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Part. 1  台湾台湾台湾台湾におけるにおけるにおけるにおけるOpen Dataのののの発展状況発展状況発展状況発展状況

Part. 2  Open Data基盤基盤基盤基盤によるによるによるによる起業活動変革起業活動変革起業活動変革起業活動変革のののの可能性可能性可能性可能性
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新新新新たなたなたなたな経済経済経済経済のののの巨大趨勢巨大趨勢巨大趨勢巨大趨勢：：：：Data EconomyData EconomyData EconomyData Economy

オープンデータオープンデータオープンデータオープンデータのののの流流流流れをもたらすれをもたらすれをもたらすれをもたらす情報通信技術環境情報通信技術環境情報通信技術環境情報通信技術環境 ――――

Cloud Computing, Big Data, Linked Data, Mobile tech.

欧州委員会欧州委員会欧州委員会欧州委員会ニーリーニーリーニーリーニーリー・・・・クロエスクロエスクロエスクロエス副委員長副委員長副委員長副委員長「「「「データデータデータデータはははは21212121世紀世紀世紀世紀のののの経済成長経済成長経済成長経済成長をををを動動動動

かしかしかしかし、、、、イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションとととと雇用雇用雇用雇用をををを創造創造創造創造するするするする新新新新たなたなたなたな燃料燃料燃料燃料であるであるであるである」」」」（（（（Open data can Open data can Open data can Open data can 

be fuel for innovation, growth and job creationbe fuel for innovation, growth and job creationbe fuel for innovation, growth and job creationbe fuel for innovation, growth and job creation））））

2

米国米国米国米国Data.gov
（（（（2009年設立年設立年設立年設立））））

米国米国米国米国Data.gov
（（（（2009年設立年設立年設立年設立））））

� 2011201120112011年年年年ににににアクセスアクセスアクセスアクセスがががが2222億回億回億回億回をををを突突突突

破破破破しししし、、、、データデータデータデータののののストックストックストックストックはははは40404040億億億億

セットセットセットセットにににに達達達達したしたしたした。。。。

� 生生生生まれたまれたまれたまれたアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションはははは

1,1461,1461,1461,146種類種類種類種類（（（（うちうちうちうち、、、、市民市民市民市民がががが236236236236種種種種

類類類類のののの作成作成作成作成にににに貢献貢献貢献貢献））））

� モバイルアプリモバイルアプリモバイルアプリモバイルアプリはははは85858585個個個個

� 2011201120112011年年年年ににににアクセスアクセスアクセスアクセスがががが2222億回億回億回億回をををを突突突突

破破破破しししし、、、、データデータデータデータののののストックストックストックストックはははは40404040億億億億

セットセットセットセットにににに達達達達したしたしたした。。。。

� 生生生生まれたまれたまれたまれたアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションはははは

1,1461,1461,1461,146種類種類種類種類（（（（うちうちうちうち、、、、市民市民市民市民がががが236236236236種種種種

類類類類のののの作成作成作成作成にににに貢献貢献貢献貢献））））

� モバイルアプリモバイルアプリモバイルアプリモバイルアプリはははは85858585個個個個

EU「「「「公共部門情報公共部門情報公共部門情報公共部門情報（（（（P.S.I.）」）」）」）」

（（（（27のののの会員国会員国会員国会員国））））

EU「「「「公共部門情報公共部門情報公共部門情報公共部門情報（（（（P.S.I.）」）」）」）」

（（（（27のののの会員国会員国会員国会員国））））

� 新規市場規模新規市場規模新規市場規模新規市場規模はははは2008200820082008年年年年のののの280280280280億億億億ユーロユーロユーロユーロかかかか

らららら2010201020102010年年年年にはにはにはには320320320320億億億億ユーロユーロユーロユーロにににに拡大拡大拡大拡大。。。。波及効波及効波及効波及効

果果果果はははは1,4001,4001,4001,400億億億億ユーロユーロユーロユーロとととと見積見積見積見積もられるもられるもられるもられる。。。。

� マッキンゼーマッキンゼーマッキンゼーマッキンゼー社社社社ははははPSIPSIPSIPSI関連関連関連関連のののの総生産総生産総生産総生産がががが毎年毎年毎年毎年

約約約約3,0003,0003,0003,000米米米米ドルドルドルドルにににに達達達達するとするとするとすると予測予測予測予測しているしているしているしている。。。。

� オランダオランダオランダオランダ政府政府政府政府はははは2008200820082008年年年年にににに「「「「地質情報地質情報地質情報地質情報」」」」をををを公公公公

開開開開しただけでしただけでしただけでしただけで15,00015,00015,00015,000人人人人のののの関連関連関連関連サービスサービスサービスサービスのののの雇雇雇雇

用機会用機会用機会用機会をををを創出創出創出創出したしたしたした。。。。

� 新規市場規模新規市場規模新規市場規模新規市場規模はははは2008200820082008年年年年のののの280280280280億億億億ユーロユーロユーロユーロかかかか

らららら2010201020102010年年年年にはにはにはには320320320320億億億億ユーロユーロユーロユーロにににに拡大拡大拡大拡大。。。。波及効波及効波及効波及効

果果果果はははは1,4001,4001,4001,400億億億億ユーロユーロユーロユーロとととと見積見積見積見積もられるもられるもられるもられる。。。。

� マッキンゼーマッキンゼーマッキンゼーマッキンゼー社社社社ははははPSIPSIPSIPSI関連関連関連関連のののの総生産総生産総生産総生産がががが毎年毎年毎年毎年

約約約約3,0003,0003,0003,000米米米米ドルドルドルドルにににに達達達達するとするとするとすると予測予測予測予測しているしているしているしている。。。。

� オランダオランダオランダオランダ政府政府政府政府はははは2008200820082008年年年年にににに「「「「地質情報地質情報地質情報地質情報」」」」をををを公公公公

開開開開しただけでしただけでしただけでしただけで15,00015,00015,00015,000人人人人のののの関連関連関連関連サービスサービスサービスサービスのののの雇雇雇雇

用機会用機会用機会用機会をををを創出創出創出創出したしたしたした。。。。
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2013201320132013 年年年年4444月月月月Data.gov.twData.gov.twData.gov.twData.gov.tw のののの公開予定公開予定公開予定公開予定（（（（組織改革組織改革組織改革組織改革によりによりによりにより延期延期延期延期かかかか））））

� 2010201020102010年年年年にににに「「「「青平台青平台青平台青平台基金会基金会基金会基金会」」」」がががが青年青年青年青年のののの公共参加意識公共参加意識公共参加意識公共参加意識のののの情勢情勢情勢情勢をををを目的目的目的目的にににに

オープンデータオープンデータオープンデータオープンデータをををを推進推進推進推進したしたしたした

� 2009200920092009年年年年ののののモーラコットモーラコットモーラコットモーラコット台風台風台風台風（（（（台風台風台風台風8888号号号号））））によるによるによるによる災害救援災害救援災害救援災害救援にににに、、、、民間民間民間民間のののの

オープンデータオープンデータオープンデータオープンデータのののの流通効率流通効率流通効率流通効率のののの有用性有用性有用性有用性がががが確認確認確認確認されたされたされたされた

� 2008200820082008年年年年にににに「「「「台湾台湾台湾台湾Open Street MapOpen Street MapOpen Street MapOpen Street Map」」」」がががが始始始始まるまるまるまる

� 目標目標目標目標：：：：データデータデータデータととととICTICTICTICT技術技術技術技術のののの融合融合融合融合によるによるによるによる国民全体国民全体国民全体国民全体のののの革新革新革新革新とととと起業起業起業起業のののの加速加速加速加速、、、、社会福祉増強社会福祉増強社会福祉増強社会福祉増強

