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Abstract: Most of manufacturing Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Japan face the change of 

industrial environments and it forces them to find new business-partners to survive against the alterations of business 

structure. Aiming the support of SMEs, diverse activities are operated by non-profit organizations. Whereas such 

activities are producing and accumulating plenty of useful raw information, it has been more difficult to reuse such 

information effectively in more volume of activity reports. To solve this problem, we proposed to use the Linked Data, 

attempted to make the model of SMEs business consulting, and retrieved 3,933 triples of the useful facts that are 

obtained from 50 consulting reports. In this paper, we describe the process and the results of building Linked Data for 

SMEs business consulting.  

 

1 はじめに 

日本では，現在国内企業数の 99.7％にあたる約 430

万社が中小企業であり，雇用の約 7 割を占めるとい

われている[1]．そして，中小企業がもつ課題のひと

つに，事業を拡大するための販路開拓，マーケティ

ング，プロモーション等のリソースが不足している

ことがあげられる． 中でも製造業においては，グロ

ーバル化等によって取引構造に変化がもたらされ，

中小製造業は自ら販路を開拓し，市場競争力のある

製品を生み出さなければならなくなっている．この

ような背景のもと，全国に存在する中小企業支援機

関において，企業が取引先を見つけるための支援活

動が行われている．その活動は大きく分けて 2 つあ

り，ひとつは商談会等取引先を広く募るオープンな

もの，もうひとつは個別に企業のニーズをヒアリン

グして，仲介者が取引先を探す等の活動を行うクロ

ーズドなものとなる．後者については，支援機関に

所属する人材がこれまでの職務経験や培った知識に

基づいて取引先の企業選定を行うことが多い．しか

し，こうした知識情報は暗黙知となっており，情報

の再活用が難しいだけでなく，製造に関する知識と

企業を選定するノウハウをもつ人材が減少しつつあ

ることが問題となっている． 

この課題に取り組むにあたって，実際に行われた

商取引の情報を整備することでアプローチできない

かと考えた．データとして用いたのは，大阪市経済

戦略局の外郭団体で中小企業支援を行う公益財団法

人大阪市都市型産業振興センターで実施されている

製造業の個別ビジネスマッチング事業1の報告書で

ある．報告書は約 4,000 社分存在し，Microsoft Word 

形式の文章データで保存されている．本研究は，文

章による商取引の記録から情報を整理して，どのよ

うな RDF モデルが作成可能かを検討し，Linked Data

を作成したケーススタディとなる． 

 

1.1 対象とする情報 

中小企業の企業情報を得る手段は，公的な支援団

体や商工会議所等が提供する冊子やWeb上で公開さ

れているデータベースといった無料で公開されてい

るもの，データバンクが有償で提供するもの，企業

の Web サイト等，数多く存在する． 

                                                           
1 https://www.sansokan.jp/mono/bcbp/ 
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しかし一方で，こうして得られる情報だけでは，

仕事を依頼したい企業を絞り込んで見つけ出すこと

は難しい．このため，前述のようなビジネスマッチ

ングを目的とした商談会や個別の取引先紹介のサー

ビスが利用される．後者については，第三者からの

評価情報を得ることが難しい中小企業において，仲

介者の見解を踏まえた信頼情報を得られることから

利用価値があるとされる． 

ビジネスマッチングを目的とした事業では，主に

2 種類の報告書を用いる．その違いを表 1 に示す． 

 

表 1 報告書の違い 

 企業訪問の報告書 商談の記録の報告書 

作成目的 ビジネスマッチング
の対象候補の企業
情報を記録する 

ビジネスマッチングの
結果を記録する 

情報の公
開性 

評価情報を除き，一
般的な公開情報に
等しい内容 

公開不可 

評価の内
容 

企業から提供された
情報に基づく，訪問
者による企業の製
品，技術力等の評
価 

商談相手の企業およ
び仲介者による取引
対象（主に製品やサ
ービス）についての関
心および評価 

取引先候
補として選
定要因と
なる情報 

・事業内容（取扱製
品） 
・取引先 

・所有設備 

・企業規模（従業員
数，資本金） 
・所在地 

・訪問者による評価 

・取引対象となった製
品やサービス 

・商談の中で注目され
た項目 

得られる情
報 

企業の基本情報，
訪問者による評価
等 

取引結果，成果情
報，取引上の課題等 

 

