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重要なポイント

オープンデータセンターの目的は
｢サービスの提供｣でなく｢データの提供｣

エンドユーザが利用するサービスは｢料理屋｣
素材を多様に加工して客に提供する

オープンデータセンターの役割は｢卸市場｣
多様な情報発信者=｢生産者｣から送られる

質のいい素材を一箇所に集め料理屋が入手しやすくする
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｢料理屋｣は
多い方がいい

多くの人からオープンデータを利用した
多様なサービスが生まれることが

イノベーションの鍵
究極の料理が一つにならないようにサービスも多様な方がいい
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そのために
｢卸市場｣が必要

｢卸市場｣があることで｢料理屋｣が開きやすくなる
質が担保された必要な素材が必要な量、一つの｢場｣で手に入る

プラットホームが質のいいオープンデータを集約し
各サービスが使いやすくすることがイノベーションを推進する

5



東京公共交通
オープンデータ
チャレンジ開催の狙い

①
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「皆でやる」
「皆でできる」

皆＝多様な参加者による
多様なチャレンジ

それを可能にする基盤がオープンデータ
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公共交通
オープンデータ協議会

ODPT: association for Open Data of Public Transportation

2020の東京の公共交通オープンデータ化を
可能にするために2015年9月設立
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サービス全体図

連携企業への遅延通知など多様な利用
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公共交通オープンデータ協議会

背景
■ 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、複雑な日本の公共交通機関を、
訪日外国人、障碍者、高齢者を含む誰もが乗りこなせるインフラを整備したい

目的
■ 公共交通オープンデータを核に、先進的な次世代公共交通情報サービスを実現するため
の標準プラットフォームの構築を目指す

主な実施内容
■ 公共交通オープンデータセンターの構築

■ 障碍者や外国人など、多様な利用者への情報提供方式の研究開発

■ 駅など交通ターミナルにおける測位インフラの標準化

■ 2020オリンピック・パラリンピックに向けた公共交通整備への政策提言

http://www.odpt.org/
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会員構成

 会長 : 坂村 健（東洋大学情報連携学部学部長、YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所所長）

 理事社（4団体）
■ 東京地下鉄株式会社 （理事：村尾 公一 常務取締役）
■ 日本電気株式会社 （理事：橋本 裕 交通・物流ソリューション事業部長）
■ 東日本旅客鉄道株式会社 （理事：松橋 賢一 総合企画本部システム企画部長）
■ 富士通株式会社 （理事：廣野 充俊 執行役員常務）

 オブザーバ（9組織）
■ 総務省 情報流通行政局 情報通信政策課
■ 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課
■ 総務省 情報流通行政局 地域通信振興課
■ 国土交通省 総合政策局 情報政策課
■ 国土交通省 総合政策局 公共交通政策部
■ 国土交通省 総合政策局 総務課（併）政策統括官付
■ 国土交通省 鉄道局 鉄道サービス政策室
■ 国土交通省 航空局 航空ネットワーク部 航空ネットワーク企画課
■ 東京都 都市整備局
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会員: 計55社
理事社を含む

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

株式会社ヴァル研究所

宇野自動車株式会社

株式会社LCL

小田急電鉄株式会社

小田急バス株式会社

関東バス株式会社

グーグル合同会社

京王電鉄株式会社

京王電鉄バス株式会社

京成電鉄株式会社

京浜急行電鉄株式会社

国際興業株式会社

サトーホールディングス株式会社

ジェイアールバス関東株式会社

首都大学東京システムデザイン学部石川研究
室

順風路 株式会社

ジョルダン株式会社

西武鉄道株式会社

株式会社新陽社

西武バス株式会社

セコムトラストシステムズ株式会社

全日本空輸株式会社

ソニーイメージングプロダクツ＆ソリュー
ションズ株式会社

大日本印刷株式会社

東急バス株式会社

東京急行電鉄株式会社

東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環
境工学系 福田研究室

国際空港ターミナル株式会社

東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門
（第5部） 大口研究室

東京大学大学院情報学環ユビキタス情報社会
基盤研究センター

東京地下鉄株式会社

東京都交通局

東京臨海高速鉄道株式会社

同志社大学 経済学部 宮崎ゼミ

東武鉄道株式会社

東武バス株式会社

東洋大学情報連携学部（INIAD）

成田国際空港株式会社

西東京バス株式会社

日本空港ビルデング株式会社

日本航空株式会社

日本電気株式会社

日本マイクロソフト株式会社

株式会社パスコ

パナソニック システムソリューションズ
ジャパン株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

株式会社日立製作所

富士通株式会社

防衛大学校

三菱電機株式会社

モバイルクリエイト株式会社

株式会社ゆりかもめ

株式会社リオス

 YRPユビキタス・ネットワーキング研究所
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サービス全体図

