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デジタルリポジトリにおける
メタデータ交換の動向

1. はじめに
　近年、大学図書館を中心に、デジタル化された学
術論文や研究資料を蓄積・保存し、インターネット
で公開を行う、いわゆるデジタルリポジトリの構築
が盛んである。こうしたリポジトリは、収録コンテ
ンツを自機関の成果物に限定するものを機関リポジ
トリ、特定主題分野に収集対象を定めるものをサブ
ジェクトリポジトリなどと呼びならわしている。制
度的にもシステム的にもいまだ発展途上の段階にあ
り、より安全でより便利なものにするための工夫が
続けられている。
　リポジトリが機能を高めるための方法の一つとし
て、保持するコンテンツ（データ）に関するさまざ
まな情報を記録したデータ、すなわちメタデータを
有効活用することが考えられる。リポジトリにおけ
るメタデータは、一般に、従来の書誌情報に相当す
る記述メタデータと管理的な情報を記録する管理メ
タデータとに大別され、前者は情報資源の発見、後
者はデジタル資料の管理・保全、さらには長期保存
などの目的に利用することが想定されている。これ
らのメタデータはリポジトリ間で交換・共有されて
こそ意味があり、そのための規定作りや標準化が盛
んに行われている。
　本稿では、そうしたメタデータ交換の動向を、
OAI-ORE と PREMIS ／ METS という二つの活動を
中心に探っていきたい。

2. OAI-PMH から OAI-ORE へ
　2000 年代の初頭から現在に至るまで、いくつもの
リポジトリ用ソフトウェアが開発され、改訂を重ね
てきた。現在、多くのリポジトリが採用している代
表的なソフトウェアとして、DSpace（1）、EPrints（2）、
Fedora（3）などがある。
　これらのソフトウェアに共通している基本的な機
能として、OAI-PMH 対応がある。OAI-PMH は各リ
ポジトリが蓄積しているメタデータを共有するため
のプロトコルである（CA1513 参照）。欧米では早い
時期から OAI-PMH により収集したメタデータを利
用した検索サービスが立ち上がっており、ミシガン
大学が運営する OAIster（4）はその代表例として有名
である。
　日本の大学図書館が運営するリポジトリも多く
は DSpace や EPrints を採用しており、それ以外の

ソフトウェアも OAI-PMH 準拠をうたっているのだ
が、日本で OAI-PMH を利用したメタデータ提供が
本格的に行われるようになったのは比較的最近であ
る。国立情報学研究所（NII）が「junii2」（5）という
メタデータ・フォーマットおよび学術機関リポジト
リデータベース収集方針（6）を定め、国内の機関リポ
ジトリで生成されるメタデータを OAI-PMH で収集
し、統合的に検索できる学術機関リポジトリポータ
ル（JAIRO）（7）を公開している。この JAIRO は 2008
年 10 月に試験公開され、2009 年 4 月に正式公開され
た。また、国立国会図書館（NDL）のデジタルアー
カイブポータル（PORTA）の外部提供インターフェ
ースに OAI-PMH が追加されたのは 2008 年 12 月で
ある（CA1677 参照）。なお、NII は JAIRO とあわせ
て、収集したメタデータを利用して、参加機関の統
計分析情報を提供する IRDB コンテンツ分析システ
ムも構築している（8）。
　一方、OAI-PMH を策定したオープンアーカイブ
ズイニシアティブ（OAI）では、2008 年 10 月、オー
プンアーカイブのオブジェクトの再利用・交換に関
するプロトコル “Open Archives Initiative ‒ Object 
Reuse and Exchange（OAI-ORE）” の正式版（9）を発
表した。これはウェブ上の情報資源の集合体の記述
および交換の標準を定めたものである。
　現在、ウェブ上では多くの情報資源がひとまとま
りで利用されるものの、その構成要素や境界が曖昧
なため、コンピュータで処理できないという問題が
ある。たとえば物理学等の学術論文のプレプリント
サーバ “arXiv” における論文詳細表示画面では、論
文タイトル、著者名、版、抄録、本文へのリンク、
同じコレクションの別の論文へのリンクなどが表示
されており、このページの URI（Uniform Resource 
Identifi er）が論文を示す識別子としてよく使われる。
しかし、この画面の諸要素は人間の目には一目瞭然
だが、コンピュータが arXiv 専用の特別な処理をす
ることなしに識別することは困難である。
　OAI-ORE はこうした問題を解決するために、情報
資源の集合体をコンピュータが解釈できる形で記述
するリソースマップというものを規定し、これをも
とにコンピュータがデータ交換を行う（10）。
　つまり、OAI-ORE ではメタデータのみならずリポ
ジトリ内の個々の情報資源（コンテンツ）そのもの
を（必要に応じてメタデータと共に）柔軟にやり取
りできるようになるわけで、アルファ版、ベータ版
の段階から関係者の注目が集まった。日本において
も OAI-ORE に対する関心は高く、たとえば NDL は
カレントアウェアネス -R で逐一その動向を伝えてい
るし、NII はアルファ 0.2 版と正式版（1.0 版）の仕
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様書およびユーザガイドを翻訳公開している（11）。

