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唇特集電子ブｯｸ
LippincottWilliams＆Wilkinsの電子ブックコレクション

Ｉ．はじめに

Ｏｖｉｄ社は、複数の出版社のデータベース、電

子ジャーナル、電子ブックを自社のプラット

フォームで提供しているので、Aggregator（ア

グリゲーター）と呼ばれている。電子ブックは、

2000年にBooks＠Ovidとして、Lippincott

Williams＆Wilkins（以下、ＬＷＷ）とMcGraw‐

Hillの１４タイトルからスタートしたが、数カ月

後には、OxfbrdUniversityPress（以下、OUP）

が加わり、収録数が１９１タイトルに増えた。現

在、Books＠Ovidはその収録分野を医学・薬

学・看護学からほかの分野にまで拡げ、提携出

版社を増やし、3.300タイトル以上を提供してい

る。ここでは、同じWoltersKluwerHealth傘

下のＬＷＷの医学・看護学分野の電子ブックコ

レクションに絞って紹介する。

Ⅱ、Books＠Ovidの契約形態の変遷

約１０年間Books＠Ovidの販売に携わってき

たが、動きだしたのはここ２，３年で、それまで

は苦戦続きであった。2004年から、日本医学図

書館協会と国立大学図書館協議会向けに、さま

ざまなタイプの提案をしたが、契約したのはわ

ずか数機関であった。その理由は、電子ジャー

ナルの急激な普及に比べて、まだ時期尚早だっ

たこともあるが、Ｏｖｉｄ社がデータベースや電子

ジャーナルを提供していたために、電子ブック

の契約形態を同時アクセス数の制限のある、し
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かも購読タイプにしたためであった。図書館の

