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• 外部にあるリソースを活用して
自機関のWebサイトの記述を増やす

–入力工数の削減

–外部リソースとの容易なリンク設定

–できればLODになっているリソースにつなげたい

• DBpedia、GBIFから情報を取得

– Wikipediaから情報を抽出してLOD (Linked 

Open Data)として公開されたものを利用

– GBIF API経由で情報を取得

概要



• 国際農研公式Webサイト
https://www.jircas.go.jp/

• 2016年からCMSとしてDrupalを使用して運用中

• 研究成果の広報・普及のため、各種の情報を発信
– 出張報告書、イベント案内、データベースなど

環境

https://www.jircas.go.jp/


• コンテンツの種類ごとにしか参照できない
• 「この国での活動」のような、コンテンツの種類をまたいで活動を一覧できない
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• Linked Open Data の略
• 「リンクで情報をつながる・つなげる」
• ４つの原則がある

1. 事物の名前としてURI*を用いること
2. これらの名前を参照できるように、HTTP URIを用い
ること

3. URIを参照したときに、RDF*やSPARQL*のような標
準技術を用いて、有用な情報を提供できるようにす
ること

4. さらに多くの事物を発見できるように、他のURIへの
リンクを含むこと

参考：LODとは

Berners-Lee, Tim. "Linked Data". Design Issues. 2009/06/18

http://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/meta/glossary.html#URI
http://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/meta/glossary.html#RDF_Schema
http://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/meta/glossary.html#SPARQL
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html


• 目録データは「共通の語彙」（項目名）で資料の
情報を記述
– LODとの親和性が高い
– あとはリンクにすればいい

• 国立国会図書館や英国、ドイツ、フランスなど各
国の図書館で目録データにLODを適用

• 典拠データもLODとして利用できる
– 国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス
（Web NDL Authorities）

– バーチャル国際典拠ファイル
（Virtual International Authority File、VIAF）

参考：LODと図書館



• 各ページ（ノード）のタグ付け、分類に用いる
– 同じボキャブラリ内で階層構造を持てる
– 他のボキャブラリの異なるタームの内容を参照できる

• 国際農研では、国名、組織名などで利用
• 図書館員的には「件名」として利用できる

Drupalの機能解説：タクソノミー

ボキャブラ
リ

ターム1

ターム2

国名

日本

タイ

カンボジア

部署名

企画連携部

総務部



1. モジュール Web Taxonomy と
Web Taxonomy plugin for DBpedia を改修
– 外部リソースのAPIを利用して、キーワードに対応したデータを
取得、CMSに格納する

2. DBpediaから
http://ja.dbpedia.org/data/[キーワード].json
として情報を取得、以下を専用のタクソノミーに保存
– リソースのURI

– rdfs:label

– dbo:abstract

3. このタクソノミーのタームを
既存のタクソノミーから参照する

– タクソノミー間の参照関係により、既存のタクソノミーから
Dbpedia上のリソースのURIなどが利用できる

実装したシステム



取得した情報の例

DBpedia タクソノミー
項目名

内容

URI Web Term ID http://dbpedia.org/resource/Thailand

rdfs:label 名前 Thailand (en)

タイ王国 (ja)

dbo:abstract 説明 タイ王国（タイおうこく、タイ語: ราชอาณาจกัรไทย Ratcha Anachak Thai [râːt.tɕʰā

ʔāːnāːtɕàk tʰāj]）、通称タイ（タイ語: ประเทศไทย Prathet Thai [pràtʰêːt tʰaj] ））

は、東南アジアに位置する立憲君主制国家。東南アジア諸国連合
（ASEAN）加盟国、通貨はバーツ、人口6,718万人、首都はバンコク。国土
は、インドシナ半島中央部とマレー半島北部を占める。南はマレーシア、東
はカンボジア、北はラオス、西はミャンマーと国境を接する。マレー半島北
部の西はアンダマン海、東はタイランド湾に面する。 2014年にプラユット将
軍率いる国軍が軍事クーデターを起こし、憲法と議会を廃止し実権を掌握
して以来、軍事独裁政権が継続している。 2016年10月13日、プーミポン・
アドゥンラヤデート(プミポン)国王が崩御。枢密院議長であるプレーム・ティ
ンスーラーノンが摂政に即位した。 (ja)
Thailand (/ˈtaɪlænd/ TY-land or /ˈtaɪlənd/ TY-lənd; Thai: ประเทศไทย, rtgs: 

Prathet Thai, pronounced [pra.tʰêːt tʰaj] ), officially the Kingdom of 
Thailand (Thai: ราชอาณาจกัรไทย, rtgs: Ratcha-anachak Thai 

