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概要   

全米情報基盤計画（NII：NationalInforma七ionInfrastruCture）では高速計算機を高速・広域ネットワークで結ぶい  

わゆる情報スーパーハイウエイの応用分野として教育と医療とともに図書館が重視されている。米国では1994年9月  

にはNSF／ARPA／NASAからのディジタル図昏館（DigitalLibrary）に関する総額2400万ドルの研究助成が決定さ  

れたほかイギリスでもディジタル図書館を目指した大規模な研究助成が進められるなどディジタル図書館研究が急速  

に盛んになりつつある。   

図書館の電子化を目指した従来の「電子図昏館」と比べてディジタル図昏館の研究が目指すものは高度な情報基盤  

の上に図書館の持つ様々な機能を実現しようとするものであると言える。したがってディジタル図書館には「館」の  

概念は必ずしも含まれず「壁のない園昏館」と言われることもある。本稿ではディジタル囲膏館に関する背景研究分  

野研究プロジェクト等について解説する。  
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1．はじめに  

かなり以前より計算機科学を中心とする研究者の間では電子メールや電子掲示板が広く利用されコン  

ピュータネットワークは研究者間のコミュニケーションの基盤環境となっていた。ところがこの1年間に  

Mosaicを中心とする情報提供とアクセスのためのソフトウェアの発展とそれらを介して情報を提供する  

機関が増えたことによりコンピュータネットワークを利用したコミュニケーション情報提供情報獲得の方  

法が現在急速に変化しつつある。現在のネットワーク環境では文字テキストや静止画イメージはもちろん  

のこと音声や動画をも利用して構成された様々な情報を世界中から得ることができる。例えば昨年シュー  

メーカー・レビー彗星が木星に衝突した際のハッブル望遠鏡による木星表面の写真やサッカーのワールド  

カップの情報が提供され非常に多くのアクセスがなされたことは記憶に新しい。筆者自身にとってみて  

も日頃の活動を電子メール無しに維持することは不可能である。また以前は国際会議の情報を得るために  

アメリカの学会誌に載る会議案内を1・2カ月遅れでやっと手にいれていたのに現在では雑誌に載るより  

もはるかに早くネットワークから情報を得ている。また海外出張に出かける前などMosaicを利用して訪  

問先の大学の情報を得るほか天候や交通機関についても調べることもできる。Mosaicを利用した情報提  

供は大学や研究機関にとどまらず国や公共機関民間企業による情報提供にも利用されているほか個人が自  

らの情報を提供するために利用している場合もある。   

書誌情報に限られていた従来の図書館情報システムの枠組みを1次情報の提供へと広げる試みがなされ  

てきた。それらにはカーネギーメロン大学（CMU）図書館におけるMercuryProjectやコーネル大学での  

COREProjectでの学術論文の全文提供サービスWAIS（WideAreaInfbrmationServers）を利用したコ  

ロンビア大学における全文データベース等がある。学術論文を提供するシステムはキャンパスLANから  

広域のネットワーク上での実用システムへ移ろうとしている。またCD－ROMやコンピュータネット  

ワークを媒体とする電子雑誌の取り組みも盛んに行われている。さ らに画像圧縮伸張技術などのマルチ  

メディア技術の進歩によって動画像をも含む多様な情報をディジタル化して蓄積しネットワークを介し  

て利用できる環境が実現可能になってきた。こうした背景からディジタル化された様々な情報をネット  

ワークを介して提供する電子図書館の研究に結びつくことは容易に想像することができる。   

電子図書館は魅力的な研究テーマであり従来より電子図書館を目指した研究が進められてきた［25］。し  

かしながら図書館には多様かつ大量の図書・資料が蓄積されるとともに図書館自身の役割も多様であり多  

様な図書館利用者が様々な目的で図書館を利用する。そのため「真の電子図書館」は実現が難しいもののひ  

とつである。一方情報スーパーハイウエイの名前で知られる全米情報基盤計画（NII‥NationalInformation  

Infiastructure）の重要な応周分野として教育医療とともに図書館が重要であると認められディジタル図書  

館（DigitalLibrary）という新しい名前で呼ばれる研究分野として注目を浴びることになった。1994年に  

はディジタル図書館に関する会議も開かれた。我が国でも学術情報センターによるプロジェクトや［5］［6］  

通産省によるプロジュク＝17】が進められている。英国では高等教育における図書館情報に関する報告  

として出されたFollettReport〔叫の中でディジタル図書館の必要性が示されそれに基づく総額2000万  

ポンドの研究助成が進められている［10］。本稿ではディジタル図書館に関してこれまでの背景関連の深い  

研究分野について論じる。また米国のNSF／ARPA／NASAからの研究助成を受けて進められるデイジタ）t／  

図書館プロジェクト等を紹介する。  

2．ディジタル図書館の背景   

2．1情報基盤としての広域ネットワークーインターネットと情報アクセス   

最近我が国ではインターネット（In七ernet）ということばをよく耳にする。インターネット自身は「ネッ  

トワークのネットワーク」と呼ばれるものであり複数のネットワークを結んでより広い範囲をカバーする  
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コンピュータネットワークを構成するものである。米国では1960年代に構築が開始されたARPANETに  

