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公共データの２次利用と経済活性化

付加価値を付けた２次加工

情報サービスの発展

国民

幅広い経済産業
活動の活性化

＜経済活性化＞

�公共データを２次利用可能な形で提供することにより、より優れたサービスの提供やそ
れに伴う企業活動の効率化等が促され、我が国全体の経済活性化が期待できる。

�実際に、欧米では公共データの利用を産業発展につなげるケースも出てきている。また、
日本でも公共データ利用によるサービス事例あり。
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１次データを提供

・２次利用アプリ
・２次利用Web構築
・２次利用システム構築 事業者

国

より優れた
サービス
提供



電子行政オープンデータ戦略

�「新たな情報通信技術戦略」及び「電子行政推進に関する基本方針」の趣旨に則り、公共データの
活用促進に集中的に取り組むための戦略として、電子行政オープンデータ戦略を策定（平成２４年
７月４日 IT戦略本部決定）

① 透明性・信頼性向上 → 行政の透明性の向上、行政への国民からの信頼性の向上

② 国民参加・官民協働推進 → 創意工夫を活かした公共サービスの迅速かつ効率的な提供、ニーズや価値観の多様化等への対応

③ 経済活性化・行政効率化 → 我が国全体の経済活性化、国・地方公共団体の業務効率化、高度化

【基本原則】 ① 政府自ら積極的に公共データを公開すること
② 機械判読可能で二次利用が容易な形式で公開すること
③ 営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること
④ 取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取組に着手し、成果を確実に蓄積していくこと

◆ 戦略の意義・目的

◆ 基本的な方向性
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【推進体制・制度整備】オープンデータを推進するための体制として、速やかに、官民による実務者会議を設置
①公共データ活用のための環境整備等基本的な事項の検討
②今後実施すべき施策の検討及びロードマップの策定 ③各種施策のレビュー及びフォローアップ

【電子的提供指針】フォローアップの仕組みを導入し、「具体的な施策」の成果やユーザーの要望等を踏まえ、提供する情報の範囲や内容、提供方法
を見直し

◆ 推進体制等

【平成２４年度】以下の施策を速やかに着手
１ 公共データ活用の推進 （公共データの活用について、民間と連携し、実証事業等を実施） 《内閣官房、総務省、経済産業省》

①公共データ活用ニーズの把握 ②データ提供方法等の整理 ③民間サービスの開発
２ 公共データ活用のための環境整備 （実証事業等の成果を踏まえつつ、公共データ活用のための環境整備） 《内閣官房、関係府省》

①必要なルール等の整備（著作権の取扱いルール等） ②データカタログの整備 ③データ形式・構造等の標準化の推進等
④提供機関支援等についての検討

【平成25年度以降】ロードマップに基づき、各種施策の継続、展開 《内閣官房、関係府省》

◆ 具体的な施策

《内閣官房、総務省》

《内閣官房、総務省、経済産業省、関係府省》



DATA METI構想の概要

DATA METI構想（イメージ）

① 公共データの試験的開放
・経済産業省の保有データを２次利用しやすい形で提供

②公共データ開放時の課題を解析し、対応を検討
・公開ルールやデータカタログ整備の検討
・インセンティブ付与の仕組みの検討

１．公共データの試験的開放とルールの設計 公開データ（一例）

計量標準 地質図 補助金制度

・・・

� 電子行政オープンデータ戦略の基本方針を踏まえ、経済産業省自らが先行的に保有して
いる公共データの開放を行う計画（DATA METI構想）を実践していく。
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・データ交換基盤の整備 等

③データ利活用促進のため、活用ニーズを把握
・アイデアコンテスト等の開催 等

④標準化の検討
・欧米を始めとする世界的な傾向との同調 等

経済産業省

編集が容易な
データ

データ利活用者

国民

付加価値サービス
（経済社会活動の活性化）

事業者

２．得られた成果の展開

⑥オープンデータノウハウの共有
・他府省、独法、自治体、公益法人等へ

⑦オープンデータの利活用拡大
・オープンデータ利活用者の育成・増加

￥
￥

⑤データ展開結果の効果検証



経済産業省保有データと現状の課題（一例）

①各々のHPなどで公開されている情報
（例）

� 補助金等の支援制度
� 調査研究報告書
� 主催イベント情報、後援イベント情報

（例）知的基盤データ

施策情報の提供観測情報等の提供

公開している提供主体が異なるので、一度に
検索をする とが きな

計量標準計量標準 地質図地質図 生物遺伝
資源

生物遺伝
資源

試験・評価
方法

試験・評価
方法
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②企業の信頼性向上等が期待できる情報

（例）
� 法に基づく優遇措置の事業認定情報
� 各種表彰データ

異なる技術分野の情報を、横断的に検索す
ることは難しい。
同分野でも提供者が異なると、情報の統合
が困難な場合がある。

検索をすることができない。

公開している提供主体が異なるので、企業名
から逆検索をすることができない。

標準物質標準物質 先端計測
技術

先端計測
技術

化学物質
管理

化学物質
管理

製品事故
データベース
製品事故
データベース



公共データWGにおける論点

� DATA METI構想の推進に必要な検討を行うため、IT融合フォーラムの下に公共デー
タWGを設置。経済産業省保有データを対象に実践的な観点から検討を実施していく。

