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つながるオープンデータ 
 
 

セマンティックweb委員会 

乙守信行 
2013.3.07  セマンティックWebコンファレンス２０１３＠慶応三田 

 

 

発表内容 

◆LODに対する個人的な以下のスローガンを 

 

◆LOD チャレンジJapan2012の作品及びこれまでの活動から 

振り返る 

 

 

Linked Data   データが繋がれば 

 
Linked People     人が繋がり    人が繋がれば 

 
Linked opportunities             機会が繋がる 
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87 

50 

44 

24 
データセット

部門 

アイデア部

門 

アプリケー

ション部門 

ビジュアライ

ゼーション部

門 

人のつながりと応募作品数 

21 

34 

18 

昨年  作品数７３作品 

データ

セット部

門 

アイデ

ア部門 

アプリ部

門 

LOD チャレンジJapan2012  
作品数  205作品 

2012/8/25 東京第1回LOD
チャレンジデー  「Linked 
Open Data入門」 

2012/9/1 名古屋第２回LOD
チャレンジデー  「Linked 
Open Data入門」 

2012/8/25 東京第4回LOD
チャレンジデー   「チャレン
ジ作品募集開始(仮)」 

2012/10/27 東京第5回LOD
チャレンジデー  「アイデア
ソン」 

2012/12/7第7回LODチャレ
ンジデー in 奈良 
「International Asian LOD 
Challenge Day」 

2012/12/15リンクト・オープ

ン・データによる地域活性
化に向けて／第8回LOD
チャレンジデー IN はこだて 

 
2013/1/12LODチャレンジ
2012 LODサロン 
 

2013/1/25横浜オープン
データハッカソン −LODチャ
レンジデー in 横浜− 

2012/11/10オープンデータ
でツナグ街づくり/第6回
LODチャレンジデー 

2012/10/6第3回 LODチャレ

ンジデー「オープンデータ
ハッカソン in 鯖江」 

作品応募者異なり数 
（チームは１つで数える） 
 

第１回86人      73作品 

第2回224人  ２０５作品 

- 106 -



2013/3/4 

3 

データをつなげることの効果 

2008年オハイオ州ビーンズヒル 

ある弁護士がどこに家があり、また水
道が繋がっているかの地図を作っ
た 

別のリソースから白人の住んでいる
場所を取得しマッシュアップする 

2010年２月 TED(Technology Entertainment Design）「オープンデータとマッシュアップ で変わる世界」Tim 
Berners-Lee氏 詳細はLODチャレンジサイト「Linked Open Dataのビジョン」をご覧ください。
http://lod.sfc.keio.ac.jp/challenge2011/link.html 

データをつなげることの効果 

白人と黒人の差別的な状況が 
           偶然とは思えない相関があるのを認められ、 
                         1,090万ドルの賠償が命じられた 
 

http://www.dispatch.com/live/content/local_news/stories/2008/07/11/Coal_Run.ART_ART
_07-11-08_A1_SPANNJH.html 
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応募作品がつながることの効果 

 

人種差別の証明のために 
         弁護士が活用！ 

アプリケーション 

だってきっと誰か
が！ 

アプリケーションになれば、次のアイデア、次
のデータが結びつき始める！ 

        つながりが 加速化！? 

広がる データ基盤、技術基盤 

オープンストリートマップ・ファウンデーション・ジャパ
ン 

国立情報学研究所（CiNii、KAKEN) 

鯖江市役所 

社会基盤情報流通推進協議会 

東京大学 空間情報科学研究センター (人の流れ
データ) 

東京大学 空間情報科学研究センター (復興支援
調査アーカイブ) 

