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抄録 

書誌データの標準化について、関連性のある記録された知識の識別、統合およびリンク作
成という側面から論じた。識別コード類が国際標準化機構（ISO）や専門学協会によって開
発されている。一つの言語における、および複数の言語における書誌データの統合が、入
力費用の節約と検索精度の維持向上のために求められている。データの統合的な作成と利
用を達成する目的で、著者名の異形を提示した。この種の作業に国際標準化機構の作業過
程に準拠すべきことを推奨した。 

 
0 序 
 

 記録された知識の作成、流通、保存そして利用は、それが紙媒体のものであれ、デジタ

ル媒体のものであれ、ビジネス・モデルあるいは商社、法律事務所、学校、病院などとい

った、それらの使用される方法に依存している。行政機関は電子文書に依存したシステム

に移行しようとしているが、依然として、文化的および言語的な要件に制約された伝統的

な紙の連鎖に依存している。 

 

 媒体（紙またはデジタル）の特性と機能は同じではない。また、新しい媒体を使用する

人々は伝統的な行動パターンに固執しがちである。ここに電子文書の効率的かつ競争力の

ある応用を実現するためのギャップが存在するのである。単行書（本）、雑誌そして雑誌論

文などといった知識の伝統的な記録は、紙媒体の伝統的なフォーマットとして存在する。

電子図書（e-book）、電子雑誌（e-journal）あるいはオンライン・ジャーナルが出現し、

増加しつつある。ウェブページも質と量の両面において劇的に増加しつつある。しかし、

これらのデジタル出版物も依然として紙のフォーマットと慣行に依存している。 

 

 記録された知識の識別と統合は、知識の流通と利用における効果を維持するための基本

要件である。図書館サービスとその運営のための標準規格に関する情報は次のサイトで見

ることができる（http://www.diffuse.org/library.html）。 

 

 

                                                   
1 Identification, Integration and Links for Recorded Knowledge: standards, standard frameworks for 
accessing 
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1 識別 
 

 記録された知識の識別方法はいくつか存在する。記録された知識の識別方法として一般

的な方法の一つは図書館の目録データであり、これは（図書、雑誌、雑誌論文など）の一

次（初原）情報に対する二次情報である。目録レコードは「書誌レコード」と呼ばれ、（紙

の）カード形式かデジタル形式のいずれかである。デジタル形式の図書館目録はインター

ネットで利用できる。それらのものとしては国立情報学研究所の WebCat3、トロント大学図

書館4、国立国会図書館5、英国図書館6、米国議会図書館7などをはじめとして多く存在して

いる。ウェブ上にある、これらの図書館目録の記入は紙媒体の様式に準じたものであり、

デジタルあるいは電子出版物の目録の様式も開発されつつある。 

 

 
1.1 識別コード 
 

 記録された知識のための標準的な識別コードとして、例えば図書にはISBN が、雑誌には

ISSN が世界的規模で利用されている。標準識別コードの例を付録 18に付した。記録された

知識に関する識別子の目標あるいは機能は異なっている（付録1を参照）。いくつかのもの

は［すでに］国際標準規格として制定され、国家規格として取り入れられている。デジタ

ル情報資源を識別するためにUniversal Resource Locators (URL)のように、事実上の標準

規格が存在している。 

 
 
 - 出版物の種類： 図書、雑誌など 
 - 出版物のレベル： 全体または一部（章、雑誌論文）など 
 - 記入の種類またはレベル： 著作、実現、Type or level of entity: work, manifestation, item… 
 - コード付与者の種類： 出版社、番号管理機関、著者、保存機関など 
 - 識別子の用法： 利用、著作権の維持管理、在庫管理など 
 