ブック担当者にとって、毎年課金が発生する

Ovidの電子ブックは受け入れにくい製品だった

ようだ。

２００６年Ｏｖｉｄ社が、同時アクセス数の制限の

ない買い取りタイプの契約形態を追加したので、

少し契約件数を伸ばしたが、飛躍的な伸びには

至らなかった。VolumeDiscout、つまり契約す

るタイトル数によって割引率が定まる方式のた

め、数千冊の中から買い取るタイトルを決める

労力を顧客に強いてしまったようだ。マーケッ

トが反応し始めたのは、Books＠Ovidの電子

ブックコレクションを発表してからだった。

Ⅲ．ＬＷＷの電子ブックコレクション

2008年、Ｏｖｉｄ社は、ＬＷＷの約1,000タイト

ルを主題分野別とDoody，sEnterpriseの評価に

基づく２つのタイプのコレクションにまとめた。

多岐にわたる主題分野ごとのコレクションを用

意したが、少数の専門病院が契約したのに過ぎ

なかったのに比べて、ＬＷＷＤｏｏｄｙ，sCollection

は、まずまずの成果を得た。へルスサイエンス

系の図書館の蔵書構築をする上で参考になるの

は、２人のライブラリアン（AlfredBrandonと

DorothyHill）によるBrandon/Hillリストだっ

たが、2002年版を最後にこのサービスは終息し

た。これに代わるものが、Doody'sEnterprises

といえる。毎年、へルスサイエンスのブックの

中から専門分野別にDoody'sCoreTitle（以下、

DCT）を選定し、ＤＣＴｌ．（Good)、ＤＣＴ２．

(VeryGood)、ＤＣＴ３．（Excellent）のようにス

コアで採点する。そこで、Ｏｖｉｄ社は、ＤＣＴと

－１７８－



評価されたＬＷＷタイトルを２種類のコレク

ション、ＬＷＷＤｏｏｄｙ・sEssentialCollection（以

下、Essential）とＬＷＷＤｏｏｄｙ'sCoreCollection

(以下、Core）にまとめ、コレクションとして

提供することにした。Essentialには、ＤＣＴの

獲得スコアが2.6から３．０の、Ｃｏｒｅの中でも特

に必須のタイトルが含まれており、2009年版の

Coreは１９８タイトル、Essentialは５５タイトル

のコレクションとなっている。2008年版のコレ

クションをすでに買い取った顧客向けには、

2009年版を補足するBridgeCollectionを用意し

ている。

ＬＷＷの電子ブックコレクションの買い取り

価格は、収録タイトル数によって通常価格から

大幅な値引きが発生する。2009年版のEssential

は４０％引き、Ｃｏｒｅは６５％引きが適用される。

Books＠Ovidは、出版社によっては、ｌタイト

ルからの買い取りができるので、ＬＷＷＤｏｏｄｙ，s

Collectionに必要なほかの出版社のタイトルを

個別に追加することにより、その機関独自の

ブックコレクションを構築できる。新版がリ

リースされた場合、旧版を買い取っている顧客

には特別価格を提供している。ここで、電子

ブックの利点を言及することはしないが、電子

ジャーナルと同じようにブックをプリント版か

ら電子版に切り替えた顧客は、新版が出版され

るとプリント版に戻ることなく、引き続き電子

版で契約する傾向が伺える。

Ⅳ、Books＠Ovidの利用法

Books＠Ｏｖｉｄは、Ｏｖｉｄの二つのプラット

フォーム、“OvidSP”と“Nursing＠Ovid”およ

び“Clin-eguide”のプラットフォームで利用で

きる。利用者は、契約したブック・コンテンツ

を３種類のプラットフォームから選んで利用で

きる仕組みになっている。ここでは一番利用さ

れているOvidSPを例にBooks＠Ovidの利用方

法を説明する。

1．ブラウジング

Ｏｖｉｄ社は、図書館がWebsite上で、Ｂｏｏｋ
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A-Zを案内できるように、タイトルごとの

ショートカットＵＲＬを用意している。また、

OPACにリンクを設定するためのＭＡＲＣレ

コードをダウンロードできるようにしている。

Books＠Ｏｖｉｄのブラウジング画面では、書名の

アルファベット順と主題分野別に、ブックを案

内している（図ｌ)。目的のブックを開くと、左

列に目次やIndexA-Zのキーワードが表示され、

クリックすると、目的の箇所にたどり着く。

2．検索

電子ブックの利点の一つに、検索機能が挙げ

られる。Books＠Ovidは非常に豊富な検索フィー

ルドが用意されている。Pagination（ページ）

からの検索が可能なので、参考文献のブック

をBooks＠Ovidで確認する場合、Multi-Field

Search（マルチフィールド検索）でブックのタ

イトルとページのＡＮＤ演算を行うと簡単に探

し出せる。

Ｏｖｉｄ社は、２００７年１０月に、“OvidWe

Gateway”に代わる新しい検索プラットフォー

ム“OvidSPVersion１．０，，をリリースした。そこ

で登場したのが、“BasicSearch”（基本検索）

のNaturalLanguageProcessing（自然言語処

理）（以下、NLP）の検索手法である。ＮＬＰは、

文章形式での質問に対応している。完全な文章

にする必要はなく、単語の羅列でもかまわない。

BasicSearchでは、利用者が入力した文章の中

から、検索語に取り上げる語・句を抽出する。

"IncludedRelatedTerms”（関連する語句を含

める）をクリックすると、語葉集（レキシコン）

と照らし合わせ、語尾変化、同義語などの関連

する語を含め、検索する。BasicSearchでは、

一冊の本の章をさらに細分化したパッセージ

(部分）が検索単位となる。選び出された語・句

のパッセージ中の出現回数、出現頻度、重要度、

近接性、語葉レベルの５つのファクターを解析

し、関連性の高い順に、星印（★）でランキン

グ表示される。検索に取り上げられた語・句は、

"SearchlmfOrmation”（検索情報）で確認する

ことができる。
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の高い順に星印で結果が表示される。図２は、

