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１．背景 

OpenDataMETI データカタログサイトは、2013 年 1 月に開設され、政府機関の持つ国内先

進のデータカタログサイトとして運営されてきた。2013 年の G8 ロック・アーンサミットや

米国 Data.gov サイトからも日本を代表するサイトとして取り上げられる等、我が国を代表

するデータサイトとして運用されている。 

これらの取り組みを受け、政府全体のデータカタログサイトが設置されることも決まり、

2013 年秋までに試行版を開設し、2014 年に本格サイトを開設する予定である。 

そうした中、OpenDataMETI サイトはこれまでの経験を活かし、国際的に最先端レベルで

持続性のあるデータカタログサイトの要件整理のために、第二ステージに入るところであ

る。 

 

２．目的 

経済産業省の透明性を高めること、その実践的な取り組みを通じて、政府におけるデー

タカタログサイトの運営方法を整理することが OpenDataMETI データカタログサイトの目的

である。本アプリケーションプロファイルは、データカタログの情報の構成を明確にし、

データの活用を容易にすることを目的とする。 

 

３．メタデータの考え方 

 

基本方針 

 先行検証サイトである位置づけであること、昨年の実績があることから、できる

だけ理想形のメタデータを目指す。 

 情報の利活用を推進するための利用者本位のメタデータを目指す。 

 現場の業務を楽にする管理体系と、維持する仕組みを目指す。 

 標準になるべく準拠した、相互運用性の高い仕組みを目指す。 

 

具体的には以下を実現する。 

参考４ 
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 国内の主要体系との連携を最小のコストで実現できること。 

国立国会図書館（DC-NDL）との互換性 

政府データカタログサイトとの互換性 

 グローバルな互換性を確保できること。 

データカタログ・エンジン（CKAN）との互換性 

W3C DCAT との互換性（ヨーロッパバージョンを参照） 

G8 メタデータ対比表との互換性 

検索エンジンとの互換性（Schema.org の項目） 

 業務との互換性を実現すること。 

共通語彙基盤（IMI）との互換性（foaf 等との互換性） 

 

４．参照データ 

４．１ G8 Open Data Charter 

2013 年 6 月の英国 Lough Erne で開催された The 39th G8 summit で採択された G8 Open 

Data Charter を作成時に、各国のデータサイトのメタデータを比較して作成したメタ

データ一覧である。標準というより各国の比較表である。 

 

Github G8_Metadata_Mapping. 

https://github.com/nsinai/G8_Metadata_Mapping/blob/master/index.md 

 

４．２ DCAT 

標準化団体 W3C が整備しているデータカタログのメタデータである。 

 

Data Catalog Vocabulary (DCAT) 

http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ 

 

４．３ CKAN Dataset Schema 

データカタログのデファクト・オープンソフトウェアである CKAN のメタデータである。 

 

The Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN) 

http://ckan.org/ 

 

４．４ Dublin Core Metadata Initiative. DCMI Metadata Terms.  

世界的な語彙の標準であるダブリンコアのメタデータである。 

 

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 
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４．５ 国立国会図書館ダブリンコアメタデータ記述（DC-NDL） 

国立国会図書館が、世界的な語彙の標準であるダブリンコアのメタデータを拡張した

ものである。 

 

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/standards/meta.html 

 

４．６ Schema.org 

グーグル、マイクロソフト、ヤフーが協力して作る、データ項目の標準である。 

 

Schema.org. The Type Hierarchy.  

http://schema.org/docs/full.html 

 

４．７ 試行版データカタログ・メタデータ 

内閣官房が、各府省に試行版データサイト用に整備している試行版メタデータである。 

 

４．８ National Information Exchange Model（NIEM） 

米国政府が政府内の情報交換のために整備している語彙の基盤である。 

https://www.niem.gov/Pages/default.aspx 

 

４．９ 共通語彙基盤（IMI） 

経済産業省が世界最先端 IT 国家宣言に基づき開発している語彙の基盤である。 

 

