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 情報知識学会誌は 1990 年に第１巻が発行

されました．それ以来、冊子体として、また

国立情報学研究所電子図書館サービス

(NII-ELS)を利用して、公開をしてきました．

近年の計算機・通信技術の発展に伴うオープ

ンアクセスの動向については良く知られてい

ます．オープンアクセス化の利点について、

本学会の理事会や編集委員会で議論した結果、

本学会誌をオープンアクセス誌とし本学会員

のみならず広く学術分野や産業界にも無料で

どこからでもだれでも閲覧できるようにする

こととしました．このために、本学会誌を電

子化し、冊子体と NII-ELS に加えて、独立行

政法人科学技術振興機構が構築した「科学技

術情報発信・流通総合システム」(J-STAGE)

を利用して公開することにしました． 

 よく知られていますように J-STAGE 

(http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-cha

r/ja)はすでに３００以上の学会誌を公開し

ていています．世界的にみても主要な公開プ

ラットホームになっており、その経験やサー

ビスは本学会にとっても有用なものとなりま

す ． J-STAGE に 登 載 す る と 、 CrossRef, 

ChemPortなどとの相互リンクが自動的に張ら

れ、また Google  Scholar からも検索可能と

なり、学会誌に対するアクセス数の増加が期

待されます．また、ネットワーク環境も整備

され、著者名やキーワードを用いた検索機能

も用意されています．このように、J-STAGE

からの公開によって、本学会誌がこれまで以

上にいろいろな人の目に触れることが期待で

きます．さらには、カラーの図表や電子付録

も利用できます．このような理由によって、

本学会誌を 2006 年分から J-STAGE に登載し、

昨 年 の 12 月 末 に 公 開 し ま し た

(http://www.jstage. 

jst.go.jp/browse/jsik/-char/ja/)． 

 電子ジャーナル化や公開システムの利点を

享受するとともに、著者、査読者、編集委員

会、などの負担も増加します．例えば、英文

要旨などにもこれまで以上の注意が必要とな

ります．このために投稿規定も少し改定しま

した．また、さまざまな分野の投稿論文に対

応できるように編集委員の増強もしていただ

きました．これまでは査読期間を３ヶ月ぐら

いにしていましたが、今後は１ヶ月ぐらいに

短縮し、よりすみやかに論文を公開していき

たいと考えています．このように、学会誌の

高品質化や迅速な公開のために、学会員のこ

れまで以上のご協力をお願いいたします．ま

た、2008 年 4 月に本学会は２０周年を迎えま

すので、記念出版も考えられます．このため

の良い企画がございましたら、どしどしご提

案してくださるようお願いいたします(宛先：  

kunisawa@rs.noda.tus.ac.jp または事務局

jsik@nifty.com) 

巻頭言
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全国の農業試験場などで実施されている育種・栽培試験のデータの管理および分析支援を実現するデー

タベースシステムを構築した．育種・栽培試験の現場では，植物を生育する労力だけでなく，データ分析の労

力も無視できない．そこで，現場の研究者へのヒアリングや試験事例の文献調査により，育種・栽培試験デー

タをモデル化した．また，このモデルを用いて分析支援システムを構築し，分析作業にかかるデータの可視化

作業の効率化を実現した．本システムは，ユーザの利便性を第一に設計し，現場の研究者が普段より使用し

ている表計算ソフトのファイルを用いて容易にデータベースへのデータ登録が行える．また，Web ブラウザ上で

容易にグラフ表示などの可視化を行えるほか，特定条件のデータのみをダウンロードする機能などにより，現

場の分析作業を支援する．本研究では，試験事例である文献を対するモデルの適用性の調査と，実際の育

種・栽培試験のデータ分析へのシステムの適用実験により評価を行った． 

 

We developed a database system to store and analyze crop data which are obtained in breeding tests of various 

plants. In operating breeding tests, researchers pay considerable labor not only for cultivating but also analyzing 

obtained data. To improve it, we performed a data-modeling of crop data through investigating a number of 

論文
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reports and also through having interviews with several researchers of breeding. By managing crop data with this 

model, our system enables researchers to analyze the crop data efficiently, which results in reducing analysis 

labor of researchers. Our system is designed in consideration of usability: researchers can easily store crop data 

with their own spreadsheet files. They can also analyze the stored data through web browsers with simple 

operations such as selecting conditions and items to compare. Further, they can search data with conditions and 

the result can be downloaded. We evaluated our system by applying some breeding tests, and then we obtain 

good evaluation results with the comment that the system is useful and it reduces the labor of analyses. 

 

キーワード: データベース，データモデリング, 育種・栽培試験, データ分析 

Database, Data Modeling, Breeding Tests of Plants, Data Analyses 

 

 

1 はじめに 
近年の情報技術の進歩により，農業分野へ

の情報管理の取り組みが進んでいる．各地で

農産物トレーサビリティシステムの開発 [1]やセ

ンサネットワークによる農場の監視・環境調節

[2]など，情報技術を用いた作業の省力化，効

率化を試みる例は枚挙に暇がない．そのような

情報化への取り組みの一つとして，農場の栽

培データをデータベースで広く共有しようという

試みがある．毎年，膨大な量の育種・栽培デ

ータが蓄積され，全国の農業試験場などで試

験研究に供されているが，これらの詳細データ

は概ね担当者個人が管理することが一般的で

あり，同じ生物種を扱うグループ内でもデータ

を相互共有することは少ない． 
このような育種・栽培試験データをデータベ

ース化し，研究者間で共有することでデータの

効率的利用を目指すシステムが開発されてい

る[3][4]．これらのシステムでは，表計算ソフト

により管理されている二次元の試験データを，

データ項目の名前や単位を定義してデータベ

ースに登録することで，全国の農業試験場で

使用される育種・栽培試験データの Web を用

いた共有を実現している．また，BIX-pp[5]と呼

ばれる XML によるデータ形式の標準化がなさ

れており，この形式でのデータ入出力が可能

である．しかし，BIX-pp 形式は XML を用いて

広く一般化されたデータ形式であるため，試験

データのデータベース化にあたって，表計算ソ

フト上のデータを BIX-pp 形式に変換する作業

に相応の手間がかかるのが実情である． 

一方，一般の育種・栽培試験では，いくつか

の測定項目に対してどのような要因が影響す

るかを見極めるために，実験計画法[6]に基づ

いて試験を実施し，試験データをグラフなどに

より可視化して傾向を把握してから，必要に応

じて分散分析や主成分分析などを用いて分析

作業を行う．このため調査対象や処理条件は

試験により異なるが，一般に複数の調査個体

に対して異なる処理を行い，その結果をいくつ

かの調査項目について比較・分析するという流

れは多くの場合に共通している． 
そこで本研究では，この流れに注目して育

種・栽培試験の事例調査を行い，試験データ

を比較的単純な形式でモデル化することを試

みた．モデル化によりデータ構造が限定される

ため，データ処理やデータベース化が容易に

なる．本研究ではこのモデルを利用して，ユー

ザに負担をかけずに試験データをデータベー

ス化するシステムを構築した．本システムでは，

試験の処理条件と調査項目（測定項目）など

を入力するだけで，モデルに基づいて集計用

のデータシートを自動生成し，研究者がこのシ

ートに測定値を入力した後にシステムにアップ

ロードすることで，研究者に負担をかけずにデ

ータベース化することを可能とする． 
本システムではまた，データベース化された

試験データの傾向把握のための可視化機能

を提供する．データモデルの構造を利用するこ

とで，試験データの傾向を把握するための可

視化（グラフ化など）作業を，比較項目を選択

する程度の簡単な操作で実現できる．データ

モデルを用いることで，表計算ソフトを用いるよ
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りも複雑なデータを扱うことができる．表計算ソ

フトでは，基本的に二次元の表のみを扱える

が，実際の育種・栽培試験では複数の調査個

体に対して複数の調査項目を時系列に扱うこ

とが多く，これは調査個体，調査項目，時間の

3 つの次元を持つ．このため，基本的に二次元

の表形式でデータを扱う表計算ソフトや一般

的な統計解析ツール[7-10]上ではデータ表現

がいびつになり，傾向把握のための集計や可

視化作業の可視化作業には決して小さくない

手間がかかる． 
試験データの分析においては，分散分析な

どの手法を適用する場合でも，結果の傾向把

握のための可視化作業は常に必要である．本

システムでは可視化の手間を軽減することで，

この作業を効率化する．システム上のデータの

可視化を効率化することで，傾向把握の手間

を削減するだけでなく，担当者以外の研究者

でも容易にデータを閲覧し傾向把握できるなど，

共有データの再利用にも貢献できる．また，手

間なく可視化できることで様々なグラフ作成を

試行錯誤ができるため，予期しない発見を促

すデータマイニングツールとしての活用も期待

できる． 
本研究ではこのように，モデル化に基づいて

データベース化および可視化を支援するシス

テムを設計・構築した．さらに，実際のデータを

用いてシステムの評価を行ったのでこれを報告

する． 
本論文の構成は以下の通りである．2 章で

は，育種・栽培試験のデータモデルを説明す

る．3 章では，本モデルをもとに試作した育種･

栽培試験の分析支援データベースシステムを

説明する．4 章では，試作システムを実際の試

験データの分析に適用した結果を述べる．最

後に，5 章でまとめを述べる． 

2 育種・栽培試験データのモデル化 
すべての育種・栽培試験データを共通のデ

ータ構造で扱い，効率の良いデータベース化

と可視化を実現するためのモデル化を行った．

用途を絞って処理を単純化する場合には，デ

ータを単に項目の集合として扱うのではなく，

項目ごとに意味づけた上で相互の関係を明ら

かにすることが必要である．しかし一方で，項

目を詳細化しすぎると，様々な目的で行える育

種・栽培試験を広範囲に扱えなくなるため，適

切 な 粒 度 で 抽 象 化 す る ことが 重 要 で ある．

我々は，現場の研究者へのヒアリング調査を行

うとともに，和歌山県内の果樹試験研究報告

書 [11]を用いて事例調査を行い，モデル化を

行った．モデル化に用いた報告書は和歌山県

内の研究所で実施される一年間の果樹試験

154 件をまとめたものであり，育種・栽培試験の

典型事例を収集するにあたり十分に汎用的で

あると判断した． 
まず，育種・栽培試験を簡単に説明する．

育種試験は，優良形質を持つ改良品種の作

出が目的であり，従来品種の交配や遺伝子操

作などで得た実験系統を一定条件で栽培し，

表現形質を調査することで優良系統の選抜を

行う．一方の栽培試験では，様々な条件で栽

培を行うことで，環境や処理による影響やそれ

ぞれの品種の持つ特性などを調査することが

目的となる．例えば，痩せた土地で栽培できる

品種選定が目的であれば，貧栄養な土壌で

候補となる品種を栽培して生育度合いを比較

する試験を，適切な栽培環境の調査が目的で

あれば，異なる環境条件で同一品種を栽培し

て発育への影響を調べる試験を実施するとい

うように，目的に合わせて多種多様な調査の

対象や項目が設定される．このような試験が，

目的に応じた実験計画に基づいて設計される．

反復のため同一条件の調査個体を複数栽培

することがあるが，その個体数は試験により異

なる． 
育種・栽培試験データは，各調査個体に関

する情報が大部分を構成しており，それ以外

は実施試験や実施者に関する情報である．特

にモデル化が重要となるのは調査個体に関す

る情報であるが，これは主に，各個体に関する

データ（品種や系統など），各個体への処理に

関するデータ（土壌条件など），および栽培期

間における調査項目（茎径など）に分類できる．

ここで，育種・栽培試験の目的の大半は，個体

によって，あるいは処理によってどのように調査

項目の測定値が変化するかを調べることであ

る．このため我々は調査個体に関する項目を，

「調査項目」と，それ以外の項目からなる「条

件」の 2 種類に分類した． 
まず，「条件」に分類される項目には，土壌

や培養液，栽培温度，日照時間などの栽培条
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件や，種々のストレス処理などがある．例えば，

水分ストレス耐性の調査試験であれば，潅水

の有無（あるいは潅水量）が具体的な条件とな

る．また，育種試験であれば，「品種」や「実験

系統」といった項目も重要となるが，これも「条

件」に分類する．このように「条件」を広い意味

で定義することで，広範な試験を同一のモデ

ルで表現することを可能にしている．ところで，

試験の中には，潅水条件と土壌条件というよう

に，複数条件を組み合わせる複雑な試験もあ

る．このため，各調査個体に対して，条件は複

数持てる必要があるが，実際には特定の条件

と調査項目の因果関係を調べるために試験計

画を立てるので，「条件」の数はそれほど多くは

ならない．文献 [11]の調査と研究者からのヒア

リングにより，条件の数は 3 つで十分であると結

論できた． 
次に，「調査項目」に分類される項目には，

各試験において栽培中に測定する形質項目

があり，例えば，草丈，葉型，茎径，蒸散速度，

土壌 pH などがある．試験により調査項目は異

なるが，これらはさらに二つに分類できる．一つ

は，試験期間中の時間による変化を調べる項

目であり，期間中に 2 回以上測定する項目で

ある．もう一つは，調査対象の特性や最終結

果を調べる目的のために，期間中に一度だけ

測定する項目である．我々のモデルでは，前

者を「時系列の調査項目」後者を「非時系列の

調査項目」として区別する．各調査項目は調

査個体ごとに複数のデータ（測定日と測定値

のペア）を持ち，時系列の調査項目の場合，こ

れを複数持つことになる． 
以上により，育種・栽培試験データは図 1 に

示すようにモデル化できる．図中の調査個体と

は，試験により栽培される植物個体のことであ

るが，同一の「条件」で栽培されたものがグル

ープ化され，点線で囲まれている．グループご

とに，各条件の条件値が一つずつ対応する．

例えば，どのグループに対しても，条件「潅水

の有無」に対して，条件値「有り」「無し」のどち

らかが対応している．各調査個体に対して，時

系列および非時系列の調査項目が設定され，

これらに対応する測定データが記録される．測

定データは測定日と測定値のペアであり，時

系列の場合はこのペアを複数持つ．これらの

各項目は，試験ごとに異なる数や値となる． 
このモデルを用いることで，文献による調査

事例はいずれも，ほぼ問題なく対応できた．本

研究では，このデータモデルを用いてデータベ

ースを構築し，各種分析を行うが，その詳細は

次章で説明する． 

3 育種・栽培試験データの分析

支援データベース 

3.1 システム概要 

育種・栽培試験で得られた測定データを概

観して，データの傾向を把握すると同時に，傾

向把握のための可視化を負担なく行うために，

図 1 育種・栽培試験モデルの概略 
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モデル化されたデータ構造を用いてプロトタイ

プシステムの試作を行った．有用なシステムを

実現するためには，育種・栽培試験における

典型的な分析パターンを調査し，実現した上

で，ユーザビリティにも十分に配慮した設計が

必要である．本システムは，事前調査に基づい

た分析パターンを実現するとともに，表計算ソ

フトからのデータのインポート，画面表示や操

作方法にいたるまで，利用者が使いやすいよう

に配慮されている． 
本システムでは，研究者間のデータの共有

にも配慮して，育種・栽培試験データをデータ

ベースに登録する仕様とし，Web システムとし

て試作した．システム利用の流れを図 2 に示す．

ユーザはブラウザを用いてシステムに接続し，

分析条件を画面上で選択する程度の簡単な

操作のみで，折れ線グラフ・レーダチャート・散

布図の 3 種類のグラフと相関係数表を作成で

きる．システムへのデータ入出力は CSV ファイ

ルを介して行うが，ユーザの負担とならないよう

に，通常利用している表計算ソフトのデータを

CSV 形式で保存してアップロードすれば良い．

また，必要に応じて，登録した実データの一覧

表示や，さらに詳細な分先のための CSV 形式

でのエクスポートが可能である． 
なお，本システムは，Linux 上で Apache，

PostgreSQL，PHP および GD（グラフィック描画

ライブラリ）で構成する環境で動作する． 

3.2 データのインポート 

本システムでは，1 つの育種・栽培試験のデ

ータを 1 ファイルで扱う．データベースへの試

験データの登録には，表計算ソフトで扱える専

用のデータ管理ファイルを用いる．ユーザは，

まず試験情報設定シートに各試験に固有の条

件や調査項目などを入力し，このシートに組み

込んだマクロを用いて，ユーザが測定データを

実際に入力するためのシートを生成する．ユー

ザは測定データの入力後，このシートを CSV
形式に変換し，ブラウザからアップロードするこ

とで，システムにインポートできる． 
図 3 に試験情報設定シートの例を示す．試

験情報設定シートには，これから入力する試

験データの条件と調査項目，調査個体，測定

日を入力する．条件（品種，栽培温度，潅水の

有無など）は最大 3 種類まで指定でき，それぞ

れについて条件値（章姫，適温，潅水有りな

ど）を列挙する．調査項目は時系列と非時系

列に分けてそれぞれの項目名を列挙する．調

査個体については，同一条件の調査個体数

を入力する．測定日には，時系列の調査項目

を測定する日付を列挙する．ただし，測定回数

のみを入力しておき，日付を測定データの入

力時に決定することもできる． 
試験情報設定シートにデータを入力した後

に submit ボタンをクリックすることで，試験デー

タの入力シートが生成される．図 4 に入力シー

トの例を示す．入力シートには，試験情報設定

シートの内容をもとにデータの入力欄が作成さ

れている．図 4 の左側部分には，試験情報設

定シートで設定された条件と調査項目が表示

されている．右側部分は，調査個体ごとの測定

データの入力欄である．時系列の調査項目に

ついては測定日ごとの測定値を入力し，非時

系列の調査項目については右端の列に測定

値を入力する． 
ユーザは測定データの入力後，入力シート

のデータを CSV 形式に変換し，アップロードす

ることにより，データベースに登録する．登録し

た試験データに変更が必要な場合は，マスタ

データである入力シートのデータを更新し，再

度アップロードすることにより，登録データを更

新できる． 

client server

CSV

栽培試験データ

分析支援インタフェース

• 折れ線グラフ
• レーダチャート
• 散布図
• 相関係数表
• データ一覧，CSV出力

アップロード
データ登録

分析条件
データ指定

データ分析
グラフ作成

表計算
ソフト

図 2 システム利用の流れ 
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本研究のデータモデルでは，試験に応じて

