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第３章 全体の整備・利用促進方針及び具体的方策 

   
第 2 章の個別の整備方針等を踏まえ、全体の整備・利用促進方針の取りまと

め及び具体的方策について、整理する。 
なお、情報化への対応は、分野横断的な整備及び具体的方策として、全体の

整備方針とともに、第 3 章に整理する。 
今後 10 年を目途に、国及び各整備機関は、これまで整備・提供した知的基

盤の維持・強化に努めるとともに、新たな整備方針及び具体的方策、利用促進

方策を実現する。 
 
① 今後、国及び各実施機関は、「わかりやすく使いやすい、ユーザーの視点

に立った知的基盤整備及び利用促進」を共通ミッションとし、実効性ある知

的基盤の整備・提供を行う。 
 
② 効果的かつ効率的な整備を行うため、機関連携、省庁連携、国際協力等に

よる整備の充実・強化に取り組むとともに、新たに知的基盤の総合的な整備

を促進する。また、利用者毎に即した提供等を推進する。 
 
③ 長期的な重要課題として、計量標準整備、微生物リスク評価に関する情報

基盤整備及び地質情報整備とともに、知的基盤整備及び利用促進に関する情

報技術への対応に取り組む。また、公共データ開放の 2 次利用等は、IT 戦

略に基づき、整備を加速化する。 
 
 

１．情報化への対応      

多様な利用者ニーズに応えるため、イノベーション促進のための新たな知的

基盤を整備するとともに、これまで公共財として、蓄積された大量のデータ・

情報について、2 次利用を含め、わかりやすく使いやすい IT を活用した環境

整備の充実を図ることが必要である。 
 
①これまでのデータベース整備 

これまで知的基盤は、整備機関毎に分散、管理され、多様なユーザーニー

ズに対する情報提供が十分行われてこなかった。最近、ライフサイエンスデ

ータベース統合事業(NBDC)のように、文部科学省、厚生労働省、農林水産
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省及び経済産業省が連携し、研究者間で研究成果の共有・活用を目的として、

利用者の視点に立ったデータベース統合整備の取組が開始されている。 
しかし、経済産業省が実施した「NEDO 知的基盤創成・利用促進研究開

発事業」の追跡調査では、材料データベース等を構築したプロジェクト実施

者の大半がデータベースの運営が困難となり、産総研等公的機関にデータベ

ースを移管したとの調査結果が示すとおり、自己資金によるデータベース運

営は厳しい実態にある。 
 
②信頼性ある公的機関の情報提供 

国内のインターネット利用者は、国内市場を二分するビッグポータルサイ

ト（Yahoo、Google）の検索エンジン等により、国内外から、容易にリアル

タイムでフレッシュな情報を入手することができるようになった。しかし、

取得した情報・データの信憑性、正確性は、利用者自らが検証、判断しなけ

ればならず、公的機関のポータルサービス、データベース等で確認するユー

ザーも少なくない。 
公的機関の情報提供では、中堅・中小企業のあらゆる事業活動を支援する

公的ポータルサイトとして、独立行政法人中小企業基盤機構「J-Net21」（ア

クセス数は、年間 2,000 万件）が幅広く利用されている。また、産総研「有

機化合物スペクトルデータベース」（アクセス数は、年間 5,230 万件）等研

究データベース、JST「J Dream Ⅱ」（アクセス件数は、年間 10,000 万件）

等科学技術文献検索ポータルサイトは、民間企業、大学、公的研究機関等の

研究活動支援に貢献している。 
 
③情報爆発、ビッグデータ時代の到来 

インターネットの普及によるデジタル化とネットワーク化の急速な進展

は、我々の国民生活、社会経済活動、学術研究等に大きな変化をもたらして

きた。 
現在、ビッグデータを如何に使いこなすか、情報・データの融合化によっ

て、どのような付加価値、イノベーションを創出させるかといったデータ統

合・利用の段階に突入しつつある。 
データベース分散統合管理によるデータ・情報の共有化、ユーザーの視点

に立ったポータルサービス等が急速に進展する中で、情報基盤整備のルール、

標準化、利用ガイドラインの策定等が追い付いていない現状にある。 
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（１）知的基盤ポータルサイトの創設 

