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Blog 空間探索のための Blog データベースの設計 
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あらまし  近年の Blog 人口の爆発的な増加に伴い，Blog 全体がもつ情報量が膨大になり，Blog を対象とする研

究も進められている．しかしながら，研究に用いるデータの収集には研究者それぞれが Web をクローリングし，収

集したデータを加工している現状がある．ここで研究者がクローリングを行うことなく必要なデータを収集できれ

ば，クローリングにかかる手間を省き研究を効率化できる．本稿では，Blog 上のすべての種類のデータを収集し，

Blog に関するどのようなデータでも柔軟に得ることができる Blog データベースを設計する．Blog データベースで

は，Web 上の Blog の集合がもつ性質をデータベース上で再現することを基本理念とする．さらに複数の研究者とク

ローラが同時アクセスをする運用を想定して，Blog データベースに要求される機能要件を洗い出し，その要件に基

づくスキーマ設計を示す．そして Blog データベースを利用した研究の一例として Blog 記事の推薦を紹介し，提案

方式の有用性を考察する． 
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Abstract  Recently, the number of blog users is increasing explosively. A huge amount of blog entries are published 
frequently. Blog researchers crawl their needed blog data and work on them individually. Providing blog data as common 
dataset will be a good idea to save researchers time and concentrate their efforts for important parts. In this paper, we propose a 
blog database which maintains all data contained by blogs and provides flexible, shared access to them. The basic idea of blog 
databases is to rebuild all properties of blogs on relational databases. First, we investigate the requirements necessary for blog 
databases thoroughly and describe the design of schemas based on them. Then, we introduce example researches that are  
using the proposed blog databases (i.e., recommending useful blog entries by analysis) and show how the functions of our blog 
databases run. 
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1. はじめに  

ここ数年，手軽に利用できる Blog を提供するホステ

ィングサービスが増え，予想を超える爆発的な勢いで

Blog 利用者が増えている [1][2]．多くの場合，Blog は

個人が記事を投稿し，Blog の記事には個人の意思が反

映されるため，Blog 空間の調査を通じて世論的な関心

を知ることができる．Blog 空間とは，本稿では Web
上にある Blog の全体集合のことを指すとする．  

Blog の爆発的な増加に伴い，Blog 検索サービスにも

通常のキーワード検索以外に，さまざまな機能が付加

されている．“blogWatcher”[3]や“もぶろげっと”[4][5]
には，それぞれに特徴的な検索機能がある．これら検

索サイトは，それぞれにデータベースをバックグラウ

ンドに持ち，独自のデータ収集を行っている．Blog の

研究者は，研究用のデータを自ら収集することがある．

データの収集にはクローリングが行われるが，Blog の

増加を背景に，網羅的な収集には時間がかかる上，プ

ログラムによる自動化はネットワーク等への負荷が大

きい．  
検索サービスにはバックグラウンドにデータベー

スが用いられているが，データの収集は，それぞれの

サービスがそれぞれのサービスに合うような，独自の

形式で行っている．  
データを収集する際には，主にクローリングが行わ

れる．検索サービスとは別に，Blog を対象とした研究

を行う者は，Blog を独自に収集する場合が多い．多数



 

 