始まったコンピュータネットワークが発展してきた。1980年代に入ってワークステーションやパーソナル  

コンピュータの発展とともに計算機が計算の道具としてだけではなく個人間のコミュニケーションの道  

具として不可欠のものとなってきた。   

コンピュータネットワークは電子メールや電子掲示板（BBS：Bu11etinBoardSystem）として利用者間の  

コミュニケーションのほかファイル転送機能を利用したソフトウェアやデータの転送遠隔地のマシンの直  

接利用などに広く利用されてきた。最近ではディレクトリをたどるのと同様な利用方法でインターネット  

上に提供された情報にアクセスすることのできるGopherインターネット上で構成されたハイパーテキ  

ストを提供するWbrld－WideWeb（WWW）インターネット上に配置された複数の全文データベースを同  

時に検索する機能を提供するWAIS（WideAreaInfbrmationServers）のほかネットワークに対して情報を  

提供することとネットワークから情報を獲得することを目的としたソフトウェアが広く利用されるように  

なってきた［18］［30］［31］。1993年に登場したNCSA（NationalCenterfbrSupercomputingApplications）の  

Mosaicによりインターネットを利用した広域の情報提供・利用が急速に加速された。Mosaicはこうした  

新しいサービスと従来からあるftpによるソフトウェアの提供サービスのためのuser－friendlyな統一さ  

れたエーザインタフエースを提供するものであるとも言えるが単にそれだけではなくMosaicによって広  

域ネットワーク上での情報提供の利用性の高さが明らかになったことに疑う余地はか、。   

米国議会図書館やカリフォルニア大学等の大学図書館のOPAC（OnlinePublicAccessCatalog）は以前  

からインターネットを介して利用可能であった。しかしながらそれらは利用先に直接接続する（七elnet）と  
いう方法であったので利用可能な機関とそこへのアクセス方法を事前に知らなければならなかった。その  

ため端末から電話回線を経由して利用することと基本的には同様の利用形態であった。一方Mosaicの出  

現でWWWとGopherによる情報提供機関が増加するとともに「情報提供機関の情報」や「情報の情報」  

を提供する機関が現れた。これらを利用して所望の情報を得られそうな機関を見つけそこにアクセスする  
ことができるようになった［27］。しかもこの作業はすべて自分の机の上にあるワークステーションやパソ  

コンを利用して容易に行うことができる。自分の机の上からネットワークを介して世界中の情報に容易に  

アクセスできるようになると情報提供と情報アクセスのための行動が変化してくるのも当然のことであ  

ろう。情報はネットワークの向こう側ではなくネットワークの上に置かれることになってきたと言える0  

2．2マルチメディア技術  

マルチメディア技術の発展無しにはディジタル図書館を考えることはできない。マルチメディアという  
ことばは非常に多くの要素を含んでいる。コンピュータとネットワークを利用して動画像（ビデオ画像）  
を蓄積・利用できさえすれば良いということでは決してない。動画像をも通すだけの十分な通倍能力を  

