
事例紹介：バース大学（イギリス）

学術界向けの規格ソリューション



バース大学について

バース大学は、英国サマセット州バース市に拠点を置く国立大

学です。2016年に創設 50周年を迎えました。年間で 15,000
人を超える学生が学び、英国大学ランキングでトップ 15にラン
クインされています。1

同大学では、世界問題への対応策を探求する最先端研究を行っ

ています。こうした研究のテーマには、世界で初めてとなるパー

ム油の代替物をイースト菌から工業規模で生成する取り組みや、

次世代リチウム電池、電気自動車用エネルギー貯蔵などがありま

す。2014 Research Excellence Frameworkでは、バース大
学が提出した研究活動の 32％に最優秀等級の 4* が与えられて
います。この等級 4 は、活動が独創性、重要性、厳密性の各項
目で世界最高級の水準にあると評価されたことを意味します。2

バース大学は急速に発展している大学ですが、特に近年は目

を見張るものがあります。2016年度は 15,570人の学生が同大
学で学んでいましたが、そのうち 11,315 人が学部課程（全日制
および定時制）学生、4,255人が大学院生でした。

The Times Higher Education Student Experience 
Survey 2015 3 によると、バース大学は英国の大学で最も

スチューデントエクスペリエンスが高い大学だと評価されていま

す。また、学生満足度指標（総合）で同 2位、卒業後の進路（全
卒業生のうち、卒業後 6 カ月時点で専門職に就くか大学院に
進んだ学生の割合）で同 3位につけています。

規格のニーズに対する大学の考え方や、ニーズに応えるために

大学が導入しているツールの一部について、David Stacey氏に
説明していただきました。（以下、同氏のコメント）

当大学は、教育機関として STEM（科学、技術、工学、数学）
の各学科を最重要視しています。こうした学科は非常に多くの分

野から注目されています。また学生の多くも、実務研修などを通

じて実業界と接し、その後は規格について一段と強い関心とニー

ズを持って大学に戻ってきます。

これまで当大学は、工学、物理学、科学、数学、技術分野を中

心に学術的な強みを持ってきたため、常に最新バージョンの規格

に基づいて活動することは必須要件となっています。

しかし個々の規格ベースでその要件を満たすには、多大なコス

トと時間が必要です。したがって、当大学では BSOL（オンライ
ン規格データベース）、つまり世界的に認知された 95,000点を
超える規格を集約したオンラインカタログのサービスを採用した

のです。

BSOL の操作は非常に簡単です。当大学はこのデータを利用
できる年会費の予算を計上しています。利用しているすべて規格

を個別で備えた場合のコストを考えると、この数年間で膨大な費

用を抑制できたことは一目瞭然です。

バース大学の規模：

　　　利用しているすべての規格を

個別で備えた場合のコストを考えると、

この数年間で膨大な費用を

抑制できたことは一目瞭然です。

2016年度の学生総数は15,570であり、

うち11,315人が学部学生、4,255人が大学院生

全4学部、18学科

研究費助成金と研究契約金額は

合わせて1億2,300万ポンドを超える

研究活動の87％が世界トップレベルあるいは

国際的に優れていると評価されている4

　　　　　David Stacey 氏
　　　　　（工学設計学部司書）

1. https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings

2. http://www.bath.ac.uk/corporate-information/research-excellence-framework-ref-2014

3. http://www.bath.ac.uk/about/rankings/index.html

4. http://www.bath.ac.uk/about/organisation/facts-figures/index.html
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BSOLは、規格の利用を簡素化し、費用対効果を高めるために開発されたオンライン規格データベースです。BSOL
を使えば、95,000 点以上の国際的に認定された規格を集約した包括的規格文書ライブラリにアクセスすることが
できます。

バース大学が会員として購入している BSOLサービスは次のとおりです。

    53モジュール

    コレクションにある規格数は 29,860点
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BSOLの操作で難しいところはありますか？

このサービスの利用で難しいと感じたことはありません。この

数年間でさまざまな利用方法を試してみました。実際に利用して

みると、操作は簡単なことが分ります。私が教えた人や実際に

使った人は、短時間で操作方法を習得しています。

大学職員と学生が利用で費やす時間の 99％は、有効な結果を
得ていると言えます。

BSOLサービスの定期会員になった
主な理由を教えてください。

重要な BS と BS/ISO文書を大量に利用するという点から、
BSOLを使うことで大規模な経済性を得られるということです。
BSOL サービスを利用していなかったならば、個々の文書の購
入という割高なコストを支払い、多くの事務管理作業を使って文

書収集を行っていたと思います。

大学のあらゆる分野に所属する職員や学生は、必要な時に文書

の全文にアクセスすることができます。サービスは年中無休で利

用でき、文書の内容にもキーワード、規格番号、分類別検索や閲

覧を選ぶだけでアクセスできます。

当大学が年間会員となったのは数年前ですが、これは、私が現在

の工学設計学部司書の仕事を始める以前だったことは確かです。

間違いなく、このサービスは重要なリソースになっています。

BSIが提供する利用統計でも、当大学の利用頻度が一貫して高い
ことを示しています。

他の研究機関へのアドバイスはありますか？

導入を決定する際には、実際のサービスと製品の品質について、

そのコンテンツ、アクセシビリティ、プラットフォーム自体、

そして操作の容易性という各要素を熟考すべきです。加えて言う

と、BSIの担当者から受けたサポートや研修はどれも非常に有益
でした。BSIの研修担当者は大学へ来校して教えてくれました。
宣伝用の資料を使ってサポートを受けましたが、その研修によって

