
事業の背景と目的

 情報技術やナノテクノロジーなどを通じて九州の地域産
業の振興に取り組んでいるのが、1995年設立の九州先端
科学技術研究所（ISIT）だ。この中の一部門である「オー
プンイノベーション・ラボ」では「ビッグデータ＆オープン
データ・イニシアティブ九州（BODIK：ボディック）」という
研究開発事業を展開。産学官の垣根を超えたビッグデー
タおよびオープンデータの利活用を進め、九州をはじめ日
本全域のスマート化に貢献することを目的に、新たなサー
ビスの創出に取り組んできた。
 「日本では40％以上の自治体がデータを公開しているに
も関わらず、十分な利活用がなされていません。情報の
オープン化が進み、さらにその多くがAPI化され、スピー
ディに商用サービスへ展開できる海外との格差は広がっ
ています」と東さんは指摘する。APIとはアプリケーショ
ン・プログラミング・インタフェース（Appl ic at ion 
Programming Interface）の略で、ソフトウェア同士が情
報をやり取りするための仕様をまとめたもの。これがある
と外部アプリとの連携がスムーズになる。
　硬直した状況に風穴を開けるべく、ISITは福岡市およ
び公益財団法人福岡アジア都市研究所と2013年に研究会

を立ち上げ、データ利活用についての知見やノウハウを積
み重ねてきた。2017年に「BODIKオープンデータセン
ター」を開設した後、この研究会がISITへ移管され、さら
に2020年4月にはこれを発展・拡大する形で、九州の企
業・自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進する
プロジェクト「BODIK DX」を発足した。研究成果の蓄積
や幅広いネットワークを生かし、より実効性の高い施策の
実現に向けて新たなスタートを切ったわけだ。

　BODIK DXの事業は、①位置情報に連動して、さまざま
なデータを検索できるAPIを提供する「BODIK DX API」、
②九州の中堅企業のデジタルトランスフォーメーションの
推進と、エビデンスに基づく政策立案を推進するための九
州の自治体向け研修プログラム「BODIK DXメソッド」、
③デジタルトランスフォーメーションの事例とデータソース
に関するデータベース「BODIK DX ベース」の3つだ。
　特に注目されるのがBODIK DX APIである。「データ
利活用を促進するには、“行政の視点”でなく“生活者の
視点”で情報を提供することが欠かせません」と東さんは
語る。自治体のデータ開示でしばしば見られるのが、“全

域”“全住民”向けの情報を包摂した表形式やテキストの
羅列だが、これでは住民はほしい情報がどこにあるのか
分かりにくい。もっとピンポイントに“ここ”“自分”に焦点
を当てた情報が望まれているのだ。
　そこで、東さんらは位置情報を起点として横断的にデー
タを検索できる仕組みを整えた。元となるデータは、政府
の推奨データセットや全国の自治体から収集したオープ
ンデータだ。これらのデータの整理・並べ替えといったク
レンジングを経て、検索のための地理空間インデックスを
付与したものをAPIとして公開。「利活用しやすい状態で
提供することでアプリを増やし、よりきめの細かい多様な
サービスを多くの方が開発できるようにしました」と東さ
んは説明する。
　開発はBODIKオープンデータセンター時代の2018年か
らはじまり、2019年4月から地元の不動産事業者である株
式会社駅前不動産と実証実験に着手。まずは不動産情報
に連動して地域の小中学校の校区が分かるAPIを公開した。
　2020年4月からAPIの種類も拡大して正式にサービスを
開始し、Rakuten RapidAPIで提供しはじめたほか、

