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Summary
The purpose of this study is to develop Linked Open Data (LOD) for social problems sustainably, and to
support social problem solving by raising social awareness for the problems. In this paper, we focus on illegally
parked bicycles as an example. First, we extracted information on the problem factors and designed LOD schema of
the illegally parked bicycles. Then, we collected pieces of data from SNS and websites of municipalities, and built
the illegally parked bicycles LOD. We also estimated missing data in the LOD using Bayesian Networks. As a result,
we estimated the unknown number of the illegally parked bicycles with 72.6% accuracy. Finally, we published the
enriched LOD, and then visualizes the distribution of the illegally parked bicycles on a map. We hope this leads to
raise social attention on this issue.

1. は じ め に

ことである．構造化されたデータ同士をリンクすること
で，
「データの Web」を構築することが目標とされている．

現在，国内においては，放置自転車，不法投棄，騒音，

近年，様々なデータを LOD として Web 上に公開する流

渋滞など，日常的な社会課題が数多く存在している．こう

れが活発化している．社会課題に関するデータを LOD

した社会課題を，行政のみならず個人や企業などの第三

として Web 上に公開することで，この LOD を二次利用

者の協力により解決していくためには，誰でも利活用可

して，誰でも社会課題解決に貢献する情報サービスを開

能な社会課題に関するデータを公開し，データ活用サー

発することが可能になる．例えば，放置自転車に関する

ビスに供すると同時に，可視化等を通じて社会的な意識

オープンデータの二次利用により，自転車の放置状況の

向上を図ることが重要であると思われる．現に，総務省

可視化，最適な駐輪場の設置場所の提示，撤去活動の支

はオープンデータ戦略を推進しており，政府や地方自治

援などが可能になる．さらに，将来的に複数の社会課題

体がデータを活用した社会課題解決を進めている [総務

に関するデータが LOD 化され，それらがリンクするこ

省 13]．また，データ形式の統一化やデータ同士の意味

とで，社会課題同士の新たな関係性の発見につながると

的な結合により，データの利便性を向上させるため，5-

考えられる．これは，従来のように社会課題を単一的に

∗1

star Open Data におけるオープンデータの完成形として
Linked Open Data（LOD）化が推奨されている．LOD と
は，Resource Description Framework（RDF）で構造化さ
れ，二次利用可能な形式で Web 上に公開されたデータの
∗1 http://5stardata.info/en/

捉える考え方ではなく，複数の社会課題を複合的に組み
合わせることを容易にする．これにより，社会課題解決
型イノベーション [阿部 09, 藤井 13] の創出を促進させる
と考えられる．
しかし，オープンデータの一部は形式や詳細さの面で
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社会課題解決に向けたオープンデータエコサイクルの提案

再利用性に欠けているものがあり，社会課題解決に寄与

評価

するデータ活用サービスの開発が十分には進んでいない．

の 4 点にある．しかし，こうした施策により実際に社会

放置自転車を例に注目してみると，広範囲かつ年単位の

課題への意識が高まり，問題解決につながるかどうかに

統計データしか公開されておらず，サービスがこれらの

は長期間にわたる社会実験が必要であり，現時点ではま

データを活用することが難しい状態である．その他の公

だ検証できていない．なお，本論文では社会課題の中か

開されているデータも形式が様々であり，スキーマの定

ら，昨今，都市部で問題視されている放置自転車問題を

義はオープンデータ活用のための重要課題となっている．

例として取り上げている．

形式に関しては，海外では既に異なる市のオープンデー

以下，本論文では，まず 2 章で関連研究について述べ

タを Linked Data[Berners-Lee 06] として統合し，その際

る．次に 3 章で LOD スキーマ設計の方法論，データの

に生じる欠損値を補完して再配布する研究がされている

収集および LOD 化について述べ，4 章で欠損データの

[Bischof 15]．これは，再利用性に欠けたオープンデータ

推定について述べる．5 章で LOD スキーマ設計の妥当

の利活用を促進させる有用な手法であると考えられる．

性の考察と欠損データ推定の評価および考察について述

一方，オープンデータを活用して社会課題解決に寄与す

べる．6 章で我々が開発，公開した LOD の可視化アプリ

るサービスを開発するためには，既存のオープンデータ

ケーションついて紹介し，最後に 7 章でまとめと今後の

に加えて未だデータ化されていない時間的，または空間

展望を述べる．

的により詳細なデータも必要である．そこで，本研究で
はまず社会課題に関する統一的な LOD スキーマ設計の

2. 関 連 研 究

方法論を示し，次に SNS や行政の Web サイトから実際
のデータを収集した上で，欠損値を推定して LOD とし

まず，LOD の基となるデータ収集手法としては，ク

て統合し，可視化する枠組みを提案する（図 1）．欠損値

ラウドソーシングやゲーミフィケーションの活用が挙げ

補完により疎なデータを密なデータにすることで，視覚

られる．OpenStreetMap∗2 はクラウドソーシングにより

的に滑らかで動的な可視化が可能になる．これによって

オープンな地図を作成するプロジェクトである．誰でも

社会的な問題意識が高まれば，より多くのデータが集ま

編集が可能であり，作成されたデータはオープンデータ

るようになり，LOD が持続的に発展していくと同時に，

として公開されている．FixMyStreet∗3 は道路状況や不法

社会課題解決の一助になることが期待できる．

投棄などの地域の問題を報告するプラットフォームであ

したがって，本論文の貢献は，社会課題解決に向けて

る．Web 上に存在していない地域問題の情報をクラウド

必要なデータを収集し，統一された形式で公開し，発展

ソーシングにより収集し可視化することで，行政だけで

させることを目的としたシステムの提案と事例紹介であ

なく広く一般に問題が共有され，従来よりも地域問題の

る．具体的には，

早期解決が見込まれる．[東田 12] では，金銭的な報酬

(1)
(2)
(3)
(4)

