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自己紹介 

•  情報学の研究機関 ＋ 大学への情報インフラ提供 
•  インターネット回線 ＋ 学術情報サービス 
•  図書・雑誌 ＋ 論文 

•  ウェブ研究者 ＋ サービス提供者 

国立国会図書館 
（1館） 

 
収集・保存 

大学・研究図書館 
（1000館以上） 

 
研究・教育 

公共図書館 
（3000館以上） 

 
一般利用 

国立情報学研究所 

… 



3.11とオープンデータ 

http://www.tepco.co.jp/forecast/index-j.html 



3.11とオープンデータ 



オープンデータとは？ 
•  ウェブ上で公開された開放性の高いデータ 
•  制度面での開放性 
•  技術面での開放性 
•  公共セクターで注目 
•  オープンガバメントの手段として 
•  透明性・市民参加・イノベーション 
•  データ社会の礎のひとつ 
•  ビッグデータ 
•  パーソナルデータ 

http://ted.com 



http://www.whitehouse.gov/open 



http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page23_000044.html 



１ オープンデータ推進の重要性 
 ○ 技術の進展等により大量・多様なデータの処理・利用が可能となってきている 
     → 政府、独法、自治体等が保有する公共データのビジネスや新サービスへの活用が期待されている 
 ○ 公共データの活用促進のため、営利目的も含めた二次利用可能なルール、機械判読（※）に適したデータ形式での公共データの 
  公開（オープンデータ）を推進                     （※）コンピュータプログラムが自動的にデータを再利用（加工、編集等）できること。 

（１）二次利用を促進する利用ルールの整備 
○国が著作権者である公開データについては、二次利用を認めることを原則とする。 

（２）機械判読に適したデータ形式での公開の拡大 
○今後インターネットを通じて公開するデータについては、機械判読に適した構造・データ形式でも公開することを原則とする。 
○重点分野（白書、防災・減災情報、地理空間情報、人の移動に関する情報、予算・決算・調達情報）から優先的に取り組む。  

（３）データカタログ（ポータルサイト）の整備 
○データの横断的検索や自動的提供等の機能を備えた「データカタログ」（ポータルサイト）を整備する。 
                                 （平成25年度上期に試行版の立ち上げ、平成26年度に本運用開始） 

（４）公開データの拡大 
○重点分野について、新ビジネスへの利用が期待される等のデータについて、実務者会議の検討を踏まえ、公開を拡大。 
○新規公開のコストが低いもの、利用者のニーズが高いものは、公開できない・二次利用が認められないものを除き、公開を拡大。 

（５）普及・啓発、評価 
○ニーズの発掘・喚起、新サービス・ビジネスの創出のため、利活用の支援を行う。 
○利用者のニーズ・意見を把握し、取組に反映させる仕組みを構築する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

２ 電子行政オープンデータ推進のための具体的取組 

  ○ 各府省による平成25年度以降の進め方を、工程表として整理。 
  ○ 平成27年度末において、他の先進国と同水準のオープンデータの公開と利用を実現する。 
  ○ ロードマップに記載された施策の取組状況や課題等について、内閣官房は各府省から適宜報告・説明を求める。 

３ 電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ 

（平成25年6月14日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/ 



http://index.okfn.org/country/ 





http://www.data.go.jp 







http://statdb.nstac.go.jp 









http://www.city.sabae.fukui.jp/pageview.html?id=11552 



http://fukuno.jig.jp/2012/busmonitor 



http://odhd14.okfn.jp 



IODD2015（2015.2.21) 



図書館のオープンデータ 

• 図書館の情報資産を開放する 
• 書誌・所蔵・典拠 
• レファ協 
• 何のために？ 
• 図書館のサービス向上のため 
• 横断的な検索・アプリ… 
• 社会に対する知識の提供 



書誌・所蔵・典拠データ 
•  各国国立図書館にて実施済み 
•  LC・BL・BNF・Worldcat… 
•  国立国会図書館の取り組み 
•  書誌：NDLサーチ・デジタルコレクション 
•  典拠：Web NDL Authorities 
•  ISSN：研究・教育に不可欠な雑誌の識別子 
•  国立情報学研究所NACSIS-CATのオープン化 
•  VIAF：典拠データの国際連携 
•  世界中の図書館で同じ作者に同じIDを与える 
•  各国語版のあらゆる著作を集められる可能性 
•  MeSH Terms 



CiNiiのデータ 

<rdf:Description rdf:about="http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB02488158#entity"> 
    <foaf:isPrimaryTopicOf rdf:resource="http://ci.nii.ac.jp/ncid/ 
    BB02488158.rdf"/> 
 