４．１０ 外部語彙の再利用 

外部の語彙を引用するときには以下のように表記を行う。 

dcat: http://www.w3.org/ns/dcat#  

dct: http://purl.org/dc/terms/  

foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/ 

rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#  

schema: http://schema.org/  

niem: https://www.niem.gov/ 
xsd: http://www.w3.org/2001/XMLSchema#  

   dcndl: http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/standards/meta/2011/12/ndl-term.pdf 
   imi:（設定予定） 
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５．クラス構成 

５．１ 全体マップ 
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５．２ クラス詳細 

（１）必須 

クラス名 アプリケーションプロファイル

のための説明 

URI 参照 

Group 主題を持ったデータセットの集

合を表す 

  

Dataset 公開された情報の集合を表す   

Organization データカタログやデータセット

に関連する組織を表す 

  

License データセットやリソースのライ

センスを表す 

  

CasTheme 政府データカタログが設定した

テーマを表す 

  

CasTag 政府データカタログが設定した

タグを表す 

  

Literal 文字列を表す   

（２）推奨 

クラス名 アプリケーションプロファイル

のための説明 

URI 参照 

Resource 特定フォーマットで記述された

物理的情報を表す 

  

Format 物理的情報が使うフォーマット

を表す 
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URL インターネットの参照先を表す   

Frequency 更新の頻度を表す   

（３）選択 

クラス名 アプリケーションプロファイル

のための説明 

URI 参照 

OrganizationStructure 組織構造を表す   

Contact 連絡先を表す   

Language リソースで使われる言語を表す   

Location データセットが対象とする地域

を表す 

  

PriodOfTime データセットが対象とする機関

を表す 

  

 

６．項目解説 

Property ：データ項目名 

             データの項目名 

日本語名 ：データ項目日本語名 

             データ項目名の日本語。データの提供者や利用者がわかりやすいように日本語で表記。 

 タイプ  ：データのタイプ 

               データの記述形式を定義。文字列、日付タイプ、選択項目等の記述内容の条件を記述。 

M/R/O  ：M-必須 R-推奨 O-選択 

             M は、必須で記入する項目。ただし、7 章の適合要件を満たす場合には、記述を免除されることがある。 

             R は、できれば記入すべき項目。基本的に記入すべき項目であるが、記入が困難な場合には空欄にすることも可能である。 
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            O は、付加的に記入すべき項目。利便性を高めるために記載することが可能である。 

Cardinality ：多重度 

            １   記述する場合には、１つしか記述できない項目 

            0..1 記述なし、もしくは、記述する場合には、1 つしか記述できない項目 

            0..n 記述なし、1 つ以上、複数項目記述できる項目 

            1..n 1 つ以上、複数項目記述できる項目 

※Cardinality がｎの場合、繰り返し項目として設定可能であるが、政府のデータカタログサイトのデータ構造に合わせるため、カンマ「,」

区切りで列挙することとする。 

説明  ：データ項目の説明 

 
６．１ グループ（カタログ） 

property 日本語名 タイプ M/R/

O 

Cardi

nality

説明 

name グループのURL

の一部 

rdfs:Literal M 1 グループのURLに使用する文字列を設定する。 

（http://datameti.go.jp/data/group/【文字列】） 

title タイトル rdfs:Literal M 1 グループのタイトルを設定する。 

description 説明 rdfs:Literal M 1 グループの概要を説明する100文字以内の文章を記載する。 

image_url 画像 rdfs:Literal O 0..1 組織のロゴマークを組織のページに掲載するため、組織のロゴマークを掲載してい

るURLを設定する。 

state 状態 rdfs:Literal 

（選択記述） 

M 1 グループの状態を記載する。 

・active 

・deleted（非表示） 

※システム内で自動管理 
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themes タグ rdfs:Literal 

