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全文模索

科便覧

｢世界大百科事典プロフェッショナル版+CD-ROM

二の｢世界大百科事典+CD-ROMは,約8万5′000項目,7′000万文字以上の解説本文や,地図･年鑑･便覧などの資料を収録したZ枚組の電

子百科事典である｡ディジタル技術によって本の見やすさをパソコンで再現し,高速かつ直感的な検索機能を実現している｡

パソコンは,技術の急速な発巌によって便利かつ豊か

な表現力を持つようになり,企業や一般家庭でも[1常的

に利Jl‾Jされるようになった｡ソフトウェアの面でも,従

来の紙印刷出版で供給されていたコンテンツ(l勺容)が,

ディジタルならではの新しい機能を伴った電子出版とい

う形で電場するようになり,巾場が年々拡大している｡

株式会社平ノ､L社と日立製作所は,電子爪版への本格的

な取組みとして,共同で1996年10月に株式会社R‾市ニデジ

タル平凡社を設立し,マルチメディア百科事典｢マイぺ

ディア97+に続いて,1998年3月にはわが同で最大級の

電子百科事典｢世界大百科事典プロフェッショナル版+

CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory)を商一詳一

化した｡

｢件界大百科事典+CD-ROMでは,ディジタル技術によ

り,(1)印刷物の見やすさをパソコン上に再現し,(2)高速

かつ由二感的な検索機能を実現した｡同時に,伝統的なげ.

版編集ノウハウをディジタルコンテンツ編集に生かすよ

うな｢編集技術+を開亨芭し,制作効率を高めた｡

｢世界大百科事典+CD-ROMは発売後3か月間で3万

5,000本が～11.荷され,電子出版物としては異例のヒット商

品となった｡今後は蓄積Lたコンテンツと編集技術の応

糊分野を広げて,事業先行をH指す考えである｡
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はじめに

パソコンの普及と電子出版市場の拡大を背景に,1996

年10月,株式会社平凡社と日立製作所は共同で株式会社

日立デジタル平凡社を設立し,本格的な電子出版ビジネ

スに参入した｡1998年の春に発売した｢世界大百科事典

プロフェッショナル版+CD-ROM(CompactDiscRead-

OnlyMemory)は,過去に類を見ないほどの膨大なコン

テンツ(ソフトウェアの内容)を収録した本格的な電子百

科事典である｡

ここでは,｢世界大百科事典+CD-ROMを例として,日

立製作所のコンテンツビジネスヘの取組み方と今後の展

望について述べる｡

ディジタル コンテンツ サービスへの

取組み

株式会社R立デジタル平凡社は,｢社会生活･文化生活

を支えるレファレンス(参考図書類)の提供+を事業コン

セプトにしている(http://www.hdh.co.jp)｡1997年

5月には,マルチメディアデータ1フ了点を収録した小百

科事典｢マイぺディア97+CD-ROMを商品化した｡その

後,｢マイペデイア+シリーズではMacintosh済)版,AOL

(America Online:パソコン通信会員向けサービス)版,

※)Macintoshは,米国AppleComputer,1nc.の商品名称で

ある｡
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図1｢世界地図･日本地図+の地図表示画面

地図表示は,スクロールや縮尺変更などの機能により

為l書点
字5●10`5一 円

la8-4昏'18'g

贋頭′
麗頭

表示位置

を自在に変えることができる｡表示する線や地名の種渠頁を設定する

こともでき,ホットテキストになっている地名をクリックすると,

詳細地図ヘリンクする｡
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1998年度版などの展開を続けている｡｢マイぺディア+は,

