
本号より，図書館情報学の研究文献をレビューす

る「研究文献レビュー」を掲載します。本レビュー

は，国内の図書館情報学雑誌及び図書等を対象と

して，注目すべきテーマに関する近年（2年程度）

の研究動向を把握することを目的としています。

なお，本レビューの分析考察は筆者の所見に基づ

くものであることを予めお断りしておきます。

はじめに

「国内の図書館情報学研究に関する概況把握を目的

として，特定テーマに関する最近2年間の研究論文を

レビューする」というのが，この企画である。この種

のレビューは，日本図書館研究会が機関誌『図書館界』

において，50号区切りで実施してきた。ただし，隔月

刊の同誌において50号の刊行単位は，8年強の時間経

過であり，そのレビューは実質には概ね過去10年間を

対象として行われてきている（1）。また日本図書館協会

では，各年の『図書館年鑑』において，「図書館概況」

の下に館界の各種動向レビューを行ってきた（2）。

本稿では，「電子資料と目録規則，メタデータ，リ

ンキング・テクノロジー」を対象範囲として，2000年

以降を中心に文献レビューを行う。なお，対象論文等

をやや広めに採録し，動向記事・実践報告等も対象と

した。また，単行書についても一部を取り上げた。

21世紀の最初の数年は，20世紀最後の10年間におけ

る情報基盤ネットワークの進展と， WWWテクノロ

ジーを核としたアプリケーション・プラットホーム上

で展開されてきたネットワーク情報資源への対応をめ

ぐって，目録法原理，目録法関係標準化規則，MARC

の見直し，メタデータ規則開発，リンキング・テクノ

ロジーとその実装・展開などが中心となる。

１. 目録規則等

目録法関係が大きく動き出したのは，1997年頃から

である。同年には，1）国際標準書誌記述（電子資料）

（ISBD（ER））の刊行（3），2）書誌的記録の機能要件に関

するIFLA研究グループによるFRBRの最終報告書（書

誌的記録の機能要件: Functional Requirements for

Bibliographic Records : final report）（翌年刊行）（4），

3）AACR2の原則と将来展開に関する国際会議開催（ 5）

があった。和中（6）がこれらを軸に英米目録規則（AACR2）

の2002年改訂版までを手際よくまとめている。

AACR2の2002年改訂版が2002年9月に刊行され，

1999年以降の改訂を取りまとめるとともにいくつかの

大きな改訂が行われた（7）。直近の改訂版は1998年版で

あるが，今回は1999年修正事項，2001年修正事項を統

合し，さらにAACR改訂合同運営委員会の2002年改

訂に対応した（8）。なお，今回より加除式媒体のみの刊

行となった（9）。以下，主な改訂点を見る。

第一 は， 条 項0.24 「規 則適 用原 則」（ Cardinal

principle ）の「資料の記述は，第一に当該資料が属す

る資料の種別を扱う章に基づく」を変更した。従来よ

り目録規則の章立ては，資料種別といいつつも，この

種別の区分原理の混在が指摘されてきた。今回の改訂

版では，「記述対象資料のあらゆる側面（内容，媒体，

刊行タイプ，書誌的関連，逐次刊行等）を明らかにす

ることが重要」と抽象的語句に変更されている。目録

の記述対象のレベル，媒体型資料以外の資料への対応，

逐次刊行性の見直し等の影響である。

第二には，第12章「逐次刊行物（Serials）」が，「継

続資料（Continuing Resources）」となり，根本的な

変更がなされた。「継続資料」の下に，「逐次刊行物」

と「更新資料」とに二分した点が大きな特徴である。

この新第12章の対象範 囲は，a.従来の逐次 刊行物，

b.継続する更新資料（加除式媒体資料やウェブサイト

やデータベースなどの電子資料），c.終期があるが逐

次刊行物の要件を備えている資料（逐次刊行物の復刻，

期間限定の「逐次刊行物」，期間限定の「更新資料」）

となった。ただし，項番「c.」は，以前よりの課題で

ある逐次刊行性という第12章の基本原則との「衝突」

を包含し，拡大している。

関連して，記述の基盤を，逐次刊行物は初号主義，

ネットワーク情報源等の更新資料は新規号主義を採用

した。また，ISSN（国際標準逐次刊行物番号），ISBD

（CR）との調整の上で，「タイトル変更」の判断基準を

緩和し，新規書誌レコードの抑制を図った。

その他，第3章「地図資料（Cartographic Materials）」

が電子資料に関わる事項を中心とする全面改訂，第9

章は2001年修正条項を反映して「コンピュータ・ファ

イル（Computer File（s））」から「電子資料（Electronic

Resource（s））」 への変更，出版者・頒布者の記述の

簡略化などがある。

古川が改訂の動向を紹介するとともに（10），第9章に

ついてはISBD（ER）との比較考察，第12章については
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詳しい変更の考察を行っている（11）。他には，吉田ほか