持つコンピュータネットワーク動画像を含む多様な情報の入出力編集蓄積検索等が適切な速度で行える  

十分な能力を持つコンピュータといったハードウェア設備に加えて多様な形態の情報を取り込んで適切  

に組織化する技術多様な利用者に多様な情報を提供するためのエーザインタフエースなど様々なソフト  

ウェアが要求される。   

ディジタル図書館においてマルチメディア技術に期待される役割や機能には次のようなものが考えら  

れる。  

．形態が多様化する出版物の提供  

将来は従来の形態の図書・文書はもちろん動画像をも含む多様な形態の内容を持つ出版物が現れる。そ  

うした出版物を利用するための環境を掟供することが必要である0  

5   



●ディジタル化したAV資料の提供  

AV資料をディジタル化してネットワーク上で利用するにはAVデータの圧縮・伸張技術や高速ネット  

ワーク等のハードウェア基盤と内容に基づいてAV資料を検索できるように内容解析索引付け蓄積するた  

めのソフトウェアが必要である。  

●知的作業環境の提供  

ディジタル図書館は資料を蓄積して提供するだけではなく資料を利周する利用者にとって快適な作業環  

境を提供しなければならない。たとえばディジタル図書館の図書館員（DigitalLibrarianやCybrarianと  

呼ばれる）によるサービスを受けるための対話環境利用者同士での知的共同作業のための共同作業環境が  

必要である。また様々な障害を持つ利用者にとっても快適な知的作業環境となる必要がある［32］［36］。   

2．3学術情報の提供  

筆者は樺会を得て昨年秋英国図書館のドキュメントサプライセンター（DocumentSupplyCenter）を訪  

問することができた。同センターでは世界各国からの文献の複写依頼や文献の到着等を含めて1日10000  

通を越える郵便物が到着するということを聞いた。筆者には郵便物を仕分けるための大きなコンベヤーが  

「図書館」というより「工場」あるいは「物流センター」という感じがして興味深かった。（情報の流通が  

紙という「もの」を利用してなされるという意味においては「物流センター」であって当然なのかも知れ  

ないが。）その大きさがディジタル図書館の必要性を表しているようにも思えた。   

現在米国を中心として多くの図書館（特に大学図書館）の目録検索システムがInternetを介してアクセ  

ス可能である［42］。先進的な機関では書誌情報による検索に加えてイメージデータとして蓄積した学術文  

献全文を利用者に提供するサービスが進められていた。先駆的なものとしてはキャンパス内での学術文  

献提供を目的としたCarnegieMellon大学のMercuryProject（LISII：LibraryInfbrmationSystemII）や  

Cornel大学のCOREProjectがある［3〕［34］。高速・広域のネットワークを利用したものには学術情報セ  

ンターの電子図書館プロジェクH4］［5］【6］等がある。一方Columbia大学のJANUSに代表されるWAIS  

を利用して構築した全文検索機能を提供する全文データベースサービスもある。またMosaicを使って  

TechnicalReportを提供している大学もある。（たとえばジョージア工科大学［43］。）恥chnicalReportは  

一般の学術雑誌とは異なり出版社経由では手に入りにくいのでネットワークから入手できることは非常に  

ありがたい。   

こうした背景の下に1994年に開かれた国際会議WorkshoponDigitalLibraries：CurrentIssues（Rutgers  

大学）やDigitalLibraries，94（TbxasA＆M大学）ではいくつもの大学でのディジタル図書館プロジェクト  

が発表された。このように学術情報分野ではディジタル図書館を指向したシステムの開発が盛んであり  

学術情報からディジタル図書館は進んでいくと思われる。これらの理由は以下のように考えられる。   

●利用者の間で情報基盤が整っている  

大学や研究所では研究者間のコミュニケーションのための基盤としてネットワークが整備されており利  

用者も多い。   

・学術文献提供サービス（DocumentDelivery）が定着している  

学術文献を要求に応じて複写し提供するサービスが走者しており利用者も多い【26］。たとえばCARエ  

のUnCove串4〕，RLG（ResearehLibraryGroup）のAriel【45］ではInternetを利用してデータベースを検  

索し文献の送付を依頼できる。  
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●情報の需要者が情報の生産者でもある  

情報の利用者自身が情報の生産者でもあるため情報の生産・発信と受信・利用の両方の電子化を進める  

ことが容易である。  

●著作権問題が解決しやすい  

利用者や利用目的が明確であるため出版元の協力を得やすい。また出版社自身が学術雑誌の電子化を進  

めているものもある。  

3．ディジタル図書館とは   

3・1ディジタル図書館（DigitalLibrary），電子図書館（ElectronicLibrary），仮想図  

書館（VirtualLibrary）   

ディジタル図書館（DigitalLibrary）ということばのほかにElectronicLibraryとVirtualLibraryという  

ことばがよく使われる。ElectronicLibraryの訳語は電子図書館として広く使われている。VirtualIJibrary  

は訳すと仮想図書館となるであろう。   

国際会議での報告［12〕によるとGladney他はディジタル図書館を以下のように定義している。  

「ディジタル図書館は従来の図書館が紙やその他の媒体を使って提供してきた収集目録作成情報の発見と  

流通というサービスを再現模擬拡張するために必要な内容およびソフトウェアを計算データ蓄積通倍の  

ための機械装置と ともに適切に組み上げたものである。完全なサービスを提供するディジタル図書館は  

従来の図書館が提供してきた必須のサービスを実現しなければならずまたディジタル化された情報蓄積  

検索並びに通信のよく知られた長所を生かさなければならない。」   

またFoxはSourceBookonDigi七alLibraries［11］のprefaceで，”DigitalLibraryという語がElectronic  

Libraryという語よりもはやっている（moreinvogue）”と書いている。DigitalLibraryという語は，Elec－  

tronicLibraryという語よりも新しい語である。日本語訳はどちらも「電子図書館」としてしまっても構  

わないのかも知れないが，「ディジタル図書館」とするほうがより明確に主旨を表しているように思う。や  

や使い古された感のあるElectronicLibraryという語に対して，すべての情報をデイジタ）t／化し，ネッ  

トワークを介してすべての情報にアクセスすることのできる図書館という意味でDigitalLibraryが使わ  

れている。マルチメディアという概念もDigitalの中に含まれてしまうので，「マルチメディア図書館」な  

どという必要はないト思われる。筆者自身は，ElectronicLibraryという用語が「図書館の電子化」，す  

なわち「館の電子化」あるいは「館の中におかれたものの電子化」を意味して使い始められたのに対し  

て，DigitalLibraryは，様々な情報源（図書，雑誌，灰色文献，視聴覚資料など）をディジタル環境で利  

用できるようにし，ネットワークにつながってさえおればどこからでも情報にアクセスでき，「館」という  

概念を必要としないものであると考えている。その意味でディジタル図書館は「壁のない図書館（Ⅵ観1ト1ess  

Library）」とも呼ばれる。VirtualLibrary（＊1）という用語も使われることがある。これも，様々な情報を  

ネットワークを介して蓄積・提供する図書館であり，（実際にはどのように構成されようとも）利用者から  

みれば一つのまとまりとして提供される図書館として，Digi七alLibraryと同様な意味で使われると考えて  

いる。（＊1VirtualLibraryという語に関してはCERNが提供しているHomePageのことを意図して使  

われる場合もあるがここでは一般的な語として述べる。）   

図書館に期待される役割は単に図書・資料を蓄積し情報を集積することだけではなく利用者による情報  

へのアクセスを助け利用者の知的作業の支援を行うことである。組織化・蓄積される情報と図書館員の専  

門家としての知識には図書館ごとの特色が期待される。ディジタル図書館に期待されることは空間的な距  
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離に阻まれることなくネットワークを介して必要な時に必要な情報を提供してくれる図書館にアクセスで  

