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Abstract
Nagoya University Academic Knowledge Factory (AKF) Plan has been made by

Nagoya University Library in collaboration with Information Technology Center and
Center for Media Information Studies.  The plan was progressed greatly this year because
National Institute of Informatics (NII) regards the plan as a part of its Cyber Science
Infrastructure (CSI) initiative.  This paper reports an outline of implementation and
functions of AKF system at the present stage.
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１．はじめに
名古屋大学附属図書館は、学内の情報関連施設

である情報連携基盤センター、情報メディア教育
センターと連携して、学術ナレッジ・ファクトリ
ー（Academic Knowledge Factory:以下「AKF」と
いう。）構想を策定し、概算要求をしつつ、構築
のための準備を進めてきた。AKF は、大学の教
育・研究活動の成果として生産される多様なデジ
タル情報と大学が保有するデジタル情報の統合検
索環境を、メタデータの自動生成や Web サイト
資源の自動分類等の情報技術を駆使して実現しよ
うとする取り組みである。AKF 構想については、
すでに紹介記事１）があるので、それを参照して
いただきたい。本稿では、AKF 構想を現在の情
報環境においてどのようなシステムとして実装し
ようとしているかについて、平成17年度に実施し
た作業に基づき報告を行う。

大学には、実にさまざまな情報が生産され、ま

た保有されている。研究者が研究成果として発表
する研究論文や研究報告、授業に関連したシラバ
スや講義録などの教育関連資料、学位論文、学内
の組織や個人が開設し、公開している Web サイ
ト情報資源や図書館によりデジタル化された貴重
資料等々である。これらは大学に設置された多数
のサーバに蓄積され、インターネットを介して学
内外に発信されている。必要な情報は、それぞれ
のサーバにアクセスすることで得られるはずであ
るが、どのような情報資源（リソース）がどのサ
ーバ（サイト）に蓄積されているかを確認するこ
とは難しいのが実際である。Google に代表され
る検索エンジンがあり、膨大なサイトの情報が検
索できるが、そこには大学がもつ学術情報の一部
しか含まれていない。大学が社会に対する説明責
任や社会貢献を果たしていくためには、AKF の
ような大学が生産、保有する学術情報の統合的な
情報発信・検索の仕組みが必要である。それによ



って、検索エンジンへの情報の提供が拡大し、大
学の学術情報へのアクセスがさらに容易になるこ
とも期待される。AKF は、このような背景のも
とに構想された。

２．AKF の全体構想
AKF構想の基本理念としては、以下の３点が挙

げられている。
１）先導的な大学学術情報システムの開発と開発
成果の公開

AKF 構想の実装においては種々の検討・開発
事項がある。その検討結果や成果を可能な限り公
開し、オープンソースとして提示が可能なシステ
ムについては積極的にオープンソース化を図る。

２）国際標準への準拠
情報資源を検索・同定するためのデータである

メタデータの構造、サーバ間の連携等については、
国際標準に準拠することとし、これによって相互
運用性を確保するとともに、将来のシステム拡張
を可能とする。

具体的には、メタデータの構造は、Dublin Core
Metadata Element Set Verson 1.1２）（以下、「DC 形

式」という。）に準拠した。また、サーバ間のメ
タデータ交換には、OAI-PMH（Open Archives
Initiative - Protocol for Metadata Harvesting）Version
2 . 0 ３）を採用し、情報資源間のリンクは、
OpenURL Version 1.0（ANSI/NISO Z39.88）４）に基
づくことにしている。

３）他の学術機関との連携
他の学外機関等との連携は重要な理念である。

具体的には、AKF に蓄積するメタデータについ
て、他の学術機関からのハーベスティング（以下

「収穫」という。）に対応できるようにする。当面、
国立情報学研究所（NII）の大学情報メタデータ
ポータル（JuNii）５）、ミシガン大学のプロジェク
トであるOAIster６）、NDLTD（Networked Digital
Library of Theses and Dissertations）のUnion
Catalogプロジェクト７）等へのメタデータの提供
を考えている。

