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マルチラベル分類を利用した自治体オープンデータへの
タグの付与に関する考察
山田 泰寛1,a)

概要：
近年，政府や地方自治体は保有する統計データなどを，それぞれが運営する Web サイト上において，ライ
センスフリーの形式で積極的に公開している．このようなデータをオープンデータと呼ぶ．オープンデー
タの内容を理解したり，検索をするためには，それぞれのオープンデータに対して，タグと呼ばれる語を
付与することは重要である．本稿では，マルチラベル分類を利用した自治体オープンデータへのタグの付
与について考察する．マルチラベル分類とは，一つのデータに対して複数のラベルを付与することである．
実験では，日本政府のオープンデータカタログサイトである Data.go.jp から収集した 18,717 件のオープ
ンデータに対して，従来提案されているマルチラベル分類手法を用いたところ，10 点交差検定で高い精度
でタグが付与できることを確認した．
キーワード：オープンデータ，タグ，マルチラベル分類，機械学習

1. はじめに

めには，オープンデータを公開する地方自治体の職員は専
門的な知識が必要になり，また，負担の大きい仕事である．

近年，政府や地方自治体が保有する統計データを，それ

次に，市民や企業が必要とするオープンデータを探すこ

ぞれが運営する Web サイト上に，ライセンスフリーの形

とを考える．現在，自治体がオープンデータの公開のため

態で公開する取り組みが行われている．このようなデータ

に運営する Web サイトは各自治体ごとに分散している．

は，オープンデータと呼ばれる．政府は，平成 25 年 6 月

ユーザが必要とするデータが，複数の自治体にまたがっ

14 日に世界最先端 IT 国家創造宣言 [1] を閣議決定し，各

て存在する場合は，Web サイトごとに検索を行う必要が

自治体が保有する統計データなどを積極的に公開すること

ある．複数の Web サイトを統合して検索できる仕組みが

を推進している．市民や企業は，公開されたオープンデー

あれば，検索の手間が小さくなる．このように，オープン

タから有益な情報を得たり，オープンデータを利用した新

データの普及のためには，オープンデータの公開と利活用

しいアプリケーションを開発し，公開することができる．

を支援するシステムや技術が必要である．

実積らは，オープンデータが活用されると年間 1,800 億円
から 3,500 億円の経済効果があると報告している [2]．

本稿では，オープンデータを公開する際に，オープン
データに付与されるタグと呼ばれる語に着目する．タグと

しかし，地方自治体がオープンデータを公開し，市民や

は，テキストや画像，動画などに付与される，その内容を表

企業がオープンデータを利活用するためには，いくつかの

わす語である．オープンデータの内容を理解したり，検索

問題が存在する．ここでは，自治体がオープンデータを公

をするためには，それぞれのオープンデータに対して，タ

開する際と，市民や企業がオープンデータを検索する際の

グを付与することは重要である．タグの役割として，オー

問題について議論する．

プンデータの中身を見る前に，タグを見ることで，予め，

オープンデータは，アプリケーションに依存せず，機械

その内容をある程度理解することができる．また，オープ

判読が可能で，他のデータへのリンクが含まれている形で

ンデータを検索する際に，全文検索を用いる場合は，入力

公開されることが望ましい [3]．しかし，これを実現するた

語は出現するが，重要でないオープンデータも検索に該当
する．タグを用いた検索では，重要とされる語のみを用い
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て検索を行うことができるため，精度の良い検索が期待で
きる．
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このように，オープンデータに対してタグを付与するこ

害・防災関連データを利用した洪水から身を守るための防

とは，オープンデータの理解や検索において有用であり，

災アプリの開発 [6] などがある．他にも，政府や自治体の

オープンデータの利活用の支援となる．日本政府のオー

オープンデータポータルサイトにおいて，活用事例やア

プンデータカタログサイトである

“Data.go.jp*1 ”