きることまた必要な情報を探している間にいつのまにか別の図書館にアクセスしていたというような「壁  

のなさ」を実現することがディジタル図書館に期待されていることであると思われる。  

3．2ディジタル図書館は図書館か？  

図書館には様々な役割のものがありまたひとつの図書館がいくつもの機能を持っている。そのため「ディ  

ジタル図書館」を図書館と呼んでよいかどうかということも議論の対象である。DL，94においてMiksaと  

Dotyは下の3つの観点から「ディジタル図書館は図書館と呼べるか」について考察している［23］。  

1．コレクションとしてのディジタル図書館  

TheDigitalLibraryasa”Collection”  

2．情報源のコレクションとしてのディジタル図書館  

TheDigitalLibraryasaCollectionof”InformationSources”  

3．1カ所に集めておかれた情報源のコレクションとしてのディジタル図書館  

TheDigitalLibraryasaCollectionofInfbrmationSources”inaplace”  

また文献［27】において根本は図書館の役割を示しインターネット上におかれた様々な情報提供サービスを  

利用した経験に基づいて図書館としてのディジタル図書館に関する考察を述べている。   

多様なメディアに蓄積された多様な形態の大量の情報をディジタル化して多様な利用者に提供すると  

いう点が様々なディジタル図書館プロジェクトの閏の共通点である。しかしながらディジタル図書館の研  

究はまだ始まったばかりであり様々な研究プロジェクトがこれから進められていくところであり完成した  

ディジタル図書館というものはまだ存在していない。そのため現時点では「ディジタル図書館は図書館  

か？」という問いに関しては鵠sノ偶0を答えることには意味がないと思われる。  

4．ディジタル図書館の研究分野  

図書館はあらゆる情報を蓄積し提供する場であるのでディジタル図書館の実現にはあらゆる情報技術が  

関連すると言えるであろう。そのため関連する分野すべてを述べることは適切であるとは思えない。本章  

でははじめにNSFの研究助成プログラムを示した後筆者自身の観点から関連すると思われる項目を示す。  

その後筆者自身が興味を持っているいくつかの関連する研究分野について述べたい。  

4．1関連研究分野  

図書館は人間が蓄積してきた知識・情報をすべて蓄えているところであると言っても良い。したがって  

そこに蓄積される情報図書館の利用者図書館が提供するサービスすべてが多様かつ大量である。そのため  

ディジタル図書館の研究分野は非常に広範囲にまたがる。NSFはNASA，ARPAとともにディジタル図  

書館に関する研究助成を進めている。この助成を受けて進められているプロジェクトは次章に示す。以下  

にはこの研究助成プログラムの中で研究領域としてあげられた項目を示す【39】。  

領域1  

任意の形式のデータを取り込むシステムに関する新しい研究   

例：OCR，音声認識，図形理解など  

多様な形式の電子情報をカテゴリー分けし，組織化する方法に関する新しい研究  
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例：索引付け，内容理解，分類，日録，多言語索引，ハイパーメディア等  

