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データサイエンス教育の題材としての
オープンデータ可視化 Web アプリケーションの開発
才田 聡子1,a)

柏田 元輝2

外村 慶明3

尾花 由紀4,b)

北村健太朗5,c)

古賀 崇了6,d)

受付日 xxxx年0月xx日, 採録日 xxxx年0月xx日

概要：近年，さまざまな分野への人工知能の活用が進み問題の特性に合わせた機械学習手法が提案される
ようになった．また，急速に普及した IoT 機器は時事刻々と膨大なデータを生み出すようになり，多くの
場合，それらのデータはネットワーク経由でアクセス可能なオープンデータとして公開されている．これ
らの技術的動向に対処するための情報学・統計学への関心は急速に高まりつつあり，情報学・統計学に関す
る専門的な知識と実践経験を習得した技術者の養成は社会的に強く要請されている. 本研究では北九州工
業高等専門学校情報システムコースの専攻科生・本科生による研究活動の題材として，オープンデータに
着目した．オープンデータのインタラクティブな可視化ツールの開発を通して，日々生み出される自然科
学系分野の様々なデータの可視化手法や，解析手法の習得を目指した．本研究の結果，web ブラウザベー
スでインタラクティブに操作できる，自然科学系分野で配布されているオープンデータの可視化と簡易な
解析が可能な Web アプリケーションを開発した．本アプリケーションの制作では開発を分業化し，学生が
志向する将来像や獲得を期待するスキルに合わせて役割分担し効率良く開発を進めることができた．また，
本アプリケーションは R や Python との連携も可能であり，開発を継続することによりデータサイエンス
教育の題材としてより充実することが期待される．
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近年，計算機の処理能力は劇的に向上し，同時に低価格
化・小型化を実現した．これにより膨大な計算量を必要と
する機械学習手法を駆使した人工知能が容易に実装され，
日常的に使用する電化製品に IoT としての側面が加わり
日々膨大なデータが生み出されるようになった．
b)
c)
d)
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視化環境を構築し，データを探索的にサーベイし，解析結

上記の技術的な動向は社会に対しても大きく影響を与え
ており，技術系専門誌や，科学雑誌，経済ニュース，ビジ

果から自然界の変化の傾向を考える体験を提供することで，

ネス書などでも，人工知能を実装する際に必要となる機械

情報学や統計学への興味を喚起することも期待した. 本研

学習の手法や，IoT により日々生み出される膨大なデータ

究を通してデータサイエンティストの養成だけでなく，統

（ビッグデータ）に対処するための情報処理技術や統計解

計と数理を学ぶことの必要性を訴えかけるようなコンテン
ツ作りを目指した．

析手法が頻繁に特集されるようになった [1], [2], [3]．
情報学・情報工学・統計学に関する知識や技術を横断的に

2. 研究計画

扱うデータサイエンスという学問を習得した技術者（デー

2.1 システムの基本設計

タサイエンティスト）の養成が社会的に強く要請されてい
ることは，近年の学習指導要領において高等教育だけでな

Web ブラウザベースでインタラクティブに操作可能な

く初等中等教育にデータサイエンスに関する内容が含まれ

可視化ツールを開発するため，同校の専攻科生柏田元輝に

るようになったことからも裏付けられる [4], [5], [6].

よる特別研究により図??のようなシステム構成が考案され
た [11]．

竹内・末永 (2018) による調査の結果，大学を卒業する

システムを構成する主な要素は以下の通りである．

までに統計・データ分析に関する授業を受けていなかった

Web サーバ Web サイトの閲覧者による要求に応じて，

人が多く，今後は学びたいと思う人が多いことが明らかに

Web サーバーに保管中のデータを表示するサーバ．

なった．また，データや資料を収集し，パソコンの表計算

DB サーバ アプリケーションから呼び出されうデータを

ソフトで作成したグラフや表から問題や課題を数量的に認
識する能力を多くの人が必要としていることもわかった．
その一方で，データ収集のための実験や調査の企画と立案，

