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データベース利用による情報の獲得
^利用者サービスの向上を目指して

データベース検索サービス提供開始
学術情報センター(図書6甫では、今出川・田辺

社あわせて約1万9千社の事業内容、役員、大
株主、経理情報、売上構成などの最新データを
提供するサービスもあります。

両校地で日経ニュース・テレコン』による情ゑ餅貪

④のニュース速報サービスは、時々刻々と発

索サービスを開始いたしました。現在提供して

生する内外のニュースを、主題別に、りアルタ

いるサービス・メニューは29種に及ぴ、その内容

イムで提供しているものです

は、①新聞記事・雑誌記事タイトル検索、②図書・
辞典検索、③人事・企業情報検索、④ニュース速
報、に大別できます。(表 1)

データベースで何が検索できるのか

新聞記事検索の場合
このようにデータベース検索システムは種々
のサービスを提供していますが、なかでも新聞
記事検索サービスの特徴は、新聞というメディ

①の新聞記事・雑誌記事タイトル検索サービス

アの限界から発揮することができなかった機能

は、日経四紙(日本経済新聞、日本産業新聞、日

を見事に引き出したことで、とりわけ有意なサ

本金融新聞、日本流通新聞)、朝日、読売、毎日

ービスといえます。今日、新聞は速幸殴性という

等の主要各社の新聞記事検索サービスです。デ

点で、もはや、ラジオやテレビといった辛斤しい

ータの収録期問は、日経四紙が1975年以降、そ

媒体にとってかわられた感があります。また検

の他の新聞はほぽ1985年以降となっています。

索のための索引類が未整備であったために、過

また、一般商業誌およぴ官庁や金融機関などの

去の記録を調べたり、遡及的な検証を試みると

会報、珂報などに掲載された経済・産業分野の紀

いった利用者の需要に十分には応えられていな

事タイトルの検索サービスもあります

かったと思われます。しかし、データベースか

②の図書・辞典検索サービスは、日本経済新聞

提供する新聞記事検索サービスを利用すること

社か刊行した各種の図書・辞典や世界大百科事

で、新聞の持つこれらの限界を高次元で改善す

典、『現代用語の基礎知識等のフルテキスト・

ることができるのです。

データベース(全文データベース)を利用して、

速報性の点では、近年、新聞の編集・製作工程

政治や経済からレジャーにいたるまで、あらゆ

自体が機械化されて、データベースが形成され

る分野の用語を多角的に検索できるサービスで

るシステムになってきておりますので、実際に

す。また、東京出版販売妹のデータを利用して、

新聞を手にして読むのに比べ、印刷と配達の時

過去10年間に出版された図書の書誌情報および

間が節約されます。このため、明日の朝刊が今

新干小近刊情報やべストセラー情報を提供するサ

日の夜には読むことができ、今日の夕刊が今日

ービスもあります。

の昼には読めることになります。世界中で間断

3の人事・企業情報検索サービスは、全国有力
企業の役員や部長級以上の管理職のデータをは
じめとして、中央官庁や政府関係機関の幹部、

なく発生するニュースもまさにりアルタイムで
入手することができます。
また、検索効率の点では、各新聞データベー

国会議員、審議会委員、経済・業界団体幹部、県

スは基本的に、記事の見出しと書き出しの部分

知事、県議会議員、市長などの膨大な個人デー

からキーワードを自動的に抽出しており、さら

タを提供するサービスや、現在各界で活躍中の

にインデクサー(索引旨語付与者)が、あらかじ

人物、および1945年以降に亡くなった有名人な

め体系的に整備された統制語も付与しておりま

ど約2万5千人のフロフィールを提供するサー

すので、検索の漏れを防ぎ、精度の高い検索結

ビスなどです。また、上場会社および非上場会

果を引き出すことができます従いまして、最

新の情報を入手したい場合や、特定の報道テー
マに関する最近の動向を網羅的に探している場
合、データの収録期間の範囲内であれば、ある
主題に関して過去にどのようなことがあったか
を時系列的に凋べるといった需要には十分に応
えることができるでしょう。