企業訪問の記録には，ビジネスマッチングにとっ

て必要な基本情報である企業概要（企業名，所在地，

連絡先，資本金，主要取扱商品，取引先，所有設備

情報，認定情報等）と，企業訪問をした担当者によ

る感想および企業の評価（製品力，技術力等）が記

載される．記録される情報は評価情報を除き，一般

的に公開されている企業情報とほぼ等しいため，す

でに類型化されている企業概要の項目から語彙の集

約が可能であると考える．一方，商談の記録は機密

情報にあたるため，組織の外に出ることはなく，他

組織が有する情報の確認は難しい． 

次に，報告書に記載されている項目を表 2 に示す． 

 

 

表 2 報告書の掲載内容 

項目名 内容 

仲介担当者名 仲介担当者の氏名（1～3名程度） 

報告書作成者 報告書を作成した者の氏名 

対応日時 商談の実施日 

支援企業情報 企業名，Webサイト URL，所在地，電
話番号，FAX番号，資本金，年商，従
業員，対応者氏名，対応者役職，対応
者所属部署 

マッチング先企業
情報 

企業名，Webサイト URL，所在地，電
話番号，FAX番号，資本金，年商，従
業員，対応者氏名，対応者役職，対応
者所属部署 

マッチング意図 何をマッチングするのか，対象案件に
ついて，「マッチング目的」と「マッチン
グ結果」を記載 

マッチングの成果
目標 

下記の 5つより選択したものを記載 

1. 製品の共同開発に発展する 

2. 販路開拓となる 

3. 加工技術向上となる 

4. 共同受注の可能性がある（2次下
請けを含む） 

5. その他 

支援企業の概要 組織概要，事業内容等を記載  

マッチング先企業
の概要 

組織概要，事業内容等を記載 

マッチング内容と
進捗状況 

商談内容，結果を記載 

次回マッチング活
動予定 

引き続き商談が行われるのか，終了す
るのかを記載 

マッチングを継続さ
せる上での課題 

企業が商談の中で与えられた課題，仲
介者が気づいたことを記載 

マッチングのランク
（段階を設定） 

AAA 新規開拓，新技術，新製品開
発により，市内中小企業製造者
に売り上げ計上がでた 

AA マッチングナビゲーター（仲介
者）が関与したことにより，具体
的成果（共同開発，人材紹介，
その他）がでた 

A 技術支援，調査支援（コンサル
ティング含む）等を行った．見積
り・サンプルの提出が約束さ
れ，近い将来マッチングの成果
が得られる可能性がある 

B 両社をマッチングしたが，Aと判
定する基準になかった 

各種写真 商談参加者の写真，商談場所の写真
等 
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ビジネスにおける情報価値を考えた場合，企業訪

問の記録では，(1)設備，事業内容等の「提供する商

材に関わる情報」，(2)対象企業の資本，従業員数等

の「企業規模に関する情報」，(3)取引先（納品先，

仕入先，金融機関）情報等の「信頼の判断材料とな

る情報」，(4)営業所，工場の所在地等の「地理情報」

が，取引先候補となる企業を推定するものとして活

用される．それに対して商談の記録は，企業の実績

として，製品およびサービスに関する具体的かつ客

観的な評価情報を得ることができる． 

中小製造業が取引先として選定されるにあたり，

具体的な実績および実例の情報が有用であることは，

自社の Web サイトを持つ中小製造業への Web から

の問い合わせの傾向にもみることができる．企業概

要だけでなく，得意とする分野の製品や技術の実績，

実例の情報をコンテンツとして提供し，その中に製

品や技術の特性を示すニッチな情報が含まれる場合

において，中小製造業にとってより取引可能な条件

の問い合わせを受けやすいケースも報告されている． 

以上より，Linked Data 化する情報の対象として具

体的事例である商談の記録に着目した．なお，報告

書の記載項目は，作成された年代によって若干異な

るが，報告される内容はビジネスマッチングの結果

として同義のものとなるため，ひとつの報告書のパ

ターンにあてはめてデータを作成している． 

 

