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特　　集

１．はじめに
　大学における知的活動の成果を社会に還元する
ことは，大学に課せられた使命である．大学が
有用な学術コンテンツをデジタル化し，インター
ネット上に掲載することは１つの有力な方法であ
る．その際，学術情報に容易に到達するための検
索環境を提供することが望まれる．

　情報検索のアプローチとして，一般に，以下の
２つの方法が考えられる．
１）フルテキスト検索：検索対象文書を構成す

るテキストを単語列とみなし，テキストに
含まれるあらゆる単語列を検索対象とす
る．対象範囲が広く，検索漏れが少ないと
いう利点がある．
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Abstract
This paper describes a method for efficiently generating the metadata from the scholarly 

document on Web. In this study, we utilized websites resources that were accumulated in 
large quantities by widely collecting scholarly information on Nagoya University. These 
web resources increasingly become more important as a digital library. For the sake of 
generating metadata formalized by Dublin Core Metadata Element Set, our method takes 
the following two steps: First, our method judges the page type of the document by using 
the proper noun such as the organization name or the researcher name, or the link origin 
etc. Next, for generating metadata, our method applies the extraction/generation rules on 
each page type. Dublin Core corresponds to OAI-PMH, which is often used as a protocol 
for the exchange of the metadata, so it is easy to distribute scholarly information among 
the organizations by generating the metadata based on this set.
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２）メタデータ検索：見出しや著者など，文書
に関する特定の要素のみを検索対象とす
る．検索条件を細かく指定しやすく，また，
検索の絞り込みにも適しているという利点
がある．

　検索方法としての両者の間の優劣は，検索対象
となる文書群の性質や入力する問い合わせ，さ
らには，利用者の好みなどにも依存するため，一
概にどちらが優れているとはいえない．一般的な
Web文書を対象とする場合には，計算機の高性能
化を前提としたフルテキスト検索が現実的である
が，学術情報文書のように特定化された文書を対
象とする場合には，利用者の検索目的は限定され，
また，検索に高い機能を要求することが多いため，
メタデータ検索機能の提供が望まれる．
　メタデータ検索環境を実現する上で最も困難か
つ重要な問題は，検索対象となるメタデータの作
成方法である．特に，Web文書のように，規模が
大きく，また，更新も頻繁に行われる文書群に対
しては，メタデータを人手による作業のみで作成
することは現実的ではなく，計算機を利用した効
率的なデータ作成が不可欠である．
　そこで本論文では，Web上の学術文書からメタ
データを効率的に生成するための方法について述
べる．本研究では，名古屋大学Webサイト資源
を対象データとする．これは，大学Web上に散
在する学術情報を広く収集し，大量に蓄積した文
書群であり１），デジタル図書館における重要なコ
ンテンツとなる．従来の図書検索環境と同様に，
学術資源にメタデータを付与することにより，効
率的な管理，及び，多角的なアクセスが可能とな
り，情報の流通性が大いに高まることが期待でき
る．
　本研究では，メタデータセットとして， Dublin
　Core Metadata Element Set２）を NII限定子で拡
張したものを用い，文章からこのメタデータセッ
トの各項目に当てはまるメタデータを抽出するこ
とを考える．このメタデータセットの詳細につい
ては３章に示す．本手法では，まず，組織名や研
究者名などの固有名詞，及び，リンク元のテキス
トを用いてページのタイプを判定し（例：個人の
ページ，組織のトップページなど），次に，タイ
プ別に作成した生成ルールを適用することによ
り，メタデータを作成する．Dublin Coreは，機

関リポジトリのメタデータ交換プロトコルとして
よく用いられる OAI-PMH３）に対応しており，こ
のセットに基づくメタデータを作成することによ
り，機関同士での学術情報の流通が容易になる．
　国立情報学研究所（NII）では，各大学等で登
録されたメタデータを用いてデータベースを構築
し，Web上に存在する学術情報のポータルサイ
ト「大学Webサイト資源検索（JuNii）」を運用し
ている．しかし，機関ごとの登録件数は十分とは
言えず，2006 年２月現在で機関すべての登録件
数は約７万５千件となっている．メタデータを人
手で作成する手間を考慮すると，人手による作業
のみで大規模データベースを構築することは難し
い．本研究では，半自動的にメタデータを生成す
ることにより，新たな構築方法の提案と実践を目
指す．
　本論文の構成は以下の通りである．２章では，
名大Webサイト資源について述べる．３章では，
メタデータセットの仕様について説明する．４章
では，収集したWebデータにメタデータを生成
する方法について概説し，５章でメタデータ生成
実験の概要と結果を報告する．