（選択記述） 

M 1 グループがどの分類に当たるかを設定する。以下の中から最も適切と考える分類を

選択する。 

・01_白書（年次報告） 

・02_防災・減災関連情報 

・03_地理空間情報 

・04_人の移動・ツーリズムに関する情報 

・05_予算、決算、調達関連情報 

・06_統計情報 

・07_コード情報 

・08_活用事例リンク 

・09_その他 

（現在は、政府のデータカタログサイトに合わせているが、将来的に見直しを実施す

る。） 

dataset データセットリスト 自動 M 1..n システム内で自動管理 

publisher 発行者 rdfs:Literal M 1 経済産業省 

homepage ホームページurl rdfs:Literal R 0..1 関連するホームページがある場合には、ホームページのURLを記述する。 

 

６．２ データセット 

property 日本語名 タイプ M/R/

O 

Cardi

nality

説明 

name データセットの

URLの一部 

rdfs:Literal M 1 データセットのURLに使用する文字列を設定する。 

（http://datameti.go.jp/data/dataset/【文字列】） 

title タイトル rdfs:Literal M 1 データセットのタイトルを設定する。 
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具体的には、ホームページに掲載されている内容から○○白書_××年度、◆◆調査

_月報_△△月といったリソースの集合体を指すタイトル名を記載する。複数の単語

を組み合わせてタイトルを設定する場合は、半角アンダースコア（_）でつなげることと

する。 

＊＊年度▽▽▽▽事業費といった事業費名がタイトルに入っている場合は、事業費

名は省略可能とする。 

publisher 発行組織名 rdfs:Literal 

（選択記述） 

M 1 データセットの発行者である組織名を設定する。組織名は、正式名称とする。 

・経済産業省 

・特許庁 

・中小企業庁 

・資源エネルギー庁 

独立行政法人の場合には、組織名の「独立行政法人」は省略するものとする。 

 例： 独立行政法人○○○○機構→○○○○機構 

contact_poi

nt 

部局名 rdfs:Literal M 1..n データセットの公表者である部局名を記述する。 

部局名の下の課室まで記入することも可能である。 

contact_em

ail 

公表者のメール

アドレス 

rdfs:Literal R 0..n データセットの公表者のメールアドレスを記述する。 

個人のメールアドレスではなく、部門代表等、人事異動があっても継続的に連絡が

取れるアドレスを記入する。 

contact_tel 公表者の電話番

号 

rdfs:Literal O 0..n データセットの公表者の電話番号を記述する。番号区切りはハイフンを使い、内線番

号がある場合には、カッコ内に記述する。内線番号が複数ある場合には、カンマ「,」

で列挙する。 

****-**-***(****) 
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creator 

 

作成者 rdfs:Literal M 1..n 作成組織名を記載する。発行組織と作成組織が同一の場合には、発行組織名と同

一の記載をする。 

 

名称は正式名称とし、以下に例示がない場合は、正式な組織名称を記載する。 

・内閣官房・人事院・内閣法制局・内閣府・宮内庁・公正取引委員会・警察庁・金融

庁・消費者庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・

農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 

 