において

プリケーションが紹介されている．Data.go.jp では，公共

は，ほとんどのデータセットに対してタグが付与されてい

データ活用事例 *3 が紹介されており，福井県鯖江市のポー

るが，地方自治体のオープンデータにはタグが付与されて

タルサイト「データシティ鯖江ポータルサイト *4 」におい

いない場合も見うけられる．

ても，オープンデータを活用したアプリケーションを紹介

地方自治体の職員がオープンデータに対してタグを付与

している．

することは，その職員の感性に依存し，一貫性を欠く可能
性がある．また，職員が単純にデータだけを Web サイト

2.2 マルチラベル分類

上で公開することと比べると，タグの付与は余分な仕事で

マルチラベル分類とは，機械学習における分類問題の一つ

ある．分散している各自治体のオープンデータに対して，

で，一つのデータが複数のラベルを持つ．マルチラベル分類

各自治体ごとにタグを付与した場合，統一されていないタ

は，訓練データを用いて分類器を学習しておき，未知のデー

グが付与されることになる．これは，複数の自治体にまた

タに対して，その分類器を用いて，複数のラベルを付与するこ

がってオープンデータを検索するときの障害となる．よっ

とである．訓練データを {(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), · · · , (xn , yn )}

て，各自治体で個別にタグを付けるのではなく，統一され

と表わす．ここで，xi ∈ Rd は，i 番目の訓練例の特徴ベク

たタグの集合を用意し，その中から自動でタグを付与でき

トルであり，yi ∈ {0, 1}L は，i 番目の訓練例に対して，j 番

れば，オープンデータの公開と利活用の支援となる．

目のラベルが付与されていれば 1，付与されていなければ 0

本稿は，初めに，日本政府のオープンデータカタログサ

をとるベクトルである．マルチラベル分類の学習とは，上で

イトである Data.go.jp から収集した 18,717 件のオープン

定義された訓練データが与えられたとき，f : Rd → {0, 1}L

データに関して，タグの頻度などの調査を行った．次に，

となる分類器 f を学習する問題である．マルチラベル分類

マルチラベル分類を利用した自治体オープンデータへの

は，ラベルが未知のデータ x ∈ Rd が与えられた時，この

タグの付与についての実験を行った．マルチラベル分類と

分類器 f を用いて，ラベルを予測することである．

は，一つのデータに対して複数のラベルを付与することで

マルチラベル分類に関する研究としては [7–10] などが

ある．実験では，従来提案されているマルチラベル分類手

ある．手法の詳細については，各文献を参照されたい．本

法を用いてタグの付与を行なったところ，10 点交差検定で

稿では，文献 [7] による手法を用いてマルチラベル分類を

92.8%の精度でタグが付与できることを確認した．

行った．この手法のプログラムは，著者のサイト *5 で公開

本稿は以下のように構成されている．2 節では，関連研
究について述べる．3 節で，オープンデータについて述べ
る．4 節で，Data.go.jp におけるタグの調査について述べ

されている．

3. 自治体オープンデータ

る．5 節で，マルチラベル分類によるタグの付与に関する

アメリカ政府は，“Data.gov*6 ” においてデータを公開し

実験について述べる．最後に，6 節において，まとめと今

ており，2017 年 3 月 21 日時点で，192,322 件のデータが公

後の課題について述べる．

開されている．日本政府は，2014 年 10 月に，自身のデー

2. 関連研究

タカタログサイトである “Data.go.jp” においてデータの公

2.1 オープンデータ
地方自治体がオープンデータを公開する Web サイトは，

開を初めた．2017 年 3 月 21 日時点で，18,717 件のデータ
が公開されている．日本政府だけでなく，地方自治体も積
極的にデータの公開を行っている．例えば，島根県松江市

CKAN*2 というソフトウェアを用いて，公開しているこ

は，松江市統計情報データベース *7 においてデータを公開

とがある．CKAN では，検索のための API(Application

しており，2017 年 1 月 24 日時点で 2,786 件のデータセット

Programming Interface) が公開されており，これを用いて

を公開している．この他にも，Data.go.jp において，デー

検索を行うことができる．本田は，日本政府が公開してい

タの公開を行っている地方自治体の一覧を掲載している．

る API に関する調査をし，API 公開の事例を紹介してい

Tim Berners-Lee によると，オープンデータは，アプリ

る [4]．
オープンデータを用いたアプリケーション開発に関する
研究として，観光イベント情報を利用したモバイル端末向

ケーションに依存せず，機械判読が可能で，他のデータへ
*3
*4

けのイベントガイドアプリの開発 [5] や国土数値情報の災

*5

*1

*6

*2

http://www.data.go.jp
https://ckan.org
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*7

http://www.data.go.jp/public-data-case-studies/
http://data.city.sabae.lg.jp
https://sites.google.com/site/rohitbabbar/code/
dismec
https://www.data.gov
http://ntoukei.city.matsue.shimane.jp
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図 1

