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AOO61

MS-DOS基本コマンドを活用した文献検索システム

長谷川芳典

(長崎大学医療技術短期大学部）

ここに紹介するのは．MS-DOS基本コマンドとBA
SICコンパイラを活用した．心理学研究用の文献検索シ
ステムである．このシステムは．ワープロソフト等を用い
て．自分が読んだ文献のタイトル・著者名・キーワードな
どをフロッピーディスクに記湿し，引用文献表を作成する
ときや．文献名を思い出したいというときなどに利用する
ことを目的とする．また，他の心理学研究者との情報交換
にも役立てることもめざしている．具体的には次の処理が
可龍である．
①著者名やキーワードを入力して特定の文献のみを取り出
し．それらを表示したりBIDファイルに保存する．
②検索により取り出された文献を．著者のA,B.C頓に
並び変える．⑧論文投稿規定の露式に合わせ．著者．発表
年．雑誌名などの碩番を並び変え．ワープロの文喜ファイ
ルとして保存する．

眼文の論文のみをピ､yクアップし．ハンドヘルドコンピ
ュータに送信することができる．
⑤ハントごヘルドコンピュータで入力した英文の文献リスト
を，パソコンのファイルに追加することができる．
⑥このシステムで作成されだ文献リストは．シーケンシャ
ルファイルを読み込むことのできる．MS-DOS上のあ
らゆるソフトウェアに転送することができる．
⑦1文献あたりのレコード数をしようらい追加することが
できる（現在はB項目）．
ここでは．まず、MS-DOSの特長を生かした文献検

索システムを設計するにあたっての基本方針に式､て述べ．
次に個目…能を与えるさいに工夫した点にゴ,1て述ぺる．
なお．このシステムの使用を希望される方は．葉寄にて御
連絡ください．

1.MS-DOSについて
本涜に入る朝に．MS-DOSのさまざきな特長のうち

どのような点を利用したのかについて述べる．MS-DO
Sの諸持長については．近年．多数の雑誌･窟霜で紹介さ
れており，少なくともPLANETを読まれる方々に対し
ては言及不要であるかもしれないが．いちおう次の3点に
限ってふれておく．まず，データの互換性があるという点
である．たとえは．ワープロでBASICのプログラムや
シーケンシャルファイルを作血することができる．逆に．
BASICで統計処理をした結果をワープロで諦込〃で．
表を作ることも容易である．第2に．データの棲索が容易
である．基本コマンドである「F1肥」を使えば，特定の文
字列を含むデータだけを別のファイルに収めることができ
る．第Sに，データの並び替えが容易である．「”『」を
使えば，文字列をアルファベット願に並べたり，数嬉を大
きい頃に並べたりする操作がいとも簡単にできる．「”T」
を知っていれば．高速ソーティングに関する賭技法の知圏
はもはや不要であると言っても過言ではないと思う．

である．上記に述べたMS-DOSの特長を生かすことに
よって．ソーティングや検索はまったく問題なくできるよ
うになったのである．まだ，私は．特殊なフォーマットで
データを保存するような市販のデータベースをあまり好ま
ない．その理由はつぎのとおりである．①情報交換ができ
るのは，同じソフトを所青している研究者に限られる．②
レコード長に俶限がある堀合が多い．③項目数の変更が困
難である堀合が多い．④バージョンアップのたびにコスト
がかかる．⑤他のソフトに移すさいにファイル変換に手間
どる．

シーケンシャルファイルは．とうめん次の4本立てで構
成することとした．

(a)入力専用ファイル 『NⅥ厨MJ.~
(b痩新ファイル 『K"IN・旺輪
(c源簿修正用ファイル 『}紬p.E鴨
(d)原簿ファイル 『…畑j.晦鴨
これら4本のうち．(aZ(b)は当年度に読んだ文献デー

