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資料と利用者の位置情報を利用した書架ナビゲーションの可能性
橋本

郷史 *

東邦大学医学メディアセンター

ドや QR コードを読み取り可能なリーダーが備わってい

Ⅰ．はじめに

る。また，収納位置情報として連単位で番号を設定して

東邦大学医学メディアセンター（以下，本センター）

おり，各連にはその番号とバーコードを貼付している。

では，2012 年度に老朽化した電動集密書架（以下，電
動書架）の更新を行い（図 1）
，国内初となる，図書館業

1 ．連携方法

務システム（以下，図書館システム）と電動集密書架管

図書館システムと電動システム間で，以下に示す手順

理システム（以下，電動システム）との連携を行った。

で連携を行っている 1）（図 2）。各システムはそれぞれ別

これにより，電動書架内の資料に関しては，連単位での

個に動作しており，データは各システム内に保有してい

位置情報を管理し，OPAC 等の検索結果から，資料位置

る。この連携方法には改善の余地があるが，ここではあ

まで利用者をナビゲートすることができるようになった。

くまで連携の一手法として紹介するにとどめる。

この経験を踏まえ，新たに導入した電動書架での優れ
ている点に注目し，延いては，固定書架においても有効

①収納位置情報の収集
バーコードコレクタにより，資料番号と資料の収納位

なナビゲーション手法として応用できないかを検討し，

置情報を読み取り，電動システムに流し込む。

モデル案の策定を行った。

②収納位置情報の受け渡し
夜間の定時バッチ処理により，電動システムから図書

Ⅱ．本センターの電動書架運用の実態

館システムへ，資料番号と収納位置情報を渡す。図書館

本センターの電動書架は，1 階雑誌資料エリアに固定

システムでは，資料番号をキーとして，収納位置情報を

書架と併置されている。このエリアには，固定書架は，

資料の所蔵情報内にセットする。

計 294 連，2,058 段ある。電動書架は，5 連 ×51 列のユ

③書誌情報の受け渡し

ニットが 2 か所にあり，計 102 列，510 連，2,760 段の構

上記②から連続するバッチ処理により，電動書架所在

成である。雑誌資料約 11 万冊の内，5 万冊が固定書架，

になっている所蔵資料の資料番号と書誌情報などを図書

残りの 6 万冊が電動書架に排架されている。

館システムから電動システムに渡す。電動システムは資

電動書架にはタッチ操作可能なモニターと，バーコー

料番号をキーにしてこのデータを取り込む。

図 1．新電動書架
*Satoshi HASHIMOTO：〒 143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16.
hashimoto@mnc.toho-u.ac.jp
（2014 年 4 月 5 日 受理）
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図 2．システム連携模式図