� 検討をすすめていく論点としては、例えば次のような論点が考えられる。

①「電子行政オープンデータ戦略」で掲げられた論点
１ 公共データ活用の推進
①公共データの利活用ニーズの把握 ・民間と連携した検討やサービス開発コンテストの実施

・各府省のデータサービス等を一覧で提供する環境を試行的に構築
②データ提供方法等に係る課題 ・必要なルール等の整備
の整理・検討 ・データカタログの整備

・データ形式・構造等の標準化の推進
③民間サービスの開発 ・公的データを活用した民間によるサービス開発事例を蓄積
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２ 公共データ活用のための環境整備
①必要なルール等の整備 ・著作権の取り扱い、利用条件、機械からのアクセスルール

・利用者と提供者の責任分界、機微情報の取扱い
②データカタログの整備 ・メタ情報（概要、データ形式等）を蓄積したデータカタログの整備
③データ形式等の標準化 ・現在の利用状況や民間の意見を踏まえたデータ形式・構造の検討

・提供方法等の標準化・効率化
・マニュアル・支援ツール等の整備

④提供機関への支援等 ・公共データ提供に適した業務プロセスの見直しや手数料等の検討
・提供機関や利用者への周知・普及方策の検討

②「DATA METI構想」を進めていく上で必要な論点（①以外）
○交換基盤の整備 ・異なるシステム間でのデータ交換に必要な基盤整備の検討
○展開結果の効果検証 ・公共データ開放により期待できる経済効果の検証
○国際的な視点の導入 ・欧米を始めとする世界的なオープンデータ傾向との同調



各論点に対するアプローチ（案）

論点

① 利活用ニーズを把握するための民間連携や
コンテストの実施

② データ等の提供環境の試行的構築

③ ルール等の整備（著作権、利用条件、機械か
らのアクセスルール、機微情報の取扱い）

④ データカタログの整備

⑤ 利用状況や民間意見を踏まえたデータ形式等
の検討

⑥ デ タ提供方法等の標準化 効率化

アプローチ（案）

１ 他機関による実施状況等の紹
介・調査

①、③～⑫、
⑬、⑭

２ 経済産業省保有データを試験的
に開放

③、⑤、⑥、
⑦、⑫

３ 経済産業省保有データのポータ
ルサイトの構築

②、④、⑤、
⑧、⑪

４ 経済産業省保有データの２次利
用に関心のある人たちへの呼び
かけ

⑤、⑪
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⑥ データ提供方法等の標準化・効率化

⑦ マニュアル・支援ツール等の整備

⑧ 公的データ活用事例の蓄積

⑨ 業務プロセスの見直し

⑩ 手数料等の検討

⑪ 提供機関や利用者への周知・普及方策の検討

⑫ データ交換に必要な基盤整備の検討

⑬ 経済効果の検証

⑭ 国際的な傾向との同調

５ 実証事業の実施 ⑧、⑬

６ 外部公的機関との連携 ①、⑤、⑭

各論点について、複数のアプローチで調査・実証
した結果を公共データWGに報告し、検証を行う。

検討結果を電子行政オープンデータ戦略で定めら
れた実務者会議での議論やDATA METI構想の推
進に反映させていく。



全体スケジュール（案）

平成２４年
９月 １１月１０月 １２月 １月 ３月

平成２５年
２月

公共データWG
現状やニーズを踏まえ、
各論点を検討

実務者会議で定め
られたロードマッ
プを踏まえて検討
実施

実施状況等の紹
介 調査

他機関による実施状況等の紹介

電子行政オープンデータ戦略で定められた
実務者会議等の実施状況に応じて、各論点
を検討。

論点の
棚卸し

公共デ タの利活用ニ ズ調査

２４年度の実施業況
を踏まえた調査等の

実施状況に応じて適宜報告
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省内データの試験
的開放

ポータルサイトの
構築

介・調査

外部公的機関との
連携

開放可能な情報から開放（WGの検討内容を踏まえて適宜改修）

開放可能と思われる情報から個別に調整

下準備

民間団体によるアイデアコンテストやシンポジウムと連携
官公庁間での連携を検討

２５年度予算事業等
を踏まえた調整

前年度の成果を踏ま
えた実証事業の実施

経済産業省が保有しているデータの棚卸し

公共データの利活用ニーズ調査
海外事例調査の実施

関心のある人たち
への呼びかけ

呼びかけの実施下準備

実証事業の実施 下準備 公共データの利活用に関する実証事業

を踏まえた調査等の
実施


