第６回オープンデータワーキンググループ
議事録

１．日

時：平成30年11月13日（火）16:00～17:30

２．場

所：中央合同庁舎第４号館11階

３．議

事

共用第１特別会議室

（１）開会
（２）オープンデータ官民ラウンドテーブルの実施状況について（事務 局）
（３）各府省におけるオープンデータの取組について（農林水産省、内 閣府）
（４）地方のオープンデータの取組状況について（事務局、総務省）
（５）IODC2018報告（川島構成員）
（６）閉会

４．配付資料
【資料1】オープンデータ官民ラウンドテーブルの実施状況について
【資料2-1】農業関係情報のオープンデータ化の推進について
【資料2-2】公的研究資金による研究成果のオープンデータ化の推進
【資料2-3】デジタルアーカイブジャパン構築に向けた取り組みについ て
【資料3-1】地方のオープンデータの取組状況について
【資料3-2】地方公共団体 が保有するデ ータのオープ ンデータ化 の推進（地方公共団 体職員
向け研修の実施）
【資料4】川島構成員提出資料

【参考資料1】オープンデータワーキンググループの開催について
【参考資料2】オープンデータワーキンググループ構成員名簿
【参考資料3】オープンデータ官民ラウンドテーブルフォローアップ表
【参考資料4】地方公共団体へのアンケート項目（案）
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６．議事録

○村井主査

皆さん、こんにちは。

時間になりまし たので、開催 をさせていた だきます。「 官民データ 活用推進基本 計画実
行委員会第６回オープンデータワーキンググループ」でございます。
お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
本日は、砂金構 成員、井上構 成員、越塚構 成員、塚本構 成員、渡辺 構成員が御欠 席とい
う連絡をいただいております。
それから、今度の 官民データ活 用推進基本 計画実行委員 会会長決定と して、本会議 より、
国際大学GLOCOMの 准教授であり 、オープンデ ータ伝道師を 務めていた だいている庄 司様に
オープンデータワ ーキンググル ープの構成員 となっていた だくことに なりました。 よろし
くお願いいたします。
それでは、資料の確認を事務局からお願いいたします。

○龍澤企画官

資料の確認でございます。

本日、本来であ ればペーパー レス会議にす る予定だった のですけれ ども、タブレ ットの
手配の都合上、そうならなくなってしまいまして、大変申し訳なく思っ ております 。
資料につきまし ては、お手元 にクリップ留 めしておりま すけれども 、議事次第が ありま
して、座席表、資料１から参考資料２までそれぞれホチキス留めでとま っておりま す。
参考資料３と４につきましては、A3の紙で置いてございます。
万が一、不足等 ございました ら、事務局に お申しつけい ただきたい ので、よろし くお願
いします。

○村井主査

ありがとうございました。

よろしいでしょうか。
それでは、議事を進めたいと思います。
まず、議事 ２「オ ープンデータ 官民ラウン ドテーブルの 実施状況につ いて」。それ から、
議事３「各府省に おけるオープ ンデータの取 組について」 のそれぞれ を、事務局と 各省よ
り御説明いただい た上で、委員 の皆様に御議 論いただきた いというこ とでございま す。よ
ろしくお願いいたします。
それでは、まず議事２について事務局から説明をお願いいたします。

○吉田参事官

オープンデータ担当の吉田でございます。

資料１に基づいて説明させていただきます。
これは、直近の 第３回オープ ンデータ官民 ラウンドテー ブルの実施 状況について 簡単に
触れさせていただ くとともに、 これまでの第 １回から第３ 回まで、皆 様の御協力の もと開
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催させていただい た上での課題 を整理いたし ましたので、 それをもと に御議論いた だく材
料ということで、御説明させていただきます。
＜資料１：２ページ＞
２ページ目から 「第３回の結 果概要」とい うことになっ ておりまし て、第３回は ９月14
日に開催いたしま したけれども 、この時は土 地及び農業と いうテーマ で開催させて いただ
きました。土地に 関しては株式 会社LIFULLさ んからの要望 のもと、総 務省、国交省 、法務
省、それぞれ、総 務省に関して は自治体が管 理する住所表 記の一覧情 報、国交省に 関して
はレインズの情報 、法務省に関 しては不動産 登記のデータ 、付帯デー タといった要 望に関
して議論がなされました。
＜資料１：３ページ＞
農業に関しては 幾つかありま したけれども 、十勝農業協 同組合連合 会から、国交 省の国
土地理院の地図の関係、電子基準点と位置補正情報の関係の要望がござ いました。
＜資料１：４ページ＞
４ページ目は、 オーチャード アンドテクノ ロジー株式会 社さんから 、農水省の発 表して
いるデータで産地 銘柄ごとの在 庫・販売等の 情報ですとか 、その他の 農業に関する 統計調
査、土壌情報といったところに関してのオープンデータ化の要望がござ いました。
＜資料１：５ページ＞
５ページ目は、 富士通様から 農薬、病害虫 の関係のデー タベースに ついての要望 がござ
いました。
それぞれに関す る議論を踏ま えた府省庁の 見解といった ものもここ にまとめてご ざいま
す。御案内の方々が多いかと思いますけれども、御参考までに御参照願 います。
＜資料１：６ページ＞
これを踏まえて 、６ページ目 から「これま での結果の整 理」という ことで、簡単 な整理
をさせていただきました。
開催実績は申し 上げたとおり 、今回第３回 まで９月まで に行ってき たということ で、要
望元数、データ公開要望数もご覧のとおりとなっております。
ここからなので ございますけ れども、ラウ ンドテーブル 開催のとき の府省庁の見 解、先
ほど、第３回に関 してはここに まとめてある と申し上げま したが、こ ういったもの の整理
をしたときに、ど れくらい進ん だかといった 観点から整理 させていた だいたものが 左下の
表でございます。
オープンデータ として既に公 開中というも のがもちろん 一番要望に 即したもので ござい
ますけれども、公 開に向け対応 するもの。そ れから、要望 どおりは難 しいけれども 、一部
対応に向けて検討 するというも の、あるいは データ保有元 に働きかけ をする。それ は国と
して持っていない ものに関して も、データ保 有元に働きか けをする。 こういったも のは前
向きなものと捉えさせていただいてございます。
その他、５番目 以降は赤い丸 で囲っており ますけれども 、公開の在 り方・方法を 検討す
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るというところは 、これは方向 感が余り出て いないものな のかなと。 それから、既 存のス
キームで対応、公開困難といった回答があったものです。
ここをもう少し 深掘りさせて いただいたも のが右側なの ですけれど も、この⑤、 ⑥、⑦
に関しては、類型 化すると、も ちろんそうで はないものも あるのです が、主に大き なもの
として、
「 オープンデー タ公開を阻む 主要な要因 」とつけさ せていただ きましたけれ ども、
この３つ、外部団 体を通じて実 費負担で既に そのサービス を提供して いるものに関 してオ
ープンデータ化が 難しい。ある いは個人情報 を含むデータ であるから 難しい。各省 庁です
ので、国が保有し ていないデー タである。こ れは裏腹です けれども、 地方公共団体 が保有
しているものに関しては、それは自治事務なので国としていかんともし がたい。
こういった答え があったもの でございまし て、これまで 第１回、第 ２回と御検討 いただ
く中でも、大体こ んな感じなの かなというこ とが、第３回 も踏まえる と明らかにな ってき
た類型かと思っています。
＜資料１：７ページ＞
７ページ以降は その詳細をリ ストアップし たものでござ いますけれ ども、一番左 が「要
因」として外部団 体を通じて実 費負担、さっ きの１つ目で す。それか ら、個人情報 を含む
データ。８ページ におりまして 、国が保有し ていない、あ るいは地方 公共団体の自 治事務
と、それぞれここに書いてあるようなデータが対象とされているわけで ございます 。
ここの対応方針 のところは、先 ほどの府省 庁の見解を基 本的に書き写 したものです ので、
こういった対応を 行っていくと いうことでご ざいますけれ ども、今回、御紹介したい のは、
１つ目、７ペー ジの「外部 団体を通じて 実費負担で提 供中」のう ちの、真 ん中辺にある「電
子基準点、位置補正情報」の関係。
これは、第３回 のラウンドテ ーブルだった のですけれど も、基本的 には既存スキ ームで
対応、つまり国土 地理院がデー タを提供する 場合には、現 状の配信機 関、事業者の 役割を
担う必要があるの で、有償のス キームがある ということで 、電子基準 点のリアルタ イムの
無償の提供は困難であるといった見解が当日示されたわけでございます 。
ただ、当日、有 識者の方々、 伝道師の方々 の御議論、フ ァシリテー ターの誘導も ござい
まして、議論した 結果、「ラウ ンドテーブル での議論を踏 まえた今後 の進め方」と してク
ラウド等の利便性 の高い安価な システムを用 いたデータ公 開の試行実 施について検 討する
といったことについて踏み込んでいただきました。
あるいは利用料 金に関しても、これは既存 の、有償という ことが前提 なのですけれ ども、
利用料金をより安 価にするため に、民間事業 者の参入、あ るいはサー ビス利用促進 のため
の方策を検討する 。これは何を 言っているか と申しますと 、料金が実 費負担である という
ことであれば、そ の実費負担を 頭割りする利 用者の数がふ えればその 分実費負担は 減って
くるであろうといった前提のもとに、こういったことまで踏み込んでい ただいた。
これは、一つの 既存のシステ ムがあるから 出せないとい ったところ からもう一歩 踏み込
んだ話なのかなと、事務局としては考えている次第でございます。
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＜資料１：８ページ＞
もう一個、８ペ ージのところ で、そもそも 地方公共団体 の自治事務 であるという 話があ
ったのが、避難所情報の話でございます。
これも、第２回 のラウンドテ ーブルで公開 困難というこ とだったの ですけれども 、この
ときには、当時は 、避難所情報 の公開に関し ては、開設さ れていない 場所があらか じめ知
られてしまうと、 そこに人が押 しかけてしま うといった混 乱が生じる おそれがある という
懸念もあって、基 本的には市町 村の判断であ って、オープ ンデータと して公開する ことに
反対の市町村もあるので対応が困難であると。
そんな見解だっ たわけでござ いますけれど も、これをそ の後、事務 局と担当府省 と調整
したところ、議論 も踏まえて、 既に公示され ているものに ついて、特 にオープンデ ータと
して二次利用可能 な形での公開 が進むように 、本年度中に 各自治体に 働きかけを行 うとい
うところまで一歩 踏み出してい ただいたのか なと思ってお りまして、 十分ではない かもし
れませんけれども 、こういった 形での前進と いったことも 考えられる のかなと思っ ている
ところでございます。
＜資料１：９ページ＞
９ページは、今 の３つの要因 に分類されな いものですの で、御参考 までにごらん いただ
くとして、これを 一つの教訓と して、こうい った３つの類 型は恐らく これからも出 てくる
であろうという予 想のもとに、 もう少し踏み 込んだ議論が できないか ということを 事務局
として考えてみたものが、10ページの右下の表でございます。
＜資料１：10ページ＞
「要因」のとこ ろは、先ほど 来申し上げて いる３つのと ころなので すけれども、 まず外
部団体を通じて実 費負担での提 供を前提とし た議論に関し ましては、 これまでのス キーム
の継続が社会的経 済的に適当な のか再検討す る、あるいは 利用者を増 加させる取り 組みに
よって個社の負担 額を低減させ る。こういっ たところに関 して、あら かじめ担当省 庁間で
の議論ができないかなと思っています。
それから、個人 情報を含むデ ータに関して も、公開でき る範囲・方 法をより緻密 に検討
していくことで、 なるべく公開 範囲を増やす ような取り組 み、あるい は公開できな いとし
ても、統計データ 、あるいは非 識別加工情報 として提供す るという取 り組みもござ います
ので、こういったところに関してより深掘りを考えていきたいと思って います。
最後に、国が保 有していない データあるい は自治事務の データとい うものに関し ては、
直接は国が保有し ていないもの もあるかもし れませんけれ ども、例え ば、ここでも 御議論
いただきました推 奨データセッ トのようなデ ータのメニュ ーとして規 定することで 、地方
自治体での公開を 促すとか、そ のための通知 文書の発出あ るいは我々 自身が地方に 行くと
き、特に官民デー タ活用推進計 画策定に向け た働きかけと いったこと を私どもは日 常から
行っておりますの で、そういっ たときにこの 点についても 働きかける 。そういった 地道な
取り組みも必要なのかなと考えておりまして、ここに記載させていただ きました。
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この３つの類型 が、代表的な 阻害要因だと 我々は考えて おりますけ れども、この 辺につ
いて御議論いただければと思います。
＜資料１：11ページ＞
11ページは「今 後の予定」で ございますけ れども、第４ 回が「電子 行政」分野で 統計等
データの活用。第５回 が「ITS・自動運転」分野としてラ ウンドテーブ ルを開催すべ く、今、
検討しているところでございます。
あとは、この「 また」のとこ ろで、赤いと ころをご覧に なっていた だければと思 います
けれども、IT室の 主導というわ けでなくて、 各府省庁でも 独自のラウ ンドテーブル の開催
を推進していただ きたいと思っ ておりまして 、私どももそ のための支 援をしていき たいと
考えております。
＜資料１：参考資料ページ＞
最後の「参考資 料」は、各府 省の相談窓口 の設置状況と 、データカ タログサイト の登録
数の推移ですので、これは御参考までにご覧ください。
以上でございます。