Data.go.jp におけるデータセットのページ

のリンクが含まれている形で公開されることが望ましいと
している [3]．しかしながら，公開されているデータ形式
は，政府，自治体によって違いがあり，例えば “Data.go.jp”
における，ほとんどのデータセットが PDF 形式か HTML
形式である．ブラジルのオープンデータポータルサイトに
おけるデータのほとんどは CSV 形式であるという報告が
ある [11]．松江市統計情報データベースでは，ほとんどの
データが XLS 形式である．
オープンデータの理想的な公開を実現するためは，地
方自治体の職員には専門的な知識が必要になる．これを
支援する目的で，LinkData.org*8 では，表形式のデータを

RDF 形式のデータに変換する機能を提供するなど，オー
プンデータの活用を支援するプラットフォームを提供して

図 2

各タグが付与されているデータセット数

いる [12, 13]．

順位，縦軸はデータセット数を表す．縦軸は対数軸として

4. Data.go.jp におけるタグ

いる．タグは 2,489 種類あるが，頻度が高いタグは少数で，
ほとんどのタグは頻度が低いことが分かる．1,000 個以上

本節では，日本政府のデータカタログサイトである

のデータセットに付与されているタグは 28 種類，100 回以

“Data.go.jp” におけるタグについて調査した．このサイト

上のデータセットに付与されているタグは 144 種類，10 回

において，2017 年 3 月 21 日時点で，18,717 件のデータセッ

未満は 2,092 種類であった．

トが公開されている．図 1 は，Data.go.jp における 1 件の

次に，表 1 は，1 個のデータセットに付与されているタ

データセットのページ *9 である．データセットのタイト

グの数を示している．2 個から 10 個のタグが付与されてい

ルやタグの一覧が表示されている．18,717 件のデータセッ

るデータセットが，全体の 87.8%を占めている．385 件の

トのタイトルやタグに関する情報は，Data.go.jp の開発者

データセットにはタグが付与されていない．平均で，1 デー

向け情報のページ *10 から入手した．
図 2 は，各タグが付与されているデータセット数を示し
ている．横軸はデータセット数でソートしたときのタグの
*8
*9
*10

http://ja.linkdata.org
http://www.data.go.jp/data/dataset/npa_20170313_0007
http://www.data.go.jp/for-developer/
download-of-metadata/
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タセット当たり 5.95 個のタグが付与されている．
表 2 は ，頻 度 の 上 位 20 種 類 の タ グ を 示 し て い る ．

Data.go.jp ではタグを付与する際に，日本語のタグと英
語のタグを同時に付与することが多いため，同じ意味の
日本語と英語のタグが同頻度出現している．また，多くの
データに関連ありそうな一般的なタグが使われれいること
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表 1

各データセットに付与されているタグの種類数
タグ数
データセット数

表 3

Data.go.jp における頻度が 1 であるタグの例

理工系

0

385

シミュレーションモデル

1

477

特殊容器

2

2,994

破産手続

3

2,245

2020 年東京オリンピックパラリンピック競技大会

4

3,188

化粧品

5

1,021

著作権

6

1,601

地球一個分の暮らし

7

1,014

環境配慮行動

8

1,527

伝統産業

9

1,562

10

1,284

た．マルチラベル分類には，[7] による手法を用い，[7] の

11

190

著者のサイトから入手したプログラムを使用した．2.2 節

12

120

の定義において，テストデータ中の 1 件のデータに対して

13

115

14

276

15 以上

718

予測されるラベルの集合は，0 もしくは 1 のベクトルで表
現される．そして，1 に対応するラベルを付与する．[7] で
は，予測されるラベルの集合は実数のベクトルで出力され，
付与されるべきラベルほど大きい値を取る．実験では，こ

