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1. 概要  

 目的、趣旨 

国立研究開発法人防災科学技術研究所（以下、防災科研）は、官民研究開発投資拡大プログラム

（PRISM）の「革新的建設・インフラ維持管理技術/革新的防災・減災技術領域－長周期地震動・詳細震度

分布等解析及び同解析結果に基づく応急対応促進」において、企業版防災情報サービスプラットフォー

ム（以下、SPF）の研究開発を実施している。 

SPF の構成要素の１つである「データマート」プロトタイプ開発を行うため、「データマートのマーケット機

能のサービス調査」、および「ユーザーヒアリング」を行い、調査・ヒアリング結果情報をもとに、本報告書に

てデータマートの理想モデルを提案する。 

 「データマートの理想モデルの提案」の背景 

防災科研は官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)で SPFの開発を目指している。企業の防災力を

向上し、また持続可能な防災を実現するためには、防災科研が持つ情報だけでなく、企業・団体等が所有

する情報も活用し、より企業ニーズにマッチした情報プロダクツを生成していく必要がある。SPF は、「情報

プロダクツ作成機能」、「データマート」、「個々の企業のニーズに合わせた情報プロダクツカスタマイズ機

能」の３機能で構成することを想定している。従来のデータ取引では基本的には相対契約を結ぶのが一般

的だが、取引コストが高くなる恐れがある。防災に有益なデータの利活用を促進するためには、相対契約

以外の手法を検討する必要があり、今回の「SPF データマートにおけるデータ活用基盤要件策定業務」は、

上記取引コストの低減を目指し、新たな手法としてデータ取引市場をデータマートに活用することも含め、

防災科研が目指すべきデータマートの方向性、すなわち理想モデル提案を策定する。 
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2. 用語定義 

本書で扱う用語についての定義は以下の通り。 

# 用語 定義 

1 企業版防災情報サ

ービスプラットフォ

ーム(SPF) 

防災科研が開発を目指している企業向けサービスおよび二次事業者向けサービスを高度化するプラ

ットフォーム。本書では、SPFデータマートで提供されるマーケット機能に加え、防災科研が持つ防災

データと顧客企業が持つデータを掛け合わせた情報プロダクツの生成、データ利用者にわかりやすい

可視化機能を提供する。 

2 SPFデータマート 防災科研が提供するデータ及び企業等の団体が提供するデータを SPF利用者が活用できるように流

通する仕組みのこと（仕様書より）。本書では「マーケット機能」を持つことを想定した、複数のデータ提

供者と複数のデータ利用者が参加し、データの提供と便益の提供が取引される場のことを指す。 

3 情報プロダクツ 国立研究開発法人防災科学技術研究所 情報プロダクツポリシーによると、情報プロダクツとは「主と

して地理空間情報として、観測データ、実験データ等とその他の情報を組み合わせて作成された付加

価値を有する情報、並びに当該情報を提供するための情報システム、情報サイト及び、情報サービス」

のこと。 

本書では、防災科研の研究成果や防災科研が保有する防災データや防災科研の情報プロダクツとサ

プライヤー企業のデータを掛け合わせて生成した 2次データも情報プロダクツとする。 

4 データセット SPFにおいて、蓄積、加工、売買される電磁的に取り扱い可能な形態のデータまたはデータ群。 

5 マーケット機能 データ取引における、基本的な機能全般（本書では以下＃6～＃10 までを対象とする） 

6 データカタログ データカタログは、 データセットの概要（利用条件、データセットのサンプル）などを示すものである。 

7 納品・受領 １．データ提供者と SPF運営者の間で授受されるデータの受領方法 

２．SPF運営者とデータ提供先との取引で対象となるデータの納品・受領方法。 

8 契約 SPF運営者とサプライヤー企業、災情報サービスプラットフォーム運営者とカスタマー企業が締結する

契約。 

9 請求・決済 対象サービスでデータおよび／または派生データの納品・受領時に対処する請求・決済方法（銀行振

り込み、クレジットカード決済など） 

10 マッチング SPF運営者によるリクエストとカタログをマッチングする機能。 

11 マーケット付帯機

能 

防災に使える状態に変える機能（加工、可視化など） 

12 データ加工 SPF運営者による、データの加工（データとデータの掛け合わせやフォーマット変換など）※本書では

仮名化、匿名化、非識別加工は除く 

13 2次データ データの加工後に生成された、新規のデータ。情報プロダクツと同義。サプライヤー企業のから提供さ

れるデータを加工、分析、編集、統合等する ことによって新たに生じたデータをいう。 

14 可視化 情報プロダクツ視覚的にわかりやすいグラフや画像に変換したもの 

15 データ取引市場 異なる複数のデータ提供元とデータ提供先が参加し、データの提供と便益の提供が取引される場 
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# 用語 定義 

16 データ取引市場運

営事業者 

データ提供者とデータ提供先を仲介し、データと対価の交換・決済の機能を提供する者であり、自らデ

ータを収集・保持・加工・販売をしない（一般社団法人データ社会推進協議会（以下、DSA）の定義1） 

17 データ流通支援事

業者 

他のデータ提供者から提供を受けたデータに対し、整理・加工・保管・配備する者をいう。データブロ

ーカーと同義。データ共有事業者・PDS・情報銀行・データ処理事業者 

18 データ提供者 SPFに、データを提供（販売）する者。サプライヤー企業と同義。 

19 データ利用者 SPF上にある、データを利用（購入）する者。カスタマー企業と同義 

20 
蓄積データ 

電子計算機や記憶媒体に格納されたデータ。ある時点において、その総量が確定していることが特

徴。 

21 ストリーミングデー

タ 

データが生成される都度、断続的に伝送されるデータ（例：連続的に発生するデータから地震等イベ

ントをトリガーにして送信する）。あらかじめ伝送されるデータの総量が確定していない点が特徴。 

22 

レイヤー共有 

（esriジャパンサイトより）現実世界に存在する地物（例：建物、道路、河川など）や事象（人口分布、天

気、渋滞情報など）を GIS で管理・表現するために、主題ごとに分類したそれぞれの「層」を指す。主

題を別々のレイヤーとして管理することによって、ある特定の主題のみに着目することができたり、複数

のレイヤーを組み合わせて分析することによって、新しい情報を生み出したりすることができる。レイヤ

ー共有は、レイヤーが参照するデータ ソースや、シンボルおよびラベルの色などの設定を保持したま

ま第三者に提供すること 

23 

リアルタイムデータ 

データの更新都度、短い間隔で伝送されるデータ。電子計算機や記憶媒体に蓄積されたデータが、

データ利用者に対してある更新頻度単位で提供されることも含まれる。本書では、15分程度の間隔で

更新されるデータをリアルタイムデータとして取り扱う。 

24 オブジェクト ステークホルダー間で取り扱われるデータ、情報の定義を指す 

25 
ガバナンス 

主には企業統治のプロセスを意味する。本書では、データに対するガバナンスや企業のガバナンスを

指す。 

26 
Rest API 

Webシステムを外部から利用するためのプログラムの呼び出し規約（API）の種類の一つで、「REST」

（レスト）と呼ばれる設計原則に従って策定されたもの。 

27 
機能要件 

ソフトウェアやシステム開発において、顧客から求められる「機能」を指す（検索、登録、決済など）。シ

ステムが動作する内容について定義する。 

28 
非機能要件 

主目的となる機能要件以外の機能で、機能面以外の要件全般を指す（可用性、性能、拡張性、セキュ

リティなど）。システムが動作する方法を定義する。 

29 アグリゲータ 生成されたデータを統合・加工したり、生成されたデータに基づき派生データを作成したりする役割 

 

 
1 一般社団法人データ社会推進協議会「データ取引市場運営事業者認定基準_説明_REV1.1」 

https://data-trading.org/wp-content/uploads/2020/11/CertDesc_DataTradingMarketRev11.pdf 
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3. SPF データマートとは 