○村井主査

ありがとうございました。

続いて、議事３にな りますけれど も、「各府省における オープンデー タの取組につ いて」
ということで説明していただきます。
各省からの説明はそれぞれ５分以内でお願いします。
最初に、農水省からお願いいたします。

○安藤室長

農林水産省情報管理室長の安藤でございます。

資料２－１の「農業関係情報のオープンデータ化の推進について」御 説明いたし ます。
＜資料２－１：１ページ＞
まず１ページは 、平成29年４ 月１日時点の 統計データの 公開状況を 昨年12月に取 りまと
めたものでござい ますが、農水省が 保有する統計 データは126 件あり、その94件、75 ％をオ
ープンデータとして公開しております。
その形式は、EXCELが 104件、53％とな っております が、CSV形式など がまだ８％と 少ない
ので、今後、CSV形式等での公開を進めていきたいと考えております。
＜資料２－１：２ページ＞
次、２ページを 御覧ください 。こちらは行 政手続等の公 開状況でご ざいます。こ れは昨
年の３月31日現在のものを、今年の３月に公表したものでございます。
416件の手続のう ち、オ ープンデータ として公開し ているもの が98件 、24％という ことで
す。非公開データ のほうが約70 ％と高くなっ ておりますの で、ニーズ を踏まえてオ ープン
データ化を進めていくことが大切だと考えております。
形式のほうも、構造 化PDFなどの割 合が高くな っております ので、EXCEL、CSV等に 移行し
8

ていきたいと考えております。
＜資料２－１：３ページ＞
３ページ目を御覧ください。
官民データ活用推進基本計画における農林水産省の施策の位置づけで ございます 。
枠の中にござい ますとおり、 農業分野のデ ータについて は標準化を 進めておりま して、
これをもとに農業データ連携基盤が平成31年４月から本格稼働の予定で ございます 。
先ほど御紹介が ありました、 ９月４日のラ ウンドテーブ ルで要望等 を踏まえつつ 、農業
データ連携基盤を通じて順次オープンデータ化していきたいと考えてお ります。
これにより、データに基づく農業の現場への実装を推進ということで 考えており ます。
＜資料２－１：４ページ＞
次に、４ページ目を御覧ください。
データ利活用型 農業の実践に おきましては 、農業ICTの 活用が不可欠 であるわけで すが、
関連各社からさま ざまな経営管 理アプリや、 収量や土壌マ ップなどが 開発されてお ります
が、現状では各デ ータのシステ ム、アプリケ ーション、そ れぞれ仕様 が異なり、相 互連携
ができない状況となっております。
また、国のほう の気象庁の気 象予測や、農 林水産省の農 地データな ど、公的なデ ータも
同様に形式がばら ばらで、相互 の互換性がな く、利用者に とってはデ ータをいかし 切るこ
とが難しいという実態がございます。
農産物の生産や 農業経営はさ まざまな条件 が複合的かつ 複雑に絡み 合った結果で あり、
ばらばらに存在す るデータを統 括して扱える ようになれば 、農業経営 等の大きな発 展につ
ながる可能性があると考えております。
そのためには、 ばらばらに存 在するデータ やシステムを 集約できる プラットホー ムが必
要であると考えて おります。そ れが現在、構 築を進めてお ります農業 データ連携基 盤、通
称WAGRIと呼んでいるものでございます。
＜資料２－１：５ページ＞
次の５ページを御覧ください。
これがWAGRIの構 造でございま すが、WAGRI は各データや システムをAP I方式でつな ぐプラ
ットフォームとし てクラウド上 に構築されて います。それ をイメージ したものがこ の図で
あり、真ん中より下の青い部分がWAGRIのところでございます。
このWAGRIの図の 一番下にある 、気象や農地 などのデータ やシステム を提供する民 間企業
や官公庁と、WAGRIの上 にあるデータ・シ ステムを利用 して、新たなサ ービスを開発 するメ
ーカーやベンダーとの間を橋渡しする協調領域として整備を進めており ます。
民間、官公 庁等のさま ざまなデータ やシステムがW AGRIを介し てつながり 、これら を使っ
て農機具メーカー やITベンダー が、農業者に 提供するデー タやサービ スを向上させ ること
が狙いです。
農業者は、直接WAGRI につながるこ とはありま せんが、メーカー やベンダーを 通じて、多
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種多様なデータや質の高いサービスを受けられるようになります。
また、異なるアプリ を使っている 農業者同士で あっても、WAGRI 上でデータを 共用し、農
業経営分析などを行うことが可能となります。
＜資料２－１：６ページ＞
次に、６ページを御覧ください。
「農業データ連 携基盤から取 得可能な主な データ・シス テム」とい うことで、現 在まで
に取得可能なデータは御覧のとおりでございます。
＜資料２－１：７ページ＞
７ページ目が 、同じくW AGRIを通じて 提供可能な農 林水産省保 有データとい うことで 、農
林業センサス等の 統計調査結果 など、これら のデータが提 供可能とい うことで、今 後も農
水省が保有する御 覧のデータや 、他の機関が 保有する、有 用と思われ るデータにつ きまし
て、企業等の ニーズを踏 まえつつ 、WAGRIを通 じて順次提供 していくつ もりでござい ますの
で、よろしくお願いいたします。
以上です。