2 Linked Data 化 

報告書は，次の 4 つの基本方針に基づいて Linked 

Data 化した．(1)既存語彙を極力用いる．中でも，

共通語彙基盤2を使用する．(2)商取引の情報を中心

にデータ化する．組織に関する情報，書類に関する

情報，人に関する情報等，既存の語彙で記述できる

ものは，最低限の情報のみをデータ化．(3)ビジネス

マッチングが成功する確率が高いと判断された事例

を対象とする．具体的には，近い将来マッチングの

成果が得られると判断されたランクがA以上（A, AA, 

AAA）の事例データを用いる．（※例外として，１

事例はランクＢの案件を含めた．）(4)製品や技術の

特性が商談の中で取り上げられた事例を対象とする．

製品の特性については，性質を表す代表的なキーワ

ードを複数検討し，報告書の中で出現頻度が多かっ

た「耐熱性」ということば含む事例を選択した． 

 

 

                                                           
2 http://goikiban.ipa.go.jp/node1087 

2.1 既存語彙 

文章情報を Linked Data 化するにあたり，最初にひ

とつの取引情報をもとに RDF グラフを作成した．こ

の工程で，報告書，人，企業に関する情報と製品に

関わる一部の情報は，既存語彙で記述することが可

能であることが分かった．具体的に使用した語彙に

ついて，プロパティを表 3 に，クラスを表 4 に示す． 

 

表 3 プロパティに使用した既存語彙 

語彙名 用途 使用したプロパティ 

ダブリンコア
（dcterms)語彙 

商談日 date 

事例の参照元
（報告書） 

references 

報告書の作成
者 

creator 

報告書の発行
者 

publisher 

報告書の元デ
ータ 

identifier 

考慮された特
徴の参照元 

references 

GoodRelations ブランドを有す
ることの表記 

hasBrand 

共通語彙基盤 製造者の表記 製造者 

組織オントロジー 仲介者の所属
組織 

memberOf 

 

表 4 クラスに使用した既存語彙 

語彙名 用途 使用したクラス 

ダブリンコア
（dcterms)語彙 

報告書のタイ
プ 

LicenseDocument 

FOAF 仲介者のタイ
プ 

Agent 

GoodRelations ブランド Brand 

共通語彙基盤 企業のタイプ 業務組織型 

仲介者のタイ
プ 

人型 

見積り・取引金
額のタイプ 

金額型 

個物製品のタ
イプ 

製品個品型 

製品のタイプ 製品型 

組織オントロジー 企業のタイプ Organization 
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2.2 独自語彙 

2.1 に示した既存の語彙以外は，独自の語彙を定義

した．ドメインには，実験用に取得した smebiz.jp を

用いた．設定した IRI を表 5 に示す．  

 

表 5 設定した IRI 一覧 

情報の種類 IRI 

スキーマ http://smebiz.jp/ns# 

個別のデータ 

事例情報 http://data.smebiz.jp/case/ 

事例報告書 http://data.smebiz.jp/report/ 

要望(ニーズ)情報 http://data.smebiz.jp/needs/ 

支援機関情報 http://data.smebiz.jp/supporting-

organization/ 

企業情報 http://data.smebiz.jp/company/ 

製品情報 http://data.smebiz.jp/product/ 

素材情報 http://data.smebiz.jp/material/ 

工法情報 http://data.smebiz.jp/method/ 

価格情報 http://data.smebiz.jp/price/ 

特徴 http://data.smebiz.jp/feature/ 

企業の人物情報 http://data.smebiz.jp/person/ 

ブランド http://data.smebiz.jp/brand/ 

評価情報 http://data.smebiz.jp/assessment/ 

 

IRI を分類した理由は次の 2 点となる．(1) 企業の

取引情報を扱うことを考えた場合，公開可能な企業

情報と機密情報を分ける必要性が生じることが想定

される．この点を加味し，個別の情報はすべて data

というサブドメインをもつ IRI で指定した．(2)視覚

的な分かりやすさも配慮されるべきであるというこ

と，IRI による情報検索の選択肢も残すべきであると

の考えから情報の内容ごとに IRI を分類した． 

次に，独自に定義したプロパティを表 6 に，クラ

スを表 7 に示す． 

独自に定義した語彙は，報告書の中でも取引に関

するより具体的な情報が記載される「マッチング内

容と進捗状況」の項目の文章を主に用いて作成した． 

一方，報告書に項目はあるが，記述を省略してい

るものもある．支援機関側の目標や意図に関する情

報，具体的には「マッチング意図」「マッチングの成

果目標」「次回マッチング活動予定」の項目について

は，取引のそのものとは別の文脈のものであると判

断し，語彙を定義していない． 

 

