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● データの流通・利活用に向けた課題

● 包括的データ戦略のデータ活用原則における OOL の取り組み

1. データがつながり・いつでも使える

2. データを勝手に使われない・安心して使える

3. 新たな価値の創出のためにみんなで協力する

● 本日のまとめ

アジェンダ



データ流通における日本の課題

公開されているデータの表記が統一されていない事やプライバシーの強い懸
念がありデータ流通・活用が進んでいない

出典：総務省「データの流通環境等に関する消費者の意識に関する調査研究」出典：総務省「統計表における機械判読可能なデータ作成に関する表記方法について」



コロナ危機で顕在化したデータ流通・活用の課題

(出典)東京都、集計ミスなどで感染者4065人増 新型コロナ (時事ドットコム)

(出典)重症者の集計、基準はバラバラ 厚生省が修正して大幅増(朝日新聞)

(出典)コロナ陽性者の個人情報9500人分が流出(IT media)

(出典)「2000個問題」情報共有の壁 (朝日新聞)

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021102901285&g=soc
https://www.asahi.com/articles/ASP5V7SKJP5VULBJ01L.html
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2101/06/news130.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14706448.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14706448.html


包括的データ戦略を2021年6月に策定

日本におけるデータ流通・利活用の指針

(出典) 包括的データ戦略

データ活用原則

1. データがつながり、いつでも使える(相互運用性・可用性)
2. データを勝手に使われない、安心して使える(セキュリティ・プライバシーの確保)
3. 新たな価値の創出のためにみんなで協力する(共創)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20210618/siryou3.pdf


IoT プラットフォーム PJ の取り組み

● IoT プラットフォーム PJ (2018.04~現在)
「データの利活用を促進すること」を目的として、IoT プラットフォーム、及び、
スマートシティに関する OSS や技術について検証する研究プロジェクト

● 2021年度活動内容とデータ活用原則の繋がり

○ 異なるベンダーの FIWARE 基盤間の接続検証
➢ データがつながり、いつでも使える

○ FIWARE におけるデータ秘匿化・匿名化検証
➢ データを勝手に使われない、安心して使える

○ ノーコードツール Glide、BI ツール Google Data Studio のユースケース創出
➢ 新たな価値の創出のためにみんなで協力する



1. データがつながり・いつでも使える



データがつながり・いつでも使えるためには

データがつながり・いつでも使えるようにするには

1. 使いやすいデータ構造が標準化されていること

2. データにアクセスするための API が標準化されている

3. 基盤同士の連携ができる



FIWAREとは

● IoT アプリケーション開発のためのソフトウェアの集合体

● 次世代インターネット官民連携プログラム＠EU で開発

● 次世代インターネット技術における EU の競争力強化と社会/公共
分野のスマートアプリケーション開発を支援

● 欧州の自治体や、スタートアップで利用（110都市、25カ国で利用）

○ スペイン/サンタンデール市 スマートごみ収集

○ 日本/高松市 河川水位測定(防災)

○ etc...



FIWAREの特徴

● オープンソースソフトウェア (OSS)
● 各コンポーネントは標準化された API (NGSI) に準拠
● 必要なコンポーネントを自由に組み合わせて利用

FIWAREコンポーネント郡

データ管理

CEP

認証

オープン
データ連携

約40種類のコンポーネント

デバイス
管理

データ解析

…

…

用途にあわせて組み合わせる

スマートシティアプリ

認
証データ管理

デバイス管理

オープン
データ

連携

データ解析
…

デバイス



FIWARE 基盤間のデータ連携方法

Push Federation (Subscription)
Push Federation は、購読情報 (Subscription) に基づいて、

Context Broker 間でコンテキスト情報を通知及び購読する
機能である。

通知を行う Context Broker は購読情報 (Subscription) を
管理する。

FIWAREFIWARE

Pull Federation (Registration)
Pull Federation は、コンテキスト情報の登録先情報

(Registration) に基づいて、コンテキスト情報を保持する
Context Broker へリクエストを転送する機能である。
コンテキスト情報利用者がアクセスする Context Broker 
は登録先情報 (Registration) を管理する。

FIWARE FIWARE
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コンテキスト情報
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転送リクエスト
設定

リクエスト

コンテキスト
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転送レスポンス

Registration
(登録先情報)

レスポンス

転送
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情報更新

複数の Context Broker 間でコンテキスト情報を連携することを Context Broker Federation 
と呼び、2つの実装方法がある。

購読



異なるベンダーのFIWARE 基盤間相互接続検証

インターネット

CityView Platform (TIS)OPSC (NEC)

Mongo
DB

Orion
WSO2 

API 
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WSO2
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● 【NEC】Open Platform for Smart City と【TIS】CityView Platform の相互接続
Open Platform for Smart City と CityView Platform の FIWARE を API Umbrellaを使
用しアクセストークンを付与したフェデレーションができることを確認