[râːt.tɕ͡ʰa.ʔaː.naː.tɕ͡àk tʰaj] ), formerly known as Siam (Thai: สยาม, rtgs: 

Sayam [sa.jǎːm]), is a country at the centre of the Indochinese 

peninsula in Southeast Asia. With a total area of approximately 

513,000 km2 (198,000 sq mi), Thailand is the world's 51st-largest 

country. It is the 20th-most-populous country in the world, with around 

66 million people. The capital and largest city is Bangkok. (en)



他のボキャブラリからDBpedia由来の
ボキャブラリを参照するよう設定

国名

タイ

DBpedia

タイ王国

「国名」ボキャブラリの「タイ」からDBpediaの「タイ王国」を参照
この設定により、 「国名」ボキャブラリからDBpediaの内容を参照できる



• 参照したいタームの「Webタクソノミーdbpedia」に国名
を入力するとDBpediaの該当の語が表示される
– 検索はDBpedia Lookup APIを利用

– 表示はrdfs:labelのうち日本語（@ja）を優先

• 適切な語を選択してタームを保存すると、リンク先の
DBpediaのラベルなどが新規のタームとして自動保存
される

利用方法

「Panamá」での検索の例



• 以下のように実装した
1. 入力されたキーワードを元に

DBpedia Lookup API で検索
2. 返ってきた結果（最大5件）の

日本語のrdfs:labelを優先して候補として表示
3. 選択したキーワードをもとに

ja.dbpedia.org/data/[word].json
からデータを取得、新規のタームを作成

4. 「曖昧回避」によりリダイレクトされている語は
WikiPageRedirectプロパティからたどる

• SPARQLの利用も検討
– 今回は国名などURIにある語をピンポイントに検索するた
め、 DBpedia Lookup APIを利用

実装の詳細



Webでの表示例

ターム「タイ王国」の内容
（DBpediaのURIとrdfs:comment）

ターム「タイ」を持つノードの一覧

https://www.jircas.go.jp/ja/country/thailand



JSON-LDでの出力例

"@id": "https://www.jircas.go.jp/node/20182#entity", 

"@type": "schema:TravelAction", 

"dc:identifier": "H30-0107",

"dc:title": "環境保全型作物栽培技術実証試験調査",

"schema:datePublished": "2018-08-09",

"schema:location": [ 

{

"@id": "https://www.jircas.go.jp/taxsonomy/term/2173#entity",

"@type": "schema:Country",

"rdfs:seeAlso": "http://dbpedia.org/resource/Palau",

"schema:name": [

{ "@value": "パラオ","@language": "ja"},

{ "@value": "Palau", "@language": "en"}]        }      ],

ターム「パラオ」の内容
（DBpediaのURIとrdfs:comment）

https://www.jircas.go.jp/ja/opendata から取得できる

出張報告書の出力例

https://www.jircas.go.jp/ja/opendata


• 他のリソースを参照することでWebサイト内での表記の統一など
に生かす

• 例えば「国名」
– 国際農研では外務省での一般呼称を優先して使用

• 例外や表記揺れがある

– JIS X 0304やWikipediaと異なる場合がある
– 他のシステムでも共通に使用しているので
変更しにくい

すでに利用されている語彙と
他のリソースの関係

英語正式名(JIS X 0304) 出張報告書の記載 JIS X 0304 Wikipedia

the People's Republic of Ba

ngladesh

バングラデシュ バングラデシュ人民
共和国

バングラデシュ

the Kingdom of Thailand タイ タイ王国 タイ王国

the United Kingdom of

Great Britain and Northern 

Ireland

イギリス グレートブリテン・北
アイルランド連合王
国（英国）

イギリス



• 例：rdfs:labelをタイトル（ラベル）に、dbo:abstractを
概要に格納

• WikiPageRedirectを参照して取得先を変更

概念関係を利用してデータを処理できる

• 取得したリソースのURIを活用する

自分もLODとしてデータを構築できる

LODとなっているリソースを参照する
メリット



• 国名、人名など統制語が存在するリソースを利用して自組織の情報の
精度を向上

• 図書館の分野では典拠データが利用できるのでは

外部リソースとリンクや参照が可能な情報を利用して
Webサイトの情報を豊富にできる

• 外部のリソースを参照できる環境を整える

• 外部のリソースの参照先をデータとして持てる

外部リソースを参照する／させることで、
自組織のWebサイトで網羅的な情報の整備の必要がなくなる

応用可能性



• Global Biodiversity Information Facility
地球規模生物多様性情報機構

• 世界の生物多様性情報を共有し、誰でも自由に
閲覧できる仕組みとして以下を実施
– 研究や政策決定などの目的に使用する生物多様性
情報基盤の整備

– 生物多様性情報の集積と提供
– 情報集積・解析ツールの開発
