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平成 24 年度京都大学図書館機構講演会記録 

平成 25 年 3 月 25 日 

京都大学図書館機構 

図書館業務改善検討委員会 能力開発・研修部会 

 

基調講演：「新たな書誌フレームワークと 

統合的発見環境」 

東北学院大学文学部教授  

佐藤義則 氏 

 

１．目録の対象と目的の変化 

 かつての、コンピュータ導入以前の時代の図

書館目録は、館内資料の検索手段として重要な

役割を担っていた。研究や教育を進めるうえで

必要な資料が図書館に所蔵され、容易に利用

できることが不可欠であり、カード目録や冊子体

目録は図書館利用の中核を支えた。 

 1985 年に NACSIS-CAT が生まれるのと前後

して、全国の大学図書館にコンピュータが導入

されるようになり、資料の存在および所在の確認

と相互利用が、全国的な資源共有の基盤の上

で行われるようになった。 

 配布資料の 4 枚目の図は、OCLC Research の

Constance Malpas さんの講演資料を元に作成し

たものであるが、現在の大学図書館に関連する

情報資源の広がりを表している。縦軸は稀少性

の高低、横軸は管理責任の大小を表しており、

合計で四つの象限に情報資源が分割されてい

る。「日用品としての出版物」というラベルが付い

ている第 2 象限（左上；低い稀少性、大きな管理

責任）が、大学図書館が日頃扱っている資料群

である。この第二象限の左下の購入資料（印刷

物）と貴重書・特別コレクションの部分以外は、

15 年前にはほとんど存在していなかったことに

注目していただきたい。わずか 15 年の間に、電

子ジャーナル等のライセンス契約の資料（第２象

限の右上）、オープンなウェブ情報源（第 1 象

限；リポジトリ、オープンアクセス雑誌、MOOC、

Wikipedia 等々）や、機関内で生産される研究資

料、研究データ等（第 4 象限）が急速に増大し、

それに Google Books、Internet Archive や国立

国会図書館等によって既存の出版物（図書館資

料）のデジタル化が急速に進んだ結果、現在、

利用者は特に図書館外、機関外に従来とは全く

異なる、夥しいほどに豊富な資料群に向き合うよ

うになっている。 

 かつての図書館は専ら求められる資料を前も

って「所蔵」として準備し、利用者が図書館にや

って来ることを前提として、蔵書を中心にサービ

スを構築すれば良かった。しかし、資料も利用者

も「ネットワーク上」に存在する電子情報資源の

場合には、所蔵あるいは図書館を中心にしたサ

ービスから、利用者あるいは利用を中心としたサ

ービスを考えなければいけなくなってくることは

当然であろう。 

 また、資料のデジタル化が急速に進行する中

で、大学図書館は利用者が図書館内だけでなく

ネットワーク上の広い範囲から、必要な資料を発

見し適切に利用できるよう支援することが求めら

れるようになっている。本日の講演会のテーマで
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あるディスカバリー環境は、まさにこうした文脈の

中で図書、雑誌、論文、その他の粒度の異なる、

広い範囲の資料を統合的に発見するための仕

組みの構築を目指すものであるが、後ほど紹介

するように、図書館目録の方式を根本から見直

し改訂しようという Linked Open Data や新たな書

誌フレームワークの取り組みも始まっている。 

 