Web 情報から LOD を構築する方法論の提案
行政，SNS からの放置自転車 LOD の構築と公開
欠損属性値の補完，推定手法の開発と評価
放置自転車問題可視化アプリケーションの開発と

を支払うタイプのクラウドソーシングにより，カーナビ
ゲーションや道案内サービスの主要コンテンツになる POI
∗2 https://www.openstreetmap.org
∗3 http://fixmystreet.org/
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を収集している．調査地点を無作為に 400〜4000 件選定

みとしては，前述した [Bischof 15] が挙げられる．Bischof

し，ワーカに実際に現地に出向いてもらいデータを収集

らは市のオープンデータを収集し，それらを Linked Data

する．[Celino 12] では，Games with a Purpose(GWAP)

として統合し再配布する仕組みを提案している．この研

と Human Computation により，Linked Data を検証・修

究では，DBpedia[Auer 07]，Eurostat∗8 ，United Nations

正・追加する手法を提案している．Urbanopoly というモ

Statistics Division（UNSD）∗9 などの複数のデータソー

ノポリー形式のゲームをプレイすることで LOD の検証

スからデータを収集し，形式の異なるこれらのデータを

やデータの追加を行う．このゲームは Google プレイ上

オントロジーに基づいて Linked Data 化する. その際に生

で公開されており，誰でもプレイすることが可能になっ

じる欠損値を統計的回帰法と主成分分析を組み合わせた

ている．しかし，本研究で対象とする社会課題に関する

手法により推定している．さらに，異なるデータソース

データは地理的に分散した時系列データであることもあ

から欠損値を推定する Cross Data Set Prediction を提案

り，これらのクラウドソーシングやゲーミフィケーション

している．一次データは，複数の異なるデータソースか

だけでは継続的にデータを集めることが難しい．我々も

ら定期的にクローリングすることで収集している．デー

当初，クラウドソーシングにより放置自転車情報を収集

タの詳細さについては重点を置いておらず，主に統計情

することを試みた．クラウドソーシングサービス「ラン

報などの市のオープンデータを収集対象としている．し

サーズ

∗4

」を使用し，観測地点と一定の期間を定めた上

かし，本研究のように，詳細度の高い時系列データが必

で，ワーカーが自由に作業できるようにマイクロタスク

要な場合においては，定期的なクローリングのみで解決

型クラウドソーシングを実施した．しかしながら，調布

することは難しい．また，Bischof らの欠損値推定手法

駅，吉祥寺駅で計 4 回，段階的に報酬価格を上げてクラ

は，同種のデータセットが異なるデータソースに複数存

ウドソーシングを実施し，最終的に 1 件の報告につき 300

在する場合に有用であるが，本研究のように同種のデー

円まで報酬価格を上げたものの，放置自転車のデータを

タセットが他に存在しない場合には適用が難しい．そこ

得ることはできなかった．[Kaufmann 11] では，Amazon

で，本研究では SNS から位置情報と日時情報を含む放置

∗5

MTurk のワーカに対して調査を行った結果，ワーカの

自転車のデータをリアルタイムに収集し，時系列的に疎

モチベーションは金銭的な報酬が最大であったと述べて

な部分を，定義した LOD スキーマに基づくベイジアン

おり，本ケースにおいては報酬と現地調査という手間の

ネットワークにより推定・補完することを試みた．

バランスが合わなかった可能性がある．我々はこの経験
から，持続的なデータ収集における費用対効果を考慮し，

3. 放置自転車 LOD の構築

場所が限定された上で外出を伴う作業には，クラウドソー
シングサービスを用いたマイクロタスク型クラウドソー

本研究では，まず図 1 に示すように放置自転車の現状

シングは不向きであると判断した．そのため，本研究で

を表す LOD（以下，放置自転車 LOD）を構築するため，

は，まず SNS，行政の Web サイトからデータを収集し，

必要な要件を抽出した上でスキーマを設計する．この手

ベイジアンネットワークにより欠損値を推定しながら時

順を社会課題に関する LOD スキーマ設計の方法論とし

系列 LOD を構築した．

て示す．次に，SNS や行政の Web サイトから放置自転

都市データの Linked Data 化の取り組みとしては，[Lopez

車に関連するデータを収集する．データ形式の異なるこ

12] が挙げられる．この研究では，静的データおよびセ
ンサデータを Linked Data で管理・提供するプラットフ
ォーム「QuerioCity」を提案している．センサーからスト
リームデータを取得し，IBM InfoSphere Streams∗6 と CSPARQL[Barbieri 09] を使用することでリアルタイムに
RDF を提供している．実際に IBM のサポートにより，ア
イルランドのダブリン市のデータポータル「Dublinked∗7 」

