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データフィードバックモデルを導入した
ユーザー参加型 LOD プラットフォームの構築
浦川真†1

荒井研一†1 小林透†1

概要：Linked Open Data（LOD）は,Web 上でデータの公開および共有を可能とする手法の一つであり,ソフトウェアが
処理できる形式でデータを記述できる.LOD で情報を記述することで,多くのアプリケーションが利用できるデータと
なるため,データの利活用が進む期待されている.そのため,行政が保有する情報のオープンデータ化をはじめ,市民が
地域情報を作成し公開するケースも多くなっている.しかし,LOD では,生成したデータがどのように利用されたのか
わからない.そのため,行政や市民などによるデータ入力を継続的に行うことが課題になっている.そこで,筆者ら
は,LOD 形式で生成するデータに,データ生成者等の情報を記述できるデータ構造や,外部のアプリケーションから利
用実績等をフィードバックするためのデータ処理手法を提案する.提案するデータ構造やデータ処理をもとに構築し
たプラットフォームにて,市民がデータ入力できるアプリケーションを開発した.さらに,実際に,市民とデータ入力ワ
ークショップを開催し,フィードバックモデルを導入したデータ構造の有用性について検証した結果を報告する.
キーワード：LOD,セマンティック Web,構造化データ,フィードバック,市民,地図アプリケーション

Development of a Consumer Generated LOD Platform based on
Integrating all the Data Usage
MAKOTO URAKAWA†1
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Abstract: The Linked Open Data (LOD) is one of the ways to enable data to be published and shared on the web. Since data
described in LOD can also be processed by a software, data can be used by various software application such as sightseeing
application. In addition to converting data which governments own, citizens try to generated open data about areas where they
live in. However, it is difficult to track how many times each data has been used and which applications have used it. That is why
one of challenges is to keep on motivating them to input data. The authors propose the data structure which can express
information of a person who owns or generates each data in LOD. All the data owners can directly know all the usage of data
they produce. The authors developed an application where citizens can input any information about the cities where they live.
This paper shows results about effectiveness they can experimented on the applications.
Keywords: LOD, Semantic Web, Structured Data, Feedback, Citizen, Map Application

1. はじめに

間企業でも取り組みが進んでいる[5].その他,市民と行政が
協業し,地域情報を作成し公開するケースも多くなってい

2017 年 5 月に,内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室か

る[6].しかし,LOD では,生成したデータがどのように利用

ら,官民データ活用推進基本法[1]に基づいて「世界最先端

されたのかわからない.そのため,行政や市民などによるデ

IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」[2]が策定

ータ入力を継続的に行うことが課題になっている .政府

された.本計画において,地方公共団体が保有するデータの

CIO ポータル[7]で公開されている,平成 28 年 12 月に実施さ

オープンデータ化の推進に取り組むことが掲げられている.

れた「オープンデータの取組に関する自治体アンケート結

このオープンデータとは,ティム・バーナーズリーが提唱し

果」では,「オープンデータの効果・メリット・ニーズが不

た LOD（Linked Open Data）[3]を指し,Web 上でデータの公

明確」
「オープンデータを担当する人的リソースがない」と

開および共有を可能とする手法の一つである.LOD では,デ

いった課題が高く認識されている.

ータは構造化され,ソフトウェアが処理できる形式で記述

そこで,本研究では,オープンデータの継続的な生成には,

できる.そのため,Web 上のリソースのメタデータを記述す

入力者への動機付けが必要だと考え,「主語‐述語‐目的

る枠組みである RDF（Resource Description Framework）[4]

語」の３つ組で表現する RDF 形式のデータ（以下,トリプ

によりデータ表現を行うことになる.RDF で Web 上のデー

ルデータ）に対して,作成者や作成日時等の情報を保持でき

タの構造や関係を記述することで,多くのアプリケーショ

るデータ構造を提案する.本データ構造を用いることによ

ンが利用できるデータとなるため,データの利活用が進む

り,例えば,入力者 A が「コインロッカー（主語）‐緯度（述

ことにつながる.

語）‐32.74472（目的語）」というトリプルデータを登録し

オープンデータ化に関して,行政のデータだけでなく,民

た場合に,入力者 A がこのトリプルデータを登録したこと
も RDF 形式で表現できる.結果として,作成したトリプルデ
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者 A にその利用実績等をフィードバックすることも可能に

語）」し,「インスタンス X（目的語）」の「登録日時（述語）」

なる.