表 6 独自定義を行ったプロパティ一覧 

内容 プロパティ名 

依頼者 client 

納品 deliverable 

事例の評価 assessmentOfCase 

要望 request 

紹介先 introduce 

製造 make 

製品に用いられている素材 madeOf 

製品に用いられている工法 methodOf 

製品に用いられる技能 skillOf 

部品 partOf 

考慮された特徴 concernedFeature 

考慮された特徴への関心 interstToFeature 

考慮された特徴への評価 assessmentOfFeature 

対象 target 

仲介 intermediate 

検討されたもの concernedThings 

解決 solve 

今後の課題 futureTask 

要望の対象 target 

要望を受けた企業 requestTo 

企業が用いる工法 hasMethod 

企業が用いる技能 hasSkill 

使用している素材 using 

作用するもの workWith 

 

また，中小製造業に限らず，商取引では「コスト」

と「納期」が企業ニーズに関わる重要な情報となる

が，これらを「要望」に関する情報として記述しな

いこととした．その理由は，取引先を探す初期段階

でコストと納期が問題になるケースは，「今よりも安

く仕上げることができる技術を提案できる企業を探

している」「至急納品しなければならないので速く製

造できる企業をさがしている」等，技術提案や製造

に由来するものであるため「技術提案依頼」や「製

造依頼」等の要望の情報として分類すべきであると

判断したためである． 

技術力や製品力が評価されてもコストや納期が見

合わない場合については「今後の課題」として記述

した． 
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表 7 独自定義を行ったクラス 

メタクラス クラス 

内容 クラス名 内容 クラス名 

事例
型 

CaseType 事例個別
型 

Case 

要望
型 

RequestTy

pe 

デザイン
制作 

DesigningRequest 

加工依頼 MethodRequest 

技術提案
依頼 

MethodProposed 

共同開発 JointDevelopment 

試作依頼 TrialManufacturingRe

quest 

自社技術
支援 

ReinforcementTechnolo

gy 

製造依頼 ManufacturingRequest 

製品提案
依頼 

ProductProposed 

素材提案
依頼 

MaterialProposed 

販路開拓 MarketDevelopment 

素材
型 

MaterialTy

pe 

素材個品
型 

Material 

工法
型 

MethodTy

pe 

工法個別
型 

Method 

技能
型 

SkillType 技能個別
型 

Skill 

特徴
型 

FeatureTy

pe 

工法や技
能の特徴 

TechnicalFeature 

製品の特
徴 

ProductFeature 

素材の特
徴 

MaterialFeature 

課題
型 

TaskType 

 

コスト課
題 

TaskCost 

納期課題 TaskSchedule 

技術不足
課題 

TaskTechnology 

時期課題 TaskTiming 

生産量の
課題 

TaskLotｓ 

― 評価型 AssessmentType 

 

3 RDF グラフ 

RDF グラフは，次の 3 つのプロセスを通して作成

した．(1)ひとつの商談の報告書をもとに RDF グラ

フを作成，(2)前述の Linked Data 化の方針に基づい

て記述する内容を絞り RDF グラフを修正，(3)50 件

の報告書の内容を Turtle で記述．データ化する中で

不足していると思われる語彙を加えながら RDF グ

ラフの加筆・修正を行い，図 1 を作成した．基本的

に報告書の流れに従って，「依頼者」と「紹介者」の

関係を起点にして，RDF グラフを作成している．こ

うして記述した関係の中から，中小製造業の取引に

おいて重要と考えられる点について下記に述べる． 

 

3.1 考慮された特徴 

商談の中では，企業が取引対象の製品や技術等が

自社のニーズに合うかどうかを判断するため，さま

ざまな点を考慮する．商談の中で注目された製品や

技術に関する特徴を「考慮された特徴」とし，「工法

や技能の特徴」「製品の特徴」「素材の特徴」の 3 つ

のクラスに分類した．そして，取り上げられた特徴

の評価と関心の高さの度合いを文章から読み取り，

「高」「中」「低」の値を付けた．なお，文脈から値

の判別がつかないものはすべて「中」の値をつけて

いる．この関係を図 2 に示す． 

 