– 生物多様性情報に関わる活動の支援と能力開発

• API経由で種(species)や分布記録(occurrence)
などが取得できる

GBIF



ラオスの焼畑二次林に出現する樹木データベース

• ラオス中部のビエンチャン県焼畑二次林で収集した約300資料
から作成したさく葉標本画像データベース

西アフリカのサバンナ低湿地帯の雑草データベース

• ガーナ北部のサバンナ低湿地で採取した自生雑草の画像データ
ベース

同じような項目のある２つのデータベース
を統合検索する

• 作成時期が異なるため、統合検索や連携は考慮されていない
• この２つのデータベースのいずれにも「Family」の情報がある
• 同じFamilyのものをリンクできないか



雑草

Capparidaceae

２つのデータベースを
GBIF経由で結びつける

樹木

Capparidaceae

GBIF

Species

Capparidaceae



• 以下のようにモジュールを実装した
1. DBpedia Pluginを応用

2. 入力されたキーワードを元に
GBIF API で検索
api.gbif.org/v1/species/match?name=｛word｝

3. 返ってきた結果の scientificName を
候補に表示

4. 選択したデータのID（usageKey）を使用して
api.gbif.org/v1/species/{usageKey}
からデータを取得、新規のタームを作成する

実装の詳細



{

"usageKey":2398,
"scientificName":"Anacardiaceae",
"canonicalName":"Anacardiaceae",
"rank":"FAMILY",
"status":"ACCEPTED",
"confidence":96,
"matchType":"EXACT",
"kingdom":"Plantae",
"phylum":"Tracheophyta",
"order":"Sapindales",
"family":"Anacardiaceae",
"kingdomKey":6,
"phylumKey":7707728,
"classKey":220,
"orderKey":933,
"familyKey":2398,
"synonym":false,
"class":"Magnoliopsida“
}

GBIF APIで取得できる情報

{"key":2398,
"nubKey":2398,
"nameKey":604147,
"taxonID":"gbif:2398",
"sourceTaxonKey":145729929,
"kingdom":"Plantae",
"phylum":"Tracheophyta",
"order":"Sapindales",
"family":"Anacardiaceae",
"kingdomKey":6,
"phylumKey":7707728,
"classKey":220,
"orderKey":933,
"familyKey":2398,
"datasetKey":"d7dddbf4-2cf0-4f39-9b2a-bb099caae36c",
"constituentKey":"7ddf754f-d193-4cc9-b351-99906754a03b",
"parentKey":933,
"parent":"Sapindales",
"scientificName":"Anacardiaceae",
"canonicalName":"Anacardiaceae",
"authorship":"",
"nameType":"SCIENTIFIC",
"rank":"FAMILY",
"origin":"SOURCE",
"taxonomicStatus":"ACCEPTED",
"nomenclaturalStatus":[],
"remarks":"",
"publishedIn":"in J. H. Tuckey,
Narr. Exped. Zaire: 431. 5 Mar",

"numDescendants":2085,
"lastCrawled":"2018-06-20T14:41:51.801+0000",
"lastInterpreted":"2018-06-20T14:30:58.553+0000",
"issues":[],
"synonym":false,
"class":"Magnoliopsida"}

api.gbif.org/v1/species/match?name=｛word｝ api.gbif.org/v1/species/{usageKey}



• 現在は
Scientific Name,

URI,

Published in

を取り込んで使用

表示の例

GBIFからAPIで取得した情報



元のデータベースの
価値を高める

• 種名の微細な表記揺れ、
誤りを修正

• 外部のリソースとリンクす
ることで利便性を向上

研究所の資産として
活用する

• これまではそれぞれのデー
タベースを縦割りで公開

• 相互にリンクすることでより
価値を高める

• 異なる研究課題、予算で得
られた研究成果を研究所
全体の資産として活用でき
る可能性

できたこと



将来構想

Capparidaceae

樹木データベース

雑草データベース

Family Index

GBIF

• 統一されたFamily Indexから各データベースへリンク
• GBIFによる情報へリンク



• 自機関のWebサイトの情報を豊かにできる

• 統制語彙として利用することで、精度を向上

APIを介して外部のリソースとリンクする

• 概念関係をもとに機械処理が可能

LODになっているリソースを利用

• LODなど、より高度な情報と再構築、提供が可能

豊かになった情報を再度提供

まとめ



• モジュール Web Taxonomy と
Web Taxonomy plugin for DBpedia の
改修と実装は、
ユニット・ネット 代表老沼隆史様
に行っていただきました。感謝申し上げます。

• その他、本発表の機能構築については、株式
会社メタ・インフォの井村邦博様、井ノ上靖様
のご協力とご指導を頂きました。感謝申し上げ
ます。
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