リクエスト + Client ID, Client Secret

トークン



2. データを勝手に使われない・安心して使える



データを勝手に使われない、安心して使えるためには

データがつながり・いつでも使えるようにするには

1. 個人・組織に応じたアクセス制御、プライバシーの保護ができる

2. データの信頼性を担保する仕組み



FIWARE に蓄積されたデータの匿名化方法の調査・検証中

API Gateway

Step1 公開用の FIWARE への転送
個人情報を含む FIWARE から 公開用の FIWARE へ秘
匿化処理したデータを転送する

FIWARE

個人情報を
含むデータ

公開用 FIWARE

公開用のデ
ータ

秘匿化

処理

データ利用者 データ提供者

・名前
・住所
・年齢
・性別

・年齢
・性別

取得 登録

Step2 API Gateway を使用した秘匿化
個人情報を含むデータを API Gateway で秘匿化処理
をする

FIWARE

個人情報を
含むデータ

データ提供者

・名前
・住所
・年齢
・性別

登録

データ利用者

秘匿化
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・年齢
・性別
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3. 新たな価値の創出のためにみんなで協力する



新たな価値の創出のためにみんなで協力するには

新たな価値の創出のためにみんなで協力するには

1. データ利活用を容易にできるツールがある

2. みんなで創る・新たな価値創出できる場がある



● Glide
Google スプレッドシートを利用しノーコードでPWAアプリを作ることが
できるサービス

ノーコードツール Glide



Glide を使用したアプリ開発例
ノーコードツール Glide※と FIWARE との連携

● ユースケースイメージ
沖縄版 Civic Issues Tracking である「地域課題投稿アプリ」から投稿した地域課題
データをオープンデータとして公開

● ユースケースの実装
○ アプリはノーコードツール Glide で開発
○ 投稿された地域課題データは Google Apps Script (GAS) のサーバーレス関数
を使用して FIWARE へ登録

● NGSI への変換
● Orion への登録

スプレッドシー
トへの書き込み
トリガー

地域課題データ

地域課題投稿アプリ Google Apps Script FIWARE

● オープンデータとし
て公開

● 市民が地域課題を投
稿

● Google スプレッドシ
ートへの蓄積



● Google Data Studio
データを分析、見える化するBIツール。データの接続や加工、ビジュアライズ、作成したレポート
の共有ができる。

Google Data Studio



Google Data Studioを利用した可視化例
Google Data Studio※ と FIWARE の連携

● ユースケース
国土交通省が一時間毎に更新する河川の水位データを Google Data Studio で可視化する。
水質データベース：http://www1.river.go.jp/

● ユースケースの実装

1. 水位データを FIWARE へ登録する GAS の開発
2. 水位データを時系列 DB (QuantumLeap)に蓄積させる Subscription の設定
3. Google Data Studio に QuantumLeap のデータを取り込むコネクタを開発し、水位
の変化を可視化

水位データの
登録

時系列データ
の取り込み

1
水位データを Web スクレ
イピングで取得し Orion 

に登録

2
登録された水位データを
Quantum Leap で蓄積

3
Quantum Leap Connector で
時系列データを取得し Google 

Data Studio でグラフ化

Orion Quantum 
Leap

蓄積

スクレイ
ピング

国交省の水位オ
ープンデータ

※ Google Data Studio：データを分析、見える化するBIツールで、データの接続や加工、ビジュアライズ、共有することができる。

デモ中

http://www1.river.go.jp/


● Civic Hack Night Okinawa
○ 市民の方が集まって地域課題やシビックテックについての
アイデアソンやハッカソンを行う場（オフライン・オンライン）

○ 原則毎月第3水曜日の夜に開催

○ 誰でも参加可能

■ エンジニアやデザイナー

■ 行政職員の方

■ 地域課題に興味がある方

■ 主婦、学生など

Civic Hack Night Okinawa (SIDG)



23© 2021 TIS Inc.

オープンコミュニティ C3Lab

● 地域づくりに関する勉強会やFIWAREなどのオープンソースを活用した活動を行
うオープンコミュニティ
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勉強会・ワークショップ

オープンデータの活用例を紹介 ワークショップでオープンデータの活用を検討

● 置賜地区(山形県の南部３市５町）にてDX勉強会・ワークショップ実施
● 地域事業者の方、市役所職員の方などとオープンデータの活用に関して検討

地域DXにおいて地域が自走できる土壌づくりを支援
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初心者向けFIWARE学習コンテンツ

● katacodaというサービスでFIWAREの学習ができるコンテンツを公開
● Web上で資料と実行環境が一画面で表示
● 本コンテンツを使って初心者向けFIWAREハンズオンを実施

公開されているので誰でも使うことができます
https://katacoda.com/c3lab/courses/fiwarebasic
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Slackでのコミュニケーション

● SlackにてFIWAREなどの情報交換を実施
● 現在は様々な方が20~30名程度参加
● 先ほどのコンテンツなどに興味がある方はぜひお気軽にご参加ください

(とりあえず見てみるという方でもOKです)

C3Lab Slack招待 QRコード



● データを繋がりやすくするために
○ 異なるベンダーのFIWARE基盤を使用したデータ連携方法の実現

● データを勝手に使われない、安心して使うために
○ X-Road のアーキテクチャの明確化
○ データの匿名化処理方法の調査・検証

● 新たな価値の創出のためにみんなで協力する
○ データ利活用を容易にできるツール(アプリ開発：Glide 、BIツール：Google Data Studio)
○ シビックテック活動( SIDG、C3Lab)

本日のまとめ