領域2  

多様な情報に対する検索，フィルタリング，イメージを含む大規模データの抄録づくり等に関する新しい  

研究   

例：検索理論とモデル，文書の形式構造，知的文書処理，自然言語処理・理解等  

多様な情報の可視化（visualization）と閲覧技術に関する研究   

例：画像認識，イメージ分類，マルチスケールディスプレイ，データの可視化 ハイパーメディア上の  

ナビゲーション等  

領域3  

ディジタル図書館を構築していく上で必要なネットワークに対する要求要件を満たすネットワーク構成方  

式とその棟準に関する研究   

例：ネットワークのセキュリティ，プロトコルデザイン，データ圧縮等  

広域に分散したネットワーク上のデータベースの利周を単純化する方法に関する研究   

例：エージェント，intelligentgatekeeper，連携して利用できる分散オブジェクト指向データベース・  

情報ベース，利用方法に関するモデル，協調作業のモデルなど  

その他  

上記以外の例として，知的財産権，プライバシとセキュリティ，科学の発展に結びつくディジタル図書館  

の影響，ディジタル環境における出版，著作権に関する課金の問題などがあげられている。   

ディジタル図書館を実現するにはどのような情報をどのような利用者にどのようなサービスとしてどの  

ような技術を用いて提供するのかを考えなければならない。そのためディジタル図書館を構成するための  

要素としてコレクション（Collection）サービス（Service）技術（Technology）の3点から関連すると思われ  

る項目を列挙してみた。著作権・知的財産権およびそれらに関わる事柄も重要な要素ではあるが本稿で  

は扱わないことにしたい。  

◎コレクション（Collection）  

（1）情報源の形態と情報表現の形式   

すべての情報がディジタル化されることが前提なので現在の情報媒体（紙CDオンラインデータベース  

etc．）が何であるかは問う必要はない。   

情報は将来に渡って長期間安定して捷供できなければならない。そのため特定のハードウェアやソフト  

ウェアに依存しない標準化された情報の表現形式を必要とする。（たとえばSGMLのようなマークアッ  

プ言語によって表現された文書のデータベースはデータベースシステムは自体は入れ替わってもデータそ  

のものは長生きする。）  

（2）収集物情報源の種類  

図書  

逐次刊行物  

新聞雑誌ニュースレターetC．  

一般学術etc．  

灰色文献  

政府等刊行物大学紀要etc．  
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技術情報  

特許意匠etc．  

統計データ  

その他  

（3）情報表現  

文字テキスト  

文字テキスト  

図表  

図  

設計図地図etc．  

表  

静止画像  

写真絵画グラフィックイメージe七c．  

AV資料（映画ビデオ画像音声・音響資料など）  

ニュース教育資料娯楽作品（ドラマアニメーションなど）etc．  

音楽作品音響資料etc．  

ハイパーテキスト（ハイパーメディア）  

Active資料（ソフトウェア）  

プログラムゲームetc．  

その他  

◎サービス（Service）  

（1）誰による誰のための   

利用者個人自身による自身のための作業   

利用者間の共同作業   

図書館員による利用者の支援   

国書館の連用  

（2）どのような作業   

検索とブラウジング  

資料を探す   

情報そのものを探す   

内容アクセス  

本を読む  

ビデオ資料を見る   

知的作業の場の提供   

資料・データの収集・組織化・蓄積  
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管理・連用  

（3）どのような利用者   

個人  

一般人  

専門家  

子供・老人  

障害者   

集団  

特定メンバーからなるグループ  

研究者グループ  

開発チーム  

etc．  

不特定メンバーからなるグループ  

地域コミュニティ  

社員コミュニティ  

etc．  

図書館員  

○技術（恥chnology）  

（1）計算機・通信基盤   

大量のマルチメディアデータを高速に処理し通信するためのハードウェアや基盤的ソフトウェア技術  

高速・広域ネットワーク技術  

マルチメディア通信技術   

大規模データベース技術  

大規模マルチメディアマルチデ【夕べースetc．  

（2）情報の蓄積・組織化・検索   

ディジタル情報化  

印刷物から  

AV資料から   

索引付けの支援・自動化   

冊子体雑誌記事AV資料ハイパーテキスト（ハイパーメディア）   

情報の（再）利用性向上技術  

マークアップ言語の利用   

検索・ブラウジング  

Contenレbased Retrieval   

自然言語処理・理解  
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文書理解  

（3）分散情報環境   

世界中に分散した大量の情報の中から必要な情報を見つけるための技術   

マルチデータベース   

大規模ハイパーテキスト   

ナビゲーション  

（4）エーザインタフエース技術   

情報の可視化（InfbrmationVisualiza七ion）   

多形態エーザインタフエース  

利用者観点環境に応じた対話形態   

協調作業支援  

4．2MosalC，Wbrld－WideⅥ毎b，Gopher，WAIS ●  

Ⅵbrld－WideWeb，Gopher，WAISの登場によりftpやtelnet主体であったインターネット上での情報  

獲得方法が変化しだした。さらにMosaicの登場でホームページ作成のブームが津波のようにやってきた  

ような感じさえする。Mosaicは自分の机の上から世界中の情報源にアクセスすることのできるseamless  

な操作環境を提供してくれている。Mosaic（あるいはWWWやGopherなど）＝ディジタル図書館であ  

るということは言えないがMosaicが「壁のない図書館」としてのディジタル図書館をイメージさせるの  

に大きな役割を果たしたと思われる。   

WWWは巨大なハイパーテキストであるのでリンクが迷路のように張り巡らされその中で迷子になる  

ことも多い。また世界中で様々な機関が様々な情報を提供しているので提供される情報の種類と畳も巨大  

である。ディジタル図書館（のネット ワーク）には巨大な量の情報が蓄積されまた新しい情報が常につ  

け加えられて行くのでどのような情報がどこにあるか（ありそうか）を前もって決めずにアクセスする  

ことが望ましい。この観点から巨大なW塊の中で情報を探してくるロボットのよ うなソフトウェアの研  

究が注目されている。しかしながらこれらは現時点では実用的には将来のものでしかないと考えられる。  

そのためネットワークを図書館のように利用するには情報の情報すなわちWWWやGopherによって捷  

僕されている情報の索引や目録など適切に情報を分類し組織化した構成した2次情報が必要である。こ  

う した観点からCERNのVirtualLibrary米国議会図書館や英国のBUBLのホームページ0，Rei11yが提  

供するTheWholeInternetCatalogなどが著名である。  

4．2学術情報の提供  

2．3節で述べたように学術情報は以前から文献複写サービスが広く利用されており ネットワークを利用  

して文献を捷倶する土壌ができていたと言える。現在行われている学術情報の提供方法は大きく分けて（1）  

文献複写サービス（2）雑誌記事等のページイメージのデータベースサービス（3）雑誌記事や種々の文献等  

を取り込んで作成した全文データベースサービスおよび（4）電子ジャーナルがある。この内電子ジャーナ  

ルだけが執筆・編集段階から閲読段階まですべてを電子的に行おうとするものである。  

（1）にはCARLのUnCoverやRLGのAriel等がありデータベースの検索や論文複写の申込をネット  

ワーク経由で行うなどInternetの利用が進められている。（2）に関しては冊子体に仕上げられた雑誌の記  

事をイメージとして取り込みネットワークを介して提供するというシステムの開発が盛んに進められてい  
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る。これらには書誌情報（タイトル著者キーワード及びアブストラクト）のみをテキスト化して本文はイ  

