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新学術情報システム完成一一全面稼動
学術情報センターの図書関連業務の総合的な機械

記の通りです。

化を目指す「新学術情報システム」(愛称DREAMS)

①図書およぴ逐次刊行物(雑誌、年鑑等)が同時

がこのたび完成し、本年7月より全面的に稼動を開

に検索できます。図書のみ、逐次刊行物のみの

始しました。本システムは、従来個別に稼動してい

検索もできます。

た各サブシステムの改善と有機的な総合化を図り、

②「発注中」、「整理中」、「貸出中」の表示がでま

資料の収集から提供までを一貫した流れのもとに処

す(学術情報センター分)。

理することを目的として開発されました。また、時

③図書、逐次刊行物とも最新の所蔵情報を見るこ

代に即応したより使い易いシステム、全学的な図書

とができます。

関連業務の標準化なども大きな目標としています。

④日本十進分類法第7版によって分類された図書

以下、皆さんに一番かかわりのある「目録検索サブ

も第8版で統一して検索することができます。

システム」(D口OR8)を中心に各サブシステムの

⑤口ーマ字、カナ、漢字のいずれでも検索できま

紹介をいたします。

す。
この他にも色々特徴はありますが、システム的に

目録検索システム

いうと、 D0口RSはコンピュータ内で他のすべて

DOORS (Doshish80nline Retri巳>日1

のサブシステムとりンクしており、その中心となっ

System)の愛称で親しまれているこのシステム

ています。その結果上記のような様々な情報を

は1991年度から稼動し、改良が重ねられてきました

DOORS上に表示することが可能となっています。

が、このたぴの発注・逐次刊行物両システムの開発
完了に伴い一応の完成をみました。

目録作成システム

DOORSの特色はなにより画面誘導型の使い易

基本的には文部省の大学共同利用機関である学術

いシステムであるということですが、主な特徴は下

情報センター(NACSIS)の共同目録作成システ

■ 1 司

ムを使って行なっています。全国の大学等による共

さらに、このシステムからD口ORSに対して、「貸

同作業により目録の作成を分担しています。そこで

出中」情報だけでなく、図書の配架場所や各種の状

作成された本学用の目録データは毎週テープで送ら

態情報(修理中等)も提供しており、利用者は図書

れてきます。それを本学の計算機システムで処理し、

を利用する上で必要な情報を確実に得ることができ

D口ORSとして皆さんに提供しています。また、本

るようになっています。

システムでは図書1冊毎のきめの細かい管理も可能
発注システム

になっています。

図書の発注や納品等の処理を行なうシステムです。
発注のための書誌情報は各種情報源を利用して極め

逐次刊行物システム
目録の作成は上記と同じですが、逐次刊行物特有

て簡便に作成することができます。また、発注関連

の所蔵情報(巻号等)管理に関しては、独自の使い

情報はD0口月Sを通して即座に利用者の皆さんに

易いシステムを構築しました。その内容は仮受処理

提供されます。なお、このシステムも全学的な分散
処理が可能となっています。

(日々の新刊受入)、製本処理、所蔵データ処理から
構成されています。このシステムで処理されたデー

おわりに

タは即時にDOORSで検索することができます。

当初の方針である各サブシステムの改吾Lf機的

なお、所蔵情報管理に関しては全学的な分散処理が

な統合という目標は実現し、新たな要素も多数付け

可能となっています。

加えられ、所期の目的は十分達成されたと言えます。
しかし、完壁なシステムが構築されたとは言い難く、

貸出返却システム
従来個別に運用されていた両校地図書館の貸出返

今後とも時代に即応したより良いシステムを作るた

却システムが統合されました。その結果、両校地に

めさらに努力を払っていかねぱならないと考えてい

おいて均一なサービス提供が可能になったのみなら

ます。

ず、システムの運用・保守等の業務が半減しました。
新学術情報システム概念図
目録検索サプシステム

文部省学術情報センター
(NACSIS)

目録検索
(ORION)

NACSIS.CAT

オンライン接続機能
総合目録

検索
アップロート

参照MARC

ダウンロート
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.
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新情報処理実習教室一設備・システムともに一層充実
本年度、両校地の大型計算機システムが更新され
ました。また田辺校地に新教室棟が建設されました

処理実習教室 1

6: KDI01 KDI06)。これにと

.訂冨

''

盲

倉

■加'厘・磨匂

劇倉

もない、今出川校地寧静館2階のTSS教室も改装
し、パーソナルコンピュータ120台を設置しました

一一.