� 重点重点重点重点：：：：台湾台湾台湾台湾ののののICTICTICTICTとととと電子政府電子政府電子政府電子政府のののの優位性優位性優位性優位性をををを基礎基礎基礎基礎にににに、、、、ICTICTICTICT産業産業産業産業のののの新新新新たなたなたなたな商機商機商機商機をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす

2012 2012 2012 2012 年年年年1111月月月月18181818日日日日にににに行政院行政院行政院行政院（（（（内閣内閣内閣内閣））））科学技術会報室科学技術会報室科学技術会報室科学技術会報室がががが「「「「我我我我がががが国国国国のののの公開公開公開公開デーデーデーデー

タタタタ付加価値創出推進戦略会議付加価値創出推進戦略会議付加価値創出推進戦略会議付加価値創出推進戦略会議」」」」をををを開催開催開催開催

2012201220122012 年年年年8888月月月月全国工業総会白書全国工業総会白書全国工業総会白書全国工業総会白書

� 中小企業中小企業中小企業中小企業ののののICTICTICTICT技術活用技術活用技術活用技術活用のののの支援拡大支援拡大支援拡大支援拡大とそれによるとそれによるとそれによるとそれによる企業価値企業価値企業価値企業価値ののののイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション

� 中小企業中小企業中小企業中小企業データベースデータベースデータベースデータベースのののの推進推進推進推進とととと応用応用応用応用によるによるによるによる消費者層消費者層消費者層消費者層のののの拡大拡大拡大拡大とととと信頼獲得信頼獲得信頼獲得信頼獲得

民間民間民間民間のののの
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2011 2011 2011 2011 年年年年9999月月月月にににに台北市政府台北市政府台北市政府台北市政府がががが「「「「Data.TaipeiData.TaipeiData.TaipeiData.Taipei台北市政府台北市政府台北市政府台北市政府データデータデータデータ開放開放開放開放プラットプラットプラットプラット

フォームフォームフォームフォーム」」」」をををを設立設立設立設立しししし、、、、台湾台湾台湾台湾でででで初初初初のののの政府部門政府部門政府部門政府部門ののののOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data事例事例事例事例となったとなったとなったとなった

台湾台湾台湾台湾ののののOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data（（（（最近最近最近最近のののの動向動向動向動向））））

3
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台湾台湾台湾台湾ののののOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data（（（（整備整備整備整備のののの現状現状現状現状））））

4

国国国国 イギリスイギリスイギリスイギリス アメリカアメリカアメリカアメリカ 台湾台湾台湾台湾

法的

根拠

•2003/98/EC指令(EU)：範囲、

料金規定、再利用・取得・公

平競争・知的財産ガイドライ

ン

•情報公開法

•オープンガバメント指令（Open 

Government Directive）：政府

業務の透明化、国民参加、協

働促進に関して連邦政府予算

及び相応施策を要求

•政府情報公開法

•費用規定方

•行政院及び各所属機関のモバイ

ルサービスに関する規定

主管

機関

Power of Information 

Taskforce（内閣直属）

ホワイトハウス 上級主管組織なし（行政院研考会

が計画を評価、各省庁が独自実施）

主要

政策

•デジタルアジェンダ(EU)

•成長計画

•オープンデータ実現計画

•デジタル政府戦略

•Presidential Innovation Fellows

Program

•デジタル・アーカイブ計画（コンテン

ツ整備に特化。2009年にコンテン

ツアーカイブの商用プラッチフォー

ムは整備済み）

これ

まで

の成

果

•2010年に Data.gov.uk供与開

始。7500以上のデータセット

•多元的なビジネスモデルへ

の活用

•国民のオープンデータ改訂

への参加原則。同時にプライ

バシーに関する独立審査

•2011年に米国と Open 

Government Partnership関

係を締結

•2009年にData.gov供与開始。

170以上の政府部門のデータ公

開

•2012年Data.govのアクセスが2

億回を超える。1,146のアプリ

ケーションのうち、236は市民作

成。モバイルアプリも85種類

•公共部門が継続的にオープンデー

タに取組み、再利用を推進。

•交通省、気象局、衛生局、環境保

護署は全国の高等専門学校や社

会人を含めたコンテスト開催。

•文化部の芸術文化資源開放計画

•台北市政府のオープンデータプ

ラットフォーム

� 台湾の公共部門は省庁別の取組みを進めている段階で

統合的な活用はまだ不便な状況。モデル的な実証は

あるが、事業の育成・指導経験は未成熟である
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台湾台湾台湾台湾ののののOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data（（（（発展発展発展発展のののの基礎基礎基礎基礎））））

一一一一、、、、台湾台湾台湾台湾はははは早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学ののののthe 2012 World ethe 2012 World ethe 2012 World ethe 2012 World e----Government RankingGovernment RankingGovernment RankingGovernment Rankingでででで、、、、世界世界世界世界

ののののトップテントップテントップテントップテンににににランクランクランクランクされているようにされているようにされているようにされているように、、、、多多多多くのくのくのくの公共公共公共公共データデータデータデータははははデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化

されているされているされているされている。。。。

5

2012

No Final Rankings Score

1 Singapore 93.8

2 USA 93.8

3 Korea 91.5

4 Finland 88.7

5 Denmark 86.5

6 Sweden 84.1

7 Australia 82.8

8 Japan 81.5

9 UK 81.0

10 Taiwan ; 
Canada

80.1

2011

No Final Rankings Score

1 Singapore 92.14

2 USA 92.13

3 Sweden 88.3

4 Korea 87.5

5 Finland 86.9

6 Japan 86.8

7 Canada 85.1

8 Estonia 84.1

9 Belgium 83.5

10 UK ; Denmark 82.4

13 Taiwan 79.3

2010

No Final Rankings Score

1 Singapore 83.2

2 UK 83

3 USA 83

4 Canada 79.7

5 Australia 79.0

6 Japan 76.8

7 Korea 76.5

8 Germany 76.4

9 Sweden 74.7

10 Taiwan ; Italy 74.4

データ出所：早稲田大学電子政府・自治体研究所 the 2010-2012 World e-Government Ranking
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台湾台湾台湾台湾ののののOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data（（（（発展発展発展発展のののの基礎基礎基礎基礎））））

二二二二、、、、現在台湾現在台湾現在台湾現在台湾のののの「「「「防災救助防災救助防災救助防災救助データシステムデータシステムデータシステムデータシステム」「」「」「」「国土情報国土情報国土情報国土情報システムシステムシステムシステム」」」」などはなどはなどはなどは、、、、四四四四

つつつつ星基準星基準星基準星基準をををを満満満満たしておりたしておりたしておりたしており、、、、5555つつつつ星星星星のののの目標目標目標目標にににに向向向向かってかってかってかって整備整備整備整備をををを進進進進めているめているめているめている。。。。

6

元

ﾃﾞｰﾀ

元

ﾃﾞｰﾀ

ﾃﾞｰﾀ

分析

ﾃﾞｰﾀ

分析
DBDB

変換変換変換変換

I/F

変換変換変換変換

I/F

WebWeb ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀPF
OGDI.MS

ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀPF
OGDI.MS

ﾃﾞｰﾀ/ｻｰﾋﾞ

ｽの切出し

ﾃﾞｰﾀ/ｻｰﾋﾞ

ｽの切出し

オープンライセンス

でWebに公開

編集可能なフォーマットで公開

オープンなフォーマットで公開

（CSVやXMLなど）

Metadataに

変換

Metadataに

変換

形式変換

RDF(UTF8)

形式変換

RDF(UTF8)

