
 
 
 

Linked Open Data チャレンジJapan 

LODチャレンジ実行委員会 
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資料２ 



∗ ２０１１年度最初のセマンティックＷｅｂ委員会で提案 
∗ セマンティックＷｅｂはオントロジーやルールなど難しいイメージ

が付き，普及がなかなかうまくいかない． 

∗ セマンティックWebの基盤となるデータとして，生データの公開
が海外で話題になりだしている．Linked Open Dataとして広が
りつつある． 

∗ 海外ではOpen Data Challengeやイギリスやアメリカ政府がコン
テストを行うことでオープンデータの普及を行っている． 

∗ 日本においてもコンテストを行ってLODおよびセマンティック
Webの普及を進めたい． 

∗ NIIのCiNiiコンテストが2011年は行われないようなので，それを
引き継ぎ拡大する形を取りたい． 

∗ セマンティックＷｅｂ委員会の活動として行うのではなく，別
の実行委員会を作り活動することになる． 
∗ ＬＯＤチャレンジ実行委員会 

 

Linked Open DataチャレンジJapan 
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∗ ＬＯＤチャレンジに興味がある人が集まった委員会 
∗ 実行委員長：萩野 達也（慶應義塾大学） 
∗ 事務局長：乙守 信行（株式会社MetaMoJi） 
∗ 委員：企業・大学関係者など30名程度 

∗ 目的 
∗ ＬＯＤチャレンジコンテストの開催 

∗ チャレンジサイトの構築 
∗ 広報・宣伝活動 

∗ ＬＯＤの技術普及活動 
∗ ＬＯＤの解説資料の作成 
∗ チャレンジデーの開催 
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ＬＯＤチャレンジ実行委員会 



∗ 応募期間：2011年10月11日 〜 2012年1月31日 

∗ 結果発表：2012年3月8日（セマンティックＷｅｂコンファレンス2012） 

∗ 部門 
∗ データセット部門 

∗ アイデア部門 

∗ アプリケーション部門 

∗ 賞金総額：98万円 
∗ プラチナスポンサー：３ 

∗ ゴールドスポンサー：４ 

∗ データ提供パートナー：２ 
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LODチャレンジJapan 2011 



∗ 応募期間：2012年10月1日 〜 2013年1月31日 
∗ 結果発表：2013年3月7日（セマンティックＷｅｂコンファレンス2013） 

∗ 部門 
∗ 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 

∗ 賞金総額：167万円 
∗ プラチナスポンサー：5 
∗ ゴールドスポンサー：9 
∗ データ提供パートナー：9 
∗ 基盤提供パートナー：3 
∗ メディアパートナー：2 
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LODチャレンジJapan 2012 



∗ 各部門の応募作品がつながることを推奨しています 

ＬＯＤチャレンジJapanでの工夫 

鶏と卵！？ 

どちらが先？？？ 

データセット部門 アイデア部門 アプリケーション部門 データセット部門 アイデア部門 アプリケーション部門 

LODチャレンジJapanの開催＆応募方法で工夫 
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「つながる」工夫 

４か月間（10月～1月)の長いコンテスト期間 

複数作品の応募、複数部門への応募もＯＫ 
他で発表した作品も応募可能 
2011年に応募した作品もＯＫ 

コンテストとともに 
様々な分野でLODの仕組みづ

くりやデータづくりにチャレンジさ
れている方々による 

活動の発表の場 

データセットも、アイデアも、 
アプリケーションも 時代によっ
て評価は変わるのではない
か？ 
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 「つながる」工夫 =応募作品をつなげる= 

◆応募者の情報 
・氏名・所属/e-mail （公開/非公開選択） 

◆アプリケーションの権利指定 
・全ての権利の主張（コピーライト） 
・応募作品に適用されるソフトウェアライ
センスがあれば入力 
・いずれの指定もなければパブリックドメ
イン 

 
 
◆応募するアプリケーションの情報 
・名称/URL/概略説明 
・関連するデータセット部門、ア
プリケーション部門のエントリー
番号の記入（昨年の作品の場
合先頭に2011を！！） 
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コンテスト期間中に開催される 

ＬＯＤチャレンジデ― 
 

「つながる」工夫 
= データをつなぐ、人をつなぐ= 
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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」 