パーソナルコンピュータ300台を設置しました(情報

趣
.廟趣

冒

が、この恵道館1階の6教室を情報処理教室とし、

(情報処理実習教室 1 3: N21 N23)。
以下は、この新しい情報処理実習教室のあらまし
です。
▲恵道館情報処理教室

基本システム

アプリケーション

教室に設置した各パーソナルコンピュータの基本

大型計算機の端末としての機能は従来通りですが、

システム(ソフト)は、 MS・DOS/>というオペ

パーソナルコンピュータとしても、各種流通ソフト

レーティング・システムです。これに、やはゆ基本

などのアプリケーションを利用することができます。

システムでもあるMS・vvindovvSというシステム

主なものに、ワードプロセッサ(日本語、欧米

を組み込んでいますので、マウスとよぱれるもので、

語)、表計算ソフト、それにプログラミング言語とし

アイコンという画面上のワープロなどのソフトやデ

て、 FORT月AN、 C、 PASCALなどが利用で

ータの記号化したものを、指示(クリック)するこ

きます。

とにより簡単に目的のソフトを起動することができ
ます。この場合、キーボードから手でいちいち命令
。(コマンド)を入力する必要がなく、またコマン
ド名を覚える必要もありません。

利用について
これらの教室は、授業がない時問帯に一般利用で

きます。利用手続きや詳しいことについては、計算

また、先生の操作画面や、ピデオテープ、ビデオ
カメラによる資料映像を各机に設置したモニターで
見ることができます。

機室窓口にお尋ねください。

授業・実習に加えて、これらの機器や各種ソフト
ウエアの使い方について、講習会を実施しています。

また、プログラミングに関する相談コーナーを設け
ネットワーク

ています。相談日については計算機室掲示板をこ覧

新情報処理実習教室のパーソナルコンピュータは、

ください。一般利用時問帯の情報処理実習教室には、

大型計算機との接続とともに、サーバという、共有

補助員が常駐しています。機器の操作や、ソフトの

のプログラムやデータ等のファイルを収めたものに

使い方等で分からないことがありましたら、おたず

接続されています。このサーバを介することによゆ、

ねください。

共通のファイルの利用や、学生諸君と先生の間で授
業等の課題やレボートのやりとゆを行うことができ

ます。今回、これらの機能を実現するために、
Netvver巳という、ネットワーク基本システムを導
入しました。
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インタどユー:贊料・情戴の現在をきぐ
^
^

インターネットの利用と将来

^
^

話し手卜西納春雄
ーインタースッ<にフι}Z忽'、昨今わか国におし】て吉マ

た。1990年のことです。インターネツトのことは噂でし

/bチXディアあるι1ぽスッ人ワークなどとと吉仁闘心が

か知りませんでした。インターネットにはじめて触れた

高まっでし)まずかX 本日ぱ西紺先生にインタースツ<に

のは、田年夏のサマープログラムを引率してアーモスト

つし】で、実際にどしつようにネα眉されてし)るしつか、教育牙

大学を訪れたときでした。アーモスト大学の寮はかなり

究仁どめように利用ずるごとかできるのか、ぞbて同志

古いものでしたが、その寮にさえ、ネツトワーク接続用

だズ学とbて今後とめよう衣方向に逵むこと力塑まbι】

の通信コネクタが各個室に用意されていました。また、

しつか、とし)うこと仁フιIZ、お話をうかがし}たし}と思ι)