○村井主査

ありがとうございました。

引き続きまして 、内閣府科学 技術・イノベ ーション担当 の方から御 説明をお願い いたし
ます。

○梅澤参事官

御 紹介いただき ました、内閣 府科学技術・ イノベーシ ョン担当政策 統括官

付の梅澤と申します。
資料２－２に基 づきまして、い わゆるオー プンサイエン スの一環とし て行っており ます、
公的研究資金によ る研究成果の オープンデー タ化の推進に ついて御説 明をさせてい ただき
ます。
＜資料２－２：１ページ＞
資料の１ページをごらんいただきたいと思います。
我が国におきま して、国の政 策として本格 的にオープン データを含 めたオープン サイエ
ンスについて検討 するきっかけ となりました のは、平成25 年にイギリ スで開催され ました
G8科学大臣会合に おきまして、 公的資金を受 けた科学研究 データはオ ープン化すべ き等の
基本原則を採用することが決定されたことが大きな契機でございました 。
このような流れ でございまし たので、平成 26年11月に、 このG8科学 大臣会合に対 応して
おりました内閣府 におきまして 、有識者によ る検討会を設 置いたしま して、平成27 年３月
に報告書を取りまとめました。ご覧の資料に記載しておるものが主な方 針でござい ます。
この報告書では 、海外の動向 を初めとしま して、オープ ンサイエン ス推進のため に多岐
にわたる方策を提 言しておりま すが、この基 本的な方針を 資料の１ペ ージに記載し たとお
りでございます。
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＜資料２－２：２ページ＞
２ページをごらんいただきたいと思います。
さらにこの報告 書では、２ペ ージに記載の とおり、政策 立案や実施 体制のイメー ジも示
しております。
関係省庁や研究 資金配分機関 といった行政 部門、執行部 門のほか、 日本学術会議 や学協
会といったアカデミアの参画も想定しております。
＜資料２－２：３ページ＞
３ページをごらんいただきたいと思います。
この内閣府の報 告書も踏まえ まして、平成 28年に閣議決 定しました 第５期科学技 術基本
計画では、この３ ページに記載 のとおり、オ ープンサイエ ンス推進の 基本方針を示 したと
ころでございます 。ここでは、 公的資金によ る研究成果に ついては、 その利活用を 可能な
限り拡大すること としつつ、公 開適用対象外 とするもの、 制限事項を 設けるもの、 留意事
項等を示しております。
＜資料２－２：４ページ＞
４ページをご覧いただきたいと思います。
この第５期基本 計画策定後、 先ほど見てい ただきました ような体制 で、オープン サイエ
ンス推進のための 取り組みを実 施していくこ とが期待され ておりまし たが、幾つか の省や
研究資金配分機関 等で取り組み が一定程度進 んだものの、 政府全体と しては、必ず しも期
待どおりに進展しなかったところでございました。
このような中で 、平成29年12 月に総理から 策定の指示が ありました 統合イノベー ション
戦略では、世界で 最もイノベー ションに適し た国の実現を 目指し、我 が国の現状を 国際的
な立ち位置から分 析しまして、 そのギャップ を埋めるため の施策を検 討して策定さ れまし
た。
この統合イノベ ーション戦略 におきまして は、経済社会 活動から生 ずる膨大なデ ータ、
学術研究のプロセ スや成果にか かわるデータ 、政策立案の 過程で必要 となるエビデ ンスな
ど、データの質や 量が科学技術 イノベーショ ンの将来を握 るといった 認識のもと、 「知の
源泉」を担うもの として、オー プンサイエン スのためのデ ータ基盤の 整備を位置づ けてお
ります。
＜資料２－２：５ページ＞
５ページをごらんいただきたいと思います。
したがって、こ の戦略におき ましては、現 状で取り組む べき喫緊の 課題を取り上 げてお
りまして、オープ ンサイエンス の推進のため の施策を網羅 的に盛り込 んでいるわけ ではあ
りませんけれども 、５ページの ところに、こ のイノベーシ ョン戦略で 盛り込みまし た施策
をイメージとして整理したものでございます。
具体的にどのよ うな取り組み を盛り込んで いるか、かい つまんで御 説明をさせて いただ
きます。
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まず、組織別に あるいはプロ ジェクト別に データ管理の 方針や計画 の策定を推進 するこ
とでございます。 具体的には、 研究データの 利活用のため の方針を国 立研究開発法 人が策
定すること、競争 的研究費を受 給するプロジ ェクト単位で 研究データ の管理、利活 用のた
めの計画を策定し、それに基づく管理、利活用を進めることとしており ます。
２番目としまし て、真ん中の 【データイン フラ】と書い ておるとこ ろでございま すが、
データを保存、管理・公開するためのインフラを整備することでござい ます。
３番目として、 一番下のほう に書いており ますけれども 、我が国に おける状況を 把握す
るための調査の実 施や、実際に 取り組みを担 当する研究者 、研究支援 者の理解を促 進する
ための自己研修への支援等を行うこととしています。
＜資料２－２：６ページ＞
最後に、６ページをごらんいただきたいと思います。
これらの取り組 みのうち、国 立研究開発法 人におけるデ ータポリシ ーの策定につ いて、
対象となる17法人 全てが2020年 度末までに作 成することを この統合イ ノベーション 戦略で
目指しております。
このことは 、官民デー タ活用推進基 本計画におき ましても 、KPIとし て設定されて おりま
して、四半期ごと に状況をフォ ローすること にしておりま すが、各法 人の取り組み を支援
するため、内閣府 では有識者に よる検討会に おいてこのガ イドライン を６月末に取 りまと
めて、参考に供しております。この構成を６ページに示しておるところ でございま す。
私からの御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○村井主査

ありがとうございます。

それでは、内閣府の知的財産戦略推進事務局から御説明をお願いいた します。

○岸本参事官

内閣府の知的財産戦略推進事務局でございます。

お手元の資料２－３をごらんいただきたいと思います。
私のほうからは 、オープンに されたデータ の利活用に関 する取り組 みということ で、デ
ジタルアーカイブの構築の取り組みについて御説明をさせていただきた いと思いま す。
＜資料２－３：１ページ＞
１ページ目でご ざいますけれ ども、知財本 部のほうでは 、この５年 ほど我が国の 知的資
産の横断的な利活 用に向けた取 り組みという ことで、デジ タルアーカ イブの構築に 関しま
して、取り上げております。
１ページ目にご ざいますのが 、今年度、知 的財産推進計 画2018の関 連の部分の抜 粋と、
推進体制でござい ます。左のほ うにございま すのがデジタ ルアーカイ ブジャパン推 進委員
会といいまして、 デジタルアー カイブを構築 していくため のいろいろ な課題につい ての共
有・検討、そして 、その取り組 み方について の工程表の作 成・決定と いうことを行 ってい
るものでございます。IT室の方からも御参加いただいた形で検討してお ります。
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それから、右の ほうにござい ますのが、デ ジタルアーカ イブジャパ ン推進委員会 のほう
で決定されました 課題を受けま して、実務的 な課題につい て有識者に よる検討を行 うため
の検討会ということで設けているものでございます。
こちらのほうは 年３回ほど開 催しておりま して、主にメ タデータや デジタルコン テンツ
の二次利用条件の 表示のあり方 ですとか、ジ ャパンサーチ の構築・連 携方法のあり 方等に
ついての検討を行っております。
一番下にござい ますのが、産 学官フォーラ ムといいまし て、利活用 の促進に向け た連携
を図るため、産学 官の関係者一 同にお集まり いただきまし て、施策の 方向性ですと か取り
組み状況について の情報を共有 するための場 ということで 位置づけて 、年に１回開 催して
おります。
＜資料２－３：２ページ＞
２ページ目でご ざいますけれ ども、「現状 と課題」とい うことで、 デジタルアー カイブ
の連携に関しまして少しまとめてございます。
現状といたしま して、分野・ 地域を超えて 日本の知識を 集約するデ ジタルアーカ イブを
構築することで、 さまざまな分 野での利活用 が期待できる ということ 。また、イン バウン
ドの促進や海外に おける日本研 究の深化など も期待できる ということ 。諸外国にお いても
同様の取り組みが進んでいることを紹介しております。
喫緊の課題とい たしまして、 我が国におい てもコンテン ツのメタデ ータ（目録、 所在情
報等）を共有 できる「分野横断統 合ポータル 」を構築 していくこ とが必要であ る。そ して、
それとともに、オ ープンなデジ タルコンテン ツをふやして 、デジタル アーカイブの 利活用
を促進していくことが必要であるということを書いております。
右下のところに 少し図が描い てございます けれども、こ ういった体 制を考えてお りまし
て、各アーカイブ 機関のデジタ ル情報資源を 分野・地域ご とのつなぎ 役のほうで集 約、あ
るいは組織的な支 援を行ってい くと。そして 、そのつなぎ 役を通して 、メタデータ を、真
ん中にありますジ ャパンサーチ というものに 集約していっ て、そこで 横断的な検索 をして
利活用することができるような組織体制というものを構想しております 。
＜資料２－３：３ページ＞
３ページ目でご ざいますけれ ども、今年度 のデジタルア ーカイブジ ャパン推進委 員会の
ほうで決定いたしました工程表の全体版でございます。
真ん中あたりで2 018年度、今 年度の取り組 みについて書 いてござい ますけれども 、一番
上の「検討・実施 体制」のとこ ろは、デジタ ルアーカイブ ジャパン推 進委員会と実 務者検
討委員会をそれぞ れ開催いたし まして、デジ タルアーカイ ブ構築に向 けた課題につ いて順
次検討していきたいと考えております
また、産学官フォーラムにつきましては、来年の２月に開催したいと 考えており ます。
上から２つ目の 段でございま すけれども、 分野横断のメ タデータフ ォーマットに つきま
しては、昨年度の 推進委員会の ほうで既に決 定しておりま して、今年 度はこれにつ いてフ
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ォーラムなどにおいて周知を図っていきたいと考えております。
また、「つなぎ 役とアーカイ ブ機関に対す る支援策」に つきまして も推進委員会 におい
て継続的に検討していきたいと考えております。
その下の「ジャ パンサーチ（ 仮称）の開発 」ですけれど も、分野横 断の統合ポー タルと
いうことで、国立国会図 書館を中心にN DLサーチの知 見も生かし ながら 、2020年に構 築する
ということを目標 にして進めて おります。20 18年度、今年 度につきま しては、来年 の１月
に試験公開版を公 開し、関係者 ・利用者から のフィードバ ックを受け て、さらに開 発を進
めていく予定としております。
一番下でござい ますけれども 、「NDL とつなぎ役と の連携促進 」というこ とで、順 次主要
アーカイブとの連 携の調整を実 施してきてお ります。これ から１月の 試験公開版の 一般公
開に向けて接続の調整をさらに進めていく予定としております。
＜資料２－３：４ページ＞
実務者検討委員 会における昨 年度の第一次 中間取りまと めの概要に なっておりま す。昨
年度につきまして は、左下のと ころにござい ますように、 共通メタデ ータフォーマ ットの
策定ですとか、一 番下にござい ますように、 デジタルアー カイブアセ スメントツー ルとい
う、各デジタルア ーカイブの機 関において、 そのアーカイ ビングの業 務について適 正に評
価されていないの ではないかと いう声もあっ たところから 、その評価 をするための ツール
の開発といったこともやりました。
右のところです けれども、「 今後の主要検 討課題」とい たしまして は、利活用モ デルの
模索、そのための 制度的な課題 の整理ですと か、（４）に ございます ように、分野 横断の
メタデータフォー マットを受け た形での、各 分野における メタデータ のあり方の検 討です
とか、（６）にあ りますように 、メタデータ 等のオープン 化の実施、 コンテンツの 二次利
用条件表示の促進策の検討をしていきたいと考えております。
＜資料２－３：５ページ＞
５ページ目でございます。
来年１月に公開 を目指してい るジャパンサ ーチですけれ ども、メタ データの登録 ・管理
を行う管理画面を 中心に開発し ておりまして 、ことしの７ 月に関係者 限りで公開し ており
ます。今後、１月 の一般公開に 向けまして、 関係者からの フィードバ ックを受けて 、利用
者向けの画面デザ インですとか 検索アルゴリ ズム等を開発 していると ころでござい ます。
また、一般公開後 も利用者から のフィードバ ックを受けて さらに改善 していきたい と考え
ております。
＜資料２－３：６ページ＞
６ページ目が、 連携調整中の データベース の一覧になっ ておりまし て、一番下の ところ
をごらんいただき ますと、連携 拡大の方向性 といたしまし て、データ カタログサイ トとの
連携も検討しているところでございます。
＜資料２－３：７ページ＞
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７ページでございます。
これは一昨年度 にも策定をい たしまして公 表しているガ イドライン でございます けれど
も、一番下の「用語 の整理 」のところ 、真ん中 あたりの図を ごらんいた だきたいので すが、
「メタデータ」と「サムネイ ル/プレビュ ー」と「コンテンツ」という ことでデジタ ル情報
を分けておりまし て、メタデー タにつきまし てはCC0、サ ムネイル/プ レビューにつ きまし
てはCC0かCC BYで のデータ提供 をガイドライ ンの標準的な あり方とし て盛り込んで おりま
す。
＜資料２－３：８ページ＞
８ページ目をご らんいただき たいのですけ れども、ジャ パンサーチ とデータカタ ログサ
イトとの連携の進め方におきまして、２点挙げております。
１点目は、デー タカタログサ イトのメタデ ータについて は、ジャパ ンサーチで検 索可能
となるように、今後、連携を進めていきたいと考えております。
２点目でござい ますけれども 、連携に当た りまして、こ の７ページ 目にございま すデジ
タルアーカイブの 構築・共有・ 活用ガイドラ インに則りま して、メタ データの利用 規約に
つきましてはCCOと いうことでデ ータを提供 いただきまし て、連携をし ていきたいと 考えて
おります。
簡単ですけれども、以上でございます。

