
平成25年度 DATA METI構想の報告 

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 

経 済 産 業 省 

資料３ 



施設型 ic:施設型 FacilityType

施設ID ic:施設_ID FacilityIdentification
名称 ic:施設_名称 FacilityName
種別 ic:施設_種別 FacilityCategoryText
商用区分 ic:施設_商用区分 FacilityCommercialIndicat
概要 ic:施設_概要 FacilityDiscription
利用時間 ic:施設_利用時間 FacilityScheduleDay
料金 ic:施設_料金 FacilityAdmissionFee
収容人数 ic:施設_収容人数 FacilityCapacity
駐車場 ic:施設_駐車場 FacilityParking
保有設備 ic:施設_保有設備 FacilityContainsItem
アクセス ic:施設_アクセス FacilityAccess
リファレンス ic:施設_リファレンス FacilityReference

１.保有データ
の提供 

2.技術や制度
の検討 

3.データポータル
サイトの構築 

4.ユースケース
の創成と共有 

5.住民や事業者
による利活用 

6.ニーズや課
題の把握 

平成25年度 DATA METI構想の進捗 

経済産業省及び 
所管独立行政法人のデータを掲載 

情報連携基盤の検討 
各種ツールの作成 
データのLOD化 

Open DATA METI
サイトの機能拡充 

モデル実証事業の実施 

開発者/自治体向けコン
テンツの公開 
アイディアソンやユース
ケースコンテストの開催 

掲示板機能や 
データリクエスト機能の拡充 
アンケートの実施 
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７.各府省庁及び
自治体への展開 

業務フローへの組込みの検討 



Open DATA METIの拡充（保有データの提供） 

２０１ 
６１９ 

１，６４２ 
２，２４２ 

統計等のデータ 

電子行政オープンデータ推進の 
ためのロードマップ重点５分野 

Open DATA METI公開時  
（白書、統計等） 

独立行政法人のデータ 
（DB、予算等） 
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現状 

データセット数の推移 

掲載データの例 

【掲載されている独立行政法人】（合計９法人 ９８３データセット） 
 情報処理推進機構、工業所有権情報・研修館、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、日本貿易振興
機構、日本貿易保険、製品評価技術基盤機構、産業技術総合研究所、中小企業基盤整備機構、新
エネルギー・産業技術総合開発機構（データセット数順） 

 重点分野（白書、防災・減災、地理空間、人の移動情報、予算・決算・調達）に係るデータ 
 主な統計情報（工業統計調査、商業統計調査等）  
 所管独立行政法人のデータ など 



共通語彙基盤の検証の実施（技術や制度の検討） 
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 これまで整備した語彙を元に、アプリ開発者による検証を実施 
住所型 ic:住所型 AddressType

住所表記 ic:住所_住所表記 AddressRepresentation
 Substitutable Elements: Substitutable Elements:
住所 ic:住所_住所     + FullAddress
構造化住所 ic:住所_構造化住所     + StructuredAddress

構造化住所型 ic:構造化住所型 StructuredAddressType
国 ic:構造化住所_国 AdminUnitL1

都道府県 ic:構造化住所_都道府県 AdminUnitL2

市区町村 ic:構造化住所_市区町村 PostName

町名 ic:構造化住所_町名 AddressArea

街区符号 ic:構造化住所_街区符号 Thoroughfare

住居番号 ic:構造化住所_住居番号 HouseNumber

地番 ic:構造化住所_地番 LotNumber

方書 ic:構造化住所_方書 Locatoｒ

郵便番号 ic:構造化住所_郵便番号 PostCode

住所ID ic:構造化住所_住所ID AddressID

Substitutable Elements: Substitutable Elements:

