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 はじめに 

 ■政府におけるオープンデータ戦略のねらい 
 

☆ 経済発展、産業競争力の向上 
☆ 行政運営の透明性の担保 
☆ よりニーズに即した行政サービスの実現 

 ■「オープンデータ」とは・・・ 
 

 ☆ 機械判読（利用）可能な形態で、二次利用を認める条件の下、
ネット上公開されるデータ（情報） 

 ☆ 人々との情報の共有・利用を通じた新しい価値の創造を実現 

⇒ 公的統計は、オープンデータのトップランナー 



 統計におけるオープンデータの高度化 
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 政府統計の中核的機関である総務省統計局及び（独）統計センターは、
大量・多様な統計データの提供方法を次世代化し、データの高度利用を可
能とする以下の取組を実施し、オープンデータ推進のトップランナーとし
て政府の取組を先導。 

 ３．統計におけるオープンデータモデル事業 

 ２．統計ＧＩＳの機能強化 

 １．ＡＰＩ機能による統計データの高度利用環境の構築 

  これにより、官民における統計データ利活用の高度化を促進し、 
新たな付加価値を創造するサービスや革新的な事業の創出などを支援 



  e-StatにおけるＡＰＩ機能の概要 
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他のサービス 
Google,yahoo..etc 

 

API 

http://API/get?･･･ 

XML 

http://･･･/get?･･･ 

XML 

Python 

Ruby 

PHP 

R 

REST 

統計情報 
データベース 

Java 

Javascript 

 システム連携により簡単かつ自動的に統計データを取得できるようにするため
に、政府統計の総合窓口（e-Stat）にＡＰＩ機能を追加。 
 ホームページを表示する際に利用するＵＲＬ（http://.・・・・）でリクエス
トすると、統計データがＸＭＬの形式等で出力される（必要なデータのみの取得又
は全データの一括取得が可能）。 

活用例１：利用者の情報システムにe-
Statのデータを自動的に反映 

活用例２：ユーザー保有やインターネット
上のデータ等と連動させた高度な統計
データ分析 
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府省庁名 政府統計名 

総務省 

国勢調査 
住宅・土地統計調査 
住民基本台帳人口移動報告 
人口推計 
労働力調査 
就業構造基本調査 
社会生活基本調査 
個人企業経済調査 
科学技術研究調査 
サービス産業動向調査 
サービス業基本調査 
事業所・企業統計調査 
経済センサス－基礎調査 
経済センサス－活動調査        
家計調査 
貯蓄動向調査 
全国消費実態調査 
家計消費状況調査 
全国単身世帯収支実態調査 
小売物価統計調査 
全国物価統計調査 
消費者物価指数 
地域メッシュ統計 
社会・人口統計体系 
（都道府県・市区町村のすがた） 

※  統合等された統計調査については、調査実施・公表時の政府統計名としている。 

府省庁名 政府統計名 
総務省 
（続き） 

産業連関表 
地方公務員給与実態調査 

内閣府 国民経済計算 

法務省 出入国管理統計  

財務省 法人企業統計調査 
景気予測調査 

国税庁 民間給与実態統計調査 

文部科学省 

学校基本調査 
学校保健統計調査 
学校教員統計調査 
社会教育調査 
地方教育費調査 

厚生労働省 

人口動態調査 
医療施設調査 
患者調査 
国民生活基礎調査 
毎月勤労統計調査 
賃金構造基本統計調査 
薬事工業生産動態統計調査  
生命表 
社会保障費用統計 

農林水産省 

農業経営統計調査 
農林業センサス 
作物統計調査 

府省庁名 政府統計名 

農林水産省
（続き） 

海面漁業生産統計調査 
木材統計調査 
牛乳乳製品統計調査 
漁業センサス 

経済産業省 

工業統計調査 
商業統計調査 
商業動態統計調査 
特定サービス産業実態調査 
経済産業省企業活動基本調査 
経済産業省生産動態統計調査 
経済産業省特定業種石油等消
費動態統計調査 

