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国際会議参加者の移動履歴の収集と LOD 化の試み
A Trial Collection of Movement Trajectories of International Conference Participants
and Publishing as LOD
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Abstract: 本発表では，国際会議 ISWC2016 の参加者から募った協力者に GPS デバイスを配布し
て収集した移動履歴を，LOD 化する取り込みについて報告する．収集したデータは，オープン
データから取得した Point of Interest（POI）情報を用いて RDF データに変換し，POI 間の移動経
路を表す LOD として公開した．これにより，SPARQL クエリによる柔軟なデータ分析が実現さ
れた．
を持ち歩くよう依頼することで収集した．それらか
ら得られた位置情報の履歴を，オープンデータから
IoT デバイスの普及に伴い，各種センサーデータ
取得した Point of Interest（POI）情報と組み合わせる
の収集が低コストで行えるようなり，それらのデー
ことで RDF データに変換し，POI 間の移動経路を表
タを効果的に活用するための技術が求められている． す LOD（Linked Open Data）として公開した．
その基盤技術の一つとして，W3C においてセンサー
以下，2 章では GPS デバイスによる移動履歴デー
デ ー タ に セ マ ン テ ィ ク ス を 付 与 す る た め の The
タの収集方法について述べる，それらのデータを
Semantic Sensor Network Ontology の標準化が進めら
LOD 化する方法を 3 章で述べる．続く 4 章では，LOD
れており，2017 年 1 月には Working Draft が公開され
化した移動軌跡を用いたデータ分析例を示し，5 章
た[1]．
で本論文を総括する．
本研究では，センサーデバイスのうち，GPS 情報
2. 移動履歴の収集方法
に基づき移動履歴を記録する GPS ロガーを例として，
移動履歴の収集は，ISWC2016 の国外参加者から
センサーデバイスにセマンティクスを付与する枠組
募った協力者 13 名を対象に行った．
みを検討する．GPS はカーナビゲーションシステム
協力者が ISWC2016 の会場に初めて来た日に GPS
をはじめ，各種 GIS システムと連携した様々な応用
デバイスを配布し，デバイスを携帯している間に常
に利用されているが，その移動軌跡データを収集す
時，位置情報が記録される旨を説明したうえで，会
ることで観光行動の分析[2, 3]や防災計画への利用
議の会期中，位置情報の記録に差し障りがない時間
[4]など，人の移動行動に関わるデータ分析への活用
帯にデバイスを携帯して移動することを依頼した．
が進められている．
すなわち，位置情報を記録されたくないときは，本
本論文では，GPS 情報にセマンティクスを付与す
人がデバイスを携帯しないことで記録する時間帯の
る方法を検討することを目的として行った，国際会
制御が行えるよう配慮した．なお，対象者が少数で
議 ISWC2016(The 15th International Semantic Web
Conference)の参加者から収集した移動履歴を LOD
あることから個人情報に配慮し，協力者の個人情報
化する取り込みについて報告する．GPS 情報は会議
は連絡用のメールアドレスと氏名以外は一切収集せ
参加者から募った協力者に，貸与した GPS デバイス
ず，配布した GPS デバイスとの紐づけも行っていな

１．はじめに
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い．
GPS デバイスには，市販の i-gotU GT-600 を使用し，
データの記録は約 1 分ごとの位置情報（緯度，経度，
標高，移動速度，移動距離）および日時・時刻とし
た．記録を約 1 分ごとにした理由は，会期中の 5 日
間，充電せずにデバイスが稼働できるようするため
である．
本デバイスは，ネットワークへの接続はしておら
ず，データは有線で読み込む必要がある．よって，
会議の最終日に協力者から GPS デバイスを回収し，
データを収集した．結果として，11 名分のデータを
収集できた1．

3. 起動軌跡の LOD 化
収集した移動軌跡のデータは，オープンデータか
ら取得した Point of Interest（POI）情報を用いて RDF
データに変換する．以下，用いたデータと RDF への
変換方法について述べる．