３．AKF システムの構成と機能
図１に AKF システムの連携概念図を示す。学

内には、すでにさまざまなサービスが提供されて
おり、その環境のなかで AKF を実現する方法と
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図１　名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー（AKF）システム連携概念図
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表１　AKF 標準形式要素一覧



して採用したものである。ここで AKF は大学の
情報発信におけるポータルの機能を果たす。情報
資源は、それぞれのサーバに蓄積されており、
AKF はそれらのメタデータを収集、蓄積して、
統合的な検索と元の情報資源へのアクセスを提供
する。したがって、AKF には、主として次のよ
うな機能要素が必要となる。

①学内の公開サーバに蓄積されている情報資源の
メタデータを収穫する機能（ハーベスタ機能）

②収穫されたメタデータの統合検索機能
③学外ハーベスタからのメタデータ収穫要求に対

応する機能（リポジトリ機能）８）

④効果的な情報資源間のリンクを実現する機能
（リンキング機能）

AKF がメタデータを収集する対象は、現在のと
ころ次の４つのサービスである。

・名古屋大学学術機関リポジトリ
・エココレクション
・プラム（名大 Web サイト資源検索）
・名大の授業（Open Course Ware）

これらのサービスには多様な情報資源が蓄積さ
れている。例えば、学術機関リポジトリには主と
して研究論文（文献）が蓄積されている。エココ
レクションは、デジタル化された史料であり、プ
ラムは、学内のホームページで提供されている情
報資源、名大の授業は、電子化された教育用資料
である。情報資源が異なれば、その情報資源を記
述するメタデータも異なってくるが、統合的な検
索環境を実現するためには、共通のメタデータ構
造が必要となる。AKF では、上述のように国際
的な連携を念頭におきつつ、国際標準に準拠した
メタデータ形式を採用している。

４．AKFメタデータ形式
4. 1 メタデータ構造

AKF でメタデータを扱うときの形式を表１に
示す。この形式は、AKF 標準形式と呼んでいる
ものであるが、DC 形式をベースとしつつ、次の
ような拡張を加えている。

① JuNii 等の外部リポジトリへの対応を考慮し
て修飾子（qualifier）やスキーマ（schema）

を追加した。
② Creator，Contributor，Publisher は、修飾子と

して、Transcription や Alternative をもつ要素
が設定できるため、これらをグループ単位で
扱えるようにした。

③書誌事項を識別するため、Description に
Citation という修飾子を追加した。

4. 2 必須要素
DC 形式では、基本的に全ての要素がオプショ

ンであるが、AKF では連携する他のリポジトリ
とのメタデータ交換を考慮して必須要素を設け
た。考慮したのは、JuNii 形式と ETD-MS（殆ど
DC 形式と同じ。）形式である。表２にこれらの
メタデータ形式における必須要素を示す。

4. 3 メタデータ構造の変換
AKF がメタデータを収集する対象のデータベ

ースは、それぞれ固有のメタデータ構造を持って
いる。AKF では、メタデータを収集して、AKF
のデータベースに格納するとき、AKF 標準形式
への変換を行う。また、学外からのハーベスティ
ング要求には、JuNii 形式か、DC 形式のどちらか
で提供することにしている。それゆえ、ハーベス
タからの要求にしたがって AKF から JuNii 形式
あるいは DC 形式への変換を行う必要がある。こ
れらの変換は XSLT（XSL Transformations）で規
定している。実際の変換は、ハーベスタから要求
のあった都度行われるため、JuNii などのメタデ
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表２　必須要素一覧



ータ構造に変更があった場合も、XSLT 定義を変
更するだけで対応可能である。

５．メタデータの収穫
AKF サーバは、OAI-PMH に準拠したハーベス

タ機能とリポジトリ機能を有する。ハーベスタ機
能は、学内のサーバからメタデータを収集する機
能であり、リポジトリ機能は、学外のサーバから
の収穫要求に対応する機能である。