の研究者が同じようなデータを収集するという冗長性

を排除できれば，研究活動の効率向上になる．  
今後，Blog に関する研究が多様に進められることが

考えられる．Blog 上のすべてのデータを保持するデー

タベースが存在すれば，Web 上をクローリングする代

わりにデータベースを検索することで研究に必要なデ

ータを得ることができる．すなわち研究を効率よく進

めることができる (図 1)．そこで，本研究では Blog 上

のすべてのデータを管理する統合的なデータベースの

設計を行うことを目的とする．  
本研究における Blog とは，機械的に HTML ソース

が生成されるものを指すこととする．広義の Blog は，

個人の意見を表明する記事全般を指すため，個人がそ

れぞれの作成方法で公開している Web 日記なども含

む．しかし，Web 日記のソースは個人の作成方法に依

存し，一定の形式ではないため，正確な解析が難しい．

また，ソースだけでなく URL も定型がないため，収集

方法を工夫する必要がある．本研究では，基礎的な段

階として解析や収集を容易にするため，機械的なコー

ド生成を行うもののみを対象とする．具体的には，ホ

スティングサービスが提供する Blog サービスが対象

となる．  
 

2. 関連研究  
2.1. e-Science におけるデータベースの利用  

天文学やライフサイエンスの分野において，世界的

に統合データベースを作る研究が行われている [6][7]．
統合データベースはさまざまな観測で得られた膨大な

データをすべて管理する．研究者はデータベースの中

から必要なデータを，ネットワーク経由でいつでもど

こでも自由に利用できる．これまではそれぞれの研究

者が独自にデータを収集し，研究を行ってきた．統合

データベースではデータを収集する生産者がデータベ

ースを管理し，利用者である研究者はデータを利用す

るという形を取る (図１ )．データを収集する必要がな

くなる上，必要なデータはすべて手に入るようになり，

研究の効率は大きく上昇した．このような研究方法を，

一般的に e-Science と呼ぶ．Blog についても e-Science
の考え方を導入することで，多くの研究者のデータ収

集の手間を省くことができると考えられる．本来の

e-Science で用いられる統合データベースとは，既に存

在する複数のデータベースを，統一されたひとつのイ

ンターフェイスにより利用できるようにするものであ

る．本研究では，この考え方を Blog 研究に適用する．

開発の規模を考慮し，第一段階として，単一のデータ

ベースとしての設計を行う．  
Web 上のデータは，時間とともに変化・増大してい

る．ある時刻における Web 全体，又は一部を保存し，

任意時刻の状態を再現できる Web アーカイブがある． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. Blog データベースのモデル  
 
Web アーカイブでは，クローリングにより定期的に

Web のスクリーンショットが保存され，画像などのマ

ルチメディアファイルも同時に保存されている．最も

大規模な Web アーカイブとして，Internet Archive[8]が
挙げられる．Internet Archive は Web 全体のアーカイブ

を作成している．その他には，各国の国立図書館では，

文化的に重要な Web コンテンツの保存を行っている．

Web アーカイブにより提供されるデータは，基本的に

すべての要素を含むものの，検索に利用できるような

特定要素の抽出は行われていない．本研究では，Blog
のみを対象とする代わりに，すべての Blog に共通する

要素は収集とともに抽出し，検索条件として用いられ

るようにする．必要なデータを独自に選別する無駄を

省くことができる．  
NTCIR[9]や TREC[10]では，効率的な文書検索に関

する研究成果が報告されている．これら研究会におい

ては，テストコレクションと呼ばれる研究用のデータ

セットが用意されている．テストコレクションは，研

究用に作為的に構成されたデータセットであり，模範

解答データも存在する．本研究では，テストコレクシ

ョンの目的と同じく，Blog 研究のためのデータセット

を提供する．データの提供のみではなく，条件により

程度データを絞り込み，必要なデータのみを提供でき

るシステムとして設計する．  
 

2.2. Blog データベース 
テキストマイニングにより，特殊な検索サービスを

提供する blogWatcher[3]がある．blogWatcher では

HTML の解析によって，古くから存在する Web 日記な

どの Blog ツールによらないものも Blog として扱い，

エントリを抽出する．奥村らによると，エントリだけ

に注目した場合，Blog と Web 日記に本質的な違いがな

いためである．本研究におけるデータベースでは，簡

単のため Web 日記は取り扱わない．  
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画像付きのエントリに特化したもぶろげっと [4][5]
がある．2007 年 2 月現在，もぶろげっとと同様の機能