は「2018 年 8 月 1 日」である例を示す.インスタンス X は,

著者らは,本データ構造を API 経由で登録および参照で
きる LOD プラットフォームを構築した.また,Web アプリケ

「コインロッカー‐緯度‐32.74472」というトリプルデー
タを表す.

ーションを開発し,地域情報を入力するワークショップを

2018年8月1日

入力者A

行った.本論文では,データ構造の提案だけでなく,データ構

インスタンスX

登録

造を汎用的に利用するためのデータ処理手法を具体的に示
す.さらに,ワークショップにより得られた結果を通して,本
研究が提案するデータモデルの有用性を示す.

コインロッカー

緯度

登録日時

32.74472

本論文では,2 章で関連研究について,3 章及び 4 章で提案
するデータ構造やデータ処理について,5 章で構築したプラ
ットフォームおよび Web アプリケーションについて示す.
その上で,6 章で考察し,7 章でまとめる.

2. 関連研究

図 1

トリプルデータのインスタンス化イメージ

このように,LOD を構成するトリプルデータである RDF
データをインスタンス化する方法 として,上述した通り
rdf:Statement が W3C にて勧告されいてる.この rdf:Statement
クラスのインスタンスと他のインスタンスとを,主語,述語,

オープンデータが地域活性を担う市民を顕在化させる可

目的語という関係性で関連付けするためのプロパティ語彙

能性を持っていることを示唆する研究[8]や,入力者をいか

も定義されている.インスタンス化したいトリプルデータ

に 巻 き 込 ん で い く かが 重 要で あ る こ と を 示 唆 する 研 究

の主語は rdf:Subject,述語は rdf:Predicate,目的語は rdf:Object

[9][10]がされている.一方,データモデルに関する技術的な

で表現可能である.rdf:Statement を適用した例を図 2 に示す.

研究として,トリプルデータをインスタンス化する手法は

図 2 にあるように,「インスタンス X（主語）」－「rdf:Subject

いくつか研究されている.その手法には,標準化された RDF

（述語）」－「コインロッカー（目的語）」,「インスタンス

Statement[11]や,述語を ID 化する Singleton Properties[12],ト

X（主語）」－「rdf:Predicate（述語）」－「緯度（目的語）」,

リプルを複数まとめて定義する Named Graphs[13]などがあ

「インスタンス X（主語）」－「rdf:Object（述語）」－「32.74472

る.RDF Statement は,新しいインスタンスを生成し,インス

（目的語）」の 3 つのデータを追加して表現していることに

タンス表現したいトリプルデータを構成する,主語,述語,目

なる.なお,rdf:は,http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

的語に対して,特定の語彙を用いて関係を生成する.そのた

の接頭辞を表す.

め,トリプル数が 3 倍になる.Singleton Properties は,インスタ
入力者A

ンス化したいトリプルデータの述語を別の ID で表現し,そ
の ID をインスタンスとして利用する方法である.この場合,

登録

必要なトリプル数は 2 倍におさえられるが,元のトリプル
データの主語と目的語の関係であり重要な役割である述語

インスタンスX

を変更する必要がある.Named Graphs は,複数のトリプルを

rdf:Subject

まとめるために考案されているため,グラフを特定する処

rdf:Predicate

rdf:Object

理が必要になる.Singleton Properties が最も表現力が高い
[14]が,元々のデータに変更を加える必要があるため,ま

コインロッカー

た,Named Graphs は複数のトリプルをまとめることを目的
的や方法が類似する RDF Statement と比較することで評価

3. データモデルと生成処理
LOD におけるトリプルデータに対して,作成者情報等を
付与するためには,トリプルデータ自体をインスタンス化
する必要がある（図１）.図１では,「コインロッカー（主
語）」の「緯度（述語）」が「32.74472（目的語）」であると
いうトリプルデータをインスタンスとし,主語もしくは目
的語として利用できる例を示している.この例では,「入力
者 A（主語）」が「インスタンス X（目的語）」を「登録（述
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32.74472

※rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

としているため,本論文が提案するデータモデルは,その目
する.

