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禽 Vveb版DO0月Sか力、わクました 統合検索機能と多言語表示機能 禽倉
膨大な、そしてさらに増え続ける資料を所蔵する
図書館。その中で資料を検索するために、オンライ

以下にその概要をで紹介します。
◆統合検索とは◆

ン目録検索システム(OPAC)はいまや図書館にと

統合検索とは、 vveb版DOORSを他のデータベ

つて欠かせません。本学図書館においても、]9田年

ースと連携させて横断的に検索する仕組みです。こ

に専用端末を用いた蔵書検索システムDOORSの稼

れにより、一度の検索で従来の情報に加え、さまざ

動にはじまり、1999年にはVveb版DOORSを公開

まな情報を参照できるようになります。今回統合検

し、学内外はもちろん世界中から所蔵資料の検索が

索の対象となったのは、以下のデータベースです。

できるようになりました。

①同志社OPAC

このたぴ、この「vveb版DOORS」に新しい機

従来のVveb版DOORS。同志社大学およぴ同志社

能が加わりました。これまで表示できなかった中国

女子大学の所蔵情報が参照できます。

語などの表示ができる「多言語表示機能」と、従来

②京都大学OPAC

の情報に加えて他大学の所蔵情報や資料のより詳細

近隣大学として訪問による閲覧申込が多い大学で

な情報を表示する際充合検索機能」です。

す。

一例を挙げると、検索した資料の「目次・あらす

③早稲田大学OPAC

じ情報」を参照することで資料そのものにあたるよ

相互利用協定を結んでおり、他大学に比して有利な

りも早く資料の概略を知ることができ、さらに本学

条件でサービスが可能です。

以外の所蔵状況も同時に検索することができるな

④NACsls vvebcet

ど、資料へのアプローチが飛躍的にスムーズになり

最も一般的な国内大学および研究機関の所蔵目録

ます。みなさんの勉学・研究に大いに活用してくだ

です。国内各大学の所蔵情報を一括検索できます。

さし、。
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⑤BOOKPLUS

② Web 版DOORS標準表示検索画面の左上の蹄充

日本国内の全出版物(一部を除く)の目次およぴあ

合検索へ]をクリックしてください。

らすじ情報を参照できます。
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日外アソシエーツ社が提供する日本国内最大の雑

素へ

誌・論文情報データベース。学術論文や雑誌記事の
索引情報を参照できます。
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★各OPACの横断検索★
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Vveb版DOORSと京都大学OPAC、早稲田大学

CO0"悼』、0コ)1000コ00コ島11貴軍、一事口.M,」.d 無""●三駈を禁止しま,.0●●卓U●

OPAC、 NACsls vvebcatを連携させて同時に検
索し所蔵状況を確認することができます。

②統合検索初期画面

★目次・あらすじ情報を表示★
Vveb版DOORSおよぴ京都大学や早稲田大学の

統合検索の初期画面が表示されます。検索機能

OPAC、 NACsls vvebcatの検索結果に対して、

(個別検索、順次検索、横断検索の3種類が用意さ

BOOKPLUSの目次・あらすじ情報を表示させるこ

れています)及ぴ検索対象データベースを選択して、

とができます。(※但し、1SBNを付与されている和

検索を行ってください。

書で、]986年以降発行のものが対象となります。)

卿

^・

★ BOOKPLUS・ MAGAZINEPLUS検索結果か

/P サ
1通雋検索画而へ戻る

ら本学の所蔵状況を確認
逆に、 BOOKPLUS ・ MAGAZINEPLUSの検索

Π志社
声都ナU卓
早怜白大学

結果に対して、本学の所蔵・所在状況を確認するこ

トリ゛̲ S!5 、゛゛.を此01
BOO F.LUO
UA:、.CI,JEPLuf;

とができます。(※但し、1SBNを付与されている図
書、1SSNを付与されている雑誌に限ります。)
◆起動方法◆

の起動
① http://duels.doshishaac.jp/の[統合検索画面
ヘ]をクリックしてください。
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ヘ,プ1通常検紫画面戻る