をもつ Blog 検索サービスは類を見ない．もぶろげっと

では，画像や動画を含むエントリのみを収集しており，

検索結果にサムネイルを併せて表示する機能がある．

動画については，内部モジュールにより，動画の内容

を適切に伝えられる 10 枚のサムネイルを表示する．も

ぶろげっとは，イメージファイルへのリンクをもつエ

ントリのみを収集する．直接 URL が記述され，論理的

なリンクが張られていない場合には，これを収集しな

い．本研究では，網羅的なデータを提供するために，

記事中に出現する URL がマルチメディアファイルで

ある，と判断できる（例えば拡張子が .jpg 等である）

場合は収集対象とする．記事内で紹介されているとい

うことは，そのファイルは記事の解析に重要な役割を

担っていると考えられるからである．  
 

3. Blog データベース  
3.1. Blog データベースの機能要件  
3.1.1. データベースとしての要件  

Blog データベースとして必要となる，一般的なデー

タベースの要件を挙げる．  
・データ検索  
・データ復旧  
・同時実効制御  
・アクセス制御  
 
(i) データ検索  

Blog は，個人の意見が記事として掲示される．さら

に，コメントやトラックバックによる意見の相互交換

が行われる．Blog 研究では，それらを総合的に見る場

合もあれば，個別に見る場合もある．一般的な手法を

用いる研究の例として，文書ベクトルを用いたテキス

トの解析を用いる研究 [11][12]がある．また，個別の要

素を用いる例として，トラックバックに注目したクロ

ーリングによる Blog 記事の推薦 [13]研究がなされてい

る．これらの研究では，すべて記事のテキストを必要

とする．しかし，同じく記事を対象とする場合でも，

前者の例 [11]では，テキストだけでなく HTML タグも

必要としたり，後者の例 [13]では，トラックバックリ

ンクが張られている記事のみを必要としたり，研究に

より必要なデータが違う (図 2)．また，同じデータであ

っても，重要度の違いや扱い方により， 独自の評価に

置き換えることある．このような多角的なデータ利用

のために，データベースの検索機能が有効である．  
 
(ii) データ復旧  

格納されたデータは，ブログクローラや解析プログ

ラムのバグ，機器の故障などの不測の事態により失わ

れる可能性がある．Blog データは膨大であり，データ

の復旧にも膨大な手間がかかる．そのため，機械的に

データを復旧できることが必要である．  
 

(iii) 同時実行制御  
データを一元的に管理する方法は，データを収集す

るクローラや，データを利用する研究者など，複数の

利用者が存在する．データに対して同時にアクセスす

ることによるデータの破損を防ぐため，同時実行制御

が必要となる．  
 

(iv) アクセス制御  
Blog は，特定の個人や団体が記事を書くが，それら

の著作権は著者に帰属し，無計画なデータの公開は著

作権の侵害になる可能性がある．また，解析の仕方に

よっては，著者のプライバシーを侵害する可能性があ

る．そこで，収集したデータを一般に公開する場合，

問題となる情報を隠匿するためアクセス制御を行う必

要がある．  
 

3.1.2. Blog 空間を再現するための要件  
Blog 空間を再現するために必要なデータは，Blog

がもつ機能や要素である．Blog がもつ要素をおおまか

に挙げる．  
・全体情報  
・エントリ  
・コメント  
・トラックバック  
・マルチメディアファイル  

各項目について詳しい要件を考察する．  
 

(i) 全体情報  
本研究において，全体情報とは，ひとつの Blog 全体

に共通する基本的な要素を指す．具体的には，Blog の

トップページのみを解析すれば得られる情報である．

それらの情報は，ページのトップやサイドバーに表示  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 必要なデータの違い  
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される．サイドバーに表示される情報は，ホスティン

