
LODチャレンジ2021

LOD(Linked Open Data)
の技術普及の促進を目指
したオープンデータの
コンテスト

https://lodc.jp/

応募期間
2021/8/16～12/15

締切を延長しました

https://lodc.jp/
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(50音順)
データ提供／基盤提供パートナー



応募部門
データ作成部門
・新規に作成したデータ
・既存のデータを加工したデータ

（旧：データセット部門）

データ活用部門
・LODを利用したアプリケーションやサービス、

またはそのアイディア
・データを利用するための基盤的なツールや

フレームワーク
（旧：アイディア部門、アプリケーション部門、

データ分析・可視化部門、基盤技術部門）

「データを
つくってみる」

「データを
つかってみる」

ジャンルやテーマは自由！ 他のコンテストと
の重複応募も可

NEW!



【最優秀賞】
部門を横断して全応募作品の中で特に優れた作品

【部門賞】
各部門で優れた作品

【テーマ賞】
特定のテーマについて優れた作品を審査委員会
にて取り上げます

【学生奨励賞】
大学・高専・高校・中学等の学生や生徒の方が
応募された作品のうち、特に優れたものを表彰
いたします。

表彰予定賞



LODチャレンジ2021では、さまざまな「つながり」
が新しい価値を創造するような作品を推奨しています。
• 国内外のオープンデータを活用した作品
• これまでのLODチャレンジに応募された作品を活用する
• これまでのLODチャレンジに応募されたデータセットを
活用した作品
→アイデア，ビジュアライズ，アプリケーション

• これまでのLODチャレンジに応募されたアイディアを実
現したアプリケーション

• これまでのアプリケーションをより魅力的に……

作品応募のヒント



皆さんの作品をお待ちしています

応募締切
12/15

https://lodc.jp/

https://lodc.jp/


LODチャレンジ作品
温故知新

⼤向 ⼀輝



推し作品
•⼤河配役LOD（2015）
• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s1469i

•実際のデータ
• http://lodcu6.isc.chubu.ac.jp/SparqlEPCU/project.jsp?projectID=tai

ga
•ポイント
• 好きなものをデータにする
• 2つの世界をつなぐ

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s1469i
http://lodcu6.isc.chubu.ac.jp/SparqlEPCU/project.jsp?projectID=taiga


好きなものをデータにする
• Sakepedia 〜⽇本酒を飲んで、オープンデータをつくろう〜（2016）

• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2029i
• 声優LOD（2016）

• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2433i
• ⼩倉百⼈⼀⾸LOD（2017）

• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2398i
• 共通語彙基盤ラーメンデータセット in Kyoto（2017）

• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2320i
• ＯＷＬ de ラーメンオントロジー（2018）

• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2575i
• im@sparql（2018）

• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2389i

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2029i
http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2433i
http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2398i
http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2320i
http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2575i
http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2389i


好きなものをデータにする
•バーチャルYouTuberLOD（2018）
• http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2736i

•温泉宿・適応症LOD（2019）
• http://mdlab.slis.tsukuba.ac.jp/lodc2019/onsen/

•リズムゲームLODの活⽤（2019）
• https://linkingopendata.com/musicgame/

•バーチャルシンガーによる楽曲LOD（2020）
• https://linkingopendata.com/virtualsinger/

•夢と魔法のオープンデータ（2019）
• http://linkdata.org/work/rdf1s8120i

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2736i
http://mdlab.slis.tsukuba.ac.jp/lodc2019/onsen/
https://linkingopendata.com/musicgame/
https://linkingopendata.com/virtualsinger/
http://linkdata.org/work/rdf1s8120i


im@sparql
rdflint
作品紹介

LODチャレンジ実行委員
渡邊
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im@sparql
2018年度 データセット部門 優秀賞
応募者：crssnky さん

https://sparql.crssnky.xyz/imas/ https://imas.github.io/rdflint/

rdflint
2019年度 基盤技術部門 優秀賞
応募者：三上 威 さん
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https://sparql.crssnky.xyz/imas/
https://imas.github.io/rdflint/


im@sparql: 概要

ファンによって作成されたアイドルマスター※シリーズのLOD

あるキャラクター
https://sparql.crssnky.xyz
/imasrdf/RDFs/detail/Kisa
ragi_Chihaya
のデータ(一部)

