
二次情報の提供だけではなく，関連図書の推薦や電子

メールによる司書への問い合わせの対応など，情報を

保有する機関として，一次情報の提供も行っていた。

この２例に共通して言えることは，既存の資料を利

用者の求めに応じて提供するこれまでのサービスにと

どまらず，図書館側から，必要とされるであろう情報

を能動的に収集し，いわば情報の中継地点として活躍

したということである。

さらに，情報の提供のみにとどまらず，患者やその

家族を精神面で支えるサービスを行った事例もある。

2003年にSARSの脅威に見舞われた台湾では，台湾

国家図書館が様々な抗SARS対策を展開した。まず３

月末にSARS予防についてのポスターを掲示，４月末

には利用者にマスクの着用を呼びかけたほか，５月に

は同館のウェブサイト上に「SARS心霊補給站（SARS

元気補給ステーション）」を立ち上げた。

このページは，世界保健機関（WHO）が管理する

SARSについての専門ページや台北市の衛生局の専門

ページなど，12のSARS関連サイトへのリンクを張る

ほか，11冊の電子図書および100編を超える小品の全

文を無料で閲覧できるようにした。そのジャンルは，

小説，笑い話からレシピ集など料理に関する図書まで

多岐にわたる。

このページの目的は，その名の示す通り，SARSに

かかって隔離され，図書館を訪れることができない人々

にも本を読む機会を提供することで，そうした人々の

孤独を少しでも和らげ，暗く落ち込んだ気持ちを回復

に向かわせようというものである。図書館職員自身は

カウンセラーではないので，患者一人一人と向かい合っ

たカウンセリングを行うことはできない。だが，この

ように来館したくてもできない潜在的利用者をも視野

に入れたサービスを展開することにより，「何かあっ

ても図書館に行けば（あるいは，図書館のウェブサイ

トを見れば），自分にとって助けになる何かが得られ

る」という，図書館の存在価値についての再認識を導

き出せるのではないだろうか。

以上に述べた３館のサービスが住民に大いに歓迎さ

れたことは，緊急事態に図書館がどう対応していくべ

きかを考える上で，注目に値する。

（関西館資料部収集整理課：清
し

水
みず

扶
ふ

美
み

子
こ

）

Ref: 孫継林. 国内図書館抗SARS網頁述評. 国家図書館学刊. (46), 2003, 63-65.

中国国家図書館. 抗撃“非典”，珍愛健康。(online), available from

<http://202.96.31.16/kjfd/>,(accessed 2004-06-20).

The New York Public Library. Emergency information. (online),

available from <http://www.nypl.org/branch/services/emerginfo.

html>, (accessed 2004-03-19).

菅谷明子. “第３章 市民と地域の活力源”. 未来をつくる図書館－

ニューヨークからの報告－. 東京, 岩波書店, 2003, 92-102.

台湾国家図書館. SARS心霊補給站. (online), available from <http://

book.ncl.edu.tw/ncl/sarsweb/index.asp>, (accessed 2004-06-20).

兪小明. 国家図書館SARS防疫相関措施. 国家図書館館訊. (97), 2003, 26-28.