格納し操作するためのサーバ．
データ呼び出しソフトウェア データベースに接続しデー
タを呼び出すソフトウェア．

要因分析や予測を目的にしたデータ分析，分析結果から問

データ描画ソフトウェア Web ブラウザ上でデータをプ

題・課題解決の情報を抽出する能力を必要とは考えられて
いないことも明らかになった [7]．長尾 (2013) によると，

ロットするスクリプト．

データから傾向を把握し，データに基づいて意思決定がで

ユーザが実際に行う操作とサーバ側の処理は以下の通り

きる能力は初等・中等教育において重視される [10]．そし

である．ユーザが Web ブラウザ上で指定した観測地と時

て社会人には基本的な統計的リテラシー能力だけでなく統

1 ) を元に，可視化に必要なデータファイルを
刻 (図??の⃝

計的問題解決力の能力がより重視されることは予想に難く

2 )．DB サーバは該
DB サーバにリクエストする (図??の⃝

ない．しかしながら，これらの能力は中西 他 (2010) をは

当するデータファイルを Web サーバに提供する (図??の

じめとする過去の調査によって大学での達成度が総じて低

3 )．Web サーバはユーザにデータと HTML を提供 (図??
⃝

いことが示されている [8]．

4 )，ユーザは Web ブラウザ上でインタラクティブなグ
の⃝

ラフが描画されたアプリケーションを利用する．

統計学やデータサイエンス教育が重要視されるように

また，本論文で報告するシステムでは可視化するデータ

なった背景を踏まえ，今後の教育機関の役割は統計学や自
然科学について学ぶことを強く希望する人々だけでなく，

はあらかじめ提供機関のデータベースからダウンロードし

数学の基礎知識や統計の基本用語を知らない人々に対して

て本ツールのデータベースサーバに登録しておいたデータ

も統計と数理を学ぶことの必要性を訴えかけるような環

を用いる．将来は教育研究期間が運用する FTP サーバ，

境づくりを目指すべきであろうと考えられる．藤井・添田

HTTP サーバ，Dropbox などのデータ公開ディレクトリ

(2007) が述べているようにこれらの能力の必要性を伝える

から自動的にデータを取得しリアルタイムにデータを更新

教育は今後の統計教育の課題である [9]．

するシステムを構築する．

本研究では北九州工業高等専門学校情報システムコース

Web ブラウザ上で動作するプログラムと Web サーバ側

の専攻科生および本科生による研究題材として，オープ

のプログラムが協調することによって動作し，ユーザはそ

ンデータと呼ばれる「誰でも自由に使えて再利用もでき，

れを Web ブラウザ上で使用するため，この可視化ツール

かつ，再配布できるようなデータ」に着目した．オープン

を以降は Web アプリケーションと呼ぶこととする．

データを web ブラウザベースでインタラクティブに可視化

本研究では柿岡観測所が配布している地磁気の観測デー

するツールの開発を通して，本校の学生だけでなく幅広い

タに対して上記のような処理を実装したシステムを開発

ユーザに可視化手法や解析手法の習得を支援する環境を構

した．

築することが本研究の最終的な目標である．

2.2 フロントエンドとバックエンドの役割分担

この可視化ツールで想定しているユーザは他分野の研究
者やこれから研究を始めようとしている人々である．様々

当該研究室では学生による能動的な研究活動を促すた

な知識的背景を持つ人々が容易に利用することができる可

め，学生が習得を希望するスキルや志向するエンジニア像
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図 1 ポートフォリオのフォーマット
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に合わせて研究テーマを定めている．本研究による可視化
ツールの開発では，各学生に対し志向するエンジニア像を

図 2 システムフロー (柏田 (2019))

ヒアリングし，学生が在学中に習得を希望しているスキル
と開発によって習得するスキルができるだけ一致するよう
に役割分担を行なった．
ヒアリングの際に図 1 のようなフォーマットのポート
フォリオを用いて志向するエンジニア像や習得を希望す
る言語やスキルを把握した．このポートフォリオのフォー
マットは構造化アカデミック・ポートフォリオを元に作成
した．構造化アカデミック・ポートフォリオとは大学教員
を対象に考案されたポートフォリオであり，これまでの研
究教育活動を総括し将来のキャリアパスへの展望も含めて
構造的に内省を行うためのポートフォリオである [12]．
専攻科生に対するヒアリングの結果，システム構成を考
案した専攻科生はこれまでに自然科学分野の観測データ
を解析し台風の発達要因を分析する研究を遂行した経験
があった．そのため，様々な観測データの下処理および解

