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要   旨 

これまでの電子図書館で十分には蓄積・伝達されていなかった授業そのものを，我々は知の創

造の場として重要と捉えている．授業の様子と共にプレゼンテーション資料を記録したアーカイ

ブを提供することで，授業に出席しなかった多数の人々にも知の伝達が可能になる．授業アーカ

イブ提供の最大の問題であった作成のための膨大な作業量を軽減するため，授業の自動収録を始

めとするアーカイブ作成の自動化を試みた． 

またアーカイブを視聴するには，これまで利用者はまず検索という手段を通して意図したコン

テンツを特定するしかなかった．アーカイブの中には，視聴すれば新たな発想が生まれるような

コンテンツが多数存在すると考えているが，単純な検索だけではそのようなコンテンツの存在を

認識することは難しい．様々な情報を図書館を媒介として発信できるポータルと共に，検索条件

をシステムがガイドする機能も提供することで，利用者が意図していなかった情報に触れる機会

の増加を試みている． 

我々の提供したシステムを活用することにより，知識の受け手と送り手との出会いによる新し

い知の創造が促進されることを期待している． 

ABSTRACT 

Lectures have not been adequately stored and transmitted in traditional digital libraries. Lectures are 

focused on as an important field of knowledge creation. By providing lecture archives with presentation 

materials, knowledge can be transmitted to many people who otherwise can not attend the lecture. We 

have built automatic archive creation functionality to minimize the cumbersome archiving operations. 

To view the lecture archives, users had to search and identify the contents they wanted to view. Even 

if there are a lot of useful contents that help users to create new ideas, users have difficulty recognizing 

the existence of such contents through traditional search functions. By providing a portal through which 

various types of information can be sent, and a function which the system guides the search, we try to 

increase the opportunities for users to happen upon information that they otherwise would not have found. 

Utilizing the system, it is expected that creation of new knowledge and wisdom will be promoted by the 

encounter between receivers and senders of knowledge. 
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 1．背景と目的 