緯度

図 2

RDF Statement によるインスタンス化

本論文では,インスタンスを URI で一意に表現する RDF
の考え方に則り,かつ効率的にトリプルデータのインスタ
ンス化を実現するため,ハッシュ値によるリソース表現を
提案する.主語に,述語と目的語をハッシュ化した値を連結
することで,もともと表現されていた主語インスタンスの
URI と一意性を維持したまま,述語と目的語を文字列とし
て連結することで効率的なインスタンス表現が可能となる.
図１を本論文が提案するデータ構造で表現した例を図 3 に
示す.
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32a3d4c4694da845940e503c3f28e14b75e7」という文字列にな

入力者A

る.そこで,スポットを示すインスタンス URI（ngsk:SPOT_0

登録

01）に,ハッシュ値を連結させインスタンス化すると,「ngs
k:SPOT_0016b1d32a3d4c4694da845940e503c3f28e14b75e7」

http://名前空間/コインロッカー+ハッシュ関数（“緯度”＋“32.74472”）

と記述できる.この例では SHA1 でハッシュ値を計算したが,
MD5 といった他のハッシュ関数でも処理可能である.
(3) ユーザーが登録したことを示すトリプルを生成する

※以下のトリプルデータとは独立して定義する

コインロッカー

図 3

緯度

32.74472

提案するインスタンス化モデル

「ngsk:SPOT_001‐ngsk:name‐丸山公園」というトリプ
ルデータは,上述の通りインスタンス化されたため,登録者
情報や登録日時などを付与することができる.ここでは,あ

図 3 に示す通り,もともと生成したトリプルデータには

るユーザーが登録したことを示すトリプルを生成する.具

直接影響を与えることなく,インスタンス化が可能である.

体的には,「ngsk:USER_A‐ngsk:produce‐ ngsk:SPOT_0016

そのため,外部アプリケーションから受け取るフィードバ

b1d32a3d4c4694da845940e503c3f28e14b75e7」と表現される.

ックデータを,元のトリプルデータに直接付与する必要が

ngsk:USER_A は,登録したユーザーを一意に指すインスタ

ない.

ンスで既に存在するものとし,http://nagasakipj.or.jp#produce

3.1 インスタンス化処理
ハッシュ関数を用いたインスタンス化を具体的な例を

は,登録したことを意味する述語とする.なお,これらの情報
は,汎用化して SPARQL クエリにて表現できることは後述

用いて示す.トリプルデータのインスタンス化において,イ

する.

ンスタンス化したデータ自体を LOD として公開するため

(4) RDF ストアに登録するクエリを生成する

には,LOD の原則である URI により一意に特定でき,http で

丸山公園自体のトリプルデータと,このトリプルデータ

のアクセスを可能とする必要がある.そこで,本論文では,イ

をユーザーA が作成したことを示すトリプルデータを RDF

ンスタンス化したいトリプルデータの主語の URI を拡張す

ストアに登録するための SPARQL クエリを図 4 に示す.図 4

ることで,URI 記述と http アクセスを自動的に実現する.こ

中の,「丸山公園自体のトリプル」が上記手順の（1）を,「丸

れにより,トリプルデータ用のインスタンスのための URI

山公園トリプルのインスタンス化」が上記手順の（2）を,

発行を,トリプルデータの登録処理と付随させて実行する

「ユーザーに関するトリプル」が上記手順の（3）を指す.

ことができる.また,SPARQL クエリ言語[15]には,SHA1 をは
じめとする標準的はハッシュ関数が用意されているため,
既存のクエリ言語によりデータ処理が可能となる.
以下に,あるユーザーが,街のスポット（観光地や公園な
ど）情報を,トリプルデータとして登録する際の処理の流れ
を示す.なお,例では,長崎市にある丸山公園をスポットとし

INSERT
丸山公園自体のトリプル
{
?s ?p ?o.
?user ?produce ?spo.
}
WHERE
{
BIND(URI("http://nagasakipj.or.jp#SPOT_001") as ?s).
BIND(URI("http://nagasakipj.or.jp#name") as ?p).
BIND(STR("http://丸山公園") as ?o_original).
BIND(IF(contains(?o_original,"http"), URI(?o_original),STR(?o_original)) AS ?o)

て登録する流れである.

BIND(CONCAT(STR(?p),STR(?o)) as ?po).
BIND(URI(CONCAT(STR(?s),SHA1(?po))) as ?spo).

(1) スポットの ID と関連情報を表すトリプルの生成

BIND(URI("http://nagasakipj.or.jp#USER_A") as ?user).
BIND(URI("http://nagasakipj.or.jp#produce") as ?produce).