LINE BOTも開設した。LINE BOTでは位置情報を指定
すると、小学校の給食献立、小中学校の校区、医療機関、
飲食店などの「生活情報」や、指定緊急避難場所、指定
避難所、AED設置場所といった「安全情報」が即座に返
される。場所に関するデータは地図に示されるので視認
性は抜群だ。複数のAPIを1つのインターフェースで利用で
きるため利便性も高い。自治体や事業者に対しても、デー
タ利活用の具体的な形を示すことで、APIの利用価値や
可能性、発展性を訴求することにつながっている。
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　LINE BOTとは別に、同年8月からは福岡市 LINE 公
式アカウントで小学校給食のアレルゲンおよび献立情報を
受け取れる「あんしん給食管理」サービスの提供を始め

た。福岡市およびLINE Fukuoka株式会社と連携した実
証実験の第一弾で、利用者は①給食献立にアレルゲンが
含まれていることを事前に確認できる、②日付を指定して
給食献立とアレルゲンを確認できる、という2つのメリット
を享受できる。

　いずれのアプリについても、市民からは「分かりやす
い」「使い勝手がいい」「ほしい情報がすぐ手に入る」と
いった声が寄せられている。中でも小学校の給食献立
は、その日のメニューやアレルゲンを手軽に把握できると
あって保護者に重宝されている。避難所も地図で表示さ
れるので、現在地を起点に素早い避難が可能となる。福
岡は外部から移住する人が多く、物件選びの際に周辺の
安全性を確かめるための参考資料としても役立っている
という。
　自治体の反応も上々だ。「地元以外の避難所情報も容
易に把握できて素晴らしいという声も聞かれました。広域
防災の推進でデータのオープン化がいかに重要かという
認識が深まったようです」と東さん。データの利活用が活
発化することで、提供されるデータそのものも増えるとい
う好循環が期待できそうだ。
　不動産事業者の評判もいい。水害や地震が起こると入
居者から避難先を尋ねる連絡が相次ぐが、LINE BOTの
ような仕組みがあると対応を効率化できるからだ。
　開発が進む案件の中には、福岡市内のマンションの居
住者向けサービスもある。LINE BOTの仕組みを横展開
する形で、生活情報や安全情報のほか、緊急時にかける
管理会社の電話番号、スマートロック、ごみカレンダーなど
がスマホのアプリに実装される。
　Rakuten RapidAPIを通じた事業者からの引き合いは
多く、コール数（ユーザー側のプログラムが情報処理のた
めにAPIを呼び出す回数）は公開後2カ月半で6万4,000近
くに達した。
　今後、指定避難所の開設状況もリアルタイムで取得でき
れば、それも反映させたいと東さんは意気込む。市の交通
機関の情報ともリンクできれば、電車の空いている車両・
時間帯を示すなど、スマートシティーの実現を後押しする
情報基盤になり得るだろう。

　データ利活用の推進における最大の課題は、徹底した
“生活者視点”でデータを提供できるかどうかにかかっ
ている。「データをいくら集めても、利用者がAPIをどんな
シーンで使うかを踏まえなければ独りよがりになってしま
う」と東さんは語る。この点をクリアするのに役立ったの
が駅前不動産との実証実験で、子どものいる家庭にとって
学区情報が物件選択の大きなポイントになることが分か
り、API化を決めたという経緯がある。
　もう1つ、開発における課題としては、ニーズの迅速な反
映が挙げられる。ユーザーの反応を踏まえてバージョン
アップを繰り返すことで、システムのインターフェースや情
報提供のスタイルが磨かれる。いわゆるアジャイル開発が
重要ということだ。
 「当初、LINEのBOTは開発を外部に委託していました
が、仕様作成、起案、契約……とどうしても時間がかかっ
てしまうので、途中から私たち3人のメンバーで内製する体
制に切り替えたのです。結果として格段に開発スピードが
上がり、1週間に3～4回アップデートしたこともあります。
精密さが求められる基幹業務システムは別にして、こうし
た情報提供型のシステムでは、実験的にやってみて悪かっ
たら戻すという具合に、ユーザーと一緒に精度を高めてい
く開発スタイルが適していると思います」と東さんは言う。