◆検索機能◆

◆詳細については◆
各検索機能およぴ検索方法の詳細は、vveb上のマ

個別検索
各データベースを個別に検索し、その詳細画面から

ニユアルをこ覧ください。

「目次・あらすじ表示」「本学所蔵確認」ができます。

(http://duels.doshisha.ac.jp:80朋/ilisone/pdf/

順次検索

manual.pdf)
またはカウンターへお気軽にお尋ねください。

チエックを入れたデータベースを表示順に上から検
索し、見つかったデータベースの検索結果を優先的

◆多言語表示機能について◆

に表示します。

検索結果の書誌データに含まれている、中国語な

横断検索

どの多言語文字を正しく表示することができるよう

チエックを入れたデータベースでとのヒット件数を

になりました。

表示します。

順次検索との違いは、①件数を表示すること、②自

,鼻動

」:心

Oh廿出^

動的に検索結果画面に遷移しないことの2点です。
その他は順次検索と同じ機能です。
告

BOOKPLUS,MAGAZINEPLUSとの連携につ

4

タイトル
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*資料種仲」
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◆注意事項◆
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は本学ネットワークへのダイヤルアップ接続での
み利用できます(情報処理実習教室・演習室、オ
ープン利用室、図書館内のPCコーナー・ラーネ

多言語表示モードを利用するにはUCS文字セッ

ツド記念図書館IF第2読書室に設置されている

ト対応のブラウザの準備が必要となります。詳細は、

パソコンからでも利用できます)。外部プロバイ

「多言語表示について」の画面をこ覧ください。

ダ経由ではBOOKPLUS,MAGAZINEPLUSは

(http://duels.doshisha.ac.jp/hlp/japanese/ta

表示されません。

目en尽0コa heゆ.html)

図書館内の目録検索端末(DOORSコーナー等)、

◆希望の資料が見つかったら◆

各研究室の目録検索端末の一部では利用できませ

検索の結果、希望の資料が他大学の所蔵である場

メV。

^
「コ、

統合検索機能は、統合検索画面上でのみ有効です。

覧利用や必要箇所の複写の取寄せができます。

直接各データベースヘアクセスした場合は、統合

相互利用サーピスにより所蔵館を訪問しての閲

閲覧利用については、本学図書館から所蔵大学へ

検索機能は使えません。

申込み、所蔵館の了承を得た上で紹介状を発行しま

貸出中などの状態情報は、データベースでとに表

す。相互利用協定を締結している大学についてはー

示内容に違いがあります。

部例外の場合もありますが、基本的にはレファレン

検索のキーワードの入力方法は各データベースに

スカウンターでの申込みが必要です。
近隣に所蔵館が無い場合は、複写物の取寄せがで

準じます。詳しくは「順次検索・横断検索時の留

きます。また、資料を本学図書館に借用して館内で

意点」をで覧ください。

閲覧することが可能な場合もあります。ただし郵送

(http://duels.doshisha.ac.jp:80朋/ilisone/to

料や複写料は申込者の実費負担となります。また、

Ugou shosai.html)

著作権法による利用上の制限があります。いずれの

ブラウザは「uavascript有交刎の設定にしてで

場合にもレファレンスカウンターまでお気軽にそ相

利用ください。

談ください。
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Kan'ichi Asakavva papers (朝河貫一文書)

.......

マイクロフィルム

.

.

【FM289 A9370 閉架】

【アメリカにおける日本学の祖】
今回紹介する朝河貫一については、初めてその名
前を亘にする方が多いのではないかと思います。彼
の日本での知名度は決して高いとは言えませんが、
アメリカにおいて日本研究に尽力した日本人の
一人として忘れてはならない人物と言えるでしょ
つ0
あさか

朝河は福島県二本松に生まれ、安積中学卒業後、
東京専門学校(後の早稲田大学)に進学します。卒
業後の1896年に渡米し、ダートマス(Da此mouth)
大学に留学、卒業後はイエール(Yale)大学大学
院に進学し『六四五年の改革(大化の改新)の研究
アhe Ear/y /nS力'tUガ0na/ιife in dapanで博士号
を取得しています。1906年からは同大学で日本語、
日本文化史等を教えるかたわら世界レベルの研究を

