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1. 本手順書の位置づけ 

 本手順書は、SIP 分野間データ連携基盤技術のうち、語彙に関する技術である統制語彙作

成支援ツール（CVD: Controlled Vocabulary Designer）[1]および語彙リポジトリ（VOCs）

[2]を活用した語彙の作成手順書である。これらの技術をどのように活用して語彙の作成を

行うのか、また、これらの技術を活用するとどのようなことができるのかについて記載した

ものである。 

 既に一般公開されている語彙作成手順書として、2018 年に一般社団法人データ流通推進

協議会が公開した資料[3]（以下、既存の語彙作成手順書）の「4. ドメイン語彙の策定（作

業概要）」および「5. ドメイン語彙の策定作業ステップ」がある。これらでは、複数の独自

の Excel フォーマットを用いて語彙を作成する手順が具体的に記載されている。しかし、こ

れらの Excel フォーマット自体は一般公開されていない。本手順書では、一般公開済みの

CVD および VOCs を用いて語彙を作成する手順を記載する。また、本手順書と既存の語彙

作成手順書とで関連する箇所についても言及する。 
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2. SIP 分野間連携基盤における語彙の役割 

異なるシステム間であっても、互いに意味が通じ、分野や地域を横断した情報交換を可能

とするためには、様々な分野で利用される用語やデータの記述の様式を共通化することが

重要になる。ここでは、データで用いられている用語やデータの記述の様式のことを語彙と

呼ぶ。 

語彙の種類自体には広く一般に受け入れられている分類はないが、以下のような分類が考

えられる。 

・用語集：用語を集めたもの 

・統制語彙：優先語や同義語や上位語などを定めた用語集または概念の集合 

・コードリスト：番号等の識別子を付加した統制語彙 

・分類体系(タキソノミー）：上位下位関係を整合的に定めた統制語彙 

・シソーラス：上位下位関係、関連関係などを定めた統制語彙 

・オントロジー：概念や概念間の関係を整合的に定義した概念の体系 

・概念スキーマ：概念の実例を記述するときに用いる記述の方法。用いる関係と取りうる

値の範囲など。 

 

SIP 分野間データ連携基盤では、統制語彙作成を支援する統制語彙作成支援ツール（CVD: 

Controlled Vocabulary Designer）と、作成した語彙を登録・検索・取得できる語彙リポジ

トリ（VOCs）を提供している。これらの技術を活用することで、分野ごとの語彙作成のハ

ードルが継続的に下がり、分野を跨いだ語彙の共有が容易になると期待される。 

語彙を共有する意義としては、以下が考えられる。 

・データの理解の向上：データが利用している語彙の説明があれば、データの理解が容易

になる 

・データ作成の簡便化：既存の語彙を利用すればデータの作成が容易になる 

・データの再利用性の向上：同じ語彙に基づいているデータであれば、統合が容易になる 
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3. 統制語彙作成支援ツール（CVD：Controlled Vocabulary Designer） 

