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インターネットウィーク2015 
S15：オープンデータ活用のため

の技術とビジネス最前線 



CSISでは2008年7月に，人の流れプロジェクト

（http://pflow.csis.u-tokyo.ac.jp）を立ち上げ，人の

行動データを処理し，人の流れに関するデータを提

供． 
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空間情報は動くものへ～「人の流れプロジェクト」 



 

人の流れデータ from パーソントリップデータ 
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観光への活用 from 携帯GPSデータ 

観光庁講演資料より 
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道路交通シミュレー
ションと組合せた 
流動状況算出 

ダッカの交通再現 from 
携帯基地局情報 

GrameenPhone 社提供のCDRに
基づく人口分布 

リンク交通量算出 
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陸前高田市における避難状況 from 国交省ヒアリング調査 
震災復興アーカイブ（http://fukkou.csis.u-tokyo.ac.jp）より 



7 Source: https://www.mapbox.com/blog/nyc-taxi/  

1億8700万のNYタクシートリップデータ
(2013)のオープンデータ化 

https://www.mapbox.com/blog/nyc-taxi/
https://www.mapbox.com/blog/nyc-taxi/
https://www.mapbox.com/blog/nyc-taxi/


OpenCitiesにおけるダッカの建物データ 

8 Source: http://opencitiesproject.com/casestudy/building-use/  

http://opencitiesproject.com/casestudy/building-use/
http://opencitiesproject.com/casestudy/building-use/
http://opencitiesproject.com/casestudy/building-use/
http://opencitiesproject.com/casestudy/building-use/


オランダの建物年代OpenData：歴史まちづくり 
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Source: http://dev.citysdk.waag.org/buildings  

http://dev.citysdk.waag.org/buildings
http://dev.citysdk.waag.org/buildings


City Dashboard (UK) 

 

citydashboard.org/ 



都市の分析・シミュレーション？ 

Simcity (Windows95)  ©マクシス 1993年 

http://blog-imgs-62.fc2.com/2/s/k/2sk170/simcity2000_2.png 



基本はデータオリエンティド。 
ただしオープン、ビッグは幅広く。 

むしろ、現場のニーズ・課題とリンクできてる
か、を気にする。 



1. 現状の課題について 

   貴自治体で抱える様々な地域課題とそれに対し
て保有しているデータのバランスについて教えて
頂けますか？（自治体内の全般的な状況でも担当
業務範囲内での回答でも結構です。）  
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課題は多くあるが、
多くの場合はデータ
があり、問題は感じ
ていない。 

データはたくさんある
が、ツールがない、
あまり活用しきれて
いないと感じることが
ある。 

現状にとくに課題を
感じていない。 

課題はたくさんある
が、データがなくて困
ることがかなりある。 

2013年度UDC調査による 



2. 「オープンデータ」「オープンガバメント」という
キーワードを聞いたことがありますか？ 
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聞いたことがない。 

大変興味があり、検討
したいと思っている。 

少し聞いたことがあるが、
あまり関心がない。 

聞いたことがあり、興
味がある。 

すでにある程度
実施している。 



3. 2013年度一杯、アーバンデータチャレンジ東京2013の
情報提供メイルを送らせて頂いてよいでしょうか？ 

①承諾します。 

②承諾しません。 

※①を回答頂いた場合は、情報提供あるいは質問等のメイルを送
ることがあります。また、①と回答した場合でも途中でメイル送付
を止めることもできます。 

60 

28 

①承諾する 

②承諾しない 
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何が特徴か？ 

• サステナブルな形で多くの自治体が広くデー
タを流通・公開したり、さらにビジネスレベル
で多くの民間企業等が参画すること。 

• 地域の課題解決とデータのリンケージの強化。
様々な有用なアイデア・アプリケーションの横
展開等、実践の場の提供。 

• 首都圏約350自治体のうち、2割の70自治体
が1回以上、何らかのイベントに参加すること
を目標に 
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データの力をまちづくりのエネルギー
にうまく変換していきたい！ 

 