れらのデータを設計したスキーマに基づいて LOD 化す
る．その際に生じる欠損データ（放置自転車の未観測台
数）を，放置自転車の要因となりうる時間帯，気象，近
くの駐輪場情報，周辺施設情報などの属性値を用いてベ
イジアンネットワークにより推定する．これにより，放
置自転車に関する時系列 LOD を欠損を補う形で構築す
る．さらに，構築した放置自転車 LOD を用いて，自転車

で運用されており，バスの路線，位置，遅延，混雑など

の放置状況を可視化するサービスを開発する．この可視

の情報を 20 秒ごとに更新して提供している．しかし，こ

化サービスにより，地域住民に放置自転車の問題意識を

の手法ではコストがかかるため，本研究のように草の根

喚起し，放置自転車に関する更なる情報提供を促す．す

運動的に収集が必要なデータに関しては，同様の取り組

なわち，本研究は以下の 5 つのステップに分けられ，(2)

みを行うことは難しい．

から (5) までを繰り返し実行する．

また，本研究と同様に社会データを補完・推定する取り組
∗4 http://www.lancers.jp/
∗5 https://www.mturk.com/mturk/welcome
∗6 http://www-03.ibm.com/software/products/ja/
ibm-streams
∗7 http://www.dublinked.ie/

(1) LOD スキーマの設計
(2) 観測データと属性データの収集
(3) スキーマ設計に基づいた LOD の構築
∗8 http://ec.europa.eu/eurostat
∗9 http://unstats.un.org/unsd/default.htm
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表1

プロパティ

キーワードのカテゴリ

place，factor

周辺施設

31 巻 6 号 AI30-K（2016 年）

抽出したキーワードのクラスタリング結果

キーワード
商店街，大規模店舗，官公署，学校，図書館，公会堂等公的施設，百
貨店，スーパーマーケット，銀行，遊技場，パチンコ屋，複合ビル

駐輪場

利便性，安全性，快適性，供給実体，料金，駅までの距離，附置義務
駐車場

鉄道
保管場所

time，factor
product
factor

鉄道，自宅から駅までの距離
容量

時間

平日，休日，時間帯

事故

交通渋滞，車両通行の妨げ

目的

通勤，通学，最終目的地

天気

雨天時の代替交通手段の有無

自転車

低価格化，質の低下，維持費，種類

(4) ベイジアンネットワークによる放置台数の予測・
推定

点がある．これは LOD をデータセットや API として活
用する際に利便性を向上させる．本研究では放置自転車

(5) LOD の可視化
このように，データを収集し欠損を補いながら LOD を

をイベントとして捉えて，既存の Event Ontology∗10（以
下，EO）を選択した．

構築し，それを可視化することで地域住民に対して放置

次に，社会課題名を検索キーワードにして，検索エンジ

自転車問題への意識を喚起し，新たなデータの収集につ

ンで Web 上の記事を検索する．検索結果上位 10 件の記

なげる．このように社会課題に関する LOD を持続的に

事と各記事の参考文献を調査し，選択したオントロジー

構築し，発展させるエコシステムを形成する．

のプロパティ部分に相当するキーワードを手動で抽出す
る．本研究では “放置自転車” のワードで Google から記

3·1 LOD スキーマ設計の方法論
オントロジー研究においては，オントロジー構築の方
法論が長く議論されている．我々はタスクオントロジーと
ドメインオントロジー構築の方法論である Activity-First

Method[石川 02, Mizoguchi 95] を参考に，よりドメイン
要件とサービスでの活用に焦点を当てた LOD スキーマ設
計の方法論を提案する．この方法論に基づいて，社会課
題の一例として放置自転車問題のスキーマを設計し LOD
を構築する．本研究で提案する LOD スキーマ設計の方
法論は以下の２つのステップから構成されている．

(1) ドメイン要件抽出
a. 対象とする社会課題をモデル化する既存オン
トロジーを選択

b. 検索エンジンを用いた記事検索
c. 記事からキーワードを抽出
d. キーワードのクラスタリング
(2) スキーマ設計
a. 既存オントロジーを軸としてスキーマを設計
b. クラスタリング結果を基にインスタンスとプ
ロパティと値の追加

§ 1 ドメイン要件抽出
まず，対象とする社会課題を LOD 化する上で骨組みと
なる既存オントロジーを選択する．LOD をオントロジー
に基づいて構築することで，オントロジーのセマンティ
クスを用いた推論が可能になることに加えて，LOD ご
とに異なるデータ構造を理解する手間が省けるという利

事を検索し，その結果の記事および各記事の参考文献か
ら，放置自転車問題において EO のプロパティである，

location，time，active，agent，factor，product について
記述している文からキーワードを抽出した．さらに，オ
ントロジーに相当するプロパティが定義されていないが，
人間の目で見て重要であると思われるキーワードについ
ても抽出する．
抽出したキーワードを表 1 のように手動でクラスタリ
ングし，次のスキーマ設計に用いる．これらのキーワー
ドが放置自転車問題を形作る要件となる．

§ 2 LOD スキーマの設計
前のステップで選択した既存のオントロジーを軸とし
て，LOD のクラスを設計する．本研究では EO のモデル
に基づいて放置自転車 LOD のクラスを設計する．放置
自転車 LOD の要件を以下に記述論理で示す．