資源の識別

URIs

資源の識別

URIs

語彙の組み

込み

語彙の組み

込み

意味を含め

たリンク

意味を含め

たリンク

ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀPF

D2R.LOD2

ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀPF

D2R.LOD2

ﾃﾞｰﾀ/ｻｰﾋﾞｽ

の切出し

ﾃﾞｰﾀ/ｻｰﾋﾞｽ

の切出し

外部との意

味でのﾘﾝｸ

外部との意

味でのﾘﾝｸ

W3C形式で公開、人/

マシンとも活用可能

ネット上の他の関連

情報とのつながり
出所：工業技術研究院（2011）

大多数大多数大多数大多数のののの台湾政府台湾政府台湾政府台湾政府DBのののの整備段階整備段階整備段階整備段階

一部一部一部一部のののの政府政府政府政府DBDBDBDBはははは達成達成達成達成
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2011年の売上高
2011年の売上高

総額約総額約総額約総額約1.51.51.51.5億台湾元億台湾元億台湾元億台湾元（（（（約約約約4.74.74.74.7億円億円億円億円））））

地方政府地方政府地方政府地方政府：：：：民間業者民間業者民間業者民間業者＝＝＝＝78 : 2278 : 2278 : 2278 : 22

総額約総額約総額約総額約1.51.51.51.5億台湾元億台湾元億台湾元億台湾元（（（（約約約約4.74.74.74.7億円億円億円億円））））

地方政府地方政府地方政府地方政府：：：：民間業者民間業者民間業者民間業者＝＝＝＝78 : 2278 : 2278 : 2278 : 22

台湾台湾台湾台湾ののののOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data（（（（現在現在現在現在のののの成果成果成果成果））））

7

注：「北北桃」は台北市、新北市と桃園県を指す

「「「「北北桃地政情報北北桃地政情報北北桃地政情報北北桃地政情報」」」」プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームをををを例例例例にににに
「「「「北北桃地政情報北北桃地政情報北北桃地政情報北北桃地政情報」」」」プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームをををを例例例例にににに

� データデータデータデータのののの内容内容内容内容：：：：３３３３つのつのつのつの直轄市直轄市直轄市直轄市のののの資料資料資料資料內內內內容容容容：：：：地理情報地理情報地理情報地理情報、、、、土地利用土地利用土地利用土地利用やややや行政事務行政事務行政事務行政事務データデータデータデータをををを

統合統合統合統合プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームでででで提供提供提供提供。。。。県県県県・・・・市市市市ややややシステムシステムシステムシステムのののの境界境界境界境界をまたぐをまたぐをまたぐをまたぐシステムシステムシステムシステム

� 整備整備整備整備のののの目的目的目的目的：：：：３３３３区域内区域内区域内区域内でででで流動流動流動流動するするするする通勤者通勤者通勤者通勤者、、、、居住者居住者居住者居住者にににに対対対対してしてしてして、、、、不動産不動産不動産不動産のののの売買売買売買売買やややや賃貸賃貸賃貸賃貸、、、、まままま

たはたはたはたは日常生活日常生活日常生活日常生活にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供

� 運営運営運営運営モデルモデルモデルモデル：：：：３３３３地方政府地方政府地方政府地方政府ががががデータメンテナンスデータメンテナンスデータメンテナンスデータメンテナンスをををを行行行行うううう。。。。システムサービスシステムサービスシステムサービスシステムサービスはははは民間民間民間民間がががが受受受受

託運営託運営託運営託運営。。。。

� 課金方式課金方式課金方式課金方式：：：：ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント20202020元元元元////ページページページページ、、、、画像画像画像画像10101010元元元元////人人人人・・・・個個個個

� データデータデータデータのののの内容内容内容内容：：：：３３３３つのつのつのつの直轄市直轄市直轄市直轄市のののの資料資料資料資料內內內內容容容容：：：：地理情報地理情報地理情報地理情報、、、、土地利用土地利用土地利用土地利用やややや行政事務行政事務行政事務行政事務データデータデータデータをををを

統合統合統合統合プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームでででで提供提供提供提供。。。。県県県県・・・・市市市市ややややシステムシステムシステムシステムのののの境界境界境界境界をまたぐをまたぐをまたぐをまたぐシステムシステムシステムシステム

� 整備整備整備整備のののの目的目的目的目的：：：：３３３３区域内区域内区域内区域内でででで流動流動流動流動するするするする通勤者通勤者通勤者通勤者、、、、居住者居住者居住者居住者にににに対対対対してしてしてして、、、、不動産不動産不動産不動産のののの売買売買売買売買やややや賃貸賃貸賃貸賃貸、、、、まままま

たはたはたはたは日常生活日常生活日常生活日常生活にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供

� 運営運営運営運営モデルモデルモデルモデル：：：：３３３３地方政府地方政府地方政府地方政府ががががデータメンテナンスデータメンテナンスデータメンテナンスデータメンテナンスをををを行行行行うううう。。。。システムサービスシステムサービスシステムサービスシステムサービスはははは民間民間民間民間がががが受受受受

託運営託運営託運営託運営。。。。

� 課金方式課金方式課金方式課金方式：：：：ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント20202020元元元元////ページページページページ、、、、画像画像画像画像10101010元元元元////人人人人・・・・個個個個
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期待期待期待期待しているしているしているしている事例事例事例事例：：：：Data.TaipeiData.TaipeiData.TaipeiData.Taipei

台北市政府台北市政府台北市政府台北市政府はははは2011201120112011年年年年3333月月月月ににににアジアアジアアジアアジア地区地区地区地区ではではではでは先行的先行的先行的先行的ににににOpen DataOpen DataOpen DataOpen Dataをををを推進開始推進開始推進開始推進開始

1.1.1.1. モバイルデバイスモバイルデバイスモバイルデバイスモバイルデバイス向向向向けけけけアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションニーズニーズニーズニーズへへへへのののの対対対対応応応応

2.2.2.2. 2009200920092009年年年年にににに実験実験実験実験的的的的にににに開始開始開始開始したしたしたした「「「「台北台北台北台北観光観光観光観光地地地地図図図図（（（（MOTAMOTAMOTAMOTA））））ナビサービスナビサービスナビサービスナビサービス」」」」ににににおおおおいていていていて、、、、公共情公共情公共情公共情

報報報報のののの更更更更新新新新にににに対対対対するするするするリアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム同期同期同期同期ののののニーズニーズニーズニーズがががが新新新新たにたにたにたに発発発発生生生生

3.3.3.3. 2009200920092009年年年年のののの急速急速急速急速ななななOpen DataOpen DataOpen DataOpen Dataのののの流流流流れにれにれにれに乗乗乗乗りりりり、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの協働経験協働経験協働経験協働経験をををを実現実現実現実現したいしたいしたいしたい意向意向意向意向

8

情報局

（台北市政府）

情報局

（台北市政府）

各部局に開放可

能データを照会

各部局に開放可

能データを照会

開放意志のある

組織から実証

開放意志のある

組織から実証

2010年より注視

Data.Taipei開始Data.Taipei開始

台北市政府台北市政府

実証成果の

拡散・伝播
2011.3

2011.9

[2011] App Star開発コンテスト（ハッカソン）[2011] App Star開発コンテスト（ハッカソン）

[2012] 全国大学・専門学校開発コンテスト

-台北生活利便性サービスアプリケーション

[2012] 全国大学・専門学校開発コンテスト

-台北生活利便性サービスアプリケーション

[2012] 台北国際デジタルコンテンツデザインコンテスト

-台北市政府オープンデータ活用大賞

[2012] 台北国際デジタルコンテンツデザインコンテスト

-台北市政府オープンデータ活用大賞

全面始動

意思決定

� 67676767項目項目項目項目ののののOpen Open Open Open 

DataDataDataDataをををを活用活用活用活用（（（（52%52%52%52%））））

� 10101010以上以上以上以上ののののモバイルモバイルモバイルモバイル

アプリアプリアプリアプリがががが生生生生まれたまれたまれたまれた

[2012] YAHOO Open Hack Day[2012] YAHOO Open Hack Day

内部規定：

データ公開後１年間

活用されていないも

ののみ部局が独自

でアプリ開発可能

内部規定：

データ公開後１年間

活用されていないも

ののみ部局が独自

でアプリ開発可能
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データデータデータデータ分類分類分類分類
セット