の論及がある（12）。

IFLAの国際標準書誌記述（ISBDs）関係では，2002

年6月に「国際標準書誌記述（単行書）（ISBD（M））」が

改訂された（13）。同年８月には，「国際標準書誌記述（逐

次刊行物）（ISBD（S））」の改訂版が，「国際標準書誌記

述（逐次刊行物およびその他の継続資料）（ISBD（CR））」

と名称変更の上， 刊行されている（14）。1998年刊行の

「書誌的記録の機能要件（FRBR）」における全国書誌

の基礎的レベル要件とISBDs条項との整合性の見直し

の一環である。

ISBD（M）では，記述対象資料の同定識別のための

記述要素が見直され，記述要素の「必須」と「選択」

の項目が変化している。ISBD（CR）では，先のAACR2

改訂項目で言及した電子的外部環境の変化を大きな背

景に，ISSNおよびAACR側との協議，調整を経て改

訂がなったものである。

この間の経緯については，ISBD（M）と（CR）につい

て関連する「国際標準逐次刊行物タイトル（Interna-

tional Standard Serials Title: ISST）」を含めて，

那須による詳しい論考がある（15）。

話題を国内に転じると，「日本目録規則1987年版改

訂版（NCR1987R）」の第9章改訂案が，1999年11月に

「電子資料の組織化: 日本目録規則1987年版改訂版第9

章の改訂とメタデータ検討会」で公表された（16）。後に，

日本図書館協会のWWWでも公開， 意見聴取が行わ

れた。

同案に対しては，北（17），北・村上（18）の論考がある。

同第9章改訂案は，若干の修正の後，抜き刷りで刊行

され（19），その後「日本目録規則1987年版改訂2版」が

刊行された。第9章改訂案は，ISBD（ER）に依拠した

ものであり，電子資料をローカルアクセス資料とリモー

トアクセス資料に二分し，それぞれに対応した記述の

情報源や記述要素を整理した。しかし，この第9章改

訂案は，あらゆる電子資料を扱えることとしたことか

ら，従来の規則において逐次刊行性を軸に第2章図書

から第12章マイクロ資料と第13章逐次刊行物とに二分

されていた規則構成構造に，「電子資料」という第三

の軸を持ち込み，規則構造は複雑化した。

NCR1987Rの第13章逐次刊行物の改訂案が，『図書

館雑誌』に公表，WWWにも公開されている（20）。ISBD

（CR），AACR2の2002年改訂に対応したものである。

対応する論考は，寡聞にして未見である。その他，

NCR1987Rに関しては，志保田・北（21）， 古川・志保

田（22），古川等（23）がある。

一方，国立国会図書館のJAPAN/MARCのNCR19

87Rへの対応，UNIMARCフォーマット対応に関連し

て，JAPAN/MARCマニュアルの新規刊行がなされ

た（24）。

いずれにせよ，国内規則のみならず，目録規則原則

を規定する総則をも含め，規則の基本的な枠組みの見

直し，改訂は今後の課題である。

２. メタデータ

2000年当初から，メタデータに関する言及が増大し

ている。メタデータとは，「データに関するデータ」

や「データに関する構造化されたデータ」といわれる

広範な概念であり，一般的にはサロゲート（代替物）と

も総称される二次情報である。広義には，目録，書誌，

索引，抄録，辞書，書評等々を含み，媒体や種類を問

わない。

しかし，最近のメタデータを巡る動向は，情報資源

発見のためのメタデータという目的と，情報の意味的

な相互可搬性（セマンティック・インターオペラ ビ

リティ）を中心として論議が進んでいる。すなわち，

1）キーワード検索や全文検索の一定の限界への対処，

2）保存関係や権利関係等の記述対象そのものに含まれ

ない情報の保持，3）様々な種類のデータの統合検索基

盤，4）既存媒体資料情報（目録）などと，ネットワーク

情報資源等との統合検索の基盤などをその視野に入れ

ている。

図書館界においては，特にネットワーク上の情報資

源へのメタデータとして構想，開発されたダブリン・

コア（Dublin Core）を中心に論議，実践報告，実務報

告が進展した（25）。従来の図書館界の目録規則との相違

を念頭にダブリン・コアの特徴を簡単に整理しておく。

第一には，目録規則では記述要素ごとに記述の情報

源を規定し，「何を記述するか」という意味定義（セマ

ンティクス定義）と「どのように記述するか」という

構文定義（シンタックス定義）を行っている。

別の見方では，カード目録では入力・出力が一体で

あり，MARCフォーマットにおいても目録規則との

間に相互規定性・拘束性を持っている。一方，ダブリ

ン・コアでは意味定義のみを規定し，記述文法は規定

していない。なお，汎用的な記述形式としては，XML（26）

を 記 述 言 語 と し た W3C に よ る RDF（Resource

Description Framework）が標準的な枠組みを与えて

いる（27）。

ダブリン・コアの第二の特徴として，緩やかな定義

とオプション性の保持がある。これは，このメタデー

タを「作成者」自身が記述・付加することを想定して
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いることから，1）基本エレメントとして15項目（当初

