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【要約】本研究は，政府戦略で注目されるオープンデータを活用したサービス開発の促進において，オ

ープンデータだけでなく，類似性の高い公共データも活用したサービスの成功事例や取り組み事例を研

究することで収益化の要因を発見するアプローチを行う．分析は，サービス知識の活用の視点，オープ

ンデータビジネスの分類，中核事業との関わり，活用データの特徴，顧客との協働について行う．結果，

利用障壁が高いデータの活用と加工の工夫，独自データによる差別化が必要なことが示され，収益化を

促進させるためには顧客だけではなく，データ提供側との協働も必要であることを提案する． 

 

【キーワード】オープンデータ 公共データ サービス収益化 協働 

 

1. はじめに 

1.1 背景と目的 

近年，世界各国でインターネットを活用して政府情報を国民に公開し，行政機関の透明性の向上と市

民の参画，協働を目的としたオープンガバメントの取り組みが積極的に推進されている．国や地方自治

体，公益事業者等が保有する公共データや二次利用可能なデータを民間に開放するオープンデータの活

用に向けた積極的な取り組みが進められており，米国では 2009 年のオバマ大統領の就任後，Open 

Governmentに関する覚書を発表し，政府がデータを公開するためのポータルとして data.govの構築と公

開を行い，2016年 2月 9日時点で 194,521のオープンデータセットを提供している．2013年にはデータ

の公開と利用を促進するためオープンデータ政策を発表している．また，ニューヨーク大学の GovLab

でオープンデータを活用したビジネス事例集である Open Data500 を作成し，500 事例を公開するなど先

進的な取り組みが見られる．欧州では EUが 2011年に欧州オープンデータ戦略を策定し，EU のデータ

ポータルの開設を行っており，特に英国とフランスは先進的な取り組みが見られる．英国は 2010 年に

キャメロン首相が透明性アジェンダを発表し，ビジネスや NPO が公共データを活用して革新的なアプ

リケーションやウェブサイトを作ることで，大きな経済的利益を実現することができると述べており，

2016年 2月 9日時点で 27,070 のデータセットを data.gov.uk で提供している．フランスでは 2011年に政

府が公共データを開放することで，情報経済を発展させ，イノベーションを促進し，成長と雇用をもた

らすことができる(高木，2013)と公表し，米国と同様にオープンデータ・ポータルサイト data.gouv.frの

整備を行い，2016 年 2 月 9 日時点で 21,759 のデータセットを公開している．また，オーストラリアは

オーストラリア政府とニューヨーク大学の GovLab と共同プロジェクトでオープンデータの活用事例の

作成として Open Data500 Australia のプロジェクトを始めている． 

 

一方，日本では，首相官邸の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が 2012 年 7 月に電子行政

オープンデータ戦略，2013 年 6 月に世界最先端 IT 国家創造宣言を発表し，総務省がデータカタログサ

イトとしてオープンデータに関する情報ポータルサイトDATA.GO.JPの運営や 2015年 12月にビジネス

事例集として国内外合わせた 20事例の公表，経済産業省が試験サイト Open Data METIを設置する等の

取り組みが見られるが，2016年2月9日時点のデータセット数はDATA.GO.JPで15,339であり，Open Data 

METIは 2,984であり，欧米のポータルサイトと比較するとデータセット数は少ない． 
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米国や欧州のオープンデータの取り組みは日本よりも先行しており，公開しているデータセット数や

オープンデータを活用したビジネス事例数にも大きな差がある．また，日本におけるオープンデータを

活用したビジネス事例数は世界各国と比較すると少なく，今後，オープンデータを活用したビジネスの

展開を促進するためには，取り組み事例と成功事例の増加が必要である．特に収益化に成功している事

例やサービスを提供するまでのプロセスの分析について具体的な文献は少なく，提供するサービスのノ

ウハウの分析や共有化が課題(経済産業省，2014)となっている． 

 

本研究は，サービス提供に活用されているデータの対象範囲をオープンデータだけでなく，公共デー

タも合わせて活用しているサービスに焦点を当てることでビジネス事例数を増加させ，成功事例や取り

組み事例からオープンデータ活用ビジネスの収益化を促進する要因を発見することを目的とする． 

 

