
オープンデータ活用入門講座

一般社団法人コード・フォー・カナザワ（Code for Kanazawa） 代表理事 
デジタル庁オープンデータ伝道師 

アイパブリッシング株式会社 代表取締役 
福島 健一郎



福島 健一郎 （Twitter @kenchif） 金沢市
Civic Hacker , IT Architect , Entrepreneur

北陸先端科学技術大学院大学 卒業
ベンダー系会社で音声言語処理の
研究開発と新規事業開発業務を経験

アイパブリッシング株式会社
代表取締役

（一社）シビックテックジャパン
代表理事

（一社）コード・フォー・カナザワ
代表理事

デジタル庁オープンデータ伝道師
総務省地域情報化アドバイザー 

沖縄県行政分野DXアドバイザー
金沢市DX会議委員

国、自治体の有識者、アドバイザーなど経験
大学等で非常勤講師も



オープンデータについて



オープンデータの意義・目的 

1.国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、
経済の活性化 
2.行政の高度化・効率化 
3.透明性・信頼性の向上 

（出典:オープンデータ基本指針 令和3年6月15日改正 
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/

field_ref_resources/f7fde41d-ffca-4b2a-9b25-94b8a701a037/
20210615_resources_data_guideline_01.pdf)



オープンデータの定義 

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、 
国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、編
集、再配布等）できるよう、次のいずれの項目にも該当する
形で公開されたデータ 

・営利目的、非営利目的を問わず 
　二次利用可能なルールが適用されたもの 
・機械判読に適したもの 
・無償で利用できるもの 
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二次利用とは？ 
原資料を引用、転載、コピー、加工などするして利用すること



米丸 西部管理センター 平成30年度版 戻る

燃やすごみ 燃やさないご
み

資源
あき缶・ペットボトル

びん

第２水曜日 第１・３月曜日 第４水曜日

火曜日・
　金曜日

４月 11 2 16 25

５月 9 7 21 23

６月 13 4 18 27

７月 11 2 16 25

８月 8 6 20 22

９月 12 3 17 26

１０月 10 1 15 24

１１月 14 5 19 28

１２月 12 3 17 26

１月 16 7 21 30

２月 13 4 18 27

３月 13 4 18 27

年末年始の影響で、収集日を変更しています。 戻る

ご注意くださ
い。

二次利用とは？ 
原資料を引用、転載、コピー、加工などするして利用すること



ホームページで公開するだけではダメなの？

ホームページに公開するだけではオープンデータにはなりません

ホームページに公開するだけでは、
著作権制度の観点から利用が制限されるデータもあります。

オープンデータとするためには
公開したデータを誰もが自由に利用できるよう

ルールを明確に設定すること、
即ち「二次利用可能なルールを適用する」ことが必要です。

ホームページ
にデータを
公開

二次利用可能
なルールを
適用する

オープン
データ



（情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等） 
第十五条　国及び地方公共団体は、官民データ活用に資する
ため、相互に連携して、自らの情報システムに係る規格の整
備及び互換性の確保、業務の見直しその他の必要な措置を講
ずるものとする。 
２　国は、多様な分野における横断的な官民データ活用によ
る新たなサービスの開発等に資するため、国、地方公共団体
及び事業者の情報システムの相互の連携を確保するための基
盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（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） 
第十一条　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、個人及び法人の権利利益、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その他の高度情報通信
ネットワーク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。 

2016年 官民データ活用推進基本法 
国や地方自治体がオープンデータに取り組むことを義務化



地方公共団体のオープンデータの取り組み

国内 約71%の取組率（令和4年6月28日時点） 

石川県内の取組率は100%



金沢市オープデータポータルサイト



五つ星オープンデータの定義 
Webの発明者でもあるティム・バーナーズ=リーがオープンデータの5段階を定義。 

☆PDF公開　…　オープンライセンスでの公開 
☆☆EXCEL公開　…　コンピュータで編集可能な形式 
☆☆☆CSV公開　…　オープンで利用できるフォーマット 
☆☆☆☆RDF/XML公開　…　Web標準のフォーマットで公開 
☆☆☆☆☆データリンク公開　…　Linked RDFで公開

IS YOUR DATA 5☆？

五つ☆オープンデータ　http://5stardata.info/ja/



PDF形式

PDFは機械で処理しづらい（人間にはいいけどね…）



type,name,notice,furigana, 
一般ごみ,油（食用）,固めるか、古紙等に吸わせる,あ, 
一般ごみ,雨具（カッパ）,,あ, 
一般ごみ,網袋（プラスチック製）,商品の包装用は「容器包装プラスチック」,あ,