IllegallyParkedBicycles ⊑ Event
IllegallyParkedBicycles ⊑ ∃place.SpatialThing
IllegallyParkedBicycles ⊑ ∃time.TemporalEntity
IllegallyParkedBicycles ⊑ ∃weather.WeatherState
IllegallyParkedBicycles ⊑ ∃factor.Thing
IllegallyParkedBicycles ⊑ ∃agent.Agent
IllegallyParkedBicycles ⊑ ∃product.Thing
IllegallyParkedBicycles ⊑ ∃value.Integer
IllegallyParkedBicycles クラスは放置自転車の集合を意味
し，Event クラスのサブクラスとする．場所，時間，天
∗10 http://purl.org/NET/c4dm/event.owl
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インスタンスを加えて設計した LOD スキーマ

気，人物，要因，引き起こす事象，放置自転車の台数を
持つ．ここで，天気と台数については EO に定義されて
いないが，放置自転車ドメインにおいて重要であると判
断したため拡張している．
次に表 1 を参考に LOD のインスタンスを設計する．
図 2 にインスタンスを加えて設計した放置自転車 LOD
のスキーマの全体図を示す．表 1 のキーワードのカテ
ゴリが場所，時間，天気などのインスタンスに相当し，

IllegallyParkedBicycles クラスのインスタンスから EO の

図3

放置自転車の台数報告を呼びかけるツイート

プロパティで意味付けされている．また，インスタンス
同士の関係を独自に定義したプロパティで意味付けして

ンは比較的安価な GPS チップを搭載しているため，天候

いる．実際に LOD 化する際には，図 2 のインスタンスに

や GPS 干渉地域などの要因により精度に問題が発生す

は特定のデータが入ることになる．但し，ここでは自転

る [Hwang 12]．そこで，位置情報を取得後に修正してツ

車を放置した人物をデータとして取得することはできな

イートすることが可能な Web アプリケーション ∗11 を作

いため，event:agent クラスは図から省略している．また，

成，公開し，このアプリケーションを使用してツイート

特定の観測地点における放置自転車が引き起こす事故情

してもらうように，我々の Twitter アカウントを通して図

報なども取得することが困難であるため，event:factor ク

3 のように呼びかけるとともに，これを個人的なアカウ

ラスも除いている．同様に，保管場所の容量，放置者の

ントでリツイートすることで拡散した．また，研究室の

目的，自転車の価格についても除外している．これは放

学生にも放置自転車の台数報告依頼を行った．図 4 に作

置自転車 LOD スキーマとしては存在しているが，実際

成したアプリケーションの動作例を示す．Twitter アカウ

にはデータ取得が困難であるため本論文では除外してい

ントを使ってログイン後に図 4 の画面に遷移し，位置情

る．このように，既存オントロジーを基に LOD の根幹

報追加ボタンを押すと地図上の現在位置にマーカが表示

部分を設計した後に，ドメイン要件として抽出したキー

される．このマーカをドラッグすることで位置情報の修

ワードを追加していくことで全体の LOD スキーマを設

正が可能であるため，正確な位置情報を送信することが

計した．

可能である．位置情報を追加し，放置自転車の台数を入
力し，カメラを起動させ写真を撮った状態で送信すると，

3·2 一次データの収集
次に，Twitter 上で位置情報，写真，ハッシュタグを付
けた放置自転車台数報告のツイートを募集し，放置自転
車のデータを収集した．しかし，携帯電話やスマートフォ

Twitter に位置情報，写真，ハッシュタグを付けた放置自
転車台数報告のツイートが投稿される．このアプリケー
∗11 http://www.ohsuga.is.uec.ac.jp/bicycle/
tweet_submit
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3·3 スキーマに基づく LOD の構築
3·1 節で述べた LOD スキーマに従い，3·2 節で収集し
た放置自転車に関する一次データを LOD 化する．LOD
化の手順を図 5 に示す．まず，サーバプログラムが特定
のハッシュタグと位置情報の付いた放置自転車の報告ツ
イートをリアルタイムに取得する．ツイートテキストか
ら放置自転車の台数を正規表現で抽出する．また，ツイー
トの緯度経度の情報を基に，放置自転車 LOD 内に存在
する近くの観測地点を検索する．なお，近くの観測地点
の判定条件は，実地調査に基づいて経験的に半径 30 メー
トル以内と設定した．放置自転車 LOD 内に観測地点が
存在しない場合は，新規観測地点として新たに追加する
図4

ため，観測地点から半径 25 メートル以内 ∗15 の施設情報

ツイート Web アプリの動作画面

を Google Places API と Foursquare API を使用して取得
する．最寄りの施設名に「前」や「付近」などの修飾語
を付与したものを観測地点の名称とし，これを基に観測
地点のリソースの URI を設計する．また，得られた周辺
施設に URI を割り当ててリソースとして構築し，観測
地点のリソースから gn:nearby プロパティでリンク付け
する．Google Places API と Foursquare API では施設の
タイプ情報を得ることが可能であり，我々はこのタイプ
と LinkedGeoData[Stadler 12] 内で定義されているクラ
スをマッピングしている．これにより，周辺施設リソー
スを LinkedGeoData 内のクラスのインスタンスとしてい
る．しかし，タイプ情報が適切に付与されていない施設
も存在するため，そのような施設に対しては施設名の文
字列検索によりタイプを判定している．また，緯度経度
情報を基に Yahoo!リバースジオコーダ API∗16 を使用し
て，最寄りの施設の住所を県名，町名などが分割された
状態で取得する．この情報を基に，GeoNames.jp∗17 への
リンクを生成する．GeoNames.jp は日本の地名の URI 基
盤である．このように，ツイートを取得後に各種 API を
用いて観測地点の情報を取得し，前述の LOD スキーマ
に従った RDF グラフを放置自転車 LOD に追加する．構

