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本日の構成 

英国の取り組みを中心に、初期立ち上げから次フェーズに入った各国の動向を報告する。 

 

 欧州での取り組みの歴史 

 英国 

 首相レターによる公開データの指定 

 情報公開法の改正（2012年5月） 

 省庁別戦略 

 組織体制の整備 

 Open Data Institute 

 最近のデータ提供＆利活用事例 

 ドイツ 

 連邦政府 

 ベルリン 

 フィンランド 

 調査から得られた追加的知見 

 まとめ：利活用推進ロードマップの仮説 
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欧州での取り組みの歴史 

オープンガバメン
ト・ライセンスの制
定 

EUレベル 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

● 

PSI利活用に関す
るEU指令 

● 

INSPIRE指令 マルメ宣言 

● 

欧州デジタル
アジェンダ 

● 

欧州オープン
データ戦略 

● 

EU指令の 
改定作業中 

英国 

フランス 

ドイツ 
（ベルリン） 

推進体制の
確立（OPSI） 

data.gov.uk開設 

Etalabの設立 PSI提供指針 

ライセン
スの制定 

大統領演説 data.gouv.fr
開設 

オープンデータ・アジェンダ 

daten.berlin.de
開設 

ニーズ調査、ラ
ウンドテーブル 

Berlin Open 
Data Day 

Re-use of PSI 
Regulations 

● 

透明性原則、
透明性アジェ
ンダ 

首相演説 

 欧州各国では、データ提供＆利活用サイクルを立ち上げ、次の実質化フェーズへと入っている。 

• 首相レターによる
対象データの指定 

• 情報公開法の改正 
• 省庁別戦略の策定 
• 利活用推進体制の充実 

フィンランド 

オープンデー
タのIT戦略化 

政府内WG検討
（2009-2010） 

オープンデータに
関する政府決議 

Apps for Finland 
スタート 

• Berlin Open Data 
Day2012における
課題確認と対策 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_Finland.svg�
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英国：首相レターによる公開データの指定 

レター カテゴリ データ例 公開期限 

第一書簡
（2010年5月
31日） 
 

中央政府の支出データ 過去の支出データ 2010年6月 

新規のICT関連契約 2010年7月 

新規の中央政府における25000ポンド以上の支出情報 2010年11月 

地方政府の支出データ 新規の500ポンド以上の地方政府の支出データ 2011年1月 

500ポンド以上の新規の政府の契約及び入札 2011年1月 

その他のデータセット ストリートレベルの犯罪データ 2011年1月 

給与が150,000ポンド以上の上級公務員の名前、肩書等 2010年6月 

全ての役職を含んだ中央政府の組織図（共通フォーマットによる） 2010年10月 

第二書簡 
（2011年7月7
日） 
 

NHS（国民保健サービス） かかりつけ医（GP）の成果を比較できるデータ 2011年12月 

NHS病院への苦情データ 2011年10月 

医療監査データ、特に公的支援を行った医療チームにおけるパフォーマ
ンスの詳細 

2012年4月 

教育＆スキル 学校の教育パフォーマンスを評価できるデータ 2012年1月 

National Pupil Databaseの匿名化されたデータ 2012年6月 

犯罪・司法 判決文のデータ、匿名化された被告のプロファイル、判決に要した時間 2011年11月 

交通 現在と将来の道路工事データ 2011年10月 

Tranport Directのデータ（自転車道、駐車場等） 2011年10月 

道路に関するリアルタイムデータ 2011年12月 

政府支出データ 500ポンド以上の支出に関する政府調達カードの支払データ 2011年9月 

http://www.number10.gov.uk/news/letter-to-government-departments-on-opening-up-data/、
http://www.number10.gov.uk/news/letter-to-cabinet-ministers-on-transparency-and-open-data/より抜粋 