メージのみで提供するものと本文もOCRを利用してテキスト化し本文のページイメージの提供に加えて  

全文検索を可能にしているものもある。カーネギーメロン大学の図書館で進められたMercuryプロジェ  

クトでは文献を検索しスキャンインしてある文献を端末画面上で読むことのできる図書館情報システム  

（LibraryInfbrmationSystemII‥LISII）が作られた［34］。このように検索した文献を同じ画面上で読むこ  

とのできるシステムの実用化が現在では広域ネットワークを利用して進められている。たとえば学術情報  

センターによる電子図書館プロジェクトでは情報処理学会および電子情報通信学会の学術論文を検索・提  

供する環境の構築が進められている［4］［5］【6］。EIsevier社はTULIP（TheUniversityLicensingProgram）と  

呼ぶシステムを試験的にミシガン大学カリフォルニア大学（＊2）ほかに試験的に提供している。カリフォル  

ニア大学サンフランシスコ校（UCSF）ではAT＆T社の全文検索機能とイメージによるページ表示機能を  

持つRightPagesシステム［16］を利用してSpringerVerlag社が提供する学術雑誌（NewEnglandJournal  

ofMedicine）を提供するシステムRedSage（＊3）の試験を進めている。（3）に関してはColumbia大学の法  

学図書館で開発が進められたJANUSはWAISによる全文データベースを利用して学術情報を提供するも  

のの代表であろう。またWWWやGopherによるアクセスに加えWAISを利用して資料の検索機能を提  

供しているところは数多く ある。（＊2カリフォルニア大学は9校あり地理的にかなり分散している。デー  

タベースは各校におくのではなくOaklandにおいて管理していた。＊筆者がRedSageプロジェクトの  

リーダであるUCSFのRichardLucier氏からうかがった話では画面で読むこ とに関しての問題はないが  

内容に基づく検索が全文検索であるので検索方法によってはノイズが多くなってしまうことMEDLINE  

などと組み合わせた検索を行えるよう にすることが望ましいとのことであった。）   

電子ジャーナルはいろいろなところで進められておりCDで配布するものもあればオンラインアクセ  

スするものもある。現在の電子ジャーナルの場合マルチウインドウが一般的になる以前から始められた  

という歴史的な理由またすべての利用者が高品位の端末環境がえられるわけではないのでASCIIテキス  

トを基本としたものが多い。（一般にListServeと呼ばれる。）しかしながらイメージや数式を含む内容  

を適切にレイアウトした形式で提供することが重要であることはいうまでもない。英国では高速・広域  

ネットワークであるSuperJANETを利用して数式やカラーイメージをも含む雑誌記事の利卿生の評価が  

行われた［28］。基本的な仕様としてUNIX・Ⅹ一WindowをプラットホームとすることSGMLを利用する  

こと数式は恥Ⅹで記述することカラーイメージハー フトーンイメージと線画が表示できること階層的な  

記事の選択ができること記事間でリンクが張れること佃である。実験では4つのソフト ウェアAT＆一r  

のRightPagesElectronicBookTbchnologyのDynatextOracleのB。OkおよびEuropublishingProjectの  

ために開発されたECのRACEプログラムのソフトウェアであるTelepublishingが利用された。（これ  

らが上の仕様をすべて満たしているとは限らない。）実験からスピード（要求を出してから読めるように  

なるまでの時間）が重要であることテキストに頼りすぎずに内容間を移動する機能記事を画面で読むため  

の適切なデザインヤフオントSGMLで記事を作成し利用するためのいろいろな道具が重要であることを  

述べている。またラフバラ工科大学（LoughboroughUniversityofTechnology）のMcKnightによる報告  

［22］ではMosaicを利用した電子ジャーナルにおける仲介者（Intermediaries）と読者著者との関係につい  

て行った実験の結果を述べている。   

4．3ディジタル情報化  

既存の情報媒体は紙に印刷された図書や文書映画やビデオ映像音楽レコードなどが中心であるである○  

したがって生のデータを読み込んでディジタル化し適切に索引付けして蓄積する技術が重要である。たと  

えば紙に印刷されたテキスト主体の情報をディジタル化するためのOCR映画やビデオ作品音楽作品を蓄  

積するためのマルチメディア情報技術が必要である。またそれらを支える自然言語処理技術や認識技術  

がであることは言うまでもない。  
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OCRには高い文字認識率はもちろん単にテキストをコード化するだけでなくページに含まれる図や表  

