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1.	
  はじめに
	
  近年、テレビで放送された番組の映像・音声の情報を保存してアーカイブしていく試みがなされて
いる。放送というメディアは電波を用いて一方的に不特定多数の人々に向けたもので、そのコンテン
ツを保存していく試みはあまりなされていなかった。しかし、映像や音声情報の保存技術の進歩につ
れ、放送番組は後世に保存していくべき文化遺産であると考えられるようになってきた。時事的なニ
ュース映像も後の時代には学術研究や批評の対象になることも理由に挙げられる。海外での事例を述
べると、英国放送協会（BBC）では 1936 年から全放送番組を対象にアーカイブが行われており、フ
ランスでも国立視聴覚研究所（INA）がすべての放送番組を管理し、活発な研究利用が行われている。
日本では日本放送協会が（NHK）が 2003 年から番組やアーカイブの整備に取り組んでいる。代表的
なものを挙げると、World Wide Web（WWW）上で公開している「NHK デジタルアーカイブス」
がある。このサービスは NHK が保存している映像や音声をある一定のテーマに沿ったアーカイブと
して公開されており、自由に閲覧できるようになっている。
	
  テレビで放送された映像や音声を WWW 上で公開するディジタルアーカイブが増えて、検索や閲
覧などの利用性の向上が求められるようになってきた。
アーカイブの利用性向上のための手法として、
ディジタルアーカイブ同士の連携がある。ディジタルアーカイブの連携とは、複数のアーカイブから
何らかの関連を持つ所蔵資料のメタデータを収集し、資料の相互運用性を向上させることで関連する
資料の統合検索を可能にし、効率よく情報を入手できるようにする試みである。実際に複数のアーカ
イブからメタデータを収集し、
それらを統合検索できるようにしたシステムをメタアーカイブと呼ぶ。
複数のアーカイブを連携させる上で課題となるのは、記述規則の異なるメタデータの統一と関連する
コンテンツを結び付ける共通語彙の整備である。既存のアーカイブの記述規則を共通化することは現
実的ではなく、個別のアーカイブの要件に則した記述を無視することも適切ではない。
	
  本研究では、既存の放送コンテンツアーカイブを連携して、統合的な検索を可能にしたメタアーカ
イブの構築を行う。そのために個別のアーカイブの記述規則を保持しつつ、コンテンツ同士の関連性
を持たせるためにアーカイブ間で共通するメタデータである主題情報の統合及び放送コンテンツに共
通するテレビ番組情報の Linked Open Data 化を行う。放送情報であるテレビ番組情報と WWW 上
の情報資源であるアーカイブのコンテンツを LOD 化することで、異なるアーカイブのコンテンツで
あってもその関連している情報同士を結びつけることが可能となる。本研究では、放送情報の LOD
化手法及びそれらと結び付けるためのアーカイブのコンテンツのメタデータ記述規則の定義について
述べる。さらに NHK デジタルアーカイブスを対象として、WWW 上の情報資源からメタデータモデ
ルの適用と LOD データセットの作成を行いつつ、作成したメタデータを元に複数のアーカイブのコ
ンテンツを統合的に検索することが出来るメタアーカイブの構築を行う。
	
  以下、2 章では放送コンテンツを公開しているディジタルアーカイブの現状と連携する際の問題に
ついて説明する。3 章ではディジタルアーカイブを連携させるための手法を分析し、連携に必要なメ
タデータについて説明を行う。4 章では 3 章の手法に基づき、放送コンテンツのアーカイブに適した
メタデータモデルの提案を行う。5 章では実際にメタデータモデルを NHK デジタルアーカイブスに
適用した事例を述べつつ、作成したメタデータを利用したメタアーカイブの構築について紹介する。
6 章ではメタデータモデルの提案とメタアーカイブの構築における考察と課題を検討する。7 章では
本研究のまとめを述べる。
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2. 放送コンテンツのディジタルアーカイブとその連携
本章では、本研究で対象とする放送コンテンツのディジタルアーカイブがどのようなものか説明を行
い、それらを連携する上でどのような問題があるか述べる。

2.1 	
  放送コンテンツアーカイブ
	
  アーカイブとは、将来に向けて、文書あるいは記録などのコンテンツの収集・蓄積を行い、それら
を長期に渡って提供するサービス、あるいはそれを行う組織のことである。古文書や公文書などの重
要な文化遺産を後世に保存していくことは文化活動を更に発展させていくための基盤となる上、現代
の文化や歴史を正しく認識することを可能にするなど重要な意味を持つ。アーカイブへの認識が高ま
る中、より長期的にコンテンツを保存していくアーカイブの形としてディジタル技術を用いたディジ
タルアーカイブを作成する事例が増えてきた。
	
  ディジタルアーカイブとは「図書・出版物、公文書、美術品・博物品、歴史資料等公共的な知的資

産の総デジタル化を進め、インターネット上で電子情報として共有・利用できる仕組み」（[1]より引
用）である。また、ディジタルアーカイブには、建造物や遺跡、美術品などの物体をディジタル化し
たものも含まれる。保存の難しい文書や文化財などのコンテンツの情報をディジタル化し、長期に渡
って提供できることがディジタルアーカイブの利点である。
	
  本研究におけるディジタルアーカイブは蓄積されたコンテンツを WWW 上でだれでも自由に検
索・閲覧することができるサービスとして捉える。その中でもテレビやラジオで放送された映像や音
声（放送コンテンツ）を公開しているものを放送コンテンツアーカイブとして定義する。このアーカ
イブは WWW 上にあるサイトでデータベースにアクセスすることで誰でも自由に映像・音声などの
放送されたコンテンツそのものもしくは一部を検索・閲覧することが可能である。
	
  放送コンテンツアーカイブの代表的な事例は、英国放送協会（BBC）[2]とフランスの国立視聴覚研
究所（INA）[3]が挙げられる。イギリス BBC の BBC Archives（図 1 参照）では全放送番組を対象
に保存活動を行っており、2008 年の時点でその量はテレビ番組が 65 万時間、ラジオ番組は 35 万時
間にも上る[32]。INA（図 2 参照）では 2006 年から所有する映像資料、約 10 万番組、1 万時間に及
ぶコンテンツがインターネットを通じて自由に閲覧することが可能となった[32]。
	
  日本でも 2003 年から日本放送協会（NHK）が保存活動を始めており、NHK アーカイブスと呼ば
れる組織で NHK のテレビ・ラジオ番組等の映像・音声の保存を行っている。NHK アーカイブスが
インターネットを通じて公開している NHK デジタルアーカイブス[4]では約 1 万本の映像がテーマ別
に配信されている（図 3 参照）
。
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2.2 	
  放送コンテンツアーカイブの利用と連携
	
  アーカイブは映像や音声などのコンテンツを保存する役割だけでなく、そのコンテンツが利用され
ることも期待されている。特に放送コンテンツアーカイブは映像に興味のある利用者が閲覧されたり
学校教育の場で活用されたりするなど、コンテンツの利用の面からも重要な存在である。放送コンテ
ンツアーカイブが増えていく一方、そのコンテンツを独自の方針で公開・運営しているものが多く、
その検索機能が利用者の要求に応えていない場合がある。例えば、テレビで放送された番組を見て、
番組の映像そのものや関連する映像を視聴したい利用者がいた場合、テレビ番組のタイトルからアー
カイブの検索を行う。テレビ番組に関する情報が紐付けられている放送コンテンツアーカイブならば
検索は容易だが、メタデータの不足から目的の映像を探すことが困難なアーカイブも存在する。特に
テレビ番組の情報から検索するとき、ひとつのアーカイブに限らず、複数のアーカイブへアクセスし
て映像を探すことになる。しかし、同じ放送局で作られたアーカイブであってもそれらを横断して、
検索することが難しいという問題がある。これは日本における放送されたコンテンツの保存に関する
統一的な制度は決まっておらず、放送局の部署毎に Web サイトで放送コンテンツを公開するに留ま
っていることが原因である。
	
  放送コンテンツアーカイブ検索の具体例として、NHK デジタルアーカイブスについて説明を行う。
NHK デジタルアーカイブスではトップページから構成している 6 つのアーカイブをまとめて検索す
ることが可能である。検索方法はフリーワード検索と都道府県名検索の 2 種類を選択することができ
る。一見、統合的に検索することが可能に見えるが、フリーワード検索の場合、各アーカイブの放送
コンテンツのタイトルと概要から全文検索を行っているため、利用者が求める検索結果だけでなく、
関心の薄いコンテンツも表示されてしまう。また、NHK のアーカイブの放送コンテンツにはメタデ
ータとして収録されているテレビ番組情報が付与されているが、この放送情報から 6 つのアーカイブ
を一度にたどることは難しい。図 4 と図 5 は NHK デジタルアーカイブスを構成している「エコチャ
ンネル[5]」と「NHK クリエイティブ・ライブラリー[6]」で公開されているコンテンツのページであ
る。どちらも NHK が放送されたテレビ番組「NHK スペシャル」から抽出された映像であるが、ど
ちらもサイトの構造やテレビ番組のメタデータの記述の仕方が異なるため、関連するコンテンツのペ
ージへのアクセスは出来ない上、トップページからの検索で両者を探すことも困難である。
	
  ディジタルアーカイブの検索の効率をより高める手法としてディジタルアーカイブの連携がある。
ディジタルアーカイブの連携とは、コンテンツの内容や管理方法、提供方法が異なるアーカイブ同士
のメタデータを収集し、アーカイブ間を横断した資料の関連付けを行うことで関連資料の統合検索を
可能にしたサービスとして利用できるようにすることである。アーカイブの連携によって、ひとつの
サービスから複数のアーカイブに対して検索、利用できるようになることが求められる。2012 年に総
務省が公開した「デジタルアーカイブの構築・連携のためのガイドライン[7]」によるとディジタルア
ーカイブを連携させることで、統合的な検索を実現し、ディジタル資料の流通性を高めることで、知
的資産の保存が図れるのみならず、新しい利用方法を生み出す効果があると述べている。
	
  放送コンテンツアーカイブも関連するコンテンツ同士を関連付けさせることで利用者にとって使い
やすいサービスとなることが求められる。しかし、部署毎に放送コンテンツを公開している現状では
同じ放送局であっても連携することが難しい。ディジタルアーカイブの連携を実現するには、ディジ
タルアーカイブそのものの構築から運営方針までいくつかの異なる視点から問題を解決していく必要
がある。その問題の 1 つはディジタルアーカイブのメタデータの相互運用性を高めることである。同
じテレビ番組から作成されたコンテンツが異なるアーカイブで公開されていても、収録番組のメタデ
ータの値が「NHK ニュース」や「NHK ニュース	
  2015 年 8 月放送」と異なっている場合が存在す
る。この場合、テレビ番組に関する語彙が統一されていないために関連するコンテンツであってもリ
ンクすることができなくなっている。ディジタルアーカイブ同士を連携させるためには、メタデータ
5