3. OAI-ORE の活用
　OAI-ORE は正式版の発表があって間もないため、
リポジトリの現場で活用されるのはこれからだが、
試験的プロジェクトはいくつか実施されている。こ
こでは英国情報システム合同委員会（JISC）が助成
する二つのプロジェクトを取り上げる。
　カレントアウェアネス -R でも紹介されている
が、FORESITE（Functional Object Re-use and 
Exchange: Supporting Information Topology 
Experiments）は OAI-ORE を利用して、学術雑誌の
バックナンバーデータベース JSTOR に収録されて
いる雑誌のデータをリソースマップ化し、SWORD
（Simple Web-service Off ering Repository Deposit）
インターフェースを介して、Atom 出版プロトコ
ル（Atom Publishing Protocol）（12）に準拠した文書
として DSpace に取り込むというものである。この
SWORD も JISC の助成を受けたプロジェクトで開
発されたプロトコルで、Atom 出版プロトコルの上
に、リポジトリへの標準的なコンテンツ納入方式を
規定したものである（13）。これによりコンテンツを
複数のリポジトリに同時に納入したり、リポジトリ
間でコンテンツをやり取りしたりするといったこと
が可能になる。OAI-ORE ではリソースマップの記
述方法の一つとして Atom が利用可能であるため、
FORESITE のように両者を組み合わせて使う応用例
が今後出てくると思われる。
　PRESERV2 プロジェクトは、デジタル資料の長期
保存という観点から OAI-ORE の活用を目指してい
る。ラムジー（Sally Rumsey）とオスティーン（Ben O’
Steen）は、OAI-ORE の利点として、差分アップデ
ートができること、すべてのメタデータおよびデジ
タル・オブジェクト間の関係や履歴も含めて情報の
喪失がない複製が可能なこと、リソースマップが機
械可読であるためコンピュータが定められた方針に
従って最適の保存手続きを確定してくれることなど
をあげている。これらにより、あるリポジトリのコ
ンテンツを別のリポジトリに容易にコピーができる
ため、数多くの複製を持って安全性を高めることが
できるとしている（14）。このプロジェクトでは、OAI-
ORE 活用の具体例として、EPrints と Fedora という
二つの異なったソフトウェアで構築されたリポジト
リ間でデータを交換する仕組みを作り、2008 年 4 月、
英国サウサンプトンで開催された「オープン・リポ
ジトリ（Open Repositories）2008」会議でデモを行
った（15）。
　このように、OAI-PMH がもっぱら資源発見のため

