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3–3–2 データ利活用を介した協働促進による課題解決
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エグゼクティブ・サマリー

異分野データ連携の背景

G8オープンデータ憲章(2013）や各国のオープンデータ政策を受け、政
府のデータポータル上で多種多様なオープンデータを積極的に整
備。オープンデータの世界的な潮流の中で、様々なオープンデータを
分野横断的に利活⽤し、国際的な環境問題の解決や住民参加による社
会的課題の解決に向けた活動が活発化。さらに、オープン・スマート
シティに代表されるように、IoTデータを利活用しエネルギー・交通など

都市リソースの最適化や災害時の安心・安全の保障、住民の生活品質

（QoL）の向上に資する付加価値の⾼いサービス開発に期待
スマートIoT推進フォーラム 異分野データ連携プロジェクトでは、

IoTデバイスやウェブ等からのデータ、国・地方自治体が公開するオ
ープンデータや利活用範囲が広まりつつあるG空間データ、さらには参

加者⾃らが保有するデータとの新しいデータ連携を目指して、異分野ソ
ーシャルビッグデータの横断的な流通・統合を⾏うための課題を検
討。異分野データ連携の在り⽅について、基盤技術、社会実装の両⾯
から課題を整理・体系化し、技術報告書の公開等を通じた提⾔を⾏
う。研究開発・社会実証プロジェクト部会に属する４プロジェクトの１つ。産
学官から21機関37名のメンバーが参加（平成28年12月時点）

　　

異分野データ連携のケーススタディ

実空間データの分野横断的利活⽤による環境問題対策⽀援では、セ

ンシングデータ、科学データ、ソーシャルメディアデータ等を対象に、時
間・空間・概念的な相関性を分析し分野横断的な検索や予測を⾏う
技術を開発。ゲリラ豪⾬や⼤気汚染等の環境問題による様々な被害発

生のリスク分析に利⽤
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スマートシティを実現するソーシャルビッグデータ利活⽤・還流基
盤では、IoTセンサーからウェブまで、多種多様なセンシングデータを
透過的に取得・流通させる仮想センシング基盤を開発。オートモーテ

ィブセンシング（ごみ収集車による環境データ収集）や、市職員による参
加型センシングによるごみ資源情報等の収集・整理に活⽤
地理空間（G空間）情報アーカイブでは、官民が保有するＧ空間関

連データを共有・提供し、データを円滑に組合せて利活用するオープ
ンデータ・プラットフォームを構築。また、G空間情報センターによ
る利活⽤サービスを提供：①G空間情報の流通支援、②政府・自治体向

け「情報信託銀行」、③G空間情報の研究開発、④災害対応情報ハブ、

⑤G空間オープンソースハブ

⼤規模ドライブレコーダデータに基づく運転者指向サービスでは、

交通・物流事業者から数千台、数千運転者規模のドライブレコーダデータ

を収集。ドライバーの運転操作の特徴を抽出し運転経歴や事故履歴
との相関を分析することで、運転者管理や運転者教育に活⽤。さらに、

特定の運転操作が頻発する道路の箇所を発見・可視化することで道路の
潜在的なリスクを発⾒し、運転者への注意喚起や道路改善につなげる

「はたらく⾞」⾛⾏データによる⾃治体業務の⾼度化では、公用車

数百台から⾛⾏データ(OBD2等）を収集。公用車のカーシェアリング

に向けたや稼働率や⾛⾏範囲の分析・管理や、道路保全業務に必要な

路⾯性状の経時変化の取得の簡易化、防犯パトロール経路の最適化
等に活⽤。⾛⾏データと活⽤モデルをオープン化し、活⽤モデル開発
の促進や、他自治体でのモデル活用により都市間での⽐較・評価を行

い自治体経営に還元

地域に密着したデータ利活⽤の実践では、東京都中野区をフィールド

として、地域に密着したピンポイントな気象データの収集・配信や、商店街

に設置したビーコン型センサーで取得したスマートフォンの移動データに
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よる詳細な人流解析を実施。災害発⽣時の避難誘導と平時の商店街活
性化の両⽅に活⽤することで、自治体と協力しながら持続可能なデータ
収集と利活⽤を実現
　　

