ 
 ・委員の担当決定②（3 月） 
 ・1 類、3類、4類審議（5 月～） 
 ・分類委員会 HP レイアウト変更（5 月） 
 ・外部からの質疑審議、回答 
    ［2 名新任（高野、嶋田）、2 名退任（大柴、岩淵）］ 

2005 年（29 期・30 期） 
 ・3 類、1類、8類、2類審議 
 ・「モンゴリスムス」を 9 版索引から削除、公告（9 月）［『図書館雑誌』］ 
 ・外部からの質疑審議、回答 
2006 年（30 期） 
 ・2 類、3類審議 
 ・外部からの質疑審議、回答 
 ・分類委員会記録を公表（4 月～）［HP］ 
    ［3 名新任（坂本、光島、平野）、2 名退任（松木、高野）］ 

2007 年（30 期・31 期） 
 ・3 類、7類審議 
 ・「らい」関係用語を 9 版本表変更・削除、公告（7 月）［『図書館雑誌』、HP］ 
 ・外部からの質疑審議、回答 
 ・図書館付帯調査＜分類調査＞調査票作成の審議（8 月～） 
    ［1 名新任（藤倉）］ 

2008 年（31 期） 

 ・7 類、2類、0類審議 
 ・3 類試案を公表（10 月）［『図書館雑誌』、HP］ ＊『図書館雑誌』には概要を掲載 
 ・外部からの質疑審議、回答 
・図書館付帯調査＜分類調査＞調査票作成の審議（～2 月）、調査（4 月） 

    ［2 名新任（那須、田村）、1 名退任（光島）］（11 月現在 9 名） 
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3 類以外の試案（2類、7類）＜抜粋＞ 

■2類 

 ・9 版補遺の取り込み（時代区分） 
   209.7 20 世紀 ［20 世紀－を変更］ 

.8  21 世紀－ ［新設］ 
 
 ・市名の変更（市町村合併）  
   旧市名を削除し、市町村合併で新設された市を追加（185 市） 
 
 ・現代史の分類項目の新設  
   例）227.2 イラン［ペルシア］ 
       .207 20 世紀－ ［新設］ 

     イラン革命 1978－1979，イラン･イラク戦争 1980－1988 
 

 ・210.025（日本考古学）の改定 
   地域は時代に優先するという原則に従って注記を変更 
    （9 版は、特定の地域全般に関するものと個々の遺跡・遺物に関するものとで異な

る扱いをしていたのを、原則として同様に地方史に収めるようにする） 
     ＊特定の地域全般に関するものおよび個々の遺跡・遺物に関するものは，

211/219 に収める；ただし，個々の遺跡･遺物に関するものでも一国の歴史に

関係ある遺跡･遺物は，日本史の特定の時代に収める 
 
 ・朝鮮史、中国史に歴史補助学、考古学を新設 
     221 朝鮮 
       .002 歴史補助学 ［新設］ 

.0025  考古学 ［新設］ 
 

 ・中国古代史を細分 
    222.03 古代 ［項目名「殷…・春秋戦国時代」を変更］ 
       .032  殷時代 … ［新設］ 
           .033  西周時代 … ［新設］ 
           .034  東周時代 … ［新設］ 
 
 ・イスラエルからパレスチナを区別して新設 
    227.9 イスラエル 

.99  パレスチナ ［新設］ 
＊パレスチナ問題は，ここに収める 

 
・伝記の三分法を新設 
    三分している実績が多いので、分類項目として新設 

    289 個人伝記 
       .1 日本人 ［新設］ 
          .2 東洋人 ［新設］ 
          .3 西洋人およびその他 ［新設］ 
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■7類 

 ・美術館所蔵目録・図録、展覧会出陳目録・図録の別法をもうけた。 
   （703.8 と 708.7 のどちらに収めるか判断しがたい図録が多くなっていることを考慮

して、706.9［706.99］の下へ集中できる別法をもうけた） 
   703.8 美術品目録 
        ＊別法：美術館・展覧会の所蔵・出陳目録 706.99 
   706.9 美術館．展覧会 

［.99］ 美術館所蔵目録・図録．展覧会出陳目録・図録 →703.8；708.7 ［新設］ 
   708.7 美術図集 
        ＊別法：美術館・展覧会の所蔵・出陳図録 706.99 
 
 ・726.1/.6（漫画、挿絵、絵本）を細分（三者同様） 
   726.11 漫画・劇画論．諷刺画論 ［新設］ 
        ＊個々の作品論は，726.1 に収める 
     .12 漫画・劇画史．諷刺画史 ［新設］ 
         ＊地理区分 
      .128 漫画家．劇画家．諷刺画家＜列伝＞ ［新設］ 
         ＊各国の漫画家・劇画家・諷刺画家および個人の伝記，研究・評論

は，.121/.127 に収める；個人の場合は，主な活動の場と認められる

国，もしくは出身国により地理区分 
  
 ・742.5 カメラ［写真機］ ［項目名と付記を入れ換え］ 
     .52 デジタル カメラ ［新設］ 
 
・760.9 の項目名を変更、注記 
  760.9 音楽産業 ［レコード音楽．オーディオ機器を変更］ 
       ＊レコード，コンパクト ディスクの販売カタログは，ここに収める 
 
・763.9 を手直し 

763.9  電気楽器＜一般＞ ［電子音楽．電子楽器を変更］ 
         ＊個々の楽器は，763.2/.88 に収める 

.93 電子楽器＜一般＞．電子音楽 ［新設］ 
    ＊シンセサイザー，ミュージック コンクレートは，ここに収める 
.99 自動楽器：オルゴール，自動ピアノ ［機械楽器．電気楽器を変更］ 

 
・780.9 スポーツ産業：スポーツ興行 ［新設］（スポーツ興行は 780 の注記から移す） 
 
・798 を細分、798.5 の項目名を変更、注記 
   .3 パズル．クイズ ［新設］ 
   .4 ロールプレイング ゲーム［RPG］ ［新設］ 
      ＊コンピュータ ロールプレイング ゲーム→798.5 
   .5 コンピュータ ゲーム＜一般＞：テレビゲーム，オンライン ゲーム 
      ＊コンピュータ ゲーム化された特定の室内娯楽は，794/797 に収める 
   .507 ゲーム制作：プログラミング，シナリオ ［新設］ 