3.2 製品 

製品は素材と技術（工法と技能）から成る．これ

らの関係性を報告書の中から読み取れる範囲で記述

した．また，中小製造業が提供する製品の傾向を踏

まえ，製品に関する語彙として次の 2 つのプロパテ

ィを定義した．(1) 「部品」は，中小製造業が提供

するものは何かの一部であることが多いため，最終

製品との関係性を表すものとして定義した． (2) 

「作用するもの」は，化学製品等，適用対象が限定

される製品があるため，対象物との関係を記述する

ために作成した．この関係を図 3 に示す． 

 

3.3 要望 

個別のビジネスマッチングでは，商談を依頼した

企業だけでなく紹介先の企業からも商談の中で要望

が発生するケースや，他社へも依頼が派生するケー

スがある．このため「企業から支援機関に対して行

われる取引先紹介の依頼」と「企業間で行われる取

引内容についての依頼」を区別し，後者を「要望」

と定義した．この関係を図４に示す． 
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図 1 全体の RDFグラフ 

 

 

 

図 2 考慮された特徴の関係 
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図 3 製品の関係 

 

 
 

図 4 要望の関係 
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4 検証 

RDF グラフを作成した結果，製造業の商取引情報

における関係性は，図 1 のように複雑なものとなっ

た．作成した RDF のモデルに対し，基本的な問い合

わせによる確認と，複数条件を指定した検索による

検証を行った． 

 

4.1 検証環境 

MacBook Air（Mid 2012），MAC OS X El Captain

（10.11.3）上に，VirtualBox と Vagarant を用いて

Virtuoso をインストールし，検証環境を構築した3．

データは mlab/TurtleValidator4で文法チェックを行い，

上記にデータをアップロードして SPARQLエンドポ

イントを設定し，検証を行った． 

 

4.2 検証結果 

50件の事例から作成したトリプル数は，合計 3,933

となった．クラスおよびプロパティの一覧が，問題

なく表示されることを確認した上で，考慮された特

徴の評価が高いものについて「企業」「特徴の分類」

「特徴」「対象」「評価の値」を表示する図 5 のクエ

リを用いて検索した． 

図 5 事例と考慮された特徴の評価に基づくクエリ 

 

この結果，企業がもつシーズの中で取引において

有効とされた特徴をもつものの情報を表示させるこ

とができた． 

次に，考慮された特徴の中で，高い関心がもたれ

たものについて「企業」「要望の内容」「特徴の分類」

「特徴」「対象」「関心の値」を図 6 のクエリを用い

て検索を行った． 

 

                                                           
3 https://github.com/lodac/lodac/wiki/VagrantとVirtuosoで

ローカル用の SPARQL エンドポイントをつくる 
4 https://github.com/mmlab/TurtleValidator 

図 6 事例と考慮された特徴の関心に基づくクエリ 

 

しかし，ここから得た結果では要望の内容と性質

が文脈上かみ合わない情報も含まれて表示された． 

そこで，「事例」を主語として「考慮された特徴」

を関係づけるのではなく，「要望」を主語として関係

づけるように各事例のデータとスキーマを修正し，

図 7 のクエリを用いて再度検索したところ，要望の

内容に適合した結果を得ることができた． 

図 7 要望と考慮された特徴の関心に基づくクエリ 

 

同様に，「考慮された特徴の評価」についても，「事

例」からの関係ではなく，「要望」との関係から検索

を実行した．これについては，あらかじめ定義して

いた「要望の受け手」プロパティを用いたことから

事例のデータとスキーマの修正の必要はなく，今回

作成したデータセットにおいて，図 5 のクエリを用

いた結果と同じ内容が出力された． 

しかし，上記の評価における結果を踏まえ，「考慮

された特徴」は，要望を主語として設計するべきで

あり，「要望の受け手」のプロパティの必要性につい

ては再検討が必要であると考えられた． 

 

SELECT DISTINCT ?company ?needstext  

?kindlabel ?featurelabel ?targetlabel  

?interestlabel  

WHERE{ 

  ?case sme:concernedFeature ?feature ; 

         sme:client ?company . 

  ?company sme:request ?needs . 

  ?needs rdfs:comment ?needstext . 