 SPF データマートの概要図 

SPF データマートとは、下図に表す通り、防災科研が提供するデータ及び企業等の団体が提供するデ

ータを SPF 利用者が活用できるように流通する仕組みのことで、登録データを見つける機能を有し、複数

の組織間でデータの取引を契約面から実際のデータの授受までを円滑に行うためのものである。SPFでは、

カスタマー企業に対し、データ分析を始めとするデータ利活用のサポートやデータ利用環境の提供、サー

ドパーティのデータを統合加工して派生データを作成・販売等を行う。本書では、SPF データマートにフォ

ーカスするが、調査を通じて得られた、SPF として有益な知見については、可能な限り触れている。 

 SPF データマートの理想モデル提案にあたっては、「4 既存取引システムの比較」 での既存の取引市

場や類似サービスの調査および「5 市場ニーズ」で捉えたユーザーヒアリングを通じて得られた、課題や利

便性などを踏まえた理想モデルを提案する 

併せて、SPF データマートの理想モデルにおける、ステークホルダー、ビジネス関係図を明らかにし、具

備すべき機能要件、非機能要件について記述する。 

 

図 1 SPFデータマートの概要図 
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4. 既存取引システムの比較 

 既存取引システムの調査対象 

５つの取引システムを対象に、調査を実施した。 

 既存取引システムの調査方法 

以下の手法を用いて調査を実施した。 

スクリーニング調査：各サービスのウェブサイト、プレスリリース等から情報を抽出 

アンケート・ヒアリング調査：調査で検証する設問内容を事前作成し、アンケートの回答を収集。回答内容

をもとに面談ヒアリングを実施し、情報を収集。 

 既存取引システムの調査項目 

以下の項目を中心に調査を実施した。 

データ入手 

➢ 納品・受領（運営事業者－データ提供者間） 

マーケット機能 

➢ データカタログ（登録・検索） 

➢ データリクエスト（登録・検索） 

➢ 納品・受領（運営事業者－ユーザー間、データ提供者－データ提供先間） 

➢ 請求・決済 

データ基盤 

➢ 可視化 

➢ 分析・加工 

➢ 保管 

  既存取引システムの取引の流れ 

既存取引システムにおけるデータ取引の流れは、下図を前提とし調査を実施した。 
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図 2 既存取引システムにおけるデータ取引の流れ 

 既存取引システムの比較概要 

調査結果による比較から、「サービス利用者の属性」、「マーケット機能」、「マーケット機能に付帯するサ

ービス機能」について、取引システムごとに特性があることが示された。 

（取引システムごとの比較詳細については、別紙「データマートのマーケット機能のサービス調査 報告

書」を参照） 

サービス利用者の属性 

＜共通点＞ 

⚫ サービス利用者の属性：属性は以下の２つに分類される。 

➢ 「データ分析専門職」：データ加工・分析ノウハウを持ち希望するデータを検索・発見ができる者。 

➢ 「データ分析非専門職」：データ加工・分析を取引システムに求める者。 

＜相違点＞ 

⚫ 属性の比率：取引実績において、2 つの取引システムは「データ分析専門職」の比率が多く、1 つの

取引システムは「「データ分析非専門職」の比率が多いなど、取引システムごとにユーザー属性比
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率が異なる。 

マーケット機能 

＜共通点＞ 

⚫ データカタログ：全ての取引システムに実装され、データ提供者がカタログ情報提供もしくは登録を

行っている。 

＜相違点＞ 

⚫ データ更新頻度：秒単位・５分単位・隔週単位と取引システムごとに差異がある。 

⚫ 納品・受領（データ授受方法）：「物理媒体（DVD・HD）に限定」している取引システムや、データ提

供者の希望や扱うデータ容量に応じて「物理媒体、ファイルダウンロード、API から選択」できる取引

システムなど、取引システムごとにデータ授受方法が異なる。 

⚫ 契約：「都度、書類による個別契約を締結」する取引システムや、「利用規約・約款に同意」する取引

システムの２つに分類できる。 

⚫ 請求・決済：「書類による請求書、および銀行振込」で対応している取引システムや、「オンライン決

済」に対応している取引システムの２つに分類できる。 

マーケット機能に付帯するサービス機能 

＜相違点＞ 

⚫ データ加工・分析：「データ分析ツール自体を付帯サービスとして提供」している取引システムや、

「データ分析（可視化ビューやレポート作成含む）を付帯サービスとして提供」している取引システム

がある一方で、「データ加工・分析を行わない」取引システムもあり、取引システムごとにデータ加

工・分析のサービス内容が異なる。 

 「理想モデルの提案」への方針 

サービス利用者の属性 

⚫ 防災という公共性の高さから、サービス利用者は、データ分析専門職だけではなくデータ分析非専

門職の利活用ニーズも視野にいれ、「データ分析専門職」および「データ分析専門職非専門職」の

両属性を対象としたモデル検討を行う。 

マーケット機能 

⚫ 納品・受領における GIS レイヤー共有、リアルタイム対応、ファイルダウンロード・API 対応について

は、段階的な拡張対応を選択肢とする余地がある。 

⚫ 請求・決済におけるオンライン決済対応についても、段階的な拡張対応を選択肢とする余地がある。 

⚫ データ提供者であるサプライヤー企業と SPF データマート運営者との契約は、企業毎に個別の契

約条件（SPF データマート運営者によるデータの扱いとデータ利用者によるデータの扱い）が求めら

れるケースがある。また、データ利用者であるカスタマー企業と SPF データマート運営者との契約に

ついても、同様に、企業毎に個別の契約条件（データ利用者によるデータの扱い）が求められるケ
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ースがある。個別の契約条件が多く発生することに起因し、依然、契約については書類対応とする

取引システムもあるもあった。しかしながら、SPF データマートの構築目的が「契約手続きの簡素化」

に重点が置かれる場合、カタログ機能と同様に、契約機能の実装と、個別契約を最小限とする基本

約款の整備を必須にすべきと考えられる。 

マーケット機能に付帯するサービス機能 

⚫ 今回調査において、取引実績が多い取引システムは、データ分析ツール提供やデータ加工・分析も

サービス提供していることが示された（別紙「データマートのマーケット機能のサービス調査 報告書

／表４．詳細調査結果の概要／取引状況、利用者属性」「表５．ヒアリング項目と回答／可視化につ

いて」を参照）。データ分析非専門職ユーザーのニーズも鑑み、データ加工・分析を提供することを

前提とする。データ加工を行う場合は、加工前後のデータ管理者が誰か、取引システムの内外どの

位置づけかの整理が肝要である。サービス利用者のデータと SPF データマートのデータを統合・加

工する場合も含め、「マーケット機能」と「マーケット機能に付帯するサービス機能」を、明示的に分

類・整理し、理想モデルの提案を行う方針とする。 
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5. 市場ニーズ 

 ユーザーヒアリングの調査対象 

以下に示す７つのユーザーを対象に、ヒアリング調査を実施した。 

自治体（データ提供者・データ利用者） 

保険業（データ提供者・データ利用者） 

電気・ガス・熱供給・水道業（データ提供者） 

製造業（データ提供者） 

製造業（データ提供者） 

電気・ガス・熱供給・水道業（データ利用者） 

情報・通信業（データ利用者） 

 ユーザーヒアリングの調査概要 

調査結果から、提供者・利用者の側面において、「マーケット機能」および「マーケット機能に付帯するサ

ービス機能」として、取引システムに求められる要件が示された。 

（ユーザーヒアリングの調査詳細については、別紙「ユーザーヒアリング 報告書」を参照） 

（１） マーケット機能 

データカタログ：市場に提供されたデータのカタログ機能の実装 

データカタログ：利用者から提供者へのリクエスト機能の実装 

契約：データ取引手続きの煩雑さを緩和するための利用規約の実装 

（２） マーケット機能に付帯するサービス機能 

データ加工・分析：データ種別ごとのフォーマット統一 

データ加工・分析：データ分析・活用のコンサルテーション 

 「理想モデルの提案」への方針 

（１） マーケット機能 

カタログカタログおよび契約については、前述した 2.3 と重複しており、取引システムに実装すべき

必須機能であると考えられる。 
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加えて、データカタログには、利用者から提供者へのリクエスト機能の実装ニーズが示された。 

