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経産省保有
データの提供 

技術や制度 
の検討 

Open DATA 
METIサイト 

の構築 

ユースケースの 
創成と共有 

住民や事業者
による利活用 

ニーズや課題
の把握 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想（Open  by Default社会の実現に向けて） 

実施事業等で
得られた知見
やノウハウを
フィードバッ
ク 

公共データの利用に
関するニーズや課題
をフィードバック 

利活用しやすいデータ公
開環境の提供 

ニーズ調査の実施や 
コミュニティの活用 

提供可能なデータ  
  から順次提供 

得られたノウハ
ウのフィード
バックによる
データ供給シス
テムの改善 

電子行政 
オープンデータ 

実務者会議 

政府全体の
課題を提示 

モデルケースの提示 

技術・制度上の課題を抽出 

利活用を促す技術（機械
可読、API、LOD化）や
制度の提供 

経済産業省自身（所管の独立行政法人等を含む）の保有データを対象にデータ公開の環境整
備を図り、実際に公開を進めるとともに、公開データを利活用したビジネスが展開する社会
基盤を整えていくことで、オープンデータによる経済活性化の促進を図る。 
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公共データWGで集
中的に議論する領域 

ユーザーの活用
が中心の領域 ユースケースや

活用支援の紹介 

http://www.meti.go.jp/
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 経済産業省保有データのオープンデータを実践するための試験サイト。 

 データの利活用・普及がより促進されるよう、オープンデータの実践を通じ
て、データを利用しやすい条件、公開方法、データ形式等について試行錯誤
を経ながら検討を行う。 

 検討に当たっては、企業、個人等のユーザからの意見等も募集する。 

公共データの開放と利活用を進めるためには、公共データの保有機関が、
公共データ毎に、 
１．保有データの棚卸（内包する知財等を含めた権利関係の整理） 
２．カタログ化（メタデータ等、オープンデータの国際標準等も踏まえた上での

データの整理） 
３．ライセンス条件の明示（ＣＣ（Creative Commons）等、国際的に通用するク

ライテリアによる利用条件の整理） 
が必要 

民間有識者で構成されるＩＴ融合フォーラム/公共データワーキンググループ
で検討するとともに、経済産業省のオープンデータ特設サイト「Open DATA 
METI」による実践を通じて検討。 

利活用しやすいデータ公開環境の検討 

「Open DATA METI」サイト 

http://www.meti.go.jp/


 経済産業省がどのようなデータを保有しているのかが一目で分かるデータカタログサイト
とする。 

 横串で欲しいデータを検索することが可能なサイトとする。 

 各データセットごとに利用条件を明記することによりユーザが一目で利用条件を把握し、
データを利用することが可能なサイトとする。 

 試験的なサイトとし、利活用を促進していくため、対象データ、データの公開方法等につ
いてユーザからの意見等のフィードバックを図っていく。 

 

「Open DATA METI」サイト構築に当たっての考え方 

○ 「Open DATA METI」トップページ 

公開データは順次拡充 
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http://www.meti.go.jp/


データのカタログ化 
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オープンソースのデータ管理ソフトウェアであるCKAN※を使用してデータのカタログ化を
実施。 
※CKAN：イギリスのdata.gov.ukをはじめ、多くの国や地域での採用実績を持つソフトウェア。

データの登録、検索、閲覧等をWebインタフェースやAPI経由で行うことが可能。 
メタデータも登録可能。 

http://www.meti.go.jp/


利用規約 
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利用規約（案） 
  
「Open DATA METIサイト（α版）」（http://datameti-alpha.go.jp//以下のディレクトリにおいて展開されるウェブサ
イト。以下、「当サイト」という。）の利用に際しての規約を掲載しています。 
当サイトでは、経済産業省（以下「当省」という。）が所管する情報の提供サービス（以下「サービス」という。）を
行っています。当サイトをご利用の際には本規約に従っていただくようお願いいたします。また、サービスのご利
用をもって本規約の内容を承諾頂いたものとみなします。本規約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに
変更されることがありますので、サービスのご利用に際しては、本ページで利用規約の最新の内容をご確認下
さい。 
 