タを管理するファイル．(CE(d)はそれ以削に読んだすべ
ての文献のデータを管理するファイルである．なお．(a)と
(c)．(b)と(dXさそれぞれ同じレコード形式になっている．
入力用と原簿を分睡したのは．原簿は大容量であるためワ
ープロソフトで処理しにくいことと．入力操作中にいかな
るミスを生じても原簿を壊さないためである．
まず、(a)･(c)のレコードの形式を紹介する．このファ

イルは1文献について8個の項目（1項目詞ドイト以内）
から構成されており．一太郎などのワープロソフトや「田
LIN」などで．入力・修正を行なう．B個の項目は次のとお
りである．

（國惑リターンキーの押下を表わす）
－ー一一ー一一一・一.一一一ー一一一一一＝＝＝~'ローー一・一一一一

第1項目：著者(…合も半角ローマ字…とし，
頭にアットマーク､をつける)Q
第2項目：発表年（カッコでくくること）回
第3項目：タイトルQ
第4項目：雑誌名(…割よ「 In縄者:密の､xFy)」
)Q

第5項目：掲戯ページ(…劃ま｢鶏ﾗ銅:…」
）④
第6項目：キーワード（必ず，半角英文字で表記し、頭に
#をつける）回

第フ項目：コメント（なければQのみ)Q
第8項目：日本語祷文“合は．著者の漢字表記.④(外
国人の混合は”み）
ー一一一ー一■■■■■－－－－ー一一■■■■一一一一与三一一一一一■■■■■一q■■■

次に,一太郎を使った堀合の日本語文献の入力例を示す．
一一■■■■一一一■■■■一一一一一一q■■■ー一一一q■■■一q■■■ーーー一■■■■

"mra,H、｡
(1配週
心理学の戦後四十麺
日本大学文理学部学叢④
岨,野画
開…,MIF｢・洲ISWMY解吋qu.ig_mlW
回
大村政男Q
一一q■■■■■■■一ー■■■■一一一一一4■■■一一一一一ー一一一一一ーq■■■

(b)･(d)ファイルは．コンパイラーにかけた眠'ロログ
ラムによって．(a)･(c)の各8項目を1行のデータに変換

2．文献検索システム設計の基本方針
私はこのシステムを一生涯使いたいと思っている．その

ためには．次の条件を満たすことが重要であると思う．
①どんなに文献がふえてもパンクしないこと‘②保存形式
がいつでも容易に変更できること．③市販のソフトに容易
に移せること．④多用途に適すること．
上記の必要を満たすため．データはすべてシーケンシャ

ルファイル形式で保存することとした.ｼｰｹﾝｼｬﾙは．
読み込みや処理に長時間を要すると思われがちであるが．
それはカセットテープでデータを保存してい尼時代のこと

－12－
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したものである．上の入力例の混合には，以下のようなか
たちに変換される．

""YMa.H."."(1M)"."心理学の戦後四十年"eCO日本大
学文理学剖学窓,"40.田=7Z,"灘即…,"GIFT・鯛ISTm
Y醇囿qa,#aJM1涯画,画画."大村政男"□

ここで．(a)タイプと(b)タイプの2穂類のデータ形式を
採用したのは次の理由による．皿IN､WlCでは. 1行
毒､ご函バイトまでしか処理できない．しかし．1文献に
関するデータは．はるかに多くのバイト数を必要とするた
め，どうしても(a癖をとらざるを褐ない．②,1つぽう．
「FI叩」や「WT」は．行単位で処理される．したがって，
1文献のデータが1行で構醜される(b…罐である．
(a)から(b)に転送するさいには，入力ミスの検出のため．

(aゆファイルについて．aWﾗ目ごとに「＠」が．aT+1行目
ごとに「（」が先頭に位閥しているかどうかをチェックする．
このほか，(c)を用いた(d)の修正．および(b)から(c)への
転送についても，それぞれコンパイラにガけだ眠lCプログ
ラムを用意した．