異なる条件や調査項目に柔軟に対応できる．

本システムではこれを関係データベースにより

実現する．データベースのテーブル構成の概

略を図 5 に示す．図 1 のデータモデルと比較す

ると，試験に対して，条件，条件値，調査個体，

調査項目，測定データがそれぞれテーブルと

して独立して定義されている．テーブル間の矢

印は外部キーによる参照関係を示す．各調査

個体に対して，試験で用いられる各条件から

条件値が一つずつ対応するので，この多対多

対応を調査条件テーブルで表す．また，時系

列データを扱うために測定日テーブルを追加

した．このように，データモデルの各要素をテー

ブルとして定義することで，試験ごとの条件や

調査項目などの違いを吸収している．ところで，

このようなデータ構造が一つの試験を表すため

に必要である．このため全テーブルから試験テ

ーブルを参照することで，特定の試験に関連

するデータのみを高速に検索できるようになっ

ている． 

3.3 典型的な可視化パターン 

 システム上で育種・栽培試験データを概観す

るための可視化手法を設計するために，和歌

山県の果樹試験研究報告[11]を用いて育種・

栽培試験において有用な可視化パターンを分

析した．報告書には 154 件の育種・栽培試験

結果が掲載されているが，この中で参照されて

いる図（グラフ）が実際に試験結果を把握する

ために有用な比較や傾向把握の方法を示して

いると考え，これらのパターンを分類した． 
 傾向把握における可視化は一般に，調査個

体をいくつかの群に分け，群を何らかの方法で

比較しているものである．掲載されているグラフ

317 件を調査したところ，可視化における個体

の群分け方法とそれらの比較方法により分類

できることがわかった． 

図 3 試験情報設定シートの例  

図 4 試験データの入力シートの例  
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 個体の群分けについては，全てのグラフが，

本研究のモデルにおける「条件」，あるいは調

査項目の値を用いて個体を群に分けて比較し

ていた．また，これらを複数組み合わせて群を

分けているものも一部にあったが，それらはい

ずれも，片方の条件を一つに限り，もう片方の

条件で群分けして比較する複数のグラフに分

割しても，傾向把握には支障ないと判断できた．

それ以外の図には，主成分分析結果，アンケ

ート結果の集計などがあったが，これらは本シ

ステムの範囲外とした． 
一方，比較方法は次の 4 パターンに分類で

きた． 

A) 時系列調査項目を用いた経時変化の

群間比較 
B) 非時系列調査項目を用いた一次元の

群間比較 
C) 非時系列調査項目による二次元散布

図を用いた群間比較 
D) それ以外 

A は折れ線グラフや棒グラフで表されること

が多いが，グラフの軸の一つに日付や日数な

どを用いて，時系列調査項目の変化を把握す

るものである．二つの時系列項目が一つのグラ

フ上に表現されているものがある（例：気温と降

水量）が，これは二種類の独立したグラフが合

成されたものとして扱えるため，A に分類した．

B は非時系列項目の値を群ごとに並べて比較

するものである．棒グラフなどで可視化したもの

が多いが，複数項目を並べて可視化する場合

もある．この場合は各項目が独立して比較され

ていると見なし，B に分類している．C は二つの

非時系列項目を二次元散布図の軸にとり，群

の分布を比較するものである．二つの調査項

目を独立に比較することができないため，B と

区別している．可視化においては，同じ比較を

する場合でも異なる種類のグラフで表現する

場合が頻繁である．比較方法の分類は単にグ

ラフの種類ではなく，比較されている項目を判

断することにより行った． 
 分類の結果，全掲載グラフ 317 件のうち，A
が 206 件，B が 61 件，C が 44 件であった．主

成分分析結果など特殊なもの 6 件を除き，す

べてが A,B,C のいずれかに分類できた．この

結果から，本システムでは A,B,C の 3 パターン

の比較ができればデータの概観が可能と考え，

これらを直感的な操作で可視化するインタフェ

ースを実装した．このインタフェースについて

3.4 節で詳しく説明する．なお，報告書内のグ

ラフの種類は三次元グラフも含めて様々である

が，本システムでは 3 パターンの比較グラフに

よりデータの傾向が把握できることを目標とす

る．つまり，報告書などに用いる正式なグラフ

は，傾向把握の後にグラフ作成ソフトなどを用

いて作成すれば良い． 

3.4 可視化支援インタフェース 

本システムでは，データベースに登録された

育種・栽培試験データを活用するために，3 種

類のグラフ（折れ線グラフ・レーダチャート・散

布図）と相関係数表，データの一覧表を作成

する分析支援インタフェースを提供する．3 種

類のグラフがそれぞれ 3.3 節で述べた 3 パター

ンの比較を支援する．相関係数表は比較する

項目間の相関を一望し，特徴的な比較結果の

発見を支援するために導入した．また，データ

の一覧表は，データベースに登録されている

データを確認するために必須な基本機能であ

る． 

条件

条件値 調査日

調査項目

調査条件

調査個体

測定データ

試験
：テーブル

：参照関係

図 5 データベースのテーブル構成  
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上記のインタフェースを，育種・栽培試験デ

ータを概観することを目的として，現場の研究

者の使いやすさに配慮して設計を行った．ユ

ーザビリティを向上するためには，各画面で直

感的な操作を実現すると同時に，データの概

観に必要なきめ細かなパラメータ設定が可能

であることが重要である．以下に，ユーザインタ

フェースの設計について述べる． 
直感的な操作を実現するために，すべての

画面で統一的な操作を行うようにした．各イン

タフェースでは，「育種・栽培試験データの選

択」→「分析条件の指定」→「グラフや表の作

成」という一連の操作を共通化することでユー

ザビリティの向上を図っている．例として，図 6
に折れ線グラフの作成インタフェースを示す．

この画面ではまず，分析したい試験を検索し，

指定する（画面上段）．次に，どのような分析グ

ラフを表示するかを画面中段で指定することで，

画面下段のグラフが表示される． 
分析にあたり重要となるのが中段のインタフ

ェースであるが，ここでは前述の比較を行うた

めに，群分けの基準となる条件（3 種類）か調

査項目（時系列と非時系列）の 5 つの中から 1
つを複数選択が可能な「比較項目」として指定

する．それ以外の項目はすべて単一選択とな

る．これにより，単一選択項目の条件を満たす

調査個体の測定値を，複数選択項目により群

に分けて比較することができる．例えば，図 6
は折れ線グラフの例であるが，条件の一つであ

る「品種」を比較項目として指定することで，単

一選択の条件に該当する調査個体の中で，そ

れぞれの品種の測定値の平均を，色の異なる

折れ線として表示し，比較できるようになってい

る．比較項目として時系列の調査項目を指定

図 6 折れ線グラフ作成インタフェース 
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した場合には，同じ個体に対して得た異なる調

査項目の測定値を比較することもできる．また，

比較項目として非時系列の調査項目が指定さ

れた場合には，その測定値（の範囲）によって

個体を複数の群に分けて比較することになり，

折れ線グラフの場合は，群ごとに異なる色の折

れ線で比較できる．また，測定期間の開始日と

終了日を指定し，特定期間の測定データのみ

を比較することもできる． 
折れ線グラフ表示では，時系列の調査項目

について，測定値の経時変化を可視化するこ

とが目的であり，各折れ線は，条件に合致する

調査個体の測定値の平均を表す．折れ線グラ

フの横軸は測定日，縦軸は表示する調査項目

の測定値となる．また，作成したグラフに関連

する条件や測定値を確認するために，グラフ

表示に用いられたデータの一覧表画面に遷移

することもできる． 

本システムでは，折れ線グラフの他に，図 7
に示すレーダチャート(a)，散布図 (b)，相関係

数表 (c)，データの一覧表 (d)を作成できる．そ

れぞれ，指定できるパラメータは多少異なるも

のの，大筋は折れ線グラフの場合と同様のイン

タフェースによって操作ができる．それぞれに

ついて，簡単に説明する． 
図 7(a)に示すレーダチャート表示では，群

間を非時系列の調査項目の測定値を用いて

比較することが目的となる．比較する群に対応

した複数のレーダチャートを作成し，並べて表

示することもできる．レーダチャートの各軸には，

対応する調査項目と表示する値の範囲（最大

値・最小値）を指定できる．この画面は，本来

は非時系列値の表示が目的であるが，時系列

の調査項目であっても，対象とする測定期間と

その期間内での最大値・最小値・増減量など

を指定することで表示する値（代表値）を算出

(b) 散布図(a) レーダチャート

(d)データの一覧表(c) 相関係数表

図 7 その他のグラフと表  
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し，同様にレーダチャートを作成できる．また，

折れ線グラフと同様に，試験データの確認の

ために一覧表画面への遷移ができる． 
図 7(b)に示す散布図表示では，調査項目

の測定値の二次元座標上での群の分布を比

較する．縦軸・横軸にそれぞれ調査項目を割り

当て，調査個体を比較項目により色分けした

点としてプロットする．散布図では，レーダチャ

ートと同様に，表示する値の範囲指定および

時系列の調査項目の代表値の指定，試験デ

ータ確認のための一覧表画面への遷移も可能

である． 
図 7(c)に示す相関係数表表示は，時系列

の調査項目を比較する場合には，測定値の変

化の類似度合いを相関係数により求め，非時

系列の調査項目の場合には二項目を軸とする

散布図における相関係数を求めて，それぞれ

選択された組合せに対して表形式で表示する．

相関係数を指標としてデータを概観することで，

注目するデータを絞り込む手がかりになる．各

相関係数は，背景色を+1.0 を赤，0.0 を白，

-1.0 を青で階調表示することで，視認しやすい

ように工夫した．各相関係数からは，散布図表

示に直接遷移して実際のデータ分布を確認で

きる． 
図 7(d)に示すデータの一覧表表示は，登録

された試験データを一覧表示する．一覧表示

では，表示データの条件を指定するだけなの

で，条件と調査項目のいずれも複数選択が可

能である．また，調査個体ごとの測定値だけで

なく，同一条件の調査個体をグループ化して

平均値を表示することもできる． 

3.5 測定データのエクスポート 

各グラフ表示からは，表示に用いたデータを

表形式で閲覧するために，グラフの表示条件

を保持したままデータ一覧画面に遷移できる．

このデータ一覧画面では，表示データを CSV
形式でファイル出力できる．CSV 形式のデータ

は多くのツールで扱えるため，本システムで対

応していない分析手法や，より詳細な分析・検

定などを他の適切なツールを使っても行える． 
これにより，本システムではグラフ作成などの

典型的な分析を効率よく行い，データの傾向

を把握し興味深いデータを絞り込んだ上で，よ

り詳細で高度な分析へと移るといった使い方が

可能となる． 

4 評価と考察 
本研究では，次の 2 点について評価を行っ

た．まず，2 章で述べた育種・栽培試験データ

のモデルの妥 当 性 を評 価 するために，文 献

[12]に記載されている研究報告を参照して，

我々のデータモデルおよび構築システムへの

適用可能件数の調査を行った．ここで，データ

モデルが適用可能とは，研究報告に記載され

ている試験の条件や調査項目および測定デ

ータが，本研究のデータモデルのデータ構造

で表せることを意味する．システムへの適用可

能とは，その試験において行われている比較

作業をシステム上で行えることである．もう一つ

は，構築したシステムの有用性を評価するため

に，実際に 3 つの試験データを登録し，研究

者のデータ分析作業に利用してもらい，使用

感や支援機能についての評価を得た．それぞ

れの結果および考察を以下に示す． 
まず，事例調査による育種・栽培試験デー

タモデルおよび構築システムの評価について

述べる．調査対象とした文献[12]は，和歌山県

農林水産総合センターの平成 14 年度の暖地

園芸センターの研究報告をまとめたものである．

文献[12]に記載されている試験の総数は 117
件であるが， そのうち 6 件はゲノム解析や土壌

水分の水平分布図作成など，いずれも本研究

の対象外の研究報告であったため，それらを

除く 111 件の試験に対して，各試験を報告内

容に基づいて次の 4 グループに分類した． 

A) データモデル，システムともに適用可能  
B) データモデルには適用可能であるが，

システムに適用する場合に工夫が必要  
C) データモデルには適用可能であるが，

システムでは報告されている分析方法

に対応できない 
D) データモデル，システムともに適用不能  

調査の結果，A が 80 件（72.7%），B が 26
件（23.4%），C が 5 件（4.5%），D が 0 件となっ

た．したがって，データモデルの適用可能件数

は 111 件（100%），そのうち構築システムへの

適用可能件数は 106 件（95.5%）となった． 
B に分類されるのは，日付や文字列などで

表される測定値を含むケースである．システム
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では数値以外のデータは扱わないため，これら

を数値化しなければシステムに適用できない．

例えば，発芽日などの日付データは播種日か

らの経過日数に置換することにより，システム

への適用が可能となる．また，花色や果実熟

度などの文字列データは段階別に数値を割り

当てることで対応できるが，分類尺度データの

場合には各値にどのような順序で数値を割り

当てるかに注意が必要となる． 
C に分類されるのは，データの比較方法が

3.3 節の 3 つの分類に当てはまらないケースで

ある．具体的には，分散分析に代表されるよう

な調査個体を層別でのグループ化により比較

する場合がある．これとは別に，条件（例えば

品種）ごとに調査個体の試験開始日が異なる

ケースで，一定の経過日数ごとに時系列に測

定を行われる場合には，次の問題があることが

わかった．現在のシステムでは，測定日に基づ

いた時系列変化の可視化は可能であるが，試

験開始日が異なる場合における経過日数で

時間軸を調整した可視化に対応ができない．

この点は，条件セットごとに試験開始日を定義

可能とすることで解決できると考える． 
次に，構築したシステムの有効性や使用感

を評価するための適用実験について述べる．

以下に，対象とした 3 つの試験の内容と評価

結果を示す． 

試験 1: ウメ 28 品種の乾燥ストレス耐性比較試験

 条件 : ［品種］ 南高，二青など 28 品種  

 ［処理区］ 対照，乾燥（潅水なし） 

 調査個体数 : 各品種・条件ごとに 3～5 個体  

 調査項目 : ［時系列］ 光合成速度など 7 項  

［非時系列］ ソルビトール含有量  

など 14 項目  

適用実験の結果，従来の分析作業に比べ

てグラフ作成などの手間が少なくて済むため，

分析が格段に楽に行えたとの意見が得られた．

さらに，相関係数表を利用することで，登録デ

ータの傾向や相関が高い／低い項目を選別し

て分析を進められる点も，処理条件や調査項

目の数が多い実験では有用であることがわか

った．また，実験を行った根来らは，本システム

での分析により，乾燥ストレスに対する品種比

較の結果を報告した[13]． 

試験 2: カキ「刀根早生」十字型汚損果調査試験 

 条件 : ［処理］ 環状はく皮処理，無処理  

 調査個体数 : 環状はく皮処理 195 果， 

無処理 86 果  

 調査項目 : ［時系列］ 果実肥大，果皮着色， 

果皮障害の 3 項目  

  ［非時系列］ 果実重など 4 項目  

この適用実験では，果皮障害程度ごとに果

実重や果実肥大などの推移を調査し，障害の

発生要因の分析を行った．この目的のために，

非時系列の調査項目によるグループ比較の機

能を用い，果皮障害程度をいくつかに段階分

けを行い，散布図などで各項目との関連性の

強さなどを分析できた．実験を行った和中らは，

十字型汚染果の発生要因と対策技術に関す

る報告をまとめた[14]． 

試験 3: スイートピーの品種特性調査 

 条件 : ［品種］ スヌーピー，グレースなど 15 品種

 調査個体数 : 2 条，株間 20cm の 2 株 1 穴植え

 調査項目 : ［非時系列］ 開花節位など 18 項目

この試験は，すでに担当研究者により行わ

れた主成分分析に基づいた品種の分類結果

が報告されているものであり[15]，システムでの

可視化による比較から同様の結果を推測でき

るかを調べることを目的した．データの可視化

と比較は実際の研究者ではなく筆者が行った．

結果としては，レーダチャートによる可視化を

行い，全品種の特性を概観することで，主成

分分析で得られた分類と同様の結果を容易に

類推することが可能であるという結果が得られ

た．これにより，本システムの可視化が，より高

度な分析手法の適用のきっかけとなるような特

徴的な傾向を提示できる場合が確認できた． 
また，システムを利用した研究者らからは，

操作性については，表計算ソフトを用いたデー

タの登録ができ，グラフ表示も簡単であるため，

コンピュータにそれほど慣れていないユーザで

も使いやすいとの意見を得た．現場での有用

性については，幅広い試験に適用可能である

ことと，データ全体の傾向を把握するために

様々なグラフ化が容易に行えることから，現場

の作業の効率化に役立つという意見が得られ

た． 
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5 おわりに 
本研究では，全国の農業試験場において