ユーザU1が
スポットP1に滞在

ユーザU1が
スポットP2に滞在

緯度・経度 日時・滞在時間

ユーザU1が
スポットP3に滞在

・・・

緯度・経度 日時・滞在時間 緯度・経度 日時・滞在時間

図１ 移動軌跡の RDF データモデルの概要
表１ 移動軌跡の RDF モデルのプロパティ
プロパティ名 値域
説明
gtl:user

文字列

ユーザ名

gtl:poi

文字列

POI の名称

gtl:lat

xsd:double

POI の緯度

gtl:lon

xsd:double

POI の経度

gtl:next

URI

次の移動先

gtl:start

xsd:dateTime POI に入った日時・時刻

gtl:end

xsd:dateTime POI を出た日時・時刻

gtl:time

xsd:int

POI に入った時間（0-23）

gtl:date

yyyy-mm-dd

POI に入った年月日

Prefix
xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
gtl: <http://lodosaka.jp/iswc2016gtl-exp/prop#>

3.1. POI 情報取得に用いたオープンデータ
POI 情報の取得には以下の 2 種類のオープンデー
タを利用した．
1. 神戸市がオープンデータポータル 2 で公開し
ている観光関連情報に，飲食店，カラオケ店
などの情報を独自に追加して作成した「観光
アプリ After Fiver」用の観光データ
2. DBpedia Japanese3から SPARQL クエリを用い
て抽出した，神戸周辺の緯度・経度を持つリ
ソースのデータ
これらから得られた POI 情報の件数は，計 2,440
カ所分であった．

<http://lodosaka.jp/iswc2016gtl-exp/data#1>
gtl:user "user1" ;
gtl:poi "神⼾国際会議場" ;
gtl:lat

"34.666241"^^xsd:double ;

gtl:lon

"135.21301"^^xsd:double ;

gtl:date "2016-10-17" ;
gtl:time "11"^^xsd:int ;
gtl:start "2016-10-17T11:18:05Z"^^xsd:dateTime ;
gtl:end

"2016-10-17T12:15:22Z"^^xsd:dateTime ;

gtl:next <http://lodosaka.jp/iswc2016gtl-exp/datat#2>;

図 2 移動軌跡の RDF データの例

3.2. 移動軌跡の RDF データモデル
図 1 に移動軌跡の RDF データモデルの概要を示す．
本データモデルでは，各リソースが「ユーザがある
POI（スポット）に滞在した」という滞在情報を表
す．滞在情報に，次の滞在情報へのリンク（next プ
ロパティ）を持たせることで，ユーザの移動軌跡が
「滞在情報を頂点，次の滞在先へのリンク（移動を
表す）を辺とする有向グラフ」で表される．
各滞在情報には表 1 に示すプロパティを用いて，
ユーザ名，POI の名称・位置情報，滞在日時・時間
などを記載する．図 2 に，user1 の移動軌跡における
1

2 名分については，協力者から「デバイスの返却を
失念した」旨の連絡があり，デバイスの回収ができ
ていない．
2
https://data.city.kobe.lg.jp/
3
http://ja.dbpedia.org/
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「神戸国際会議場への滞在」を表す RDF データの例
を示す．

3.3. 移動軌跡の RDF への変換
GPS デバイスから収集した移動軌跡データ（以下，
GPS 情報と呼ぶ）の RDF への変換は，移動軌跡デー
タを時系列に沿って 1 レコードずつ読み込み，下記
の手順で POI への滞在を判定し，RDF 形式で出力す
ることで行った．
1. GPS 情報の位置情報（緯度・経度）と，3.1
節の POI 情報の位置情報（緯度・経度）を比
較し，差が閾値以下のとき，その POI に滞在
したと判定する．
2. 時系列が連続する GPS 情報のレコードにお
いて，同じ POI に滞在すると判定されたレコ
ードのうち，日時・時刻が最も早いものを「そ

3.

