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１．本開発支援キットの目的 

本開発キットは、公共設備（トイレ、街灯、ベンチ、AED等）や 防災設備（消火器、消

火栓、防火水槽等）の情報を公開、交換、管理するためのIEPD（Information Exchange 
Package Document）をApps開発用に解説したものである。 

 
公共設備の情報は利用可能性を伝えることが重要である。そのためには、位置情報、利用

可能時間が重要な情報となる。 
公共設備の共通情報をベースに、各種目的別設備の情報を付加できる仕組みにすることで、

様々な設備状況を共通的な仕組みで管理することができる。このような仕組みにより、日常

的に使う設備類の情報と非常時に使う情報を合わせて管理ができることは防災上も非常に重

要である。 

 
図 1 情報管理のイメージ 

また、公共設備の情報が存在しているが、設備の故障等で使用できない時がある。存在や

状況確認情報も併せて情報管理することが望ましい。 
 
開発支援キットの目的 

 ハッカソンで作る appsの情報整理作業の軽減 

ハッカソン開始時から、appsの企画と開発に専念できる 

 ハッカソンで作った appsの住民視点での広域連携性の確保 

apps が、ハッカソンの当該エリアだけでなく、周辺地域でも使えると、

住民に便利 

 ハッカソンで作った appsの広域流通性確保 

apps が他の地域で使えるのであれば、社会的意義が大きく、ビジネス

になる可能性もある。 

 ハッカソンで作った appsの分野横断連携 

住所などの基本情報の形式を分野横断で共有できるので、様々な分野で

作った apps をマッシュアップや連携しやすくなる。 
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共通語彙基盤は、基本的な語彙とその意味を定義し、組織や部門、分野を超えて各種の社

会活動を円滑に行うための基盤であり、「世界最先端 IT 国家宣言」（平成 25 年 6 月閣議決定）

の一環として推進されている。 

 
図 2 共通語彙基盤（IMI）のイメージ 

IMI(Infrastructure for Multi‐layer Interoperability) http://goikiban.ipa.go.jp/node/20130925/ 
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が必要。

項目名（Type/Sub-properties） 項目名（エントリー名） 英語名 データタイプ データタイプ（英語） cardinality 項目説明 項目説明（英語） サンプル値 Mapping to NIEM Mapping to ISA Joinup
人型 ic:人型 PersonType 人の情報を表現するためのデータ型。 nc:PersonType Person

氏名 ic:人_氏名 PersonName ic:氏名型 ic:PersonNameType 0..1 氏名 Name of a Person - nc:PersonName
性別 ic:人_性別 PersonSex <抽象要素> <abstract element, no type> 0..1 性別 Gender of a Person 1 nc:PersonSex gender

Substitutable Elements: Substitutable Elements:
性別コード ic:人_性別コード     + PersonSexCode codes:性別コード型 codes:GenderCodeType 性別コード Gender of a Person 1 nc:PersonSexCode
性別名 ic:人_性別名     + PersonSexText ic:テキスト型 ic:TextType 性別の名称。 Gender of a Person 男 nc:PersonSexText

生年月日 ic:人_生年月日 BirthDate ic:日付型 ic:DateType 0..1 生年月日 Date of Birth of a Person - nc:PersonBirthDate dateOfBirth
死亡年月日 ic:人_死亡年月日 DeathDate ic:日付型 ic:DateType 0..1 死亡年月日 Date of Death of a Person - nc:PersonDeathDate dateOfDeath
現住所 ic:人_現住所 PresentAddress ic:住所型 ic:AddressType 0..1 現住所 - nc:PersonResidenceAssociresidency
本籍 ic:人_本籍 LegalResidence ic:住所型 ic:AddressType 0..1 本籍 -

国籍 ic:人_国籍 Citizenship <抽象要素> <abstract element, no type> 0..n 国籍
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

- nc:PersonCitizenship citizenship

Substitutable Elements: Substitutable Elements:

