
「ししょまろはん」の取り組み
図書館司書がつくるオープンデータ
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京都府立図書館 是住 久美子
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京都府⽴図書館について
1873(M6)年

「集書院」開設。
全国初の公⽴の公開図書閲覧施設

1898(M31)年
京都御苑内に「京都府⽴図書館」を
開設

1909(M42)年
岡崎の地に開館 武⽥五⼀設計

2001(H13)年
新館開館

蔵書冊数 約117万冊
⼊館者数 1⽇平均約1000⼈

科学系ワークショップ開催
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自己紹介

・「ししょまろはん」は、京都府⽴図書館で働く図書館司書
の職場内学習グループです。
メンバー16名。

・2013年6⽉グループ結成、活動開始
京都府の⾃⼰学習活動⽀援事業を利⽤

・ホームページ
ししょまろはんラボ
http://libmaro.kyoto.jp

・twitter
@shisyomaro_han
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こんなことをやってきました

オープンデータを作って公開

京都まち歩きオープンデータソン
に協⼒

Wikipedia Town
Open Street Map
マッピングパーティ
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メディアで取り上げられた
2/25
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3/28

10/11
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オープンデータって？

機械判読に適したデータ形式で、 ⼆次利⽤が可能
な利⽤ルールで公開されたデータ

Linked-RDF

RDF

XML/CSV

EXCEL

http://5stardata.info

PDF

誰でも⾃由に利⽤できる。
加⼯できる。

再配布できる。
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クリエイティブコモンズライセンス

「この利⽤条件を守れば⾃由に使っても良いですよ」と
いう意思表⽰を世界標準のフォーマットで⽰す取り組み

クリエイティブ
コモンズライセンス

（全6種類）

表⽰ー継承︓クレジットを表⽰し、かつ改変した場合には元の作品と
同じCCライセンスで公開する

表⽰︓作品のクレジットを表⽰する

パブリックドメイン︓保護期間終了、すべての権利を放棄

オープン
ライセンス
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オープンデータ 政府の動き

2012年7⽉ 電⼦⾏政オープンデータ戦略の策定
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オープンデータ 政府の動き

2012年7⽉ オープンデータ流通推進コンソーシアム設⽴

2013年6⽉ 世界最先端IT国家創造宣⾔
「⽬指すべき社会・姿に向けた取組」に「公共データ
の⺠間開放（オープンデータ）の推進」が盛り込まれる

2013年6⽉ 電⼦⾏政オープンデータ推進のためのロードマップ策定
概ね3年程度の⼯程表が提⽰され、今後の国内における
オープンデータに関する取組の道筋が⽰された

2013年6⽉ G8サミットにおける「G8オープンデータ憲章」の合意

2013年12⽉ データカタログサイト試⾏版「DATA.GO.JP」開設
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GLOBAL OPEN DATA INDEX | Open Knowledge

オープンデータ 世界ランキング
2013年は27位
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オープンデータ 自治体の動き

近畿は？

⼤阪府⼤阪市
⼤阪府⼤阪市都島区
兵庫県
兵庫県川⻄市
兵庫県神⼾市
奈良県奈良市
奈良県葛城市
滋賀県⼤津市
滋賀県⻑浜市
（2015.1.19現在）
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Open GLAM

G:Gallery
L:Library
A:Archive
M:Museum

⽂化機関が持つ情報資源を
オープン化する動き

2013年OpenGLAM JAPAN設⽴

Europeana︓欧州全域の図書館や博物館、美術館等の2000以
上の⽂化施設が持つ所蔵物2,500万件の様々なデータを⼀括検索でき
るポータルサイト。メタデータは可能な限りCC0、デジタルアーカイ
ブ中、著作権が切れていて⾃由に利⽤可能である作品に対しては、パ
ブリックドメインであることを明⽰するマークを付与
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Open GLAM

NII(国⽴情報学研究所）
総合⽬録データベース（ NACSIS-CAT ）のデータ公開
CC-BYで書誌情報・所蔵情報・著者名典拠情報・統⼀書名典拠情報・
参加機関情報 ※参照MARC情報を除く

国⽴国会図書館
書誌データ（国⽴国会図書館サーチ）
典拠データ（国⽴国会図書館典拠データ検索・提供サービス︓Web NDL 

Authorities）
震災関連データ（国⽴国会図書館東⽇本⼤震災アーカイブ（ひなぎく））
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Open GLAM
祝︕京都府⽴総合資料館

Library of the Year 2014 受賞

府立総合資料館では、所蔵資料のデジタルアーカ
イブの構築を積極的に進めており、そのなかでも
今年3月に公開した「東寺百合文書WEB」は、世界
中の誰もが自由に利用できる…と明示して提供し
てきたその姿勢が、今後の博物館、文書館、図書
館の指針となっている、高く評価されたもの。
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ししょまろはんとオープンデータ

・2013年4⽉ オープンデータ京都勉強会参加

・2013年6⽉ ししょまろはん結成
京都が出てくる⽂学作品、マンガ、ライトノベルな
どのデータを集めてWebで公開したい。
（京都市東⼭図書館の「東⼭区関連⽂学図書リス

ト」の影響）
→オープンデータとして公開してみよう︕

・2014年1⽉ 髙橋徹さんを講師に勉強会を開催
→オープンデータ京都実践会に参加

インターナショナルオープンデータデイ（京都）
に協⼒

・2014年2⽉ LinkData.orgのサイトで「京都が出てくる本のデー
タ」公開
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京都が出てくる小説やマンガ・ライトノベル等の
データを集めてオープンデータとして公開。