実施されている育種・栽培試験のための育種・

栽培試験データのモデル化を行った．育種・

栽培試験では，データ全体の傾向を把握する

ために典型的に行われる分析パターンがある

が，データ構造のモデル化をすることにより，手

間をかけずにこれらの分析を行うためのシステ

ム構築が可能となった．筆者らはこれらの典型

的な分析を行うためのデータベースシステムを

試作した．本システムでは，データ管理を行い

やすいように，普段より研究者が使用している

CSV 形式のデータファイルを用いてデータの

登録ができ，比較項目を選択する程度の手間

でデータの比較グラフを表示することができる．

文献の研究事例を用いてモデルおよび比較イ

ンタフェースの適用可能性を評価し，良好な結

果を得た．本システムを実際に育種・栽培試験

に適用し，3 例について効果的な分析を行うこ

とができた．また，使用した研究者へのインタビ

ューを行った結果，幅広い事例に適用でき，

使いやすいとの評価を得た． 
今後の課題として，さらに多くの事例への適

用が挙げられる．これまでの分析は主に現場

の研究者の意見と文献による調査によるもので

ある．しかし，文献調査では実際の調査データ

の一部を確認できるに過ぎず，現場での実際

の比較作業をシステムで支援できるかどうかを

正確には判断することができない．また，現状

では適用事例も多くないため，様々な試験へ

の適用を通じてシステムの改善を行い，実用

性の確認を行いたいと考えている． 
ところで，本システムは，Web システムとして

実装されているため，地理的に離れた研究者

間でのデータ共有に活用できる．また，XML
を用いて標準化されている育種・栽培データフ

ォーマットである BIX-pp[5]などに対応すれば，

この形式に対応した解析ソフトウェアを利用で

きるなど，解析の幅が広がる．本研究は，近年

の育種・栽培データの共有・標準化の流れに

も貢献できるものと信じる． 
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検索行動調査に基づく検索エレメント設計に関する一考察
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現在，博物館などの持つ多様な情報資源を共有化し，提供しようとする動きが盛んである．し
かし，これまでのシステムは，共有データの設計の議論が主で，利用者への提供方法に関する十
分な議論がなされていない．
そこで本研究では，資源共有システムにおける情報提供方法を検討するためには，利用者の検
索行動を詳細に分析する必要があると考え，検索プロセスの記録とインタビュー・発話分析を組
合せた検索行動調査を行なった．
調査の結果，全エレメントを一度に検索できる ANY は利用者の検索支援には重要であること，

Titleのように格納されている内容の分かりやすいエレメントは効果的に利用できること，Dateの
ように検索に有効であっても，内部のデータ形式が不明な場合には利用されにくいことなどが分
かった．これらの結果をもとに，資源共有システムでの検索エレメントの設計についての考察を
行なった．

There are increasing numbers of systems designed to share information resources among different
organizations. However, as the main point of discussion of these systems is the method of mapping the
metadata element set of each database onto the others’, users’ viewpoints are kept out of the discussion
of constructing systems.

This paper aims to analyze user demands by investigating the actual use of information retrieval sys-
tems to examine search methods in shared resource systems. People’s retrieval processes were investi-
gated using a cognitive psychological experiment, with protocol analysis and interviews.

Through a detailed analysis of their information retrieval processes, the following results were found:
1) a query that allows searches on all search elements together is effective for users who do not understand
the details of either queries or databases; 2) elements such as ‘Title’, the definition of which is clear and
easily understood, are used effectively; 3) even if an element is effective for retrieval, such as ‘Date’,
it is not used when the format of the values in the element is not shown. Based on the results of this
investigation, we discuss a method for constructing search elements in resource sharing systems.

キーワード: 資源共有，利用者要求，発話思考法，メタデータ，検索インタフェース

Resource Sharing, User Demands, Think Aloud Method, Metadata, Search Interface
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1 はじめに
博物館や資料館，美術館など様々な機関
に所蔵される資源がデータベース化され，
ネットワークを介して公開されるようにな
ってきた．これらのデータベースはこれま
で個別に使用されてきたが，近年，多様な
情報資源を共有し横断的に利用することで，
新しい研究領域の開拓につながるのではな
いかなど，資源共有システムへの期待が高
まってきている．
このような背景のもと，各機関は保有す
る情報資源にメタデータを付与し資源共有
化に備えはじめている．ところが，形態の
異なる情報資源から作られた各機関のメタ
データ形式は必然的に多様なものとなる．
この多様性は各機関の資源の特性を示すも
のであるが，データを共有する際には大き
な障害となる．
資源共有化の先進的な研究プロジェクト
として総合研究大学院大学の人文科学系の
基盤機関を中心とした資源共有化システム
に関する研究がある [1, 2]．このプロジェク
トでは，Dublin Core[3]（以下，DC）を1つ
の統制されたメタデータとして採用し，全
ての機関のメタデータをこれに対応付ける
という手法をとり，メタデータの多様性に
対処している．ここではこれまで，さまざ
まな角度から共有基盤のためのデータ設計
についての議論が行なわれている [4, 5, 6]．
しかしながら，現状ではデータを統一的に
扱うための合意形成と精度の高い対応付け
手法の検討などが焦点であり，利用者がど
のようにシステムを利用するかについては，
まだ十分議論されていない．例えば，この
プロジェクトのプロトタイプシステムでは，
DCエレメントを全て提示するインタフェー
スを採用している．しかし，利用者が必ず
全ての検索エレメントを駆使して検索を行
なうわけではなく，データの記述のための
エレメントと検索のためのエレメントの対

応づけが今後の課題として残されている．
一方で，Google (http://www.google.com/)
に代表されるWeb検索エンジンと同じよ
うに検索エレメントが 1つしかないインタ
フェースが多くのデータベースの検索イン
タフェースとして採用されはじめている．
一般の利用者が Googleのような検索イン
タフェースに慣れてしまった現状では，検
索のためのエレメントは 1つで十分とする
考え方もあるが，実際の問題解決のために
本当に検索エレメントは 1つで十分かどう
かは明らかではない．
すなわち，現状のシステムの設計は，
データの構成を中心として考えられたり，
単純に良く使われるシステムの模倣であっ
たりして，それを使う利用者側の視点が欠
けている．利用者がどのように検索を行な
うか，どのような検索インタフェースが使
いやすいかなどの議論が十分に行なわれて
いない．同様の問題は，図書館の目録検索
システム OPACでも起こっており [7]，利
用者の視点からのシステム設計の重要性が
指摘されているが，多様な異種情報資源を
扱う資源共有システムの設計ではこのよう
な視点がとりわけ重要となる．
これまで行なわれてきた検索システム
に関する利用者調査には，利用者の検索ロ
グを記録し分析する研究がある．OPACや
Web検索システムを主な対象として，使わ
れたキーワードなどを分析した研究である
[8, 9, 10]．しかし，これらの手法では，利用
者がどの様な考えをもって検索行動をとっ
たかは間接的にしか分からないという問題
がある．また，ある検索行動をとらなかっ
たということは観測できても，その理由を
知ることはできない．
一方，利用者の検索行動を細かに観察し
利用者行動を分析する研究もある [11, 12,
13]．これらの研究の特徴は，インタビュー
や検索中の被験者の発話を利用して，個々
の検索行動の詳細な分析を行なっているこ
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とである．検索の表面的な記録だけではな
く，それぞれの検索行動に対して利用者が
どのように考えていたか，どのような状況
であったかを詳しく知ることができる．し
かしながら，これらの研究は利用者の要求
を意識したシステム設計という視点ではな
く，利用者行動の特徴の解明が主たる目標
である．
そこで本研究では，資源共有システムに
おける情報提供の方法を検討するために，
まずは利用者の検索行動を詳細に分析す
る必要があると考えた．そのために，検索
プロセスの記録をとると同時に，インタビ
ューと発話分析を組合せ，利用者がどのよ
うな要求をもってシステムを利用するかを
明らかにする．特に検索エレメントの使用
方法とその理由に焦点をあてることで資源
共有システムの検索インタフェースに対す
る具体的な問題の発掘と改善方法を明らか
にすることを目指す．

2 検索行動調査

2.1 調査概要

本調査は，利用者の検索行動がどのよう
な意図や状況から行なわれているかを明ら
かにし，これをもとに利用者の視点を採り
入れた検索エレメントの設計を行なうこと
を目的としている．
調査は，検索実験を中心とし，その前後
に検索行動の意図や利用者自身の状況を把
握するための事前質問とインタビュー調査
を行なった．検索実験は，主に被験者の検
索行動をとらえるために行なった．使用し
た検索キーワードと検索エレメント，それ
らを使用した理由や状況を観察と前後のイ
ンタビューにより取得した．
調査対象は，研究者4名，図書館員1名，
大学院生 1名，学部学生 1名，大学事務職
員 1名の計 8名である．一般の大学事務職

員から学生，研究者まで比較的広い範囲を
対象として調査を行ない，より多くの層の
検索行動についての知見を得ることを目指
した．以下，これらの調査についての詳細
を説明する．

2.2 利用者の特徴の調査

被験者の知識レベルなどの特徴は，検索
行動に影響する可能性がある．本調査では，
検索実験前後にアンケートとインタビュー
を行ない，被験者の特徴をまとめた．
調査項目は，「検索エレメント」，「検索課
題に関する知識」，「専門領域」である．こ
れらの項目について個々の被験者に対しア
ンケートとインタビューを行なった．「検索
エレメント」は実験システムの検索エレメ
ントであるDCの15項目に関する知識を聞
いた．「検索課題に関する知識」は以降で述
べる検索課題の内容に関連する知識につい
ての簡単な問題に解答してもらった．「専門
領域」は被験者の専門領域／職業である．

2.3 検索実験

検索実験は等しい検索条件下での検索シ
ステムの利用方法の違いを明らかにするた
めに，検索システムと検索課題を指定し，
発話思考法を用いて行なった．なお，検索
実験中の発話や検索画面の様子は，ビデオ
カメラ等を用いて記録した．実験環境はで
きるだけ各被験者の普段の環境に即したも
のとなるように，各被験者の居室もしくは
機関内の施設で行なった．

実験システム 実験で使用した検索システ
ム（以下，実験システム）は，先に述べた総
合研究大学院大学のプロジェクトで構築さ
れたシステムであり，複数の研究機関等が
蓄積・提供する多様な人文科学研究資源デー
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図 1:実験システムの検索画面

タベースを横断検索できる．図 1に実験シ
ステムのインタフェースを示した．上中下
の 3つのフレームに分かれており，上段は
各データベースへの接続状況，中段は検索
エレメントと検索ボタンを配置した検索機
能，下段は検索結果と履歴の表示となって
いる．中断の検索エレメントは，DCの基
本 15エレメントと，15エレメント全てを
まとめて検索できる ANY というエレメン
トが設定されている．
ただし，DCの 15検索エレメントと各

機関の提供するオリジナルデータベースの
項目との対応付け（マッピング）は各機関
の考え方よって行われている．たとえば，
ANY は基本的には DCの全てのエレメン
トのコピーであるが，実際には各機関が検
索に必要と考えるエレメントのみが提供さ
れている．
また，個々のエレメントについても資料

（史料）の性質からくるマッピングの揺れ
がある．たとえば，TYPEには国立歴史民
俗博物館の館蔵資料データベースでは「実
物」か「模造」かの区別，国立民族学博物
館の標本資料データベースではDCMI Type
Vocabularyで定義された語彙から選択した

「physical object」がマッピングされている
が，国文学研究資料館の場合は収録データ
ベース名が記載されているものが多い．ま
た，日付情報は機関毎，データベース毎に
Dateと Coverageに分散してマッピングさ
れている．現状では，このようなエレメン
トのマッピングに関しての合意を取ること
は難しく，本研究ではこのように本質的に
マッピングに揺れがあるシステムの利用を
前提として評価を行なう．

検索課題 検索実験では被験者に図 2に示
した 3つの検索課題を与えた．

以下の検索要求を満たす資料を探して
ください．

1. 醍醐天皇の命により紀貫之，紀友
則が編者をつとめた勅撰集は何か？
それは現存しているか？しているな
らば，所蔵館を 1つ∗知りたい．

2. 室町時代に書かれた書状のうち，足
利氏に関わるものは残っているか？
残っていれば，そのうちから一つ選
び，その書状に記載されている人
物の研究資料を探したい．

3. 俳人自身が俳句について論じてい
る文献にはどのようなものがある
か？1人の俳人†を任意に選び，リ
ストアップしたい．

†調査当初は「どの資料館で見ることが出来る
か」としていたが，「所蔵館を 1つ」に修正した．

‡調査当初は「2人の俳人」としていたが，「1
人の俳人」に修正した．

図 2:検索課題

検索を行なうにあたって次の条件を与え
た．まず，キーワードなどを調べたい場合
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には自由に検索ツール（データベース，Web
検索エンジン等）を使って調べても構わな
いこととした．これは，検索課題に関す
る知識が無く，検索できない状況に陥らな
いようにするためである．ただし，外部の
ツールだけで検索を終えないように制限す
るために，最終的な結果は実験システムを
利用して探すという条件をつけた．これに
よって，被験者が共通の実験システムを利
用した際の検索エレメントの利用方法を観
察し取得できるようにした．
また，被験者からの質問に答えると誘導
になる可能性があるため，検索課題の解釈
は被験者自身に行なってもらった．同様の
理由で，検索の終了も被験者自身の判断に
任せ，検索結果に納得した場合か，あきら
めた場合に被験者自身で終了の合図をして
もらった．

発話思考法 検索実験では発話思考法を用
いた．発話思考法とは，頭に浮かんだこと
を全て口に出しながら操作してもらう方法
である．これによって，観察では分からな
い利用者の検索時の考えを明確にすること
が可能となる．ただし，発話思考法は被験
者に大きな負担を強いる手法である．また，
自身の行動を説明することが得意な人と不
得手な人では発話量に差が出る．そのため，
発話が滞ったり，あきらかに考えているの
に発話がない場合には，調査側で「今，何
をお考えですか？」という質問をして発話
を促した．

3 調査結果
ここでは調査結果を利用者の特徴，エレ
メントの使用回数を中心とした使用状況，
各エレメントを使用した理由に分けて示す．

3.1 利用者の特徴

検索実験と並行して行なった利用者自身
に関する調査結果を示す．

検索エレメント 検索エレメントの評価
は，DCに関する既知の事項についてのアン
ケート調査の結果である．各被験者が知っ
ているエレメント名およびエレメント内容
の数を示した．例えば，被験者Eで15,8と
あるのはエレメント名は 15項目全て知っ
ているが，その内容は 8項目しか知らない
ということを表している．

検索課題に関する知識 検索課題に関する
事前知識をどれくらい持っているかを把握
するために実施した簡単な問題への解答結
果よりまとめた．知識の程度は○△×の 3
段階で評価した．被験者Hは全ての課題に
対して，関連する知識を非常に詳しく持っ
ていた．課題毎に見ると，課題 3に関して
の知識は他の 2つの課題に比べて被験者の
事前知識は多かった．