図 3 Web ページ (柏田 (2019))

析，そして可視化を経験しており，かつ将来はデータ分析
による要因分析や予測，課題解決のの情報抽出スキルの習

本的なデータ問合せを記述できること，また，主要なサー

得を希望していた．これらの事情を考慮し，専攻科生は主

バの構築方法を理解していることは，「情報系の技術者が

にフロントエンド (HTML，Javascript などを使いブラウ

備えるべき分野別の専門能力」とされている [15]．今後も

ザでデータをグラフに描画する部分)，および PHP から

本システムの開発を継続し情報系の技術者に必要な専門能

Javascript へのデータ受け渡し，Web サーバ構築と環境整

力の能動的な習得を促していく．

備を担当することになった．
また，同研究室に配属された本科生 4 人に対しても同様
にヒアリングを行なった結果，1 人がインフラエンジニア
を志向しており同時にデータベース管理に関わるスキル
の習得を希望していたため，主にバックエンド (PHP や

MySQL などを使ったデータベースの管理とデータの取り

3. Web アプリケーションの開発
3.1 システムフローと開発言語
柏田 (2019) により考案されたシステム全体におけるデー
タの流れと開発言語の関係を図 2 に示す [11]．
本システムでは，Web アプリケーションの開発に HTML，

出し，データベースサーバの構築と環境整備) を担当する

CSS，JavaScript を用いた．また，Web サーバの構築には

ことになった．

Apache を，データ呼び出しソフトウェアの開発に PHP

専攻科生の担当部分を図 2 の実線部分で，本科生の担当
部分を図 2 の破線部分で示す．
国立高専機構が策定したモデルコアカリキュラムでも
データベースの基礎を理解しデータベース言語を用いた基

を，データベースサーバの構築には MySQL を用いた．ク
ライアントは Ajax を使ってサーバと非同期通信をおこな
う．これにより，生データ及び解析データのグラフを非同
期更新する．
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ントはサーバーと通信して表示するデータを更新する．

