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我々は概念の関連を視覚化してユーザの自由な操作を許すことにより主題検索を支援するシステム Subject
World を開発している。BSH4 件名標目と NDC9 分類項目の視覚的ブラウジングと大阪市立大学 OPAC 検索が可
能なプロトタイプシステムを試作した。本システムは, ユーザの思考過程にあわせた情報ブラウジング, 情報検
索時のキーワード入力, キーワード入力によるシームレスな件名検索と NDC 検索, 主題及び件名や分類に関する
知識の獲得を支援する。
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1 はじめに
インターネットの普及に伴い, ユーザは必要
な情報は何でもインターネットで探すように
なった。インターネット上では, ディレクトリ
検索, キーワード検索など, 内容に基づく検索
が一般的である。図書館 OPAC においても内容
に基づく検索である主題検索のニーズが高ま
っている。しかし, 一般的な OPAC では, ディ
レクトリ検索にあたる機能は少なく, どのよう
なキーワードを入力すればよいか, などユーザ
の検索を助ける機能が充実していない。
我々は, 概念の関連を視覚化してユーザの自
由な操作を許すことにより主題検索を支援す
るシステム Subject World†1)2)3)を開発している。
ユーザの操作に基づき関連する概念を次々に
提示することにより, ユーザの思考過程にあわ
せたブラウジングやキーワード入力を支援し,
探したい主題や OPAC の内容に関する理解を支
援することを狙っている。Subject World の特徴
は, 異なる概念体系の概念の関連付けと視覚的
なインタフェースである。概念の世界を探訪し
ながら, OPAC をはじめとするデータベースの
検索を行う。概念体系としては, まずは図書館
界に存在する件名標目表や分類表を対象とし,
将来的にはシソーラスや, 個人やコンピュータ
が作り出す概念体系も扱いたい。
これまでに, BSH4 件名標目と NDC9 分類項目
の視覚的ブラウジングと大阪市立大学 OPAC 検
索が可能なプロトタイプシステムを試作した。
以下では, 2004 年 8 月現在のプロトタイプシ
ステムについて述べる。

2. システムの
システムの概要
2.1 システム構成
システム構成
図 1 にシステム構成を示す。システムは Java
で実装されており, Web ブラウザから利用可能
である。システム内に BSH4 と NDC9 データを

用意している。大阪市立大学 OPAC4)や Web 上
のデータベース（例：書籍検索サイトやサーチ
エンジン）‡との連携が可能である。
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図 1: システム構成

2.2 概念と
概念と外部情報
Subject World で扱うデータの種類は「概念」
と「外部情報」に大別される。概念は語を中心
とする文字列であり, 外部情報はデータベース
検索結果中の一件のデータである。たとえば,
「図書館」という語は「概念」であり, 「図書
館」を選択して OPAC を検索した検索結果の一
件は「外部情報」である。
概念には, BSH4 件名標目§, NDC9 分類項目,
未同定語（概念体系の種類が同定されていない
語）, その他件名標目（BSH4 以外の件名標目）
の 4 種類がある。 外部情報には, 大阪市立大学
蔵書（以下, 蔵書）, 書籍サイトの書籍（以下, 書
籍）, Web ページの 3 種類がある。
2.3 検索機能の
検索機能の概要
Subject World の検索機能は, 概念検索と外部
情報検索に大別できる。概念検索では, 概念ま
たは外部情報を選択して, 関連する概念を検索,
表示する。 外部情報検索では, 概念または外部
情報を選択して, 関連する外部情報を検索, 表
技術的には CGI による外部アクセスが許されてい
るデータベースであれば接続可能である。
§ 参照語を含む。
‡

†
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示する。図 2 に概念図を示す。
2.4 検索過程の
検索過程の流れ
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図 2: 検索機能の概念図
選択、検索実行

2.3.1 概念から概念検索（図 2 の(1)）
概念を選択して関連する概念を検索, 表示す
る。
- 件名標目検索：概念を選択して, 関連する
BSH4 件名標目を検索, 表示する。
- NDC9 分類項目検索：概念を選択して, 関連す
る NDC9 分類項目を検索, 表示する。
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注）---内は省略されることがある

