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公共データの
提供 

技術や制度 
の検討 

ポータル 
サイトの構築 

ユースケースの 
創成と共有 

国民や事業者
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
課題と解決
策を提示 

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 

ユースケースや
活用支援の紹介 

○他府省に先がけて、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、政府全体の取組みに役立つモデルを示すと
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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ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 

○公共データの提供 
実施内容 
 白書・統計情報のオープン化の先行実施（約150データセットを公開） 【参考１】 
 経済産業省、経済産業局、所管独立行政法人を対象に、公開webサイトに掲載されているデータ

の棚卸しを実施（現在、約9,000のデータをカウント） 【参考２】 
 
教訓 
 これまでのデータの取り扱いとこれからのデータの取り扱いと分けた議論が必要 
 二次利用を前提としたデータ形式やデータ所有権の整理を考慮していくことが必要。 
 既に公開しているデータについて二次利用可能な処理をしていくためには、加工・調整コスト

が発生するため、費用対効果を考えて処理をしていく必要がある（例えば、どこまでコストをか
けて過去のデータをオープン化していくかなど）。 

 
次のアクション 
 オープン化を前提としたデータ作成プロセスの検討 
バイドール条項を含む委託契約条件の見直し 
行政情報システムへのオープンデータ対応の組み込み 等 

 棚卸し結果を利用したニーズ調査とその結果に応じた公共データの提供 
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○技術や制度の検討 
実施内容 【参考３】 
データカタログの作成（技術） 
クリエイティブ・コモンズ（CC）ライセンスの利用（制度） 
共通ボキャブラリの検討（技術） 
LOD技術の検討（技術）（検証中） 
オープンデータに関するリスク分析（技術・制度） 

 
教訓 
ライセンスは「出来るをデフォルトで、出来ないを列挙した規定（ネガティブリスト化）」に。 
ライセンスは使い分けが必要。白書で言えば、文章はCC-BY-ND、データや数値はCC-BYとライセ
ンス表示を使い分け、白書内のデータや数値の利用・加工ニーズに応えることが望ましい。 
第三者が受託しデータ作成するものは、あらかじめ受託者から許諾を得る契約条件に。 
改変についての整理が必要 
「改変」の定義の明確化 
「改変を禁止」については禁止事項を具体的に羅列するべき。 
「改変」と「改竄」は分けて考える必要がある。 

LOD化を行うに当たっては事前準備が必要。 
 データの定義がきちんと理解された上で使用されるような仕組等が必要。 
 コード情報など、横串で利用でき汎用性が高いものの方がメリットが高い。 
 LOD化には相応のコストを要する。費用対効果の検討も必要。 

 
次のアクション 
CCライセンスの適用範囲の拡大（「改変禁止」のあり方を検討） 
具体的な実例にあわせた共通ボキャブラリの設定 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 
公共データの
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○ポータルサイトの構築 
実施内容 
Open DATA METIサイトの構築（http://datameti.go.jp） 
オープンデータサイトの趣旨に則すよう、利用規約、免責事項を規定。 
「DATA METI活用パートナーズ」からの意見募集を随時実施。 

復旧・復興支援制度データベースの構築（平成23年度）（http://www.r-assistance.go.jp） 
WebAPI（Application Programming Interface）の提供を行うなどし、そのノウハウを蓄積。 

DATA BOXサイトの構築（平成22年度）（http://databox.openlabs.go.jp） 
行政統計データの利活用促進のため、データグラフ化機能等を備えたデータ提供サービス。  

 

教訓 
ニーズを考慮しなければオープン化コストの割には使われない。費用対効果を考慮すべき。 
オープンデータの目的を踏まえてオープン化を実施すべき 
主目的が経済活性化ならば、データ加工作業を、ビジネスの種と考えることも可能。 
目的を見据え「政府でやるべきこと」、「民間でもできること」、「民間ですべきこと」を考えて優先
順位を決める必要あり。 

 データをより探しやすい仕組（データ名の表記方法の統一、タグ情報付与等）があるとよい。 
復旧・復興支援DB等の取組はサイト運営ポリシー策定の際の参考となるので活かすべき。 
利用規約については更なる検討が必要（データをダウンロードする際に、利用規約に同意したこと
を確認するような仕組が必要ではないかなど） 。 

 

次のアクション 
サイトの運営ポリシーの策定 
データ命名規則のガイドライン化 
検索性の向上（メタデータの付与等） 
コードのLOD化（効果が見えやすく、データ利活用の呼び水となる）。 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 公共データの
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○ユースケースの創成と共有 
実施内容 
空間位置情報に関連する公共データの活用 
利活用テーマ（観光、防災、インフラ整備、エリアマーケティング）ごとにデータカタログを整備し
、モデル実証を実施することで公共データ利活用の先駆的なユースケースを明確化。 