の記述規則を統一する必要がある。
	
  図 6 はディジタルアーカイブの連携をイメージしたものである。ディジタルアーカイブが公開して
いるコンテンツのメタデータを収集し、統一されたメタデータ記述規則に沿って記述することでシス
テムは 3 つのアーカイブ間を横断した関連資料の統合検索することが可能となる。メタデータを記述
する技術として Linked Open Data（LOD）が用いられる。LOD は定められた定義に則って記述さ
れた様々な情報源のデータがリンクされたデータ集合もしくはそのための技術のことである。
LOD と
して記述されたデータは相互運用性を持ち、他の LOD とも結びつくことが容易となる。[8]
	
  現状の放送コンテンツアーカイブは、詳しいメタデータが記述されているものの記述規則がアーカ
イブ毎に異なるため、
アーカイブ同士の連携を行い、
関連する資料を横断して検索することは難しい。
共通する情報であるテレビ放送の情報は同じ放送局であっても、統一したメタデータは付与されてお
らず、文字列の記述形式の違いからそのままではリンクすることが困難である。本研究では複数のア
ーカイブのメタデータを蓄積し、統合的な検索を可能にするシステムをメタアーカイブシステムと定
義する。既存のアーカイブが所蔵しているコンテンツのメタデータを LOD として記述することで、
複数のアーカイブに対して統合的な検索を行えるようにする。LOD に則って記述され、統一された
メタデータは本来異なるアーカイブのコンテンツであっても、コンテンツ同士の関連性を生み出し、
検索しやすくなる。また、外部 LOD とのリンクを行い、アーカイブのコンテンツと関連する情報を
利用者に提示することも可能となる。メタアーカイブの構築のためには、複数のアーカイブを連携す
るためのメタデータモデルが必要となる。運営する機関や作成者が異なる以上、アーカイブ毎にメタ
データの記述規則も異なっている場合が多いからである。本研究では、放送コンテンツアーカイブを
対象としたメタアーカイブの構築を行うために、独自のメタデータモデルを提案する。
	
  次章では既存の放送コンテンツアーカイブを対象にメタデータの収集と分析を行い、それらを連携
する LOD を用いたメタデータモデルを定義した。

図 4	
 

エコチャンネルの Web ページ

（http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013770773_00000）
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図 5	
 

NHK クリエイティブ・ライブラリーの Web ページ

（http://www1.nhk.or.jp/creative/material/02/D0002040075_00000.html）

メタデータの提供

利用者
検索・閲覧

図 6	
 

統合検索システム
統一された
メタデータ記述規則

ディジタルアーカイブの連携図
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アーカイブA
アーカイブB
アーカイブC

3. 	
  Linked Open Data を利用したメタアーカイブの構築
	
  3 章では Linked Open Data(LOD)を用いた放送コンテンツアーカイブの連携手法としてメタアー
カイブの構築と構築を行うための方法について述べる。

3.1 	
  LOD を利用した放送コンテンツのメタアーカイブ
	
  本研究では、既存の放送コンテンツのメタデータを記述してアーカイブ同士の連携を行う。作成し
たメタデータを集積して、複数のアーカイブのコンテンツに対して検索とアクセスを提供するシステ
ムをメタアーカイブと定義する。図 7 はメタアーカイブシステムのシステム概要図である。既存の放
送コンテンツアーカイブからコンテンツのメタデータを収集し、それらを連携可能にするメタデータ
モデルの定義を行う。異なるアーカイブのコンテンツであっても、記述規則が統一されたメタデータ
によって関連するコンテンツの検索が容易となる。本節では、メタアーカイブの構築に必要なメタデ
ータ記述のための技術と手法について述べる。

情報の提示
メタアーカイブシステム
コンテンツの
メタデータ

放送コンテンツ
アーカイブA

収集

図 7	
 

検索

利用者

放送コンテンツ
アーカイブB

メタアーカイブシステム概要図

	
  放送コンテンツを利用する際に、
利用者が求めている情報とは関連の薄い映像が検索されてしまう、
関連するコンテンツが表示されず検索しにくいといった問題を解決するためにメタデータの記述にセ
マンティックウェブの技術を利用する。セマンティックウェブでは、ウェブ上のデータをより意味的
な情報として構築することで、コンピュータがデータの意味を理解し、人間が求める情報を探し出す
ことが容易となる。異なるアーカイブにある放送コンテンツを、セマンティックウェブの技術に沿っ
て意味的にそのメタデータを記述することで、
関連するコンテンツが探し出せるようになると考える。
	
  初期のウェブは HTML 文書がハイパーリンクによって結び付けられている文書のウェブであった。
それに対して、セマンティックウェブは WWW 上の情報の意味を機械が理解し、人間が情報を探索・
利用することを支援することを目的としたウェブである。セマンティックウェブの実現に向けた試み
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のひとつが Linked Data である。Linked Data は Tim Berners-Lee が 2006 年に提唱した、以下の原
則を基に作成される[9]。

1.
2.
3.
4.

Use URIs as names for things.
Use HTTP URIs so that people can look up those names.
When someone looks up a URL, provide useful information, using the standards (RDF,
SPARQL)
Include links to other URIs. so that they can discover more things.
「Linked Data – Design Issues」より引用

	
  Linked Data はこの 4 つの原則に従って作成され、ある情報資源について記述されたメタデータの
意味を機械が読み取り、他の情報資源との関連を理解することが可能となる。Linked Data は必ずし
もウェブ上でデータが公開され、誰でも自由に使えるようにする必要はなく、メタデータ作成者が自
ら、もしくは所属する組織内でのみ利用するために作成する場合がある。一方、誰でも自由に使える
ように公開している Linked Data を Linked Open Data（LOD）と呼ぶ。LOD として公開されてい
るデータセットは参照方法が標準化されており、誰でも自由に取得・編集することができる。分野の
異なるデータセットでも LOD の技術を用いてリンクすることでより多くの情報を引き出せる。LOD
として公開されているデータセットの例として、Wikipedia の情報を LOD 化した DBpedia[10]や国
立国会図書館が作成した典拠データである国立国会図書館件名標目表（NDLSH）[11]が挙げられる。
	
  本研究では放送コンテンツのメタデータを LOD として作成するために Resource Description
Framework（RDF）のグラフ構造で記述する。RDF は Web 上のリソースに関する情報を明瞭かつ
論理的に表現するデータモデルであり、それを記述する言語体系である[12]。RDF での記述により、
メタデータ内のリソースとリソースの関係を主語（リソース）
・述語（プロパティ）
・目的語（プロパ
テ ィ の 値 ） の ト リ プ ル で 構 成 さ れ る 1 つ の 文 で 表 現 す る こ と が で き る 。 図 8 は 「 URI
“http://example.com/archive1”で識別されるリソースのタイトルはディジタルアーカイブ A である」
というメタデータを表現した RDF グラフである。図中の楕円はリソース、矢印はプロパティ、目的
語となる長方形は値がリテラルであることを示している。

http://example.com/
archive1

dc:title

主語

述語
図 8	
 

RDF グラフ	
  表現例
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ディジタルアーカイブA

目的語

3.2 	
  放送情報と主題情報のメタデータの整備
	
  異なるアーカイブのメタデータの記述規則を統一する場合、放送コンテンツがどのような映像であ
るか示す放送情報や主題情報を整備する必要がある。放送情報とは、映像や音声といった放送コンテ
ンツがどのテレビ・ラジオ番組から収録されたメタデータである。同じテレビ番組で収録されたコン
テンツでも、放送年月日毎に番組内容が異なるため同じリソースのメタデータとして扱うことができ
ない。特に既存の放送コンテンツアーカイブでは番組情報は基本的に文字列であり、同じテレビ番組
であっても全角半角などの表記揺れがあるためそのままの構造では統一することが難しい。図 9 は放
送情報と放送コンテンツアーカイブの関係を図で示したものである[13]。本来、同じテレビ番組シリ
ーズ（ここでは放送年月日は異なるが、放送番組名が同じものを指す）で収録されたコンテンツであ
るが、異なるアーカイブで公開されているので、放送番組名の表記が異なるため、そのままでは同じ
テレビ番組シリーズをメタデータに持っていても、その関連性を示すことができない。本研究ではこ
の放送に関する情報を整備して、LOD として利用しやすい形にすることで複数のアーカイブに対し
て放送情報から関連するコンテンツの検索を可能にする。例えば、
「似通ったジャンルの番組の映像」
や「同時期に放送された番組の映像」といった検索を行うことができれば、利用者は放送情報から関
連するコンテンツへのアクセスが容易になる。
テレビ番組
放送コンテンツアーカイブ

公開

放送コンテンツアーカイブ

収録先

収録先

放送コンテンツ

図 9	
 

公開

放送コンテンツ

放送情報とアーカイブの放送コンテンツの関係

	
  主題情報とは、放送コンテンツに付与されている、検索や利用のために付与されたメタデータであ
る。アーカイブによって項目名は異なるが、キーワードやジャンル、テーマといったメタデータがそ
れにあたる（図 10 参照）
。アーカイブ同士を連携するメタアーカイブを構築する際、キーワードやジ
ャンルなどアーカイブ毎に項目名や値が異なるため、メタアーカイブに共通する主題情報を整理する
必要がある。
	
  本研究では放送コンテンツアーカイブから収集したメタデータから主題情報を示すものを集積し、
分類を行うことでメタアーカイブ統制語彙としてリソースを作成する。
	
  作成する放送情報と主題情報はアーカイブ間での意味を統一するために一般的な単語とその意味を
持つ外部 LOD リソースを用いる。本研究では、作成するメタデータと結び付けるリソースとして日
本語版 Wikipedia を LOD 化した DBpedia Japanese[14]と国立国会図書館が公開している件名標目
表を LOD 化した NDLSH を選択した。DBpedia は単語そのもののページを 1 つのリソースとして
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LOD 化しており、その単語と本研究の放送情報や主題情報を結び付けることで、関連情報が辿りや
すくなる。放送情報の場合、DBpedia へのリンクを付与できるメタデータとして、テレビ番組名・出
演者・制作者が挙げられる。放送コンテンツから番組情報と関連する情報を取得することが可能にな
る。主題情報には DBpedia と NDLSH へのリンクを付与する。この手法を用いて、アーカイブ毎に
異なる主題情報と言葉の意味が一般化されている LOD と紐付けることでメタアーカイブ内での主題
情報の意味を統一する。
放送コンテンツアーカイブ