公共安全公共安全公共安全公共安全 10101010

文化文化文化文化芸術芸術芸術芸術 9999

交通交通交通交通運輸運輸運輸運輸 26262626

行政行政行政行政////政治政治政治政治 7777

居住建築居住建築居住建築居住建築 2222

健康健康健康健康 7777

商業経済商業経済商業経済商業経済 4444

教育教育教育教育 9999

統計統計統計統計データデータデータデータ 1111

施設施設施設施設 59595959

環境保護環境保護環境保護環境保護 33333333

合計合計合計合計 164164164164

オープンオープンオープンオープン項項項項目目目目

2012年6月現在

2012.6現在、毎月平均49,000人回使用されている。多くはApps

ポータルからアプリをダウンロードして利用しているので、デー

タの利用は数倍以上の規模に達する。

期待期待期待期待しているしているしているしている事例事例事例事例：：：：Data.TaipeiData.TaipeiData.TaipeiData.Taipei
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期待期待期待期待しているしているしているしている事例事例事例事例：：：：Data.TaipeiData.TaipeiData.TaipeiData.Taipei

10

台北好好騎台北好好騎台北好好騎台北好好騎FreeBike

台北愛媽台北愛媽台北愛媽台北愛媽咪咪咪咪

Happy Mom and Baby in Taipei

慢慢慢慢步步步步台北台北台北台北
台北市政府台北市政府台北市政府台北市政府「「「「クリクリクリクリエエエエイテイテイテイティブィブィブィブ街街街街区区区区」」」」プロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトにににに合合合合わせわせわせわせたたたたアアアア

プリプリプリプリ。。。。クリクリクリクリエエエエイテイテイテイティブィブィブィブなななな建築物建築物建築物建築物ややややショップショップショップショップめめめめぐぐぐぐりりりりにににに活用活用活用活用可能可能可能可能。。。。

またまたまたまた、、、、写真写真写真写真ののののアップロードアップロードアップロードアップロードやややや改善点改善点改善点改善点をををを政府政府政府政府にににに通通通通知知知知・・・・提提提提案案案案すすすす

るるるるここここともともともとも可能可能可能可能。。。。

台北台北台北台北のののの乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児をををを持持持持つつつつ母親母親母親母親のたのたのたのためめめめにににに開開開開発発発発されたされたされたされたアプリアプリアプリアプリ。。。。公公公公

共共共共のののの授乳授乳授乳授乳室室室室のののの場場場場所所所所をををを特定特定特定特定ででででききききるるるる。。。。

台北台北台北台北ののののレレレレンタサイクルンタサイクルンタサイクルンタサイクル政策政策政策政策““““YouBikeYouBikeYouBikeYouBike””””ににににあわせあわせあわせあわせててててデデデデザザザザインインインイン

されたされたされたされたアプリアプリアプリアプリ。。。。付付付付近近近近のののの貸出場貸出場貸出場貸出場所所所所のののの検索検索検索検索がががが可能可能可能可能。。。。またまたまたまた、、、、30303030分分分分

間間間間無無無無料料料料なのでなのでなのでなので、、、、30303030分以分以分以分以内内内内にににに乗乗乗乗りりりり換換換換ええええるたるたるたるためめめめののののルートルートルートルート計計計計画画画画もももも

可能可能可能可能。。。。健康健康健康健康、、、、環環環環境境境境保護保護保護保護、、、、CO2CO2CO2CO2削減削減削減削減をををを目的目的目的目的にににに作作作作られたられたられたられた。。。。
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まだまだまだまだまだまだまだまだ台湾台湾台湾台湾ではこのようなではこのようなではこのようなではこのような状況状況状況状況がががが・・・・・・・・・・・・

11

想像想像想像想像できるかもしれませんができるかもしれませんができるかもしれませんができるかもしれませんが・・・・・・・・・・・・

公共公共公共公共データデータデータデータをををを数多数多数多数多くくくく保持保持保持保持しているしているしているしている公務員公務員公務員公務員（（（（あるいはあるいはあるいはあるいは外郭外郭外郭外郭

組織組織組織組織のののの職員職員職員職員））））がががが、、、、あるあるあるある日日日日のののの定例会議定例会議定例会議定例会議でででで上司上司上司上司にににに突然突然突然突然「「「「政政政政

府府府府ががががオープンデータオープンデータオープンデータオープンデータをををを進進進進めることをめることをめることをめることを決決決決めているのでめているのでめているのでめているので、、、、

我我我我々々々々もそれにもそれにもそれにもそれに従従従従ってってってって整備整備整備整備するするするする」」」」とととと丸投丸投丸投丸投げされるげされるげされるげされる。。。。

そしてそしてそしてそして気気気気がついたらがついたらがついたらがついたら、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし開発会議開発会議開発会議開発会議がががが開開開開

かれかれかれかれ、、、、繰繰繰繰りりりり返返返返しししし計画書計画書計画書計画書やややや評価書類評価書類評価書類評価書類をををを作成作成作成作成しししし、、、、

他部門他部門他部門他部門とのとのとのとの調整調整調整調整にににに明明明明けけけけ暮暮暮暮れていてれていてれていてれていて、、、、現場現場現場現場にににに不不不不

満満満満がががが爆発的爆発的爆発的爆発的にににに溜溜溜溜まっていくまっていくまっていくまっていく。。。。
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自らオープン

データに制

限を設ける

自らオープン

データに制

限を設ける

「「「「オープンオープンオープンオープン」」」」ではなではなではなではなくくくく「「「「付加価値付付加価値付付加価値付付加価値付けけけけ」」」」にににに論点論点論点論点がすがすがすがすりりりりかかかかわわわわるるるる
「「「「オープンオープンオープンオープン」」」」ではなではなではなではなくくくく「「「「付加価値付付加価値付付加価値付付加価値付けけけけ」」」」にににに論点論点論点論点がすがすがすがすりりりりかかかかわわわわるるるる

台湾台湾台湾台湾でででで既既既既にににに＆＆＆＆まもなくまもなくまもなくまもなく遭遇遭遇遭遇遭遇するするするする挑戦挑戦挑戦挑戦

12

リソース不足リソース不足

人的人的人的人的リリリリソソソソースースースースがががが足足足足りりりりないないないない！！！！予予予予算算算算がたがたがたがたりりりりないないないない！！！！Open Dataはははは追追追追加的加的加的加的なななな業業業業

務務務務なのでなのでなのでなので、、、、追追追追加的加的加的加的なななな予予予予算算算算がががが必要必要必要必要！！！！

人的人的人的人的リリリリソソソソースースースースがががが足足足足りりりりないないないない！！！！予予予予算算算算がたがたがたがたりりりりないないないない！！！！Open Dataはははは追追追追加的加的加的加的なななな業業業業

務務務務なのでなのでなのでなので、、、、追追追追加的加的加的加的なななな予予予予算算算算がががが必要必要必要必要！！！！

データ不備データ不備

記録記録記録記録はははは正正正正確確確確でなでなでなでなくくくく完全完全完全完全でないでないでないでない。。。。データデータデータデータのののの品品品品質的質的質的質的にににに公開公開公開公開にににに耐耐耐耐ええええないないないない！！！！

