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はじめに－背景

• 現在の我々の生活は、ネットワークから得る
情報に支えられている

• 90年代中ごろまでと、現在では我々の情報
環境は大きく変わってしまった。たとえば、
–研究室では

• コンピュータにデータを蓄積し、
• コンピュータで論文、レポートを書き、そして
• ネットワーク上で論文を読む

–最も手近にある事典・辞書は
• Wikipedia, 電子辞書, 携帯電話



はじめに－背景

• 依存度の違いはあれ、我々の研究・教育活動
は、ディジタル化され、蓄積された様々な形態
のデータと、それへのアクセス環境によって支
えられている

• ディジタルライブラリ（Digital Library）やディジ
タルアーカイブ（Digital Archive）は、我々の情
報環境を支える重要なサービス要素

• ここでは、現在までにどんなサービスが開発さ
れてきたかについて概説し、今後に向けてど
のような課題があるかについて述べたい



ことば：ディジタルライブラリ（Digital Library）

• 電子図書館、Electronic Libraryなど
• 『館』は意味を持たない
• ネット上で図書館サービスを提供するもの
• 図書館サービスとは？

–資料を収集し提供する
–資料、情報へのアクセスを助ける
–資料を保存する
–その他、資料や情報を得るためのいろいろな補助



ことば： ディジタルアーカイブ（Digital Archive）
• アーカイブ

– 記録文書を保管する場所、組織、あるいは文書のコレク
ション

• 国立公文書館： 政府の行政文書を保存し、提供する
• 文書館、資料館： 地域や自治体の歴史資料を保存する

– コンピュータ用語としてのアーカイブは、保存用の形式で
蓄積したデータ

• ディジタルアーカイブ：少し広い意味で使われる
– 資料を電子的に蓄積し、提供するもの

• 電子化されて作られた資料もともと電子的に作られた資料
– ネット上で文書館サービスを提供するもの

• 長期に渡ってディジタル資料を保存する



ことば： メタデータ（Metadata)
• 定義：メタデータは、データに関するデータ

(Data about Data)
• ネットワーク上で、資料を探し、選択し、アクセ
スし、取り寄せ、対価を支払う。こうした作業
をメタデータなしに行えるか？

• メタデータの記述内容
–資料の内容（タイトル、抄録、キーワードなど）
–物理的な性質（ファイル形式、大きさなど）
–権利関係、利用条件、想定利用者、蓄積の履歴
など



ことば： メタデータ（metadata）

• インターネット、WWWとメタデータ
– メタデータは応用ごとに作られる
–その一方、メタデータの相互運用性は重要な問題

• WWWコンソーシアムでは、WWW上でのメタデータの流
通や共有のために、メタデータを記述するための枠組み
を決めている
Resource Description Framework (RDF)

