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社会問題と背景情報の構造化による
e-Participationの促進
白松 俊
名古屋工業大学 大学院工学研究科

Outline
1. はじめに
– LODとe-Participation
– 何を目指して何を作ったのか

2. 住民参画Webプラットフォーム
– データセットSOCIA
– 議論支援システムcitispe@k

3. 今後の展望
– 目標共有・協働のための拡張
– 復興促進のための拡張
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LODとe-Participation (1/2)
• 電子参画 (e-Participation): ICTを活用した住民参画
• 住民参画 (public participation): 政策決定過程のどこかで
住民 (citizen; 市民) が下図のような関わりを持つこと
IAP2 (国際市民参画協会) によるSpectrum of Public Participation
http://www.iap2.org/associations/4748/files/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf
Inform
(情報共有)

Consult
(意見収集)

Involve
(関与)

Collaborate
(協働)

Empower
(決定権)

米オバマ政権のOGD (Open Government Directive) による三原則
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Government/

Transparency
(透明性)

Participation
(参画)

Collaboration
(協働)

公的なインパクト

Open Dataの有効範囲
Linked Open Dataの有効（と期待される）範囲

LODとe-Participation (2/2)
• 住民参画を促進するためには透明性を確保する必要性
– 背景のわかりにくい事柄に参画するのは難しい

• 透明性確保のためにオープンデータの役割が大きい
– 特にLOD ⇒ 組織を超えた二次利用やマッシュアップ

• 関連研究:
–
–
–
–

欧州での集合知／政策議論可視化システム [Benn+ 11]
LODAC: 横浜市の地域データのLOD化 [深見+ 11]
行政データ: 米 Data.gov (2009) をはじめ20数カ国で整備
しかし，地域の社会問題の透明性に寄与するLODはあまり無い

• 本研究:  LODで地域の社会問題の透明性も確保
地域の住民参画を促進
[Benn+ 11] Benn, N., Macintosh, A.: Argument Visualization for eParticipation: Towards a Research Agenda and Prototype
Tool. In: ePart 2011. LNCS, Vol. 6847, pp. 60–73. Springer (2011)
[深見+ 11] 深見, 小林, 嘉村, 加藤, 大向, 武田, 高橋, 上田: Linked Open Dataによるボトムアップ型オープンガバメントの
試み. 情報処理学会研究報告. 2011-DD-79(1), pp. 1–8 (2011)
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何を目指して何を作ったのか
• 背景: 地域社会が直面する多様な課題やリスク
– 自然災害, 放射能汚染, 福祉問題, 不景気, 過疎化, etc.
– 日本人的な「お上がなんとかしてくれる」の限界
目標: 住民が議論に参加して知恵を結集する技術 地域SNS？Twitter？

総務省SCOPE 地域ICT振興型課題 (2010.9～2012.3)

• 成果物: 住民参画Webプラットフォーム「O2

(Open Opinion)」

http://open-opinion.org/

1. 議論に参画しやすいように背景情報を共有化するLODデータセット
SOCIA (Social Opinions and Concerns for Ideal Argumentation)
 議論の種: 地域と出来事を基点に地域関連コンテンツ間の関係を構造化

2. SOCIAを自動構造化するテキストマイニングシステム
3. SOCIAの地域情報を使った議論のためのシステム citispe@k
(SOCIAとcitispe@kでLODチャレンジJapan 2011 チャレンジデー賞)
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住民参画WebプラットフォームO2
http://open-opinion.org/

• LODチャレンジJapan 2011受賞作品で構成
• 地域の問題を議論するための情報共有基盤として開発
住民参画に活用

議論の「種」

構造化

LODデータセットSOCIA
(Social Opinions and Concerns for Ideal Argumentation)
http://data.open-opinion.org/

Webから自動収集／構造化した「議論の種」
• 出来事 76,570 （2011/10~2012/11）
– http://data.open-opinion.org/socia/data/Event
• ニュース記事 113,052 （2011/10~2012/11）
– http://data.open-opinion.org/socia/data/NewsArticle
• ツイート 606,707 （2011/10~2012/11）
– http://data.open-opinion.org/socia/data/MicroPost
• 名古屋市議会議の発言 142,293
– http://data.open-opinion.org/socia/data/MeetingUtterance

手動で構造化した「議論の種」
• 議題: http://data.open-opinion.org/socia/data/Topic
• タグ: http://data.open-opinion.org/socia/data/Tag
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SOCIAを用いた地域情報配信アプリ