 鉄道、バス、航空な
どの交通事業者の提
供する公共交通デー
タを集約

 標準化されたデータ
形式でサービス開発
者であるICTベン
ダーに提供

 ICTベンダーは公共
交通オープンデータ
センターから、各交
通事業者の指定した
条件（有償のケース
も想定）でデータを
入手し様々なサービ
ス開発に活用できる

連携企業への遅延通知など多様な利用
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東京メトロオープンデータ活用コンテスト
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生み出された
アプリの価値は6億円以上

ユーザ登録数 2200 以上

応募作品 281
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東京公共交通オープン
データチャレンジ

開催概要
②
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開催概要

実施内容
■公共交通オープンデータ協議会に参加する、首都圏の主要な公共交通事業
者（鉄道、バス、航空）のデータを、一般の開発者に対して公開

■公開されたデータを利用した、「東京」を応援するアプリケーションやア
イデアを世界中から広く募集

スケジュール
■応募期間： 2017年12月7日〜2018年3月15日

■結果発表・表彰式：2018年4月下旬
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実施体制

主催
■公共交通オープンデータ協議
会

共催
■INIAD cHUB（東洋大学情報
連携学学術実業連携機構）、
東京大学大学院情報学環ユビ
キタス情報社会基盤研究セン
ター、CPaaS.ioプロジェクト

特別協力
■東京地下鉄株式会社、東京都
交通局、東日本旅客鉄道株式
会社

 協力
■小田急電鉄株式会社、小田急バ
ス株式会社、関東バス株式会社、
京王電鉄株式会社、
京王電鉄バス株式会社、京成電
鉄株式会社、京浜急行電鉄株式
会社、国際興業株式会社、
ジェイアールバス関東株式会社、
西武鉄道株式会社、西武バス株
式会社、全日本空輸株式会社、
東急バス株式会社、東京急行電
鉄株式会社、東京国際空港ター
ミナル株式会社、
東京臨海高速鉄道株式会社、東
武鉄道株式会社、東武バス株式
会社、成田国際空港株式会社、
西東京バス株式会社、株式会社
ゆりかもめ

 オープンデータ･パートナー

■一般社団法人オープン＆ビッ
グデータ活用・地方創生推進
機構（VLED）、国土地理院、
気象庁、文化庁、公益社団法
人 全国公立文化施設協会

後援
■内閣官房IT総合戦略本部、総
務省、国土交通省、東京都、
気象ビジネス推進コンソーシ
アム
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募集内容

以下の部門を設定し、公共交通オープンデータを活用した新提
案を募集

アプリケーション部門
■公共交通オープンデータを活用したアプリケーションを広く募集します。
スマートフォンアプリ、Webサービス、IoTガジェット等を想定しますが、それら
に限りません。
公共交通オープンデータだけでなく、オープンデータ・パートナーから提供され
る他のオープンデータとのマッシュアップによる提案も、広く募集します。

アイデア部門
■公共交通オープンデータを活用した新しいアプリケーション、サービス、ビジネ
ス等のアイデアを募集します。
実際に稼働するアプリケーションに限らず、プロトタイプやビジネスプランの応
募であっても構いません。
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連携オープンデータ

公共交通分野のオープンデータと、後援組織やオープンデータ・パートナー
が公開するオープンデータとを組み合わせた提案も、広く募集

連携オープンデータ
■ 内閣官房IT総合戦略本部 : 政府データカタログサイト

http://www.data.go.jp/
■ 総務省 : 政府統計の総合窓口（e-Stat）

http://www.e-stat.go.jp/api/
■ 東京都 : 東京都オープンデータ

http://opendata-portal.metro.tokyo.jp/www/index.html
■ 国土交通省 : 歩行移動支援サービスに関するデータサイト

https://www.hokoukukan.go.jp/top.html
■ 国土地理院 : パブリックタグ情報共有プラットフォーム

https://ucopendb.gsi.go.jp/ucode/field_test/index.html
■ 気象庁 : 気象データ高度利用ポータルサイト

http://www.data.jma.go.jp/developer/index.html
■ 文化庁 : Culture NIPPONに公開されている文化施設の情報を公開します

http://culture-nippon.go.jp/ja
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審査と表彰