グサービスによりさまざまで，統一的に扱うことは難

しい．そこで，本研究では各 Blog サービスに共通する

部分は抽出し，それ以外は，HTML ソースを収集する

ことで対応し，統一的な処理を行えるようにする．  
また，Blog には更新情報を配信するサービスがある．

一般的に RSS や ATOM 等の XML 形式であることが多

い．また，XML を用いない RSS2.0 等も少数ながら存

在する．これら配信サービスも全体情報として取り扱

う．なお，RSS や ATOM 等は，更新情報を配信するサ

ービスであり，配信される情報のすべてが，Blog 内を

解析することで得られる．よって，RSS や ATOM のフ

ァイルを収集することはしない．  
 

(ii) エントリ  
エントリとは記事のことであり，Blog において最も

重要なパートである．著者は記事を載せることで意見

を表明し，読者は記事を読み，コメントやトラックバ

ックを利用して記事に対する意見を述べる．なお，本

研究においてエントリと呼ぶ場合は，記事本文以外に

コメントやトラックバックを含むものとする．  
Blog では，記事を投稿する際，記事を分類するため

の単語を設定できる．サービスによっていくつかの種

類があるが，カテゴリやジャンル，タグ，テーマ等で

呼ばれる．基本的には任意の単語を設定できる．また，

複数語を指定できるものもある．Blog では分類語によ

るカテゴライズが行われている．分類語は複数種類が

あるが，概念的には同一のものであり，本研究ではま

とめてひとつの要素として取り扱う．  
エントリ固有の URL をブラウザで開くと，トップペ

ージと共通する部分（サイドバー等）や，そのエント

リ内の，コメントやトラックバックが同時に表示され

る．トップページと共通する部分は全体情報にて扱う．

また，コメントやトラックバックについては，記事毎

に任意数つけられるため，別途の要件として扱う．ト

ップページと同じく，各エントリ固有の URL 毎にソー

スを収集し，二次的な解析に用いられるようにする．  
Blog のソースにおいて，記事の本文に対するタグの

係り方はホスティングサービス毎に違うため，本文の

抽出には工夫が必要であり，研究効率を下げる要因に

なると考えられる．Blog データベースでは，記事本文

を抽出し，エントリの要素として扱うことで，抽出に

かかる手間を省き，効率の向上を図る．HTML タグを

研究対象とする場合があるため，本文の HTML タグは

残したままにしておく．HTML タグの排除は容易に行

えるため，テキストのみを利用する場合は，利用者が

適宜処理を行うこととする．  
 

(iii) コメント  

コメントは，エントリのうち読者が記事に対する意

見を投稿したパートである．コメント本文と併せて，

投稿者に対する連絡先も記載できる．連絡先としては

メールアドレスや URL（ホームページ等）が指定でき

るが，これらは投稿者のプロパティと考えられるため，

重要である．  
また，コメント本文に HTML を記述することができ

る場合や，URL を自動リンクする Blog サービスもあ

り，エントリの記事本文と同様に，HTML タグを含む

状態で保存する．  
 

(iv) トラックバック  
コメントと同じく，エントリに従属するパートであ

る．コメントは記事に対して，同じエントリ内で意見

を返すのに対して，トラックバックは別に記事を書く

ことで，記事に対する意見を表明する．トラックバッ

クしてもらうための URL はエントリに固有であるた

め，エントリの要件として扱う．  
トラックバックすると，元の記事にトラックバック

した記事へのリンクが張られる．その際，トラックバ

ック先の記事に関する概要が同時に掲載される．これ

らリンクや概要が，トラックバックにおける重要な要

件である．トラックバックの記事の概要にも HTML タ

グを含む可能性があり，エントリの記事本文やコメン

トと同じく，HTML タグを含んだ状態で保存する．  
トラックバックは機械的に自動で行われるため，ま

ったく関係のない記事からもリンクを張ることができ

る．この点を悪用したスパムが問題となっている．ス

パムは，本来はノイズであるが，スパム排除のために，

スパムの特性を研究することが考えられるため，本研

究では区別なく収集する．  
 

(v) マルチメディアデータ  
マルチメディアデータには，画像や動画などが挙げ

られる．Blog の中には，写真や著者が描いた絵を紹介

しているものがある．最近では，YouTube[14]等，膨大

な投稿動画を取り扱うサイトがあり，その中で著者が

興味をもった動画を紹介する Blog がある．画像や動画

といった，マルチメディアデータを紹介することが主

目的の Blog において，ただエントリのテキストを収集

するだけでは正確な解析を行うことはできない．そこ

で，本研究においては，Blog の記事内で紹介される画

像や動画も必要要件と考える．  
ほとんどのホスティングサービスにおいて，画像に

ついては容易にアップロードでき，記事中に機械的に

取り入れることができる．画像の場合は IMG タグによ

り挿入されるが，タグの属性はサービスにより流動的

である．7 種類のホスティングサービスについて IMG
タグの属性を調査したところ，画像の概要となる ALT



 

 