データベース利用の意義
長い間、知識の伝達と獲得は紙媒体が扣い、
図書館評価も蔵書数や貸出数が指標とされてき
ました。しかし、今日、情報を入手するための
媒体もその利用形態も多様化していることは周
知のことであ 1)ますから、必然的に図書館には
多様化する情報源へのアクセス能力を高めるこ
とが求められるようになってきました。データ
ベースの開発と導入は、その機能する範疇にお

いて、利用者の知識獲得の要求に付加価値を伴
う形で応えることを可能にしたといえます。
このことは、今後、学術情報センターが利用
者サービスを展開していく上での大きな指針で
あるといえます学術情報センターは、情報を
収集するーつのツールとして、ここで紹介した
日経ニュース・テレコン』の外に、学術情報(文
献情報、書誌情報)データベース『NACSIS‑1R
(情報検索サービス)にも接続していますので、
こうしたデータベースが大いに活用されること
を望んでいます。
<付記>

外部データベース等の利用検索料は、原則と
して有料です。概要は本号10頁をご覧ください。

また、詳しいことはカウンターでお尋ねくださ
し、

『日経ニュース・テレコン』のメニューー覧

表1

1日経四素氏の記検索
2 朝日新聞記検索
3 毎日新聞記検索
4 読売新聞記検索
5 NHK惰報(ニュース)
6 西日本新検索
7 英文日経記検索
8 THE JAPAN TIMES(己検索)

検索

己

9 英文毎日
10 南日本新聞言己
羽日刊工新
12日本証券新記検索
13日本業新己検索
14 電新聞記検索
巧日刊建設工新

言己

16 交通新
17日刊スポーツ

検索情報

f

18 新記データペースの一括検索

19 新聞・己タイトノレ検索
20日経ハイテク報記検索
日経の図・辞典

典

辞
.

図

世界大百科典(平凡ネ士)
現代用語の礎知識
東販籍報
25

ビジネス

報^人

日経 WHO'SWHO

企業 26 現イ弌人名報辞典
27

日経会社プロフィーノレ

^ーユ^ス^ー^̲
*日経ニュース・テレコンには、 1 29までのサーピスがあります。

テープライブラリー利用案内
学術情報センターは、図書館、教務部視聴覚
業務、計算機センターの機能゛出哉を統合して、
本年4 目に新しく発足しました。視聴覚業務は、

利用
まず登録して利用力ード(両校地有効)の交付

センター発足とともに学術情報,果が所管する視

を受けてください両校地視聴覚室で随時受け

聴覚室として新たにサービスを開始しました

付けています

今回は視聴覚室の主要な機能のーつであるテ

利用は室内の機器を使って行います。 1同に

ーフライプラリーについて紹介しましょう。従

つき、ビデオ資料は 1木、オーディオ資料は3

米からの図書資料に加えて、今後ますます重要

本以内です資料の芥ち細,し、待ち込み、コヒ

皮を増すメディアとしての視聴覚資料(ビデオ資

ーはできません

料,、オーディオ資料・)を大いに利用してくださ

資料
現在利用できる資料・は、外国語視聴覚教育委

場所

員会によって選定された外国語学習のための資

田辺校地

頌真館2階

料が中心、となっています英語、ドイッ語、フ

今出川校地

尋真館1階俳斤町校舎)

ランス三吾、中国1吾、スペイン言吾、ロシア三吾、イ
タリア語、デンマーク語の外に、車熊粋吾等の東

開室時間(開講期)
月 金 9:00 17:00
(但し、11:30 12:30閉室)
士

9:00 12:00

*休講期には変更があります。(別途掲示)
*第2部学生の利用は、今出川校地図書館へ
お申し出ください。

アジア諸言語などのオーディオテーフやビデオ

テープが用意されています
単なる語学学習資料だけでなく、関連諸文化
理解のためのビデオ資料(喋Ⅲ1央画等)も多数あり
ます。(次ページのりスト参照)
現在は上記のとおりですが、今後は語学以外
の般的なビデオ資料も収集する予定です。

英語ニュースの放映(田辺校地)
視聴覚室(頌真館2階)では、毎日以下の要領
で当日の英語ニュースを放映しています。語学
学習のため、また最新のニュースを知るため、
ふるって視聴してください。
月 木 12:30 12:50 AB Cニュース
金