１．セマンティックウェブとは（１）

標準的なウェブ文書では，機械処理のためのマーク

アップ表現は文書構造・レイアウトに対してのみ行わ

れ，その内容，すなわち「意味的な（Semantic）」側

面については，人間による読解が前提となっている。

しかし爆発的な情報量となった今日では，その総体を

巨大なデータベースとみなす検索エンジンや，散在す

る資源を横断的に統合する情報サービスが不可欠なも

のとなっており，それらをより洗練させるには，人間

だけではなくコンピュータにも情報の「意味」を理解

させる必要がある。

「セマンティックウェブ」は，ウェブの発明者であ

るバーナーズ＝リー（Tim Berners-Lee）によって提

唱された枠組みであり，「ウェブに記述される情報に

明確な意味の定義を与え，コンピューターと人間とが

うまく協力して作業できるように」「現在のウェブを

拡張したもの」（２）である。イメージはウェブの設計当

初からあったとされるが，直接的な提唱は1998年頃で

あり，2001年のScientific American誌に掲載された

論文“Semantic Web”（３）で世界的に注目され，用語

としても定着するようになった。この論文の邦訳題は

「自分で推論する未来型ウェブ」だが，その最終目標

は，知的エージェントソフトウェアが人の代わりに問

題解決のためのデータ収集・判断・評価を行ってくれ

るという未来図にある。

米国やEUではセマンティックウェブに関わる大規

模な開発プロジェクトが動いており，標準化活動は

W3Cによって行われている（４）。日本では情報処理相

互運用技術協会（５）が調査・翻訳などの普及活動に努め

ている。また，2002年から国際セマンティックウェブ

会議（ISWC）（６）が行われているが，2004年は広島で

の開催が予定されている。

２．セマンティックウェブの諸要素技術と標準化動向

セマンティックウェブの考え方は，情報リソースの

内容やその処理方法を明示的かつ標準化された形式で

共有化することで，高度な処理が可能になるというも

のであり，様々なデータに対してメタデータを確実に

付与することが基盤となる。その全体像は，XMLや

URIといった基盤技術を前提として，以下にあげる各

層の諸要素技術が順次開発され，組み合わされて機能

するという枠組みで説明されることが多い。

RDFモデルおよびシンタックス層

RDFスキーマ層

オントロジ層

ルール層

カレントアウェアネス NO.281（2004.９）

9

CA1534
動向レビュー

セマンティックウェブと図書館



ロジックフレームワーク層

プルーフ層

トラスト層

まず，RDF（Resource Description Framework）（７）

を用いたメタデータの記述が行われる。RDFは意味

論には関わらず，XMLによるメタデータ記述の汎用

的な構文枠組みを規定したものであり（「リソースの

プロパティとその値」という単純な情報の集積として

記述する），上記 のRDF/XML Syntax Specification

として早くから標準化されている。セマンティックウェ

ブでは単一のメタデータ規則（例えばダブリン・コア）

の使用を推奨・強制する発想はなく，どのような規則

に基づいたメタデータであってもRDFによる構文記

述を行えば交換・共有化が可能であるという考え方に

立っている。

とはいえ，構文的な統一があってもプロパティや値

の相互関係が伝達できなくては，「意味」の共有には

ならない。例えば，異なるメタデータ規則のデータ要

素「責任表示」と「作成者」の対応関係や，「自動車」

と「乗用車」といった辞書的な関係情報が求められる。

こ う し た 情 報 は 上 記 の RDFス キ ー マ 層 （RDF

Vocabulary Description Language として標準化）

で一定程度管理され，異種スキーマを統合的に扱うた

めのより詳細な語彙・概念の管理が のオントロジ層

で行われる。オントロジは概念間の階層関係や概念定

義間の整合性を記述した知識ベースであり，1980年代

から人工知能分野などで研究がなされてきた。セマン

ティックウェブでは普遍的・集権的なオントロジ構築

は想定されておらず，異なるオントロジ間の相互運用

に資するオントロジ記述言語の標準化が急務であった