イエール大学八ークネスタワ一と朝河貫一博士

続け、日欧封建制研究に卓越した業績を残した歴史
会図書館には、彼が収集した膨大な数の日本関係図

【Kan'ichi Asakavva papers】
さて、今回紹介する kan'ichiAsakavva papers

書が残されており、その後の両者の日本研究発展の

は、次の3つのセクションで構成されています。

学者であります。またイエール大学図書館や米国議

基礎を築きました。

1. CORRESPONDENCE 1895‑1948

【国際人としての朝河】

Ⅱ. DIARIES 1900‑1948

朝河はこのように学問的に優れていただけでな

Ⅲ. VVRITINGS, NOTES, MISCELLANEA
]894‑]940

く、故国日本が世界の中での梶取りを間違えないよ
うにと心を砕き、奔走した国際人でもありました。

セクション1には、家族や親しい友人宛てに出さ

日露戦争時には、黄禍論と経済侵略ゆえの反日感情

れた書簡類が多数含まれています。その中には第二

が渦巻くアメリカで、日本の実情を説いて回り、ア

次世界大戦時に、アメリカに在住する一日本人とし

メリカの助力をえて、日本の面目をつぶすことなく

て自分が取るべき行動について思索した手紙や、ル

有利な場面で戦争を終結させたボーツマス条約を準

ーズベルト大統領から天皇へ送った親書の下書きな

備した功労者でありました。また太平洋戦争では、

どが含まれています。

日米開戦を避けるためにルーズベルト大統領から昭

セクションⅡは、朝河が学生だった頃に書かれた

和天皇宛の親書を送る運動を行っています。残念な

日記と研究者としての活動を詳細に記した日記で構

がらこの親書が日本に届いたのは、日米がすでに戦

成されています。

争状態に入っていた1945年12月8日であり、戦争を

セクションⅢには、新聞の切り抜き、ノート類、

回避する力とはなりませんでしたが、異郷にいなが

エッセイ、写真、学生の論文など様々なものが含ま

ら最後まで日本の行く末を案じ続けたのでした。

れていますが、大半が日本の歴史に関する資料とな
つています。

.....

....

.........
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大宅壮一文庫雑誌記事

■索引の検索が簡単に!
【朝河と同志社】
ここで朝河と同志社の関係について少し触れてみ

大宅壮一文庫雑誌記事索引」がCD‑ROMから

たいと思います。前述したように朝河は東京専門学

Vveb版に移行して検索しやすくなりました。ホー

校に進学しますが、そこで同志社出身で早稲田の礎

ムページ(図書館/データベースの利用)からアク

おおにしはUめ

を築いた大西祝の薫陶を受け、更に東京本郷教会

セスできます。

にて後に同志社総長となる横井時雄から洗礼を受け

[httPゾ/VVVVVV.oya・bunko.com]

とくとみそほう

ています。卒業後は徳富蘇峰主筆の民友社「国民新

大宅壮一文庫は、評論家大宅壮一が力を尽くして

聞」に寄稿し、大西・横井・蘇峰等の篤い援助を受

収集した雑誌の図書館です。一般大衆の中に浸透し

けてダートマス大学への留学を実現しているので

ていた雑誌のような資料にこそ、当時の民衆のあり

す。また、イエール大学、米国議会図書館の日本関

様を見てとることができると考えていた大宅氏だけ

係図書収集に際しては、イエール大学の同級生で、

に、この文庫には大衆娯楽誌を中心に、明治時代か

のちに同志社総長も努めた牧野虎次も協力していま

ら現在までの約]万タイトル・60万冊もの雑誌が収

す。このような関係から朝河の残した往復書簡には

められており、一味違う特色をもっています。

初期同志社関係者のものが数多く含まれています。

このデータベースでは、そのうち約370タイトル

その中から第3代総長横井時雄が朝河に宛てた]898

の]9朋年以降の雑誌記事(雑誌名・記事見出し・執

年の手紙の一部を紹介しましょう。横井からの手紙

筆者・キーワードなどを抽出したもの)について検

には「何とか同志社を一私立大学として天下に恥じ

索できます。
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す。さらに、文庫が独自に分類した、人名・職業ジ

持ちが綴られています。

,︑︑才,号勇X上;ーーー︑

ー/対三朔などの条件を加えて調べることも可能で

系隆}立ウ・府名,勿!少■

道は相当険しいが、直面する難局を打開したい」気
ず売ニノト'む︑ト,!