専門領域 専門領域は，実験終了後のイン
タビューで聞いたものである．検索課題に
関連する資料領域の専門家は被験者Hのみ
であった．また，被験者Eは，現在はデー
タ解析が中心であるが，以前歴史資料にか
かわりを持っていた．

3.2 エレメントの使用状況

表 2に，各検索エレメントについて使用
した被験者と使用回数を示した．

ANYは8人中7人の被験者が使用し，使
用回数も 112回と個別のエレメントの使用
回数よりかなり多い．一方，個別のエレメ
ントでは，8人中 7人がTitle，Creatorを使
用し，使用回数も他のエレメントに比べて
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表 1:被験者の特徴

被験者 検索 課題に関する知識 専門領域／仕事
エレメント 課題 1 課題 2 課題 3

A 15, 15 × × △ 歴史・博物館に関わる情報システ
ムの構築と評価

B 6, 4 × △ ○ 図書館職員．大学院にて情報探索
行動のモデル化

C 0, 0 × × ○ 図書館情報学．卒業研究で音声情
報処理

D 15, 15 ○ △ ○ 標本資料の記述と提供システム
E 15, 8 × × ○ アーカイブズにおける EADの適

用（過去に民衆史料史）
F 0, 0 × × × 事務職員
G 14, 14 △ △ ○ 図書館情報学．卒業研究で電子図

書館
H 15, 2 ○ ○ ○ 中世古文書の整理・公開（展示）・

データベース作成

多かった．次に多いのがDescriptionとSub-
jectであった．また，Date，Publisher, Lan-
guage, Identifier, Source, Rightsは使用した
人がいなかった．
次に，利用者別で見ると，被験者 Dは
一度もANYを使用しなかったのに対して，
被験者HはANYだけしか使用しなかった．
残りの被験者は ANY と個別のエレメント
の両方を使用した．特に被験者 A と Gは
使用したエレメントの種類が多く，共に 8
種類であった．

3.3 エレメント使用の理由と意図

次に，発話とインタビューから抽出され
た検索エレメントを使用した理由を示す．
まず，ANYを使用した理由をまとめたの
が表3である．各被験者がANY を使用した
理由で該当する場合に○を入れている．な
お，被験者Dは ANY を一度も使わなかっ

たため掲載していない．
ANY を使った全ての被験者は，「該当す
るエレメントが特定できない」という理由
をあげている．また，被験者F以外は「幅
広く検索して様子を見るため」という理由
もあげており，この 2点が ANY を使用す
る大きな理由であった．
次に，個別のエレメントに関する発話や
インタビューの結果について示す．個々の
被験者の発話をまとめたところ，個別のエ
レメントを使用した場合にも次の 2つの場
合があることが分かった．1つは，そのエ
レメントを使えば良いことを明確に理解し
ていた場合であり，もう 1つはエレメント
の意味する内容を正確に理解せずに使って
いた場合である．一方，使用しなかったエ
レメントの中には，使おうとしていた場合
もあった．ここでは，これらの使用状況を
それぞれ「明確な理解での使用」，「曖昧な
理解での使用」，「使用不能」と定義する．
各エレメントとその使用状況に該当した被

情報知識学会誌 2007　Vol. 17, No. 1

-20-



表 2:被験者毎のエレメントの使用回数

DCエレメント名 被験者別使用回数 合計
A B C D E F G H

ANY 15 5 22 9 19 27 15 112

Title 1 12 2 5 2 2 10 34
Creator 2 4 1 5 2 1 18 33
Subject 1 2 1 2 6
Description 2 3 2 7
Type 2 3 5
Format 3 3
Contributor 1 1
Relation 1 1

Publisher 0
Date 0
Identifier 0
Source 0
Language 0
Coverage 0
Rights 0

表 3: ANYを使用した理由

理由 被験者
A B C E F G H

該当するエレメントが特定できない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
幅広く検索して様子を見るため ○ ○ ○ ○ ○ ○
特定のエレメントを想定 　 ○ ○
検索に失敗したため条件を緩くする 　 ○ ○
網羅的に検索するため 　 ○
入れ方が分からない ○
無意識 　 ○
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表 4:個別のエレメントの使用状況

DCエレメント 明確な理解での
使用

曖昧な理解での
使用

使用不能

Title B, C, D, E, G F
Creator A, B, C, D, E, G F, G
Subject D, G A, F G
Description A, G A G
Contributor G
Date A, G, H
Type A, G G
Format G
Source G
Relation A
Coverage A, C A

験者をリストアップしたものが表4である．
Titleは 5人，Creatorは 6人の被験者が，
エレメントの意味を明確に理解して使用し
た．一方，Contributor，Date，Type，For-
mat，Source，Relationの各エレメントは曖
昧な理解のままで使用したか，使用されな
かったエレメントである．特に，Dateは誰
も使用することはなかったが 3人の被験者
が使用しようとしたエレメントであった．
また，Subject，Description，Coverageの 3
つのエレメントは，明確な理解の上で使用
された場合と曖昧な理解での使用，もしく
は使用不能であった場合の両方があった．特
に，同じ被験者でも両方の場合があった．
ユーザ毎に見ると，Fは全てのエレメン
トを曖昧な理解で使用していた．また，A
とGは曖昧な理解での使用や使用不能のエ
レメントが多かった．
次に，それぞれのエレメントの使用状況
にかかわる発話およびインタビュー内容を
まとめた (表 5，表 6，表 7)．なお，主な発
話内容の欄の英字と数字の組合せは被験者
と課題番号を表す．例えば，B2であれば被

験者 Bの課題 2での発話内容を表す．
表 5から，明確な理解でエレメントを使

用できた主な理由は，Creatorの「入力場所
とキーワードが分かっていた」のようにエ
レメント内容をはじめから明確に想像でき
ている場合と Coverageの「検索結果を見
て時代と理解した」のように検索していく
過程でどのようなエレメントであるかが明
確になったという 2つであった．
また，曖昧な理解でエレメントを使用し
た理由は，主に 2つであった（表 6）．1つ
は，Creatorの「何処に入れるか分からな
かった」場合であり，もう 1つは，Format
の「書状がTypeとFormatか迷うが入れた」
のような場合であった．
一方，エレメントが使われなかった理由
は，表 7の発話内容にあるように次の 2つ
であった．1つは，Subjectの「Description
との違いが分からない」やDateの「Cover-
ageとの違いが分からない」のように，2つ
のエレメントの区別ができない場合であっ
た．もう 1つは，Dateのように「入力方法
が分からない」場合であった．
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表 5:検索エレメントの使用状況と主な発話内容．（明確な理解で使用した場合）

DCエレメント 被験者 主な発話内容

Title B, C, D, E, G googleで足利と書状が表題に現れると分かっ
ていた (B2)
msnで古今和歌集と分かった (G1)
検索結果を見て入れる場所を理解した (C2)

Creator A, B, C, D, E, G 検索結果から紀貫之の場所を学習した (B1)
著者で絞り込みたい (C3)
入力場所とキーワードが分かっていた (D1)
一番確度が高い (E3)

Subject D, G 足利を主題としたものを探す (D2)
主題に入っていればその人に関するものなの
で (G2)

Description A, G 差出，宛先が入っていることを知っていた
(A2)
ここも足利が入っている可能性があると知っ
ていた (D2)

Coverage A, C 途中で内容が分かった．絞り込んで調べます
(A2)
検索結果を見て時代と理解した (C2)
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表 6:検索エレメントの使用状況と主な発話内容（曖昧な理解で使用した場合）

DCエレメント 被験者 主な発話内容

Title F 前の課題で ANY で失敗したので，タイトル
に入れて良いか分からず (F3)

Creator F, G 何処に入れるか分からなかった (F1)
友則はContributorかもと思いつつ (G1)

Subject A, F 適当な場所が分からず試した (A1)
何処に入れるか分からなかったので勅選集を
主題に (F1)

Description A 適当な場所が分からず試した (A1)

Contributor G 貫之と友則は違うと思ったので (G1)

Type A, G 適当な場所が分からず試した (A1)
研究資料が Typeかな (G2)
Typeの意味が分かっていないが，論じている
ものに絞りたい (G3)

Format G 書状が Typeか Formatか迷うが入れた (G2)

Relation A 可能性のあるフィールドを探すため (A1)

表 7:検索エレメントの使用状況と主な発話内容 (使われなかった場合)

DCエレメント 被験者 主な発話内容

Subject G Descriptionとの違いが分からない (G2)

Description G Subjectとの違いが分からない (G2)

Date A, G, H 入力方法が分からない (A1, G1, H2)
Coverageとの違いが分からない (A1)

Type G 原本と関係があるか分からない (G1)
書状と関係あるかもしれないが Formatを選
択 (G2)

Source G 原本と関係があると思ったが検索結果をみて
違った (G1)

Coverage A, D Dateとの違いが分からない (A1)
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4 考察
ここでは，これまでに示した調査結果を
踏まえ，利用者の視点を考慮した検索エレ
メントセットについて考察する．

4.1 ANYエレメントの有効性

今回の調査で，全てのエレメントを区別
なく検索できる検索エレメントANYは，被
験者D以外の全ての被験者が使用し，使用
回数も非常に多かった（表2）．使用した理
由（表3）を見ても，「広く引っかけるため」
や「様子見」など個別の検索エレメントに
縛られずに検索したい場合や，「どの項目
に入れて良いか分からない」，「検索に失敗
したため」，あるいは「入れ方が分からな
い」のように困った時や手詰りの場合にも
有効であることが分かる．このように，利
用者が意図をもって ANY を使用している
ことを考えると，Googleのような検索エン
ジンの影響のみを考慮してインタフェース
を決めるのは問題であることが分かる．た
だし，ANY を使わなかった被験者 Dがイ
ンタビューで「ANY しか出ていなければ
ANY を使ったかもしれない」と話してお
り，またCもANY を使用した理由に「無
意識」とあり，明確な意図をもって使用し
ない場合もあることがうかがえる．このよ
うな例に広く普及している検索エンジンの
インタフェースの影響があるかどうかにつ
いては，さらに調査を必要とするであろう．
一方，ANY だけでは十分でないことは，

ANY しか使わなかった被験者 Hの検索行
動の理由から読みとれる．Hは ANY しか
使わなかった理由として「個別のエレメン
トの内容が明確でなく，信頼できない」と
インタビューで答えている．これは裏を返
せば「個別エレメントの内容が明確であれ
ば使用する」ということである．実際，H
が普段から利用しており詳しく内容を知っ

ている国立歴史民俗博物館の館蔵資料デー
タベースに関しては，実験中に「資料名称」
という個別エレメントで検索を実行してい
る．また，検索実験中の発話でも「日付の
ところで絞れるならば室町時代と指定した
いところ (中略)どのように入れると室町時
代になるのか分かりません」と言い，Date
の使用をあきらめている．これらのことか
ら，ANY 以外にも個別エレメントが必要
であると言える．

4.2 個別のエレメントの有効性

前節で述べたように，検索エレメントと
してはANYのみでは十分でない．では，ど
のようなエレメントが必要であろうか．個
別のエレメントは使用回数からも分かるよ
うに，使いやすいものとそうでないものに
分かれる．

TitleとCreatorは，ほとんど全ての人が
最も多く使用し，また，意味を明確に理解
して使用している．基本的で分かりやすい
これらのエレメントは，使いやすいと考え
られる．実際，「足利と書状が表題に現れる
と分かっていた」や「著者で絞り込みたい」
に現れているようにエレメントの選択に迷
いがないことが多い (表5)．したがって，こ
れら 2つのエレメントを検索インタフェー
スに組み込むことは有用であり，利用者の
検索行動を支援できると考えられる．

Subjectと Descriptionは，特定の被験者
に比較的多く使用されているが，必ずしも
明確に理解して使用されていたわけではな
い (表 2，表 4)．入れるところが分からな
くて試す場面や (表 6)，両者の違いが分か
らず使うことをあきらめる場面が多く見ら
れた (表 7)．しかし，それでもこれらのエ
レメントが多く使用されたのは，「足利を
主題としたものを探す」(表 5)に現れてい
るように，被験者が Subjectや Description
に対して内容にかかわる検索を期待してい
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たからと考えられる．すなわち，Subjectや
Descriptionのような内容に関する検索エレ
メントへの必要性が現れていると言えよう．
一方，一度も使われなかったエレメント
は本当に必要ないかというと，そうではな
いこともある．Dateに関する発話には，「入
力方法が分からない」や「Coverageとの違
いが分からない」とあり，フォーマットが
不明なことと紛らわしいエレメントの存在
が使用不能となった理由であることが分か
る．「検索結果をみて違った」(表7，Source)
とあるように確かに必要でなかったため使
用されなかったエレメントもある．しかし，
少なくともDateの場合は，検索に有用であ
ると考えていても，使い勝手が悪いために
使用できなかったということが複数の被験
者の発話から明らかになった．

4.3 利用者の特徴と検索エレメン

ト

前節までは，被験者の全体の傾向からみ
たエレメントセットの考察であったが，こ
こではそれぞれの被験者の特徴に応じた検
索エレメントについて考察する．今回の調
査で，検索エレメントの理解，検索システ
ムの利用経験の違いが検索エレメントの使
い方に影響があることが分かった．
本調査では，実験システムの検索エレメ
ントとして採用した DCの 15項目につい
ての理解度を事前質問により調査した．そ
の結果，被験者のうち A，D，Gの 3名が
15項目ともよく理解していることが分かっ
た．これらの被験者は他の被験者と比べて
多くのエレメントを使い分けていた (表 2)．
したがって，検索エレメントを理解してい
る人は，複数のエレメントの使用に抵抗が
なく，これらを提示することで検索の利便
性をあげることができると言える．
一方，DCの 15項目を全く知らなかった

のは被験者CとFであった．このうち被験
者 Fは，日常の検索でもGoogleなどを使
用しており，複数のエレメントを使用した
検索をした経験がほとんどないことがイン
タビューで分かった．検索実験では，どの
エレメントに入力して良いかの判断ができ
なかったことに加え，エレメント毎に表示
された検索結果を理解できず検索をあきら
めてしまっていた．このように，エレメン
トを理解しておらず，検索システムの利用
経験が浅い場合には，インタフェースに複
数の検索エレメントを配置することは害に
しかならないことが明らかである．このよ
うな利用者が，検索エンジンの普及にとも
ないどの程度増加しているかは明らかでは
ないが，利用者が検索経験の低い人に限ら
れるような場面では，検索エレメントが 1
つだけのインタフェースを提供することも
1つの方法として考えても良いだろう．
これに対して，同じ DCの 15項目を理
解していなかった被験者Cは，複数のエレ
メントを使用した検索を日常的に行なって
おり，また，検索結果のエレメント別の表
示形式も見慣れていた．そのため，実験シ
ステムのエレメントの意味が分からなくと
も，検索結果をみているうちに，システム
にどのような形式で情報が格納されている
かを比較的容易に推測できるようになった．
つまり，被験者Cのように複数のエレメン
トを使用した検索になれている場合は，学
習効果が期待されるため個別のエレメント
を複数配置するインタフェースも有効であ
る可能性が高いと言えるだろう．
一方，「検索課題に関する知識」および

「専門領域」と検索エレメントの使用との
間には明確な因果関係は見られなかった．
これは，内容に関する知識よりも検索シス
テムの利用に関する知識の影響が大きいと
いう結果ともとれる．しかしながら，被験
者の数も少なくこのような傾向が一般的か
どうかを明らかにするには，さらなる調査
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を行う必要がある．

4.4 エレメント理解のための支援

以上，インタフェースに提示する各エレ
メントの是非について考察したが，ここで
はより効果的にエレメントを提示するため
の指針について，個々の利用者の検索行動
をもとに考察する．
利用者がエレメントをうまく使用できな
かったのは，エレメントそのものが分から
ないという場合と，他のエレメントと紛ら
わしいという場合があることは述べてきた．
いずれにしても，個々のエレメントの意味
についての説明が必要であることは確かで
ある．また，ANY に対してもその意味を
説明する必要がある．今回の実験では，あ
らかじめ ANY の意味については説明して
いるため，説明なしに ANY を提示した場
合に同様の検索行動を行なうかどうかは自
明ではない．また，被験者 Fの場合には，
事前説明だけでは ANY の意味を理解でき
ていなかったことがインタビューで分かっ
ている．実験中はANYをGoogleと同じよ
うな検索窓だと思っただけで，それが全て
のエレメントを検索するような仕組みであ
るという理解はしていなかった．このよう
なことは TitleやCreatorのように，誰でも
理解して使えると思われるエレメントでも
同様である．実際，被験者FのようにTitle
で迷うこともあり (表 6)，また，Creatorは
Contributorとの区別が問題となる可能性が
ある (表 7)．これらのことも考慮して，検
索エレメントの説明は必須であると考えて
良いだろう．
一方で，検索エレメントの意味だけが分
かっても十分ではない．被験者 A と Gは
DCの15項目を全て理解していたにもかか
わらず，多くのエレメントを曖昧な理解の
まま使用する傾向があった (表 4)．例えば，