3.2 Web ブラウザ上での表示
図 3 に開発した Web アプリケーションの画面を示す．

スライダー グラフ下部に設置されたグラフに表示された
長期間のグラフを見ながらスライダーをドラッグ操作

開発当初，Web アプリケーションには以下のような機能を
1 ，⃝
6 以外の機能が実装さ
実装する計画であった．現在は⃝

し表示期間を変移させることができる．

1 については現状では地磁気データしか収集・
れている．⃝

マップでの位置指定による観測点の選択 地図上の丸印が

公開していないため，他の種類のデータに対応したページ

観測地を示しており，その丸印をクリックして観測値

を作成していない．そのため，他のデータの種類を選択す

を選択できる．オープンサイエンスデータの一部は同

6 につい
ることができないため実装されていない．また，⃝

じ物理量を各地の観測所で観測している．観測地の表

ても，現状で解析実行できる手法について FFT のみ実装

示をリスト形式ではなくマップを用いることで，観測

しているため，他の解析手法を要求されたときに対応する

所の位置関係を把握しやすくすると共に，目当ての観

プロットを作成できないため実装されていない．

測所を見つけやすくする．
カレンダーでの日付指定による表示期間の設定 ツールで

これらの未実装の機能については今後の開発過程におい
て実装する予定である．

はインタラクティブ機能によって表示期間を変更でき

1
⃝
データの種類の選択
2
⃝
観測地の選択マップ

るが，非常に離れた時刻のデータを可視化したい時は

3
⃝
表示期間の設定カレンダー
4
⃝
欠損表示マップ

で，カレンダーからの日付選択でも表示期間を変更で

5
⃝
生データのプロット
6
⃝
解析手法の選択

イブラリの date range picker(4 を利用した．
時間軸の連動 地磁気の観測データは X，Y，Z，F 軸の 4

7
⃝
解析結果のプロット

つの要素を持つ時系列データである．本ツールでは地

ズームとパンだけでは操作時間に時間がかかる．そこ
きるようにした．また，カレンダーは JavaScript のラ

開発したアプリケーションは画面の左側からユーザが見

磁気の 4 要素のデータをそれぞれグラフ化して縦に並

たいデータの種類，観測所，時刻を設定する．中央では設

べて表示している．操作性向上と通信効率化のために

定したオープンサイエンスデータの欠損情報と生データを

4 要素の時間軸を固定して一緒に変移するようにした．

グラフで表示する．右側では解析手法を選択後に，左側で

3.4 データの間引き

選択したデータの期間で解析を実行・可視化することがで

自然科学分野には，1 秒以下の時間精度で長期間にわたっ

きる．このように，左から右に移っていく作業フローのア

て観測されたデータが多く存在し，本研究で可視化の対象

プリケーションを開発した．

とした地磁気のデータもその 1 つである．地磁気の場合，
様々なタイムスケールで特徴のある変化が見られる．様々

3.3 インタラクティブ操作機能の実装
オープンサイエンスデータ及び解析結果を可視化する

な電磁気現象によって地磁気に生じる変化を把握するため

際，インタラクティブなグラフを用いる．インタラクティ

には，変化を起こす現象のタイムスケール以上の時間幅の

ブなグラフはユーザのマウス操作によって表示内容を更新

データをプロットする必要がある．そのため，そのタイム

できるため，データを探索的に扱うことが可能である．本

スケールが長ければ長いほどプロットするデータの点数は

研究では JavaScript のライブラリ plotly.js を用いて以下の

増加するためグラフ作成にかかる時間は増大する．また，

インタラクティブ機能を実装した．

1 日分のデータを取得するだけでも 86400 点のデータを取

マウスオーバーによるデータ表示 マウスカーソルがグラ

り出すことになる．それだけの点数を取り出す処理には膨

フ上にあるとき，その座標のデータの情報を吹き出し

大な時間が必要になり，ハードウェアへの負荷も増加する

で表示する．ユーザがデータファイルを計算機に読み

ことが予測できる．

込んだ際，この機能を用いてデータの数値を比較する

一方で，観測データのグラフを描画する際には細かい単

ことで計算機に正しく読み込めているか確かめること

位のデータをそのまま使う必要がない場合が多く，ユーザ

ができる．

が閲覧するブラウザ上で描画されるデータは DB サーバか
ら呼び出したデータのうちごく一部にすぎない．そのため，

ズーム マウスのドラッグによって範囲を指定してグラフ
の表示範囲を拡大する．ドラッグ以外にプラス・マイ

データを呼び出すための時間の多くは無駄な時間になって

ナスボタンでも拡大縮小できる．

しまう．

パン グラフを左右にドラッグすることで前後のデータを

そこで，本研究ではサーバー側にデータを間引く機能を

表示する．ズーム及びパンを操作した場合，グラフに

実装した．これにより，データ表示期間が長くなりデータ

表示しているデータの期間が長くなったり短くなった

点数が多くなったとしても，サーバー側でデータ点数を任

り変化する．この変更操作が実行される度にクライア

意の数に調節してクライアントに送信できるため，ユーザ
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状況に応じて処理方法を事前に変更することができる．ま
た，間引き処理を行うことで，間引き処理前は，300000 点
のデータを表示するために必要な時間が約 5[s] であったが、
間引き処理後は同期間のデータ表示に約 0.9[s] で処理が完
了したことがわかる．

図 4

地磁気データ抽出のための日時指定画面

図 6 データの点数と実行時間の関係 (間引き無)(外村 (2019))

図 5

地磁気データ抽出結果画面

はグラフ描画の際にクライアント側の負担を増やすことな
く利用できる.