放送コンテンツアーカイブ

公開

公開

放送コンテンツ

放送コンテンツ

カテゴリー

キーワード

カテゴリー

主題情報
図 10	
 

主題情報とアーカイブの放送コンテンツの関係
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キーワード

3.3 	
  関連研究	
 
	
  ディジタルアーカイブにおける統合検索の先行事例として、ヨーロッパの図書館、博物館、美術館、
文書館等が持つディジタル資料を連携して提供する Europeana[15]がある（図 11 参照）
。Europeana
では絵画や書籍、映画といった異なるメディアのコンテンツを独自のメタデータモデルである
Europeana Data Model（EDM）で管理・統一している。Europeana では各所蔵機関からメタデー
タの提供を受けて、EDM に従ってメタデータを変換し、関連する資料の紐付けを行っている。図 12
は EDM の規則に基づいた RDF グラフで、ふたつの所蔵機関が持っている「モナ・リザ」に関する
所蔵品の関係を記述したものである[16]。EDM では所蔵品そのものに URI を付与し、
edm:ProvidedCHO クラスとして扱う。
「フランス美術総局」と「ルーヴル美術館」では「モナ・リザ」
に関する資料を所蔵しており、そのメタデータの集合体を ore:Aggregation クラスとし、所蔵機関毎
に異なるメタデータを記述している。集合体のクラスは edm:ProvidedCHO クラスに対して、プロパ
ティ edm:aggregatedCHO でその関連性を表している。その結果、異なる機関で作成された「モナ・
リザ」に関する所蔵品はメタデータによってその関連性が記述されることで、コンテンツの統合検索
を容易にしている。
	
  日本におけるディジタルアーカイブ連携の事例として、2013 年に公開された国立国会図書館東日本
大震災アーカイブ（通称：ひなぎく）[17]（図 13 参照）がある。ひなぎくは東日本大震災に関する音
声・動画・写真・ウェブ情報等のディジタルデータや、関連する文献情報を統合的に検索できるポー
タルサイトである。
2014 年10 月15 日時点で39 のデータベースを対象とした横断検索が可能であり、
各ディジタル資料のメタデータは国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述[18]を元に作成され、
統一されている。
	
  このようにディジタルアーカイブの連携は海外で積極的に行われており、日本もまた総務省がガイ
ドラインを公開して連携を行うよう呼びかけている。しかしながら、日本の放送コンテンツアーカイ
ブは他のアーカイブや情報資源と連携されておらず、独自にコンテンツを収集し、公開している現状
がある。上記の事例でも述べたように、ディジタルアーカイブの連携のためにはコンテンツのメタデ
ータの収集を行い、記述規則を統一するためのメタデータモデルの定義が必要だと考えられる。
	
  EDM の場合、ひとつの美術品の概念を URI として付与することで異なる所蔵機関のメタデータを
結びつけた。これにより、現実世界の美術品とインターネット上で公開されているディジタル化され
た同じ美術品を関連する資料として表現することができる。一方、放送コンテンツアーカイブで公開
されている映像や音声はテレビで放送された映像の一部であり、映像ひとつひとつはアーカイブ毎に
独自に抽出されたものである。アーカイブ毎に映像には識別子が付与されているものの同一の映像は
存在しないため、あるコンテンツを概念として捉え、その関連する資料同士を集合体として、その関
係を記述する EDM では放送コンテンツに対して適切ではないと考察する。アーカイブが所蔵してい
る放送コンテンツの元の情報源はテレビ番組の映像である。そのため、アーカイブにある放送コンテ
ンツとテレビ番組の関係を記述するメタデータモデルが必要である。本研究では Europeana と同様
に異なるアーカイブのコンテンツを統合検索できるようにすることを目的としているが、メタアーカ
イブの構築に用いるメタデータモデルは放送コンテンツアーカイブに適した形を提案する。EDM で
は Aggregation クラスを用いて、美術品とそれに関連する情報をリンクしているが、本研究で提案す
るメタデータモデルでは共通する情報であるテレビ番組情報と主題情報の整理を行うことで関連資料
の結びつけを行っている点が異なる。
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図 11	
 

Europeana	
  トップページ（http://www.europeana.eu/）

Europeana

図 12	
 

URI

Europeana Data Model の RDF グラフ
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図 13	
 

国立国会図書館東日本大震災アーカイブ	
  トップページ（http://kn.ndl.go.jp/）
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4. 	
  放送コンテンツアーカイブ連携のためのメタデータモデル
	
  3 章では放送コンテンツのメタデータを用いて、複数のアーカイブを連携したメタアーカイブシス
テムについて述べた。本章では連携のための RDF に基づいたメタデータモデルを説明する。

4.1 	
  放送コンテンツのメタデータモデルの定義
	
  提案するメタデータモデルでは、放送コンテンツアーカイブとその放送コンテンツをリソースとし
てメタデータを記述する。アーカイブとコンテンツの関係を RDF グラフで記述したものが図 14 であ
る。放送コンテンツアーカイブは複数の放送コンテンツから構成されているリソース、放送コンテン
ツ自体もリソースであるとしてメタデータを記述する。ウェブ上にある放送コンテンツのメタデータ
は基本的に文字列で表記されている（図 15 参照）
。そのため、既存のメタデータの構造では関連する
コンテンツ同士を結び付けることが難しい。
放送コンテンツアーカイブ1

Archive1

dc:title

タイトル

図 14	
 

放送コンテンツA

放送コンテンツB

ContentA

ContentB

dcterms:alternative

dc:subject

別名

ジャンル

既存の放送コンテンツとアーカイブのメタデータの構造を表現した RDF グラフ

タイトル・テレビ番組名・放送年月日
概要

カテゴリー・キーワード

図 15	
 

既存の放送コンテンツのウェブページとそのメタデータ

（http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013773004_00000）
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tv:Episode
タイトル
dc:title

別名

rdf:type

放送コンテンツ

dc:date

情報元URL

dc:source

dc:title
tv:identiﬁer

ID

番組タイトル
tv:hasKeyword

tv/vocabulary/キーワード

rdfs:seeAlso

dc:subject

概要

ジャンル
rdf:type

主な出演者

dc:contributor

dc:description

制作者
foaf:name

名前

tv:Keyword

rdfs:label

関連する他LODリソース

図 16	
 

schema:actor

テレビ番組

tv:hasSeries

dc:description

放送年

foaf:name

rdf:type

dcterms:alternative

概要

名前

tv:Series

放送コンテンツアーカイブ

キーワード

本研究で提案するメタデータモデル

	
  図 16 は本研究で定義するメタデータの RDF モデルの全体像である。メタデータモデルを定義する
際の要件として、異なる放送コンテンツアーカイブのメタデータを統合することが挙げられる。2 章
で述べたように、放送コンテンツのアーカイブはメタデータ項目が明確に定められておらず、同じ放
送局であっても記述項目や項目値が異なっている。そのため、放送コンテンツアーカイブで定義され
ているメタデータを分析し、どのアーカイブにも存在する必須の項目が何であるか調査する必要があ
る。このとき、メタデータの記述項目は代表的な放送コンテンツアーカイブである NHK デジタルア
ーカイブスで定義されているメタデータに対して、調査を行った。その結果、放送コンテンツに共通
する必須の項目は、タイトルとサブタイトル（タイトルの別名）
、概要、放送年、コンテンツの取得元
URL、コンテンツの ID、キーワード、テレビ番組であると分析した。この項目は NHK デジタルア
ーカイブスとして構成されている放送コンテンツアーカイブにもそれに値するもの、もしくは類似す
るものがある。このメタデータモデルに基づいたメタデータを記述することで、異なるアーカイブの
コンテンツ同士の関連性を生み出し、リンクすることが可能となる。また、放送情報と主題情報はア
ーカイブ間で記述形式や項目値が異なっているが、図のように本研究で定義する語彙を共通のものと
することで同じテレビ番組やキーワードから統合的に検索することが可能となると考える。
	
  メタデータモデルで定義しているメタデータのプロパティは基本的に Dublin Core（DC）[19]等の
LOD のためのメタデータ語彙を用いる。メタデータ語彙とは、メタデータ記述に用いる項目と項目
値を明確に定めたものである。図 16 のように放送コンテンツのタイトルは dc: title で表すなど、メ
タデータ語彙の中でも広く使用されているものを優先する。広く使用されているメタデータ語彙を用
いることで、LOD として使用されやすくすることも目的としている。放送コンテンツのクラスを指
すためのメタデータ語彙は本研究独自の語彙として tv（名前空間:http://purl.org/net/tv_schema/ns#）
を設定し、表現する。表 1 は放送コンテンツが所持する主なメタデータとそれに適したプロパティと
その値について定義したものである（使用するメタデータ語彙は表 2 参照）
。メタデータを記述する
際、表 1 に該当するメタデータがある場合、その定義に沿うこととする。放送コンテンツのクラスは
tv: Episode として表現するが、放送情報と放送コンテンツの関係に関する説明は次節で述べる。
	
  本研究で提案するメタアーカイブでは表 1 の定義をもとにメタデータを記述していくが、アーカイ
ブ毎にメタデータの記述項目や構造が異なる場合が多い。アーカイブを管理している団体が異なるた
め、そのメタデータの定義や項目数も一律ではないからである。例えば、あるアーカイブでは放送年
月日などの時間情報に関するメタデータを具体的に記述しているが、別のアーカイブでは地名などの
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地理情報のメタデータが具体的に記述されている場合もある。これはアーカイブがある一定のテーマ
（地理や郷土に関する映像や年代別の映像）に沿って作成されている関係上、適切なメタデータが異
なることが理由である。異なるアーカイブを連携するために、表 1 で定義されているメタデータのみ
を記述してしまうと、元のデータと差異を生み出してしまい、本来のアーカイブで付与されたメタデ
ータの欠落や項目の意味の解釈が変わる恐れが出てくる。本研究で定義するメタデータモデルでは、
主要なメタデータに関しては表 2 に準じた語彙や値制約を適用するが、アーカイブ毎に定義されてい
るメタデータ項目をそのまま保持するために、足りない項目に関しては新たにメタデータ語彙を使用
して記述することとする。

