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ウェブ・データ利活用の高度化による 

新しい公共の姿について 

平成２４年３月 

経済産業省商務情報政策局 

情報政策課情報プロジェクト室 

室長補佐 守谷 学 

大震災時にネットにおいて情報発信・流通の担い手だったのは？ 

1 

安否確認 

・被災者による安否情報の直接的な入
力と検索に加え、避難所の壁に張り出
された名簿の写真を共有し、ボランティ
アが入力。NHKの安否情報をも連携。 

通行情報 

・本田技研のカーナビ通行実績
データに基づきGoogleが通行
できる道路を可視化 

物資支援要望 

・避難所が欲しいものを入力し、
支援したい人が寄付 

【Google Person Finder】  【Amazon Wish Lists】  【ITS Japan】  
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国・地方公共団体等のTwitterアカウント数の推移

（経済産業省調べ）

Twitter 
行政機関において、情報発信の手段としてTwitter等のソーシャル
メディアが活躍 
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電力需給ひっ迫への対応 

2 

  

電力ひっ迫状況可視化の開発を呼び掛けたところ、２
日間のうちに、５０を超える、民間ならではの創意工
夫に富んだ可視化アプリケーションが開発された。 
その後も、数多くのアプリケーションが登場。 

３月２４日 

東京電力が電力供給
状況のデータを２次利
用可能な形で公開 

Yahoo!Japan 

デジタルサイネージ（電車） 

ブログガジェット 

Androidアプリケーション 

東京電力の電力使用状況データを公開し、twitter上でアプリケーション開発を呼び掛けてから間もなく、 
次々と開発がおこなわれ、情報が寄せられた。 （参考） 

3 
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4 

電力需給状況可視化の背景にあったもの 

 誰もが情報にアクセスし、活用できるように、情報公開組織に改善の呼びかけ。 

– 情報の２次的な利用、ネットワークの負荷軽減、携帯電話等からのアクセス
など考慮 

– PDFやWord、Excel等の形式ではなく、CSV、html等とすることを推奨 

5 

国民へ発信する重要情報のファイル形式について 
（3/18 LASDECより全国地方公共団体へ通知） 

震災関連情報の提供に係る協力依頼 
（3/22 内閣広報官より各府省へ通知） 

東北地方太平洋沖地震等に係る情報発信のデータ形式について 
（3/30 経済産業省より社団法人日本経済団体連合会へ通知） 

自治体への呼びかけ 

府省への呼びかけ 

企業への呼びかけ 
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政府のデータ公開に対するサービサーの不満 

 サービサーのニーズに対して公開されなかった、あるいは、２次利用が著しく
困難だったとの声があるデータの事例 

6 

○放射能関連情報 
 原子力発電所付近の放射性物質の観測データ 

 ＳＰＥＥＤＩのデータ 

 食品、水に関する放射能データ 

 

○ライフライン情報 
 家庭・事務所単位でのリアルタイムでの電力データ 

 ガスの供給リアルタイム情報 

 

○避難所情報 
 被災者支援住宅の情報 

 避難所・学校・病院・仮設住宅などの施設一覧、
受入れ状況 

 避難所・仮設住宅などへの支援情報 

○各種ハザードマップ 
 建物の耐震対策情報 

 防災マップ及び、作成時参照した生データ 

 ハザードマップ及び、作成時参照した生データ 

○各種地図・地域情報としての基本データ 
 地図の元データ 

 交通データ 

 地域/都市計画データ 

 航空写真データ等 （情報は開示されているが、入手が難しい）  

 公園、交番、公衆トイレ等 （情報公開が少ない） 

オープンガバメントとは 

7 

Open Government Initiative 

米国オバマ政権は、政権発足直後の2009年1月21日に各省長官あてに覚書を発出 

①政府は透明でなければならない。(transparency) 

②政府は国民参加型でなければならない。(participation) 

③政府は協業的（省庁間、中央地方間、対NPO・企業・市民）でなければならない。
(collaboration) 

インターネットを公共活動の空間として活用し、 

官民協働の公共活動、政府への国民参加、政府の透明性向上 

等を実現して行こうとする考え方。 
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オープンガバメントの技術的な本質は…？ 

8 

Government 2.0 

Government as a Platform by Tim O’Reilly  

＜これまで＞ ＜これから＞ 

行政機関 
民間企業 

IT開発者・サービサー 

国民 

サービス サービス 

行政機関 民間企業 

IT開発者・サービサー 

•サービスの提供者・消費者の関係が固定 

•サービス提供者同士は独立 

国民 

マッシュアップ 

（サービスの合成） 

政府の重要な役割は、２次利用可能なデータ
の提供だと考えられるようになってきている。 

国・地域 PSI re-use市場規模試算 （※１） 人口 （※２） GDP （※３） 

EU（27カ国） 300億ユーロ 5億人 12兆ユーロ 

日本 
人口比：76.2億ユーロ（約8000億円） 

GDP比：114億ユーロ（約1兆2000億円） 
1.28億人 480兆円 

◇EU 
※１：PSI re-use市場規模 

・「REVIEW OF RECENT STUDIES ON PSI RE-USE AND 
RELATED MARKET DEVELOPMENTS」（2010、Graham Vickery）
の試算結果（2008年時点280億ユーロ、2010年時点320億ユーロ
（年率7％成長想定））をもとに約300億ユーロと設定。 

