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Abstract: Reginal news media has a potential of being the hub which connects people, stuﬀ,
and information in the region. This paper proposes Linked Data enhanced services for the media,
and then discusses the issue of building Linked Data from textual data of the news.
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はじめに
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Web が我々の生活や社会に浸透するにつれて，社会
や産業の基盤となりうるデータは，人々や組織が単独
で保有するよりも，互いにオープンにして共有化する
ほうが，所有者にとっても社会にとってもデータの価
値が高まるとの考え方が広がっている．特に，2013 年
6 月，閣議決定された「世界最先端 IT 国家創造宣言」
や，G8 サミットで採択された「オープンデータ憲章」
において，オープンデータ推進が大きく取り上げられ
たことをうけ，行政が保有する公共データの民間開放
への取り組みが各国で加速しつつある．オープンデー
タは，行政と民間との連携による行政サービスの改善
や，民間による新たなサービス創造が期待されている
一方，オープンデータ活用に関する市民参加型のワー
クショップが各地で開催されるなど，市民レベルでオー
プンデータを推進する取り組みも進められている．さ
らに，行政が保有していない地域情報や生活情報を市
民の手で創ることで，地域の活性化や様々な産業分野
での活用への期待も高まっている．
本稿では，来るオープンデータ社会に向けて，情報
基盤としての地域メディアの新しい可能性について述
べる．地域のオープンデータを連携させるハブとして
地方新聞の可能性に注目し， メディア情報の Linked
Open Data 化，および地域コミュニティの活性化に向
けたサービス提案を行う．

地域メディアの可能性

我々市民は，日々の生活の中で，様々な地域情報に
触れている．例えば，住まい，子育て，教育，介護など
暮らしの情報や，地域店舗の特売やイベント開催など
の生活密着型の情報が含まれる．また，道路，環境，防
災などまちづくりに関するものや，地域を訪れる観光
客向けの情報も含まれるであろう．インターネットや
Web，携帯電話の普及により，我々は，様々な情報源
から多様な情報チャネルを通して，これらの地域情報
を受信するとともに，我々自身も情報を発信している．
近年，地域メディアは，こうした情報流通の担い手
の 1 つとして着目されている．コミュニティFM は代
表的な地域メディアの 1 つとして，地域住民が必要と
する，きめ細かな地域情報の伝達手段として各地で定
着しつつある．東日本大震災の発生時においては，地
域性と即時性を備えたラジオが活用されたことは記憶
に新しい [1]．一方で，ラジオは，音声配信であるため
に情報を再利用しづらく，また双方向性に欠ける．
コミュニティFM と同様に，地域情報の伝達手段と
して根ざしたメディアとして，地方新聞がある．新聞
は文字を中心としたメディアであるため情報の再利用
性が高く，地域のヒト，モノ，情報をつなぐ情報基盤と
して，次の可能性を有している．
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• 情報の地産地消
地元の記者や市民が取材した地域の出来事を地元
から発信するとともに，情報がソーシャルメディ
ア等を通して地域に拡散され，地元で消費される．
• コミュニティづくり
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図 1: 記事コンテンツの Linked Data 化
Linked Data

地域情報が話題の種となって，共通の関心を持つ
仲間がうまれ，住民に新たな行動を喚起するきっ
かけとなる．

1. 記事のまとめ
人，組織，テーマをトピックとして，関連する複
数の記事をまとめたページを作成し，記事とペー
1 http://www.hamakei.com/
2 http://minkei.net/

記事のまとめ
意見のまとめ

3.

他の情報資源とのマッシュアップ
公開によるアプリ開発の促進

4. API

ジの間にリンクを付与する．利用者が記事のリン
クを順次たどることによる，Web サイト上で旅
するような新たなユーザ体験を提供する．

2. 意見のまとめ
上記の記事まとめに加えて，各トピックに関連す
るソーシャルメディア情報を収集することにより，
地域住民や観光客によるクチコミを提示し，利用
者に行動を喚起する．