Source: http://aigid.jp/?page_id=310  

http://aigid.jp/?page_id=310
http://aigid.jp/?page_id=310


UDCT2013受賞作品 
アプリケーション部門 金賞 AED SOS 

流山市：AED設置場所 
鯖江市：市内のＡＥＤ情報 

アプリケーション部門 銀賞 移動物データ可視化システム「mobmap」 人の流れデータセット(東京都市圏) 

アプリケーション部門 銅賞 富岳３７７６景サイト 静岡県：富士山ビューポイント 

データ部門 金賞 平成25年４月～11月八王子市内侵入窃盗データ 八王子市：犯罪被害発生状況 

データ部門 銀賞 udct + 

AIGID: 公共施設情報 
大島町 
・公共施設マップ ・みどころマップ 
・公立保育所・子ども家庭支援セン
ター所在地一覧 ・避難場所 

データ部門 銅賞 鉄道インフラデータ 
国土数値情報 
・鉄道データ(Shape) 

アイデア部門 金賞 直感的な避難誘導 水戸市: 津波ハザードマップ 

アイデア部門 銀賞 ゴミ収集のみえる化システム「ゴミえるん」 豊島区: 7.暮らし 

アイデア部門 銅賞 
お･す･そ･わ･け ― オープンデータを使って古き良き
「田舎」のコミュニティをつくる 

八王子市: 
・農林業センサス 
・市内中学校小学校/学童保育所 

自治体特別賞（静岡県） 
（アプリケーション部門） 

富士フォト 静岡県：富士山ビューポイント 

NTT空間情報賞 
（アイデア部門） 

移動販売・臨時店舗による買物難民の解消 
八王子市: 住民基本台帳町丁別年
齢別人口 

実行委員会奨励賞 
（アプリケーション部門） 

リモートでちょっと川の様子見てくる 
国土数値情報 
・浸水想定区域 
・避難施設 
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嬉しかったこと 
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2014年の課題感 

1. 地方自治体からぽつぽつと問合せがある 
 

2. イベント間のナレッジ共有あり方について 
  

3. 個別分野の専門家と連携による深化 
 

4. アプリケーションの横展開・実証について 
 

5. ファンディングのあり方について 
 

6. 潜在層の掘り起し、初期段階盛上げ方について 
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→CKANに加えIdeaLinkData.org等を使います。 

→分野ごとの専門家を呼びワークショップを開催します！ 

→アプリ展開を評価する「オペレーション部門」を設置！ 

→クラウドファンディング含め、幅広くしたい！ 

→様々なレベルの地域拠点を通じ、ケースを類型化！ 

→UDCは全国展開します！ 



北海道ブロック 

（室蘭市：室蘭市企画財
政部課・丸田之人氏） 

茨城ブロック 

（水戸市：水戸市情報政
策課・北條佳孝氏） 

11の地域拠点コーディネーター 

秋田ブロック  
（調整中） 

石川ブロック  

（金沢市：一般社団法人
コード・フォー・カナザワ代
表理事・福島健一郎氏） 

東京ブロック 

（日野市：企画部地域戦
略室・中平健二朗氏） 

島根ブロック 

（松江市：島根大学法文
部教授・野田哲夫氏） 

徳島ブロック 

（徳島県：政策創造部統
計戦略課・吉川満氏） 

福岡ブロック 

（福岡市：ビッグデータ＆
オープンデータ研究会in

九州・梶原信一氏） 

• 拠点ブロックは都道府県単位です。複数市町村
が含まれる場合も都道府県単位で支援します！ 

神奈川ブロック 
（横浜市：横浜市政策局 
政策課・関口昌幸氏） 

静岡ブロック 

（静岡県：静岡県情報政
策課・杉本直也氏） 

大阪ブロック 
（大阪市：LODチャレンジ

実行委員会関西支部
長・古崎晃司氏） 
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H26.4-6月 H26.7-9月 H26.10-12月 H27.1-3月 