※２：人口 

・2010年。Eurostatによる。 

※３：GDP 

・2010年。Eurostatによる。 

◇日本 
※１：PSI re-use市場規模 

・EUの試算結果をもとに、人口比、GDP比で試算。 

※２：人口 

・2010年国勢調査。 

※３：GDP 

・2010年10-12月期、内閣府発表。名目GDP。 

１．米国 
・2009年、オバマ大統領がOpenGovernmentに関する覚書を発表。 
・2010年、オープン・ガバメントに関する連邦指令を指示。 
・これらを踏まえ、Data.gov、Apps.govなどOpen Government施策を積極的に展開。 
 

２．EU 
・2003年、PSI指令（PSI＝Public Sector Information（公共部門保有情報））。EU諸国に対して

PSIの再利用（re-use）に関するルール及びポリシーの設定を推奨。 
 

３．英国 
・PSI指令を受けて、2005年に「The Re-use of Public Sector Information Regulations 2005」
でPSI再利用のルールなどを制定。 

 

４．カナダ 
・連邦政府レベルで「Open Data in Canada」を推進。 
 

５．オーストラリア 
・2009年、政府のタスクフォースが「Getting on with Government 2.0」を発表。 

表 PSI re-use市場の推計値 

国・地域 URL 

United States http://www.data.gov/ 

Australia http://data.australia.gov.au/ 

Austria http://data.wien.gv.at/ 

Bahrain http://www.bahrain.bh/wps/portal/data/ 

Belgium http://data.gov.be/ 

Canada http://www.data.gc.ca/ 

Denmark http://digitaliser.dk/resource/432461 

Estonia 
http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Dialog/statfile1.asp 

Germany http://www.portalu.de/ 

Greece  http://geodata.gov.gr/geodata/ 

Hong Kong http://www.gov.hk/en/theme/psi/welcome/ 

Ireland http://www.statcentral.ie/ 

Kenya http://opendata.go.ke/ 

Moldova http://data.gov.md/ 

Morocco http://data.gov.ma/ 

Netherlands http://data.overheid.nl/ 

New Zealand http://www.data.govt.nz/ 

Norway http://data.norge.no/ 

Republic of Korea http://www.data.go.kr/ 

Peru http://www.datosperu.org/ 

Saudi Arabia 
http://www.saudi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8
K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iTMGenYE8TIwODUEs
LA89QU69g11A_YwMTQ_3g1Dz9gmxHRQCO1nwy 

Singapore http://data.gov.sg/ 

Spain 

Timor-Leste 
http://www.government.ae/web/guest/uae-
data 

United Arab 
Emirates 

http://www.government.ae/web/guest/uae-
data 

United Kingdom http://data.gov.uk/ 

表 海外の主なOpendataサイト 

※アメリカのdata.govサイト掲載事例から、都市のサイトを除いた。 

  http://www.data.gov/opendatasites#mapanchor 

表 主な取組事例 

世界各国のオープンデータ戦略 

9 
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討議 

10 

我が国において、 

オープンガバメントを推進するための 

政策は何か？ 

著作権 

11 

（財務省Webサイト） 

（経済産業省Webサイト） 
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データアクセス 

12 

岡崎市立中央図書館事件 
 岡崎市立中央図書館事件（おかざきしりつちゅうおうとしょかんじけん）は、2010年3月頃に岡崎市立中央図書館の蔵書検索システムに

アクセス障害が発生し、利用者の一人が逮捕された事件である。利用者に攻撃の意図はなく、また、根本的な原因が図書館側のシステ
ムの不具合にあったことから論議を呼んだ。逮捕された人物が取調べの後、Librahackというサイトを立ち上げて解説をしたことから、
Librahack事件とも呼ばれる。 

 

事件の経緯 
 2010年3月頃、市民から同図書館のウェブサイトの蔵書検索システムに対し接続が出来ないと苦情があり、その後もウェブサイトの閲
覧が困難になる事態が相次いだ。同年4月15日、同図書館が迷惑なアクセスを受けていると愛知県警岡崎署に被害届を提出し、5月25

日にアクセスを行っていた男性が蔵書検索システムに高頻度のリクエストを故意に送りつけたとして偽計業務妨害容疑で逮捕された。 

 