２．利用の変化 

資料の変化とともに、利用方式や利用者の意

識も大きく変化している。私を含めた研究者で組

織した SCREAL（学術図書館研究委員会）が

2011 年に行った調査（45 の大学・国立研究所を

対象、回答数は約 4,000）の結果を若干紹介さ

せていただきたい。 

電子ジャーナルを月 1 回以上利用するとした

回答者が、自然科学系の多くの分野で 9 割を超

える等活発に使われており、いまや電子ジャー

ナルは学術研究に欠かせないものとなったと言

える。これを過去（2001〜2007 年）の調査結果と

比較して見ると、人文・社会科学系を含めた広

い範囲に利用が深く浸透したことがわかる。 

一方、この調査では利用者が資料をどのよう

に発見しているかについての質問も行った。そ

の結果、図書館の OPAC や NACSIS-WebCat

の検索については、月 1 回以上の利用と答えた

人の比率が人文社会科学系では大学院、教員

とも 90％前後、自然科学系では大学院生、教員

とも 50％台と専門分野によって差はあるものの、

それなりに活用されていることがわかった。索

引・抄録データベースについて同じく月 1 回以

上の利用率を見ると、人文社会科学系の教員で

は約 67％、自然科学系の大学院生、教員、人

文社会科学系の大学院院生ではそれぞれ 80％

以上とかなり頻繁に利用されていた。しかし、資

料の発見手段として最も良く利用されているの

は検索エンジンであり、全体でほぼ 9 割以上が

少なくとも月 1 回は利用していると回答していた。

みなさんも実感されている通り、今やウェブの検

索エンジンで情報を探す時代であることがあらた

めて浮き彫りになったわけである。ちなみに、レ

ファレンスサービスについては、特に自然科学

系で「知らない」「利用したことがない」との回答

が半数以上を占めたことから、今後、サービスの

方式等について見直しの必要があるのかもしれ

ない。 

以上のように、利用者はますます電子情報資

源の利用を好むようになっていると考えられる。

ここで重要なのは、この利用者による電子情報

資源の選好の背景に、資料の探索、発見、収集、

リーディングから、論文の執筆、実験等の共同作

業といった研究プロセスの全体がますますデジ

タルの環境下で行われるようになっているという

変化があることである。Carole Palmer 等が「研究

図書館のサービスはデジタルの研究環境に不

可欠な部分となる必要がある」「（研究図書館の）

良いサービスとは、研究者が研究のすべての段

階で必要とするデジタル情報を発見し、利用す

る能力によって規定される」と言うように、大学図

書館は、単に発見、収集というレベルだけでなく、

個々の利用者による資料の活用までを含めたプ

ロセス全般に配慮しなければならない時代にな

っているのではないだろうか。 

 

３．新たな発見環境 

Summon、EBSCO Discovery Service、World 

Cat Local 等、ウェブスケールの新たな発見環境

を提供するさまざまなツールが市場に出回るよう

になっている。これらについては、この後に九州

大学の片岡さんからご報告があるので、詳細に

は立ち入らないことにしたい。また、OCLC の

WorldShare Management Service という、いわゆ

るクラウド上で図書館管理システムの機能を共

有するサービスも提供されるようになっていること
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もあげておきたい。 

 新たな発見環境に関連した動きとして注目して

おきたいのは、Linked Data あるいは Linked 

Open Data の活動である。2011 年 11 月に W3C

（ World Wide Web Consortium ） の Library 

Linked Data Incubator Group から最終報告が出

さ れ た が 、 こ れ に 前 後 し て 、 LC （ Library of 

Congress）、BL（British Library）、Europeana等、

さまざまな機関が Linked Open Data としての目

録データの公開を開始した。国内では、国立国

会図書館典拠データ検索・提供サービス（Web 

NDL Authorities）のサービスが行われている。

公開方式については未だ標準が定まったとは言

えないものの、誰でもが大量の書誌データを入

手できる機会が開かれつつある。OCLC の

WorldCat では検索結果の書誌データの最後に

ある「リンクデータ」をクリックすると schema.org 形

式のデータが表示されるようになっている。また、

OCLC では、250 以上の所蔵館を持つ書誌デー

タの約 120 万件分については、schema.org 形式

によるダウンロード用のファイルも公開されてい

る。 schema.org とは、Google、Yahoo!、Bing、

Yandex（ロシア）の検索エンジン 4 社が作った規

格であり、簡単に言えば html 文書上のデータ項

目にタグを振り（Microdata）、目録レコード中の

データをコンピュータに認識させる仕組みであ

る。 

 これまでのウェブでは、ドキュメントとドキュメント

がリンクされてきたのに対して、Linked Data では

複数のドキュメントの中にあるデータとデータがリ

ンクされる。Linked Data 化によって期待される効

果としては、検索エンジンを利用した目録データ

（図書館レコード）の発見可能性の向上である。

例 え ば 、 OCLC が Linked Open Data

（schema.org）形式のデータを各種の検索エンジ

ンに渡すことによって、先に紹介した利用者が

日常的に慣れ親しんでいる検索エンジンで目録

データの直接的に検索できるようになる。Google

で書籍を検索すると、amazon の情報等とともに

図書館の所蔵情報が出てくるようになる。今まで

はいろいろなツールを使って検索しなければい

けなかったものが短縮され、ダイレクトに Google

の検索結果として表示されるようになるというわ

けである。 

 一方で、ウェブ上での新たな発見システムの取

り組みも数多く行われている。例えば、 Internet 

Archive による Open Library は、これまでに出版

された図書のウェブページを作成するという取り

組みである。Wikipedia のように誰もが目録作成

に参加でき、項目毎の改編が記録される。現在

までに約 2,500 万件の書誌データが入力されて

いる。The Data Hub は Linked Open Data のレジ

ストリである。ここに登録することによって可視性

が高まるという、Linked Open Data の発見の仕

組みである。Google Knowledge Graph は、従来

のドキュメントの検索ではなく、ドキュメントに含ま

れるエンティティ（人物、場所、もの）間をグラフと

して整理し、結びつきを把握できるようにしたサ

ービスである（Google は、Freebase を開発した

Metaweb 社を買収してサービス開発を行った）。

例えば、英語版の Google 検索で”Shakespeare”