危険運転致傷:脱法ハーブ吸い事
故…愛知県警、容疑者逮捕

配信コンテンツの
選択用アプリ

デジタルサイネージとしてのiPadへの配信

SOCIAを用いた議論支援システム
citispe@k [佐野+ 12]
• SOCIA中の地域関連情報を活用した議論支援機構を試作
- 「地域フィルタ」で当該地域の出来事のリストを提示
- 選んだ出来事に関連する議題を設定し，関連記事を見ながら議論

• コンサーン整理のためのタグ付与機構
- 評価基準タグ: 経済+/－，環境+/－，福祉+/－，教育+/－ ，…
- 発言意図タグ: 質問，ツッコミ，非難，ファシリテーション，…

SOCIA

SPARQL
Endpoint
SOCIA
Web
API

citispe@k = citizen + speak

JSON

SPARQL Query
XML, JSON
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議題に関連する資料を見ながら議論
1. 地域フィルタにより， 「議論の種」として地域に関連する出来事リストを閲覧
4. 議論の整理（収束フェーズ）
（4は開発中につき未公開）

2. ユーザが議題を設定

3. 関連資料を見ながら議論（発散フェーズ）

地域での住民参画と
コンサーン・アセスメント
•

地域での住民参画 (Public Involvement)
–

•

住民は，「何が問題か」を知らないと参画できない

コンサーン・アセスメント
–
–

コンサーン（人々の公的な関心や問題意識）を調査・分析
意思決定の根拠として活用できるだけでなく，
住民間で問題意識を共有し，透明性を確保するために有効

(問題点)

「でも、地域の時事問題なんて
追ってる暇ないし・・・」
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Web上の関連情報を活用した
コンサーン・アセスメント支援
議論の「種」として構造化した地域関連コンテンツを，
意見入力補助のための背景情報として活用
議論の「種」
として収集

構造化・公開

意見収集
……
……
…．．
……
…．．
--…．．

活用

意見入力

-------------------------------------

Web上の
地域関連
コンテンツ

LOD: 構造化した
関連コンテンツ・意見
コンサーン・
アセスメント

情報提示
研究用
コーパス

入力補助

コンサーンの背景情報共有のためには
情報の構造化が不充分
問題点:

同じ事象についての複数の記事

≒

コンテンツの言及対象
（地域，事件，話題）の同定
リンクもない

リンクはあるが…

同一事象について述べられたTwitter／議会の発言

• 新聞社内では事件や話題にIDを振って管理
– 公開されておらず，コンサーン・アセスメントには不向き

• 実世界の出来事にIDを振り，
コンサーンの整理／共有のために活用したい
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地域・出来事を基点とした構造化
愛知県
名古屋市

地域

出来事
2011-06-12

目指す状態

栄
原子力撤廃

現状

事故
デモ活動
福島第一
原子力発電所

≒
ニュース記事

Twitter上の発言

議事録中の発言

コンテンツの地域分類と出来事の自動抽出が必要

地域・出来事を基点とした構造化
SOCIAオントロジー（http://data.open-opinion.org/socia-ns ）の
中核となるクラス群
geo:SpatialThing
（地名）

socia:targetRegion
socia:Entity
（実体）
socia:entity
socia:entity
socia:entity

socia:targetRegion
socia:Event
（出来事）

socia:targetRegion

socia:targetEvent
socia:NewsArticle
（ニュース記事）

socia:Utterance
（発言）

rdfs:subClassOf
socia:Meeting
Utterance
（会議での発言）

rdfs:subClassOf
socia:MicroPost
（マイクロブログの発言）
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LODとしての構造化例 (1/2)

脱法ハーブがらみの
事故（春日井）

愛知県

脱法ハーブがらみの
事故（中村区）

発言者

参照する議題や関連コンテンツ

LODとしての構造化例 (2/2)
新聞記事

愛知県の震災がれき受け入れに関する記事・発言
出来事

socia:targetEvent

発言

socia:targetRegion

地域

国立情報学研究所による
LODAC プロジェクト
の地理データ
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本プラットフォームO2の対応領域
(IAP2)
(OGD)

Inform
(情報提供)

Consult
(意見収集)

Transparency
(透明性)

Involve
(関与)

Participation
(参画)