また、データカタログの閲覧については、ユーザー登録・ログインをせずに参照できる機能の実装

ニーズが示された。 

ユーザーヒアリング調査対象の事業者の一部には、データカタログおよびデータセットを SPF デー

タマートに対し連携したい意向も示された。 

（２） マーケット機能に付帯するサービス機能 

⚫ データ加工・分析については、データ種別ごとのフォーマット統一や分析・活用のコンサルテーショ

ンなどのニーズがあることが示された。 
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6. コンセプト 

 データ流通社会における位置づけ 

デジタル庁、および内閣府知財戦略推進事務局が 2022 年 3 月に公表した「プラットフォームにおける

データ取扱いルールの実装ガイダンス v er1.02」では、データ流通社会の価値創出プロセスとデータ流通

に関与する際の三種類の立場（図 3）を示している。 

SPF データマートを含む、SPF では、カスタマー企業に対し、データ分析を始めとするデータ利活用の

サポートやデータ利用環境の提供、サードパーティのデータを統合加工して派生データを作成・販売等を

行う。データ流通社会における価値創出プロセスでは「統合・加工」、「分析」、「価値創出」に当てはめるこ

とができ、SPF の役割は「アグリゲータ」、および「ソリューション提供者」にあたる。 

 

 

 

 
2 https://www.digital.go.jp/policies/posts/data_strategy 

図 3 データ利活用による価値創出プロセスと関与者の役割 

（「プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装ガイダンス ver1.0」より引用） 
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また、一般社団法人データ社会推進協議会（旧 一般社団法人データ流通推進協議会）が 2018年 3月

に公開した「データ取引市場運営事業認定基準の説明3」ではデータ取引市場を構成する 3 つの機能（図 

4）が定義されており、価値創出プロセス（図 3）それぞれの関与者はデータ取引市場を介したデータの共

有を行うことが考えられている。SPF データマートを含む SPF は、サードパーティからデータの提供を受け

て派生データの作成、販売を行うことから、「データ流通支援事業者（データブローカー）」にあたる。 

 

 

 

 
3 https://data-society-alliance.org/survey-research/cert_datatradingmarket/ 

図 4 データ取引市場を構成する 3 つの機能 

（「データ取引市場運営事業者認定基準_説明_REV1.1」より引用） 
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 SPF データマート理想モデルにおけるコンセプト 

（１） 事業を取り巻く環境 

我が国では第 5 期科学技術基本計画として 2016 年に Society5.0 が策定され、サイバー空間とフィジカ

ル空間（現実社会）の行動な融合、サービスや事業の「システム化」、システムの高度化、複数恩システム

間の連携協調による超スマート社会の実現が目指される一方で、国連が定める「持続可能な開発目標

（SDGs）」では、「11: 住み続けられるまちづくりを：包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都

市及び人間居住を実現する」の達成を目指し、スーパーシティなどに期待される都市課題の解決に防災

データ活用への意識が高まっている。 

さらに、帝国データバンクが 2021 年に行った意識調査では4、事業継続計画（BCP）の策定率が大企業

を中心に 3 割を超える結果がでており 2018 年から徐々に増加していることが確認できる。また、事業継続

への想定リスクについては全体の 7割を超える企業が「自然災害」と回答しており、防災データ活用のニー

ズは行政や公共的組織に留まらない。観光分野では官民連携による防災危機管理の枠組みを 4R（減災/

備え/迅速な対応/復興）5として、災害発生時の被害の最小化と早期復興に向けた計画を定める取り組み

が推奨されている。激甚災害が多発する近年、事業継続性や社会的責任の観点から業界を問わず企業

自ら減災や早期復興への対策が求められているなかで、その実現に防災データを広く社会に供給する

SPF データマートが果たす役割は大きい。SPF は SPF データマートが提供する情報プロダクツを活用し、

被害推定や災害発生シミュレーションによる企業自らの事業継続リスクへの対応、さらなるBCPサービスの

開発、防災コンサルティング力の強化によって、社会全体の防災能力向上につなげる。本業務で実施した

ユーザーヒアリングにおいても、観光や電機など各分野で SPF データマートが提供する情報プロダクツへ

の関心やサービス連携への期待を確認することができた。 

 

（２） 事業コンセプト 

SPF データマートによりキュレートされ、官民問わずアクセス可能となる質の高い防災データは、社会全

体の災害リスクへの備え、災害発生時の迅速な対応、災害発生後の早期復興を支えるさまざまな研究、サ

ービス、システムの開発に寄与することで「災害に強い社会の実現」を目指す。一方で、民間企業におい

ては、防災、減災への日頃からの備えや計画の策定には、人材、時間、費用確保の面に課題意識を持つ

声もあることから、情報プロダクツを広く有効に利活用できる環境の形成には、それらの課題を解決できる

ことがサービス設計の前提に求められる。また、ユーザーヒアリングにおいて、データ利用者の課題として

データ分析方法や活用方法がわからない、データ活用人材の不足という課題が示されたことから、SPF と

してこれらの課題に対応するサービス設計が求められる。具体的には、防災に特化した専門的なデータ活

用の知見をもとに、利用者の課題解決支援が求められとともに、ユーザーが SPF データマートに掲載され

る専門性の高い情報プロダクツや機能を活用し成果を出せるまでを支援できる体制を構築することが SPF

の事業活性化の重要因子と考える。 

 

 
4 https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p210604.html 
5 https:// www.tourism.jp/project/tcm/ 
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SPFデータマートは、サプライヤー企業が提供するデータをNIEDの研究成果や保有データと掛け合わ

せ新たな情報プロダクツを開発し、カスタマー企業の防災データの活用を支援する。カスタマー企業は自

社データと情報プロダクツをかけ合わせ、独自の分析結果等を得て自社の経営に活かすことができる。 

SPF データマートは、カスタマー企業が情報プロダクツを自社のために活用できる機能やサービスを提

供し、それらの利用状況に応じて支払われる利用料を事業収益とする。情報プロダクツの利用によって得

る収益は、サプライヤー企業と事前に定めた割合で分配する。サプライヤー企業から提供されるデータを

SPF データマートが情報プロダクツとして価値化することでデータ活用の機会が広がり、サプライヤー企業

は SPF データマートを販路として収益を得ることができる。ただし、持続可能なサービス運営を行うために

は、サプライヤー企業に対し利益追求だけでなく、社会貢献性の観点についてもコンセンサスを求めたい。 

運営面においては、データを資産として活用するために、リスク管理とプロセス管理をデータガバナンス

として定め組織的、システム的に運用することで、データ資産の安全かつ合理的な運用に務める。 

SPF データマートを含む SPF が目指す社会像は、情報プロダクツにより日本全国の防災能力の向上が

なされる社会である。その実現にあたっては、当該サービスの取り組みや効果が広く認知され、社会に浸

透していかなければならない。より多くのユーザーにリーチするための広告コンテンツとして、充実したデ

ータカタログとユースケースの発信を行うことなど、防災データ専門機関として信頼性やサービスの効果を

印象づける取り組みを行う。 

 

