
年2月に発表した公共図書館サービスの戦略ビジョン

『将来への枠組み（Framework for the Future）』

（E056参照）において，「国民のネットワーク」が国家

的な情報政策の中で果たしている役割を評価し，今後

の活動に関してはResourceが各地の図書館行政庁と

議論を重ねていると言及している。また今後は，これ

までの成果に基づいて，オンライン上にコンテンツ，

学習支援サービス，コミュニティを構築するための戦

略策定へ重心を移すことになるだろうとしている。

1998年に発表されプロジェクトの礎となった報告書

『新しい図書館：国民のネットワーク』（CA1181参照）

では，“新しい図書館”は3つのストランド（より糸）

で編まれる，つまり（1）ネットワークの構築，（2）図書

館職員の情報技能研修，（3）コンテンツの開発から成

るとされていた。「国民のネットワーク」のホームペー

ジによると，現在プロジェクトはその活動を第2フェー

ズと呼ばれる新たな段階へと移行させ，「国民のネッ

トワーク」を図書館外の様々な場所でも利用できるサー

ビスへ展開しようとしている。この第2フェーズは，

（1）「国民のネットワーク」を国家規模のオンライン

サービスとするためのプロトタイプの開発と（2）それ

を構成する具体的なサービスの充実という2つのスト

ランドから成っており，後者については，既に，読書

促進に焦点をあてた様々なサービスが英国読書協会な

どの関係諸機関と共同で行われている（CA1498参照）。

「国民のネットワーク」はインフラ整備という初期

段階を終え，サービスの定着を目指した次なるステッ

プへ進んでいる。今後の展開にも注目していきたい。
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１. はじめに

デジタル情報資源の長期保存は，「文化の継承」お

よび「研究・教育・学習環境の整備」という二つの側

面をもつ。知を継承し，情報を提供するという使命を

もつ図書館にとって，爆発的に増え続けるデジタル情

報資源の長期保存は避けて通れない問題であり，その

方法論の確立と実行は急務となっている。

米国はもとより欧州でも，様々なデジタル情報資源

の保存に関するプロジェクトが進行中である（CA1490

参照）。英国では，2001年5月から６か月間実施された

英国図書館のウェブ・アーカイビング・パイロット・

プロジェクトであるDomain.uk（CA1467参照）， 英

国の総合的電子図書館プロジェクトeLib（CA1333参

照 ） の 助 成 の 下 で 実 施 さ れ た Cedars （CURL

Exemplars in Digital Archives）プロジェクトをは

じめ ， 2001年 7月 に は電 子 情報 保 存連 合 （Digital

Preservation Coalition：DPC）が設立されている。

本稿では，主要なデジタル学術出版物である電子ジャー

ナルに焦点をあて，英国の情報システム合同委員会

（Joint Information Systems Committee：JISC）（ 1）

によるアーカイビングに関する動向について概観した

い。

２. 英国継続・高等教育機関におけるJISCの役割

JISCは，情報技術を活用することによって，継続・

高等教育機関における学習や研究，教育を促進するこ

とを目的とした非営利団体である。1993年4月1日，高

等教育財政審議会（Higher Education Funding Coun-

cils：HEFCs）によって設立された。

HEFCsは，1992年の継続・高等教育法によって，

イングランド，ウェールズ，スコットランドそれぞれ

に設置された高等教育機関への補助金配分を主たる目

的とする独立法人である。英国では，高等教育機関へ

の補助金総額は政府によって決定されるが，各高等教

育機関への配分は，HEFCsの裁量に任されている。

補助金は各機関に一括して配分され，機関内の配分は

各機関に任されている。補助金の各機関への配分は原

則として機関側の代表との協議を経て決定され，配分

に対して政府が直接関与することは許されていない。

継続・高等教育法では，複数のHEFCsが共同して

活動することを推奨している。1992年4月30日の閣内
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大臣からHEFCsへの指針書が，ネットワークや専門

