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あらまし 現在シラバスの電子化の普及に伴い、シラバス情報に対する高度な検索機能を、使いやすいユーザインタフェー 

スを通して提供する必要性が高まっている。ただし、シラバスデータは科目ごとに教員数や参考書数が一定でないなどの非定型 

な部分もあり、構造が複雑である。本研究では、非定型データにも柔軟に対応でき、かつ複雑な構造のデータにも対応できる 

XML データベースを用いて、シラバスデータベースシステムの構築を行っている。さらに、XML データベースの問い合わせ言語 

である XQuery を利用した検索機能を、XML の知識がなくても簡単に利用できるユーザインタフェースの開発も行っている。ま 

た、本大学の情報工学科と情報工学専攻のシラバスデータに対する試験的な運用も行っており、本発表はそれらについて報告す 

る。 

キーワード シラバスデータ、XMLスキーマ、XMLDB、XQuery、チューニング 

Development of Syllabus Database System with XMLTechnologies 
Tomomi TAKAKI ✞  Yusuke MOCHIDA †  and    Haiyan XU † 

✞ Graduate School of Eng.,Fukuoka Institute of Tech 
† Computer Science and Engineering,Fukuoka Institute of Tech 

3301 Wazirohigashi,Higasiku,Fukuokashi,Fukuoka, 8110295 Japan 
Email:    mfm06005@ws.ipc.fit.ac.jp,  s04a2301@ws.ipc.fit.ac.jp  xu@cs.fit.ac.jp 

Abstract  It  is  important  to provide advanced syllabus search service for students and staff of higher education institutions. However, 
the syllabus contains both the data with the fixed and unfixed form, such as the number of lecturers or handbooks per course. Since XML is a 
very  flexible  text  format,  we  have  been  developing  a  syllabus  database  system  with  XML  database  NeoCroeXMS.  By converting  CSV 
syllabus data into XML format according to the syllabus XML schema, we implement the searching functions of syllabus data by XQuery, 
the query  language  of XML  database. We also  provide  a  graphical  user  interface  for  the  purpose  of  using  the  syllabus  database  system 
without  knowledge  of  XML.  The  syllabus  database  system  has  the  syllabus  data  of  Dept.  of  Computer  Science  and  Engineering,  and 
Graduate School of Eng. (2007) of our Institute. 
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1. はじめに 