（３） 業務プロセス 

 カスタマー企業との連携 

SPF データマートの利用を希望するものは法人組織であることを前提とする。カスタマー企業（以下、利

用者）は SPF データマートに対し、サービスまたは情報プロダクツの利用登録申請を行う。SPF マーケット

の管理者（以下、管理者）は利用申請者の審査等を経て、サービスにアクセスするためのアカウント発行等

を行う。利用者は企業あるいは部署・部門ごと（以下、組織）にサービスを利用することができ、利用者が組

織内で決裁管理を行うためのアカウント階層を設定することができるワークフロー機能を利用する。 

図 5 防災情報サービスプラットフォーム 
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 サプライヤー企業との連携 

SPF データマートはサプライヤー企業が保有するデータやデータの仕様を把握し、情報プロダクツの開

発を計画する。情報プロダクツの仕様、ライセンス形態については、SPF データマート内部の承認、および

サプライヤー企業と合意する。サプライヤー企業との契約、情報プロダクツの開発計画、カタログ公開まで

に必要な手順や確認事項等についてはガイドラインを定め運用するものとする。 

利用者が情報プロダクツの利用を求めた場合に応じて、SPF データマートはサプライヤー企業のデータ

を利用して情報プロダクツを生成する。サプライヤー企業からのデータ提供の方法は、サプライヤー企業

の環境に合わせて、SPF データマートのストレージを利用するか、サプライヤー企業または SPF データマ

ートの Rest API を利用してデータ共有を行うこと等ができる。 

 ユーザー認証 

SPF データマートに利用申請があった場合に、申請者の信頼確認は第三者機関の認証認可情報を参

照する。サービス管理者が利用者の利用目的等を確認し、サービスへのアクセスを認可する。カタログの

閲覧のみ等、情報プロダクツの利用に関わらない範囲であれば、認証認可を必須としない。なお、SPF デ

ータマートとしてプラットフォーム連携の推進や、ユーザー側で利用するシステムとの連携が求められる場

合に柔軟なシステム連携を行うため、ユーザー認証情報の一元管理を IdP（Identity Provider）に委任して

実現することも有用である。IdPの利用は、シングルサインオンによる利便性や業務効率の向上のみならず、

生体認証などと組み合わせた多要素認証機能などが提供されている場合もあることから、SPF データマー

ト自身でユーザー認証機能の作り込みや運用リスクの低減につながり、セキュリティ強化を期待することが

できる。 

 語彙の変換・統一 

SPF データマートに共有されるデータは、サプライヤー企業それぞれのルールに基づき生成され、その

ままでは語彙やフォーマットが異なるデータをルールに合わせ変換、統一することは SPF データマートとし

てのデータ管理、ならびにカスタマー企業の利便性向上の観点で有用である。ただし、ステークホルダー

のデータ活用に対する目的や知見、技術水準は一定と限らずニーズも異なることから、要求に柔軟に対応

できるサービス設計が求められるものと考える。 

 契約 

SPFデータマートは、カスタマー企業、サプライヤー企業それぞれと契約関係が発生する。カスタマー企

業は、SPF データマートが提示する約款や情報プロダクツ毎のライセンス情報に従い情報プロダクツを利

用する。 

情報プロダクツはサプライヤー企業から提供を受けるデータの二次創作物（二次データ）であり、SPF デ

ータマートとして当該情報プロダクツの第三者利用について基本方針を定めるとともに、サプライヤー企業

とのあいだで提供範囲や提供方法、レベニューシェアの条件等について双方合意をしたうえで、SPF デー

タマートは当該合意内容に従い情報プロダクツを自己の資産として第三者（カスタマー企業）が利用できる

環境を整備する。なんらかの事情により情報プロダクツのカタログ公開の停止を行う場合は SPF データマ

ート、サプライヤー企業の協議により決定されるものとする。 

一方で、これらの営みが複雑な契約業務によると SPFデータマートの運営コスト、ステークホルダー双方

の利便性の妨げになることから、SPF データマートはステークホルダーに対しわかりやすい料金体系や利
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用条件の明示に努めたうえで、個々のカスタマー企業・サプライヤー企業毎に個別の条件策定が求めら

れる場合には個別の対応を許容する。カスタマー企業・サプライヤー企業は企業組織であることから、企

業毎に異なるガバナンスへの対応は不可避と想定しておくことが肝要と考える。ただし、前述の通り、共通

のデータ利用規約や定型のレベニューシェア契約条件による契約関係の成立が望ましい。加えて、SPF

データマートの体制として、契約業務を専門に行う部門を設置することにより業務効率向上や専門性の強

化が期待できる。 

 カタログの公開 

SPF データマートの管理者は、利用者に向けカタログを公開する。カタログには情報プロダクツごとにデ

ータの仕様や利用方法、利用料金、利用期間等のライセンス情報を掲載する。カタログでは、サンプルデ

ータを可視化して表示したり、データの一部を取得することができる。 

カタログでは、情報プロダクツ毎に活用方法や解決できる課題などを具体的に示すことで、利用者が利

用すべき情報プロダクツへの到達性を高め利活用を促進するものと考える。 

また、カタログの機能として、情報プロダクツの公開範囲の制御を行う。具体的には、未ログインで閲覧

可能な情報、認可された利用者のみが閲覧可能な情報、特定の利用者に限定して閲覧可能とする情報

等が想定される。 

 情報プロダクツの利用 

利用者は、カタログ掲載情報を閲覧し、希望の情報プロダクツがあれば規定の利用開始方法に則り、利

用することができる。SPF データマートの提供機能を利用して自社データと情報プロダクツをかけ合わせ、

独自の分析結果や可視化した結果を得ることができる。あるいは、情報プロダクツの Rest API を利用して

独自サービスの開発を行う。ステークホルダーのデータ活用に対する目的や知見、技術水準は一定と限ら

ずニーズも異なることから、SPF データマートは利用者の要望に合わせて、利用すべきデータや最適な活

用方法についてアドバイスを行い、利用者のデータ活用を支援する。 

 請求・決済 

SPFデータマートは、利用者に対し情報プロダクツの利用状況に応じた利用料を請求する。機能や情報

プロダクツの利用状況はシステム的にモニタリングする。請求金額はカタログに登録されている情報プロダ

クツ毎のライセンス情報によって自動計算で算出する。請求・代金回収業務は外部サービスにアウトソース

することで、SPF データマートの主要業務に人的リソースを集中させることができ、システム的には外部サ

ービスが提供する I/F を利用することができる。支払い方法はクレジットカード決済や請求書払い等、利用

者によって対応可能な方法を選択できることが望ましい。なお、クレジットカード情報の管理は PCI DSS

（Payment Card Industry Data Security Standard）や相応のセキュリティ基準プログラムへの準拠が求められ

るため外部サービスの利用が妥当とされる。 

なお、利用者によって組織内の購入決済に押印付きの見積書・注文書・納品書・請求書が必要な場

合があるため、システム上に帳票作成機能を設ける等の検討を行う。システムを介さない情報プロダクツ

の利用を許容する場合は、従前の慣習に従う。 

 

 収益の分配 
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SPF データマートは、情報プロダクツの利用料を事業収益とし、収益を予め定められた割合で情報プロダ

クツの作成に関与したサプライヤー企業に分配する。分配金の入金処理は、請求処理と同様に外部サー

ビスを利用するか、SPFデータマートが銀行システムを利用して入金作業を行うことができる。収益状況の

透明化のためには、情報プロダクツに関与したサプライヤー企業が情報プロダクツの稼働状況と分配金額

を画面でモニタリングできる仕様を設けるなどの配慮があると尚良い。 
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7. システム構成 

コンセプトに基づく、理想モデルのシステム構成(概要)は以下の通り。記載の凡例については 8.1 ステ

ークホルダーリストの通りである。各機能の説明は、「10SPF データマートにおける機能要件」にて説明する。 

<システム構成（概要）> 

 