異分野データ連携の課題と提言

データの横断的利活用技術に関する課題

実空間データのデータ形式やスキーマの共通化
実世界の様々な事象・現象（イベント）を表すデータモデル

と、それらの時空間的・意味的な関係に基づくデータ操作に基づ
く共通スキーマの定義
データプラットフォームによる時空間情報の表現形式（測地系等）や

データ構造（JSON, XML等）の相互変換、画像・PDF等への時空間
情報の付与
巨大な実空間情報を手軽に扱えるようにすべく、データの時空間的

な内挿化や分割を⾼速処理する技術の開発

安⼼・安全なデータ利活⽤のための技術
センサーの種類や計測方法、キャリブレーション方法、検出限界値

など、データ取得・⽣成に関する品質をメタデータに追加
第 三 者 か ら 入 手 し た デ ー タ の 生 成 ・ 加 工 ・ 流 通 経 路 （ data

provenance）を明らかにするトレーサビリティ技術や、データが本

物であり一切の改竄を含まないことを証明する真贋性保証技術の開
発
プライバシー保護に加え、データのリアルタイム性に配慮した秘

匿化⼿法の開発
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データの縮尺や鮮度、用途等によって異なる情報の有効範囲につ
いて、データの提供者、利⽤者間でコンセンサスを形成する仕
組みが必要

データプラットフォームにデータへのリンクのみを登録し、検索や閲
覧は可能にするがデータ本体の譲渡は選択可能にすることで、
データの利活⽤拡⼤と知財保護を両⽴

データ利活⽤におけるスケーラビリティの向上
多様化・豊富化するデータを横断的かつリアルタイムに処理できる

よう、エッジ、フォグ、クラウドコンピューティングを効果的に
連携させ処理全体を最適化したり、アプリケーションとデータ流
通基盤の間でデータ量や更新頻度等を動的にマッチングする技
術の開発

従来のデータ利活用技術（収集、統合，検索，分析，可視化等）を、

マルチスケール、マルチモーダル、マルチメディアなデータソ
ースに対応できるよう拡張・強化
データプラットフォームに、データ本体だけでなく、データへのリン

クを登録しリンク経由でアクセスできるようにすることで、ビッ

グデータの大規模なリアルタイム流通を実現

IoT社会に向けたデータ連携基盤構築の課題

社会システムとデータ連携基盤の統融合
都市や地域全体でデータを有機的に流通させ、データ利活⽤を通

じた社会システムの最適化・効率化を実現

エネルギーや交通など都市リソースの最適化だけでなく、市⺠⽣活
の品質向上（QoL）や安⼼・安全の保障など付加価値の⾼いス
マートシティサービスの開発
様々な組織や団体から提供される多種多様なデータをワンストッ

プで検索・⼊⼿できるデータ・マーケット・プレイスや、クラ
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ウド上でデータ・マッシュアップを⾏える環境を整備。災害時
だけでなく平時も利⽤できるようにすることが重要

データ流通から価値流通へのシフト
国、自治体、国、企業、個人など様々なステークホルダーの間で、

データの提供とその利活用による対価の関係を構築し相互にインセ

ンティブを持たせることで、実空間に関するデジタル情報を「財」
として課⾦を伴って流通させるプラットフォームを実現

課題解決指向なデータ利活用に向けて

データ駆動型の課題解決
⾃治体に散在している地域情報は地域政策立案の基礎資料とし

ての価値を有しており、官⺠で蓄積されている実空間情報と組み
合わせて有効活⽤すべき（オープンデータ2.0、官民データ活用推

進基本法など）

データ利活⽤の⽬標設定や評価・改善においては、業務全体の

最適化・効率化など、課題解決による価値を重視することが重要
データ保有者が抱える課題から始めて信頼関係を構築し、然る後に

データ保有者が気づいていなかった利活⽤へと発展させること
が重要。そのためには、データ保有者の課題に興味を持ち、データ

解析を行うことができる研究機関とのマッチングをサポートする組
織の介在が必要。研究機関、メーカーとその顧客企業の3社が密に

連携を取り、相互にメリットのある連携を組むことが成功の鍵
データ利活⽤を介した協働の促進

コミュニティ全体で積極的にデータを共有し課題解決に取り組む
ことが重要（ガバメント2.0 等）。データの収集、共有、分析を共同で

行うことで課題に対する集合知を形成し、課題解決の効率化や未
知の課題への迅速な対応を促進
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第3章 異分野データ連携の課題と提⾔

