
1424参照）は，いままでの伝統と歴史を打ち破り，

「図書館のリ・ブランディング」を軸足にすえて断行

された。『第31回年次報告書 2003-2004』のタイトル

には，興味深い次のような言葉が添えられている。

「Making the measurable difference はかるこ

と（客体化）ができる差異（BL固有の価値）をつく

る。」

この言葉には，未来の図書館に求められる次の３つ

の意味が込められていると考えられる。

１つめは，BLは利益を生み出すプロフィットセン

ターとして自立する，ということである。図書館の活

動が英国経済にどのような価値を生み出しているかを，

定量的に説明することによって，自らの存在意義を関

係者に訴え，経営計画のよりどころにしようとしてい

るのである。

２つめは，BLとしての固有の価値を生み出すこと

に集中しようとしていること。ブランドの価値の源泉

は，そのユニークネスにある。BLならではのユニー

クネスと，他機関との「差異」をいかにつくるかに戦

略をシフトすることによって，ブランドの価値は高ま

るのである。

３つめは，魅力的でわかりやすい伝達方法をとるこ

と。図書館の活動とその哲学を明快なメッセージに置

き換え，関係者に積極的に伝え，理解，共感を得よう

という努力がなされていることである。

おわりに

そこに図書館がある限り，ブランドは既に存在して

いる。問題は，そのブランドにどのような生命を吹き

込み，マネジメントできるかである。もし，図書館が

強いブランドを持つことができるなら，顧客（利用者）

や社会，出資者から期待と共感を獲得し，強い心理的

な絆を形成することができるだろう。それを生み出す

組織は活力にあふれ，そこで働く人々は，仕事に誇り

と自信を見出すことができるだろう。

わが国の図書館も，戦略としての「図書館のブラン

ディング」に着手する時期が訪れようとしている。

（AXHUM Consulting：南山
みなみやま

宏
ひろ

之
ゆき

）

Ref: Finney, Jill. Brand values at the BL. update. 2(2), 2003, 54-

55.

南山宏之. 戦略的ブランンド経営－ポストCIの地平を求めて . 21世

紀CI展望：企業価値とアイデンティティ. 東京, 自分流文庫, 2000,

237-249.

南山宏之. 新しいブランディングの地平へ . ブランディング・デザ

イン. 東京, グラフィック社, 2004, 2-3.

British Library. Thirty-First Annual Report and Accounts 2003-

2004 . (online), available from <http://www.bl.uk/about/annual/

latest.html>, (accessed 2005-02-15).

アクサムコンサルティング. (オンライン), 入手先<http://www.axhum.

co.jp>, (参照2005-02-15).

平成16年10月11日から14日まで上海図書館において

開かれた標記会議に出席したので報告する。

この会議は上海図書館が主催し，中国科学院文献情

報センター，中国国家科技図書文献センター，ダブリ

ンコア・メタデータ・イニシアティブ(Dublin Core

Metadata Initiative: DCMI)の他， 上海の二大電子

メーカーがスポンサーとなっている。

中国から68人， 海外から92人の合計 21か 国160人

の参加者があった。会議は講演・報告，理事会，顧問

会議，運営委員会，ワーキング・グループ会議，研修

会 (Tutorial) から構成されていた。 同図書館では，

一部並行して （12日～15日）16か国から70余名を集

めた第２ 回上海国 際図書 館フォー ラム （Shanghai

International Library Forum: SILF）が行われたた

め，13日午前の基調講演プログラム3件は両会議共通

に行われた。この共通プログラムの基調講演をIFLA

次期会長のバーン（Alex Byrne）氏に依頼してしま

うのが上海図書館の凄いところである。同時に二つの

国際会議を進める事務方の能力もあなどれない。

日本で行われた2001年の同会議については中井の報

告（1）を，日本から10数名の発表があったSILFについ

ては『図書館界』の記事（2）を参照されたい。DC-2004

の報告部分の会議録（3）は上海科学技術文献出版社から

発行されている（200元：約2,500円）。報告とそれ以

外の会議の内容はDCMIのホームページ（4）からのリン

ク（後述）でも見ることができる。ただしよくあるこ

とだが，提出したペーパーをなぞるように報告する人

もいれば，ペーパーにこだわらずに報告を行う人もい

る。行われなかった報告もある。また，DC研修会の

資料も同ホームページで見ることができ（5），ダブリン

コア入門の資料として大変便利である。

言うまでもなくダブリンコア（CA1506参照）は，

1995年にOCLCがその所在地であるダブリン市で開催

したワークショップ（研究会）から生まれたメタデー

タ記述要素セットである。その後７回にわたるワーク

ショップ（1996～2000年）を経てダブリンコアは進化

（複雑化？）し，図書館に限らず様々な分野で用いら

れるようになった。もちろんダブリンコア以外にもメ

タデータ記述要素セットは開発されている。

それまでのダブリンコアのためのワークショップを

発展させ，図書館関係者にもダブリンコアにも限定せ

ず，幅広くメタデータの開発・応用についての報告と

意見交換の場として開催されたのがDC-2001（東京）
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であった。今回の参加者も図書館関係者は半分以下で