各スポットを一意に特定できる ID を生成し URI で記述
する.例えば,「http://nagasakipj.or.jp#SPOT_001」と表現する.
なお,http://nagasakipj.or.jp（以下,接頭辞として ngsk:で表現）
は本研究用に一時的に設定した名前空間である.この,スポ

丸山公園トリプルの
インスタンス化

}

インスタンス化したトリプルデータの補足情報

図4

SPARQL クエリ

ットに対して,例えば,「名前」として「丸山公園」を登録

上述したデータ登録の流れにおいて,丸山公園を登録し

することを想定し,述語として「ngsk:name」,目的語として

たことを示すトリプルデータは,丸山公園自体のトリプル

「 丸 山 公 園 」 を 登 録 す る .こ の 場 合 ,ト リ プ ル デ ー タ は ,

データから,標準的なハッシュ関数により機械的に生成す

「ngsk:SPOT_001‐ngsk:name‐丸山公園」となる.ここまで

ることが可能である.つまり,一般化した SPARQL 表現によ

は,LOD アプリケーションで必要な一般的なデータ生成処

り,インスタンス化されたトリプルデータも登録可能であ

理となる.

る.図 4 の SPARQL クエリを一般化したクエリを図 5 に示す.

(2) トリプルをインスタンス化する

また,その一般化したクエリが生成するトリプルのイメー

図 3 の考え方にもとづき,上記トリプルをインスタンス

ジを図 6 に示す.図 5 中の「S」
「P」
「O」は,生成するトリプ

化する.そのため,まず,述語と目的語を連携した文字列をハ

ルデータの主語,述語,目的語をそれぞれパラメータとして

ッシュ値にする.具体的には,「http://nagasakipj.or.jp#name 丸

表現した値を意味する.また,「Xi」
「Yi」は,インスタンス化

山公園」と連結した後に,SHA1 でハッシュ化すると,「6b1d

したトリプルデータに対して付加したい主語,述語をパラ
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メータ化した値である.インスタンス化したトリプルデー
タに付加する,主語と述語は,登録者情報だけでなく,登録日

アプリ毎のフィードバックのため
根幹となるデータ構造

http://hogehoge.com
ngsk:website

時など複数ありえるため複数保持できる表現にしている.
ngsk:APP01

INSERT
{
?s ?p ?o.
?user ?produce ?spo.
}
WHERE
{

ngsk:app

ngsk:USER_A

ngsk:produce

ngsk:feedback

（ngsk:SPOT_001＋ハッシュ値）

Y

clickcount
142

ngsk:app

BIND(CONCAT(STR(?p),STR(?o)) as ?po).
BIND(URI(CONCAT(STR(?s),SHA1(?po))) as ?spo).

BIND(URI(

ngsk:feedback
関係インスタンス
2

BIND(IF(contains(?o_original,"http"), URI(?o_original),STR(?o_original)) AS ?o)

X ) as ?x).

13

トリプルインスタンス

S ) as ?s).
BIND(URI( P ) as ?p).
BIND(STR( O ) as ?o_original).
BIND(URI(

BIND(URI(

viewcount

関係インスタンス
1

ngsk:APP02

図7

) as ?y).

}

フィードバックを可能とするデータモデル

図 中 の 「 関 係 イ ン ス タ ン ス 」 が , 「 ngsk:SPOT_001 ‐

図5

トリプルデータのインスタンス化クエリのモデル

S

P

ngsk:name‐丸山公園」というトリプルデータや,そのトリ
プルインスタンスが LOD として公開される場合に,参照元

O

のアプリケーション単位で,表示回数等を区別するために
生成される関係インスタンスである.図 7 の,ngsk:feedback

X

Y

S

P

O

および ngsk:app という述語で構成された関係インスタンス
を根幹に,アプリケーション毎に利用実績やコメント等を
柔軟に設定できる構造となっている.図７では,「ngsk:関係

図6

一般化クエリが生成するトリプルデータモデル

図 5 に示す,パラメータである,S,P,O,X,Y を,API 変数にし

インスタンス 1‐viewcount‐13」がフィードバックデータ
にあたる. APP01 での表示回数（viewcount）は 13,APP02 で

て受け取れるようにすることで,データ登録アプリケーシ

のクリック回数（clickcount）は 142 というように,アプリケ

ョンは,SPARQL 文やハッシュ化等の処理を考えることな

ーション毎に独立してデータ化できる.なお,アプリケーシ

く,データ登録アプリケーションが開発可能にある.