資源エネル
ギー庁 

石油製品需給動態統計調査 
ガス事業生産動態統計調査 

国土交通省 

自動車輸送統計調査 
法人土地・建物基本調査 
法人建物調査 
建築着工統計調査 
建設工事統計調査 
港湾統計調査 
造船造機統計調査 
鉄道車両等生産動態統計調査 
船員労働統計調査 
内航船舶輸送統計調査 

 政府統計の総合窓口（e-Stat）で提供している以下の統計調査結果を提供。 
【５８統計、約７５千表（平成27年8月31日現在）】※「統計情報データベース」等に登録されている統計データに限る。 

 平成27年度内に基幹統計を中心にデータ拡充を実施。 

  ＡＰＩ機能で利用できる統計 



 ＡＰＩ機能を活用したアプリケーションの種類 
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Webページを作成 モバイルアプリを作成 

PHPなどで作成 
（PHPなどが動くサーバが必要） 

Javascriptで作成 
（webサーバがあればOK） 

Java（Android)、Object-C（iOS）などで作成 

Google PlayやApp Storeから提供
（ダウンロード） 



  ＡＰＩ機能の活用事例（スマートフォンアプリ） 
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 利用者側のシステムがe-Statの統計情報データベースにアクセスし、自動的に目
的のデータを取得することや取得後の統計データを自動処理することが可能。 
 ＡＰＩ機能とＧＰＳを連動させて、今、自分がいる場所の市区町村の統計データ
を表示するなど、統計データを身近に感じていただけるような機能を実装 

※  その他の機能として、基本的な統計を手軽に表示できる【ポケット統計】や統計クイズやグラフ作成ができる【とうけいどけい】 
  などもある。 

【ふるさと自慢】 
観光地、名物などの中期情報を
紹介しているページ 
現在、14県448市区町村を掲載 

【地域の産業・雇用創造チャート】 
全市町村の「雇用力」と「稼ぐ力」を 
グラフで表示 

【アプリDe統計の機能】 

【City Stat】 
 GPSで取得した場所の 
市区町村の統計データを 

APIで取得し、表示 
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日本国内の不動産の価格を予測。国勢調査
のデータを活用（株式会社おたに） 
http://geeo.otani.co/ 
 

国勢調査などの結果を表やグラフでわかり
やすく表示（京都市役所） 
http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/opendata/ji
sedai/index.html 
 

  ＡＰＩ機能の活用事例（利用者の事例） 

http://geeo.otani.co/
http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/opendata/jisedai/index.html
http://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/opendata/jisedai/index.html
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 API機能を利用した分析事例（地域の産業・雇用創造チャート） 

API機能を活用 



 API機能を利用してxml形式で統計データを取得して、
エクセルにデータをインポートする。 
 データの所在もインポートしているため、更新ボタン
を押せば、最新のデータに更新が可能。 
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 API機能を利用した分析事例（地域の産業・雇用創造チャート）-続き 

 
 
 全国における産業Ａの従事者比率 

地域における産業Ａの従事者比率 
地域における産業Ａの特化係数 

API機能を利用した算出方法(EXCELの場合) 

①統計データの取得 ②取得したデータを用いて分析 

 取得した統計データを利用して、分析を実施 
※ 画面では、APIで取得した平成21年経済センサス

－基礎調査を用いて、特化係数を算出 

データ 
更新可能 
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  統計ＧＩＳの機能強化 

集計エリア

集計エリアの避難ビル
収容人数等集計結果

集計エリアの
屋外避難場所
収容人数等
集計結果 集計エリアの

統計データ集計結果

プロット 平成22年国勢調査小地域集計

利用者保有のデータ 統計データ

・・・屋内（ビル）避難場所

・・・屋外避難場所

Z14LD第1106号

「ｊSTAT  MAP （地図による小地域分析機能）」を本年1月から提供 
  コンピュータを使って地理情報を重ね合わせて視覚的に表示させる「e-Stat」上の統計

GIS(Geographic Information System)が更に進化 

【機能】 ① ユーザー保有データの取り込み分析機能 
② 任意に指定したエリアにおける統計算出機能 
③ 地域分析レポート作成機能 

ｊSTAT  MAPタブレット端末版アプリ「マップDe統計」も提供中 
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市町村が提供している保育園、幼稚園等の情報をｊSTAT MAPに取り込み、 
保育園周辺エリア内の０～４歳人口推計を表示し、保育園の定員と比較する分析 