異分野データ連携のケーススタディを踏まえ、本章では今後取り組むべき

技術的、社会的な課題を整理し、それらに対する提言を行う。

3–1 横断的データ利活⽤のための基盤技術開発

3–1–1 データ形式やAPIの共通化
異分野データをスケーラブルに統合・分析し分野横断的な価値を創出す

る上で、データを利活用するプラットフォームにおいてデータの構造（シンタ

ックス）や意味（セマンティクス）を共通化したり互換性をもたせることは極め

て重要である。特に、実世界を反映した異分野のデータを地理空間上で連

携させるためには、データの位置情報を規定する測地系を適切に扱う必要

がある。そのため、データの測地系を規定する項目をメタデータに明示的に

指定し、プラットフォーム上で測地系の相互変換を可能にすることがデータ

連携の利便性向上につながる。また、ベクタ形式かラスタ形式かという根本

的な違いに加え、GeoJson、shp、xml、Geotiffなどのデータ構造、テキストや

画像やPDFなど多種多様なデータを扱えるようにするため、プラットフォーム

上でデータ構造を変換する機能や、画像やPDFなどのデータに対して位置

情報を付与する機能などが必要になる。さらに、複雑で巨大な地理空間情

報を地域ごとに手軽に扱えるよう空間的に内挿化したりデータ分割する効率

的な技術を確立することや、時空間的な変化を有する動的なデータを手軽

に扱えるようにするためのAPIなども重要である。こうした実世界データを分

野横断的に分析するためには、実世界で発生する様々な事象（イベント）に

関する情報を統一的なスキーマで抽象化し、多種多様なデータから実世界

の人、モノ、コトに関するイベント情報を抽出し時空間的・意味的な相関関係

を発見、予測する技術が必要となる。

データを一元的に検索、入手可能とする一方、情報自体をプラットフォー

ム運用者に渡すかどうかは選択可能とするために、情報へのリンクのみをプ
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ラットフォームに登録するなどして、著作権等知的財産の取扱いに関する懸

念に配慮することが求められる。

3–1–2 安⼼・安全なデータ利活⽤のための技術
メタデータを充実させ、未知の第三者から入手したデータが何処で生成さ

れ、どれくらいの時間にわたり、また何を表すのか、といった素性を詳細に明

らかにすることは重要である。例えば、各値がどのようなセンサーで計測され

たのか、センサーはキャリブレーションされていたのか、またセンサーの検出

限界値はどの程度か、といった事項を明らかにすることによってデータその

もののクオリティを明示できるようにする。また、未知の第三者から入手した

データがどこで生成され、どのような加工を施され、どのような経路をたどっ

てきたものなのか、といった過程を詳細に明らかにできるトレーサビリティ技

術や、未知の第三者から入手したデータが本物であり、一切の改竄を含まな

いことを証明するデータの真贋性保証技術も必要である。

流通を迅速に促すようなデータライセンス、特に公共データについては可

能な限りオープンであるべきだが、プライバシー保護は最優先でなされるべ

きであることは論をまたない。一方で、秘匿化手法の違いにより、情報の利

活用の可能性は大きく異なることは念頭に置かれるべきである。今後、IoTの

発展により、リアルタイムに極力近いタイミングでの情報流通が可能になるこ

とに鑑みると、現時点での秘匿化が十分ではなくなり、取得から公開までの

時間に応じて秘匿化の手法を考慮する必要が出てくる。さらに、IoT ではデ

ータの送受信がユーザの介在なしに行われる場合が多いことから、ユーザ自

らがデータの提供をコントロールできる機能を提供することが求められる。

また、実世界を反映したデータ利活用においては、データが表す実空間

情報に関するコンセンサスの形成も重要である。例えば、地理情報では必

ず縮尺が定められており、その縮尺の範囲内では正しい情報であるが、その

縮尺を超えた領域での利用については保証されるものではない。また地理

情報は作成された瞬間から古いものとなっていき、古い情報もその情報が必
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要な人にとっては正しく価値がある情報であるが、現時点の情報を必要とす