12:30 12:55 B B C ニュース

利用の詳細については、「学術情報センター利
用案内」をご覧ください
視聴覚室(今出川校地)のテープライブラリー

テープライブラリー所蔵ビデオ資料りスK抜粋)
タ

イ

ル

3141

英語

Romeo and Juliet (ロミオとジュリエット)

Living in the u. K.: London, the city and the people
Discoverin宮 language

At home in Britain :1iving with a British family

The Legend of sleepy H0110W

1

Kontakte

5

たのしいドイツ語

Unter uns

2

Vivre en francais

4

Chroniques de France
De vive voix

Dicho y hecho
Geografia de sud America

Ia舌

フランス紹介
現代フランスの紹介

会話入門
△き舌

ーー 3

スペイン語

2

エッセンシャル中国i吾

基礎ドイツ語

会話入門
(アニメーション)
1

中国語
袮好

日本紹介

初級会話
4

フランス語

文学史

アニメーション
3

ドイツ語

ニ=ロ

Series l

ビジネス英i吾

1

Japan today

英作文

5

Reading & writing in business

英語発達史

ーー 2

E丘ective writing :1earning from advertising language

イギリス紹介

イギリス文化
4

20th century literature : virginia wooH's criticism

劇

舌
会

英語は度胸

内容等

巻数

Espejo de escritores

初級会話
南米の地誌
インタビュー

ロシア語

Russian language & people
韓国語
ハングンマール(韓国語初級会話)

5

i吾学

4

会話

*上記りストは所蔵資料の一部です。テーフライブラリーでは利用できる全資料の講田なりストを用意してぃます。
*映画等については字幕がある場合とない場合があります。
*テキスト付きのものもあります。