図5

築される放置自転車 LOD の一部を図 6 に示す．

一次データ収集と LOD 化の手順

また，本研究では可能な限り既存の LOD や語彙を再
利用したが，既存のものが見つからなかった駐輪場に関
しては，市区町村の Web サイトから取得した情報を基
に独自にスキーマを設計して LOD を構築した．図 7 に

ションの使用方法を記述した Web ページ

∗12

を作成し，

駐輪場の LOD の例を示す．これには，駐輪場の位置情

図 4 のアプリケーションからドロップダウンメニューで

報，収容可能台数，料金情報などが含まれており，この

リンクするとともに，Twitter アカウントのプロフィール

ような駐輪場のリソースが図 2，図 6 の駐輪場のリソー

ページからリンクしている．実際に得られたツイート数

スに相当する．構築したデータ全体は RDF データベー

は 2015 年 1 月から 2016 年 4 月までで 843 件であった．

スに格納し，設置した SPARQL エンドポイント ∗18 を通

さらに，3.1.§1 で要件として得られたキーワードに関し
て，周辺施設の情報を Google Places API∗13 や Foursquare

API∗14 から取得し，駐輪場の情報を市区町村の Web サイ
トから収集する．気象情報は気象庁の Web サイトから収
集した．

∗12 http://www.ohsuga.is.uec.ac.jp/bicycle/
about.html
∗13 https://developers.google.com/places/?hl=ja
∗14 https://developer.foursquare.com/
∗15 台数推定時に最も精度が高くなった値を使用している．
∗16 http://developer.yahoo.co.jp/webapi/map/
openlocalplatform/v1/reversegeocoder.html
∗17 http://geonames.jp
∗18 http://www.ohsuga.is.uec.ac.jp/sparql
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図6

7

実際に構築される放置自転車 LOD の一部

などにより台数が変化することがわかっている．この因
果関係をベイジアンネットワークにおける非循環有向グ
ラフ構造として学習することで，確率的に台数を推定す
ることが可能であると考えたためである．

4·1 欠損属性値の補完
まず，3·3 節で構築した LOD から放置自転車の要因を
取得する．放置自転車の要因は event:factor プロパティを
辿ることで取得できるインスタンスまたは値と仮定し，こ
れらをベイジアンネットワークにおける属性とする．使用
図 7 駐輪場の LOD の一部

する属性は，実際にデータとして取得することができた観
測地点，曜日，時間帯，降水量，気温，駐輪場の日極料金，
駐輪場の月極料金，周辺施設のタイプとした．ここで，周

して Web 上に公開している．また，データセット一式を

辺施設のタイプは表 1 の周辺施設に基づいて，Building，

CC-BY のライセンスで公開している ∗19 ．

Bank，Games，DepartmentStore，Supermarket，Library，
Police，School の 8 種類に限定した．なお，商店街，大
規模店舗，公会堂等公的施設に関しては，Google Places
API でタイプを取得することができなかったため，ここで
は除いている．遊技場とパチンコ店はともに Games とし

4. 放置自転車台数推定による LOD 詳細化
放置自転車問題において，放置台数の観測は人により
行われるため，ある地点における全ての時間帯を観測す

ている．しかし，観測地点によってはこれらの属性値にも

ることはできない．すなわち，構築した放置自転車 LOD

欠損が生じている．そこで，構築した LOD から類似観測

には時間的な欠損が生じる．また，自転車が放置される

データを検索し，類似観測データの属性値を代入すること

地点を全て把握しているわけではないため，実際には放

で欠損属性値を補完する．観測データの類似度は Jaccard

置自転車が存在するがデータの取れていない地点，すな

係数により算出する．ここで観測データ oi とは，全属

わち空間的な欠損も生じる．そこで，本研究では，放置

性値に放置自転車の台数を加えた 16 次元のベクトル集

自転車の台数をベイジアンネットワークにより推定する．

合 O の要素を指す．各属性の集合は 観測地点名 Loc，曜

ベイジアンネットワークとはグラフィカルモデルの一種

日 Day ，時間帯 Hour = {1, ..., 24}，降水の有無 Rain =

であり，因果関係を確率的に表現することで様々な推論

{0, 1}，駐輪場料金の有無 F ee = {0, 1}，周辺施設のタイ
プ Building, Bank, Games, DepartmentStore, Super
market, Library, P olice, School = {0, 1} とする．周辺

を行う技術である．表 1 から，放置自転車は場所や時間
∗19 http://www.ohusga.is.uec.ac.jp/bicycle/
dataset.html

施設のタイプについては，実際に近くに特定のタイプの
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施設がない場合に加えて，あるかどうかわからない場

タ取得の問題から event:agent クラスを除いていたが，放

合も 0 とする．放置自転車の台数 N um は Jenks Nat-

置者の情報は放置自転車問題では重要な要因であると考

ural Breaks[Jenks 67] を用いて 4 つに分類し，N um =
{1, ..., 4} とする．台数の範囲は，0〜7，8〜20，21〜42，
43〜100 となっている．Jenks Natural Breaks は自然分類
とも呼ばれ Geographic Information System（GIS）分野
でよく用いられている．すなわち，F ee を除いた観測デー
タ o1 , o2 の類似度は式 (1) により算出され，類似度の最

