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１．ビジネス展開を取りまく状況 



行政サイド（データの出し手側）の取組の進展 
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自治体 取組の概要 

静岡県 
（ふじのくにオープン
データカタログ） 

2013年8月27日公開。都道府県では初となるデータカタログサイト。防災、観光
（富士山等）など、31のデータを掲載。 

神奈川県横浜市 
（横浜市オープンデータ
ポータル） 

2013年2月に開催された“International Open Data Day in Japan”のハッカ
ソンにおいて、データポータルサイトを開発。子育て・教育、防災などのデータを
掲載。 

【独自のオープンデータカタログサイトを整備】 出典：各自治体等HP 

【ホームページ上で公共データをオープン化】 

・北海道室蘭市 
・秋田県横手市 
・福島県会津若松市 
・群馬県前橋市 
・千葉県千葉市 
・千葉県流山市 
・神奈川県横浜市金沢区 

・福井県 
・福井県坂井市 
・福井県鯖江市 
・福井県越前市 
・福井県敦賀市 
 

 国・自治体・独立行政法人それぞれの取組により、行政機関側のオープンデー
タは徐々に進展。 

 DATA.GO.JP（試行版）：9,498データセット 
 Open DATA METI：経産省・独法データ合わせ2,242データセット 
 自治体：防災、観光等の社会課題関連データを中心に、各自治体で取組が進展 

・石川県金沢市 
・石川県野々市市 
・石川県内灘町 
・静岡県裾野市 
・岐阜県 
・大阪府大阪市 
 



民間サイド（データの受け手側）の取組の進展 

Open Knowledge Foundation 

Linked open data challenge 

CODE for JAPAN 
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 民間の取組を中心とした、アイディアソン、ハッカソン、コンテストの取組は
大きく加速（この半年間で月平均約５件のペースで開催）。 

 今年度は、民間主催、政府主催のコンテストともに多くの作品が応募されてお
り、アプリケーションの開発は活発に行われている状況といえる。 

2011年度 2012年度 2013年度 

データセット部
門 

21作品 87作品 101作品 

アイデア部門 34作品 50作品 67作品 

アプリケーショ
ン部門 

18作品 44作品 122作品 

ビジュアライ 
ゼーション部門 

- 24作品 18作品 

基盤技術部門 - - 13作品 

【LOD Challengeにエントリーされた作品数】 



ビジネス展開に至るミッシングリンク 
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データの出し手側、受け手側双方の機会が高まってきているにも関わら
ず、国内でオープンデータを活用してビジネス化に至った事例は極めて
少ない。 

既存の取組のほとんどは、社会課題の分析～ソリューションの提供（ア
プリの開発）までの流れで止まっており、ビジネス展開に必要な要素が
適切に組み合わされていないのではないか。 

社会課題
の分析 

解決アプ
ローチの

提示 

必要な
データの

特定 

ソリュー
ションの

提供 

ビジネス 
展開 

（社会課題
の解決） 

？ 

アイディアソン 

ハッカソン 

ビジネス展開の
ミッシング 

リンク 



（参考）新たなデータの創出を含めた議論 
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他方、産業サイドからは、付加価値のあるビッグデータや公共データ等
を取り込む形でのビジネス展開のニーズが出てきている。 
 

ニーズの高いデータには、まだ作成されていない、オープンデータ化さ
れていないデータも多く（ダイナミックデータ等）、有償での提供など
のスキームも含め、今後のモデルを議論していく必要があるのではない
か。 

必要な
データの

不足 

 
 

社会課題
の分析 

解決アプ
ローチの

提示 

ソリュー
ションの

提供 

ビジネス 
展開 

（社会課題
の解決） 

ビジネス
モデルの

不在 



ビジネス・モデル・キャンバス 
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 ビジネスに必要な要素を整理する手法として、Business Model Generationが、
「ビジネス・モデル・キャンバス」を提唱。 

 ビジネスモデルを、①顧客セグメント、②価値提案、③チャンネル、④顧客と
の関係、⑤収益の流れ、⑥リソース、⑦主要活動、⑧パートナー、⑨コスト構
造の９つの構成要素に分けて整理。 

出典：http://www.businessmodelgeneration.com/ 



オープンデータのビジネス展開に足りないもの 

7 出典：http://www.businessmodelgeneration.com/ 

社会課題
解決アイ
ディア 

社会課題の発見 

アプリ 
開発 

データの 
特定 

• 解決策を必要とする主体（自治体等）にリーチできない 
• ビジネス化のクリティカルマスに到達しない 
 →（解決の方向性）アプリ等を活用してサービスを行う主体との提携、情報提供主体との提携 

課題①：パートナー 

• 技術のノウハウは揃っているが、経営のノウハウが不足し、ハッカソンから昇華できない 
• 資金提供を受ける上でのビジネスプラン作成、マッチングの機会がない 
 →（解決の方向性）経営人材・ファンドとのマッチング、成功事例のビジネスモデルの共有 