○村井主査

ありがとうございます。

残る議題は、地 方と川島さん の御報告なの ですけれども 、その前に 意見交換をし ていた
だこうと思います ので、今の官 民ラウンドテ ーブル、それ から各府省 、農水省、内 閣府に
御説明をいただきましたので、これに関しての御意見をいただきたいと 思います。
まず武田さん、それから庄司さん。

○武田構成員

２ 点ありまして 、１点は官民 ラウンドテー ブルの件で 御説明があっ た、２

点目は農業につい てで、実は同 じ問題なので すけれども、 うまくいか ない例、オー プンで
ない例として、外 部団体の利用 のケースが、 実費を徴収と か現実的に は難しいとあ ったの
ですけれども、そ こで１点お伺 いしたいのは 、ここで実費 を取ったと して、とった データ
は、二次利用可能 、つまり、そ れをまた第三 者に渡すこと は可能なの でしょうか。 いわゆ
るCC BYであるとか CCOというラ イセンス付き でやっている のですか。 それとも独自 のライ
センスをつけて、 それを第三者 に利用させな いというよう な制約をつ けているので しょう
か。
なぜ、こういう ことをお伺い したかという と、結局、も し実費がか かるからとい う理由
であれば、そうい うライセンス をつけるのは おかしいです よね。要す るに、いわゆ る囲い
込みたいという意図があるのならば、そういうライセンスをつけるのは わかります 。
我々のこの政府 の方針として は、オープン データを推進 するという ことは必ずし も後者
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ではないと私は信 じております ので、そうな るのであれば 、そういう ことはあって はなら
ないと思います。
だから、実費を 取るという費 用負担の問題 が相変わらず 常にこのオ ープンデータ の中で
つきまとうのは当 然ですので、 そこはケース ・バイ・ケー スであり得 るということ は私も
理解していますが 、そのデータ そのものにつ いての制約を つけること はおかしいと 思いま
すので、その点については今までお調べになっているでしょうか。

○村井主査

○吉田参事官

どうぞ。

御 指摘の点、私 どももその観 点での調査を 網羅的に行 っているわけ ではご

ざいませんので、 いただいた御 指摘は宿題と させていただ いて、よく 調べてまた御 報告し
たいと思います。

○武田構成員

オ ープンデータ 推進という立 場から見れば 、データに 制約をつける という

のはおかしいし、また、実費負担という立場から見てもそれはおかしい 。
もちろん、利用 者を増やすこ とはその当事 者にとっては いいことで す。自分と契 約しな
ければそのデータ は使わせない から、契約者 、ユーザー数 が増える。 でも、それは オープ
ンデータの趣旨には反するということだけは指摘したいと思います。
２点目は、実は 同じ問題、農 業のほうで農 業データ基盤 というもの をつくるとい う話は
大変すばらしいこ とだと思う一 方、この農業 基盤というも のは、費用 負担という件 でどう
考えを持っているのか。
これはたしか会 費制を取ると いうことは、 私は聞いてい たような気 がするのです けれど
も、そうするなら ば、これは特 にその中にプ ライベートな データはい いとして、パ ブリッ
クなデータも、結 局これはここ に会費で入ら ないととれな いとなると 、これもまた オープ
ンデータの趣旨と 随分ずれてく るような気が するのですけ れども、そ の辺について はどの
ようなお考えでしょうか。

○松本室長

農業 データ連携基 盤、WAG RIについては 、今年 度までは内 閣府の予算を 使って

研究開発というこ とで進めてお ります。今は 、研究コンソ メンバーに ほぼ限定した 形で、
研究開発の予算を 活用して、無 償でいろいろ 試して、シス テムの構築 と実証を行っ ている
ところです。
来年４月からは 、研究段階が 終わって自立 的に運営して いくことに なっておりま して、
将来的には法人化 なども目指し ているのです が、とりあえ ず来年４月 は農研機構と いう研
究機関を中心に運営を行っていくことになっています。
そのためには、 クラウドを借 りる費用、シ ステムの保守 ・改修とい った実費が必 要にな
ってきますので、そ この部分につ いてはWAGRI に御参加いた だける会員 企業の方に御 負担い
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ただくという方針で今、調整を進めているところです。

○武田構成員

こ の辺、政府と して何か少し 考えていただ きたいとこ ろがありまし て、こ

れは結局、結果的 にまた外郭団 体のようなも のをつくると 。そういう 方向で果たし て政府
全体がいいのだろ うかと。もち ろん実費負担 の問題は、さ っきから言 っているよう に決し
て逃れられない問 題であるけれ ども、政府と してどういう 方針をとる のか。また増 やすの
かという問題については真剣に考えるべきではないかなとは思います。
私からは以上です。

○村井主査

ありがとうございました。

このワーキング グループは、 かなり思い切 ったことを言 って下さる ワーキンググ ループ
ですよね。どうい うお考えかに とどまらず、 このようにし た方がよい 等のお話があ ったほ
うがいいと思うので、後で考えておいてください。
庄司さん、どうぞ。

○庄司構成員

今 回から参加し ました、国際 大学の庄司で す。よろしく お願いいたし ます。

私はオープンデ ータ伝道師と してラウンド テーブルのほ うに毎回モ デレーターと して参
加させていただい ていますので 、先ほどおま とめいただい た内容に少 しコメントを つけ加
える形で発言したいと思います。
資料１の６ペー ジで、赤く囲 った⑤～⑦の 回答について 分析いただ きましたけれ ども、
①～④につきまし ても、結局オ ープンデータ として公開し ているのは １件でありま して、
対応中、検討中、対応中ということで、20件ぐらいあるということです 。
これがいつまで に進むのかと いうことはか なり意識をし て気をつけ ないといけな いこと
だと思います。特 に、例えば、 きょう話題に ならなかった ですけれど も、公共交通 分野は
2020年にオリンピ ックが開催さ れるときに、 ITのサービス のショーケ ースをつくり たいよ
ねという大きな目標があると思います。そこに対して間に合うのかとい う観点です 。
今、いろいろな 実験を通じて 経験を積んで 、そこからオ ープンデー タ化をします という
スケジュール感に なっています けれども、今 、行われてい る実験に対 しても、すば らしい
関係者の御努力が ありますけれ ども、一方で 、利用者から は使いにく いデータだと か、質
がかなり担保され ていないとか 、あるいは中 の人たちから も、データ をきれいにす るとこ
ろで物すごく人手が足りないとか、いろいろ課題が挙がっていると聞い ています。
ですので、今、 やっているの は間違いない のですけれど も、それが 目標に対して 間に合
うのかというようなことを考えていく必要があると思います。
あとは、10ペー ジです。私も 全ての事例を 伺っていて、 外部団体、 個人情報、国 の仕事
ではないという大体この要因３つで整理されるかなと思います。
外部団体を通じ て実費負担と いう件は、今 の農業の件も そうですし 、河川情報と かも何
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回も話題になって いますけれど も、そうやっ てまた組織ご とにサーバ ー代がかかる 。それ
を担当する人の手 がかかるとい うふうにデザ インをしてい るから、コ ストが膨れて いる部
分もあるのだと思います。
やはり社会経済 的に適当かと いうことにつ いて、時代の 変化に対応 してコストを 削って
いるかとか、基本 的なデータは シンプルなデ ータのまま出 すことがで きるようにな ってい
るかという観点での、かなり個別的な見直しをしていく必要があるだろ うと思いま す。
それはもしかし たらデータの 観点だけでは なくて、組織 の行政事業 レビューみた いなと
ころで見直していく必要があるのかもしれません。
最後、国が保有 していないデ ータとか、地 方公共団体の 自治事務で すというとこ ろにつ
いては、推奨データ セットなどで お勧めして いくしかない のかなとは思 うのですけれ ども、
ただ、国のほうで できることも いろいろある と思いまして 、それは推 奨データセッ トに載
せる上で、そのデ ータはこうす れば出してい いのです、と いう法律的 な問題の整理 である
とか、こういう形 で出しましょ う、というフ ォーマットを かなり詳細 に提案してあ げると
いうことです。そ ういった整理 は、各府省さ んのほうでや っていただ けると、より 自治体
のほうが進めやすいだろうと思います。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