の POI に入った（滞在を開始した）日時・時
刻」
，日時・時刻が最も遅いものを「その POI
から出た（滞在を終了した）日時・時刻」と
する．
時系列順で，滞在する POI が変化したとき，
その POI を移動先とみなす．

gxl:#poi ?label;
gxl:#lat ?lat;
gxl:#lon ?long.
}GROUP BY ?label ?lat ?long
ORDER BY DESC (?c)

3.4. LOD としての公開
収集した 11 名分の GPS 情報を 3.3 節で述べた手法
で RDF に変換し，CC-BY ライセンスで元データ
（GPX 形式，および CSV 形式）と共に，GitHub 上
で公開した4．また，SPARQL エンドポイントも合わ
せて公開した5．2017 年 2 月 25 日現在のトリプル数
は 10,093 である．

「神戸ポートタ
ワー」にも，全員，
1度は来ている

4.移動軌跡の分析例
「神戸国際会議場」
（会場）には全員，
1度は来ている

前節で述べた移動軌跡の LOD の SPARQL エンド
ポイントを利用した．移動軌跡の解析例について議
論する．本データは，ユーザ（協力者）1 人ごとの
移動軌跡がデータ化されているため，個人単位と全
体傾向の双方から分析できる点が特徴である．
分析には，
「ユーザ，POI（場所，経路），時間（日
時，滞在時間）」を任意に組み合わせた SPARQL ク
エリを用いる．
個人単位での分析例として，user1 の移動軌跡を時
間順に取得するクエリを以下に示す．

図 3 どの POI に立ち寄った人数の可視化例
この結果を地図上で可視化すると図 3 のようにな
る．この結果から，ISWC2016 の会場である「神戸
国際会議場」には全員が立ち寄っていることに加え
て，
「神戸ポートタワー」も全員が 1 度は訪れている
ことが分かる．
その他にも，
“「元町駅（兵庫県）」と「メリケンパ
ーク」の両方を訪れた人（数）”のように，複数の地
点を指定しての経路を元にした分析など，様々な観
点から柔軟な分析が行える．

select distinct * where {
?s gxl:#user "user1";
gxl:#poi
?label;
gxl:#date ?d;
gxl:#start ?st;
gxl:#end ?ed;
gxl:#next ?g;
gxl:#lat ?lat;
gxl:#lon ?long.
}ORDER BY ?st

5. まとめ
本論文では，国際会議 ISWC2016 の参加者から協
力者を得て収集した移動軌跡を LOD 化する取り組
みについて議論した．本データの特徴は，各参加者
の「全移動履歴」が含まれるため，各個人の行動の
詳細な分析と，
「全体の傾向」の双方の分析ができる
点にある．さらに，収集したデータを，オープンデ
ータと組み合わせることで，GPS 情報の移動軌跡を
LOD 化にすることにより，簡単な操作で柔軟な分析
が可能となった．
今後，組み合わせるオープンデータを変えること
で LOD 化の詳細度を切り替え，
「広域情報→特定エ
リア→観光スポット」といった多段階にわたった分
析や，個人情報への配慮やデータの利用目的に応じ
た POI の種類の分類など，セマンティクスを活かし
た分析への発展を検討している．

一方，全体傾向の分析例として，期間中に 1 回以
上訪問したユーザの人数で POI をランキングするク
エリを下記に示す．
select distinct ?label ?lat ?long
(count(distinct ?u)AS ?c) where {
?s
gxl:#user ?u;
4

https://github.com/koujikozaki/GPS2LOD
http://lod.hozo.jp/repositories/GPS2LOD2 ただし，
今後 URL 変更の場合があるので，最新の URL は上
述の GitHub レポジトリ内の Readme 文書を参照．
5
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また，データ収集から LOD 化に至る一連の手法は，
汎用的な枠組みを用いているため，他地域での同様
な取り組みも容易に行える．今後，様々な分析のニ
ーズを持つ当事者との連携を行うなどして，より具
体的な活用を進めていきたい．
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