国籍名 ic:人_国籍名     + CitizenshipText ic:テキスト型 ic:TextType 国籍の名称。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

日本国 nc:PersonCitizenshipText

国籍コード ic:人_国籍コード     + CitizenshipCode codes:国籍コード型 codes:CitizenshipCodeType 住民基本台帳で利用されている国籍コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

392 nc:PersonCitizenshipFIPS10-4Code

ISO3166Alpha2 ic:人_ISO3166Alpha2     + ISO3166Alpha2 iso_3166:ISO3166Alpha2CodeTiso_3166:ISO3166Alpha2CodeType 国名コード。ISO3166Alpha2。2文字コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha2Code

ISO3166Alpha3 ic:人_ISO3166Alpha3     + ISO3166Alpha3 iso_3166:ISO3166Alpha3CodeTiso_3166:ISO3166Alpha3CodeType 国名コード。ISO3166Alpha3。3文字コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha3Code

ISO3166Numeriｃ ic:人_ISO3166Numeriｃ     + ISO3166Numeric iso_3166:ISO3166NumeriｃCodeiso_3166:ISO3166NumeriｃCodeType 国名コード。ISO3166Numeric。数字3桁コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

nc:PersonCitizenshipISO3166NumericCode

出生国 ic:人_出生国 BirthCountry ic:場所型 ic:LocationType 0..1 生まれた国。 A location where a person was born. nc:PersonBirthLocation countryOfBirth
出生地 ic:人_出生地 BirthPlace ic:場所型 ic:LocationType 0..1 生まれた場所。 A location where a person was born. nc:PersonBirthLocation placeOfBirth

氏名型 ic:氏名型 PersonNameType 氏名を表現するためのデータ型。 nc:PersonNameType
姓名 ic:氏名_姓名 FullName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 氏名（姓、名）。 Full name of a Person 経済 　太郎 nc:PersonFullName fullName
カナ姓名 ic:氏名_カナ姓名 KanaFullName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 氏名（姓、名）のカナ表記。 Full name in Katakana. ケイザイタロウ
ローマ字姓名 ic:氏名_ローマ字姓名 RomanFullName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 氏名（姓、名）のローマ字表記。 Full name in Roman alphabet. Keizai Taro
姓 ic:氏名_姓 FamilyName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 姓。 Family name of a Person 経済 nc:PersonSurName familyName
カナ姓 ic:氏名_カナ姓 KanaFamilyName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 姓のカナ表記。 Family name in Katakana. ケイザイ
ローマ字姓 ic:氏名_ローマ字姓 RomanFamilyName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 姓のローマ表記。 Family name  in Roman alphabet.
名 ic:氏名_名 GivenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 名。 Given name of a Person 太郎 nc:PersonGivenName given name
カナ名 ic:氏名_カナ名 KanaGivenName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 名のカナ表記。 Given name in Katakana. タロウ
ローマ字名 ic:氏名_ローマ字名 RomanGivenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 名のローマ字表記。 Given name in Roman alphabet.
ミドルネーム ic:氏名_ミドルネーム MiddleName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 ミドルネーム。 Middle name of a person nc:PersonMiddleName alternativeName
カナミドルネーム ic:氏名_カナミドルネーム KanaMiddleName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 ミドルネームのカナ表記。 Middle name in Katakana.
ローマ字ミドルネーム ic:氏名_ローマ字ミドルネーム RomanMiddleName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 ミドルネームのローマ字表記。 Middle name in Roman alphabet.
旧姓 ic:氏名_旧姓 MaidenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 旧姓。 Maiden name. nc:PersonMaidenName birthName
カナ旧姓 ic:氏名_カナ旧姓 KanaMaidenName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 旧姓のカナ表記。 Maiden name in Katakana.
ローマ字旧姓 ic:氏名_ローマ字旧姓 RomanMaidenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 旧姓のローマ字表記。 Maiden name in Roman alphabet.