表 6の Gの発話にある「研究資料が Type
かな」や「書状が Typeか Formatか迷うが
入れた」は，「研究資料」や「書状」という
キーワードと検索エレメントの対応関係が
分からないとういうことである．他に多く
発話されている「何処に入れるか分からな
い」というのも同様の理由であろうと推測
される．同じ状況は，Dateが使えなかった
という場面でも起きている．こちらは，エ
レメントにキーワードを対応付けられない
のではなく，そのエレメントに格納された
データの形式が分からないために使用でき
なかったことが発話から分かる (表 7)．
このように，エレメントの定義を理解し
ているだけでは，個別の検索エレメントを
使いこなすことは難しい．実際に対象とな
っているデータや検索課題によってエレメ
ントとの対応関係に曖昧さが生じることが
原因と考えられる．このことは資源共有シ
ステムのデータ設計の際のメタデータの対
応付け問題と同種の問題である [4, 5, 6]．
この場合の解決策には，例示によるサ
ポートが有効である．これは明確な理解で
使用した場合の発話に，検索結果を見て理
解したというものが多いことからも分かる
(表 5)．その際，複数の異なる情報資源を
共有するようなシステムの場合には，各情
報資源の内容，形式を例示する必要があり，
どのようなインタフェースで実現するかに
ついてはまだ多くの課題が残されている．

4.5 関連研究との比較

人間文化研究機構 (http://www.nihu.jp/)
でも独自に研究資源共有化システムの構築
をすすめており，実証実験が行なわれてい
る．この実証実験の事前調査として，本研
究で扱った実験システムの評価が行なわれ
ている [14]．ただし，この評価は本研究の
調査後に行なわれており，厳密に同じシス
テムの評価ではない．評価項目は，「DCメ
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タデータの有効性」，「マッピングにおけ
るCROSSWALKの有効性」，「検索精度」，
「ユーザインタフェース」と多岐にわたる
が，検索エレメントの設計に関する評価は
「DCメタデータの有効性」に含まれている．
被験者は，人文科学系の大学院生 4名とシ
ステムエンジニア 5名であり，実際にシス
テムを利用したうえでの評価である．9名
の評価結果として，横断検索のためのANY
やDCの各検索エレメントは，大雑把な検
索には利用価値が高い一方で，内容が分か
りにくい，例示が必要であるとの意見が示
されている．特に，Dateエレメントでの例
示やデータ統一の必要性が示されている．
これらの結果は，本研究の利用者行動調査
から観察されたものと一致する．しかし，
実際の検索行動の詳細を調査したものでは
なく，DCの個別のエレメントの重要性や
必要性については言及していない．このよ
うに，人間文化研究機構の資源共有化シス
テムにおける利用者調査は，まだ，はじめ
られたばかりであるが，資源共有化システ
ムの構築と並行して利用者に関する調査も
行なうようである．本研究のアプローチと
その結果は，このようなプロジェクトの調
査に活かされると期待される．
また，情報資源の共有システムの構築
例として国立情報学研究所のメタデー
タ・データベース共同構築事業がある
(http://www.nii.ac.jp/metadata/)．この事業
は，大学の発信する情報資源を中心とした
ネットワーク上の学術情報資源の総合目録
を，共同で構築することを目的としたもの
である．また，学術機関リポジトリの整備
を主要な目的の 1つとしてあげており，学
術機関リポジトリ構築ソフトウェア実装実
験プロジェクト（NII-IRP）として活動がす
すめられている．
対象とする情報資源は，研究論文やソフ
トウェア，電子辞書，電子教材，データベー
ス，Webページ等様々であり，必然的に異

種情報資源の共有化のための議論が行なわ
れている．特に，機関リポジトリ構築ソフ
トウェアの実装実験を中心にすすめており，
さまざまな活動が行なわれている．
この事業では，情報資源をDC (とその拡

張)によって記述しており，記述のための
ガイドラインも国立情報学研究所によって
詳しく示されている．しかし，メタデータ
の記述と品質管理は作成機関に任されてい
るため，機関毎に記述のばらつきがみられ
るなどの問題が指摘されている [15]．
このようなメタデータの品質管理の問題
に関しては今後の課題とする一方で，情報
資源の横断検索には，大学Webサイト資源
検索 JuNii (http://ju.nii.ac.jp/)を提供してい
る．JuNiiの検索インタフェースは窓が1つ
だけのシンプルなもので，検索対象はTitle,
Creator, Publisher, Subject, Descriptionのみ
である．また，初期検索後の機能として，
サイト毎やジャンル毎の絞り込みのみが提
供されているが，ジャンルが比較的細かく
分類されており，絞り込みには有用である．
このようなインタフェースは，Webサーチ
エンジンの普及という流れに沿ったものと
思われるが，絞り込みの対象エレメントと
検索対象エレメントの選択に関する評価は
なされておらず，その妥当性の評価が必要
である．特に，本研究や人間文化研究機構
の評価において重要視されていた時間に関
するエレメントへのアクセスが無い点につ
いては検討すべきであろう．また，今後こ
の事業の普及が進み，膨大なデータが登録
されるようになれば，詳細な検索エレメン
トを利用して検索を試みたいと考える利用
者も出てくる可能性がある．そのような時
に，利用者にとって適切なエレメント設計
を考えるためには利用者の調査を基にする
本研究のアプローチが有効であると考える．
一方，本手法のような利用者の行動を直
接観察し，利用者要求を抽出する手法は，
ユーザ中心設計 (User Centered Design)と
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呼ばれるシステム設計手法の一部と位置付
けることも可能である．ユーザ中心設計と
は，利用者の理解・システム設計・評価を
繰り返し，利用者の視点を密接に関連付け
てシステムを作成する方法である．これを
実際のシステム開発に結びつけた例として
よく知られたものに，学術文献を対象とし
た Elsevier社の SCOPUS[16]がある．

SCOPUSにおける利用者調査は世界の21
機関 302名の研究者と図書館員を対象とし
た大規模なものであり，そのフィードバッ
クも膨大である．
この中で，検索開始方法の観察から「幅
広い検索から絞りこんでいく」検索行動を
ほとんどの研究者が好んでいるという結果
が示されている．さらに最初の検索行動に
着目すると，1～3語のキーワード検索か
著者検索がほとんどで他のエレメントを利
用しないという．幅広い検索のためにキー
ワード検索を利用するのは，本研究の結果
で ANY を選択する行動の理由と同等であ
るが，検索の初期にこのような行動が起こ
る傾向については本研究の調査結果にも
多く現れてはいるものの，被験者とタスク
（検索課題）数が少ないため明確な結論と
は言えない．
また，検索フォームのデザインを検索窓

1つのもの，多機能で複雑なもの，少数の
要素を持つ中間のものの 3種類を提示し，
利用者に選ばせたところ，最も多機能で複
雑なものが最も人気があったと述べられて
いる．これは，利用者の行動と口頭での結
果が異なるものであり，実際の行動を見な
ければ利用者の本当の要求は分からないこ
とを示している．これは，ユーザ中心設計
のアプローチの重要性，すなわち本研究の
検索行動調査の必要性について強く示唆す
るものである．
本研究の行なった調査は被験者や検索課
題の数の少なさから，検索プロセスの特性
についての類型化には至っていない．これ

に対して，SCOPUSの調査では，オンライ
ン・リソースを利用する際の研究者のタス
クを研究者の行動の観察から 5つに分類し
ている．この結果は検索インタフェースに
関しても重要な示唆を与えており，今後，
利用者や検索課題の検討を重ね，調査を継
続する必要性を示している．
一方で，SCOPUSの対象としている情報

資源は，基本的に自然科学系の文献データ
であり，比較的統制の取れた情報資源であ
ると言える．原本資料，ものデータ，歴史
史料といった多様な情報資源を扱うために
は SCOPUSの調査結果のみでは十分でな
く，やはり，人文科学系の研究資料の共有
化システムで直接利用者行動を観察する必
要性があると考える．本研究は，SCOPUS
にみられる利用者中心設計を人文科学系の
研究資源共有化システムに応用するための
第一歩である．今後，SCOPUSのような大
規模な調査を人文科学系の研究領域におい
て行なっていく必要性があるだろう．

5 おわりに
本研究では，資源共有システムにおける
情報提供法を検討するために，検索行動調
査を行ない，利用者の検索行動の詳細な分
析を行なった．調査は，検索プロセスの記録
をとると同時に，インタビューと発話分析
を組合せ，利用者がどのような要求をもっ
てシステムを利用するのかを明らかにする
ことを目的とした．特に検索エレメントの
使用方法とその理由に焦点をあてることで
資源共有システムの検索インタフェースに
対する具体的な問題の発掘と改善方法を明
らかにすることを目指した．
その結果，全ての検索エレメントをまと
めて検索できる ANY は重要であり，検索
インタフェースに採用することが妥当であ
ることが分かった．また，Titleや Creator
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などのように意味内容が比較的分かりやす
いエレメントはそのままでも十分効果的に
利用されること，Subjectや Descriptionな
どのように内容に関する検索を期待できる
エレメントは必要であることが分かった．
一方，使用されなかったエレメントにも，
Dateのように使い方さえ分かれば効果的
に利用される可能性のあるものが含まれて
いることも判明した．
一方で，対象とするデータによってキー
ワードと検索エレメントとの対応関係をと
ることが難しい場合や，利用者の検索経験
が浅い場合には，個別のエレメントを提示
することが利用者の混乱を招くことが分か
った．このような場合には分かりやすい説
明やデータの例を提示するなど，エレメン
トの理解を助ける工夫が必要であることな
どが明らかとなった．
本研究による知見は，今回の実験システ
ムである Dublin Coreによる検索エレメン
トを採用したシステムに限らず，OPACな
ども含む一般的なメタデータによる検索シ
ステムに共通して言えることであると考え
ている．全ての検索エレメントを区別なく
検索できるような簡易インタフェースは必
要であるが，一方で，個別のエレメントも
重要であることが今回の調査で明らかとな
った．そのような個別エレメントを含むイ
ンタフェースを設計する際に，エレメント
の曖昧性，情報資源の性質，対象とする利
用者の経験にあわせて説明や例示を与える
などの支援が必須であるといえる．
今後の課題は，調査対象と検索課題を増
やすことにより利用者の特徴をとらえ類型
化することである．これにより，利用者の
特徴にあわせた検索エレメントセットの自
動抽出を行ないインタフェースを生成する
システムを実現することである．
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国際共同研究のためのネットワーク・コネクション 

Cyber Connection for Cross-border Collaboration 

岡伸人†, 岩田修一†† 

Nobuto OKA†, Shuichi IWATA†† 

 

 複数の専門家がネットワーク上で協力して既往の知識を有機的に活用し問題解決

を促進するためのウェブ・プラットフォームを構築した. ここで取り扱う情報は｢コ

ンテクスト(因果関係, 経時変化)｣｢コンテンツ(専門知識に関するテキスト情報やデ

ータベースに格納された数値データ)｣｢ノウハウ(計算機資源の活用法)｣である. こ

れらの情報を蓄積・再利用するために試作したシステムの機能の特徴は, ｢ネットワ

ーク上での情報の共有・活用｣と｢知的財産権への配慮｣とのバランスへの配慮である. 

また材料分野の専門家を対象にしたこのシステムの試験運用の結果について, その

運用状況と中間評価についても報告した.  

 

  A web platform has been developed for experts to solve a given problem 
strategically by taking advantage of available information- data and/or knowledge. 
Information handled here are contexts (causal relation, consequence and time 
dependent properties), contents (textual information about specialized 
information and values in databases), and know-how (how to use computerized 
resources including simulation codes). It is the main concern of this prototype 
platform that a balance of sharing of information and appreciation of intellectual 
property right. This platform was used among materials experts in US and Japan 
through internet, and the results by such test users were reported.  
キーワード: 情報共有, コミュニケーション, 共創, 知的財産権  

Intelligence sharing, Communication, Co-creation, Intellectual Property Right 
 

1. はじめに1 

現在, 環境問題をはじめ多くの解決困難

な複雑現象が顕在化し, その解決を図るた

め様々な取り組みが世界中でなされている. 

 
---------------------------------------------------------------- 

† 東京大学大学院工学系研究科 

Graduate School of Engineering,  

The University of Tokyo 

nobuto.oka@gakushikai.jp 
†† 東京大学大学院新領域創成科学研究科 

Graduate School of Frontier Sciences,  

The University of Tokyo 

iwata@k.u-tokyo.ac.jp 

これらの問題は, 環境・人工物・人間, それ

ぞれの特性・活動が輻輳して多様に展開する

動的事象であるため, 旧来の手法や入手可

能なデータからだけでは解決が困難なもの

となっている. このため, そうした複雑な

問題の解決に必要な決定を下す場合, 不完

全な情報でも入手可能な情報を参照しつつ

再編し, 複数の関係者が当該問題の全体像

を俯瞰・共有し, 解決方策を模索しながら, 

段階的に適切な解へと到達することになる. 

問題解決の過程で得られる知識は関係者の

合意形成の中で適宜使われ, 実践を通して

妥当性を確認し, 全体が少しずつ改良・進化

していくという性質を持っている[1]. したが

って, 問題解決のためには, 問題自体につ

論文
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いての｢知識｣やそれに対する｢個々の人間の

理解や問題設定｣を相互に共有し, 関係者の

知的な相互作用を通して解決策を導出する

(本稿ではこのプロセスを共創と定義する)

というプロセス全体を包括的に支援する枠

組みが求められる.  

本稿では, このように問題解決のために

様々な知識を持った人々が集まったネット

ワーク的な組織をコミュニティと定義する. 

このコミュニティでは多数の属性の違う

人々から構成されるため, 平田らのいう専

門家間のインタラクションのダイナミック

性やコミュニティの構成のフラットさに大

きな特徴がある[2]. 一方, このコミュニティ

の構成員が専門家集団である場合は, 議論

の前提となる専門知識を共有しているため, 

コミュニティ一般を対象とする場合よりは, 

ネットワーク上での共同作業は容易である. 

そうはいっても, 問題解決のためには, そ

れに適した知識創造の｢場｣を用意する必要

がある. この｢場｣の応用としては, 専門家

集団の国際共同研究のために利用すること

を前提とした. 時間的にも空間的にも交流

が非常に困難な物理的に離れた研究グルー

プ同士が協力し, 互いに自由に意見を交わ

すことを考えた.  

近年, ウェブ(World Wide Web)を通して, 

多くの利用者が大量の情報を発信し, 社会

に存在するほとんどの情報がウェブ上に集

積されている. すなわち利用者にとってウ

ェブは共通の情報インフラとなっていると

いえるが, 肝心の情報についての流通には

多種多様な知的財産権の主張が障害となる

ことも少なくない. そこで本研究では利害

関係が少なからず存在する｢国際共同研究に

関わる複数の専門家の知識を有機的に活用

し問題解決をはかるためのウェブ・プラット

フォームを構築すること｣を考えた.  

 現在, このシステムは, 東京大学大学院

新領域創成科学研究科環境学専攻の岩田修

一グループ(日本)とアイオワ州立大学の 

Krishna Rajan 教授グループ(U.S.A.)との間

で, 専門家向けのポータルサイトとして試

験運用されている. 本稿では, その運用実

績も合わせて報告する.  

2. 関連システム 

様々な資源(人・計算機・知識など)を共有

し, 問題解決を試みるシステムとして, 仮

想実験システム (VEML)[3]*1, Information 

Technology Based Laboratory(ITBL)[4]*2, 

Social Networking Service(SNS)[5]*3 などが

挙げられる.  

しかし専門分野の問題解決の際には, VEML

で試みられたように利用可能なデータやモ

デルを駆使し, かつ ITBL で実現したより本

格的な計算環境を実現しなければならない. 

より本質的な課題は, 問題の｢特徴｣を明確

に定義し, 効果的に次善の策でも手がかり

を得るための手順を策定することである. 

このためには, 多くの場合, 計算パラメー

タの調整から補完的な情報の生成に至るま

で, 様々な試行錯誤が必要となる.  