２．名古屋大学 Web サイト資源
　名古屋大学情報連携基盤センター学術情報開発
専門委員会情報流通ワーキンググループでは，名
古屋大学が保持する学術情報に対して，情報技術
（IT）を駆使した効率的な利用環境の開発を推進
している．情報流通は，情報の収集，加工，発信
という３つのプロセスから構成され，それらが密
接に関係づけられることにより，大きな効果が得
られる４）．本ワーキンググループでは，情報流通
を支えるこれらの３つのプロセスに着目し，Web
サイト上の文書を対象に，以下の活動を行ってい
る．

学術情報の収集　名古屋大学内のWeb資源の
アーカイブ化を，Webハーベスティング実
証実験と称して定期的に実施している１）．名
古屋大学が法人化した 2004 年４月にアーカ
イブを開始してから，すでに計６回の作業を
完了しており（2006 年 12 月現在），それら
はすべてストレージサーバ上に蓄積されてい
る．

学術情報の加工　収集したWebデータの組織
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化として，WebファイルをWebディレクト
リ上に分類した５）．Webディレクトリは，ディ
レクトリ階層の深さ，ディレクトリの種類，
ディレクトリの名称等を考慮して設計した．
現在，176 ディレクトリへの 11,243 ファイル
の分類を完了している６）．

学術情報の発信　収集した学術情報データの効
率的な利用環境を提供するため，マルチアク
セス機能を備えた情報検索システム Plum（プ
ラム）を開発している７）．Plumの検索イン
タフェースを図１に示す．現在のところ，キー
ワード検索，カテゴリ検索，アーカイブ検索，
研究者検索の機能を実現しており，ユーザは，
その利用目的に応じてアクセス手段を選択す
ることができる．

　本研究では，2005 年 10 月のハーベスティング
実験で収集したアーカイブデータに対してメタ
データの生成を試みた．対象ドメインの総数は
541，収集したファイルサイズの合計は約 106GB，
ファイルの総数は約 100 万であった．このうち，
本研究では，30 万件の Web ページ（text/html）
を用いた．生成したメタデータは，データベース
化し，名古屋大学学術機関リポジトリ８, ９）など
とともに，現在，名古屋大学 AKF10）にて公開さ
れている．また，これらのメタデータを，高機能
検索ための実験データとして利用することを予定
している．

３．Dublin Core に基づくメタデータセット
　本研究では，Dublin Core† 11）（以下 DC）に
基づくメタデータセットを定義する．DCは，

電子化された情報資源のためのメタデータ規
格であり，15 個の要素（Title, Creator, Subject, 
Description, Publisher, Contributor, Date, Type, 
Format, Identifier, Source, Language, Relation, 
Coverage, Rights）が定義されている．また，こ
れらの要素を詳細に記述するために，ヨミ
（Transcription）や別名（Alternative）などを表す
修飾子，また，NDC（日本十進分類）や URLな
どの限定子が定義されている．本研究では，さら
に NII限定子を加えたメタデータセットを定義し
た．メタデータセットを表１に示す．DCの基本
的な項目に加え，Subject，Type，Coverage要素に
対して NII限定子を設定した．NII限定子につい
ては文献 12）を参考にされたい．以下では，これ
ら要素と修飾子，限定子の組見合わせを「要素．
修飾子．限定子」と表記する（ただし，修飾子，
限定子以下の項目がなければピリオドを省略す
る）．例えば，Title.Transcription，Identifier..URL，
Coverage.Spatial.NIIなどと表記する．
　DCは，デジタル図書館リポジトリ間の相互運
用のためのメタデータ収集プロトコル The Open 

表１．本研究で用いるメタデータセット

図１．名大Web資源サイト Plum

　
†ここでの Dublin Coreは，正式には Dublin Core Metadata 
Element Set（DCMES）である．
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Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
（OAI-PMH）９, 11）に対応しており，本研究では，
生成したメタデータをリポジトリとして公開する
ことを想定し，DCに準拠したメタデータの作成
を目指す．

４．メタデータの生成方法
　メタデータ生成方法の概要を図２に示す．本手
法は，３つのフェーズ：
１．ページ収集とデータベース作成
２．ページのタイプ判定
３．メタデータの生成
からなる．まず，大学内のWeb ページを収集し，
研究者名や組織名などの固有名詞データベース，
及び，アンカーテキストとリンク先 URLを保持
したリンク情報データベースを作成する．続いて，
作成したこれらのデータベースを利用して，Web 
ページのタイプを特定する．タイプは，Type..
NII，つまり，学術情報の種類であり，例えば，
研究室のトップページ，研究者個人のページなど
である．タイプを特定した後で，タイプ別に設
定したルールに基づいて Title，Publisher，Creator 
などの要素を付与することにより，メタデータを
生成する．
　本節の以下では，メタデータ生成の詳細につい
て述べる．