分類表改訂と図書記号の変更
NDC7版から8版に
本年Ⅱ月から図書の分類表と図書記号を改

する作業も始めましたので、数年後には1964年

訂・変更いたしました。このことは、求める図

以降現在に至るすべての図書が、今度の新しい

書を探す際に知っておいていただく必要があり

分類で検索可能となります。

ますので、以下に改訂のあらましを説明いたし
ます。

図書の記号と配架
図書の背表紙には例1のようなラベルが貼っ

分類の改訂

てあります。これを請求記号ラベルといい、配

分類とは、どの本がどの書架にあるか、目録

架場所を示しています。また、端末機によるrオ

上ではどんな分野に、また、その分野にどんな

ンライン目録検索Φ0ORS)」の場合は、伊」2 の

本が整理所蔵されているかの手がかり・目印とな

ように表示されます。

るものです。
同志社大学の改訂前の分類表は、1964年にN

請求記号ラベル(例1)の 1段目は分類記号と
いい、各々の図書に書かれている内容をNDC

DC(日本十進分美勲却 7版を基に、同志社大学

分類体系に区分して番号を付与したものです。

独自の分類項目を付加したものです。しかし、

書架への配架はこの分類記号に従っています。

27年が経過する間に、新しい主題が生まれ、学

2・3段目は図書記号といいます。2段目の著者記

際領域も拡大した結果、分類が学問分野をカバ

号は、分類記号が単に図書の内容分類であるた

ーすることができなくなってしまいました。ま

めに同一分野内で記号が重複しますから、さら

た、全国的な分類の標凖化の動向や、分類作業

にその図書に個別の記号を与えるものです。1文

の合理化、学内分類の統等をはかる必要もで

字目に著者の姓、名および書名から、それぞれ

てきましたので、今回、取新のNDC 81扱を採

最初のアルファベット1字を採用して記号を付

用することになりました。

与し、特別な数字を組み合わせて記号のダブリ

改訂にあたって、 NDCが各図書館の選択に

がないようにすることにより、従来の記号と違

委ねている分類項目、例えぱ、書i志・統計・法律

和感がないようにしました。 3段目は異版記号

の資料については、従来どおり一箇所に集中配

といい、例1のような翻訳書や改訂版などの違

架する方法を採用しました。これまでの分類か

いを記号で表示しています。

らどれくらい変更したかをみてみますと約15%
です。
今まで同志社大学が受け入れてきた図書の分

図書記号の付与は、従来よりも簡略となりま
した。このために、分類作業の合理化とあわせ
て整理過程を短縮化し、利用者への提供も速く

類には、旧分類図書( 1963年)、新分類図書

なり、最新版分類で統一して検索することが可

(1964年 1991年10月)と、ラーネッド記念図書

能になるなどのメリットがあります

館(すでにNDC8版を採用)、人文科学研究所

例1

およびアメリカ研究所(洋書)などの別体系の図

ゲーテ(Goethe)作ファウスト』(手塚富雄訳)

書分類があります。それぞれの時点でさまざま

の請求記号ラベル

な理由や経過措置もありましたが、利用者にと

942

つて検索上不便ですので、どこに設置した図書

G339

もできる限り一元的に検索できることが課題で

Ⅱ

分類記号(9:文学、 4:ドイツ文学、 2:戯曲)
著者記号(G:ケーテ、339:ファースト・ネー
ムと書名の番号)

異版記号(1f:翻よの第 1版)

す
なお、本年6月から1964年以降1981年までに
受け入れた新分類図書を遡及して入力するとと
もに、新分類(7版)を今度の分類(8版)に変換

例2

「DOORS」の場合
請求記号

942 G339 1f

418.6に分類された図書の利用度はだんだん減る

改訂・変更と対応

であろうと予測されます。

NDC7版から8版にかけての変更点の特徴は、

①全面変更、②空番を使用した箇所と空番にな
つた箇所、③一部を他の箇所に(から)変吏、の
3つがあります。①②のうちで、分類3桁まで

今後もNDC分類の改訂に準拠していく方針
ですので、同一分野の図書が改訂とともに異な
る番号に割1り当てられる場合もあ 1)ます。すで
に、受入・整理し、配架した膨大な図書のラベル

の変更を表 1 に表示いたしました。

を貼り替之ることは容易なことではできません

一.一=ロ

吾

§念記、歴史、社会科学、自然科学、芸術、 言

ので、従来の図書ラベルの貼 1)替えをいたしま

文学の変更はあまりありません。変更は、

せん。したがって分類記号を基準にして図書は
混配することになります。

、

]90(キリスト教)、 500(技術)、 600(産業)に主に

多くなっております。600は、特に変更項目が多
いのですが、受入冊数が少なく、同一主題の図
書が遠く離れて配架される可能性は少ないでし
よう。また、 418.6(電子計算機)の場合、ソフト
関係の図書が007.6に、ハード関係の図書が548.2
に配架されることになります。ここは大きな変
更となりますので、双方の書架には相亙参照な
どの配架案内をいたしますしかし、この分野
の図書はより新しいものか'よく利用されるので、

端末機でオンライン目録検索して図書にアプ
ローチする利用名にとって分類の変更による影
響は少ないのですが、直接書架で図書を探す利
用者にとっては、前述のように同一主題の図量
か'2 箇所に配架されることがあります。網羅的
に図書を探すためには、まず「DOORS」で検索を
するように望みます。

利用の際に不明な点は、カウンターで尋ねて
ください

表1分類の主な変更部分((〕内は7版の分ま勵
007 情報科学

〔007 調査法一舟幻→002.フ
126 インド哲学 a26 空番号〕

519 公害.環境工学(519 衛生工学.都市]二学〕

129 その他東洋諸国の.思想

548 情報工学
〔548 無線工学〕→547.5
557 航海.航海学〔557 軍艦〕→556.9
558 海洋開発
〔558 航海.航海学〕→557
622 園芸史・事情〔622基礎科学〕→623
623 園芸植物学.病虫害
〔623 温室.園芸用具〕→624
624 温室.園芸用具〔624 病虫害とその保護〕→623
632 蚕糸業史・事情〔632 蚕学.蚕業理化学〕

