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我々は概念体系を統合, 可視化することにより情報検索を支援するシステム Subject Worldを開発してい
る. これまでに実現した主な機能は, 基本件名標目表第 4 版（BSH4）の視覚的ブラウジングと大阪市立
大学 OPACの件名検索機能である. 本稿では新たに開発した(a) NDC検索, (b) 書籍検索と OPACの連携, 
(c) Web検索の機能概要を説明する.  
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1 はじめにはじめにはじめにはじめに 
我々は概念体系を統合, 可視化することによ
り情報検索を支援するシステム Subject World
を開発している[1,2,3]. これまでに実現された
主な機能は , (a) 基本件名標目表第 4 版
(BSH4)[4]のブラウジング機能, (b) BSH4の件名
標目を用いた大阪市立大学OPAC[5]の件名検索
機能, (c) 日本十進分類法新訂 9 版(NDC9)[6]の
ブラウジング機能であった.  
本稿では既発表の機能から新たに開発した
機能について述べる. 2章では, Subject Worldの
検索機能を概観する. 以下, 新機能について, 3
章では NDC検索, 4章では書籍検索と OPACの
連携, 5章ではWeb検索について述べる.   
 

2 Subject Worldのののの検索機能検索機能検索機能検索機能のののの概要概要概要概要 
Subject Worldの検索機能は, 概念検索と外部
情報検索に大別される . ここでは , まず , 
Subject Worldにおける「概念」と「外部情報」
について整理し, 次に, 概念検索と情報検索の
機能の概要を述べる.  
 

2.1 概念概念概念概念とととと情報情報情報情報 
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. 概念は語であり, 
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外部情報は, データベース検索結果などの外部
データへのポインタである.  
たとえば, 「映画」という語は「概念」であ

り, 画面上では「映画」と書かれたアイコンで
表示される. 「映画」を選択して OPACを検索
した検索結果の一件は「外部情報」であり, 画
面上では図書の形のアイコンで表わされる.  
概念は一つのラベルと一つの概念体系名を
持つ. たとえば, ある概念のラベルは「情報理
論」で概念体系名は BSH4 である. また, ある
概念のラベルは「情報理論」で概念体系名は
NDC9である.  
外部情報は一つのタイトルと一つの情報の
種類を持つ. たとえば, ある外部情報のタイト
ルは「人工知能の基礎」で情報の種類は「大阪
市立大学 OPAC 図書」である. また, ある外部
情報のタイトルは「人工知能の基礎」で情報の
種類は「Webページ」である.  

2004 年 3 月現在, 概念には, BSH4 件名標目
（参照語を含む）, NDC9 分類項目, 未同定語
（ユーザが入力した直後であるなど, 概念体系
の種類が同定されていない語）, その他件名標
目（OPACに含まれている, 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 OPAC図書, Amazon和書, Webページの 3
種類がある.  
 

2.2 概念検索概念検索概念検索概念検索とととと外部外部外部外部情報情報情報情報検索検索検索検索 
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, 表示する.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1: Subject Worldの検索機能の概要 

概念検索, 外部情報検索ともに, 既存機能, 
既存機能の一部修正, 新機能の 3 種類がある. 
図 1に 2004年 3月現在の各検索機能の概要を
示す.  
以下では, 各検索機能を, 概念検索と外部情

報検索に分けて説明する. （）内に, 既存機能
の一部修正の場合は「一部修正」, 新機能の場
合は「新機能」と記す. 何も書かれていない場
合には既存機能である. 図 1 に示すとおり, 外
部情報検索のほとんどが新機能である.  
検索を実行するためのユーザインタフェー
スとしては, 件名標目を検索する際には「件名
検索」, NDC9分類項目を検索する際には「NDC
検索」, 大阪市立大学 OPACを検索する際には
「図書検索」, Amazon和書サーチ[7]を行う場合
には「Amazon和書検索」, Yahoo! Japanページ
検索[8]を行う際には「Web検索」のボタンを用
いる.  
なお, 現在の設定では, 「図書検索」ボタン

を押すと, 大阪市立大学 OPAC において, 選択
された概念が BSH4件名標目である場合には件
名検索, NDC9分類項目である場合には NDC検
索, 未同定語やその他の件名標目の場合には図
書キーワード検索を行う.  

 
2.2.1 概念検索概念検索概念検索概念検索 
(1) BSH4 件名標目から BSH4 件名標目の検

索（図 1 の①）：BSH4 件名標目を選択し
て「件名検索」ボタンを押すと, Subject 
World のサーバ内に実装された BSH4 の
データファイル（以下, BSH4 ファイルと
呼ぶ）を検索し, 関連する BSH4件名標目
を表示する. 