このようにメタデータの収集・提供を標準的な
プロトコルを使用して行うことによって、今後の
収集範囲及び提供範囲の拡大に対応できるように
なる。

現在、AKF は上述の４つのサービスの情報資
源に関するメタデータを蓄積し、検索可能として
いる。そのなかで、OAI-PMH に基づいてメタデ
ータを自動収集している学内サーバは、「名古屋
大学学術機関リポジトリ」と「エココレクション」
である。プラムについては、当面プラムの更新頻
度が低いため、更新終了後に AKF のメタデータ
も一括して更新することにしている。「名大の授
業」については、まだ登録件数が少ないため、メ
タデータは別途作成した。

5. 1 セット及びセット階層
OAI-PMH ではメタデータレコードをグループ

化し、それにセット名を付けて、ハーベスタから
の選択的収穫に対応することができる。AKF で
は、以下の点を考慮してセットを設定している。
すなわち、メタデータをどのサーバあるいはデー
タベースからハーベストしたかということを確認
することできること、特定グループのメタデータ
だけを収穫したいという要求に対応することがで
きること、である。前者の例としては、ir や
plum があり、後者の例は、etds である。現在、
AKF が設定しているセットを表３に示す。

エココレクションのセットは、階層構造になっ
ている。eco : takagi と指定すれば、エココレクシ
ョンの中の高木家文書に関連したメタデータレコ
ードの集合が指定できるし、eco と指定すれば、
高木家文書と伊藤圭介文庫の両方に関連したメタ
データレコードの集合を指定できることは、
OAI-PMH のプロトコル仕様のとおりである。

5. 2 名古屋大学学術機関リポジトリ（NAGOYA
Repository）からのメタデータ収穫

NAGOYA Repository９）は、名古屋大学の研究
者の研究成果を蓄積・保存して、学内外に情報発
信することを目的としており、現在は附属図書館
が運用している。主として学術雑誌や研究報告、
研究紀要に掲載された研究論文や本学の学位論
文、教材等永続的に蓄積・保存して提供する機能
をもつ。NAGOYA Repository のソフトウエアと
しては、マサチューセッツ工科大学で開発され、
オープンソースソフトウエアとして提供されてい
る DSpace を採用している。DSpace は、標準でリ
ポジトリ機能を持っており、メタデータ構造も
DC 形式が採用されている。したがって、DC 形
式をベースにしている AKF 形式には、殆どその
まま移行できる。

図２に NAGOYA Repository から収穫されたメ
タデータの例を示す。

NAGOYA Repository には、頻繁に情報資源が
追加されることから、収穫は毎日行っている。

5. 3 エココレクション
エココレクション10）は、名古屋大学附属図書

館等が保有する貴重資料等をデジタル化して公開
しているデータベースサービスで、現在、「高木
家文書デジタルライブラリー」と「伊藤圭介文庫」
のふたつのデータベースが提供されている。これ
らのデータベースのメタデータは、DC形式を基
本としているが、情報資源の特殊性から、独自の
メタデータ構造になっている。表４に例として高
木家文書メタデータから AKF 形式への変換テー
ブルを示す。
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表３　AKFのセット



5. 4 プラム（名大Web サイト資源検索）
プラム11）は、名古屋大学の組織や構成員が公

開している Web サイト情報資源のマルチアクセ
ス環境を提供するサービスで、情報連携基盤セン
ターが運用している。すなわち、学内のホームペ
ージの情報を網羅的に収集して、大学の Web サ
イトに適したカテゴリに自動分類しており、ディ
レクトリ検索やキーワード検索、研究者名からの
検索、アーカイブ検索が可能である。Web サイ
トの情報は、ロボットによってほぼ６ヶ月に１度
自動収集される。それを独自の技術によって大学
という学術機関に対応したカテゴリを設定し、情
報資源の自動振り分けを行っている。

AKF は、プラムのカテゴリの中で、研究成果、
研究者・研究組織情報及び広報資料のカテゴリに
含まれる情報資源のメタデータを収穫対象として
いる。

図３にプラムからのメタデータ収集の流れを示
す。プラムからメタデータを抽出して、一旦プラ

ムのメタデータデータベースを作成し、それを収
穫することで、AKF データベースに登録される
仕組みになっている。現在は、これらの処理をひ
とつのサーバで行っているが、将来、サーバの負
荷が高くなった場合は、機能を分散させることが
可能である。このような収集方法は、リポジトリ
機能をもっていない、更新頻度の低いサービスか
らメタデータを収集する場合のモデルと考えてい
る。