東京でのイベント 

自治体コンタクト 

学会・他団体との
連携 

オープンデータ 
関連団体の取組 
（2013年実績） 

UDC2014 年間スケジュール（案） 

【キックオフ】 
CSIS-iシンポ＆WS 

(6/16) 

【エントリー 
締切】 

(12/20) 

【作品締切】 
(1/20) 

【表彰式】 
(3/1) 

参加意向調査 
(4月中旬～5/中旬) 

・6/16に話題提
供して頂ける 
自治体募集 

Mashup Awards 9 (8/30-10/28) 

ビッグデータ・オープンデータの
活用アイデアコンテスト(6/1-8/31) 

LOD challenge 2013 (10/1-1/10) 

経産省・総務省(12/10-1/17) 

総務省アプリ 
(1/上旬-2/17) 

IODD2014 
 (2/22：日本32都市) 

【ワークショップ】 
(11/13-15?) 

G空間EXPO内 

【データ提供開始＆チー
ムビルディング】 

CSIS-iシンポ？(9/30) 

【地方拠点ワークショップ】 
 (第一ラウンド：7月〜10月) 

【会場＆中継参加？】 

シンポ？(9/24-25) 
土木情報利用シンポ 

自治体データのストレージ・月1程度でメルマガ発行 

シンポ？(11/7-8) 
GIS学会内 

分野別ワークショップ(7月〜11月) 

【地方拠点ワークショップ】 
 (第二ラウンド：11月〜1月) 
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2014年8月20日「UDC2014東京WS vol.1（防災・観光）」（約40名参加） 
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2014年9月8日「UDC2014東京WS vol.2（農林・まちづくり）」（約30名参
加） 



続々開催！ 
地域拠点のイベントスケジュール 

• [金沢]アーバンデータチャレンジ2014 in 石川 アイ
デアソン Vol.1＠ITビジネスプラザ武蔵（9月20日） 

• [徳島]アニメ × オープンデータ:アイディアソン・
ハッカソン＠徳島大学 (9月27-28日) 

• [水戸]まち歩きとワークショップ＠水戸市役所三の
丸臨時庁舎（10月5日） 

• [大阪]第4回 Linked Open Data ハッカソン関西with 
LODチャレンジ2014 × アーバンデータチャレンジ
2014＠大阪イノベーションハブ（10月13日） 
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9/30 中間報告シンポジウム＠駒場  
【第1部：アーバンデータチャレンジ2014でつなげる取り組み】 

13:30-13:45   開会挨拶・アーバンデータチャレンジ2014の紹介 

13:45-14:00   アーバンデータチャレンジ2014東京ワークショップの報告 

14:00-14:45   地域拠点からの活動報告１～UDC2014に向けての第一歩～ 

・茨城ブロック （水戸市：水戸市情報政策課・北條佳孝氏） 

・大阪ブロック （大阪市：LODチャレンジ実行委員会関西支部/大阪大学・古崎晃司氏） 

・島根ブロック （松江市：松江市政策部政策企画課・花形泰道氏） 

15:00-16:40   地域拠点からの活動報告２～UDC2014からの第一歩～ 

・北海道ブロック（室蘭市：室蘭市企画財政部企画課・丸田之人氏） 

・神奈川ブロック（横浜市：横浜市政策局担当理事・長谷川孝氏） 

・静岡ブロック（静岡県：静岡県情報政策課・杉本直也氏） 

・徳島ブロック（徳島県：徳島県政策創造部統計戦略課・吉川満氏） 

・石川ブロック（金沢市：一社コード・フォー・カナザワ 代表理事・福島健一郎氏 ）     

【第2部：ディスカッション】 

17:00-18:00   パネラー： 

・（一社）Open Knowledge Foundation Japan事務局長・東修作 氏 

・室蘭市企画財政部企画課・丸田之人 氏 

・横浜市政策局担当理事・長谷川孝 氏 

・静岡県情報政策課・杉本直也 氏 

・徳島県政策創造部統計戦略課・吉川満 氏 26 

オープンデータ／ガバメン
ト・ソリューション17連発！ 
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楽しく、突き進みましょう！ 
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