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Abstract: Linked Open Data is progressively popularizing in Japan via various efforts such as
governmental open data promotion and the annual “LOD Challenge” contests. However those activities
regarding LOD are independent for each other in most cases while one of the unique advantage of LOD
is derived from semantic links of the data. This paper shows a framework consists of such activities and
their issues on implementation. And the paper also mentions some issues and their solutions on data
association at a test-bed project for public safety along with referring related activities in security domain.

1. はじめに
2011 年から続く Linked Open Data Challenge（LOD
チャレンジ）や各地域で行なわれているハッカソン、
国・自治体からのオープンデータ発信の取り組み、
LinkData.org といったパブリックなデータ共有リポ
ジトリの提供などにより、国内の Linked Open Data
(LOD)が徐々に蓄積されてきている。また、LOD を
用いたアプリケーションも LinkData.org などに蓄積
され、自由に利用できるようになってきている。一
方、LOD がその真価を発揮する鍵と期待されている、
データ間の意味的リンクや、そのようなリンクを活
用したアプリケーションの開発・展開は、これから
といった状況である。データ間のリンクには、同一
と見なせるリソース同士の owl:sameAs プロパティ
によるリンクがあるが、加えて、共通のクラス（上
位概念）を持つインスタンス同士のリンクや他の意
味的相互関係でもリンクすることにより、さらに幅
広いデータ活用や新たなアプリケーションの創出に
繋がると考えられる。しかし、データのオープン化
に比べてデータ間のリンクやこれを活用した領域横
断的なアプリケーションの開発には、新たなモチベ
ーションやビジネスモデルが必要だろう。
これまで国内の LOD やそのアプリケーションが
対象としてきた領域は、国や地域の情勢や文化、ラ
イフサイエンス、図書/文献アーカイブに関するもの
が多くを占めていると見られる[1][2]。

図1

国内 LOD クラウド（JLDC 2015/11/18 版）

かたや、海外を含む産業界では、必ずしもオープン
データではないものの、RDF を用いたデータ形式の
共通化により、リンクや SPARQL によるデータ連携
/統合に積極的に取り組んでいる領域がある。その１
つとして、本稿ではセキュリティやセーフティの領
域におけるデータ連携の例を挙げ、LOD の世界にお
けるデータ連携促進のヒントを探る。
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国内LOD関連活動の全体像俯瞰図

2. 国内 LOD 関連活動の構造的俯瞰
2.1. LOD 関連活動の全体像
図 2 は、１つの試みとして国内の LOD 関連活動
の全体像をまとめたものである。ただし、図中の「オ
ントロジーベース」および「データリンキングサー
ビス」は、LOD を特徴づけるリンクの充実に必要と
考えられるものの、現状は継続的に運用されている
実体が無い。LOD の普及と活用を支える枠組みには、
大きく(1)構築（construction）、(2)蓄積（storage）、(3)
利用（consumption/exploitation）の 3 フェーズに分類
される各種活動が必要となる。なお、公開や配信は、
LOD の場合オープンな状態での蓄積と概ね同義と
見なし、(2)のフェーズに含む。図 2 においては、政
府や企業などの組織または個人による情報発信とそ
の RDF（LOD）化が(1)の構築フェーズ、オープンな
リポジトリへの蓄積とアクセス手段の提供が(2)の
蓄積フェーズ、検索や LOD を用いたアプリケーショ
ンが(3)の利用フェーズに相当する。図 2 中央に例と
して記載した LinkData.org では、実際には(1)〜(3)の
全フェーズをカバーするプラットフォームサービス
が提供されている。

ントロジーを容易に見つける手段、特に日本語のリ
ソースに対応したものは未整備である。（RDF ベー
スの）LOD は、リンクとオントロジーによってデー
タ同士を意味的に関係付けることができる。検索サ
ービスや独自の検索機能を用いてデータを集め、そ
のデータ同士を目的に応じてシステム内で関係づけ
るアプリケーションは数多く存在する。そのように
目的や文脈に依存したリンクは各アプリケーション
で生成すべきかも知れないが、前述した owl:sameAs
のような同一であることを表すリンクや状況に依ら
ず成立する全体-部分関係などを表すリンクは、予め
提供されていればそれ自体が検索（参照）条件とし
ても有用だろう。そのような、意味的に関係付けら
れ任意の用途に利用できるデータであることが、
“Linked” Open Data に最も期待したい特徴である。
しかし、データ間のリンクとそのリンクへの意味
付け（プロパティの選択）には各データの理解が必
要であり、そのための知識と多くの処理を要する。
そのコストに見合う有用性とはどのようなものであ
り、どのような課題の解決が必要かを、産業界、特
にセキュリティとセーフティの業界におけるアプリ
ケーションを対象として考察する。