3-1. 概要 

 データを記述するために使用する用語に揺れがあることは、組織や分野を超えてデータ

を連携する際の障壁となりうる。この課題に対し、用語を統一しすべてのシステム上で同じ

値にするという機械処理的な解決方法が考えられる。一方で、データの所持者にとっては、

既存システムとの齟齬や多様な目的のデータ利用などの観点から、すべての用語を単一に

統一することはできない場合がある。そこで、用語間の同義関係や上下関係を定義した統制

語彙を作成し、利用することで、用語の揺れを許容しつつ、かつ機械的にデータを正確に処

理できるようになると考えられる。しかし、通常、統制語彙作成の作業には情報処理の専門

的な知識のみならず、当該分野の専門的な知識が必要となり、また、手間がかかる。 

統制語彙作成支援ツール（Controlled Vocabular Designer）では、分野専門家のみで用語定

義作業ができるように、GUI とサポート AI によって情報処理の専門的な知識を不要とし、

従来の方法と比べて、効率的に統制語彙を作成できる。入出力フォーマットには統制語彙や

シソーラスを記述するための標準仕様である SKOS を採用しており、外部連携が容易であ

る。また、SKOS に比べてより簡便に必要な用語リストを記述できる CSV フォーマット

（SKOS-SC: Simple Knowledge Organization System Subset Comma separated values）

を国立情報学研究所と共同で策定、SKOS-SC による入出力に対応している。分野専門家の

みで用語定義作業ができるため、新語への追従も容易になりデータ連携のハードルを継続

的に低減することに貢献することが期待できる。 

 SKOS-SC は、メタデータ（統制語彙の名前や作成者などを記述、（図 1））と用語一覧（統

制語彙に含まれる用語名や同義関係、上下関係を記述（図 2））の 2 種類のデータフォーマ

ットを策定している。 

 

図 1. SKOS-SC（メタデータ）の例 

 

 

図 2. SKOS-SC（用語一覧）の例 
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3-2. 利用方法（概要） 

CVD の利用方法の概要を記載する。具体的な操作方法については 5 章でも後述するが、

CVD の Github リポジトリの README[1]やヘルプページも参照されたい。 

CVD を利用するために必要なものは以下のとおりである。 

・Linux 

 ・docker：バージョン 19.03 以上 

・docker-compose：バージョン 1.23 以上 

 ・WEB ブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge のいずれか） 

CVD の起動からアクセスまでの流れは図 3 のとおりである。Linux 上で CVD を 

 

図 3. CVD の利用方法の流れ 

 

起動した後、WEB ブラウザからアクセスする。仮想マシンを用いれば Windows 上での起

動も可能である。詳細は CVD の Github リポジトリの README[1]を参照されたい。 
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4. 語彙リポジトリ（VOCs） 

4-1. 概要 

データの相互運用性を高めるためには、データを記述するために用いる用語や語彙を統

制することが理想的ではあるが、データの書き換え、修正漏れの不安、既存システムとの齟

齬、文化として個別性の許容、多様な目的のデータ利用の阻害、に直面するため、すべてを

単一に統一することはできない。しかしながら、使用する語彙を公開し、それらが誰でも利

用でき改変でき、改変したものをさらに公開することで語彙が成長していくことを目指し、

語彙の置き場である語彙リポジトリを開発、公開した。 

語彙リポジトリでは、語彙を自由に登録、検索、参照できる。 

語彙リポジトリを提供することで、分野を超えたデータの理解が可能となり、分野横断での

データの利活用が促進される。 

 

4-2. 利用方法（概要） 

VOCs の利用方法の概要を記載する。具体的な操作方法については 5 章で述べる。 

VOCs を利用するために必要なものは以下のとおりである。 

 ・WEB ブラウザ（Chrome, Safari） 

 

VOCs の利用方法は、WEB ブラウザ上で VOCs（https://vocs.jp/）にアクセスするだけ

で、語彙を参照、検索、ダウンロードすることができる。ただし、語彙の登録を行うために

は事前にユーザ登録が必要になる。 
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5. CVDおよび VOCs を活用した語彙の作成 

 CVD および VOCs を活用した具体的な語彙の作成手順と、これらの技術を活用した想定

シナリオを記載する。 

 

5-1. 語彙の作成手順 

語彙の作成手順は、大きく分けて新規に語彙を作成するフェーズと、既存の語彙を拡張す

るフェーズに分けられる（図 4）。 

 

図 4. 語彙の作成手順 

 

それぞれのフェーズについて、語彙の作成手順を記載する。ここでは、語彙を作成する分

野は既に決まっている前提とする。また、ここで扱う語彙は、「2. SIP 分野間連携基盤にお

ける語彙の役割」の語彙の分類分けでの統制語彙とする。 

 

5-1-1. 新規に語彙を作成する 

①分野に関する用語の収集 

 まず、文献などから、分野に関する用語を収集する。例えば、農業分野での語彙として農

作業オントロジー（AAO: Agriculture Activity Ontology）[4]があるが、AAO では、収録す

べき農作業の用語を、PMS[5]などの営農管理システムの作業項目マスタ、生産費統計の作

業分類一覧表[6]、高校学校農業科教科書、農作業の関連文献などから水稲を中心に収集し

た。 

 