属性があるものは 5 種類で，うち 3 種類はファイル名

が指定されている．残り 2 種類は画像の概要が指定さ

れている．TITLE 属性はなく，WIDTH と HEIGHT 属

性については，4 種類のサービスにおいて指定されて

いる．うち 1 種類は，サムネイル画像のサイズが指定

されている．以上から，IMG タグの属性抽出は効果的

ではないため，ファイルのプロパティから得られる情

報を取り扱う．  
また，動画や音声ファイルの場合，HTML タグによ

る直接的な掲示は稀である．特に投稿動画サイトの紹

介などでは，記事中に提示される URL は，動画が閲覧

できる HTML ファイルへのリンクである場合が多く，

直接マルチメディアファイルを指すとは限らない．こ

れら複数の形式に，統一的に対応できることがマルチ

メディアデータの要件となる．  
尚，マルチメディアデータは著作物であり，著作権

を侵害する恐れがあるため，一般にデータを提供する

場合には十分な配慮が必要である．  
 

3.2. Blog データベースのテーブル設計  
3.1 で挙げた要件に従い，スキーマを設計する．Blog

では，個人の意見をログとして公開する．ホスティン

グサービスごとにソースの記述方式が異なるため，ロ

グ部分の抽出には工夫が必要であり，データセットの

準備に手間がかかる．そのため，ひとまとまりのテキ

スト（記事本文やコメント文，トラックバックの概要

等）を抽出し，保存しておく．抽出方法は，ホスティ

ングサービス毎に処理を分ける必要があるが，本研究

で設計するテーブルは，処理方法を問わず，統一的に

データを取り扱える点を考慮し，Blog 毎に共通する要

素をテーブルの属性とする．  
その他の設計方針としては，簡単のため，複雑な解

析を必要とせず，タグの係り方を調べる程度の解析で

抽出できる情報を，テーブルの属性として取り扱う．

属性はテキストやソースの内容に関する属性でもあり，

必要なデータを検索するための条件として利用できる

ことが求められる．  
 

3.2.1. 全体情報テーブル（Blog テーブル）  
全体情報テーブルを表 1 に示す．  
全体情報として扱う情報は，ホスティングサービス

毎や Blog 毎の設定により様々である．よって，Blog
空間全体に共通する要素として，ソースか，RSS 等か

ら抽出できる情報のうち，表 1 に定義したものを全体

情報テーブルの要素とする．TITLE，AUTHOR は完全

一致，ABSTRACT は部分一致による検索を行うことを

想定している．ソースの解析方法はホスティングサー

ビス毎に異なるので，ホスティングサービスの識別番  

表 1. 全体情報テーブル  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2. エントリテーブル  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
号として SERVICE_ID を振る．  

更新情報の配信形式には，一般的に RSS1.0，ATOM
が知られている．それぞれ Blog 毎に固有の URL をも

つので，抽出する．それ以外に，あまり用いられない

形式として，RSS0.9 や RSS2.0 などがある．これらは

まとめて RSS2 として扱うこととする．  
 

3.2.2. エントリテーブル  
エントリテーブルを表 2 に示す．  
Blog の管理者が複数いる場合，投稿者が記事によっ

て違う場合があるため，AUTHOR に投稿者名を保存す

ATOMのURLVARCHAR(255)ATOM

RSS2.0のURLVARCHAR(255)RSS2

RSSのURLVARCHAR(255)RSS

サービス識別番号INTSERVICE_ID

トップページのソースBLOBSOURCE

最新更新時刻TIMESTAMPLAST_UPDATE

Blogの説明VARCHAR(128)ABSTRACT

Blogの著者VARCHAR(64)AUTHOR

BlogのタイトルVARCHAR(64)TITLE

最新確認時刻TIMESTAMPCHECK_TIME

トップページのURLVARCHAR(255)URL

識別番号INTID

備考データ型要素名

ATOMのURLVARCHAR(255)ATOM

RSS2.0のURLVARCHAR(255)RSS2

RSSのURLVARCHAR(255)RSS

サービス識別番号INTSERVICE_ID

トップページのソースBLOBSOURCE

最新更新時刻TIMESTAMPLAST_UPDATE

Blogの説明VARCHAR(128)ABSTRACT

Blogの著者VARCHAR(64)AUTHOR

BlogのタイトルVARCHAR(64)TITLE

最新確認時刻TIMESTAMPCHECK_TIME

トップページのURLVARCHAR(255)URL

識別番号INTID

備考データ型要素名

記事本文

（テキストのみ）

VARCHAR(65535)TEXT_ARTICLE

記事本文（タグを含む）VARCHAR(65535)HTML_ARTICLE

記事にトラックバックす
るためのURL

VARCHAR(255)TB_URL

トラックバック数INTNUM_TB

記事の属性VARCHAR(64)GROUP_TAG

記事のURLVARCHAR(255)URL

記事のソースBLOBSOURCE

記事投稿時刻TIMESTAMPSUBMIT_TIME

コメント数INTNUM_COMMENT

記事の著者VARCHAR(64)AUTHOR

記事のタイトルVARCHAR(64)TITLE

最新確認時刻TIMESTAMPCHECK_TIME

所属Blogの識別番号INTBLOG_ID

識別番号INTID

備考データ型要素名

記事本文

（テキストのみ）

VARCHAR(65535)TEXT_ARTICLE

記事本文（タグを含む）VARCHAR(65535)HTML_ARTICLE

記事にトラックバックす
るためのURL

VARCHAR(255)TB_URL

トラックバック数INTNUM_TB

記事の属性VARCHAR(64)GROUP_TAG

記事のURLVARCHAR(255)URL

記事のソースBLOBSOURCE

記事投稿時刻TIMESTAMPSUBMIT_TIME

コメント数INTNUM_COMMENT

記事の著者VARCHAR(64)AUTHOR

記事のタイトルVARCHAR(64)TITLE

最新確認時刻TIMESTAMPCHECK_TIME

所属Blogの識別番号INTBLOG_ID

識別番号INTID

備考データ型要素名



 