詳細検索では、執筆者や記事種類(インタビユ

サ覇g1円そ:ー'

ざるもの」とするべく奔走している近況と、「その

ヤンル・件名について一覧から選択し検索すること
で、調べたい事柄を適切な分類の基に検索できるよ
うになっています。
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横井時雄が朝河に宛てた手紙
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イエール大学では朝河が残した私文書を、第二次
世界大戦後に大学アーカイヴズ(公文書保管所)に

讐重コー,"1,壇',,エ,ι1・'高,ー,1.」」'文,一ι..,、1F 由ーザ武ト
,,1一剖

がユ欺#m角OJB
1『3

受け入れたということです。そして初期同志社関係
者の書簡が多数含まれていることから、この度イエ

なお、明治時代 ]995年の記事については、人

ール大学にマイクロフィルムの複写を依頼し、同志

名・件名でとに冊子体で調べることも可能です。

社大学にも一部所蔵することになりました。

「大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録』
信青求記号027.5 0478両校地参考室)
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両校地図書館の
^ 施設改善について
今出川図書館から
■開架閲覧室の照明改善
昨年に引き続き、今回は開架閲覧室の照明を改善し
ました。開架閲覧室は従来から照明器具は多いもの
の、ルーバー(ブラインド)で直接照射を避け外光
との調和を図ることで、落ち着いた雰囲気を醸し出
していました。しかし、雨の日や夜間の資料閲覧に
電動リフト

は暗いとの指摘がありました。
今回、天井を張り替え、器具をより明るいものに交

3.トイレの改修

換して照度をアップしました。昨年度から行つてき

メインフロアコピーコーナー奥のトイレ(車椅子用)

た改修により、館内の照明は全て明るぐ快適になり

の入口が自動ドアになりました。入口脇のセンサー

ました。

に手をかざすとドアが開き、照明が点灯します。
ラーネッド記念図書館から

■館内のバリアフリー化進む
1.図書館東側にスロープを設置

■閲座席設置、書庫スペース拡張

これまで西門側の]箇所のみであったスロープに加

10月よりラーネッド記念図書館邦皆書庫を開架閲

えて、図書館建物の東側、明徳館・徳照館との間に

覧スペースとして開放し、新たに閲覧座席48席を設

新たにスロープを設置しました。

けました。自然光を十分にとりいれ、明るく気持ち

2.正面玄関 メインフロア間に電動リフト設置

のよいスペースとしました。特に試験期の混雑が解

図書館玄関からメインカウンター・パソコンコーナ

消され、より多くの学生に利用していただけると思

ーなどのあるメインフロアに行くために、りフトを

います。書庫は階上部分と階下部分{こ分かれ、書庫

設置しました。操作はとても簡単です。気軽にフロ

邵皆上)には雑誌・新聞縮刷版等のバックナンバー、

ントの係員に声をかけてください。なお、マルチメ

洋書全般を、書庫(階下)には利用の少なくなった

ディアライブラリけ郁皆)や2階へはメインフロア

一般図書・参考図書を集めて配架しました。

からエレベータで行くことができます。

閲覧施設

スロープ
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情報システム室からの

・ゆ・
LinuX教室の認証について

たぴ、より一層のウイルス対策強化として、学内

LinuXが使えるバソコンが増えました。

のメールサーバ(mail,mai12,mai13.mai14)内で送

昨年度秋学期より、一部の教室でLinux (りナッ

受信される電子メールにおいてもチエックを行な

クス)の環境を提供してきましたが、 LinuXの利用

うよう、システムの機能強化を図りました。これ

者が増えていることに対応するため、両校地に

により本学のメールアドレス同士での送受信もチ

LinuXとVvindovvsNTとのデュアルブート方式のパ

エックできるようになりました。

ソコンを大幅に増設しました。
■ウイルスが検知された場合は、告メールが送

従来と同様、起動するとOSの選択画面が現れ、

信されます。

VvindowsNTかLinuXを選択するようになっていま

警告メール(受信者へ送信される内容)

す。また、これまでLinuX専用のユーザ1Dやパスワ
ードが別途必要でしたが、これを廃止し、メール
や情報処理実習教室等のパソコンを利用する際の

[題名]

VirusAle比

ユーザ1Dとパスワードで、 LinuX1こログインできる

[差出人]

Interscan@尽in呂巳「.doshishe.ec.jp
(もしくはlnterscan@mail.doshishe.ec.jp)

ようになりました。

情報システム室では、 LlnuX環境を初めて利用す

[本文]

Interscan has detected e

る方を対象にした簡易なマニユアルを用意してい

Virus[ウイルス名]in your mail(from[送信者]

ますので、活用してください。

俳e:[ファイル名])tra什ic.[日時] action[処理方法]

LinuX利用可能な環境は以下のとおり
これは、「送信者からのメールにウイルスを検知したため、サー

京田辺校地

恵道館10] 106 (KD]0] ]06)

バ側で処理しました」という内容をあらわしています。

恵道館オープン利用室

※[処理方法]

頌真館]01・]02 (TS]0]・]02)
今出川校地

号Uarantined:実行ファイルそのものの削除

寧静館2] 23 (N2] 23)

(ファイル自体も使用不可)

寧静館オープン利用室

Clean:ウイルス部分のみ削除

寧静館地下3 (N地3)

(ファイル自体は原則使用可)

■二重三重の防御を!!