図書館は，さまざまな情報へアクセスする手段を提

供することを通して知的な欲求を満たし，ひいては

人々を知の創造に導いてきた．従来型の図書館では書

籍・雑誌・視聴覚資料といった物理的な実体を持つ資

料を収集・保管し，閲覧に供してきたが，多くの情報

がネットワーク上で利用される現在では，これらの資

料をデジタル化し，同じようにネットワーク上で利用

することも期待される．このようにして電子図書館が

出現することとなった． 

リコーの電子図書館への取り組みは奈良先端科学技

術大学院大学のシステム構築から始まった1)．日本

初の実用型電子図書館として，契約しているほとんど

の専門誌の全ページをスキャンしてデジタル情報とし

て蓄積しており（300万ページ以上），OCRで得られ

たテキストから全文検索して画面上で読むことができ

る． 

しかし，このアプローチは，知識の送り手と受け手

それぞれから見て，唯一 善のものとは言えなくなっ

ている． 

送り手から見た場合，送るべき情報の種類に課題が

ある．実際，外部で出版される資料はインターネット

上のサービスでも得られるものが多くなってきている

一方，内部で生産される情報の多くはこれまで電子図

書館の対象となっていなかった． 

とくに大学内では毎日の授業そのものが知の創造の

場として重要である．授業の様子を記録した授業アー

カイブがあれば，必要となったときにいつでも再生す

ることができる．ここで，授業アーカイブをいかに簡

単に作れるかが鍵となる．多くの講師はプレゼンテー

ションソフトウエアを用いながら，またときには板書

しながら，講義し，質問に答える．授業アーカイブで

は臨場感を得るためにビデオが重要であるが，それだ

けではプレゼンテーションソフトウエアの投影内容の

細部を再現することは難しい．また，そもそもビデオ

撮影の準備が面倒であるため，授業アーカイブの整備

が進んでいなかった． 

今回のマルチメディア電子図書館システムでは，ビ

デオカメラを教室に常設し，ほぼ自動化された仕組み

により，ビデオとプレゼンテーションソフトウエアを

同期して再生可能な形ですべての授業を記録できる．2

章で述べるこの仕組みは，授業だけでなく研究会や勉

強会などさまざまな活動を記録し共有するために利用

でき，大学内での知の蓄積を促進する． 

次に知識の受け手から見た場合，検索という手段は

利用者が話題を特定していることを前提としており，

異質な知の出会いは期待できない．送り手やシステム

が受け手に，より能動的にアプローチできる仕組みが

求められる． 

今回のシステムはポータルを提供することでこの課

題に答えようとしている．ポータル画面にはさまざま

な情報を配置することができ，これを通じて利用者は

頻繁にシステムに触れることとなる．たとえばランキ

ングや新着情報を目にするところから，興味の湧いた

情報に自由にアクセスしてまわることができる． 

ここには先の授業アーカイブをはじめとして，横断

的にさまざまな情報が提示される．また，情報を絞り

込むヒントもシステムから提示する．3章で述べるこれ

らの仕組みにより，受け手の持つ知識とさまざまな送

り手の知識との出会いによる新しい知の創造が促進で

きると期待される． 

 

 2．授業アーカイブ 

大学での知の創造の場として日々の授業が重要であ

ることは言うまでもない．授業を記録した授業アーカ

イブを人手をかけずに作成すると共に，利用者が必要

な情報に素早くアクセスするための仕組みを構築した． 

2-1 授業アーカイブの概要 

授業アーカイブは多くの大学で提供されており，映

像を提供するもの，映像と資料を連動させて提供する

ものがある．後者は映像と共に利用された資料が提示

され理解しやすい反面，映像と資料という複数の素材

を連動させる作業およびこれに起因する公開までの遅

延があり，省力化と高速化が課題となっている． 
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奈良先端科学技術大学院大学でも，以前から映像と