える．そこで，個人データに代わり集団の情報として人口

も高い観測データから欠損属性値を補完する．

目のデータを利用した．この２つの属性を追加して再度

sim(o1 , o2 ) =

|o1 ∩ o2 |
|o1 ∪ o2 |

統計データを属性として使用した．人口統計は政府統計
のポータルサイトである e-stat∗21 で提供されている API
機能 ∗22 を用いて取得した．提供されている統計情報の
内，各市区町村における「可住地面積１ km2 当たり人口
密度」と，
「自宅外通勤・通学者数（鉄道・電車）」の項

10 分割交差検証を行ったが，推定精度に変化は見られな
(1)

かった．
次に，周辺施設のタイプに着目した．3·3 節で述べた

LOD 構築の際には，周辺施設のタイプに制限を設けて

4·2 ベイジアンネットワークによる台数推定
4·1 節の手法により得られた属性値に欠損のないデー
タセットを入力データとして，4 章初めで述べた時間的な

いなかったが，ベイジアンネットワークによる台数推定

欠損における放置自転車の台数をベイジアンネットワー

は，放置自転車の要件抽出の際に得られた周辺施設のタ

クにより推定する．本研究ではベイジアンネットワーク

イプのみが，放置自転車の要因に影響を与えるという仮

∗20

のツールとして Weka

を使用した．入力データは要素

数 16 のベクトル

の際には表 1 で抽出した周辺施設に限定した．この選択

説の元に行った．しかし，実際には放置自転車の要因と
して，これらの周辺施設以外も要因になりうるという新
たな仮説を立て，周辺施設のタイプを制限せずに属性と

oi ∈ Loc × Day × Hour × Rain × T emperature

して追加した．その際，放置自転車 LOD 内に一度も現れ

×dailyF ee × monthlyF ee×Building × Bank

ない周辺施設のタイプは削除した．結果として周辺施設

× Games × DepartmentStore × Supermarket

のタイプは 68 個に増加した．しかし，これらの周辺施設

× Library × P olice × School × N um

のタイプを属性として追加したところ，最大推定精度が

の集合 O であり，観測データ数は 843 件である．探索ア

るため，周辺施設のタイプをクラスタリングすることで

ルゴリズムとして LAGDHillClimber（Look Ahead Hill

対応する．放置自転車 LOD では，周辺施設のタイプを

Climbing アルゴリズム）を選択し，マルコフブランケッ
ト分類器を使用する．そして，843 件のデータを学習デー

LinkeGeoData のクラスとしているため，LinkedGeoData
オントロジーにおける上位クラスを取得することができ

タとして，既知の観測地点の未観測日時における放置自

る．そこで，周辺施設のタイプに上位クラスが存在する

転車の台数を推定する．この推定台数を，図 6 のように

リソースは，上位クラスを属性とすることでクラスタリ

独自に定義した ipbv:estimatedValue プロパティを用いて

ングした．最終的に使用した周辺施設のタイプは以下に

LOD に追加することで，放置自転車 LOD の時間的な欠

示す 35 個となった．

損を補完する．空間的な欠損の補完および候補地の選択
アルゴリズムについては今後の課題としたい．

下がる結果となった．これは属性の過多が原因と見られ





Pharmacy,Retail,Restaurant,Police,
University,FastFood,BusStation,Gym,Parking,

4·3 推定精度評価を通じたパラメータ設定
843 件のデータを入力データとして，ベイジアンネット

Church,Cafe,Supermarket,Hospital,Nightclub,

ワークによる放置自転車台数の推定を行った．パラメータ

Dentist,Hall,Office,PlaceOfWorship,School,

として，探索アルゴリズムに HillClimber（Hill Climbing

CommunityCentre,Building,Spa,CarRental,

アルゴリズム）を使用，確率計算アルゴリズムは条件付

InternetCafe,CoffeeShop,Construction,Layer,

き確率の直接推定値を使用，マルコフブランケット分類
器を使用，最大親ノード数を 2，評価指標を K2 アルゴリ

Sport,Hairdresser,Doctor,Bar,Bank,Amenity,

Leisure,Shop





この結果，学習データは観測地点，曜日，時間帯，降水量，

ズムとした時に最も精度が高くなった．10 分割交差検証

気温，駐輪場の日極料金，駐輪場の月極料金，可住地面積

を行った結果，推定精度は 65.2%となった．この結果を

１ km2 当たり人口密度，自宅外通勤・通学者数（鉄道・電

受けて，推定精度を更に向上させるためには属性の見直
しが必要であると考え，属性数の追加と削減を行った．
まず，3.1.§2 の LOD スキーマ設計の際に除外した項目
について着目した．LOD スキーマ設計の際に，個人デー
∗20 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

車），周辺施設のタイプ（35 個），台数の計 45 次元のベク
トルとなり，探索アルゴリズムとして LAGDHillClimber
を使用，確率計算アルゴリズムは条件付き確率の直接推
∗21 http://www.e-stat.go.jp/
∗22 http://www.e-stat.go.jp/api/
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表2