東京大学 地球観測データ統融合連携研究機構 

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団 

LODAC: Linked Open Data for Academia 

アシアル株式会社 Monaca 

日本マイクロソフト株式会社 Windows Azure 

独立行政法人 理化学研究所 LinkData 

NTTレゾナント株式会社  pinQA 

d038日本語Wikipediaオントロジー 

d041 Namespaces and Vocabularies 

 d045 JAXA宇宙航空データリスト 

 d078 Open DATA METI 

d081 日本のデータカタログサイト 

a001 SparqlEPCU 

a002 WebDocManager 

a013 LGD Viewer 

a014 OSM Node Viewer 

a018 LOD Browser 

a024 tomrdf 

a028 volvox 

a032 LODインフラ 

a044 LDETL 
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つながる データ、人、作品 

d062横浜市ごみ分別情報LOD 
 

横浜市のごみと資源の分別情
報を整理し、回収区分、回収日

情報とともにLOD化 
(藤澤貴智,清水たくみ,小林巌生) 

出典：横浜市
資源循環局 

 
 

データセット登録 
CKAN日本語 「 みん

なで作る日本の
データカタログサイ

ト」 

d081 日本のデータ
カタログサイト 

（CKAN日本語コミュ
ニティ） 

 
 

 
 

SPARQLエンドポイント 

A001 SparqlEPCU 
年岡晃一、藤本椋也、

安江翔平 
 
 

V023 

ヒートマップ 会津若松市の毎月
大字別人口（2012年） 

(snowy) 
d067 

毎月大字別人口 
(会津若松市 情報政策課) 

オープンストリートマップ 

ヨコハマ・アート・LOD 

v006 

ヨコハマ・アート・オープンストリー
トマップ 

（河原 翔） 

 
A043 

毎月大字別人口の可視化 
(松澤有三) 

 

つながる データ、人、街、作品 
d001 DATA MAP 住所・駅・寺神社・学

校等座標情報（横浜市・京都市） 

d031市内避
難所 鯖江市 

d033コミュニティバスの
位置情報 

d037 横浜歴史フィールド・
ミュージアムAR 

藤沢市 

d054藤沢市のオープン
データLOD 

函館市 

d055函館まちあるき
ルート情報 

d056函館映画ロ
ケ地情報 

d062横浜市ごみ分別情報LOD 

d064横濱写真アルバムLOD 

会津若松市 

d065公共施設マップ 

d066毎月1歳毎年齢別
人口 

d067毎月大字別
人口 

d069西山動物
園の動物情報 

d070鯖江市文化財情
報 

d074鯖江市農産
物直売所 

d075鯖江市議会
議員情報 

d088鯖江観光
LOD 

i018観光ARアプリケーション 

i033はこだてMap+ 〜LOD
でつながる函館観光〜 

i037動物戸籍 

i034函館の歴史資料を用
いた市民に新たな発見が
ある写真検索システム 

a003ヨコハマ・アート・ガイド 

a004サバエディ
タ：：トイレシュラン 

a006ピンポイント・リマイン
ダー 

a011トイレこんしぇる鯖

江版 

a012横浜歴史フィールド・
ミュージアムAR 

a019横浜Maps 

a020藤沢市幼稚園検索 

a021さばえぶらり 

a033 Where Does My Money 
Go? 日本語版 

a025 fujisawa holiday 

a027消火栓レスキュー

鯖江編 

a029はこだてMap+ 

a035横浜検定 

a038横浜市の予算を入力しよう 

a043毎月大字別人口
の可視化 

v006ヨコハマ・アート・オープ
ンストリートマップ 

v016鯖江バスモニター 

v022関内・馬車道アートイベ
ント AR 

v023ヒートマップ 会津若松
市の毎月大字別人口（2012
年） 

横浜市 
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まだまだ つながる可能性はあるはず 

横浜市 

鯖江市 

函館市 
藤沢市 

会津若松市 

例えば 観光 
 
◆ 各作品が市の観光ページから 
   情報を取得している 

◆ CSV形式など機械可読で権利も
明確にする  

◆ それだけでは済まない 
多くの応募者も直面した問題への提案 
 
「 LODとオントロジ  細見 格 (日本電気
株式会社)」 
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