接続用のケーブルや通信ソフトも大学が用意しており、

ます。

簡単にネットワークが利用できるようになっていました。
すでに学生は、カリフォルニア大学など遠くの大学の友

ぱじめにインタースッ<とぽとめよう衣ものなのか、
ご説明をお頗ι}bます。

人との間でチャット(コンピュータの画面上で行うりア

西納米国の国防総省(ARPA)は、19朋年に、情報と

ルタイムの会話)したり、他大学の図書館の蔵書目録を

計算機資産の共有を目的として、ARPANETというネ

自由に閲覧していました。私も実際に体験してみて、こ

ツトワークを試験運用しました。これがインターネツト

れは大変な時代が来たな、と驚樗したわけです。

の起源と言えます。非常に高価だった計算機資源の有効
利用と、有事に強い分散的なコンピュータシステムの構

一遅れぽせ衣力ち、同志社犬学で吉昨年から、ようやく

築が目的でした。これを利用した大学の研究者たちがそ

インタースッ<を利用できるように衣クまbたが、イン

の潜在的な可能性に気づき、これに習って70年代から80

タースッ人の基本的衣機能にぽ、ダぞ一<々グイン

年代にかけて、いくつかの大学を結んだネツトワークが

化e加eか、ファイル転送げtp/、雪子Xールのやクとク

米国のあちこちに構築されていきました。1986年にアメ

があると思ι}まずか、先生ぽ美際にどめように利用され

り力の5つのスーパコンピュータを結んでNSFNET

てし}ますか。

(Nati口nal scienoe Foundati口n NetW口「k)
が創設され、これが現在のインターネツトのパツクボー

西納まず、電子メールがもっともわかゆやすいと思い

ンになりました。現在は世界の146力国、ホストコンピユ

ますので、これから説明します。電子メールはコンピュ

ータだけでも230万台あまり力沸吉ぶ世界最大のネツトワ

ータで作成した電子的な文書を、そのまま、相手のコン

ークを構築しています。「インターネット」という呼称が

ピュータ(実際には相手が利用するホストコンピユータ

広く用いられるようになったのも1986年以降のことです。

のメールボックス)に直接送信するものです。われわれ

インターネットは、ーつの巨大なコンピユータが全体を

研究者にとって大変役に立つもので、日常的な連絡、学

支配しているのではなく、多数のホストコンピユータの

会への論文投稿、資料の交換等に利用できます。電子メ

それぞれが連携しながら、情報を受け、取り、保存し、

ールは紙のメディアと異なゆ、散逸しにく<、保存性、

通す広域分散型ネットワークであることに特徴があゆま

編集性にれています。また、非常に高速で、国内なら

す。

数秒で、世界にも数十秒以内で届きます。情報がディジ
タル化されているため、転送による劣化がなく、そのま

ーそのような歴史かあったわゲでずね。さて、フぎ仁西

ま編集加工、印刷に回すこともでき、遠隔地の共同研究

納先生とインタースッ<としつ出会ι)仁フι}て、お話ι}た

者と論文をまとめるときなど、大変便利です。さらに、

だゲまずか。

電子メールの持つ非共時性も重要です。電話の場合、肉
声を聞けるというメリットはありますが、電話をしてい

西納通信を初めてまもなく、京都大学を通じて、 BIT・

る間はお互いに相手を拘束してしまう。電子メールの場

NETという世界規模のネットワークを利用し始めまし

合は、自分の都合のよいときにメールボツクスを開いて
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読むことができ、自分に届ぐ盾報を自分でコントロール
することができるのです。

一ι】ろし}ろ衣インタースッ人ιつ紹介などで吉、とクわゲ
唐子Xールの利京か注目されでし)ますね。犬変便利であ

＼、

ることか'わかクまbたか＼柳金ぽとめように衣っでι1ま
ずか。

西納インターネットの場合、自分力功n入している組織

.