資料を連動させた授業アーカイブを提供していたが，

アーカイブの作成のために人による作業があり，省力

化は必ずしも十分ではなかった．本システムでも，映

像と資料を連動して授業アーカイブを作成するが，前

述の課題を解消するため，アーカイブ作成の自動化を

試みた．特に，自動化の隠れた作業となりがちな，シ

ステムのための講義前後の作業をなくすことを心がけ

た． 

また，アーカイブが大量に蓄積されるようになると，

これを効率的に利用するために検索が必要となる．し

かしながら，一般に授業アーカイブは数十分以上のコ

ンテンツであり，アーカイブが検索できるだけでは，

視聴したい情報にすばやくアクセスすることはできな

い．本システムでは，シーン単位での検索を採用し，

実用レベルでのアクセス機能提供を試みた． 

我々は，これらを実現するサブシステムを，

MPMeister2) の機能を拡張することによって実現した．

MPMeisterは，リコーで開発された，映像と資料（ス

ライド）を連動させたマルチメディアコンテンツ作成

機能を持つソフトウェアである．Fig.1に，本システム

内の授業アーカイブサブシステムの概要を示す． 

本システムでは，ビデオ情報，スライド本体，スラ

イドのページをめくったタイミングを記録したページ

めくり情報から，授業アーカイブおよびMPEG-73) メタ

情報を生成する．授業アーカイブは蔵書や論文情報を

蓄積するコンテンツDBに，他のコンテンツと同様に蓄

積される．また，MPEG-7メタ情報は検索時に利用さ

れ，授業アーカイブの検索やアーカイブ内のシーン単

位の検索を可能とする． 

2-2 授業アーカイブを簡単に作成 

授業アーカイブを簡単に作成するため，システムで

は多くの処理が自動化されている．映像情報の取得は，

あらかじめ一括で設定された講義スケジュールに従っ

て，自動で行なわれ，スライド情報（スライド本体お

よびページめくり情報）は，講師のPCからほぼ自動的

にシステムに送信される． 

自動化にあたり問題となるのは，映像と資料の関連

付けである．授業は，毎日，複数の教室で実施される

ため，アーカイブを作成するためには，別々の情報源

にある映像情報とスライド情報を正しく関連付ける必

要がある． 

カメラは，あらかじめ教室ごとに1台が設置されてお

り，講義スケジュールに従って自動的に収録を行うた

め，教室ごとに1台の専用PCを設置し，このPCからス

ライド情報を取得すれば，関連付けは困難ではない．

しかし，この場合，講義の前に専用PCにあらかじめス

ライドをコピーする手間，動作を確認する手間，講義

終了後に専用PCからスライドを削除するなど，隠れた

作業が発生する．我々は専用PCを用意する代わりに，

講師のPC（WindowsあるいはMac）で動作するスライ

ド情報取得アプリケーションを開発し，これらの作業

を不要にした． 

関連付けは，スライド情報取得アプリケーションが，

講師PCから発表者・発表時刻情報をシステムに送信し，

システムが，すべてのスケジュールに記録された発表

者・発表時刻情報を講師PCからの情報と比較すること
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Fig.1. Data flow of the video archive subsystem. 
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により実現している．関連付けが成功した場合にのみ

スライド本体の送信が行われるため，講義外で利用し

たスライドが誤って講師PCから流出する可能性は小さ

いが，誤送信を避けるため，アプリケーションは 終

的な送信の前に講師に確認を求めている． 

スライド情報と映像情報との関連付けが完了すれば，

アーカイブを作成することができる．しかし，すべて

の講義でスライドを必須にしてしまうのであれば，講

義にはスライドが必要ない場合であっても，なんらか

のスライドを用意せねばならず，無駄な作業が発生す

る．我々は映像情報だけからも授業アーカイブの作成

を可能にした． 

授業アーカイブの作成は，システムがスライド情報

の登録と一定時間の経過をチェックして決定する．ス

ライド情報の登録が完了している場合は映像情報とス

ライド情報から即座に自動的に授業アーカイブを作成

する．スライド情報がなくとも，一定の時間が経過し

た場合は，映像情報のみから自動的に授業アーカイブ

を作成する． 

以上述べたように，システムでは，講義スケジュー

ルを入力するだけで，ほとんど作業をせずとも，簡単

に授業アーカイブを作成することができる． 

本システムを用いて，奈良先端科学技術大学院大学

では，実際に大量の授業アーカイブを作成している．

システムは2008年4月から運用を開始したが，運用以

前に蓄積されていた映像・資料連動の授業アーカイブ

では毎月10本程度の収録である一方，現在は，毎月40

本程度の講義が収録されている1． 

2-3 授業アーカイブにすばやくアクセス 

授業アーカイブ内の情報を効率的に利用するために

は，まず目的の授業アーカイブをすばやく発見できる

こと，次に授業アーカイブ内の必要な情報にすばやく

アクセスできることが必要である．このために本シス

テムでは，Fig.2に示すようにシーン単位での検索を可

能にし，また，指定したシーンからの授業アーカイブ

の視聴を可能としている． 

                                                        
1 2007年度第1期のスライド付き収録は14本．2008年度第1期は84本． 

この鍵となっているのが検索に利用する情報の記述

形式である．MPMeisterでは，マルチメディアコンテ

ンツ検索のためのメタ情報の記述規格であるMPEG-7

を採用しており，システムでは，この，MPEG-7メタ

情報を利用している．このメタ情報は，スライドの1

ページごとに映像情報中のシーンに対応付けられるた

め，シーンごとの検索が可能となっている． 

スライドの1ページとシーンを対応づけるため，スラ

イド情報取得アプリケーションは講師が利用するPCで

常に動作している．スライドショーが始まるとそれを

検知し，スライドタイトルを記録する．また，ページ

がめくられるとそれを検知し，めくられたタイミング

を記録する．これによって，ページめくり情報を利用

して映像を構造化することが可能となる． 

MPEG-7メタ情報の生成時には，さらにスライド中

のすべてのテキスト情報を抽出し，同一シーンに属す

るテキストと映像を関連付けて記録する． 

指定シーンからのアーカイブ視聴には，MPMeister

の機能のひとつである，URLとして指定したシーンか

らのマルチメディアコンテンツ再生機能を利用した． 

以上述べたように，本システムでは，授業の中の所

望のシーンまで，簡単な手間で到達し，視聴すること

が可能である． 

電子図書館で，実際に授業アーカイブの検索を行っ

てみると，ある語句に対して多くの授業アーカイブが

ヒットする．これらは，たとえば同じ講座の第3回目と

第5回目などである場合もあり，所望の情報がどこにあ

るのか，アーカイブのタイトルなどでは簡単には見分

けがつかない．しかし，検索結果はページ（スライ

Click
Fig.2. An example of search 

results for lecture archives.
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ド）単位で見ることができるため，スライドおよび対