    <dc:title>セマンティックWebプログラミング</dc:title> 
    <dc:title xml:lang="ja-hrkt">セマンティック Web プログラミング 
    </dc:title> 
    <dcterms:alternative>Programming the semantic web 
    </dcterms:alternative> 
    <dc:creator>トビー・セガラン著 ; 玉川竜司訳</dc:creator> 
    <dc:publisher>オライリー・ジャパン</dc:publisher> 
    <dc:language>jpn</dc:language> 
    <dc:date>2010</dc:date> 
    <foaf:topic rdf:resource="http://ci.nii.ac.jp/books/search?q= 
    セマンティックウェブ" dc:title="セマンティックウェブ"/> 
    <cinii:ncid>BB02488158</cinii:ncid> 
    <dcterms:hasPart rdf:resource="urn:isbn:9784873114521"/> 
</rdf:Description> 
<rdf:Description rdf:about="http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB02488158#entity"> 
    <foaf:maker> 
    <foaf:Person rdf:about="http://ci.nii.ac.jp/author/DA15839119"> 
        <foaf:name>大向, 一輝</foaf:name> 
        <foaf:name xml:lang="ja-hrkt"> 
        オオムカイ, イッキ 
        </foaf:name> 
    </foaf:Person> 
    </foaf:maker> 
</rdf:Description> 
 

http://ci.nii.ac.jp 



http://id.ndl.go.jp/auth/ndla 



つながるデータ 

国立国会図書館 アメリカ議会図書館 

Wikipedia日本語版 Wikipedia英語版 



DBpedia Japanese 

<foaf:name xml:lang="ja">長野県</foaf:name> 
<foaf:homepage rdf:resource="http://www.pref.nagano.lg.jp/" /> 
<prop-ja:iso xml:lang="ja">JP-20</prop-ja:iso> 
<prop-ja:コード>20000</prop-ja:コード> 
<prop-ja:木 rdf:resource="http://ja.dbpedia.org/resource/シラカバ" /> 
<prop-ja:郵便番号>380</prop-ja:郵便番号> 
<prop-ja:code>20000</prop-ja:code> 
<prop-ja:画像の説明 rdf:resource="http://ja.dbpedia.org/resource/小蓮華山" /> 
<prop-ja:画像の説明 rdf:resource="http://ja.dbpedia.org/resource/白馬岳" /> 
<prop-ja:鳥 rdf:resource="http://ja.dbpedia.org/resource/ライチョウ" /> 
<prop-ja:知事 xml:lang="ja">阿部守一</prop-ja:知事> 
<prop-ja:before>松代県・須坂県・飯山県筑摩県の一部（信濃国）</prop-ja:before> 
<prop-ja:before xml:lang="ja"> 
伊那県の一部（信濃国北部）龍岡藩の一部（信濃国）岩村田県・小諸県・上田県 
</prop-ja:before> http://ja.dbpedia.org 



つながるデータの姿 

Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jenvtzsch. http://lod-cloud.net/ CC BY-SA 



http://viaf.org 



http://viaf.org http://dewey.info 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ 



知識インフラとしての図書館データ 

•  目に見える情報 
•  どのような資料が存在しているか（目録） 
•  資料に関する基本事項（書誌） 
•  情報源の多様化 
•  出版社・オンライン書店・検索エンジン・ソーシャル

メディア… 
•  情報発見環境としては明らかによくなっているが、図

書館の相対的重要性は…？ 
•  目に見えない情報 
•  レファ協データの意義 







レファ協データの意義 

• 情報そのものからは知り得ない情報 
• 資料と資料の目に見えないつながり 
• 「お弟子さんの論文」 
• ○○の代わり・○○ではないという事実 
• 「CiNiiが使えない時」 
• 「この道をいけばどうなるものか」 

• 書誌に対する付加価値 
• 逆引き検索の可能性 



究極のQ&A 

https://twitter.com/ceekz/status/484175016863350784 



知識をつくる図書館 

• 図書館自らがつくりだす 
• ししょまろはん 
• 残念な日本地図 
• 利用者がつくることを支援する 
• Wikipediaタウン 
• 2/21横浜・京都・流山・橋本 



http://libmaro.kyoto.jp 





残念な日本地図 

http://cheese-factory.info 



http://www.solabo.net/wiki0525/ 



http://ja.wikipedia.org/wiki/汽車道 



まとめ 
•  オープンデータと図書館 
•  活用する 
•  多様な情報源の把握と利用 
•  提供する 
•  図書館データの充実とさらなるオープン化 
•  つくる 
•  コミュニティへの参画を通じて自らが知識を作り出す 

•  プロセスを伝えるためのレファ協 
•  一度聞かれたことは共有する 
•  聞かれる前に公開する 