5. 5 名大の授業（OCW）
「名大の授業」（OCW）（以下、「名大OCW」と

いう。）12）は、MIT（Massachusetts Institute of
Technology）で始まった OpenCourseWare（OCW）
プロジェクトの名古屋大学版であり、名古屋大学
の授業で実際に使用されているシラバス、講義録、
試験問題等の教材をインターネットで公開し、広
く社会に情報発信している。上述したように、現
在名大 OCW から AKF にメタデータを移す処理
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図２　収穫されたメタデータ例



は行っていない。
OCW はメタデータ形式として、IEEE において

標準化の作業が行われているLOM（Learning
Object Metadata）13）を採用している。LOM の要素
は階層構造をもっているが、最上位にあたる基本
要素は次の９つである。すなわち、
・General（一般）
・Life Cycle（ライフサイクル）
・Meta-Metadata（メタ・メタデータ）
・Technical（技術関連）
・Educational（教育関連）

・Rights（権利）
・Relation（関係）
・Annotation（注釈）
・Classification（分類）14）

LOM には、例えば、Relation 要素のように DC
形式を採用している部分があり、DC 形式との要
素対応表（crosswalk）15）も例示されている。表５
は、それを AKF 形式に置き換えたものである。

OCW（LOM）形式から AKF 形式へメタデータ
の自動変換は次のステップの課題である。
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表４　高木家文書メタデータから AKF 形式への変換テーブル



６．メタデータ・リポジトリ
AKF は、OAI-PMH プロトコルにより、他の学

術機関からのメタデータ収穫要求に対応するリポ
ジトリ機能を持っている。当面は JuNii、OAIster
及び NDLTD からの収穫を念頭においている。収
穫対応のメタデータ構造としては、JuNii 形式と
DC 形式を用意している。つまり、ひとつのアイ
テムに対して、DC 形式と JuNii 形式のふたつの
メタデータレコードを提供できる。OAI-PMH プ
ロトコルでは、修飾子をもたない DC 形式のメタ
データは必須である。JuNii 形式は、NII のJuNii
からの収穫要求に対応するための形式であり、そ
の他へは基本的に DC 形式で対応する。表６にそ
れぞれの metadataPrefix（OAI-PMH 要求時に指定
するメタデータ形式）の例を示す。JuNii と
OAIster からは実際に収穫が行われている。

７．メタデータ検索機能
7. 1 メタデータへの検索システムへの反映

AKF が収穫してきたメタデータは、リポジト
リ機能に対応した RDB（Relational Database）に
蓄積される。しかし、AKF でメタデータを検索
できるようにするためには、さらに検索システム
へメタデータを移行する必要がある。AKF では、
メタデータ検索に全文検索エンジンを採用してい
る。

7. 2 検索対象
検索対象は、収集対象となっているデータベー

スのメタデータである。現在、「名古屋大学学術
機関リポジトリ」、「エココレクション」、「プラム」
及び「名大の授業」が対象となる。デフォルトは、
全てのデータベースが検索対象であるが、個々に
データベースを選択することもできる。

7. 3 検索機能
検索機能は、キーワード検索だけで、ブラウズ

機能はない。AKF 構想では、ディレクトリ型検
索システムも考えられていたが、それは実現して
いない。今後の課題である。

キーワード検索では、簡単検索と詳細検索が選
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図３　プラムからのメタデータ　データ収穫のながれ