表 1	
  基準となる放送コンテンツのメタデータ語彙と記述規則

メタデータ

プロパティ

値タイプ

値制約

URI

tv:Episode

ID

http://purl.org/net/tv/episode/

URL（情報元） dc:identifier

参照値

タイトル

dc:title

文字列

別名

dcterms:alternative

文字列

概要

dc:description

文字列

放送年

dc:date

文字列

ID

tv:identifier

文字列

カテゴリー

tv:hasCategory

構造化

#構造化カテゴリー

キーワード

tv:hasKeyword

構造化

#構造化キーワード

テレビ番組

tv:hasSeries

参照値

http://purl.org/net/tv/series/

YYYY-MM-DD

表 2	
  放送コンテンツのメタデータで使用する名前空間接頭辞

[@NS]
dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms

http://purl.org/dc/terms/

tv

http://purl.org/net/tv/ns#
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4.2 	
  放送情報の構造と LOD 化
	
  本節では、放送コンテンツ共通の情報となる放送情報のメタデータモデルについて説明を行う。放
送情報の中でもテレビ番組の情報を基準にメタデータを記述する。ここでいうテレビ番組とは、テレ
ビで放送された番組のことであり、そのメタデータは番組名、放送時間、放送期間、ジャンル、出演
者、制作者などが挙げられる。
	
  テレビ番組はその番組ごとにリソースが異なるが、同じテレビ番組であってもリソースが同じでは
ない。テレビ放送は一定の時間毎にテレビで放送されるが、その番組内容は放送されて年月日によっ
て異なる。例えば、同じニュース番組であっても 2015 年 1 月 1 日に放送された内容と 2015 年 1 月 2
日に放送された内容は異なっている。番組の構成や番組名、ニュースキャスターといった出演者など
の基本的な情報は放送日時によらず同じであるものの、ニュースの内容や出演ゲストは違うため同じ
リソースとして表現することは難しい。
	
  本研究で提案する番組情報のメタデータモデルは、番組名や放送期間、ジャンル、メインキャスト
などのテレビ番組の基本的な情報をシリーズクラスと定義し、放送内容や放送日時など放送毎に異な
る映像情報をエピソードクラスと定義する。図 17 は NHK のテレビ番組「連続テレビ小説	
  あまち
ゃん」のメタデータを RDF グラフで表現したものである。番組シリーズを表すリソースとそのタイ
トル（dc:title）
、別名（dcterms:alternative）
、ジャンル（dc:subject）
、概要（dc:description）のリ
ソースが RDF トリプルで記述されている。シリーズクラスとエピソードクラスは 1 対 N の関係を持
ち、その関係は tv:hasSeries のプロパティで表現する。
	
  テレビ番組のシリーズは表 3・表 4 のメタデータ記述規則を基に記述する。表 3・4 は簡易記述セッ
トプロファイル（DSP）と呼ばれるメタデータ記述基盤構築事業が提案している書式で、メタデータ
の記述対象と記述項目を定めたものである。表 3 はテレビ番組のシリーズのメタデータ記述項目と規
則を表したもので、表 4 にはテレビ番組シリーズの出演者と制作者のメタデータを構造化メタデータ
で表したものである。表 5 はメタデータ記述規則に使用されているメタデータ語彙の接頭辞である。
基本的に既存のメタデータ語彙を使用しているが、シリーズとその ID には本研究で設定したメタデ
ータ語彙 tv を使用する。

連続テレビ小説
あまちゃん

テレビ番組の基本的な情報
あまちゃん
ドラマ

dc:title dcterms:alternative

dc:subject

番組シリーズ

dc:description

概要

tv:hasSeries
エピソード

エピソード毎に異なる情報
放送日
dc:date
dc:description
放送内容
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図 17	
 

テレビ番組の構造を表した RDF グラフ

	
  エピソードクラスにはアーカイブにおける放送コンテンツのリソースが当てはまる。放送コンテン
ツは放送されたテレビ番組の映像から収録されたものから構成されており、ある時点で放送されたエ
ピソードと同一であると考えられる。図 18 は放送コンテンツアーカイブとテレビ番組情報の関係を
RDF グラフで記述したものである。放送コンテンツ Content A はテレビ番組シリーズ A のエピソー
ドであるので、rdf:type のプロパティでエピソードクラスとして表現する。放送コンテンツをエピソ
ードとみなすことで、テレビ番組シリーズを通じて、他のアーカイブの放送コンテンツと連携するこ
とが可能となる。
放送コンテンツアーカイブ1

テレビ番組A

Archive1

番組シリーズA
tv:hasSeries

放送コンテンツA

ContentA

dc:title

rdf:type

dcterms:alternative

タイトル
図 18	
 

エピソード

別名

放送コンテンツアーカイブとテレビ番組情報の関係を記述した RDF グラフ

表 3	
  テレビ番組シリーズのメタデータ記述構造（簡易 DSP）
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表 4	
  テレビ番組シリーズの出演者・制作者の構造化メタデータ（簡易 DSP）

表 5	
  テレビ番組で使用する名前空間接頭辞

[@NS]
rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms

http://purl.org/dc/terms/

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

schema

http://schema.org/

tv

http://purl.org/net/tv/ns#

20

4.3 	
  放送コンテンツの主題情報の統一
	
  3.2 節では、アーカイブ毎にキーワードやジャンルといった放送コンテンツの主題情報が異なるた
め、メタアーカイブを構築する際に共通する主題情報を整理する必要があると述べた。本節では収集
した主題情報を統合し、アーカイブ間で連携がしやすいようにメタデータを構造化した主題情報のモ
デルについて述べる。
	
  放送コンテンツアーカイブに付与されている主題情報は基本的に「観光」や「世界遺産」などの文
字列である。提案するメタデータモデルは主題情報をリソースとして URI を与えてその構造化を行い、
他 LOD リソースへのリンクを付与する。図 19 は放送コンテンツとその主題情報を RDF グラフで示
したものである。放送コンテンツ A のキーワード「群馬県」はプロパティ tv:hasKeyword で結び付
け、リソースは tv:Keyword クラスとする。キーワードのリソースには dc:title でキーワードの名前を
表現する。また、キーワードに URI を付与することでキーワードと関連を持つ他の実体との関係を記
述することができる。rdfs:seeAlso は主語であるリソースについての情報を提供するリソースを表現
するプロパティであり、DBpedia や NDLSH のリソースへのリンクを記述する。
	
  主題情報の対象となるメタデータは放送コンテンツのキーワードやジャンル、カテゴリーなどが挙
げられる。この主題情報となるメタデータはメタアーカイブの対象となる複数のアーカイブから取得
し、重複や表記揺れの修正を行い、メタデータモデルに当てはめる。4.1 節でアーカイブのメタデー
タ項目はそのまま保持すると述べたが、
主題情報を表すメタデータは本節で提案するモデルを適用し、
主題情報の値は元のまま構造化を行う。

放送コンテンツA

ContentA
tv:hasKeyword
tv/vocabulary/群馬県

rdfs:seeAlso
http://ja.dbpedia/resource/群馬県

図 19	
 

dc:title

群馬県

rdf:type

tv:Keyword

rdfs:seeAlso
http://id.ndl.go.jp/

auth/ndlna/00256765

放送コンテンツと主題情報を記述した RDF グラフ
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5. 	
  メタアーカイブ構築のためのメタデータ作成手法
	
  本章では、Web 上にあるディジタルアーカイブのメタデータを収集し、RDF ファイルへと変換す
るための手法について述べる。

5.1 	
  放送コンテンツのメタデータ取得と変換手法
	
  4 章で述べたメタデータモデルから実際にメタデータの作成を行うとき、以下の手順を行う。
1.

ディジタルアーカイブから放送コンテンツのメタデータを取得する

2.

取得したメタデータを RDF ファイルに変換する

	
  1 の手順を実行する際に、幾つかの問題を解決する必要がある。1 つ目はディジタルアーカイブの
コンテンツのデータを API で取得できるものが少ないという問題である。そのため、メタデータを
Web ページから取得しなければならないが、ディジタルアーカイブのコンテンツ数は数百件から数千
件にも上る。Web ページを閲覧して、データを入力する手作業は時間と労力の関係から現実的ではな
い。この問題を解決するために、本研究では Web ページからメタデータを自動的に取得するプログ
ラムの作成を行う。その具体的な手法は 5.2 節で説明する。
	
  2 の手順では 1 の手順で取得したデータを RDF ファイルに変換を行うプログラムの作成を行う。
このプログラムはメタデータモデルで定義されているメタデータ語彙を選択し、RDF ファイルとして
出力する機能を持たせる。このとき、主題情報と放送情報のメタデータには外部 LOD へのリンクを
付与する。プログラムと出力する RDF ファイルの詳細については 5.3 節で述べる。

5.2 	
  WWW 上にあるアーカイブからのメタデータ取得
	
  放送コンテンツアーカイブのコンテンツのメタデータを取得するために、ウェブスクレイピングを
用いる。ウェブスクレイピングはウェブサイトから情報を抽出するコンピュータソフトウェア技術の
こ と で あ る 。 本 節 で は 、 WWW 上 に あ る ア ー カ イ ブ か ら 自 動 的 に メ タ デ ー タ を 抽 出 し 、
Comma-Separated Value（CSV）フォーマットのファイルとして出力する方法を説明する。
	
  放送コンテンツアーカイブは WWW 上のウェブページとして公開されているため、そのファイル
フォーマットは基本的にマークアップ言語である HTML である。そこでウェブスクレイピングのツ
ールとして、Ruby のライブラリーでマークアップ言語を解析できる Nokogiri[20]を用いた。HTML
要素の抽出を可能にする Nokogiri を用いてメタデータを取得する。また、アーカイブは数百や数千
にも上るコンテンツを公開しているものもあるため、自動でブラウザを操作しウェブページにアクセ
スする必要がある。本研究ではブラウザをプログラムで動かすフレームワークである Selenium
WebDriver[21]を用いた。必要なメタデータを取得するための手順を以下に示す。
1.

放送コンテンツのページの HTML 構造を理解する

2.

取得したいメタデータが含まれている要素を抽出する XPath 構文を決める

3.

放送コンテンツのページへアクセスしてメタデータの抽出を行い、CSV ファイルとして出力す
る

4.