②語彙の作成 

収集した用語をもとに、語彙を作成する。 

a. 語彙のネームスペースの用意 

同じ表記でも、語彙が異なれば意味合いが異なることがある。そのため、WEB 上で共有

される情報の意味を正確に理解するために、語彙には世界でユニークな名前（ネームスペー
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ス ） が 必 要 と な る 。 例 え ば AAO の 場 合 、 語 彙 の ネ ー ム ス ペ ー ス は 、 < 

http://www.cavoc.org/aao/ns/4/ >である。語彙のネームスペースが被ってしまっては識別子

としての役割を果たさない為、ネームスペースのユニーク性が必要である。VOCs ではその

ような用途のために語彙のネームスペースを登録することができる（事前にユーザ登録が

必要。ユーザ登録については「5-1-1. 新規に語彙を作成する」の③aを参照）。「Name Spaces」

内の「Add」（①）をクリックすると、新規登録画面へ遷移する（図 5）。 

 

図 5. 語彙のネームスペースの新規登録（トップ画面） 

 

「PATH」について、新規に登録する際には、必ず重複確認を行うこと。重複せず使用可能

であればチェックアイコン（①）が②に変わる（図 6）。登録したネームスペースは、語彙

の登録時に選択することができる。 
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図 6. 語彙のネームスペースの新規登録（新規登録・編集画面） 

 

b. 参考にしたい既存の語彙のダウンロード（任意） 

VOCs 上で語彙を検索し、参考にしたい語彙があればダウンロードする。まず、語彙の検

索方法はキーワードによる検索と検索窓による検索の 2 つの方法がある。キーワードによ

る検索（図 7）では、アイテム内のキーワード（①）をクリックすると、VOCABULARY の

下にキーワードが表示され（②）、キーワードがついたものだけがその下に一覧で表示され

る。一覧をもとに戻すときは、キーワード（②）横の×ボタンをクリックする。 

 

 

図 7. キーワードによる検索 
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検索窓による検索（図 8）では、検索窓（①）にワードを入力しサーチアイコン（②）をク

リックすると、その下に一覧で表示される。一覧をもとに戻すときは、検索窓（①）横の「×」

ボタン（③）をクリックする。 

 

図 8. 検索窓による検索 

 

語彙のダウンロードは、語彙を選択後、右側にある「・・・」アイコン（①）をクリックす

ると表示される「DOWNLOAD」ボタン（②）をクリックするとダウンロードできる（図

9）。 

 

図 9. 既存の語彙のダウンロード 

 

ただし、既存の語彙を CVD へ入力する場合は、SKOS-SC フォーマットの語彙をダウンロ

ードする必要がある。 
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c-1. CVD の入力用データの作成 

CVD の入力用データ作成手順（[1]の「読み込み用ファイルの作成方法」）に従い、入力用

データを作成する（より簡便に作成する方法は「c-2. CVD の入力用データの作成（簡易版）」

を参照されたい）。まず、収集した用語を domain_words.csv というファイル名で記載する。

具体的には、図 10 のように、「用語名」列を作り、そこに収集した用語を 1 行ずつ記載す

る。 

 

図 10. domain_words.csv のサンプル 

 

次に、以下のような自然文で書かれた分野に関するテキストデータを用意する。 

 

“「コンビニエンスストア」は、日本では「コンビニ」と略されることが多いです。 

英語では「コンビニエンスストア」は「convenience store」や「drug store」や「the 

corner shop」などと言います。 

また、海外ではガソリンスタンドの横に 24 時間営業のお店があったりします。 

そのため、「gas station」などのように言うこともあるようです。 

「コンビニエンスストア」は「店」の 1 つなので、「コンビニエンスストア」の上位語

として「店」を定義することもできます。 

「店」は英語で「shop」や「store」と言います。” 

 