＜理想モデルの方針＞ 

サービス開始後は、取引量も多くないと想定されるため、サービス開始時は「運営者向け」機能のみの実

証を推奨し、取引量や事業拡大のスピードに合わせて、段階的に SPF 上での実装を検討していくことを推

奨モデルとする。 

図 6 システム構成（概要） 
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8. ステークホルダー 

 ステークホルダーリスト6 

本書で示される各ステークホルダーの役割と定義は、以下の通り。 

 

 

 

 
6 https://data-trading.org/sipb-1_personaldataarchitecuture_dta/ 

表 1 ステークホルダーリスト 
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 ビジネス関係図7 

ステークホルダーリストに基づくビジネス関係図を以下に示す。 

<パターン A> 

プラットフォーム運営者は、サプライヤー企業から委任を受け、データを預かり、防災に使える情報（情

報プロダクツ）へ加工を行う。加工されたデータは、カスタマー企業が利用し、利用した分の料金をプラット

フォーム運営者に支払う。プラットフォーム運営者は、得られた利用料の一部をサプライヤー企業に分配

する。 

＜パターン B＞ 

 

 
7 https://data-trading.org/sipb-1_personaldataarchitecuture_dta/ 

図 7 ビジネス関係図＜パターン A＞ 

図 8 ビジネス関係図＜パターン B＞ 
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＜パターン A＞に続き、プラットフォーム運営者は、カスタマー企業から委任を受け、カスタマー企業が

保有する自社データを預かり、＜パターン A＞で提供されているデータと掛け合わせるなど、カスタマー企

業の事業に有益な情報へ加工等のサービス提供を行う。 
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9. オブジェクト 

 オブジェクト8の定義 

各ステークホルダー間で取り交わされる情報またはオブジェクトについて、以下のように定義する。 

⚫ データセット 

データセットは、SPF において、加工、売買される電磁的に取り扱い可能な形態のデータまたはデ

ータ群である。 

➢ データセットの種類 

SPF では、データセットが内包するデータとして、以下のデータを取り扱う。ある特定のデータが、下

記の分類で明確にいづれかの分類に所属する、とは言い切れず、また、少なからず重複はありうる。 

✓ 産業用データ：産業活動に伴って発生したデータ（モノ（物的財貨）やサービスを生産する

経済活動を観測または計測し、これを通信、解釈、処理に適した再解釈可能な形式化した

もの） 

✓ 公共データ：公共性の高い活動から発生するデータ（社会全体あるいは国や公共団体の

状況や活動を、観測または計測し、これを通信、解釈、処理に適した再解釈可能な形式化

したもの） 

✓ パーソナルデータ：個人に関するデータ（個人情報保護法に規定する「個人情報」に限ら

ず、かつ個人識別性の有無に関わらず、位置情報や購買履歴など広く個人に関する情報

を構成しうるデータ）※ただし、SPF では個人情報保護法の定める個人データは扱わない 

✓ 学術データ：学術研究活動によって発生するデータ 

➢ データセットの処理の種類 

防災情報プラットフォームは以下の 2 種類のデータ処理のいずれか、または両方に対応する。 

✓ 蓄積されたデータ：データが発生してから一定期間蓄積され、必要な処理が行われ、一定

量のデータセットの単位として扱われる方法。 

✓ ストリーミングデータ：データが生成された後、順次転送され、生成された順に取り扱う方法。 

⚫ 情報プロダクツ（2 次加工データ） 

用語定義参照 

⚫ 自社データ 

カスタマー企業が持つ自社のデータ（例：拠点情報など） 

 

 
8 以下のパーソナルデータリファレンスアーキテクチャに基づき、記載 

https://data-trading.org/sipb-1_personaldataarchitecuture_dta/ 
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⚫ データカタログ 

SPF データマートが商品として扱うデータの目録。データ利用者がデータを検索・発見するための

情報プロダクツの概要や仕様、利用に関するコンテキスト情報を掲載する。データセットへのアクセ

ス権限の管理やデータカタログのリポジトリからデータレイクや分析システムと連携する。組織内部

でデータマネジメントを目的に管理されるデータカタログとは異なる。 

 データリソースマップ9 

ステークホルダーリスト、ビジネス関係図に基づく、データリソースマップを以下に示す。本図以降のプラ

ットフォーム運営者は SPF を指す。 

＜パターン A：「8.2 ビジネス関係図」 の＜パターン A＞のリソースマップ＞ 

 

SPF はサプライヤー企業が保有するデータのコピーを預かり、他のデータと掛け合わせ、防災に使える

情報へ加工し、2 次データを生成する。この時、元のデータのオーナーシップ10はデータ提供元のサプライ

ヤー企業が保持し、新たに生成された 2次データのオーナーシップは SPFが保持する。 

 

＜パターン B：「8.2ビジネス関係図」の＜パターン B＞のデータリソースマップ＞ 

 

 
9 以下のパーソナルデータリファレンスアーキテクチャに基づき、記載 

https://data-trading.org/sipb-1_personaldataarchitecuture_dta/ 
10 AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版（全体版） https://cio.go.jp/node/2651 

図 9 データリソースマップ＜パターン A＞ 

図 10 データリソースマップ＜パターン B＞ 
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SPF は、カスタマー企業が保有する自社データを預かり、他のデータと掛け合わせ、カスタマー企業の

事業に有益な情報へ加工し、情報プロダクツを生成し、カスタマー企業に提供する。 

 データフローシーケンス11 

ビジネス関係図、データリソースマップに基づく、データフローシーケンスを以下に示す 

＜パターン A：「8.2 ビジネス関係図」 の＜パターン A＞のデータフローシーケンス＞ 

プラットフォーム運営者は、データ提供者A、Bに対し、保有するデータの送信を依頼する。データ

提供者 A、B は、それぞれ保有するデータのコピーをプラットフォーム運営者に送信し、プラットフォ

ーム運営者はデータの統合・可視化を行う。プラットフォーム運営者は、統合後に新たに生成された

データ C のカタログをプラットフォームに登録する。 

 

 
11 以下のパーソナルデータリファレンスアーキテクチャに基づき、記載 

https://data-trading.org/sipb-1_personaldataarchitecuture_dta/ 

図 11 データフローシーケンス＜パターン A：データカタログの登録＞ 
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データ利用者は、登録されているデータカタログを参照し、データの検索・発見を行い、「8.2 ビジ

ネス関係図」＜パターン A＞で示した「利用契約」締結後、プラットフォーム運営者からデータの送信

をする。 

＜パターン B：「8.2 ビジネス関係図」の＜パターン B＞のデータフローシーケンス＞ 

 

SPF 運営者は、データ提供者 A より保有するデータの送信を依頼する。プラットフォーム運営者は、

データ利用者の依頼に基づき、データ利用者が保有する自社データを預かり、データＡと掛け合わ

せることで、データ利用者にとって有益な情報プロダクツへ加工し、データ利用者に情報プロダクツと

して送信する。 

 

図 13 データフローシーケンス＜パターン B＞ 

図 12 データフローシーケンス＜パターン A:カタログ検索～データ送信＞ 
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例示として、ESRI ジャパン株式会社の GIS データストアのレイヤー共有12は、現実世界に存在す

る地物（例：建物、道路、河川など）や事象（人口分布、天気、渋滞情報など）の参照元を参照するた

めの仮想的な器（レイヤーを指す）を重ね合わせて、レイヤーファイルを構成する。利用者は、このレ

イヤーファイルを用いて、各データソースを参照し、複数のレイヤーが重ねられた情報を参照すること

ができる。 

 

ストリーミングデータについては、蓄積型データと異なる取り扱いが必要となるため、参考としてスト

リーミングデータにおけるデータフローシーケンスを以下に示す。 

＜ストリーミングデータ＞ 

 

