
筑波大学的属図書館報

電子図書館システムの構成
岡部幸祐

平成10年の l月に筑波大学電子図書館システム

が導入されました。

このシステムは 筑波大学が所蔵する貴重図

紀要及び学位論文，研究成果報告等本学で生

産された資料の全文を広く学内外に発信すること

ができます。

発信する全文情報は，甑像または文字データと

して電子化され，蔵番目録(OPAC)から検索し，

閲覧できるようになっています。

既に稼動している図書館業務システムと今回導入

されたシステムは有機的に統合され，筑波大学電子

図書館システムは以下のような構成となりました。

1 .原文データベースサーバシステム*

1)画像蓄積サーバ

2)全文蓄積/検索サーバ

2. CD-ROMデータベース統合検索システム*

3. NSCDNet 

4. CA on CD 

5. ディジタルビデオ・システム*

1)ビデオサーバシステム

2)利用者用コンピュータシステム

6. 業務システム

7. データ入力・編集システム*

1)データ入力・編集サーバ
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2)データ入力・編集吊ワークステーション

3)データ入力・編集用パーソナルコンピュータ

4)データ入力・編集用機器

8. 利用者用コンビュータシステム*

*は新規導入

筑波大学電子図書館システムの中で今回新たに

導入されたシステムについて 少し詳しくみてみ

ましょう O

上原文データベースサーバシステム

j京文データベースサーバシステムは 2台の画像

蓄積サーバと 1台の全文蓄積サーバからなりま

す。全文データは画像イメージ情報または全文テ

キスト情報，その他の形式の情報としてこのサー

バシステムに蓄積され，提供されますo

1)画像蓄積サーバ

サンマイク口システムスのUltraEnterprise 

3000が 2台，サーバマシンとして使われていま

す O 主 記憶容量はそれぞれ2GB，CPUには

250MHzのUltraSPARCプロセッサが4個ずつ搭載

され，高速なデータ処理が可能となっています。

外部記憶装置には126GBの記憶容量を持つディス

ク・アレイがそれぞ、れに接続されています0

40GBの内蔵ハードディスクと合わせ 2台で約

330GBもの記憶容量を持つことになります。その

他に500枚収容可能なCD-ROMチェンジャーも接

続されています。

このサーバには原文画像情報を150万ページ格

納することができます。

2)全文蓄積・検索サーバ

同じくサンマイクロシステムズのUltraEntelぺ

prise 3000が l台サーバマシンとして使われま

す。主記憶容量は同じく 2GBあり，高速な検索を

可能とするためCPUには250MHzのUltraSPARC 

プロセッサを 6偲搭載しています。外部記憶装置

には内蔵40GBのハードディスクの他， 126GBの

記憶容量を持つデ、イスク・アレイが 1台接続され

ています。

このサーバには40億バイトの全文文字情報が格

納できます。 問時に電子図書館の検索システムも

このサーバに持っています。 図書・雑誌の書誌，

13次情報等を検索キーで検索し リンクされてい

る全文イメージ情報を表示します。

2. CD四 ROMデータベース統合検索システム

いままで， 11~1 5j1jに利用していたいくつかの市販

2次情報CD-ROMを統合して1検索できるシステム

です。サーバにはサンマイクロシステムズの

Ultra Enterprise 2を使用し，接続された151.2GBの

ディスク・アレイにデータを格納し， MEDLINE， 

Current C ontents 雑誌記事索引等をそれぞれの

データベースを意識せず統合されたインタフェー

スで利用できます。

3. ディジタルビデオ・システム

ディジタルビデオ・システムは動ITruf象をディジ

タルデータとして蓄積し，送信するサーバと，そ

のデータを再生する専用のパーソナルコンピュー

タで構成されます。

1)ビデオサーバシステム

サンマイクロシステムズのUltra 2 Mode12200 

に54.6GBの記憶容量のマルチディスクパックを 3

台按続しています。このハードディスクに動画像

データを格納し，専用のパーソナルコンピュータ

からの要求によりデータを送信し， MPEG2の高

画質動画像がみられます。

2)利用者用コンビュータシステム

MPEG2動画像を再生する機能を搭載した，ビ

デオサーバシステム専用のパーソナルコンピュー

タを中央図書館新館 2階に 5台導入しました。
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4. データ入力・編集システム

登録データの入力・編集作業を行なうためのシ

ステムで，サーノ¥，ワークステーション，パーソ

ナルコンピュータ及びスキャナ等の周辺機器から

なります。

1)データ入力・編集サーバ

電子図書館システムに登録される様々なデータ

について事前の処理を行ったり，電子図書館に追

加される機能のテスト等をこのサーバで、行います。

2)データ入力・編集用ワークステーション

登録される資料を電子化し登録する作業をこの

ワークステーションで行います。カラー，モノク

ロのスキャナ等入力装置が接続されています。

3)データ入力・編集用パーソナルコンビュータ

冊子体の資料を上向きに広げたままスキャニン

グできるスキャナやフィルムスキャナ等の入力装

置がこのパーソナルコンビュータに接続されてい

ます。

4)データ入力・編集用機器

冊子体資料は画像データとして電子図書館シス

テムに登録されます。この作業のためにカラー，

モノクロのスキャナを始め +m・子を上向きのまま

取り込めるフェイスアップ方式イメージスキャナ

等が用意されています。その他スキャニングでき

ない大型の資料や巻物， J坂木等にも対応できるよ

うにディジタルカメラやフィルムスキャナ等の機

器も用意されています。

5倒利用者用コンビュータシステム

電子図書館システムをより有効に利用できるよ

うに高性能のパーソナルコンピュータを中央，イ本

芸，医学，大塚の各図書館合わせて100台導入し

ました。 wwwブラウ-ifーカfインストールされて

おり，筑波大学電子図書館はこのブラウザーから

利用できます。利用者用コンピュータにはその他

telnetのサービスも用意されています。 図書館内

にはこの他に既設のパーソナルコンピュータ約80

台と教育用計算機システムのパーソナルコン

ピュータ約60台とが配置され自由に利用できます。

筑波大学電子図書館では，この他NSCDNetで、の
CD-ROMデータベースネットワーク提供サービス

やCAon CD等のサービスも合わせて行われま

す。一部は学内からのみのサービスとなります

が，ネットワークに接続された標準的なコン

ピュータから原則的に24時間利用することができ

ます。現在はまだ，システムの運用準備，データ整

備等の作業iヤです。まもなく本稼動する予定です。

(おかべ・こうすけ

情報システム課システム管理係長)
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