応するシーンを確認し，実際に所望の情報を含む授業

アーカイブを利用するまで，短かい時間を要するのみ

である． 

2-4 より多くの情報を蓄積 

本システムでは，高画質の映像として，ハイビジョ

ン映像（H.264/AVC形式）にも対応している．講義で

は，スライドと同様にホワイトボードなどへの板書も

多用される．従来の標準画質と較べ，ハイビジョン映

像を利用すると，板書された情報まで判読可能となる． 

視聴環境によっては，高画質の映像が視聴不可能な

場合もあるため，標準画質の授業アーカイブも並行し

て作成・公開している． 

なお，現在は，高画質映像に対応した授業アーカイ

ブの作成は，手持ちカメラで映像を収録した後，映像

情報の作成・編集までを手動で行っている．ハイビ

ジョン化が進んだ場合のデータ量増大への対応，アー

カイブ制作時間の短縮が今後の課題である． 

 

 3．利用者ポータル 

知識の受け手である図書館利用者が，自分で意図し

た情報だけでなく，システムから提供する様々な情報

に触れることで新たな知的活動を喚起されることを狙

い，利用者ポータルを構築した． 

3-1 利用者の目的にあった情報の提示 

近年の一般的なポータルサイトやブログサイトにお

いて，利用者個人の好みに応じた画面・機能のカスタ

マイズが可能になってきている4), 5)．これは一般的に

パーソナライズ機能と呼ばれ，機能の追加・削除の単

位としてウィジェットまたはガジェットと呼ばれる小

さなアプリケーションが提供され，利用者は好みの

ウィジェットを組み合わせることで，自身の目的に応

じたホームページやブログページを作り上げることが

できる． 

本システムにおいても図書館の職員がウィジェット

を簡単に構築するための機能ならびに，利用者が用意

されたウィジェットを取捨選択して利用するための利

用者ページカスタマイズ機能を提供する． 

図書館の職員がウィジェットを構築するための機能

として，以下の3つの機能を提供している． 

(1) RSS/Atomフィードを表示可能な簡易RSSリー

ダー 

(2) 任意のHTML文書を表示可能な IFRAMEウィ

ジェット 

(3) 学術情報の検索などの機能を提供するWeb API 

近は様々なアプリケーションがRSS/AtomやHTML

形式の文書を出力できる，また，ログデータなどの既

存のデータをこれらの形式に変換することも容易であ

る．そのため，(1)や(2)を用いることで簡単に情報を

表示するウィジェットを作成できる．また，雛形の

ウィジェットを提供しており，これを参考にして

JavaScriptなどの知識があれば，より複雑なウィジェッ

トを作成することもできる．このとき(3)のWeb APIを

用いることで本システムの管理する学術情報の検索機

能を組み込んだウィジェットを開発できる．このWeb 

APIは本システムの検索画面の作成にも用いている． 

http://library.naist.jpでアクセスできる図書館トップ

ページは，図書館利用の窓口であり，図書館関係の情

報発信を目的としている．そのため，図書館の職員は，

あらかじめ用意されている資料を検索するためのウィ

ジェットや図書館ニュースを表示する簡易RSSリー

ダーを組み合わせたFig.3のような画面を定義している． 

 

 

Fig.3 Library top page. 