 ISBN (ISO 2108:1992) の 場 合 に は 、 国 際 ISBN 管 理 機 関 が 存 在 す る

（http://www.isbn.spk-berlin.de/）、また日本では国家規格（JIS X 0305）となり、国家

的な ISBN 管理機関が存在している。日本の国家的な ISBN 管理機関は日本書籍出版協会9、

日本雑誌協会10、日本出版取次協会、日本書店組合連合会、国立国会図書館および日本図書

館協会（JLA）11によって構成されている。ISBN は出版社の発行する新しい図書に付与する

                                                   
3 http://webcat.nii.ac.jp/webcat_eng.html 
4 http://www.library.utoronto.ca/resources/utcat.html 
5 http://webopac2.ndl.go.jp/; http://www.ndl.go.jp 
6 http://blpc.bl.uk/ 
7 http://www.loc.gov/catalog/ 
8 based on http://www.afnor.fr/activites/normalisation/gpn/gpn22.htm 
9 http://www.jbpa.or.jp/default-e.htm 
10 http://www.j-magazine.or.jp/FIPP/FIPPE/mokuji.html 
11 http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jla/index-e.html 



もので、出版社は将来の出版にむけて一定の範囲の番号を与えられている。国家機関は出

版社の台帳を維持しており、国立国会図書館が発行する全国書誌には ISBN が収録されてい

る。 

 

 ISSN (ISO 3297:1998) は雑誌の識別コードである。日本では国立国会図書館が国家的

ISSN 維持管理機関であり、国家的な ISSNの台帳を維持し、国際 ISSN機関に報告している。 

 

 これらの出版物用の識別コードには、コード化方法、適用規則、出版社ならびにまたは

国家的（そして国際的）機関による維持管理が必要である。実務は出版社、書籍流通業者、

書店、購読者、読者、図書館、情報サービス、国家機関、国際機関などが共有しなければ

ならない。国際規格となっているコードによる識別には次のような要素が必要である。 

 
 - 規則（ISO ならびにまたは国家規格または業界規格） 
 - 国際センター 
 - 国家センター 
 - 利用者、関係団体などへの振興 
 - 維持管理作業 
 
1.2 記述による識別 
 図書館目録レコードあるいは書誌レコードの場合、著者名、書名、出版社、主題などと

いった記述的なデータがある。これらの記述要素は利用者が図書、雑誌、雑誌論文、章な

どの書誌的な実体を識別する助けとなる。1998 年に国際図書館連盟（IFLA）は「書誌レコ

ードの機能要件」（FRBR）を刊行した。この作業の出発点は 1961 年にさかのぼることがで

き、この出版物は書誌記述についての一般的な理解をもたらすもので、多くの全国書誌や

全国総合目録は FRBR 概念を適用しつつある。12 図書館目録の要件は、いろいろあるが、

資料を発見すること、記入もしくは実体を識別すること、記入を選択［探索・検索］する

こと、その実体を入手するもしくはアクセスを取得することである。FRBR では書誌レコー

ドやデータベースを構成する実体のグループとして次の三つのグループを定義している。 

 
 
 - 知的・芸術的所産：著作（work）、実現的表現形（expression）、実体形（manifestation）、物体

形（item） 
 - 知的・芸術的内容、その物理的な生産と流通、その所産の保存などに責任のある実体：個人ま

たは団体- 知的・芸術的所産の内容として機能する実体の追加的なセット：概念、オブジェクト、
イベント、場所  

 

グループ 1 は下記のような実体で構成されている。 
 
 - 著作（固有の知的・芸術的創作物） 

                                                   
12 IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. " Functional Requirements 
for Bibliographic Records. Final Report." Approved by the Standing Committee of the IFLA Section on 
Cataloguing. K . G. Saur München 1998. (UBCIM Publications – New Series Vol 19).  p. 13.  
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm 



     work (a distinct intellectual or artistic creation)  
 -実現的表現形（著作の知的・芸術的実現） 
     expression (the intellectual or artistic realization of a work). 
 -実体形（著作の実現的表現を物理的に実体化したもの） 
     manifestation (the physical embodiment of an expression of a work) and  
 -物体形（実体形の具体例） 
     item (a single exemplar of a manifestation) 

 

出典: IFLA "Functional Requirements for Bibliographic Records." (FRBR) http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm 

 

1.3 メタデータの識別 

インターネット情報資源の識別（URLs）、デジタル情報資源（メタデータ・セットあるいは

ダブリンコアメタデータ・セット（DCMI）13）などの開発が進められている。15のデータ要

素と修飾子（qualifiers）が提案され、いくつかの国立図書館（例えばドイツ、カナダ）

はダブリンコアメタデータ・セットに基づいてメタデータ・サービスを開始した。 
 
 - Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 (1999-07-02)14 
 - Dublin Core Qualifiers (2000-07-11)15 
 