課題②：コスト・収益モデル（経営人材） 
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２．ビジネス展開に向けた方向性 



オープンデータのビジネス展開のためのアプローチ 
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オープンデータのビジネス展開に向け、今後は、（データの出し手側の
施策を引き続き継続しつつ、）データの受け手側の成功事例創出を最優
先させる必要があるのではないか。 

具体的には、以下のアプローチが検討できないか。 

②サービスの担い手（パートナー）やファンドとのマッチング 

①成功事例におけるビジネス化ノウハウの分析・共有 

 公共データ（＋民間データ）を活用した事業化に成功した企業等にヒアリング
を行い、ブレークスルーとなったパートナーやコスト・収益モデルの生成ノウ
ハウを整理。 

 広く共有できる知見についてはオープン化し、後発の取組を後押し。 

 ハッカソンを昇華した、投資家・ファンドなどを巻き込んだビジネスコンペ・
目利きの場などの開催。 

 アイディアソン・ハッカソン・コンテストで創出されたアイディアやアプリの
情報を集約。 

 サービスの担い手などが情報を検索し、作り手にリーチできる仕組みを構築。 
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①成功事例における 
ビジネス化ノウハウの分析・共有 



ビジネス化の事例：カーリル 
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社会課題・解決アプローチ 

 どの図書館に、読みたい本があるかわからない。 

 各図書館の蔵書や貸出状況をAPIで集約、Webサービスとして提供 

活用データ 

 図書館ごとに公開されている蔵書・貸出情報 

パートナー（ヒアリングによる） 

 図書館・印刷・出版等、業界構造を熟知した者のサポートを、早い段階で得た。 

 Ｗｅｂサービスである強みを活かし、サービス当初から全国の図書館をターゲットと

することでクリティカルマスを確保。 

コスト・収益モデル（ヒアリングによる） 

 業界調整に先んじて、顧客（アプリ利用者）を囲い込み、収益モデルを確立。 

 今後は、得られた利用者データや貸出データを分析して付加価値を創出するなど、事

業領域を拡大。 
カーリル 

図書館の蔵書・貸出情報 
（全国約6,400施設分） 

Amazonの書籍販売情報 
（値段や在庫等の広告） 

国立国会図書館からの書誌情報 
（書籍の基本的な情報） 出典：https://calil.jp/ 

利用者 

書籍の検索、蔵書の確認 



ビジネス化の事例：アグリノート 

12 出典：http://agri-note.jp/hp/ 

社会課題 

 紙の記録で圃場を管理するのは大変。 

 病気の種類や使用回数等が体系的にまとまった、農薬データベースはないのか。 

解決のアプローチ 

 PC、タブレット、スマートフォンから入力可能なインターネット上の農業日誌 

 圃場管理と同時に参照可能な、農薬情報のデータベース 

活用データ 

 独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)の農薬データ 

コスト・収益モデル 

 アカウント制による、年間契約（39,800円/年） 

農作業記録・育成記録
と農薬データベースを
参照し、作業計画を立
てることが可能 

農作業記録・育成記録（農薬散布状況等） 

農薬情報のデータベース 



ビジネス化の事例：ゆれくるコール 

13 出典：http://www.rcsc.co.jp/hpd/index.html 

社会課題 

 緊急地震速報は、専用の装置がないと警報が受信できないのか。 

解決のアプローチ 

 緊急地震速報をスマートフォンにプッシュ通知するアプリを提供 

活用データ 

 気象庁より配信される高度利用者向け緊急地震速報 

コスト・収益モデル 
 広告を表示し無料でサービス 

 オプションで優先配信350円、広告非表示85円 

地震発生時、設定し
た予測地点に到達す
る震度と時間をプッ
シュ通知 

過去10件分の地震情報も表示 
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②サービスの担い手（パートナー）や 
ファンドとのマッチング 



海外事例：英国のオープンデータのビジネス支援 

①選定起業への人材面、マッチング等の支援 

②公的機関や中小企業・起業者向けの包括的プログラム 

ODIが毎年実施するオープン・コンペで選出した企業に対し、 

技術・ビジネスの専門家の派遣 

ネットワーキング、リクルート、マーケティングの支援 

オープンデータを活用する学生の起業支援 

ハッカソン等のイベントの開催 

“Data Strategy Board Breakthrough Fund”(750万ポンド) 

 公的機関がオープンデータ化を行うための調達のための予算支援 

“Open Data Immersion Programme”(85万ポンド) 

 中小企業・起業者向けのオープンデータ関連イベントやコンペの実施 

 コンペ優勝者に2000～2500ポンドの資金援助等のビジネス化に向けた支援 

 英国のODI（Open Data Institute）は、2011年11月の設立以降、ビジネスへの
主な支援策として①選定企業への人材面、マッチング等の支援や、②公的機関
や中小企業・起業者向けの包括的プログラムを実施。 