PHP と MySQL 間でデータを送受信する機能及び間引
き機能を持つデータベースの開発は同研究室所属の本科生
の外村慶明が担当した [13]．
図 4，および図 5 はユーザが指定した期間とデータ最大
点数からデータの間引き処理を行い表示した結果である．
ユーザはブラウザ上でデータを抽出したい期間を指定す

図 7 データの点数と実行時間の関係 (間引き有)(外村 (2019))

る (図 4)．そして PHP は DB サーバに接続し，パラメー
タを MySQL に渡すことで指定された日時のデータを取得
し，ブラウザ上で表示する．結果から明らかであるように，
約 10 時間分の観測データ（サンプリング間隔 1[s]）に対

3.5 その他の機能

して最大点数 50 になるように間引き処理を行なったため，

3.5.1 データの欠損表示

720[s] ごとの間引き処理が行われたことがわかる．

自然科学分野の観測データは観測機器の不具合や検査な

間引き処理を行わなかった場合のデータの点数と実行時

どによってデータ採取を一時的に中断する場合がある．し

間の関係を図 6 に，1000 点に間引く処理を行なった場合の

かし，ユーザは観測データの欠損箇所を事前に確認するこ

データの点数と実行時間の関係を図 7 に示す．図 6，図 7

とができない場合も多い．そこで，欠損箇所をユーザがダ

から，データの点数と実行時間の関係は間引き処理の有無

ウンロード前に確認できるように欠損マップを実装した．

に関わらず，ほぼ比例関係にあることがわかる．よって，

この機能により，欠損がない期間を指定してデータを表示

データの点数を知ることで実行時間をある程度予測でき，

できるようになるため，効率良い研究が期待できる.
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ンの開発を完了した．各学生が在学中に習得を希望するス