一方で, 利用者に焦点を当てると, 各々

の利用者(専門家)は研究手法や背景知識な

ど異なる特徴を持つため, そのままのデー

タ形式で彼ら/彼女らの情報を統合するだけ

では有用ではないことが多く, 目的に合わ

せた情報の再編が必要である.  

特に, 情報の足りない部分を認知・補完し

たり, ITBLや仮想実験システムのような既往

のアプローチで準備されたデータやシミュ

レーション手法を活用したりしなければな

らない. つまり最終的に問題解決に至るた

めには, データとシミュレーション手法の

共有, プロセスの統合, そして様々なメタ

データ, メタ知識の再利用ができるなど, 

総合的な枠組みを持つ, システムが求めら

れる.  

 
---------------------------------------------------------------- 

*1 コンピュータを用いた物質・材料設計を実現するた

めの, 数値シミュレーション, データベース, 知識情

報処理, 可視化, ヒューマン・インターフェース等の物

質・材料設計のための要素技術を統合化したシステム[3] 
*2 国内に散らばっている計算資源（スーパーコンピュー

タ, ソフトウェア, データベース等）を大容量ネットワ

ーク上に共有化し, 高度なシミュレーション等を行い, 

地理的制約を受けない共同研究が可能な仮想研究環境[4] 
*3 趣味や嗜好, 交友関係, 仕事関係などをウェブ上で

電子的に接続し, 参加者の共創作業による知識の蓄積

をサポートするシステム 
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3. システム実装 

3.1. システムの概念設計 

本国際共同研究で構築した情報システム

では, 共有する情報は問題領域(本稿では材

料分野)の専門家が自ら入力することを前提

とした. これは Wikipediaが編集プロセスを

集中管理することをあきらめた代わりに, 

情報提供と集積のスピードと幅を手に入れ

たことと同様の考え方である.  

そこで入力する情報を(1)コンテクスト

(因果関係, 経時変化), (2)コンテンツ(専門

知識に関するテキスト情報やデータベース

に格納された数値データ), (3)ノウハウ(計

算機資源の活用法), に分類し, その分類に

応じてシステムの概念設計・開発をした. 図

1 に概念図を記す.  

まず(1)コンテクストに分類される情報の

入出力手続きについて述べる. 材料分野で

最も重要な情報である因果関係や経時変化

を的確に処理するため, 入力の際, プロダ

クション・ルール(if A then B)による方向

性を持った表現(有向グラフ)を準備した. 

問題解決を図る専門家にとって, 過去の多

様な場面での情報を遡及的に参照すること

を可能とするためである.  

 こうしたコンテクストの記述にあわせて, 

時々刻々変化する知識を共有し, その中か

ら新たな問題解決を図る｢利用者同士がコミ

ュニケーションを行う場｣を構築した.  

 次に(2)コンテンツに分類される情報の入

出力手続きについて述べる. コンテンツと

して入手可能な情報源に, 専門家の知見が

最も集約されている論文や教科書, 参考書

が挙げられる. これらの情報は限定的な専

門領域において, 最も合理的な知識である

といえる. しかしこれらの膨大な情報の中

から, 個々の問題の解決に適切な知識を抽

出する枠組みが必要となる. 本研究では, 

これらの情報をテキストデータベース(詳

細)およびそのビューア, そして無向グラフ

によるリンクされた知識(俯瞰図)のライブ

ラリとして蓄積し, 提供することにした. 

さらに適用範囲の広い汎用の情報システム

であるデータベースに収録されるデータも

コンテンツとして利用できるように, 関係

代数の操作と等価な論理演算が適用可能な

アプリケーションポータル機能[6]を準用した. 

この機能の採用には開発者の知的財産権へ

の配慮が含意されている.  

最後に(3)ノウハウの代表例としては, 

｢誰かによって確立したと考えられている手

続き｣に基づく計算機シミュレーションの使

い方を考えた. この情報も準備したアプリ

ケーションポータル機能を通して, 利用す

ることができる.  

 

   

図 1. 構築したシステムにおける, 情報の種類に応じたシステムの概念図 
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3.2. システムの説明 

 Virtual laboratoryと銘打った, 今回構築

したシステムの主な機能について述べる(図

2). 上述したように, 利用者はウェブイン

ターフェースを通してシステムを使用する. 

システムは, ｢情報の蓄積・共有の場｣, ｢利

用者同士がコミュニケーションを行う場｣お

よび｢補助ツール｣からなる. そして｢情報の

蓄積・共有の場｣は, 知識・モデルを共有す

るための場と, コンピュータプログラムを

共有するためのアプリケーションポータル

機能から構成される. また｢補助ツール｣と

して, グラフ出力ツール・利用者情報(名

前・連絡先・研究分野・研究協力者など)の

登録/表示機能・チャット・RSS フィードの配

信・メモ帳を備える.  

 3.2.1.以降の節では, それぞれの機能に

ついて詳細を述べる.  

 

3.2.1. 情報の蓄積・共有 

・知識やモデルを蓄積・共有するための場 

 本システムでは, ｢知識やモデルを蓄積・

共有するための場｣を Wikiクローンの一つで

ある PukiWiki©2001-2005 PukiWiki Developers Team. License is 

GPL. [7]を利用して構築した(図 3). Wiki とは, 

ウェブブラウザから誰でもページを新規作

成したり, 既存のページを編集したりする

ことができるコンテンツ管理システムをさ

す. これにより, 利用者はウェブページ上

に自由に知識やモデルを記載し, 参照し,  

 

 

 
 
図 2. Virtual laboratory の主な機能 

 

次のステージへ 
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議論することができる. この場には｢研究テ

ーマ｣・｢共有されたコンピュータプログラ

ム・マニュアル｣・｢利用者のページ｣・｢領域

知識ライブラリ｣の 4 つのディレクトリを用

意した.  

この｢研究テーマ｣ディレクトリ内には, 

3.1.で述べたコンテクスト情報のみならず, 

様々な形式のファイルをアップロードし蓄

積することができる. また広くコンテクス

ト情報をデジタル化するため, プロダクシ

ョン・ルール(if A then B)の A や B にあた

る情報を｢ユニット｣, そしてユニット間を

つなぐ関係性を｢パス｣と定義し, それらの

記述方法として自然言語を採用する. 参加

者の知識はユニットおよびパス(ユニット間

をつなぐハイパーリンク)いう形でシステム

に蓄積される. 図 3にユニットとして蓄積さ

れたページを示す. ページ最下部にはそれ

を利用しているほかのユニットへのパスが

表示される.  

また｢共有されたコンピュータプログラ

ム・マニュアル｣ディレクトリ内には, アプ

リケーションポータルから利用可能なプロ

グラムについての説明と使い方を蓄積する.  

そして｢領域知識ライブラリ｣ディレクト

リ内には, 論文や教科書などから抽出した

テキスト情報や共起頻度分析により構造化

された知識を蓄積する.  

 

・アプリケーションポータル 

 今回, コンピュータプログラム本体を共

有するために, Share Task ©2005 ANCL, Inc.という

コンピュータアプリケーションを使用した. 

｢Share Task｣とは, PC クラスターやイントラ

ネットあるいはインターネットに分散した

計算機のパワーを柔軟に統合することを目

的として設計された自律分散型ジョブ投入

システムである. このシステムは, 利用者

からジョブの登録を受け付ける｢ジョブ仲介

サーバ｣と, ジョブ仲介サーバから自律的に

ジョブを取り込み計算し結果を再びジョブ

仲介サーバに返す｢計算サーバ｣とから構成

される[6].  

 

 

 
 

図 3. 知識やモデルを蓄積・共有する場 

(蓄積された情報の例: 生理食塩水環境下におけるマグネシウム合金の腐食表面変化)

このユニットを利用しているパスを表示 
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Virtual laboratoryシステムにおいてこの

アプリケーションを利用した理由は, 多く

のコンピュータプログラムを共有してもら

うためにも, その開発者の権利を守る必要

があると判断したためである. そのために

システムが提供する｢プログラムの共有機

能｣を, ｢プログラムの共有｣と｢プログラム

の機能のみ共有｣の二つに分類した. 前者の

場合は, プログラムを｢知識やモデルを蓄

積・共有する場｣にて共有し, 利用者はそれ

を自身のコンピュータにダウンロードして

使用することができる. 一方, 後者の場合, 

プログラムそのものは共有しない. プログ

ラム開発者は自身のコンピュータを｢計算サ

ーバ｣として登録することで, プログラムの

機能のみを Share Task を介して利用者に提

供することができる. また Share Task でプ

ログラムを呼び出す際にプログラムの名称

を特定する必要があるため, その名称をあ

る限られたグループにのみ公表することに

すればその構成員だけにプログラムの機能

を提供することが可能となる.  

 現在, ｢計算サーバ｣として登録されたも

のは, 統計用プログラム, および物質・材料

基礎データ Linus Pauling File(LPF)[8]の中

の 2元系化合物のデータの一部を収めたデー

タベースである.  

 

3.2.2. コミュニケーションの場 

問題を解決するために, 蓄積した情報を

検証したり利用者同士の知恵を持ち寄って

議論したりするための基盤システムとして 2

つのシステムを準備した.  

ひとつはリアルタイムでコミュニケーシ

ョンをするための場として, Ajax技術を利用

したチャット機能をサーバ側に用意した. 

Ajaxとは非同期なXML通信を応用した動的コ

ンテンツの手法をさす. チャット機能をサ

ーバ側に用意することで, チャットに参加

していなかった人もその議論の流れを追う

ことができる.  

その一方で, 時系列に沿ったリアルタイ

ム・コミュニケーションではなく, じっくり

と多彩な議論をするためのコミュニケーシ

ョンの場として, 3.2.1.の｢知識やモデルを

蓄積・共有する場｣を利用することにした. 

理由は前述したとおり, システムの利用者

は誰でもページを作成・編集することができ

るため, それぞれの参加者の注目する論題

についてしっかりと意見を交換できるから

である.  

また一方のコミュニケーションの場から

もう一方のコミュニケーションの場をコン

トロールすることが可能であるため, 情報

源となるページを相手に円滑に伝えること

ができる.  

 

3.2.2. 補助ツール 

前述のように, 本システムは｢補助ツー

ル｣としてグラフ出力ツール・利用者情報(名

前・連絡先・研究分野・研究協力者など)の

登録/表示機能・チャット・RSS フィードの配

信・メモ帳を備える.  

 

・グラフ出力ツール 

アプリケーションポータル経由で抽出し

た XMLデータファイルの中から, ユーザにと

って有意なデータを選択し利用するための

グラフ出力ツール(図 4)を構築した. これは

Java アプレットを用いて作成した.  

 

・利用者情報の登録/表示機能 

この機能は, Perlプログラムにより構築さ

れた利用者情報の登録・検索機能(名前・研

究分野・研究協力者・Email アドレス・Skype 
©2007  Skype Limited [9] ID・ウェブページ・写真・

所在地), および Google Maps API[10]を利用し

て構築された登録者情報一覧機能とからな

る(図 5).  
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図 4. グラフ出力ツールの出力例 

 

 

図 5. 利用者の登録・検索機能 
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4. 運用実績 

現在, このシステムを利用している 2つの

研究グループ(東京大学 岩田修一教授グル

ープ(日本)・アイオワ州立大学 Krishna 

Rajan 教授グループ(米国))の特徴, および

各グループにおけるシステム利用者数を下

に示す.  

[岩田修一教授グループ] (利用者数:3)2 

 (http://ilab.q.t.u-tokyo.ac.jp/) 

・ 物質・材料基礎データ LPF を用いた多元

系化合物の規則性抽出 

・ 第一原理的手法による材料設計 

[Krishna Rajan 教授グループ] (利用者数:2) 

(http://mse.iastate.edu/krajan) 

・ 統計分析手法を用いた物質・材料に関す

る規則性の抽出 

 

図 2の右部には運用結果の一部を掲載して

いる. これはアプリケーションポータルを

介して LPFから得られた出力データを, 各々
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図 6. 蓄積された情報の更新回数 
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図 7. アプリケーションポータルを介した

LPF データベースへのアクセス回数 

のグループが解析した結果である. そして

この結果を互いに｢知識やモデルを蓄積・共

有する場｣に記載し, ウェブ上もしくは

Skype にて議論している.  

次に試験運用期間(2006 年 3-12 月)におけ

る, 蓄積された情報の更新回数(図 6), およ

びアプリケーションポータルを介した LPFデ

ータベースへのアクセス回数(図 7)を示す. 

利用は互いの研究の進捗状況に依存するた

め, 短期的には利用頻度は大きく変動して

いるものの, 長期的には安定した利用が期

待できる結果を得ることができた.  

またシステム利用者からの意見を下に記

す. 利点として,  

・ 多様な機能をシームレスに利用でき, 状

況に応じた利用ができた 

・ 従来の掲示板などのシステムとは異なり, 

誰でも知識を系統付けて整理することが

できるため, 論点を明確に議論すること

ができた 

欠点として,  

・ 入力インターフェースが直感的ではない 

などの意見が寄せられた. このように操作

性の面で慎重な意見もあったが, システム

の有用性に対して概ね肯定的な意見となっ

た.  

 

5. 考察 

今回構築したシステムでは, コミュニケ

ーションの場やアプリケーションポータル

機能などをひとつのインターフェース上で

連携させて利用することができるため, 

様々な試行錯誤を伴う知識の生成および検

証を行うための作業環境となっていた. し

かしこのプラットフォームの外にある巨大

な情報システムとの相互運用可能性につい

ては未検討で, 今後の課題である. これか

らの情報コモンズ関係の世界的動向(たとえ

ば Committee on Data for Science and 

Technology (CODATA)[11])に着目しながら, 相

互運用可能性について考える必要がある.  
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6. 結論 

国際共同研究に関わる複数の専門家の知

識を活用し問題解決をはかるために, 次の

機能を持つウェブ・プラットフォームを構築

した.  

- 因果関係, 経時変化といったコンテクス

トを蓄積・共有する場 

- 開発者の権利を守り, 管理コストを低減

し, シミュレーションソフトウェアの有効

利用を促進するためのアプリケーションポ

ータル 

- 専門家間のコミュニケーションの場 

- グラフ出力機能などの補助ツール 

 

本システムを日米間の 2グループで運用し

た結果, それぞれの知的財産権を保護しな

がら, 利用可能なデータ, 知識をゆるやか

に統合し, それらの情報を効果的に専門家

に提供する快適な作業環境となっているこ

とを確認した.  

このシステムは, 本格的な問題解決型情

報システムへと段階的に成長させるための

基盤となると考えている.  
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学術情報の円滑な流通を図るため，国立情報学研究所（NII）の主導のもと，大学などの研究機関

において学術リポジトリの構築が進められている．しかし，学術情報のメタデータ作成は労力が

かかるため，より簡便にメタデータを作成できるツールやサービスの開発が望まれている．本研

究では，学術機関リポジトリの構築支援を目的として，理工系の研究者の間で研究者に広く用い

られているBIBTEX形式のメタデータを，NIIメタデータ記述要素に準拠するメタデータに変換

するシステムを開発する．提案するシステムを利用することで，メタデータ記述の労力を 5分の

1程度に抑えることができる．また，コンパイラ・コンパイラを利用することで，開発の労力を抑

えることができた．

Many universities and other research organizations have proceeded construction of academic

resource repositories under the leadership of National Institute of Informatics (NII). Because it

requires much labor to create metadata contents of academic resources, development of tools or

services enabling to easily create metadata contents is expected. This paper proposes a system

which converts BIBTEXmetadata of academic resources – widely used by researchers in science

and engineering – into NII metadata format in order to support constructions of academic

resource repositories. The proposed system enables to reduce almost four-fifth of workloads of

creating metadata contents. In addition, utilizing compiler compiler to develop the proposed

system reduced the develop cost.