ョンを識別するためのインスタンスである図中の

4. トリプルデータへのフィードバック処理

ngsk:APP01 や ngsk:APP02 は,LOD の利用時に登録する方法
や,LOD へのアクセス時のリファラーから自動生成する方

3 章で示した通り,トリプルデータがインスタンス化され

法が考えられる.以下に,外部アプリケーションが LOD デー

たことにより,各トリプルデータに対して,登録者情報や登

タにアクセスし,データを参照した際のフィードバックデ

録日時などの情報を付加できるようになる .本論文で

ータの追加処理と,データ入力者が自身の利用実績を確認

は,LOD を利用する外部アプリケーション等からの,トリプ

するための処理を示す.

ルデータに対するコメントや,表示回数などの利用実績を,

4.2 フィードバックデータの追加

その入力者にフィードバックすることで,継続的なデータ

本項では,図 7 に示したデータモデルを実際に利用する

生成が実現できると考えて研究している.そこで,本章では,

際の処理を示す.まず,外部アプリケーションからトリプル

トリプルデータへの外部アプリケーションからのフィード

データへのアクセスがあった際に,トリプルデータとアプ

バック処理について詳述する.

リケーションの関係インスタンスの生成や,表示回数など

4.1 データモデル

の初期化を行う.つまり,図 7 の根幹部分の構造を作ること

フィードバックにあたり,どのアプリケーションからの

になる.なお,トリプルデータとアプリケーションの関係イ

フィードバックなのかを指定した上で,表示回数等の利用

ンスタンスは,連結し URI 化し一意に表現可能である.外部

実績を利用者が参照できる必要がある.また,フィードバッ

アプリケーションから利用実績を更新する場合は,すでに

クする利用実績は,データの表示回数やデータクリック数

取得済のトリプルデータと自身を示すアプリケーションイ

など,アプリケーション毎に柔軟に設定できる必要がある.

ンスタンスから機械的に関係インスタンスを特定できるた

そのため,生成したトリプルデータとそのデータを利用す

め,特定できた関係インスタンスの利用実績を更新するク

るアプリケーションの関係を一意に特定できるデータ構造

エリを発行するのみである.つまり,初回アクセス時と利用

を根幹にして,その構造に,利用回数といった実績を柔軟に

実績する際の SPARQL クエリは,必要な情報をパラメータ

設定できるデータ構造とする（図 7）.

化して汎用的に利用することが可能である.図 8 に,パラメ
ータ化した SPARQL クエリと,図 9 に,生成できるフィード
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バックデータのイメージを示す.パラメータ P に,フィード

表1

結果

バックしたい値を外部アプリケーション毎に柔軟に設定で

?s

?app

?usage_property

?usage_data

きる.

ngsk:SPOT_001

ngsk:APP01

ngsk:viewcount

5

ngsk:SPOT_001

ngsk:APP02

ngsk:clickcount

15

【初回アクセス時】
prefix ngsk: <http://nagasakipj.or.jp#>
INSERT{
?hash ngsk:feedback ?hash_app.
?hash_app ngsk: app ?app.

5. LOD プラットフォーム
本項では,上述のデータモデルおよび一般化したクエリ

?hash_app <P> "0".
}
WHERE
{

モデルを実際にシステムに導入できることを示すために構
築した LOD プラットフォームについて紹介する.本プラッ

BIND(URI(SPO) as ?hash).
BIND(URI(CONCAT( SPO,APP)) as ?hash_app).

トフォームを利用するアプリケーションとしては,観光に

BIND(URI(APP) as ?app).
}

関連する街の情報を登録できるアプリケーションをプロト
タイプとして開発した.

【利用実績更新時】
DELETE {?s <P> ?count.}
INSERT{?s <P> ?countUP. }

5.1 システムアーキテクチャ
Web ア プ リ ケ ー シ ョ ン で SPARQL ク エ リ を 生 成 し

WHERE{

て,RDF ストアにクエリを送信することも可能ではあるが,

< SPO > ngsk:feedback ?s.
?s ngsk:app <

APP >.