小池さん、どうぞ。

○小池構成員

小池です。

私は民間からの 委員で、少し 民間の立場で 、使いやすい データは何 かと、官民デ ータの
中でラウンドテー ブルに参加し ての印象です が、やはり使 いたいデータ は、品質がよ くて、
きちんと政府が保 障してくれて 、きちんと連 続的に出てい るというも のではないと 、この
データでビジネス をやっていこ うと思ってい て、ぱっと切 られてしま ったらビジネ スが停
止してしまいます ので、できる限 り継続性と 品質のよいデ ータをつくり 出していくと いう、
新たなオープンデータの一派をつくっていく必要があるのではないかと 思っていま す。
新しい、そのよ うな品質のあ る、使い勝手 がいい社会基 盤になるよ うなデータを 、新し
いカタログサイト として分離し て、こういう データは品質 がよくて使 えるという世 界のも
のを分離していくことも一つのアプローチかなと思っています。
官民データの利 活用のほうか ら言うと、民 のほうはそう なっていま すし、さらに 民のデ
ータもそこの乗っけていければと考えていますので、検討をよろしくお 願いします 。

○村井主査

ありがとうございます。

東さん、お願いします。
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○東構成員

私は 農水省さんの 資料２－１の ６ページにつ いてなので すが、前回、 ラウン

ドテーブルの際に 、農水省さん が出されてい るデータはオ ープンです か、とお尋ね して、
そうです、という お答えをいた だいた記憶が あったのです けれども、 その後、確認 させて
いただいたところ 、例えば４行 目の筆ポリゴ ンについては 、提供手順 というものが 定めら
れておりまして、 まず申出書を 出して、２週 間以内に許可 の承諾の可 否の連絡が来 るとい
う流れになってお りますようで すので、この 辺、そのオー プンデータ の趣旨からし て、で
きるだけ手続なし に、シンプル に、例えばホ ームページに 置いてあっ てダウンロー ドでき
るというものがオ ープンデータ かと思います ので、その辺 、できるだ け改善の方向 で御検
討いただければと思います。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

中島先生、どうぞ。

○中島構 成員

先ほ どの武 田さん の意 見に関 連する のです けれ ども、 農業デ ータ、 WAGRI

は個人の参加は考 えていないと おっしゃった と思うのです が、最近、 いろいろなと ころで
個人がインターネ ットを使って 商売をすると いうのはあり まして、多 分、農業に関 しても
そういうことにな っていると思 うのですけれ ども、団体し か認めない 、あるいは企 業しか
認めないと、このあたりはどういう理由になっているのでしょうか。

○松本室長

基本 的にはB to B to Cでデータ を企業などの 方に御利用 いただいて、 それを

農家のサービスに 使っていただ くというのが 基本的な使い 方だと考え ていますが、 例えば
法人の個人の農家 の方、法人経 営体の方は御 利用いただけ ます。ただ 、個々の農家 が直接
WAGRIにア クセス して 公開さ れてい る公的 デー タを見 られる ように する かどう かにつ いて
は、将来的にそう いったことが できるような システムの構 築について 検討していき たいと
考えています。
ただ、来年４月に向けては、そこまで準備できないかなと考えていま す。

○中島構成員

多 分、今後どん どん個人での 参加はふえて いくと思う ので、その方 向で検

討していただきた いと思うのと 、そうでない と武田さんが 心配してい たような外部 団体を
つくってみたいな話になりかねないので、ぜひよろしくお願いします。

○村井主査

ありがとうございます。

どうぞ。

○大向構成員

大向です。
19

資料２－３の知 財のデジタル アーカイブに 関して、メタ データをCCO でやりとりす るとい
うのは、国際的な データ連携に 向けて非常に よいことだと 思うのです けれども、一 方で、
現状の政府標準利 用規約ベース のオープンデ ータ政策より も、ある種 踏み込んだ部 分を要
請しているということでもあるように思います。
特にCCOは、定義 的には各国内 で法令上認め られる最大限 の範囲で権 利を放棄せよ という
ことを示していま すので、それ が各国公的機 関にとって、 何の権利が 今、存在して いて、
何を放棄するのか というところ について、き ちんと検討と 整理をして いただく必要 がある
のかなと思っております。
政府標準利用規 約を決めたと き、特 にCC BY に互換性を持 たせるとき にもかなりの 議論が
あって、その結果 、解説等を含 めて詳細なド キュメントが 出たことに よって広まっ たと思
いますので、そう いった検討に ついて、特に デジタルアー カイブは独 法であるとか 、地方
公共団体あるいは 大学といった 機関に、その 情報源をよっ て立つとこ ろが多いと思 います
ので、ぜひそういった検討を進めていただければと思います。
あと、実際に 、そのカ タログサイト が、もしメ タデータが本 当にCCOにな るとしたら 、そ
のときにどういう 検討があった ということも 含めて公開し ていただけ れば、ほかの 機関が
参考になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○村井主査

ありがとうございました。

川島さん、どうぞ。

○川島構成員

２ 点、意見かつ 質問みたいな ものなのです けれども、 資料１の10ペ ージの

右のところ、先ほ ど庄司構成員 からもありま したけれども 、この３つ の取り組みの 方向を
いかにモニタリン グするのかと いうことを、 行政事業レビ ューがいい のか、何かや はりシ
ステムに載せたほ うがいいので はないでしょ うか。モニタ リングコスト がかかります ので、
これをIT室がずっ とやろうとす ると多分無理 があるので、 しっかりと した政府全体 のサス
テナブルなシステ ムに載せるべ きではないか と思いました 。これはも し何か御意見 があれ
ばいただきたいです。
それから、もう 一点は、資料 ２全般につい てですけれど も、農業、 公的資金と知 財とあ
りますけれども、 知財のところ で、データカ タログとの連 携の話があ って、メタデ ータの
話とか、先ほどCCOの話 もありました けれども、政府全 体としてはD ATA.GO.JPが あって、あ
れをつくるときに さんざんメタ データの議論 もして、でき るだけフレ キシブルに使 いやす
いようにという議論がありました。
私が気になるの は、オープン データ政策に ついての政府 全体の統制 と各府省の自 由のバ
ランスの議論がし っかりとでき ていないので はないかとい う点です。 各府省が、勝 手に動
くのはいいのです けれども、そ こには府省を 超えたメタデ ータやデー タ構造の標準 化の問
題があります。そ の辺、DATA.GO .JPと各省が どんどん作り つつある、 よりオープン なデー
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タをどのようにし て整合的に発 展させて行く のかついての お考えとい うか、統制と 自由を
どうやってバラン スをとってい くのかという ことについて 教えていた だけるとあり がたい
と思います。

○村井主査

わかりました。

大変根本的な問 題なので、少 し考えておい ていただいて 、先へ議論 を進めたいと 思いま
す。
地方のオープン データと川島 さんの御報告 ということで 、まず議事 ４のほうから お願い
いたします。

○龍澤企画官

資 料３－１、地 方のオープン データの取り 組み状況に つきまして、 時間も

限られておりますので、コンパクトに説明いたします。
IT室の龍澤と申します。
＜資料３－１：２ページ＞
２ページに飛び ますけれども 、地方公共団 体におけるオ ープンデー タの取り組み 状況で
ございます。
平成32年度まで に自治体のオ ープンデータ の取組率100 ％を目指して おりますが、 前回、
説明しましたとお り、都 道府県は100％ を達成してお りますけれ ども、市区町村につ きまし
ては、現時点でようやく20％に到達したところでございます。
＜資料３－１：３ページ＞
３ページにマップがございます。これはご覧いただければと思います 。
＜資料３－１：４ページ＞
４ページに自治 体ごと、都道 府県ごとの取 り組みに少し 差をつける ために、各都 道府県
ごとの市区町村の 取組率をラン キングにして おります。こ ういった形 にしますと、 これも
オープンデータと して出してい けば、一つの プッシュの方 法になるの かなと思いま すけれ
ども、こういった 取り組み数だ けではなくて 、もうちょっ と質のほう でもどうやっ て比較
していけばいいの かということ は、我々も今 後検討しなけ ればいけない と考えており ます。
＜資料３－１：５ページ＞
５ページでござ いますけれど も、その中身 について少し 分析してい ますが、やは り人口
の規模の小さなところは取り組みが少ないという状況でございます。
＜資料３－１：６ページ＞
６ページになり ますけれども 、そうした問 題があります ので、具体 的にそれぞれ の自治
体がどのような取 り組みをして いるか、詳し く調査するた めにアンケ ートを実施し たいと
思っております。
平成28年度にも 実施しており ますけれども 、今回、平成 28年度のア ンケート項目 をベー
スにしまして、さ らに推奨デー タセットとい った新たな取 り組みも踏 まえまして、 アンケ
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ートをとりたいと思っております。
＜資料３－１：７ページ＞
アンケートの内 容につきまし ては、細か いのですけ れども、「New」と書いてある ところ
が新しい項目です 。例えば、公 開されている ファイル数と か、どうい った形式で公 開して
いるか、その団体 の中で研修を やっているか 、どれぐらい の取り組み がどういうふ うに進
んでいるかという ことを把握す るために、ど ういう項目を 入れなけれ ばいけないか という
ことを今検討して いまして、こ こについても いろいろ御意 見をいただ きたいと思っ ており
ます。
＜資料３－１：８ページ＞
次のページもア ンケートでご ざいますけれ ども、基本的 に同じ部分 は前回との比 較をし
ていきたいと思っております。推奨データセットについては新しく追加 しておりま す。
＜資料３－１：９ページ＞
９ページでございます。
推奨データセッ トは、新たに オープンデー タに取り組む 地方公共団 体の参考とな るもの
ということで、入 門編という形 で出させてい ただいており ましたけれ ども、今後、 営業許
可申請ですとか、 ボーリング情 報といった民 間のものもフ ォーマット を示していき たいと
思っていますので 、形式上、基 本編と応用編 という形に整 理をさせて いただいて、 今後、
整理していきたいと思っております。
＜資料３－１：10ページ＞
最後、10ページ でございます けれども、今 までいろいろ なツールや 人材を派遣し て自治
体の取り組みを進 めてきました けれども、平 成32年度まで あと少しで ございますの で、さ
らに加速する必要があると考えております。
ここには具体的 な例として、 例えばですけ れども、模範 となるよう な取り組みを 表彰し
たりとか、伝道師 の増員によっ てそういった ものを横展開 したり、担 い手を育成す るとい
ったこともしてい く必要がある かなと思って おりますけれ ども、ここ につきまして も、各
構成員から意見をいただきたいと思っております。
以上でございます。