１．サービスの利用 
・・・ 
当サイトでは、本取組を進めるためのサービスを提供しています。これらのサービスを通じて、例えば次のような
成果を期待しています。 
個々の提供情報の利用条件を明記することで、対象情報の迅速な二次利用の実現 
ユースケースを紹介することで、現行ビジネスの効率化や新ビジネスの創出へ寄与 
 
４．知的財産権の取り扱い 
当サイトの内容（掲載されている情報を含む。）に存在する著作物の著作権は、注があるものを除いて、クリエイ
ティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1（http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）のもとでライセンスされ
ています。各著作物の利用にあたっては、別途定める当サイトの「クレジットの表記方法」を御参照ください。 
 
 
 

http://ckan.jp/
http://ckan.jp/
http://ckan.jp/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/


利用規約 
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利用規約（案）（つづき） 
  
５．免責事項について 

（ア）当省では、当サイトに掲載する情報について様々な注意を払って掲載しておりますが、その内容の完全性・
正確性・有用性・安全性等については、いかなる保証を行うものでもありません。また当サイトに掲載されて
いる情報は、当省の活動に関する情報の一部であって、その全てを網羅するものではありません。サービ
スを利用したこと、利用できなかったこと、サービスに掲載されている情報に基づいて利用者が下した判断
および起こした行動によりいかなる結果が発生した場合においても、当省はその責を負いませんのであら
かじめご了承ください。 

（イ）当サイト上の全ての掲載情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、当サイト上の全ての掲載情報に
ついて、事前に予告することなく名称や内容等の改変や削除、サービスの停止を行うことがあります。また、
当サイトのアドレスは、トップページを含めて事前に予告することなく変更する場合があります。当サイト上
の掲載情報の改変・削除や当サイトのアドレス変更により発生するリンク切れ等表示に関わる不具合その
他一切の影響や利用者の皆様に発生する損害について、当省はその責を負いませんのであらかじめご了
承ください。 

（ウ）当省は当サイトの保守、火災・停電その他の自然災害・ウィルスや第三者の妨害行為等による不可抗力に
よって当サイトによるサービスが停止したことに起因して利用者に生じた損害につき、一切責任を負うもの
ではありません。 

（エ）当省は、当サイトからリンクされているサイト（以下、「リンク先サイト」と言う。）について、その掲載情報の正
確性、合法性等を保証するものではありません。万一、リンク先サイトの利用につき問題が生じた場合、そ
の責任はリンク先サイトが負っていますので利用者ご自身の責任で対処してくださるようお願いいたします。 

 
 
 

利用規約についても今後の検討結果を踏まえ適宜見直しを図っていく 



クレジットの表記方法 
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クレジットの表記方法（案） 
  
「Open DATA METIサイト（α版）」（http://datameti-alpha.go.jp//以下のディレクトリにおいて展開されるウェブサ
イト。以下、「当サイト」という。）の内容（掲載されている情報を含む。）に存在する著作物の著作権は、注がある
ものを除いて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1（http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）
のもとでライセンスされています。各著作物の利用にあたっては、以下を御参照ください。 
  
  ライセンスされている著作物を改変せずにそのまま複製して利用されるときは、以下のクレジットを記載して

ください。 
  

[ライセンスされている著作物のタイトル]、経済産業省[その他の著作権者]、クリエイティブ・コモンズ・ライ
センス 表示 2.1（http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/） 

  
 ライセンスされている著作物を改変して利用されるときは、以下のクレジットを記載してください。 
  

この[作品・アプリ・データベース等]は以下の著作物を改変して利用しています。[ライセンスされている著
作物のタイトル]、経済産業省[その他の著作権者]、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1
（http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/） 

  
  なお、ライセンスのURLは文字で記載するのではなく、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1」の文

字部分などにハイパーリンクを貼る方法で提供することも可能です。 
  
 「その他の著作権者」は以下のようになります。 

データセットのグループ名 著作権者名 
中小企業白書 中小企業庁 

http://ckan.jp/
http://ckan.jp/
http://ckan.jp/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/