retrieved 2021-10-24
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※https://idolmaster-official.jp/

https://sparql.crssnky.xyz/imasrdf/RDFs/detail/Kisaragi_Chihaya
https://sparql.crssnky.xyz/imasrdf/RDFs/detail/Kisaragi_Chihaya
https://sparql.crssnky.xyz/imasrdf/RDFs/detail/Kisaragi_Chihaya
https://idolmaster-official.jp/


im@sparql: データがすごい

サンプルクエリ(一部抜粋)
● 背の順でアイドル名を取得
● ユニット名とメンバーの取得
● ユニットの平均身長を降順
● 佐久間まゆと同じ利き手(両利き)のアイドルの名前の取得
● ライブで5回以上歌われた楽曲を数が多い順に並べる
● シンデレラガールズアイドルごとの総選挙での全獲得票数
● アイドルの体表面積を3つの計算方法で取得し、デュポア式で並び替え
● CVのDBpedia JapaneseでのURIを取得
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im@sparql: データがすごい

● トリプル数：115,520
● クラス種数：23(うち独自語彙15)
● プロパティ種数：92(うち独自語彙37)

5

retrieved 2021-10-24



クラス インスタンス数

schema:MusicAlbum 1

http://schema.org/MusicComposition 3

http://schema.org/MusicRecording 8

schema:MusicRelease 1

rdf:Property 38

rdfs:Class 19

owl:Ontology 1

imas:CallName 5923

imas:CinderellaRankingResult 480

imas:CinderellaVoiceIdolAudition 6

imas:Clothes 1254

imas:Communication 219

imas:Event 58

imas:Facility 9

imas:Idol 335

imas:Idol_1st 13

imas:Introduction 366

imas:Live 211

imas:Production 7

imas:ScriptText 4979

imas:SetlistNumber 1452

imas:Staff 17

imas:Unit 1520 6

retrieved 2021-10-24



プロパティ (1/4) トリプル数

dcterms:creator 1

dcterms:issued 1

schema:actor 5904

schema:albumReleaseType 1

schema:alternateName 142

schema:birthDate 353

schema:birthPlace 335

schema:byArtist 15

schema:catalogNumber 1

schema:composer 3

schema:copyrightHolder 1

schema:datePublished 9

schema:description 1624

schema:duration 9

schema:endDate 214

schema:eventAttendanceMode 14

schema:eventStatus 197

schema:familyName 699

schema:gender 364

schema:givenName 710

schema:height 351

schema:image 1

schema:isrcCode 8

プロパティ (2/4) トリプル数

schema:location 236

schema:lyricist 3

schema:member 4963

schema:memberOf 4624

schema:musicCompositionForm 3

schema:MusicRelease 1

schema:musicReleaseFormat 1

schema:name 5627

schema:numTracks 1

schema:owns 5850

schema:participant 784

schema:performer 13

schema:position 16

schema:recordedAs 7

schema:recordingOf 7

schema:releaseDate 366

schema:releaseOf 1

schema:sibling 26

schema:startDate 214

schema:text 4979

schema:title 219

schema:track 8

schema:url 36
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retrieved 2021-10-24



プロパティ (3/4) トリプル数

schema:weight 351

schema:workLocation 11

rdf:type 16920

rdfs:comment 57

rdfs:label 4952

rdfs:subClassOf 10

foaf:age 352

foaf:homepage 1

foaf:name 1

imas:alternateNameKana 5

imas:Attribute 52

imas:BloodType 351

imas:Brand 364

imas:Bust 298

imas:Called 6220

imas:Category 46

imas:Color 244

imas:Constellation 353

imas:cv 751

imas:Destination 7743

imas:Division 52

imas:familyNameKana 349

imas:Favorite 64

プロパティ (4/4) トリプル数

imas:givenNameKana 354

imas:Handedness 325

imas:Hip 298

imas:Hobby 497

imas:IdolListURL 333

imas:nameKana 405

imas:NumPerformance 176

imas:NumPerformanceEncore 35

imas:pastCv 3

imas:Performance 1458

imas:PopLinksAttribute 488

imas:SchoolGrade 112

imas:Script 4979

imas:ScriptNumber 4979

imas:ShoeSize 47

imas:Source 9450

imas:SpeakerLabel 4979

imas:Talent 161

imas:TuneNumber 1452

imas:Type 210

imas:VoteNumber 142

imas:Waist 298

imas:Whose 5850
8

retrieved 2021-10-24



im@sparql: 継続性がすごい

リポジトリへのコミット状況

9

retrieved 2021-10-24



rdflint: 概要(im@sparqlのコミュニティがすごい)

