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大阪市立大学学術情報総合センター図書館情報学部門村上研究室における基盤支援研究の成果の一部

として公開している基盤支援システムの概要を紹介する. 基盤支援システムの Web ページを 2004 年 11
月24日より公開している. 2005年1月現在, (1) 大阪市大携帯OPAC, (2) 大阪市大携帯OPAC多機能版（ベ

ータ）, (3) Subject World（ベータ）の 3 種類がある.  
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1 はじめにはじめにはじめにはじめに 
大阪市立大学学術情報総合センター図書館

情報学部門村上研究室では, 図書館機能の電子

化に関わる基盤支援研究を行っている.  

本稿では, 基盤支援研究の成果の一部として

公開している基盤支援システムの概要を紹介

する. � 

2005 年 1 月現在, 基盤支援システムとして, 

以下の 3 システムを公開している.  

(1) 大阪市大携帯 OPAC [1] 
(2) 大阪市大携帯 OPAC 多機能版（ベータ）[2] 
(3) Subject World（ベータ）[3] 

基盤支援システムの Web ページ[4]の公開は

2004 年 11 月 24 日であり, 学術情報総合センタ

ーライブラリーサービス[5]よりリンクがはら

れている.  

以下では, 3 システムについて述べる.  
 

2 大阪市大携帯大阪市大携帯大阪市大携帯大阪市大携帯OPAC 
大阪市大 OPAC の蔵書検索機能（簡易検索

[6]）と, Amazon Web サービス[7]を用いた蔵書

内容表示機能, 配置画像表示機能を持つ, 携帯

電話用の OPAC である. PC からも検索可能で

ある.  

誰でも簡単に使えるよう, 安定性と使いやす

さを重視し, 一般の利用者が最もよく使う簡易

検索（キーワード検索）に機能を限定している.  
 

                                                   
† 大阪市立大学大学院創造都市研究科 兼 学術情報

総合センター 
Graduate School for Creative Cities and Media Center, 
Osaka City University 
 

 
2.1 システムシステムシステムシステム構成構成構成構成 

システムは大阪市立大学 OPAC 簡易検索と, 

Amazon Web サービスへのインタフェースとし

て実装しており, 基本的にはこれらのシステム

のコマンドを利用している. 図 1 にシステム構

成を示す.  
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1：システム構成 

 
2.2 機機機機能概要能概要能概要能概要 

主な機能は以下の 3 種類である.  
(1) キーワード検索：トップ画面からキーワ

ード入力により, 書誌一覧画面に検索結果一覧

を表示する. 検索結果一覧から選択することに

より, 該当資料の所在一覧・書誌情報を表示す

る. 絞込み検索機能, 図書・雑誌の選択機能が

ある. キーワード入力時に検索結果がヒットし

なかった場合に, キーワードを形態素解析によ

り分割して AND 検索を行う機能を付加してい

る.  
(2) 蔵書内容表示：所在一覧・書誌情報画面

から「Amazon.co.jp の情報を表示」を選択する

と, 選択した資料の ISBN 番号で Amazon Web
サービスを検索し, 蔵書レビューを中心とする

内容情報を表示する.  
(3) 配置画像表示：所在一覧・書誌情報画面

から配置場所を選択すると, 資料が学術情報総
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合センターにある場合には, 各階のフロアガイ

ドの地図画像を表示する.  
 

2.3 画面例画面例画面例画面例 
図 2 は主な画面例である. トップ画面からキ

ーワードを入力して「検索」ボタンを押すと, 
OPAC の簡易検索を行い, 書誌一覧画面を表示

する. 利用者が資料を選択すると, OPAC に接

続して所在一覧・書誌情報画面を表示する. 配
置場所を選択すると配置画像が表示されるが, 
この際, 資料が学術情報総合センター3 階開架

体系と 7 階新体系にある場合には, 画像の上に, 
NDC 番号を利用して丸印を表示する（図 3 参

照）. 「Amazon.co.jp の情報を表示」を選択す

ると, Amazon の内容情報が表示される.  

 
図 3: 配置画像の例 

 
 
 

 

3 大阪市大携帯大阪市大携帯大阪市大携帯大阪市大携帯OPAC多機能版多機能版多機能版多機能版 
2 節で述べた大阪市大携帯 OPAC に加えて, 

件名(BSH4)と分類(NDC9)を用いた蔵書検索機

能を持つ携帯電話用の OPAC である. PC からも

検索可能である.  
利用者のキーワード入力, ブラウジングの参

考になるよう, 蔵書と一緒に, 件名と分類の検

索結果を表示する点が特徴である. 詳細は[8, 9]
を参照されたい.  
 