に付けられた解説往など文書の構造を反映してテキストを入力することが要求されている。OCRによる  

文書入力を高度化するには自然言語処理や文書構造の理解などが要求される。雑誌記事の全文を提供する  

ことのできるシステムであるOMNIS／Myriad［8］を開発したBayerによるとコストの面から2次情報の作  

成のためにはOCRを用いるべきであるとしている。またHockeyはOCRを利用して人文科学分野の図  

書を入力しSGML化して作成した全文データベースについて報告している〔46］。   

映像情報をデータベースに蓄積するにはタイトルだけではなく内容を適切に組織化しなければならな  

い。たとえばテレビニュースであればひとつづきの映像の中にいくつかのニュースが含まれている。ドラ  

マであっても場面の切り替わりがある。従って映像を場面ごとに区切り索引を付ける必要がある。この作  

業を完全に自動化することは困難であるが場面の切り替わりを認識しそれに基づいて検索することので  

きるデータベースを実現する必要がある［1】［2］［37］。次章に示したCMUのディジタル図書館プロジェクト  

はビデオ資料を公共図書館利用者を含む多様な利用者に提供することを目標としている。またUCSBの  

プロジェクトは地図や航空写真を多様な利用者に提供することを目標としている。  

4．4Visuali2；ation，UserInterfhce  

情報を探す際に検索結果の羅列を見るだけでなく情報を見やすい形で示すことや検索とブラウジングを  

適切に組み合わせることが重要である。また同じ検索結果を示す場合でも一般人向け専門家向け子供向け  

というように利用者によって表示方法を変えるといったことも要求される。   

エーザインタフエース技術に関する主要な会議の－つであるUIST（ACMSymposiumonUserInterface  

SoftwareandTeclm0logy）の昨年の会議UIST’94でも情報の可視化（InfbrmationVisualization）は主要  

な話題の一つであった○筆者にとって印象的であったものをいくつかあげたい。Rennisonの報告［29］は  

別々に善かれた著述たとえば新聞記事の間の関連付けをし内容をキーワードから記事にいたるまでのピラ  

ミッド的に構造付けその上で拡大（zooming）や視点の移動（panning）などのグラフィカルな操作を提供  

するシステムについて述べている。木構造は階層的に構成された情報を表現するのに重要な概念である。  

LampingとRaoは限られたスペースの中で視点を中心に大きな木構造表示する方法を示している［19】。  

我々は情報を探すときにはじめは大きな項目に注目し徐々に目的にあった詳細な項目に接近して行く。た  

とえば地図を見ている場合はじめは大きな字で書かれた名前に注目し徐々に小さな字で善かれた名前に  

注目して行くことが多いoLiebermanはビットマップデータを基に連続的にzoomingとpanningを行う  

システムを示した【20］。同じ情報でも見せ方（見え方）によって利用者の理解のしやすさは大きく異なる。  

BedersonとHollanはデータの性質や利用の履歴利用者からの見え方の要求等に基づいで情報を提示する  

環境Pad＋＋について述べた【9］。また昨年11月に本学で開催したディジタル図書館ワークショップでの諸  

橋の講演では視点を変えて検索結果を提示するシステムが示された［24］。   

使いやすいOPAC（OnlinePublicAccessCatalog）は図書館の利用性を高める上で重要な要素である。  

本学図書館でも汎用計算楷が提供する文字端末上のOPACに加えて対話性を高めるためにワークステー  

ションのGUI（GraphicalUserInterface）を利用したⅩOPACを設置している［33］。図書館利用者はOPAC  

による検索と書架でのブラウジングを組み合わせて図書を探すことが多い。したがってこの過程を支援す  

るシステムが有用である。A11enは分類規則等に基づいて階層的に構成したOPACの利用性について示  

した［7】。我々の研究室でも図 書のサイズ等から図書と書棚のイメージを作成して書誌情報による検索と  

書架によるブラウジングの機能を持つシステムを開発した［13］［38］。内山等は図書館のメタファに基づく  

検索システムの開発を進めている［35】。  
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4．5ディジタル図書館員  