RDF(turtle)のチェックツール

githubで管理されるim@sparql

のデータ作成を簡便にする

様々な機能が追加され

ツールとしても完成度高
LODチャレンジ2019授賞式発表スライド  (C)Takeshi Mikami.
https://2019.lodc.jp/archives/2019/img_awardCeremony/07_rdflint.pdf
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https://2019.lodc.jp/archives/2019/img_awardCeremony/07_rdflint.pdf


rdflint: 主な機能

● turtleの文法チェック

● デグレチェック
○ 比較元のttlファイルから削除されてしまったトリプルがないか検出

● SHACLによる制約チェック
○ SHACLで記述されたデータ制約(各クラスごとに許されるプロパティの制限な

ど)のチェック

● 任意のsparqlクエリでのチェック
○ 任意のチェッククエリも同時に適用してくれる
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さいごに

LODチャレンジは、どんなジャンルの作品でも大歓迎!

(応募者の愛にあふれた作品が過去にもたくさん)

ご応募お待ちしています!!!
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実行委員に聞く！
「印象に残った作品」たち
• Location Site of Japanimation

• findwc モバイルトイレナビ（鯖江版）

•鉄道地質

• Un-DBpedia

LODチャレンジ作品温故知新
＆応募相談会

2021/11/1



Location Site of Japanimation
LODチャレンジ2011
データセット部門優秀賞

【作品サイト】http://cheese-factory.net/lod.html

• アニメ, ゲーム, ライトノベルなどの舞台となっ
た自治体の情報を,DBpedia等のIDを用いてリンク
したデータセット

• 第1回LODチャレンジにおいて，趣味系の作品と
して完成度が高く衝撃を与えた．

• 作者が別途，仕事系作品でも受賞しており，
さらに驚きを与えた．そのため，当時のパネル
ディスカッションに登壇してもらうことに……

• ジャンルを限定しない，LODチャレンジらしさ
を象徴する作品という意味でも，貢献度が大き
いと思う．

作者：ほえほえ

http://cheese-factory.net/lod.html


【作品サイト】http://fukuno.jig.jp/2012/findwc

https://fukuno.jig.jp/2012/より
（応募時よりアプリの名称が
変更されている模様）

findwc モバイルトイレナビ（鯖江版）
LODチャレンジ2011 公共LOD賞 作者：福野泰介

• 同年に鯖江市が公開した「公園トイレ
情報」（このアプリと合わせ公共LOD賞
を受賞）を利用した作品．

• 政府や自治体にデータをオープンにし
てもらい，市民が役立てる (超意訳) と
いうTim Berners-Leeが提唱したLinked 
Open Dataの精神を持っている作品．

• 初回のLODチャレンジにおいて，自治体
がLODを公開し，それを利用したアプリ
が応募された......という点で，強く印象
に残っている．

• 鯖江市がオープンデータ先進自治体と
なる第一歩となった作品といえるので
は！？

http://fukuno.jig.jp/2012/findwc
https://fukuno.jig.jp/2012/


• 地質情報が鉄道路線に沿って
綺麗に表示され，旅先や普段
の鉄道移動に新しい発見を与
えてくれるアプリ．

• LODチャレンジでは隠れた人
気ジャンルの鉄道．

• シンプルながらアプリの面白
さが際立っている．タモリ倶
楽部に出てもおかしくない．

• デザイン面だけでなくデータ
の可視化も良く考えられてお
り，アプリとしての完成度の
高さとオープンデータの組み
合わせの巧みさなどを高く評
価された．

作品紹介ページ http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2735i

【作品サイト】https://geospot.sakura.ne.jp/railway/geoview/
鉄道地質LODチャレンジ2018

最優秀賞 作者：内藤一樹

PC版の画面（地図表示付きの「鉄道地質」）

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2735i
https://geospot.sakura.ne.jp/railway/geoview/


• アンサイクロペディアを利
用した汎用オントロジー

• Uncyclopediaから情報を抽
出してLOD (Linked Open 
Data)として公開する非公式
プロジェクトです. 