が，2004年２月にOWL（Web Ontology Language）（８）

がW3C勧告文書として完成している。なお，これら

とは別に，情報リソースから独立した形で概念間の関

係を定義する「トピックマップ」の標準化活動が1990

年代から行われているが，セマンティックウェブとの

関連で新たな注目を集めている（９）。

RDFメタデータは実用化が徐々に進み，オントロ

ジは標準化が一段落した現状にあるが，これだけでは

知的エージェントは実現されない。データ解釈・処理

のルールを論理式として共有化し（上記 層），さ

らには情報の信頼性を保証する枠組み（上記 層）

が必要であるが，これらはまだ構想段階で具体化され

ておらず，長い道のりが予想される。

３．セマンティックウェブと図書館

アダムス（Katherine Adams）（10）は，「シソーラス

構築，メタデータデザイン，情報組織化といった図書

館の伝統的スキルのいくつか」がセマンティックウェ

ブに組み込まれると述べている。図書館情報学の蓄積

がそれほど直接的に採用されているとはいえないが，

メタデータやオントロジによって情報の相互利用性拡

大をめざすセマンティックウェブが，情報の組織化・

提供を本旨としてきた図書館と高い親和性を持つのは

疑いない。

また一方，情報組織化の長い伝統を持ち，ウェブ上

の情報爆発によってその限界にも直面している図書館

にとって，セマンティックウェブの動向は重要な意味

を持つものである。図書館情報学の立場からセマンティッ

クウェブをとらえた論考は，バーナーズ＝リーらの論

文が出た2001年以降いくつか発表されている。また，

2002 年 ４ 月 に は ， 欧 州 図 書 館 自 動 化 グ ル ー プ

（European Library Automation Group）が年次セ

ミナーのテーマに「セマンティックウェブと図書館」

をとりあげ，RDFやオントロジに関する講演が行わ

れている（11）。

以下，学術雑誌等の論考を中心にいくつかの論点を

紹介する。

３．１ 典拠管理とセマンティックウェブ

目録すなわちメタデータを作ること自体がセマンティッ

クウェブの第一歩ともいえるが，意味の共有という観

点から典拠管理がしばしばとりあげられる。

フランクリン（Rosemary A. Franklin）（12）は，現

在のウェブ上の学術情報探索には検索精度を保証する

典拠管理が欠落しており，「次世代のウェブ」である

セマンティックウェブでは図書館情報学における目録

法・主題索引法が取り入れられていくという見通しを

述べている。ブルックス（Terrence A. Brooks）（13）

も，典拠管理の手法によってウェブにおける検索上の

問題は相当部分解決するとし，セマンティックウェブ

を実現するためには各種の「値（value）」を管理する

リポジトリ（「バリュースペース」と名付けている）を

設けることが有効であると述べている。またLCのティ

レット（Barbara B. Tillett）（14）は， 自らの主導する

「バーチャル国際典拠ファイル」（CA1521参照）が未

来のセマンティックウェブの不可欠な一部分になると

いうシナリオに言及している。なお，ブルックスが上

記の構想について，集権的な管理機構を持たないウェ

ブ世界の現状では「実行不可能」と自ら懐疑を示して

いるように，分散環境を前提とするセマンティックウェ

ブにどう適用していくのかは大きな問題である。

３．２ 主題アクセスとオントロジ

オントロジは，図書館から見れば分類・件名・シソー

ラスなどの主題アクセスツールと関連づけてとらえら

れる。ゼルゲル（Dagobert Soergel）（15）は，オント

ロジは図書館における分類の「再発明」であるとし，

分類表，シソーラス，辞書，オントロジといった多く

のタイプの知識ベースをオーバーラップさせるコミュ

ニティ間の対話が必要だと指摘している。先にあげた

アダムスは分類とオントロジの同質性を述べたうえで，

図書館分類が人（利用者）を援助するのに対して，オ

ントロジは機械（ソフトウエア）との対話を重視する
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という強調点の違いがあるとしている。また前節にあ