作成組織が複数になる場合は、「，」で区切ること。 

contributor 協力者 rdfs:Literal O 0..n 当該データセットの作成に何らかの寄与、貢献をした組織等の名称を記載する。 

委託調査等で、受託者名を表紙に明記している場合はその組織名を記載する。株式

会社等、組織種別は記載省略可能である。 

frequency 作成頻度 rdfs:Literal 

（選択記述） 

R 0..1 データセットの作成頻度を設定する。 

以下の区分から選択する 

・年単位 

・半年単位 

・四半期単位 

・隔月単位 

・月単位 

・隔週単位 

・週単位 

・随時 

・リアルタイム 
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・その他（自由記述）） 

license_id ライセンスID rdfs:Literal 

（選択記述） 

M 1 データセットのライセンスを設定する。ライセンスは、以下のいずれかを選択する。 

・CC0 

・CC-BY 

・CC-BY-ND 

・その他（各リソースのlicense、rightsを参照） 

rights コピーライト rdfs:Literal 

（選択記述） 

O 0..1 国以外の者が著作権を有する場合に以下を選択する。 

・国以外の者が著作権を有する 

notes 説明 rdfs:Literal M 1 データセットを説明する100文字以内の文章を記載する。 

tag1 タグ rdfs:Literal 

（選択記述） 

R 0..n データセットの検索を容易にするための検索キーワードを設定する。以下の中から

選択する。複数選択する場合は、カンマ（,）区切りで列挙する。 

・G空間・安全・医療・エネルギー・ガス・環境 

・観測・議会資料・企業（会社情報）・教育・漁業・金融・契約・研究・建設・保健・商業・

工業・交通・国際・国際開発（援助）・国土・財政・裁判・支出・社会可動性・社会保障・

商取引・食料・水産業・スポーツ・生活・製造・地方・調達・通信・放送・統計・農業・犯

罪・福祉・不動産・法令集・保険・郵便・林業・経済・行政・鉱業・産業・資源・社会・水

道・地理・法律・立法・労働・災害・セキュリティ 

データセットに適切な検索キーワードが上記にない場合には、空欄とする。例えば、

情報技術に関するデータセットに「産業」等のキーワードをつける必要はない。 

（現在は、政府のデータカタログサイトに合わせているが、将来的に見直しを実施す

る。） 

tag2 タグ rdfs:Literal R 0..n キーワードとなる単語を記述する。複数キーワードを設定する場合は、半角カンマ（,）
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区切りで列挙する。 

キーワードは、自由記述であり、専門的なキーワードをつけても良い。政府の情報シ

ステムは、添付につける業務・システム体系一覧の項目で区分されることから、その

中からキーワードをつけることで、システムとの関係分析も容易になる。 

※tag1,tag2を一括検索するため、システム内で、tag1,tag2を検索用tagに集約し管理

する。 

state 状態 rdfs:Literal 

（選択記述） 

M 1 データセットの状態を記載する。 

・active 

・deleted（非表示） 

※システム内で自動管理 

version バージョン rdfs:Literal M 1 データセットのバージョンを記載する。 

release_dat

e 

データセットのリリ

ース日 

niem-xsd:data R 0..1 データセットがホームページへ掲載された日付を記載する。 

入力形式は、YYYY-MM-DD形式とする。 

DDが不明の時には「01」を記載する。 

ホームページ掲載日が不明の場合には、リソースのうち最も新しいものの発行日を

記載する。 

resources リソースリスト 自動 M 1..n システム内で自動管理 

url 関連url rdfs:Literal R 0..1 データセットや関連ドキュメントにアクセスするためのURLを記述する。 

spatial_geo

graphical_c

overage 

対象地域 dcterms:spatial O 0..n データセットの対象地域を記述する。 

記述には、都道府県コード及び市町村コードを用い、複数地方自治体を対象とする

場合には「,」で区切りで記載する。 

関東のように、決まった都道府県エリアに関しては、単語変換にあらかじめ辞書登録

する等の工夫をPC上ですると便利である。 
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例： 関東→「08,09,10,11,12,13,14」 

（08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県） 

temporal_co

verage-from

対象期間の始期 dcterms:tempo

ral 

O 0..1 データセットの対象期間の始期を記述する。入力形式は、YYYY-MM-DD形式とす

る。 

temporal_co

verage-to 

対象期間の終期 dcterms:tempo

ral 

O 0..1 データセットの対象期間の終期を記述する。入力形式は、YYYY-MM-DD形式とす

る。 

 

６．３ リソース 

property 日本語名 タイプ M/R/

O 

Cardi

nality

説明 

name 名前 rdfs:Literal M 1 リソースの名称を設定する。 

具体的には、ホームページ情報からデータセット内に含まれるファイルにリンクが張

られているファイル名称を次の基準で設定する。 

①ホームページに掲載されているファイル名の表記を設定する。 

②ファイル名の表記の横にダウンロードアイコンがある場合等は、表記されているフ

ァイル名とする。 

複数の単語を組み合わせてnameを設定する場合は、半角アンダースコア（_）でつ

なげることとする。 

url URL rdfs:Literal M 1 リソースのリンク先となるURLを記載する。 

description 説明 rdfs:Literal M 1 リソースを説明する100文字以内の文章を記載する。 

format 

 