ストリーミングデータは、データが生成された後、順次転送され、生成された順に取り扱う必要があ

る。データ生成とデータ利用者の間に、プラットフォーム運営者のような第三者が入る場合、遅延する

ことなく、データ利用者にデータを送信する必要がある。特に t の間隔が短ければ短いほど、伝送遅

延の問題が大きくなるため、以下に示すパターン（A,B,C）でのデータの授受が考えられる。 

＜パターン A：蓄積型＞ 

 

 

 
12 https://www.esrij.com/gis-guide/arcgis-basic/layer-map/ 

図 14 GIS データストアのレイヤー共有 

図 15 データフローシーケンス＜ストリーミングデータ＞ 

https://www.esrij.com/gis-guide/arcgis-basic/layer-map/
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データの生成・送信は t 間隔だが、プラットフォーム運営者が過去の t 間隔の「2 回分」のデータを

蓄積し、t の 2 倍の間隔でデータ利用者に送信する。 

＜パターン B：フィルタリング型＞ 

図 16 データフローシーケンス＜パターン A：蓄積型＞ 

図 17 データフローシーケンス＜パターン B:フィルタリング型＞ 
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データの生成・送信は t 間隔だが、プラットフォーム運営者 t 間隔の 2 倍の間隔のデータのみを取

り扱い、その中間データは廃棄して、データ利用者に送信する 

 

＜パターン C：イベントドリブン型＞ 

 

データの生成・送信は t 間隔だが、プラットフォーム運営者が予め設定した閾値を超えるなどのイ

ベントが発生した時だけ、データ利用者へデータの送信を開始し、閾値を下回った場合はデータの

送信を止める。再度閾値を超えた場合は、送信を再開する 

 

＜理想モデルの方針＞ 

ストリーミングデータの特徴として、tの間隔が短ければ短いほど、伝送遅延の問題が発生する。<パター

ン C>のようなイベントドリブン方式の場合でも、閾値を厳しく設定すると、伝送遅延の問題が発生する。ま

た、伝送路や機器の障害が発生した場合、想定した量よりも少なくなるため、予め伝送するデータの総量

が確定できない点について考慮が必要である。特に、＜パターン C＞のようなイベントドリブン型での送信

は、伝送路や機器の障害有無に関わらずその総量をあらかじめ知ることができない。今回の理想モデルで

は、優先順位として、蓄積データ（および＜パターン B：蓄積型＞）から始めることを推奨モデルとする 

[補足] 

予め伝送するデータの総量が確定できない点については、データの量をベースとして対価を定めること

図 18 データフローシーケンス＜パターン C:イベントドリブン型＞ 



SPF データマートにおけるデータ活用基盤要件策定業務 データマートの理想モデルの提案 

29 

が難しいため、サービス提供としての対価設定が望ましい。サービス契約において、データの正確性や精

度などの SLAを明確にするとともに、データ欠損時の補償（データが受け取れなかった場合の対価の返

金および受け取れなかったことによる二次的な損害等）についても明確にする必要がある＜11.4ポリシー

策定＞。また、データ利用者の過度の誤用を避けるため、SPF 運営者が事前に知りえた場合はそのような

誤用を避けるように啓蒙する必要がある。 
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10. SPF データマートにおける機能要件 

本項では、SPF データマートのアクター毎に提供すべき機能と付帯サービスを大別して一例を示す。 

 共通機能 

 アカウント登録申請 

SPF データマートにアカウント登録申請を行う。ユーザーはメールアドレス毎にアカウントが発行さ

れる。アカウント登録には SPF データマートの利用約款、個人情報保護方針への同意が求められる。 

 マイページ 

ユーザー毎に表示される。自身のユーザー情報に関する情報を確認・更新する。 

 ID・パスワード変更 

ユーザー自身で ID・パスワードを 

 ワンタイムパスワード発行 

メールアドレス有効性と登録者の本人確認にワンタイムパスワードを発行する。 

 サービス利用ガイド 

SPF データマートの利用方法を示す。 

 組織作成 

１法人に対し複数の部署・部門が「組織」として利用登録することができる。組織に対して ID とトー

クンが払い出され、サービスや情報プロダクツの利用状況は組織単位でモニタリングされる。 

 組織ユーザー登録 

１組織に複数ユーザーを登録することができる。 

 ワークフロー 

組織内でユーザー毎に管理権限と一般権限等の役割を付与し、組織としてサービス利用に必要な

決済管理を行う。。 

 利用中サービス表示 

組織が利用しているサービスや情報プロダクツ名を表示する。 

 データ利用量表示 

組織が利用しているデータ量やリクエスト回数を表示する。 

 請求決済状況表示 
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組織が利用している情報プロダクツ毎に請求金額、決済状況を表示する。 

 帳票作成・ダウンロード 

契約や請求支払いに関わる帳票をダウンロードする。 

 ダッシュボード 

システムやサービス管理者からのメッセージや各種利用状況の概要を表示する。 

 

 カスタマー向け機能 

 カタログ検索 

キーワードやカテゴリで情報プロダクツを検索・発見する。 

 カタログ詳細 

情報プロダクツ毎に詳細情報を表示する。仕様やライセンス情報を確認することができる。情報プ

ロダクツの仕様に応じて、サンプルデータの可視化/参照、Rest API をテスト実行することができる。サ

ービス運営者について問合せすることができる。また、利用期間等の条件を指定して見積書を自動作

成することができる。 

 トライアル利用 

サービス利用開始前に、一定期間、無償またはトライアル料金にて機能の一部を利用することがで

きる。 

 サンプルデータ取得 

情報プロダクツを購入する前に、情報プロダクツの一部を参照、または取得することができる。 

 利用申請 

ログイン後、情報プロダクツの利用を開始する。決済情報が登録されていない場合は、決済画面へ

誘導する。 

 情報プロダクツ取得機能 

情報プロダクツの利用はマスターデータの複製を利用する他、分析した結果を画面からユーザー

のローカル環境にエクスポートすることができる。また、配信型の情報プロダクツは自社環境やサービ

スに取り込むことができる。データ利用者の要望をもとに SPF データマートが加工分析を対応した成

果物を個別に提供される場合もある。データ提供方法は、Rest API/ファイルアップロード/S3/メディア

の他、ガバナンスで指定された方式に従う。ストリーミングデータは Rest APIで配信され、期間や時間

の単位、イベント処理の条件をパラメータで指定することができる。なお、配信形式の一例は他にも以

下の通り。 
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Pul 型・・・SPF データマートのサーバから、更新ファイルを定期的に取得する。 