 

る．また，記事の分類属性は，ホスティングサービス

により様々な呼び方があるが，統一して GROUP_TAG
で扱う．通常，GROUP_TAG に保存される語は複数に

なる．そのため，GROUP_TAG は部分一致による検索

の条件として利用することを想定する．  
エントリのソースは時系列で変化する．例えばコメ

ントやトラックバックがつくことが挙げられる．さら

に，記事本文が修正されることがある．ソースを収集

した時刻を CHECK_TIME で保存し，コメント数やト

ラックバック数の変化，記事本文の修正があった場合

にはソースを再取得し，CHECK_TIME を更新する．

LAST_UPDATE は，投稿時刻を保存する要素であり，

投稿時刻が変更された場合は更新する．  
 

3.2.3. コメントテーブル  
コメントテーブルを表 3 に示す．  
Blog ではコメントをつける際，メールアドレスや

URL を記述する欄がある．これらを要素として抽出す

る．コメント本文を，HTML タグを含んだ状態で保存

する．  
WRITE_TIME は，コメント欄に表示される時間を抽

出し，保存する．コメント文は，Blog 管理者により修

正される可能性がある．修正された場合は，新しいコ

メント文を保存し，修正された時間を CHECK_TIME
として保存する．  

 

3.2.4. トラックバックテーブル  
トラックバックテーブルを表 4 に示す．  
トラックバックは，エントリに対してリンクが張ら

れ，リンク先の記事の内容を示す概要を載せることが

できる．リンク先の URL やタイトル，概要を要素とし

て抽出し，保存する．コメント同様，概要部分は HTML
タグを含んだまま保存する．  

トラックバックもまた，管理者による修正等，内容

を変更されることがある．他のテーブル同様，再収集

時刻を管理する．  
 

3.2.5. マルチメディアテーブル  
マルチメディアテーブルを表 5 に示す．  
ファイルの URL では，リンク先にあるファイルの

URL も収集対象とする．例えばサムネイル画像の場合，

IMG タグで表示された画像に対して，アンカータグに

よりリンクが張ってあるとする．この場合，サムネイ

ル画像とは別に，アンカータグ内の HREF 属性のファ

イルも収集する．ただし，リンク先が HTML 形式等ペ

ージを指す場合，マルチメディアファイルが複数存在

する等，参照対象を特定することが難しいため，ペー

ジファイルを収集し，TAG に HEAD タグを保存する． 

表 3. コメントテーブル  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4. トラックバックテーブル  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 5. マルチメディアテーブル  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他の属性は，特定が難しいため抽出しない．また，

コメント投稿時刻TIMESTAMPWRITE_TIME

投稿者メールアドレスVARCHAR(64)ADDRESS

識別番号INTID

所属記事の識別番号INTENTRY_ID

コメント本文VARCHAR(4096)COMMENT

投稿者が指定したURLVARCHAR(255)URL

コメントの投稿者VARCHAR(64)AUTHOR

コメントのタイトルVARCHAR(64)TITLE

コメント確認時刻TIMESTAMPCHECK_TIME

所属Blogの識別番号INTBLOG_ID

備考データ型要素名

コメント投稿時刻TIMESTAMPWRITE_TIME

投稿者メールアドレスVARCHAR(64)ADDRESS

識別番号INTID

所属記事の識別番号INTENTRY_ID

コメント本文VARCHAR(4096)COMMENT

投稿者が指定したURLVARCHAR(255)URL

コメントの投稿者VARCHAR(64)AUTHOR

コメントのタイトルVARCHAR(64)TITLE

コメント確認時刻TIMESTAMPCHECK_TIME

所属Blogの識別番号INTBLOG_ID

備考データ型要素名

ファイルの形式VARCHAR(16)FILETYPE

ファイルのURLVARCHAR(255)URL

ファイルの容量INTFILE_SIZE

ファイルの種類VARCHAR(16)KIND_OF_FILE

映像の場合，横幅INTWIDTH

映像の場合，縦幅INTHEIGHT

ファイルを出力する
HTMLタグ

VARCHAR(4096)TAG

ファイル本体BLOBFILE

識別番号INTID

備考データ型要素名ｓ

ファイルの形式VARCHAR(16)FILETYPE

ファイルのURLVARCHAR(255)URL

ファイルの容量INTFILE_SIZE

ファイルの種類VARCHAR(16)KIND_OF_FILE

映像の場合，横幅INTWIDTH

映像の場合，縦幅INTHEIGHT

ファイルを出力する
HTMLタグ

VARCHAR(4096)TAG

ファイル本体BLOBFILE

識別番号INTID

備考データ型要素名ｓ

リンク先Blog著者VARCHAR(64)TB_AUTHOR

リンク先BlogURLCARCHAR(255)TB_BLOG_URL

トラックバック時刻TIMESTAMPTB_TIME

トラックバック概要

（HTML含む）

VARCHAR(4096)HTML_SUMMARY

TIMESTAMP

VARCHAR(2048)

