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CA1681
電子情報長期保存のための評価ツールDRAMBORA
－ NDL における試験評価の試みから

1. はじめに
　国立国会図書館（NDL）は、2008 年 12 月 2 日から 
4 日にかけての 3 日間、英国グラスゴー大学人文科学 
高等技術情報研究所（Humanities Advanced Technology  
and Information Institute）の保存調査員イノセン
ティ（Perla Innocenti）氏の訪問を受け、同研究所
が英国のデジタルキュレーションセンター（DCC）、
デジタル保存に関する国家プロジェクトの欧州規模
での連携・協力イニシアチブ“Digital Preservation 
Europe（DPE）”に参加して開発を行っているデジ
タルリポジトリ事業の監査ツール、「リスク評価に
基づくデジタルリポジトリ監査法（DRAMBORA：
Digital Repository Audit Method Based on Risk 
Assessment）」を用いて、NDL の電子図書館サービ
スの試験評価を行った（「デジタルリポジトリ」の定
義については後述）。試験評価の対象としたサービス
は「近代デジタルライブラリー」である。本稿では、
DRAMBORA の特徴及び試験評価に際し実際に NDL
で行われた作業内容を紹介し、今後の日本国内におけ
る適用可能性について所見を述べるものとする。
2. DRAMBORA の概要
　DRAMBORA は、2007 年 2 月に PDF 版の本文と
Microsoft Office 形式の記入用紙から成る第１版が公
開され、2007 年 11 月から 12 月にかけて、その有効
性を確認し最適化を進めるためのパイロット評価が
行われた。それらの結果を踏まえ、現行の第 2 版が
2008 年 2 月に公開された。第 2 版は、オンラインで
画面に表示された指示に従って各リポジトリの担当者
が作業を進められるようになっており、作業が終わる
とリスクの一覧レポートが出力される。イノセンティ
氏によれば、監査ツールとしての DRAMBORA の特
徴は、次の 4 点にまとめられる。
⑴ リスク評価に基づく監査手法
　DRAMBORA は、その名が示すとおり、リスク
マネジメントの考え方に基づいた（Based on Risk 
Assessment）監査ツール（Audit Method）である。
デジタルオブジェクトの保存についての施策上、実施
上のリスクを抽出し、それらの発生頻度及び影響の大
きさを評価し、リスクを管理することを目的とする。
リスクの抽出にあたっては、単に技術に関するもの
だけではなく、法規、財務、体制等に関するものも含
め、網羅的に抽出する。
　 リ ス ク に 対 す る 考 え 方 は、 リ ス ク 回 避（risk 
aversion）とリスク選好（risk appetite）の 2 通りが

ある。前者は、リスクを否定的に捉えた考え方で、現
状を変化させた場合に発生するかもしれないリスクを
回避するため、より安全志向の選択をするような場合
がこれに該当する。これに対し、後者は、現状を好転
させるためのチャンスとしてリスクを肯定的に捉え、
積極的にそのリスクを引き受けようという考え方であ
る。新サービスの開拓などがこれに該当する。各リス
クに対する態度を決定するためには、各デジタルリポ
ジトリの運営主体は許容できるリスクのレベルを決定
しなければならない。
⑵ 対象はデジタルリポジトリ
　DRAMBORA が対象とするのは電子図書館に限ら
ず、デジタルオブジェクトの長期保存を担うすべての
事業である。DRAMBORA は、そのような目的を持っ
た事業を、その基盤となるシステム及び運営体制を包
括した概念として、「デジタルリポジトリ」と定義す
る。「デジタルリポジトリ」の要件は、DCC、DPE が
類似の試みを行っている米国・カナダの研究図書館・
大学図書館のコンソーシアムである研究図書館セン
ター（Center for Research Libraries：CRL）やドイ
ツの nestor プロジェクト（E642 参照）⑴と共同で策
定した全 10 項目の「デジタルアーカイブの主要件」

（Core Requirements for Digital Archives）に基づい
ている⑵。
⑶ 自己監査ツール
　DRAMBORA は第三者による評価ではなく、各リ
ポジトリを運営する機関自身による自己監査を基本と
している。しかし、現在のところ、イノセンティ氏の
ような監査人（auditor）が訪問またはオンライン環
境で、支援を行っている。
　上述 CRL による「信頼できるデジタルリポジト
リの認証のための監査チェックリスト（TRAC）」