  ?feature sme:target ?target ; 

     rdfs:label ?featurelabel ; 

     a ?featurekind ; 

     sme:interstToFeature ?interestlabel. 

  ?target rdfs:label ?targetlabel . 

  ?featurekind rdfs:label ?kindlabel . 

  FILTER (str(?interestlabel)="高") } 

 

SELECT DISTINCT ?company ?kindlabel 

?featurelabel ?targetlabel ?assesslabel 

WHERE{ 

  ?case sme:concernedFeature ?feature ; 

          sme:introduce ?company . 

  ?feature sme:target ?target ; 

      rdfs:label ?featurelabel ; 

      a ?featurekind ; 

      sme:assessmentOfFeature ?assesslabel. 

  ?target rdfs:label ?targetlabel . 

  ?featurekind rdfs:label ?kindlabel . 

  FILTER (str(?assesslabel)="高") } 

SELECT DISTINCT ?company ?needstext  

?kindlabel ?featurelabel ?targetlabel  

?interestlabel  

WHERE{ 

  ?company sme:request ?needs. 

  ?needs sme:concernedFeature ?feature; 

          rdfs:comment ?needstext . 

  ?feature sme:target ?target ; 

       rdfs:label ?featurelabel ; 

       a ?featurekind ; 

       sme:interstToFeature ?interestlabel. 

  ?target rdfs:label ?targetlabel . 

  ?featurekind rdfs:label ?kindlabel . 

  FILTER (str(?interestlabel)="高") } 
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5 考察 

検証を通して，商取引のような複雑な関係性をも

つ情報においても既存の語彙を用いながら Linked 

Data 化することは可能であることが分かった．また，

取引の中で検討されたトピックである「考慮された

特徴」と，その対象となる製品や技術に関する「評

価」「関心」の高さの度合い，企業情報，要望の内容

とを合わせて検索結果として得ることができた．こ

れらの情報の関係と事例の結果を組み合わせて，今

後，取引先選定の仕組みにつなげることができるの

ではないかと考える．しかし一方で，商談の中で発

生する要望ひとつひとつに対して評価と関心を共に

記録することは実務上難しいと考えられるため，情

報を取得する方法も検討する必要がある． 

また，今回の検証プロセスを通じて，データの加

筆，結合が RDF ストア内で容易に行なえることが理

解された．この点は，取引先の検索に限らず，中小

企業支援団体のような，目的が異なる複数のサービ

スを企業に提供し，企業情報を管理しなければなら

ない組織においては，非常に有効であると考える． 

 

6 課題 

以上より，今回作成した RDF モデルもとに，今後

データを発展的に活用するために検討するべき課題

を述べる． 

 

現場のニーズにもとづくモデルの正規化 

本研究では，報告書から「製品」「工法・技能」「要

望」「金額」等，取引の中で交わされた情報のみを

RDF 化しており，実運用を考えた場合，製品や工法・

技能に関する情報等が不足している．また，検証の

際に問題が発見されたことからも，RDF モデルを見

直す必要がある．今回作成したものをベースに，中

小企業支援活動の中で得る企業からの要望について

再度内容を検討し，極力，組織内の利用に限定され

ないように配慮しながら RDF モデルの加筆・修正を

行う必要がある． 

 

他のデータセットの活用 

現在公開されているプラスチックの LOD5等，製

造業に関わる他のデータセットと結合して検索を行

う．SPARQL エンドポイントが公開されているもの

については，統合クエリを用いた検索が可能である

                                                           
5 http://linkdata.org/work/rdf1s3589i 

かテストし，他のデータと組み合わせたデータ活用

の可能性について検討が必要である． 

 

Linked Data 化のコストを下げる方法 

報告書に基づいてデータ作成するにあたって事例

1 件につき，およそ 30 分～90 分程度の作業時間がか

かった．新規に情報を登録する場合には，入力する

項目を定めて RDF ストアにデータを保存すること

も可能であるが，過去の資料を有効活用することを

考えた場合，Linked Data 化のコストが軽減される方

法を検討しなければならない．また，人が手作業で

データを作成する際には作業上の誤りも生じやすい

ため，少しでも作業軽減できるよう，プログラムの

処理による自動化の方法についても考える必要があ

る． 

 