住所コード ic:構造化住所_住所コード     + AddressCode

施設型 ic:施設型 FacilityType

施設ID ic:施設_ID FacilityIdentification
名称 ic:施設_名称 FacilityName
種別 ic:施設_種別 FacilityCategoryText
商用区分 ic:施設_商用区分 FacilityCommercialIndicat
概要 ic:施設_概要 FacilityDiscription
利用時間 ic:施設_利用時間 FacilityScheduleDay
料金 ic:施設_料金 FacilityAdmissionFee
収容人数 ic:施設_収容人数 FacilityCapacity
駐車場 ic:施設_駐車場 FacilityParking
保有設備 ic:施設_保有設備 FacilityContainsItem
アクセス ic:施設_アクセス FacilityAccess
リファレンス ic:施設_リファレンス FacilityReference

コアボキャブラリ 
（氏名、住所、組織等のどの業務でも使う語彙） 

ドメインボキャブラリ 
（施設等の業務別の語彙） 

ハッカソン等 用途に合わせた語彙パッケージの作成・公開 

提供 

活用からの
フィードバック 

AED 
パッケージ 

○ パッケージの使用方法 
○ 整理するための基本的な語彙 

・場所を表す語彙 
（地名・住所・緯度経度など） 

・設備を表す語彙 
（名称・利用可能時間・管理者・連絡先など） 

・AEDを表す語彙 
（パットの種類・有効期限・シリアルナンバーなど） 



今年度開発したツール（技術や制度の検討） 
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 メタデータ入力支援ツール 
 

 
 メタデータ抽出ツール 

 カタログサイト登録ツール 

 LOD生成ツール 
 
 

 データ形式チェックツール 

メタデータ作成の効率化 

登録作業の簡易化 

オープンデータに適したデータ形式への変換 

メタデータの入力を簡易化するツール（サジェスト機能や入力揺らぎ防止機能など） 

htmlで公開されている白書データから、リソース情報を自動で抽出するツール 

メタデータ入力支援ツールで作成したデータを読み込ませると、カタログサイトに登
録できるツール 

ある程度整理したデータを読み込ませると、自動でLOD化するツール 

二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方（ガイドライン）に
沿ってデータが作成されているかをチェックするツール 
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Open DATA METIサイトの拡充(データポータルサイトの構築) 

データリクエスト機能の追加 

英語版ページの公開 

経産省コストデータの可視化 



モデル実証事業の内容（ユースケースの創成と共有） 

 社会課題の解決に資する３つの官民連携モデルによる実証を実施
し、オープンデータの効果やビジネス化の効果を検証。 

商品情報等の 

官民連携モデル 

公共インフラ等の 

官民連携モデル 

公共データ加工等の 

官民連携モデル 

防災備蓄品（名称）と商品コード（コ
ード）を連携させ、在庫管理の円滑化
・効率化を実現し、需給の最適化を実
現するモデルを検証 

各種地下埋設管路情報を電子化し、同
一縮尺・三次元で重畳・可視化するこ
とにより、土木工事の調整会議や実施
コストの圧縮を図るモデルを検証 

ローデータとして公共データを取得し、
第三者がデータ加工して「利用しやすい
」データとして公開することで、オープ
ンデータ推進を図るモデルを検証 

共通ツールの開発 

自治体の現行業務プロセスを大きく変えることなく、オープンデータを推進するための支援ツールを構築し、既存サ
ービスの高度化/新サービス創出を可能にする環境整備に寄与 

Gリンク基盤 座標付与基盤 SVG変換ツール 
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JANコードマス
タ 

備蓄倉庫 

マッチングテーブル 

流通システム
開発センター 

物販事
業者 

備蓄物資リス
ト 

自治体 

避難所 

災害時の供給 

平時の補充 

JAN 
コー
ド 

JICFS 
商品分類 

備蓄品名 

缶詰 サバイバ
ルフーズ 

水 水 

毛布 毛布 

統計 
情報 

統計 
情報 

地方自治体 
（名古屋市等） 

統計 
情報 

公共
データ 

民間
データ 

民間企業等 

文化財 
情報 

デ
ー
タ
加
工 

ＮＰＯ法人等 

地域に
特化 
した
データ 

地域に
特化 
した
データ 

地域に特化 
したデータ 

民間企業に 
提供（販
売） マッシュアッ

プデータ 



データ提供側（行政等）における課題 

データ利用側（民間）における課題 

モデル実証事業から得られた課題（ユースケースの創成と共有） 
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○自治体が物品を管理している表と、既存のボキャブラリ（IMI、内閣防災）やJANコー
ドとの対応をとることが難しい。 