（E380 参照）⑶ や nestor プロジェクト等、類似の試
みと DRAMBORA との相違点は、前者はリポジトリ
の満たすべき要件があらかじめ規範的に示され、それ
らの要件を満たすか満たさないかが問題とされるのに
対し、後者はこうあるべきだという具体的なリポジト
リ像をあらかじめ画一的に設定していない点である。
そのため、DRAMBORA を用いて監査を行う各機関
は、まずはリポジトリごとの使命、制約条件、目的、
活動、資産（組織、業務、作業の継続性にとって有用
なもの全般）を洗い出すところから始めなければなら
ない。その上で、それらに関連するリスクを特定し、
それらへの対処方法を監査人の支援を受けて検討する
ことになる。チェックリスト式の TRAC や nestor に
比べ、作業は煩雑になるが、監査ツールとしての柔軟
性に優れているため、様々なリポジトリで用いること
ができる。
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⑷ 裏づけ（evidence）を要求
　監査においては、抽出した活動が実際に行われて
いることを確認する。そのため、監査人は関連するド
キュメントの確認や担当者へのインタビューを行い、
実際に当該活動が行われていることの「証」を得なけ
ればならない。これを“evidence”という。関連する
ドキュメントとは、リポジトリの方針を示した公式文
書や作業手順を明文化した業務マニュアル等である。
3. 監査作業の内容　
　次に、実際に NDL で行われた監査作業を紹介する。
NDL での監査は、DRAMBORA の第 2 版を用いてオ
ンライン環境で行われた。第 2 版では、PDF 版であ
る第 1 版を用いて行われたテスト監査のフィードバッ
クを受け、後に述べる機能クラス等に改良が加えられ
ている。
3-1. 監査の準備
⑴ 基本情報、担当者等の登録
　はじめに、監査作業の準備段階として、対象となる
リポジトリ（近代デジタルライブラリー）の基本情
報や監査に参加するリポジトリ担当者に関する情報
を DRAMBORA に登録した。監査に参加するリポジ
トリ担当者は、ID・パスワードを入力して監査画面
にログインすることにより、作業を進めることができ
る。
⑵ 監査目的の選択
　次に、監査を行う目的を選択する。これは、内部監
査、外部監査への準備、リポジトリの改良箇所特定
からの三者択一となっており、NDL では「内部監査」
を目的として選択した。
⑶ 機能クラスの選択
　機能クラスとは、その後の作業の中で業務やリスク
を抽出するためのベースとなる 10 の区分であり、こ
れは上述した「デジタルリポジトリ」の要件と一致し
ている。他機関と共通の認識に基づいて展開した機能
クラスに沿って業務やリスクを抽出することにより、
DRAMBORA による監査結果は、TRAC 等、他の監
査方法との互換性を保つことができる。また一方で、
リポジトリの実際の要件はそれぞれのリポジトリの
目的などにより異なり、必ずしもこれら既定の 10 の
要件と同じではない。そのため、DRAMBORA では、
これら 10 の機能クラスの中からリポジトリの要件に
合致したもののみを選択して作業することができるよ
うになっている。さらに、リポジトリに合わせて独自
の機能クラスを追加することもできるため、タイプの
異なるリポジトリに柔軟に対応することが可能であ
る。NDL では既定の次の 10 の機能クラスを選択して
作業を進めることにした。

　 1 . デジタルオブジェクトを保存する使命と責任
　（Mandate & Commitment to Digital Object 

Maintenance）
　 2 . 組織的適合性（Organizational Fitness）
　 3 . 法 律 や 規 制 に 対 す る 適 合 性（Legal & 