によって異なります。同志社大学の場合、現在は無料と

'教職員向けインターネット説明会を行う

なっているので、学内からの利用は、どれだけコンピュ

ミシガン大学、ハーバード大学、カリフォルニアの総合

ータに接続しても、どれだけメールを書いても無料です。

図書館データベース「メルヴィル」などを主として利用

郵便料金が高騰している昨今大変あゆがたいことです。

しています。なかでもメルヴィルは、1300万件もの詳細

また、電子メールの場合、数千行の大きなメールでも瞬

な書誌データを有していて、とても重宝します。そのほ

時に届きます。大量の文書を印刷し、速達で出すという

か、トロント大学、オックスフォード大学、ケンブリッ

作業と比較して、大変経済的で、時間の節約にもなりま

ジ大学などの図書館データベースも利用できます。

す。これを利用しない手はありません。
ーそこから本を借クるとし}う目的でぽ衣く、本の詳bι1
一■々に、 te加et仁つし}Z'、とτつよう仁利メ刃されZι}苦ず

情瓢をス手ずるために海外のズき衣データベースを利用

か。

されるとし】うことでずね。

西納 telnetというのは、りモートログインとも呼は

西納そうです。たとえぱ、ミシガン大学などは1600年

れる機能で、遠隔地のコンピュータを手元で操作すると

代以前の文献も目録に入っているので、古い刊本書籍な

いうものです。まず最寄りのコンピュータ、たとえぱ、

どの詳細データを得る際に便利です。また、大きなデー

同志社大学のコンピュータに接続し、そこから、telnet

タベースになると、自分が全く知らなかった本なども見

というコマンドで他大学のコンピュータに接続します。

つかるもので、そこで得た書誌データから、直接マイク

こうすると、接続している手元のコンピュータは透明に

ロフィルムを発注したり、日本の大学でその本を所有し

なってしまい、その存在を全く意識せずに遠隔地のコン

ているところを探し、 1LL (1nter Lib「臼「y Loan)