データ整理する際は、既存のボキャブラリを意識して作成することや、 
マッチングテーブルを作成しておくべき。 

○インフラ情報は機微な情報を含むため、電子データでの共有が難しい。または紙ベー
スで管理しているため、電子的レイヤーとして重ねることが難しい。 

○未公開のデータを出すことやライセンスを緩くすることに不安や抵抗がある。 

電子データ共有の有効性を認識し、共有できる体制を整備するべき。 

自治体内でオープンデータに対する理解を深め、方針を決定するべき。 

○公共データを利用し、サービスを提供するためには多大なコストが必要。 

継続して公共データを活用するビジネスの収益化に向けた環境整備が必要。 

○公共データを用いてビジネス化するまでの、ニーズの把握などが難しい。 

データ提供側と利用側のマッチングが必要。 



開発者/自治体向けコンテンツの公開（住民や事業者による利活用） 
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APIの提供 

開発者向け 

自治体向け 

○APIを拡充して欲しい（開発者向けアンケートより）。 
・CKAN APIドキュメント 
・Open DATA METI SPARQLエンドポイント 
・Open DATA METI API 

○オープンデータに関係する政府の指針等が探しにくい（自治体との意見交換より）。 

○職員に対するオープンデータの説明資料が欲しい（自治体との意見交換より） 。 

○他の地方自治体がどのようなオープンデータの取組を行っているか知りたい。 
（自治体との意見交換より）  

政府等の指針をまとめて公表 

・電子行政オープンデータ戦略 
・世界最先端IT国家創造宣言 
・電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ 
・G8オープンデータ憲章 など 

説明用の資料を公開 
・オープンデータの概要、取組のステップ 
・共通語彙基盤 ・国内外の活用事例 
・経産省が開催したアイディアソンの結果 など 

オープンデータに取り組んでいる地方自治体へのリンクを掲載 
（現在、21自治体へのリンクを掲載 自治体のデータも今後掲載予定） 



アイディアソン・コンテストの開催（住民や事業者による利活用） 

 地域課題の解決方法を具現化する「アイデアソン」及び「ユース
ケースコンテスト」を開催（総務省と共催） 

アイディアソン ユースケースコンテスト 

 大阪、東京、松江の3都市で開催 
 計200名以上の参加、80以上のアイディア

を創出 
 地域課題の解決を目的とし、生活者視点の

課題やアイディアを議論 

 「自治体と交渉し、新たな公共データを
入手するするともに、利用条件を教えて
もらう」を応募条件とした 

 アプリケーション部門：30作品 
 オープンデータ推進部門：18作品 
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ユースケースコンテスト優秀作品（住民や事業者による利活用） 
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 最優秀賞 