表 2

Data.go.jp における頻度の上位 20 件のタグ
データセット数

statistics

6,021

10 点交差検定を用いることにより，マルチラベル分類

統計

6,018

の精度を調べた．初めに，データをランダムに 10 個のグ

budgets and ﬁnal accounts and procure-

4,128

タグ

ment

の上位のラベルを用いて，ラベルの付与を行った．

ループに分け，9 個のグループに属するデータを訓練デー
タとして学習を行う．次に，残りの 1 個のグループに属す

予算 決算 調達関連情報

4,128

statistics survey result

2,370

統計調査結果

2,370

ループをテストデータ，残りのグループを訓練データとし

交通

2,268

て 10 回の実験を行い，精度を調べた．

財政

2,057

訓練データとテストデータ共に，データセットのタイト

white paper and annual report

1,978

ルから名詞のみを抽出し，tf-idf [14] によって数値化した．

白書 年次報告

1,978

形態素解析には，MeCab [15] を使用した．

budgets

1,667

予算

1,667

security

1,645

budgets and account settlement

1,634

予算及び決算の概要

1,634

安全

1,633

disaster prevention and mitigation

1,559

防災 減災関連情報

1,559

government except elsewhere classiﬁed

1,539

公務 他に分類されるものを除く

1,539

るデータをテストデータとしてタグの予測を行う．各グ

評価に用いる指標として，精度と，参考文献 [7] での p@k
を使用する．精度は，テストデータ中の 1 件のデータに付
与されているラベルと同数のラベルを予測したときに，正
解と一致する割合である．p@k は，予測の上位 k 位までの
精度であり，以下のように定義される．

1
p@k =
yl
k
l∈rankk (ŷ)

k は予測する個数，rankk (ŷ) は予測された上位 k 個のラベ
ルのインデックスを表す．また，yl は正解のラベルベクト

が分かる．
表 3 は，1,289 種類ある出現頻度が 1 のタグから 10 個選

ルにおいて，l 番目のラベルが付与されていれば 1，付与さ
れていなければ 0 をとる．つまり，p@k は，テストデータ

んだものである．表 2 と比較して，具体的なタグが出現し

に付与されているラベルを予測できた時，1/k を加算する．

ている．

両指標とも，0 から 1 までの値を取り，1 に近いほど正し

5. マルチラベル分類によるタグの付与に関す
る実験
本節では，マルチラベル分類によるタグの付与に関する

く予測が行われていることを示す．

5.1 結果
図 3 は，予測の上位 1 位，3 位，5 位までの p@k の値であ

実験について述べる．実験では，2017 年 3 月 21 日に収集

り，p@1 は 0.959，p@3 は 0.892，p@5 は 0.764 であった．

した Data.go.jp における 18,717 件のデータセットを用い

また，精度は 0.928 であった．このことから，高い精度で

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan
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のオープンデータカタログサイトである “Data.go.jp” で用
いられているタグを付与することを考察した．実験では，
従来提案されているマルチラベル分類手法で十分な精度が
得られることが確認できた．一方で，訓練データにおいて
出現頻度の低いタグについては，テストデータにおけるタ
グの予測の精度が低いことが確認できた．
本稿では，統一的なタグの中から，オープンデータにふ
さわしいタグを付与することを考えた．一方で，1 個のオー
プンデータに特有のタグを付与することも重要である．例
えば，自治体のある地域特有の重要語などはタグとして付
与されるべきである．よって，オープンデータそのものか
図 3

p@1，p@3，p@5

ら重要語を抽出することで，そのオープンデータに特有の
タグを付与することが今後の課題である．
また，訓練データにおいて頻度の低いタグを，精度良く
付与する手法の開発も今後の課題として挙げられる．頻度
の低いタグは，意味を限定するタグであり，オープンデー
タを説明する上で有用である．
以上の課題を解決した後，オープンデータのタイトルを
入力するとタグを推薦する Web システムの開発を目指し
たい．
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