る者にとっては誤解を招くものとなる。加えて、情報を作成したものは情報の

用途を想定した上で作成するが、その用途を超えた範囲での情報の利用は

保証し得ない。こうしたデータが示す情報の有効性についてコンセンサスを

形成するための仕組みが必要となる。

3–1–3 スケーラブルなデータ取得・流通・利活⽤技術の開発
IoT利用、人による参加型センシング、あるいはウェブページからの仮想セ

ンシングといった手法のどれを活用するにせよ、データソースの多様化・豊

富化によって、より大規模なデータ収集を実現する必要がある。そのため

に、エッジ、フォグ、クラウドコンピューティングを有効に連携させ、各種処理

を最適実行した上で、センサーデータの検索等の高度なオペレーションを

実現する必要がある。またアプリケーションからの要求と流通データとの間

で、更新の頻度や量などをマッチングさせる技術も必要である。

ビッグデータかつリアルタイムデータの際にすべてのデータをプラットフォ

ーム上にコピーするまたはデータの流通にプラットフォームを必ず介在させ

ることは、プラットフォームの運用費用の面から現実的ではない。そのため

に、データ自体を登録するだけでなく、データへのリンクを登録することも可

能とし、リアルタイムデータやビッグデータに関しては、リンク経由でアクセス

することでプラットフォームに負荷をかけずにデータ流通を可能にすることも

必要となる。

マルチスケール、マルチモーダル、マルチメディアなデータ取得収集に対

応すべく、データ統合、検索、分析、可視化等においてもスケーラブルな利

活用技術の開発が求められる。例えば、2.1節における環境対策支援のケー

スでは、衛星やライダー観測などを使って取得された大気環境データをもと

に、大気モデルによるシミュレーションを用いて地球規模から市町村、道路

レベルまでの環境変化をスケーラブルに予測する技術を開発し、広域な環
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境変化を加味しつつ生活空間の局所的な環境変化を数時間～数日前に予

測できるようにすることに取り組んでいる。

3–2 IoT社会に向けたデータ連携基盤の構築

3–2–1 社会システムとデータ連携基盤の統融合
様々なモノや人がつながるIoT社会に向け、これまでのようにオープンデ

ータにより情報資産を共有するだけでなく、データの取得・生成から、収集・

分析、フィードバックや行動支援に至るまで、都市や地域全体でデータを有

機的に流通させ、データ利活用を通じた社会システムの最適化・効率化を

図ることが期待される。データ利活用により社会システムの効率化・最適化を

実現するには、データの取得、分析、行動支援をIoT上で有機的に連携さ

せることが重要である。例えば、生活空間に役立つスケールでの環境変化

の早期探知や予測、環境変化と様々なリスクの相関を場所・時間毎に学習・

予測、早期探知と連動しリスクを効果的に回避・軽減する行動支援、行動支

援に沿った実空間データの効果的な収集を繰り返し行うことで、環境変化に

適応してIoTシステムをスパイラル的に最適化・効率化することが可能になる

と考えられる。

自治体や企業等様々なステークホルダーの生産する高付加価値情報に

より、住民や滞在者の生活の質(QoL)を向上させてくれる街や都市の実現を

目指し、実空間情報を含むオープンデータの利活用への期待が高まってい

る。従来のスマートシティで目指されている都市エネルギーや交通渋滞の解

消といったシティオフィスの視点からの都市リソースの最適化機能だけでな

く、実空間情報を含むオープンデータの利活用を進めることによって、住民

の視点からも、住民のQoLの向上に資するサービスや災害時の安心・安全

の保障のためのサービスといった付加価値の高いサービスを容易に実現可

能となるソーシャルビッグデータ利活用基盤が重要となってきている。

様々な主体が様々な目的で整備している情報の有効活用や流通促進を

図るため、利用者が必要となる地理空間情報や関連する情報がワンストップ
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で検索入手できる仕組みが必要である。国や県などで公開されているオー