で検索すると、画面の右側に簡単な略歴や作品、

関連する人物等が表示される。最近日本語の

Google 検索でも導入されたようである。今後、

schema.org によるデータ提供が進めば、こうした

サービスは一層精緻化されることになるだろう。 

 Linked Open Data は検索エンジンの性能向上

に留まらず、図書館目録の仕組みそのものをも

変えつつある。LC は 2011 年 10 月に、目録デー

タの交換フォーマットと用いてきた MARC21 フォ

ーマットに代えて Linked Open Data を採用する

ことを宣言した。これは、 IFLA による FRBR

（ Functional Requirements for Bibliographic 

Records）等の考え方を取り入れた新たな目録規
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則である RDA（Resource Description and Access）

に基づいた目録レコードに相応しい仕組みとし

て、Linked Open Data を採用するということであ

る。現在、新たなデータモデルおよび移行計画

の策定が行われており、先月（2012 年 11 月）に

は BIBFRAME（Bibliographic Framework as a 

Web of Data: Linked Data Model and Supporting 

Services）という名称と初期的な概念モデルが示

された。こうした MARC フォーマットに代えた

Linked Open Data 形式の採用は、北米や英国

だけでなく、オーストラリア、ドイツ、日本（国立国

会図書館； NDL）等、世界的な広がりを持つこと

になりそうである。 

 Linked Open Data の採用が図書館目録の実

務にどのような影響を与えるかについては現時

点では明確でないが、これまでにない柔軟さが

許容される可能性はある。例えば、NACSIS と

NDL の関係について著者名典拠を例に考えて

みると、現行方式では NDL が Japan MARC とし

て 参 照 フ ァ イ ル を 作 成 し 、 そ れ か ら

NACSIS-CAT に取り込み、流用入力あるいはオ

リジナル入力でファイルを作成している。今まで

はレコード単位のやり取りだったのでレコードの

一方通行のやり取りしか考えられなかった。しか

し、両方が Linked Open Data の形式を採用す

れば、データとデータとの対応関係になるので、

例えば、レコードを構成している一部のデータが

修正されたときにそれだけを取り込むといった双

方向の仕組みも想定できるかもしれない。論理

的には、今までのようなレコードという単位で縛ら

れたものよりはかなり自由な処理・設計ができる

ようになる可能性がある。 

 Linked Open Data 対応の課題の中で緊急性

が高いのは、データの権利関係についてである。

これまで公開を行った機関のほとんどは CC0

（Creative Commons Zero License; 目録データ

の著作権を主張しない完全公開）を採用してい

る。OCLC は ODC-BY（Open Data Commons. 

Attribute License; データベースの帰属表示を

要求）というライセンスを採用している。日本では

ほとんど事例がないため「これからの学術情報シ

ステム構築検討委員会」において協議していく

予定となっているが、少なくとも ODC-BY など、

データが広くオープンに使用できるような状態と

することが望まれる。 

 

４．これから何が必要か 

統合的な発見環境を目指すためには、目録

や検索の世界だけではなく、トータルな意味で

の環境の構築を考えなければいけない。電子情

報資源の確保、メタデータのオープン化や相互

接続性の確保、統合的発見環境とシステム基盤、

これらの全体を総合的に捉え検討を進める必要

がある。 

その際に重要な柱となるのは、電子ジャーナ

ル、電子ブックだけでなく、貴重書コレクション等

を含めた電子的情報資源に対しての発見と資料

への到達を保証する仕組みであるが、最初に述

べたように対象はこれまでとは比較にならない程

拡大しているので、一つの図書館あるいは大学

規模で行うのではなく、国内外の多くの機関の

連携、協力の下に進めることが不可欠であろう。

この他にも、持続性の確保のための体制整備、

電子コレクション構築、目録データの再整理（例

えば、どのようにして著者名典拠レコードの品質

を向上させるか）等、数多くの重要な課題がある。

これらの個々の問題に対しても、既存の資源共

有の枠組みを超えた広い範囲での協力がます

ます求められることになるだろう。 
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事例報告：大学図書館における統合的発見環

境への取り組み 

「ディスカバリ・サービス導入で得られたもの ―

九州大学附属図書館での経験から―」 

      九州大学情報システム部 

（デジタルライブラリ担当）専門職員  

片岡 真 氏 

 

 佐藤先生のお話では、図書館の外の世界、ウ

ェブの世界を少し掘り下げて見せていただいた。

私からは正式公開から１年になる、九州大学の

ディスカバリ・サービスの導入について、その背

景にある考え方や、どういう状況だったのかを紹

介しながら事例報告をする。 

 