ピュータを自由に使うことができます。

を利用して本を入手するということもできるわけです。
また、telnet機能では図書館の検索だけでなく、論文の

一物理的な編たクを全く点識b窓'ι)で使うことか'できる

ファックス出カサービスを行っているデータベースや、

とし}うことでずね。アXダカのコンどユータ資源をあた

雑誌記事の全文を収録したデータベースなども利用でき

か吉自分かその場にι1るかのように使うことができると

ます。

ι}うことでbようか。

ーファイル耘送げtPノ仁つι1で、どのよう衣使ι}方がで
西納その通りです。インターネットのtelnet接続は

きるのでbようか。

大変高速で、海外のコンピユータをあたかも手元のコン
ピュータの八ードディスクにアクセスしているような感

西納ファイル転送の使い方は、人によっていろいろだ

覚で利用することができます。

と思いますが、私の場合は、おもに研究用の資料の取ゆ

研究者にとっては、図書館データベース(PACS

寄せ、フルテキスト・アーカイブからテキストの取得、

Public Aocess computer system)やキャン

インターネットの利用マニュアルの入手などに利用して

パスネットワークシステム(CVVIS : campusvvide

います。

Information system)に接続して、データベース

研究目的では、オックスフォード大学やノルウエーの

(文献・書誌)を検索したり、最新の研究動向を調べた

ベルゲンを利用することが多いです。電子化された文献

りできます。図書館データベースでは、米国議会図書館、

情報の集積所ですので。前者のテキスト・アーカイプ

‑5 司

(口TA : oxf口rd TextArchive)には、私の研究

味をくんで駅ずる訓練にぽ衣クまず力＼コミュニケー

している中世の文学作品も数多く収録され、手紙で申し

シヨン仁ぽ衣ク仁くし}でずね。

込めぱ、希望するテキストを一定期問什Pで取得できる
ようにするサービスが行われています。ディスクやテー

西納そうです。そこで、インターネットでアメリカや

プで送付してもらうと、かなりの料金を払わねぱなりま

オーストラリアの教育を結んで、様々な内容を英語で文

せんが、什Pサービスは無料です。しかも申し込んで一週

通して、それを通じて作文を教える。そんな方法なんで

問以内に手に入ります。最近もこれでいくつかの作品を

すか、そのプロセスで、意志を通じ合う楽しさと、異文

取り寄せ、語量の分析など試みています。

化への理解、作文による緻密な語学力の養成が同時に可

アメリカのProJect Gutenbe「呂では、著作権の

能になります。他にも文学部ならぱ英文学作品の電子的

ないもの、切れている書籍や文献を電子化して、誰もが

な分析、英訳された日本文学と原著の比較分析、法学部

入手できるように整備しています。たとえぱKing

や経済学部ならぱ、法律や経済に強いデータベースに接

UameS>巳「sionの聖書とか、ルイス・キャロルの『不

続し、最新の生きた資料を講義やゼミに活用することが

思議の国のアリス」とか、シェイクスピアの全作品を簡

考えられますね。メディアとしてのネットワーク論など

単に入手することができます。

も面白いところです。さらにそれらを海外の教室と結ん

インターネットのマニュアルですが、インターネット

で行えぱ、学習がとても創造的で豊かなものになるので

は常に膨張し、変化しています。そのため、これがイン

はないでしょうか。

ターネツトの全てであるといったマニユアルは存在しま

一個別の分野での利用吉もちろんでずかX 情穀教育の基

せん。インターネットに関する利用の鉄則というのに、

「ネットのことはネットに聞け」というのがあゆますが、

建とbで学生がスッ<ワークの利用を姪鱗しでくれたら

インターネツト関連の電子化されたマニュアルガ汗tPサ

と吉思ι}弐ずかどうでbようか。

イトに準備されていますので、それらを入手して、使い
方を知るという方法が能率的です。

西納ネットワークをもっと気楽に利用できるようにな

また、ソフトウエアの入手という使い方もあります。

るといいですね。友達に電話をちょっとかけるのと同じ

コンピュータをより便利に使うためのフリーソフトウェ

様な感覚でメールを出すというのが一番いい使い方だと

ア、ネットワークをより便利に利用するためのソフトウ

思います。そういう環境を日常的なものとして学生に与

エアが各種公開されていますので、入手利用することか

えたいですね。たしかにセキュリティーの問題など心晒e

できます。

な点もあるでしょうが、もっと自由にネットワークを使
うことを学生に奨励してほしいと思います。これからの

ーこれまでぽ、どちらかと'ι1うと牙究青とbて'しつイン

社会はインフラストラクチャーとしてのコンピュータネ

タースツ<の利メ刃にフι1て何ったわゲでずが、教育/こ闘

ツトワークの上に成り立っています。情報の活用の仕方

わるとごろの利用につι1でぽ、どめよう衣お考えをおも

をネットワーク利用の中で学ぷことは、これからの社会

ちでずか。

に旅立つ学生たちにとって非常に有益なことです。

西納インターネットの教育への利用については、その

ーたbか仁アXグカでぱ学生たちか'目由に使っでし}る、

教育の分野と内容によって、様々な応用が可能だと思い

ゲれともそん衣仁問題も発生bてし}窓'ι}とし)うか、各目

ます。

のマナーがbつかクbZι}るとし)う気かしまず。

日頃携わっている語学教育では、ネットワークで文通

さで、インタースッ<の利用仁関bで、現在ぽアXダ

をしながら作文を学ぶという方法が最近ブームになりつ

力から日本へと、借穀の一方遁行的衣状況にあると思ι1

つあゆます。中学、高校でも採用されているようです。

まずガミ今後、日本ぽ、あるι1ぽ同志1に大学ぱとめよう

英作文の場合、これまで翻訳が中心でした。大学の入試

仁インタースツ人に参勿bたらよし}のでbようか、とめ

問題も翻訳です。でも、これでは、相手に自分の言いた

よう衣事をずべき衣のでbよラか。

いことを伝えるという、クリエイティブなコミュニケー

西納情報の不均衡というのはすでにおこっています。

ションの喜ぴが欠けています。

アメリカは、情報の蓄積、公開が進んでいますが、昌本

一翻訳ぽ、僕語からg本語仁>イ三本語から英語に>篇
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は受け身です。ハード・ソフトの基盤整備も遅れていま