トップページで利用者がログインすると，利用者専

用ページであるMyLibrary画面が表示される．利用者は

ウィジェット選択画面から好みのウィジェットを選び，
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画面に追加することができる．画面に配置したウィ

ジェットは，利用者の好みの位置に移動することがで

き，必要がなくなれば削除することもできる．画面は

タブ形式であり，目的別の画面を複数用意して，個々

に好みの名前をつけ，切り替えることが可能である． 

RSS/Atomを活用したサービスの提供については日本

においても議論やサービス提供が始まってきている6)．

本システムでは新着通知や貸し出しランキングなどの

多くの情報がRSS/Atom形式で提供される． 近の外部

サービスの多くもRSS/Atom形式の情報発信に対応して

いる．そのため，利用者は様々な情報源からの

RSS/Atomフィードを直接，または目的に応じたフィル

タリングを行った後，ウィジェットのひとつである簡

易RSSリーダーで表示することができる．その結果，

MyLibraryの上で多くの情報を一元的に見ることが可能

である． 

3-2 利用者の気づきを促し質の高い検索を実現 

図書館システムにおける検索アプリケーション

（OPAC）のユーザインタフェースについては，様々

な問題提起や提案が近年行われている．特に重要な流

れとして，ユーザビリティ調査により利用者の探索活

動を理解することで，これまでの利用者不在の仕様策

定から脱却しようというものがある7), 8)． 

本システムにおいては，これらの調査結果に基づき，

専用システムの流れを受けた利用者に複雑かつ高度な

検索条件入力を要求するユーザインタフェースを，利

用者が使い慣れているWebの検索エンジンの流れを受

けた簡便なものに改めることを方針とし，以下の機能

を実現した． 

(1) 条件入力画面は条件入力箱がひとつのみ 

(2) 条件候補の一覧表示 

(3) 結果一覧は検索条件に対する適合度でソート（ラ

ンキング表示） 

(4) 結果一覧にリッチな情報表示 

(5) 結果の分類であるファセット表示 

図書館システムにおける検索条件の入力画面は，以

前は様々な条件入力ボックスや選択肢の提示があった

ものであるが， 近はWebの検索エンジンに近づきつ

つあり，かなりシンプルな構成に変化してきた．本シ

ステムにおいては，既存のOPACのデザインについて

検討を行い，必須でないもの以外をすべて取り去り，

以下の検索条件入力ボックス1つと検索対象選択のボタ

ンのみで構成する． 

近の学生・研究者はWebの検索エンジンを使い慣

れており，逆に複雑な検索条件の入力手段を用意して

も，使用してもらえない．検索条件入力ボックスには

複数の検索条件を入力できるが，利用者が入力するの

は平均2語程度であり，OPACでも同様の傾向が見られ

るという調査結果がある8)．そのため，精度の高い検

索を実現するには，利用者が 初に入力するこの2語と

して，良い検索語を入力してもらうことが重要になる．

本システムでは，良い検索語の入力支援を目的として

条件候補の一覧表示を行う．Webの検索エンジンでは

一般的な機能であるが，図書館システムで導入された

例は見あたらない．利用者が入力中のキーワードに従

い，本システムの過去の入力キーワードや利用者自身

の閲覧資料から抽出されたキーワードから候補を提示

する．候補が提示することで，迅速かつミススペルの

少ない入力手段を提供するだけでなく，利用者に対し，

一般的なキーワードや利用者が思いもよらないキー

ワードを提示することで，より質の高い初期条件の入

力を実現する． 

検索結果はFig.4のように一覧表示される．既存の

OPACでは一覧の並びの標準はタイトル順が多く，

Webの検索エンジンが提供するような検索条件に対す

る適合度による並びは提供されていなかった．しかし，

前述の調査では利用者が目を通すのは多くても2ページ

であり，詳細に調べる資料はフィーリングで判断して

おり，2から3つである．そのため，本システムでは適

合度で検索結果をソートすることで利用者が目を通す

範囲に条件に適合した度合いの高いものを表示するよ

うに試みると共に，資料の表紙イメージ（サムネー

ル），資料の要約などの内容の一部分（スニペット），

検索条件にヒットした部分（ハイライト）などリッチ

な情報表示を行う．その結果，利用者はより高い精度

で詳細に調べるべき資料の選択が可能である． 

また，既存のシステムでは，詳細に資料を調べたい
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場合，一覧画面から詳細画面を開き，詳細な書誌情報