観測データの統計

表 4 10 個の Confusion Matrix の内の一つ

地域

観測地点数

観測データ数

東京都調布市

17
5
1
5
4
9
2
2
2
3
2
1

662
69
39
18
16
14
13
3
3
3
2
1

神奈川県横浜市中区
東京都練馬区
東京都府中市
東京都武蔵野市
北海道札幌市中央区
東京都福生市
神奈川県横浜市磯子区
東京都国分寺市
東京都渋谷区
北海道札幌市北区
東京都品川区
表3

9

ベイジアンネットワークの平均推定精度

再現率

適合率

0.726

0.721

F値
0.723

定値を使用，マルコフブランケット分類器を使用，最大
親ノード数を 7，評価指標を K2 アルゴリズムとした時
に，10 分割交差検証の精度が 66.7%と向上した．さらに，
データの偏りを軽減するため全体から 9 割をランダムサ
ンプリングし，10 分割交差検証を計 10 回行った時の平
均推定精度が 72.6%となり，本実験において最も高い結
果を得た．詳細な結果は 5 章で示す．

分類 1
分類 2
分類 3
分類 4

TP

分類 1

分類 2

分類 3

分類 4

合計

323
56
14
0
0.835

54
168
38
6
0.697

9
17
63
4
0.538

1
0
2
2
0.167

387
241
117
12

じていた属性は駐輪場の日極料金と駐輪場の月極料金で
あった．これは，元データとなる各市区町村の Web サイ
トにおいて，駐輪場情報の公開状況に差が生じるためで
ある．次に属性値の欠損を全て補完した観測データを入
力データとして，ベイジアンネットワークにより放置台
数を推定した．
学習データから 9 割をランダムサンプリングし，10 分
割交差検証を 10 回行った結果得られた平均推定精度を表

3 に示す．結果として，72.6%の精度で未観測日時の放置
自転車台数を推定できることがわかった．実際に，調布
市の観測地点からランダムに選択した 10 地点の未観測日
時の放置自転車の台数を予測し，その後現地で観測した
正解データと比較した結果，7 地点において台数が推定
範囲内であった．また，収集したデータから調布市内外
問わず 10 地点のデータ計 10 件をランダムに選択し，こ
れを隠すことで擬似的に未観測日時のデータとして推定
する実験を 10 回行った．対象とする 10 地点の平均デー
タ数は 42.4 件，標準偏差は 32.4 であり，データ数に大
きなばらつきが見られたが，結果として平均 6.5 地点で
正しく台数を推定できることを確認した．データ数のば

5. 評 価 と 考 察

らつきと推定精度との関係の精査は今後の課題としたい．
なお，観測日時は定性的に見て夕方から深夜にかけての

本章ではベイジアンネットワークによる放置台数の推

データが多くなる傾向にあり，ほぼ全観測地点で共通で

定の評価および考察と，LOD スキーマ設計の妥当性につ

あった．これはデータ投稿者に学生が多く，生活パター

いての考察について述べる．

ンが類似しているためであると考えられる．

5·1 放置自転車台数推定の評価と考察

として，観測データ数が十分でないことと不完全データ

ベイジアンネットワークの精度が上がらなかった原因
本研究で 2015 年 1 月から 2016 年 4 月までに収集した

であることが考えられる．表 4 に 10 回の 10 分割交差検

一次データのうち，観測地点を特定できる使用可能な観

証の内，ある一つの Confusion Matrix を示す．分類 1 は

測データは 843 件であった．ツイートしたユーザ数は 18
人で，一人当たり平均 46.8 ツイートであった．一次デー

0 から 7 台，分類 2 は 8 から 20 台，分類 3 は 21 から 42
台，分類 4 は 43 から 100 台である．この結果から，特

タには図 4 のアプリケーションを使って投稿されたデー

に台数の多いデータが少なく，正しく推定できていない

タの他に，Twitter に直接投稿されたデータも含まれてい

ことがわかった．今後は広範囲にデータ投稿協力を呼び

るが，位置情報にズレが生じていると思われるものが多

かけ，特に放置自転車の多い地域のデータ収集が必要に

く，位置情報の特定が困難なものを除外している．表 2 に

なると考える．

観測データの統計情報を示す．結果として調布市のデー

また，本研究ではバックアップのためにユーザ名など

タが最も多くなった．これは，データ投稿の呼びかけ範

の個人情報はリレーショナルデータベースに保存してお

囲が主に我々の Twitter アカウントのフォロワーであるた

り，投稿されたデータの時間，ユーザ名，位置情報を合

め，結果的に電気通信大学関係者が多くなり，大学所在

わせてみると，観測地点の範囲決定に個人差があったこ

地である調布市のデータが多く投稿されたからである．

とがわかった．今回，放置自転車が一続きに集まっている

このうち属性値に欠損のある観測データは 168 件であ
り，まずこれを 4·1 節の手法により補完した．欠損が生

地点を観測地点とする旨を説明ページ ∗23 に記載したが，
∗23 http://www.ohsuga.is.uec.ac.jp/bicycle/
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その範囲を明確に定めておらず，多くの放置自転車をま
とめて１回で投稿する人もいれば，細かく分割して投稿
する人もいたことがわかった．そのため，観測地点を過
度に細分化して報告されていたデータが多く見られ，ベ
イジアンネットワークの精度に影響を与えたと考えられ
る．今後は個人差と作業軽減のためにも，ツイート Web
アプリに観測範囲円を表示させることや，台数が「多い
（30-40 台くらい）」，
「少ない（10 台以下）」のような選
択式にすることや，チュートリアル動画を公開すること
も検討している．
さらに，観測地点の周辺施設のタイプに関しては，Google
Places API や Foursquare API により取得できなかったも
のが多く存在することも，精度を下げた原因として考え