ビジュアライゼーション部門新設 

データセット部門 アイデア部門 アプリケーション部門 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 

データセットの価値を表
現する作品 

データセットが繋がること
で新しい事実が見えてく
る作品 

可視化によって広がる
データセットの世界  

作品の応募があるの
か？評価方法は？ 
など心配していました 

 

 
昨年同様に、 
答えは応募者の皆さん
が出してくれる！！ 

 

 
チャレンジ開催後には 
   3作品の応募 
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∗ 応募作品数：合計73作品 
∗ データセット部門：21作品 
∗ アイデア部門：34作品 
∗ アプリケーション部門：18作品 

 

∗ データセット部門 
∗ 最優秀賞：「saveMLAK」 

∗ 東日本大震災の被災地の博物館・美術館，図書館，文書館，公民館及び類縁施設の被災・救援情報サイト 

∗ 優秀賞：「Location Site of Japanimation」 
∗ アニメ, ゲーム, ライトノベルなどの舞台となった自治体の情報 

 

∗ アイデア部門 
∗ 最優秀賞：「つながる教科書」 

∗ LODを利用したより実践的な教育コンテンツを提供する仕組み 

∗ 優秀賞：「地域サービスLOD」「LODな政治」 
∗ 地域サービスデータセット，イベントとサービスを関連づけるデータセット，地域サービス提供施設データセット 

 

∗ アプリケーション部門 
∗ 最優秀賞：「LinkData.jp」 

∗ テーブルデータをRDF形式に変換して公開できる支援サイト 

∗ 優秀賞：「ミュージアムへ行こう！」 
∗ Twitter連携型ミュージアム検索サイト 
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ＬＯＤチャレンジＪａｐａｎ ２０１１結果 



特徴的な作品に象徴される 
「日本らしさ」 

∗ 日本の今を語る 

 

∗ 日本が世界に発信する文化 

 

∗ 地域・住民主体のＬＯＤ 

 

∗ Japanese LOD基盤 そして世界へ 

 
 
 



日本の今を語る 
∗ Linked Open Dataチャレンジと他のコンテストの違いはデータ 
∗ 先進的な分野が見えるともに、データを通して日本の今がみえてくる 
 Linked Open Dataチャレンジを継続することの意義のひとつ！ 

 
 

分野 応募作品 
医療/ライフサイエンス d001:医薬品データ:診療報酬情報のための医薬品データと適用情報 

d002:Allie :生命科学分野において利用されている略語とその展開形 
d010:BRC mouse strain:バイオリソースセンターで提供されているマウス系統データ（ＢｉｏＬＯＤ賞） 
d012:主要なエッセンシャルオイルについて、香りの種類や精神的効能、使用上の注意事項 
d013:ライフサイエンス辞書のLOD 
d014:Biomasspedia:CiNii中のバイオマス文献, NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）『バイオマス賦存量
及び利用可能量の全国市町村別推計とマッピングデータの公開に向けたシステム開発に関する調査』 など（ＣｉＮｉｉ賞） 
d017:ＭＥＯ：微生物の遺伝子情報データから生息環境を記述してメタデータ（ライフサイエンス賞） 
d019:LODAC BDLS :生物種名や学術用語 

サブカルチャー（アニメ） d003:anime_cast:2011年の秋に放送開始されたアニメと出演声優 
d005 :お笑い芸人コンビとその事務所におよび同期関係 
d006:ポケットモンスターシリーズにおける事務リーダと四天王 
d007:声優数珠つなぎ:声優をアニメの相手同士で数珠つなぎ 
d008:Location Site of Japanimation ：コミックマーケット81(データセット部門優秀賞） 

政治、ソーシャルネット
ワーク 

d004:1000日以上続いた日本の総理が行った政策やその時に起きた事件 

d015:saveMLAK博物館・美術館，図書館，文書館，公民館及び類縁施設の被災・救援情報
（最優秀賞） 
d018:SOCIA ：地域の社会問題を話し合うサイの「議論の種となるイベント、ニュース記事情報など的に結合するデータセット（チャレン
ジデ―賞） 
d020:図書館の施設情報を横断：日本国内にある図書館についての施設情報・コードを結合し、相互運用性を高めるために施設情報
を横断的に結合するためデータセット 

地域情報 d009 ヨコハマアートLOD:横浜の文化芸術系のイベント情報、アーティストやクリエイーターの情報（オープンガバーメント賞） 
d012:公園トイレ情報:鯖江市内の公園トイレの位置、男女の別、バリアフリー情報（公共ＬＯＤ賞） 
d021:横浜観光スポット施設情報；横浜観光コンベンションビューロがウェブサイトで公開しているデータ 