現在各大学や教育機関において、シラバスは単なる 

学生に対する授業情報の提供だけではなく、大学にお 

ける教育の外部評価や大学評価・学位授与機構におけ 

る学位授与審査の際にも利用されており、ますます重 

要性が高まってきている。また、インターネットの普 

及に伴い、電子シラバスとしてインターネットによる 

公開も一般的になっている。しかし、電子シラバスは 

紙で提供されていたシラバスと同一の内容が電子化さ 

れただけで、シラバス検索においてもパターンマッチ 

ングだけであり、利用者に求めている情報だけを見や 

すい形で提供することにはなっていない。 

シラバスデータは、科目によって教員数や参考書の 

数が一定でないなどの非定型な部分と、科目名などあ 

らかじめ決まっている定型な部分が混在し、構造が複 

雑になっている。このため、現在 XML データベースに 

よるシラバスデータの管理によって、この問題の解決 

を試みる研究が活発に行われている[4,5,6,7,8,9]。 

XML データベースは、非定型データにも柔軟に対応で 

き、かつ複雑な構造のデータにも対応できる。われわ 

れは、NeoCoreXMS という XML データベースを用いて、 

シラバスデータベースシステムを構築している。シラ 

バスデータは、本大学情報工学部情報工学科及び大学 

院情報工学専攻において、2007 年度に開講されている 

全 137 科目を含んでいる。検索は、XML データベース 

の問い合わせ言語である XQuery を用いて行っている



[2]。さらに、XML の知識がなくても簡単に利用できる 

ユーザインタフェースの開発を行っていた。図  1 は、 

シラバス  XML データベースシステムの構成図を示し 

ている。システムの開発はほぼ完成している。 

シラバス XML スキーマは、大学評価・学位授与機構 

の Syllabus XML schema.Ver.1.0 に基づいて、本大学 

のシラバスデータの特徴も反映できるように修正した 

ものを用いている[3]。 大学の CSV 形式のシラバスデー 

タから XML データに変換する変換ツールも開発してい 

る。XML データベースは、NeoCoreXMS の無償版を利用 

している[10]。本論文では、主に図 1 の 2 という部分 

について報告する。2 章では、シラバス XML スキーマ 

について述べる。XML 化されているシラバスデータに 

対する検索は、XQuery を用いている。XML の知識がな 

くても簡単に利用できるように開発しているユーザイ 

ンタフェースについては 3 章で報告する。使用した 

XQuery のパターンと検索の効率化への対策は 4 章で述 

べる。5 章では、テスト利用状況の報告や全体のまと 

めを行う。 

2. シラバスデータ 

シラバス XML スキーマについては、大学評価・学位 

授与機構の Syllabus XML schema.Ver.1.0 が公開して 

いる[3]。われわれはそれに基づいて、本大学のシラバ 

スデータの特徴も反映できるように変更している（図 
2）。図  2 に強調色で示した部分が追加や変更を加えた 

部分である。このスキーマの上位は大学名、学部名、 

学科名、開講年度といった大学の構造情報を記述して 

いる。Courses 以降が各授業科目の詳細についての記 

述であり、Course に科目名や担当教員名、授業内容、 

時間割等、各科目の詳細なシラバス情報が記述されて 

いる。 

現在使用しているシラバスデータは、本大学情報工 

学部情報工学科及び大学院情報工学専攻で、2007 年度 

に開講されている全 137 科目を XML データベースに登 

録している。情報工学専攻のシラバスを記述するため 

に、授業計画概要および教員から学生への希望に関す 

る要素を追加している。さらに、本システムが履修登 

録時にも活用できるために、各科目の開講曜日、時限 

と教室番号からなる時間割情報も記述できるように、 

Times 要素を加えている。なお、時間割情報は、シラ 

バスデータとは別の CSV ファイルで与えられているの 

で、変換後のシラバス XML データに対して授業コード 

でノードの位置を指定することによって、時間割情報 

を別途 XML データベースに挿入している。 

一方、強調色で示した列は、出現回数に対する指定 

を変更した部分である。 最小出現回数(minOccurs)につ 

いては、基本的には本大学のシラバスでの必須項目の 

みを「1」にしており、その他は「0」にしている。一 

方、最大出現回数(maxOccurs)については、各項目をよ 

り詳細に記述できる理由から、 「N」にしている。 

1) 両クラス開講の科目が同一の先生で担当される場 

合は、 授業コードに classNum 属性を設けることで、 

シラバスをまとめて記憶できるようにしている。 

2) 達成目標については、本大学は A から F の項目別に 

記述しているので、XML データも A,B,C,…の項目 