〔129 インド哲学〕→126
162 宗教史(各国共)(162 神話〕→164
165 比較宗教
〔165 空番号〕
〔161.9 比較宗教学〕
168 ヒンズー教〔168 ユダヤ教〕→199
174 信仰録(神道)〔174 神異.神託〕→173.9
191 教毅.キリスト教神学〔191 聖書〕→193
192 キリスト教史〔192 旧約聖書〕→193.1‑4
193 聖書
〔193 棄斤約聖誓〕→193.5‑9
194 信仰録(キリスト教)〔194 組織神学〕→191
195 教会.聖職
〔195 実践神学〕→195‑197
196 典礼.祭式.礼拝
〔196 キリスト教教育〕→197.フ
197 布教.伝道
〔197 教会史〕→198
199 ユダヤ教
〔199 エキュメニカル運動〕→190.6
254 空番号
〔254 アラスカ〕→253.94
298 空番号
〔298 探険記〕→290.9
418 計算法
〔418.6 のうち電子計算機〕
ソフト面→007.6

→518

→633

633 蚕学.蚕業基礎学
636 くわ.栽桑

〔633 くわ.栽桑〕→636
〔636 蚕病.蚕体病理学〕

642 畜産史・事情
652 森林史・事情

〔642 家畜の繁殖〕→643
〔652 森林立地.樹木学〕

→633.4

→653

662 水産業及ぴ漁業史・事情
〔662 水産基礎学〕→663
663水産基礎学〔663水産増殖〕→666
666 水産増殖.養殖業

ハード面→548.2

〔666 水族病理.水産保護〕

461 理論生物学.生命論〔461 のうち生物物理学〕
→464.9

518 衛生工学.都市工学
〔518 港湾工学〕→517

→663.9

688 倉庫業
689 観光事業
745 複写技術

〔6訟観光事業〕→689
〔689 空番号〕
〔745 陽画処理〕→7U

大型計算機システムの機能強化
学術情報センター信十算機室)では、夏期休暇
中に中央処理装置の主記憶装置や、磁気ディス
ク装置と半導体記憶装置等の増強を中心として、
大型計算機システムの機能強化を行いました。

1.中央処理装置の主記憶強化
多量に主記憶を使用する(占める)ジョブの実
行時におけるぺージング(主記憶装置と補助記憶

装置の移動)を減少させ、他のジ,ブへの影響か
少なくなるようにしました(待ちを少なくした)。
これにより、オーバーヘッドタイム(システム

¥β、

が行うユーザープログラム実行のために必要な

制御・管理)や応答時間が短縮されました。

計算機室(今出川校地)の磁気テーフ装置(入出力室)

2.磁気ディスク装置の強化

4.オペレーティングシステムVOS3/ASの採用

各利用者ファイルの拡張をはかるとともに、
高速データ入出力、拡張二己億の利用の向上、

今後とも増加が予想される利用者への対応や、

対活処理の操作性向上等、機能拡張したソフト

学術情報データの増大にも対応しました。

ウエアへの対応、今後のシステムの拡サ長性に備
えました。

3.半導体記憶装置の強化

ハードの変更点の概要は表のとおりです。

アクセス度の高いソフトウエア等を半導体記
憶装置に格納することで、入出力の高速化をは

なお、今回の機器硬新に伴い、フログラミン

かり、中央処理装置の利用効率を向上させまし

グ言語FORTRANを、31ビット拡張アドレッシ

た。

ング機能を備えたFORTRAN E2を標準としま
した。

田辺校地

今出川校地
更新前

更新後

中央処理装置

更新前

吏新後

日立M‑660H

M・660/160E

96メガバイト

512メガバイト

64メガバイト

128メガバイト

磁気ディスク装置

16ギガバイト

66ギガバイト

12.5ギガバイト

17.5ギガバイト

半導体記憶装置

256メガバイト

1ギガバイト

256メガバイト

512メガバイト

主記憶装置

その他今出川校地の入出力室に力ートリ、ソジ式磁気テープ装置を設置

「特別研究図書費」による購入図書りストー1990年度一
特別研究図書費は、部科別配分図書予算ではまかなえない高額の資料(図書およぴ非図書)の収集、
現行の部科ごとの収集体制では選択され難いが、共通利用が予測される資料の収集、資料の重複の
防止、等を目的として設定され、共同利用の観点から、学術情報センター(図書f創が収集の窓口と
なって運用管理し、利用に供しています。
1990年度内に同図書費で購入した資料は下記のとおりです。