的な情報サービスに対応するJISCの設立へとつながっ

た。

JISCの主たる役割は，英国における継続・高等教

育に情報通信技術を活用するための基盤整備を行い，

洗練された情報サービスを構築するための戦略をたて

ることである。実際には，JISCの全国的ビジョンに

そったプロジェクトに対して公募を行い，選出された

高等教育機関等およびそのコンソーシアムへ助成を行っ

ている。JISCが助成を行っているプロジェクトおよ

びサービスには，高速学術情報ネットワークである

SuperJANET4（2），包括的電子図書館プロジェクトで

あるeLib（Electronic Libraries Programme）（3），ソ

フトウェア， データベース等IT関連製品の契約交渉

代行機関であるCHEST（4）， 全国認証システムである

ATHENS等，多岐にわたっている。

３. JISCによるデジタル学術情報のアーカイビング指針

デジタル・アーカイビングについては，JISCの2001

年からの５か年計画（JISC 2001 to 2005 strategy）（5）

において，主要な戦略のひとつとして掲げられている。

学習・教育・研究のための新しい環境を創出するため

に，デジタル資料の保存やレコード管理についての助

言が必要であるとされ，デジタル情報資源の保存およ

びレコード管理に関する助成プログラムの下，６プロ

ジェクトが立ち上がった。

Archiving E-Publicationsは，上記プロジェクトの

ひとつであり，2002年5月1日から2003年4月30日まで

実施された。このプロジェクトは，デジタル学術情報

のアーカイビングに焦点をあてたプロジェクトである。

英国では，1995年より学術雑誌のナショナル・サイ

ト・ライセンスに関わるプロジェクトが進行している

（CA1438 参 照 ）。 PSLI （Pilot Site Licensing

Initiative） と し て は じ ま っ た プ ロ ジ ェ ク ト は ，

NESLI （National Electronic Site Licensing

Initiative）に引き継がれ，現在第3フェーズにさしか

かっている。NESLIは，高等教育機関に代わって，

複雑な電子ジャーナルのナショナル・サイト契約を行

い，電子ジャーナルの統合インターフェースを提供す

ることを目的としたプロジェクトである。

ウェブにおける電子ジャーナルのアクセス契約では，

利用権限をもつ利用者が，出版社のサーバに直接アク

セスして論文を利用する。従来のプリント版雑誌の購

読とは異なり，コンテンツは図書館に所蔵されること

なく，契約終了後は，契約中に利用できた論文へのア

クセスも保証の限りではない。このアクセスの不安定

性の問題と長期的アクセス確保の必要性については，

早くから指摘されており，JISCの電子ジャーナルに

関するライセンス・モデル（JISC Model Licence）（ 6）

においても３条項 （2.2.2，5.4.1および5.4.2）に渡っ

て言及されている。

電子ジャーナルの入手や利用についてはNESLIの

範疇であるが，そのアーカイビングについては，Cedars

プロジェクトにおいて研究が進められた。アーカイビ

ングについて技術的なアプローチがなされたこのプロ

ジェクトは，1998年から5年間の時限プロジェクトで

あり，2002年に終了した。最終的に，更なる査定とビ

ジネス・モデルの必要性が課題として残され，この継

続 プ ロ ジ ェ ク ト と し て 立 ち 上 げ ら れ た の が ，

Archiving E-Publicationsである。

Archiving E-Publicationsでは，これまで行われて

きたライセンス契約の評価や，出版社などデジタル情

報資源へのアクセスや保存に関わる組織の調査，デジ

タル・アーカイビングに関する海外のプロジェクトの

分析等を行い，2003年5月，高等教育機関におけるデ

ジタル学術情報のアーカイビングについての草案『Ar-

chiving E-Journals Consultancy - Final Report』（ 7）

を発表した。主査は，Cedarsの主査を務めたジョー

ンズ （Maggie Jones）氏である。6月30日まで， 図

書館や出版社等デジタル・アーカイビングに関わる組

織からの意見を募り，これらを加味して最終報告書が

まとめられる予定である。

この報告書では，JISCライセンスモデルにおける