Collaborate
(協働)
Collaboration
(協働)

Empower
(決定権)

公的なインパクト

町内会
市町村

まずはコンテンツ地域分類を市町村レベルに
協働のためのゴール共有機構

都道府県

現状

地方区分

目標

国(日本)
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SOCIAの拡張: 住民参画から協働へ
1. 地域ごとに社会問題(らしき情報)を構造化
2. 問題の背景情報を構造化
これまでの
3. 問題に対する住民意見を構造化
取り組み
今後の

4. 問題に係わる利害関係者を構造化
ターゲット
5. 利害関係者の目指すゴールを構造化
6. 利害関係者の意思決定とその根拠を構造化
これらの要件を満たすようSOCIAオントロジーを拡張中

復興促進/協働支援のための拡張
JST復興促進プログラム(A-STEP), 2012.10～2013.9

これまでの進捗
1. 復興目標(ゴール)が似た住民同士をマッチングするために
必要な構造をSOCIAオントロジーに追加・拡張
•

目標の階層構造（ゴール-サブゴール関係）を考慮

2. 復興目標をニュース記事や関連資料から人手で抽出
•

上記オントロジーに基づいたRDFトリプル

研究期間終了(9月)までのToDo
1. 復興目標の類似度計算・マッチング機構の実装
2. 復興庁の復旧・復興支援制度データベースAPIを使った
地図上でのマッシュアップ／情報共有システム
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まとめ
• 背景: LODとe-Participation
– 地域社会での背景情報共有と協働に向けてLODを活用

• 成果物: 住民参画プラットフォームO2
– SOCIA: 地域の社会問題の透明性を確保
– citispe@k: SOCIA上の関連記事を使った議論システム

• 展望: 協働／復興促進への適用を目指した拡張
– ゴール(復興目標)の共有のためのSOCIA拡張
– ゴールの類似度計算・マッチングサービスへ

ご静聴ありがとうございました
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以下，予備スライド

復興促進/協働支援に向けた課題設定
1. 各主体の復興目標の記述方法
–

復興目標が似た住民同士をマッチングするために
必要な構造を検討

2. 各主体の意思決定の記述方法
–

意思決定やその根拠に関する情報共有のために
必要な構造を検討
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復興目標の記述に必要な構造
Goalクラス
• 説明文
dc:description
• 目標への賛同者
socia:wisher
• 参加者
socia:participant
• 利害関係者
socia:stakeholder
• 部分目標
socia:subGoal
これらを用いた目標間の類似度計算
類似した復興目標を持つ住民間のマッチングサービス

決定事項やその根拠の記述に必要な構造
• 決定者と決定事項
socia:decision
Decisionクラス
• 関連する課題
socia:issue
• 採用した解決策
socia:adopt
• 意思決定の根拠
socia:evidence
• 決定日
dc:acceptedDate
誰がどんな根拠でどんな意思決定をしたのかを共有可能に
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コンテンツの地域分類 (1/3)
[Swezey+ 11]

1. 都道府県レベル
47都道府県＋NO_REGION＝48クラス分類
現段階

2. 市町村レベル

1,726市町村＋ NO_REGION＝1,727クラス分類

訓練データの収集
• 地域ニュース 8,811+NO_REGION 1,133
– Yahoo Japanの地域ニュース記事，都道府県分類済
– 2011年6月13日～7月12日

• 地域ツイート 20,000+NO_REGION 1,000
– 都道府県ハッシュタグで検索（Topsy Otter API）
– e.g., #aichi #愛知

コンテンツの地域分類 (2/3)
[Swezey+ 11]

• TWCNB (Transformed Weight-normalized Complement
Naive Bayes) [Rennie+ 03]
– 訓練データの偏りを補正したNB分類器

c: クラス，d: 文書, w: 語

– Hadoop/Mahout の実装を利用
– 偏りを更に減らすため，訓練前にOversampling
– 確信度: 1位クラスc1と2位クラスc2のスコア差
confidence(d,c1) = logscore(d,c1) - logscore(d,c2)
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コンテンツの地域分類 (3/3)
[Swezey+ 11]

確信度の閾値を変えたPrecision-Recall曲線
• ニュース記事: Precision 98.2%, Recall 98.0%
• ツイート: Precision 86.8%, Recall 86.9%
ニュース記事