1. 2 用語の定義 

 本研究で使用する主な用語の定義は表 1に示す通りである． 

 

表 1：用語の定義(参考：オープンデータガイド第 2版） 

用語 定義 

オープンデータ 営利目的も含めた二次利用が可能な利用ルールで公開された，機

械判読に適したデータ形式のデータ． 

公共データ 国や地方自治体，独立行政法人，公益事業者等が保有するオープ

ンガバメントデータ．国家機密情報や個人情報は対象外． 

オープンライセンス 誰もが自由に利用，再配布，再利用が可能なライセンス． 

データセット 公開する CSV 等のデータファイルと関連するファイルや説明文，

タグ等の情報をまとめたデータの集合． 

データカタログ データの所在，種類，名称等，公開しているデータに関する情報

をまとめたもの．データの目録・索引． 

 

 

2. オープンデータビジネスの収益化に関する視座 
オープンデータのビジネスでの活用の形態は大きく，付加価値型，新価値創造型，プラットフォーム

型の 3 つに分けることができる(東，2015)．2015 年 12 月に総務省がオープンデータ・ビッグデータの

利活用推進に向けた調査研究としてオープンデータ利活用ビジネス事例集を発表しており，国内外 20

事例を 3つの形態に分類し，3つの形態は以下の特徴を持っていると記述されている． 

 

「付加価値型とは，既存のビジネスですでに強みを持っている企業が，さらに価値を高めるために 

オープンデータを活用するタイプである．新価値創造型とは，複数のデータをかけあわせるなど高 

度な分析を行うことによって，未来の予測という全く新しい価値に変換するタイプである．プラッ 

トフォーム型とは，ニッチな領域のデータを広範囲にデータ保有者から集めてプラットフォーム化 

することを特徴としている．」(オープンデータ利活用ビジネス事例集 p.3) 

 

一般財団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構が日本版 Open Data100として 2015年 3

月 26日時点で 31事例の公表を行っている．この公表された事例は，自治体や不動産，一般消費者をタ

ーゲットに地理情報や気象情報，空間情報のオープンデータを活用して，システムやデータ，アプリの

提供を行うことでサービスビジネスとして収益化に取り組んでいることが読み取れる．そうしたサービ

ス事例では，気象の観測データや統計データなど過去から長年蓄積されているストック型データや，気

象レーダーがリアルタイムに送信する観測データであるフロー型データの 2種類のデータを用いること

が特徴である． 

 

しかしながら，オープンデータビジネスにおいては誰でもそのデータを自由に利用できることが前提

となるため，データそのものにおいては他者に対する競争優位は必ずしもなく，むしろ独自の分析モデ

ルやアルゴリズムが重要であると論じられている(東，2014)．したがって，サービスの部分での要素で
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差別化を図る必要があり，東(2014)の指摘する分析モデルやアルゴリズム，だけでなく，活用するデー

タフォーマットの特性やサービス提供企業のコア・コンピタンス，独自加工データ，ビジネスモデル，

顧客との協働についても収益化を分析する視座として重要であるといえよう．  

 
 

3.  研究の方法 

3.1 対象 

調査対象は，オープンデータだけでなく，オープンデータと類似性の高い公共データや独自に収集し

作成したデータを活用した全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札情報を活用したサービスを提供して

いる企業 A社，厚生労働省がストレスチェック制度に向けて推奨している職業性ストレス簡易調査票を

活用したサービスを提供している企業B社の 2法人と広報紙のサービス提供を行っている一般社団法人

の 1法人のサービスを対象とする．対象サービスと企業の概要を表 2に示す． 

 

表 2：調査対象企業概要 

企業名 A 社 

サービス名 入札情報速報サービス  

設立 2001年 8月 

その他サービス BPO サービス，スキャニングサービス，データ入力代行サービス 

企業名 B 社 

サービス名 メンタルヘルスチェック  

設立 2009年 3月 

その他サービス 元気度評価サービス，性格マッチング適性検査，レポートツール 

企業名 C 社 

サービス名 広報紙配信サービス  

設立 2014年 4月 

その他サービス 外来生物発見ソリューション 

 