ブラウザの自動操作を行い、3 の手順を全てのコンテンツに対して行う

	
  1・２の手順では、実際にウェブブラウザから放送コンテンツアーカイブのウェブページにアクセ
スを行うことから始める。そして、ウェブページ上に記述されているタイトルや説明文などのメタデ
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ータの確認を行う。取得するメタデータが決定したあと、メタデータが含まれている要素の XPath
構文をブラウザのデベロッパーツールから取得する。図 20 は実際にウェブブラウザからエコチャン
ネルのページ（http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013773004_00000）から
タイトルを含む要素の XPath 構文の取得を行ったときのスクリーンショットである。
	
  3 の手順ではプログラムを用いて、ブラウザを起動して自動で XPath 構文を用いたメタデータの抽
出を行う。XPath 構文を用いて取得した情報は空白除去などの文字列整形を行い、メタデータとして
使用できる要素にする。取得したメタデータは図 21 のように CSV ファイルとして出力する。図 21
は CSV ファイルで出力しているフィールドは「タイトル,収録番組,放送年月日,概要,カテゴリー,キー
ワード,URL」である。このフィールドの値は対象とするアーカイブ毎に異なるため、適宜フィール
ドの要素を変更する必要がある。
	
  4 の手順では 3 の手順をアーカイブの全ての放送コンテンツのページに適用する。アーカイブには
動画一覧ページ（図 22 参照）があるため、Nokogiri を用いてコンテンツの URL を取得することが
可能となる。Selenium WebDriver を用いて取得した URL から各ウェブページにアクセスし、メタ
データを取得する処理を繰り返す。
	
  上記の手順を放送コンテンツアーカイブ毎に適用することで必要なメタデータの取得することがで
きる。

図 20	
 

ウェブブラウザのデベロッパーツールの使用例

図 21	
 

出力した CSV ファイル
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図 22	
 

アーカイブの動画一覧ページ
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5.3 	
  RDF ファイルの記述と外部 LOD へのリンク作成
	
  本節では、5.2 節で出力した CSV ファイルを LOD として利用するために RDF ファイルへと変換
する手法を説明する。
	
  本研究では RDF 記述形式として RDF/TURTLE 形式を選択した[22]。TURTLE とは RDF の標準
フォーマットのひとつであり、その標準仕様は World Wide Web Consortium（W3C）の勧告となっ
て い る 。 図 23 は RDF/TURTLE で 記 述 さ れ た RDF ト リ プ ル で あ り 、「 URI”
http://example.com/arhive1”で識別されるリソースのタイトルはアーカイブ A である」ことを示して
いる。このフォーマットに則って、放送コンテンツや放送番組のメタデータの RDF ファイルを作成
していく。

<http://example.com/arhiveA> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> “アーカイブ A”.
図 23	
 

RDF/TURTLE で記述されたトリプル	
  例

	
  5.1 節で出力したメタデータを具体例として RDF ファイル作成手順の説明を行う。RDF ファイル
の作成にあたって、以下のような手順を行った。
	
  まず取得したメタデータをモデルに当てはめ、記述項目と規則を定義する。今回出力したメタデー
タは 4.1 で定義したメタデータモデルの項目に充足するので、新たにメタデータ語彙を選択し、項目
名の追加を行う必要はない（表 7 参照）
。
	
  次に CSV ファイルを読み込み、RDF/TURTLE ファイルに変換を行うプログラムを記述する。RDF
ファイルを記述するとき、名前空間接頭辞の宣言後、表 6 のフォーマットに沿ったトリプルの記述を
行う。プログラム中の処理でメタデータ「キーワード」と「カテゴリー」は主題情報として、他 LOD
である DBpedia と NDLSH へのリンクを作成する。
	
  リンクを作成するために RDF クエリ言語 SPARQL[23]を用いてウェブにある LOD データセット
へアクセスを行う。
SPARQL はグラフパターンをクエリとして記述しグラフパターンに一致するデー
タの検索を行う。図 24 は DBpedia のデータセットに指定するキーワードをラベルに持つリソースが
存在するか問い合わせ、その値を boolean 値で取得するクエリである。DBpedia のリソースの URI
は” http://ja.dbpedia.org/resource/◯◯”で表記されているので、true が返ってきた場合は◯◯にキー
ワード名を入れて URI として表現することとする。NDL もまた図 24 のクエリを用いて、boolean 値
を取得するが、NDL はラベルが同じリソースを複数もつ場合がある。これは件名標目表の中で標目
名と書名が一致しているリソースがあるから・・・である。そのため、DBpedia で用いたような boolean
値を取得するだけではリソースの URI を表現することが出来ない。NDL のリソースの URI
は”http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00571539”のように ID が付与されているので、URI を取得する必
要がある。図 25 は NDL のデータセットから boolean 値を取得するクエリと URI を取得するクエリ
である。まず boolean 値を取得するクエリを問い合わせたあと、true が返ってきた場合 URI を取得
するクエリを問い合わせることで NDL とのリンクを作成する。
	
  図 26 は記述したプログラムを実行して出力したファイルの一部である。キーワードの構造は 4.3
節の主題情報のデータモデルを適用している。本研究では、出力したファイルのフォーマットを基準
として放送コンテンツのメタデータの RDF ファイルを記述していくこととする。
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表 6	
  5.1 節で出力したメタデータのプロパティと値

メタデ
ータ

プロパティ

URI

tv:Episode

URL

dc:identifier

値
http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000
http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D001377
3004_00000

タイトル dc:title
コウノトリがよみがえる里 (1)
dcterms:alternat
別名
ive
概要

dc:description

2005 年秋…を見つめます。

放送年

dc:date

2006-08-27

ID
カテゴ
リー
キーワ
ード
テレビ
番組

tv:identifier

D0013773004_00000

tv:hasCategory

里山・里海 (農林水産業),農業 (農林水産業)

tv:hasKeyword

兵庫県,共生,絶滅危惧種/絶滅種,里山,コウノトリ,水田

tv:hasSeries

NHK スペシャル

PREFIX dbp: http://ja.dbpedia.org/resource/
PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
ASK WHERE{ dbp:#{キーワード} rdfs:label ?o }
図 24	
 

キーワードをラベルに持つリソースが DBpedia に存在するか問い合わせるクエリ

# キーワードが存在するか問い合わせるクエリ
PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
ASK WHERE{ ?o rdfs:label "#{キーワード}" }
#キーワードをラベルに持つリソースの URI を取得するクエリ
PREFIX rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
SELECT ?o WHERE{ ?o rdfs:label "#{キーワード}" }
図 25	
 

NDL にキーワードをラベルに持つリソースが存在するか問い合わせるクエリとそのリ
ソースの URI を取得するクエリ
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@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix tv: <http://purl.org/net/tv/ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> rdf:type tv:Episode.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:identifer "D0013773004_00000".
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> dc:title "コウノトリがよみがえる里 (1)"@ja.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> dc:description "2005 年秋、兵庫県豊岡市で 5 羽のコウノトリが自然界に放たれました。兵庫県豊岡市
は日本で最後まで野生のコウノトリが生息していた場所です。かつては人々の傍らに暮らしていたコウノトリですが、生息環境の悪化から 1971 年、豊岡を
最後に日本から野生のコウノトリが絶滅しました。豊岡では、40 年以上前からコウノトリの人工繁殖に取り組み、人とコウノトリが共生できる里山環境の
再生を目指してきました。コウノトリ復活を夢見て取り組んできた人々と、よみがえり始めた豊岡の里山を見つめます。"@ja.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> dc:date "2006/08/27".
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> dc:source <http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013773004_00000>.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasCategory <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海> rdfs:label "里山・里海".
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/里山>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山・里海> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/01072661>.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasCategory <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業> rdfs:label "農業".
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/農業>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/農業> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00568603>.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県> rdfs:label "兵庫県".
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/兵庫県>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/兵庫県> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00259339>.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/共生>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/共生> rdfs:label "共生".
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/共生> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/共生>.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/絶滅危惧種/絶滅種>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/絶滅危惧種/絶滅種> rdfs:label "絶滅危惧種/絶滅種".
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山> rdfs:label "里山".
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/里山>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/里山> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/01072661>.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ> rdfs:label "コウノトリ".
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/コウノトリ>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/コウノトリ> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00566590>.
<http://purl.org/net/tv/episode/D0013773004_00000> tv:hasKeyword <http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田> rdfs:label "水田".
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/水田>.
<http://www.nhk.or.jp/tv/vocabulary/水田> rdfs:seeAlso <http://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00571539>.

図 26	
 

RDF/TURTLE 形式で記述された「コウノトリがよみがえる里(1)」のメタデータ
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6. 	
  適用事例	
  〜NHK デジタルアーカイブスのメタアーカイブ構築〜
	
  本研究では、提案するメタデータモデルをもとに複数のアーカイブを連携したメタアーカイブの構
築を目指す。その適用事例として、NHK デジタルアーカイブスが保有する放送コンテンツに対して
メタデータの LOD 化を行った。

6.1 	
  対象とするアーカイブ	
  〜NHK デジタルアーカイブス〜
	
  本研究では NHK が保有する放送コンテンツを公開している NHK デジタルアーカイブス
（NHK-DA）を対象にメタデータの作成を行う。2.1 節でも説明を行ったが、NHK-DA では約 1 万
本の映像をテーマ別に下記 6 つのアーカイブで配信している。
•

戦争証言アーカイブス

•

東日本大震災アーカイブス

•

エコチャンネル

•

NHK 映像マップ	
  みちしる

•

NHK クリエイティブ・ライブラリー

•

みのがし	
  なつかし

	
  戦争証言アーカイブスでは、戦争体験者の証言動画や関連する「番組」
、
「日本ニュース」
、
「戦時録
音資料」を視聴することができる[24]。放送コンテンツにあたるのは証言動画、日本ニュース、戦時
録音資料である。これらのメタデータをモデルに適用して RDF ファイルとして記述する。

図 27	
 

戦争証言アーカイブス（http://www.nhk.or.jp/shogenarchives/）
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  東日本大震災アーカイブスは 2013 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災に関する証言やニュースな
どの動画を地図上から選んで見ることができるサイトである[25]。主な放送コンテンツとして証言映
像と復興映像があり、それらのメタデータを記述する。

図 28	
 

東日本大震災アーカイブス（http://www9.nhk.or.jp/311shogen/）

	
  エコチャンネルは NHK の環境情報専門の動画サイトである[5]。最新のエコビジネス情報や持続可
能なエコライフの魅力、大自然の恵みを実感できる生き物たちの映像などのコンテンツを楽しむこと
ができる。
	
  2014 年 12 月 18 日時点で、41 本の番組から収録された動画は 370 本存在しており、それらのメタ
データの収集を行った。

図 29	
 

エコチャンネル（http://www.nhk.or.jp/eco-channel/）
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  NHK 映像マップ	
  みちしるは「新日本風土記」などのテレビ番組や NHK が保存している歴史的
映像から厳選した日本の映像を視聴できる動画配信サービスである[26]。コンテンツを地図とマッピ
ングしており、地図から検索することやジャンルやキーワードから動画を検索することも可能となっ
ている。2013 年 12 月 25 日時点での動画の本数は 2495 本あり、スクレイピングを行いそのメタデー
タの収集を行った。