(2) BSH4 件名標目から NDC9 分類項目の検
索（図 1 の②）：BSH4 件名標目を選択し
て「NDC検索」ボタンを押すと, BSH4フ
ァイルを検索して, 関連する NDC9 分類
記号を調べ, 次に, 同じくサーバ内に実装
された NDC9 のデータファイル（以下, 

NDC9ファイルと呼ぶ）を検索して NDC9
分類項目を表示する. 

(3) NDC9 分類項目から NDC9 分類項目の検
索（図 1の③）：NDC9分類項目を選択し
て「NDC 検索」ボタンを押すと, NDC9
ファイルを検索し, 関連する（上位と下位
の）NDC9分類項目を表示する. 

(4) NDC9 分類項目から BSH4 件名標目の検
索（図 1の④）（一部修正）：NDC9分類項
目を選択して「件名検索」ボタンを押すと, 
Subject World のサーバ内に実装された, 
NDC9 分類記号から BSH4 件名標目への
逆引きファイル（このファイルは BSH4
ファイルから抽出して作成している）を検
索して, 関連するBSH4件名標目を表示す
る. 

(5) 未同定語, その他件名標目からBSH4件名
標目の検索（図 1 の⑤）：未同定語または
その他件名標目から「件名検索」ボタンを
押すと, パターンマッチによりBSH4ファ
イルを検索し, BSH4件名標目を表示する. 

(6) 未同定語, その他件名標目から NDC 分類
項目の検索（図 1 の⑥）：未同定語または
その他件名標目から「NDC 検索」ボタン
を押すと, パターンマッチにより NDC9
ファイルを検索して, 関連する NDC 分類
項目を表示する. 

(7) 大阪市立大学 OPAC 図書から BSH4 件名
標目の検索（図 1 の⑦）：図書アイコンを
選択して「件名検索」ボタンを押すと , 
OPAC の書誌情報に含まれる, 関連する
BSH4件名標目を表示する. 

(8) 大阪市立大学 OPAC図書から NDC9分類
項目の検索（図 1の⑧）（新機能）：図書ア
イコンを選択して「NDC 検索」ボタンを
押すと, OPAC の書誌情報に含まれる, 関
連するNDC9分類記号を参照し, NDC9フ
ァイルを検索して, NDC9分類項目を表示
する. 

(9) 大阪市立大学 OPAC 図書からその他件名
標目の検索（図 1 の⑨）：図書アイコンを
選択して「件名検索」ボタンを押すと , 
OPACの書誌情報に含まれる, 関連するそ
の他の件名標目を表示する. (7)と同じ操作
である. 

 
2.2.2 外部外部外部外部情報情報情報情報検索検索検索検索 
(1) BSH4 件名標目から大阪市立大学 OPAC

図書件名検索（図 1 の⑩）（一部修正）：
BSH4件名標目を選択して「図書検索」ボ
タンを押すと, 選択した件名標目の文字列
で大阪市立大学 OPAC の件名検索を行い, 
検索結果一覧を表示する. 「アイコン表示」
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ボタンを押すと, 上位 10 件の検索結果の
図書アイコンを表示する. 

(2) BSH4件名標目から Amazon和書検索（図
1の⑪（新機能）：BSH4件名標目を選択し
て「Amazon和書検索」ボタンを押すと, 選
択した件名標目の文字列で Amazon 和書
サーチを行い, 売れている順に 10 件の検
索結果の書籍アイコンを表示する. 

(3) BSH4件名標目からWeb検索（図 1の⑫）
（新機能）：BSH4 件名標目から「Web 検
索」ボタンを押すと, 選択した件名標目の
文字列でYahoo! Japanページ検索を行い, 
上位 20件の検索結果のWebアイコンを表
示する. 

(4) NDC9 分類項目から大阪市立大学 OPAC
図書NDC検索（図1の⑬）（新機能）：NDC9
分類項目を選択して「図書検索」ボタンを
押すと, NDC9分類記号を用いて大阪市立
大学 OPACの NDC検索を行い, 検索結果
一覧を表示する. 「アイコン表示」ボタン
を押すと, 上位 10 件の検索結果の図書ア
イコンを表示する. 

(5) NDC9分類項目から Amazon和書検索（図
1の⑭）（新機能）：NDC9分類項目を選択
して「Amazon和書検索」ボタンを押すと, 
NDC9 分類項目名の文字列で Amazon 和
書サーチを行い, 売れている順に 10 件の
検索結果の書籍アイコンを表示する. 