データデータデータデータにににに対対対対するするするする外外外外部部部部のののの指摘指摘指摘指摘やややや疑問疑問疑問疑問にににに対対対対応応応応ででででききききないないないない！！！！対対対対応応応応したしたしたしたくくくくないないないない！！！！

記録記録記録記録はははは正正正正確確確確でなでなでなでなくくくく完全完全完全完全でないでないでないでない。。。。データデータデータデータのののの品品品品質的質的質的質的にににに公開公開公開公開にににに耐耐耐耐ええええないないないない！！！！

データデータデータデータにににに対対対対するするするする外外外外部部部部のののの指摘指摘指摘指摘やややや疑問疑問疑問疑問にににに対対対対応応応応ででででききききないないないない！！！！対対対対応応応応したしたしたしたくくくくないないないない！！！！

組織ミッショ

ンに合致し

ない

組織ミッショ

ンに合致し

ない

データデータデータデータ提供提供提供提供によるによるによるによる課金課金課金課金収入収入収入収入をををを主要主要主要主要なななな財源財源財源財源としているとしているとしているとしている組織組織組織組織なのになのになのになのに・・・・・・・・・・・・
データデータデータデータ提供提供提供提供によるによるによるによる課金課金課金課金収入収入収入収入をををを主要主要主要主要なななな財源財源財源財源としているとしているとしているとしている組織組織組織組織なのになのになのになのに・・・・・・・・・・・・

解釈権の

放棄

解釈権の

放棄

独占独占独占独占的的的的ななななデータデータデータデータのののの解釈権解釈権解釈権解釈権（（（（interpretational sovereignty））））ががががああああったのったのったのったの

にににに、、、、オープンオープンオープンオープンにするとにするとにするとにすると公務公務公務公務員員員員としてとしてとしてとして優位優位優位優位なななな立場立場立場立場がががが・・・・・・・・・・・・

独占独占独占独占的的的的ななななデータデータデータデータのののの解釈権解釈権解釈権解釈権（（（（interpretational sovereignty））））ががががああああったのったのったのったの

にににに、、、、オープンオープンオープンオープンにするとにするとにするとにすると公務公務公務公務員員員員としてとしてとしてとして優位優位優位優位なななな立場立場立場立場がががが・・・・・・・・・・・・

（（（（愚痴愚痴愚痴愚痴？）？）？）？）
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残念残念残念残念なななな事例事例事例事例：：：：不動産取引価格検索不動産取引価格検索不動産取引価格検索不動産取引価格検索

台湾内政部台湾内政部台湾内政部台湾内政部はははは2012201220122012年年年年8888月月月月1111日日日日にににに「「「「不動不動不動不動產產產產取引実質価格検索取引実質価格検索取引実質価格検索取引実質価格検索サービスサービスサービスサービス」」」」をををを公開公開公開公開

1.1.1.1. 不動産不動産不動産不動産取引取引取引取引のののの透明化透明化透明化透明化をををを推進推進推進推進。。。。デデデデベベベベロッロッロッロッパパパパーーーー、、、、売売売売りりりり手手手手、、、、仲介仲介仲介仲介業者業者業者業者のののの悪悪悪悪質質質質なななな価価価価格吊格吊格吊格吊りりりり上上上上げげげげをををを回回回回避避避避

2.2.2.2. 不動産不動産不動産不動産取引取引取引取引のののの交渉交渉交渉交渉にかかるにかかるにかかるにかかる期期期期間間間間のののの短縮短縮短縮短縮

3.3.3.3. 不動産課不動産課不動産課不動産課税税税税をををを「「「「公公公公示評示評示評示評価価価価価価価価格格格格」」」」をををを基基基基準準準準にするにするにするにする問題問題問題問題にににに取組取組取組取組むむむむたたたためめめめのののの準準準準備備備備

13

4人人人人ののののソソソソフトフトフトフトウェウェウェウェアアアアエエエエンジニアンジニアンジニアンジニアがががが500元元元元でででで開開開開発発発発。。。。

Google Mapをををを使使使使ってってってってインタラクテインタラクテインタラクテインタラクティブィブィブィブにににに操操操操作作作作

内政部内政部内政部内政部がががが90万万万万元元元元のののの委委委委託託託託でででで独自独自独自独自開開開開発発発発

５５５５分分分分間間間間制限制限制限制限。。。。毎回毎回毎回毎回のののの表示件数表示件数表示件数表示件数１１１１件件件件ののののみみみみ。。。。

�回線容量不足

� UI設計に問題、操作が不便

�サービスが不安定

�画像が明晰でない

�回線容量不足

� UI設計に問題、操作が不便

�サービスが不安定

�画像が明晰でない
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テキストデータテキストデータテキストデータテキストデータのののの提供提供提供提供ををををイメージデータイメージデータイメージデータイメージデータのののの提供提供提供提供にににに変更変更変更変更したたしたたしたたしたためめめめ、、、、

さらにさらにさらにさらにネネネネットットットットワワワワークークークークにににに負荷負荷負荷負荷がかかがかかがかかがかかりりりり、、、、サービスサービスサービスサービスのののの質質質質をよをよをよをよりりりり劣化劣化劣化劣化したしたしたした

残念残念残念残念なななな事例事例事例事例：：：：不動産取引価格検索不動産取引価格検索不動産取引価格検索不動産取引価格検索

14

BenchmarkBenchmark 行政行政行政行政委員長委員長委員長委員長（（（（首相首相首相首相））））がががが2012201220122012年年年年11111111月月月月8888日日日日ににににOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data推進推進推進推進をををを発表発表発表発表

科学技術科学技術科学技術科学技術担当担当担当担当政務政務政務政務官官官官がががが民間民間民間民間のののの開開開開発団体発団体発団体発団体をををを招聘招聘招聘招聘・・・・事例事例事例事例をををを聴取聴取聴取聴取しししし、、、、賞賛賞賛賞賛賞賛

Bad NewsBad News
2012.8.17にににに内政部内政部内政部内政部がががが不動産不動産不動産不動産取引取引取引取引価価価価格検索格検索格検索格検索サイトサイトサイトサイトをををを刷刷刷刷新新新新。。。。データデータデータデータををををイメージイメージイメージイメージ

でででで表示表示表示表示するするするする改悪改悪改悪改悪。。。。民間開民間開民間開民間開発発発発者者者者側側側側ははははAPIをををを通通通通じじじじててててデータデータデータデータのののの取得取得取得取得がががが不不不不能能能能になるになるになるになる。。。。

内政部内政部内政部内政部のののの主張主張主張主張：：：：

� 回回回回線線線線容容容容量量量量がががが足足足足りりりりななななくくくくなったのはなったのはなったのはなったのは、、、、

民間民間民間民間ががががAPIをををを通通通通じじじじててててデータデータデータデータをををを大大大大量量量量

にににに取得取得取得取得しているたしているたしているたしているためめめめ

� 不動産情報不動産情報不動産情報不動産情報はははは重要重要重要重要なななな情報情報情報情報ででででああああるるるる

たたたためめめめ、、、、改改改改ざんざんざんざん防止防止防止防止のたのたのたのためめめめ簡単簡単簡単簡単にににに

取得取得取得取得されてはいけないされてはいけないされてはいけないされてはいけない。。。。

� 法律上法律上法律上法律上、、、、検索検索検索検索はははは無無無無料料料料でででで許可許可許可許可されされされされ

るがるがるがるが、、、、複製複製複製複製はははは禁止禁止禁止禁止されているされているされているされている。。。。

内政部内政部内政部内政部のののの主張主張主張主張：：：：

� 回回回回線線線線容容容容量量量量がががが足足足足りりりりななななくくくくなったのはなったのはなったのはなったのは、、、、

民間民間民間民間ががががAPIをををを通通通通じじじじててててデータデータデータデータをををを大大大大量量量量

にににに取得取得取得取得しているたしているたしているたしているためめめめ

� 不動産情報不動産情報不動産情報不動産情報はははは重要重要重要重要なななな情報情報情報情報ででででああああるるるる

たたたためめめめ、、、、改改改改ざんざんざんざん防止防止防止防止のたのたのたのためめめめ簡単簡単簡単簡単にににに

取得取得取得取得されてはいけないされてはいけないされてはいけないされてはいけない。。。。

� 法律上法律上法律上法律上、、、、検索検索検索検索はははは無無無無料料料料でででで許可許可許可許可されされされされ

るがるがるがるが、、、、複製複製複製複製はははは禁止禁止禁止禁止されているされているされているされている。。。。

民間民間民間民間法曹法曹法曹法曹界界界界のののの主張主張主張主張：：：：

�不動産不動産不動産不動産取引取引取引取引はははは、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報法法法法16