別に分けて記述することにしている。 

3) 関連科目、前提科目、後続科目といった要素は、科 

目ごとに記述できるようにしている。 

4) 教科書と参考書の要素も教科書や参考書ごとに記 

述できるようにしている。 

5) キーワード要素も、キーワードごとに記述できるよ 

うにしている。 

登録しているシラバスデータに対しては、XML スキ 

ーマによる検証も行った。シラバスによっては欠落情 

報が見られるため、その他は、シラバスデータに対す 

る検証時の状況に応じて、 上限しないに緩和している。 

まとめると、図  2 のシラバス  XML スキーマによっ 

て、 表構造の  CSV シラバスデータが木構造で記述でき 

るようにしている。 

図 1 システムの構成図 
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3. ユーザインタフェース 

本大学情報処理センターでユーザ  ID  を持つ教職員 

は一般利用者として、本システムにログインできる。 

ログイン後、シラバス検索画面が表示され、検索項目 

が表示される。本システムでは、以下のような種類の 

検索が可能である。 

l 条件指定による検索 

講義名などに対しては、フリーワードによる検索が 

できる。 記入の仕方は google などの検索サイトと同じ 

ように、AND 検索はスペース区切り、OR 検索は『|』区 

切り、NOT 検索は単語の前に『-』を付加することで検 

索できる。また、該当する講義名の科目の前提科目や 

関連科目の検索といった、結合検索も可能である。 

l 候補選択による検索 

開講学期、対象学科・学年、開講曜日・時限、選択・ 

必修、単位数、講義形式、教室に対しては、候補を提 

供することにより利用者に選択させる。 

l 組み合わせる条件指定による検索 

指定曜日または時限の講義の検索、さらに指定曜日 

または時限以降の講義の検索や、指定した単位数以上 

図 2 シラバス XML スキーマ



の単位数の科目検索ができる。また、講義形式では、 

通年・前期・後期・前期集中・後期集中・その他の中 

から選び、AND 検索・OR 検索・NOT 検索の中からさら 

に選択できる。 

l キーワードによる検索 

フリーワードによるキーワード検索ができる。なお、 

記入の仕方は講義名検索と同様である。キーワード対 

象となる項目を指定することもでき、担当教員名、到 

達目標、授業内容、授業計画、予習・復習、成績評価、 

テキスト・参考書、関連科目、区分、履修前提科目の 

中から選択できる。なお、卒研シラバス検索の場合の 

み、研究室の部屋番号による検索ができる。また、キ 

ーワードを 0 回 （含まない）～6 回以上含むといった、 

キーワード出現回数を条件として指定することも可能 

である。 

l 個数検索 

該当する項目の個数を指定して検索する。個数は 0 

から 5、または 6 以上の中から選択でき、項目につい 

ては、担当教員数、キーワード数、関連リンク数、到 

達目標数、授業計画数、予習・復習、テキスト・教科 

書の冊数、履修前提科目の数、関連科目の数、開講時 

限のコマ数、 教室数のいずれかを選択し、 検索を行う。 

例１ 『講義名に”ソフト“を含む科目の前提科目の 

中で、全ての項目を対象にプログラミングまたは演習 

という言葉を 1 回以上含む科目』という条件の検索結 

果を図 3 に示す。 □ 

検索結果はユーザの表示したい項目を選択して表 

示するカスタム表示と、あらかじめ指定してある項目 

を表示する要約表示の 2 種類を提供している。これら 

の検索結果から、該当するシラバスの科目を選択する 

ことによりシラバスを閲覧することもできる。 

図 3 検索結果表示画面（要約表示） 

4. XQuery による検索 
XML  データベースに格納されているシラバスデー 

タに対する操作は、NeoCoreXMS がサポートしている 
XQuery を用いて行っている。 本章では、それについ 

て報告する。 

4.1. 検索機能 
XQuery は、 ForLetWhereReturn の頭字語で表さ 

れている  FLWR  式による検索機能を提供してい 

る。本システムにおいては、let 以外の全てに対応さ 

せている。 

本システムで利用している  XQuery の基本形は、図 

４に示している。 

図４ XQuery の基本形 

検索条件に応じて  where 句およびノードの条件式を 

付加する。講義名検索において前提科目及び関連科目 

の場合は、XQuery を、図 5 のような入れ子の形に変更 

する。 

図５ 関連科目・履修前提科目の XQuery 

ノードの条件式及び where 句は図 6 に示しているル 

ールで生成している。ただし、個数検索において 6 以 

上の場合は等号を「>=」にする。また、where 句は、



講義名検索の where 句と同様である。具体的に、例 1 