7 関連研究 

7.1 企業の財務情報を対象とした研究 

企業情報を Linked Data 化した事例として，企業の

財務情報を電子化するための形式である eXtensible 

Business Reporting Language（以下，XBRL）のデー

タを LOD 化した 2 つの研究がある．ひとつは，RDF

モデルの構築とアプリケーション開発を行う研究

[2]，もうひとつは現状の XBRL に沿った語彙定義を

行い Linked Data 化した研究[3]となる．両研究にお

いて述べられる，企業情報の LOD 化によってもたら

される企業分析や新たなサービスへの展開の可能性

については，本研究においても今後見据えるべきこ

とであると認識する． 

また， XBRL の中小企業における有効性について

の研究[4]では，中小企業の会計処理において，「Excel

データを有効活用したい」「他社のデータを収集した

い」「できるだけ簡単な Excel を利用したソフトなら

ば利用したい」「蓄積データを利用して経営分析に役

立てたい」といったニーズがあること，現状の XBRL

のシステムの問題点の一つとして，インスタンスの

ファイル等のリンクが複雑になっていることが指摘

されている．上場企業と異なり，中小企業は XBRL

での決算作成，情報公開が義務付けられないため，

企業自身が情報を整備して公開するには，上記のデ

ータ分析，活用といったインセンティブが必要であ

る．会計データと取引データを結び付けることがで

きれば企業分析が行いやすくなり，中小企業の課題

のひとつであるマーケティングにおいても活用の幅

が広がることが考えられる． 
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7.2 中小企業の情報を対象とした事例 

Linked Data を用いて，中小企業が Business 

Intelligence を利用できるサービスを提供する動きが

LinDA Project6（以下，LinDA）としてヨーロッパで

始まっている． 

LinDA は，中小企業が自社の情報を保存している

データベース，XLS，CSV 等の中から必要なデータ

を選択してアプリケーション上で RDF 化し，LinDA

のシステムの中の語彙とマッピングを行い，他の信

頼性の高い専門的なデータを用いてデータを分析，

可視化するツールである[5]．このサービスはオンラ

イン上のソフトウェアでも利用可能であり，システ

ムの専門知識がないユーザでも利用することができ

るとされている．このツールを用いることで，デー

タを整理して分析する時間や報告書作成にかかる時

間が，大幅に短縮されたことも報告されている[6]．   

前述の中小企業における XBRL の有効性に関する

研究で報告された中小企業の会計処理におけるニー

ズを踏まえると，LinDA は中小企業にとって利用価

値があり，有効に活用されうるツールであると思わ

れる．また，こうしたツールを日本の中小企業のデ

ータにも活用できるか，その可能性について今後検

討されるべきであると考える． 

 

8 まとめ 

本研究の目的は，報告書として文章で保存されて

いる取引情報を Linked Data 化することで，情報活用

を促す可能性があるか，あるとすればどのような可

能性があるのかを検証することにあった．結論は，

次の通りである． 

Linked Data 化にあたっては課題も残るが，現在の

オープンデータの流れや海外の動向もふまえ，中小

企業支援機関がもつ企業情報を Linked Data で管理

することは，データの有効活用と維持管理の面で有

益であると考える． 

本研究では，公開されない実際の企業間取引情報

を用いて RDF グラフおよびスキーマを作成し，実用

性が高いモデルの提案を試みた．取引情報そのもの

に語彙を付与したため，データの関係性は複雑にな

ったが，50 件の取引情報から生成した 3,933 トリプ

ルを対象とした検索実験では複数条件による検索で

も時間を要せず結果を得ることができた． 

また，商談で取り上げられた「ニーズ」と「シー

ズ」に関する情報を評価情報と合わせて検索結果と

                                                           
6 http://linda-project.eu/ 

して得られたことから，取引先選定につながる仕組

みづくりも今後の展開として考えられる． 

これまで RDB を用いて情報やアプリケーション

を継ぎ足しつつ改変を繰り返して複雑なシステムを

抱えてしまっている組織や，そもそも組織に現存す

る情報を充分に活用できていなかった組織が，所有

しているデータを Linked Data 化することは，新しい

情報活用の可能性を見出す手段として有効であると

考える． 

これを実証するために，次の段階として，現場で

用いられる検索語彙をリサーチして現在の RDF モ

デルをブラッシュアップし，アプリケーションの作

成およびスキーマ共有に向けて，今後も研究を進め

たい． 
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