3. 安全と安心のためのデータ連携

2.2. リンクされたオープンデータの意義

3.1. 産業界におけるデータ連携

前節でまだ継続的運用実体が無いとした「オント
ロジーベース」および「データリンキングサービス」
は、どのようなものになるか。オントロジー自体は、
様々なものが公開され恒久的な URL を持つものも
あるため、
「オントロジーベース」はある程度提供さ
れているとみなすこともできるが、要件に適したオ

文献[3]では、産業用アプリケーションとして、出
版、文化遺産管理、ヘルスケアそれぞれに関する
LOD や Knowledge Graph の構築・運用事例が紹介さ
れている。いずれも、非定型で多様な情報を整理し
関連付けることが重要な領域である。これらの比較
的オープンな情報を扱う事例については[3]などの
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文献を参照頂くこととし、以下ではオープンデータ
を利用しつつも一般的にクローズドなセキュリティ
とセーフティ（防犯や災害対策）の業界における
Linked Data や Knowledge Graph の利用例を紹介する。
この業界では、様々な形式のデータを関連づけて分
析する必然性があり、共通データモデルとしての
RDF の利用およびオントロジーの構築に関する多く
の取り組みがある。災害はいつ何によって生じるか
を予め特定することが難しく、テロや犯罪の実行者
は監視の網を潜り抜けるように行動する。そのため、
あらゆるセンサーや情報共有手段を用いてデータを
収集・統合し、複合的視点で事故や事件の予兆をい
ち早く検知することが重要と考えられている。

3.2 パブリックセーフティのプロジェクト
筆者らは、2013 年 4 月からの約 1 年間、様々なデ
ータを収集・解析して街の治安維持に役立てる実験
プロジェクトを行なった。データとしては、街頭の
カメラやマイクで収集した映像や音に加え、インタ
ーネットで配信されている対象地域の交通情報や
SNS などのオープンデータを利用した。プロジェク
トは複数の企業で構成されたコンソーシアム単位で
実施し、実験用システムも各メンバー企業（計 8 社）
それぞれが提供したハードウェア、ソフトウェアを
組み合わせて構築した。従って、扱うデータは種類
や性質が異なる上に解析システムの開発企業が複数
あり、データ連携に関する様々な課題が生じた[4]。

3.3 データ連携における課題
本プロジェクトで構築したシステムの大まかな構
成を図 3 に示す。実際にはさらに幾つかのコンポー
ネントを含むが、ここでは省略している。

既設カメラ

新設カメラ

新設マイク

公共センサ
（交通状況等）

し、それらで検知されたイベントは全て統合分析シ
ステムに集約される。統合分析システムでは、検知
されたイベントのデータ形式を統一すると共に不要
なイベントを除去し、関連するイベント同士をリン
クさせて結果を各種の可視化システムに送る。その
結果は、アクセス制御システムで参照部門ごとの閲
覧可否を判定し、閲覧可能な情報のみが各部門の端
末上で可視化される。このようなシステムの構築・
運用においては、多様なデータを連携させる上で主
に次のような課題を解決する必要があった。
(1) どのようにしてデータ形式を統一するか
このプロジェクトでは、データが画像や音、テキ
ストなど様々な上、画像は顔や不審な振舞い等
の認識結果、音は声や物音、テキストはツイート
や XML 形式の交通情報などであり、更には複数
企業の解析システムを用いるなど、メディアの
種類も設計も多様であった。しかも、その多くが
完成品ではなくプロジェクト期間中に各企業で
設計・開発されたため、最初にデータ連携のため
の標準形式を定義することができなかった。そ
こで、将来のセンサー追加への対応容易性も考
慮し、イベントデータの記述に関する共通の上
位オントロジーとメディアの種類毎のドメイン
オントロジーを構築し、ドメインオントロジー
の追加・修正で順次提供される解析システムか
らの出力データに対応した。上位オントロジー
には van Hage らが提案した Simple Event Model
（SEM）を用いた[5]。また、例えば同じ画像認
識結果でも図 4 のように解析システムによって
データの構造や単位、座標系が異なるため、デー
タ形式の統一には解析結果の形式に対応した個
別スキーマと統一スキーマ両方のオントロジー
を定義し、前者から後者への変換を行なった。
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図 3 のように、各種センサーからのデータは各社の
メディア解析システムや公共サービスデータの解析
システム、SNS データ解析システムでそれぞれ解析
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(2) どこの時刻で同期をとるか
図 3 のように、実験システムではカメラ等のセ
ンサーで得たデータから各種の解析システムで
何らかの物体や状態に関するイベントの認識処
理を行ない、その結果が統合分析システムに送
られる。各処理はリアルタイムで実行されるが、
現地のセンサーから実験用サーバー室の解析シ
ステムまでは有線または無線でデータが送られ、
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また図示していないが映像や音声のデータはそ
れぞれ後で再生するためのビデオ/オーディオ管
理システムを経由して解析システムに送られる。
ここで、複数のカメラや異種のセンサーで同じ
イベントを捉えたかどうか判断するための同期
用タイムスタンプをどこで打刻するかが課題と
なる。各センサーは必ずしもタイムサーバーで
時計の調整をしておらず、後段の解析システム
で受信した時刻は厳密にイベントの発生時刻と
は言えない上、ディレイ時間も一定とは言い難
い。そのため、両方のタイムスタンプを保持しつ
つ、統合分析システムで意味的矛盾（起こりえな
い時間順序等）をチェックするようにした。