１．Cute.Search 

 まず、九州大学のディスカバリ・ツールについ

て 紹 介 す る 。 フ ロ ン ト エ ン ド に あ る の は

Cute.Searchというサービスで、図書館ウェブサイ

トのデフォルトの検索窓にもなっている。あらゆる

学術情報をひとつの窓から探せるように、という

目的で、これまでOPACで検索できていた図書・

雑誌だけでなく、論文など 10 億件以上のコンテ

ンツが探せるようになっている。「オンラインで手

に入るものはこの場で見たい」というユーザーの

ニーズに応えられるよう電子コンテンツも検索で

き、フルテキストが利用可能なら直接そのページ

に飛べるようになっている。Summon という Serials 

Solutions 社の商用ツールを使用しており、日本

語インターフェイスの作成には九州大学も参加

した。他、多様なアクセス形態への対応をしてい

る。 

 

２．Cute.Catalog 

 もうひとつ作成した Cute.Catalog には、九州大

学のリソースをすべて載せることをコンセプトに、

冊子の所蔵資料、契約している電子ジャーナル、

ブック、また九州大学の研究者の文献情報が入

っている。検索結果画面では表紙画像を表示さ

せブラウジング感覚で利用できるようにした。ま

た、詳細画面では概要や目次、レビュー、類似

資料など文献に関する情報を豊富に表示させ、

ユーザーの資料の選択を最大限サポートしてい

る。 

 

３．ディスカバリ（全体図） 

 全体図としては、まずディスカバリ・インターフ

ェイスである Cute.Search でリソースを検索する。

冊子所蔵のある資料ならばCute.Catalogの詳細

画面に導かれ、そこでサービスが受けられる。ま

た、オンラインで利用可能なものはダイレクトリン

ク、またはリンクリゾルバの機能を使って本文へ

到達できる、という流れになっている。文献管理

ツールやWeb of Scienceなど、Summonが連携し

ている外部サービスへのリンクもついている。 

 それでは、このディスカバリ・ツールを作り上げ

るまでの経緯について紹介していく。 

４．2007 年 なぜ次世代 OPAC? 

2007 年はまだ導入は始まっていなかったが、

Google （ Scholar ） の 衝 撃 や Scopus 、 CSA 

Illuminaなどの商用プラットフォームの拡大路線

を見ていた年だった。これらに OPAC の所蔵情

報を渡せばすべて検索できるのでは、という考

え方もあった。 

 2006 年 12 月から 2007 年 2 月の 3 ヶ月間、ト

ロント大学に滞在する機会があったのだが、そこ
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で図書館とベンダーが協力関係を作っているの

を目の当たりにした。当時の日本ではあまり見か

けないことだったが、その結果値引きを獲得し、

環境もより良いものになっていた。値引き交渉だ

けではなく、図書館とベンダーが何を持っていて、

お互いがどうすればいいのかを考える、そういっ

たトータルでのアプローチが必要だと思った。 

協力関係の重要性を認識し、商用プラットフォ

ームに大学の所蔵情報の取り込むよう交渉をし

ていたのだが、結局は実現しなかった。しかし、

海外に目を向ける習慣がついたことで、次世代

OPAC が北米など海外で多く取り入れられてい

ることに気づき、できることからやらなければいけ

ないのでは、と思った。既に多くのユーザーを持

つ蔵書検索システムをもっと使いやすくすれば、

もっとリソースを使ってもらえるのではないか。う

まくデータをマネージすることで、他のツールに

受け渡す準備にもなるのではないか、と考えた。 

 

５．2008 年 機運を高める 

 2008 年は翌年のシステム更新に向けた準備を

する年だった。次世代 OPAC と、実はひそかに

ERMS も導入したいと考えていたのだが、システ

ムベンダーからの理解が得られず、経費的にも

難しい状況だった。ふつう、図書館で次世代

OPAC のような新しいものを突然やりたいといっ

ても賛同を得ることは難しい。しかし、自分にでき

るところまではやろうと常に思っていたので、機

運を高め、やれるという根拠を示せるだけの綿密

な調査を行うことにした。大阪大学の久保山さん

や同僚の工藤と協力して調査し、記事を執筆し

た。一方で、ベンチャー企業と共同でオープンソ

ースの調査をするという協力関係を築いたり、更

新システムのハードウェア構成見直しによる予算

確保の努力を行ったりもした。 

振り返ると、綿密な調査をして、何もないところ

でも安心して進められる状況に持っていく、とい

うのが重要だったと思う。また、一大学からの要

望でなく、複数大学からの声のほうが相手に与

える影響が大きいので、大学間連携も重要。ベ

ンダーと対等な関係でいることはまだ日本では

難しいが、ベンチャー企業とならできるということ

が分かった。 

 