3．検索の方法

検索は．(bZ(d)のファイルを対象とし．キーワードを
入力して行なう．すでに述べたように．MS-DOSには
「FI畑」という基本コマンドがあるので．たんにキー入力
をするだけでも検索は可能であるが，ここでは手間をはぶ
くため3通りのパッチファイルを作風した．
…田.甑T:ファイル名と8個以下キーワードを入力し、
それらのいずれか(ORでつなぐ）を含む文献のみを新し
いファイルにたくわえる．②….MT:すでにあるデー
タファイルに．(b)と(d)の中からB”キーワード(1個の
み）を含む文献を追加する．醍細.剛T:すでにあるデ
ータファイルから．特定のキーワード（1個）のみを含む
文献を取り出し，新しい別のファイルに保存する．以上の
①~③を組み合わせることにより．キーワードをAND"
ORでつないだいろいろな検索が可能になる．
このうちパツチフアイル①の内容をB瞳1に示す．

フ．おわりに

このシステムを作成してから，5ヶ月あまりが経過した．
これまでに入力しだ文献数は劉刷躍度であり．今のところ
不便は感じていない．入力には多少手間どるが，いったん
入れてしまえば．たいへん便利なものである．今後嫡題
として．文献数が増加していったときに，原簿ファイルを
複数のプロ､yピーディスクに分割する必要がでてくる可能
性がある．しかし．毎日1文献を読むとしても1年間の総
数は到睦りであり，そうした改良に手間どる以前に，フ
ロッピーディスクの大容量化や低価格のハードディスクの
普及が実現するものと思っている．
最後に，ここに述べたような形式でデータの保存する研

究者がふえることを期待したい．フロッピーディスクを交
換するだけで，大型計算機のデータベース利用とは異なっ
だ，生き生きとした楠報収集ができるはずである．
一一一一一一一一一一一別表1－一一一一一一一一一一一
:：：：:心観臥T:::::

田p酢F

霊T呼罰1

四個B:W%・恥Tにデータを保存します
田P中止したい時はSTOPキーを押してください
剛圧

田p酬

MIFT

FI畑画%1"B:…uj・圧FB:MIN.暦氾:群融臥T
:函T

SIIFT

IF"%1の=琴園田TOTF

F1肥園%1"B:…凧j・暦B:"1N・圧F>>8:WX､D『
"10WT

:nW

TYEB:WX.MTIf

一一一一一一一一一一一別表2－－－－一一一一一一一一
10' "A:TuKqj.BFP,A
釦IMJT画ファイル名を入力してください";F$
釦lWT国軍を指定してください(1:心研2:岬ｿ;S1$
401FST$<'1･mS1$O"2""1U釦
印IMJT画プリンターに印刷しますか(Y加ｿ;雨
mIF""Y"T卜副IWT"1行の文字数を指定してくだ
さい園;LM

刀IMJT画キーワードやコメントの付加(Y州ｿ;唾
田圃"8:"+f$f".DATFMIMJT"#1
田圃"B:"ff$+P､､”･FmqJTRJTAS"
1mFMI=1TO8

110IFr(1) 1Om
mIMJT#1.AMI)
1"IFf(1)MI<>8MTOm
1401FLrT$("1),1X>Pげ印TO1a
画趣T I

1"IFS憾琴1画、副函Bm
170IFS1S="rTB"BMO
1mIF"=･Y"T}副函B知
1卯田TO1m

mq_E

2101FR<>"Y"1}剛即

（－部省略）
mlFLm("8)X3"WO"
310mINT",AK8):…;HI賦総(2),2,4);"":M3);""
;AK4);".";M5):MTOm

卸mINT","=*";RI即『訊総(1),L醜総(1)%1);.";N1
畷(鰍2),2,4);”“;綿(3);“”;綿(4)8画.園;鱒(5)
麺匪､刷

知mINT鯉,M6):m1町鯉,"(7)
麺匪1m
一一q■■■－－ー一一一一一一一■■■■ー一一一『 一一一一 一

１
１
１4．著者のアルファペ､yト願に並びかえる方法

引用文献表を作醜するときなどに．検索のさいに作成し
た新しいファイルを著者のアルファペ､yト順に並びかえる
必要がある．基本的には「噸T」を使えばよいのだが．手
間を省くため，パッチファイルを用意した．