2.3.2 概念から外部情報検索（図 2 の(2)）
概念を選択して関連する外部情報を検索, 表
示する。
- 蔵書検索：概念を選択して, 大阪市立大学
OPAC（以下, OPAC）に接続して蔵書を検索す
る。選択した概念が BSH4 件名標目の場合には
件名検索, NDC9 分類項目の場合には NDC 検索,
未同定語またはその他件名標目の場合にはキ
ーワード検索となる。検索結果の上位 10 件ま
たは選択した蔵書アイコンを表示する。
- 書籍検索：概念を選択して, 書籍サイトに接
続してキーワード検索し, 検索結果の上位 10
件を書籍アイコンとして表示する。
- Web 検索：概念を選択して, サーチエンジンに
接続してキーワード検索し, 検索結果の上位 10
件を Web アイコンとして表示する。
2.3.3 外部情報から概念検索（図 2 の(3)）
外部情報を選択して関連する概念を検索, 表
示する。
- 件名標目検索：外部情報が蔵書である場合に
選択して件名標目検索を行うと, 書誌情報に含
まれる件名標目（BSH4 またはその他件名標目）
が表示される。
- NDC9 分類項目検索：外部情報が蔵書である
場合に選択して NDC9 分類項目検索を行うと,
書誌情報に含まれる NDC9 分類記号から NDC9
分類項目が表示される。
2.3.4 外部情報から外部情報検索（図 2 の(4)）
外部情報を選択して関連する外部情報を検
索, 表示する。
- 蔵書検索：外部情報が書籍である場合に選択
して蔵書検索を行うと, ISBN 番号を用いて蔵書
を検索し, 蔵書アイコンを表示する。
- 書籍検索：外部情報が蔵書である場合に選択
して書籍検索を行うと, ISBN 番号を用いて書籍
を検索し, 書籍アイコンを表示する。
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図 3:検索過程の流れ

図 3 に検索過程の流れを示す。ユーザが最初
にできることは概念入力（画面からのキーワー
ド入力または, BSH4 トップターム一覧や NDC9
分類項目一覧からの選択による）であり, その
概念が表示される。ユーザが概念を選択して検
索実行すると, 概念検索の場合は, 候補または
関連する概念一覧が表示され, 外部情報検索の
場合は, データベース（OPAC や書籍サイトや
サーチエンジン）に接続して検索結果である外
部情報一覧が表示される。それぞれ, ユーザの
選択により, 該当の概念または外部情報が表示
される。概念または外部情報を選択して検索実
行すると, 前述と同様にして, 概念検索の場合
は概念一覧が表示され, 外部情報検索の場合は
外部情報一覧が表示される。外部情報が蔵書の
場合は, 検索結果一覧から選択すると該当のア
イコンのみ表示され, 「アイコン表示」を選択
すると上位 10 件のアイコンが検索した概念の
周囲に円状に表示される。外部情報が書籍や
Web ページの場合には, 検索結果の上位 10 件の
アイコンが検索した概念の周囲に円状に表示
される。一件の外部情報を選択して詳細情報の
表示を指示すると, Web ブラウザを起動して,
外部データベースの詳細情報を表示する。
なお, 概念または外部情報を選択して検索実
行してから一覧表示と選択の過程は, 該当する
概念または外部情報が一個しかない場合など
に省略される。概念が BSH4 件名標目の場合な
どには, 概念検索を自動的に繰り返すことも可
能である。
2.5 表示機能の
表示機能の概要
Subject World のウインドウは, Web ブラウザ
内に表示される一つのメインウインドウと, 別
途表示される補助ウインドウと, 別途起動され