メタデータの識別は、DCMI の場合は、図書館共同体における識別とは異なる局面がある。 
 
 - 世界規模の利用対象者（紙の出版物対ネットワーク出版） 
 - 著者と出版者の関係（インターネットでは多くの場合に著者が出版者である。） 
 - 自発的な［識別子］の付与（全国書誌のように規則的な付与と対照的） 
 - 中央的なコントロールがない（すなわち一つの機関が実施する、伝統的な図書館書誌レコード

や典拠コントロールのような中央的なコントロール。第 2 章参照） 
 

 
2 統合 
 

記録された知識の統合とは、本稿では、関連性のある記録された知識についての資源記述

の統合化を意味している。（リンク付与などの手法による）統合は、デジタル社会の遊牧者

にひとつのドメインから他のドメインにシームレスに渡り歩く能力を提供するものである。 

 

20 世紀の全期間にわたり、書誌レコードの国際的交換は推進されてきた。 

その国における出版物に関する書誌レコードは、その国の全国書誌作成機関（たいていは

国立図書館）が作成するべきものと認識されている。全国書誌作成機関は作成した全国書

誌レコード（MARC：機械可読目録レコード）を国内需要に対応するために国際交換してき

たのである。 

 

一人の著者のすべての著作、実現的表現形、実体形、物体形が、大規模なデータベースあ

                                                   
13 http://dublincore.org/ 
14 http://dublincore.org/documents/dces/) 
15 http://dublincore.org/documents/dcmes-qualifiers/ 



るいは多種類のデータベースに対する検索精度を維持するためにリンク作成されるべきで

ある。この作業過程を図書館共同体では「典拠コントール」と呼んでいる。このメカニズ

ムは著者名、標題、その他のなにかの手がかりひとつによるアクセスが関連性のある実体

にたどりつくことを保証するものである。他の言語あるいは他の文字種（翻訳版あるいは

翻字版）による著作の実体形は、この集合に含まれるべきものである。 

 

著作の翻訳は紙の出版ではごく普通に行われている。著者は別の言語［形］で現れる。あ

るいは一人の人物がいくつかの国の新聞に現れる。ここに書誌コントロール作業の源泉が

あるのである。個人名は異なる文字体系に転記される。典型的な例は中国人の詩人で、彼

の名前は古い中国の文字で書かれたであろう。彼の名前は外国語の新聞の文芸欄、雑誌あ

るいは学術出版において翻訳され、翻字され、ローマ字表記され、さらには国内慣行に則

って現代の中国の文字でも現れる。 

 

このような課題に応える目的で「中国語、韓国語、日本語の著者典拠コントロールに関す

るワークショップ」が 2001 年の 1月と 3月に開催され、次の機関から専門家が参加した。 
 
 - 中国国家図書館 National Library of China, Beijing 
 - 韓国国家図書館 National Library of Korea, Seoul 
 - 韓国教育研究情報サービス Korean Education and Research Information Services (KERIS), 

Seoul 
 - 国立国会図書館 National Diet Library, Tokyo 
 - 国立情報学研究所 National Institute of Informatics (NII), Tokyo 
 - 国際図書館連盟国際書誌コントロール・国際 MARC 事務局 International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) Universal Bibliographic Control and International MARC Office 
(UBC-IM) 

 

東アジアの国立図書館と書誌ユーティリティ 5 者は、地域内において書誌情報を共有する

方策を探求した。過去 20 年以上にわたり、これらの機関は全国書誌や全国総合目録をコン

ピュータネットワークを介して作成してきたのであり、類似した状況と必要性を共有して

いる。すなわち多文字、異形、フォント、発音、意味の多様性など。 

 

一人の著者は、しかし中国、韓国、日本の三つのデータベースに現れるのである。例えば

日本の小説家芥川 竜之介は、彼の原作と翻訳が存在することから、三つの言語で現れる。

日本の書誌データベースでは彼の名前はさまざまな文字列を付与されている。 

 