 英国ではキャメロン政権発足直後に、首相から各省への書簡によりデータ公開を指示。この書簡が
現在でも取り組みにおいて重要な位置づけとなっている。 

http://www.number10.gov.uk/news/letter-to-government-departments-on-opening-up-data/�
http://www.number10.gov.uk/news/letter-to-cabinet-ministers-on-transparency-and-open-data/�
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英国：情報公開法の改正 

 

(a)申請者が政府機関に対して情報を求める場合
において、当該情報が政府機関が保有する
データセットまたはその一部である場合であり、 

 

(b)当該申請を行うにあたり、申請者が、申請者へ
の情報のコピーの提供を行う手段として、電子
的形態により行われることを希望する場合、 

 

政府機関は、合理的に実践可能な限り、情報を再
利用可能な電子的形態により提供しなければなら
ない。 

Where— 
(a) an applicant makes a request for information to 
a public authority in respect of information that is, 
or forms part of, a dataset held by the public 
authority, and 
(b) on making the request for information, the 
applicant expresses a preference for 
communication by means of the provision to the 
applicant of a copy of the information in electronic 
form, 
 
the public authority must, so far as reasonably 
practicable, provide the information to the 
applicant in an electronic form which is capable of 
re-use.”, 

 情報公開法（Freedom of Information Act 2000）について、オープンデータに対応するよう修正された。
（Protection of Freedoms Act 2012） 

 データへの課金についても規定。 
 施行細則が追って制定される予定。 

Protection of Freedoms Act 2012 
Release and publication of datasets held by public authorities 

（仮訳） 
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英国：省庁別戦略 

Foreign and Commonwealth Office Department of Health 

HM Treasury Department for Environment, Food and Rural Affairs 

Home Office Department for International Development 

Ministry of Defense Department of Energy and Climate Change 

Department for Business, Innovation and Skills Department for Transport 

Department for Work and Pensions Department for Culture, Olympics, Media and Sport 

Ministry of Justice Cabinet Office 

Department for Education HM Revenue & Customs 

Department for Communities and Local Government 

 省庁別のオープンデータ戦略（今後2年間のアクションプラン）を策定することになっており、主要17
省庁が策定済みである。但し戦略は最低限の取り組みを規定するもの。 

 概ね各省庁と対応するセクターボードを組織し、オープンデータに関する検討を実施。 

データセット名 内容 公開時期 アップデートの
頻度 

Open 
Government 

License 

高等教育に関する重要情報セット 学生がどの高等教育機関に進学するかを決める際
に最も重要と思われる情報を提供する。 

2012年9月 年 Yes 

企業登記所の主要情報 企業名、企業番号、住所、登記日、ステータス、標
準産業分類コード 

2012年7月 年 Yes 

Ordnance Survey（陸地測量部）
が持つトレッキングルート 

Ordnance surveyのオープンデータの一環であり、国
立のトレッキングルートに関するデータセット 

2013年4月 未定 Yes 

例：ビジネス・イノベーション・職業技能省が2014年3月までに公開する予定のデータ 

省庁別オープンデータ戦略を策定済みの省庁 

 出典：Department for Business, Innovation and Skills “Open Data Strategy 2012-14” 
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英国：組織体制の整備 

Minister of State 
for Universities 

Minister for the 
Cabinet Office 

Data Strategy Board 
（公開すべきデータの勧告） 

Open Data User 
Group 

（その他のデータ利活
用） 

Public Weather 
Service Customer 

Group 
（気象データ利活用） 

Geographic 
Information Customer 

Group 
（地図情報利活用） 

Cabinet office 
Transparency Team 

Minister for Employment Relations, 
Consumer and Postal Affairs 

Public Data Group 
（データホルダーの連携組織） 

Met Office 
（気象） 

Ordnance 
Survey 
（地図） 

Land 
Registry 
（登記） 

Companies 
House 
（法人登
記・財務
データ） 

データ提供検討体制 データ利活用検討体制（ニーズ調査） 

Trading funds 

Open Data Institute オープンデータ関連ビジネスのインキュベーション（次ページ） 

相談 

 民間企業を含めたユーザーグループ（検討組織）を重点データごとに整備 
 従来、有償提供していたデータ（Trading Funds）の利活用も含めて検討体制を構築 
 概ね各省庁と対応したセクターボードで分野別のデータ提供の検討も実施 