三鷹市立第四小学校
ic:建物_所在

ic:場所_地名
ic:場所_地理識別子
ic:場所_住所

ic:住所_住所
東京都三鷹市下連雀１
丁目２５−１

ic:住所_構造化住所
ic:構造化住所_国
ic:構造化住所_都道府県 東京都
ic:構造化住所_市区町村 三鷹市
ic:構造化住所_町名 下連雀
ic:構造化住所_街区符号 1
ic:構造化住所_住居番号 25
ic:構造化住所_地番 1
ic:構造化住所_方書

ic:方書_方書
ic:方書_ビル名
ic:方書_部屋番号

ic:構造化住所_郵便番号 181-0013
ic:構造化住所_住所ID
ic:構造化住所_住所コード

ic:場所_経緯度座標
ic:経緯度座標系_測地系コード
ic:経緯度座標系_緯度

ic:緯度_度
ic:緯度_分
ic:緯度_秒

ic:経緯度座標系_経度
ic:経度_度
ic:経度_分
ic:経度_秒

ic:場所_UTM座標
ic:UTM座標系_UTM座標
ic:UTM座標系_UTM測地系ID
ic:UTM座標系_東距
ic:UTM座標系_グリッドゾーンID
ic:UTM座標系_グリッドゾーン格子 ID
ic:UTM座標系_北距

ic:場所_MGRS座標
ic:MGRS座標系_MGRS座標
ic:MGRS座標系_MGRS座標格子ID

ic:建物_施設情報
ic:施設_ID

ic:証明_識別ID
ic:証明_証明種類
ic:証明_発行日
ic:証明_失効日
ic:証明_発行者

ic:施設_名称 三鷹市立第四小学校
ic:施設_種別 小学校
ic:施設_商用区分

ic:施設_概要
小・中一貫教育校「連
雀学園」に属する小学
校。

語彙（ボキャブラリ）

情報交換パッケージ（IEP)

http://goikiban.ipa.go.jp/node/20130925/
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２．データ項目 

データ項目は、アプリなどで表示する利用イメージと、情報管理用のデータ項目からなる。 
 
利用イメージは、以下の通りである。 
ただし、P5 以降にシステム内でのデータ登録内容、API に使うデータ項目を示すが、apps

の目的等に応じ、その中から、情報を追加するなど、カスタマイズして利用する。もちろ

ん、、apps 専用に独自のデータ項目追加は、必要に応じて実施可能である。 
データ項目名 説明 備考 

場所(施設名) 施設名、場所名がある場合には記入す

る。 
○○交差点、○○病院等の一

般に通じる名前を記入。 

場所（住所） 

都道府県名から番地まで区切りなく記入

する。丁目以下は半角数字で記載し、ハ

イフンで接続。 
東京都千代田区霞が関 1-3-1 等 

FullAddress 形式。 
構造化データでデータを管理

している場合はデータを連結

して表示。 
公共設備情報 

設備種類 

公共設備種別を記載。 
公共設備 
「街灯」「ベンチ」「水飲み場」「地図」

「タクシー乗り場」「バス停」「標識」

「公衆電話」等 
防災設備 
「消火器」「消火栓」「防火水槽」 
「井戸」「給水所」等 

 

設置場所 
｢受付前｣等、利用者がすぐに見つけやす

い詳細設置場所情報を記入する。 
 

利用可能時間 

利用可能日とそれぞれの利用可能時間を

記入する。 
月:10:00-18:00,火:10:00-20:00,・・・等 
24 時間の場合は、「24 時間」と記載 

管理用データを連結して表

示。 
直接、左記の形式で記入する

ことも可能 
建物内外 「建物内」、「建物外」を記入する。  

利用制限 
一般利用できる場合は、「一般利用可」 
居住者用等、利用者に制約がある場合に

「利用制限有」と記入する。 

鍵のかかったビル内に設置さ

れている等の制約がある場合

に記入 

写真 
付近まで来れば設置場所が分かる遠景写

真を添付する。（100KB 以内） 
 

URL 関連ホームページがある場合に記入す

る。 
 

設置者 

公共設備の設置主体を記入する。 ○○市、○○商店等を記載。

管理委託がされていて、連絡

先が違う場合は○○市（○○

財団）と（）内に記入。 
連絡先電話 公共設備に関する連絡先電話番号を記入 内線がある場合は、**-****-
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する。半角数字で‐で接続。 
**-****-**** 