のメタデータ共有の仕組みであったのに対し、OAI-
ORE はリポジトリにおけるデジタル資料の長期保存
体制作りにも活用できると期待されている。

4. PREMIS 2.0
　デジタル資料の長期保存に資するメタデータに関
しては 2000 年代初頭からさまざまな研究が行われて
きた（CA1489、CA1561 参照）が、現在、それらの
頂点に立つのが PREMIS （Preservation Metadata: 
Implementation Strategies） の『保存メタデータの
ためのデータ辞書』第 2.0 版（通称 PREMIS2.0）（16）で
あろう。これは保存活動に必要と思われるさまざま
な情報を整理・体系化し、その意味範囲や用法を規
定した、まさにメタデータ要素の辞書なのだが、具
体的な実現方法とは独立したものにするため、あえ
て要素（element）とは言わず、意味単位（semantic 
unit）という言葉を使っている。
　このデータ辞書の第 1 版は 2005 年に発表され、英
国のデジタル保存賞、米国アーキビスト協会保存出
版賞を受賞するなど高い評価を受けた。日本にも
2007 年の時点での保存メタデータの到達点として紹
介がなされている（17）。
　第 1 版の発表後、PREMIS 作業グループは解散し、
このデータ辞書の維持活動の場は米国議会図書館
（LC）に移り、改訂のための編集委員会が設置された。
同時に、実際に運用されているリポジトリへの適用
の検討も始まった。たとえば上述の PRESERV2 プロ
ジェクトの前身である PRESERV では、PREMIS の
メタデータを機関リポジトリのシステム（EPrints）
にマッピングする研究を行っている（18）。
　2007 年、PREMIS 編集委員会は十分なフィードバ
ックが得られたとして改訂作業に入り、2008 年 4 月、
現在の第 2.0 版が発表された。改訂の経緯および主
な改訂内容については、ラヴォワ（Brian F. Lavoie）
の記事に詳しい（19）。

5. PREMIS と METS
　PREMIS が規定するのはメタデータの意味単位で
あり、実際にそれを記録するための方式は別に定め
ることになるが、PREMIS ではデータ辞書に沿った
XML スキーマを作成して公開している（20）。一方、
XML ベースでメタデータを記録し、交換するための
標準にMETS （Metadata Encoding & Transmission 
Standard；CA1489、CA1552 参照）があり、PREMIS
同様、LC が維持管理を行っている。当然、PREMIS
の XML スキーマで記録したメタデータをMETS に
入れ込もうという動きが出てくるわけだが、現実に
はすんなり行かないことが明らかになってきている。
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　一つはセクションの分け方の違いで、PREMIS が
エンティティのタイプ（オブジェクト、イベント、
エージェント）で分けているのに対し、METS はメ
タデータのタイプ（記述、技術、来歴、構造など）
で分けているため、PREMIS の各要素をMETS の該
当するセクションに振り分けるマッピングを行わな
くてはならない。もう一つは、両方に定義されてい
るため重複する要素があるということで、これはそ
のまま重複して記録するのか（その際には修正があ
った場合、齟齬がないよう両方ともきちんと修正し
なくてはならない）、それともどちらか一方の側に記
録するのかを決めなくてはならない（21）。
　PREMIS を METS で利用する代表的な事例とし
て、オーストラリアMETS プロファイル （Australian 
METS Profi le） が あ る。 こ れ は 2007 年、LC に
登録されたもので、前年の PRESTA（PREMIS 
Requirements Statement）プロジェクトを受けて完
成されたものである（22）。また、イリノイ大学を中心
とした ECHO DEPository プロジェクトでも、やは
り PREMIS や、記述用メタデータMODS（Metadata 
Object Description Schema；CA1552 参照）を拡張
スキーマとしたMETS のプロファイル（ECHO DEP
プロファイル）を作成している（23）。PREMIS の Web
サイトでは、PREMIS を METS 内で扱う際のガイ
ドラインを作成して公開するとともに、そうした
METS プロファイルを掲載するなど情報提供を行っ
ている（24）。
　しかし、マクドナフ（Jerome McDonough）も
指摘するように、こうしたプロファイルは狭い範囲
でしか通用せず、それぞれ独立して策定された標
準をすり合わせるのは容易ではないようである（25）。
PREMIS データ辞書第 1 版の作成に携わったフロ
リダ図書館自動化センターのキャプラン（Priscilla 
Caplan）は、コーネル大学、ニューヨーク大学な
どをパートナーに、TIPR（Towards Interoperable 
Preservation Repositories）プロジェクトに取り組ん
でいる。TIPR では、さまざまなマッピングの試みを
検討した上で、上記 ECHO DEP プロファイルを起点
にして、汎用性のある交換プロファイルを定義する
ことを目標としており、PREMIS や METS および両
者の使用ガイドラインの改訂に貢献したいとしてい
る（26）。
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