クエリが見えてしまうというセキュリティ観点や,LOD 利

?s <P> ?count.
BIND(xsd:integer(?count)+1 as ?countUP).
}

図8

用アプリの効率的な開発を実現するため,データ処理機能
と,データ蓄積機能を API 化してクラウド上に実装する.ま

フィードバッククエリモデル

ータ利用アプリケーション用に分けて構成する.つまり,図

APP

5 に示すクエリと,図 8 に示したクエリを利用するアプリケ

ngsk:app

ーションを分けることを意味する.図 11 に,システムアーキ

ngsk:feedback

SPO

SPO+APP

図9

た,データ処理機能は,データ登録アプリケーション用と,デ

P

xsd:integer

フィードバッククエリが生成するトリプル

4.3 フィードバックデータの確認

テクチャを示す.データ登録用 API では,クライアントであ
る Web アプリケーションから,スポット名や緯度・経度情
報やカメラ画像を引数として POST コマンドにより受け付
ける.その際,クライアントアプリケーションからは,図 5 に

ここでは,図 7 に示したデータモデルから,あるデータ入

示すパラメータを引数として API サーバーに送信する.API

力ユーザーが登録したデータに対して,各アプリケーショ

サーバーでは,図 4 の SPARQL 文を生成し,後段にある RDF

ンの利用実績を参照するクエリを図 10 に示す.

ストアに送信する.データ参照用 API も同様に,図 8 のパラ

prefix ngsk: <http://nagasakipj.or.jp#>
SELECT ?s ?app ?usage_property ?usage_data
WHERE
{
{
SELECT ?hash
WHERE
{<U> ngsk:produce ?hash.}
}
?s ?p ?o.
BIND(CONCAT(STR(?p),STR(?o)) as ?po).
BIND(CONCAT(STR(?s),STR(SHA1(?po))) as ?spo).
FILTER(STR(?hash)=?spo).
?hash ngsk:feedback ?relation.
?relation ngsk:app ?app.
?app ?usage_property ?usage_data.
}

図 10

メ ー タ を 引 数 と し て POST コ マ ン ド に よ り 受 け 付
け,SPARQL 文を生成し RDF ストアに送信する.データ登録
アプリケーションは,さらに,図 10 に示すフィードバックデ
ータ確認クエリにより,データ入力ユーザーが登録したデ
ータに対するフィードバックを確認可能である.
LOD登録アプリ
（Webブラウザ）

③REST API
（フィードバック情報など）

①REST API
（スポット名、位置情報、カメラ画像など）

データ登録用

フィードバックデータ確認用クエリ

データ参照用

APIサーバー
（node.js）

図中の変数 U に,管理済のユーザーID を入れることで,各
ユーザーが入力したデータと,そのデータがどのアプリで

LOD利用アプリ
（Webブラウザ）

④REST API
（SPARQL文）

②REST API
（SPARQL文）

どのような利用実績が登録されているかを一覧できる.表 1
RDFストア
（fuseki）

に,その結果の一例を示す.このようなフィードバックデー
タを,データ登録アプリケーションからも参照できること
で,入力者は自身が入力した情報の実績をリアルタイムに
確認することが可能である.
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5.2 データ生成クライアントサイドの試作
登録する街の情報は,観光地や公園といったスポット情
報であり,その内容は位置情報やジャンルなどが考えられ
る.また登録するデータは,テキストデータだけとは限らず,
画像や動画なども考えられる.効率的なデータ入力のため
には,標準的に実装されている Web ブラウザで入力でき,か
つ,モバイルデバイスの状態（ロケーション情報など）を活
用することが重要である.本項では,上述のデータ登録用
API を利用した Web アプリケーションを紹介する.図 12 に,
スポット情報を登録する画面を示す.Web ブラウザから,カ
メラ起動や,GPS データの取得などを可能としている.入力
データを登録用 API 経由で RDF ストアに登録することが
できる.

図 13

参照アプリケーションでのフィードバック例

5.4 データフィードバックの確認
図 14 に,データ登録アプリケーションでの,登録済スポッ
トデータの確認画面を示す.外部アプリケーションからの
フィードバックがある場合は,その内容を確認することが
できる.図 14 が示すように,図 13 の参照用アプリケーショ
ンにて「いいね」が押下され,また,コメント登録された後,
その内容がフィードバックされていることがわかる.