条条条条にてにてにてにて制限制限制限制限されるされるされるされる国国国国家安全家安全家安全家安全、、、、

公共利公共利公共利公共利益益益益、、、、他他他他者者者者のののの生生生生面安全面安全面安全面安全にににに

かかかかかかかかわわわわるるるる事事事事項項項項ではないではないではないではない。。。。

�民間民間民間民間によるによるによるによる非非非非営利営利営利営利サービスサービスサービスサービスのののの

ほほほほうがうがうがうが、、、、よよよよりりりり便便便便利利利利でででで使使使使いやすいやすいやすいやすくくくく、、、、

公共利公共利公共利公共利益益益益にかなっているにかなっているにかなっているにかなっている。。。。

台湾台湾台湾台湾のののの

Open Data

はまだはまだはまだはまだ始始始始

まったばかりまったばかりまったばかりまったばかり
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Part. 1  台湾台湾台湾台湾におけるにおけるにおけるにおけるOpen Dataのののの発展状況発展状況発展状況発展状況

Part. 2  Open Data基盤基盤基盤基盤によるによるによるによる起業活動変革起業活動変革起業活動変革起業活動変革のののの可能性可能性可能性可能性
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Open DataOpen DataOpen DataOpen Dataがががが秘秘秘秘めるめるめるめる可能性可能性可能性可能性

Open DataOpen DataOpen DataOpen Dataをををを、、、、イノベーティブイノベーティブイノベーティブイノベーティブなななな起業起業起業起業のためののためののためののための素材素材素材素材、、、、政府政府政府政府のののの新新新新たなたなたなたなサービスサービスサービスサービス

モデルモデルモデルモデルのののの創造創造創造創造、、、、官民官民官民官民のののの関係関係関係関係のののの進化進化進化進化のののの視点視点視点視点でででで検討検討検討検討をををを進進進進めためためためた。。。。

16

Open dataOpen dataOpen dataOpen dataのののの機能機能機能機能

1.1.1.1.透明透明透明透明性性性性、、、、民民民民主主主主的的的的なななな監督監督監督監督

2.2.2.2.部門部門部門部門をををを超超超超ええええたたたた協働協働協働協働とととと参加参加参加参加

3.3.3.3.自己啓発自己啓発自己啓発自己啓発

4.4.4.4.新新新新たなたなたなたなサービスサービスサービスサービス市場市場市場市場のののの創出創出創出創出

5.5.5.5.政府政府政府政府サービスサービスサービスサービスののののイイイイノベノベノベノベーションーションーションーション

6.6.6.6.政府政府政府政府サービスサービスサービスサービス改革改革改革改革へへへへのののの効果効果効果効果

7.7.7.7.信頼度信頼度信頼度信頼度のののの高高高高いいいいマーケテマーケテマーケテマーケティィィィンンンンググググのののの実現実現実現実現

8.8.8.8.政策政策政策政策措置措置措置措置のののの影響評影響評影響評影響評価価価価

9.9.9.9.公的公的公的公的知知知知的的的的財財財財産産産産のののの価値価値価値価値のののの管管管管理理理理

政府組織

機構

使用使用使用使用

範囲範囲範囲範囲

権利権利権利権利

条項条項条項条項

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ

内容内容内容内容

ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

改革改革改革改革

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ

形式形式形式形式

管理管理管理管理

組織組織組織組織
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中小企業中小企業中小企業中小企業ののののタイプタイプタイプタイプ別別別別ののののサービスニーズサービスニーズサービスニーズサービスニーズ