このりストは、関西四私大(関西・関学・立命・同志社)が相互協力のため同様の情報を交換しあい、
累積して一冊のパンフレットにまとめてお 1)ます

Annual Reports of the Major American
Companies. The First Annual Report to
1985: BankS 27 Companies
(マイクロフィッシュ)
Bibliotheca shakespeariana:The Mirror of

19th century En創ish and American plays
En又lish Drama section: part l・1
(マイクロフィッシュ)
衆議院公報第14回帝国議会(1899)より
第108回国会(1987)まで(マイクロフィルム)
Social Doctrines / social Movements.

the En創ish Renaissance studies,
Classical and Modern criticism,
22 in 30 units
(マイクロフィッシュ)
Units.1,2,6,8,10,12,14,15,16,18,19,20,23,

208タイトル 1Set(社会主義の学説と運動)
"solid waste p0ⅡUtion contr01"に係る米国商

務省資料集 19釘年版,1988年版
(マイクロフィッシュ)

24,25,29β0
C011ection of physical Education
10o tiHes.(体育学研究コレクション)

Spanish Drama of the Golden Age
(黄金期スヘイン戯曲集大成)

Contributions in Military studies.

(マイクロフィルム)

NO.2・12,14,15,1757,59‑92 (88 books)

Special Education in Great Br北ain &

Deutsche Geschichte deS 20
Jahrhunderts Dissertationen

America. A C011ection of 308 tiues

全136点

(20世紀ドイツ史研究ードイッ学位論文コレク
ション

(マイクロフィルム)

1785‑1829,1830‑1837,1838.1868 & index.

German studies on competition
(企業間競争と規則)
競争、企業集中、ドイッ経済政策等に関する
研究文献コレクション

1785'90,1869‑1888,1889‑1908 & palmer'S

index t0 1790・1905,1945・1954,1964Sept.,
1973

Venturi, Adolfo

国立公文書館所蔵明治大正昭和官員録・職
員録 1‑70リール

(イギリス・アメリカにおける障害者教育)
The Times(London)

(マイクロフィルム)

METROPOLIS: Town soci010gy S加dies
(都市社会学英独仏語文献コレクション
1960‑70年代)
Munchner Jahrbuch der BⅡdenden Kunst

(世界の美術誌:ミュンヘン造形美術雑誌)
Alte F01又e: VOIS.1‑13 (1906.1923)
Neue Folge: VOIS.1‑10 (1924‑1933)

Storia deⅡ' Arte ltaliana

(世界の美祁元志:16世紀までのイタリア美郁元志)
11 VOIS. in 25 Parts (1901.1940)

<お知らせ>
◆学術情報センター(図害館)における各種使用料金について
学術情報センター(図書館)を利用する際、コヒー料等が有料であることはご存知ですが、本号2
頁で紹介しましたデータベース等、使用料金(課金)の必要なサービスは次のとおりです。

接出プ

NACSIS‑1R

(目録データベース等以外のデータベース)

続料
力料
ント代

1分50円
1件13円
]枚10円

検索料
日経ニュース・テレコン

1分30円
(ただし、 150円を超える金額を課金)
フりント代 1枚10円

CD

フりント代

1枚10円

マイ クロフィルム

フりント代

1枚20円

ヒッ トファイル

プリント代

1枚10円

ROMサービス

各サービスの内容や課金の詳細についてはカウンターでお尋ねくださし

◆12月26日(木)、27印金の開館(室)時間について
田辺校地

今出川校地

0
0
00 16

0
0

9

00 18

00 16

0
0

9

卯

00 16

W

00 18

9

釦

9

計算機室

9

視聴覚室

9

図書館

00 17

◆年末年始・入試期間中の休館(室)について
学術情報センター内の図書館、視聴覚室および計算機室は、冬期休暇中の年末年始期問a2々8
ν6)およぴ入試期間(2/3 2/8)は休館(室)いたします。
また、学年末試験終了後など、開講日以外の開館(室)時問を変更することがありますから、学術
情報センター各施設の掲示等にご注意ください。
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