すが、心がけるべきことは、 Gi>巳日nd Tek巳のマナ

思います。現在利用に際しては、ほとんどの場合ライン

ーを守るということでしょうね。相手から盾報をもらっ

モードからのコマンド打ち込みという、原始的な方法で

たら、こちらからも機会があれば返す、というのが、望

行っているわけですが、これではコンピュータに詳しい

まれるNeti口U巳せ巳(ネットワーク上のエチケット)で

人以外が扱うのは難しい。電子メールソフトもそうです

す。

が、ネット上の情報資源を利用するための、 M口SaiCや

同志社大学として何ができるかということについてで

Gopherなどのグラフィカルなインターフエースを備

すが、まず学術情報センターの図書資料データを公開し

えた端末機が誰にでも利用できる環境の早急な構築が望

てはどうでしょうか。筑波大学や早稲田大学はすでに行

まれます。

つています。同志社にはよく収集された図書資料がある
ので、目録データだけでも公開するというのは大学資産

ーインタースッ人ιつ利用に闘bで、ι}ろι1ろとお話頂ι1

の社会への還元という意味からも良いことだと思います。

たわゲですかX 全くの勿心者でも使ι1こ衣ゼる吉の衣の

情報資産の公開がおおらかに行われる雰囲気を盛り上げ

でbようか。

ることが大切です。
そのほか、同志社学内の紀要論文集を、学外の研究者

西納ワープロを使っている人なら十分に利用できます。

が利用できるように(今後発行されるものの抄録からで

ただし、新しいことを始めるときはいつもそうですが、

も)公開していくということも考えられます。また、公

ある程度の努力は必要です。すでに使っておられる方か

開講座の情報、大学の広報、大学案内などをネットワー

らアドバイスを得て、少々失敗してもめげずにがんぱっ

クで公開するなどが考えられます。

てください。メールを使うだけでも、インターネットの

教育関連でいえぱ、たとえぱ、教員がそれぞれネット

すぱらしさが十分わかります。電話線一本で世界中のシ

上に旧をもつことによって、そこに学生が自由にメール

ステムを渡り歩き、情報が魔法のように自由自在に繰り

を出せるようにすれぱ、教室を離れたところでも議論や

出せる快感をみなさんにも味わってほしいですね。

質問ができますし、グループでの資料共有、レポートの

Informetionはまさにat your fin呂巳「tiPにあるの

提出などにも利用できます。

ですから、「やる、やらないは、あなた次第」ということ
です。
インターネットの利用を大いに促進して、同志社大学

一同志社とbZ対外的に何をずれぽ'ι}ι}かとし}うことを
うかかし}まbたか、逆に、ユーザーとbで伺志社犬学に

の教育と研究を大いに盛ゆ立ててゆきたいものですね。

ι}ま何を求められでι1ますか。
にしのう

はるお言語文化教育研究センター助教授

(聞き手■西岡徹情報システム課)

西納接続性の安定と回線の高速化、ファイル容量の増
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学術質料の利尻 3
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全文データベースの活用

近年利用が盛んになゆつつあるデータベース。今回はデータベースの中でも最近その数が増えてきた全
文データベースについて少しお話しします。新聞の縮刷版でうまく記事を探せない、特許情報を集めた
い。そんなときに全文データベースを利用すると大変便利です。
1.全文データベース