○村井主査

ありがとうございます。

引き続きまして、総務省のほうからの御説明をお願いします。

○犬童課長

総務省情報流通振興課長の犬童でございます。

資料３－２に基 づきまして、 本年度から、 総務省は自治 体向けの職 員研修を行っ てござ
いまして、その状況について御説明いたします。
＜資料３－２：１ページ＞
１ページ目は、先ほどのIT室の資料と被りますので、割愛します。
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＜資料３－２：２ページ＞
２ページ目が、本 年度から総務 省で行って います、自治体 向けの支援 事業でござい ます。
大きく三本柱で やってござい まして 、
「研 修・人材 育成」、下に あります「調整・仲介 」、
「ユースケース策 定」とい うことで、本日は研修・人材育成 について御 報告申し上げ ます。
先ほどありまし たように 、2020年ま でに市区町村 だけで100％ を目指すため に、地 域の人
材育成というのが必要だということで、私どもは大きく２つ研修を行っ ています。
オープンデータ リーダー研修 ということで 、これは都道 府県単位で 、管内の市区 町村さ
んに参加いただい て、地域でオ ープンデータ を推進する人 材を育成す る。その後、 リーダ
ー育成をした後に 、そのリーダ ーが各地域に 戻りまして、 自らの自治 体、やる気の ある治
体に対して研修を行うという２段階構成で考えてございます。
＜資料３－２：３ページ＞
３ページでござ いますけれど も、本年11月 、今月から、 ご覧の全国 各15の道府県 で開始
を予定しております。
＜資料３－２：４ページ＞
４ページ目が、 先週、栃木県 で開催した様 子でございま すけれども 、栃木県の市 町村25
団体のうち、17団体に参加いただいております。
今後は、５ペー ジ目にありま すように、オ ープンデータ リーダー研 修の後に、真 ん中の
オープンデータ化 支援研修、こ れは各市区町 村レベルで行 うのですけ れども、それ を行っ
ていただいて、そ の後は、しっ かりとフォロ ーアップする ことが大事 だと思ってい ますの
で、オープンデー タ化に向けた 計画を検討い ただいて、い つまでにオ ープンデータ に取り
組むといったこと まで、ピン留 めと言ったら おかしいかも しれません が、しっかり と進捗
状況を管理しながら、オープンデータ100％に向けて取り組みたいと思 っております 。
今年度は、そう いう形で進め ていますけれ ども、来年度 、再来年度 も引き続きや りまし
て、ぜひ100％に近づけたいということで取り組んでございます。
以上でございます。

○村井主査

ありがとうございます。

それでは、川島構成員から、IODC2018の御報告をお願いいたします。

○川島 構成員

世界 で一 番大き なオ ープン デー タに関 する政 府系 で会議 （Internat ional

Open Data Confere nce(IODC)） がございまし て、それに９ 月の27、28 日と出てまい りまし
たので、それを簡単に報告させていただきます。
まず、主催者が 出した１分ち ょっとのビデ オがあります ので、それ を流して、簡 単にイ
メージをつかんでいただければと思います。

（動画上映）
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○川島構成員

資料４に基づきまして、説明させていただきたいと思います。ご覧 くださ

い。
IODCの最初の開催は、2010年ワシントンで、オバマ政権がオープンデ ータを強く 打ち出
したことに由来していて、どちらかと言うとワシントンドリブンで始ま っておりま す。そ
の後、1〜２年 毎に、最初 は北米で 、それからヨ ーロッパに行 って、今 回南米に行っ たとい
う流れです。
残念ながら、今回は、アメリカのプレゼンスはほとんどない感じにな ってきてい て、主
催者は今回の場合は、アルゼンチン大統領府行政近代化省といって、日 本の役所に 例える
と総務省行政管理局的な感じのところです。これまでの主催者メンバー には幅広い 広がり
があったのですが、今回少し小さくなっているかなという感じがいたし ます。
特徴的なことは、今までも世界銀行は主催者に入っていたのですけれ ども、カナ ダの開
発援助庁であるIDR Cやのプレゼ ンスが極めて 大きくなって いるという 感じがしてお ります。
会場は、先ほどビデオで見ていただきましたが、発電所を改修した施 設で、非常 に大空
間で趣のあるところでした。
開催目的はウェブに書いてあるものを和訳しただけですけれども、オ ープンデー タに関
する新しい機会とチャレンジを特定し深く検証する。あるいは特定の分 野、有望な 分野に
社会的・経済的インパクトをもたらすイノベーティブで実務的な解決策 を共有する 。ある
いは国際的なオープンデータ・コミュニティーにとって役に立つグロー バルな共通 資源の
開発を進める国際的なパートナーシップの組成ということです。
参加者などは資料4に記載されているとおりです。
それからプログラムは、開催の１年ぐらい前から、全世界から提案を 募って、そ れをプ
ログラム・コミッティーが選んで、全体のバランスを考えて構成してい ます。
実際のプログラムの構成については裏面に、小さい文字で恐縮ですけ れども、具 体的な
アクションにつながるものですとか、大きなビジョンのもの、あるいは データその もの、
インパクトなど、それぞれ分野に分け、これは色ごとに分かれているの ですが、２ 日間、
日によっては４～５系列、それぞれ同時並行的に議論が展開されて行く というパタ ーンで
す。
それから、裏の下に小さい字で書いてあって恐縮ですけれども、これ がIODCのプ ログラ
ム・コミッティーで、全世界からメンバーが集まっていいて、残念なが ら日本はま だ入っ
ていませんけれども、アジアも少し入っていて、いろいろな人がこの会 議の実務を 成り立
たせているという ことで、政府系も あれば、民間系も あれば、NPO系も メンバーに入 ってい
ます。
それから、本体の２日間のイベントに先駆けて、プレイベントが19個 立ち上がっ ており
まして、いろ いろなとこ ろから来てい るNPOの方々 、あるい は学識経験 者の方々など がさま
ざまな議論をしておりました。
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私の会議参加から得られた気づきを７点ほど列記しました。時勢柄、 AIとかこれ までの
統計の議論との関係について、AIの専門家がキースピーカーで来ていた り、アメリ カの統
計局の専門家が来ていたり、かなりディープな今後のデータ利活用の方 向性の議論 があり
ました。
あと、一番強調したいのは、オープン・バイ・デフォルトの理念的な 議論もある のです
けれども、やはりInteroperabilityをまともに考えようという議論の勢 いが強いと いうこ
とで。
それから、Da ta Inf rastructure というのは 、データの 保管、管 理、公開 だけでなく 、そ
こにまつわるさまざまなルール、さまざまなデータ共有の仕組みを社会 的に共有し ようと
いうことです。インフラというとフィジカルなものに聞こえますけれど も、Data
Infrastructureはフィジカルだけではなくて、スタンダードの議論とか 組織の議論 も含め
る考え方です。
Eco Systemの議論も有識者の間では当然あって、さまざまなハッカソンの間でど ういう
成功要素があったのかという議論がありました。
また、Impactに関する明確な報告がないということは、いろいろな人 が言ってい るので
すが、Impactを本当に評価するというのは難しい話なのですが、何らか のエビデン スレベ
ルの高い因果分析が日本からあるとおそらく光ると思いました。
それから、これまで出なかったですけれども、初めて中国からの発表 がありまし た。上
海の復旦大学の方が、自治体のオープンデータランキングの指標を世界 銀行と一緒 に開発
したということで、北京、そのほか中国全土の大きな都市をランキング しているデ ータを
見せてくれました。中国語でいただいていますので、もし御関心があれ ば共有でき ます。
全体的に、場所が南米だったので、今までの北米、ヨーロッパ、スペ インに比べ るとち
ょっと場所が悪いので、今まで常連で参加していた人の存在感がなかっ たという感 じはし
ます。
ただ、一方で、オープンガバメント・パートナーシップという、政府 と民間企業 とNPO
が連携するということを中心テーマとしているネットワーク会議がある のですが、 そこの
チェアをやっているIDRCが、カナダの政府系ですけれども、非常に存在 感を高めて いると
いうことがありました。
最後のクロージングのところで、次回は2020年にナイロビということ は決定しま した。
そうすると、どういうイマジネーションになるかというと、北米、ヨー ロッパ、南 米、ア
フリカ、次はどこだみたいになって、ひょっとすると、２年後となると 、2022年に アジア
もあるのかもしれないみたいなことを考えると、それに向けたInterope rabilityの 標準化
の議論とか、アジアとの連動性の議論は非常に重要ではないかというよ うな気づき を持っ
て帰ってまいりました。
それから、日本をちゃんと宣伝してきました。官民データ活用推進基 本法、安倍 総理の
明快なコミットメント、棚卸し、ラウンドテーブル、伝道師、しっかり と宣伝して きてお
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ります。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

宣伝の反応はどうでしたか。

○川島構成員

議論の中で、官民データ活用推進基本法がつくられていることとか 、伝道

師がいて具体的に自治体を支援していることについては反応はあったの ですが、僕 はアジ
アワイドのアジア ラウンドテー ブルに出て、その中では、In teroperabil ityを台湾の 人と、
日本では武田先生と繋がりがあるようですけれど、さらにアジアで深め ようという ような
議論が、会議後、関係者とは盛り上がりました。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

地方と川島さんの御報告をいただきました。最後に向かってなのでど のようなご 意見で
もいいかと。
どうぞ。お願いします。

○村上構成員

御説明どうもありがとうございます。

資料３－１の４ ページを見る とよくわかり ますが、福井県が 100％です。これ は、本格的
なカタログサイトではないのですが、県のウェブページに、県内市町村 のデータを 形式な
どをそろえて公開するという、県の取り組みのおかげだと思います。
次の５ページを 見ると、小さい 市町村では オープンデー タ化の取り組 みが遅れてい ます。
今後は、都道府県が中心となって、県内市町村のオープンデータ化を進 めるフェー ズに来
ていると思います。オープンデータ伝道師の派遣などの既存の制度に加 えて、都道 府県を
主体的に支援する仕組みが必要ではないかと思います。
そういう意味で、資料３－２で御説明いただきました研修プログラム では、オー プンデ
ータリーダーの育成研修を、都道府県が主体的に行うと聞いています。 都道府県が 主体的
に動くくための支 援策や、意識づ けのための 施策などを行 っていく必要 があると思い ます。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。
どうぞ。