• LODの分野で最も著名な
データセットのひとつであ
るDBpediaのパロディとい
う発想が面白い．

• ダンプデータやSPARQLエン
ドポイントも用意されてお
り、パロディながらもしっ
かり作りこまれている．

作品紹介スライド https://2019.lodc.jp/archives/2019/img_awardCeremony/16_undbpedia.pdf

【作品サイト】https://mdlab.slis.tsukuba.ac.jp/undbpedia/
Un-DBpediaLODチャレンジ2019

学生奨励賞
作者：
メタデータ研究室

https://2019.lodc.jp/archives/2019/img_awardCeremony/16_undbpedia.pdf
https://mdlab.slis.tsukuba.ac.jp/undbpedia/


ししょまろはん の

京都が出てくる本のデータ

などの勝手紹介

LODチャレンジ２０１４ データセット部門最優秀賞！

http://libmaro.kyoto.jp

http://libmaro.kyoto.jp/


http://libmaro.kyoto.jp

http://libmaro.kyoto.jp/




京都が出てくる本のデータ

LODチャレンジ２０１４ データセット部門最優秀賞！



図書館員が調べた京都のギモン
～京都レファレンスマップ～



本に出てくる京都のおいしいもの
のデータ（たべまろはん）



オープンデータのうた ｂｙ ししょまろはん

オープンデータて なんやろな
みんなが使える すてきなデータ

パソコンはんにも 読みやすう
ひとりひとりが 編集できる

誰かには 普通のデータも
ほかの誰かには どうやろ？

Webの海 放りこんでみたら
誰かが拾て 上手に磨いて
また波間を きらきら揺れるかも
ええ感じやん

これなら簡単 一つ星
目指していこかな 五つ星まで

世の中ぎょうさん 人いはる
できることみな ちごてるんやし

誰かには つかえんデータも
ほかの誰かなら どうやろ？

Webの海 放りこんでみたら
あれやらこれやら みなつながって
またちゃう色 きらきら光るかも
ええ感じやん

Webの海 放りこんでみたら
見つかり磨かれ つながってって
大海原 きんきら光るかも
ええ感じやん！

LODチャレンジ２０１6 LODプロモーション賞



オープンデータのうた

LODチャレンジ２０１6 LODプロモーション賞

LODチャレンジ２０１４ データセット部門最優秀賞！

京都が出てくる本のデータ

図書館員が調べた京都のギモン
～京都レファレンスマップ～

本に出てくる京都のおいしいもののデータ
（たべまろはん）



LODチャレンジ
作品温故知新＆応募相談会

ねじLOD
三島コロッケ電話

小池さんの作品紹介

2021/11/1
実行委員：
鈴木孝幸



ねじLOD
2013年

データセット部門

最優秀賞



2013年データセット部門最優秀賞
ねじLOD
(江上周作、清水啓康、藤井章博 )

講評より：

工業製品に関するLODというこれまでにない
作品です。データセット公開についてはLOD
のお手本のようですし、CAD図面との連携と
いった応用例も良いです。ものづくりの分
野におけるLODの可能性を示しており、今後
の展開に期待します。

https://www.slideshare.net/lodjapan/lod-japan-2013-32631008

https://www.slideshare.net/lodjapan/lod-japan-2013-32631008


2013年データセット部門最優秀賞
ねじLOD
(江上周作、清水啓康、藤井章博)



三島コロッケ電話の紹介
2016年

アクセシビリティ賞



2016年アクセシビリティ賞

三島コロッケ電話
（Code for Numazu）
審査講評より：このアプリケーションは、電話を使って名物
の三島コロッケ屋さんを案内する音声ガイダンスです。所定
の番号に電話してプッシュ番号で対話すると、ランキングや
近くの名店を案内してくれます。地図やGPS前提のアプリや研
究・開発はデジタルデバイドの危険をはらんでいます。人は
元々、音声だけで道案内できます。空間情報の活用の新たな
可能性に気づかせてくれた本作品に、アクセシビリティ賞を
送ります。

作品URL： http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2222i
利用しているオープンデータ：
http://linkdata.org/work/rdf1s3692i/Mishima_croquette.html

