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オープンデータ取組機運の高まり

2011年3月の東日本大震災
時、企業やボランティア等が
行政の保有する避難所、救援
物資、交通網の状況等の情報
を整理・活用して、被災地を
支援しようとしたが・・・

• データがPDF等、機械判読し
にくい形式で提供されてお
り、二次利用が困難

• 利用規約が不明確で許諾に手
間がかかる

震災時の課題

G8オープンデータ憲章の合意

2013年６月のG8サミットにおいて、オープンデータ憲章が
合意。同年10月に各国のアクションプランを作成し、公表
することとされた。

「日本のオープンデータ憲章アクションプラン」決定
課題

国内でのオープンデータ取組の機運の高まり

諸外国における取組の進展

米国：オバマ大統領がOpen Governmentに関する覚書を発表、
同年ポータルサイトdata.govを開設（2009）

英国：キャメロン首相が「透明性アジェンダ」の発表、同年
ポータルサイトdata.gov.ukを開設（2010）

フランス：サルコジ大統領がオープンデータに関する演説、
同年ポータルサイトdata.gouv.frを開設（2011）

1



政府のオープンデータの取組の推進状況

・国際的にオープンライセンスとしてみなされるよう、禁止条項の削除、
利用ルール適用外コンテンツを記載し、CC BYとの互換性も明記

・各府省ホームページで公開するコンテンツについて、基本的に、
出典の記載を条件に二次利用を認める「政府標準利用規約（第1.0版）」

平成26年10月 データカタログサイト｢DATA.GO.JP｣本格版

・オープンデータの基本原則（積極的な公共データの公開、機械判読
可能なデータ形式、営利目的を含む二次利用の促進等）を記載

・政府が取組を推進し、独立行政法人、地方公共団体、公益企業等の
取組に波及させる

・推進体制として、官民による実務者会議の設置を記載

・特に経済活性化の取組としてオープンデータを位置づけ
・データカタログサイトの整備（平成26年度本格運用開始）
・2015年度末に他の先進国と同水準の公開の実現を目標

・創造宣言の目標実現に向けた関係府省の中長期的な施策

「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」

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言工程表」

「電子行政オープンデータ推進の
ためのロードマップ」

平成24年
7月

平成24年12月 電子行政オープンデータ実務者会議設置

平成26年
6月

平成25年12月 データカタログサイト｢DATA.GO.JP｣試行版

・当面３年程度を視野に、取り組むべき内容を網羅的に整理
・優先的に取り組むべき重点５分野の設定（白書、防災･減災情報、地理
空間情報、人の移動に関する情報、予算･決算・調達情報）を整理

・二次利用のルールの整備 (機械判読に適したデータ形式のガイドライン整備)

・「課題解決型のオープンデータの推進」に発想を転換し、オープンデータ
利活用を課題解決にビルトイン化

・地方公共団体におけるオープンデータの取組を推進する観点から、
取り組むにあたって参考となるガイドラインと手引書を公表

「地方公共団体オープンデータ
推進ガイドライン」

平成27年
2月

「政府標準利用規約（第2.0版）」

「新たなオープンデータの展開に
向けて」

12月

6月

・データ公開中心の取組からデータ利活用による諸課題の解決に向け、
2020年までを集中取組期間と定め、「一億層活躍社会の実現」、「2020
年東京オリパラ競技大会」等の政策課題を強化分野と設定

「オープンデータ2.0」平成28年
５月

・オープンデータの一元的ポータルサイトの開設を約束
・国の統計、地図、選挙結果、予算の主要データセットの公開拡充を約束「日本のオープンデータ憲章アクションプラン」

平成25年
6月

10月
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・国及び地方公共団体によるオープンデータに関する取り組みについて規定官民データ活用推進基本法12月



官民データ活用推進基本法の概要
インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直

面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用（「官民データ活用」という。）の推進に関し、基本理
念を定め、国等の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他施策の基本となる事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置するこ
とにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与する。（1条）

 「官民データ」とは、電磁的記録（※1）に記録された情報（※2）であって、国若し
くは地方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又
は事業の遂行に当たり管理され、利用され、又は提供されるものをいう。（2条）
※1 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録をいう。
※2 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことにな

るおそれがあるものを除く。

第１章 総則

 基本理念
①IT基本法等による施策と相まって、情報の円滑な流通の確保を図る（3条1項）
②自立的で個性豊かな地域社会の形成、新事業の創出、国際競争力の強化
等を図り、活力ある日本社会の実現に寄与（3条2項）

③官民データ活用により得られた情報を根拠とする施策の企画及び立案により、
効果的かつ効率的な行政の推進に資する（3条3項）

④官民データ活用の推進に当たって、
・安全性及び信頼性の確保、国民の権利利益、国の安全等が害されないよ
うにすること（3条4項）
・国民の利便性の向上に資する分野及び当該分野以外の行政分野での
情報通信技術の更なる活用（3条5項）
・国民の権利利益を保護しつつ、官民データの適正な活用を図るための
基盤整備（3条6項）
・多様な主体の連携を確保するため、規格の整備、互換性の確保等の
基盤整備（3条7項）
・AI、IoT、クラウド等の先端技術の活用（3条8項）

 政府による官民データ活用推進基本計画の策定（8条）
 都道府県による都道府県官民データ活用推進計画の策定（9条1項）
 市町村による市町村官民データ活用推進計画の策定（努力義務）（9条3項）

情報利用開発等事業者
 IT戦略本部の下に官民データ活用推進戦略会議を設置（20条）
 官民データ活用推進戦略会議の組織（議長は内閣総理大臣）（22、23条）
 計画の案の策定及び計画に基づく施策の実施等に関する体制の整備（議長による重
点分野の指定、関係行政機関の長に対する勧告等）（20条～28条）

 地方公共団体への協力（27条）

 行政手続に係るオンライン利用の原則化・民間事業者等の手続に係るオンライン利
用の促進（10条）

 国・地方公共団体・事業者による自ら保有する官民データの活用の推進等、関連す
る制度の見直し（コンテンツ流通円滑化を含む）（11条）

 官民データの円滑な流通を促進するため、データ流通における個人の関与の仕組み
の構築等（12条）

 地理的な制約、年齢その他の要因に基づく情報通信技術の利用機会又は活用に
係る格差の是正（14条）

 情報システムに係る規格の整備、互換性の確保、業務の見直し、官民の情報システ
ムの連携を図るための基盤の整備（サービスプラットフォーム）（15条）

 国及び地方公共団体の施策の整合性の確保（19条）
 その他、マイナンバーカードの利用（13条）、研究開発の推進等（16条）、人材の
育成及び確保（17条）、教育及び学習振興、普及啓発等（18条）

第４章 官民データ活用推進戦略会議

第２章 官民データ活用推進基本計画等

第３章 基本的施策

国、地方公共団体及び事業者の責務（4条～6条）
法制上の措置等（7条）

目的

 施行期日は公布日（附則1項）
 本法の円滑な施行に資するための、国による地方公共団体に対する協力（附則2項）

附則
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官民データ活用推進基本法のオープンデータに関する規定

国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人・法人の権利利益、国の安全等が害される
ことのないようにしつつ、国民がインターネット等を通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
（事業者が保有する官民データであって公益の増進に資するものについては、同様の措置を講ずる
努力義務が規定されている。）

国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等（第１１条）

オープンデータとは、政府や地方公共団体などが保有する公共データが、①「二次利用可能な
ルールの下」で、②「機械判読に適した形」で、公開されること。
オープンデータへの取組により、新事業の創出、行政の透明性・信頼性の向上等が期待。

１．二次利用可能なルールの整備
【ルール未整備】
●ホームページの情報を利用する際、著作権処理
（使用許可等）に手間、時間、費用等がかかる
●利用に制約があり、自由に編集・加工が出来ない