① 国が実施した研究開発プロジェクト等事業成果は、データ・情報が体系化

された技術情報の集積となれば、新たな知的基盤となる。現在、各事業団体

や公的機関が、それぞれ目的に応じて、バラバラに情報提供を行ったり、ま

た、事業終了に伴い、情報・データが分散・散逸している状況にある。 
 
② 国内の現状調査を行い、知的基盤の維持・状況（紙媒体・電子データ等）、

情報提供サービス等を確認した上で、国内の知的基盤を繋ぎとめる仕組み作

りとして、知的基盤ポータルサイトを創設する。 
 

図 38．知的基盤ポータルサイト 

 

 

（２）ものづくり基盤プラットフォームの整備 

① 分散・散逸している知的基盤の集約化を図った上で、我が国企業の研究開

発、事業活動の技術基盤である計量標準等の知的基盤について、わかりやす
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く使いやすい、ユーザーの視点に立ったものづくり基盤プラットフォームの

整備を行う。本プラットフォームの利用により事業者は、イノベーションを

推進し、新産業・新市場の創出につなげる。 
 
② 利用者は、知的基盤を利用したことがない中堅・中小企業等を想定してい

る。計量標準、標準物質、規制・基準情報、物性データ等の情報提供を総合

的に実施することより、ものづくり基盤の支援を行う。  
 
③ 具体的な整備対象は、先ず計量標準、地質情報分野を手始めに検討する。 
－計量標準分散統合データベース 
（標準物質、規制・基準情報、物性データ等 100 データベースが対象） 

  －地質情報統合データベース 
   （地質図幅、活断層データ等約 40 データベースが対象） 
    

※微生物遺伝資源分野については、NBDC に分散統合管理される予定 
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（３）公共データ開放の 2 次利用 

① IT 戦略本部は、オープンガバメント等の確立に向けて、行政が保有する

情報を 2 次利用可能な形で公開して、原則として全てインターネットで容易

に入手できるようにするなど、行政が保有する情報の公開を積極的に推進す

る方針を打ち出し（平成 22 年 5 月「IT 戦略」）、平成 24 年 7 月に、公共デ

ータ活用促進に向けた「電子行政オープンデータ戦略」を策定した。 
現在、経済産業省では、同省が保有している公共データの産業界ニーズを

集約するとともに、公共データの提供方法を順次改善し、民間利活用の促進

に資するデータ開放を進めるために、機械処理や民間 2 次利用に関する規定

が存在しない現状を改善し、新産業の創出につなげていくための実践的なオ

ープンデータ施策である「DATA METI 構想」を推進しているところである。 
 
② 公共データの 2 次利用は、新産業・新市場創出の可能性があり、中堅・中

小企業等の起業・創業につながることが期待できる。廃業率が開業率を上回

る状況が長く続くなかで、起業・創業を促進するために知的基盤を有効活用

することが必要である。 
 
③ 知的基盤を整備することによるデータ開放をベストプラクティスの事例

として成功させ、その他の開放・活用によりイノベーションを起こす公共デ

ータの開放促進につなげることが重要である。地質情報は、公共データ開放

の 2 次利用において、民間から新産業・新市場を創出する情報提供を期待さ

れている。 
 
④ 今後、IT 戦略本部において、データ形式、著作権、有償／無償、開示／

非開示、個人情報、利用規約等ルール、データ標準化、ガイドラインの策定

等が検討される予定である。 
産業界からは、機械判読可能なデータの公開、データの標準化・利用等の

活用指針の設定、2 次利用に向けた環境整備、データベースフォーマット・

利用条件の統一化が求められている。こうしたニーズを踏まえ、経済産業省

では、データの価値創出に向けた、有識者で構成される IT 融合フォーラム

の下に「公共データワーキンググループ（仮）」を設け、公共データの活用

を促進するためのルール整備等について検討していく予定である。 
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２．整備・利用促進方針及び具体的方策 