キーワード：メタデータ作成支援，コンパイラ・コンパイラ

Metadata generation support，Compiler compiler
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1 はじめに
国立情報学研究所（National Institute of

Informatics: NII）では現在，国内外の有
用な学術情報資源との連携を目標とした
学術コンテンツ・ポータルの構築を進め
ている[1–3]．国内の大学・研究機関がイン
ターネット上で発信している学術情報資
源の二次情報をデータベース化すること
により学術情報の円滑な流通を図り，各大
学の研究成果を広く世界に発信すること
を支援することを目的としている．各大
学でも機関リポジトリに関する様々な取
組みが行われ[4–6]，NIIが提唱するダブリ
ンコア（Dublin Core: DC）[7]を拡張した
メタデータ記述要素[8] に従ってメタデータ
（JuNii形式）を作成し，メタデータ交換技
術（Open Archives Initiative Protocol for

Metadata Harvesting: OAI-PMH）[9–11]を
通じて NIIにメタデータを提供している．
しかし，メタデータの作成は労力がかかり，
タグに関する知識や記述が不要なツールを
用いても，人手で作業を行うと 1件あたり
5分程度の時間を要する．このため，より
簡便にメタデータを作成できるツールや
サービスの開発が望まれている．
本研究では，学術機関リポジトリの構
築に向けたメタデータの作成支援を目的と
して，BIBTEX形式のメタデータ[12, 13]を，
NIIメタデータ記述要素に準拠する JuNii

形式メタデータに変換するシステムを開発
する．

BIBTEXは，理工系の研究者の間で広く
利用されている文書作成システム TEXに
付随する文献管理システムである．近年，
国立情報学研究所論文ナビゲータCiNii[14]

や，CiteSeer.IST[15]， OXFORD JOUR-

NALS[16] ， American Association for the

Advancement of Science[17]，Association for

Computing Machinery(ACM) PORTAL[18]，
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図 1: Develop flow.

IEEE Computer Society[19] などの様々な
学術情報ポータルにおいて，BIBTEXメタ
データの提供を行うポータルが増加してお
り，BIBTEXの有用性を高めている．提案
するシステムは，BIBTEX形式のメタデー
タを利用することで，最低限の手作業によ
りNIIメタデータ記述要素に準拠するメタ
データを作成することができる．
また，本システムは，コンパイラ・コン

パイラ[20–22]を利用することで開発の省力
化を図っている．コンパイラ・コンパイラ
は，パーサジェネレータとも呼ばれ，実用
的なコンパイラの作成からシステム定義
ファイルの解析などの一般的なテキスト
処理まで，幅広い用途で有用なツールで
ある．著者らはこれまでに，分散並列処
理プログラミング言語 Espaceを提案し，
Javaを基本とするコンパイラ・コンパイ
ラ JavaCC[22]を用いてEspaceのコンパイ
ラを開発した[23]．
メタデータ変換システムの開発にコンパ

イラ・コンパイラを用いる利点は，以下の
3点である．

• プログラムを宣言的に記述すること
ができる． このため，直観的なコー
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<Start> ::= <CompilationUnit> EOF
<CompilationUnit> ::= ( <Document> )+
<Document> ::= "@" <DocumentType> "{" REFERENCE_NAME (

"," ( <Field> ) )+ "}"
<Field> ::= <FieldType> "=" ( ( "\"" | "{" ) <FieldData> (

\verb! "\"" | "}" ) | IDENTIFAR | LETERAL )
<DocumentType> ::= ARTICLE | BOOK | CONFERENCE | ...
<FieldType> ::= AUTHOR | EDITOR | YOMI | TITLE | BOOKTITLE ...

図 2: BIBTEXgrammer in BNF expression.

ディングが可能であり，既にバッカ
スナウア記法（Backus-Naur Form:

BNF）[24]で表されている文法を対象
とする場合，開発の労力を大幅に削
減できる．

• 解析処理部を記述する必要がない．
PerlやC言語など，通常のプログラ
ミング言語を用いてメタデータ変換
システムを開発する場合，字句解析
や構文解析を行う処理部を開発し，
解析対象文書の文法を実装する必要
がある．コンパイラ・コンパイラを
用いることで，字句解析や構文解析
を行う処理部を記述する必要がなく，
解析に関する詳細な知識が無くとも
変換システムを作成することができ
る．

• 様々な形式の言語やファイルの文法
記述ファイルが公開されている．Java-

CCの場合，HTMLやDTDなどから
C/ C++言語や Java言語まで，様々
な文法ファイルが公開されており[25]，
メタデータを開発する際や，開発し
たメタデータ変換システムの移植を
行う際に，それらの文法定義ファイ
ルを利用できる．

コンパイラ・コンパイラを用いたメタデー
タ変換システムの開発は，EndNoteなど
の他の文献情報メタデータを利用する変換

システムや，学術情報に限らず一般のメタ
データ変換システムを開発する際にも有効
なアプローチである．

2 コンパイラ・コンパイラを用い

たメタデータ作成支援

2.1 開発手順
提案するメタデータ作成支援システムの

中核となる変換プログラムの開発手順を図
1に示す．本研究では，開発する変換プロ
グラムを様々な計算機環境で実行できるよ
う，Javaのソースプログラムを出力するコ
ンパイラ・コンパイラ JavaCC[21, 22]を利用
する．また，JavaCCを用いる場合，解析
木に対して変換などの処理を行うが，本研
究では，意味的に冗長性を含む解析木より
も単純な構文木に対して変換処理を行える
よう，JavaCCのプリプロセッサJJTreeを
用いる．
変換元データの文法をもとに，コンパイ

ラ・コンパイラの入力となる JJTree プロ
グラムを作成する．BNF に従って表した
BIBTEXの文法の概要を図 2に，JJTree

ソースプログラムの一部を図 3に示す．図
2および図 3に示すように，JJTreeソー
スコードは，BNF表記に対応する形で宣
言的に記述することができ，図 4に示す
ような解析処理部の Javaソースコードは
JavaCCが自動生成するため，容易に変換
システムを作成できる．また，解析木では
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//BibTeXParser. j j t
options {

STATIC=false ;
LOOKAHEAD=1;
UNICODE_INPUT=true ;...

}
PARSER_BEGIN(BibTeXParser)

public class BibTeXParser {
int nParseErrors=0;
String errorMessage="" ;...

}
PARSER_END(BibTeXParser)
SKIP :
{

" " | "\r" | "\t" | "\n"
}
TOKEN :
{

< LBRACE : "{" >
| < RBRACE : "}" >
| < DOUBLEQUO : "\"" >
| < ATMARK : "@" >
}
TOKEN :
{

< ARTICLE : "article" >
| < BOOK : "book" >
| < CONFERENCE : "conference" >

...
}
SimpleNode Start() #Start :
{ }
{

CompilationUnit() <EOF> { return jjtThis ; }
}
void CompilationUnit() :
{

String error="" ;
}
{

(
{token_source .SwitchTo(DEFAULT);}
( <ATMARK> | <E_AT> )

try{
(

Document()
|

String()
)
}catch(ParseException e){

++nParseErrors ;
System .err .println("Doc error") ;

...
}
void Document() #Document :
{

Token t ;
int i ;...

図 3: Source code example in JJTree ex-

pression

/∗ Generated By:JJTree & JavaCC:
Do not edit this line . BibTeXParser. java

∗/
public class BibTeXParser/∗@bgen( jjtree )∗/

implements BibTeXParserTreeConstants ,
BibTeXParserConstants

{/∗@bgen( jjtree )∗/
protected JJTBibTeXParserState jjtree

= new JJTBibTeXParserState () ;
int nParseErrors=0;
String errorMessage="" ;...
final public SimpleNode Start()

throws ParseException
{

/∗@bgen( jjtree ) Start ∗/
ASTStart jjtn000 = new ASTStart(JJTSTART) ;
boolean jjtc000 = true ;
jjtree .openNodeScope(jjtn000) ;
try {

CompilationUnit() ;
jj_consume_token(0);
jjtree .closeNodeScope(jjtn000 , true) ;
jjtc000 = false ;
{ i f (true) return jjtn000;}

} catch (Throwable jjte000) {
i f (jjtc000) {
jjtree .clearNodeScope(jjtn000) ;
jjtc000 = false ;

} else {
...

}
throw new Error(

"Missing return statement in function"
) ;

}
final public void CompilationUnit()

throws ParseException
{

String error = "" ;
label_1 :
while (true) {

token_source .SwitchTo(DEFAULT) ;
switch ((jj_ntk == −1) ? jj_ntk() : jj_ntk) {
case ATMARK :

jj_consume_token(ATMARK) ;
break;

case E_AT :...

図 4: Source code example generated by

JavaCC

なく構文木に対して処理を行うため，コン
パイラの知識が無くとも容易に変換処理部
の実装を行える．加えて，様々な形式のプ
ログラムコードやデータフォーマットを解
析するパーサも公開されており，実装した
変換処理の移植が容易である．
本システムを構築するために記述した

JJTree形式のプログラムは約700行，生成
した構文木を処理するプログラムが約 200
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図 5: Process flow of the proposed system.

図 6: Screenshot of revising mode.

行であった．また，JavaCCによって生成
されたプログラムは約 6,000行となった．

2.2 提案するシステムの処理手順
本システムを用いてBIBTEX形式のメ
タデータを JuNii形式に変換する手順を図
5に示す．本システムはWebアプリケー
ションとして実装し，ユーザはWebブラ
ウザ上から操作を行う．

表 1: Attribute examples of general BIB-

TEXmetadata.
Attribute

Contentsname
author All author names.
yomi Pronounce of author names
title The item’s title.
journal The journal name carrying the

item.
volumne The volume of a journal or mul-

tivolume book carrying the item.
number The number of a journal, maga-

zine, etc. carrying the item in a
series .

pages The first and last pages of the
item.

url The WWW Universal Resource
Locator that points to the item
being referenced.

year The year when the journal was
published.

表 2: Element examples of JuNii meta-

data.

Element Qualifier Scheme
title Transcription,

Alternative
Creator Transcription,

Alternative
Subject NII
Description
Publisher Transcription,

Alternative
Contributor
Date W3CDTF
Type NII
Format IMT
Identifier URL, ISBN, ISSN,

DOI
Source URL, ISBN, ISSN
Language ISO639-2
Relation URL
Coverage Temporal NII
Rights
Comment
FANO
UserID

まず，ユーザはBIBTEXファイルを変換
システムにアップロードする．また，BIB-
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@article{Nakayama2006a,
author = "中山 茂 and 今別府 孝洋 and 小野 智司 and 飯村 伊智郎",
yomi = "Shigeru Nakayama and Takahiro Imabeppu and Satoshi Ono

and Ichiro Iimura",
title = "量子風進化的アルゴリズムにおける対交換戦略の検討",
journal = "電子情報通信学会論文誌",
volume = "J89-D",
number = "9",
pages = "2134-2139",
year = "2006",
url = "http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j89-d_9_2134

&category=D&lang=J&year=2006&abst=&auth=1"
}

図 7: Example of bibtex data.

TEXファイルには含まれない要素のうち，
全文献エントリに共通する要素（共通要
素）を，Webブラウザのフォームを通じ
て入力し，変換システムに送信する．変換
システムは，前節の手順で開発した変換プ
ログラムを用いて，BIBTEXファイルを解
析した構文木を作成する．変換システムは
次に，構文木およびユーザが入力した共通
要素をもとに，各文献ごとに JuNii形式メ
タデータ案を作成する．
対象とする文献情報が日本語で記述さ
れている場合，文献のタイトルや著者名
のカナ表記（Transcription限定子）が必
要となる．このため本システムでは，日本
語で記述された要素に対して形態素解析を
行い，カナ表記の要素データを生成する．
日本語で記述された要素については，英語
表記（Alternative限定子）も必要となる．
本システムでは，著者名のローマ字表記を
自動的に生成するが，文献タイトルの英語
表記はユーザに入力を依頼する．
作成した JuNii形式メタデータ案を初期
値とするフォームをユーザに提示し，不足
する要素の入力および変換誤りの修正を
ユーザに依頼する．ユーザの修正をもと
にJuNii形式メタデータ案を修正し，XML

ファイルとして出力する．

2.3 要素の一覧
BIBTEXにおける標準的な要素の一覧

を表 1に，JuNii形式における要素の一覧
を表 2に示す．各記述要素については文
献[8]などを参照されたい．JuNii形式に含
まれてBIBTEXに含まれない要素のうち，
UserIDおよび参加組織レコード IDを表す
FANOは，共通要素としてユーザに入力
を依頼する．type要素はBIBTEXにおけ
る文献の種類（article，proceedings，book

など）から，date要素はBIBTEXにおけ
る yearおよびmonth要素から，language

要素はBIBTEXにおけるyomi要素の有無
をもとに生成する．Subject，Identifierお
よびその他の任意の要素は各論文ごとに，
ユーザに入力を依頼する．

3 評価実験
本システムを用いて文献情報エントリ

を 226件含むBIBTEXファイルを変換す
る実験を行った．各文献情報エントリにお
いて，適切に変換された要素数，手動で修
正・入力が必要であった要素数を調べた．
また，システムが変換に要する時間，およ
び，ユーザが修正を行った時間を測定した．
本実験では，日本語で記述された論文

124件および英語で記述された論文 102件
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<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">

<responseDate>2006-11-24T07:37:22Z</responseDate>
<request verb="GetRecord" metadataPrefix="junii"

identifier="oai:ics.kagoshima-u.ac.jp:00002957:S">
http://metasv.nii.ac.jp:80/cgi-bin/oai/oai2.0

</request>
<GetRecord>

<record>
<header>
<identifier>
oai:ics.kagoshima-u.ac.jp:00002957

</identifier>
<datestamp>2006-11-24T16:35:35Z</datestamp>

</header>
<metadata>
<meta xsi:schemaLocation="http://metasv.nii.ac.jp/oai
http://metasv.nii.ac.jp/oai/junii.xsd">
<code>00002957</code>
<userid/>
<fano>FA003647</fano>
<adate>20061124</adate>
<udate>20061124</udate>
<institution>鹿児島大学</institution>
<title>
量子風進化的アルゴリズムにおける対交換戦略の検討

</title>
<title.transcription>
リョウシ フウ シンカ テキ アルゴリズム ニオケル
タイ コウカン センリャク ノ ケントウ

</title.transcription>
<creator>
中山, 茂

</creator>
<creator.transcription>
シゲル, ナカヤマ

</creator.transcription>
<creator.alternative>
Shigeru, Nakayama

</creator.alternative>

...

図 8: Example of derived XML data.

のメタデータを生成した．日本語の文献
における平均著者数は 2.6人，英語で記述
された論文における平均著者数は 2.3人で
あった．
実験結果を図 9に示す．1件の文献情報
エントリあたり，JuNii形式では平均 18.8

要素のデータを記述する必要があったが，
本システムを利用することで平均14.1要素
を正しく生成することができた．正しく生
成することができた 14.1要素のうち，Ti-

tle，Creator，Dateなどの7.1要素はBIB-

TEX形式のメタデータから変換を行い，a-
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Translated correctly

From BiBTEX metadata

Generated by the system

Common elements 14.1

5.0

7.1

2.0

Necessary to
be revised

Necessary 
to be input

2.0

2.7 Average number of 
elements per entry

18.8

図 9: Experimental results.

date，institution，format などの 5.0要素
はシステムが現在の日時などを参照し，自
動的に付加した．FANOおよびUserIDの
2要素は共通要素であり，BIBTEXファイ
ル送信時にユーザが入力した情報をもとに
した．
また，18.8要素のうち，Title – Tran-

scription，Creator – Transcription，Cre-

ator – Alternative など，平均 2.7要素は，
BIBTEX形式のメタデータから変換を行っ
たもののユーザによる修正が必要であった．
これは，形態素解析に用いたChaSenが漢
字かな変換や形態素の認定を誤ることが
あったこと，Creatorの要素において人名
の姓と名の間に空白がない場合に姓名の識
別を行えなかったことなどが原因である．
なお，本実験では日本語で記述された要素
の Transcription限定子において，分かち
書きの正確さは考慮しなかった．形態素解
析における文節の認定結果や，知識ベース
を用いた日本語の分かち書き方式[26, 27]の
利用により，適切な分かち書きを行えると
考える．

Subjectと Identifierに関しては手動に
よる入力が必要であった．本実験で用いた
BIBTEXデータには含まれていなかった
が，BIBTEXデータにおいて url要素を適
切に記述することで，JuNii形式の Identi-

fier要素を自動的に生成することができる
と考える．Subject要素の自動生成は困難
であるが，タイトル内のキーワードの自動
抽出および抽出したキーワードからの研究
分野の推定について，今後検討を行う予定
である．
なお，文献情報エントリ 1件あたりの自

動変換に要する時間は約 0.2秒，修正に要
する時間は約40秒であった．よって，本シ
ステムを用いることで，JuNii形式の要素
のうち，約 8割を自動的に生成することが
でき，従来4，5分程度必要であった入力時
間を 1分程度に短縮できることがわかる．

4 おわりに
コンパイラ・コンパイラ JavaCCを用い

て，BIBTEX形式のメタデータをNIIメタ
データ形式へと変換するシステムを作成し
た．従来は 1件の学術情報につき 5分程度
の時間を費して手作業でメタデータを作成
していたのに対し，本システムを利用する
ことで，手作業で入力する要素は 5分の 1

程度に減少し，約 1分でデータを入力でき
ることがわかった．よって，本システムは
学術機関リポジトリの構築，拡充に貢献で
きると考える．
コンパイラ・コンパイラを用いた変換プ

