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世界最大のインフラストラクチャー
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マイクロソフトのネットワークは、世界第 2 位の規模
(上にいるのは、米国政府のネットワークのみ)



Microsoft Azureはオープンプラットフォーム
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Azure Cloud Platform Overview



マイクロソフトのクラウドソリューションマップ

データ データ

ゲスト O/S

ミドルウェア

データ

お客様 管理

Microsoft 管理

サーバー
ストレージ
ネットワーク

O/S

ミドルウェア

データ

オンプレミス
(レガシー型) IaaS PaaS SaaS

運用 / 管理

アプリケーションアプリケーションアプリケーション

ミドルウェア

データ

プライベートクラウド
(ホスティング含む)

アプリケーション

他社 管理

Windows Server
System Center / SQL Server

アプリケーション

パブリック クラウド

Microsoft Azure

仮想化

運用 / 管理

サーバー / ストレージ / ネットワーク

ゲスト O/S

ミドルウェア

ゲスト O/S

仮想化

サーバー
ストレージ
ネットワーク

運用 / 管理

Office 365
Dynamics

365



事業の背景とねらい

オープンデータによる官民連携

IoT, 自動翻訳などの先端技術

モバイル・デバイスの普及

地方創生

インバウンド観光客の急増

国際的なスポーツイベントの開催

地域の課題 ICTの進展
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本事業の特徴と成果

• 機械学習技術を活用した自動翻訳サービスAPIを公開し、多言語アプリの開発を促進

• 高精度位置認識技術(ビーコン)との連携によるサービスの高度化

先端ICT技術の活用

• 札幌市や地元企業、有識者等21のメンバーが参加する協議会を組織し、オープンデータの整備・活用を促進

• 協議会を母体として、次年度以降のエコシステムを構築

地域の官民一体となった札幌オープンデータ協議会の設立

• 自治体だけでなく、観光、スポーツに関する６つの民間企業・団体が11のデータセットを提供

• バス、地下街、イベント、宿泊施設、飲食店、スポーツ競技解説等

民間企業が保有するデータのオープンデータ化

• リアルタイムの電車位置情報のオープンデータ化は東京メトロに次ぎ2番目

リアルタイムの市電位置情報のオープンデータ化

• 国際的なスポーツイベントでの競技情報のオープンデータ化の課題抽出

• スポーツデータの管理ポリシーや提供方法

スポーツデータの活用
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事業全体の概要

地下街
ナビ

クラウド
自動翻訳
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協力機関

オープンデータの収集と
利用環境整備

オープンデータを活用した
情報サービス開発の推進

オープンデータを活用した
情報サービス利用の促進

実施体制

株式会社JTB北海道

札幌市観光文化局観光コンベンション部

札幌市観光文化局スポーツ部

札幌市交通局事業管理部

札幌市円山動物園

第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会

公益財団法人札幌スキー連盟

株式会社札幌振興公社

札幌市内ホテル連絡協議会

札幌ホテル旅館協同組合

札幌駅総合開発株式会社

北海道中央バス株式会社

札幌観光バス株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

セカイメニュー株式会社

Code for Sapporo

有識者
東京大学 越塚 登 教授

室蘭工業大学 岸上 順一 教授

北海道大学 山本 強 教授

事業実施主体

日本マイクロソフト株式会社

YRPユビキタス・ネットワーキング研究所

札幌オープンデータ協議会
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札幌観光オープンデータの公開
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多数の観光関連事業者のデータを集約し
オープンデータ化
観光地、店舗、ホテル、地下鉄、市電、バスなど多数の事業者
の情報を共通のフォーマットで集約