ウイルススキャンの機能強化

ここでのウイルスチエックは電子メールを媒体

ネットワークの利用が進み、コンピユータウイ

としたものを対象としていますが、実際にはウイ

ルスの被害が非常に身近な問題となっています。

ルスはフロッピーディスク等様々な媒体を経由し

ウイルスの怖いところは、利用しているコンピユ

て、コンピユータ内に侵入してきます。また、最

ータが感染することにより自分が被害者になると

新のウイルス情報によりチエックをおこないます

同時に、感染した状態でコンピュータを利用する

が、新種ウイルスに対しては対応が間に合わない

と自分が知らない間に加害者になる可能性がある

可能性もあります。
その意味では、このシステムのみで対策は万全

という点です。

というものではありません。各自のパソコンでも

本学では学内のメールサーバ(maH.mai12,
mai13,m訓4)と学外のメールサーバ間で送受信さ

ウイルススキャンソフトを導入する等、二重三重

れる電子メールがウイルスに感染していないかを

の防御を心がけてください。

チエックするシステムを導入していますが、この
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図書館からの

"ゆ・◆
「日・ EUフレンドシップウイーク

新たに12万冊がDOORSで検索可能に

at 同志社大学」の様子をWebで見よう!

今出川図所分の遡及入力作業がほぽ完了

今年5月に開催し好評を得た「日・EUフレンド

本学の蔵書検索システムDOORSでは、1964年4

シップウイーク at 同志社大学」の公開講演会

月以降に受け入れた資料の情報、約180万件が検索

シンボジウム・ユーロパネル展およぴEU資料展の

できます。しかし、それより前に受け入れた資料は、

映像・画像をVveb上で公開しています。

現行とは異なる分類法が使用され、しかも力ード目

(http://VVWVV.doshisha.ac.jp/gakujo/1ibrary/eu

録で探さなけれぱなりません。その不便さを解消す

/fw/euJ.html)

るため、総合情報センターでは、手作業による力ー
ド目録作成済みの資料データを過去に遡って電算化

なお、コンテンツの再生にはRealplayer TM8以
降のバージョンが必要です。

し、現行の分類法(日本十進分類法)への切り替え
を行う「遡及入力作業」に取り組んでいます。

今出川図書館閉架書庫の資料が移動しました

今出川図書館所蔵の当該資料については]999年6

閉架書庫(3階)北部分には、図書のうち分類

月から遡及入力準備に取りかかり、 2000年4月から

200番台およぴ300番台と、旧分類の資料が配架され

実質的な入力を開始しました。これまでに貴重室配

ていました。資料増加に伴う書架不足から、一部の

架分を除く約]2万冊の入力が終了し、 DOORSで検

分類を別置しており利用者のみなさんにはで不便を

索できるようになりました。貴重室配架分も今年度

おかけしていましたが、この度全ての分類が統一さ

末の終了を見込んでいます。今後は、各学部・研究

れたので、 3階北書庫の資料の移動を行い資料配置

所、講武館書庫の約20万冊の遡及入力を進める予定

に余裕をもたせました。これに伴い配架場所が若干

です。

変わっています。入庫利用の際には、書架毎の案内

■資料を探しやすい環境が整いました

表示を参照してで利用ください。

今出川図書館では、遡及入力がほぽ終了したこと
により、これまで新分類、旧分類と分けて配架され

今出川図書館内の閲覧室に辞書を配置

ていた資料が一緒に並ぴます。また、 rDOORSで

今出川図書館内の第】 第4の各閲覧室に各種辞

調べて、カード目録も調べて・・・」といった手間も省

書を配置しました。国語辞典をはじめ、英・独

けます。今回遡及入力された資料の中には、資料的

仏・中・西・露語およぴハングルの辞書です。また、

価値の高いものが数多くあり、学内での利用にとど

従来から第3閲覧室に配置していた辞書も新版1こ替

まらず、止L (図書館間相互利用)などで広く活用

えました。各閲覧室内で自由に利用できます(館外

されることが期待されます。

持出はできません)。利用者みなさんでゆずりあっ
て勉学の助けにしてください。なお、利用後は書架
に戻してください。
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