プンデータ以外にも民間企業から提供されている有償コンテンツが広く取り

扱われていることから、プラットフォーム上でオンライン決済や購入相談を行

なうデータ・マーケット・プレイス機能、データプレビューやマップ機能といっ

た諸機能を通じてクラウド上で操作を可能とすることが考えられる。有償コン

テンツの多くは、携帯電話位置情報等に基づくメッシュでの混雑度データ

や、カープローブ情報等による通行実績データといった時空間単位での動

的データであり、これらを政府機関から提供される基盤的な主題図と合わせ

ることで、多種多様なG空間情報のデータ特質を、専門家以外でも直感的に

把握することができるようにすることが重要である。

さらに、非常時・平時の両方でデータを利活用できるようにすることも重要

である。例えば、2.6節の人流データの場合、災害時には気象データ等と連

携させ緊急対応や避難誘導等に活用する一方、平時にはイベント情報等と

連携させ商店街や自治体が地域活性化のために活用できるようにすること

で、センサーの設置やデータ取得に対する地域住民の理解が得られやすく

なり、結果として継続的なデータの収集・更新が可能になりデータの価値を

高めることにつながっている。

3–2–2 データ流通から価値流通へのシフト
実空間から直接的に情報を獲得するセンシング技術は情報第一次産業と

位置付けられ、第三者から情報を仕入れてそれを処理・加工し新たな情報

を生産するのが情報第二次産業である。近年では機械学習技術の発達に

よってそのような産業の基礎が整いつつあることから、今後は、課金を伴った

実空間情報の流れを創出し、実空間に関するデジタル情報を財として流通

させるプラットフォームが必須となる。こうしたプラットフォームを実現するに

は、国、自治体、国、企業、個人など、それぞれのステークホルダーの間で

データの提供とその利活用による対価の関係を構築し相互にインセンティブ

を持たせることが重要である。

3–2–2 データ流通から価値流通へのシフト



3–3 課題解決指向なデータ利活⽤

3–3–1 データ駆動型の課題解決
オープンデータの普及に伴い様々なデータを利活用できる機会は増えつ

つあるものの、未だデータを使ってみるレベルに留まっているのが現状であ

る。課題解決プロセスとデータ利活用プロセスを連携させ、様々なデータを

課題解決に積極的に役立てていくことが今後ますます重要になる。

自治体に散在している地域情報は、データ駆動型の地域政策立案の基

礎資料としての価値を有しており、産官学民で蓄積されている地理空間情報

と組み合わせることで、有効活用することを可能とする。加えて、現在、国レ

ベルでも進められているオープンデータ2.0や、官民データ活用推進基本法

をめぐる議論など、今後ますます地方自治体に散在する公共データの利用

価値は高まり、これらの公的データの多くがよりオープンに流通されイノベー

ションを起こす起爆剤になることが期待されている。さらに、大規模災害の頻

発する我が国において、データ駆動型の地域政策を多様な主体が迅速に

取り組むことが求められている。

また、データ利活用を課題解決における価値を重視した方向に調整、発

展させていくことも重要である。例えば、2.1節のゲリラ豪雨対策支援の事例

では、センサーデータ解析によるゲリラ豪雨早期探知の正確性の水準等の

更なる向上はもちろんのこと、行政の限られた人員で効果的な対策を行うた

めには、豪雨の発生だけではなくその結果生じる様々なリスクも予測すること

が重要である。また、2.2節における道路保全業務の支援では、専用検査車

による精密な路面状況の検査だけでなく、公用車に搭載した加速度センサ

ーを用いて車種に依存せず日常的に路面性状データを取得し、エリアごと

の路面状態を評価・集計し路面の劣化状況を可視化することも業務全体の

最適化・効率化にとって有用である。こうした取り組みを成功させるために

は、データ保有者自身が認識する小さな課題から始めて、スモールスタート

で信頼関係を構築し、然る後にデータ保有者が気づいていなかった利用方

法へと発展させることが重要である。例えば、2.3節の事例では、運送事業者
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やバス事業者の主要な課題は安全運転であったため、運転者の解析からス