げたフランクリンもセマンティックウェブにおけるシ

ソーラスや分類の役割について述べ，特にファセット

アプローチが重要としている。

より実践的には， AAT （Art and Architecture

Thesaurus）をはじめとする4種のオントロジをRDF

スキーマに変換し，オントロジ間のリンクを施して絵

画等の画像データベース検索に生かす実験システムが，

フリー大学（オランダ）の研究グループから発表され

ている（16）。またアダムスはトピックマップを次世代ウェ

ブのインフラとして高く評価しているが，OCLCでは，

ウェブページ群からの主題情報抽出とトピックマップ

生成をある程度自動的に行い，ウェブ上の主題ナビゲー

ションを改善する“RDF Topicmaps”（17）のソフトウェ

ア開発が進行中である。

３．３ ポータル，リポジトリとセマンティックウェブ

Ex Libris社のサデー（Tamar Sadeh）ら（18）は，図

書館ポータルにおけるセマンティックウェブの重要性

について述べている。スキーマを共有しない異種リソー

スの同時検索にはデータベース内容の構造に関する情

報を共有する必要があるが，Z39.50におけるExplain

ファシリティなどこれまでの試みは結局根付いておら

ず，サデーらはオントロジによってこの問題が解決さ

れることを期待している。

またファスト（Karl V. Fast）ら（19）は，各種のリ

ポジトリで用いられているメタデータ収集プロトコル

OAI-PMH（CA1513参照）とセマンティックウェブ

の考え方を比較し，メタデータを用いて分散・非集権

環境下で情報の相互利用を円滑化するという共通性は

あるが，ドキュメント単位の情報流通を前提とする

OAI-PMHに対して，セマンティックウェブではより

分節化された細かな単位にメタデータを付すという粒

度の違いがあると論じている。より実践的には，機関

リポジトリDSpace（CA1527参照）をセマンティック

ウェブ技術を用いて拡張するSIMILEプロジェクト（20）

がMIT, HP, W3Cの３者共同で立ち上げられている。

４．おわりに

以上のように，図書館界でも様々な観点から，セマ

ンティックウェブが注目されてきている。しかしなが

ら，この技術は様々な側面を持つため焦点が絞りにく

く，多くの論者が自らのフィールドにあわせて接点を

設定しているきらいがある。また，親和性が高いとは

いいながら，図書館における情報組織化の伝統とセマ

ンティックウェブの方向性には無視しえない相違点も

ある。図書館の発想は目録規則や統制語彙を統一して

データを標準化させる方向に傾きがちなのに対して，

セマンティックウェブがめざすのはあくまで分散・非

集権を前提とした情報共有化を可能とする標準化技術

である。また，対象リソースとなる粒度の異なりも大

きな問題であり，知的エージェントの推論に資するオ

ントロジと，ドキュメント単位のアクセスを前提とす

る図書館の主題ツールは，必ずしも同列には論じられ

ない。

OCLC出身でW3Cにおけるセマンティックウェブ開

発の中心人物の一人であるミラー （Eric Miller）

ら（21）は，目録規則やMARCの伝統を持ち，利用者行

動の観察や大量データの操作にも豊富な経験のある図

書館コミュニティは，セマンティックウェブに大いに

貢献できると述べている。上述した両者の異なりも自

覚しながら，さらに研究・実践が深まっていくことが

望まれる。

（神戸大学附属図書館：渡邊
わたなべ

隆
たか

弘
ひろ

）
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１．はじめに

デジタルレファレンスサービス(Digital Reference

Service)とは，主にインターネットを介したレファレ

ンス質問のやりとりである。図書館員と利用者をつな

ぐコンピュータ技術によって様々な形態が存在す

る（１）。現在最も主流となっているのは，電子メール

（あるいはウェブフォーム）とチャットによる質問の

やりとりで，それぞれメールレファレンス，チャット

レファレンスなどと呼ばれる。米国で始まったこのデ

ジタルレファレンスサービスについては，すでに田村

俊作（CA1437参照）と斎藤泰則（CA1488参照）がそ

の概要や動向を本誌で取り上げている。本稿では，主

にそれ以後の文献を取り上げ，最近の動向を紹介して

ゆく。

米国の図書館では，1990年代以降，デジタルレファ

レンスサービスの試行が，多くは研究助成を受けて繰

り返されてきた。このデジタルレファレンスサービス

の可能性については，単にレファレンスサービスの担

当者や専門家の間だけでなく，図書館界全体において

華々しく語られているように見える。しかしインター

ネットはプラスの側面ばかりをもたらしてくれたわけ

ではない。デジタルレファレンスサービスが盛んに語

られる傍らでは，多くの利用者が検索エンジンに代表

されるインターネット上の情報源や，商用の質問回答

サービスを好んで使うようになり，ますます現実の図

書館でのレファレンス利用が減ってしまうことへの危

惧も語られ続けている。確かに現実の図書館でおこる

レファレンス質問数の減少については，様々な文献で

述べられている。

最 も よ く 引 用 さ れ る 米 国 研 究 図 書 館 協 会

（Association of Research Libraries：ARL）による

統計では，ARL加盟館における１館あたりのレファ

レンス質問処理件数の中央値は，1996年の157,275件

をピークに急激に減少しつつあり，2003年には93,036

件にまで落ち込んでいる（２）。 ただし， ジェーンズ

（Joseph Janes）が2000年に図書館員を対象に行った

調査結果（３）によると，全体の質問数が減っていると考

えるのは大学の図書館員が最も多く，逆に公共図書館

の図書館員では，増えていると考える人数が最も多かっ

た。この結果を規模別にみると，質問が減っていると

考えるのは大規模館の図書館員が最も多く，小規模館

の図書館員では，増えていると考える人数が最も多かっ

た。また，米国図書館協会公共図書館部会（Public

Library Association：PLA）の統計によると，公共

図書館におけるレファレンス質問の処理件数は，この

10年でははっきりした増減は見られない（４）。

以上のことから，インターネットの登場によって最

も大きな影響を受けているのは，現時点では大規模な

大学図書館であると言うことができよう。

２．デジタルレファレンスサービスの動向

２．１ 図書館によるサービス提供状況

それでは現在米国では，どの程度の図書館がデジタ

ルレファレンスサービスを提供しているのであろうか。

2000年から2001年にテノピア（Carol Tenopir）らに

よって，ARL加盟館を対象として実施された調査の

結果（５）からは，回答館の99％がメールレファレンスを

提供し，29％がチャットなどによるリアルタイムのレ

ファレンスサービスを提供していることがわかった。

また2002年にARLが加盟館に対して行った調査結果

からは，回答館のうち54％がチャットレファレンスを

提供していることがわかっている（６）。

ジェーンズが2000年に図書館員を対象に行った上記

の調査結果では，公共図書館で71％，大学図書館で83

％が何らかの形でデジタルレファレンスサービスを提

供していることがわかった（７）。さらに，2001年にバオ

（Xue-Ming Bao）が大学図書館のホームページを調

査した結果（８）からは，ウェブを利用してデジタルレファ

レンスサービスを提供している図書館は全体の46.9％

であったこと，大学の規模・設立母体別にみると，最

も割合が高かったのは，修士課程を持つ公立大学の図

書館で75.0％，最も低かったのは４年制の私立大学の

図書館で27.3％であったことがわかった。

ジェーンズらの調査は図書館員が質問紙に回答する

方法で行われたため，サービスを活発に行っている館

で働く図書館員が回答に協力的であり，結果が実際よ

りも高めであることが推測される。かたやバオの調査

は，著者が自分自身でホームページにアクセスをして

行った調査の結果であるため，データは現状そのまま

を表していると考えてもよいだろう。これらの調査結
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