• Dublin Core Metadata Element Setは、インターネット
上でよく利用されるメタデータの記述要素集合

• Dublin Coreでは、メタデータの相互運用のための基本
的なメタデータのモデルを決めている



代表的なディジタルライブラリサービス

• Webサイトから見るディジタルライブラリや
ディジタルアーカイブ

• 文化遺産のアーカイブ
–貴重資料
–文化財
–行政文書

• 学術資料のリポジトリ、ディジタルライブラリ
–機関リポジトリ
–学会・出版社



代表的なディジタルライブラリサービス

• 有用な資料への入り口（サブジェクトゲート
ウェイ）

–学術・専門分野
–ネット上の公共図書館

• いろいろなサイト



ディジタルライブラリのイメージ

ネットワーク

ディジタルライブラリは、基本
的には、ネットワークを介し
て利用者が、資料を探し、閲
覧、利用できる環境



ディジタルライブラリの概観（構造）

• インターネットにつながったコンピュータシステム

Internet
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情報技術の視点から

電子資料を集めて
蓄積する

資料を電子化し
蓄積する

電子資料を使いや
すく組織化する

大量の文書から探す
必要な情報を見つける

ビデオを探す。
スピーチを探す。
音楽を探す

子供や障害を持つ利用
者に適切な資料を選ぶ

PCからでもケータイから
でも使えるようにする

「いつでも、どこでも、誰でも」
利用環境、利用者の特性に合わ
せて資料を利用できるようにする



利用者の視点から

図書館の資料なので
内容は信じられるね

子供向けの資料
がほしい

95年ごろにWebで
見た資料を探したい

Googleで探していたら図
書館の資料に行き着いた

いつの間にか他
の図書館のコレク
ションで見つけた

英語の資料でも日本語で
探したいね

この資料を加工したいんだ
けど、著作権はどうしよう

フィールドワークにいったときでも
携帯端末で資料が見たい



研究・開発（90年代）
• アメリカのNSFは、Digital Library Initiative
（Phase 1, 2）と呼ばれる研究助成プログラム
を、DARPA、NASA、人文基金（NEH）、議会
図書館（LC）、医学図書館（NLM）とともに進
めた。
– DLI1: 94-98, NSF, NASA, DARPA
– DLI2: 98-03頃, NSF, NASA, DARPA, NEH, 

LC, NLM
• ヨーロッパでも、EUおよび各国が、ネットワー
ク社会のための情報技術に関する研究プロ
グラムを進めた



研究・開発（90年代）

• 国立図書館や大学図書館を中心として、大き
な資料の電子化プログラムが進められた。

• 学術雑誌の電子ジャーナル化が進んだ
–費用の高騰
–機関リポジトリの動き

• 大きな大学図書館や国立図書館は、ディジタ
ルライブラリのサービスの基礎を、この時期
に作ってきた



これまでの環境

• 我々の情報環境はこの10年余りの間に、様
変わりしてしまった
–インターネット利用人口 8811万人

• 総務省・情報通信白書平成20年版より
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper
/ja/h20/html/k1311000.html

• PCから7813万人
• 携帯電話から7287万人

–電子政府、電子自治体
– e-Learning, etc.

http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/ja/h20/html/k1311000.html
http://www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/ja/h20/html/k1311000.html


これまでの環境

• ネットワーク化による変化
–情報を探すために最初に何をするか？

• まずはググル（Googleにアクセスする）？
–情報の提供、共有はネット上で

• 分野を問わずネット上での情報発信と共有が進んだ
–ネットは発信者（生産者）と受容者（消費者）を直
接結ぶ

• 図書館は仲介者。仲介者はいつまで残れるか？
–紙は捨てない限りのこる。電子情報は放っておけ
ば使えなくなる

• 残さねばならない情報や記録は多くある。



情報環境の進化と図書館

• 図書館の役割
–資料を購入して、組織化し、提供する
–資料を蓄積、保存する
–資料・情報へのアクセスを助ける

• こうした役割はネットワーク環境でも変化しな
いが、利用者のニーズや環境は変化する

– 『館』には行かずに済ませたい
–図書館はネット上のいろいろな情報源のひとつ



情報環境の進化とMemory Organization

• 博物館、美術館、文書館、図書館などをまと
めてMemory Organizationと呼ぶ
–文化的財産を広い範囲の利用者に提供すること
–一方で、文化遺産の『保存』の役割も持つ