ただし、実際にはいずれのタイプの SA も前段の解
析システムで直接検知されたイベントを表すノード
の間に統合分析システムで追加した「上位イベント」
または「関連イベント」を表すノードを追加する形
で、それぞれ図 4 のように表示した。
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(3) 関連付けられたデータを誰にどこまで見せるか
データ形式を統一しイベントの同期をとった後、
統合分析システムでは関連イベントの紐づけ
（リンク）やイベントの信頼度および重要度の
評価を行なう。そして、信頼度と重要度が共に閾
値以上のイベント群を各ユーザ端末上に可視化
する。しかしながら、ユーザは複数の部門に分か
れており、部門ごとに管轄範囲が異なるため、検
知されたイベントの中には見て良いものとそう
でないものがある。例えば、特定のビルやエリア
内の監視カメラ映像は、そこの管理や警備を担
当する部門の者にしか見せられない。そこで、ロ
ール（役割）ベースのアクセス制御システムを導
入し、検知したイベントとその根拠となる映像
などの元データも参照できる場合、検知内容を
表すメタデータのみを参照できる場合等、場所
やセンサーによって見える情報を制御した[6]。
なお、情報の見せ方にも二次元マップと主に屋
内用の三次元マップそれぞれの可視化システム
を備えた。
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Link Type : RELATED
Detected Indicator : 0

Derived Type :
Associate Event :
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Zoom to

音声/音響イベント

図4

上位イベントと関連イベントのイメージ

このような機能を実現するための統合分析システ
ムの概要構成を図 5 に示す。統合分析システムは、
主にリアルタイムの複合イベント処理（CEP）と、
SPARQL を用いた SA 処理を行なう。各種の解析シ
ステムで検知されたイベントデータは、CEP で個別
に重複イベントの除去などをリアルタイムで行なう
と共に、前述のオントロジーに基づく RDF 形式に変
換し、ローカルな位置情報を緯度経度情報に変換し
た共通の位置情報などのメタデータを付与してデー
タリポジトリに保持する。また、主要な SA 処理と
して、新たに取得した複数のイベントから「上位イ
ベント」を、さらに保持していた過去のイベントも
参照して「関連イベント」を、それぞれ検出する。
画像認識1

画像認識2
画像認識3

3.4 Situation Awareness
本プロジェクトでは、災害や事件に関わる各種の
イベントを個別に自動検知し、共通の GUI 上に表示
することに加え、個々のセンサーからのデータや一
度のデータ解析のみでは検知し難い状況の認識
（Situation Awareness、以下 SA）にも取り組んだ。SA
には、その状況に名前や定義が可能なものとそうで
ないものがある。我々は、いずれも複数の断片的な
情報（イベント）から判断されるメタなイベントと
捉え、前者については複数のイベントの組合せによ
って導出される「上位イベント」を幾つか定義し、
後者は「関連イベント」同士がリンクされた状態を
そのまま可視化してユーザに提示することとした。
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統合分析システムの構成

