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本資料は、共通語彙基盤検討のワーキングドラフトであり、今後の検討により変更することも

ある。ただし、情報項目は十分に検討されており、軽微な変更にとどまると考えられる。 
また、本開発キットのデータ項目は、apps 等の情報交換用データ項目であり、イベントを管理

するための標準を定義するものではない。 
 
また、語彙基盤は利用しながら改善を行うものであることから、意見や本開発キットを利用し

て apps を開発した場合にはご連絡いただければ幸いです。 
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１．本開発キットの目的 

イベントやアクティビティは、5W1H を持つ情報である。 
イベントとは、展示会、催事等、日常的に生活や事業の周りにあるできごとはもちろんの

こと、災害時には、給水、支援制度説明会等も含まれ、特に、いつどこで開催されるのかが

重要な情報である。告知情報として広く流通する場合が多い。 
アクティビティは、業務などで行う活動を表す。施設の巡回、広報活動、相談業務等、が

含まれ、イベントと同様に、いつどこで行ったかが重要な情報になる。 
イベント情報は、広報誌、web、メール等の様々なメディアで活用されるが、定型で管理

することで、メディアに合わせた編集作業から解放されやすくなる。もしメディア側が多様

な要求をしてきたとしても、情報ソースを一元化しておくことで、情報配信業務が一元化さ

れる。またメディア側も、様々なイベント開催機関から共通の形式で情報が集まれば、機械

的な前処理も可能で情報編集が効率化される。 
アクティビティ情報は、業務報告などに利用されるが、定型化することで、複数部門の業

務報告をまとめる時に便利である。 
業務の一環でイベントを行う場合もある。その場合は、アクティビティの情報とイベント

の情報が統一された情報形式で管理されていれば、外部向けの情報提供と内部管理の双方を

同時に効率化することが可能となる。 
本開発キットは、イベントやアクティビティの情報を公開、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。 
 
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、アプリ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 

アプリが、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

住民には便利 

 ハッカソンで作った appsの広域流通性確保 

アプリ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 1 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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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)
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２．データ項目 

主なデータ項目と記述イメージは、以下の通りである。 
データ項目名 説明 備考 
活動名 イベント等の名前を記述する。「第＊回

＊＊＊」やサブタイトルもここに記入。

このイベントも含む複数のイベントを総

括するイベントがある場合には、上位活

動にその名前を記載する。 

 

識別子 イベント等に ID がある場合記入。  
分類 イベント等の分類を記入する。 

展示会、フリーマーケット等 
（将来は項目名も共通化することが望 
ましい） 

複数記載可。 

所在 場所情報を記載する。 詳細化可。 
期間 活動の開始日と終了日を記載する。 詳細化可。 
スケジュール 開始時間、終了時間を記載する。 詳細化可。 
申込期間 申し込みの開始日と終了日を記載する。 詳細化可。 
概要 100 字以内で概要を記載する。  
説明 活動の説明を記載する。  
上位活動 本活動を含む上位の活動がある場合に

は、その名前を記載する。 
 

サブ活動 本活動に含まれるサブ活動がある場合に

は記載する 
 

対象者 本活動の対象者を記載する。  
定員 本活動の定員を記載する。  
キーワード 本活動に関連したキーワードを記載す

る。 
複数記載可。 

料金 本活動に参加することに必要な料金を記

載する。大人、子供や 1 回等の条件と合

わせて記載する。 

詳細化可。 

活動理由 活動理由が必要な場合に記載する。  
活動状況 活動状況の記載が必要な場合に記載す

る。 
複数記載可。 

活動結果 活動結果の記載が必要な場合に記載す

る。 
複数記載可。 

組織関連 主催、後援等の組織の情報を記載する。 詳細化可。 
連絡先情報 活動に関する連絡先を記載する。 詳細化可。 

図 2 主なデータ項目 
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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。ただし、住所の詳細化などをす

べて実施する必要はない。 
ic:活動_活動名    活動名を記入する  

ic:活動_識別子    イベント番号などがあるときに記入  

 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:活動_分類    展覧会、演奏会、講演会、イベント、勉強会、

相談会、フリーマーケット、見学会、講座、観

劇会、その他 

 

ic:建物_所在      

 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_    
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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。  

   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:活動_期間      

 ic:開始日    活動の開始日を記述。  

 ic:終了日    活動の終了日を記述。  

ic:活動_時間      

 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    活動の開始時間を9:30のように24時間表記で記

述。 

 

 ic:終了時間    活動の終了時間を9:30のように24時間表記で記

述。 

 

ic:活動_登録期間      

 ic:開始時間    受付の開始時間を9:30のように24時間表記で記

述。 
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 ic:終了時間    受付の終了時間を9:30のように24時間表記で記

述。 

 

ic:活動_申込期間      

 ic:開始日    申し込みの開始日を記述。  

 ic:終了日    申し込みの終了日を記述。  

 ic:開始時間    申し込みの開始時間を9:30のように24時間表記

で記述。 

 

 ic:終了時間    申し込みの終了時間を9:30のように24時間表記

で記述。 

 

ic:活動_概要    一覧等で活用するため、活動の概要を100文字以

内で記述。 

 

ic:活動_説明    活動の内容を記述。  

ic:活動_上位活動    ＊＊シリーズ等、本活動の上位の活動があると

きには、その活動名を記述。 

 

ic:活動_サブ活動    活動内で、＊＊ワークショップ等のサブ活動が

あるときに、活動名を記述。 

 

ic:活動_対象者    高校生以上等、活動に対象者がいる場合には、

対象者を記述。 

 