Push 型・・・利用者側のサーバに対し、更新時に SPF データマートからファイルを送信する。 

マップ配信・・・利用者側の GIS システムにデータを表示する。 

 データ加工・分析機能（SPF データマートのアドオン機能） 

自社データをシステムに取り込み、情報プロダクツと統合してデータ加工・分析する。 

 データ可視化機能（SPF データマートのアドオン機能） 

自社データをシステムに取り込み、情報プロダクツと統合して可視化する。 

 データ連携機能（SPF データマートのアドオン機能） 

SPF データマートの API を利用、または手動でシステムにアップロードし、システムに取り組む。 

 帳票作成・ダウンロード 

各種帳票を作成しダウンロードする。 

 決済情報登録 

情報プロダクツを利用のため決済方法を選択する。請求代行サービスと連携する場合は提供され

る I/F を利用する。 

 請求額計算 

利用する機能や情報プロダクツのライセンス情報をもとに利用状況に応じて請求金額を算出する。 

 利用履歴 

利用した機能、情報プロダクツ、請求支払い状況の履歴を表示する。 

 問合せ／要望登録 

カタログで要求を満たす情報プロダクツが見つけられない場合、SPF データマートに対して問合せ

や情報プロダクツの開発要望を登録する。 

 サプライヤー向け機能  

 データ登録申請 

情報プロダクツの開発に資するデータ提供を申請する。 

 データ変換設定 

防災分野の専門機関として公共・民間問わず幅広いデータ活用ニーズが想定されることから、SPF

データマートとしてデータモデルや語彙を定義し、サプライヤー毎に異なるルールで生成されたデ

ータモデルを SPF データマート標準に変換する。 

 データ連携 



SPF データマートにおけるデータ活用基盤要件策定業務 データマートの理想モデルの提案 

33 

情報プロダクツの開発や作成時に SPF データマートに自社データを提供する。システム連携する

場合は VPN や IP 制限等の対策、SPF データマートから払い出された認証トークンを利用する。 

 データ保管 

SPF データマートのストレージを利用して自社データを保管・管理する。 

 入金口座登録 

情報プロダクツが利用された際に指定の割合で収益分配金が支払われるため、入金先口座を登

録する。 

 モニタリング 

開発に関わった情報プロダクツの利用状況、利用者、分配金の集計結果を確認する。 

 送金履歴 

分配金の送金履歴を表示する。 

 サービス管理者向け機能 

 データカタログ 

情報プロダクツの概要をカタログに登録し、カタログ情報を管理する。公共の組織が広くデータを公

開するためのデータカタログシステムは、オープンデータポータルに向けたオープンソースとして

CKAN13が用いられる。SPF データマートは SIP4D14のカタログ情報15の一部をカタログ掲載するため

に、SIP4D のカタログデータモデルに合わせた設計や連携仕様の要件の検討を要する。カタログを

CKAN で構築した場合、ハーベスティング機能により SIP4D とカタログ情報を相互共有することがで

きる。民間サービスでは、データカタログ構築においてこの限りではない。 

ただし、カタログデータモデルの設計にあたっては、W3C により公開されている Data Catalog 

Vocabulary (DCAT)16を参照し RDFのプロパティ、クラス、入力値などの定義を参考とすることが望まし

い。DCAT は Data.go.jp でも採用されており、用いることによりデータカタログの外部共有性/参照性を

高めることができる。なお、一般社団法人データ社会推進協議会からは、「データカタログ作成ガイド

ライン V2.1」17が公開されており、DCAT をベースにデータ取引や契約の観点を明確にした項目につ

いて検討がされている。表では W3CDCAT の定義を用いたカタログ項目を一例として示す。 

 

 

 
13 https://github.com/ckan/ckan 
14 https://www.sip4d.jp/ 
15 https://catalog.bosai.go.jp/ja/organization/sip4d 
16 https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/ 
17 https://data-society-alliance.org/survey-research/datacatalogguideline/ 
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表 2W3CDCAT を参考にしたカタログ項目の一例 

 項目名（和） クラス名 プロパティ名 定義 

1 カタログ名 dcat:Catalog dct:title カタログ一覧の名称,サイト URL 

2 カテゴリ dcat:Catalog dcat:theme カテゴリ分類 

3 カテゴリ分類体系 dcat:Catalog dcat:themeTaxonomy カテゴリ分類体系 

4 キーワード dcat:Dataset dcat:keyword カタログ検索する場合のキーワード 

5 市町村コード dcat:Dataset dct:spatial 全国地方公共団体コード 5桁目まで 

6 市町村名 dcat:Dataset dct:spatial 市町村名 

7 データ更新頻度 dcat:Dataset dcat:temporalResolution データ更新の単位（更新間隔） 

8 タイトル dcat:Distribution dct:title データセットのタイトル 

9 説明 dcat:Distribution dct:description データセットの説明 

10 利用条件 dcat:Distribution dct:accessRights 有償／無償 

11 金額 dcat:Distribution dct:accessRights 有償の場合の価格 

12 利用期間 dcat:Distribution dct:accessRights 利用日数（D） 

13 リクエスト回数上限 dcat:Distribution dct:accessRights APIのリクエスト回数上限 

14 形式 dcat:Distribution dct:conformsTo API形式、データ形式 

15 問合せ窓口 dcat:Distribution dcat:contactPoint 社名・部署名・問合せ先メールアドレス or URL 

16 公開日 dcat:Distribution dct:issued カタログを公開した日 

17 最終更新日時 dcat:Distribution dct:modified カタログを更新した日 

18 提供者 dcat:Resource dct:creator 組織名称,サイト URL 

19 カタログ ID dcat:Resource dct:identifier カタログの識別子（URIの一部） 

20 公開者 dcat:Resource dct:publisher データ流通基盤運営者 

21 言語 dcat:Resource dct:language テキスト値に使用される自然言語 

 CMS（Content Management System）機能 

カタログ公開サイトのコンテンツ管理を行う。CKAN は CMS 機能を持たずポータルサイト

（WordPress、Drupal 等）と並行運用が必要となる。なお、CMS 機能を持つ CKAN 互換のオープン

データカタログシステムとして Drupal をベースに DKAN18が開発、公開されている。 

 ユーザー情報検索 

アカウント登録されている組織・ユーザーを検索する。 

 仮登録ユーザー有効化 

トラスト機能と連携し、登録申請をしたユーザーのアクティベートを行う。 

 ユーザー新規登録 

サービス管理者用のユーザー新規登録機能。 

 ユーザー権限管理 

アクティベートされているユーザーに付与された権限を削除・変更する。ユーザーのサービス利用

状況によっては即時の削除・変更ができないようにシステム制御する。 

 管理者登録・権限管理 

管理者向けの権限は作業範囲を定義し、担当業務ごとに権限付与を行う。 

 データ利用状況表示 

 

 
18 https://getdkan.org/ 
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どの情報プロダクツがどのユーザーに利用されているか確認する。 

 契約管理 

API 利用期間、データ利用条件、提供データの概要、取引金額などユーザー毎の利用履歴を管

理する。サプライヤー企業への入金額計算は、手数料の率を登録し、自動計算とする。請求代行サ

ービスが設定画面を提供している場合がある。 

 請求管理 

カスタマー企業のデータ利用状況に応じて料金を請求する。カスタマー企業の請求情報の確認、

会計システムとの連携。請求代行サービスが提供している場合がある。 

 送金管理 

データ利用状況に応じて、サプライヤー企業に分配金を送金する。サプライヤー企業への送金情

報の確認、会計システムとの連携を行う。送金処理は、銀行システムを利用して対応することができる。 

 メッセージ送信 

システム内で管理者からユーザー向けにメッセージを送信することができる。宛先指定、宛先の属

性指定、送信予約、定期送信、ファイル添付を行う。 

 アクセス解析 

ユーザーのサイト動線やコンバージョン率などを計測する。 

 効果検証 

アクセス解析により、データカタログの表示や動線の最適化のため、表示の AB テストを行い、表示

改善を行うことができる。 

 データ変換設定 

防災分野の専門機関として公共・民間問わず幅広いデータ活用ニーズが想定されることから、SPF

データマートとしてデータモデルや語彙を定義し、標準化されたデータ提供が可能であることを想

定。 

 ログ管理 

ユーザーのアクセスログ、サーバログを確認する。 

 決済管理機能 

請求支払業務は、請求代行サービスにアウトソースすることができ、請求先の決済情報等の機微情

報を保持しなくて良いなどのメリットがある。ユーザーにとっても、銀振やクレカ決済等支払い方法を

選択できるサービスもあるため利便性は高い。請求代行サービスを利用する場合は、請求代行サー

ビス側の API との連携が必要。請求代行サービスの選定にあたっては法人利用を想定して選定を行

う。 

 トラスト機能 
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カスタマー企業、サプライヤー企業のアカウント登録を有効化する作業には、第三者認証機関の認