応用のイメージを強く意識し、観光に特化した形でのデータを
整備

オープンデータカタログサイト
データセットの検索を容易に行えるオープンデータのカタログ
サイトを構築

観光関連のデータ、交通関連のデータなどを提供

観光関連

観光地紹介、ホテル情報、地下街情報

交通関連

札幌市営地下鉄、市電、北海道中央バスの情報提供

市電はリアルタイムな位置情報もデータで提供

https://ckan-sapporo.odcity.org



札幌観光オープンデータの例
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データ 提供元 整備状況

観光関連データ

観光地情報 説明文、写真、位置情報 札幌市観光コンベンション部
円山動物園

公開中（537施設）
動物園写真（21件）

食事 レストラン基本情報（店名、位置、営業時間、カテゴリ等）
外国人対応レストラン情報：外国語メニュー、ピクトグラム、
外国語対応スタッフなど

ホテル各社
札幌駅地下街

公開中
ホテル内飲食店（14施設）
札幌駅地下街（605施設)

宿泊施設 位置情報、ホテル連絡先、客室数、満空情報など ホテル各社 公開中（62施設）

その他施設 ATM、公衆トイレ、コインロッカー等の施設位置情報 札幌駅地下街 公開中
札幌駅地下街（ATM4箇所）

イベント情報 札幌ゆきまつり
札幌駅前通

さっぽろ雪まつり実行委員会
札幌駅前通街づくり株式会社
札幌駅地下街

12月18日の発表後に公開予定
地下歩行空間イベント（145）

スポーツデータ

競技場データ スキー場、スケート場などの場所の情報
図面、施設

札幌市スポーツ部
札幌振興公社

公開中（52施設）
一部調整中あり

競技データ 競技結果のデータ、選手データ
ジャンプ競技の解説

FIS国際スキー連盟
札幌スキー連盟

競技データアイディアソン・ハッカソ
ン内でデータ提供。解説文章を公開

交通データ

時刻表、運行情報、路線情報（地下鉄、路面電車、バス）
列車リアルタイム位置情報（路面電車）
バス停情報（位置情報等、国土交通省提供のデータ）
乗降数（鉄道）、ラインカラー（地下鉄）

札幌市営地下鉄、市電、北海道中央バスの情
報

バス（バス停1604、バス系統452、時
刻表36674件、運賃）
市電（時刻表184、駅23）
地下鉄（時刻表388、駅49）

高速道路サービスエリア情報 NEXCO東日本 公開中（30施設）

その他

地下道の図面 札幌駅地下街 公開中



高精度測位インフラの設置
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BLE ucodeビーコン
Bluetooth Low Energy（BLE）規格の無線通信を使い、ucodeを発信する（ビーコン）

スマートフォンを持ってBLE ucodeビーコンに近づくと、その場所の案内などが自動的に配信

札幌駅地下街、雪まつり会場となる大通公園で場所情報を提供
雪像の情報などを位置に合わせて push で配信

地下街で push でイベント情報
を見ているイメージ



ビーコンによるスマホ観光看板サービス
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電波受信

スポット情報観光看板から電波発信

看板に掲載されている施設情報の提供
多言語での情報提供を実施



オープンデータを活用したアプリ開発促進
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札幌オープンデータ・アイディアソン＋ハッカソン
日程：11月21日、22日

アイディア出し及びそのアイデアを実現するソフトウェア等の開
発イベントを実施

合計47名(札幌：28名、品川：19名）の参加、8つのアプリケー
ションを発表

Sapporo Open Data App Challenge 2015
2015年11月2日から2016年1月22日までの期間で札幌の観光アプ
リを募集

外国人を含めた観光客の利便性向上、並びに満足度アップに繋が
るアプリがテーマ

22件の応募

3/8にシンポジウムを兼ねた表彰式を開催



アンケート結果分析
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 ジャンプワールドカップにおける選手
情報の提供
当日の滑走順や選手情報は観戦に有用な情報

ライブデータに対するニーズは高い

 食事に関する情報のニーズが高い
おすすめの食事やレストラン情報のニーズ

外国人の意見として安い食事へのニーズもある

 公共交通情報はニーズが高い
時刻表やバスマップなどの情報提供の希望が多い

 札幌周辺の観光地、温泉などの情報な
どもニーズがある
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