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データ提供者とデータ利用者との間で、柔軟かつ効率的なデータ連携を行うために、

３つのコンセプトを実現するデータ連携基盤

１．TDPFが目指すデータ連携基盤の姿

データ提供者

データ利用者

東京データプラットフォーム（TDPF） データ連携基盤

①大きなデータベースは
作らない

②トラストの確保
③リーンスタートと

拡張性

データを流通させる連携基盤
国や関連団体、他PFとの相互運用性の確保

連携基盤が果たすべき役割の見極め
必要な機能からスタート

マイクロサービスアーキテクチャ※で構成
※システムを小さな部品の集まりで構成し変化や拡張に柔軟に対応

防災 モビリティまちづくり 自然エネルギー ウェルネス 教育 働き方 産業
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 目的

 データ登録・取得機能を備えた仮想データ連携基盤を、

ケーススタディ事業等で活用

 利用者からのフィードバックを踏まえ、

TDPFデータ連携基盤の要件定義書（※1）を改版

※1：令和3年度に取りまとめた要件定義書

https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/society5.0/platform.html

 実施方針

 本実証においては個人情報は取り扱わない

 データの開示範囲は、プロジェクト実施者に限定

 データ提供及び利用の際にポリシー案を適用し、

課題の洗い出し

TDPFでのデータ利活用促進に向けてケーススタディ事業を支援する

仮想データ連携基盤を提供

２．データ連携基盤構築に向けた今年度の位置づけ

本事業の位置づけ

https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/society5.0/platform.html
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データ提供者とデータ利用者との間で、

柔軟かつ効率的なデータ連携を行うことができる基盤

３．仮想データ連携基盤の概要

データ利用者

仮想データ連携基盤

データ提供者
ケーススタディ事業関係者等

ケーススタディ事業関係者等 プラットフォーム/アプリ
等

データカタログ

データ公開制御

データ登録・提供

データ提供 自動収集

データ取得

特徴１

特徴2

特徴3

プラットフォーム等
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 データ提供者が仮想データ連携基盤に提供したデータのデータカタログ化（※1）

 データ利用者へ提供するデータのプレビュー表示・メタデータの管理

仮想データ連携基盤に登録されているデータを視覚的に把握可能

３－１．仮想データ連携基盤：データカタログ

※1:データカタログ：仮想データ連携基盤に登録されたデータの一覧
※画面デザインは変更になる可能性があります

データカタログ一覧画面イメージ プレビュー表示イメージ

特徴１
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 データ提供者によるデータカタログ開示/非開示の設定を行うことが可能

データ提供者がデータ公開範囲を設定することで
データ授受の範囲をコントロール

３－２．仮想データ連携基盤：データ公開制御

開示管理画面イメージ（データ提供者側） 開示管理画面イメージ（データ利用者側）

特徴2

※画面デザインは変更になる可能性があります
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データ提供者/データ利用者それぞれ2パターンのデータ登録・取得方法を用意

３－３．仮想データ連携基盤：データ登録・取得

データ利用者

仮想データ連携基盤

データ提供者

ファイル
ダウンロード

ファイル
アップロード

データ取得API

データ登録API

特徴3

データ利用者

データ提供者
• ブラウザ画面からのファイルアップロード
• APIを用いたシステムによるデータ登録

• ブラウザ画面からのファイルダウンロード
• APIを用いたシステムによるデータ取得

利用方法
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プロジェクトの実施内容に応じて柔軟にデータの利用・提供が可能

３－４．仮想データ連携基盤：データ利用・提供のイメージ

仮想データ連携基盤データ提供者
（オープンデータ）

データ利用者
（A社）

データ データ
データ
登録

データ
提供 データ

データ

データ提供者
（センサデータ）

仮想データ連携基盤 データ利用者
（B社）

データ利用者
（C社）

データ データ
データ
登録

データ
提供

データ
提供

データ提供者
（A社）

データ
データ

データ

A社内で加工・利用

A社が保有するデータを提供 利用目的に応じてデータを提供

データ

データ

データ
データ

例１ データ利用者が複数の提供元からデータを取得する場合

例２ データ提供者が複数のデータ利用者にデータを提供する場合
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仮想データ連携基盤を利用できる期間は令和4年8月中旬～令和5年1月末までを予定

