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地理情報におけるメタデータと
分散クリアリングハウスの研究
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飯 村 威＊＊ 中 村 孝 之＊＊

１．はじめに

国土空間データ基盤の整備が進む中、空間データの

生産者、管理者と、利用者を結ぶ手段としてメタデー

タの整備と、クリアリングハウス構築は、欠かせない

と言われている。本研究は、地理情報におけるメタ

データと、クリアリングハウスの技術的な動向を内外

にわたり調査し、メタデータの記述を目的とした「メ

タデータ作成支援システム」と、分散環境にあるメタ

データの引用を目的とした「メタデータ分散検索シス

テム」の開発を目的とし、検討を行った。本稿は、そ

の結果を報告するものである。

２．研究概要

本研究は、建設省国土地理院が平成11年度に実施し

た「メタデータの記述・引用方法に関する研究開発」

の一環として取り組んだものである。この研究作業は

平成11年度から4ヵ年の間に、メタデータの記述と引

用法を確立し、メタデータ分散検索システムを構築す

ることを目標として開始された。平成11年度は初年度

として、以下の作業が行われた。

・メタデータ作成支援システムの研究

・メタデータ分散検索システムの研究

・国土地理院クリアリングハウスの改良

メタデータ作成支援システムとは、メタデータの記

述を支援し効率的かつ信頼性の高いメタデータ登録お

よび管理を目指すソフトウェアである。一般にはメタ

データエディタと呼ばれ、今年度は既存ソフトの調査

と評価を行った。

メタデータ分散検索システムとは、複数のメタデー

タ管理システムから、情報ネットワークを通じて、既

存のメタデータを検索・収集するシステムである。今

年度は、このシステムで使われる共通プロトコル、イ

ンタフェース、および全文検索システムの調査に続

き、必要な技術に関する検討を行った。

３．メタデータ作成支援システムの検討

空間データ用のメタデータは、空間データを説明す

るために作成される。メタデータは、空間データセッ

トのカタログにも使われ、クリアリングハウスを通じ

て公開される。メタデータ作成支援システムを検討す

るためには、このメタデータの標準に関する知識が前

提となる。

3.1 メタデータの標準化

今日知られているメタデータ標準として代表的なも

のを以下に示す。

現在各国の動向を踏まえ、ISO/TC211の場におい

て国際標準の検討が行われており、日本や英国では、

その動向を踏まえつつ、標準案を作成し、ISO/TC

211による国際標準（IS）が完成するまでの間、これ

を暫定的に使用することとしている。

3.2 メタデータ管理とデータベース

現在、多くのメタデータ検索サイトにおいては、メ

タデータの数の増加や、キーワード検索のような可変

長データの操作を行うため、DBMSのチューニング

を行っている。特にインデックス技術の必要性は高

く、データ量が増加しても検索スピードの減衰を起こ

さない工夫が求められている。また、メタデータが複

数のノードに分散され同時検索を行うような場合、

OSやプラットフォーム、DBMSの物理的な構造の違

いからメタデータの一元管理は困難になる。このよう
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表１ 主なメタデータ標準