5．清唇の方法

読文役需定の霊に合わせ．著者，発表年，雑誌名な
どの碩番を並び変え，ワープロの唾ファイルとして保存
する．これを実行するプログラムの一認を別表2に示す．
なお，引用文献表作血のための細かい修正はワープロソフ
トで行なうものとした．

6．その他の槙龍

このほか．キーワードの一覧表と著者の－覧表を作成・
更新する樋龍をもたせだ．いずれも．A,B,C順に並ぺ，
出現頻度とともに表示することができる．これらに必要な
プログラムは．コンパイラにかけた複数"Ippグラム
をパッチファイルに配園して作成した．基本的I劃ま,O(a
)と(c)のファイルをu旺I岨j｢文で読み込む．②キーワー
ドの堀合は「#j･著者の場合には「9」ガ先頭にある行の
みを新ファイルに収録する（キーワードの飼合は．新ファ
イルをさらにIMJ1莚読み込み，同一文献内の複数個のキ
ーワードを分離する）．⑧新ファイルをソーティングする，
④重複行をチェックし出現頻度として数える，といった構
風になっている．

－13－
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AOO62

日本語論文の表現力をチェックする簡易う°ログラム
長谷川芳典

(長崎大学医頴技術短期大学部）

10囲圃A:….顕.A

釦旺INTAMO-Z
釦q_S

40L"JEO,3:IMJT"チェックする文詫を入力してくだ
さい";昨＄
"L"MEOo9:1順｣T画…さ学らですか？1.（ ．．
）2.（ 、。） い､侭
mlF…･1"T}剛…画81".:…814"･aEIF
…いざ、副…8141":融李8142･日垂"Tbm
"D1酔園…:m="…蚕汀+…

"AIN1罪圃…,….…
…,……,……
….一
"AI犀…野10….….画
…,…
1mq－S:L噸IE5,10:？“ただ今チェックしています〃〃”
110m"B:"+f$fH".､”師IMJT"#1

1mIFr(1)mTbm
1釦峨=IMJIK1,#1):M="")
1"IF(岬魁印細M<削吾)MMM>倒仔"1bi"
1mlF(岬倒画細M<脳坏）硯榊圃細namjl､
JI+1

1田酔lenⅨ"0.++"M),2):mIOM
1扣酔IMJVK1.#1):酔紅(酷）
1釦鰯ヰ"M)+RIGJIM"『什"M),2):畦Ⅷ_(画餅+⑬
）
mlFC)3B1"Tﾄ副mjImJI+1

miF⑬…Tﾄ副…+1

210IF mB1田頭(C>勝壷細C<魁画)1ﾄ副剛TE
噸肝1:"1bM

mlFの幽霊細C<m…W剛剛1"jl+1:mTO2"

mlFC>m=MC<恩郵冊副は込穐E+1

240WWleｲ｢駁W$".18)

aIFRIMTKm$，4芦皿細RIQW双肌$,8X>W+
"…1}mmll":…:噸T屯:剛1屯:脇卸:AIM:mmT
O1m

mlFm$…T卜印画=m+1:面『0310

mIF③…1｝副"ID310
mlFIFWHAIH1$, WSDOTﾄ副AI"AIH+1
mlF IEIKAIm,RIgｲ1頭DI$･便)DOTFRAIMIH+1
知園1blm

310日蝿別+1:Mjl…jl+mjl:…+":WT"