ic:活動_人数    活動に定員がある場合に記述。  

ic:活動_キーワード    活動を表すキーワードがあるときには記述。  

ic:活動_料金      

 ic:料金_単位    大人、S席等の料金区分を記述。  

 ic:料金_金額    料金を円単位で記述。  

ic:活動_活動理由      

ic:活動_活動状況    中間報告が必要な場合には、状況を記述。  

ic:活動_活動結果    活動報告が必要な場合に結果を記述。  

ic:活動_組織関連      

 ic:組織関連_組織      

  ic:組織 _組織

名 

  組織名を正式名で記述  

  ic:組織 _通称

名 
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  ic:組織_場所     

  ic:組織 _連絡

先 

    

 ic:組織関連_役割    主催、後援等役割を記述  

ic:連絡先型 

 ic:連絡先_名称    連絡先の名称を記述  

 ic:連絡先_担当者名    連絡先の担当者名を記述  

 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:連絡先_url    連絡先のurlを記述  

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

公開日 

   本AED情報の情報源を記述。自治体データ、個人

投稿等。 

 

 
図 3 詳細データ項目 
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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 > Event 
Thing > Place 
Thing > Intangible > StructuredValue > ContactPoint > PostalAddress 
Thing > Person 
Thing > Organization 

 英語名 Schema.org 

ic:活動_活動名 ActivityName Thing>Event>name 

ic:活動_識別子 ActivityIdentification  

 ic:証明_識別ID IdentificationID  

 ic:証明_証明種類 IdentificationCategory  

 ic:証明_発行日 IssueDate  

 ic:証明_失効日 ExpirationDate  

 ic:証明_発行者 IssuingAuthority  

ic:活動_分類 ActivityCategoryText Thing>Event>additionalType 

ic:活動_場所 ActivityLocation Thing>Event>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>StructuredVal

ue>ContactPoint>PostalAddress>

addressCountry 

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

ue>ContactPoint>PostalAddress>

addressRegion 

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

ue>ContactPoint>PostalAddress>

addressLocality 

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

lue>ContactPoint>PostalAddress

>streetAddress) 

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

lue>ContactPoint>PostalAddress

>streetAddress) 

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

lue>ContactPoint>PostalAddress

>streetAddress) 

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

lue>ContactPoint>PostalAddress

>streetAddress) 

 ic:構造化住所_方書 Locatoｒ  

 ic:方書_方書 LocatoｒFull  

 ic:方書_ビル名 LocatoｒName  
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 ic:方書_部屋番号 LocatorDesignator  

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

ue>ContactPoint>PostalAddress>

postalCode 

 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 LocationTwoDimensionalGeograph

icCoordinate 

Thing>Intangible>StructuredVal

ue>GeoCoordinates>GeoCoordinat

es 

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

ue>GeoCoordinates>latitude 

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

ue>GeoCoordinates>longitude 

 ic:場所_高度 LocationAltitude Thing>Intangible>StructuredVal

ue>GeoCoordinates>elevation 

ic:活動_期間 ActivityDateRange Thing>Event>duration 

 ic:期間_開始日 ic:StartDate Thing>Event>startDate 

 ic:期間_終了日 ic:EndDate Thing>Event>endDate 

ic:活動_時間 ActivitySchedule  

 ic:オープン日 nc:ScheduleDate Thing>Intangible>StructuredVal

ue>OpeningHoursSpecification>d

ayOfWeek 

 ic:開始時間 nc:ScheduleDayStartTime Thing>Intangible>StructuredVal

ue>OpeningHoursSpecification>o

pens 

 ic:終了時間 nc:ScheduleDayEndTime  

ic:活動_概要 ActivityAbstract Thing>Event>description 

ic:活動_説明 ActivityDescriptionText Thing>Event>description 

ic:活動_上位活動 ActivitySuperActivity Thing>Event>superEvent 

ic:活動_サブ活動 ActivitySubActivity Thing>Event>subEvent 

ic:活動_対象者 ActivityAtendee Thing>Event>attendee 

ic:活動_キーワード ActivityKeyword  

ic:活動_料金 ActivityAdmission  

ic:活動_活動理由 ActivityReasonText  

ic:活動_活動状況 ActivityStatus  

ic:活動_活動結果 ActivityDisposition  

ic:組織関連 OrganizationAssociation  

 ic:組織関連_組織 OrganizationAssociationName Thing>Organization 

 ic:組織関連_役割 OrganizationAssociationRole  

ic建物_連絡先情報 ContactInformation ContactPoint 

 ic:連絡先_名称 ContactName Thing>Intangible>StructuredVal

ue>ContactPoint>name 

 ic:連絡先_メールアドレス ContactEmailID Thing>Intangible>StructuredVal

ue>ContactPoint>Email 

 ic:連絡先_住所 ContactMailingAddress Thing>Intangible>StructuredVal

ue>ContactPoint>address 

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

ue>ContactPoint>telephone 

 ic:連絡先_内線 ContactExtension  
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 ic:連絡先_FAX番号 ContactFaxNumber Thing>Intangible>StructuredVal

ue>ContactPoint>faxNumber 

 ic:連絡先_URL ContactWebsiteURI Thing>Intangible>StructuredVal

ue>ContactPoint>url 

図 4 英語対応、schema.org 対応 
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３．データ作成とアプリ作成の流れ 

（１）イベントや活動の情報交換、公開、管理に必要なデータ項目を選択する。

また、必要に応じてデータ項目を追加する。 

自治多胎のイベント情報項目には、子育て施設有無や持ち物などの項目もある。 

（２）イベント情報を収集する。 

（３）アプリケーションを企画する。 

（４）アプリケーションを整備する。 

（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。 

 

 

 

(参考)本項目の整備方法 

 政府後援のイベントの情報、schema.org の情報を参考に作成。 
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