4. 1　ページ収集とデータベース作成
　前処理としてWebページの収集，固有名詞デー
タベース，リンク情報データベースを作成する．
以下に各処理について示す．

大学内 Web ページの収集　大学内のWebペー
ジを収集する．収集にはクローラ（ソフトウェ
アロボット）を用い，リンクをたどりながら
学内のWebページを収集する．

固有名詞データベースの作成　組織，研究科，
研究者の固有名詞データベース（日本語名，
日本語のヨミ，英語名）を作成する．組織，
研究科の名称の数は少数であるので，人手で
作成する．研究者の名前は，学内で公開され
ている研究者データベースから研究者名とヨ
ミ，英語名を抽出する．

ドメインと NII 主題語彙集との対応付け　NII
主題語彙集は，Subject..NIIを付与するときに
用い，ドメインごとに NII主題語彙集と対応
付ける．抽出した各ドメインに対して，NII
のメタデータ語彙集の１つである主題語彙集
との対応付けを人手で行う．

リンク情報データベースの作成　収集したWeb
ページから，アンカータグの URLとテキス
トを取得し，それら２つの組を保持したリン
ク情報データベースを作成する．このデータ
ベースにより，リンク元の URLがその URL
をどういったテキストで参照しているかが瞬
時にわかる．

4. 2　ページのタイプ判定
　メタデータを作成するページのタイプを表２に
示す．本研究では，NII資源タイプ語彙集のうち，

図２．メタデータ生成手法

表２．本研究で扱うページのタイプ
（NIIメタデータ語彙表（一部））
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個人のページ，研究室のトップページ，図書館・
室トップページ，機関，下部組織トップページ，
機関広報資料を対象とした．
　メタデータ上では，タイプ（Type..NII）を“第
１階層−第２階層”と表記するが（例えば，“研
究者情報−個人のページ”），以下では，Webペー
ジのタイプを NII語彙集の第２階層のみで表記す
る．これらのタイプに基づいて，タイプ別にWeb
ページを取得し，分類した．「個人のページ」,「機
関トップページ」など，固有名詞データベースが
利用できる場合は，固有名詞が含まれるページを
取得し，さらに，これらのページの中から，アン
カーテキストに固有名詞の含まれているページの
リンク先 URLを取得した．これは，アンカーテ
キストに固有名詞を用いている場合は，リンク先
がその固有名詞に強く関連していると考えられ，
ほとんどはその固有名詞を表したページであると
仮定しているためである．つまり，リンク先は個
人のページや機関トップページを示すであろうと
予想する．取得した URLのうち，最も数が多い
ものを取り出し，さらに，リンク先に固有名詞が
含まれるものを取り出すことにより，不適切な
ページを除去している．
　「下部組織トップページ」や「研究室トップペー
ジ」など，固有名詞データベース中に名称が含ま
れないページを取得する場合は，アンカーテキス
トに「専攻」「講座」「研究室」などのキーワード
が文末に含まれるリンク先の URLを取得し，さ
らに，リンク先のページのタイトル，ヘッダタグ，
もしくは先頭 300 字以内にこのキーワードが含ま
れるものを取得することで対処する．
　これらのタイプ以外（図書館・室トップページ，
機関広報資料）のページについては，人手でペー
ジを取得した．

4. 3　メタデータの生成
　タイプ別に取得されたページからメタデータの
各項目を生成する．タイプ別に作成したメタデー
タ項目設定ルールを適用する．

4. 3. 1　Title, Creator, Publisher
　ページのタイプごとに Title，Creator，Publisher
を生成する．以下に，各タイプにおけるこれらの
項目の設定を示す．

組 織 ト ッ プ ペ ー ジ　Title, Title.Alternativeは，
組織の名称，英語名を固有名詞データベース
から付与する．Title.Transcriptionに付与する
組織名の読みは，日本語形態素解析システム
茶筌 12）を用いて付与した．茶筌には，あら
かじめ固有名詞データベースから人名や組織
名の辞書を追加した．Publisher，Creator項目
も同様に，組織名を付与する．Webページ
の Titleタグ，もしくは H1 タグのテキストを
Title.Alternativeに設定する．Titleではなく
Title.Alternativeに設定するのは，タイトルの
書き方がページごとに異なり，タイトルとし
ては必ずしも適切でない場合も考えられ，簡
潔で，かつ，統一的なタイトルを付与するた
めである．