分野に関するテキストデータは、CVD 上で用語を表示させる初期位置を AI で学習させる

ために使用されるが、意味のない記号などが含まれて入れも良い。分野に関するテキストデ

ータが用意できない場合は、代替案として日本語Wikipediaのデータを用いる方法がある。

CVD の入力用データ作成手順（[1]の「読み込み用ファイルの作成方法」）を参照いただき

たい。 

 domain_words.csv と domain_text.txt が用意できたら、CVD の Github リポジトリをク

ローンする。ターミナル上で以下のコマンドを実行する。 
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$ git clone https://github.com/fujitsu/controlled-vocabulary-designer.git 

 

クローンした Github リポジトリの中の mountdir/data/に domain_words.csv と

domain_text.txt を置き、ターミナル上で以下のコマンドを実行する。 

$ cd example-inputdata-creation 

$ docker-compose build --build-arg HOST_USER_ID=$(id -u) 

$ docker-compose run python /bin/bash 

$ ./Hensyugoi.sh 

 

コマンド実行後、mountdir/data/に、Hensyugoi.csv というファイルが出力される。これが

入力用データである。 

もう一つの入力用データとして、語彙のメタデータを CSV 形式で作成する。これは、図 1

の SKOS-SC フォーマットに直接値を記入し、作成する。VOCs で確保したネームスペース

は、この SKOS-SC フォーマットの語彙の URI 列の値に記入する。 

 

c-2. CVD の入力用データの作成（簡易版） 

 入力用データのより簡易的な作成方法は、図 2 の SKOS-SC フォーマットに直接値を記

入することである。「用語名」列は必須であるが、それ以外の列は任意である。そのため、

例えば「同義語候補」列や「上位語候補」列を記入しない場合は、CVD に読み込んだ際に 

AI 推薦候補が表示されないため、注意が必要である。 

もう一つの入力用データとして、語彙のメタデータを CSV 形式で作成する。こちらの作成

方法は、「c-1. CVD の入力用データの作成」と同様である。 

 

d. 語彙の作成 

まず、CVD を起動させるために、ターミナル上で以下のコマンドを実行する。 

$ docker-compose up -d 

 

ターミナル上で図 11のように表示されれば起動成功である。 

 

図 11. 「$ docker-compose up -d」実行結果 
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WEB ブラウザで< http://(hostname):10081/ >にアクセスし、図 12 のような画面が表示

されれば、WEB ブラウザからのアクセスは成功である。 

 

図 12. CVD の起動直後の画面 

 

CVD に入力用データを読み込み、語彙を作成する。まず、入力用データの読み込みにつ

いては、CVD 画面左上の「ファイル」→「開く」をクリックする（図 13）。 

 

図 13. CVD 画面左上の「ファイル」→「開く」 

 

すると、図 14 のように入力用データを読み込むダイアログが表示されるため、参照ボタ

ンからファイルを選択する。 
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図 14. 入力用データ読み込みダイアログ 

 

・編集用語彙（必須）：入力用データ Hensyugoi.csv を選択する 

・編集用語彙_meta（必須）：入力用データであるメタデータを選択する（必須） 

・参照用語彙 1（任意）：VOCs からダウンロードした既存の語彙を選択する（任意） 

・参照用語彙 2（任意）：参照用語彙 1 の他に VOCs からダウンロードした既存の語彙を選

択する 

・参照用語彙 3（任意）：参照用語彙 1,2 の他に VOCs からダウンロードした既存の語彙を

選択する 

 

入力用データ読み込み後、図 15 のように Hensyugoi.csv の用語名に書かれている用語が

表示される。 
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図 15. 入力用データ読み込み後の CVD 画面 

 

 CVD では、可視化画面上で直感的に同義関係や上下関係を編集することができる。ま

た、既存の語彙を参考にしたり、AI の推薦結果を活用したりすることで効率的に作業をす

ることができる（図 16）。CVD での操作方法についての詳細は、[1]のヘルプページを参照

されたい。 

 

図 16. 可視化画面上での関係線引き（左）、AI の推薦結果（右） 

 

語彙の編集が完了したら、語彙を SKOS-SC フォーマットで書き出す。CVD 画面左上の

「ファイル」→「開く」→「編集用語彙」をクリックする（図 17）。 
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図 17. CVD 画面左上の「ファイル」→「開く」→「編集用語彙」 