17

国際型国際型国際型国際型フロフロフロフロ

ンティアンティアンティアンティア

International 

Frontier 

SMEs

中堅企業中堅企業中堅企業中堅企業

Core SMEs

スタートスタートスタートスタート

アップアップアップアップ

Start-up

ローカルローカルローカルローカル

プロダクツプロダクツプロダクツプロダクツ

Local Star

Products

ニュータニュータニュータニュータ

イプイプイプイプ

New Type
再再再再チャレチャレチャレチャレ

ンジンジンジンジ

Re-

challenge
�ローカルローカルローカルローカルパパパパートナーートナーートナーートナー

ネネネネットットットットワワワワークークークーク形形形形成成成成

�消費消費消費消費ニーズニーズニーズニーズののののワワワワンスンスンスンス

トップトップトップトップ対対対対応応応応

�ローカルローカルローカルローカルパパパパートナーートナーートナーートナー

ネネネネットットットットワワワワークークークーク形形形形成成成成

�消費消費消費消費ニーズニーズニーズニーズののののワワワワンスンスンスンス

トップトップトップトップ対対対対応応応応

�起起起起業業業業コストコストコストコストのののの抑制抑制抑制抑制

�フフフフィィィィージビリテージビリテージビリテージビリティィィィののののテストテストテストテスト

�事業事業事業事業化化化化パパパパートナーートナーートナーートナー探探探探しししし

�起起起起業業業業コストコストコストコストのののの抑制抑制抑制抑制

�フフフフィィィィージビリテージビリテージビリテージビリティィィィののののテストテストテストテスト

�事業事業事業事業化化化化パパパパートナーートナーートナーートナー探探探探しししし

�降低降低降低降低創新創業成創新創業成創新創業成創新創業成本本本本

�可可可可行性行性行性行性驗證管道驗證管道驗證管道驗證管道

�尋找尋找尋找尋找事業事業事業事業化夥伴化夥伴化夥伴化夥伴與創業社與創業社與創業社與創業社

群群群群

�降低降低降低降低創新創業成創新創業成創新創業成創新創業成本本本本

�可可可可行性行性行性行性驗證管道驗證管道驗證管道驗證管道

�尋找尋找尋找尋找事業事業事業事業化夥伴化夥伴化夥伴化夥伴與創業社與創業社與創業社與創業社

群群群群

�政府政府政府政府支支支支援関連情報援関連情報援関連情報援関連情報

把握把握把握把握

�マーケットマーケットマーケットマーケット情報情報情報情報のののの

取得取得取得取得

�政府政府政府政府支支支支援関連情報援関連情報援関連情報援関連情報

把握把握把握把握

�マーケットマーケットマーケットマーケット情報情報情報情報のののの

取得取得取得取得

�政府政府政府政府支支支支援関連情報援関連情報援関連情報援関連情報

把握把握把握把握

�マーケットマーケットマーケットマーケット情報情報情報情報のののの

取得取得取得取得

�政府政府政府政府支支支支援関連情報援関連情報援関連情報援関連情報

把握把握把握把握

�マーケットマーケットマーケットマーケット情報情報情報情報のののの

取得取得取得取得

�政府研究機関政府研究機関政府研究機関政府研究機関のののの知知知知

財財財財情報情報情報情報のののの把握把握把握把握

�政府政府政府政府支支支支援関連情報援関連情報援関連情報援関連情報

把握把握把握把握

�政府研究機関政府研究機関政府研究機関政府研究機関のののの知知知知

財財財財情報情報情報情報のののの把握把握把握把握

�政府政府政府政府支支支支援関連情報援関連情報援関連情報援関連情報

把握把握把握把握

�起起起起業業業業コストコストコストコストのののの抑制抑制抑制抑制

�フフフフィィィィージビリテージビリテージビリテージビリティィィィののののテストテストテストテスト

�事業事業事業事業化化化化パパパパートナーートナーートナーートナー探探探探しししし

�起起起起業業業業コストコストコストコストのののの抑制抑制抑制抑制

�フフフフィィィィージビリテージビリテージビリテージビリティィィィののののテストテストテストテスト

�事業事業事業事業化化化化パパパパートナーートナーートナーートナー探探探探しししし
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タイプタイプタイプタイプ別中小企業別中小企業別中小企業別中小企業ののののOpen DataOpen DataOpen DataOpen Dataニーズニーズニーズニーズ
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企業類企業類企業類企業類型型型型 Open Data活用活用活用活用のののの可能可能可能可能性性性性 価値認識価値認識価値認識価値認識

新新新新興興興興中中中中

小企業小企業小企業小企業

群群群群

ｽﾀｰﾄｱｯﾌｽﾀｰﾄｱｯﾌｽﾀｰﾄｱｯﾌｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ゚゚゚
� サービスサービスサービスサービスのののの可能可能可能可能性性性性：：：：事業事業事業事業化化化化パパパパートナーートナーートナーートナーののののネネネネットットットットワワワワークークークーク

形形形形成成成成、、、、事業事業事業事業フフフフィィィィージビリテージビリテージビリテージビリティィィィのののの実験実験実験実験プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム

� データデータデータデータのののの可能可能可能可能性性性性：：：：アプリアプリアプリアプリ開開開開発発発発のたのたのたのためめめめのののの起起起起業業業業、、、、身近身近身近身近なななな住住住住

民生活民生活民生活民生活サービスサービスサービスサービス、、、、政府政府政府政府とととと市民市民市民市民のののの関関関関係係係係のののの強化強化強化強化

�企業企業企業企業のののの発展状況発展状況発展状況発展状況

のののの把握把握把握把握

�地域地域地域地域オリジナルオリジナルオリジナルオリジナルのののの

サービスサービスサービスサービスとととと製品製品製品製品開開開開

発発発発

�官官官官とととと民民民民のののの関関関関係強係強係強係強

化化化化

�パブパブパブパブリックデータリックデータリックデータリックデータ

そそそそのものののものののものののものの情報情報情報情報

ビジビジビジビジネネネネスススス確率確率確率確率

ﾆｭｰﾀｲﾌﾆｭｰﾀｲﾌﾆｭｰﾀｲﾌﾆｭｰﾀｲﾌﾟ゚゚゚

一般一般一般一般中中中中

小企業小企業小企業小企業

群群群群

ﾛﾛﾛﾛｰーーーｶﾙｶﾙｶﾙｶﾙ型型型型

� サービスサービスサービスサービスのののの可能可能可能可能性性性性：：：：複数複数複数複数ののののビジビジビジビジネネネネススススののののネネネネットットットットワワワワーキンーキンーキンーキン

ググググ、、、、地域地域地域地域特特特特有有有有ののののセールスセールスセールスセールス、、、、消費消費消費消費者者者者にににに対対対対するするするするシームシームシームシームレレレレ

ススススななななサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供

ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛﾛﾛﾛｰーーーﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ型型型型

� データデータデータデータのののの可能可能可能可能性性性性：：：：政府研究機政府研究機政府研究機政府研究機構構構構のののの産業産業産業産業やややや市場関連市場関連市場関連市場関連

データデータデータデータのののの開放開放開放開放、、、、異異異異なるなるなるなる市場市場市場市場のののの環環環環境境境境変化変化変化変化（（（（気候気候気候気候、、、、地理地理地理地理、、、、

人人人人文等文等文等文等））））によるによるによるによるリアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムののののニーズニーズニーズニーズ変化変化変化変化

中中中中堅堅堅堅中小企業中小企業中小企業中小企業群群群群

� サービスサービスサービスサービスのののの可能可能可能可能性性性性：：：：バリューバリューバリューバリューチチチチェェェェーンーンーンーンのののの創創創創造造造造、、、、流通流通流通流通

チャチャチャチャネネネネルルルルのののの創創創創造造造造、、、、技術技術技術技術・・・・フフフファァァァンドマッンドマッンドマッンドマッチチチチンンンンググググ

� データデータデータデータのののの可能可能可能可能性性性性：：：：新規新規新規新規商商商商品品品品・・・・サービスサービスサービスサービスのののの創出創出創出創出、、、、産学連産学連産学連産学連

携携携携

再再再再チャチャチャチャレレレレンジンジンジンジ群群群群

� サービスサービスサービスサービスのののの可能可能可能可能性性性性：：：：事業事業事業事業化化化化パパパパートナーートナーートナーートナーののののネネネネットットットットワワワワーーーー

クククク形形形形成成成成、、、、事業事業事業事業フフフフィィィィージビリテージビリテージビリテージビリティィィィのののの実験実験実験実験プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム

出所：工業技術研究院IEK（2012）
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「「「「ニュータイプニュータイプニュータイプニュータイプ事業事業事業事業」」」」ににににフォーカスフォーカスフォーカスフォーカスしたしたしたした

「「「「多様多様多様多様なななな個人主義個人主義個人主義個人主義」（」（」（」（varied individualism））））はははは新新新新たなたなたなたな知識知識知識知識サービスサービスサービスサービスののののイノイノイノイノ

ベーションベーションベーションベーションをををを起起起起こすこすこすこす要因要因要因要因でででで、、、、多多多多くのくのくのくの新新新新たなたなたなたな起業起業起業起業をををを起起起起こすこすこすこす可能性可能性可能性可能性をををを秘秘秘秘めているめているめているめている。。。。

1. 921震震震震災災災災後後後後、、、、地域地域地域地域密着密着密着密着でででで社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献型型型型のののの、、、、オープンデータオープンデータオープンデータオープンデータをををを活用活用活用活用するするするする個人事業個人事業個人事業個人事業がががが発展発展発展発展

2. 知知知知識識識識集集集集約約約約型型型型事業事業事業事業のののの育育育育成成成成とととと同同同同時時時時にににに、、、、若若若若者者者者ののののここここのようなのようなのようなのような就就就就業業業業傾傾傾傾向向向向にににに目目目目をををを向向向向けるけるけるけるべべべべきききき

3. ６６６６つのつのつのつの直轄市設立直轄市設立直轄市設立直轄市設立にににに伴伴伴伴いいいい、、、、青年青年青年青年ののののUターンターンターンターン起起起起業業業業がががが活活活活発化発化発化発化しているしているしているしている
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多様多様多様多様なななな個人主個人主個人主個人主