の検索を対しては、 図 7 のような Xquery が生成される 

ことになる。 

図 7 XQuery の例１ 

4.2. 検索結果について 

「テキストの冊数が1の科目」という検索要求に対 

して、次のような科目も結果に含まれていた。 

<title>情報工学実験II</title> 

<textbooks> 

プリントを配布する 

</textbooks> 

すなわち、教科書欄に記述された情報が、教科書に 

関する情報と、 教材に関する補足説明の２種類がある。 

その両者をXML化する際に区別して対処する必要のあ 

ることが浮き彫りになった。現在、教科書に関する補 

足説明を、 備考を記述するremarks要素に手作業による 

編集で移動することで対処した。より正確な対処方法 

は 、 <textbooks> 要 素 に も 補 足 説 明 を 記 述 で き る 

図 6 項目ごとの XQuery の生成



<remarks>子要素を設けることと考えられる。 

また、特定の科目の履修前提科目に関する情報を検 

索した場合、表示された結果が少なかった結果が発生 

し て い る 。 実 際 に 前 提 科 目 を 記 述 し て い る 

<prerequisiteCompetences>要素のデータを確認する 

と、「××Ⅰ」、「××Ⅱ」というような二つの科目 

を、「××Ⅰ,Ⅱ」 というように省略して記述されたり、 

「プログラミング関連科目」というように抽象的に記 

述されたりとしている場合が相当あることが判明した。 

前提科目の科目名を正確に記述していないと、図５で 

示した入れ子検索に際して、前提科目を特定できず、 

それに関する情報が得られないことになってしまう。 

すなわち、省略記述や抽象記述は人間のシラバス閲覧 

には支障ないが、検索時には支障が生じてくる。この 

問題は、シラバスデータの電子化全般に関わるので、 

われわれは現時点では問題の提起に留まっている。 

4.3. 検索の効率化 

シラバス検索を利用する上で、検索速度は重要であ 

る。このため、速度を考慮した XQuery 構文の生成が必 

要となる。XQuery の構文において、同じ結果を返すが 

構文が違う候補が複数存在する。例えば、パスを直接 

指定したパターン、と「//」で指定したパターンであ 

る。これらを実行すると、結果は同じであるが、前者 

の方が実行時間が少なくて済む。同様に、条件を付加 

する場合に、ノードの条件式で記述するケースと 

where 句で条件を絞り込むケースがある。これらを実 

行すると結果は同じであるが、前者の方が実行時間が 

少なくて済む。 

これらの結果から、XQuery を生成する際には、次の 

2 点を考慮して、XQuery 構文を生成している。 

l 検索ノードはパスを直接指定する。 

l where 句の使用を減らし、ノードの条件で記述する。 

5. まとめ 

現在報告されているシラバス  XML  データベースに 

おいて、XQuery を用いた実現は、われわれが把握して 

いる限りでは本研究が最初である。 XQuery を利用する 

ことにより、従来の電子シラバス同様の検索はもちろ 

んのこと、演算子による検索からグループ化や入れ 

子・結合検索までの検索が可能になり、利用者が求め 

るシラバスにより近いものの提供ができるようになっ 

た。さらに、利用者の必要に応じた検索結果の表示と 

いったインタフェース面でも、より利用しやすいシラ 

バスの提供している。 XML に関する知識が全くなくて 

もシステムを利用できる。 

本システムの検索速度とインタフェースについて 

本大学情報工学科の学生 9 名に利用してもらった。本 

システムを実際に利用した際の検索内容に関して、自 

分の所属している学科の科目を閲覧し、その中から興 

味のある科目を具体的な科目名で検索するというパタ 

ーンが多く見受けられた。その後、単位数や時間割と 

いったより受講に関する細かな条件を閲覧している。 

利用者にアンケート調査をしたところ、検索システム 

において速度について利用者が遅いと感じることはな 

く、インタフェースについて使いにくいと感じた利用 

者も少なかった。 

今後の課題としては、検索対象となる科目の増加に 

伴う検索速度や、大人数の一斉利用の際の検索速度の 

テストと、さらに多くのユーザに利用してもらい、フ 

ィードバックを行うことが挙げられる。ただし、本研 

究を通して、電子化されたシラバスの検索精度を向上 

するためには、シラバスデータが木構造のシラバス 

XML スキーマに従って細分化していく必要のあること 

が浮き彫りになった。例えば、教科書についての記述 

が教科書情報か補足説明かは、フォーマット上で区別 

することが望ましい。しかし、それは教員側にとって 

は負担増になりかねない。それらは、シラバスの電子 

化に伴う課題でもある。 
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