は13項目）を制定し（Simple Dublin Core: DCS），

2）この15基本エレメントのいずれに対しても入力必須

項目を定めず，すべてが任意項目であり，繰り返し可

能である。

第三の特徴として，拡張性の構造化が指摘できる。

DCSの記述を詳細化するために，要素詳細化（qualifi-

er）（28）と要素コード化形式（encoding scheme）を付加

したDCQ（Qualified Dublin Core）セットが開発され

た。要素詳細化については，基本エレメントに対して

詳 細 化 を 図 る エ レ メ ン ト 詳 細 化（Element

Refinement Qualifier: 例えば，「日付」エレメント

に対する「作成日付」や「更新日付」など）と，値が

依 拠 する 体 系 を示 す 値 のコ ー ド 化形 式（Encoding

Scheme Qualifier: 例えば，「主題」エレメントに対

する「LCC」や「MeSH」など）がある。

なお，要素詳細化において，「限定子を含む記述か

ら限定子を取り除いても記述に矛盾を生じないこと」

を限定子導入可否の基本原則（Dumb-down原則）とし

ている。

さらに，さまざまなコミュニティにおいて，ダブリ

ン・コアに依拠してメタデータを開発・運用するには，

一層の記述要素の拡張性が求められることが多い。こ

うした拡張枠組みを，アプリケーション・プロファイ

ル（Application Profile: AP）という。APはそれぞれ

のコミュニティにおいてひとつ以上の名前空間（name

space）をXMLによってエレメントの定義とその場所

を宣言し，エレメントの共有を可能にする枠組みであ

る。なお，こうしたコミュニティ単位でのAPに対し

てのダブリン・コア・コミュニティ（DCMI）の対応が，

運用審議会（Usage Board）での指針として2002年春

に合意されている。

図書館界のAP（Library Application Profile: LAP）

については，Dublin Core Libraries Working Group（29）

によって開発され，ネットワークで公開されている（30）。

このように，DCS，DCQ，APという階層構造をも

つことで，広い範囲のコミュニティでの柔軟な運用と

参加と相互運用性の確保が整備されつつある。

以上のような国際的な動向を受けて，ダブリン・コ

アの動向紹介では，杉本に一連の論述がある（31）。また

少し広い範囲でメタデータを検討したものに，目録規

則とメタデータの関係を考察した渡邊（32），流通から保

存までを射程した田畑（33），他には堀池・吉田（34）等があ

る。

ま た， フィレ ンツ ェにお いて開 催され たDublin

Core-2002（2002.10.14-17）を踏まえた，国立国会図書

館第3回書誌調整会議での永田（35），杉本（36）は参考にな

る。永田は，メタデータを巡る今後の課題を5つにシ

ンプルに整理してみせた。杉本はダブリン・コアの論

議を，意味，構文，具体的記述方式に総括した。共に，

メタデータ・スキーマ・レジストリと，メタデータ・

ハーベスティング（37）に言及している。今後の課題であ

り，共に必見としておきたい。併せて，同連絡会議記

録集（38）に収録の「討議」記録は，メタデータを巡る国

内を中心とする図書館関係の協同化，文書館等他のコ

ミュニティとの協同化などを巡り，短いが多くの示唆

に富んでいる。

また，国立大学図書館協議会図書館高度情報化特別

委員会ワーキンググループによる報告書（39）が出されて

いる。併せて参照したい。

一方，メタデータ構築事業の報告が輩出している。

国立国会図書館関係では，例えば中井（40），大幸（41），河

合（42）の報告がある。国立情報学研究所（NII）関係では，

米澤（43），杉田（44）の報告がある。大学図書館関係でのメ

タデータを軸にした実践報告には，栃谷（45），尾城（46），

平岡（47）などがあり，公共図書館関係では，森山（48）など

がある。また，デジタル情報資源の保存問題とメタデー

タを考察したものに，大島（49），栗山（50）などがある。

OCLC等の海外の動向等に関連してのものには，鹿

島によるCORCプロジェクト参加報告（51）や中井のOCLC

Connexion紹介（52）がある。

2000年に米国議 会図書館は200周 年シンポジウ ム

「新千年紀のための書誌調整に関する200周年記念会議

（Bicentennial Conference on Bibliographic Control

for the New Millennium）」を開催した。同館のネッ