４．ご利用スケジュール（予定）

事前準備

実証

基盤改善

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

仮想データ連携基盤提供期間

API
調整

データ
準備

基盤利用

フィードバック

仮想データ連携基盤改善

基盤改善① 基盤改善②

▼8月中旬 基盤提供開始(画面のみ)

▼10月上旬 API連携開始

▼実証終了

フィードバック① フィードバック②

マイルストーン

★要件定義へフィードバック

凡例： プロジェクト実施者 弊社

基盤設定/試験

API準備/試験
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５．サポート内容

仮想データ連携基盤の
提供時間

ユーザマニュアルの提供

相談窓口の設置

• 24時間（事前通知の上、計画停止する場合を除く）

• 仮想データ連携基盤の画面操作マニュアル及びFAQを用意

各種問い合わせは下記事務局メールまで
東京データプラットフォーム ケーススタディ事業事務局（株式会社三菱総合研究所様）
メール：tdpf_casestudy_jimukyoku@ml.mri.co.jp

• 仮想データ連携基盤の利用に関する相談

• 受付時間：平日午前9時から午後5時

• 相談方法：メール、Slack、適宜打ち合わせを予定

※連絡先は採択後ご案内します
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TDPF事業 今後の予定について

TDPFデータ整備事業

・協力事業者公募 6月中旬

事 務 連 絡

昨年度作成したデータ整備マニュアルを拡充するため、
データ提供に協力いただける事業者を公募予定

本協議会のSlackグループにご参加いただける方は、
アンケート内にアカウント作成に必要なメールアドレスを
ご記入ください。皆さまのご参加お待ちしています。

本会議終了後、アンケートを送付します。ご協力お願い
いたします。

TDPF協議会

第５回推進会議 6月下旬
TDPF各事業の今年度取組方針や、新規WG立ち上げ
テーマの紹介などを予定

本事業への参加意向、データ整備における課題及び
ニーズ等の調査を自治体及び事業者向けに実施予定

6月中旬
TDPFデータ整備事業

・事業アンケート
（自治体・民間事業者）

TDPF事業 今後の予定について



付録
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データ登録方法

① 仮想データ連携基盤ポータル（以下、ポータルとする）を利用したブラウザ経由のファイル

アップロード

② APIを利用したデータ登録（データ送信・自動収集で提供可能）

データ登録の概要

仮想データ連携基盤

データ提供者 ①ポータル利用

ケーススタディ
事業関係者等

ブラウザ

自動収集

②API利用

ファイル
アップロード

データ送信

API
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データ登録フロー

データ登録
(ポータル)

データ準備
(ポータル)

データ登録(API)

データ準備(API)

①ポータル利用

API準備

②API利用

データ登録フロー
 データ登録の注意事項

①ポータル利用（ファイルアップロード）

・データ登録時のファイルフォーマットは制限なし

・ 1ファイルのサイズ上限は5MB以下であること

②API利用

・データ登録のためのAPI（REST）の準備

・対応プロトコル（HTTPS/HTTP）

※セキュリティ観点でHTTPSを推奨

※その他のプロトコル（FTP/MQTT等）は要相談

・送信可能なデータフォーマット（CSV, JSON）

※データ項目に画像や映像データは含めないこと

※その他のフォーマットの使用は要相談
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データ取得方法

① ポータルを利用したブラウザ経由のファイルダウンロード

② APIを利用したデータ取得

データ取得の概要

仮想データ連携基盤

データ利用者

ケーススタディ
事業関係者等

ブラウザ

API

ファイル
ダウンロード

データ取得

①ポータル利用

②API利用

※データ開示制御で許可されたデータのみ取得が可能
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データ取得フロー

