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概要

DublillCol・Cは．インターネット上の多種多様な情報資源のメタデータを記述するためのメタ
データ基準で，ほとんどの情報資源に共通な15の基本要素を定義している．DublillCol・eの基本
要素の役割を定義している参照記述は、英語での記述をもとにして、20以上の言語に翻訳されて

いる．硯私DCMI（DubliIICol・CMetadataIllitiativc）ではDublillCorcにおける多言語への対
応に関して議論がおこなわれている．

我々は、様々な言語で記述されたD11blillC（）reの参照記述を相互に関連づけて管理するための

レジストリを提案し．そのプロトタイプを作成した．D11blinCoreの参照記述はRDFS（加11Ⅲを
用いて記述し．表示にはMHTML（Multilingual−HTML）アプレットを用いることでどの端末でも
文字化けすることなく表示することを可能にした．
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Abstract
DublinCore．anelnergmgmetadatastandardfbrdescribingresourcesolltheWeb，hasalready
beentranslatedinto nlOretllan tWen七ylanguages．Thispaperproposes anarchitecturefor
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れている．またDublinC（）reは素人にでもメタ
データを記述することができるという観点から．

1 はじめに
硯私インターネット上には非常に多数の情

簡潔で少数の基本要素（Col・eEkl山ellt）のみに

報資源がある．図書館や博物館，企業といった
情報資源を扱うコミュニティは，これまで個別

よるメタデータ記述を目指してきた．1997年
10月にヘルシンキで開催された第5回Dtlblill

に情報を蓄積し利用してきた．しかし，こう

Col・eMet．adataワークショップにおいて．タイ

したコミュニティがインターネット上の情報資

トル1出版乱主題といった15項目の基本要素

源を共有するようになるに従い、様々な情報資

が定義された（DC−SiInpleと呼ばれている）．

源に関する記述能力を持つ共通のメタデータ
の記述形式が必要となってきた．DublinCore
Met．adataEIcIllelltSct（一般的にDublillCorc

が進められてきたが、タイトル、出版者、主題と

と呼ぶ）はインターネット上の多種多様な情報

ばどのような言語でも表現することは可能であ

資源のメタデータを記述するためのモデルであ

る．もし技術的用語に適切な訳が存在しなけれ

る．DublinCoreでは，ほとんどの情報資源に

ば句として説明することも，あるいは新しい語

共通な，分野に関わらない基本的な15の基本

を作ることも可能である．また．実際にDllt）lill

要素を定義している［4］．
DubliIICorcは英語版を元にして．これまで
20以上の言語に翻訳され．さらに現在6つの

Col・eを利用して情報資源のメタデータを記述

することを考えた場合、メタデータを記述する

言語で翻訳の 準備が進められている．このよ

きることが望ましい．例えば日本人であれば日

うに、さまざまな言語で記述した場合†Dtlt）1ill

本語で．タイ人であればタイ語でDlll）1illC（）r（モ

CollCのSclllallticIlltCl・OpCl・abilityを損なわな

の要素の意味を理解できたほうが．効率よくメ

いために．D11blillC（）reの各要素が異なる言語

タデータを作成できるであろう．

D11blinCoreはもともと英語で定義され開発
いった15項目の基本要素は、現代の言語であれ

人が用いている言語でD11blillC（）1、eを理解で

で記述されていても意味的に等価であると索引

現在、DubliIICoreは様々な地域の人々に受

付け管理する必要があると考えられる．

け入れられ、数多くの言語に翻訳されている．

本稿では．このような管理機能を実現する
ために∴RDF Scllenlaを伺いてDublillCorc
ElelllCrltSetを記述し、様々な言語に翻訳され
たDublirlCore ElerlleIlt Setを提供するレジ