義義義義（（（（varied 

individualism））））

のののの流流流流れれれれ

人事人事人事人事コストコストコストコスト削削削削

減減減減とととと同時同時同時同時ににににココココ

アアアア業務内容業務内容業務内容業務内容がががが

集中化集中化集中化集中化

知的知的知的知的アウアウアウアウ

トソーシントソーシントソーシントソーシン

グニーズグニーズグニーズグニーズ

団塊世代団塊世代団塊世代団塊世代がががが大大大大

量量量量にににに、、、、かつかつかつかつ急急急急

速速速速にににに現役現役現役現役からからからから

退退退退いているいているいているいている

知恵知恵知恵知恵とととと経経経経

験資産験資産験資産験資産のののの

流失流失流失流失

自由自由自由自由/独立独立独立独立

/自信自信自信自信をををを価価価価

値値値値とするとするとするとする

シニアシニアシニアシニア層層層層

自給自足自給自足自給自足自給自足

のののの新新新新たなたなたなたな

生活形態生活形態生活形態生活形態

知的労働知的労働知的労働知的労働

のののの組織変組織変組織変組織変

革革革革

無形資産無形資産無形資産無形資産

管理管理管理管理とととと価価価価

値値値値のののの付加付加付加付加

時給時給時給時給でででで知識知識知識知識

価値価値価値価値をををを雇雇雇雇ええええ

ないないないない時代時代時代時代

労働形労働形労働形労働形

態転換態転換態転換態転換

「「「「知識知識知識知識」」」」のののの価値価値価値価値

ががががマーケットマーケットマーケットマーケット

によりによりによりにより認知認知認知認知。。。。

重宝重宝重宝重宝されるよされるよされるよされるよ

うになったうになったうになったうになった

知識知識知識知識ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙

ｽｽｽｽ型個人型個人型個人型個人

事業出現事業出現事業出現事業出現
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ニュータイプニュータイプニュータイプニュータイプ事業事業事業事業をををを支援支援支援支援するするするするOpen DataOpen DataOpen DataOpen Data基盤基盤基盤基盤

台湾政府中小企業庁台湾政府中小企業庁台湾政府中小企業庁台湾政府中小企業庁はははは、、、、2012年年年年3月月月月よりよりよりより「「「「オープンオープンオープンオープンなななな個人事業個人事業個人事業個人事業のののの成長成長成長成長とととと就就就就

業環境業環境業環境業環境のののの整備整備整備整備」」」」プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを開始開始開始開始。。。。今後今後今後今後Open Dataコンテストコンテストコンテストコンテストともともともともタイアッタイアッタイアッタイアッ

ププププしてしてしてして政府政府政府政府のののの中小企業支援施策中小企業支援施策中小企業支援施策中小企業支援施策としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけられるづけられるづけられるづけられる。。。。
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� アントレプレナーアントレプレナーアントレプレナーアントレプレナー

� 個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主

� 在学在学在学在学・・・・在職中在職中在職中在職中ののののポテンポテンポテンポテン

シャルシャルシャルシャル起業家起業家起業家起業家

技術技術技術技術技術技術技術技術//能力能力能力能力能力能力能力能力

【【【【【【【【フィルタフィルタフィルタフィルタフィルタフィルタフィルタフィルタ】】】】】】】】

�基礎能力基礎能力基礎能力基礎能力

�市場動向市場動向市場動向市場動向

�経営教育経営教育経営教育経営教育

�適性調査適性調査適性調査適性調査

Open DataOpen Dataサービスモデルサービスモデルサービスモデルサービスモデルのののの確立確立確立確立サービスモデルサービスモデルサービスモデルサービスモデルのののの確立確立確立確立

Single 

Person
＋＋＋＋1, ＋＋＋＋2, ＋＋＋＋3 Team

イメーイメーイメーイメージジジジのののの構構構構築築築築 事業事業事業事業ブラブラブラブランンンンドドドド確立確立確立確立

資資資資源源源源のののの媒介媒介媒介媒介 民民民民間間間間代理代理代理代理サービスサービスサービスサービス

バリバリバリバリュュュューーーーチェチェチェチェンンンン創造創造創造創造マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング活動活動活動活動

経験経験経験経験のののの共共共共有有有有化化化化 Workshop支援支援支援支援

ブラブラブラブラ

ンンンンドドドド

支援支援支援支援

ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

ﾈｯﾄﾈｯﾄﾈｯﾄﾈｯﾄ

ﾜﾜﾜﾜｰーーーｸｸｸｸ

技術技術技術技術

向上向上向上向上

オオオオープープープープオオオオープープープープ

ンンンンなななな個個個個ンンンンなななな個個個個

人事業人事業人事業人事業人事業人事業人事業人事業

のののの成長成長成長成長のののの成長成長成長成長

とととと就就就就業業業業とととと就就就就業業業業

環境環境環境環境のののの環境環境環境環境のののの

整備整備整備整備整備整備整備整備

個人事業個人事業個人事業個人事業対対対対へへへへのののの支援支援支援支援のののの調調調調整整整整個人事業個人事業個人事業個人事業対対対対へへへへのののの支援支援支援支援のののの調調調調整整整整

インインインインキュキュキュキュベートベートベートベート 財財財財務務務務・・・・投投投投融資融資融資融資 知的知的知的知的財財財財産産産産 法法法法的支援的支援的支援的支援

アイデアコンテストアイデアコンテストアイデアコンテストアイデアコンテスト 商商商商品品品品化支援化支援化支援化支援

補助補助補助補助

奨励奨励奨励奨励
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台湾台湾台湾台湾におけるにおけるにおけるにおけるOpen DataOpen DataOpen DataOpen Dataのののの展望展望展望展望

希望希望希望希望：：：：Open DataOpen DataOpen DataOpen Dataがががが政府政府政府政府、、、、企業企業企業企業、、、、住民住民住民住民ののののコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション機会機会機会機会をををを提供提供提供提供することすることすることすること。。。。
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散乱する様々なデータを

拾い上げ、リスト化する

散乱する様々なデータを

拾い上げ、リスト化する

モデル的、実証的な活動

を進め、価値の創出を奨

励し波及させる

モデル的、実証的な活動

を進め、価値の創出を奨

励し波及させる

関連法規の整備、権利を

含む管理メカニズムの構

築、起業につながる諸制

度の整備

関連法規の整備、権利を

含む管理メカニズムの構

築、起業につながる諸制

度の整備

部分的なデータ→価値を

付加→社会の共同資産

として認識→新たなデー

タや価値のフィードバック

という循環を作り出す

部分的なデータ→価値を

付加→社会の共同資産

として認識→新たなデー

タや価値のフィードバック

という循環を作り出す
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以上簡報所提供之資訊以上簡報所提供之資訊以上簡報所提供之資訊以上簡報所提供之資訊，，，，在尖端科技發展與在尖端科技發展與在尖端科技發展與在尖端科技發展與產產產產業變動中業變動中業變動中業變動中，，，，無法保證資訊的時效性及完整性無法保證資訊的時效性及完整性無法保證資訊的時效性及完整性無法保證資訊的時效性及完整性，，，，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產產產產生之任何損生之任何損生之任何損生之任何損害害害害。。。。著作權歸工研院所有著作權歸工研院所有著作權歸工研院所有著作權歸工研院所有，，，，非經非經非經非經書面書面書面書面允許允許允許允許，，，，不得以任何形式進行局部或全部之重製不得以任何形式進行局部或全部之重製不得以任何形式進行局部或全部之重製不得以任何形式進行局部或全部之重製、、、、公開傳輸公開傳輸公開傳輸公開傳輸、、、、改作改作改作改作、、、、散布或其他利用本簡報資料之行為散布或其他利用本簡報資料之行為散布或其他利用本簡報資料之行為散布或其他利用本簡報資料之行為。。。。

敬請指教敬請指教

ありがとうございました

=============================

王王王王彥彥彥彥文文文文 中小企業中小企業中小企業中小企業研究部研究部研究部研究部����經經經經理理理理

工工工工業技術業技術業技術業技術研究院研究院研究院研究院����產產產產業業業業經濟與趨勢研究經濟與趨勢研究經濟與趨勢研究經濟與趨勢研究中中中中心心心心

Tel +886 3 5912582

Fax +886 3 5820084

E-mail stevenwang@itri.org.tw

=============================