 

その後表示されるダイアログで出力ファイル名を入力し、OK をクリックすると、ダウン

ロードが開始される。 

 

③語彙の登録 

 作成した語彙を VOCs に登録する。 

a. VOCs のユーザ登録 

 VOCs に語彙を登録するためには、VOCs へユーザ登録する必要がある。まず、トップ

画面右上の「LOGIN」ボタン（①）をクリックする（図 18）。 

 

図 18. VOCs のユーザ登録（トップ画面） 

ログイン画面に遷移後、「新規 ID 登録」ボタン（①）をクリックする（図 19）と、新

規 ID 登録画面へ遷移する。Display Name（②）、E-mail（③）、PASSWORD（④）を入
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力し、「SIGN UP」ボタン（⑤）をクリックして完了。 

 

図 19. VOCs のユーザ登録（ログイン画面、新規 ID 登録画面） 

 

b. VOCs に語彙を登録する 

 VOCs に作成した語彙を登録する。ここでは、SKOS-SC フォーマットを登録する手順

について記載する。まず、図 20 のように「Vocabularies」内の「Add」（①）、「ADD AN 

ITEM」ボタン（②）をクリックする。すると、新規作成画面へ遷移する。 

 

図 20. 語彙の登録（トップ画面） 

次に、メタデータの入力を行う（図 21）。入力必須項目は必ず入力する。STATUS は、

「draft」と「public」がある。「public」にしない限り公開はされない。画面上部の「メタ
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データ定義 CSV を読み込み」から、メタデータを SKOS-SC フォーマットで読み込むこ

ともできる。 

 

図 21. 語彙の登録（新規作成画面 1） 

 

メタデータを CSV で入力すると Distribution（語彙本体）の登録に SKOS-SC フォーマ

ットのファイルが選択できるようになる（図 22）。メタデータ CSV を使用してアプリ内部

で JSON-LD に変換され、Distribution 本体として登録される。 
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図 22. 語彙の登録（新規作成画面 2） 

 

入力必須項目等の入力後、「SAVE」ボタン（①）をクリックすると登録完了（図 23）。 
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図 23. 語彙の登録（新規作成画面 3） 

 

5-1-2. 既存の語彙を拡張する 

①既存の語彙のダウンロード 

VOCs から、既存の語彙をダウンロードする。既存の語彙のダウンロード方法は「5-1-1. 新

規に語彙を作成する」の②b と同様であるため、ここでは省略する。 

 

②統制語彙（編集前）の編集 

CVD に VOCs からダウンロードした既存の語彙を読み込み、編集し、書き出す。CVD で

のファイルの読み込み方法、編集方法、書き出し方法は「5-1-1. 新規に語彙を作成する」の

②d と同様であるため、ここでは省略する。 

 

③統制語彙（編集後）の登録 

VOCs に作成した語彙を登録する。語彙の方法は「5-1-1. 新規に語彙を作成する」の③b

と同様であるため、ここでは省略する。 

 

5-2. 想定される活用シナリオ 

 CVD および VOCs を活用することで、語彙の作成、登録、共有、参照を自由に行えるよ

うになるため、語彙に関わる様々な活用シナリオが考えられる。ここでは、想定されるいく
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つかのシナリオについて記載する（図 24）。 

 

図 24. CVD および VOCs の想定活用シナリオ 

 

5-2-1. ユースケース 1）時代の変化に追従して作成 

 使用される用語は時代によって絶えず変化する。そのため、語彙は一度作って終わりでは

ない。新しい用語を追加したり、使われなくなった用語を削除したり、用語間の関係性を見

直す必要がある。VOCs に語彙を登録しておき、語彙の見直しが必要になったタイミング

（例えば 1 年後など）で VOCs から語彙をダウンロードし、CVD 上で編集する。編集後の

語彙を VOCs に再登録することで、最新版の語彙を他の利用者と共有することができる。 

 