セクターボード 

セクターボード 

セクターボード 

・ 
・ 
・ 

出典：HM Government “Terms of Reference for the Data Strategy Board 
& the Public Data Group”を元に作成 

（分野別検討会） 
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英国：Open Data Institute 

 起業家へのメンター機能（サポート、アドバイス） 
 教育プログラム（技術＋経営）⇒サウサンプトン

大学を拠点 
 政府が立ち上げ資金（1000万ポンド＝12.6億

円）を当初5年間拠出 
 11月にオープニングイベントとしてハッカソンを

開催予定。 

“ODIは、ビジネスや公共の文脈でオープンデータ
を活用することが最も有望である分野の小企業に
対して、その立ち上げの過程で集中したサポート
を行います。 
 
この対象となるビジネスは、年一回の公開のODI
主催のコンペティションにより選ばれます。” 

 インキュベーション＋教育プログラムの提供のため、政府出資によりオープンデータ・インスティ
テュートを設立。 

http://www.theodi.org/ 
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英国：最近のデータ提供＆利活用事例 

 コミュニティ・地方自治
省が保有する自治体の
情報を提供 

様々な指標を国の平均
と比較して表示 

 Linked Dataフォーマット
でデータが提供されて
おり、SPARQLエンドポ
イントも提供。 

Local Authority Dashboard Spogoによるスポーツ施設情報の提供 

政府機関のSport 
Englandが保有する
スポーツ施設情報を
活用 

 フィットネス産業協会
がSport Englandと共
同でスポーツ施設を
検索できる機能を提
供（いずれ予約機能
も提供予定） 

ITO World社の交通案内サービス 

ロンドンのリアルタイム
交通データを活用。 
 

地下鉄の運行情報から、
電車が止まった際の代
替ルートや所要時間を
提供。 

検索機能の向上 
 GIS情報の検索機能の

向上 
データカタログのAPI提

供 

Data.gov.ukのリニューアル 

 データ提供、利活用ともに、その内容や技術に進化が見られる。 
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ドイツ：連邦政府 

• IT Planning council（国と地方を含むIT政策のステアリング・コ
ミッティ）にて連邦と地方の双方を含むオープンガバメント戦略
を策定中。⇒国・地方のデータを統合的に掲載するポータルを
提言 

 

• 連邦政府のデータポータルについてはプロトタイプを開発中。
2013年1月頃から1年間の試行運用予定。 

 

• 内務省がオープンデータに関する報告書を公開し、５４項目の
勧告を提案 

 

例） 

勧告8：ターゲットグループ（分野）を決めた取り組み 

勧告19：積極的なデータ提供のための法的な標準化 

勧告21：行政組織におけるデータ公開決定手続きの明確化 

勧告53：メタデータスキーマの標準化⇒スキーマ案の提示 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Presse
mitteilungen/DE/2012/mitMarginalspalte/07
/opengovernment.html 

54の勧告が掲載された 
内務省報告書 

 連邦政府では包括的な調査を行う一方、データポータルの試行運用を実施予定。 
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ドイツ：ベルリン 

 ベルリンのオープンデータの取り組みは、行政プロ
セスが確立していないこと、リソースが十分ではな
いことが課題として指摘されている。 （Berlin Open 
Data Day 2012） 