を確認し，必要に応じて電子データ（PDFデータやビ

デオデータ）を再生したり，現物の貸し出し予約をし

たりする必要があった．本システムでは，一覧画面で

十分な情報が提供されており，一覧画面から直接電子

データの再生を行ったり，現物を手に入れるための手

段の選択操作を行うことができ，より少ないアクショ

ンで資料の獲得を行うことが可能である． 

初期条件の候補を提示したり，表示順に工夫を凝ら

しても，多くの検索結果が得られた場合，適切な資料

を見つけ出せる可能性は低くなる．そのため，本シス

テムはファセット表示を行うことで，利用者に絞込み

検索を行うための条件を自動提示する．ファセットと

は資料を分類するために使用する様々な属性（切り

口）のことであり，検索結果について，属性ごとに，

ある値のものが何件あるかが自動的に求められ，利用

者に提示される．そのため，利用者は実際に意味のあ

る（0件になってしまう条件でない）条件の中から選ん

でいくだけで絞込検索が行え，簡単に精度の高い絞込

検索が可能となる． 

以上のように，本システムでは条件の入力から適切

な資料を発見までに様々な機能を提供している．検索

条件や適合する資料の確認などで利用者に新しい発見

や適切な文書に気づきの機会を増やす効果がある．そ

して，見つかった資料を手に入れるための手間は低減

される． 

 

 

Fig.4 Listing of search results. 

3-3 図書館との出会いの機会を確保 

学生・研究者がある特定のトピックについて情報を

探すときにまず，なにを使うかという問いに対して，

ほぼ9割の方がWebの検索エンジンを使用し，図書館の

サービスを用いるのはわずか2%であるという調査結果

がある9)． 

図書館システムに検索アプリケーションを用意して

も，使ってもらえない可能性が高い．利用者が通常使

用しているアプリケーションから可能な限りシームレ

スに図書館システムが利用できることが重要である．

そのため，本システムでは以下の機能を提供している． 

(1) 新着資料検索結果のAtomフィードによる取得 

(2) Firefox® 2/Internet Explorer® 7 向けの検索プラ

グインの提供 

(1)については，ある条件で検索したとき，一覧表示

画面にその検索条件で新着資料のAtomフィードを得る

ためのRSSボタンが表示される．このボタンを押すこ

とにより，以下の選択が可能である． 

(a) このAtomフィードを得るためのURLの取得 

(b) 利用者のMyLibary画面にこのAtomフィードを表

示する簡易RSSリーダーを配置 

(c) このAtomフィードをブラウザで開く 

新着資料を自身のMyLibrary画面で表示するだけでな

く，(a)や(c)を行うことにより，自身が利用する

iGoogle™パーソナライズドホームページなどのポータ

ルやGoogle Reader™フィードリーダーなどのRSSリー

ダーアプリケーションにおいて閲覧することが可能で

ある．フィード中の個々の資料を表すアイテムには資

料の詳細情報を表示するページへのリンクが埋め込ま

れており，本システムへの誘導がシームレスに行われる． 

また，一般的なWebの検索エンジンなどと同様に検

索プラグインを用いてブラウザの検索窓に本システム

を登録できる．登録後は，ブラウザの検索窓で本シス

テムを選択後，検索すると，本システムにおいて入力

した条件で検索が行われ，検索結果一覧画面が表示さ

れる． 

以上のようなアクセス経路の提供により，図書館が

提供する様々な学術情報への触れ合いの機会のひろが

りが期待できる． 
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 4．今後の展開 

本稿では知識の送り手から受け手への伝達という観

点から整理したが，この関係は実際には一方向ではな

い．受け手がまた送り手となり，新しい知を創造して

いくための仕掛けが今後重要となる．たとえば，ある

情報を推薦したり，情報にコメントをつけ合う仕組み

の有用性はすでにWebの世界で実証されている．この

機能を取り込むか，あるいは連携することが考えられ

る． 

本稿と同様のシステムは，大学に限らず，企業にお

いても求められるところである．企業内でのさまざま

な活動をマルチメディアで記録し，共有し，さらに双

方向のコミュニケーションを通して知の創造に結びつ

けることを模索していく． 
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注 1） Windows および Internet Explorer は米国

Microsoft Corporation の米国およびその他の国
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注 3） Firefox は Mozilla Foundation の登録商標です． 
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