CC（Creative Commons）ライセンスの使用 
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参考：該当事例（クリエイティブ・コモンズ） 
作者が自らの作品に対して、「この条件を守れたら自由に使用可」という意志表現をするためのツール。 
国際的非営利組織により提供されており、権利者は4種類のマークで示される条件を取捨選択して使用する。 
メタデータも組み込まれているため、条件別のコンテンツ検索も可能。 

表示 
作品のクレジットを表
示すること 

営利目的での利
用をしないこと 

非営利 改変禁止 
元の作品を改
変しないこと 

継承 

元の作品と同じ組み
合わせのCCライセン
スで公開すること 

各データセットごとにＣＣライ
センスを付加することで、
ユーザの利用条件を分かり
やすく提示。 



CCライセンスの使用 
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ＣＣライセンスを使用した理由 
豪、NZ、米国White Houseなどで利用。英・仏でも相互互換性を担保。（米国White 
Houseは、第三者が著作権を持つデータの一部をCCで表記している。）  

「利用制限」条件を示すライセンスであるため、その条件を満たしていれば著作物を自
由に利用することが可能。「原則利用不可で、利用を許可する範囲のみ」を示すもので
はなく、CCライセンスのように「原則利用自由で制限する範囲」を示すものの方がオー

プンデータの趣旨に合う。 
利用してよい範囲 
（１） 「○○」の資料として理由する場合 
（２） ・・・ 
（３） ・・・ 

他のことには使ってはい
けないのかなぁ・・・ 

以下の条件を満たせば利用は自由 
（１） 作品のクレジットを表示すること 
（２） 元の作品を改変しないこと 

これらの条件さえ守れば自由に
使っていいのか！ 



データカタログ 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/ 

統計データについては、出所明示を条件とし
た「CC BY」を適用。 
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データカタログ 
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http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.1/jp/ 

白書については、出所の明示、無断改変の
禁止を条件とした「CC BY ND」を適用。 



データ公開に対する格付け 
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○白書 

本文はHTML形式、バックデータ
はEXCEL形式で公開 

データ形式 

ライセンス 

５ Star Rating どんなフォーマットでよいからライセンスを明確にしデータを公開 

例：PDF, jpg 

コンピュータが処理可能なフォーマットで公開 

例：xls, doc 

オープンに利用できるフォーマットで公開 

例：csv 

RDF（とSPARQL）でデータ公開 

例：RDFa, RDFストア 

他へのリンクを入れたデータを公開 

LOD Cloudへの参加 
 

・クレジットの表示 
・改変禁止 

○統計 

EXCEL形式で公開 

ライセンス 

データ形式 
・クレジットの表示 

http://www.meti.go.jp/


データのＬＯＤ化（一部のデータについて今後実装を検討） 
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○工業統計のデータ 

http://dbpedia.org/resour
ce/Chuo-ku,_Sapporo 

http://www.meti.go.jp/stat
istics/region/01101 

札幌市中央区 

102 

label 

事業所数 

札幌市中央区は、・・・ abstract 

中央区（札幌市） 

abstract 札幌市中央区は、・・・ 

Meisyo 観光名所Ａ 

観光名所Ａ 
Meisyo 

sameAS 

○インターネット上の 
他のRDFデータ 

ＬＯＤ化することにより、いろいろなデータとつながる。 

LOD化 

http://www.meti.go.jp/


DATA METI活用パートナーズについて 

多様な開発者・
クリエイター 

開発 

DATA METI活用パートナーズ 
（企業、NPO、個人など） 

データの活用 
利活用事例 
• データベースの再

構築 
• アプリケーション 
• 活用ビジネス 

・関連イベントの連絡 
・公開データ等の更新
連絡（予定） 

経済産業省 

・意見＆要望 
・活用アイデア 
・活用事例  

「Open DATA METI」 

・意見等の反映 
・活用アイデア、活
用事例の掲載 
・登録者の紹介 

 「Open DATA METI」サイトでは、色々なユーザー意見をいただくことで、より使い勝手の良いサ
イトにしていくとともに、経済省や政府全体のオープンデータ推進に活用していくことも検討。 