3.2 測定項目 

オープンデータビジネスにおいては，アルゴリズムだけでなく，サービスの部分での要素で差別化を

図る必要がある．そのため，動機について 2問，アルゴリズム開発について 3 問，サービス設計につい

て 3 問，コア・コンピタンスについて 1 問，事業成長について 1 問の合計 10 問の質問を用意し，質問

表を作成する．質問表を表 3に示す． 

 

表 3：質問表 

目的・テーマ 質問事項 

動機 なぜこの分野に着目したのか? 

サービスを提供するにあたり，どのようにしてモチベーションを

保っていたのか? 

アルゴリズム開発 

 

データはどのようなプロセスを経てサービスに用いられるデータ

になるのか? 

独自のデータに加工した場合，それはどのようなデータなのか? 

サービスの独自アルゴリズムはどのようなものなのか? 

サービス設計 

 

収益はどのようなサービスから得られているのか? 

サービスを提供する上でどのような課題があったのか? 

サービスの普及のためにどのような活動を行ったのか? 

コア・コンピタンス 中核事業とどのように関わっているのか? 

事業成長 今後の事業展開はどのようなことを想定しているのか? 
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3.3 分析 

データの収集手法は，提供しているサービスの中心人物，または責任者である企業 A 社の事業部長，

企業 B 社の代表取締役，一般社団法人 C 社の常務理事に質問表を用いてインタビューを行う． 
インタビューから得られた内容の分析をサービス提供企業の収益化におけるサービス知識の活用の

視点，東(2014)の指摘する分析モデル，中核事業との関わり，5つ星の評価スキーム(Berners-Lee，2006)

を使用した活用した公共データ及びオープンデータと独自データの特徴，顧客との協働について，要約

していくことで浮かび上がってきた関係性の分析を行う．  

 

 

4. 分析結果 

2015 年 12 日 18 日に A 社の事業部長，2016 年 1 日 14 日に企業 B 社の代表取締役，2015 年 12 日 11

日に C 社の常務理事にそれぞれインタビューを実施した．インタビュー項目についての内容を基に分析

を以下にまとめる． 

 

A 社のサービス形態はプラットフォーム型である．全国の発注機関から人力で入札情報を収集し，プ

ラットフォーム化を行っている．元来，A 社は他社の入札情報サービスのユーザであり，ユーザであっ

た A 社だからこそ従来のサービスの中で，情報の抜け漏れがあった点に気付くことができた．また，中

核事業である在宅ワーカーの人力によるデータ入力事業によってサービス提供が可能であった．活用し

ている公共データとオープンデータは，5つ星スキームのレベル 1である PDFファイルやレベル 2であ

る WORD ファイル，EXCEL ファイル，POWERPOINT ファイルである．これらのファイルは発注機関

のホームページ上で公開されており，誰でも閲覧が可能な状態であるが，発注機関によって公開されて

いるデータの作成内容の作法が異なり，システムと連携してすぐに使用できないため，オープンデータ

ビジネスとしてのデータの利便性は良いとは言えない．そのため，データを利用できる状態に加工する

必要があり，元来ユーザであった A社はどのようなデータが必要であるかを心得ていた．また，差別化

にあたり，入札に関する情報量だけでなく，独自のデータとして，競合他社が保有していない多くの落

札情報も提供しており，収益化に結びついている．このサービスでは，従来データの提供側であった発

注機関が入札案件情報の新着の連絡や顧客としてサービスの利用を行い，A 社，ユーザ，発注機関がそ

れぞれ有益になるための協働が生まれている． 

 

