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2018年度 活動目標

⚫ 当期は、データ流通に係るユースケース検討や実証実験

を通じた課題抽出、個人起点のデータ流通に関する議論

の深掘りを進め、技術基準検討委員会や運用基準検討委

員会とも連携して、今後のデータ流通活性化に向けた政

策提言活動等に資する成果創出を目指します。

⚫ このため、合同委員会を含む委員会を５回、また前期に

引き続き流通促進ワーキンググループ、調査・研究ワー

キンググループの定期的な開催を計画します。



2018年度 活動

WG区分 活動内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

外部イベント
MyData

Japan

Smart

Sensing CEATEC

DTA合同委員

会／総会
品川ST TEPIA 富山

日本青

年館

利活用促進

委員会

活動報告／

フォーラム 東大本

郷 品川ST TEPIA

中間報

告

東大本

郷

日本青

年館

流通促進WG

マッチングSWG

マッチングイベン

ト／ワークショッ

プ ウフル CC青山 CC青山 CC青山

WingAr

c1st

SWG

CC青山 CC青山

DTS

DTS

DTS

DTS

KC

DTS

DTS

DTS
公募説明会

DTS　DTS

公募説明会

DTS　IRI

PIOT合宿 J-DEX

ハンズオン実証

実験

調査・研究

WG

 

不動産デー

タ活用

テーマ別研究

会募集

個人起点デー

タ流通研究会

会員企業支援 個別ヒアリング

／

情報交換会

流通促進WG

流通実証

SWG

企画シーズン１実施 シーズン２実施

状況に応じて継続募集

募集

企 募集 募集

シーズン１実施企画 募集

企画 個別ヒアリング / 情報交換会

会員アンケート

利活用促進委員会

⚫ 運営基準、技術基準、利活用の合同委員会に合わせて開催（四半期に1度程度）
⚫ フォーラムを併催（非会員も参加可能）



流通促進WG・マッチングSWG 活動報告

活動目的 データの流通や活用に関する事例の創出(会員のデータ利活用ビジネス推進支援)

No アジェンダ ご発表者

1 Open Telematics Data Cloud funding エブリセンス 真野様

2 ソニーの視聴データソリューションご紹介 ソニーマーケティング 内藤様

3 KCCS APIデータ配信サービス お天気APIのご紹介 京セラコミュニケーションシステム 山本様

前回報告(12月)からの活動実績

活動内容
•会員(データ保有企業・利用企業・活用ソリューション企業)より、希望する社を募り、
各社の商材や取組をプレゼンテーション

•会員の知見獲得に向けたデータ活用手法・分析技術等に関する勉強会

■第6回マッチングSWG
・日時：2019年1月29日(火) 16:00 – 18:00
・場所：六本木グランドタワー 36F ウイングアーク1st本社
・アジェンダ・ご発表者：

次回SWG(4月以降)のご発表者を募集いたします。
別途、MLでご案内いたしますので、奮ってご応募ください。

・参加者数：46名



流通促進WG・流通実証SWG 活動報告

活動目的

以下の企業のニーズ・シーズを結び付けデータ流通の促進に寄与する
①データ販売に関心を有する企業(販売できそうなデータを模索している企業含む)
②ビジネス開発に向けデータ利用(購入)に関心を有する企業
③データ活用を容易化するツール等を提供できる企業

No データセット

1 金融クレジットカードパック データ売買(蓄積型データ)

2 3ヶ月以内の空き家データ東京都編 データ売買(蓄積型データ)

３ 食卓調査サービス「リア食」2018年12月分メニュー出現状況 データ売買(蓄積型データ)

４ IoTセンサーデータ データ売買(ストリーミングデータ)

５ 翌日から10日先の気象予報データ 購入希望データ登録

前回報告(12月)からの活動実績

活動内容

•データを流通プラットフォームに上場させ、上場されたデータを受領するまでに要する接
続手順などの実証の場を提供する

•提供データの前処理、受領データの後処理に関わる周辺サービスの実証の場を提供
する

■第11～16回流通実証SWG(データ流通実証実験TF会議）開催
■第1～２回データ提供者公募説明会実施 3社・団体応募・採用
■ITRC/PIOTプロジェクト合宿 LPWA/センサーデバイス配布・接続説明会
日時：2019年2月27日
場所：沖縄産業振興センター

■データ取引所・流通実績



活動内容

活動目的 様々な分野・業界におけるデータ流通・利活用事例や施策、法制度等について理解し、課題解決
案の抽出、ユースケースの作成、政策提言などの外部発信等を行う

• 海外動向、法制度、関連政策、先進ケースなどから会員の要望・関心に基づいたテーマ選定に
よる有識者を招いた勉強会を開催

• 重要テーマについては、アウトプットや出口を想定した「研究会」を立ち上げる

No アジェンダ ご発表者

1 LIFULL HOME’Sの最新データマーケティング事例と今後の展開 株式会社LIFULL CDO 野口真史氏

2 米国不動産ビッグデータ利活用状況と日本の不動産ビッ
グデータ整備の課題

不動産テック協会 理事 巻口成憲氏

3 不動産情報プラットフォームADREの取り組みと今後の方向性 NTTデータ経営研究所 桜井駿氏
株式会社LIFULL 松坂維大氏

４ 参加者全員でのプレグループワーク

調査・研究WG 活動報告

前回報告(12月)からの活動実績

■第1回調査・研究WG「不動産業界におけるデータ流通・利活用」
・日時：2019年2月19日(火)  13:00-15:00
・場所：東京大学本郷キャンパス工学部3号館 4F 422-424教室
・アジェンダ・ご発表者：



活動の満足度 (アンケート結果)

今年度（2018年4月～2019年3月）の利活用促進委員会の活動にどの程度
満足していますか？
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これまでの活動の課題と今後の方向性

✓ 本日(3/27)AM、FY18第5回利活用促進委員会にて、ワークショップを実施(約40名参加)。
✓ これまでの活動上の課題と今後、取り組むべき活動を議論。

これまでの活動上の課題
(主な意見)

今後、取り組むべき活動アイデア
(主な意見)

各WGやWSの活動目的(出口)が不明確

データ活用事例の紹介
(個別分野等のテーマの設定)

DTA活動がビジネスに直結しないため、
参加しづらい。

業界ポジショニングマップの作成、
会員情報のカタログ整備

会員間の交流(意見交換)が足りない。

WS、アイデアソンの開催

会議参加者の減少、DTA会員の脱退。 会員間の交流会(意見交換会)の開催。

団体外有識者への講演依頼
(海外、アカデミック、インフルエンサ等)

開催スケジュールの公表が遅い。
計画通り開催されない。

年間計画の策定・確実な履行。
開催案内の早期化。

他委員会との連携が足りない。

技術委への検討課題の提供
技術委の成果物への意見出し



他委員会との取り組み(アンケート結果)

他の委員会と合同もしくは協力して取り組むべきことはありますか？
（任意）

技術基準検討委員会 ・連携方法の検討から
・データ流通「モデル」（関与者と役割のメタ構造）研究
・データカタログの利用

技術基準検討委員会
及び
運用基準検討委員会

・どう関係するかの見える化
・各種基準の作成に着手する前段階でユースケースなどは、
利活用の視点で差し込むのが重要だと思います。