 2012年のBerlin Open Data Dayでは以下の論点
について議論が行われた。 
 

1. 政治的な指示・コントロールの確立 
2. 責任者の明確化 
3. データポータルへのデータ掲載プロセスの明確化と

組織化 
4. データポータルのトライアルから本格運用への移行 
5. CCなど再利用可能なライセンスによる、さらに質

の高いデータの掲載 
6. 行政データの公開プロセスを効率的に実行するた

めのデータ保有者への研修 
7. 再利用を促進するためのワークショップ、イベント、

コンペティション 
8. 地域の市民や企業の役に立つよう、公共データの

提供をどのようにより協力的・統合的に行えるか 

 当初は経済・技術・研究局単独の取り組みとしてスタートした
が、2012年9月から市政府横断的な委員会を設置して推進
を開始 

 複数部門から構成されるWGがあり、その下のサブWGでメタ
データ、ライセンス、業務処理等について検討している。職員
向けの研修も実施。 

 アプリコンテストはユーザを刺激するには良い方法であり、学
生、プロのエンジニアなどターゲットグループを分けて実施 

対応策 

課題 

http://berlin.opendataday.de/ 

 ベルリンでは、1年間のポータルサイト運用の経験を踏まえ、改善策を実施中。 
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フィンランド 

 コンテスト（Apps for Finland）中心の取り組み（2009年～） 
• 4年目を迎えるオープンデータ関連アプリケーション開発コンテスト 

• アイデア部門 
• アプリケーション部門 
• ビジュアライゼーション部門 
• データ部門 
• データチュートリアル部門 

⇒コンテストは開発者コミュニティの育成に有効との評価 
⇒データはリクエストに応じて各省庁から提供 

 政府内でのWGでの検討（2009～2010） 
• アクセシビリティ（交通通信省） 
• アクセシビリティと利活用の推進（財務省） 
• インタフェース（財務省） 
• 研究プロジェクトのための情報資源（教育文化省） 

 
 IT戦略の柱の一つに（2010年11月） 

• “Productive and Inventive Finland – Digital Agenda for 2011-2020” 
 

 デジタル形式による公的情報資源のアクセス向上と再利用推進に関する政府決議（2011年3月） 
1. 公共データに関する政策と法制度の明確化 
2. 公共データの利活用のためのオープンなインフラ 
3. 情報資源を活用したサービスやアプリケーション開発の推進 

 ボトムアップ・ニーズ中心の取り組みからスタートし、追って政策・法制度の整備を実施中。 

Apps for Finland 
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調査から得られた追加的知見 

戦略立案 
推進体制の確立 

著作権の整理 

内部処理 
制度化検討 

ニーズ調査 
イベントの開催 

ポータルの整備 
データ公開 

対象データの選定 

大方針の設定と推進部局の設定 
透明性アジェンダ（英）、大統領演説（仏）、オープンデータ・アジェンダ（ベルリン）。 
Office of PSI（英）、Etalab（仏） 

再利用の促進を促すためのライセンスの設定、免責事項の検討 
Open Government License（英）、Open License（仏）、Open Data Commons（OKF/パリ） 
Creative Commons（CC/ベルリン） 

データ公開手順、フォーマット等の規定 
PSIの利活用に関する指針（仏）：各省庁に担当官の設置を義務付け。組織間の業務分担
やデータのフォーマット等についても規定。 

民間ニーズの把握、啓発イベントの継続的開催等 
ニーズ調査、ラウンドテーブル（ベルリン） 
Dataconnexions（仏） 

公開するデータの選定 
出しやすいデータ、ニーズの高いデータを優先的に選定 

継続したデータセットの充実、民間アプリケーションの登録 

今なお推進力は必要 

CC4.0も要検討 

情報公開法との対応 

イベント型は認知向上・人
のNW化 

ニーズを取り込む体制と
運営 

ポータルも進化中 

インキュベーション 
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まとめ：利活用推進ロードマップの仮説 

 インキュベーション  アイデアソン 
 ハッカソン 
 コンテスト 

アウェアネス 

マネタイズ的利活用 

幅広い普及啓発 

 分野別検討 

分野別検討 

ビジネス化支援 
時間 

重要度 

利便性向上・試行的利活用 
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