ツイート
100
95

96

Precision

Precision

100
98
94
92

85
80

90

75

88

86
95

90

70
95.5

96

96.5

97 97.5 98
Recall

98.5

99

99.5

70

65

75

80 85
Recall

90 95

ニュース記事からのイベント抽出
[平田+ 12]

• 「イベント＝類似記事のクラスタ」と定義
• クラスタリングのための類似度
– 時間窓関数とBag-of-Wordsのコサイン類似度の積
– 記事タイトル中の語に重み(>1)
– 類似度が閾値以上でクラスタ化
時間窓関数f
1.0
T

0

T

start(e) end(e)

時間 t

start(e): イベントe に属する最初の記事の時刻
end(e): イベントe に属する最後の記事の時刻
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イベント関連付けの適合率

[平田+ 12]

• 閾値を厳しめに設定
– 適合率87.5% (無作為抽出136記事で)
– ただし1イベントあたり平均1.57記事 (取りこぼしあり)
イベント毎のニュース記事数

閾値設定と適合率
25000

1
0.9

20000

イベント数

適合率

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

15000

10000
5000

0.3

0

0.2

0

0.2

0.4

0.6
類似度の閾値

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
イベントに属するニュース記事数

自動構造化の品質管理
データが紐付けされた状況を保持 → 誤り修正を効率的に
データ間の紐付け（Annotation）
rdfs:Resource

rdfs:Resource

socia:source

socia:target
socia:AnnotationInfo

socia:annotator socia:weight dc:date

誰による紐付けか

rdfs:subclassOf

foaf:Person

foaf:Agent

[0,1]の値

日付

rdfs:label

ラベル

確信度など
rdfs:subclassOf
socia:Software
Agent

- 129 -

17

2013/3/4

citispe@kの実行画面

[佐野+ 12]

イベント一覧

選択したイベント
の詳細

選択したイベント
と関連するイベン
ト

47都道府県で
フィルタ可能

選択したイベントと関
連するWebコンテンツ

タグ付け機能
• コンサーンの整理のためのタグを人手で付与
• 発言意図タグ: 質問, アイディア，ツッコミ，非難，etc.
• 評価基準タグ
– 評価基準: 経済，治安，環境，教育，etc.
– 極性: ポジティブ(+)、ネガティブ(ー)、ニュートラル
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データセットの公開方法
Fuseki Server (Apache Jena）
• Fusekiの標準的SPARQL Endpoint機能を利用
Usage: http://data.open-opinion.org/socia
/query?query=<URI_encoded_SPARQL>
&output=[xml | json | text | csv | tsv]

SPARQL Queryの問題点
: 自由度は高いがコーディングが少し煩雑
: 議論アプリのラピッドプロトタイピングには不向き
頻出処理の簡易Web APIを用意

単純なSPARQLクエリのWeb API化
従来: http://data.open-opinion.org/socia/query?query=<URIエンコードした下記クエリ>
PREFIX socia: <http://data.open-opinion.org/socia-ns#>
検索対象のグラフのURI

GRAPH <http://data.open-opinion.org/socia/data/NewsArticle> {
?news socia:targetRegion <http://lod.ac/id/282375>; 愛知県を表すURI
socia:targetEvent <http://data.open-opinion.org/socia/data/Event/e1329245548752_2701 >.
イベント
}}
「河村市長の訴え棄却」
愛知県
socia:targetRegion
を表すURI
変数?news
socia:targetEvent
河村市長の
訴え棄却

単純な構造のクエリなのに面倒！（＋ソースコードの可読性低下）
単純化
検索対象のグラフのURI

http://data.open-opinion.org/socia/data/NewsArticle?
愛知県を表すURI
socia:targetRegion=http://lod.ac /id/282375&
イベントURI
socia:targetEvent=http://data.open-opinion....ent/e1329245548752_2701

(Apache Fusekiを拡張して実装，外部からも利用可能)
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その他のWeb API
• citispe@k開発のために用意（平田, 佐野）
• SOCIAのデータをHTTP GET+JSONで手軽に
– create_topic.cgi: 議題(socia:Topic)を作成
– edit_topic.cgi: 議題を編集
– cet_related_topic.cgi: 関連する議題を取得
– get_reference.cgi: SOCIA上で参照関係にあるコン
テンツのURIを取得
– post_tweet.cgi: SOCIAに入力された意見をTwitter
にも投稿
– add_trople.cgi: SOCIAにトリプルを追加
– etc.
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