図 30	
 

NHK 映像マップ	
  みちしる（http://www.nhk.or.jp/michi/）

	
  NHK クリエイティブ・ライブラリーは NHK アーカイブスの番組や番組素材から切り出した映像
や音声を視聴者の創作活動や表現に利用できるように「創作用素材」として提供するサービスである
[6]。2014 年 11 月 26 日時点での動画の本数は 5097 本あり、それらのメタデータの収集を行った。

図 31	
 

NHK クリエイティブ・ライブラリー（http://www1.nhk.or.jp/creative/）
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  みのがし	
  なつかしは NHK が放送した番組やニュースを年代、ジャンルなどから検索・閲覧する
ことができるサービスである。
	
  2014 年 12 月 30 日時点でのコンテンツの本数は 1933 件あり、そのコンテンツの種類はニュース映
像とテレビ番組があり、それら 2 つのメタデータの収集を行った。

図 32	
 

みのがし	
  なつかし（http://www.nhk.or.jp/archives/search/onair/）

6.2 	
  テレビ番組情報のメタデータ構築
	
  テレビ番組情報のメタデータを作成するために「みのがし	
  なつかし」が公開しているテレビ番組
情報を用いる。
	
  図 33 はみのがし	
  なつかしテレビ番組のウェブページ「連続テレビ小説	
  あまちゃん」に記載さ
れたメタデータの一部である。5.1 節で説明を行ったスクレイピング手法を用いて取得したメタデー
タが表 7 となる。4.2 節で定義したメタデータ記述構造をもとに表 7 のメタデータを適用する。シリ
ーズ ID となる値は URL の値「das_id=」の後方につく値とする。この値は NHK-DA 共通の ID と
なっており、リソースの URI にも使用する。
「連続テレビ小説	
  あまちゃん」の場合は URI に付与さ
れている値「D0009050069_00000」として定義するとともに、放送コンテンツのリソースの URI は
「http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000」となる。この記述構造を元に 5.2 節で述べた
RDF 化手法を用いて作成した RDF/TURLTE ファイルが図 34 である。実際に作成したテレビ番組の
リソース数は 1552 個となり、このデータを用いて放送コンテンツ同士の連携を行う。
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図 33	
 

みのがし	
  なつかしが公開しているテレビ番組の情報

（http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009050069_00000）

表 7	
  「連続テレビ小説	
  あまちゃん」のメタデータ詳細

URL

http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009050069_00000

タイトル

連続テレビ小説	
  あまちゃん

ジャンル

連続テレビ小説

放送期間

2013 年

番組放送年

2013 年

番組詳細

夏休み。母・春子（小泉今日子）に連れられ、東京から初めて北三陸にやってきたヒ
ロイン・天野アキ（能年玲奈）は、祖母・夏（宮本信子）と出会う。現役の海女を続
ける祖母は、人生で初めて出会った「カッコいい！」と思える女性だった。
「私、海
女になりたいかも…」
。祖母に憧れて海女を目指すアキは、やがて地元アイドルに。
ヒロインの笑顔が元気を届ける人情喜劇。脚本家・宮藤官九郎が故郷の東北を舞台に
描くオリジナル作品。

主な出演者

能年玲奈、小泉今日子、宮本信子、杉本哲太、渡辺えり

原作

宮藤官九郎
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<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> rdf:type tv:Series.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> tv:identifer "D0009050069_00000".
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:identifer <http://cgi2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009050069_00000>.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:title "連続テレビ小説	
  あまちゃん"@ja.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dcterms:alternative "あまちゃん"@ja.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:description "夏休み。母・春子（小泉今日子）に連れられ、東京から初めて北三陸にやってきたヒロ
イン・天野アキ（能年玲奈）は、祖母・夏（宮本信子）と出会う。現役の海女を続ける祖母は、人生で初めて出会った「カッコいい！」と思える女性だった。
「私、海女になりたいかも…」
。祖母に憧れて海女を目指すアキは、やがて地元アイドルに。ヒロインの笑顔が元気を届ける人情喜劇。脚本家・宮藤官九郎
が故郷の東北を舞台に描くオリジナル作品。"@ja.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:date "2013".
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dcterms:temporal "2013".
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/あまちゃん>.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:subject "連続テレビ小説".
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈>.
<http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈> rdf:type foaf:Person.
<http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈> foaf:name "能年玲奈".
<http://purl.org/net/tv/person/能年玲奈> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/能年玲奈>.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子>.
<http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子> rdf:type foaf:Person.
<http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子> foaf:name "小泉今日子".
<http://purl.org/net/tv/person/小泉今日子> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/小泉今日子>.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/宮本信子>.
<http://purl.org/net/tv/person/宮本信子> rdf:type foaf:Person.
<http://purl.org/net/tv/person/宮本信子> foaf:name "宮本信子".
<http://purl.org/net/tv/person/宮本信子> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/宮本信子>.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太>.
<http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太> rdf:type foaf:Person.
<http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太> foaf:name "杉本哲太".
<http://purl.org/net/tv/person/杉本哲太> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/杉本哲太>.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> schema:actor <http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり>.
<http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり> rdf:type foaf:Person.
<http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり> foaf:name "渡辺えり".
<http://purl.org/net/tv/person/渡辺えり> rdfs:seeAlso <http://ja.dbpedia.org/resource/渡辺えり>.
<http://purl.org/net/tv/series/D0009050069_00000> dc:contributor <http://purl.org/net/tv/person/宮藤官九郎>.
<http://purl.org/net/tv/person/宮藤官九郎> rdf:type foaf:Person.
<http://purl.org/net/tv/person/宮藤官九郎> foaf:name "宮藤官九郎".

図 34	
 

「連続テレビ小説	
  あまちゃん」のメタデータの RDF/TURTLE ファイル
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6.3 	
  NHK-DA メタアーカイブのメタデータ記述規則
	
  本研究では、4.1 節で述べたメタデータモデルをもとに NHK-DA の各アーカイブの放送コンテンツ
の記述規則を定義して、RDF ファイルの作成を行った。結果から述べると、各アーカイブの記述項目
こそ差異はあるものの、本研究で定義した主要なメタデータ項目は各アーカイブに適用できたので、
メタデータの統合ができたといえる。本節では定義した各アーカイブのメタデータ記述規則について
説明を行う。
	
  戦争証言アーカイブスの放送コンテンツのメタデータには多数のメタデータが記述されているため、
提案したメタデータモデルの項目だけでは RDF ファイルを作成することが難しい。特に映像に対し
て、セグメント毎に再生テキストが付与されているため、セグメントをクラスとして宣言し、構造化
を行う。また、足りない項目はメタデータ語彙を新たに宣言し、構造化を行う必要がある。
	
  表 8 はメタデータの記述構造に使用する名前空間接頭辞、表 9・表 10 は戦争証言アーカイブスの放
送コンテンツメタデータの記述規則である。地理情報や収録年月日など足りない項目はメタデータ語
彙 vCard Ontology[27]と FOAF[28]を利用した。セグメントを記述する際、tv:Segment クラスを新
たに宣言し、メタデータの構造化を行った。

表 8	
  戦争証言アーカイブスの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞

[@NS]
rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms

http://purl.org/dc/terms/

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

v

http://www.w3c.org/2006/vcard/ns#

tv

http://purl.org/net/tv/ns#

schema

http://schema.org/

表 9	
  戦争証言アーカイブスの放送コンテンツのメタデータ記述規則
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表 10	
  戦争証言アーカイブスの放送コンテンツのメタデータ記述規則	
  構造化メタデータ

	
  東日本大震災アーカイブスの放送コンテンツもまたセグメント構造となっているため、セグメント
メタデータの構造化を行う必要がある。表 11 はメタデータの記述構造に使用する名前空間接頭辞、
表 12 は東日本大震災アーカイブスの放送コンテンツメタデータの記述規則である。市町村・登場人
物のメタデータを記述するために vCard Ontology と FOAF を利用する。登場人物のメタデータはテ
レビ番組の出演者・制作者のメタデータの構造化と同様の構造とする。

表 11	
  東日本大震災アーカイブスの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞

[@NS]
rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms

http://purl.org/dc/terms/

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

v

http://www.w3c.org/2006/vcard/ns#

da

http://purl.org/net/da/ns#

schema

http://schema.org/

35

表 12	
  東日本大震災アーカイブスの放送コンテンツのメタデータ記述規則
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  エコチャンネルの放送コンテンツのメタデータは 5.2 で実際にメタデータを作成したように項目が
充足しているので、メタデータモデルをそのまま適用する。表 13 はメタデータの記述構造に使用す
る名前空間接頭辞、表 14 はエコチャンネルの放送コンテンツメタデータの記述規則である。
表 13	
  エコチャンネルの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞

rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms

http://purl.org/dc/terms/

tv

http://purl.org/net/tv/ns#

表 14	
  エコチャンネルの放送コンテンツのメタデータ記述規則
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  NHK 映像マップ	
  みちしる（みちしる）の放送コンテンツには多数のメタデータが付与されてい
る。そのため、本研究で定義するメタデータモデルの語彙では記述できないプロパティが存在する。
表 15 はみちしるのメタデータを記述する際に用いる名前空間接頭辞で表 16 はメタデータ記述規則で
ある。みちしるのコンテンツには、動画 URL・サムネイル・撮影地・都道府県・緯度・経度といった
メタデータ項目が存在しており、これらを記述する際にメタデータ語彙 tv 及び vCard Ontology と
Basic Geo(WGS84 lat/long) Vocabulary[29]、FOAF を利用する。
表 15	
  NHK 映像マップ	
  みちしるの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞

[@NS]
rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms

http://purl.org/dc/terms/

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

v

http://www.w3c.org/2006/vcard/ns#

wgs84_pos

http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#

tv

http://purl.org/net/tv/ns#

表 16	
  NHK 映像マップ	
  みちしるの放送コンテンツのメタデータ記述規則
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  NHK クリエイティブ・ライブラリー（クリエイティブ・ライブラリー）の放送コンテンツのメタ
データをデータモデルに適用する。表 17 はクリエイティブ・ライブラリーのメタデータを定義する
ときに使用する名前空間接頭辞、表 18 はメタデータの記述規則である。この記述規則を用いて、メ
タデータの RDF ファイルを作成する。クリエイティブ・ライブラリーの放送コンテンツは提案した
メタデータモデルと適応するものが多いが、異なる項目として副題・関連する素材が挙げられる。副
題は DC タームズのプロパティの dcterms:alternative を用いる。関連する素材つまり関連コンテン
ツは「tv:isRelatedTo」プロパティを定義してリソース同士の関係を表現する。