アーカイビングに関する条項の実現に向けて出版社と

交渉を続けることや，アーカイビングに関して図書館

界と出版界の連携を深めること，ジャーナル保存の経

済性 に 関す る 研究 を 行 うこ と ， LOCKSSや OCLC

Digital Archive，JSTOR等，他のアーカイビングに

関わるプロジェクトやサービスに対する分析を引き続

き行うこと，ビジネス・モデルを作成すること等13の

勧告がなされている。

４. おわりに

英国の大学では，学術雑誌においてプリント版離れ

の傾向がみられる。プリント版・デジタル版双方の経

費は，もはや維持できる段階ではない。しかしデジタ

ル版への移行には，大きな壁が立ちはだかっている。

これまで述べてきた長期的アクセスの確保―アーカイ

ビングと，VAT（付加価値税）の問題である。英国

においては，出版物に対するVATはゼロ税率である

が，デジタル出版物においては17.5%とされている。

この税率 不均衡問 題に対 しては今 後， 出 版者協 会
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（Publishers Association）の動きに注目したい（8）。

英国の学術情報流通の発展は，JISCの存在なくし

ては語ることができない。どの機関にも属することな

く，かつ確固たる財政的基盤を持つJISCは，全国的

な視野をもったプロジェクトを次々と立ち上げてきた。

デジタル情報資源のアーカイビングについても，個々

の組織で対応すべき問題ではなく，全国的・全世界的

視点からのグランドデザインが不可欠な分野であろう。

Archiving E-Journals Consultancyの最終報告書が

待たれる。

（京都大学人間・環境学研究科総合人間学部図書館：呑
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デジタル形式でしか存在しない情報（ボーンデジタ

ル情報）の量的拡大（ウェブページの増大等）と質的

多様化（テキスト，ハイパーテキスト，画像，音声，

動画等の複合化等）が加速し，それらにも人類の知的・

文化的遺産としての価値があると認めざるをえない状

況となってきた。つまり，それらデジタル情報を誰が

どのように後世に残していくかという未知かつ壮大な

るテーマが現出したのである。

アナログ情報保存の場合は「モノ」としての媒体を

保存することが主目的であったが，デジタル情報保存

の概念枠組みは様相を異にする。再生するための機器・

ソフトウェア等を組み合わせて，いわば「コト」とし

てのアクセスを長期的に保証することが「保存」と同

義になる。8インチのフロッピーを保管しているだけ

では，あるいはビット列が存在するだけでは，後世に

おける利用機会を何ら保証できないのである。

国際的には，ユネスコが「デジタル文化遺産」の保

存に関する憲章およびガイドラインの策定に取り組み

はじめた（E021参照）他，国立図書館長会議（CDNL）

デジタル問題委員会においても国立図書館の責務とし

てデジタル情報保存を重要視すべきことが謳われてき

た。とはいえデジタル情報保存の取組みは総じて揺籃

期にある。欧米におけるデジタル情報保存計画の動向

につい て調査 した英 国の情 報シス テム合 同委員 会

（JISC）のビーグリー（Neil Beagrie）氏は，現状で

はデジタル情報保存よりもデジタル化の取組みに対し

て資金配分されることが主であり，短期的なアクセス

が重視され，長期的な益をもたらすはずの保存問題は

軽視傾向にあることを指摘した。確かにウェブページ

をアーカイブする計画は各国においていくつか確認で

きるものの（CA1490参照），これまでの電子図書館事

業が主にコレクションの電子化に重点を置いてきたこ

とは否定できないだろう。このような意味で，国家規

模の包括的なデジタル情報保存プロジェクトが米国に

おいて本格始動したことは注目に値する。本稿ではそ

の米国議会図書館（LC）が主導する「全米デジタル

情報基盤整備・保存プログラム （National Digital

Information Infrastructure and Preservation

Program: NDIIPP）」について紹介したい。

NDIIPPの直接的な引き金は，全米科学アカデミー
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