図書館は情報の蓄積場所であるだけではなく利用者個人あるいは利用者グループによる知的活動の場で  

ある。そのためディジタル図書館には利用者の知的活動を支援することが求められる。ディジタル図書館  

ワークショップにおける山本の講演では将来のディジタル図書館環境における図書館貞の役割が論じられ  

た［36］。そこでは仕事として  

（1）環境とソフトの整備：ゲートウェイ  

（2）ネットワーク・リファレンス・サービス  

（3）ネットワーク読み聞かせ  

（4）情報創造・情報発信  

をあげさらにリファレンスサービスとして  

（1）情報源アプローチへの協力：ネットワーク・ナビゲーション・パイロッテイング  

（2）検索への協力：コオペラティブ・サーチ  

（3）利用者の知識を生かす翻訳：コオペラティブ・トランスレーション  

（4）オンライン・ツールの使い方指導と探索結果の説明をあげている。   

我々の研究室では協調作業支援システムを試作しそれを「OPACの利用方法を図書館員が遠隔地にい  

る利用者に手ほどきする」という例に適用することでディジタル図書館環境における協調作業支援システ  

ムの利用性の評価実験を行った【13】［14】。この実験では本学学生30名による利用実験とアンケート調査  

を行い協調作業支援システムの利用に対する肯定的な結果を得た。知的活動を支援するという観点から図  

書館員による対話的なサービスを提供すること利用者（個人及びグループ）自身の情報とディジタル図書  

館が提供する情報を有機的に相互利用できることなどディジタル図書館において協調作業支援システムの  

果たす役割は重要であると思われる。  

5．米国でのディジタル図書館研究プロジェクト   

NSF／ARPA／NASAによる研究助成を受けている以下の6大学の研究プロジェクトを簡単に紹介する［40］0  

（1）カーネギーメロン大学（480万ドル）［47】  

Infbrmediaon－1ineDigitalLibrary   

カーネギーメロン大学が公共テレビ局WQED／Pittsburghと協力して対話的に利用可能なオンライン  

ディジタルビデオライブラ リを開発する。利用者はビデオアーカイブから科学・数学資料を検索して利用  

できる。音声イメージおよび自然言語理解技術を統合的に利用する。初期開発時には1000時間分の資料  

を持つことになっている。  

（2）ミシガン大学 （400万ドル）［48］   

UniversityofMichiganDigitalLibraryProject   

地球・宇宙科学分野を中心とする大規模かつ発展し続けるマルチメディアディジタル図書館のテストベッ  

ドを開発し運用し利用して評価する。何千人もの利用者と情報の集積場所をむすびこのシステムは多様な  

トピックの非常に巨大な量の情報をシステム化するための必要性に合うようにデザインされる。重要な点  

はキャンパス内の利用者地域の高校や公共図書館の利用者など多様な利用者による評価を行う点である。  

（3）イリノイ大学（400万ドル）［49］  
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BuildingtheInterspace：DigitalLibraryIllfrastruCturefbraUniversityEngineerlngCommunity   

イリノイ大学アーバナシャンペイン校（UniversityIllinoisatUrbana－Champaign）の新しいGraigner  

EngineeringLibraryCenterを中心とした科学技術分野の雑誌を指向したプロジェクトであるoNCSAの  

M。Saicをカスタマイズしてテストベッドを構築する。このテストベッドはイリノイ大学を含むBigTen  

と呼ばれるグループに属する大学の何千ものドキュメントと何万人もの利用者のための実用システムとな  

る。図書館情報学大学院（GraduateSchoolofLibraryandInfbrmationScience）を中心として行われる  

研究ではテストベッドの社会科学的評価意味的検索技術の開発将来実現される大規模システムのためのプ  

ロトタイプの設計に焦点を当てる。  

（4）カリフォルニア大学バークレイ校（400万ドル）［50】   

EnvironmentalElectronic Library   

環境情報に関するプロトタイプディジタル図書館を開発する。環境データ影響に関するレポートおよび  

関連資料の作成や評価のために利用される多様な情報を収集する。開発されるプロトタイプはカリフォル  

ニア州のCERESシステム（カリフォルニア州が持つ環境情報に関するデータベース）を完全に含むよう  

に実現される。利用者対象には公共図書館の利用者である一般人を含む多様な利用者が想定される。研  

究領域には自動化索引知的検索ディジタル図書館の応用を支援するためのデータベース技術遠隔地からの  

ブラウジングのためのデータ庄鮪と通信技術などを含んでいる  

（5、）カリフォルニア大学サンタバーバラ枚叩CSB）（400万ドル）t51］   

ProjectAlexandria   

新しい電子図書館として十分なサービスをも提供するとともに大量で多様な地図画像および写真資料の  

コレクションに容易にアクセスすることのできるディジタル図書館を開発する。UCSB図書館の地図と画  

像のコレクション（MapandlmageLaboratory）を中心として空間的な索引情報に焦点を当てた研究を進  

める。ニューヨーク州立大学バッファロー校メイン州立大学およびいくつかの企業と協力して研究を進  

める。はじめの半年間にプロトタイプを作ることになっている。  

（6）スタンフォード大学（360万ドル）【52］   

Sta．nfbrdIntegratedDigitalLibraryProject   

既存のもの将来に現れるものをも含めネットワーク上に広がりつづける大量の情報源やコレクションへ  

の一様なアクセスを提供する単一の統合された仮想図書館（VirtualLibrary）を可能にする技術を開発す  

る。個人情報から現在の図書館にあるコレクション科学者によって共有されているような情報まですべて  

をリンクする環境を構築する。  

6．おわりに  

昨年Rutgers大学で開かれたワークショップW）rkshoponDigitalLibraries：CurrentIssues［46］と  

TexasA＆M大学での国際会議ConftrenceonTheoryandPracticeofDigiもalLibraries（DL，94）【53］は筆  

者にとって非常に刺激的であった。その理由はいくつかある。筆者の不明を暴露するようなものかも知れ  

ないが第一には情報スーパーハイウエイ＝広域・高速ネットワーク→光ケーブルを張り巡らせることと入  

れ物にばかり興味が向いていたところが応用こそ重要であるということを陽に知らされたこと。特に教  

育医療と図書館がその重要な応用分野であると知ったことである。また図書館は博物館や資料館とは異な  

り利用者に情報を提供することが使命でありディジタル図書館への取り組みによって多数の図書を所蔵  

することに価値があるということに意味がなくなりいかに情報を提供できるか情報へのアクセスを支援  

できるかが重要であることが実感できた。  
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米国をはじめとしてヨーロッパ日本でもディジタル図書館の研究・開発プロジェクトが進められている。  

昨年9月末には6プロジェクトに総額2400万ドルというNSFからの大規模な研究助成（第5章参照）が  

発表された。聞くところによると数百件の応募の中から70件余りにしぼられそこから6件が選ばれたと  

のことである。米国での研究の層の厚さに驚かされた。個々の技術はそれぞれの領域では最新のもので  

はないかも知れないがそれらを総合できること巨大な量の情報に適用できることがディジタル図書館プ  

ロジェクトの特徴であるように思う。   

最後にこの1年間ディジタル図書館の調査等のために研究室を留守にすることも多かった。またネット  

ワークから獲得する情報無しには仕事を進めることは不可能であった。末筆ながらこうした活動を支えて  

くださった諸氏に感謝の意を表したい。  
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