データ取得
（ポータル）

データ取得
（API）

①ポータル利用 ②API利用

API準備

データ取得フロー
 データ取得の注意事項

①ポータル利用（ファイルダウンロード）

・データ取得可能なファイル形式

APIで登録されたデータ：CSV形式

ポータルで登録されたデータ：登録時のファイル形式

②API利用

・データ取得のためのAPI（REST）の準備

・対応プロトコル（HTTPS）

・一度で取得できるデータサイズ

最大10MByte、最大1000件のJSON
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 仮想データ連携基盤の画面の推奨環境

下記の環境でご利用ください。

ブラウザ ：Chrome、Edge（※Windows10 日本語版を推奨）

ディスプレイ解像度：1600×900 dpi以上

 API連携の注意事項

 APIによるデータ提供／取得を実施する場合は、ケーススタディ事業者様のネットワークIPアド

レス、通信ポートの通信許可設定を予定（※採択後にヒアリングします）

仮想データ連携基盤へのアクセス環境はインターネット経由（※VPN接続等は対象外）

動作環境
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 個人情報の取り扱い

本実証においては個人情報を扱わない想定のため、仮想データ連携基盤に登録するデータは

個人情報を含まないデータをご利用下さい。

 データの削除

構築した環境は実証終了時に破棄いたします。

実証で登録するデータについては、実証終了までに登録したデータの退避をお願いいたします。

データの取り扱いについて
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 仮想データ連携基盤に関するFAQ（よくある質問）については、

別紙「ケーススタディ事業_仮想データ連携基盤_FAQ」をご参照ください。

 その他ケーススタディ事業全般に関する不明点等ついては募集要項をご参照ください。

FAQについて



東京データプラットフォーム
ケーススタディ事業 仮想データ連携基盤
FAQ
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本書では、仮想データ連携基盤の技術的なFAQを記載しています。

本書の目的
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FAQ

No. カテゴリ 質問 回答

1 ユーザ
仮想データ連携基盤を利用するユーザー数
はプロジェクトあたり最大何アカウントか。

プロジェクトあたり、約600アカウント作成する
ことが可能です。

※3プロジェクト合計で最大2000アカウントまで
作成可能ですので、600アカウントは目安になり
ます

2 カタログ
プロジェクトあたりで作成できるカタログ
数に制限はあるか。

プロジェクトあたり、100件のデータカタログを
登録することが可能です。

※3プロジェクト合計で最大300件のデータカタロ
グを登録可能ですので、100件は目安になります

3 カタログ
データカタログの開示先は、同一プロジェ
クトのユーザ内でも可否を選択できるのか。

可能です。
プロジェクトごとのデータ開示範囲は、別途ヒア
リングさせてください。



24

FAQ

No. カテゴリ 質問 回答

4 データ

データ登録について、ポータル画面利用の
ファイル連携と、API連携のどちらを選択
するべきか。データの種類、内容により推
奨はあるか。

[API連携が望ましいケース]
・センサデータのような、更新頻度の高いデータ
をAPIを用いて動的に登録したい場合

[ファイル連携が望ましいケース]
・担当者の手作業によるファイルアップロード/
ダウンロードのみで対応可能な、更新頻度の少な
いデータの登録を実施する場合

5 データ
他のカタログデータとの結合及びデータの
集計等が必要な場合、どのようにしたら良
いか。

データ利用者で必要なカタログデータの取得を
行った後、ご自身でデータ加工やデータ集計をお
願いします。
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No. カテゴリ 質問 回答

6
ポータル
画面

データ提供者のデータ登録（ファイル
アップロード）について、アップロー
ド可能なファイル形式の制限はないか。

１ファイルのサイズ上限は5MBとなります。
ファイル形式に制限はありません。
データ提供者がアップロードしたファイルが、その
ままの形式で仮想データ連携基盤に格納されます。