ログラムの作成は，BNF表記に従って文法
を宣言的に記述することで解析プログラム
を生成できるため，開発効率が高く，様々
な形式の既存データをメタデータ作成へと
活かすための有用なアプローチである．
今後，本システムの運用を開始すると

ともに，他形式からの JuNii形式準拠メタ
データの生成システムの開発や，1次デー
タ，すなわち論文のLATEXソースファイル
からのメタデータ生成システムの開発を行
う予定である．
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お知らせ 
 

情報知識学会第 15 回(2007 年度)研究報告会 発表論文募集について 
 

実行委員長 原田 隆史(慶應義塾大学) 
  
情報知識学会では下記の期日・場所で、総会と共に研究報告会を開催する予定です。 

    期日:   平成 19 年(2007 年) 5 月 25 日(金)～5 月 26 日（土） 
    場所:   国文学研究資料館（http://www.nijl.ac.jp/~koen/tizu.htm） 
                  東京都品川区豊町 1-16-10 
  
研究報告会の発表論文を下記要領で募集いたしますので、学会員の皆様どうぞ奮ってご

応募ください。 
 
１． 募集分野 
(１) 情報知識の構造解析、モデル化、可視化、知識発見 
(２) 情報・知識の表現、生産、組織化、検索、提供 
(３) 電子出版、電子図書館 
(４) マルチメディア、電子ミュージアム 
(５) 用語、シソーラス 
(６) 知識情報の流通と知的所有権 
(７) 専門分野における品質管理、基準化 
(８) その他情報知識学に関連する諸研究・開発 
 
２． 応募方法 
 発表論文題目、著者名(連名の場合、登段発表者に○印)、所属、論文概要(200 字以内)、
連絡代表者の氏名、住所、電話・FAX 番号、電子メールアドレスを明記の上、下記宛にな

るべく電子メールにてお申し込みください。 
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 
            慶應義塾大学文学部図書館・情報学専攻  原田隆史 

              FAX:03-5427-1578 E-mail: ushi@slis.keio.ac.jp 
 
   応募期限     ：2007 年 3 月 23 日（金）(予定) 
   採択可否通知   ：2007 年 3 月 30 日（金）(予定) 
   原稿提出期限   ：2007 年 4 月 27 日（金）(予定) 
 
３． 論文執筆・発表について 
(１) 採択されたものについては論文執筆要領の詳細を別途お知らせいたします。発表論文は

A4 版で 2～6 頁です。4 ページまでは無料ですが、それを超えると有料(2 ページ 2000
円)になります。 

(２) 発表時間は、質疑応答を含めて 30 分を想定しています。なお、論文提出がないと発表

はできません。 
(３) 登段発表者は当学会員に限ります。当日入会も可能です。 
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情報知識学会 ３月の月例懇話会 参加者募集のお知らせ 

                 担当理事 石塚英弘 
 

 下記のとおり月例懇話会を開催いたします。参加を希望される方は石塚 

ishizuka@slis.tsukuba.ac.jp まで事前にメールでお申込みください。会場の

収容定員、準備の都合がありますので、事前登録をお願いいたします。 

 

記 

月 例 懇 話 会 ： 講 演 と 懇 談 の 会 

日時：３月１２日(月) 18 時 00 分～20 時 00 分 

    最初に 30 分～40 分間、講師からお話しいただき、 

    その後、そのテーマで会場の参加者と懇談します。 

講師：横浜国立大学理事、中部大学特任教授 

     長島 昭 先生 

講演題目：「人にはどれだけの科学技術情報が必要か」 

講演概要： 

   現在の社会では、貧富の差は拡大する一方であり、途上国と先進国の差

も拡大しています。その一因は情報の差にあります。私たちが人間らし

く生きていくには、最小限どれだけの科学技術情報が必要なのでしょう

か。そのために私たちは何をすればよいのでしょうか。 

場所：凸版印刷(株) 西館３階パブ・オアシス(収容人数 14～16 人) 

    JR 秋葉原駅 昭和通出口 下車徒歩７分 

会費：千円（当日支払い）（簡単な飲食をご用意いたします） 

参加申込：次の参加申込み書式により 

   事前に ishizuka@slis.tsukuba.ac.jp 宛に主題：月例懇話会参加希望と

してメールでお申し込みください。受付次第、場所の地図等の情報をメ

ールでご案内いたします。なお、定員になり次第、締め切らせていただ

きますので予めご諒承ください。 

---------------------------------------------------------------------- 

＜情報知識学会３月の月例懇話会への参加申込み＞ 

 

ご芳名：  

ご連絡先の名称： 

連絡用メールアドレス： 

---------------------------------------------------------------------- 
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情報知識関係新刊図書一覧 2006 年７～12 月 

 

『情報伝送の理論と方式』 培風館（情報理論とその応用シリーズ5） 4300円 

『情報通信白書 平成18年版』 総務省編 ぎょうせい 2571円 

『個人情報保護関連データ白書 2006』 日本能率協会総合研究所マーケティング・データ・バンク編  

日本能率協会総合研究所  10000円 

『インターネットの法と慣習』 白田秀彰著 ソフトバンククリエイティブ ソフトバンク新書 015 

 700円 

『情報モラル宣言』 久保田裕著 ダイヤモンド社 1500円 

『知性の創発と起源』 鈴木宏昭編 人口知能学会編集 オーム社 3300円 

『インターネット第二の波』- いまアメリカ社会で進行している技術革命 宮本和明著 文芸社 1200 円 

『ペンローズの<量子脳>理論』 ロジャー・ペンローズ著 竹内薫訳・解説 筑摩書房 1400円 

『グーグル・アマゾン化する社会』 森健著 光文社  光文社新書 269 700円  

『ユビキタスでつくる情報社会基盤』 坂村健編 東京大学出版会 2800円 

『ネット時代の著作権と意匠権』 吉原政幸監修 エクスメディア 1480円 

『オントロジー構築入門』 溝口理一郎編 古崎晃司ほか共著 オーム社 2800円 

『進化するネットワーキング』- 情報経済の理論と展開 林紘一郎・湯川抗著 NTT出版 2900円 

『情報理論と符号理論』 濱田昇著 共立出版  2200円 

『情報のさばき方』- 新聞記者の実戦ヒント 外岡秀俊著 朝日新聞社 朝日新書 010  720円 

『低度情報化社会』- Web は本当に進化しているのか？ コモエスタ坂本著 光文社 952円 

『情報理論と符号理論』 G.A.ジョーンズほか著 シュプリンガー・ジャパン 3000円 

『日本人の情報行動 2005』 東京大学大学院情報学環編 東京大学出版会  12000円 

『情報化白書 2006』- 情報化の未来を創る 日本情報処理開発協会編 BCN  6000円 

『中国IT白書 2006-2007』  サーチナ総合研究所企画編集 サーチナ 星雲社  46000円 

『情報考学』 – WEB 時代の羅針盤 213 冊 橋本大也著 主婦と生活社 1600円 

『反情報論』 赤木昭夫著 双書時代のカルテ 岩波書店 1100円 

『バイオメトリックセキュリティ・ハンドブック』 バイオメトリクスセキュリティ・コンソーシアム編  

オーム社 9400円 

『認知科学への招待 2』- 心の研究の多様性を探る 大津由紀雄・波多野誼余夫編著 研究社 

3000円 

『情報通信アウトルック 2007』 情報通信総合研究所編 NTT出版 2200円 

『知のデジタル・シフト』 石田英敬編 弘文堂 3200円 

『教育を変える学校図書館』 塩見昇編著 風間書房  2500円 

 

（注）図書館流通センター刊『週刊新刊全点案内』より収録. コンピュータの技術・操作関連のもの, 

     初心者入門的なもの, またビジネス色の強いものは除外した.         

                                 制作者：平田 周 
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［訃報］ 

 本学会の運営に長年ご尽力くださった理事、株式会社シナジー・インキュベート（賛助

会員）代表取締役社長、菊田昌弘氏は平成 18 年 9 月 14 日に急逝されました。享年 59 歳。

通夜・告別式は同月 15・16 日、学会関係者も参列し、都内でしめやかに執り行われました。 

 同氏は平成 11 年(1999 年)本学会へ入会し、理事に就任されました。以来、企業におけ

る情報知識学の応用の立場から、各般にわたり本学会の運営に貢献されました。とりわけ、

毎年開催される SGML/XML 研修フォーラムでは実行委員を務め、同フォーラムの継続・

発展に寄与されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。 

 

 

［事務局からのお知らせ］ 

        平成 19 年度年会費の納入をお願いします 

 

 平成 19 年度(2007 年 4 月 1 日～2008 年 3 月末日)の年会費を、４月末日までに郵便局ま

たは銀行の下記口座へお振込願います。１年分の年会費は正会員８千円、学生会員４千円

です。前年度分未納のかたは合計額を納入してください。請求書が必要なかたは、その旨、

事務局へお知らせ願います。 

 

 １．振込先（振込手数料はご本人負担でお願いします） 

 

   ａ．郵便振替口座 00150-8-706543 情報知識学会（代表 細野公男） 

   ｂ．三菱東京ＵＦＪ銀行 秋葉原駅前支店 普通預金 3586133 情報知識学会（会長 

      細野公男） 

 

 ２．納入した年月日の確認方法 

 

  情報知識学会から送られた学会誌など、封筒の宛名ラベルをご覧ください。［ ］内に

過去４年間、ご自分の納入日が印字されているので確認できます。  納入年（西暦の下２

桁）、月（２桁）、日（２桁）の６桁です。年会費を滞納している場合は、［未納］と表

示してあります。金融機関へ振り込まれてから事務局へ通知が届き、宛名ラベルに印字、

発送するまで 10 日ほどかかりますので、ご了承ください。 

 

                            情報知識学会事務局 

                                〒110-8560 東京都台東区台東 1-5 凸版印刷㈱内 

                          TEL:03-3835-5692    FAX:03-3837-0368 
                                 E-mail:jsik@nifty.com   URL:http://www.jsik.jp 
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    もの）を提出できるものとする。 

9. 原稿提出期日 

     投稿は随時とする．ただし，特集号などは除く． 

10. 著作権 

10.1 機関誌『情報知識学会誌』に掲載された論文（電子版を含む）の著作権（著作財産権， 

     copyright）は情報知識学会に帰属する． 

10.2 掲載論文は冊子による出版の他，電子的に蓄積し，本会が行う情報提供サービスなどを 

     通じて公開する． 

10.3 本学会誌に掲載された執筆内容が第三者の著作権を侵害するなどの指摘がなされた場 

     合には，執筆者がその責任を負う． 

11. 規定の改訂 

11.1 本規定の改訂は，編集委員会の議を経て，理事会の承認を得なければならない． 

12. 施行 

12.1 本規定は2006年7月1日より施行する． 

12.2 本規定の施行により，現行規定（第5版（暫定板）2003年3月）は廃止する．  

13. 改訂履歴 

    2003年3月19日一部改訂．「10.著作権」に，10.3項を追加． 

    2006年8月 1日一部改訂．投稿手段を郵送から電子メイルに変更． 
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「情報知識学会誌」投稿規定 

2002年8月27日   制  定 

2003年3月19日 一部改定 

2006年8月 1日 一部改定 

0. 情報知識学会誌編集規程による本会機関誌「情報知識学会誌（以下，会誌という）」へ 

   の投稿に関する事項は，この規定の定めるところによる． 

1. 投稿資格 

投稿者の少なくとも1人は本会員でなければならない．ただし，編集委員会による依頼   

原稿の場合にはこの限りではない． 

2.投稿原稿 

2.1 広い意味での情報知識学に関連し，またその発展に貢献するもの（情報／知識の収集， 

    整理，蓄積，検索および各種解析，利用などに関するもの）とする．刊行時におい 

    て未発表の原著でなければならない．本会誌の記事の種類を以下に示す． 

2.2 投稿者は会誌記事の種類を明記して投稿しなければならない．ただし，編集委員会 

    で変更することがある． 

(1) 研究論文（Research Paper）：オリジナルな研究論文で，内容の主要な部分が学 

    術論文として他に公表されていないもの． 

(2) 事例／調査報告（Report）：情報知識学に関連したシステムなどの開発，利用， 

    調査に関するもの．資料も含む． 

(3) 解説／展望（Review）：情報知識に関連した特定分野の論文や学説などを総括， 

    解説，紹介，あるいは技術動向などを展望したもの．技術，研究上の処理，解析 

    方法などに関する解説． 

(4) 論談(Proposal Paper)：情報知識学に関連した新たな意見の表明，提案など． 

(5) 討論(Discussion)：本会誌に掲載された論文についての学術的な討論． 

(6) 研究速報（Notes）：技術，手法，新事実などの簡単な報告． 

(7) 講座(Lecture)：情報知識学の各分野に関する基礎理論，技術の適用などについ 

    て，テーマを定めて系統的に説明するもの． 

(8) 学会記事（News）：本会の事業，運営などの報告，記事，資料など． 

(9) ニュース，お知らせ（News）：ニュース，お知らせ．最近刊行された単行本やモ 

    ノグラフの紹介 

(10) 講演(Lecture)：特別号などにおける講演資料． 

(11) その他：編集委員会が適当と判断したもの． 

2.3 会誌記事の種類のうち，(1)から(6)までは査読を行う．その他については編集委員会 

   で編集を行う． 

3. 投稿原稿 

3.1 原稿の形式 

(1)最初の投稿時 

原則として、以下の体裁で作成された電子ファイル（PDF形式)を電子メイルに添付し
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た投稿とする。体裁は、刷り上り原稿を想定したレイアウト（A4判，2段組，20字× 46

行× 2段）にして、図，表は希望の位置に配置すること．その他の執筆に関する詳細

は「執筆要領」を参照のこと． 

(2) 採択決定後の原稿 

 PDFとその元になったファイル（Word fileなどで編集可能なもの）． 

 3.2 原稿の制限 

(1) 原稿の長さを原則として次のように制限する． 

研究論文，事例／調査報告，解説／展望，論談：刷り上がり20ページ以内 

討論，研究速報，講座：刷り上がり6ページ以内 

ニュース他：刷り上がり2ページ以内 

(2) 冊子体の図原稿（原図）の大きさはA3判を越えないものとする． 

(3) 原則として，図版も含めてモノクロ印刷とする．ただし，カラーでなければなら 

    ない図版を使用する場合は，別途編集委員会と相談する．なお．カラーページや 

    ページを超過する分については，印刷費を著者の全額負担とする．本学会誌は 

J-STAGEから電子ジャーナルとしても公開するので、カラーの図をWeb上の電子付 

録とすることができる。また、冊子体よりもより詳細な図表やさらには動画も電 

子付録とすることが可能である。電子付録はすべて無料で利用できる。 

(4) 使用言語は日本語または英語とする． 

4. 原稿の採否 

投稿原稿の採否は，専門家による査読の後，編集委員会において決定する．  

5. 査読のプロセス 

学会員の中から編集委員会が指名した査読者2名によって査読を行う．内容によっては，

編集委員会は著者に照会し，原稿の修正を求めたうえで，再査読を行うことがある． 

6. 校正のプロセス 

採択が決定した投稿原稿は，掲載原稿として著者に校正を依頼する．著者による校正は

原則として1回とする．その際，字句の修正以外は原則として認めない． 

7. 別刷 

別刷（抜刷）は著者の実費負担とする．希望部数を事務局に申し出ること． 

8. 投稿の手続き 

最初の原稿投稿時には下記のファイルを電子メイルに添付する． 

 8.1 必要ファイル 

    a.投稿原稿整理カード：ホームページからコピーして，必要事項を記入したテキス

トファイル．  

b.論文原稿のPDF形式ファイル（図，表を含む） 

8.2 原稿の送付先 

学会誌編集委員会委員長 E-mail: kunisawa@rs.noda.tus.ac.jp 

  なお、以下の２つのアドレスにもCCメイルとして送ること． 

  学会誌編集委員会副委員長 E-mail: ashino@acm.org 

 情報知識学会事務局 E-mail：jsik@nifty.com  

8.3 原稿の受付 

事務局が原稿を受け取った日を受付日とする．受付の確認を1週間以内に投稿者の連  

絡先にE-mailで通知する．不備のある投稿原稿は返送し，再提出するものとする． 

8.4 著者は査読候補者リスト（５名程度の住所、所属、電子メイルアドレスを記入した 
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情報知識学会誌 編集委員会 

編集委員長  国沢 隆  東京理科大学 
副編集委員長  芦野 俊宏  東洋大学 
編集委員 
 相田 満  国文学研究資料館  石井 守  情報通信研究機構  
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