【二次利用可能なルール】
●出典を明記すれば、許可を得ずとも自由にホーム
ページ情報の二次利用が可能

●自由に編集・加工が出来るため、他のデータとも組
み合わせて利用拡大が見込める

（例）感染症週報データを地図情報に重ねた「全国感染症マップ」を作成
【機械判読性のないデータ（画像等）の場合】

人手によるデータ入力が必要
● 時間がかかる
● 転記ミスの恐れ

感染症
週報データ

1秒

２．機械判読性のあるデータの価値

【機械判読性のあるデータ（csv形式等）の場合】

90分
（5分／1種類×18種類）

● データが自動で連携する
ため、迅速かつ正確
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●これまで「電子行政オープンデータ戦略」（H24.7.4 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）（目的：「経済活性化・行
政効率化」、「透明性・信頼性向上」及び「国民参加・官民協働推進」）等に基づき、国及び地方公共団体において機械判読性の高い
データを二次利用可能な形式で公開するオープンデータを推進（国のデータセット数は約16,000、取組済の地方公共団体205団体）。
●今後は、データ公開中心の取組からデータ利活用による諸課題の解決に向け、「課題解決型オープンデータ」の具体的な「実現」を目指し、これ
までの取組を更に強化。
●具体的には、2020年までを集中取組期間と定め、 「一億総活躍社会の実現」、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」等の政策
課題を強化分野として設定し、オープンデータの更なる深化を図る。（「オープンデータ2.0」）（これまでの公開中心の取組は「オープンデータ
1.0」と位置付け）
●なお、オープンデータの推進に当たっては、オープンデータの利活用に加え、オープンデータと企業が保有するデータ等の組み合わせによる付加価値
の高いデータの利活用が有効であることや、地方公共団体においては各地域の特徴を踏まえた自主的な対応を促すことが重要であることに留意。

① 政策課題を踏まえた強化分野の設定（利用者が課題に気付き・解決に取り組む中で、別のデータ公開のニーズ等が生まれ、
更なるオープンデータ化が進む「オープンデータサイクル」を促進）
② 民間企業等におけるオープンデータ的な取組についても一定の範囲内で協力を依頼（競争領域ではなく、協調的な領域）
③ 地方公共団体における取組においては、防災等の地域を跨いだ共通的な分野とともに、各々の地域特性に応じた自主的な取
組も併行して促進

今後の方針

【オープンデータ2.0】官民一体となったデータ流通の促進概要
～課題解決のためのオープンデータの「実現」～

① 一億総活躍社会の実現（希望を生み出す強い経済、夢をつむ
ぐ子育て支援、安心につながる社会保障）

② 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（大会の
円滑な準備及び運営、大会を通じた新しい日本の創造 等）

① 地方（政府CIOによる首長訪問、人材派遣（オープンデータ伝
道師））及び海外（アジア等）への横展開

② 体制強化（「サイバーセキュリティ・情報化審議官」等を筆
頭とした体制整備）

③ データ連携に関する標準化、普及啓発・人材育成 等

強化分野の設定 その他

平成28年５月20日
IT戦略本部決定
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データカタログサイトのデータセット登録数

府省名 データセット数
(2015年3月)

データセット数
(2015年9月)

データセット数
(2016年3月)

データセット数
(2016年9月)

2015年9月からの
増減数

2015年9月からの
増減率

合計 12970 14731 16308 17678 2947 22.7%
国土交通省 3202 3416 3619 3681 265 8.3%
経済産業省 1512 2165 2347 2861 696 46.0%
厚生労働省 1096 1268 1488 1803 535 48.8%
文部科学省 1299 1431 1477 1550 119 9.2%
内閣府 812 1186 1417 1434 248 30.5%
財務省 765 774 1166 1192 418 54.6%
環境省 1025 1035 1037 1037 2 0.2%
総務省 746 721 849 874 153 20.5%
農林水産省 536 536 543 605 69 12.9%
法務省 531 565 584 599 34 6.4%
警察庁 388 463 422 468 5 1.3%
防衛省 278 307 326 351 44 15.8%
金融庁 152 163 228 243 80 52.6%
人事院 122 141 197 214 73 59.8%
公正取引委員会 129 136 145 148 12 9.3%
個人情報保護委員会 136
外務省 120 126 131 131 5 4.2%
宮内庁 93 96 121 128 32 34.4%
消費者庁 53 82 83 85 3 5.7%
内閣官房 63 71 74 76 5 7.9%
内閣法制局 37 38 43 49 11 29.7%
復興庁 11 11 11 13 2 18.2%