○大杉構成員

自治体の関係のことなのですけれども、先ほどのラウンドテーブル の件で
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もありましたが、ややもすると阻害要因的な位置づけになりがちなとこ ろはあるの ですけ
れども、それに対して、余りムチというような形で迫っていくのはどう かなという ことが
ある中で、先ほどの御説明の中でも褒めて伸ばすということもありまし たけれども 、アメ
とまではいかなくても、自治体自身が自らの力で推進していくような方 向に転換し ていく
というような取り組みをぜひ進めていただきたいということが、要望と してまずご ざいま
す。
それから、そうした取り組みの中で、今後計画づくりなども支援もさ れていくと いうこ
となのですが、そのほかに、このアンケートの中でもオープンデータ公 開の準拠規 約につ
いての問いはあるのですが、そもそもの自治体の姿勢として、オープン データ化と いうも
のにどういうふうに取り組んでいくか。
例えば、横浜市や北九州市が官民データ活用推進基本条例みたいなも のを作った り、条
例がいいということでは必ずしもないかもしれませんけれども、内部的 に、例えば 要綱や
規則などで、どういうような考え方で全庁的な姿勢として示しているの かというと ころも
実は効いてくるのかなと。
計画をつくっておしまいということはややありがちな話でもあるので 、それがマ ネジメ
ントサイクルとしてきちんと回っていくよう、うまく適切な形でかかわ りを持って いただ
けると大変ありがたいかなと思います。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

小池さん、どうぞ。

○小池構成員

自治体のオープンデータの利用規約ですが、省庁版の利用規約は各 府省で

公開されていますが、自治体系の利用規約の標準的なひな型は存在しま すでしょう か。自
治体系が、推奨する利用規約を使うことで、自治体がデータをオープン データとし て出せ
るかの懸念事項の いくつかがク リアできるの ではと考えま す。また、推 奨データセッ トは、
利用規約の観点で、ある程度クリアできているので、推奨データセット で、オープ ンデー
タとして公開することで、自治体内部でのオープンデータ化検討が簡易 になり、こ の枠組
みでだせば安全だよというものがある程度あると普及が進むかなと思い ます。利用 規約の
ひな形の整備と、対応した推奨データセットを充実することで、オープ ンデータの 自治体
への普及が進むと思います。いかがでしょうか。

○龍澤企画官

自治体向けの利用規約のひな形は準備していないのですけれども、 基本的

には、もしそういう規約をつくりたいといった相談があった際には政府 標準利用規 約を御
説明して、実際にそれに基づいて適用している自治体は幾つかございま す。
あとは、今、おっしゃられたようなデータセットにつきましては、推 奨データセ ットと
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いう形で14データそろえていますけれども、引き続きそういったものを 充実させて いきた
いと思っております。

○吉田参事官

こ の推奨データ セット充実の 観点から、平 本政府CIO上 席補佐官のほ うから

追加のコメントがございます。

○平本政府CIO上席 補佐官

推奨 データセッ トにつきまし ては、今まで もニーズを踏 まえて、

ニーズとして寄せられたものを検討させていただきました。この間も町 字の情報を 出して
ほしいという意見がありましたので、その後、Code for Japanのサミットでワークショッ
プなどをやりまして、ニーズを確認したところ、やはり皆さん町字の情 報を出して ほしい
ということでした。そういう意見を踏まえて拡充するとともに、あとは 調達とか制 度とい
うような、自治体の皆さんが出しやすい情報をベースに今後拡充を図っ ていきたい と考え
ております。

○村井主査

○植原構成員

植原さん、どうぞ。

資料３－１の４ページあたりで、各都道府県の市区町村のオープン データ

取組率が出ていますが、推奨データセットなどが出ている中で、どの程 度出ている のかと
いうことが結構気になっています。いろいろな方々にお伺いすると、横 断的に各自 治体か
ら同じようなデータが出てこないと使いにくいという御意見をいただく ことが多い かと思
うのです。こちらのほう、もし調査されているようであれば、教えてい ただけると ありが
たいです。

○龍澤企画官

幾つかの自治体では推奨データセットで公開しているということは 我々も

把握していますけれども、全部は網羅的には把握しておりませんので、 今回のアン ケート
の中で、８ページの最後に書いていますけれども、推奨データセットで どういった ものを
取り組んでいるかということも具体的に把握したいと考えております。

○植原構成員

ありがとうございます。

ぜひ同じフォーマットで公開していただけると使い手がいいかなと思 いますので 、そち
らのほうもアンケートのときにメッセージとして伝えていただければと 思います。

○村井主査

そのほか。

庄司さん、どうぞ。

○庄司構成員

庄司です。
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資料３－１で、地方自治体に対するアンケート調査をやられるという お話が６ペ ージに
ありましたけれども、先ほどの川島さんからの議論で、なるべく既存の 仕組みに乗 っけて
いくというようなお話がありました。
そこで一つ御提案なのですけれども、電子自治体の推進については、 総務省の自 治行政
局さんのほうで毎年調査をやられていて、毎年発表される地方自治情報 管理概要と いう集
計されたものがあります。私はいつも見ているのですけれども、あれは 毎年全ての 自治体
に対して調査をかけていらっしゃるので、あそこに乗っかっていくとい いのではな いかと
思います。GIS、CIOなど、結構その時々のキーワードが調査項目に入っ ていたので 、オー
プンデータなどでもできるのではないかと思います。
それから、先ほど川島さんからあった海外の動きに関連してなのです が、私も先 週、ソ
ウルで開催されたアジアの会議に出てきたのですが、その場でも、日本 で法律をつ くった
ということは結構話題になっていたという気がいたしました。
そこでも少しお話をしてきたのですけれども、アジアにおいては都市 レベルの交 流も進
めていきたいですね。国としての取り組みもいいのだけれども、アジア の都市デー タ、環
境だったり交通だったり、そういったデータを出している都市の一覧を つくったり 、都市
間の交流を促したりしていくということができるよね、という話をしま した。
もう一つ、オープ ンデータ100 というものは 、もともと私 が提唱してい たのですけれ ども、
あれは日本で100をつくって、アジアのみんなで500をつくろうという提 案だったの です。
なので、国際連携の中で事例も同じフォーマットで共有していくと、日 本の掲載企 業の皆
さんのモチベーションにもなるし、国際的に日本の取り組みを発信して いくことに もなる
だろうと考えます。
それから、オープンデータシティーの一覧も作っていくと、先に取り 組んできた 自治体
さんの次の目標にもなっていくのかなとも思ったりします。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

よろしくお願いします。

○東構成員

オー プンデータの 取組済自治体 100％という ところに向け てなのですが 、懸念

が一つございまして、今までも、よくあるのですけれども、何をもって オープンデ ータに
取り組んだと捉えるかというところで、ホームページに１個でもオープ ンデータが あった
らオープンデータ取組済自治体と、結果的になってしまう。
指標は何かしら必要なので、それはそれでいいと思うのですけれども 、やはりオ ープン
データというのはあくまでも手段で、目的は市民協働とかそういったと ころにある という
ところがございますので、それに向けた指標的なもの、よく世界にもオ ープンデー タの成
熟度モデル等がご ざいますが、そ れを単に公 開するという ことで1,800 近くできてよ かった
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ねということだと、結局皆さん頑張って苦労して、手間だけ増えたとい うことで終 わって
しまうことが一番懸念されるので、やはり目的に照らして、公開するこ とは負担だ けでは
なくて自治体の側にもいいことがあるのです。
例えば、データに基づく意思決定がちゃんとできるとか、かえって手 間が減る部 分があ
るとか、そういったことも段階的に導くような流れといったものが何か しらないと 、多分
このまま１個でも公開してよかったね、で終わると非常にもったいない 動きかと思 います
ので、それもぜひ御考慮いただければと思います。
以上です。

○村井主査

ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。
武田さん、どうぞ。

○武田構成員

前半の部分と関連するのですけれども、資料３－１にかかわること ですけ

れども、前半のこれ は国の所管で ないという ようなデータ がいろいろ出 てくるという 話で、
それはラウンドテーブルに出てきた直接のもの、周辺を含めて、各省庁 がある程度 方針を
決めていることを要請しているようなのですけれども、一部は、先ほど 言ったよう に、非
常にわかりやすいものについては推奨データセットになると。
それ以外につい ても、自 治体は中央官 庁をずっと見 ているので 、中央官庁 の意向が 、我々
は公開データを持っていないけれども、公開することはいいことだと思 っているみ たいな
メッセージがあれば、自治体も動きやすいというので、その辺のポリシ ーをきちん とまと
めて、特に内閣官房のほうでまとめる。あるいは、省庁が積極的にそう いうことを 自分で
やるというのはもちろんいいのですけれども、そういうものを定期的に パブリッシ ュする
ような形にすると、ああいうものも我々は出してもいいのだとか、ある いは迷って いると
きにそこを見ると、大体これに合うから出してもいいんだよね、という ことの判断 になる
かなと思うので、その辺はせっかくラウンドテーブルで手がかりがつか めた感じは あるの
で、そこは少し深掘りして、むしろ官庁との共同で、ある種のガイドラ インという かガイ
ドというものを定期的にパブリッシュして、こういう自治体が持ってい るデータは 、国と
しては活用されることは望ましいと。
要するに、そういうメッセージを何らかの方法で出していただけると いいかなと 思いま
した。

○村井主査

ありがとうございます。

どうぞ。

○吉田参事官

今の点について、それがデータセットという形になったものが推奨 データ
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セットだとは思っていますけれども、そのもとになる考え方みたいなも のを国とし て示す
ことができれば、しかも、１回だけではなくて、タイミングに応じて出 すことが大 事だと
いう御指摘を受けとめさせていただきますので、検討したいと思います 。
あわせて、さっき答弁漏れという形になっていますけれども、川島先 生の前半で の御指
摘の点で、官民ラウンドテーブルのフォローアップの関係をなるべくサ ステナブル にする
という御指摘がありまして、一つは、官民データ活用計画の各省の計画 の中で我々 がフォ
ローアップをする。これはシステムとしてでき上がっていますので、そ こに乗って いるも
のに関しては既存の取り組みの中でできるかと思います。
ただ、それを全部フォローできているわけではなくて、それはきょう 、A3の参考 資料３
の官民ラウンドテーブルフォローアップ表で個別には記載させていただ いておりま して、
これをフォローアップという形でやっているのですけれども、ここのあ り方につい ては引
き続き検討していきたいと思います。
もう一つ、重いほうの宿題の自由と統制と、メタデータの関係で御指 摘があった 点は、
私も全て理解し切れているかということも含めて、これまでの議論をも う一回復習 したい
と思います。
ただ、一点、DATA.GO.JPに関しては、もともと国際標準のDCATベース でつくられ ている
ということで、メタデータについてもそのニーズも踏まえて考えるとい うことはあ るのか
なと思いまして、これも平本補佐官のほうからコメントがありますので 、よろしく お願い
します。