ある。その他の参加者は企業，政府機関，アーカイブ

ズ，大学，教育関係，コンピュータ関係，国際機関か

らであった。要するにインターネットを通じた情報提

供に関心を持つ者のメタデータ国際会議である。その

せいか，図書館員の集まりなら当然の上海図書館見学

コースというものは設定されていなかった。

会議の構成

委員会等を含めれば９日から15日にわたった会議の

プログラムとほとんどの内容は，ホームページで見る

ことができる（6）。内容は次のように分けることができ

る。

・国際会議としての基調講演・報告(plenary paper

sessionとshort paper session)。

・ダブリンコア・ワークショップとしての理事会(Board

of Trustees)，運営委員会(Usage Board)，顧問会

議(Advisory Board)，および行政，コレクション

記述，教育，企業，日付，基準，図書館，カーネル

(Kernel)/ERC，アーキテクチャ，アクセス，国際

化，保存，利用案内，レジストリの各ワーキング・

グループの会議。

・セマンティック・ウェブへの応用，提携・協力プロ

グラム，IFLA関係，LOM（教育コンテンツ・メタ

データ），NISOメタサーチ，LOMとダブリンコア，

をテーマとした会議(special session)。

これらがコンパクトに詰め込まれているため，総て

の会議に出ることはできないが，全参加者への報告の

時間が設けられていた会議もある。総てのワーキング・

グループが何らかの結論を出したわけではないが，グ

ループによってはDCMIのホームページで報告を見る

ことができる（7）。運営委員会の決定もDCMIのホーム

ページで見ることができる（8）。

会期中連日の早朝の研修会と，10日のプレコンファ

ランス・ワークショップ（世界規模企業間相互利用の

ためのメタデータ）は別会費の設定となっていた。後

者には別のスポンサーもあり，そのスポンサーへの出

席報告文書に署名をさせられた。13日午前の基調講演

等は前述のようにSILFと共通に行われた。この部分

は講演者と順番がプログラムとは異なっている。

報告の内容

公式発表によれば，５件の基調講演，10件のplenary

paper session報告，21件のshort paper session報告

が行われた。

plenary paper session報告

Ⅰ．メタデータのフレームワーク，Ⅱ．メタデータの

利用者，Ⅲ．メタデータの管理とハーべスティング，

の３部に分けられていた。

Ⅰ．では，メタデータ・スキーマ・レジストリの機

能拡張，ダブリンコアの語彙の整備，相互利用のため

のメタデータ・スキーマ言語に関する報告があった。

メタデータの相互利用のためには，メタデータ・ス

キーマがそのターム，コンテクスト，セマンティック

およびシンタックティックな制限を正確に伝えられな

ければならない。それでこそ，アプリケーションやマ

シンがメタデータを分析，理解，利用することができ

る。３番目の報告は，このメタデータ・スキーマが必

要とする言語の要件を5つ提示し，OWL/XDD（Web

Ontology Language と XML Declarative Description

の複合言語）の適合性を検証したものである。

Ⅱ．では，イタリアの多言語アクセスのための法律

文献ポータルに関する報告があった。これは，法律情

報理論技術研究所の法律文献ポータルが提供する，法

律情報への多言語アクセスについて研究したものであ

る。異なる法システム間での専門用語の関連付けには，

法システムの特異性を考慮しなければならない。法の

分野が必須のメタデータになっているレポジトリに対

して，言語に関係なく一度でアクセスを果たす方法を

検討し，質問を異なる言語に翻訳する際にマシンの学

習により，最終的に曖昧な単語を曖昧でなくしていく

方法を導入している。

Ⅲ．では，ニュージーランド国立図書館のデジタル

化情報とメタデータ管理，科学デジタル図書館のメタ

データ改善，コレクションとサービスのレジストリと

メタデータ，記録保存のためのメタデータセット，

P2Pベースのデジタル図書館におけるメタデータ・ハー

ベスティングに関する報告があった。最後の報告は，

分散した電子図書館環境において，メタデータ・レコー

ドのハーベスティングに関する主な研究をレビューし，

その長所と問題点について，報告者のアプローチと比

較したものである。P2Pベースの環境で，メタデータ

を統合する一般的方法を，共有スキーマ，同一コミュ

ニティの別スキーマ，スキーマもコミュニティも別，

という３つの状況で提示している。

short paper session報告

（1）語彙と適用条件(application profile)，（2）モデ

ル，（3）事例研究，（4）トゥールとメソッド，の４部に

分けられていた。その報告の内容テーマは以下の通り