６．2009 年 オープンソースの次世代 OPAC 

2009 年、商用の次世代 OPAC は価格と日本

語対応面から見送りとなり、オープンソースの

eXtensible Catalog（XC）が採用になった。導入

には、学内ワーキンググループを編成した。また、

九州大学、システム業者の NTT データ九州、

XC の ソ ー ス を 持 つ eXtensible Catalog 

Organization（XCO）の三社がフラットに並ぶ協

力体制を作った。 

オープンソースは自分たちでコントロールでき

る一方、参加することでコミュニティが維持され、

好循環が生まれるという性格がある。海外とのコ

ミュニケーションには見えない壁があるが、起点

になるようなコミュニケーターがいれば大きく変わ

るはず。 

 

７．2010 年 Cute.Catalog（Alpha） 

2010 年は Serials Solutions 社から Summon が

リ リ ー ス さ れ た 年 だ っ た 。 九 州 大 学 で は

Cute.Catalog(alpha)をリリースした。概要、目次

情報を投入し、主題についても国立国会図書館

サーチAPIからの取得や分類記号からの補完に

よってほぼ 100%のカバー率とした。一方で定期

データ更新に問題があった。 

世 界 中 の学 術 コ ン テ ンツ が 探せ る とい う

Summon が出てきたことで、世の中の流れはこち

らではないかと考えた。しかし、大学としては学

内の研究成果が集まっていることも大事なはず。

役割を整理し、Cute.Catalog で学内のものを集

め、それを Summon に渡すことができればよいは
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ず。ただし、これには時間がかかりそうだと思っ

た。またそれとは別に、周囲への還元と普及促

進を目的として、これまでの取り組みについて文

献を書いた。 

状況は常に変わるので、時流に合わせて変え

ていく、変わることを初めから想定して臨むのが

良い。またウェブのプロが必要。 

 

８．2011 年 ディスカバリと九大カタログ 

2011年にSummonの導入が決定した。日本語

対応、世界初となる XC と Summon の連携のため

の対応、メタデータの再マッピングを行った。ま

た、ウェブに特化した外部人員（デザイナー、プ

ログラマー、大学院生）を採用した。 

本当に困ったとき、上司に助言を求めると相

談に乗ってもらうことができ、後々それが効いて

きたということがあった。上司に相談する場合は、

まず自分で考えてから知恵を借りに行くこと。そ

して、現場がどのような状況で、どんなふうに困

っているのかをきっちり説明して、わかってもらう

努力をすることが必要だ。 

このころ、開発が長引いたためメンバーのモ

チベーションが低下していた。なかなか成果が

見えないのに通常業務を抱えたまま、しかも離

れた勤務地にいる状況で続けるのはかなりタフ

な話。なぜそこまでするのか、既存のものではい

けないのか、という声もあった。一方で、外部から

来た開発の方には図書館の開発はやりがいが

ある、おもしろいと言ってくださる方もあった。 

 

９．2012 年 正式リリース 

2012 年にようやく正式リリースにこぎつけた。

事務部長が大学総長と話をしてくれ、図書館の

新しい価値である、とした PR をしてくれた。ほか、

Serials Solutions 社による国際的なプレスリリース、

研究者をターゲットにしたパンフレットの作成、配

布、説明会や開発日誌といった広報活動を行っ

た。 

開発はこれで終わりではなく、検索エンジンの

チューニングやデイリーアップデートの対応など、

これからさらに充実させていかなくてはならない。

ディスカバリ・サービスを構築するだけでなく、こ

れを武器にして広げていくことができると思う。デ

ィスカバリ・サービスを舞台に、図書館から活躍

する人が出てきてほしい。 

 

１０．課題 

Summonを使ったCute.Search は、まず日本語

コンテンツの充実が課題である。日本語リソース

へのアクセスをもっと充実させないと、多くの利

用者には使ってもらえないだろう。また、研究領

域 ご と の ニ ー ズ へ の 対 応 、 Cute.Search と

Cute.Catalog とで２つ存在している検索窓の統

合も必要。Summon の改善については、シアトル

の本社を訪問して直接開発者と話をして要望を

伝えている。 

Cute.Catalogの課題はより多くの学内コンテン

ツを収集すること。研究者情報のデータベースと

の連携や、附属図書館には教材開発センターと

いう付設施設があることから、教材コンテンツを

取り込む必要もあるのではないかと考えている。

また、目的に沿ったナビゲーションへの対応とし

て、九大著者典拠ファイルの作成やユーザーイ

ンターフェイスを意識したメタデータ整備、ブラウ

ジングのバリエーション追加ということを考えてい

る。 

さらに、他の大学、機関とも一緒にできれば、

ということをずっと考えている。国立情報学研究

所の検討の枠組みにも参加し、共通理解ができ

るようになってきた。今年度の ERDB プロジェクト

では国内電子リソースタイトルリストの共有や

JUSTICE の枠組みでの情報共有という話をして

いるので、ここから進んでいければ良いと思う。 
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１１．考察 