B 社のサービス形態は新価値創造型である．職業性ストレス簡易調査票と独自の質問項目によって分

析範囲を広げ，うつ病の予防を行うことを目的としたサービスである．活用している公共データ，オー

プンデータは，5つ星スキームのレベル 2の EXCELファイルである．B 社は EXCELファイルで作成し

ているプログラムを解析し，ユーザが利用しやすいよう工夫された画面やセキュリティを考慮したサー

ビスの提供を行っているが，中核事業であるレポートツールを使用したシステムインテグレーションの

ノウハウ蓄積があったからこそサービスの提供が可能になっていると思われる．独自のデータとして，

臨床心理士と作成した質問項目があり，職場の分析に活用できるサービスとして独自性がある．また，

ストレスチェックの回答データや回答者の属性データが大量に蓄積されれば，新価値創造型かつプラッ

トフォーム型のサービスになり，分析切り口が増えることから収益が大きくなっていく可能性が見られ

る． 

企業にとって従業員のうつ病の予防は人事・労務が抱える課題の一つであり，労働生産性の向上やう

つ病による労働災害を無くすためにも取り組まなければならない．ストレスチェック義務化が施行され

たこともあり，B 社，人事・総務，産業医による研修会やシステムの運用，今後の取り組み方について

の相談等による協働が起きており，協働は，収益の推進力になるため，今後の期待が大きい． 

 

C 社のサービス形態は，インタビューの内容やオープンデータ利活用ビジネス事例集から明らかなよ

うにプラットフォーム型のサービスである．活用している広報紙のデータは全てオープンデータである

わけではないが，オープンデータになっていない公共データの場合，二次利用許諾を取得してデータ加

工を行っている．C社のサービスは，広報紙担当の業務効率化と広報の効果を狙っており，広報紙担当

者と C 社の間に協働が起きている．また，サービス提供前から自治体が関わっており，自治体との協働

によってサービスが立ち上がったと言える． 
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C 社の活用しているオープンデータは大部分が 5つ星スキームのレベル 1の PDFファイルであり，そ

の他ファイルの場合でもレベル 2のファイルが多い．A社と同様，主婦等の在宅ワーカーの人力による

データ入力によって独自データコンテンツに加工されている．C社のサービスは，プラットフォーム型

であり，自治体から収集したデータ量は未だ少ないため，収益化の途中であるが，オープンデータ化の

体制をとる自治体と広報紙のデータ量の増加と共に，プラットフォーム上で展開される第三者企業のサ

ービスや自治体に対する広報効果の分析コンサルティングサービス，自治体独自のホームページ作成等

で収益が大きくなっていくことが期待される． 

 

 

5. まとめ 

本研究は，オープンデータを活用したビジネス事例数を増加させ，成功事例や取り組み事例からオー

プンデータ活用ビジネスの収益化を促進する要因を発見することが目的である．研究対象は，サービス

に活用されているデータの対象範囲をオープンデータだけでなく，公共データも合わせて活用している

サービスとした．サービス提供企業の中心人物，責任者にサービス提供に至った動機，アルゴリズム開

発，サービス設計，コア・コンピタンス，事業成長についてインタビューを行った．インタビューの分

析の結果，オープンデータビジネスには，アルゴリズムだけでなく，活用するデータフォーマットの特

性やコア・コンピタンス，独自加工データ，ビジネスモデル，顧客との協働によるサービスの差別化が

必要な要因であることを明らかにした． 

本研究の結果を踏まえ，オープンデータを活用したサービスで収益を上げるためには，特に利用障壁の

高いデータの活用と顧客との協働の要因が重要であるといえる．オープンデータは，サービス提供用に

独自加工または，独自データを追加してサービス提供する必要があるが，5 つ星スキームによるオープ

ンデータのレベルによってデータの活用の難易度と競合の度合いが変わるため，第一に活用するオープ

ンデータ自身の利用障壁が高いことが収益化に繋がる．機械での判別によって加工後のデータの品質が

変化する可能性のあるオープンデータであれば，人手によって加工する必要があり，手間暇が大きくな

るため，競合の度合いは小さくなりビジネスチャンスがある．第二に重要なのは，サービス提供企業と

データの提供側である官公庁・自治体・外郭団体等との協働である．サービスの立ち上げやサービスの

利用後も一般顧客だけでなく，データ提供側も協働を行うことが収益化を前進させる要因になるため，

サービスの検討には，データ提供機関にニーズを伺うことを提案する． 
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