7
ポータル
画面

1ファイル辺りは5MB以内と記載がある
が、プロジェクトあたり、仮想データ
連携基盤に保存可能なデータの総量に
制限はあるか。

データ量についての制約はありませんが、プロジェ
クトあたり100GBを超えるデータを登録する場合、
事前に連絡お願いします。

FAQ
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No. カテゴリ 質問 回答

8 API
データ登録APIに関して提供するデータ
の項目数やキー項目について制限があ
るか。

下記の制限があります。
・JSONの階層は2階層以内
・JSON/CSVのデータ項目は最大100項目です。
・データ項目のユニークキーは1つのみです。
・100ppsを超えるデータが一度に送信された場合、
データが破棄されます。そのため、100ppsを超えな
いよう分割してデータ送信お願いします。
IF調整でご相談させてください。
（一度に登録する件数が、100レコードを超える場
合）

9 API
データ登録APIに関して、MQTTなど、
REST API以外を使用したい場合は、ど
うしたらよいか。

個別の設定となるため、対応可能ですが、スケ
ジュールの調整が必要となります。
REST APIより時間を要する可能性があります。

FAQ
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No. カテゴリ 質問 回答

10 API

データ取得APIに関して一度に取得で
きるデータの制限（最大10MByte、
最大1000件）を超えるデータの取得
を行いたい場合はどうすればよいか。

データ取得APIにページング処理が実装されており、
リクエストパラメータ（データのタイムスタンプ等）
を変更し、複数回APIを実行することで取得可能です。

11 API
データ登録API・データ取得APIに関
して、HTTPS通信を行う場合、サー
バ証明書を用意する必要はあるか。

以下の通信において、API調整時にURLを提供してい
ただく必要があります。また、HTTPS通信を行う場合、
サーバ証明書の取得と設定をお願いいたします。
[データ登録API]
・仮想データ連携基盤とデータ提供者間の自動収集
※仮想データ連携基盤がREST API(GETメソッド)でデータ提
供者の保持するデータを取得するケースが対象になります。

FAQ
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No. カテゴリ 質問 回答

12 API
データ登録APIでHTTPS推奨としているが、
HTTPを用いた通信は可能か。

プロジェクト実施者側のシステムやデバイス等の
制約でHTTPのみサポートしている場合は、HTTP
でデータ登録可能です。
HTTP通信を行うことによるセキュリティリスク
については東京都では保証できません。事業者様
の責任で利用の判断・対応をお願いいたします。

13 API
API利用時のデータの自動収集は、どれく
らいの間隔で設定可能か。

最小分刻み、最大月刻みで指定可能です。
[設定例]
15分毎、毎時、毎週月曜日と水曜日の12:00、毎
月1日の00:00等、データ提供者のデバイスやシス
テムに合わせて設定可能です。

14 API
提供者・利用者側のインターネット通信環
境には制約があるか。

制約はありません。
通信速度により、データダウンロード、アップ
ロードが遅くなる可能性があるため、通信環境が
良好な場所でご利用お願いいたします。

FAQ
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FAQ

No. カテゴリ 質問 回答

15 API
API利用時のデータの自動収集は、夜
間でも実施可能か。運用休止時間はあ
るか。

システムによる自動実行のため、夜間でも実施可能
です。
運用休止時間はありませんが、仮想データ連携基盤
のメンテナンス時間帯は自動収集ができません。
※メンテナンス実施の場合、事前にお知らせがあり
ます。
※メンテンス時間帯に収集できない場合、ポータル
画面から手動アップロードお願いします。

16 API

ポータル、APIを通じたデータ取得の
応答時間はどの程度と想定しているか。
データ量あるいはデータ件数によって、
応答時間には差が出るのか。

同等の基盤運用時の実績値として、回答いたします。
※あくまで目安としてご参照ください。
[ポータル：ファイルダウンロード]
5MBで約1秒以内
[ポータル：API登録されたデータのcsvダウンロード]
パターン１：1,080件(データ量：557kb)で約50秒
パターン２：8,640件で15分以上かかりタイムアウト(データ量不明)
※タイムアウトになる場合は、データの開始/終了日時をポータル画
面で絞り込んでデータ件数を減らす必要があります。
[APIデータ取得]
データ件数：360件(データ量：46.3kb)で約600ミリ秒