3.1 システムシステムシステムシステム構成構成構成構成 

システム構成は基本的に大阪市立大学携帯

OPAC と同じであり, 相違点は, BSH4 と NDC9
のデータを付加していることと, 件名や分類に

よる検索のときには大阪市立大学 OPAC詳細検

索（件名検索, NDC 検索）を利用していること

である.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4：システム構成 

(中略)
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図 2：大阪市大携帯 OPAC 画面例 

BSH4 NDC9

携帯OPAC
多機能版
サーバ

大阪市立
大学

OPAC

利用者

携帯
電話

他DB Amazon

簡易検索

詳細検索

携帯OPAC多機能版



 

 

3.2 機能概要機能概要機能概要機能概要 
大阪市立大学 OPAC と異なる主な機能は以

下の 3 種類である.  
(1) キーワード検索：トップ画面からキーワー

ド入力により, 一括表示画面を表示する. ここ

には, 検索でヒットした, 件名と分類の検索結

果と, 蔵書の検索結果が表示される. 件名ある

いは分類を選択した場合には, 関連する件名や

分類を検索, 表示すると同時に, 選択した件名

や分類で蔵書検索した結果を表示する. 蔵書を

選択した場合には, 所蔵一覧・書誌情報画面を

表示する.  
(2) BSH4 件名一覧検索：BSH4 件名を一覧表示

し, 選択した件名で蔵書検索を行う.  
(3) NDC9 分類一覧検索：NDC9 分類項目を一覧

表示し, 選択した分類で蔵書検索を行う.  
 
3.3 画面例画面例画面例画面例 
図 5 はキーワード検索の画面遷移の例である. 

トップ画面からキーワードを入力して検索す

ると, BSH4 データ, NDC9 データ, OPAC（簡易

検索）を検索して, キーワードを含む件名 3 件, 
分類 3件, 蔵書 10件が一括表示画面に表示され

る. 「more」を選択すると, 表示された件数以

上の一覧が表示される. 件名あるいは分類を選

択した場合は, 関連する BSH4 件名や NDC9 分

類と, 選択された件名あるいは分類で OPAC 詳

細検索（件名検索と NDC 検索）を行った結果

を概念・蔵書一覧画面に表示する. 概念・蔵書

一覧画面で「蔵書検索」を選択すると, OPAC に

接続し, 所在一覧・書誌情報画面が表示される. 
一括表示画面において蔵書を選択した場合は, 
OPAC に接続して, 所在一覧・書誌情報画面を

表示する.  

 所在一覧・書誌情報画面, Amazon 情報画面, 
配置画像は, 大阪市立大学携帯OPACとほとん

ど同じである.  
 
4  Subject World 

件名(BSH4)と分類(NDC9)を用いた蔵書検索

機能, Amazon Web サービスを用いた書籍検索

機能, Google Web API[10]を用いた Web 検索機

能を持つ, PC用のOPAC視覚化システムである.  
 主な特徴は異なる概念体系の概念の視覚的

ブラウジングと統合である.  
 

4.1 システムシステムシステムシステム構成構成構成構成 
システム構成は大阪市立大学携帯 OPAC多機

能版と類似しているが, 言語や環境などの実装

や Google 検索を行うところが異なっている.  
 
 
 
 
 
 
 

図 6：Subject World システム構成 

 

4.2 機能概要機能概要機能概要機能概要 
Subject World は, 検索系の機能と, 操作系

の機能に大別される.  
検索系の機能は, 概念を検索する概念検索と, 

外部情報（データベース）を検索する外部情報

検索に大別される. 概念検索では, 選択した概

蔵書選択時は
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図 5：大阪市大携帯 OPAC 多機能版画面例 
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図 7：Subject World 画面例 

念あるいは外部情報に関連する概念（件名標目

や NDC9 分類項目）の検索ができる. 外部情報

検索では, 選択した概念あるいは外部情報に関

連する外部情報（大阪市立大学 OPAC や

Amazon 和書や Web ページ）検索ができる.  
操作系の機能としては, オブジェクトの入力, 

消去, 移動, ピンどめ, 整列機能などがある.  
機能の詳細は[11]などを参照されたい.  
 

4.3 画面例画面例画面例画面例 
図 7 は, Subject World の画面例である. 「人

工知能」というキーワード入力をきっかけとし

て関連する件名標目や, OPAC で検索された蔵

書アイコンなどがメインウインドウ内に視覚

的に表示され, OPAC の検索結果一覧や書誌情

報が別ウインドウに表示されている様子を示

している（この例の詳細は文献[11]参照）.  
 

5 おわりにおわりにおわりにおわりに 
 本稿では, 図書館情報学部門村上研究室で公

開している基盤支援システムについて述べた. 
システムを改善するために, 利用者からのフィ

ードバックを望んでいる.  
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