6



①健康寿命
②メタボ人口
③健診受診率
④特定健診受診率
⑤特定保健指導実施率
⑥ メタボリックシンドローム該当者割合

⑦検診受診の状況等の情報

【事例紹介】 厚生労働省 オープンデータ2.0での取組を予定している主なもの

○ オープンデータ2.0で示された強化分野（「一億総活躍社会の実現」、「2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会」）における政策課題の評価や推進に資するデータを政府データカタログサイトに順次登録。

①待機児童の情報（人数）
②保育所等の情報（か所数、定員、利用児童数）
③保育施設に従事する保育士等の数
④保育士の賃金等の状況

保育サービスの充実

①一般労働者、パートタイム労働者に係る賃金・労働時間等の状況
②民間企業における賃金決定の資料・同業種の賃金の状況、就業形
態別賃金等の比較・就業形態、年齢別等の平均的な賃金の状況

③地域別最低賃金額改定の目安

働き方改革

①被保険者数、要介護(要支援)認定者数、各種サービスの受給者
数・給付費 等の状況

②介護保険施設等における定員、介護保険施設等に従事する介護
職員等の数等の状況

介護サービス基盤の確保

①女性新法行動計画策定率に係る情報
②セクハラ防止に取り組んでいる企業の情報
③女性管理職の比率に係る情報
④性別、役職別の賃金等の状況

女性活躍の推進

元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸

①県別、月別、原因食品別、病因
物質別等食中毒発生状況

② 外国人患者受入れ医療機関
認証制度認証医療機関一覧

③受動喫煙防止措置の実態調査

2020年東京オリ・パラ関係

7（出典）内閣官房情報通信技術総合戦略室 第１回オープンデータワーキンググループ（28.10.14)資料より抜粋



2012 オリンピック・パラリンピック ロンドン大会でのオープンデータの取組

（参考文献）TRANSPORT FOR LONDON GET SET, GO! By Becky Hogge, Janualy, 2016
国土交通省「英国政府における交通分野のオープンデータの取り組みについて(海外現地調査報告)」 等

○ オープンデータ等の取り組みに加え、交通行動変容を促したことで、オリンピック期間中のピーク時にお
ける通常の交通需要の20%削減を実現するとともに、全体として大規模な交通需要に対応した。
○ 94%の市民が、ロンドン交通局は大会の交通をうまく管理したと回答。

ロンドン交通局（ＴｆＬ：鉄道、地下鉄、トラム、バス、ゴンドラ、旅客船、道路網、
レンタサイクル等を運営管理）の取り組み

■2007年 運行情報、路線図、経路検索に関するウィジェットを公開。
■2009年 Ｗｅｂサイト上で、アプリ開発者向けに（主に静的な）データ提供を開

始。
■2010年 ロンドンデータストアを立ち上げ、リアルタイムデータを追加提供。（登録ア

プリ開発者：数百）
■2011年 ロンドン地下鉄車両の位置情報等を提供するためのＡＰＩを公開。

（登録アプリ開発者：1000超）
■2012年 ライブのバス到着情報等を提供するためのＡＰＩを公開。オリンピック専

用交通データ統合サイトを公開。（登録アプリ開発者：4000超）
混雑予測情報等を提供するサイトGetAheadoftheGames.com.を開設。

■2013年 30以上のデータセットを公開。（登録アプリ開発者：5000超、アプリ：
数百）

■現在 地下鉄やバスの運行情報、道路のカメラ映像、レンタサイクル及び駐輪場
空き情報等のリアルタイムデータを含む62のデータセットを公開。

※ データを活用する者に対し、登録を義務付け。

アプリ：Citymapper

地下鉄がストライキ等による運
行休止時でも、目的地まで、レ
ンタサイクルや、バス、鉄道と組
合せた回避手段を調べられる。

（出典）内閣官房情報通信技術総合戦略室 第１回オープンデータワーキンググループ（28.10.14)資料より抜粋 8



2016 オリンピック・パラリンピック リオデジャネイロ大会でのオープンデータの取組

■2014年に開設されたRioのデータポータルサイト。
■鉄道、地下鉄、ＢＲＴ（Bus rapid transit, バス
高速輸送システム)等の公共交通機関などのリアルタイ
ムデータを取得できるAPIを公開。