2009Doody'sEssentialCollectionでの検索結果

で、３つ星は、どちらかの概念、rehabilitation

(リハビリテーション）かspinalcordinjury（脊

椎損傷）が欠けているので、５つ星４つ星の内

容をまず確認すればよいということになる。利

碗 嘩 ， = 目 次 の 先 頭 へ 謹 前 へ 次 へ 毒 最 後 へ 宙すべてのブック

タイトル別にブラウズ ’７

例えば、“脊椎損傷後のリハビリテーション”

がどのパッセージに書かれているかを検索する

場合、“rehabilitationafterspinalcordinjury,，

と入力すると、“after”を除いて、rehabilitation

とspinalcordinjuryの語・句が抽出され、さら

に関連する語句を含め、解析が行われ、関連性
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用者は、瞬時に数百冊の本の中から、質問の回

答がどの本のどの章のどのパッセージ（部分）

に書かれているかを知り、内容を確認する。こ

れは、Books＠Ovidをブックの集合というより

も、一つのフルテキスト・データベースと考え、

より短時間に、目的の箇所にたどり着かせる

OvidSPの設計思想からきている。

3．印刷、保存、E-mail送信

ブラウジングや検索からブックを読む段階に

進むわけだが、プリント版に慣れた人にとって

は、ＰＣ画面で読むのは抵抗を感じるだろう。

ただ、プリント版では成し得ない機能が電子

ブックには豊富に備えられている。音声や動画

をサポートできるので、心臓の音や手術などを

耳や目で確認しながらテキストを読むことがで

きる。また、さまざまなリンクが設定されてい

るので、参考文献の内容をフルテキストや抄録

ですぐに確認することができる。しかしながら、

まだプリント版と同じように紙媒体で読みたい

利用者が多いのも確かである。その場合、保存

とEmail送信は章単･位だが、印刷はパッセージ

単位でも行える。
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Ｖ，おわりに

遮子ブックは、所有感が味わえないという声

がある。通常、機関峨読なので確かに共有して

いる形だが、Books＠OvidはMyAccount（個

人アカウント）にログインすることにより、個

人向けに自由にカスタマイズすることができる。

図譜館のプリント版のブックに書き込みをする

ことは禁じられているが、Annotation（注釈機

能）により、ブック単位あるいはパッセージ単

位で番き込みができる。２０１０年４月にリリース

されたバージョン３．０で、パーソナリゼーショ

ンの機能が強化され、あたかも「自分のブック」

と感じることができるようになった。新機能で

あるMyProjectによって、常に参照する章や画

‘像を整理整頓し、「しおり」のように利用するこ

とができる（図3)。

読みたい電子ブックをすべてBooks＠Ovidで

提供できるとは限らない。Ｏｖｉｄ社は、2008年８

月、“OvidSPVersion20'’で、“OvidUniversal

Search”をリリースした。OvidUniversalSearch

は、別途契約しなければならないが、ほかのプ

ラットフォーム上の遮子ブックやそのほかの．
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ンテンツもOvidSP上から横断検索し、取得し

た結果をOvidSP内で管理・整理することがで

きる。また、“OvidUniversalSearch'，の補助機

能として、“OvidToolbar'，が追加された。

OvidSP外部のサイトで見つけたブック・コン

テンツも、OvidToolbarにより、MyPrOjectに

保存し、整理することができる。つまり、利用

者は検索したいコンテンツがどこにあるかを気

にせずに、単一のOvidSPプラットフォームで

一元管理できる。

Ｏｖｉｄ社は、非英語圏のインターフェイスを開

発してきた。今まで、フランス語、ドイツ語、

スペイン語さらに中国語のインターフェイスを

リリースした。２０１０年５月、ついに日本語イン

ターフェイスが登場したので、今まで気がつか

なかったOvidSPの機能を使いこなすことがで

きるようになることを期待している。
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