 男性が実際に行っていたのは、蔵書検索システムの使い勝手に満足しなかったため自身で作成したクローラを実行し、蔵書検索システ
ムから図書情報を取得することであった。クローラとは、自動的に情報を引き出しデータベースにまとめるプログラムであり、Googleや
Yahoo!等の検索エンジンなどでも利用されている。また国立国会図書館でもインターネット資料収集のためクローラを用いている。 

 

 20日間の勾留と取り調べの後、6月14日には男性の業務妨害の強い意図が認められないなどとして起訴猶予処分となったが、専門家
や技術者からは長期にわたる勾留の正当性およびそれ以前に逮捕が必要であったのかが疑問視されている。 

 

 この事件はインターネットを中心に議論を呼び、日経コンピュータ2010.08.04号で京都大学学術情報メディアセンター准教授の上原哲
太郎は捜査手法に懸念を表明し、JPCERT/CC広報担当者はこのような場合はJPCERT/CCに相談して欲しかったと述べた。2010年8

月21日付の朝日新聞名古屋本社版朝刊で図書館のシステムに問題があったことが報道された。 

 

男性の作成したクローラの動作 
 産業技術総合研究所情報セキュリティ研究センター、情報セキュリティー会社など3カ所による解析では男性の作成したクローラに違法
性はなく、図書館の蔵書検索システムに不具合が存在していたと回答した。 

 

 このクローラは、同時には一回しかリクエストを送らず、受信後に間隔をおいてから次のリクエストを送信していた（1秒に1アクセス程度

に調整）。これはクローラの動作としては「常識的」「礼儀正しい」程度のものであり、応答を待たずに過大なアクセスを行うことで高負荷に
させる攻撃用のプログラムと異なる動作であった。サーバの能力について言えば、この程度の「常識的な」アクセス頻度ではまだ十分な
余裕があったのだが、システムが特殊な接続方式をとっていたことが原因でアクセス障害が発生した。岡崎市立中央図書館のウェブサイ
トは、自治体のサイトとしては専門家でも想像できないほどに脆弱なものであった。 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 

民間意識の啓発 

13 

■ The Open Data Challenge（コンテスト） 

・オープンデータを使ったアプリ開発、アイデア募集などのコンテスト。 

・欧米では賞金付のオープンデータ活用コンテストが盛んに開催されている。 

http://opendatachallenge.org/ Bike Share Map（視覚化部門第1位） 
・バイクシェアシステムの空き状況がわかる。 

Europe’s carbon dioxide emissions 
（視覚化部門第2位） 

・工場や発電所の二酸化炭素排出量を可視化。 

Evolution of European Union legislation 
（視覚化部門第3位） 

・EUにおける分野別立法数の推移を可視化。 
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組織・人材・インフラ 

14 

解決策が分かっても、 

それを実施できる組織・人材・インフラが必要 

復旧・復興支援制度データベース 

支援制度 

データベース 

役所の相談窓口 相談者 

どんな支援が
受けられるの
でしょうか 

各府省 

自治体 

統一様式 

どんなことでお
困りですか？条
件を入れて調べ
てみましょう。 

こんな支援制度
が受けられるよ
うですね。手続
きしましょう。 

役所の相談窓口 相談者 

新しい支援制度ができ
たという噂を聞いたが、 

自分たちが利用できる
制度は、どこで調べた
らわかるのだろう？ 

気付かないうち
に、支援制度が
新しくなっていた。 

被災者 

いろいろあるが、
どれを紹介したら
いいのだろう？ 

被災者 

最新情報の通知 
(RSSで配信します） 

新しい制度ができ
たようだ。この情報
を紙に印刷して、役
所に相談に行こ

う！ 

現状 

各行政機関の支援制度のデータを標準化し、データベースを構築！ 

これから 

各府省・自治体から 

提供される支援制度情報 

（データの変換・入力は、当面アウトソーシングで行い、自治体等に新たな負担がかからないよう配慮） 

データベースを利用した
民間サービスも可能 

ばらばらの広報冊子 
 

 国・自治体は、支援制度情報を被災者に届けるた
め、多数の広報冊子を作成。官邸サイトに、リンク集
なども作られているが、機関横断で制度を検索する
仕組みがなく、被災者の状況に応じた使える制度を
探すことが困難。 

 
次々と増える制度 
 

 新たな制度が、次々と提供されるため、冊子だけで
は、最新情報の確認が困難。（新潟県中越地震では、
３年間で３２６の制度が順次追加された。） 

横断検索が可能に 
 

 様々な機関の支援制度を横断的にすばやく探すこ
とが可能に。これにより、ワンストップサービスを実現。 

 
最新情報を常時確認 
 

 データベースを利用することで、常に最新の支援制
度情報を確認することが可能。 

 
データベースを利用した民間サービ
スも可能 

 

 民間サービスと接続できるインターフェースを構築。
これにより、民間がデータベース情報を使ってより付
加価値のあるサービスの提供をすることが可能に。 

http://r-assistance.go.jp/ 

経済産業省で
構築 
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