る Web ブラウザの 3 種類に大別される。以下で
は, メインウインドウ内の表示に関して述べる。

2.6 概念と
概念と蔵書の
蔵書の関連付け
連付け
概念と概念, 概念と蔵書を関連付ける方法を
述べる。図 4 を参照されたい。

2.5.1 概念オブジェクト
概念オブジェクトと
オブジェクトと外部情報オブ
部情報オブジェクト
オブジェクト
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ユーザの操作可能なオブジェクトとして, 概
念を表す概念オブジェクトと, 外部情報を表す
外部情報オブジェクトがある。概念オブジェク
トは枠つきの文字列のアイコンで表示される。
BSH4 件名標目, NDC9 分類項目, 未同定語, そ
の他件名標目の 4 種類がある（アイコンの形状
は図 4,7,9 参照）。
外部情報オブジェクトは蔵書,
書籍, Web ページの 3 種類がある。アイコンの
形と色でオブジェクトの種類を判別できるよ
うにしている**。
オブジェクト間はリンクで関連付けられる。
リンクは矢印で表示され, 矢印の中心付近にオ
ブジェクト間の関係を表わす文字列が表示さ
れる。
概念オブジェクトの表示に関する基本方針
は, 「最上位語以外の概念は一重の枠で, 最上
位語は二重の枠で表す」「概念検索を行うと,
概念に関連する直近の概念を表示する」である。
以下に, BSH4 と NDC9 のリンクについて述
べる。
(1) BSH4
- USE/UF 関係：参照語を起点として件名標目
を終点とする矢印と「USE」表示。
- RT 関係：両方向の矢印と「RT」表示。
- BT/NT 関係：選択された概念を起点とする矢
印を表示。上位語が起点となる場合には「NT」,
下位語が起点となる場合には「BT」
。
(2) NDC9
- 上位分類項目を起点とする矢印で, 「NDC」
と表示。

未同定語（その他件名標目を含む）を選択し
て BSH4 件名標目や NDC9 分類項目を検索する
場合には語照合（部分一致）を行う。BSH4 件
名標目から BSH4 件名標目, NDC9 分類項目から
NDC9 分類項目へは, それぞれのデータを用い
る。BSH4 件名標目と NDC9 分類項目の相互検
索は, BSH4 のデータを用いる。
概念を選択して蔵書検索を実行すると, 概念
から検索結果の蔵書へ関連付けが可能となる。
OPAC 検索結果の一件の蔵書（書誌）の中には
件名標目や NDC9 分類記号が含まれている。蔵
書を選択して件名標目検索を実行すると, 書誌
中に含まれるすべての件名標目を BSH4 件名標
目と語照合（完全一致）を行い, 成功した場合
は BSH4 件名標目として扱い, 失敗した場合は
その他件名標目として扱う††。蔵書を選択して
NDC9 分類項目検索を実行すると, 書誌中に含
まれる NDC9 分類記号照合により NDC9 分類項
目を表示する。

2.5.2 オブジェクトの
オブジェクトの操作機能

3 検索例

オブジェクトの操作としては, 以下の機能が
ある。
- 入力（概念のみ）
：概念オブジェクトを入力す
る。
- 選択：オブジェクトを選択する。複数選択や,
すべて選択も可能。
- 消去：選択したオブジェクトを消去する。非
選択オブジェクトの消去も可能。
- 移動：選択したオブジェクトを移動する。複
数オブジェクトの同時移動も可能。
- 固定：選択したオブジェクトを固定する。
- シャッフル：固定されていないオブジェクト
をバネモデルを使って適当に配置する。

3.1 件名標目検索と
件名標目検索と蔵書検索
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図 4: 概念と蔵書の関連付け

件名標目のブラウジングの例と, OPAC を介
することにより, 直接参照されない BSH4 件名
標目や異なる件名標目表の件名標目の関連付
けが可能となる例を紹介する。BSH4 件名標目
から蔵書検索を行い, その結果から BSH4 件名
標目やその他件名標目の検索を行う。
ここでは, 件名標目「人工知能」について考
えてみる。図 5 に冊子体の BSH4 の記載例 5)を
示す。

大阪市立大学 OPAC の検索結果においては, 件名
標目の版が不明であるため、BSH4 との照合を行っ
ている。また, 関連する概念を次々に提示するため
に, 連結参照の豊かな BSH4 に変換を行っている。