きます。

ーロにデータベースといってもその内容は様々で

反面、ディスクリプタが付与されていないものが

す。今回のテーマである全文データベースは、例え

ほとんどなので、正確な検索、ノイズの少ない検索

ぱ、「日本データ通信協会」によるデータベースの分

を行うにはあまり適していません。このため、索引・

類(表D によれぱ、事実を提示し、文字情報を主

抄録データベースとうまく組み合わせて利用する必

要素としているものと分類できます。

要があります。

情報の目的

案内

データペース

情報の

の種類

主要乗

文献

文字悟報

文献抄録

文字情報

所蔵案内

例

3.検索の方法
当たり前のことですが、データベース己とに検索

データペース
案内
データベース
卯実の捉示

ファクト

の方法(コマンド等)は異なります。ここでは個々

期閻案内
文字情報

データベース

のデータベースでとの検索方法を説明することはで

辞哲、辞典、議事録
その他全文情報全般

数値情報

きませんが、検索の方法を大きく2つに分けてお話

紐計、諸指
実験、観削のデータ

しします。

物質の栂造式
画像情報
地図、設計図

3.1 インデックスファイル方式

臼本データ通信協会によるデータペース分類

一般的なデータベースでは、データベース本体と
この全文データベースが近年かなり増えてきてい

は別に、ディスクリプタぱかりを集めたファイルが

ます。これは、新聞・雑誌・図書等の制作にコンピ

あり、検索時にはこのファイルを利用します。名称

ユータを利用する電子編集が盛んに利用されるよう

はインデックスファイル、インバーテッドファイル

になり、印刷・出版と同時に出版内容がデータベー

と呼ぱれることが多いようです。

スとして利用できるようになったためです。

インデックスファイルの構造は(次頁図D の様

なお、全文データベースも他のデータベースと同
様、オンラインでの利用の他にCD・ROMによる利用が
可能なものもあゆます。

になっています。
ある特定のディスクリプタが検索のキーワードと
して指定されると、そのディスクリプタを含むレコ
ード(情報)の番号が該当項目集合として集められ

2.全文データベースの特徴

るようになっています。こうすることで、データベ

二次情報を収録したデータベースを利用した場合、

ース全体をくまなく調べなくても目的の情報を探し

検索によって得た書誌情報から原文を探す必要があ

出すことができるのです。逆に言えぱ、正しいディ

ります。全文データベースではその必要がありませ

スクリプタを利用しない限り、正しい検索結果を得

ん。また、通常はディスクリプタ(キーワード)に

ることが難しくなります。検索の前にキーワードの

指定されない用語を直接検索の対象とすることがで

付与基準を調べたり、正しいキーワードが利用でき

沙 8 司

のまで拾い上げてくる可能性が大きくなります。
図1
4.利用例

レコード番号

'
Mm9562

最後に、学術情報センターで利用できる全文デー
司

タベースを簡単に紹介しておきます。

^
血1'956'

曳
゛▲
キーワード1
トぬ 1
1ぬM5963
よぬM596ι

4.1日経ニユーステレコン

検索時にはイン
デックスファイ

「日本経済新聞」の他、国内で発行されている新

ルを調べて、該
当するレコード
番号を見つける。

聞30種類あまりの記事を収録した全文データベース
です。1975年以降の新聞記事を検索し、本文を出力

キーワード2
M15
M112a

することができます。

M11a596ι

日経ニューステレコンの検索はインデックスファ
<データベース本体>

<インデックスファイル>

イルを利用しますが、検索キーワードの選定はかな
ゆ自由に行うことができます。検索は学術情報セン

るようにシソーラスを利用するなどの工夫が必要で

ター係員が代行します。新聞の縮刷版と比べた場合、

す。

速報性、検索のしやすさが格段に優れています。

ディスクリプタを付与し、インデックスファイル
4.2 ShakesP巳日re

を作成するのはかなゆの労力と時問がかかる作業で
す。そのため、最近ではコンピュータで自動的にキ

シェイクスピアの全作品を収録したデータベース

ーワードを付与する方法が研究されています。代表

で、CD・ROMで提供されています。検索は利用者が行

的なものとしてSGMLと呼ぱれるシステムがありま

います。

す。また、日経ニューステレコンでは、新聞記事の

このデータベースではストリングサーチを利用し

本文の初め100語の中から名詞だけを抽出し、専用の

ています。あらゆる単語、フレーズが検索の対象と

辞書とつきあわせてディスクリプタを作成していま

なるので、シェイクスピアからの引用だと予想され

す。

るがどの作品かわからないといった問題の解決など
にも利用することができます。

3.2 ストリングサーチ方式
ディスクリプタを付与するなどの工夫を行わず、

4.3 その他
上記2つのデータベース以外にもDIALOGで利用可

データベースに収録されている情報を初めから最後
までくまなく見ていって、検索キーワードに該当す

能な海外の新聞記事の全文データベースや特許情報、

るレコードを探し出す方法です。検索に要する時間

CD・ROM化された聖書などが利用できます。

は若干長くなります。
この方法の利点は、シソーラスを調べたりする必

5.最後に

要がなく、通常ディスクリプタとして扱われないよ

全文を収録したデータベースの数は増加しており、

うな専門用語や人名・地名を直接検索することがで

今後、必要不可決なものになることが予想されます。

きる点にあゆます。また、ディスクリプタの付与等

新しい分野なので抵抗感があるかもしれませんが、

の手間がかからない分、迅速に情報を提供すること

使ってみないとその便利さはわかりません。みなさ

もできます。しかし、同義語の利用や略称の利用等

んが全文データベース(もちろん他のデータベース

の可能性を考え、検索キーワードをかなり広く設定

も)を利用され、学習、研究に活かされることを願

する必要があります。また、検索の結果、不要なも

つています。
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NEWS

&お知らせ
日経ニューステレコンの無料検索時間の延長
新聞記事や企業の情報をコンピュータで検索する
サービス「日経ニューステレコン」の無料サービス
時間を10分に延長しました(従来は5分)。
JOIS