VARCHAR(255)

VARCHAR(64)

VARCHAR(64)

INT

INT

INT

データ型

リンク先Blog名TB_BLOG_TITLE

最終確認時刻CHECK_TIME

識別番号ID

トラックバック概要

（テキストのみ）

TEXT_SUMMARY

所属記事の識別番号ENTRY_ID

リンク先記事URLTB_ENTRY_URL

リンク先タイトルTB_ENTRY_TITLE

所属Blogの識別番号BLOG_ID

備考要素名

リンク先Blog著者VARCHAR(64)TB_AUTHOR

リンク先BlogURLCARCHAR(255)TB_BLOG_URL

トラックバック時刻TIMESTAMPTB_TIME

トラックバック概要

（HTML含む）

VARCHAR(4096)HTML_SUMMARY

TIMESTAMP

VARCHAR(2048)

VARCHAR(255)

VARCHAR(64)

VARCHAR(64)

INT

INT

INT

データ型

リンク先Blog名TB_BLOG_TITLE

最終確認時刻CHECK_TIME

識別番号ID

トラックバック概要

（テキストのみ）

TEXT_SUMMARY

所属記事の識別番号ENTRY_ID

リンク先記事URLTB_ENTRY_URL

リンク先タイトルTB_ENTRY_TITLE

所属Blogの識別番号BLOG_ID

備考要素名



 

 

記事中に URL が直接記述してあることが考えられる

が，拡張子がマルチメディアファイルに属するもので

ある等，明らかな場合は収集する．  
TAG では，ソースのうち，マルチメディアファイル

を記事中に埋め込む際に記述される一連の HTML タグ

や JavaScript 等を抽出し，保存する．3.1.2 (v)で述べた

通り，IMG タグ等はあまり実用的ではないが，前後の

タグも含めて保存することで解析に利用できる可能性

がある．  
HEIGHT，WIDTH，FILE_SIZE，FILE_TYPE は，マ

ルチメディアファイルのプロパティから抽出する．

FILE_SIZE は容量， FILE_TYPE は拡張子である．

KIND_OF_FILE は拡張子を画像や動画，音声等に分類

する要素である．これらは，マルチメディアファイル

を検索する際の条件として機能する．  
CHECK_TIME では，ファイルを収集した時刻を保存

し，FILE_SIZE が変化していた場合に再収集し，FILE
と CHECK_TIME を更新する．  

 

4. Blog データベースの評価  
ブログデータベースの有用性評価のひとつの方法

は，ブログデータベースがブログ空間解析に利用でき

ることを示すことである．そこで以下に示す事例を用  
いる．  
 まず事例を説明し，その事例で必要となる問い合わ

せを作成し，それが妥当な時間で実行可能なことを示

す．さらに，事例そのものの有効性も確認したい．  
 

4.1. 利用事例（記事の推薦） 
本項では，設計した Blog データベースを用いた研究

の例を挙げることで，有用性の一端を示す．例として，

知名度の低い，有用な Blog の推薦を行う．  
 

4.1.1. 目的  
知名度が低いことは，参照される回数が少ないと言

える．その中には，現在はあまり知られていないが，

世間的な興味を集める情報が掲載されている可能性が

ある．そのような情報を扱う Blog を探し出すことを目

的とする．  
 

4.1.2. 推薦方法  
まず，通常の検索と同じく，検索したいワードを決

める．次に，一般的な分野として考えられる言葉を選

び，グループ検索ワードとする．「スポーツ」や「映画」

など，ジャンルとして分けられる語が相当する．  
エントリテーブルの TEXT_ARTICLE に検索ワード

を含み，エントリテーブルの GROUP_TAG にグループ

検索ワードを含むエントリ集合を考える (図 3)．その集  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. PageRank のための集合を求める SQL の例  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 知名度の低い Blog 発見  
 