CSV形式

CSVはまぁまぁ良い



<script type="application/ld+json">  

{  

  "@context": "http://schema.org",  

  "@type": "Recipe",  

  "author": "John Smith",  

  "cookTime": "PT1H",  

  "datePublished": "2009-05-08",  

  "description": "This classic banana bread recipe comes from my mom -- 
the walnuts add a nice texture and flavor to the banana bread.", 

  "image": "bananabread.jpg",  

  "recipeIngredient": [  

    "3 or 4 ripe bananas, smashed",  

    "1 egg",  

    "3/4 cup of sugar"  

  ],  

  "name": "Mom's World Famous Banana Bread",  

  "nutrition": {  

    "@type": "NutritionInformation",  

    "calories": "240 calories",  

    "fatContent": "9 grams fat"  

  },

JSON-LD形式 データと項目名がしっかり定義



官民協働の在り方の変化



5374（ゴミナシ）　ごみに関するデータ利活用 
北海道から沖縄まで130都市以上に拡大



特徴１ 
ゴミをいつ捨てればいいかが 
色分けされて一目で分かる 
（金沢市は四種類のゴミ）



特徴２： 
どのゴミがどういう種類のゴミ 
かはタップすればすぐに分かる



プログラムを無料で公開（オープンソース） 
全国130自治体以上でコピー　自治体公式版も



これからの政府は 
「プラットフォーム民主主義」 

原著は2013年



自動販売機モデルから脱却し、 
行政府はサービスプラットフォームへ



台湾政府 x g0v（2012年誕生） 
マスクの在庫がリアルタイムで分かるサービスを数日で完成

オードリータン 
　　唐鳳 
台湾 IT担当大臣

台湾のシビックテックコミュニティ g0v 

https://g0v.asia/



藥局口罩採購地圖 by kiang 
（実際のサービスの一つ）



なぜ、こういうものが創れたのか？ 

•台湾の保険証には IC チップがあり 
保険適用薬局はICチップリーダーを使い 
処方箋が必要な薬に関する事務を効率化していた 
•国内マスクを政府が買い上げ 
•新型コロナウィルスの拡大によるマスク不足の対策として 
マスクの購入には保険証の提示が義務付け 
•そこからマスク販売に関するリアルタイム情報を政府は把握 
•その情報をオープンデータとして公開する

行政のデジタル化とオープンマインドが既に存在



実際のマスクデータの一部（ダウンロードしたもの）



g0vのHackMDサイトには60以上のサービスが掲載されている 
「歡迎放上自己的連結」（リンクをご自由にどうぞ）



市民/コミュニティ 
（非営利セクター）

政府/自治体 
（公共セクター）

テクノロジーを受け入れる 
オープンマインド（オープンデータも） 
積極的な利用ができるようにする 

市民との協働を推進する

テクノロジーを理解する 
自らやる 

コミュニティに参加する 
行政との協働を推進する

新しい官民の在り方の形

オープン 
ガバナンス



様々な公開・活用事例



5374（ゴミナシ）　ごみに関するデータ利活用 
いわゆる5374フォーマットで公開



新型コロナウイルス対策ダッシュボード



世界最大のインターネット百科事典はオープンデータ



PLATEAU（国交省）は3Dオープンデータ公開



OpenStreetMapは地図のオープンデータ



バス事業者データもGTFSとしてオープンデータに



CrimeReports（米Socrata社） 
犯罪情報の可視化



データをもとにAIが判断



警察庁オープンデータ 
「交通事故統計情報」（2019～） 
車両等の死亡事故と負傷事故について 

事故１件１レコードで公開 
（緯度経度も含む）





出典：推奨データセットの活用が見込まれるアプリ例（デジタル庁） 
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0066e8a8-6734-44ab-a9a9-8e09ba9cb508/
ccf7edfb/20221007_resources_dataset_doc_01.pptx



出典：推奨データセットの活用が見込まれるアプリ例（デジタル庁） 
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0066e8a8-6734-44ab-a9a9-8e09ba9cb508/
ccf7edfb/20221007_resources_dataset_doc_01.pptx



europeana 
2007年公開　欧州のデジタルコンテンツアーカイブ 
1000万件以上（全てがオープンではない）



JAPAN SEARCH 公開 (2020/8） 
日本国内の様々なオープンなデジタルコンテンツを横断検索できるサービス 

 67万点近くがオープンデータ



石川県能美市 
能美市立九谷焼資料館所蔵の 
九谷焼の画像オープンデータ 

300枚 

2013年公開 
（日本ではかなり早い）



紙皿への利用、商品化 
2019年度VLEDオープンデータに関する優れた表彰 

最優秀賞受賞



注文住宅の装飾などに利用 
現在、4棟が立つ 

※日本最大の利活用事例で
はないか？



コードで世界をHappyに
Code for Kanazawa