保育所から半径300mの 
０～４歳人口で色分け 

登録内容 

 ｊＳＴＡＴ ＭＡＰの活用事例 
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 統計におけるオープンデータモデル事業 

 福井県、福井県内市町村及び統計センター等と連携して、統計データをＬＯＤ
（Linked Open Data）で提供する「オープンデータモデル事業」を実施。 
 

【事業内容】 
○ ＬＯＤの統計データの提供 
 【総務省】国勢調査、社会・人口統計体系等のデータをe-Statから提供 
 【福井県・福井県内全市町】所有するデータを、福井県オープンデータライブラリより提供 

○ ＬＯＤを活用したアプリケーションの開発 

e-StatからのＬＯＤの提供イメージ 
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（参考）ＬＯＤ（Linked Open Data）について 

他のデータとのリンク 

IMF OECD 

地方公共団体 データカタログ 

データの標準化
（国際標準（RDF※1）を利用）

アクセス方法の標準化
（国際標準（SPARQL ※2)を利用）

アプリケーションの標準化

「５スターオープンデータ」による公開レベル 統計データのＬＯＤのメリット 

Linked-RDF

RDF

CSV

Excel

PDF

機械判読のしやすさでランク付け

http://5stardata.info/

段階 公開の状態 データ形式

1段階
★

オープンライセンスでデータを公開 PDF、JPG

2段階
★★

コンピュータで処理可能なデータを公開 XLS、DOC

3段階
★★★

オープンに利用できるフォーマットでデータを公開 XML、CSV

4段階
★★★★

Web標準（RDF等）のフォーマットでデータを公開 RDF

5段階
★★★★★

他へのリンクを入れたデータ（LOD）を公開 Linked-RDF

編集不可

機械判読
可能

編集可

※1 RDF(Resource Description Framework )：W3C(WWW (ウェブ)で利用される技術の標準化をすすめる国際的な標準化団体)により勧告（1999/02）されているウェブ
上での言語やデータ構造・記述方法等に関する標準仕様。  
※2 SPARQL： W3Cにより勧告（2008/01）されているRDFを検索するための言語。 



 ICTの急速な発展のもと、データに基づく数量的な思考により課題を解決する能力、
いわゆる、“データサイエンス”を身に着けた人材が不可欠。これにより、我が国の国
際競争力を維持し経済成長を加速。 
 オープンデータにより公開されたデータの的確な活用にも寄与。 

【当面の政策】 

統計（データ）リテラシーの普及・啓発を先導してきた総務省が、ICTを活用し本
喫緊の課題へ対応。ビジネスマンなどの社会人に対するデータサイエンス普及の
ための以下の取組を統計学会等と協力し、推進。 

   

経済成長を担う“データサイエンス”力の高い人材育成について 

① 統計力向上サイト「データサ 
     イエンス・スクール」の開設 
 パソコンやスマートフォンなどでデータの

活用方法や統計 

に関する知識をいつ 

でも誰でも気軽に学 

べるサイト 

  平成26年６月１日 

② 「データサイエンス・オンライン講 
     座」の立上げ 
 自らの学びをサポートするウェブ上で誰でも参

加可能なオープンな講義    

 ⇒いわゆる「MOOC」 

 「社会人のためのデータサイエンス入門」として、

統計学の基礎やデータの見方を学ぶ 

   27年3月開講分終了／次回11月17日開講 
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  まとめ 
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○ オープンデータの進展による公開情報の増加、計測機
器やインターネットの発達により、扱えるデータが飛躍
的に増加。 

  
○ ビジネスの現場等における客観的なデータに基づく判

断の重要性が高まり、知りたい情報をデータから導く
力が求められているところ。 

 
○ データから導く力を身につけ、オープンデータを上手

に利活用することで、新規事業の創出や学術研究論文の
作成、行政サービスの更なる向上等、様々な分野での 

 新しい発見を実現。 



ご清聴ありがとうございました 
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http://www.nstac.go.jp/