 優秀賞 

NGY Night Street Advisor 
明るい夜道を案内する安心・安全な歩行者ナビゲーションシステム 

AED SOS 

（団体名）Team AED SOS 
（利用データ）AED設置場所のデータ 
（概要）AEDのオープンデータを活用した市民救命の

応援要請アプリ 

東海道中ぶらり旅 

（団体名）チーム よこはま 
（利用データ）旧東海道名所・旧跡データ 
（概要）旧東海道の宿場町を中心に、名所・旧跡を巡る旅、

まち歩きのサポートアプリ 

（団体名）明石工業高等専門学校 
（利用データ）街路灯データ（名古屋市役所） 
（概要）街灯の種類や設置状況から夜道の明るさを可視化

し、案内経路の安全性を確認できる、安心・安全
な歩行者ナビゲーションシステム 



オープンデータを推進する際には、以下の３つのステップが考えられる。 

STEP1：オープンデータの認識 

原課 or 広報室 

確認 

原課や広報室がオープンデータとは
どのような施策・取組なのか認識 

・DATA.GO.JP  
・Open DATA METI 
・各自治体データ 
 カタログサイト 
 

STEP2：自治体HPへの公開 

アップロード 

自治体HP内にオープンデータ公開専用
のページを用意（オープンデータ推進
課室作成） 

推進課室によりデータをアップロード 

原課 or 広報室 オープンデータ
推進課室 

データ 

STEP3：通常業務に組み込まれた状態 

原課又は広報室が直接データを
アップロード（推進課室の手は離
れ、業務に組み込まれた形） 

原課 or 広報室 

アップロード 

提出 

※ Open DATA METIの利用も可能 
 

オープンデータを推進するためのステップ 
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既存データカタログサイト 

データ 

自治体HP専用ページ 

・千葉市、鯖江市
、裾野市、大阪市 
      など 

データ 

自治体HP専用ページ 
 or 

自治体データカタログサイト※ 

業務サイクル内への組込み検討①（各府省庁及び自治体への展開） 



 ライセンス（著作権） 
 利用可能範囲を明示するためのライセンス表記 
 可能な限り再利用可能なライセンスでの提供（例：CC-BY） 

 

 データ形式 
 可能な限り二次利用し易い形式でのデータ提供※ 

  ※参照：二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方（ガイドライン） 

業務サイクル内への組込み検討②（各府省庁及び自治体への展開） 

データ作成原課において留意すべき点 

 検索性 
 市民が容易にデータを検索可能にするための、分かり易いデータタイトルや説明等の表記 
 検索性向上のためのメタデータの記載（例：公開日、発行組織、タグ） 
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 公開できない情報 
 プライバシー・個人情報、安全保障に関する情報、その他個別法令で定められた情報 

データ公開作業課室（広報室等）において留意すべき点 

組織全体として留意すべき点 



原課 

広報室 

既存自治体HP 

自治体HPオープ
ンデータ専用ペ

ージ 
 or 

自治体データ 
カタログサイト 
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②データ 
公開申請 

④HP公開及び 
オープンデータ 

公開作業 

データ 

データ公開 

①データ作成 

既存HPへの 
公開 

③メタデータ 
自動抽出 

データ 

メタ 
データ 

データ 

HP公開申請 
フォーム 

（メタデータ入り） 

通常業務に組み込まれた状態の業務フローの一例 

データを使いやすい
形式で作成 
利用規約が緩い状態
で公開 

ツール等により、HP公
開申請フォームから
オープンデータのメタ
データを生成 

メタ 
データ 

データ 

データを参照 

業務サイクル内への組込み検討③（各府省庁及び自治体への展開） 

HP公開申請フォーム
を拡充し、メタデー
タ項目も入力する！ 

変換 



(参考：原課公開時)通常業務に組み込まれた状態の業務フローの一例 

→通常業務に組み込まれた状態の業務フローで、原課が公開作業を実施する場合 

原課 

広報室 

既存自治体HP 

自治体HPオープ
ンデータ専用ペ

ージ 
 or 

自治体データ 
カタログサイト 

②メタデータ 
作成 

③HP公開及び 
オープンデータ 

公開作業 

データ公開 

①データ作成 

既存HPへの 
公開 

データ 

メタ 
データ 

データ 

メタ 
データ 

データ 

データを参照 
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業務サイクル内への組込み検討④（各府省庁及び自治体への展開） 

データを使いやすい
形式で作成 
利用規約が緩い状態
で公開 

検索性の向上のため、
メタデータを作成 



来年度に向けた方向性 

15 

平成２６年度においては、 
「オープンデータを利用したビジネ
ス化課題の把握」 
「事業者サイド（４－６）の取り組み
の支援を促す基盤整備」 
に注力して実施する。 

１.保有データ
の提供 

2.技術や制度
の検討 

3.データポータル
サイトの構築 

4.ユースケースの
創成と共有 

5.住民や事業者
による利活用 

6.ニーズや課
題の把握 

DATA METI構想から得られた知見やノウハウを自治体、関係団体等に対して提供 

関係団体等と連携したビジネス化の支援に関する検討 
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