証情報により存在確認を行う。IｄP の活用もそのひとつとして考えられる。 

 データ管理 

データの統合、パイプライン管理、メタデータ生成等、組織的に正確なデータ管理を行うための機

能。マスターデータ管理（MDM：Master Data Management）と言われる。 

 権限管理 

データカタログ、実データの可視化、取得など、ユーザーの情報プロダクツや画面へのアクセスを

管理する。アクセス認可の処理は運用ルールに基づき、⑦や⑧も踏まえて判断される。 

 

 付帯サービス（防災情報プラットフォームとして提供するサービスを含む） 

 データ変換サービス 

防災分野の専門機関として公共・民間問わず幅広いデータ活用ニーズが想定されることから、SPF

データマートとしてデータモデルや語彙を定義し、標準化されたデータ提供が可能であることを想

定。サプライヤー独自のデータフォーマットを SPF データマートのルールに則って変換するサービ

ス。データ基盤ではデータ変換機能の一例として Apache Spark や Apache NiFi19が用いられる。 

 情報プロダクツ開発支援 

サプライヤー企業のデータを防災関連データとして価値化するサービス。 

 データ統合・分析支援 

カスタマー企業のデータ統合・分析作業を代行して行うサービス。成果物（派生データ）はカスタマ

ー企業の資産とする。 

 秘密計算サービス 

秘密計算技術20を用いて、サプライヤー企業から提供される個人情報保護法にあたらない産業デ

ータをはじめとする情報プロダクツをカスタマー企業に開示せずに秘匿的に特定分析した結果のみ

を提供する。 

 データ調達サービス 

カスタマー企業が求めるユースケースに見合うデータを、カスタマー企業に代わり調達するサービ

ス。 

 

 
19 https://nifi.apache.org/ 
20 https://www.rd.ntt/sil/project/sc/secure_computation.html 
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 ユーザーサポート 

SPF データマートを利用するユーザーに、利用方法のレクチャや障害対応をサポートするサービス。 
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11. 非機能要件 

 非機能要件（案） 

情報処理推進機構（IPA）の「非機能要求グレード 2018」21に基づき、SPF データマートにおける非機能

要件（案）を以下に示す。非機能要求グレードにおけるシステム分類は、SPF データマートの特徴、機能要

件、ユーザーニーズに基づき、「社会的影響が限定されるシステム」を基準としつつ、各項目において、よ

り具体化したユースケースに沿って、非機能要件のグレードを定めていく必要性がある。 

 

（参考）情報処理推進機構（IPA）の「非機能要求グレード 2018」 「社会的影響が限定されるシステム」 

 

 

21
 参照：システム構築の上流工程強化（非機能要求グレード） 

https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent03-b.html 

 

図 19 情報処理推進機構（IPA）の「非機能要求グレード 2018」 

https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent03-b.html
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⚫ モデルシステムの概要 

企業活動の基盤となるシステムで、その機能が低下又は利用不可能な状態に陥った場合、当該企業活

動に多大の影響を及ぼすと共に取引先や顧客等の外部利用者に影響を及ぼすもの。ここでは企業内ネッ

トワークに限定した基幹システムを想定している 

 

⚫ 可用性 

➢ 稼働率：1 年間で 1 時間程度の停止まで許容できる（稼働率 99.99％） 

➢ 目標復旧水準：データのリカバリを伴う復旧では、1 営業日以内での復旧が目標水準となる 

➢ 大規模災害：大規模災害時は、1 週間以内での復旧を目指す 

⚫ 性能・拡張性 

➢ 性能目標：性能面でのサービスレベルが規定されている 

➢ 拡張性：システムの拡張計画が決められている 

⚫ 運用・保守性 

➢ 運用時間：夜間のバッチ処理完了後、業務開始までの若干の停止時間を確保する 

➢ バックアップ：システム全体のバックアップを日次で自動的に取得する 

➢ 運用監視：アプリケーションの各教務機能が正常に稼働しているかどうか監視を行う 

➢ マニュアル：サービスデスクを設置してメンテナンス作業も行うため、運用マニュアルとともに保

守マニュアルを用意する 

➢ メンテナンス：日中の運用に影響しなければ、システムを停止してメンテナンス作業をおこなっ

てもよい 

⚫ 移行性 

➢ 移行方式の規定：業務の効率化を目指し、積極的に統合化やアプリケーションの変更を行う。

システムの切り替えは一斉に行う 

➢ 移行スケジュール：移行のためのシステム停止は可能である 

➢ 設備・データ：設備やデータの変更がある 

⚫ セキュリティ 

➢ 重要資産の公開範囲：セキュリティ対策を施すべき重要な資産を保有しているが、特定の相手

とのみ繋がっている 

⚫ システム環境・エコロジー 

➢ 制限：法律や条例などの制限が多少ある 

➢ 耐震：耐震は通常レベルの対策が必要である 
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 契約書案 

SPF データマートでは、7.コンセプトでも述べた通り、原則としてサービス利用約款、レベニューシェア型

契約の雛形が用いられて契約業務が行われるものとする。本項では、経済産業省が公表している「AI・デ

ータの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版 データ編22」の契約類型に基づく契約条例をもとに作成した、

サプライヤー企業と SPFデータマート間における契約書雛形をデータ提供契約の例を別添 1に示す。SPF

データマートで作成すべき契約書、約款モデルは、実際に事業としてサービス内容を明確化する際にお

いて、SPF データマートの法務部門、顧問弁護士等により作成されるものとする。 

 料金設定 

SPF データマートのサービス利用料金の考え方について、以下に整理する。 

表 3 サービス料金モデル設定の考え方 

課金対象 料金形態 

データセット 定価・単価 

 

定価を定め、利用期間やデータ量等の条件に応じて請求金額

が算出される。 

個別交渉 利用者ごとの利用目的やデータ量、加工の要望に対応し、見

積金額を提示し、データ提供条件について両者で合意する。 

API 定価・単価 

 

API の仕様によるが、利用条件（利用期間・リクエスト回数）に対

し固定価格を設定する。 

従量課金／サブスクリプション 利用したデータ量やリクエスト回数に応じて課金する。また、ライ

センス毎にデータ量上限を定めその範囲で APIを利用する。 

機能 サブスクリプション 機能範囲ごとにライセンスを販売する。ライセンス毎に月額利用

料／年間利用料を設定する。 

サービス 個別交渉 利用者から委託される業務に応じて見積金額を提示し、サービ

ス提供条件について両者で合意する。 

 

 ポリシー策定と運用 

防災に関する情報プロダクツを提供する SPF データマートは、カスタマー企業による安全で適切なサー

ビス利用環境を提供するために、ユーザーが情報プロダクツを利用した結果の責任について、プラットフォ

ームとして担保する範囲を利用約款や契約書に定めなければならない。免責事項等これらの策定には、リ

スク分析の専門家や法的アドバイザーを交えて検討を行う。また、デジタル庁および内閣府知的財産戦略

 

 
22 https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001.html 
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推進事務局とりまとめによる「プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装ガイダンス ver1.023」で

は、プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装について、アジャイル・ガバナンスの必要性が提

言されており、本ガイダンスを参照することで、プラットフォームにおけるリスク分析・ポリシー設定の方法、

ルール設計・運用・評価の手順などに従い、SPF データマートとしてポリシー策定を行うことができる。 

なお、有識者会合においては、「防災データ」に対して緊急性や即時性への対応に期待が集まる一方

で、SLA（サービスレベルアグリーメント）の難しさが議論された。緊急時やリアルタイムの防災データ利用

への期待について、SPF としてサービス設計の検討が求められる。 

 

 

 
23 https://www.digital.go.jp/policies/posts/data_strategy 

図 20  PF におけるデータ取扱いルールと PF 運営者及び PF ユーザー各々のガバナンス 

（「プラットフォームにおけるデータ取扱いルールの実装ガイダンス ver1.0」より引用） 
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別添 
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