データ形式 rdfs:Literal 

（選択記述） 

R 0..1 リソースのリンク先にあるファイルの拡張子を設定する。以下の拡張子から選択す

る。 

・txt・xls・xlsx・ods・csv・jpg・gif・png・gml・shp・dat・kml・html・sgml・xml・rdf・doc・
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docx・jtd・odt・ppt・pptx・odp・pdf・exe・zip・lzh・epub・azw・tpz・mobi・prc 

size ファイルサイズ rdfs:Literal R 0..1 ファイルの容量をByte単位の整数で設定する。 

ファイルの容量がKB、MB、GBで表示されている場合、KBは1000倍、MBは100万

倍、GBは10億倍として換算する。 

release_dat

e 

公開日 niem-xsd:data O 0..1 リソースに記載された作成日（又はホームページへ掲載された日付）を記載する。入

力形式は、YYYY-MM-DD形式とする。 

DDが不明の時には「01」を記載する。 

last_modifie

d 

最終更新日 niem-xsd:data R 0..1 リソースの更新日付（又はホームページへ掲載された日付）を記載する。入力形式

は、YYYY-MM-DD形式とする。 

DDが不明の時には「01」を記載する。 

license ライセンスID rdfs:Literal 

（選択記述） 

M 1 リソースのライセンスを設定する。ライセンスは、以下のいずれかを選択する。 

・CC0 

・CC-BY 

・CC-BY-ND 

・その他 

rights コピーライト rdfs:Literal 

（選択記述） 

O 0..1 国以外の者が著作権を有する場合に以下を選択する。 

・国以外の者が著作権を有する 

resource_ty

pe 

リソースタイプ rdfs:Literal 

（選択記述） 

M 1 リソースのメディアタイプを設定する。 

具体的には、以下の中から選択する。 

・file（データファイル） ・api（API） ・visualization（視覚化） 

・image（画像） ・metadata（メタデータ） ・documentation（ドキュメント） ・code（コ

ード） ・tool（ツール） ・example（例） 

mimetype MIMEタイプ rdfs:Literal R 0..1 リソースのMIMEタイプを記述する。 
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mimetype_i

nner 

MIMEタイプ（圧

縮ファイルの中

身） 

rdfs:Literal O 0..n リソースが圧縮ファイルの場合、最も内側にあるファイルのMIMEタイプを記述する。

language 使用言語 rdfs:Literal M 1 当該情報資源の記述言語をここに収める。ISO639-2 の構文符号化スキームを用

いるのが望ましい。 

例：日本（jpn）、英語（eng） 
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７．適合要件 

 

７．１ 提供者要件 

メタデータを提供する者は、以下の要件を満たす必要がある。 

・メタデータで必須（M）と書かれた項目は、最低限、メタデータ情報を記入しなけれ

ばならない。 

・ただし、古い資料で概要を持っていない等、データカタログ整備以前に整備したデ

ータに関しては、必須（M）の項目も記述の省略が可能である。 

７．２ 利用者要件 

メタデータを利用する者は、以下の要件を満たす必要がある。 

・データカタログのメタデータ情報と、実際のデータに記載されている情報が異なる

場合には、実際のデータに記載されている情報を優先することとする。 

 

８．多言語対応 

Language 項目でデータセットやリソースの言語を表記する。メタデータ自体の多言語対

応は行わない。利用ソフトウェアで翻訳ソフトを使うことを想定している。もともと英語

の資料に関しては、タイトルなどをオリジナルのタイトルで登録することを妨げない。 

 

９．各種メタデータとの対応表 

 

別紙１ データカタログ標準 対応表 

 

別紙２ Ｇ８ 対応表 

 

別紙３ 共通語彙基盤 対応表 

 