ARMT:W1"jlIMjl:眠恥E+":MIWINIAIM

画ぬjlm:…:噸『屯:剛1｡:KH:AIH:"10m

麺q-S:雪:？Sml“5,画要);""R";SmlW5b"F):
？

麺？”総文字数=画8池ル？
知？園1文あたり…=":CINT(池j1個N):？
知？画読点ごと…二P:CINT(冊bjl/(BM価椚)):？
釦？画カタカナ…=;CINT(WTMjl*m);"%｡:？
麺？"漢字…園;CINT((kjl十噸2"jl*1m);園汚
:？

麺？画第2棒轄嘩=画;隈2:？
4m？園1文あたりの｢である。j…";CINT("
l鵬1m);"”:？
410？画あいまい……"=;MIH
⑧？:?:?:？園どれかのキーを押すと終了しまず:W=IN
RJIK1):m
（見やすいように英字げぱ.｡,閉IⅧま？であらわした）

これは，わかりやすい満文を塞ぐためにI耀な諸情報を
提供する魎単なプログラムである．「一太郎jなど,昭－0
鮨上で動くワープロで作成した…あれば容易にチェッ
クができる．以下にチェック項目を紹介する．
①繩文字数
全角・半角の,ぼれも1雪として数える．見出しやスペ
ースは含まない．
②1文あたりの文字数
わかりやすい文章をまくための第1癖蝋ま.文を短くす
ることである．…を目噸にしたいものだ．
③読点ごと…
むやみやたらとテンをうつと．読むほうはイライラしてく
る．lu震なところ以外にはうたなし鱈うがよい．
④カタカナの出現率
若者向きの広告文にはカタカナばかりで露かれているもの
がある．、…ではどうだろうか．なお．ここ画ま
全角のカタカナのみをチェックする．
……
ワープロで率寮書くと，どうして＝ふえてしまう．
漢字で埋めつくされて字面が黒くなっているよう…ま
読みづらい．
⑥第2水潅溌字曜駁
第2水準ROMを簔箇していないプリンターを使うときに
は．この点に留意す忍密ある．
⑦1文あたりの｢である．」の個敬
「である．」が続く文章は紋切型で読みにくい．
⑧あいまいな表現の出現個数

し

線部分）が何回出現したかをチェックする．趣では．は
っきり言い切ること，自分の意則ま．『私は-と思う」あ
るいは「秘惑～と考える」と寒くことが大鰄．

このプログラムは．シフトJIS方式を採用してい認
SICにおいてのみ育効である．文窪ディスクをBﾄgライブに
入れて起動し、文露名を入力する．そのさい.罐引ま省
略する．一画以外の牢の壌合には．拡張子を「.‘期」
に変更しておく血函ある．次に．率緬I．．」であ
るか「、。」を楯定する．「3．5．1．」というように
鯉ﾘｵﾄ2を含んだ見出しがある塩合に前者を棺定する
と．3個の独立した文として処理されるので注意が必要で
ある．なお.句点なしに改行されている文はI見出し」と
見なされ、チェックされない（見出しと本文とでは．文の
長さや漢字の出現率が異なると判断したためである）．
このプログラムでは唾ファイルから「I順I脇｣“を

使って1バイトづつデータを読込んでいるガ.肥一瞬
…l…には．半角雪か塞轌かを自”こ蝋断し
て1文字づつを読み込むことのできる“を装儲したもの
もある（たとえはI囲鴎…「 IMJT\j) @そうした関
数が使える塀合には．もっと短いプログラムですむ．
"lCで動れているため相当の実I稲を要するが．コ

ンマイラにかければ，1…でも”で唾できる
ため実用上支瞳はない．
■■参考文献■■木下是雄｢何を霞くかどう唇くか一一
一一一理科系の作文技術一一一一一j (雑誌｢自然」に．
1…～1田1画月にかけて掲載）■■本多燐一「日本
語の作文技術j朝…↑■■
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