Regulatory Legitimacy）
　 4 . 効 率 的 で 効 果 的 な 運 営 方 針（Efficient & 

Effective Policies）
　 5 . 十 分 な 技 術 イ ン フ ラ（Adequate Technical 

Infrastructure）
　 6 . 収集・受入の実施（Acquisition & Ingest）
　 7 . デジタルオブジェクトの完全性、真正性及び

有 用 性 の 保 持（Preservation of Digital Object 
Integrity, Authenticity & Usability）

　 8 . メ タ デ ー タ の 管 理 と 監 査 証 跡（Metadata 
Management & Audit Trails）

　 9 . 提供の実施（Dissemination）
　10. 保存の計画と実践（Preservation Planning & 

Action）
3-2. 監査作業
　監査作業は次の 7 つの段階を踏んで、順に入力を行
う。
　⑴ リポジトリの使命の記述（Add Mandate）　
　⑵ リポジトリに関わる制約条件のリストアップ
　（Add Constraints）
　⑶ リポジトリの目的（実現したいこと）のリスト

アップ（Add Objectives）
　⑷ 作業と関連資産、その所有者のリストアップ 
　（Add Activities and Assets）
　⑸ リスクのリストアップ（Add Risks）
　⑹ リスクの評価（Assess Risks）
　⑺ リスクの管理（Manage Risks）
　NDL での入力作業は監査人であるイノセンティ氏
が中心となり、スタッフへのインタビューや関連設備
等の視察に基づき進められた。⑵以降は上述の機能ク
ラスごとに項目を入力することにより、視点が偏らず 
にさまざまな側面からリスクを抽出することができる。 
しかし、作業画面上に概念的な解説は表示されるが、
作業を進める上で必要な画面の操作方法や各項目の入
力方法などの具体的な説明がないため、現時点では監
査人抜きで作業を進めるのは必ずしも容易ではない。
3-3. 監査結果の報告書作成
　監査作業により洗い出されたリスクの情報は、レ
ポートとしてブラウザで一覧表示したり、PDF ファ
イルとしてダウンロードしたりすることが可能であ
る。このレポートに基づいてリポジトリの担当者がリ
スクの回避策や発生時の解決策を議論し、リスク自体
を管理できるようになることが DRAMBORA による



カレントアウェアネス　NO.299 （2009.3）

4

監査作業の最終的な目標である。
　今回の試験評価では、NDL が運営する近代デジタ
ルライブラリーについて、14 のリスクが顕在化した。
組織上のリスクとしては、職員のスキル向上の機会が
得がたいこと、適切な情報共有がなされていないこと
などが指摘された。また、NDL の国立図書館として
の使命に照らし、電子情報の保存に関して、特に注意
が促された。電子情報の保存のための戦略・技術・資 
金が欠如している点が保存計画上のリスクとして報告 
されたほか、デジタル化後データのバックアップコ 
ピーが格納されているDVD の媒体としての脆弱性、災 
害対策の不十分さ、ストレージ容量の不足といった機 
器環境やセキュリティについてのリスクも抽出された。
4. 日本国内への適用可能性について
　最後に、DRAMBORA の日本国内のデジタルリポ
ジトリへの適用可能性について考察する。
4-1. 監査結果の有効性
　今回の試験評価で得られた報告書では、概ね現在
NDL が抱えている課題が正当かつ十分に描き出され
た。したがって、DRAMBORA による試験評価が適
切に行われたこと、また DRAMBORA が NDL の近
代デジタルライブラリーの評価ツールとしても有効で
あることを確認できた。
4-2. 小規模リポジトリへの適用可能性について
　また、今回の試験評価の一部の日程には、イノセン
ティ氏からの働きかけもあり、京都大学附属図書館
の学術情報リポジトリ（KURENAI）担当者も参加し
た。彼らからは、DRAMBORA について、次のよう
な質問が発せられた。
ⅰ 監査人の資質について
　DRAMBORA のように各リポジトリの背景に合わ
せた監査を行う場合、監査人の資質に拠る部分が大き
いと考えられるが、その部分についてはどのように担
保しているか。
ⅱ 監査の適用対象となるリポジトリの規模について
　数名で運営する小規模のリポジトリへの展開は可能
か。
　ⅰについては、イノセンティ氏から、監査人には、
ISO19011:2002（品質及び／又は環境マネジメントシ
ステム監査のための指針）で定められているスキルの
レベルを必要とされる旨の回答があった。また、監査
人のみならず、リポジトリ担当者の資質も影響するた
め、ヨーロッパにおいては、監査人及びリポジトリ担
当者各々の認定コースを備える機関の設立も提案され
ているとのことであった。
　ⅱについては、グラスゴー大学の機関リポジト
リ“Enlighten”⑷を例に、論文等の収録数が 5,000 ～
6,000 件規模のリポジトリでも適用事例がある旨の回