｢97年日経優秀製品･サービス貨+の最優秀賞と,｢1998

年優秀映像教材選奨教育用コンピュータソフトウェア+

の文部大臣貴をそれぞれ受賞した｡

一方,マイぺディアシリーズの開発で培った編集技術

を応用L,ディジタルレファレンスの製品開発や受注開発

を進め,わが国初の本格的なディジタル百科事典として

｢世界大百科事典+CD-ROMを1998年3月に商品化した｡

世界大百科事典の概要

｢世界大百科事典+CD-ROMは,株式会社平凡二祉発行の

｢世界大百科事典(全35巻)+をディジタル化したものであ

る｡｢世界大百科事典+は520名余の編集委員,約7,000名

の専門執筆者が10数年の歳月を曹やして完成した百科事

典であり,紙印刷の書物として最高級の出版物である｡

｢世界大百科事典+CD-ROMは,出版ノウハウを可能な

かぎりコンピュータ上で再現するとともに,ディジタル

技術のもたらす新しい知識の検索方法･表現方法を取り

入れた電子百科事典である｡

3.1特 徴

｢世界大百科事典+CD-ROMは,｢世界大百科事典(本

巻)+CD-ROMと｢世界地図･日本地図･百科年鑑･百科

便覧+CD-ROMの2枚構成である｡

｢世界大百科事典(本巻)+CD-ROMには,約8ガ5,000項

目,約35万索引語にまとめられた7,000万文字以上の膨大

な解説本文を収録し,さらに,1,000枚以上のカラー写

真,約1万点のモノクロ図版と検索プログラムを収録し

ている｡

｢世界地図･日本地図･百科年鑑･百科便覧+CD-

ROMは,百科の理解を助ける資料集的な位置づけのもの

であり,地名総数8万以上を収録した｢1せ界地図･日本

地図+(図1参照),近過去13年の出来事を収録した｢百

科年鑑+,および約450種類の統計･資料データを収録し

た｢百科便覧+を収めている｡

3.2 本 文

｢世界大百科事典+CD-ROMには,何ページにも及ぶ解

説文が多い｡このため,内容をじっく り読めるように,

本文は本の読みやすさにならった2段組表示としてい

る｡この2段組表示はそのまま印刷することができ,関

連する図版も印刷すれば,本に匹敵する品質の資料が手

に入る｡

また,本文に埋め込まれた見出しを一覧表示する｢目

次+,本文に関連する項目を一覧表示する｢関連項目+,
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図2 索引検索画面

索引語は項目の読みや欧文表記からでも検索できる｡本文は拡大

表示もでき,文字のサイズも大･中･小から選択できる｡

本文に埋め込まれたキーワードから他の項Hを呼び出す

｢ホットテキスト+など,パソコンならではのリンク機能

により,知識を構造的にとらえることができる｡索引検

索から開いた本文の画面を図2に示す｡

3.3 検索機能

テキストや図版などのコンテンツは互いに関連づけら

れて｢知識+を構成しており,これをさまざまな方法で

検索することができる｡検索機能の一覧を表】に示す｡

検索方法には,(1)目的の項目を絞り込んでいく検索機能

と,(2)ビジュアルなテーマー覧から知識を探していく探

索機能がある｡探索画面の例を図3に示す｡

全文検索には,｢マイぺデイア98+でも実績のある検索エ

ンジン"InforshareTextsearchlgramKernel”の使用に

より,一つのキーワードを数秒で検索することができる｡

世界大百科事典の制作プロセス

4.1制作の概要

制作プロセスは,(1)コンテンツをディジタル化する人

力工程,(2)属性や関連づけを編集する編集_l二程,(3)最終

製品形態にする出力二L程に分けられる｡ここでは,多様

かつ膨大なコンテンツの流れを効率よく制御することが

重要である｡そのために,人力作業,編集作業,出力作

業を独立並行して実施する編集支援システムを構築した

(図4参照)｡

4.2 編集支援システム

編集支援システムは,(1)コンテンツ入力システム,(2)