表 17	
  NHK クリエイティブ・ライブラリーの放送コンテンツで定義する名前空間接頭辞

[@NS]
rdfs

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

dc

http://purl.org/dc/elements/1.1/

dcterms

http://purl.org/dc/terms/

tv

http://purl.org/net/tv/ns#

表 18	
  NHK クリエイティブ・ライブラリーの放送コンテンツのメタデータ記述規則
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6.4 	
  NHK-DA 統制語彙の作成
	
  NHK-DA のメタアーカイブを構築する際に、4.3 で説明を行った主題情報のデータモデルを用いて
共通の主題情報を定義する。
	
  NHK-DA の放送コンテンツには主題情報としてカテゴリー、キーワード、テーマなどのメタデー
タが付与されている。しかし、その記述規則はアーカイブ毎に異なり、同じ意味の単語でも関連付け
られていない。そこで NHK-DA の主題情報となるメタデータを収集し、URI を付与してリソースと
して作成する。その主題情報を持つ語彙を NHK-DA 統制語彙として定義し、その作成手法を述べる。
そのために NHK-DA の主題情報のメタデータを全て収集する。3 つのアーカイブからメタデータを
収集し、そのキーワード数と他の LOD とリンクすることが出来るキーワード数を集計し、表 19 にま
とめた。

表 19	
  3 つのアーカイブのキーワード数と他 LOD とのリンク可能な数

アーカイブ名

エコチャンネル

みちしる

クリエイティブ・
ライブラリー

総キーワード数

335

255

7326

DBpedia にある単語数

312

205

5121

NDL にある単語数

212

131

1649

両方と合致する単語数

212

131

1619

	
  上記 3 つのアーカイブに戦争証言アーカイブスのキーワードを加え、集計した結果、総キーワード
数は 8007 個となった。これに対し、重複除去すると 7957 個となる。全角英数字と半角英数字が混在
しているので、半角英数字に統一・重複除去を行った数は 7951 個となった。キーワードの中には◯
◯（よみがな）などキーワードの後ろに括弧が付いているものも存在したので、括弧を除去し、更に
重複除去した結果、7941 個となった。残った単語に対して、LOD へのリンクが可能か調べたところ
最終的に DBpedia が 5635 個、NDL が 1846 個となった。両方と合致する単語は 1814 個である（表
20 参照）
。
表 20	
  NHK-DA 全体での総キーワード数とリンク可能な数

総キーワード数

7941

DBpedia にある単語数

5635

NDL にある単語数

1846

両方と合致する単語数

1814

上記 7941 個の単語を NHK-DA 統制語彙としてリソースの作成を行う。リソースの URI
は”http://purl.org/net/tv/vocabulary/”を基準として、rdfs:label プロパティで単語名を付与する。放送
コンテンツに主題情報を付与する場合、構造化を行い、tv:Keyword もしくは tv:Category クラスとし
て扱う。
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6.5 	
  メタアーカイブシステムの構築
	
  作成したメタデータを用いて、複数のアーカイブへの統合的な検索を可能にしたメタアーカイブシ
ステムの開発を行った。
	
  本システムは Web ブラウザ上でコンテンツの検索・閲覧を行う Web アプリケーションとして開発
を行った。図 35 はシステムの構成を表した図である。

メタアーカイブシステム
要求

コントローラー

外部LODリソース
DBpedia Japanese
http://ja.dbpedia.org/sparql

生成

request

検索

Web
ページ

情報の提示

response

request

利用者

RDFレポジトリ
response

NDLSH
http://id.ndl.go.jp/auth/ndla?
query=

メタデータの収集・変換・蓄積

NHKデジタルアーカイブス
エコチャンネル

図 35	
 

みちしる

システム概要図

	
  本システムは、アプリケーション利用者が入力された検索クエリやキーワードから RDF 問い合わ
せ言語 SPARQL の構文を生成し、メタデータが格納された RDF レポジトリに問い合わせ、求めるコ
ンテンツの情報を持つ Web ページを出力する機能を持っている。NHK デジタルアーカイブスの放送
コンテンツのメタデータを本研究で定義したメタデータモデルを用い、RDF で記述することにより、
複数のアーカイブを横断した検索を可能としている。RDF レポジトリに対する問い合わせには
SPARQL 構文を使用している。
	
  図 36 はメタアーカイブシステム全体のページ遷移図を示したものである。基本的にトップページ
から検索及びキーワードページへのリンクを辿ることで目的の放送コンテンツページへアクセスする
ことができる。トップページにはテレビ番組のジャンルページへのリンクがあり、そのジャンルを持
つテレビ番組ページにアクセスすることで、関連のある放送コンテンツを閲覧することを可能として
いる。個別ページにはキーワードページやテレビ番組ページへのリンクが表示されているので、ある
放送コンテンツから関連のある放送コンテンツを検索することも容易である。
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トップ
全文検索 アーカイブ名

トップ

番組名

キーワード名

テレビ番組ジャンル
検索一覧

アーカイブ

キーワード
テレビシリーズ

コンテンツ名

番組名
放送コンテンツ

トップ
※凡例

キーワード名

情報源URL
情報源

検索一覧
検索一覧を
表示するページを示す
図 36	
 

NHK-DAの各アーカイブ

メタアーカイブシステム遷移図

	
  図 37 はメタアーカイブのトップページ画面である。機能として、所蔵している全てのコンテンツ
に対する全文検索、キーワードによる検索及びジャンルからテレビ番組の検索による検索が可能とな
っている。また、情報元の放送コンテンツアーカイブから検索することもできる。

図 37	
 

メタアーカイブ	
  トップページ画面

	
  全文検索機能は前節で述べたメタデータの内、文字列の値を持つメタデータに対して、入力された
語句を含むかどうかを判断して結果を出力する。例えば、
「ラーメン」という語句に対して、定義した
プロパティである dc:title や dc:description などの文字列の値を持つ目的語に「ラーメン」が含まれ
ている場合、主語となる放送コンテンツの情報を検索結果としてページに表示する（図 38 参照）
。
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図 38	
 

全文検索「ラーメン」による検索結果の表示

	
  キーワードによる検索はクラス tv:Keyword であるリソースを RDF レポジトリから検索し、キー
ワードページへのリンクをトップページに表示する。図 39 はキーワード「兵庫県」に関するページ
画面である。このページでは tv:hasKeyword や tv:hasCategory プロパティを介して、tv:Keyword
クラス「兵庫県」を目的語としている放送コンテンツへのリンクを表示する機能を持つ。図 40 はキ
ーワードページ「兵庫県」が表示している放送コンテンツを取得するための SPARQL 構文である。
この構文では rdf:label の値が「兵庫県」であるキーワードリソースを検索し、そのキーワードリソー
スを tv:hasKeyword の目的語として持つ放送コンテンツリソースとそのタイトル名を取得している。
また、tv:Keyword クラスには rdfs:seeAlso プロパティが定義されており、その目的語として DBpedia
Japanese のリソースへのリンクが存在する。本システムでは、このリンクを用いて DBpedia
Japanese の RDF レポジトリからリソースの概要説明文を取得、
ページに表示する機能を持っており、
利用者は関連情報を閲覧することができる。また、全文検索による検索結果一覧を表示するページや
キーワードページには、放送コンテンツが収蔵されているアーカイブを段落ごとに分けてその数を表
示する機能や各放送コンテンツのサムネイル画像を表示する機能を実装することで機能性の向上を行
った。

図 39	
 

メタアーカイブ	
  キーワードページ画面
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PREFIX tv:<http://purl.org/net/tv/ns#>
PREFIX rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX dc:<http://purl.org/dc/elements/1.1/>
select distinct ?uri ?title where {
?x rdfs:label "兵庫県".
?uri tv:hasKeyword ?x.
?uri dc:title ?title.
}
図 40	
  キーワード「兵庫県」を持つリソースの URI とタイトルを取得する SPARQL 構文
	
  次にテレビ番組による検索による機能の説明を行う。トップページからテレビ番組のジャンルペー
ジへとアクセスすることができる。テレビ番組のジャンルは前節で述べた tv:Series クラスがプロパ
ティ dc:subject の値として持つ 16 項目からなる。ジャンルページではそのジャンルの値を持つ
tv:Series リソースへのリンクを表示する。図 41 はジャンルページ「報道・ドキュメンタリー」にア
クセスしたときの画面である。このページでは主にニュースに関するテレビ番組が並んでおり、タイ
トルを示したリンクから個別のテレビ番組ページにアクセス可能である。そのうち、
「NHK ニュース
おはよう日本」へのリンクにアクセスしたときの画面が図 42 である。プロパティ dc:title や
dc:description、dc:data などの値からタイトル、説明文、放送年をページに出力しており、キーワー
ドページと同様に関連する放送コンテンツへのリンクを一覧で表示する。図 42 で示す SPARQL 構文
は関連する放送コンテンツへのリンクを作成するために取得するためのものである。この構文では
「NHK ニュースおはよう日本」を dc:title として持つリソースをまず取得し、そのリソースを
tv:hasSeries	
  の目的語として持つ放送コンテンツリソースとそのタイトル名を取得している。

図 41	
 

テレビ番組ジャンルページ画面
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図 42	
 

テレビ番組の個別ページ画面

PREFIX tv:<http://purl.org/net/tv/ns#>
PREFIX dc:<http://purl.org/dc/elements/1.1/>
select distinct ?uri ?title where {
?x dc:title "NHK ニュースおはよう日本"@ja.
?uri tv:hasSeries ?x.
?uri dc:title ?title.
}
図 43	
 

「NHK ニュースおはよう日本」をシリーズに持つリソースの URI とタイトルを取得す
る SPARQL 構文

	
  図 44 は放送コンテンツの個別ページにアクセスしたときの画面である。個別ページで表示する情
報量と内容はその放送コンテンツが持つメタデータによって、動的に変更する。このページではエコ
チャンネルの放送コンテンツについての情報を表示しており、タイトル、概要、放送日、カテゴリー、
キーワード、収録元テレビ番組、収録先アーカイブ、情報元の URL を閲覧することができる。この
ページを生成するための SPARQL 構文を示したものが図 45 である。ID から上記のメタデータを取
得するが、カテゴリーやキーワードを複数持つものが存在するため、group_concat 関数を用いること
で一つの文字列として扱い、処理している。ページの生成の際、カテゴリー、キーワード、テレビ番
組、アーカイブにはハイパーリンクを作成する。これは関連するキーワードページやテレビ番組ペー
ジ、
アーカイブページへのアクセスを可能とし、
他の放送コンテンツの閲覧を容易にするためである。
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図 44	
 