個人ページ　「組織トップページ」とほぼ同様
であるが，Publisherが組織の場合と，研究
者の場合という２通りが考えられる．つま
り，組織が作成した研究者リストのような場
合は，Publisherを組織として設定し，個人が
作成した場合は個人を Publisherとすること
が望ましい．そこで，あらかじめ組織の研究
者ページの URLを登録し，マッチすれば組
織名を設定し，それ以外の場合は研究者名が
Publisherとなるように設定することにより対
処する．

下部組織トップページ　下部組織名は固有名詞
データベースに含まれていないので，下部
組織の正式名称を取得する．そこで，ページ
中から「研究科」,「専攻」などのキーワー
ドが含まれるテキストを抽出し，これらのテ
キストを結合することにより，できるだけ正
式な組織名となるように補完する（例えば，
「○○研究科○○専攻」）．作成した組織名を
Title，Publisher，Creatorにそれぞれ設定する．
「図書館・室トップページ」の場合も，同様
の方法を用いる．

研究室トップページ　「研究室」が含まれるテ
キストを取得し，このテキストの前に，固有
名詞データベースから取得した研究科名を付
与することにより研究室の名称とする．英語
名の作成は，研究室名と同じ研究者名を探索
し，英語名を取得する．先頭に，研究科の
英語名，末尾に文字列“Lab.”を付け加えて
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英語名とし，“Title.Alternative”，“Publisher.
Alternative”，“Creator.Alternative”を設定する．
ただし，研究室名が研究者の名字でない場合
は，これらの項目を設定しない．

機関広報資料　Titleはタイトルタグか H1 タグ
を設定する．Publisher，Creatorは同一ドメイ
ンの組織と同様の Publisher，Creatorを付与
する．Relation.isPartOf.URLをその組織のトッ
プページの URLに設定する．

4. 3. 2　Description
　Description項目は，ページのタイプにかかわら
ず同一の方法で要約を作成する．本研究では，重
要であると思われるフレーズを抽出し，これらの
フレーズを提示することによりページの要約とす
る．以下に要約方法を示す．
　まず，ページを各タグとそのタグに囲まれたテ
キストの組に分割する．メニュー，見出しなどが
画像で記述されている場合も多いので，IMGタ
グのALT属性の値もテキストとして扱う．ヒュー
リスティックな削除ルールを適用し，最終的に
300 字以下となるように要約を生成する．以下の
１から順に 14 個の削除項目に適合するテキスト
を削除する．
１．「English」， 「here」， 「日本語」， 「ジャンプ」，
「戻る」など本文の内容に関連しないテキ
スト

２．「・」，「：」，「■」などの記号
３．バイト数が３バイト以下のテキスト
４．テキストが文であるものを削除するために，

助動詞，代名詞，句点を含むテキスト
５．先頭が「の」で始まるテキスト，最後が「へ」，
「が」，「の」で終わるテキスト

６．「について」，「のページ」などの文字列
７．括弧と括弧内のテキスト
８．「TEL」，「FAX」，「電子メール」など連絡

先を表すテキスト
９．文末のコピーライト（“&copy”， “（C）”など）

が出現するテキスト
10．リストタグ内に出現するリストタグ
11．アンカータグの次に出現するリストタグ
12．Webページのドメイン外へリンクを張って

いるアンカータグ
13．他のタグと重複しているテキスト

14．上記のルールを用いても 300 字以上である
場合，後方のタグを削除し 300 字以下にす
る

　最後に，各テキストをコンマで区切ることによ
り要約とする．Descriptionの生成例を図３に示す．

4. 3. 3　その他の項目
　上記で示した以外の項目の設定について説明す
る．

 ●Identifier..URL：Webページの URLを設定す
る．

 ●Subject..NDC：本研究では NDCの分類につ
いては考慮していたいため，すべて377（大学 , 
高等・専門教育，学術行政）と設定する．

 ●Coverage.Spatial.NII：Webページ中に県名が
含まれていればそれを付与し，それ以外は日
本とする．

 ●Source..URL：ページを収集し，蓄積している

名古屋大学附属図書館Webサイト
（http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/）

図３．Description生成例
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サーバの URLを設定する．
 ●Language..ISO639-2：文字コードを自動判別
し，設定する．

 ●Date：収集元のWebサーバからページを取得
するとき，HTTPヘッダに Last-Modified項目
があればその日付を設定する．

 ●Type..DCMI：“text”と設定する．
 ●Format..IMT：本研究では HTMLのみを対象
としているので “text/html” と設定する．

 ●Relation.hasVersion.URL：ページのアンカーテ
キストに“English”，“英語”などのテキスト
が含まれていれば，そのリンク先 URLを設
定する．