この連携により，従来の電動書架ではできなかった，

いずれの場合も，自動的なナビゲーションで案内でき

図書館システムと電動システムとのデータ同期が自動的

るのは書架の列までで，資料の収納連は，発行したレ

にできるようになった。

シートや電動書架モニター上で確認する必要がある。さ
らに，連内のどの段に収納されているかは，排架規則に

2 ．利用者が利用できるサービス

従って，利用者が目視で探す必要がある。

システム間の連携により，本センターでは以下の 3 つ
のアクセスポイントからのナビゲーションサービスを実
2）

現している 。

3 ．従来の電動書架からの変更点
従来の電動書架では，書架内の資料の位置を検索する
ことはできない。利用者は書架に掲示されたタイトルリス

①電動書架
電動書架モニターで，書名から書架内の資料を検索す

ト等で収納資料を確認し，列を開ける必要がある。また，

ることができる。目的の資料を選択すると，収納列が自

どの連や段に収納されているかもわからない。時として，

動的に開く。この際，モニター上には資料の収納位置情

目的の資料が入っていない列を開けてしまうこともある。
新電動書架では，電動書架内の資料位置を検索するこ

報も表示される。

とができる。本センターの運用方法であれば，収納連ま

② OPAC
本センター内には，2 階図書エリアに 1 台，1 階閲覧

で確認する事ができる。収納列までは自動で開くことが

エリアに 1 台，雑誌エリアに 1 台の計 3 台の OPAC 端末

でき，間違った列を開くことがなくなった。また，これ

が設置されている。

までタイトルリストでは確認が難しかった，複数の列に

OPAC の検索で，電動書架に収納されている資料が
ヒットした場合，書誌情報と収納位置情報，QR コード

またがって排架されている雑誌なども，所在確認のため
に列を開けなくても済むようになった。

化された資料番号を記した画面をレシートプリンタで印

なお，収納位置をより細かく設定し，段単位までの情

刷することができる。また，この画面はスマートフォン

報を収集することは可能であり，望ましくもあるが，管

などモバイルのデジタル端末で表示することができ，こ

理上の手間が大きくなるため現時点では行っていない。

の QR コードを電動書架のリーダーにかざすと，該当資
料を収納している列が自動で開く。この際，電動書架モ
ニターにも収納位置情報が表示される。

Ⅲ．固定書架への応用の際の問題点
新電動書架でナビゲーションを可能にしたポイントは

③資料現物

3 点ある。まず，①「資料の収納位置が分かっている」

資料に貼付された資料番号のバーコードを，電動書架

こと。そして，ナビゲーションを受ける利用者は必ず電

のリーダーにかざすと，資料が収納されている列が自動

動書架のモニター（もしくはリーダー）を経由する，つ

で開く。この際，電動書架モニターには収納位置情報も

まり，②「利用者の現在地が分かっている」こと。さら

表示される。かざした資料が電動書架所在では無かった

に，電動書架のモニター操作は一人ずつしか行えないた

場合，その旨がモニター上に表示される。

め，③「ナビゲーションは 1 対 1 で行われている」こと
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である。これらは，カーナビなどのナビゲーションシス