な問題の解決のひとつとして、DBMS間の共通イン

タフェースである、XMLやCORBA/IDLといった要

素技術の利用が進められている。

3.3 メタデータ構築ツール

メタデータを作成するため、メタデータの項目に

沿って、データ要素を入力していく編集ソフトが必要

となる。メタデータの構築ツールは、メタデータ検索

システムとセットで提供される場合と、フリーソフト

として単独で提供される場合がある。これまでのメタ

データ構築ツールは、メタデータを TEXTやSGML

などで入出力するものと、汎用的な DBMSフォー

マットに入出力するものがある。日本では、製品化は

ほとんど進んでおらず、今後海外の製品の日本語対応

化と平行して、日本製のツールが求められる。

４．メタデータ分散検索システムの検討

クリアリングハウスの整備は、欧米で進んでいる。

北米のクリアリングハウスは、図書館情報検索をはじ

め、地理情報や観測情報検索など様々である。日本に

おいても、中央官庁を中心とした行政情報公開型のク

リアリングハウスが利用されはじめている。

4.1 メタデータ分散検索システムの現状

海外のクリアリングハウスの中で、空間データのメ

タデータを検索するサイトが整備されている。例えば

FGDCは、分散ノードを100以上持っている。国内で

は国土地理院が平成12年3月より、クリアリングハウ

ス・ゲートウェイの運用を開始した。その他には、国

土庁、沖縄県（トロピカルテクノセンター）、JACIC

などの例がある。

4.2 Z39.50／ ISO23950

Z39.50（ANSI/NISO Z39.50-1995)はクライアン

ト／サーバモデルに基づいた情報検索のための通信プ

ロトコルである。1988年に最初の仕様が ANSI規格

に な り、 1998 年 に 国 際 標 準 規 約 と し て ISO

23950-1998に採択された。国内では1999年に JIS X

0806として採用され、改訂も進められている。元々、

電子図書館の検索システムとして仕様化が進んだ経緯

もあり、改訂内容は、図書館データに関するものが多

いが、SQLへの組み込み、XMLやCORBAとの関連

などの作業も行っている。日本では、日本語化の遅れ

や、日本語形態素解析の組み込み、シソーラスの必要

性が指摘されている。今後は、これらの研究成果を取

り込むことにより、Z39.50を利用した分散検索シス
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表２ 海外のクリアリングハウス（例）

テムの普及が広まると考えられる。

4.3 XML

XMLは、SGML（Standard Generalized Markup

Language）ISO 8879:1986を元に、これを大幅に簡

略化した文書記述言語であり、SGMLと同様に DTD

（Document Type Definition）「文書型定義」を書く

ことによって新しい文書型を定義できる。グラフィッ

ク 情 報 を XMLで 記 述 す る 仕 様 と し て、SVG-

（Simple Vector Graphics）などがあり、これらの仕

様が普及することによって、地理情報を含む次世代イ

ンターネットの基盤仕様として、EDIやCALS等に

利用されると考える。

4.4 全文検索エンジン

全文検索エンジンは大きく、ロボット型、ディレク

トリ型、およびメタ型に分類される。ロボット型は、

WWW探索プログラムを利用して、情報を収集する

タイプ、ディレクトリ型は、主題ごとに情報を手入力

し、メタデータを構築するタイプ、メタ型は、ロボッ

ト型やディレクトリ型を利用して、その結果を加工し

て表示するタイプである。

現在、検索エンジンが直面している問題として、

WWWサーバ数の増加に伴い、WWW情報検索サー

ビスのデータベースが肥大化し、計算機への投資額が

増加するという点と、インターネット上からWWW

のデータを自動収集するWebロボットの処理能力が

不足する可能性が指摘されている。

4.5 メタデータ分散検索システム構築の検討

今後、メタデータ分散検索システムを構築するにあ

たって、以下のような技術課題に取り組む必要がある

と考えられる。

５．今後の課題

平成11年度は、既存の標準やシステムに関する調査

を行い、効率的なクリアリングを構築する上での技術
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表３ メタデータ分散検索システム要素技術と技術的課題

的課題の抽出を行った。平成12年度以降は、以下の項

目を重点課題として研究・開発を進める必要がある。

・メタデータの標準化動向の継続調査

・メタデータの整備手法の検討

・メタデータエディタの継続調査

・分散検索システム製品の検証

・クリアリングハウス・ゲートウェイの改良

メタデータの標準化は ISO/TC211で開発が進行し

ているが、この動向を継続調査し、技術を取り組むこ

とで、国内の地理情報標準の問題点と、今後普及が進

むと考えられる自治体におけるメタデータの整備方法

確立のための検討を進める必要がある。同時に既存の

メタデータと、新規に作成するメタデータの整合を考

慮したインタフェースや、コンバートソフトの開発も

考慮したい。

また、現在稼動中のクリアリングハウス・ゲート

ウェイの改良として、検索フォームの検討や、日本語

化の課題に取り組む必要がある。さらに、全文検索エ

ンジンや、Z39.50プロトコルが利用可能なフリーソ

フトの性能評価を行う必要がある。全文検索エンジン

は、サーチロボットを並列に動かし、大規模なメタ

データを効率良く検索する研究が進められている。今

後メタデータを保持するノードが増加した場合、この

ような研究の実用化も視野にいれる必要がある。シ

ソーラスや多言語検索の研究は、クリアリングハウス

の普及促進には欠かせないものであり、この分野の研

究も同時に進める必要がある。また、G-XMLや

CORBAといった、メタデータ以外の地理情報を相互

運用する技術の調査も進める必要がある。
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