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2222i
http://linkdata.org/work/rdf1s3692i/Mishima_croquette.html


みしまコロッケ認定店

令和2年3月31日



小池隆さん作品群紹介 2015～2020



小池隆さんの受賞履歴

2015年

基盤技術部門優秀賞

QGISプラグイン GetLinkData

QGISプラグイン PediaLayer

2016年

基盤技術部門最優秀賞

Tweet2LinkData

2019年

データ分析・可視化部門優秀賞

月待塔オープンデータの可視化

オープンサイエンス賞

3D石造物データ



2019年データ分析・可視化部門優秀賞
月待塔オープンデータの可視化

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2859i

審査講評より：

民間信仰である特定の月齢による月待行事を記念して各地
で造立された石仏・石塔が月待塔です。参加型オープン
データの収集・公開基盤である2016年基盤技術部門・最優
秀賞「Tweet2LinkData」を用いて、月待塔に刻まれた月齢を
揃えるゲーム「月待ビンゴ」の参加者のツイートから月待
塔の写真や位置情報を収集した月待塔オープンデータを可
視化する作品です。地図上に分布をヒートマップとしての
表示や、塔の年号記述の時系列での表示などが行えます。
全国の路傍にある石仏・石塔を楽しみつつ、オープンデー
タとして収集・公開する基盤とともに可視化・分析する手
法として期待します。

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2859i


2019年データ分析・可視化部門優秀賞
月待塔オープンデータの可視化

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2859i

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2859i


月待ビンゴプロジェクト(1)

https://moon.sekibutsu.info/

https://moon.sekibutsu.info/


月待ビンゴプロジェクト(2)

2021/10/31



2016年基盤技術部門最優秀賞

Tweet2LinkData

審査講評より

SNSを利用することで、誰でも簡単にオープン
データの作成に参加できるという汎用性の高い
仕組みであり、オープンデータの推進に大きく
寄与する作品です。既に本作品を利用して貴重
なオープンデータが公開されている点も高く評
価いたしました。今後本作品が様々な分野にお
いて利用され、多くの人が楽しみながらオープ
ンデータに参加することが期待できます。

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2075i

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2075i


2016年基盤技術部門最優秀賞

Tweet2LinkData



2021年の小池隆さんの作品？

2015年

基盤技術部門優秀賞

QGISプラグイン GetLinkData

QGISプラグイン PediaLayer

2016年

基盤技術部門最優秀賞

Tweet2LinkData

2019年

データ分析・可視化部門優秀賞

月待塔オープンデータの可視化

オープンサイエンス賞

3D石造物データ

2021年？



2019年オープンサイエンス賞
3D石造物データ

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2858i

http://idea.linkdata.org/idea/idea1s2858i


LODチャレンジ2021

作品温故知新＆応募相談会

LODチャレンジ応募に「使える」作品たち



LODチャレンジ応募に「使える」作品たち

オープンデータ活用プラットフォーム

Linkdata.org
http://linkdata.org/

LODチャレンジ2021

アプリケーション部門最優秀賞

応募当時の作品

「LinkData.jp」が発展！

オープンデータを公開できる！

Excelでオープンデータをつくれる

ExcelからRDFへ展開



Linked Dataの公開手法

LOD Smart Index
https://www.mirko.jp/LODSI/

LODチャレンジ2017

基盤技術部門最優秀賞 授賞

LODチャレンジ2018の作品

「かんたん設定ダウンロード

フォーム」をつかうとさらに便利

Linkdata.org等で制作した

RDFと組み合わせて使うと

すぐに公開できる！

LODチャレンジ応募に「使える」作品たち



鉄道駅オープンデータ提供

鉄道駅LOD
https://uedayou.net/jrslod/

LODチャレンジ2020

データセット部門優秀賞 授賞

日本の鉄道に関するオープンデータ

をRDFとして提供するLODサイト

駅に関連するデータを

つなげることができる

リンクして使おう！

LODチャレンジ応募に「使える」作品たち



日本地名の URI 基盤

GeoNames.jp
http://geonames.jp/

LODチャレンジ2014

基盤技術部門最優秀賞 授賞

日本語の地名を元にした

一意なURIのLOD基盤

地名（住所）に関連するデータ

をつなげることができる

リンクして使おう！

LODチャレンジ応募に「使える」作品たち
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