多岐にわたっている。

（1）AGRIS（農業科学技術に関する国際情報システ

ム）のメタデータ交換。カナダ政府のメタデータと統

制語。音楽映像情報のメタデータ。ドイツの電子化学

位論文のメタデータ。分類表メタデータの相互利用。

（2）デジタル図書館システムのためのMETS（Metadata

Encoding and Transmission Standard）ベース目録

キット。人物とエージェントに関するダブリンコア。

メタデータ・モデルの方法論。構造化デジタル情報に
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基づくメタデータ・モデルとデジタル図書館。中国軍

事大学デジタル図書館の保存関係メタデータ・スキー

マ（報告は行われなかった）。メタデータと帰納的・

主観的探索。（3）中国文化人手稿図書館のためのメタ

データ・スキーマ。フランス高品質保健ゲートウェイ

のメタデータ。日本の画像史料ビュアーとメタデータ。

中国教育情報ライブラリーとダブリンコア教育メタデー

タ。マレーシアのメタデータ管理システム。ドイツ連

邦環境庁のメタ情報システム。（4）既存電子化学習情

報の正規化トゥール。分散デジタル・コレクション管

理のためのオープン・ソース・ソフトウェア。ソフト

ウェアによるメタデータ・データベースの生成とアク

セス性評価。セマンティック・ウェブのための環境健

康分野学際シソーラス。

次のDC-2005は，来る９月12～15日にスペインのマ

ドリッドで開催される予定である。

（書誌部書誌調整課：坂
さか

本
もと

博
ひろし

）

（1）中井万知子. 「2001年ダブリンコアとメタデータの応用に関する

国際会議」報告. 国立国会図書館月報. (491), 2002, 18-21.
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（4） Dublin Core Metadata Initiative. (online), available from
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１．はじめに

今日の学術情報を取り巻く環境においては，ウェブ

や電子ジャーナルなどの電子資源の拡大に伴い，個々

のコミュニティやそのニーズに対応する多くのメタデー

タが開発されている。これらのメタデータの拡大によ

り図書館員の感じる不安の多くは，メタデータの一種

であるMARCやその前提とされるAACR2といった伝

統的な図書館のプラクティス（図書目録を基礎として

築き上げてきた記述規則や典拠および主題などアクセ

スポイントの統制，レコードフォーマットの標準など

に沿った実務慣習）が，メタデータとどのようにかか

わり，どのような影響を受けるのかという点ではない

だろうか（CA1506参照）。メタデータの出現によって

図書館の目録は時代遅れであるといった主張がある一

方で，図書館の伝統的なプラクティスが電子資源の利

用や保存といった側面におけるメタデータ作成におい

ても重要な位置を占めることも論じられている。渡邊

はセマンティックウェブと図書館コミュニティの関係

を 紹 介 す る 記 事 の 中 で ， ア ダ ム ス （Katherine

Adams）らの論考を紹介してセマンティックウェブ

における典拠管理の必要性や主題アクセスとオントロ

ジとの関係性について言及している（CA1534参照）。

典拠管理や分類・件名・シソーラスといった主題アク

セス機能は図書館が情報の組織化を目的に築き上げて

きたものであり，現在これらの機能はMARCという

レコード形式によって表現されている。

さらにエデン（Bradford Lee Eden）は「メタデー

タとライブラリアンシップ：MARCは生き残るだろ

うか？」という論説の中で，この新しい情報時代の中

でMARCが確固たる位置を占め続けることができる

のか？という課題を提起し，いくつかの論考をまとめ

ている（1）。これらの論考において，MARCはメタデー

タに取って代わられるのではなく，図書館の伝統的な

プラクティスを継承し，図書館以外のコミュニティが

持つメタデータのニーズにも広く対応できるように，

メタデータと融合しなければならないとされ，その方

法のひとつとしてMARCとメタデータのクロスウォー

ク（Crosswalk）が取り上げられている。これらの論

考における文脈でのクロスウォークは，MARCとメ

タデータ間において各々の項目が持つ意味（seman-

tics）を継承しながら相互利用を可能とすることであ

り ， 項 目 間 の 意 味 照 合 （mapping） と 記 述 変 換

（translation）の二つのプロセスによって実現される。
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