5-2-2. ユースケース 2）同じ分野内の担当者間で作成 

 語彙の作成者は必ずしも同一人物であるとは限らない。同じ分野内でも様々な事情によ

り語彙作成の担当者が変わる可能性がある。ある語彙作成者が作成した語彙を VOCs に登

録して共有していれば、別の語彙作成者が必要に応じて語彙をダウンロードし、CVD 上で

続けて編集を行うことができる。このように、CVD と VOCs を活用することで、複数人で

の語彙作成、レビューなどが容易になる。 

 

5-2-3. ユースケース 3）異なる分野間で作成 

 ある分野で語彙を作成する際に、別の分野で作成された語彙を参考にしたい場合がある

と考えられる。例えば、医療 MaaS のような医療分野と交通分野が混ざり合うような領域

では、同じ意味でもそれぞれの分野で使われている用語が異なっていると、上手くデータを

連携できないことが起こりうる。VOCs で参考になりそうな語彙をダウンロードし、CVD

でダウンロードした語彙を可視化し、参考にしながら作成する。作成した語彙を VOCs に

登録することで、さらに別の関連する分野の語彙作成の参考になる、という流れができれば

分野間の語彙作成の支援につながるのではないかと考えられる。 
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5-3. 既存の語彙作成手順書と関連する箇所 

 最後に、本手順書と既存の語彙作成手順書と関連する箇所について記載する。既存の語彙

作成手順書では、図 25 のように、ドメイン語彙策定ステップとして大きく S1、S2、S3 に

分類している。 

 

図 25. 既存のドメイン語彙作成手順の概観（[3]より引用） 

 

このうち、本手順書と関連が深い部分は「S2：ドメイン語彙候補整理」であると考える。S2

のうち、「④利用シーンのキーワード通出」と「⑤キーワードに関連する用語の収集と整理」

について、図 26 のように、ワークシート「ドメイン語彙収集表」を用いてキーワードごと

に関連する用語の収集と同義語の整理を行っている。これは、本手順書の CVD で語彙作成

を行うフェーズ（同義関係の編集）に対応する。 
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図 26. ドメイン語彙候補整理（前半）（[3]より引用） 

 

ただし、既存のドメイン語彙作成手順書では、異なる引用元から同義語を収集した後、代表

語を決定し、代表語だけを「ドメイン語彙収集表」に記載している。そのため、代表語以外

の同義語は「ドメイン語彙収集表」には記載されない。 

また、S2 のうち、「⑥構造化とデータ形式の決定」と「⑦業務項目整理表作成」について、

図 27 のように、ワークシート「業務項目整理表」を用いて大項目、中項目、小項目にデー

タを分類し、構造化（階層化）している。これは、本手順書の CVD で語彙作成を行うフェ

ーズ（上下関係の編集）に対応する。 



26 

   

 

図 27. ドメイン語彙候補整理（後半）（[3]より引用） 

 

これらの④～⑦の作業について、特に用語数が多い場合は、エクセル上で用語間の関係性を

整理する作業が煩雑になると予想される。例えば、金融分野における語彙として、EDINET

タクソノミ[7]がある。EDINET タクソノミを作成するにあたり、はじめに約 5 万以上の勘

定科目名からの抽出が行われた（図 28）。 

 

図 28. EDINET タクソノミの開発手順（[8]より引用） 



27 

   

このように用語数が膨大な場合、Excel のような表計算ソフトではなく、CVD を使うこと

で、用語間の関係性をグラフィカルに可視化しながら、より直感的に作業することができる

と考えられる。また、既存の語彙を参照しながら作成できればより効率的に作業ができる。

例えば、AAO は、AGROVOC[9]という、国際連合食糧農業機関（FAO）と欧州共同体委員

会（CEC）が共同で開発した、農林水産、食糧安全保障、およびその関連分野の専門用語約

100 万語（2022 年 9 月時点）を網羅したシソーラスを参考に作成された。このように、関

連のある語彙が VOCs に登録されていれば、それらを必要に応じてダウンロードし、参照

しながら作業を行うことができる。その結果、作業の効率化につながると考えている。 
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