統合分析システムでは、SPARQL を用いて次のよ
うな複数の機能を実現している。
① イベントの信頼性評価：ASK または SELECT
クエリで時刻や場所、値の範囲などの制約条
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件を満たす正しいイベントか否かを判定
② 「上位イベント」の生成：CONSTRUCT クエ
リで複数のイベントから上位イベントの RDF
データを生成
CONSTRUCT {
er:Res1 a sem:Event .
er:Res1 er:hasEventCategory 'DerivedEvent' .
er:Res1 sem:eventType er:SevereFlood .
er:Res1 er:hasObserver er:Res2 .
er:Res2 er:hasCameraID ?cameraID .
er:Res1 er:hasPublishTime ?time2 .
er:Res1 er:hasRating ?score .
er:Res1 sem:hasSubEvent ?event1 .
er:Res1 sem:hasSubEvent ?event2 .
?event1 sem:eventType xx:Flooding .
?event2 sem:eventType yy:HeavyTraffic .
}
WHERE {
?event1 xx:hasTypeDescription xx:Flooding .
?event1 xx:hasCameraID ?cameraID .
?event1 xx:hasAlarmDefinition ?score .
?event1 xx:hasAlarmTime ?time1 .
?event2 yy:hasType yy:HeavyTraffic .
?event2 yy:hasCreateDate ?time2 .
FILTER ( xsd:dateTime(?time2) > xsd:dateTime(?time1)
&& xsd:dateTime(?time2) - xsd:dateTime(?time1)
<= 'PT1H'^^xsd:duration )
}
}

図6

のデータを集め難い。このような場合、SPARQL の
ような標準クエリ言語で様々なタイプのデータ連携
条件を仮で設定し、実データから判定の精度と網羅
性を評価して条件を修正しつつ、機械学習も利用で
きるようにデータを蓄積していくアプローチが現実
的と考える。

3.5 関連動向

「上位イベント」生成クエリの例（部分）

③ 「関連イベント」のリンク生成：CONSTRUCT
クエリで必須属性（イベントタイプや観測主
体）が共通の同一イベント（sameAs）または
時刻と場所に加えて対象に共通性のある関連
（related）イベントのリンクを生成
④ 追跡用「関連イベント」のリンク生成：顔認識
で同一人物と判定されたイベント間に
CONSTRUCT クエリでリンクを生成
以上のように、本プロジェクトの実験では
SPARQL でヒューリスティックに条件を設定し、関
連するイベントデータに対して各種のリンクや上位
イベントを生成した。望ましくは、それぞれの判定
条件を過去の事例から最適化、または機械学習を用
いた判定モデルも適用すべきだが、ここでは各セン
サーや解析システムの多くが初めて導入されるもの
で過去にデータの蓄積が無く、加えて災害や事件な
ど発生頻度の低いイベントでは機械学習に必要な量

前述のプロジェクト実施期間とほぼ同時期より、
主に米国の軍や諜報・情報機関の主導で Open Source
Intellingene
（OSINT）や Imagery Intelligence（IMINT）、
SIGINT（Signals intelligence）など様々なインテリジ
ェンス（検知情報）を統合分析するマルチ・インテ
リジェンス・システム（Multi-INT System）の研究開
発が盛んになり、MarkLogic 社などのベンダーがデ
ータモデルに RDF を用いたソリューションを提供
し始めている。また、関連する学会としては Semantic
Technology for Intelligence, Defense, and Security
（STIDS）があり、毎年オントロジーの提案や活用の
議論が活発に行なわれている。
地 理 デ ー タ に 関 す る 標 準 化 機 構 OGC （ Open
Geospatial Consortium）では、パブリックセーフティ
等における地理空間データ統合のために SPARQL を
拡張した GeoSPARQL を策定しており[7]、地理空間
オントロジーの構築にも取り組んでいる[8]。また、
トロント大ではスマートシティ実現のために環境や
教育、エネルギーなど様々なドメインオントロジー
を構築しており、その１つに都市評価指標の国際標
準 ISO 37120 に基づくパブリックセーフティ・オン
トロジーがある[9]。
国際テロ対策としての前述したマルチ・インテリ
ジェンス・システムでも、こうしたオントロジーの
構築と利用が進められているが、同領域ではその殆
どが非公開またはベンダー独自のものと見られる。
一方、テロ対策の中でもサイバーテロ対策は一般の
サイバーセキュリティと多くの点で共通し、こちら
に関しては標準語彙やオントロジーが積極的に公開
されている[10][11]。近年、国家レベルのサイバー攻
撃や世界規模でのランサムウェア被害などが深刻化
し、サイバーセキュリティは世界的な重要課題とな
っている。日々膨大な数の新たな攻撃手段が生み出
されており、攻撃用のツールやサービスが充実して
きている1。こうした背景から、脅威情報と呼ばれる
攻撃の事例を体系的に記述したデータの作成と共有
が重要視され、センサーで検知された断片的な情報

1

最近は闇市場で個人情報やマルウェアを安価に購入で
き、クラウド型のランサムウェア作成サービスもある。
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からどのようなタイプのサイバー攻撃を受けた可能
性があるかを素早く判断できるようにするためのデ
ータ統合・照合手段として STIX[12]などの標準語彙
やオントロジーの整備が推進されている。

民で改めて検討する価値のあるテーマと考えるが、
民間企業では、ビジネスとしての成立性とも併せて
検討する必要がある。
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