　データのオープン化が九州全域、さらに日本全域へと
広がっていけば、より充実したデータ利活用が実現するは
ずだ。例えば、降雨量や道路の高低差といったデータを掛
け合わせれば、大雨の際に浸水域やアンダーパスを避け
た道案内も可能になるだろう。「電車や道路の経路探索
システム事業者などと連携するにも、APIのようなダイナ

ミックに組み合わせられるプラットフォームがこれからの
自治体の外部向け情報システムの姿になっていくでしょう
し、そうしていかなければならないと思います」と東さん。
　実際に広域データサイトは増えているという。ただ、行
政側も市民側も意識変革が十分でないことが施策化の足
かせになっているのでは、というのが東さんの見立てだ。 
「市民と行政が手を取り合い、一緒に行政サービスをよく
していこうという雰囲気の醸成が望まれます。地域全体に
一体感があった昔と比べて、最近は都市化の影響で個人
と公共の領域が乖離しています。データの公開は地域を結
ぶ接着剤の役目も果たすのではないでしょうか」
　ISITは2020年7月に、福岡市のベンチャー企業である
株式会社DXパートナーズ（DXP）と、福岡・九州域の中
堅・中小企業向けDX事業で業務提携している。自治体だ
けでなく民間企業のデータも連携し、民と官が一体となっ
て日本中にAPI化の波を広げていくことを目指すという。

さまざまなアプリが参照しやすいように、オープンデータを元にAPIを開発
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世界規模で急速なDX（デジタルトランスフォーメーション）が進む中、オープンデータやビッグ
データを活用した新たな行政サービスが求められている。九州をはじめ日本全域のスマート化を
目指して研究を重ねてきた九州先端科学技術研究所では、データ利活用のためのAPI開発などを
手がける「BODIK DX」を発足した。プロジェクトを統括するBODIK担当ディレクターの東富彦
さんに、活動の目的やAPI化のもたらす効果についてお話を伺った。
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小学校区を赤線で区切っている。不動産物件がどの校区に属しているかを調べるのは手間がかかるため、このように地図で確認できる仕組みは重宝されている
（https://www.ekimae-r-e.co.jp/search/map/40/0/）
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“生活者視点”でオープンデータの 利活用を推進する
「BODIK DX API」
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たら戻すという具合に、ユーザーと一緒に精度を高めてい
く開発スタイルが適していると思います」と東さんは言う。

　データのオープン化が九州全域、さらに日本全域へと
広がっていけば、より充実したデータ利活用が実現するは
ずだ。例えば、降雨量や道路の高低差といったデータを掛
け合わせれば、大雨の際に浸水域やアンダーパスを避け
た道案内も可能になるだろう。「電車や道路の経路探索
システム事業者などと連携するにも、APIのようなダイナ

ミックに組み合わせられるプラットフォームがこれからの
自治体の外部向け情報システムの姿になっていくでしょう
し、そうしていかなければならないと思います」と東さん。
　実際に広域データサイトは増えているという。ただ、行
政側も市民側も意識変革が十分でないことが施策化の足
かせになっているのでは、というのが東さんの見立てだ。 
「市民と行政が手を取り合い、一緒に行政サービスをよく
していこうという雰囲気の醸成が望まれます。地域全体に
一体感があった昔と比べて、最近は都市化の影響で個人
と公共の領域が乖離しています。データの公開は地域を結
ぶ接着剤の役目も果たすのではないでしょうか」
　ISITは2020年7月に、福岡市のベンチャー企業である
株式会社DXパートナーズ（DXP）と、福岡・九州域の中
堅・中小企業向けDX事業で業務提携している。自治体だ
けでなく民間企業のデータも連携し、民と官が一体となっ
て日本中にAPI化の波を広げていくことを目指すという。

LINE BOTでは現在地からさまざまな情報を検索できる

BODIK担当ディレクターの東富
彦さん。内閣官房オープンデー
タ伝道師、総務省地域情報化ア
ドバイザーの肩書も持つ

問い合わせ TEL:092-852-3453
https://dx.bodik.jp/