****(****)と()内に記入。 

補足 補足情報がある場合に記入する。  

図 3 公共設備共通 データ項目 

防災設備 

有効期限 
消火器のように有効期限がある場合に

は、有効期限を記入する。 
 

図 4 公共設備（防災設備） 付加データ項目 

トイレ設備 
性別 「男」「女」「男女」を記入する。  

車いす 
車いすでの利用が可能な場合には、

「可」と記入する。 
 

乳幼児 おむつ交換台等がある場合に「有」と記

入する。 
 

タイプ 「和式」「洋式」を記入する。  
定員 利用可能人数を記入する。  

図 5 公共設備（トイレ） 付加データ項目 

AED 

パッド種類 
「大人用」、「子供用」を記入する。 複数記載可。管理用データを

連結して表示 

有効期限 
AED の有効期限を記入する。 パッドとバッテリの有効期限

の短いほうを表示。 

図 6 公共設備（AED） 付加データ項目 
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システム内でのデータ登録内容、API に使うデータ項目は以下の項目から選択して使用する。公共設備の特性を考慮して項目

を選択し、必要項目がない場合には、独自項目として付加を行う。住所に関しては、様々な表記形式があるが、住所の詳細化

などをすべて実施する必要はない。 
ic:建物_場所 

 ic:場所_地名    ビルや公園等、地図に表示される地名  

 ic:場所_通称    近隣住民等による場所の通称  

 ic:場所_地理識別子      

 ic:場所_住所      

  ic:住所_住所   都道府県以下の住所  

  ic:住所_構造

化住所 

    

   ic:構造化住所_

国 

   

   ic:構造化住所_

都道府県 

   

   ic:構造化住所_

市区町村 

   

   ic:構造化住所_

町名 

   

   ic:構造化住所_

街区符号 

 半角数字  

   ic:構造化住所_

住居番号 

 半角数字  

   ic:構造化住所_

地番 

 半角数字  

   ic:構造化住所_

方書 

   

    ic:方書_方

書 

  

    ic:方書_ビ

ル名 

  

    ic:方書_部

屋番号 

半角英数字。ビル番号がある場合には、「ビル

記号－部屋番号」で記載 

 

   ic:構造化住所_

郵便番号 

 半角数字。連続7ケタ、ハイフンなし。  
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   ic:構造化住所_

住所ID 

   

   ic:構造化住所_

住所コード 

   

 ic:場所_経緯度座標      

  ic:経緯度座標

系_緯度 

    

  ic:経緯度座標

系_経度 

    

 ic:場所_高度      

ic:建物_設備情報 

 ic:設備_ID      

 ic:設備_名称      

 ic:設備_種類    公共設備種別を記載。 

公共設備 

「街灯」「ベンチ」「水飲み場」「地図」「タ

クシー乗り場」「バス停」「標識」「公衆電

話」等 

防災設備 

「消火器」「消火栓」「防火水槽」「井戸」

「給水所」等 

 

 ic:設備_設置場所    受付横等、設置場所を示す内容を記述  

 ic:設備_利用可能時

間 

   利用可能日とそれぞれの利用可能時間を記入す

る。（下記詳細データの統合） 

月:10:00-18:00,火:10:00-20:00,・・・等 

24時間の場合は、「24時間」と記載。 

繰り返し項目 

  ic:オープン日   曜日、特定日を記述。24時間の場合は「24時

間」と記述。 

 

  ic:開始時間   利用可能時間の開始時間を9:30のように24時間

表記で記述。 

 

  ic:終了時間   利用可能時間の終了時間を9:30のように24時間

表記で記述。 

 