知的基盤情報の開放・活用 
計量標準・標準物質や地質情報といった知的基盤情報について、オープンデータとしての利活
用を検討。 

諸外国の取組調査【参考４】 
欧州オープンデータ政策に関する最新動向について、英国の取組を中心に、初期立ち上げか
ら次のフェーズに入った各国動向の報告をもらう。 

 
教訓 
法令収集データの目的外利用に対する何らかの指針が必要 
場所を示すコードのデータ連携基盤が必要 
地質情報は二次利用のニーズが高く、各々の情報をマッシュアップする仕組が必要 
産業活性化を重視したオープンデータ環境の構築が必要 
公共データの具体活用事例の共有。 
国際的なオープンデータの流れがある中、日本としても自国の利益確保を維持しながら、国際
的舞台での議論に積極的に関与すべき。 

 
次のアクション 
 空間位置情報の活用 
事業化を前提とした新たな活用モデルの構築 

 知的基盤情報の活用 
地質情報を活用したユースケースの創出 6 

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


○国民や事業者による利活用 
 
実施内容 
アイディアボックスの実施（http://opendata.openlabs.go.jp）【参考５】 
 内閣官房、総務省、経済産業省で25年2月一杯実施。368人の参加者と123件のアイディア、

213件のコメントが集まった。 
アンケートの実施（活用事例の把握）【参考６】 
 ＪＵＡＳやｇコンテンツ推進協議会等を対象にアンケート調査を実施。62社から回答。 
 活用事例 

・需要予測のため、種々の時系列データを分析に活用。 
・ＪＩＳコードで人口データを統合し、製品の需要予測や比較等に活用。 
・国勢調査、商業統計等をＧＩＳシステムに搭載し、マーケティングに活用。 

 
教訓 
優れた利用事例を広く公開し、周知することは、類似の活用を実現化するきっかけとなりうる。 
 「Where does my money go?」は、もともとイギリスが作成したサイト。その後、横浜市でも同様

の取組が行われたが、International Open Data Dayを契機に広く周知され、利活用をできる自
治体の数を増やしてる。 

 
次のステップ 
コンテストの実施 
活用事例の収集と紹介 
 「Open DATA METI」サイトを活用した事例紹介の積極的な実施。 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 公共データの
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○ニーズや課題の把握 
実施内容 
アイデアボックスで寄せられたニーズ 
公開希望データ 

・行政機関の持つ文字コード（住基文字コードの仕様）と外字情報 
・町字コード 
・官公庁の入開札データ 等 

アンケート、ヒアリング調査の実施【参考７】 
所在がわかりにくい。更新状況の確認、データの変換、加工等が手間。データの加工が必要、
詳細でないこと、機関毎にフォーマットが異なることが課題。 等 

日本経済団体連合会からの意見 
利用上の障害が多く、十分に活用されていない。利活用推進には、政府オープンデータポリシ
ーの策定等が必要。 

地方公共団体や独立行政法人が保有しているデータもオープン化のニーズが高い。 
「DATA METI活用パートナーズ」の設置【参考８】 
ユーザからの意見や要望を集める仕組として、「DATA METI活用パートナーズ」を募集。約50
パートナーズが登録（平成25年3月3日現在）。 

 

教訓 
ニーズを受け取る窓口を設置することは重要。ワンストップであれば尚良し。 
データの定義や、どういう条件で収集した情報かが分かることが望ましい。 
具体的な公共データの活用事例を挙げてビジネスの役に立つことを示すことが重要。 

 

次のステップ 
引き続き、活用パートナーズからニーズ・事例等を募り、フィードバックを行う。 
ベストプラクティスの共有。 
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電子行政オープンデータ実務者会議への提言 （案） 
 
 オープンデータ環境の整備 
① データユーザーに対する環境の整備 

 オープンデータに係る各省への交渉代行や規制制度改革を含んだワンストップ相談
窓口を設置すべきではないか 

 日本政府のポータルサイトの構築 
② データホルダーに対する環境の整備 

 データホルダー向け手引書や共有可能なオープンデータツールを整備すべきではな
いか 

 各府省現場向けに、CIO補佐官等を活用したコンサルティング体制を構築すべき

ではないか 
 人材育成のための環境整備が必要ではないか 

・オープンデータは行政の効率化にも期待。人材育成とデータ作成ノウハウの伝授

も必要 
・必要なスキル・ノウハウにあわせた人材育成環境の整備も必要 

③ 独法・民間等外部の技術・ノウハウ等を最大限活用すべきではないか 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 
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電子行政オープンデータ実務者会議への提言 （案） 
 