1999年10月現在でアラビア語．アルメニア語、

ストリの設計とプロトタイプの作成をおこなっ

韓国語．ノルウェー語．ポルトガル語、パンジャ

た．以下では．DublinCoreにおける多言語へ
の対応フレジストリの概念そしてレジストリ

ブ語．ロシア語、スペイン語．スウェーデン語．

の実現について述べる．

マ語．ハンガリー語．クメール語．ネパール語．
ルーマニア語．ウクライナ語で翻訳準備が進め

中国語．チェコ語．デンマーク語、オランダ語、
フィンランド語、フランス語．ドイツ語．ギリ
シャ語．インドネシア語、イタリア語、日本語．

タイ語，トルコ語に訳されている．さらにビル

2 DublinCoreにおける多言語

られている．

DublillCore のコミュニティでは．Dublin

への対応

Corcにおける多言語への対応（DublillCorcill

な情報空間から分野や言語によらずに情報資源

MultipleLanguagesっDCMLと呼ばれる）につ
いて．1997年3月にオーストラリアのキャンベ

を見つけ出すという要求にこたえるために開発

ラで開催された第4回DublillCoreMetadata

されてきたメタデータである．そのため∴情報

ワークショップ【15】において，英語以外の言語で

資源のタイトルや主題といった要素の意味は言

記述されたDublinCoreの管理に関する議論が

語とは無関係に、世界共通のものとして与えら

おこなわれた∴現在、多言語への対応はDllbliユ1

DublinCoreはインターネットのような巨大

CorcMetadataInitiative（DCMI）［5】のワー

ー108−

図1DCMLの概念図

3 DCMIJレジストリ

キンググループ（DCMLWorkingGroup）で
本稿の著者のひとりであるTIlOI山aS BakeI・を

DCMLレジストリでは，英語も含め，日本

中心に議論されている［6】［7］．

語やタイ語といった様々な言語で記述された

2・1DCML（I）ublinCoreinMulti−
PleLanguages）

DublinCoreの参照記述を管理する．DCML
レジストリが持つべき機能には以下のものが
考えられる．

DubliIICoreはもともと英語で議論され開
発されてきたが，DCMLでは，DublillCoreが
持つ分野地域、言語によらず情報資源のメタ
データを記述するという観点から，全ての言語
で記述されたDublillCoreの参照記述が同等

（1）DublinCoreの参照記述を閲覧すること
ができる，

（2）DublinCoreの参照記述を登録すること
ができる，

であると考えている．つまり，言語から中立な
（3）それぞれの言語に独自のサブエレメント

ユニバーサルなDublinCore（Ca11011icalDC）
を中心に，全てのDublinCoreを相互に結びつ

（Quali丘er）を追加することができる

けて考えている（図1）．

本稿では，まず図1にしたがって各言語のDublin
Coreの参照記述をDCMLレジストリに登録

現在DCMLワーキンググループでは．多く
の言語で記述されたDublinCoreの参照記述
を管理するためのレジストリ（DCMIJレジス

した．そして機能（1）を実現し，利用者がWbb
ブラウザを介してDublinCoreの参照記述を

トリ）に関する議論と開発がおこなわれている．

閲覧ができるレジストリを作成した．利用者に

本研究では、そのDCMLレジストリのプロト
タイプとして，DublinCoreの参照記述を管理

よる参照記述の登録や，それぞれの言語へのサ

ブエレメントの追加に関しては，現在DCMIで
議論が行われているところである．そのため機
能（2）と（3）の実現は今後の課題である．
DCMLレジストリでは，全ての言語におい

し，利用者に提供するレジストリの設計と作成
をおこなった．

て，タイトル！著象主題といった15の基本要素
を共有するために、それぞれの要素にユニーク

な七Okenを与える．tokenは、言語に依存せず，
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CanonicalDublinCore

Elementname： DC．Title

Label：Title
Comment：ThenameglVent
resourcebythecreator．

IndonesianDublinCore
共通のtoken

Elementnarne： DC．Title
書き換える

Label：judul

書き換える

Comment：Namayangdiberikan
untuksumberyangumumnya
diberikan oleh pencipta atau
Penerbitt

図2 Call（）11icalDllblillC（）reと翻訳したDublillC（）rCとの関係
機械処理を目的とした名前であればどのような
ものでも構わない．各言語のD11t）1illCoI・e参
照記述では，tOkenを用いてCanoni（：alDCの

様々な言語で書かれたHTML文書を表示する
ことを可能にした．Javaアプレットである．現

要素との関連を示す．各言語では、基本要素を

上の符号化方法に対応している．DCML レジ

表すラベルとその要素の解説をそれぞれの言語

ストリは、MHTMLアプレットを用いること
で．利用者のWel）ブラウザのフォントの有無
に関係なく DublillCorcの参照言己述を提供す

在は日本詠中国語？韓国語，タイ語など、1（）以

で記述する．例えば，インドネシア語のDublill
Core（DC−Indonesiall）とCal1011icalDCとの
関連は図2のようになる．CanollicalDC と
DC−IndoIICSian双方でタイトルという要素は
DC．Titlc というtokerlを共通に用いている．
一方，DC−Indonesianでは，インドネシア語を
用いてメタデータを作成する人のために、ラベ