■上記データを活用して、バリアフリーや交通・観光支援
など様々なアプリが提供されている。（リトアニア、オース
トラリア等、ブラジル国外の企業もアプリを提供）

■オリンピックの交通に関するアプリコンテストを実施。
http://transportchallenge.rio/

アプリ: Rio Go
宿泊先と観戦予定イ
ベントを選択することで、
最適な移動手段等の
情報が提供される。

アプリ: Livrit
障害者向けに地図上
に施設や通行上の障
害情報等を提示。
ユーザーからの投稿を
反映する機能あり。

（出典）内閣官房情報通信技術総合戦略室 第１回オープンデータワーキンググループ（28.10.14)資料より抜粋 9



地方公共団体における
オープンデータの取組への支援
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月

平成27年2

月

平成27年6

月

平成28年3

月

平成28年9

月

団体数 神奈川県藤沢市(424,103人)
埼玉県さいたま市(1,264,253人)
東京都品川区(386,687人)
長野県須坂市(50,743人)

※47都道府県、1741市区町村、計1788団体を対象。上記の取組済み基礎自治体の人口カバー率に都道府県は含まない

34都道府県、
198市区町村

確認時期 取組済み団体数 取組済み基礎自治体
の合計人口 備考

平成25年3月 4 832,649

平成26年3月 30 13,707,356

平成27年2月 103 28,630,967「地方公共団体オープンデータガイドライン」公表

平成27年6月 154 37,607,306「新たなオープンデータの展開に向けて」公表

平成28年3月 205 50,859,261

平成28年9月 233 56,069,787

オープンデータに取り組む地方公共団体の推移

（内閣官房IT総合戦略室調べ）

各時期における取組開始地方公共団体の例と当該団体の人口

福井県鯖江市(68,337人)
福島県会津若松市(124,085人)
千葉県流山市(174,417人)
石川県金沢市(465,810人)

千葉県千葉市(972,639人)
静岡県(3,701,181人)
神奈川県横浜市(3,726,167人)
福岡県福岡市(1,538,510人)

青森県弘前市(177,549人)
宮城県石巻市(147,236人)
東京都千代田区(58,344人)
愛知県小牧市(149,540人)

北海道旭川市(339,797人)
神奈川県平塚市(258,246人)
兵庫県尼崎市(452,571人)
香川県高松市(420,943人)

青森県八戸市(231,379人)
宮城県(2,334,215人)
群馬県(1,973,476人)
鹿児島県鹿児島市(600,008人)
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○事例の横展開
⇒既にオープンデータに取り組んでいる地方公共団体の成功事例の横展開

○人材の派遣・育成
⇒地域課題の解決等を推進するニーズに応える民間有識者等の人材の派遣、育成

○地方公共団体間の情報が共有されておらず、オープンデータの取組に関す
る先行事例・成功事例が利活用されていない

○地方においてIT人材が不足しており、積極的取組が推進出来ない

課題

地方公共団体の取組への支援
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超少子高齢社会を迎える中で地方公共団体の保有するデータの活用は地域住民へのサー
ビスの向上、地域経済の活性化等を通じ、一億総活躍社会の実現にも資するもの。

オープンデータの利活用の促進

地方公共団体における
オープンデータの取組促進

ツールの提供 人材の派遣(※)

地方公共団体向けパッケージ
フォーマット標準例
オープンデータ100

オープンデータ伝道師

地方公共団体の取組支援策

一体的に実施
（地方公共団体でワークショップを実施）

モ
ノ

ヒ
ト

自治体ガイドライン・手引書

※政府CIOによる首長の
訪問等も実施

第12回オープンデータ

実務者会議資料抜粋
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御清聴頂き、ありがとうございました。
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