○平本政府CIO上席 補佐官

今 、DCATの 話が出たので すけれども 、メタ データという ものは

結構いろいろなところで重要と言われています。もともとカタログサイ トにはDCAT の標準
がW3Cから公表され ていて 、各国ともに これでやって いたわけで すけれども 、導入さ れて数
年たったこともあり、これを見直そうという動きになっております。
今、日本から もコントリビ ュートを求め られていて 、DTA（ データ流通推 進協議会 ）と一
緒に、産業界 も使えるよ うなメタデー タ構造はどう あるべきかと いうことを 、W3Cの メンバ
ーと話も始めたところでございます。それには品質データとか網羅性と いう話も入 ってま
いります。そういう 標準を踏まえ た形で、あと はその中のど の項目を使 うかというこ とと、
必須項目と任意項目という形で、皆さんに使いやすいデータ項目を、今 後、考えて いきた
いと考えております。
以上でございます。

○村井主査

ありがとうございます。

川島さん、どうぞ。

○川島構成員

今、御指摘のあったデータ構造の問題にも関係しますし、資料３－ ２や３
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－１にも関係するのですけれども、結局のところ、自治体とかあるいは 政府の中の 人材の
問題、スキルの問題が焦点になってきます。そこで、データの構造化も そうですし 、ある
場合にはGISを使わ なければいけ ないし、ある 場合には統計 分析しなけ ればいけない という
ことで、データから価値を生み出すために必要なスキルセットをちゃん と定義して いただ
けないでしょうか。
一つ一つの分野について、どこまでも深くスキルレベルは延々とある わけですし 、デー
タ解析だけとってもたくさんある。ただ、自治体実務の中で本当に必要 なものは、 そんな
に高度な分析をやらなくてもいいかもしれませんけれども、最近のEBPM の流れの中 で、少
しスキルとして広く遍く持っていてほしいものについて、既に資料３－ ２の研修の 中でも
相当やられていますが、オープンデータという文脈で、行政職員がリー ドできるス キルを
身につけるということは非常に重要だと思いますし、先ほどのデータセ ットのDCAT の議論
についても、国際的にある程度議論しあえるような水準、細かいディテ ールのエン ジニア
リングまではわからなくていいと思うのですけれども、一般に求められ るデータス キルセ
ットを定義してほしいと思います。
それが定義されて、それに対する参照文献があれば、みんな自学しま すので、そ ういう
動きが出てくるとありがたいなと思いました。
あと２つあるのですけれども、都市のランキングは重要で、先ほど庄 司さんから もお話
がありました、中国も都市間ランキングをやっていますので、ぜひ、ア ジアワイド での都
市間ランキングみたいなことを動かしてほしいというか、そういうイニ シアチブが あって
もいいと強く私は思います。
最後に、本日の議題に関連する具体的な話ではないのですけれども、 オープンデ ータの
議論全体に何となく手詰まり感というかマンネリ感を感じています。毎 回この会議 に出さ
せていただくのですが、資料の説明があり、構成員の反応があり、議論 があり、そ こで宿
題があり、次にフォローアップという流れだと思うのですが、もう少し フォーラム 的なイ
ンターラクティブな議論の機会も設けていただきたいと思います。
それが別に政府主導だけである必要はないので、我々もやらなければ いけないの ですけ
れども、そういった場の膨らみが、もう少しこの場とも連動しながらあ ってほしい なとい
うこともありますので、我々も努力しなければいけないのですが、そう いった面に ついて
の工夫も少しやられたほうが、IT室がもうちょっと身軽になるのではな いかという 気がす
るのです。この会議をやるにしても、事務的には結構重いじゃないです か。もうち ょっと
フレキシブルな会議運営の工夫があったほうがいいのではないかと思い ました。
以上です。

○村井主査

○大杉構成員

大杉さん、どうぞ。

総務省の自治体職員向けの研修についてお伺いしたいのですけれど も、こ
32

ちらは職員ということで、職員の中でどういうような方が出てきておら れるのかと いうこ
と。
もう一つは、職員対象だけに限定してやっているのか。例えば、地域 でのオープ ンデー
タの担い手であるとか、関心のある民間の人たちを一緒に交えたような 場をつくる 、ある
いはそういうふうにしてみても面白いのではないのかなと。
最近の職員の研修などの取り組みのあり方としても、例えばそういう タイプのも のも行
ったりすることがありますので、そういうようなことをしてはどうかと いう提案も 含めて
質問をさせていただきたいと思います。

○犬童課長

ありがとうございます。

まだ、栃木県だけ皮切りでやっていますけれども、大体、情報通信部 門の方を中 心なの
ですが、政策企画部門の方もちらほら出てきています。あと、オブザー バー参加も 可能で
すので、ほかの部門の方も入っているという状況であります。
御指摘のように、いろいろな人の話を聞いて、自治体にとってどうい うメリット がある
のかということをあわせて説明しないと難しいと思いますので、幅広く 集めた形で できる
だけやりたいと思っています。

○村井主査

ありがとうございます。

議論が尽きないところですけれども、大変重要なご意見をいただきま した。
事務局の方と打ち合わせしていたときに、まさに今、御指摘があった 、これはま さか一
服感があるのではないよねという話がございました。この委員会は本当 に構成員が 厳しい
ので、一服している暇はなく、事務局の方が苦労するというところで、 ドライブさ れてい
るようなところがあって、大変敬意を持って私も参加させていただいて います。
いずれにせよ、本日は、内閣としての役割はかなりあるということで 、今の統制 と自由
のようなお話や、先ほどの知財本部とDATA.GO.JPみたいなものの統制に 関して、活 発にな
ってくるとだんだん多様性が出てくる。そうすると、今度は利用者目線 になると使 いにく
いところが出てくるということも御指摘いただきましたので、そういう 意味では、 うまく
いっているがゆえ に、少しまたそ ういう課題 が出てきてい るという部分 もあると思う ので、
一服している暇はないということだと思います。
また、47都道府県の レベルを比較 していると、47都 道府県は100 ％になったけ れども、東
さんがおっしゃったように、やればいいのかという問題も次に出てきて いています 。そう
すると、その次はどういう評価軸で本当にいいところを褒めるのかとい うことに入 ってく
ると思います。
さらに、2020年までにこれをすべき等、今度は未来のタイミングを切 っていく、 そうい
うところの手がかりもないといけないということもあるので、そのあた りも大きな 課題だ
と思います。
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川島さん、IODCなどの国際的な活動の中で、少し我が国を引っ張り国 際的に連携 すると
いうことが、ある意味の持続性の鍵のようなところが出てくるかと思う のだけれど も、さ
きほどの御提案は、2022年は日本で開催しようという御提案ですか。

○川島構成員

アジアの中で見ると、台湾の存在感が、今回の会議だけではないの ですけ

れども、かなりあると思います。
そのほか、インドネシア、フィリピン、マレーシアなど、シンガポー ルももっと 出てき
てほしいのですけれども、なぜか出てこないという感じです。
中国については、アカデミックな世界では、オープンデータも含めて 、国際的な アカデ
ミックジャーナル上での存在感は高くなっていると思います。地勢的に 言うと、中 国との
関係において、台湾において国際会議を開くのは難しいと思います。
そういう面においては、シンガポールが挙がったりするのですけれど も、日本が 非常に
地に着いた議論で、しっかりとした、どちらかというと国際的な議論は コンセプチ ュアル
なビジョンメーキングに走りがちなので、そこはもう少し国民目線、市 民目線で実 際にこ
ういうことが起こっているということを、Code forの活動と、政府の活動との連携具合、
さまざまなスキル、トレーニングの動きといったことが本当に起こって いるのだと いう生
の実態を見ていただくという意味では、私は日本で開催する意義がある と思います し、予
算の要求などして いただければ、我々は企画 力として貢献 できるだろう と思っており ます。

○村井主査

先ほどの外郭団体をつくる体制をどのようにして解決できるか。大変 難しい

問題だとは思いますけれども、これも国際的には同じようなことを経験 していると ころが
ありますよね。
そのようなレッスンもありつつ、これを解決するモデルというのは、 やはり構成 員の方
にも協力していただいて何かつくる必要があるのかなと思いました。
例えば、2019 年はG20、2020年がオリ パラ、203 0年はSDGsの ゴールであり 、みんな こうい
う社会の評価や測定が必要ですよね。
これは政府全体で取り組んでいるようなことの一つだと思うのだけれ ども、この オープ
ンデータがどういう目標と役割と狙いを担っていくのかということの中 から推進す ること
もできると思うのです。
今、SDGsのバッジをつけていない省庁の方は余りいない。そのような ことも含め て、う
まく方策を考えていかなければ、さきほどの中だるみではないけれども 、そのよう なこと
になってしまうといけないという気もいたしましたので、内閣としての このオープ ンデー
タに関する役割が非常に期待されているところかなということで、皆さ んのお話を 伺って
いました。
本日の時間が参りましたけれども、これを言わないと帰れないという ことがあれ ば、ど
うぞ。いいですか。
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では、三輪CIOから。

○三輪政府CIO

簡単に。

どうも、長い間ありがとうございました。
大変いろいろな意見を出していただきまして、本当にありがたく思い ます。
まず、一つは政府のほうのオープンデータです。これは各省データの 棚卸しを続 ける等
の取り組みをまた加速させていかなければならないので、これも頑張り たいと思い ます。
地方のほうについては、アンケートもやりますので、それも見ながら 、例えば小 さい市
町村はどうするかというようなことを考えてやっていきたいと思います 。
それから、今、村井さんからも、内閣の役割ということが出ましたが 、やはり内 閣の役
割を頑張らないと いけないと思 いますので、それはぜひそ のように頑張 りたいと思い ます。
また、ご意見の中にありましたけれども、あくまでオープンデータは 手段で、目 的が何
なのかが大事ということがあります。そうであるけれども、オープンデ ータはやは り出そ
うと思うとコストがかかるという話もありました。そういうことも考え ながら、推 進でき
るように頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしく お願いしま す。
ありがとうございました。

○村井主査

それでは、本日の会議はここまででございます。

どうもありがとうございました。

以上
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