ることができる．
さらにフォントがなく，一礼vaアプレットも使

えないWcbブラウザの場合，DCMLレジスト
リは各言語の参照記述が入った画像ファイルを

提供する．

ルとその解説をインドネシア語で記述する．

DCMI」レジストリは，利用者からの要求に

4 DCMlレジストリの実現

従って各言語のDublinCoreの参照記述を利
用者に送る（図3）．例えば、タイ語が要求さ
れれば，DCMLレジストリはタイ語で記述さ

DCMLレジストリは，Webブラウザを介し

この場合、英語やドイツ語といった、いわゆる

て利用者の要求を受け取り、その要求に従った
言語で記述されたDublinCoreの参月耶己述を
返す．DCMLレジストリは、当該言語で善か

Latin−1フォントであれば一般的に問題なく利

れた基本要素の要素名の一覧と各要素の解説を

用者のⅥ毎bブラウザで表示することができる

利用者に送る．現在DCMIノレジストリで提供
しているのは，英語、フィンランド語、フランス

れたDublinCoreの参照記述を利周者に送る．

だろう．しかし，日本語、タイ語．韓国語など
の場合、利用者のWebブラウザにフォントが
インストールされていなければ！それらの言語

語，ドイツ語，ギリシャ語，ノルウェー語．ポル
トガル雷獣スペイン語．中国語（Chilla），中国語

で記述されたDublinCoreの参照記述を表示

（Taiwan），インドネシア語．韓国語．タイ語、日

することはできない．フォントがなく表示でき

本語の14言語である．プロトタイプでは．RDF

ない場％，DCMLレジストリは、Multilingual

Schellla［14】定義に基づいてDublinCoreの参
照記述を作成した．また．DublinCoreの参照

HTML（MHTML）アプレット［12］を周いて

各言語の表示をおこなう．MHTM工ノアプレッ

記述は、DublinCorel．0［4］に従った．図4は、
CallOIlicalDCと日本語で記述されたDublill

トは．フォントのインストールを必要とせずに
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DCMLレジストリ

利用者
」（1）メニュを提示

′ 「■■■■

（2）言語を選択

L

（3）閲覧方法を提示
（4）閲覧方法を選択

（5−a）そのまま表示

（5−b）フォント情報を付 して表示

RDFSchema形式を
HTML形式に亦換

（5−C）画像で表示

図3 DCMLレジストリの処理の流れ
Col−eの参照記述の一部分である．図4の（れ

4．1 利用例

（t））それぞれは、タイトル要素の記述例である．

各D11blillCol、eの参照記述はRDFS（：hcllla
を用いて記述されているので．DCML レジス
トリプログラムは、その記述をHTML形式に
変換して利用者に送る．利周者は、Wel）ブラ
ウザの条件にあわせて適切な閲覧方法を選択

利用者は、まずDCMLレジストリの中から
参照する言語を選択する（図5）．次にWcbブ
ラウザの機能にしたがって閲覧方法を選択する
（図6）．図7はブラウザにフォントが無く∴hva