 ic:設備_建物内外      

 ic:設備_利用者    「建物内」か「建物外」かを記述  
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 ic:設備_設置日    利用者に限定条件がある場合に条件を記述  

 ic:設備_写真    公共設備の位置が遠景からもわかる写真を添

付。（100KB以内） 

 

 ic:設備_url    関連ホームページがある際に記述  

 ic:設備_設置者    自治体名や組織名を記載。株式会社等も省略し

ないで記述。 

 

 ic:設備_管理者    組織名を記載。株式会社等も省略しないで記

述。 

 

 ic:設備_連絡先    連絡先の電話番号を記述  

  ic:連絡先_電

話番号 

  連絡先の電話番号を記述  

  ic:連絡先_内

線番号 

  連絡先の内線番号を記述  

  ic:連絡先_メ

ールアドレス 

  連絡先のメールアドレスを記述  

 ic:設備_補足    全体としての補足情報がある場合に記述。  

ic:メタデータ 

 ic:メタデータ_最終

更新日 

     

 ic:メタデータ_情報

源 

   本公共施設情報の情報源を記述。自治体デー

タ、個人投稿等。 

 

図 7 公共設備共通 内部データ項目 

利用可能時間の記述方法 
月曜日から金曜までが 9:00-19:00、土日使用不可。12/28-1/3 使用不可の場合、以下の記述となる。アプリケーションでの表示時

には「ic:設備_補足」の情報をもとに注意を促す表示が必要となる。 
ic:オープン日：月 ic:開始時間：9:00 ic:終了時間：19:00     ・・・ （火-木） ・・・ 
ic:オープン日：金 ic:開始時間：9:00 ic:終了時間：19:00 
im:AED_補足：12/28-1/3 使用不可
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im:防災設備 

 im: 防災設備_有効

期限 

   有効期限を記述。yyyy-mm-dd形式。  

 im: 防災設備_タイ

プ 

     

 im: 防災設備_モデ

ルナンバー 

     

 im: 防災設備_シリ

アルナンバー 

     

図 8 公共設備（防災設備） 内部データ項目 

トイレ 

 im:トイレ_性別     「男」「女」「男女」を記入する。  

 im:トイレ_車いす    車いすでの利用が可能な場合には、「可」と記

入する。 

 

 im:トイレ_乳幼児    おむつ交換台等ある場合に「有」と記入する。  

 im:トイレ_タイプ    「和式」「洋式」を記入する。  

 im:トイレ_定員    個室の利用可能人数を記入する。  

図 9 公共設備（トイレ） 内部データ項目 

im:AED 

 im:AED_パッド種類    「大人用」「子供用」「大人用、子供用」を記

述 

 

 im:AED_有効期限    パッドとバッテリの短いほうの有効期限を記述 

yyyy-mm-dd形式。 

 

  im:AED_パッド

有効期限 

    

  im:AED_バッテ

リ有効期限 

    

 im:AED_タイプ      

 im:AED_モデルナン

バー 

     

 im:AED_シリアルナ      
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ンバー 

 im:AED_使用年数      

図 10 公共設備（AED） 内部データ項目 
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英語名は IMI の命名規則（NDR）に従い、単語の頭文字を大文字にして英単語を接続し

ている。 
また、検索エンジンでの用語の標準化している Schema.org との関係も下表に整理する。

利用した Schema.org の分類は、以下の通りである。 
Thing > Place 
Thing > Intangible > StructuredValue > GeoCoordinates 
Thing > Intangible > StructuredValue > ContactPoint > PostalAddress 
Thing > Place > CivicStructure 
Thing > Intangible > StructuredValue > OpeningHoursSpecification 
 