 規約の整備 

 「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方（指針）」を見直すべきではない
か 

 各府省ホームページの利用規約の統一をすべきではないか 
 オープンデータを前提とした各種契約条項の見直し 

・システムの新規開発・改修の際は、オープンデータの対応を前提にすべきではな

いか 
・公表済みの委託事業成果物について、2次利用も可能とすべきではないか 

 行政データの取得目的以外での公開（オープンデータ）の可否を明確化すべきでは
ないか 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 
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電子行政オープンデータ実務者会議への提言 （案） 
 
 普及・啓発に向けた取組の実施 

 具体的な目標の設定 
・オープン対象データ、公開時期の指定等、具体的アウトプット創出の取組をすべき

ではないか 
 既に公開しているデータに対するオープン化の使い分け 

・当面は、2次利用が可能となるような利用条件の設定にフォーカスすべきではない

か 
・LOD化も、コード等の基本情報等、その対象を絞り込むべきではないか 

 地方公共団体や独立行政法人も加えたオープンデータの実施 
 オープンデータ実行インセンティブの付与 

・棚卸し、過去データのオープンデータ化、オープンデータを前提としたシステム構
築等の取組には費用がかかる。オープンデータの流れを止めないためにも、政府

オープンデータ推進のための推進費の確保を検討すべきではないか 
・各府省や地方公共団体、独立行政法人のベストプラクティスの紹介やコンテストの
実施等、大きな費用がかからないインセンティブの付与も実施すべきではないか 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 
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電子行政オープンデータ実務者会議への提案 （案） 
 
政府全体で共有すべきノウハウとして以下を提案する。 
 
 オープンデータポータルサイト構築のプロセス 

・サイト構成の検討 
・ニーズ調査 
・公開データの選定 
・データホルダー課室との個別調整 
・利用規約の作成 
・意見募集の仕組の構築 
 

 ＣＫＡＮを使用したデータカタログサイト作成のノウハウ 
・イギリスのデータカタログサイトdata.gov.ukをはじめ、多くの国や地域で採用実績を持つ

オープンソースソフトウェアＣＫＡＮを利用することにより、効率的にデータカタログサイトを
作成。 
・ＣＫＡＮは、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

能であり、メタデータも登録可能なことから、データの利活用に向いている。アメリカの
data.govも将来的にはＣＫＡＮに移行する方針であることを2013年1月に表明している。 

 
 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 
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電子行政オープンデータ実務者会議への提案 （案） 
 
政府全体で共有すべきノウハウ 
 ＣＣライセンスの使用 

・利用条件の明確化のため、データセットごとにＣＣライセンスを付加。 
・CCライセンスは「利用制限」条件を示すライセンスであるため、CCライセンスで示した条

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。 

 
 統計データのＬＯＤ化に当たっての考え方（検証中） 
・統計データ中のコード間の関連性を踏まえ、複数の統計データ（シート）を跨った分析が行
えるよう、対象データの選定を実施。 

・W3Cにおいて標準化が進められているThe RDF Data Cube Vocabularyを用いてRDF
記述。 

ＤＡＴＡ ＭＥＴＩ構想の成果概要 
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電子行政オープンデータ実務者会議への提案 （案） 
 
政府全体で共有すべきノウハウ 
 データ棚卸し 

・経済産業省（資源エネルギー庁、中小企業庁、特許庁を含む）、経済産業局、所管独立
行政法人を対象に、公開webサイトに掲載されているデータの棚卸しを実施し、約9,000
のデータをカウント（継続調査中）。 
・棚卸しを行うことで保有データの全体像を掴むことができ、現状の課題（データ名の付け
方が統一されていない等）の把握・分析に有効。 

 ユースケース 
・地理空間情報と関連した公共データについて、自治体と連携し実施したデータカタログ
の作成やサービス実証等のモデル事業の成果（作成中） 

 
 
 

 オープンデータの具体的なニーズ 
（アイデアボックスやニーズ調査などで得られた具体的な項目を記載する予定） 
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平成２５年度に向けて（案） 
 
 次のステップとして掲げた各項目の検討レベルの押し上げとともに、その過程で生じる諸問

題について、整理・解決を引き続き実施していく。 
 経済産業省として、オープンデータの第一の目的は産業活性化であることを念頭において、

今後の取組事項の優先順位を決めていく。 
・棚卸しデータの公開とそれらに対するニーズの収集 
・オープンデータを前提とした契約や利用規約の検討・実施 
・技術的な措置の具体的な試験実施とその効果検証 
・各府省、地方公共団体、独立行政法人、民間ユーザーによる活用事例の作成・収集・公
開 

・得られた個々のニーズに対する対応方針の決定・検討 
・国際的な動向を踏まえたオープンデータの実施 
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