ここまでは導入にかかわる表向きの話をした。

せっかくの機会なので、考察として、仕事をして

知ったことをまとめてみたい。 

今はネットの時代なので、物や情報は速いス

ピードで行きかっている。そうするとこれまで別種

のものだったいろいろなものが融合し、多様化し

てくる。多様化するということはたくさんのものが

出てくるということで、それらのいい点も悪い点も

すべてフラットに並べられて、そこから選んだり、

判断したりする必要が生まれてくる。そうすると、

全体がどうなっているのかが見えないので、１人

の人間が責任を負うことが非常に難しい。ただ、

難しいからといって何もやらず、自分の目の前に

あることだけをやっているとそれが自分の世界の

すべてになってしまい、新しい一歩を踏み出す

ことがなかなかできなくなってしまう。この硬直化

したパターンと、自分で実践しようとして動いてい

るパターンの二極化が起こっている。この状況に

どう対応していけばいいかというと、これまでの常

識をよりどころにするのは難しい。新しい状況が

生まれて、経験をもとにした常識が当てはまらな

くなってくる。 

検索の構築をしていて気づいたのだが、人の

発想のパターンや順序はそんなに何通りもある

わけではなく、パターン化できるものだろう。頭の

中で考えるのと同じ順番で、ウェブの中で検索

できるようにしたり、ウェブ以外のサービスでもそ

のパターンを活かしたりすれば使えるものになる

かもしれない。 

もうひとつは外の世界とつながる、ということ。

自分の世界が硬直化してしまっているのなら、も

う少し周囲、外の世界を見てみる。ふだん自分

がつながっているのとは違う場所の人と話してみ

ることで、認識のギャップを調整する機会にもな

るだろう。特に、自ら考えて行動するタイプの人

は、所属する組織内には仲間が少ないので、外

の同じ意識を持つ人とのつながりを、自分の力

にしていくことが必要だと思う。 

これまでは大学図書館の役割を、資料とユー

ザーをつなぐ、と理解していたのではないだろう

か。自分もそうだ。そこをもう少し概念化して、人

と知をつなぐ、と考えてみてはどうだろう。人が新

しい何かに気づいたり発見したりする場が大学

にあって、図書館が人と知をつなごうとするなら、

まず私たちがそれを実践しないといけないと思う。

そうすることで見える世界が変わってくるかもしれ

ないし、それを大学の中でも還元していけると思

う。 

チェックリストを用意してみたので、これまでの

スライドにあったような状況を想定して、チェック

してみてほしい。また、最後の「上司（部下）が理

解してくれない」という項目についてコメントさせ

てほしい。理解してもらえなかったらそこであきら

めてもよいのか？ 5 年後、10 年後にその人が

いるかはわからないし、もしあなたがその役割を

負わなくてはならなくなった場合、引き受けたい

と思うか？ 将来自分が大学図書館を引き受け

ることになった時、ちゃんと準備してあるかどうか

で大きく違ってくるので、そのあたりの余地を残

しておく必要があると思う。 

“As We May Think”という、コンピュータの起

源を紐解くと必ず出てくるヴァネバー・ブッシュと

いう人の発言。結局、コンピュータを作ったのは

人の思考ができるものを作りたかったから。私た

ちのやろうとしているウェブのサービスも、こういう

減点に還って考えていくとうまく設計できるかもし

れない。一見複雑に見えることをシンプルにとら

えて、それを離さない、逃さないということが今後

の価値になっていくと思う。 

 

１２．2013 年～ 

 最後に、九州大学の図書館がこれからどうして

いけばいいのか、個人的なアイディアを紹介す
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る。まず、図書館ウェブサイトでは検索窓とニュ

ースだけがメインページにあり、検索、ウェブサイ

トのシステムやサービスの違いに関係なく、違和

感なく遷移できた方が嬉しいかもしれない、と考

えた。また、九州大学のトップページにある検索

窓に、学術検索という機能を付けて、キーワード

を入れたら Summon の検索結果が出る、というの

もやってみてもいいかもしれない。さらに、

Blackboard というウェブ学習システムにもパーツ

を作ることができるので、ここに学術情報へアク

セスする検索窓を組み込む、ということも実現で

きると思う。こういったことをしながら、様々なサー

ビスへのアクセス、やりたいときにやりたい場所

でアクセスできるような環境の構築を進めていき

たいと思っている。

 

 

 

「京都大学図書館の新 OPAC 導入について」 

京都大学附属図書館情報管理課課長補佐  

井上敏宏 氏 

 

平成 24 年 8 月にリプレイスした本学の新

OPAC を紹介し、これまで抱えていた課題とそれ

を解決していった経緯、最後に今後の課題を報

告する。 

 