††
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図 5: BSH4 件名標目「人工知能」

BSH4 の件名標目「人工知能」から直接検索
できるものは, 参照語「人工頭脳」
「ＡＩ」と件
名標目「情報科学」
「情報理論」「エキスパート
システム」である。
「情報科学」や「情報理論」
から関連する件名標目を検索できるが, いずれ
にせよ, BSH4 の体系の中で関連するものしか
検索されない。Subject World では, OPAC を介す
ることにより, 検索結果から選択した蔵書の書
誌情報に含まれる件名標目を検索できる。
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図 6: OPAC を介した概念の関連付けの例

図 6,7 を参照されたい。ユーザがメインウイ
ンドウから「人工知能」と入力後, 選択して「件
名検索」ボタン‡‡を押すと, 件名標目検索を行い,
「人工知能」の直近の概念である「人工頭脳」
「AI」「情報理論」「エキスパート システム」
が表示される。「情報理論」を選択して「件名
検索」ボタンを押すと, 件名標目検索を行い,
「アルゴリズム」などの件名標目が表示される。
「人工知能」を選択して「蔵書検索」ボタンを
押すと, OPAC に接続して件名検索を行い, 検
索結果一覧ウインドウに検索結果一覧を表示
する。検索結果一覧ウインドウで「アイコン表
示」ボタンを押すと, 上位 10 件の書誌を示す蔵
書アイコンが「人工知能」の周囲に円状に表示
される。「人工知能」をダブルクリックすると,
次の 10 件に切り替え可能である。蔵書アイコ
ン上にカーソルを置くとタイトルが表示され
る。タイトルが「認知の微視的構造：哲学, 認
知科学, PDP モデル」である蔵書アイコンを選
択して「件名検索」ボタンを押す。この書誌に
含まれる件名標目は, 「NDLSH：情報処理」
「BSH：人工知能」
「BSH：認知」「NDLSH：認
識」「NDLSH：認知科学」「NDLSH：思考」で

検索結果一覧ウインドウ

OPAC（書誌情報表示）

メインウインドウ

図 7:画面例（件名標目検索と蔵書検索）
‡‡

正確には件名検索ではなく「件名標目検索」であ
るが表示を簡素化するために「件名検索」としてい

ある。これらを一つずつ BSH4 データと照合し,
完全一致したものは BSH4 件名標目として, し
なかったものはその他件名標目として扱う。
「情報処理」と「思考」は件名作業時には
NDLSH の件名標目として付与されたが, ここ
では BSH4 の件名標目として扱われ, それぞれ,
「情報処理」から「情報科学」へ, 「思考」か
ら「心理学」
「論理学」
「創造性」などへの関連
が表示できる。
「認知」は件名作業時には BSH3
の件名標目として付与されたが, BSH4 では「認
知（心理学）
」となっているため完全一致せず§§,
「認知科学」と同様に, その他件名標目として
扱われる。
なお, 蔵書アイコンをダブルクリックすると,
OPAC に接続し, 別の Web ブラウザを起動し,
該当する詳細情報を表示する。
このように, 多様な件名標目を提示すること
ができ, OPAC のブラウジング機能や関連語提
示機能として利用可能である。件名標目や蔵書
間の関連が示されるので, 主題や件名に関する
知識も得やすくなる。表示されたオブジェクト
を自由に操作できるため, ユーザの思考にあわ
せた情報ブラウジングが可能である。

名標目と NDC9 分類項目検索を行いながら蔵書
検索（件名検索と NDC 検索）を行う例を紹介
する。
「情報検索」という概念を例にとって考える。
図 8 に冊子体の BSH4 の件名標目「情報検索」
の記載例 6)と, NDC9 の分類記号 007.58 付近の記
載例 7)を示す。以下は図 9 を参照されたい。
ユーザが「情報検索」と入力して「件名検索」
ボタンを押すと参照語「IR」と件名標目「情報
科学」「索引法」「データベース」が表示される。
「情報検索」を選択して「NDC 検索」ボタンを
押すと, BSH4 データを用いて「情報検索. 機械
検索」という NDC9 の分類項目（分類記号は
007.58）が表示される。「情報検索. 機械検索」
を選択して「NDC 検索」ボタンを押すと,「ド
キュメンテーション. 情報管理（007.5）」が表
示されるので, これを選択して「NDC 検索」ボ
タンを押すと, 「情報科学（007）」,「索引法
（007.53）」「抄録法（007.54）」「情報記述の標
準化（007.57）
」が表示される。BSH4 件名標目
の「情報科学」
「索引法」を選択して「NDC 検
索」ボタンを押すと, それぞれ BSH4 データを