図 12

登録アプリケーション・スポット登録画面

また,図 12 に示すデータ生成クライアントアプリケーシ
ョンでは, ,5.4 項で述べるデータ参照アプリケーションか
らのフィードバックデータを確認する画面もある.
5.3 データ参照アプリケーションの試作

図 14

登録済スポット情報確認画面

6. 評価
提案するデータ構造に基づき開発した Web アプリケー
ションを使い,長崎市民に街の情報を入力してもらうワー

本項では,外部アプリケーションから,トリプルデータに

クショップを実施した.本項では,ワークショップの結果か

直接フィードバックできるかを検証するため,データ参照

ら,データモデルや,フィードバック型 LOD の有用性につい

アプリケーションも開発したので本項で紹介する.図 11 に

て評価する.

示すシステムアーキテクチャの LOD アプリに該当する.上

6.1 ワークショップについて

述した通り,フィードバック用のデータを連携するための

長崎都市景観研究所 aの協力のもと,5 月 27 日に長崎市に

述語は,柔軟に設定できる.図 13 に示すデータ参照アプリケ

て,街を歩きながら街の情報（公園,トイレ,休憩スポットな

ーションでは,登録された街の情報を一覧できるだけでな

ど）を入力するワークショップを実施した.参加者は長崎市

く,「いいね」を押すことやコメントを入力可能である.押

在住の 7 名で,2 時間かけて行った.その結果,49 件のスポッ

された「いいね」の回数や,コメントは,図 8 に示したクエ

トデータが登録された.図 15 にスポット一覧を図示する.

リにより,図 11 のデータ参照用 API を経由して RDF ストア
にフィードバックデータとして登録することができる.

a http://null-project.net/
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また,Statement の場合は,一つのトリプルデータをインス
タンス化する場合に,1 つのインスタンスと 3 つのトリプル
を要するため,図 5 に示すデータ登録クエリにも 3 行追加す
る必要がある.提案するデータモデルでは,インスタンス 1
つのみで表現できるため,クエリに簡潔に一般化表現可能
である.
さらに,アプリケーション開発を通して,データ管理の面
でも提案するデータモデルは有用であることが分かった.
その理由として,元になったトリプルの主語 URI をそのま
ま採用し拡張するため,運用者や開発者が見ても理解しや
すい構造になっている.また,インスタンス化する元のトリ
図 15

登録されたスポット一覧

Web ブラウザからアクセスでき,簡単な操作で情報登録
できるため,登録をスムーズにすることが出来たというコ
メントを得た.また,フィードバックを受けることで街づく
りに貢献できている達成感が得られるとの感想を得ること

プルデータとは直接つなぐ必要がないため,別のデータベ
ースとして設計することができるため,相互に影響を与え
ない.

7. まとめ

ができ,入力作業へのフィードバックが重要であることが

本論文では,オープンデータの発展に必要な継続的なデ

分かった.その一方で,例えば同じ公園を,違う人が重複して

ータ生成を実現するため,トリプルデータへの利用状況の

登録するといった課題もあった.この課題は,一つ一つのス

付与および入力者へのフィードバックに着目し,データモ

ポットデータに対して,誰がいつ入力したのかを明確にし

デルの提案および API 化とシステム実装を行った.さらに,

て,重複なくインスタンス化できる必要性を示唆している.

データモデルの有用性を検証するため,登録用と参照用に
開発したアプリケーションを用いて,実際に長崎市にてデ

6.2 データモデルの有用性
一つ一つのデータに対して,誰がいつ入力したのかを担

ータ入力ワークショップを実施した.ワークショップを通

保できるか,データモデルという観点で評価する.図 16 に示

じて,入力者へのフィードバックの重要性と,そのためのデ

す通り,RDF Statement の場合は同じトリプルに対して複数

ータモデルとして本論文が提案するデータモデルが有用で

のインスタンス化（図中のインスタンス X とインスタンス

あることが確認できた.

Y）が可能となる.そのため,あるスポットに関するトリプル

今後,長崎市の街づくりにつながる市民によるデータ入

があった場合に,複数のユーザーが入力したと表現しえる.

力を継続し,API やデータストアの公開を検討する.なお,本

一方,本論文で提案するデータモデルは,トリプルを構成す

研究では,観光に関する街の情報を対象としたが,防災や防

る,主語,述語,目的語をもとにインスタンスを生成するため,

犯など,幅広く展開することが可能である.また,長崎だけで

一つのインスタンスしか生成できない.そのため,フィード

なく他の街にも応用可能である.今後,ユーザー認証の強化

バックを入力ユーザーに確実にするためには,提案するデ

や外部ポイントシステムとの連携等を行い,データプラッ

ータモデルが有用である.

トフォームの整備および拡張に取り組む.
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Statement における重複表現
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