(6) NDC9分類項目からWeb検索（図 1の⑮）
（新機能）：NDC9 分類項目を選択して
「Web検索」ボタンを押すと, NDC9分類
項目名の文字列で Yahoo! Japanページ検
索を行い, 上位 20件の検索結果のWebア
イコンを表示する. 

(7) 未同定語, その他件名標目から大阪市立大
学 OPACキーワード検索（図 1の⑯）（新
機能）：未同定語またはその他件名標目を
選択して「図書検索」ボタンを押すと, 選
択した文字列で大阪市立大学 OPAC の図
書キーワード検索を行い, 検索結果一覧を
表示する. 「アイコン表示」ボタンを押す
と, 上位 10 件の検索結果の図書アイコン
を表示する. 

(8) 未同定語, その他件名標目からAmazon和
書検索（図 1の⑰）（新機能）：未同定語ま
たはその他件名標目を選択して「Amazon
検索」ボタンを押すと, 選択した文字列で
Amazon 和書サーチを行い, 売れている順
に 10 件の検索結果の書籍アイコンを表示
する. 

(9) 未同定語, その他件名標目から Web 検索
（図 1の⑱）（新機能）：未同定語またはそ
の他件名標目を選択して「Web検索」ボタ

ンを押すと, 選択した文字列での Yahoo! 
Japan ページ検索を行い, 上位 20 件の検
索結果のWebアイコンを表示する. 

(10) 大阪市立大学 OPAC 図書から Amazon 和
書検索（図 1の⑲）（新機能）：図書アイコ
ンを選択して「Amazon検索」ボタンを押
すと, OPAC の書誌情報に含まれる ISBN
番号を用いて Amazon 和書サーチを行い, 
書籍アイコンを表示する. 

(11) Amazon 和書から大阪市立大学 OPAC 図
書検索（図 1の⑳）（新機能）：書籍アイコ
ンを選択して「図書検索」ボタンを押すと, 
Amazonの書誌情報に含まれる ISBN番号
を用いて, 大阪市立大学OPACの ISBN検
索を行い, 図書アイコンを表示する. 

 
以下では, 新機能の中で, NDC検索, 書籍検
索と OPACの連携, Web検索について述べる.  

 
3 NDC検索検索検索検索 
ユーザが NDC9 分類項目を選択して「NDC
検索」ボタンを押すと, 大阪市立大学 OPACに
接続して, その分類項目の分類記号を用いて
NDC検索を行う.  
基本的な機能は, BSH4 の件名標目を選択し

た大阪市立大学OPACの件名検索機能と同じで
ある. ただし, NDC9分類記号は BSH4件名標目
に比べて図書に対する付与率が高く, NDC検索
の実装の意義は高いと考える. また, 既存機能
から, 検索結果一覧の表示方法と, NDC9 分類
項目から BSH4件名標目を検索する方法を一部
修正したため, その点についてもあわせて記述
する. 以下では, NDC検索と BSH4件名標目検
索を組み合わせた例を説明する. 図 2 を参照さ
れたい.  
ユーザが「情報検索」と入力して「NDC検索」

ボタンを押すと「情報検索. 機械検索」という
NDC9の分類項目（分類記号は 007.58）に変わ
る（図 1 の⑥）. 「情報検索. 機械検索」を選
択して「図書検索」ボタンを押すと分類記号
「007.58」を用いて大阪市立大学 OPACの NDC
検索を行い, 検索結果一覧を表示する. （図 1
の⑬）. ユーザが検索結果一覧から「アイコン
表示」ボタンを押すと, 上位 10件の図書アイコ
ン（オレンジのアイコン）が「情報検索. 機械
検索」の周囲に半円状に表示される. 図書アイ
コン上にカーソルを置くと該当図書のタイト
ルが表示される. 「情報検索. 機械検索」をダ
ブルクリックすると, 11-20件の図書アイコンに
かわる.  
 図書アイコンの中で「情報検索の理論と技
術」を表わす図書アイコンを選択して「NDC検
索」ボタンを押すと, OPACにおいて該当図書が



007.58 以外に持つ分類記号 007.5 の分類項目名
である「ドキュメンテーション. 情報管理」が
表示される（図 1 の⑧）. 次に「ドキュメンテ
ーション. 情報管理」を選択して「NDC検索」

ボタンを押すと, 分類記号が 007 である「情報
科学」, 007.53である「索引法」, 007.54である
「抄録法」, 007.57 である「情報記述の標準」
が表示される（図 1の③）.  