表６　AKF のメタデータ形式



択できる。詳細検索では、タイトル、著者名、主
題、出版者、タイプの各項目からの検索も可能で
ある。
１）簡単検索

レコード全体から検索する場合は、簡単検索を
使う。入力した検索語は、漢字であれば部分一致、
英字であれば前方一致のトランケーションが適用
される。論理演算子としては、and（論理積）と

or（論理和）が使用できる。デフォルトは and で、
空白で検索語を区切れば、and が指定されたこと
になる。和は、検索語を"+"で連結する。

２）詳細検索
検索項目を指定して検索する場合は、詳細検索

を使用する。項目は、タイトル、著者名、主題、
出版者、タイプ、日付が選択できる。また、詳細
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表５　AKF 形式－OCW（LOM）形式要素対応表



検索では、完全一致、前方一致、部分一致が選択
できる。論理演算子は、and と or に加えて、not

（論理差）が指定できる。
詳細検索では、日付の範囲検索も可能である。

ただし、日付データが複数ある場合は、一番目の
値だけが検索の対象となる。

３）絞込み検索
検索結果に対して、さらに検索条件を追加する

機能をもつ。項目指定、トランケーション、論理
演算子が指定でき、詳細検索に準じた条件設定が
可能となっている。

7. 4 レコード表示
検索結果は、まず一覧リストで表示される。出

力順は、デフォルトがスコア順（メタデータに含
まれる検索語数）であるが、それ以外に「著者名」、

「日付」、「タイプ」で並べ替えをすることができ、
それぞれ昇順と降順が指定できる。なお、検索結

果のレコード件数が1,000件を超えた場合は、並
び替えはできない。その他、一度に表示するレコ
ード数を20、50、100のいずれかに変更する機能
ももっている。

一覧リスト表示のタイトル部分をクリックする
と詳細レコードが表示される。

7. 5 各サーバへのリンク
詳細レコード表示の「本文へのリンク」の

URL をクリックすると情報資源そのものが表示
される。情報資源は、通常メタデータの収穫対象
となったサーバに蓄積されているので、該当サー
バにアクセスして、情報資源を表示する。但し、
プラムについては、プラム自体がインデックスで
あるため、もとの Web サイトにアクセスするこ
とになる。但し、プラムは Web 資源のアーカイ
ブ機能をもっていることから、元の Web 資源が
なくなった場合は、プラムのアーカイブが情報資
源としてアクセスの対象となる。図４に検索から

図４　検索からリソースの表示のながれ
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表示の流れを示す。

7. 6 その他の機能
１）検索語の正規化

入力された検索語は、表７にしたがって、正規
化されて検索エンジンに渡される。基本的に全角
モードと半角モード、大文字と小文字の区別はな
い。論理演算子等の予約語を検索語として指定し
たい場合は、引用符で囲って入力する。

また、漢字統合インデックスを搭載しており、
漢字の新旧字体の正規化も行っている。

８．情報資源リンキング機能
8. 1 OpenURL

メタデータの自動交換（OAI-PMH）と並ぶ重
要な技術として、利用者の情報要求過程に配慮し
た（context sensitive）情報資源のリンキング機能
がある。この情報資源リンクにおいて重要な技術
が OpenURL である。OpenURL は、OAI-PMH と
同じく、Herbert Van de Sompel 氏によって提案さ
れた。この技術は、イスラエルの図書館システム
ベンダである ExLibris にライセンス供与され、
SFX という名で最初に製品化（実装）され、現
在では、SFX 以外に Serials Solutions の Article
Linker や Endeavor の LinkFinder+ 等の製品があ
る。

一方、OpenURL 対応のオープンソースソフト
ウエアも存在する。OhioLINK が公開している
OLinks16）、OCLC（Online Computer Library Center）

の OpenURL 1.017）、ブリュッセル自由大学図書館
の V-Link18）、他に OpenURL の機能を説明する目
的で作成されたUKOLN（UK Office for Library
Networking）の OpenResolver19），サイモン・フレー
ザー大学図書館が開発した GODOT20）等がある。

AKFの情報資源リンキング機能を検討するにあ
たっては、商用システムの導入、オープンソース
ソフトウエアの活用あるいは独自開発等のアプロ
ーチが考えられたが、以下の理由でオープンソー
スソフトウエアの導入を検討することにした。す
なわち、第一は、AKF 構想の理念のひとつであ
る成果のオープン化の実現である。リンキング機
能は、図書館の情報サービスにおいて今後とも重
要な機能となると考えることができる。そのシス
テムを容易に入手し、利用できるようになれば、
図書館サービスの高度化につながることは間違い
ないだろう。第二は、導入が比較的容易であるこ
と、第三はソフトウエアの改変が自由にできるこ
と等である。