6月1日より科学技術文献情報データベース
"σ0IS"の利用が可能となりました。"UOIS"は
日本科学技術情報センターが作成している文献情報
データベースで、日本国内だけでなく世界中の科学
技術関係の論文を日本語で検索することができます。

検索は学術情報センター職員が代行します。(要検索
料・出力料)
WindowS導入
本年度より、「情報処理実習教室」と図書館内の「口D
・ROM検索システム」にMS・vvindowSが導入さ
れました。
MS・windovvSは、米国をはじめ世界で最もよ
く利用されているオペレーティングシステムで、難
しいコマンド等を知らなくても、画面上に表示され
た様々なボタンを選ぶけ劇ナでパソコンを使いこなす
ことができます。図書館内の「CD・ROM検索シス
テム」では、「世界美術事典」および「oxford
En呂ⅡSh Dictione「y 2nd ed.」をMS‑vvin・
d口VVS対応のOD・R口Mデータベースとして用意
しています。 MS・vvind口VVSは最近話題のマルチ
メディアにも対応しており、文字だけでなく、美し
い画像や音声までも簡単に扱うことができます。
今までパソコンをさわったことがなし.、人でも簡単
に操作することができます。
第2読書室、パソコン設置について
学術情報センター図書館(今出川)地階の「第2
読書室」に、利用者の皆さんが自由に使用できるパ

ーソナル・コンピュータを卯台設置しました。
利用できるソフトは、ワープロ(「一太郎」)と表
計算(rLotus l‑2‑3」)です。利用する際には、作
成した文章や表を保存するために、3.5インチのフロ

ツピーディスクを用意してください。また、プリン
ターに出力する場合は、各自で用紙を用意してくだ
さい。
今出川図書館では、 1階の資料は貸出し手続きを
しなくても地階に持って行くことができますし、 1
階の雑誌室と地階の第1閲覧室は階段で連絡してい
ますから、図書や雑誌とパソコンを上手に組み合わ
せ、学習や研究に今まで以上の効果が上かることを
望んでいます。
複写機新機種の導入について
両校地図書館に設置している複写機が新しくなり
ました。1000円札が使用でき、従来のB4用紙に加え
て、 A4用紙も使用できます。
購入希望資料の申込について
両校地の図書館に所蔵していない図書や雑誌で購
入を希望する場合は、「購入希望資料申込票」に必要
事項を記入して、今出川図書館はメインカウンター
前の唄苗入希望図書箱」に、ラーネッド記念図書館
はメインカウンター南端の「投書箱」に入れてくだ
さい。図書館に必要と判断した資料は、極力、購入
したいと考えています。購入の可否は、メインカウ
ンター前の掲示板で回答します。
意見・提案
学術情報センターは、利用者の皆さんから意見や
提案をいただくことによって利用者サービスをさら
に充実させていきたいと考えています。今出川は図
書館のメインカウンター前の「意見・提案箱」に、
田辺はラーネッド記念図書館のメインカウンター南
端の「投書箱」に入れてください。必要なものはメ
インカウンター前の掲示板で回答します。
両校地図書館の開館・開室時間の延長
ラーネッド記念図書館の開館時間が、 9時 19時
までに延長となりました。また、今出川図書館は、
2階の第2、第3閲覧室の開室時間を20時50分まで
に延長しました。

同志社大学学術情報センター報 NO.フ
編集・発行

1994年10月15日発行

同志社大学学術情報センター総務課
〒印2 京都市上京区今出川通烏丸東入合075‑251‑39印

■ 10 司