答があった。監査人は、DRAMBORA のスタッフが
資金援助を得て行う場合のほか、外部機関から雇用し
たり、監査の対象となるリポジトリの職員自身が行う
場合がある。監査人は通常 2 人以上いることが望まし
いが、DRAMBORA は自己評価ツールとして設計さ
れているので、小規模のリポジトリの場合は得られる
範囲の人数で行うことも可能とのことであった。
4-3. 日本語化
　全体として、DRAMBORA は柔軟性の高いツール
なので、日本における各種のデジタルリポジトリにも
十分適用が可能であるという印象を受けた。近代デジ
タルライブラリーは静止画像を扱うリポジトリである
が、視聴覚資料等マルチメディアを対象としたリポジ
トリにも、DRAMBORA は適用可能である。
　 し か し、 一 番 の 壁 は 言 語 で あ ろ う。 現 在 の
DRAMBORA は、英語でのみ作成されており、オン
ライン版への入力作業はすべて英語で行わなくてはな
らなかった。今回、試験評価の実施にあたり、NDL
では DRAMBORA 第１版を和訳したほか、関連文書
の英訳、リスク記述の英訳等、膨大な翻訳作業が発生
した。また、監査作業もすべて通訳を通して英語で行
われた。DRAMBORA では第 3 版を多言語で公開す
ることを検討しているようであるが、具体的にどの言
語が作成されるかは未定である。今回の試験評価にあ
たり NDL が作成した DRAMBORA 第 1 版の日本語
版は、DRAMBORA の開発者からも感謝の意を表さ
れ、2009 年中に NDL 及び DRAMBORA のウェブサ
イトで公開されることとなっている。
5. さいごに
　今回の試験評価の実施にあたり、NDL 担当部局に
おいては少なからぬ人手がかかった。しかしながら、
DRAMBORA は、各種のデジタルリポジトリがその
組織的背景や対象とする資料の違いを超えて問題を共
有するための 1 つのインセンティブとなりうるツール
である。また、各機関の監査結果の秘密は守られるも
のの、監査人を通じて他機関での経験についての情報
を得ることができることも、本ツールの開発に協力す
るメリットである。NDL としては、今後も、その成
長に貢献したいと考えている。
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⑴ Dobratz, Susanne et al. Catalogue of criteria for trusted digital 
repositories. nestor Working Group ‒ Trusted Repositories 
Certification, 2006, 48p.

　http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/8en/PDF/8en.
pdf,（accessed 2009-01-27）.

⑵ 2007 年 1 月策定。「特定コミュニティに対して、デジタル・オブ
ジェクトを保存する使命と責任を持っていること」など全 10 項
目。簡潔な表現に変えられて、DRAMBORA の機能クラス名とし
て用いられている。（本文 3-1.⑶参照）

　Center for Research Libraries. “Core Requirements for Digital 
Archives”. Center for Research Libraries.

　http://www.crl.edu/content.asp?l1=13&l2=58&l3=162&l4=92, 
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CA1682
インドの電子図書館と機関リポジトリ

（accessed 2009-01-27）.
⑶ OCLC and CRL. Trustworthy Repositories Audit & Certification:

　Criteria and Checklist. OCLC and CRL, 2007, 94p.
　http://www.crl.edu/PDF/trac.pdf,（accessed 2009-01-27）.
⑷ University of Glasgow. “Enlighten”.
　http://eprints.gla.ac.uk/,（accessed 2009-01-29）.