ト ワ ー ク 開 発 ・ MARC 標 準 局（Network

Development and MARC Standard Office）は ，

MARC21と共にMARC21のダブリン・コアへのマッ

ピングも公表している（53）。

また，2002年6月には新しいメタデータ・スキーマ

として，MODS（Metadata Object Description Sche-

ma）を発表した。MARC21をXMLで展開したもので

あるが， MARC21のサブセットでもあり，新たなメ

タデータ・スキーマとも位置づけできよう。MODS

開発の経緯を含めて，MARC21，MODS，ダブリン・

コアの比較考察を，鹿島（54）が論考している。

なお，国内では国立国会図書館が，上記のテーマを

中心に「書誌調整連絡会議」を開催している（55）。

３．リンキング・テクノロジー

情報資源提供の新しい環境構築が模索されている。
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先に触れた国立国会図書館のインターネット資源選択

的蓄積実験事業（WARP），データベース・ナビゲー

ション・サービス（Dnavi）や，国立情報学研究所の学

術コンテンツ・ポータル（GeNii），引用文献情報ナビ

ゲータ（CiNii）などのサービス（56）が試験公開されてい

る。

一方，大学図書館等では電子ジャーナル，二次デー

タベース，アグリゲータ・サービス，OPAC等の統合

環境での提供を目指して，学術情報ポータル（玄関）の

構築努力が始まっている。これらは初期のURLベー

スに基礎をおいたOPAC間の横断検索やOPACと電子

情報とのリンクに止まるのではなく，新しいリンキン

グ・テクノロジーと情報環境への挑戦と理解できる。

外部環境としては，伝統的なISBN，ISSN，キータ

イトルに加えて，DOI（Digital Object Identifier）シ

ステム（57）による文献の一意識別コードによる名前空間

の導入がある。DOIは， オブジェクト識別子体系，

DOIからURLへの変換を行うディレクトリ・サーバ

（リゾルバー），オブジェクト（対象文献等の著作物）が

保存されている出版社等のサーバから構成される。こ

れを実装したサービスに出版者国際リンキング連盟

（Publishers International Linking Association.

Inc.: PILA）が運営するCrossRefがある（58）。関連文献

に，鎌倉（59），時実（60），Pebtz, Ed（61），尾城（ 62）などがあ

る。尾城は一読しておきたい。

一方，1）すべての電子情報が一つのサービスで組織

化されておらず，また2）利用者の所属，属性などによ

りアクセス条件が変わること，3）媒体型資料はOPAC

から所蔵情報やILLシステムに依存すること，また逆

に4）複数の情報アクセス方法が存在する場合の優先順

序提示の必要性などに対して， バン・デ・ソンペル

（Herbert Van de Sompel）らが提唱したOpenURLテ

クノロジー（63）が，実装されてきた。OpenURLはリゾ

ルバーが様々な情報資源からのメタデータや識別子情

報を含むURLを受け，適切に解釈するためのデータ

表記法の構文であり，BASE-URLとDESCRIPTION

から構成されている。多くのネットワーク情報資源提

供者が，リゾルバーにOpenURLに準拠したメタデー

タを送信する機能に対応し始めている。詳しくは，そ

の実装システムS・F・Xと共に紹介した増田（64）の論

述がある。

最後に

以上，21世紀に入っての目録規則，国際標準等の動

向，ダブリン・コアを中心にメタデータの開発と導入

実践例，リンキング・テクノロジーを軸とする新しい

情報提供環境の変化を中心に駆け足でレビューした。

明らかに，初期のWWW OPACや貴重書コレクショ

ンの電子化，二次情報データベースや電子ジャーナル

のLAN提供等が個々のサービスとして独立に提供さ

れてきた段階から，時代の階段は一段のぼった。一方，

こうしたリゾルバーモデルによる統合環境を維持する

資源や，複数資源の優先順位を規定する内部データベー

スの維持などにおいて，大多数の図書館において投入

可能な資源の限界とのせめぎあいが見えてきている。

図書館経営の視座，外部ビジネス・モデルの視点から

も注視していきたい。

なお，文中の敬称は略させていただいた。本稿では

情報検索プロトコル関係，電子ジャーナルそのものを

巡る課題等は対象外とした。

（大阪市立大学大学院創造都市研究科：北
きた
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