以下の審査員による審査会により総合的に判断
■審査員長

 坂村健 : 公共交通オープンデータ協議会 会長、INIAD（東洋大学情報連携学部）学部長

■審査員
 村尾 公一 : 東京地下鉄株式会社常務取締役

 多羅尾 光睦: 東京都総務局長

 松橋 賢一 : 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部システム企画部長

表彰について
■最優秀賞 : 100万円

■優秀賞 : 20万円 x 4本

■審査員特別賞 : 5万円 x 4本

■そのほか、協力企業からの特別賞も表彰予定
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応募資格と応募条件

主な応募資格
■個人、グループ、法人を問わず、誰でも応募可能

■国籍、年齢、居住地等の制限はない（未成年の方が応募する場合は、保護者の許
可が必要）

■ひとりの応募者（グループ、法人を含む）で、複数の作品の応募が可能

■応募者は、複数のグループに所属することが可能

■その他、詳細はWebサイトを参照のこと

主な応募条件
■公共交通オープンデータ協議会が公開する、公共交通オープンデータを利用する
こと

■応募する成果物は、応募から表彰式までの間、誰でも無償で利用できる状態で公
開すること

■その他、詳細はWebサイトを参照のこと
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詳細は https://tokyochallenge.odpt.org
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鉄道関連データ（静的データ）

コンテスト期間中、複数の鉄道事業者の静的データを提供
■駅および鉄道路線

■列車および駅の時刻表

■運賃

■乗降車数

■施設情報

■画像（企業ロゴ、駅ナンバリング）

提供事業者
■ JR東日本、東京地下鉄、東京都交通局（都営地下鉄、東京さくらトラム(都電荒川
線)及び日暮里・舎人ライナー）、
小田急電鉄、京王電鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道、東京急行電鉄、
東京臨海高速鉄道、東武鉄道、ゆりかもめ

■※提供データは事業者毎に異なります
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鉄道関連データ（動的データ）

コンテスト期間中、複数の鉄道事業者の在線情報、運行情
報を提供
■在線情報 : 列車がどの駅間を走行しているかに関するデータ

■運行情報 : 遅延の有無などの運行状況に関するデータ

提供事業者
■ JR東日本、東京地下鉄、東京都交通局（都営地下鉄、東京さくらトラム(都
電荒川線)及び日暮里・舎人ライナー）、
小田急電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、東京急行電鉄、東京臨海高速鉄道

■※在線情報の提供は、JR東日本と東京地下鉄のみ
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鉄道関連データの表示例（東京メトロ）
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バス関連データ（静的データ）

コンテスト期間中、複数のバス事業者の時刻表情報を含む
静的データを提供
■バス停およびバス路線

■バス時刻表およびバス停時刻表

■バス運賃

提供事業者
■東京都交通局（都バス）、小田急バス、関東バス、京王電鉄バス、国際興
業（予定）、
西武バス、東急バス（予定）、東武バス、西東京バス、JRバス関東

■※提供データは事業者毎に異なります
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バス関連データ（動的データ）

コンテスト期間中、都バスのバス
ロケーション情報を公開
■バスロケーション : バスがどのバス停間を
走行しているかのデータ

提供事業者
■東京都交通局
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航空関連データ（静的データ）

コンテスト期間中、ANAのフライト時刻表情報を提供
■フライト時刻表 : 
各空港の出発便と到着便の時刻表データ

提供事業者
■全日本空輸
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航空関連データ（動的データ）

コンテスト期間中、空港におけるリ
アルタイム発着情報を提供
■リアルタイム発着情報 : 
当日のフライトのステータス（遅延の有無な
どを含む）、離着陸の予定時刻と変更時刻、
ゲート番号などのデータ

提供事業者
■成田国際空港、東京国際空港ターミナル
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世界の公共交通
国や自治体が集中管理が普通
大都市ロンドンでもバス、地下鉄から
貸自転車までも市交通局が一手に管理

オープンデータ化は首長の決断で容易
公共機関から生まれるデータは市民が当然使える資源との考え
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2020の危機感
東京は早くから民間化し多くの会社があり

それらが相互乗り入れし複雑
東京だけで、鉄道14社局、乗合バス38社局、タクシー1,100社（個人除）

2020で公共交通オープンデータについて
8年前のロンドンにすら大きく見劣りする危機感
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運行データだけでなく
施設のデータも問題

データがオープンでないため地下街には
Google Mapsに存在しない多くのエリアが…
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2020年までに
解決するために

公共交通オープンデータ協議会を設立
東京乗り入れの主要公共交通機関が参加
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https://tokyochallenge.odpt.org
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