 英語名 Schema.org 

ic:建物_場所 Location  

 ic:場所_地名 LocationName Thing>Place>name 

 ic:場所_通称 LocationAlternativeName Thing>Place>alternateName 

 ic:場所_地理識別子 LocationIdentification  

 ic:場所_住所 LocationAddress  

 ic:住所_住所 FullAddress Thing>Place>address 

 ic:住所_構造化住所 StructuredAddress  

 ic:構造化住所_国 Country Thing>Intangible>StructuredVa

lue>ContactPoint>PostalAddres

s>addressCountry 

 ic:構造化住所_都道府県 Prefecture Thing>Intangible>StructuredVa

lue>ContactPoint>PostalAddres

s>addressRegion 

 ic:構造化住所_市区町村 City Thing>Intangible>StructuredVa

lue>ContactPoint>PostalAddres

s>addressLocality 

 ic:構造化住所_町名 AddressArea (Thing>Intangible>StructuredV

alue>ContactPoint>PostalAddre

ss>streetAddress) 

 ic:構造化住所_街区符号 Thoroughfare (Thing>Intangible>StructuredV

alue>ContactPoint>PostalAddre

ss>streetAddress) 

 ic:構造化住所_住居番号 HouseNumber (Thing>Intangible>StructuredV

alue>ContactPoint>PostalAddre

ss>streetAddress) 

 ic:構造化住所_地番 LotNumber (Thing>Intangible>StructuredV

alue>ContactPoint>PostalAddre

ss>streetAddress) 

 ic:構造化住所_方書 Locator  

 ic:方書_方書 LocatorFull  

 ic:方書_ビル名 LocatorName  

 ic:方書_部屋番号 LocatorDesignator  

 ic:構造化住所_郵便番号 PostCode Thing>Intangible>StructuredVa

lue>ContactPoint>PostalAddres

s>postalCode 

 ic:構造化住所_住所ID AddressId  

 ic:構造化住所_住所コード AddressCode  
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 ic:場所_経緯度座標 LocationTwoDimensionalGeograph

icCoordinate 

Thing>Intangible>StructuredVa

lue>GeoCoordinates>GeoCoordin

ates 

 ic:経緯度座標系_緯度 GeographicCoordinateLatitude Thing>Intangible>StructuredVa

lue>GeoCoordinates>latitude 

 ic:経緯度座標系_経度 GeographicCoordinateLongitude Thing>Intangible>StructuredVa

lue>GeoCoordinates>longitude 

 ic:場所_高度 LocationAltitude Thing>Intangible>StructuredVa

lue>GeoCoordinates>elevation 

ic:建物_設備情報 Equipment  

 ic:設備_ID EquipmentId  

 ic:設備_名称 EquipmentName Thing>Place>CivicStructure>na

me 

 ic:設備_種類 EquipmentType  

 ic:設備_設置場所 EquipmentPlace  

 ic:設備_利用可能時間 ScheduleDayType  

 ic:オープン日 ScheduleDate Thing>Intangible>StructuredVa

lue>OpeningHoursSpecification

>dayOfWeek 

 ic:開始時間 ScheduleDayStartTime Thing>Intangible>StructuredVa

lue>OpeningHoursSpecification

>opens 

 ic:終了時間 ScheduleDayEndTime  

 ic:設備_建物内外 AccessAvailabilityOfPad  

 ic:設備_利用者 EquipmentUser  

 ic:設備_設置日 DayOfInstallation  

 ic:設備_写真 PhotoOfAed Thing>Place>CivicStructure>ph

oto 

 ic:設備_url EquipmentUrl Thing>Place>CivicStructure>ur

l 

 ic:設備_設置者 EquipmentOwner  

 ic:設備_管理者 EquipmentOperater  

 ic:設備_連絡先 EquipmentContactInformation  

 ic:連絡先_電話番号 ContactTelephoneNumber Thing>Intangible>StructuredVa

lue>ContactPoint>telephone 

 ic:連絡先_内線番号 ContactExtension  

 ic:設備_補足 EquipmentNote  

 ic:設備_情報更新日 DateOfUpdatingInformation  

ic:メタデータ Metadata  

 ic:メタデータ_最終更新日 LastUpdatedDate  

 ic:メタデータ_情報源 Source  

図 11 公共設備共通 英語対応表 

im:防災設備 AED  

 im:防災設備_有効期限 ExpiryDate  

 im:防災設備_タイプ TypeOfDefibrillator  

 im:防災設備_モデルナンバ

ー 

ModelNumber  
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 im: 防災設備_シリアルナ