共通基盤 d016:日本語wikipedia：日本語WikipediaオントロジーはInfoboxだけでなく，Wikipediaの様々な構造を利用し，半自動的に日本語に
特化したオントロジー 



日本が世界に発信する文化 
∗ （サブ）カルチャー、教育、歴史、観光に関係する多くの作品 
∗ 地理情報や、人の属性情報など世界共通のデータに日本らしさを加える 

分野 応募作品 

アイデア部門 i004:ジオコードを持つ歴史等の情報をLinked Data化 

i016:登場地を巡る：現在の地図をみて訪れた人が、本や歌詞に書かれた時の地図を見ながら
話の内容に思いをはせる（カルチャー賞） 
i018:Linked Open Game :ゲームのシナリオ、キャラクター、イベント、アイテムといった要素をLOD化し、自由に
追加できるとしたら 
i021:限界集落を萌える村にRewrite:限界集落をアニメの聖地へ 

i028:つながる教科書:教育で得られる多くの知識をリンクする（アイデア部門最優秀賞） 
i032:歴史ドラマLOD:各番組ごと、あるいはシリーズごとにLOD化して、この運動を海外に広げる
ことで、それらの連携によって効果を増す。（メディア・イノベーション賞） 
i033:Linked Dataを用いた作家の推薦：Linked Data上の作家間の関係を利用することで、ユーザが既に興味
を持っている作家群と強い関係を持つ作家を抽出し、推薦します 
i034:日本初のOWARAIを世界に:万国共通の「お笑い」要素の発見と、ローカルな「お笑い」の違いの研究を行
い、アニメやアイドルなどと違い、国内市場に留まる日本発の「OWARAI」の世界への輸出の一助としたい。 

データセット部門 d003:anime_cast:2011年の秋に放送開始されたアニメと出演声優 
d005 :お笑い芸人コンビとその事務所におよび同期関係 
d006:ポケットモンスターシリーズにおける事務リーダと四天王 
d007:声優数珠つなぎ:声優をアニメの相手同士で数珠つなぎ 

d008:Location Site of Japanimation ：コミックマーケット81（データセット部門優秀賞） 



地域・住民主体のＬＯＤ 

分野 応募作品 
アプリケーション
部門 

a003:Yokohama Art Serch:公益財団法人横浜市芸術文化振興財団が公開するヨコハマ・アートLOD（イベント情報、
アーティスト情報、施設情報）を検索するためのウェブサイト（オープンガバメント賞） 
a004:花咲かめら： フィールドでのLOD活用:スマートフォンを用いて環境をセンシング，クラウド上のLODを検索するこ
とで，その環境に適した植物をARで実空間に重畳表示するAndroidアプリ（モバイル賞） 
a007:ミュージアムへ行こう！「ミュージアムへ行こう！」はTwitter連携型ミュージアム検索サイト（アプリケーション部門
優秀賞） 
a009:Yokohama Art Spot:横浜市内の芸術関連施設とそこで開催されるイベントを案内するWebサイト（goo賞） 
a010:findwc モバイルトイレナビ(鯖江版):鯖江市から公開された「Dataシティさばえ（市内のトイレ情報）」を使っている
ため、男女別だけでなく赤ちゃんベッドの台数、障碍者用トイレ、オストメイト対応トイレの数を事前に確認できる（公共
LOD賞） 
a017:citispe@k:Web上の関連コンテンツ（ニュース記事やマイクロブログ）を参考にして，地域の社会問題について議
論・整理するためのアプリケーション 

アイデア部門 i003:Linked Smart City:産業別, 分野別のエコ地域LODを作成し, 環境オントロジーとデータリソースを作成すること
で, 社会の最適化をはかる 
i006:防災LOD:地図コードを持つ危険箇所・防災に関する情報網の社会インフラ構築を行う 
i008:『小さな社会』のLOD:学際キャンパスとして著名な慶應義塾大学のＳＦＣを小さな社会とみなし、キャンパス内
における各学問分野の構成や相互作用を様々なLODを用いて分析 
i010:地域サービスLOD:イベント、地域サービス提供者、地理情報などをLOD化して地域サービスへ（アイデア部門
優秀賞） 
i012:花咲かめら：スマートフォンを用いて環境をセンシング，クラウド上のLODを検索する 
i021:限界集落を萌える村にRewrite:限界集落をアニメの聖地へ 