　近年、情報技術産業の発展が著しいインドではある
が、電子図書館や機関リポジトリ等はどの程度開発さ
れているのだろうか。インドの電子図書館事情につい
て紹介したい。
概要
　インドにおける電子図書館の開発は 1990 年代後半
に始まったとされる⑴。しかし、様々な機関で電子図
書館が公開されるようになったのは、21 世紀に入っ
てからである。
　インドでは、科学技術関係機関や政府機関を中心に
電子図書館の構築が進められてきた（CA1516、E527
参照）。表に、コレクション数の多い電子図書館・機
関リポジトリを示す。現時点では多くが各機関独自で
の構築にとどまっているが、学位論文に関しては、マ
イソール大学の“Vidyanidhi”⑵、大学図書館ネット
ワークセンター（Information and Library Network  
Centre：INFLIBNET）の学位論文総合目録⑶など、複 
数大学の学位論文を収録するデータベースが作成さ
れ、機関を越えた取り組みが行われている。
　公共図書館では目立った電子図書館は存在しない
ようだ。インド国立図書館⑷では、6,600 冊の書籍を電
子化しているが、CD-ROM に収められているだけで、
現時点ではインターネット上で利用することができな

い。数少ない一般市民向けの事業としては、インド
先端電算技術開発センター（Centre for Development 
of Advanced Computing：C-DAC） に よ る“Mobile 
Digital Library”がある⑸⑹。これは、衛星アンテナや
コンピュータ、プリンタ、製本機を搭載した自動車を
地方に派遣し、図書データをダウンロードしてその場
で書籍を作成し、市民に提供する、という事業であ
る。現在のところ、短い物語、フィクション等 105 冊
の図書が対象となっており、インターネットから自由
にダウンロードすることもできる。しかし、インドで
のインターネットの普及は 2007 年度で人口 100 名あ
たり 6.93 名である⑺ことを考えると、多くの人々は電
子図書館へのアクセスが困難である、というのが現実
であろう。
　なお、2008 年 4 月にユネスコから刊行された “Open 
Access to Knowledge and Information: Scholarly 
Literature and Digital Library Initiatives; the South 
Asian Scenario”では、インドのオープンアクセス
サービスとして、電子図書館が 13 プロジェクト、
オープンコースウェア 6 プロジェクト、オープンアク
セス雑誌 6 プロジェクト、メタデータの収集・提供
サービス 5 プロジェクト、全国規模のオープンアクセ
スリポジトリ 5 プロジェクト、機関リポジトリ 19 プ
ロジェクトが紹介されている⑻。
　以下では、インド特有の事情が垣間見える特徴的な
電子図書館と機関リポジトリを紹介したい。
特徴的な電子図書館
・Digital Library of India ⑼⑽

　ミリオンブックプロジェクト（Million Book Project） 
（E727、CA1678 参照）によって電子化された資料
を収録している。このプロジェクトは米国のカーネ
ギーメロン大学が中心になって実施され、インドで
はインド科学大学（Indian Institute of Science：IISc）

出典　Mittal (2008) を元に作成　※レコード数はROAR （accessed 2008-12-17）を参照した。

名　　　称 機　関　名 U　R　L ソフトウェア レコード数 内　　容

ePrints@IISc Indian Institute of Science, Bangalore http://eprints.iisc.ernet.in/ EPrints 7,635
機関の出版物、雑誌論
文、会議録

RRI Digital Repository Raman Research Institute http://dspace.rri.res.in:8080/ DSpace 3,514
C.V. Raman コレクショ
ン、論文等

Dspace@IIA Indian Institute of Astrophysics http://prints.iiap.res.in/ DSpace 3,060 機関の出版物、学位論文

NAL-IR National Aerospace Laboratories Institute http://nal-ir.nal.res.in/ EPrints 2,895
雑誌論文、会議録、テ
クニカルレポート

Niscair Online Periodicals 
Repository

National Institute of Science Communication 
and Information Resources(NISCAIR)

http://nopr.niscair.res.in/ DSpace 2,308 機関の出版物

EPrints@IIT Delhi Indian Institute of Technology, Delhi http://eprint.iitd.ac.in/dspace/ DSpace 2,143 機関の出版物、学位論文

IIMK Digital Library Indian Institute of Management Kozhikode
http://www.iimk.ac.in/gsdl/cgi-
bin/library

GSDL 機関の出版物、電子書籍

ETDigital Library Indian Institute of Technology, Bombay
http://www.library.iitb.ac.in/̃mnj/
gsdl/cgi-bin/library

GSDL 学位論文

Archives of Indian Labour
V. V. Giri National Labour Institute, 
Association of Indian Labour Historians 

http://www.indialabourarchives.
org/home.htm

GSDL
電子化された労働関係
の記録、インタビュー等

表　インドの電子図書館・機関リポジトリ