品質の良さが一段と高まりました。

他の司書や大学、研究施設の方へのアドバイスとしては、BSI
に連絡して、製品やサービスをトライアルで使用してみる。そして

その品質を精査してみる。他の分野の学生や研究者などの意見を

聞くことも一案です。その後で導入するかしないのかを決定すれば

良いのです。

利用統計を見れば費用対効果の高さをよく理解できます。また、

どのような規格に需要があり、逆に衰退しているのかについて

判断できる情報も入手できます。

意外に思うかもしれませんが、同じ教育機関に所属する他の

各種専門サービス部門の職員も、規格へのアクセスを求めるだけ

でなく、有効に利用しています。規格の利用者は、学者、研究者

だけではないわけです。

　　　　BSIに連絡して、

　　　　トライアルでBSOLを使用し、

その製品を理解する。

その後に決定すれば良いのです！
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バース大学と規格：

 9 2016年は25,238点の規格をダウンロード

 9 同年にダウンロードした規格総額は 1,932,277ポンド

ダウンロード数ベスト 5（2016年）：

BS EN 1992-1-1 コンクリート構造物の設計

BS 1377-8 土木工学向け土質試験法

BS EN 1995-1-1 木構造物の設計

BS EN 1990 構造設計の基本

BS EN 1993-1-8 鉄骨構造物の設計
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　　　　　Bhavna Sharma 氏
　　　　　（土木建築学部講師）

大学学部と研究施設による

規格の活用に関するその他の意見

Bhavna Sharma氏に、大学での授業や研究で規格を活用す
るベストプラクティスを説明していただきました。

（以下、本人のコメント）

通常、私が講義において規格を参照するのは、革新的な構造資

材を例として示したり、持続可能性に関するプロジェクトへアク

セスする手段として使ったりするためです。参考にする規格数は

対象分野によって異なります。建築物に使用する天然材について

講義するときには、多くの木規格を使います。

工学設計分野で進行するグローバライゼーションの影響を学生

に説明する方法としては、関連規格をすべて参考にするようにし

ています。また、英国と欧州規格だけでなく、ASTM や ISO の

規格も使っています。

規格の利用について、他の大学にはどのような

アドバイスがありますか？

研究と講義の観点から言うと、これまで所属した機関のすべて

において規格は非常に有益でした。これまでは自分の研究分野で

規格を利用することが普通でしたが、最近になって講義にも使い

始めました。会員になって定期サービスを購入することは大きな

意味があると思います。

一般的に言うと、規格は世界中で実施されている個別のプロ

ジェクトに共同体的意識を徹底させる役割などの意味で、研究

分野には非常に有益なものだと考えています。また規格へのアク

セスという観点からは、講義中や特定課題の研究中に、学部生

だけでなく大学院生に参考情報を提供できる点で大いに役立って

います。



Cristiano Figueiredoさんには、自身が研究で実践している
実用的な規格利用のヒントを数点教えてもらいました。

私の博士課程での研究テーマは、あらゆる建造物、遺跡、歴史

的遺産の保存を目的とする天然水硬性石灰の利用法です。資材の

利用は規格に準拠していなければなりません。つまり、私が実施

する材料の検査や特性化は、国際規格、欧州規格に適合する必要

があります。

研究活動を対象とする

規格の検索について教えてください。

通常、規格の検索はオンラインポータルの BSOL を利用して
います。このポータルから、必要な規格の古いバージョンを探し

て参考にしています。

実際、博士課程の研究中に、ある規格が新バージョンに更新さ

れたのですが、その更新は研究対象の項目が修正されたのか、そ

れとも単に内容の調整なのかに関心がありました。具体的には

BS EN 459-1という規格です。

旧バージョンと照らし合わせて更新内容を調べてみた結果、多

くの修正は私の研究テーマに関連していることが分かりました。

規格はあなたの将来に有益なものですか？

私は、自分の研究目標の一つとして、新規に改定された規格に

影響を与えることやアドバイスを提供することを掲げています。

例えば、BS EN 459は材料の生産面では重要な規格ですが、保
全関連事業の材料使用面では特別に重要というわけではありませ

ん。研究活動では規格の利用を勧めています。また、規格は信頼

の構築やリスクの低減に貢献すると信じています。

支援の詳細や研究課題の提案については、電子メールアドレス

（research@bsigroup.com）宛てにお問い合わせください（英語対応のみ）。
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　　　　　Cristiano Figueiredo 氏
　　　　　（博士課程学生）

　　　　研究作業では規格の利用を

勧めています。また、規格は信頼の

構築やリスクの低減に貢献する

と信じています。

研究プロジェクトに

BSIのサポートを利用できます

研究活動は、規格の策定に重要な役割を果たします。

研究活動を通じた新しい概念の探求や革新的な発想の研究は、BSI規格委員会の業務に有益な効果を与えています。

このような理由から、BSIでは、規格や規格化に影響を与える研究活動や研究課題を限定して支援しています。

支援は、当協会の規格開発部門を通じて行います。

同部門は外部の指導者として、大学院研究者に対して、研究課題の全段階で（提案から論文発表までを通じて）支援を提供しています。
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BSIグループジャパン株式会社  ｜  British Standards Institution（英国規格協会）

T: 03 6890 1174     E: BSOL.Sales.Japan@bsigroup.com

bsigroup.com/jp-JP/Standard/BSOL/