１．本学における情報検索でのこれまでの課題 

利用者は、自分が必要としている情報の種類

を的確に把握できているとは限らず、OPAC にと

りあえず入れて検索したものの見つからないこと

がよくあった。 

一方、リプレイス前の図書館サービスは、蔵書

検索OPACは「KULINE」（京大のサービスはKU

から始まる）、電子ジャーナルは「電子ジャーナ

ルリスト」、他に「電子ブックのリスト」、「DB」、機

関リポジトリの KURENAI、貴重資料画像を提供

している「電子図書館」（貴重資料画像）」と多様

なツールを別々に提供していて、使い慣れない

利用者はどれを使えばわからない、ということが

起こっていた。 

媒体が多様化したためディスカバリーサービ

スの導入も考えたが、難しかった。実際に電子リ

ソース等を使うようになってきたことは、エルゼビ

アの SD のフルテキストへのアクセス統計、

Scopus の Searches run と Sessions の統計とも右

肩上がりとなっていることで分かる。 

図書館の利用に必要な技術＝学術情報リテ

ラシー教育が図書館の仕事とも言われるが、全

ての学生にきちんとした技術を教えられるか、ま

た図書館に来ないと伝えることもできない、という

問題もある。 

 

２．課題の解決に向けて 

ディスカバリーのような使いやすいツールで検

索ができた方が良いのではないかということで、

新 OPAC の導入を進めてきた。2006 年の 5 月か

ら Serials Solutions 社の製品を導入しており、こ

れを使って何かできないかと考えていた。2008

～ 2009 年 ご ろ に は 結 構 注 目 さ れ て い た

AquaBrowser を入れたかったが、予算面の問題

もあり導入できずにいたところ、今回の新 OPAC

（本学では「新 KULINE」）が開発された。 
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Serials Solutions 360Search は九大でもとり入

れられており、統合検索ツールということで提供

されている。 

 

３．図書館リプレイスの経緯 

本学における第 6 期システムの契約が、2007

年 2 月から 2012 年 1 月末日までの 5 年契約で

結ばれていた。当初システムの動きが悪く、この

トラブルに対して「他のベンダーも考慮するよう

に」との指示により、翌 2008 年には実際に調査

を行った。業務およびサービスのシステムを担当

している職員が各地の大学に行って、他のベン

ダーやシステムを調査し、2009 年 3 月、図書館

システム調査報告書を提出した。これに載せた

OPAC の機能が新 OPAC でかなり実現している

と考えられる。調達のスケジュールは画面のとお

りで 2011 年 12 月に開札・契約、その後約半年

ほど準備期間があり、今年 2012 年の 8 月から今

のシステムが稼働した。 

リプレイスにあたって、業務システム自体は更

新したが前期と同じような感覚で使えるものを目

指した。一方新 OPAC は更に良くしたいというこ

とで、最初は Summon を考え、Serials Solutions

社・サンメディアから、上層部にデモンストレーシ

ョンなどもしたものの、予算面からなかなか契約

できずにいた。計算機の賃貸料を減額する方針

が大学として決定され、システム用の予算は最

盛期の 9 分の 5 程度にまで減らされている。業

務システムで借りていたクライアントマシンも前回

のシステムの半分になり、残りは自前で用意する

ことになった。それほどの減額の中では、ディス

カバリーサービスは無理であった。360Search よ

り Summon の方が高く、増額して換えるくらいなら

電子ジャーナルやデータベースを購入すべきと

いう話にもなる。 

前期の契約は 2007 年 2 月からなので、本来

は今年の 1 月で終了予定だったが、大学の事情

により契約期間が半年伸び、悩む時間がたくさ

んあった。そうこうするうちに富士通から SaaS 型

学術ポータル製品：Ufinity の提供の話があった。

本学では HP を作っていたので、これで作り直す

つもりはなく要らなかったが、富士通から Ufinity

の中に OPAC をとりこむという発案があり、また偶

然本学の契約が遅れたこと、予算がなかったと

いうことで、今の形態になった。 

Ufinity の使い方として OPAC を取り込むのは

今回が初めてで、富士通、OPAC 担当の職員は、

幾度も長時間打合せをしていた。デザイン会社

に出したレイアウトやデザインも、数々の攻防が

あり綺麗になったと、手前味噌だが思う。 

 

４．図書館システムリプレイス後の現状 

ディスカバリー風に見せる形で何年か前に提

供が始まっていた神戸大の OPAC の形を参考

にさせて頂いている。タブ切り替えになっており、

窓に入れた検索キーワードは、切り替えても引き

継がれる。同じインターフェースで見られ利用者

にはよい。実際はこのシステムで検索できるのは

普通の OPAC の蔵書検索だけで、他大学検索

は NII の検索サーバに繋がっている。論文検索

はキーワードを入れると、360Search の画面に渡

されている。横断検索も富士通の横断検索ツー

ル SearchCoordinator で何件かの図書館や書店

を検索する。KURENAI というタブはリポジトリで、

キーワード検索をすると Dspace、KURENAI が出

てきて結果を教えてくれる仕組みになっている。 

ディスカバリーサービスらしくするため、検索キ

ーワードの自動補完、サジェストされるというのが

ある。入っている書誌情報からとっており、間違

えずに自分の探したいものが見つけやすくなっ

ている。ファセットでの絞り込みや、ISBN、ISSN

やタイトルなどを引き継いで、発見性の向上以

外に、ILL のオーダーも正確にできる。 

検索結果の書誌詳細画面には、ローカルの
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所蔵のほか、アマゾンとか CiNii へのリンクも貼ら