 ●Relation.isReferencedBy.URL：ページのリンク
元がメタデータを生成したページであれば，
その URLを設定する．

５．メタデータ生成実験
5. 1　実験の概要と結果
　名古屋大学のWebサイト資源を用いて，メタ
データ生成実験を行った．表３に，収集した学内
のWebサイト資源から取得できたメタデータの
合計数をタイプ別に示す．ページのタイプを判
定し，メタデータが生成できたページ数は 932 で
あった．そのうち，半自動でタイプ判定を行った
ものは 893 ページ，人手で行ったものは 39 ペー
ジであった．作成したメタデータの例を図４に示
す．この例の場合，タイプは「機関のトップペー
ジ」であるので，Title，Creator，Publisher項目
は組織の名前とし，また，修飾子 Transcription，
Alternativeにはそれぞれヨミ，英語名を付与して
いる．Subject..NDCはドメインごとに設定した「情
報学」を付与している．Description項目は，ペー
ジを要約した結果，1,225 字から 207 字（要約率
17%）となり，このテキストを付与している．

図４．Webページとそのメタデータの生成

情報科学研究科のWebページ
（http://www.is.nagoya-u.ac.jp/）

表３．タイプ別メタデータ生成
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5. 2　考察
5. 2. 1　Web ページのタイプ判定
　本手法では，ページのタイプ判定として，固有
名詞や特定のキーワードがアンカーテキストに含
まれているかどうかにより判定している．実験の
結果，それらが含まれているものは，学内の研
究者数や研究室数と比較するとかなり少ない．リ
ンク元ページのアンカーテキストに固有名詞が含
まれておらず，今回取得できなかったページも多
く存在すると考えられる．また，「個人のページ」
を判定する場合，研究者名のリンク先が「個人の
ページ」ではなく「研究室トップページ」となっ
ているページが多く見られた（もちろん，「個人
ページ」と「研究者のページ」が同一のページの
場合もある）．よって，アンカーテキストのみを
考慮するのではなく，前後のテキストからも固有
名詞やキーワードを探索する，もしくは，構造
的な特徴などのWebページの特徴を捉えるなど，
より多くの情報を用いる必要があると考えられ
る．

5. 2. 2　Description
　本研究では，単純なヒューリスティックルール
を用いることにより，Descriptionの生成をした．
図２，図３で示したように，Descriptionがページ
の内容を要約しているのは，キーワードや句が
ページの概要を示していることが多い，あるい
は，ページの構造が比較的うまく抽出できている
場合である．本手法では，単純にフレーズを抽出，
リスト化し，それを要約とした．これは，文とし
てではなくタグの階層に基づいたキーワード（フ
レーズ）の羅列として内容を表現するWebペー
ジが多く，特にサイトのトップページは，サイト
全体の内容をフレーズが端的に表現している場合
が多い．よって，ページの要約は，重要なキーワー
ドを抽出するという手法が適していると思われ
る．抽出したフレーズを組み合わせて自然言語文
とすることができれば，現在人手で行っている要
約とほぼ同等の内容になると思われる．ところが
一方，Descriptionがうまく生成できなかったペー
ジも存在した．これらは，画像や flashを用いた
ページ，もしくは，タグを用いて階層化されてい
ないページなどである．これらの場合，要約が極
端に短くなる，もしくは，ページの重要でない部

分が抽出されてしまう場合があった．

６．まとめ
　本研究では，名古屋大学Webサイト資源１）に
対するメタデータの生成方法について述べた．本
手法では，まず，収集したWebサイト群から固
有名詞データベース，リンク情報データベース
を作成し，これらのデータベースを用いてペー
ジのタイプ判定を行なった．各タイプ別に設定
したルールをそれぞれのページに適用し，Title，
Publisher，Creator，Descriptionなどの項目を自動
的に生成した．名古屋大学内のWebページを対
象に実験を行った結果，学術情報に関するWeb
ページに対して Dublin Core形式のメタデータを
生成できたことを確認した．
　今後は，より多くのタイプを対象にメタデータ
を生成することを考えている．また，現在のメタ
データの項目は必ずしも十分であるとはいえない
ので，Subject..NIIなどの各メタデータ項目の内
容を充実させるとともに，より完成度を高めてい
く必要がある．デジタルライブラリにおけるメタ
データとは，その機関がどのような学術情報資源
を保持しているかを示す重要なものであり，メタ
データは正確に記述されるべきである．しかし，
本研究では，生成したメタデータの評価は行って
おらず，今後，メタデータの品質，及び，信頼性
を評価する必要がある．
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