どのソフトウエアをベースに作業をするかにつ
いては、① OpenURL1.0に対応していること、②
リゾルバーを個別に設置できること、③運用の実
績があること等を考慮して、OLinks を詳細調査
の対象とすることにした。

8. 2 OLinks の概要
OLinks は、オハイオ州の大学図書館、公共図

書館83館のコンソーシアムであるOhioLINK21）が
運用する OpenURL1.0 に対応した情報資源リンキ
ングサービスである。上述したように、オープン
ソースソフトウエアであり、GPL（General Public
License:一般公衆利用許諾契約書）に基づいて提
供 さ れ て い る 。 最 新 バ ー ジ ョ ン は 2 . 2で 、
SourceForge22）から入手できる。

8. 3 OLinks の特徴・機能・システム要件
１）OLinks の特徴

OLinks の特徴としては、以下の点があげられ
よう。

①大学単位だけでなく、コンソーシアムレベル
での利用にも対応している。

②オープンソースソフトウエアであるため、自
前で開発管理をすることができる。

③コンソーシアム対応の認証機能をもつ。
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④ OPAC や Google 等全文以外へのリダイレク
トが可能である。

一方、考慮点としては、
①自前での運用が必要である、
②ソフトウエアの配布体制があまり整っていな

い。提供されないソフトウエアもあり、ドキ
ュメントも少ない、

といった事項が挙げられる。

２）機能
OhioLINK のリゾルバーからは、以下の情報資

源、サービスへのリンクが可能である。

①電子ジャーナルや全文データベース
② OPAC
③書誌事項
④ Google検索
⑤資料の相互貸借（ILL）サービス
出発点となるデータベース（source）には、商

用データベースの他、PubMED や ERIC、Google
Scholar も含まれる。

３）システム要件
OLinks は、オープンソースソフトウエアであ

ることから、使用されるシステムも基本的には無
料で入手できるものである。インストール環境は
以下のとおりである。

①基本ソフトウエア：Linux（Redhat Enterprize
ES3.0）

②開発言語：PHP  5. 1. 2，一部 Perl
③データベース：MySQL   5. 0. 18
④ WWWサーバ：Apache  2. 2. 0
⑤文字コード：UTF-8

8. 4 AKF における実装
AKF のなかの情報資源のリンキング機能は、

次のふたつの機能を実現する必要があると考えら
れる。第一は、AKF からのアクセス情報資源を
拡大することである。AKF で検索した結果を出
発点として、出版社の電子ジャーナルや検索エン
ジンへ、探索の範囲を拡大する。この場合、AKF
は source データベース（探索の出発点となるデ
ータベース）と考えることができる。第二は、本
来のリゾルバー機能の実現である。

図５　OLinksのリゾルバによるリンク画面
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作業の第一段階としては、OLinks をインスト
ールして機能の検証を行う。同時に、OLinksのイ
ンストールマニュアルを作成し、OLinks に興味
をもつ他機関の参考に供することを考えている。

９．おわりに
AKF は、国立情報学研究所の最先端学術情報

基盤（Cyber Science Infrastructure: CSI）23）構築事
業の一環として実装が可能になった。この事業は、
３年間の継続事業とされており、AKF システム
の構築も１年目がはじまったばかりである。考え
てみれば、AKF 構想は、NAGOYA Repository や
プラム、エココレクションや名大の授業等名古屋
大学のデジタルコンテンツ構築の取り組み全体を
含むものである。そして、AKF システムは、こ
れらの取り組みに共通の枠組みを設定することに
よって、統合的な情報アクセス環境を提供するも
のと考えることができる。

したがって、AKF の有効性は、他のサービス
のそれと無縁ではない。このことを念頭において、
次年度以降の開発に取り組む必要がある。
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