書誌情報（本に関する情報）に加え、作品に出て

くる京都の位置データ（緯度・経度）に加え、おス
スメ度や内容紹介付き。

京都が出てくる本のデータ

1作品につき1か所、
京都のスポットを登録
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京都が出てくる本のデータ

⼩説
45タイトル

『古都』
川端康成
集英社

『山椒大夫・高瀬舟』
森鴎外
集英社

『鴨川ホルモー』
万城目学
角川書店

『初恋料理教室』
藤野恵美
ポプラ社

『檸檬・冬の日』
梶井基次郎
岩波書店
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京都が出てくる本のデータ

ライトノベル
6タイトル

マンガ
55タイトル

『珈琲店タレーラン
の事件簿』
岡崎琢磨
宝島社

『少年舞妓・千代菊がゆく！
花見小路におこしやす 』

奈波はるか
集英社コバルト文庫

『美味しんぼ 32 』
作／雁屋哲 画／花咲アキラ

小学館

『からくさ図書館来客簿
～冥官・小野篁と優しい道なしたち～』

仲町六絵・株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
アスキー・メディアワークス

メディアワークス文庫

『いなり、こんこん、
恋いろは。 1』
よしだもろへ
角川書店

『ちはやふる 20』
末次由紀
講談社
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京都が出てくる本のデータ

『Dの複合』
松本清張
新潮社

『人形館の殺人』
綾辻行人
講談社

『QED六歌仙の暗号』
高田崇史
講談社

『京都・十二単殺人事件』
山村美紗
光文社

『財テク婦人殺人事件』
山村美紗
光文社

『京の都大路殺人事件』
山村美紗
光文社

ミステリー
84タイトル

うち
山村美紗作品
78タイトル
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京都が出てくる本のデータ

他にも
時代・歴史小説 11
エッセイ 3
ノンフィクション １
児童書 1

全レコード件数205件（H27.2.2現在）

今後も増やし
ていきます
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京都が出てくる本のデータ書誌情報

ししょまろはん作成の
データ

Web NDL 
Authoritiesの著者

名の典拠URI
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京都が出てくる本のデータ

Googleスプレッドシートで共同編集しているデータを

LinkDataのサイトでRDF形式に変換してクリエ

イティブ・コモンズライセンスCC-BYで公開。

「ししょまろはん」のクレジット表示
で自由に使ってください！

http://linkdata.org/work/rdf1s1294i
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京都が出てくる本のデータ

スマホ用アプリ
「ご当地なび」
のコンテンツに
なった！

地図上のア
イコンやリ
ストから作
品を選ぶ

「ご当地なび」（無料アプリ）
総ダウンロード数：約10万回



26

京都が出てくる本のデータ
Googleストリート
ビューとデータの

内容が表⽰
作品の舞台ま
で経路案内
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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～

レファレンスサービス

図書館に来る人の調べもののお手伝い

レファレンス協同データベース：国立国会図書館が運営する、

全国の図書館等のレファレンス事例を蓄積したデータベース

http://crd.ndl.go.jp/reference
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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～

レファレンス協同データ

ベースから京都に関す

るレファレンス事例をピッ
クアップ。

レファ協

京都

レファ協質問文の引用、レファ協事例ページへのURL、
提供館名＋位置情報（緯度・経度・建物等名称）などを
付与

※レファ協のデータ
はオープンデータで

はありません。
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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～

レファ協の情報

ししょまろはん作
成のデータ

DBPediaのURI
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Googleスプレッドシートで共同編集しているデータを

LinkDataのサイトでRDF形式に変換して公開。

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～

「ししょまろはん」のクレジット表示
で自由に使ってください！

現在184件
登録︕

どんどん増
やします

http://linkdata.org/work/rdf1s1534i
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Googleスプレッドシートで共同編集しているデータを

LinkDataのサイトでRDF形式に変換して公開。

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～

「ししょまろはん」のクレジット表示
で自由に使ってください！

現在184件
登録︕

どんどん増
やします

http://linkdata.org/work/rdf1s1534i
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京都まち歩き
オープンデータソンへの協力

京都まち歩きオープンデータソンでは、
まちの情報を編集する
「Wikipediaタウン」
とまちの地図を作る
「OpenStreetMap(OSM)マッピング
パーティー」）
を⾏います

まち歩きオープンデータソンとは、
歴史や観光スポットをまち歩きして、
得た情報をみんなでオープンデータに
するイベント

昨年は主に京都府⽴図書館を会場に、
周辺の岡崎地域をまち歩き
（全６回実施）
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京都まち歩き
オープンデータソンへの協力

ししょまろはんは、Wikipediaの編集に
役⽴つような

・地域情報の調べ⽅、図書館の使い⽅
著作権についてのレクチャー

・関連資料の提供、レファレンス

で協⼒しています。 次回は
2⽉21⽇（⼟）
開催予定です︕→Wikipedia

「琵琶湖疏⽔記念館」
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京都まち歩き
オープンデータソンへの協力
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京都まち歩き
オープンデータソンへの協力
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オープンデータイベントのお誘い

関⻄オープンデータEXPOʼ15
https://www.facebook.com/events/768995263177146
2015年2⽉11⽇（⽔・祝）11:00〜18:00
⼤阪イノベーションハブ ⼊場無料・事前申込不要

インターナショナルオープンデータデイ
京都会場
まち歩きオープンデータソンを開催︕
2015年2⽉21⽇（⼟）10:00〜17:00
くろ⾕ 永運院
詳細は近々（ししょまろはんHPでもお知
らせします）



ご清聴ありがとうございました