をサポートしている場合で、図6でNo．2を選
んでタイ語のDublillCoreの参照記述を表示
している．この場合，MHTMLアプレットを

する．その閲覧には，次の三通りの方法がある．
（1）Webブラウザが当該言語のフォントを持っ

用いているので．利用者はタイ語のフォントを

ている場合．RDF Scllellla形式で記述された
DtlblillCol・eの参照記述からHTML形式に変

持っていないWebブラウザでも文字化けする
ことなくタイ語で記述されたDtlblillC（汀eの

換したものを通常の通常のHTML文書と同様

参照記述を見ることができる．

に表示する．（2）フォントが無く、Webブラウ

ザが．一礼vaをサポートしている場合．MHTML
アプレットを利用してHTML形式に変換した

5 おわりに

DublillCol・eの参照記述を表示する．（3）フォ

本稿では、DtlblillCoreにおける多言語への

ントが無く，Javaもサポートしていない場合．

対応について述べ．DCMLレジストリの設計

DubliIICoreの要素名一覧とその解説が入った

とそのプロトタイプの作成をおこなった．本稿

画像を表示する．

で作成したDCMLレジストリは、図書館情報
大学で公開している囲．詳しくはそちらを参

本稿では．DCMLレジストリプログラムの
実装にサーブレット【10］を用いた・httpサー

照されたい．

バにはサーブレットを扱うためにjserv【11］を

本稿のDCM工」レジストリは要素名一覧とそ

付加したapache［1］を用い，RDFSchemaを操

の解説を表示するだけであるが．今後は検索機

作するためにⅩMLのパーサであるIBMXML

能や各言語から任意の同じ要素を取り出して表

Parserfor．Java［9］を利用した．

示する機能などを付加することが考えられる．
また†DCMIノレジストリの分散化も今後の課
題である．

今後．DCMIにおいてサブエレメントを表す
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＜rdf：RDF xmlns：rdf＝‖htヒP：／／ⅥW．W3．org／1999／02／22〜rdf〜SyntaXnS＃．一
Xmlns：rdfs＝ hヒtp：／／ww．w3．0rg・／TR／1999／PR−rdf−SChema−19990303＃

Xmlns：dc＝‖http：／／purl．0rg／dc／elements／1．0／
＜rdf：prOperヒy rdf：工D＝ホもitT言・1＞

＞

l
【＿＿＿＿＿ ＿

＜rdfs：1abel＞で土亡1e＜／rdfs：1abel＞
＜rdfs：COrnment＞The name glVen tO the resource，uSually by ヒhe

Creator or Publisher．＜／rdfs：COmment＞
＜／rdf：Proper亡y＞

‥（そのほかの要素の記述）‥

共通のtokenを用いる

＜／rdf：RDF＞

（a）CanonicalDublinCoreの記述例
＜rdf：RDF xmlns：rdf＝‖hヒヒp：／／ww．w3．0r夢／1999／02／22−rdトsynヒaxns♯−−

Xmlns：rdfs＝一．htヒP：／／www．w3．0rg／TR／1999／PR−rdfqschema−19990303♯
Xmlns：dc＝T，http：／／purl．0rg／dc／elements／1．0／＝＞
＜rdf：Properヒy
rdf：about＝「・磁石‥フ76G妄王：昌；古7at：1盲亡表音妄言；；7iてi7も1tユ盲†＞
＜rdfs：1abel＞タイトル＜7壬aモ盲11品
▲￣……￣…‥￣￣￣…￣￣−…￣…￣…●

＜rdfs：COmenヒ＞当該情報資源に与えられた名前。一般には作者もしくは公開者に
よって与えられる。く／rdfs：COmnenヒ＞
＜／rdf：Properヒy＞

‥（そのほかの要素の記述）．．
＜／rdf：RDF＞

（b）日本語のDublinCore参照記述の記述例

図4 RDFによるDublinCoreの記述
Quari丘er等、より細かなメタデータ記述のた
めの記述形式の扱いが決まれぼ、DCM工ノ レジ
ストリに各言語独自のサブエレメントを追加す

CoreMetadata、D−1ibMagazine，
11ttP：／／www・dlib・Org／dlib／decelIぬcr98／

12baker．btml

る機能（例えば日本語であればCreatorに読
［4］D11blillCoreElementSet、1，（〕：R曲rence

みのサブエレメントを追加するなど）を付加す
ることなども考えられる．

Descriptioll、
11ttP＝／／purl・Org／dc／elc111ClltS／1．0／

［5］DublinCoreMetadataIllitiative．
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［7］DCMLWorkingGroupのワーキングド
ラフトhttp：／／purl・Org／DC／documents
／wokillg＿drafts／wd−Illultilingual−Currel止．

r3］Baker．Tll（）maS．Langllage8払rDllblin

〜1ユ2−

11tlll

Dub）inCoreinMultipleLanguages

Apro紬騨RDFr亡細

The岬OfthePublinCoreM申血頼鱒坤吋触decidedtolinkDublinCoreschemasin
Various血喝u喝eSintoadistributedreg血rytB鴫t鹿ResotmDescriptionFramework（SeePSitionpapg）・Thisprototypewasor短inally
developedbyXuBoarxITbmasBakerattheAsianlnstituteofTechologyinBangkok，Thailand・Ith8SSirxxbeenreimplementedby

Mits血aruNagamoriarxIShigeoSugimotoat馳UniversityofLibraryandInforma土ionSci印∝押LtS）inTsukub礼JapanTbed坤ayof
non−L釦infontsishandledbyaJavarbased担婁互蝿聖SyStemdevelopedatULIS・ABaneX匹rlmentalprototype一thisregistry
し6eSanearlierformofRDFschernasyntax．whichasofAugしBt1999hadr氾tyetaPPeaTedlnltsEinal・OEflcialfbrm・TheschemasBrebasedon
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図7 タイ語D11blillCore参照記述の表示例
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