地域メディア情報活用サービス

地域メディアの例として、ヨコハマ経済新聞1 を取り
上げる．ヨコハマ経済新聞は、全国に約 90 あるオンラ
インの地域新聞サイト「みんなの経済新聞ネットワー
ク」2 の 1 つである．2004 年に Web サイトがスタート
し、2013 年 7 月現在，約 8000 件の記事が公開されて
いる．主に，横浜で開催されるイベントや，商業施設
の開店などが取り上げられている．以降では，これら
の情報をまとめてイベントと呼ぶ．現在の Web サイト
では，新着順の閲覧，およびキーワード検索が，記事
への主な動線である．
記事の内容が表すイベント情報は，その属性 (人，組
織，場所、日時、テーマ) により特徴づけられる．本
稿では，記事コンテンツのテキストから，属性情報を
抽出し，Linked Data 化を試みる．記事コンテンツの
Linked Data 化のイメージを図 1 に示す．Linked Data
化することにより，ノードを介して記事どうしに明示
的な関連性を付与できる．
Linked Data 化によりコンテンツ資源としての再利
用性が高まるため，従来の Web サイトに対して，新
たな付加価値を提供するサービスの実現が可能となる．
地域メディア情報を活用したサービスとして，以下の
4 つを提案する．
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図 2: 地域メディア情報活用サービス

• 情報連結による価値向上
地方新聞の有する情報が，地域のオープンデータ
等と連携することにより，情報が地域内でつなが
り価値が高まる．
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3. 他の情報資源とのマッシュアップ
自治体が保有するオープンデータやイベント情報
と連結することで，地域情報に対して，多角的な
視点を与える．
4. API 公開によるアプリ開発の促進
API 公開によるデータ提供を通して，他事業者に
よるサービス開発や，ハッカソン等のイベントに
よる市民アプリ開発を促進する．
地域メディアを Linked Data 化するメリットとして，
第 1 にサイトへの PV 向上があげられる．記事や意見を
まとめた新たなページを作成することによるトラフィッ
クの増加に加えて，記事コンテンツ間のリンクにより，
サイト滞在時間の増加が見込まれる．第 2 に，Linked
Data 化したデータセットの API を公開することによ
り，他事業者や市民によるデータの再利用を促進し，こ
れまでに見られなかった発想によるマッシュアップサー
ビス，アプリからの新たなトラフィックが創出される．
第 3 に，記事コンテンツの旬の情報を，自治体・市民が
持つ地域資源と連結することで，地域情報の再構成，再
発見が促進され，コンテンツ価値の向上が期待される．
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Linked Data 構築

ヨコハマ経済新聞の Web サイトから入手した幾つか
の記事コンテンツを題材として，記事の内容が表す主
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図 3: Linked Data 構築の例
題に関する属性情報 (人，組織，場所，日時，テーマ)
ス記事のメタデータ記述に利用される．ニュース記事
を Linked Data 化する際の課題について述べる．
を人，組織，場所，テーマ，イベントの 5 つの要素で
各記事コンテンツは，記事 ID，見出し，本文から構
構造化し，RDFa を利用して Web ページへメタデータ
成されていると仮定する．見出し，本文ともプレーン
を埋め込んでいる．簡潔な構造で取り扱いやすいため，
テキストであり，メタデータは付与されない．また記
今回試作に利用した．
事の一部に含まれる画像データ，記事中に出現する他
複数の記事コンテンツから人手でイベントと属性と
記事へのリンク，過去の関連記事へのリンクは利用し
を抽出し，Linked Data 化したグラフの例を図 3 に示
ない．記事コンテンツの例を表 1 に示す．属性の多く
す．3 件の記事3 それぞれから抽出した計 3 件のイベン
は見出と本文 1 文目とに出現するほか，表現に幾つか
ト「グラウンドシネマ」
「ハマスタ BAY ビアガーデン」
のパターンが存在する (例えば「＜場所＞で＜日付＞， 「ピンクリボンかながわ 2011」を Linked Data 化した
＜イベント＞が開催される」)．
ものである．
「グラウンドシネマ」と「ハマスタ BAY ビ
アガーデン」はいずれも主催者が「横浜 DeNA ベイス
ターズ」であり，
「ハマスタ BAY ビアガーデン」と「ピ
表 1: 記事コンテンツの例
ンクリボンかながわ
2011」はいずれも「横浜公園」で
ID
http://www.hamakei.com/headline/7820/
開催されている．このように，Linked Data 化した属
見出 横浜公園に「ハマスタ BAY ビアガーデン」
性情報を利用してイベントどうしを連結できる．
−大型ビジョンで野球中継も
本文

横浜 DeNA ベイスターズの本拠地ゲーム
開幕に合わせて 4 月 3 日、横浜公園（横浜
市中区横浜公園）内の芝生エリアに「ハマ
スタ BAY ビアガーデン」がオープンした。
昨年のゴールデンウィークと 8 月の計 22 日
間に実施したビアガーデン企画を、今年は
拡大して...(略)