合を対象に，エントリテーブルの HTML_ARTICLE，

コメントテーブルの HTML_COMMENT，トラックバッ

クテーブルの HTML_SUMMARY から URL を抜き出す

ことで参照関係を解析し， PageRank[15]を用いる．

PageRank とは，他のサイトからリンクされた数と，他

のサイトにリンクをしている数を基に各サイトの人気

度のようなものを算出する手法である．検索ワードを

含むエントリが所属する Blog について，PageRank に

よりランキングする．  
算出された PageRank のうち，ある閾値以上の上位

Blog 集合と，別の閾値以下の下位 Blog 集合を取る．

上位 Blog 集合における検索ワードを含むエントリと，

下位 Blog 集合における検索ワードを含むエントリの

投稿時刻 LAST_UPDATE をチェックし，上位 Blog 集

合のエントリより十分早く投稿された下位 Blog 集合

のエントリを求める．このエントリを含む Blog が，有

用性が高い可能性がある．   
 

4.1.3. 評価  
利用事例そのものの評価方針について説明する．  
PageRank は単純に考えれば，リンクされる回数が多

いほど上位になる．求められた Blog は下位集合であり，

参照された回数が少ない．そのため，知名度はそれほ

ど高くないと考えられる．  
記事の有用性についての検証は，実際に中身を人間

が判断する必要がある．他の検索サービスを用いて，

検索した上位の結果と，内容を比較することとする．

映画

PageRankPageRank

上位

下位

硫黄島，００７，
プラダ…..

知名度の低いBlog

映画映画

PageRankPageRank

上位

下位

硫黄島，００７，
プラダ…..

知名度の低いBlog

SELECT   BLOG.ID,  BLOG.URL,  ENTRY.BLOG_ID,  ENTRY.URL,   
ENTRY.GROUP_TAG, ENTRY.ARTICLE,          
COMMENT.COMMENT, TRACKBACK.SUMMARY

FROM   BLOG,  ENTRY,  COMMENT,  TRACKBACK                    
WHERE   ENTRY.GROUP_TAG LIKE ‘%グループ検索ワード%’

AND   ENTRY.ARTICLE LIKE   ‘%検索ワード%’
AND   BLOG.ID = ENTRY.BLOG_ID                 
AND   BLOG.ID = COMMENT.BLOG_ID         
AND   BLOG.ID = TRACKBACK.BLOG_ID      
AND   ENTRY.ID = COMMENT.ENTRY_ID       
AND  ENTRY.ID = TRACKBACK.ENTRY_ID    
AND   ENTRY.BLOG_ID = COMMENT.BLOG_ID
AND   ENTRY.BLOG_ID = TRACKBACK.BLOG_ID;   



 

 

例えば映画の場合，公開日や配給会社が載っているこ

とは普通だが，メインキャスト以外のキャストについ

ても記述がある場合は有用であると言える．  
 

4.2. 評価方針  
4.1 の事例により，良好な結果が得られれば，ある

側面において Blog データベースを利用する価値があ

ると判断できる．また，Blog を対象としたいくつかの

研究 [11][12][13]に対してデータセットを提供し，様々

な研究に対応できることが証明できれば，Blog データ

ベースの有用性を示すことができると考える．  
 

4.3. 収集されたデータ 
2007 年 2 月現在において，約 26 万件の Blog トップ

ページのソースが収集されている．また，簡易的な解

析により，全体情報のうち，SERVICE_ID，URL，RSS
が抽出済みである．  

 

5. おわりに  
本稿では，Blog 空間解析に利用できる Blog データ

ベースの必要性を論じ，その要求に沿ったデータベー

ススキーマの設計を示した．さらに，設計したスキー

マの有効性に対する評価方針を提示した．すなわち，

上記事例を実現し，それを実行することにより，Blog
データベースの，ある点での有効性を評価できる見通

しを得た．しかしながら，Blog データベースに関して

は，上述の評価を実行することがまず必要である．  
関連した課題としては，評価実験に基づくスキーマ

の再設計に加えて，効率的なデータ収集の実現と，正

確なメタデータの抽出方法を確立することが挙げられ

る．また，利便性を高めるため，二次的データを抽出

しておくことが挙げられる．例として，Blog 間やエン

トリ間の参照・被参照関係の抽出が挙げられる．  
Blog は時系列に沿って更新され，変化していく．同

じ記事であっても，追記や変更が容易である．現在の

仕様は，最新の状態をデータとして提供することを想

定いるが，これでは時系列による変化を捉えることが

できない．収集方法の変更により，任意時刻における

Blog やエントリの状態を再現できるように，Web アー

カイブの形式を取ることが考えられる．  
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