ンバー 

SerialNumber  

図 12 公共設備（防災設備） 英語対応表 

トイレ Restroom  

 im:トイレ_性別 RestroomUser  

 im:トイレ_車いす BarrierFreeRestroom  

 im:トイレ_乳幼児 RestroomWithChangingStation  

 im:トイレ_タイプ RestroomType  

 im:トイレ_定員 CapacityOfRestroom  

図 13 公共設備（トイレ） 英語対応表 

im:AED AED  

 im:AED_パッド種類 TypeOfPad  

 im:AED_有効期限 ExpiryDate  

 im:AED_パッド有効期限 ExpiryDateOfPads  

 im:AED_バッテリ有効期限 ExpiryDateOfBatteries  

 im:AED_タイプ TypeOfDefibrillator  

 im:AED_モデルナンバー ModelNumber  

 im:AED_シリアルナンバー SerialNumber  

 im:AED_使用年数 ApproximateAge  

図 14 公共設備（AED） 英語対応表 
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３．データ作成とアプリ作成の流れ 

（１）対象エリアでの公共施設情報提供者をリストアップする。 

都道府県、市町村、地域 NPO等 

（２）データを入手する。必要な場合には、自治体等に問い合わせる。 

（３）アプリケーションを企画する。 

・検索アプリ 

・日常的に使う施設アプリとの連携 

・るボランティアとの連携システム     等 

 

目的に応じて、表示項目や管理項目を選択する。必要に応じて追加も可能である。

また、自治体等の管理する管理項目名との対照表を作成する。 
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図 15 AEDでの対照表例（表示項目－管理項目－現状データ項目） 

当該自治体現状管理情報Apps表示案
ic:建物_所在

ic:場所_地名 施設名称 場所
ic:場所_通称
ic:場所_地理識別子
ic:場所_住所 住所 住所

ic:住所_住所
ic:住所_構造化住所

ic:構造化住所_国
ic:構造化住所_都道府県
ic:構造化住所_市区町村
ic:構造化住所_町名
ic:構造化住所_街区符号
ic:構造化住所_住居番号
ic:構造化住所_地番
ic:構造化住所_方書

ic:方書_方書
ic:方書_ビル名
ic:方書_部屋番号

ic:構造化住所_郵便番号 郵便番号
ic:構造化住所_住所ID
ic:構造化住所_住所コード

ic:場所_経緯度座標
ic:経緯度座標系_測地系コード
ic:経緯度座標系_緯度

ic:緯度_度
ic:緯度_分
ic:緯度_秒

ic:経緯度座標系_経度
ic:経度_度
ic:経度_分
ic:経度_秒

ic:場所_高度
ic:建物_公共設備情報

ic:公共設備ID
ic:公共設備_名称
ic:公共設備_設置場所 設置場所
ic:公共設備_利用可能時間 利用可能時間

ic:オープン日
ic:開始時間
ic:終了時間

ic:公共設備_建物内外 建物内外
ic:公共設備_利用者 利用制限
ic:公共設備_設置日 設置日
ic:公共設備_写真 写真
ic:公共設備_ホームページ ホームページ
ic:公共設備_設置者 設置者 設置者

設置者住所
ic:公共設備_管理者 設置者（）内
ic:公共設備_連絡先 電話番号 連絡先

ic:連絡先_電話番号
ic:連絡先_内線番号

ic:公共設備_補足 補足
AED

im:AED_パッド種類 パッド種類 パッド種類
im:AED_有効期限 有効期限

im:AED_パッド有効期限
im:AED_バッテリ有効期限

im:AED_情報源
im:AED_タイプ
im:AED_モデルナンバー
im:AED_シリアルナンバー
im:AED_使用年数

ic:metadata
ic:メタデータ_最終更新日
ic:メタデータ_情報源

IMI
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（４）AED 情報を維持管理、最新化するための仕組みを整備する。たとえば、地