図 3:書籍検索と OPACの連携 

図 2:NDC検索 



「ドキュメンテーション. 情報管理」を選択
して「件名検索」ボタンを押すと, BSH4ファイ
ルから抽出した NDC9から BSH4への逆引きフ
ァイルを検索して, 007.5を持つ BSH4件名標目
である「ドキュメンテーション」「情報管理」
「情報検索」が表示される（図 1の④）.  
  

4書籍検索書籍検索書籍検索書籍検索ととととOPACのののの連携連携連携連携 
書店の書籍検索システムを使って, 読みたい

本を探してから, OPAC でその本があるかどう
か, 借りられるか, どこにあるかなどを探すこ
とがある. これらのユーザの行動を一つの作業
空間上でシームレスに支援できれば便利であ
ろう. さらに, 概念のブラウジングから書籍検
索ができるとよいと考えた. そこで, 概念検索
の結果表示される概念をキーワードとして書
籍検索を行い, その検索結果からOPACに接続
する機能を実装した.  
図 3は, Amazon和書サーチと大阪市立大学

OPAC を連携させた例である. 「情報検索」を
入力, 選択して「件名検索」ボタンを押すと, 
「情報科学」「ＩＲ」「索引法」「データベー
ス」などが表示される（図 1の⑤と①）. 「索
引法」を選択して「Amazon和書検索」ボタン
を押すと, Amazon 和書サーチを行い, 「索引
法」に関する本を売れている順に 10件, 書籍ア
イコン（青い本のアイコン）として表示する（図
1 の⑪）. ユーザが書籍アイコンをダブルクリ
ックすると, Webブラウザに Amazonの該当書
籍の情報を表示する. 書籍アイコンを選択して
「図書検索」ボタンを押すと, ISBN番号を用い

て大阪市立大学OPACの ISBN検索を行い, 該
当の図書アイコン（オレンジのアイコン）を表
示する（図 1の⑳）. ユーザが図書アイコンを
ダブルクリックすると, OPAC の該当図書の情
報が表示される.    
書籍検索システムに含まれる豊かな情報（目
次や書評など）を参考にして, 読むべき本であ
るかどうか検討し, OPAC の配架情報を参考に
して, 借りることができるかどうかを調べるこ
とができる.  

 
5 Web検索検索検索検索 
現在の Web では, リンクのブラウジング, ま
たはキーワード入力に基づくサーチエンジン
の利用の 2種類が, 主な情報探索の手段である. 
概念体系を用いてブラウジングやキーワード
入力の支援ができれば便利であると考えた. そ
こで, 選択した概念の文字列からWebサーチエ
ンジンの検索を行うシステムを実装した. 以下
は図 4を参照されたい.  
ユーザが BSH4件名標目の「人工知能」を選

択して「Web 検索」ボタンを押すと, 「人工知
能」という文字列を使って Yahoo! Japanページ
検索を行い, 上位 20 件の検索結果を表示する
（図 1の⑫）. Webページのタイトルを四角で
囲んだものをWebアイコンとしている. 「人工
知能」を選択して「NDC検索」ボタンを押すと, 
BSH4ファイルを検索して, NDC9分類記号が
007.13である「人工知能. パターン認識」を表
示する（図 1 の②）. 「人工知能. パターン認
識」を選択して「Web検索」ボタンを押すと, こ

図 4: Web検索 



の文字列を用いて同様に Yahoo! Japanページ
検索を行う（図 1の⑮）. Webアイコンをダブ
ルクリックすると Web ブラウザに該当のペー
ジを表示する. この例では, 「画像処理研究室
への強力リンク Ver3.1」というタイトルのリン
ク集のWebページである.  
図 4では「人工知能」から件名標目を検索し
て表示された「人工頭脳」を選択して「Web検
索」ボタンを押した例も示している.  
このように, 外部情報の検索対象がWebペー
ジ全文であるため, OPAC のような書誌情報の
検索と比べると, 「人工知能. パターン認識」
のように複数の語を含む検索や, BSH4 では参
照語として使用しない「人工頭脳」を使った検
索でもヒットしやすい.  
なお, Webアイコンを選択して「Web検索」
ボタンを押すと, タイトルの文字列を用いて同
様にキーワード検索を行い, Web アイコンを表
示できる.  
     

6 おわりにおわりにおわりにおわりに 
本稿では, Subject World の検索機能を整理
し, 既発表の機能から加わった, (a) NDC検索, 
(b) 書籍検索とOPACの連携, (c) Web検索につ
いて概要を述べた.  
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