など，ナビゲーションアイテムの制約が大きい。また，

テムにも言えることで，ナビゲーションはスタートと

システム内にエリアのマップを用意し経路演算を行った

ゴールの相対的な関係で成り立ち，ナビゲーションを受

り，マーカーを読み取るアプリが必要であったりと，シ

ける対象は明確に特定されている。

ステム開発の要求レベルが高い。

固定書架でのナビゲーションを考えた場合，①にあた

そこで，あらかじめ設定するナビゲーションのスター

る資料の収納位置情報の収集は対応可能である。現時点

ト位置は，OPAC 検索からの流れを考慮し，施設内の

でも，多くの書店で，資料の位置情報のみを利用して資

OPAC を中心とした少数のポイントに限定する。また，

料への案内が行われている。しかし，より適切なナビ

位置情報はナビゲーションシステム上で利用者にこれら

ゲーションを実現するためには，②③についても解決し

のポイントの中から選択してもらう方式を採る。こうす

なければならない。

ることで，ナビゲーションのパターンが限定され，経路

②について，固定書架では利用者が必ず経由するポイ

演算をさせずとも，必要なパターンを事前に作成する事

ントがないため，ナビゲーションの起点となる位置を設

ができるようになる。加えて，マーカーなど外部情報の

定できない。利用者へのナビゲーションを開始するス

読み取りが発生せず，開発が容易になり，導入のハード

タート位置を割り出す必要がある。

ルは下がる。

③について，固定書架では，複数の人間が同時に同じ
エリアを利用する。このため，対象となる利用者にナビ
ゲーションが伝わらない可能性がある。狙った利用者に

2 ．利用者所有のモバイル端末を活用する
前述③の問題を解決するために特定の利用者に限定的
なナビゲーションを行う方法として，書架を利用する方

限定的にナビゲーションを行える手段が必要となる。

法が考えられる。列や連，段単位に複数の灯火を設置し，

この 2 点について解決の方法を検討する。

利用者ごとに違ったカラーを点灯させることで，探して

Ⅳ．ナビゲーション手法の検討

いる資料の収納位置を知らせる。このような書架はすで
に存在するが，システムや設備は大掛かりなものとなる。

1 ．任意のナビゲーション開始地点を決める
前述②の問題を解決するために利用者の位置をシステ

ここでも，ナビゲーション用のアイテムをシステム側

ムが自動取得する技術は複数あるが，どれも適当とは言

で用意するのではなく，利用者がすでに持っているもの

いがたい。例えば，GPS には 10 m 前後の測定誤差があ

を活用することを提案する。現在では，ほとんどの利用

る上，屋内環境では衛星電波を受信することができな

者が携帯電話やスマートフォン，タブレットなどのデジ

い。RFID や Wi-Fi を使って位置を検出する方法もある

タルモバイル端末を保有しているのでこれを活用する。

が，こちらも精度の問題がある。また，これらの技術を

ただし，モバイル端末は機種ごとの性能差と機能差が

利用可能ななんらかの端末が必要となり，システムや設

大きい。最も汎用的に多くの機種に備わっているのは

備も大掛かりなものとなってしまう。

Web ページの表示機能である。そこで，Web 経由で利

岩崎らは利用者の位置情報を特定するために，施設内

用可能なナビゲーションデータベースを構築する。利用

に位置情報が既知である座標マーカーを多数配置し，ス

者はそこに所有の端末からアクセスすることで，1 対 1

マートフォンのカメラでその座標マーカーを認識させ

のナビゲーションを受けることができるようにする。

3）

る手法を提案している 。また，小林らは，施設内にや
はりあらかじめ決まったポイントに位置情報を示す QR

Ⅴ．ナビゲーションモデル例

コード（もしくは RFID）を配置し，利用者がこれらを

固定書架でのナビゲーションモデルを示す。

所有のモバイル端末に読み込むことで位置情報を取得す

ナビゲーションには利用者が持っているモバイル端末

4）

を利用する。資料の位置情報は収集されているものとす

る仕組みを提唱している 。
このように，システム側から利用者位置を探すのでは

る。施設内にナビゲーションの開始位置となる固定の位

なく，あらかじめ設定しておいた位置情報を利用者側か

置ポイントを設定する。それらのポイントから資料位置

ら送信してもらう形式をとれば，利用者の現在地問題を

への経路情報をデータベースソフトで作成し，サーバ上

解決することができる。

に用意し，Web サービスとして公開する（図 3）
。

しかし，これらの先行研究で提案された手法は，マー
カーの読み取りにカメラや RFID のリーダー機能を使う
168
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図 3．ナビゲーションモデル模式図

①検索前画面（図 4）
。本システムのトップページと
なる画面である。ここには，資料番号入力窓，現在地入

ゲーションの開始地点の候補が表示される。利用者に自
分が今いる位置を選択してもらう。
④経路情報表示画面（図 7）
。資料番号と現在地を入

力窓があり，その下に検索ボタンを配置した。
②資料番号入力状態（図 5）
。資料番号を入力しよう

力後，検索ボタンを押すと，現在位置から資料位置まで

とすると，番号を入力するためのキーが表れる。この時

の経路情報とメッセージが表示される。続けて，他の資

に OPAC 検索の結果から資料番号を自動入力できれば，

料の排架場所を調べたい場合は，再検索ボタンを押す。

入力の手間が省け便利だが，今のところ本システムでは

経路情報は端末上で画面をスライドさせずとも全情報
が確認できるようにした。現在位置から資料までが遠

そこまでは実現できていない。
③利用者位置情報入力状態（図 6）
。資料番号入力後，

く，ナビゲーションが複雑になる場合は，一度に資料ま

現在地を入力しようとすると，あらかじめ設定したナビ

でナビゲートせず，一旦，中継地点となる他の位置ポイ

図 4．検索前画面

図 5．資料番号入力状態
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図 6．利用者位置情報入力状態