編集校正システム,(3)フィルタリングシステム,(4)各シ

ステムを統括管理するコンテンツ管理システムから成る｡

表1｢世界大百科事典+CD-ROMの検索機能

目的の項目を絞り込んでいく検索機能と,ビジュアルなテーマ

一覧から知識を深めていく探索機能がある｡

検索名 内 容

索 引 検 索
｢～で始まる+,｢～で終わる+の双方向で35万索

引語を検索

全 文 検 索
本文7′000万文字に含まれるキーワードを数秒で検

索でき,ジャンルを指定した絞り込みも可能

項目グループ名 日本の市町村,世界の言語など,ジャンル別に体

検索 系化された約l′600の項目グループから検索

例 示 探 索
｢道+,｢光+など50のテーマを出発点として,従

来の視点では気づかない関連項目をたどる｡

ビジュアル探索
人文系,自然系を代表する70のテーマについて,カラー図

版を参照しながら解説を読み,関連事項をたどる｡
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図3 ビジュアル探索画面

解説文中にはホットテキストがあり,本文などとリンクしてい

る｡各国版はマウスクリックによって拡大表示することもできる｡

｢コンテンツ人力システム+はコンテンツの特性に最適

化した人ノJシステム群であり,入力したコンテンツはコ

ンテンツデータベースに登録する｡

｢編集校_汀ミシステム+では,コンテンツの】勺容確認作

業,コンテンツの関連づけ作業,製ぷ一に相当する検索確

認作業を行う｡イントラネットに接続された編集端末で

は,最新コンテンツと製品レベルの関連情報が常に参照

できる｡

｢フィルタリングシステム+では,検証を終J′したコン

テンツを,CD-ROMに最適化した形式に自動変換する｡

｢コンテンツ管理システム+では,各⊥程で蓄積した素

材の状態を管理し,検証済み素材を次の工程に流す制御

を行う｡

以_L二の構成により,この編集支援システムは,編集結

果を直ちに製品レベルで検証することを可能にした｡

37



692 日立評論 Vol.80No.10(1998-10)

原素材

テキスト

写真

図表

地図

コンテンツ管二哩システム ･コンテンツ著作権情報入力
･コンテンツタイトル,説明入力

●コンテンツファイル本体記主義

素榔B
:∃≡三≡:;蒜差違望慧鐘

入力作業 l雑作業 ‡出力作業 l
コンテンツ入力システム

SGMLシステム

画像処理システム

作図システム

CADシステム

編集校正システム

●コンテンツ内容確認

フィルタリングシステム

●リンクテーブル生成

●コンテンツ属性編集 ･模索インデックス生成
･コンテンツ関連づけ編集
(リンク情報入力)

●コンテンツ検索検証

●ファイル形式変換

1
CD-ROM

素材マスタ

注:略語説明

DB(Database)

SGML(剖andardGeneral-

izedMarkupしanguage)

図4 編集支援システム

コンテンツ管王里システム

の制御により,各工程のシ

ステムが独立並行に稼動す

る｡編集校正システムでは,

最新コンテンツを製品と同

等の検索機能で検証するこ

とができる｡

世界大百科事典のDVD展開

｢世界大百科事典+CD-ROMのコンテンツは,地図や図

版などを含めると1枚のCD-ROMの容量を超えている｡

そのため,今後はDVD(DigitalVersatileDisc)のような

大容量メディアを活用することにより,以下に示すユー

ザーメリット馴厩次提供していく計画である｡

(1)各コンテンツの充実

図版の収録数の増加と高品質化,映像や音声などのマ

ルチメディアデータの収録

(2)1枚のメディアヘの統合

本巻と資料集をDVDl枚に続合し,さらに百科項目と

各資料の相互リンク機能により,使い勝手を向上する｡

(3)他製品との連携

ほかのレファレンス製品や新聞報道資料集などを収録

し,新しい百科事典の活用方法を提供する｡

おわりに

ここでは,｢世界大百科事典+のCD-ROM化と,今後の

展開について述べた｡

株式会社日立デジタル平凡社が,設立後わずか1年半

で本格的な百科事典のCD-ROM化に成功したのは,株

式会社平凡社の｢編集力+と日立製作所の｢技術力+を

効果的に統合したためであると考える｡今後は,新しい

メディアの登場や異業種からの企業参入により,電子出

版市場の規模も競争もますます激化していくものと予想

する｡蓄積した｢コンテンツ+と｢編集技術+をさらに応用

発展させ,ユーザーのニーズにこたえていく考えである｡
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