 そのため、ユーザーからの意見や要望を集める仕組みの一つとして、「DATA METI活用パートナー
ズ」を募集中。 

 DATA METI活用パートナーズ登録者からは、「本サイトに関する意見・要望」や「公共データを活
用したアイデア・事例」等の提案をしていただき、サイトの運営等に反映させていく。また、関連イ
ベントの連絡等のサービスも提供していく。 
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http://www.meti.go.jp/


（参考）DATA METI活用パートナーズへの申込 
 DATA METI活用パートナーズへの参加を希望される場合は、次の条件に同意いただい

た上で、「参加手続」に沿った手続きをお願いします。 

 

 いただいた意見等は、DATA METI構想を実施していく上での参考とされていただきます。なお、いただい
た意見等については、内容を確認した上で、Open DATA METIサイト上での公開など、対外的に紹介さ
せていただく場合もあります。 

 「情報提供」や「意見等の受け入れ」については、当面はメールを通じて実施させていただきます。このメ
ールのやり取りはDATA METI活用パートナーズに参加申請される際に登録いただいたメールアドレスを
通じて実施します。登録メールアドレスでいただいた意見等は、実際の送信者に関わらず、登録者から
の意見と判断させていただきますので御了承下さい。 

 本参加条件は、現時点の仮条件になります。そのため、今後の試用を通じて、条件の追加や修正が行
われる場合があります。変更を行う場合は改めて参加者に対して承認を求めさせていただきます。 

 

 参加手続 
 以下の事項を記載の上、e-gov@meti.go.jpまでメールで参加申込を提出して下さい。 

① 氏名・組織名 
② 所属等１ 
③ 連絡先（E-mail、電話番号、HP） 
④ 公開する登録者リストへの記載の可否２ 

 いただいた参加申請については、内容を確認した上で、承認の旨を送付させていただきます。 

1. 個人であれば所属組織名、所属部署、役職、関連参加グループ名を記載。組織であれば関連参加グループ名を記載。 
2. リストには「①氏名・組織名」のみ記載。ただし、個人の場合は所属組織名と役職を記載。希望があれば応相談。 
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「Open DATA METI」サイトの今後のスケジュール（予定） 
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第１次 第２次 

α版 β版 
試験公開 

○白書 
・通商白書 
・エネルギー白書 
・中小企業白書 

○統計 
・工業統計調査 
・商業統計調査 
・商業動態統計調査 
・総合エネルギー統計 
・知的財産活動調査 
 

○データやコンテンツを拡充 
 

ニーズ調査や棚卸結果を踏まえて、対象データの 
選定・加工を実施。コンテンツの追加も随時検討し
ていく。 
（検討している取組事例） 
・データのＬＯＤ化 
・ＨＰ棚卸しデータの公開 
・調査報告書のカタログ化 

データの 
提供 

取組内容 3月 2月 Ｈ２５ 1月 

データ活用に関心がある事業者、団体、個人等向けに「α版」を限定公開し、意見募
集（～1月28日） 

1月28日に「β版」を一般公開。試験サイトであり、ユーザからの意見を随時募集し、
改善を図っていく。 

仮ドメインで運営 本ドメインで運営 

第4回WG 第5回WG（予定） 
4月以降 

一部データのＬＯＤ化 

1月28日公開 

http://www.meti.go.jp/


 公開データの拡充 

 

 データのLOD化 

 

 ユーザからの意見等をフィードバックし、サイトをより使いやすいものへ 

 

 利活用事例の蓄積、共有 

 

今後の展開 

＜当初公開予定データ例＞ 
白書等 エネルギー白書、中小企業白書、通商白書、特許行政年次報告書 
統計 工業統計調査、経済産業省生産動態統計調査、商業統計調査、商業動態統計調査、 
  特定サービス産業実態調査、経済産業省企業活動基本調査海外事業活動基本調査、 
  工業立地動向調査、総合エネルギー統計、エネルギー消費統計、電力調査統計、 
     中小企業実体基本調査、規模別製造工業生産指数、知的財産活動調査 
報告書 調査研究報告書リスト 

表彰 中小企業ＩＴ経営力大賞、情報化促進貢献個人等表彰経済産業大臣賞 

※赤字はすでに一部をデータカタログに掲載済みのデータ 
17 

http://www.meti.go.jp/
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