地域メディア情報の Linked Data 化は，見出および
本文に対して自然言語処理を適用し，記事が表すイベン
トの属性 (人，組織，場所，日時，テーマ) を抽出するこ
とにより行う．地域メディア情報からの Linked Data 構
築には，Corenews Ontology[2] を利用する．Corenews
Ontology は英 BBC が開発したオントロジーで，ニュー
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考察

地域メディア情報の Linked Data 化における課題に
関して，本試作を通して明らかになった課題を定性的
に述べる．
まず，自然言語処理に関して述べる．第 1 に，固有表
現抽出の難しさがある．
「平成 16 年度第 1 回横浜観光プ
ロモーションフォーラム認定事業」や「名取市図書館
どんぐり子ども図書室」など，名称が非常に長いもの
が存在する．こうした名称は括弧付きで表記されるも
3 http://www.hamakei.com/headline/7872/
http://www.hamakei.com/headline/7820/
http://www.hamakei.com/headline/6402/

のも多いが，インタビューのコメントや，記事中の強
調でも括弧が利用されており，区別が必要である．第
2 に，表記揺れによる曖昧性がある．見出と本文とで，
あるいは初出とそれ以降とで表記が異なる場合がある．
例えば，ある記事の見出では「濱コン×横浜 DeNA ベ
イスターズ」とあるが，記事本文では「第 1 回濱コン
meets 横浜 DeNA ベイスターズ」と表記されている．
第 3 に，名称のないイベントが存在する．例えば，
「現
在使用されてない歴史的建造物を文化・芸術で活用し
都心部活性化を図るプロジェクト」は，どこまでが名
称を表すか人間が読んでも解釈が難しい．第 4 に，一
部のイベント間に，全体-部分の関係がある．例えば，
ビデオアート展 「彷徨（ほうこう）〜都市と砂漠の間
で」は，
「横浜フランス月間 2013」の一環で開催されて
いる．こうした関係を高い精度で抽出することにより，
Linked Data の密なグラフを構築できる．
次に，Linked Data 構築に関して述べる．第 1 に，グ
ラフの断片化が予想される．地元住民や観光客が多く
訪れる著名な施設やイベントでない場合，記事への出
現回数が少なく，抽出した属性情報から構成したグラ
フが他のノードとの間にエッジを持たず，孤立した部
分グラフが作成される．記事中で言及されるエピソー
ドなどを活用して，記事どうしを連結させる工夫が必
要である．第 2 の課題は，再利用のしやすさである．記
事では組織やイベントの名称は正式なものが利用され
る傾向にある．API として公開する場合，目的によっ
ては愛称や略称で検索できると使い勝手がよい．第 3
は，精度とコストの問題である．テキスト解析による
自動処理だけでは精度に限界がある．CMS を活用して
記事執筆を支援するツールを整備するなど，人手によ
る構築や編集と併用した運用プロセスを定める必要が
ある．
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関連研究

マスメディアのデータを Linked Data 化した最初の
事例の 1 つは，英 BBC の取り組みである．BBC は，
テレビやラジオの番組情報を Linked Data として公開
し，従来の Web ページと組み合わせたサイトを構築
した [3]．また，サッカー World Cup 2010 やロンドン
オリンピックの BBC サイトの構築では，選手やチー
ム，試合などの情報を RDF でモデル化することによ
り，BBC 内部でのデータ統合が容易となったという．
また，米 New York Times4 は，記事の主要な件名標目
を Linked Data として公開している．件名標目をフィー
ドとして流通させることで，彼らが保有する豊富なコン
テンツ資源へのトラフィックを高めることがねらいであ

る．また，NHK5 や日本テレビ6 がテレビ番組メタデー
タにアクセス可能な API を公開したり，丹南ケーブル
テレビ7 が番組で紹介したお店の情報をオープンデータ
として公開するなど，日本でもメディア情報の二次利
用が広がり始めている．
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まとめ

地域のオープンデータを連携させるハブとして地方新
聞の可能性を考察し，メディア情報を活用した Linked
Data サービスの提案，およびその実現に向けた課題に
ついて述べた．今後は，プロトタイプの試作を通して，
サービスの有用性検証，および精度評価を進めていく．
なお，その他本論文に掲載の商品，機能等の名称は，
それぞれ各社が商標として使用している場合がある．
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