域の高齢者に散歩のときに存在確認をしてもらうなど。 

（５）関連ドキュメントを整備する。 

（６）他地域へのノウハウ移転を検討する。 
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(参考)データ項目の整備方法例（AED） 

IMI コアボキャブラリと、都道府県、市町村、国内外の各種団体が提供する AED情報の対照表を作成し、AEDの IEPを作成。 

 

サンプル マップ１ マップ２ マップ３ マップ４ マップ５ マップ６ マップ７ マップ８ マップ９ マップ１０
在
ic:場所_地名 LocationName 場所等（設置場所含名称（施設名） 設置場所概要 名前 施設名称 施設名称 名前 名称 名称
ic:場所_通称 LocationAlternativeName
ic:場所_地理識別子 LocationIdentification
ic:場所_住所 LocationAddress 住所 住所 住所 住所 住所 住所 住所 住所 住所

ic:住所_住所 FullAddress
ic:住所_構造化住所 StructuredAddress

ic:構造化住所_国 Country
ic:構造化住所_都道府県 Prefecture
ic:構造化住所_市区町村 City
ic:構造化住所_町名 AddressArea
ic:構造化住所_街区符号 Thoroughfare
ic:構造化住所_住居番号 HouseNumber
ic:構造化住所_地番 LotNumber
ic:構造化住所_方書 Locator

ic:方書_方書 LocatorFull
ic:方書_ビル名 LocatorName

ic:方書_部屋番号 LocatorDesignator

ic:構造化住所_郵便番号 PostCode 郵便番号
ic:構造化住所_住所ID AddressId
ic:構造化住所_住所コード AddressCode

ic:場所_経緯度座標 LocationTwoDimensionalGeographicCoordinate
ic:経緯度座標系_緯度 GeographicCoordinateLatitude 35.697502
ic:経緯度座標系_経度 GeographicCoordinateLongitude 139.582672

ic:場所_高度 LocationAltitude
共設備情報
im:公共設備ID PublicFacilityId
im:公共設備_名称 PublicFacilityName 井の頭公園駅AED
im:公共設備_設置場所 PublicFacilityPlace 設置位置 設置場所 設置場所 設置場所 設置場所

im:公共設備_設置者 PublicFacilityOwner 設置者 設置者

設置者住所

im:公共設備_管理者 PublicFacilityOperater

im:公共設備_連絡先 PublicFacilityContactInformation 0422-46-0521 連絡先 電話番号 電話番号 電話番号
ic:連絡先_電話番号 ContactTelephoneNumber
ic:連絡先_内線番号 ContactExtension

im:AED_パッド種類 TypeOfPad パッド種類 パットの種類 小児用パット有無

im:AED_利用可能時間 ScheduleDayType 24時間 利用可能時間帯 利用可能時間帯 使用可能時間 使用可能日時 利用可能時間 使用可能時間帯

ic:オープン日
ScheduleDate

24時間

ic:開始時間
ScheduleDayStartTime

0:00

ic:終了時間
ScheduleDayEndTime

24:00:00

休業日 使用可能日時 利用可能日
im:AED_建物内外 AccessAvailabilityOfPad
im:AED_利用者 User 設置目的

im:AED_設置日 DayOfInstallation 設置日

im:AED_有効期限 ExpiryDate 2015-03-31

im:AED_パッド有効期限 ExpiryDateOfPads
im:AED_バッテリ有効期限 ExpiryDateOfBatteries

im:AED_情報源 ResourceOfThisInformation 情報源

im:AED_補足 Note 補足 備考

im:AED_写真 PhotoOfAed 写真 写真 写真

im:AED_ホームページ Homepage ホームページ
im:AED_タイプ TypeOfDefibrillator
im:AED_モデルナンバー ModelNumber
im:AED_シリアルナンバー SerialNumber
im:AED_使用年数 ApproximateAge
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