メタアーカイブ	
  放送コンテンツ画面

PREFIX tv: <http://purl.org/net/tv/ns#>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
select distinct * where
{
{
select distinct ?content (group_concat(?k ; separator =",")AS ?keywords)
{
?content tv:hasKeyword ?keyword.
?keyword rdfs:label ?k.
}group by ?content
}
{
select distinct ?content (group_concat(?c ; separator =",")AS ?categories)
{
?content tv:hasCategory ?category.
?category rdfs:label ?c.
}group by ?content
}
?content tv:identifier "D0013771069_00000";
dc:title ?title;
dc:description ?description;
dc:identifier ?source;
dc:date ?date;
tv:hasSeries ?series;
tv:isArchivedFrom ?archive.
?archive dc:title ?atitle.
?series dc:title ?stitle.
}
図 45	
 

アーカイブ「エコチャンネル」の放送コンテンツのメタデータを ID から取得する
SPARQL 構文
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7. 	
  考察と課題
	
  本研究では、放送コンテンツアーカイブのメタアーカイブの構築とメタデータモデルの提案を行っ
た。
本節では、
メタアーカイブの構築手法とメタデータモデルについての考察と課題について述べる。
	
  表 21 は提案したメタデータ記述規則を NHK デジタルアーカイブス（NHK-DA）のアーカイブに
適応した場合にその記述項目が存在するか示したものである。
	
  「戦争証言アーカイブス」の場合、概要（コンテンツ紹介文）の公開方法が異なるコンテンツがあ
った。
「戦争証言アーカイブス」は証言、番組、戦時録音資料、日本ニュースという 4 つの種類のコ
ンテンツが公開されており、そのコンテンツ自信の概要にあたるメタデータが記述されているものは
番組コンテンツだけであった。その他のコンテンツは再生テキストという形式で公開されており、セ
グメント毎にその内容が変わるため、
構造化したセグメントの概要としてメタデータの記述を行った。
この事からは同じアーカイブの中でも放送コンテンツの内容によって記述項目を変更して公開してい
る事例もあると考えられる。
	
  「戦争証言アーカイブス」と「東日本大震災アーカイブス」では放送日ではなく、公開日と収録年
月日、取材時期という項目名で公開されているコンテンツがあった。同じ時間情報でもその指し示す
内容が微妙に異なるため、他のアーカイブと同様のプロパティで表現するのは適切ではなかった可能
性がある。また、この 2 つのアーカイブでは、カテゴリー情報が付与されていなかった。これは両方
共公開されているコンテンツのカテゴリーに差がなかったためだと考えられる。戦争証言アーカイブ
スの場合、基本的にコンテンツの内容は戦争に関するものなので、大まかな主題情報であるカテゴリ
ーを設定する必要がなかったためである。東日本大震災アーカイブスの場合、その内容は東日本大震
災に関するものが中心のため、カテゴリーを設定する必要がなく、キーワードも元々付与されていな
かった。
	
  テレビ番組情報が付与されていないコンテンツを持つものは「戦争証言アーカイブス」と「みちし
る」の 2 つであった。
「戦争証言アーカイブス」はコンテンツの内容によって付与されている場合も
あるがみちしるはどれもテレビ番組情報が付与されておらず、メタデータを作成することができなか
った。

表 21	
  NHK デジタルアーカイブス	
  記述項目対応表
戦争証言アーカイブス

東日本大震災アーカイブス

エコチャンネル

みちしる

クリエイティブ・ライブラリー

コンテンツ

◯

◯

◯

◯

◯

タイトル

◯

◯

◯

◯

◯

概要

△

◯

◯

◯

◯

放送日

△

△

◯

✕

◯

ID

◯

◯

◯

◯

◯

情報源

◯

◯

◯

◯

◯

カテゴリー

✕

✕

◯

◯

◯

キーワード

◯

✕

◯

◯

◯

テレビ番組

△

◯

◯

✕

◯
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  今回提案したメタデータモデルは NHK-DA に適応する項目が多かったが、アーカイブによっては
記述されているメタデータの種類が多く、メタデータモデルにない項目も多数存在した。例えば、
「戦
争証言アーカイブス」と「東日本大震災アーカイブス」の場合、メタデータとしてセグメント情報が
記載されていた。これは映像の内容を分割し、その再生内容がテキスト化したものであり、提案する
メタデータ項目にはないものであった。そのため、新たにプロパティとクラスの作成を行い、記述規
則の定義を行った。
	
  放送コンテンツアーカイブの中には地理情報について詳細に記述されているものも存在した。
「戦争
証言アーカイブス」と「東日本大震災アーカイブス」
、
「NHK 映像マップ	
  みちしる」が今回それに
あたる。特にみちしるは撮影地、都道府県といった項目名が記載されており、地理情報の語彙を新た
に策定する必要があった。また、地理情報として記載されていないもののキーワードとして都道府県
名が付与されているコンテンツもあった。今回作成したメタデータでは、都道府県名であってもキー
ワードとして扱うことにしたが、地理情報となるメタデータはプロパティを変更した方がより関連す
るコンテンツ同士を結び付けられたと考察できる。
	
  提案したメタデータモデルは放送コンテンツの一般的なメタデータのみを対象に記述項目の選定を
行ったため、足りない項目も多数存在する結果となった。今回のモデルでは放送情報と主題情報を中
心にリンクを行ったが、より網羅的にコンテンツ同士をリンクするために地理情報の整理を行う必要
があると推測できる。キーワードの項目に存在する地理情報を都道府県の項目にマッピングすること
でデータを作成することが求められる。
	
  次に放送情報のメタデータ作成に関する分析を行う。放送情報のメタデータは NHK-DA の「みの
がしなつかし」からの収集を行い、RDF ファイルを作成した。しかし、収集したデータだけでは他の
アーカイブのコンテンツとの連携が難しいパターンが存在した。NHK には「NHK スペシャル」とい
いうドキュメンタリー番組がある。この番組の映像は多数のアーカイブのコンテンツとして収録され
ているが、特集番組であるためか放送毎に内容のジャンルが全く異なっている。例えば、
「戦争」に関
する放送内容もあれば、
「動物」に関する放送内容もある。そのため、アーカイブによって、
「NHK
アーカイブ」という大枠のシリーズ名ではなく、
「NHK スペシャル	
  サブタイトル名」のようにその
とき、放送されたサブタイトルがタイトルに付与されている場合も存在した。この問題を解決するた
めに「NHK スペシャル」と「NHK スペシャル	
  サブタイトル名」を別のリソースとして扱うことに
した。そして、お互いの関連を示すため、プロパティ「dc:relate」を用いてシリーズ同士の関連を作
成した。NHK のテレビ番組では「NHK スペシャル」のみならず「クローズアップ現代」のような特
集番組をシリーズに持つコンテンツはサブタイトルがタイトル名に従属されているパターンがあると
わかった。
	
  番組情報のメタデータ記述項目は「みのがしなつかし」を参考に作成を行ったため、番組情報のリ
ソースが足りない場合があった。特に「エコチャンネル」のコンテンツはそれが顕著であり、
「みのが
しなつかし」から作成した番組情報のリソースで「エコチャンネル」のコンテンツと共通するリソー
スは「NHK ニュースおはよう日本」と「NHK ニュース 7」のみであった。足りないリソースはエコ
チャンネル内の番組情報から RDF ファイルを作成して、解決を行った。このことから「みのがしな
つかし」だけでなく、より多くの番組情報が記載された情報源が必要だと考える。
	
  番組情報リソースを作成する際、テレビ番組の変遷の関係を記述する必要があると考察する。例え
ば、
「NHK スペシャル」には前身のタイトル「NHK 特集」が存在している。アーカイブのコンテン
ツの中には前身のタイトルで収録されている場合もあり、
「NHK スペシャル」のコンテンツと「NHK
特集」のコンテンツはお互いに関連していると推察できる。しかし、文字列からその関連を発見する
ことは非常に困難である。そのため、あらかじめ番組同士の関係を示したオントロジーや辞書資源が
必要であると考察する。
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  今回、メタアーカイブシステムは NHK-DA を対象に構築を行った。今後の課題として、他の放送
コンテンツアーカイブを対象にした構築を行うことが出来るか評価を行う必要がある。その上で、よ
りメタアーカイブの構築手法を一般化したものを考察する。提案したメタデータモデルが他のアーカ
イブにも適用できるか、利用性の向上のために番組情報や主題情報に何が足りないか考察することも
求められる。
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8. おわりに
	
  映像や音声などのテレビ番組で放送されたコンテンツが公開されているアーカイブの利用を向上さ
せるために、本研究では複数のアーカイブに対して統合的な検索を行うことができるメタアーカイブ
の構築とメタデータモデルの提案を行った。
	
  WWW 上で公開されているディジタルアーカイブが増えている一方、その利用性の向上が求められ
ている。放送コンテンツアーカイブは映像や音声など有益なコンテンツを公開しているが、アーカイ
ブ同士の連携がなされていない場合が多い。それはアーカイブ毎に作成者や運営方針の違いからメタ
データの記述規則が異なっているからである。そこで本研究ではアーカイブを連携し、統合検索を可
能にするメタアーカイブシステムを構築する。そのために放送コンテンツアーカイブに共通するメタ
データ項目と構造を見出し、LOD を用いたメタデータモデルの提案を行った。放送コンテンツアー
カイブの共通情報である放送情報、特にテレビ番組の情報を整理して LOD 化することで、関連する
コンテンツ同士のリンクを行う。また、メタアーカイブで統一された主題情報を用いるために、
DBpedia や NDLSH といった他の LOD とリンクした統合語彙の作成手法について説明した。
	
  提案した手法をもとに NHK デジタルアーカイブスを対象にしたメタアーカイブシステムの構築を
行った。複数のアーカイブを対象にした統合検索を可能にしたが、メタデータを作成する上で問題も
発生した。テレビ番組のシリーズの構造に関する例外があり、提案した放送情報のメタデータモデル
では適応できない場合が存在した。また、アーカイブによってメタデータの記述項目が足りない場合
が存在し、地理情報の項目を充実することでよりコンテンツ同士の連携を行えることも推察できた。
NHK デジタルアーカイブスだけでなく、他の放送コンテンツアーカイブにも適用し、本手法の評価
を行うことも課題に挙げられる。
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