• 国や地域の行政の電子化に合わせ、電子的
に記録を蓄積し、提供する



情報環境の進化とMemory Organization

• 電子化の進展は一方で保存に関する深刻な
問題を含む

–電子的記録・文書の完全な保存は難しい
• ネット上ではいろいろな組織が持つコレクショ
ンを横断的に利用したい

–ディジタルアーカイブ、ディジタルライブラリの相
互運用の問題



電子資料の保存

• 国立国会図書館の場合
–電子出版物の納本の開始
–インターネット情報資源の収集
–いずれも完璧な保存方法はない

• 国立公文書館の場合
–電子政府の進展に伴う文書・記録の電子化、電
子的な発信はどんどん進む

–公文書は保存しなければならない
– 『文書』の形がとらえがたいものもある



メタデータと相互運用性

• ディジタルライブラリやアーカイブにおいて、
情報資源に関する情報を記述するメタデータ
は重要な役割を持つ

–検索、選択、アクセス、保存、権利管理、その他
• 異なるサービス間での相互運用・相互利用は
重要な課題

–保存は時間軸上での相互運用
–相互運用のためにメタデータは不可欠
– WWWやインターネットとの親和性を持つこと



これから

• 図書館のサービスとしてのディジタルライブラ
リ、資料を電子化して蓄積提供するディジタ
ルアーカイブは定着している

• 一方、ネットワーク情報環境の進化は常に新
しい問題を作り出している

–現在作り出されている電子資料を将来も保存し
続けることはできるか

–生のデータから出版物まで、大量の学術データを
どのように生き続けさせるか



これから

• 研究領域での取組
– e-Science

• 現在の科学はディジタルデータに支えられている
• 大量のディジタルデータをいかに共有、利活用していく
か

– NSFのDataNet
• 大量のディジタルデータを、将来にわたっていかに生
かし続け、利用し続けていくか

• 生データから出版物までの様々な形態のデータ



これから
• 一方、我々の身の回りでは

–出版の形態が変わってきた
–通信と放送の間の垣根がなくなりつつある
–文書やデータ作成は、コンピュータ上で行うことが
普通なので、殆どのデータはディジタルデータとし
て作られる

• ディジタルライブラリやアーカイブは図書や文
書を基礎に発展してきたが、図書や文書の概
念が広がる
– これまでのものがすぐになくなるとは考えにくい
– これまでのものだけが残っていくとも考えにくい



まとめ

• この15年ほどの間に、我々の情報環境は
すっかり変わってしまった。これからも進化は
続いていく

• 大学での教育研究活動はネットワークから得
る情報、ネットワークを介した情報発信と共有
に大きく支えられている

• 我々の社会生活自体もネットワークに大きく
依存している



まとめ

• そうした環境において、ディジタルライブラリ
やディジタルアーカイブは情報基盤の役割を
持つ

• その一方、相互運用や長期の利用といった
点ではまだまだ解決しなければならない問題
は多くある

• また、これから出現する新しい技術、新しい
サービスにも対応していかなければならない



いくつかのサイト 
 
貴重資料、歴史資料 
 京都大学図書館機構 http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/index.html

国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/jp/data/endl.html
 国立公文書館 http://www.archives.go.jp/

アジア歴史資料センター  http://www.jacar.go.jp/
 Digital Archives in Asia （総務省） http://www.dosite.go.jp/daa/index.html
 アメリカ議会図書館・American Memory  http://www.loc.gov/
 British Library    そのほか 
 
電子ジャーナル 
 筑波大学附属図書館のサイトから http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/
学術論文のリポジトリ 
 学術機関リポジトリ構築連携支援事業  http://www.nii.ac.jp/irp/list/

e-Print archive  http://xxx.lanl.gov/  
学位論文 NDLTD  http://www.ndltd.org/

 
いろいろな本や小説のコレクション（電子テキストの提供） 

青空文庫 http://www.aozora.gr.jp/  小説のコレクション（草の根的活動） 
Project Gutenberg  http://www.gutenberg.net/
バージニア大学 http://etext.lib.virginia.edu/collections/subjects/
 http://www.lib.virginia.edu/scholarslab/resources/index.html

 
Webアーカイブ 

Internet Archive  http://www.archive.org/
WARP （国立国会図書館） http://warp.ndl.go.jp/

 
サブジェクトゲートウェイ 
 Intute http://www.intute.ac.uk/
ネット上の公共図書館 

Internet Public Library  http://www.ipl.org/
 

＊ちょっと違うカテゴリで 
コンテンツの共有サイト 
 動画 YouTube  http://jp.youtube.com/

写真 Flickr http://www.flickr.com/
電子本のインタフェース http://www.ebooksystems.co.jp/ 
 ページめくり 
アニメーションを作るプログラミング環境と共有 http://scratch.mit.edu/ 

（MITのMedia Lab.） 
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