図8

可視化したアプリケーションの画面例

られる．本実験では API で取得可能なタイプと Linked-

GeoData のクラスをマッピングしており，これに基づい
て LOD を構築している．しかしながら，API 内で “establishment” や “point of interest” などの抽象的なタイプ
しか付与されていない施設が多く，ベイジアンネットワー
クの属性として追加するに至らなかった．このことも，精
度を下げた原因として考えられる．本研究では施設名称
に対して単純な文字列マッチングを行うことで，少量の
タイプ未判別の施設に対してタイプの判別をしているが，
さらなる改善の余地が見られる．

5·2 LOD スキーマ設計の妥当性
本研究では 1. ドメイン要件と 2. 実用性に焦点を当て
て LOD スキーマ設計の方法論と事例としての放置自転車
スキーマを示した．ドメイン要件に関しては，今回，放置

図9

欠損値推定以前以後の可視化の比較

自転車をイベントとして捉えることにしたため，放置自
転車問題を EO に適切に対応させることがドメイン要件
充足の一つの指標として見ることができる．提案手法で
は，EO のプロパティに基いてキーワードを抽出し，これ
をクラスタリングした結果を基にスキーマを設計し，実
データを取得できない agent と product などを除き，EO
に沿った LOD を構築した．更にその際，プロパティの

domain と range の制約にも違反しないことを考慮してお
り，EO との意味的整合性も保持している．したがって，
放置自転車をイベントとして捉えた時のドメイン要件を，

このような観点から，提案した LOD スキーマ設計の
方法論と構築した LOD スキーマには，一定の妥当性があ
ると考える．なお，この方法論を他の社会課題に適応す
る例としては，ごみ問題などが考えられる．放置自転車
と同様に時空間情報と因果関係を文献から抽出して LOD
スキーマを設計できる可能性があると考えられる．

6. 放置自転車 LOD の可視化

現実的に可能な範囲で満たしていると考える．
実用性に関しては，階層が冗長化しないこと，RDF グ

最後に，データを可視化することで，人間がデータ内

ラフが分割されずに全てのノードから間接的にリンクさ

容を直感的に理解できるようにする．特に，放置自転車

れていること，放置自転車のインスタンスを起点として

のような都市問題に関するデータを可視化することによ

3 プロパティリンク以内で全ての数値・リテラル情報まで

り，地域住民に問題意識を喚起することができ，さらな

取得できることなど，検索時の性能面にも配慮された実

るデータの収集が見込まれる．

用性のある LOD になっていると考えられる．設計方針
においても，誰もがアクセスできる Web からの情報抽出

構築した放置自転車 LOD は Web 上に公開されており，
SPARQL を受け付けるエンドポイントを設置しているた

を使用している点や，既存のオントロジーを再利用して

め，誰でも利活用が可能な状態である．本研究では放置

いる点なども含め，他の社会課題にも適用しやすく，実

自転車 LOD 活用の一例として，放置自転車を可視化する

用性がある LOD となっていると考える．
about.html

Web アプリケーション ∗24 を公開した．アプリケーション
∗24 http://www.ohsuga.is.uec.ac.jp/bicycle/

放置自転車問題解決に向けた循環型 LOD 構築システムの提案

11

の動作例を図 8 に示す．このアプリケーションでは，自

ている．周辺施設のタイプが判別できない課題に関して

転車の放置状況を地図上にアニメーション表示すること

は，より多くの辞書を用いた文字列マッチングや類似度

ができる．開始日時と終了日時を選択し，可視化の方法

計算，あるいは機械学習を使用することを検討する．提

としてヒートマップまたはマーカを選択し，再生ボタン

案システムの導入による放置自転車 LOD の成長率およ

を押すと自転車の放置状況がアニメーション表示される．

びインセンティブ付与による効果に関しては，中長期的

図 8 は Web アプリケーションに Android のスマートフォ

な評価が必要であるため今後の課題としたい．

ンでアクセスし，調布駅付近の放置自転車をヒートマッ
プとマーカでアニメーション表示させた画面である．

本論文で述べた LOD スキーマ設計の方法論および LOD
構築の枠組みは，今後他の社会課題にも適用できる可能

この可視化アプリケーションは，図 4 のツイート Web

性がある．これにより，様々な社会課題に関する詳細な

アプリケーションと同一サイト上にあり，ツイート後に

LOD が構築されることで，単一の社会課題解決のみなら

すぐに可視化された情報を見ることが可能になっている．

ず，マッシュアップによる社会課題解決型イノベーショ

このように，ツイート後に放置自転車情報を可視化させ

ンの創出が期待できる．

てユーザに見せることにより，ユーザに直接的なフィー
ドバックを与えて新たなデータの投稿を促進させる効果
も期待できる．
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損補完前より視覚的に滑らかで動的な可視化が可能にな
る．図 9 に欠損値補完前と欠損値補完後の可視化アプリ
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