れている。アマゾンやCiNiiへ直接飛んでしまうと、

ILL の オ ー ダ ー が で き な い 。 横 断 検 索

SearchCoordinator の方で検索すると、OPAC の

インターフェースのままアマゾンの情報が見られ、

ILL の申込が正確にできる。15～16 年ほど前は

手書きの字が読めないことがあったが、機械で

オーダーができるようになって少なくとも文字は

読めるが、間違って入力しているかもしれないと

いう時代を経て、正確になってきたことがわか

る。 

セマンティックとは一般的に「意味」や「意味論」

を指す言葉である、IT 用語としてはコンピュータ

に文章や情報の持つ*意味*を正確に解釈させ

るとあり、こんな感じのことができないかと言う発

想があった。利用者の所属により検索結果を変

更する機能、例えば医学部所属の人が検索し、

所蔵内に所属している医学の図書館があれば、

一番上に持ってくるという仕組みを取っている。

学内において IP アドレスで判断してログインして

いない状態でも位置情報を取れないかと検討し

たがこれは断念した。ログインは、シボレス認証

を取っている。 

アイコンを工夫し、ヒットしている資料が雑誌、

図書などできるだけ絵で想起できるようにした。

また検索語句に使った語句にハイライトを入れ

わかりやすくした。 

 

５． リプレイス以前から行っていた試み 

OPAC というのは基本的に紙媒体の所蔵がわ

かるだけなので、2008 年ごろからできるだけ電

子ジャーナルの情報も見つけられるようにしてい

る。Serials Solutions からデータを抽出し、CATP

フォーマットにして OPAC に登録している。雑誌

はほぼ網羅しているが、図書はない場合もある

ので出版元から MARC レコードを貰い、xml、

CATP フォーマットに変換して OPAC に登録して

いる。こういったことができる人材がいたので、本

学では実現した。 

 

６． 新 OPAC の効果 

360Search の検索回数が 3 ヶ月間で右肩上が

りになっており、使いやすくなった新 OPAC に伴

って 360Search も一緒に使われ利用が急増した

と考えたいが、期間が短いので検証中。 

リポジトリも OPAC で検索可能なため、伸びたよ

うに見えるが山中先生のノーベル賞効果のため

か、まだ効果のほどはわからない。 

 

７．新 OPAC へのクレーム 

サービスが変わるとクレームもある。機能が豊

富なだけに時間がかかってしまう、WindowsXP

だと IE8 のため処理に時間がかかる、多数の情

報は要らない、紙の情報だけがほしい、リポジトリ

の検索はしたくないというような要望もあったが、

2 ヶ月もたつと落ち着いてきた。 

 

８． 今後の課題 

更に高機能にしたい、360Search とは、検索方

法やレスポンスが格段に違う Summon に変えな

いのか？予算があれば変えるのか、技術的な改

善は行うが思い切った変更ができない、などが

今後の課題。 

利用者はディスカバリーサービスを本当に望

んでいるのか常に考えておく必要がある。 

マイポータルの機能の充実、なかでも閲覧履

歴の表示は、個人単位でのオン・オフが現在技

術的に難しくまだ提供できていない。 

各種のデータをOPACに取りこむという技術を

持った人材の育成も、大学図書館の課題。 

システムを維持していくためにはお金がかか

るが、予算はどんどん減る方向なので維持して

いくのが大変である。 
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 当講演会につきましては 

京都大学学術情報リポジトリ KURENAIにてプレゼンテーション資料を、 

京都大学オープン・コース・ウェア(OCW)にてビデオを、公開しております。 

そちらもあわせてご参照ください。 

 

プレゼンテーション資料【京都大学学術情報リポジトリ KURENAI】 

「新しい情報「発見」の仕組みを作る : 電子情報資源の普及と統合的発見環境<京都大学図書

館機構平成 24年度講演会>」 

http://hdl.handle.net/2433/167735 

 

ビデオ【京都大学 OCW】 

「平成 24 年度 京都大学図書館機構講演会 「新しい情報「発見」の仕組みを作る～電子情報

資源の普及と統合的発見環境」」 

http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/library-network/05 

 

http://hdl.handle.net/2433/167735
http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/library-network/05