図 7．経路情報表示画面

ントにナビゲートするようにしている。

成することができる。

また，利用者は必ずしもモバイル端末を経由して利用す
る必要は無く，OPAC 等の固定端末から，ナビゲーション

2 ．留意すべき点

画面をレシートに印刷して持ち歩くこともできる。モバイ

資料の位置情報をより厳密に設定し，現在地定点を増

ル端末用に作成した画面は，画面の表示構成がレシートと

やすほどナビゲーションはきめ細かくなるが，その分

似ているため，容易に印刷用途に転用することができる。

データの作成と管理の手間は増える。

本モデルの作成にはFileMaker12を使用し，iPod touch
（第 4 世代）iOS 6.1.5 上で動作の確認を行った。

また，既存の図書館システムに手を加えず，サービス
を追加で構築できる点はメリットともいえるが，図書館シ
ステム外でデータを管理する事は運用の労力が大きい。

Ⅵ．考察

極力，サービスに必要なデータを図書館システム側で一

このモデルでは，固定書架でのナビゲーションの障壁

元的に管理し，必要に応じて各システムに（都度もしくは

となっていた利用者の現在地問題と，限定的ナビゲー

定期的に）渡せることが望ましい。データを複数のシス

ションの問題を解決し，資料位置への誘導を実現した。

テムに重複して持たせず，メインのシステム以外に固有

その上で，本モデルの特徴と留意すべき点，利用価値に

のデータを持たせない手立てを講じることが重要である。

ついて検討する。
3 ．利用価値
1 ．特徴

近年，図書館の扱うリソースは冊子から電子に大きく

第一の特徴は，各館の事情に合わせナビゲーションシ

移行している。冊子体雑誌の大規模購読中止も行われて

ステムをカスタマイズできることである。このシステム

いる5）など，冊子資料に対するニーズは変わってきている。

は，単体での運用，OPAC との連携，アプリケーショ

電子資料はリンクリゾルバなど，検索から現物入手ま

ン化などの様々な提供方法に対応できる。また，資料の

でシームレスにつながるシステムができており，ますま

位置情報は必ずしも連単位でなくともよく，各館の状況

す便利になっている。一方，冊子資料は検索とアクセス

によってはもっと細かく段単位や，逆に，おおまかに列

のプロセスが分断されてしまうため，電子資料に比べて

やエリアレベルで作成することも可能である。

利便性が低くなりやすい。

第二の特徴は，コスト的・技術的な導入障壁が低い点

また近年は，館内スペースをラーニングコモンズなど学

である。システムの開発は，専門的なソフトウェアやコ

習スペースへ転化すべきとの政策提言もなされており6），7），

ンピュータ言語の知識や技術がなくとも可能である。市

そのスペース確保のため，印刷資料を廃棄して電子資料

販のデータベースソフトを使用して初学者でも一人で作

で補うケースも見られる。
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このように，大学図書館は，冊子資料の提供・管理の

ンは書架とも協働可能な部分が多い。ナビゲーション

仕方を考え直す時期に来ている。冊子資料管理のために

サービスの “次” を考える際には，システムベンダーや什

費用と手間をかけることは時代の趨勢に反すると言える

器メーカーと緊密に連携していくことが必要だと考える。

かもしれない。しかし，全ての資料を電子的に提供でき
注・参考文献

るわけではなく，特に日本語図書は電子化が遅れてい
る。冊子資料のニーズはまだあり，冊子資料へのアクセ
ス改善は利用者支援につながる。
電子資料が増える中で積極的な投資が難しいことを勘
案すると，今求められているのは，ここで提案したよう
な，安価かつ手軽に導入できるナビゲーションシステム
だと考える。
ナビゲーションシステムが利用者を資料収納位置まで
誘導できるのであれば，現在大学図書館で標準的に採用
されている移動排架法に代えて，例えば受入順に資料を
並べるといったような，より管理の手間が少なく収納の
効率が高い固定排架法を取り入れることも可能である。
また，分類を越えて関係性の高い資料をまとめて排架す
るなど，柔軟に利用者のニーズに応える書架を作ること
もできる。

Ⅶ．おわりに
本稿で検討・提案したモデルは，個別の館単位で導入
でき，現行の図書館システムに手を加えずにナビゲーショ
ンサービスを即時に実現可能と考える。しかし，このモ
デルをより実際的なものとして発展させるためには図書
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Possibility of Shelf Navigation: Using User Position and Material Location
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Abstract: Digitization has changed the meaning of physical
materials. It has also changed the use of librar y space,
including bookshelves. New navigation methods that enable
more ﬂexible access to physical materials are needed. Three
elements are necessar y for determining such navigation:
1) location of the material, 2) position of the user, and 3)
navigation item, with a one-to-one correspondence to the user.
In this paper, a web-through-navigation model is proposed.
The rack number is used as the material location. As the user
starting point, some speciﬁc points are set within the library.
The navigation system (on the web) consists of the material
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location, user starting position, and the course information that
connects these two points. User access to the web-navigation
system is through their own mobile terminals. This model
works as a stand-alone and can also cooperate with OPAC.
The navigation level is easy to control, and the barrier to
introduction is low. As a next step, cooperation with librar y
system venders and bookshelf manufacturers will be essential.
Keywords: Shelf Navigation, Electric Bookshelf, Library Use
Assistance, Shelf Management, Navigation Method
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