 芥川 竜之介 

 あくたがわ りゅうのすけ 

 アクタガワ リュウノスケ 

 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 

 Akutagawa Ryünosuke 



 Akutagawa Ryunosuke 

 Ａｋｕｔａｇａｗａ Ｒｙｕｎｏｓｕｋｅ 

 

仮に彼の著作が中国語に翻訳されたなら、書誌レコードは中国の利用者・読者のためのデ

ータを追加される。 
 
 中国における標準的な中国の文字 
 標準的な中国の方式によるローマ字表記（Pin Yin） 
 もしあれば、日本の漢字 
 日本の原典のデータ（追加的に） 
 

おなじことは韓国でも発生する。韓国の利用者・読者のために、このレコードは韓国文字

ハングルの表記と、外国人名の韓国ヨミが付加されるだろう。中国人、韓国人の著者名は、

標準的な規則や慣行抜きに他の言語のデータベースに現れる。米澤誠が作成した例を付録 3

として付した。16 

 
 - 3-1: Japan MARC created by the National Diet Library, Tokyo 
 - 3-2: NACSIS Union Catalog Database Record, NII, Tokyo 
 - 3-4: Name Authority Record created by the Seoul National University Library, held at KERIS, 

Seoul 
 - 3-5: Name Authority Record created by the Yonsei University Library, held at KERIS, Seoul 
 - 3-6: China MARC Name Authority Record created by the National Library of China, Beijing 
 

このような多様性・異形は急速に増加・累積されつつあり、それゆえにインテグリティと

検索性能を失いつつある。このことが 2001年 1 月と 3月に開催されたワークショップの背

景である。もっとも、これらの機関が［このような専門的な課題で］集まり、書誌データ

の統合という共通する国家的課題の実態と実務について情報交換したことは初のことであ

った。少なくとも共通のイメージは共有された。この作業の標準化は将来課題であるが、

これら三か国におけるデータベース構築は急増しているので、データ記述の膨大な多様性

もまた調整やコントロールなしに累積しつつあるため、時間要素の圧力はきわめて大きい。 

 

 

3 標準化過程 

 

記録された知識を管理するための標準規格は多数存在している。識別と統合はデータの整

合性と検索性能を維持するための焦点となるものである。国際図書館連盟（IFLA）といっ

た国際的な専門協会は ISO と密接な関係を保ちながら、紙の出版とデジタル出版の両方に

関連する標準的な方法を推奨している。 

 

                                                   
16 Mr. Makoto YONEZAWA, NII, E-mail: yonezawa@nii.ac.jp.  Entries are included in the main report. 
Makoto YONEZAWA ed., "Record of Workshop on Authority Control among Chinese, Korean and 
Japanese Languages." NII. April 2001, 326 p. ISBN 4-924600-97-0 



Thacker17 は図書館・情報サービス分野における標準化の諸側面について検討している。彼

女は情報環境の変化がもたらしている標準化活動への圧力原因を次のように挙げている。 

紙の出版 デジタル出版 

媒体がはっきりしている。 マルチメディア 

内容（コンテンツ）は時間・空間・物理的容器とい

う面で固定されている。 

コンテンツは系座区的に変化している。確定的な境

界のない流体的な資源  

 

ここに、目録作成するための効率的、経済的そして迅速な方法と、利用者が効率的に利用

できるように、紙とデジタル出版物それぞれの資源記述を統合する必要性がある。 

 

彼女は ISOの作業過程と World Wide Web Consortium (W3C), the Internet Engineering Task 

Force (IETF)そして Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)などの事実上の標準化団体

の手順を展望している。彼女は標準開発過程を「公開」対「閉鎖」あるいは「公式」対「非

公式」な過程という対比は危険であること、この過程は透明性のある、管理された、関係

の深い利益者グループの代表によって運営されるべきであることを指摘している。 

 

 

        

                                                   
17 THACKER, Jane. "Standardization and Libraries." Report for the year 2000 of the Study on International 
Sharing of Japanese Scholarly Information International Joint Research Project funded grant-in-aid by 
Ministry of Education, Science, Sports and Culture, Japan (Project No. 10044018). March 2001. pp. 51-60. 