 ODIは、英国政府から5年間で1000万ポンドの予算と、民間からの75万ドルの資
金提供によって運営。 

15 出典：http://theodi.org/ 



ハッカソン・コンペ等関連イベント 

ＯＤＩ 

英国政府 民間ファンド 
(Omidyar Network) 

公的機関 
（地方公共団体等） 大学 

会員企業 
（ITベンダー、 
ITコンサル等） 

支援する企業 

選定企業（コンペで選出） 

資金 資金 

オープンデータ化 
支援 

起業 

起業人材に対する 
支援 

人材派遣 
資金支援 

具体化 

データ 
オープン化 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 

・  ・ ・  ・          

海外事例：英国ODIの事業モデル 

ビジネスマッチング 

※赤字がODIが担う事業 

16 出典：http://theodi.org/ 



海外事例：ODIが支援を行う企業の概要① 

17 

企業名 Mastodon C 

事業の概要 ビックデータの活用コンサル、環境配慮型のクラウドサービス 

 初年度（2012年度）の選定企業（４件） 

企業名 Locatable 

事業の概要 不動産を探している人向けに、エリア情報や物件の周辺情報を一元的
に検索できるサービス 

企業名 Placr 

事業の概要 公共交通機関のオープンデータにアクセスするAPIとデータセットを提
供（時刻表、運行ルート、現在の運行状況、実績履歴など） 

企業名 Open Corporate 

事業の概要 世界各国4900万企業のデータ集約したデータベースの作成、検索
サービス 

出典：http://theodi.org/ 



海外事例：ODIが支援を行う企業の概要② 
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企業名 Spend Network 
事業の概要 オープンデータ化された政府の支出データや調達情報のレポジトリの開発とサー

ビスの提供 

 2013年度以降の選定企業（５件） 

企業名 Provenance 

事業の概要 製造者が、商品の詳細写真、製造工程、背景などを投稿し、消費者と共有できる
プラットフォームの開発、提供 

企業名 Demand Logic 

事業の概要 商業施設の省エネルギーをバックアップするシステムや稼動レポート、リアルタ
イムのダッシュボードの提供を行っている。 

企業名 Open Bank Project 
事業の概要 

金融機関が安全に迅速な電子サービスができるオープンソースAPIの提供とアプ
リストアの運用 

企業名 Carbon Culture 

事業の概要 企業の省エネ活動をバックアップするサービスや、企業のリアルタイム情報等を
集約したコミュニテイ・ツールを提供 

出典：http://theodi.org/ 



（参考）ミラサポを通じたビジネス支援 
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（中小企業庁の委託により運営） ミラサポ 検索 
 URL:www.mirasapo.jp/ 

 起業支援策を含む補助金等の施策や
ビジネスの実例を掲載 

 
 
 
 先輩経営者や専門家との情報交換が

できる場（コミュニティ）を提供 
 
 
 
 分野ごとの専門家のデータベースを

整備 
 ユーザーが自らの課題に応じた専門

家を選んで、オンライン上での派遣
依頼が可能 

専門家相談 

コミュニティ 

施策情報の提供 



民間側のニーズ 
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 課題認識 
 アイディアソンやハッカソンの成果が継承されず埋もれている。 
 コンテスト等で受賞してもプログラマー個人の功績として残らない。 
 ベンチャーキャピタルの前でプレゼンする機会や、社会起業家とつながる仕

掛けがない。 
 企業側もオープンデータを活用するニーズが高まっているが、プログラマー

と対話できていない。 
 

 必要な仕組み 
 オープンなナレッジ・バンクのような仕組みが必要。 
 自治体や企業にとっては、課題別でアイディアやアプリを検索できるとパー

トナーを見つけやすい。 
 作り手の個人の功績が整理されていればマッチングに結びつく。 
 情報がバラバラに分散しては意味がないため、統合する動きが必要。 
 企業主催のハッカソンやビジネスコンペなども今後拡大していく必要がある。 

アイディアソン・ハッカソン・コンテストを主催する団体を中心としてヒアリン
グを実施。今後必要な取組に関する主な指摘は以下のとおり。 



オープンデータのナレッジ・バンク（構想） 
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 民間が担い手となり、既存のデータベース等を連携統合し、アイディアやアプリケーショ
ンの一元検索を通じたマッチングを行うとともに、成功事例のノウハウを共有できないか。 

 政府は投資家や自治体などの呼び込み、ビジネスコンペ等の働きかけを通じてマッチング
を後押しできないか。 

アイディア 

アプリケーション 

Civic Hacker等 

アイディア・アプリ登録 

民間 
ハッカソン・コンテスト 

成果情報 

自治体等 企業・投資家・ファンド 

参照 

登録 

データポータル 

連携 

課題 アプローチ 

検
索 

検
索 

作り手 

マッチング マッチング 

蓄積された 
アイディアを 
ハッカソン 
で具現化 
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