3.5.2 解析機能
本研究では可視化ツールに R 言語による解析機能を実

キルをヒアリングによって把握し，開発部分をフロントエ

装した．R 言語はオープンソースの統計解析向けの言語で

ンドとバックエンドに分け，それぞれの志向するエンジニ

様々な解析処理が実行できる．また，解析機能のシステム

ア像に合わせて担当部分を割り当てることにより，効率的

に R 言語を取りいれることにより，今後新たな解析手法を

に開発を進めることができた．専攻科生および卒業生は研

導入する際に拡張しやすいように設計している．また，解

究活動によりデータの解析と可視化，DB サーバを使った

析機能においてもインタラクティブな解析結果グラフを表

データの管理と下処理をプログラミングによって実装する

示するために，クライアントは数値データのみをサーバー

ことができた．
現時点では現在利用できるデータは限られた観測所の地

から受け取り，クライアント内でグラフの描画を行なって

磁気データ 7 日分のみである．また，実装した解析手法

いる．

も 2 つのみである．本システムは複数の種類及び観測地の

4. 研究集会での Web アプリケーションの提案

データを利用できるように設計・構成されているため，今

我々はオープンサイエンスデータ提供機関主催の研究集

後は地磁気だけでなく別の種類の観測データを表示する機

会や観測データに基づく研究成果報告会に参加し，本研究

能や，異なる観測地のデータを表示する機能を本に導入で

により開発された Web アプリケーションを提案した．参

きるように今後も開発を進めていく方針である．現状では

加した研究集会を以下に示す．

実装している解析手法は一種類のみであるが，PHP から

• 第 5 回『太陽地球環境データ解析に基づく超高層大気

は直接 R を呼び出すことが可能であるため，今後は R に

の空間・時間変動の解明』
（日時：2018/9/13–14 会場：

よるデータ解析処理の拡充をおこなう．
オープンデータの取り扱いについては，データをオープ

情報通信研究機構）

• 電磁圏物理学シンポジウム&地域ネットワークによる

ンデータ提供機関から提供もしくは公開サイト経由でダ

宇宙天気の観測・教育活動に関する研究集会（日時：

ウンロードし，開発した DB サーバーに登録できるように

2019/03/12-13 会場：九州大学西新プラザ）

データを整形するなどの処理が必要であり，これらの作業

IUGONET は，大学や研究所に分散する超高層大気お

に時間がかかるのが現状である．そこで，オープンデータ

よび太陽の地上観測データを俯瞰的に参照し，分野をま

提供機関の公開サイトに本システムを導入してもらうこと

たがるデータの流通および利用を促進するための研究イ

で，オープンデータにダイレクトにアクセスできる Web

ンフラを構築・整備するプロジェクトである [14]．この

アプリケーションが実現できると考えた．オープンデータ

IUGONET に参加している大学や研究機関は超高層大気

提供機関にとっても公開サイトでインタラクティブ機能を

（地表から高度約 100 km より上空の地球を取り巻く大気・

実装することはユーザの利便性を高めることにも繋がりメ

プラズマ領域）及び太陽の地上観測において長期間にわた

リットがある．我々にとっては様々なオープンデータ提供

る膨大かつ多様な観測データを保有している．このような

機関への導入経験を通して，さらに可視化・解析手法やデー

観測データが IUGONET Type-A というサイトで公開さ

タの管理と下処理を実現するプログラミングの経験を得る

れている．また，
「電磁圏物理学シンポジウム&地域ネット

ことができる．今後はオープンデータ提供機関に本アプリ

ワークに夜宇宙天気の観測・教育活動に関する研究集会」

ケーションを採用してもらうべく，より積極的に提案活動

は様々な自然科学系データを解析し地球周辺の宇宙環境を

を行なっていく．提案の中でより具体的にインタラクティ

リモートセンシングした研究成果を発表する場である．今

ブ機能の有用性を説明するために，利用できるデータサン

回，IUGONET Type-A の開発に携わった研究者も参加す

プル数を増やし，新たなデータサンプルに適した解析手法

る研究集会に発表者として参加して提案を行なった．結果

を加えシステムの完成度を高めていく．また，IUGONET

としては IUGONET だけでなく，他の自然科学系データ

研究集会での提案に対する意見の中に，「簡単に取り込め

をオープンデータとして提供している複数の教育研究機関

る形になっていると良い」とあり，低コスト・短期間で導

が本研究課題に興味を示した．電気通信大学や吉備国際大

入できることがインタラクティブ機能採用の条件であると

学などの共同研究で使用される HF レーダデータの可視化

考えられる．そのため，システムを容易に導入できるパッ

などにも本研究課題で開発したシステムを利活用する共同

ケージなどの開発にも取り組んでいく．
さらに，オープンデータ提供機関と連携して，一定時間

研究が新しく立ち上がっている．

ごとにデータファイルの再読み込みを行い常に最新の情報

5. 結果・今後の課題

を表示するリアルタイム可視化 Web サイトの公開へと発

我々はオープンデータの可視化ツールを開発することを

展させていきたい．

目的として研究を遂行した結果，インタラクティブ機能や
データの解析および可視化を実装した Web アプリケーショ
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6. おわりに
[11]

本論文ではデータサイエンス教育の題材として，オープ
ンデータの可視化ツールの開発を行なった．その結果，ブ
ラウザベースで動作するインタラクティブな可視化機能を
もつ Web アプリケーションが完成した．Web アプリケー

[12]

ションの開発にはデータの可視化や解析，データの管理な
どの処理が含まれている．今後も開発を継続し R による

[13]

解析手法の拡充や，多様なデータに対応するデータベース
を再構築することで，膨大なデータに対処するための情報
処理や，統計数理についての知識と経験を習得することが

[14]

期待できる．また，従来はオープンデータを利用する際に
ユーザの作業は煩雑になりがちであるが，開発した Web

[15]

アプリケーションにより，ユーザがオープンデータを可視
化・解析する作業手順の数を減らし，分野外の研究者や学
生でも使いやすいインターフェースの提供が可能である．
したがって，本研究によりインタラクティブ機能及び簡易
的な解析機能の有用性が認識されてオープンデータ提供機
関のデータ公開サイトに実装された場合，分野横断型研究
の推進及び研究の裾野を広げることが期待される．今後導
入事例を増やすためにも，サンプルデータ及び解析手法の
種類を増やすと共に，積極的に提案活動に取り組んでいく．
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