
情報の組織化と検索：理論と実際
（分類演習１）

2020.6.16（火）4限

大学図書館の活用と情報探索 第6回



はじめに

14:45-15:10 分類を活用した資料探索について
15:10-15:30 演習【課題A】

15:30-15:40 フォークソノミーの活用について
15:40-16:00 演習【課題B】

16:00-16:15 次回連絡
NDLCと事前課題について
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本日の達成目標

• 日本十進分類法（NDC）の分類体系を理解す
る。ある分野について、NDCに基づいて分類
できる。また、分類を推測して資料を探すこと
ができる。

• フォークソノミーについて理解する。あるweb
ページについて、適した分類を付与することが
できる。
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課題Ａ
分類を活用した資料探索
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分類とは？（講義の復習）

• 分類する視点・観点によって異なる
例）書店では
ジャンル：スポーツ、園芸、語学、小説…
サイズ：文庫・新書コーナー
時間：新刊コーナー

• 図書館の本は分類ごとに並べられている。
日本十進分類法（NDC）がよく使われている。
＊NDC・・・Nippon Decimal Classification
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図書館における分類

・デューイ十進分類法（DDC)
・国際十進分類法（UDC)
・コロン分類法
・米国議会図書館分類（LCC）
・日本十進分類法（NDC）
・国立国会図書館分類法（NDLC)

など

6



図書館における分類
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京都大学では図書館・室ごとに
様々な分類法が使われている

附属図書館

吉田南総合図書館

文学研究科図書館

国立国会図書館分類法
（NDLC）
日本十進分類法（NDC）

独自に定めた分類など

それぞれの分類法は、
各図書館内の掲示やHPで確認できる



日本十進分類法（NDC）

0 総記
1 哲学
2 歴史
3 社会科学
4 自然科学
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5 技術
6 産業
7 芸術
8 言語
9 文学



日本十進分類法（NDC）

0 総記
1 哲学・宗教
2 歴史
3 社会科学
4 自然科学
5 技術
6 産業
7 芸術
8 言語
9 文学

40 自然科学
41 数学
42 物理学
43 化学
44 天文学、宇宙科学
45 地球科学、地学
46 生物科学、一般生
物学

47 植物学
48 動物学
49 医学、薬学
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410 数学
411 代数学
412 数論[整数学]
413 解析学
： ：

３次区分の中で、小数
点をつけてさらに細か
く分類することもある。
411.3 線形代数学
411.35 行列

第1次区分 第2次区分 第3次区分



資料探索における分類の活用
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資料探索の手がかり
 書名、著者名
 主題 （～について書かれた資料はないか）

レポート作成、卒業論文の執筆
⇒網羅的に資料を収集する必要がある

様々な方法を活用することが大切
分類は主題をもとに資料を探す際に有効



資料探索における分類の活用

• 同じ主題のものが集中する
• 体系的で階層性があり、関連する資料を探しやす
い

• 書名などにキーワードが含まれていないものも探
すことができる

• 1冊が複数の主題を持つこともある
• 新しいテーマ・分野への対応が難しい
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⇒複数の分類からアプローチするなど工夫が必要



分類による資料探索のアプローチ
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 ブラウジング（書架を眺める）
主題から目的の分類の見当をつけて
直接書棚を見に行く資料探索方法

 KULINEの分類検索を使う



分類検索

KULINEの分類検索を使う
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※ブラウザに”kuline”と入力して検索



日本十進分類法
(NDC)9版を選択

第１階層が展開
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第１階層
第２階層

第３階層

クリックして展開させていく
と、選択したグループの下位
のグループが表示される



検索結果が表示される

前画面で選択し
た分類番号

検索結果一覧
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17

書誌詳細画面

NDC9：121.6 →
NDC9版の121 (哲学＞東洋思想＞日本思
想)
に分類されている
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リンクをクリックすると
同じ分類番号の本を検索する
=同分野の他の本を検索できる



詳細検索
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選択画面から分類を選択し、
クリックして分類番号確定

分類番号をキーワー
ドや年代を組み合わ
せて検索できる



分類を活用した資料探索

• 体系的に整理されている
→ 関連するものの発見、新たな気付き

• KULINE上のすべての本の目録に分類番号が付
与されているわけではない

→ 資料探索には多面的な検索が必要
分類検索はそのひとつ
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ポイント



課題A

次の３つのテーマから1つを選択し、課題
に答えてください。

1 京都の祭りと文化
2 AIと未来社会
3 感染症と政治経済
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A-1

選択したテーマに関連するキーワードを２つ挙
げてください。
キーワードのどちらか、または両方を使って
KULINEの詳細検索画面から検索し、それらを
タイトルに含む図書を１冊選び、書名とNDC
（日本十進分類法）の分類番号を答えてくださ
い。
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NDC分類番号は9版の分類番号を
回答すること。
9版の記述がなければ他の版の分類
番号を記入してください。



KULINEのNDC分類表をもとに、選択したテー
マについて資料探索する際に有効と思われる
NDC分類番号3桁を考えられる限り複数挙げて
ください。

A-2
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分類番号はKULINEの
分類検索の表で確認し
ましょう



A-2で挙げたNDC分類番号3桁を用いてKULINEで
分類検索を行い、書名にA-1で挙げたキーワードを
含まないが、各テーマについて調べるのに役立つ
と思う図書を1冊選んでください。

A-3
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検索結果が多ければ、絞り込み検索
を用いて件名（主題）などで絞り込
んでください



絞り込み検索
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 出版年や件名、言語で
絞り込むことができる

 件名＝図書の主題



分類検索を使って資料を探すことの利点を
述べてください。

A-4
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A-5

分類検索を使って資料を探すことの欠点を
述べてください。



解答方法

• PandA テスト・クイズツール
「20200616_第6回「情報の組織化と検索：
理論と実際」課題（6/22 17:00〆切）」

• 解答時間：15:30まで
• 課題Bも同じフォームを使うので、解答を保存し
てください。

• 時間内に終わらなかった場合も保存し、授業後
に取り組んでください。

• 最終締切: 2020/6/22（月） 17：00

＊質問があればチャット機能でどうぞ。
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① 20200616_第6回「情報の組織化と検索： 理論
と実際」課題（6/22 17:00〆切） をクリック

①

解答方法

• PandA「大学図書館の活用と情報探索」のページ
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② 解答を記入

③ 「保存」をクリック
※押し忘れに注意

解答方法

③
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