3. 2 BSH4 件名標目検索と
件名標目検索と NDC9 分類項目検索
ジョウホウケ 情報
情報検索
検索*

⑧007.5 ⑨007.58

UF：ＩＲ
TT：情報科学 121
BT：情報科学
NT：索引法. データベース
(a) BSH4件名標目「情報検索」
007 情報科学 Information Science →：010
（中略）
.5
ドキュメンテーション. 情報管理
[.52] 主題分析→014.4
*シソーラス→014.49
.53 索引法
.54 抄録法
[.55] クリッピング→014.74
.57 情報記述の標準化→：014.3
.58+ 情報検索. 機械検索
(b) NDC9分類記号「007.58」付近

図 8:BSH4 件名標目「情報検索」と
NDC9 分類記号「007.58」付近

BSH4 と NDC9 は似て非なる内容と構造を持
つが, 相互に参照することによりシームレスな
主題検索ができると考える。ここでは, BSH4 件

る。同様に「NDC 検索」ボタンも本来は「NDC9
分類項目検索」であろう。
§§ 「認知」からあらためて「件名標目検索」を行う
と部分一致により「認知（心理学）
」は検索, 表示可
能である。

図 9:画面例（件名標目検索と NDC9 分類項目検索）

用いて NDC9 分類項目の「情報科学」
「索引法」
にリンクがはられる。
「情報検索. 機械検索」を選択して「蔵書検
索」ボタンを押すと分類記号「007.58」を用い
て OPAC の NDC 検索を行い, 検索結果一覧を
表示する。ユーザが一覧からタイトル「情報検
索と言語処理」を選択して「アイコン表示」ボ
タンを押すと, 蔵書アイコンが表示される。蔵
書アイコンを選択して「件名検索」ボタンを押
すと, 該当図書に含まれる件名標目である「情
報検索」にリンクがはられ,「言語情報処理」は
BSH4 件名標目として, 「言語とデータ処理」
はその他件名項目として新たに表示される。
BSH4 件名標目の「データベース」を選択して
「蔵書検索」ボタンを押すと件名検索を行い,
検索結果の蔵書が表示される。ここではタイト

ル「ACCESS による統計データベース入門」を
選択して「アイコン表示」した後に, さらに件
名標目検索を行っている。
このように, BSH4 と NDC9 の相互参照が可能
となり, キーワード入力により件名検索や
NDC 検索をシームレスに行うことが可能とな
る。
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概念の関連を視覚化してユーザの自由な操
作を許すことにより主題検索を支援するシス
テム Subject World の概要と, BSH4 件名標目と
NDC9 分類項目の視覚的ブラウジングと大阪市
立大学 OPAC 検索が可能なプロトタイプシステ
ムを紹介した。
本システムが, ユーザの思考過程にあわせた
情報ブラウジング, 情報検索時のキーワード入
力, キーワード入力によるシームレスな件名検
索と NDC 検索, 主題及び件名や分類に関する
知識の獲得を支援すること, などを述べた。現
時点では, 概念の関連付け方法, ユーザインタ
フェース, BSH4 や NDC9 のデータの扱いなどに
課題があり, 継続して開発中である。
本システムは Web 上で公開している 8)。主題
検索のための一つのツールとして活用される
ことを願っている。
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Subject World: A System for Subject Retrieval,
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Abstract: We have been developing a system called
“Subject World,” which visualizes relations
between concepts and enables users to
operate them for subject retrieval. To date
we have implemented a prototype system in
which the user can browse and operate
BSH4 subject headings and NDC9 index
terms, and retrieve Osaka City University's
OPAC. The prototype system helps users to
browse information according to the user’s
thinking process, to input keywords for
information retrieval, and to perform
seamless searches by subject headings and
by NDC9 using keywords. It also assists the
user in acquiring knowledge about the
subject, subject indexing and classification.
Keywords: Subject World / subject retrieval /
information retrieval / information visualization /
BSH4 / NDC9 / OPAC