データセット部
門 

d009 ヨコハマアートLOD:横浜の文化芸術系のイベント情報、アーティストやクリエイーターの情報（オープンガバメン
ト賞） 
d012:公園トイレ情報:鯖江市内の公園トイレの位置、男女の別、バリアフリー情報（公共LOD賞） 
d018:SOCIA ：「議論の種」として使える意見をWeb上から収集し，出来事ごとに構造化（チャレンジデー賞） 
d021:横浜観光スポット施設情報；横浜観光コンベンションビューロがウェブサイトで公開しているデータ 

∗ 図書館、美術館などの地域のデータとデータを活用したサービス 
∗ 今回は鯖江と横浜に栄冠が！ より多くの地方自治体への広がりを！ 



Japanese LOD 基盤 そして世界へ 

応募作品 
a001:LinkeData.jp :テーブルデータをRDF形式に変換して公開できる支援サイト(アプリケーション部
門最優秀賞) 
 
a005:LOD2BibTeX:LODに対応しているウェブサービスに掲載された書誌情報をBibTeX形式に変換するウェブサー
ビスです。 
 
a011:LODジェネレータ:Excelなどの表計算ソフトや関係データベースのデータからLOD用の言語(RDF、OWLおよび
トリプル)で記述されたデータを簡単に作成することができる 
 
a013:WiLD - Wikipedia Linked Data Application:WiLDは日本語Wikipediaオントロジーを利用し，Wikipediaオントロ
ジー内の概念検索や比較をするだけでなく，他のLODやAPI群と概念をつなげることで，連想支援・分析支援を行
うアプリケーション 
 
a014:DashSearch for SPARQL:DashSearch for SPARQLは，Linked Dataを多面的に検索することができる検索イ
ンタフェース（ビジュアライゼーション賞） 
 
a015:法造：LOD Viewer-つながり探索:OD（RDFファイル）を読み込んで可視化するツール 
 
a018:SPARQLでGMAP検索:LODの検索を行うSPARQL End Pointです。 
 

∗ アプリケーション部門は第1回目ということから、LOD作成支援、SPARQL EndPointなど７作品の応
募（全部で18作品） 

∗ 次回のチャレンジにつなげていきたい 



 

 

日本の今を語る 
saveMLAK 
加藤文彦（(共)情報・システム研究機構） 

 

■「データー」が語る日本の今 

 
 
 
 

日本が世界に発信す
る文化 
Location Site of Japanimation／
Biomasspedia 
込山悠介（東京大学） 

■日本らしいサブカルチャを題材とした作
品 

地域・住民主体のLOD 
ヨコハマ・アートLOD／Yokohama Art 
Search 
小林巌生 (（有）スコレックス) 

■地域ニーズに基づいて動き始めるLOD 

 

Japanese LOD 基盤  

    そして世界へ 

LinkData.org 
下山紗代子（独立行政法人理化学研究所） 

■日本のLODを広く深く進める基盤に向け
て 



∗ 応募作品数：合計２０５作品 
∗ データセット部門：８７作品 
∗ アイデア部門：５０作品 
∗ アプリケーション部門：４４作品 
∗ ビジュアライゼーション部門：24作品 

 

∗ データセット部門 
∗ 最優秀賞：「depicts.azurewebsites.net」 
∗ 優秀賞：「日本語Wikipediaオントロジー」 

∗ アイデア部門 
∗ 最優秀賞：「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」 
∗ 優秀賞：「猫の手も借り隊」 

∗ アプリケーション部門 
∗ 最優秀賞：「SparqlEPCU」 
∗ 優秀賞：「Where Does My Money Go? 日本語版」 

∗ ビジュアリゼーション部門 
∗ 最優秀賞：「東日本大震災アーカイブ」 
∗ 優秀賞：「エレクトリカル・ジャパン」 
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ＬＯＤチャレンジＪａｐａｎ ２０１２結果 



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 

２０１１と２０１２の応募作品数 

21 

34 

18 

LODチャレンジ

Japan2011 

  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 



 
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 



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 



Linked Open Data チャレンジJapan
によって 
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Linked Data 

Linked People 
 

Linked 
Opportunities 

 

データーがつながれば 
        人がつながり 

人がつながれば 
    “機会”がつながる 
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