タートし信頼関係を構築した上で、徐々に公共性のある道路の危険性分析

へと展開していくことができた。こうした利活用を成功させるためには、データ

保有者の持つ課題に興味を持ち、データ解析を行うことができる研究機関と

のマッチングをサポートする組織の介在が必要である。また、大規模なデー

タの蓄積とそれを活用したサービス基盤技術の開発を可能にするために

は、研究機関、メーカーとその顧客企業の3社が密に連携をとることが大切

である。研究機関にとっては、普通では扱えないような大規模な実データを

用いて学術的成果の実証実験が行えるメリットがあり、メーカーには今後の

製品開発に活かせる知見が得られるというメリットがある。顧客企業には、実

際の顧客サービスに実験結果が活用できるというメリットがあり、各組織に相

互にメリットのある連携が組めていることが成功の鍵となる。

3–3–2 データ利活⽤を介した協働促進による課題解決
これまでのようにデータを一方的に公開するだけではなく、ガバメント2.0

に見られるように、コミュニティ全体で積極的にデータを共有し課題解決に

取り組むことが重要である。例えば、2.4節の「みなレポ」システムにおける取

組では、市職員の行政業務に関わる都市データの「収集」と「理解」を、市職

員が持つスマートフォンやタブレット端末を通じて市職員自身が収集するとと

もに、収集したデータのラベル付けを行なってもらい、蓄積されたデータに

対してリアルタイムな分析を行う。これにより、これまでデータ化がなされてい

なかった市職員の業務上の発見・知識をビッグデータとして知の情報財と

し、収集したデータを業務関係者で迅速に共有することで行政業務の効率

化を行うと共に、蓄積されたデータを分析し知識とすることで新たに発生した

事象に対する理解・対応を瞬時に行うことを目指している。その他、2.2節の

事例では、各自治体が保有する数十～数百台規模の公用車の走行データ

をカーシェアリングに活用し、市民サービス、社会基盤施設の価値を高める

取り組みが進められている。
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第4章 参考⽂献

1. ス マ ー ト IoT 推 進 フ ォ ー ラ ム 異 分 野 デ ー タ 連 携 プ ロ ジ ェ ク ト ,

http://smartiot-forum.jp/social-pj/xdata-pj .

2. Shin'ichi Takeuchi, Komei Sugiura, Yuhei Akahoshi and Koji Zettsu:

Spatio-temporal pseudo relevance feedback for scientific data retrieval,

IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC

ENGINEERING, Volume 12, Issue 1 , Pages: 124–131 (January 2017).

3. Dao, M-S., Pongpaichet, S., Jalali, L., Kim, K-S., Jain, R. and Zettsu,

K.: "A Real-time Complex Event Discovery Platform for Cyber-

Physical-Social Systems", Proceedings of the ACM International

Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2014), pp. 201-209 (April

2014).

4. B.T.Ong, K.Sugiura, K.Zettsu, K.: Dynamically Pre-trained Deep

Recurrent Neural Networks using Environmental Monitoring Data for

Predicting PM2.5, Neural Computing and Applications,

DOI:10.1007/s00521-015-1955-3 (June 2015).

5. Kuroda, T., Goto, D., Kasai, Y. and Zettsu, K.: Simulation of the Cloud

and Aerosol Ddistributions with the Horizontal with the Horizontal

resolution of 5km using NICAM, 2nd workshop on Atmospheric

Composition Observation System Simulation Experiments (OSSEs),

Reading University, Reading, United Kingdom (November 2016).

6. D. Yokoyama and M. Toyoda. Do drivers' behaviors reflect their past

driving histories? - large scale examination of vehicle recorder data. In

2016 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), pp.

361-368, (June 2016).

7. Takuro Yonezawa, Tomotaka Ito, Jin Nakazawa, Hideyuki Tokuda,

“SOXFire: A Universal Sensor Network System for Sharing Social Big

Sensor Data in Smart Cities”, SmartCities’16 Proceedings of the 2nd 

第4章 参考⽂献

http://smartiot-forum.jp/social-pj/xdata-pj


International Workshop on Smart Cities, People, Technology and Data,

Article No.2 December, 2016

8. Yin Chen, Jin Nakazawa, Takuro Yonezawa, Takafumi Kawasaki,

Hideyuki Tokuda, “An Empirical Study on Coverage-Ensured

Automotive Sensing using Door-to-door Garbage Collecting Trucks”,

SmartCities’16 Proceedings of the 2nd International Workshop on Smart

Cities, People, Technology and Data, Article No.6, December, 2016

9. Jin Nakazawa, Takuro Yonezawa and Hideyuki Tokuda, “Sensorizer: An

Architecture for Regenerating Cyber Physical Data Streams from the

Web”, The First International Workshop on Smart Cities: People,

Technology and Data in conjunction with Ubicomp2015, Sep.2015.

10. 来客スマホにお得情報 東京タワーや商店街 観光案内やクーポン 近距

離無線にアプリ反応, 日本経済新聞 2016年4月12日付 朝刊.

11. 特集／IoT発進！, 週刊東洋経済 2016年9月17日号.

第4章 参考⽂献



異分野データ連携 H28年度技術
報告書
〜 データでつなぐ⼈・モノ・コト 〜

2017年6⽉1⽇
第１版

著 者

スマートIoT推進フォーラム異分野データ連携プロジェクト　

是津耕司 編　　

池本智、関本義秀、是津耕司、瀬戸寿一、豊田正史、中澤仁、長屋嘉明、晝間信

治、米澤拓郎　著　　

著作権表記

スマートIoT推進フォーラム異分野データ連携プロジェクト

発⾏所
スマートIoT推進フォーラム事務局

〒184-8795 東京都小金井市貫井北町4-2-1

042-327-5095

http://smartiot-forum.jp/

info@smartiot-forum.jp

ISBN

異分野データ連携 H28年度技術報告書



ISBN978-4-9909703-0-7

レーベル
eXism Short Magazine

第１版