２－１．柔軟かつ持続可能な仕組み作り（整備・利用促進のための

体制・機能強化） 

（１）国家戦略等における知的基盤整備の明確な位置付け 

① 国家の基盤としての知的基盤の重要性を関係機関、各省庁と共有し、また

連携することにより、国家戦略、経済産業省の各政策において、知的基盤整

備の取組を位置付けるよう働きかけを行う。 
   
② また、関係省庁等に信頼性ある情報・データである知的基盤の利用につい

て、積極的な PR 等を行うことにより、研究開発基盤、イノベーション・イ

ンフラ、産業技術基盤、社会生活基盤等に関する各法制度運用での利用拡大

を図る。 
  

（２）リソースの確保 

国、産総研、NITE 等公的機関のみによる知的基盤の整備・提供は、既に実

施困難な状況にあり、また、今後 10 年、予算・人員の増加が見込めないこと

から、現在のリソースを最大限、有効活用できる新たな対応が求められる。 
① 整備機関は、普遍的対応、重要課題、長期課題におけるリソースの最適化

を図った上で、利用者を含む他機関との協力・連携を拡大し、知的基盤の整

備・提供を行う。 
また、国は、知的基盤の整備機関と関係機関とのパートナーシップの構築

の支援を行う。 
   
② 整備機関は、限られたリソースを有効に活用するため、これまでの整備方

法、ルール等を積極的に見直し、整備等業務の合理化、効率化等を図る。 
   

（３）中核機関等司令塔の機能明確化 

① 公共財であるがゆえに、知的基盤に対する受益者負担の意識は低い。 
したがって、国民生活や社会経済活動に役立つ知的基盤の整備・提供を実

現するため、国、整備機関、利用者等の協力・連携を促進する体制作りが必
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要不可欠である。 
計量標準分野で、例えば、計量行政審議会計量標準部会等における審議事

項とするなど、各整備分野で中核機関等司令塔を明確化することが重要であ

る。整備計画の策定及び利用促進方策を推進するとともに、実施情報・デー

タの集約化及び信頼性ある情報提供、リソースの集中等を図り、効果的かつ

効率的な知的基盤整備を推進する。 
 

② また、国民生活や社会経済活動に役立つ知的基盤の整備・提供を実現する

ためには、国、整備・提供機関、利用者等の協力・連携を促進する強力なリ

ーダーシップ、マネジメントが必要不可欠である。 
例えば、産総研の熱物性データベース、NBDC 等は、関係者から信頼さ

れる方が専任でマネジメントすることによって、整備・運用が順調に進んで

いる。 
 

（４）整備した知的基盤の維持・更新 

① 我が国の国家基盤、公共財として、整備した知的基盤は、途中で維持・更

新、提供等が中断せず、恒常的に維持・更新する必要がある。そのため、整

備機関の当該業務の運営・更新経費を確保することが重要である。 
また、ユーザーニーズとして、頻繁なデータ・情報更新の要求がある。 
 

② 戦略及び整備計画の実施において、PDCA サイクルの中で整備された成

果を評価し、整備計画の見直しや長期戦略策定に反映することが必要である。

整備成果の効果を評価する指標等を設定する。例えば、企業への調査による

経済効果等定量評価、ユーザー等業界団体を通じた会員企業への顧客満足度

調査による定性評価を行う。 
 
 

２―１．中堅・中小企業への対応 

① 中堅・中小企業の多くは、知的基盤を利用していない。 
知的基盤の存在は知っていても、わかりやすく、使いやすい、ユーザーの

視点に立ったコンテンツの提供がなされてこなかったため、利用されていな

い実態にある。 
 
② 中堅・中小企業の中には、校正サービス、微生物を利用した発酵技術等知



 

112 
 

的基盤が利用されているケースがあり、これらは、活用事例として、積極的

に PR し、普及啓発することが重要である。 
 
③ 本年 4 月、中小ものづくり基盤法「技術高度化指針」に、ものづくり基盤

として、知的基盤の利用促進が盛り込まれたことを受け、今後、発酵技術、

計測技術等 22 技術に関する具体的な知的基盤利用について、経済団体等を

通じた PR、地方公設試による技術相談、コンサルティング、共同研究等の

実施を支援する。 
また、知的基盤利用の地域展開として、ものづくり基盤プラットフォーム

を活用した中堅・中小企業へのコンサルティングを行う。地方公設試、大学、

事業者の連携を図る。 
 
 

２－３．国際対応（アジアへの対応） 

① 引き続き、経済成長が見込まれるアジア地域を対象として、アジア各国の

技術基盤整備、海外進出した法人の事業活動を支援するため、計量標準等我

が国の知的基盤を提供する。整備されるアジア各国と海外進出した法人が

win-win の関係で協力関係を構築・維持する。 
 
② これまでアジア地域への対応は、現地進出に係る相手国との協議は、日本

企業が個々に単独で進めてきたところである。今後、企業と産総研、NITE
等公的機関が協力・連携し、現地で知的基盤整備を行っていくことが重要で

ある。 
 
     

２－４．整備・利用促進に係る新たなアプローチ 

限られたリソースを最大限に有効活用するため、新たな整備・利用促進方策

について、検討し、取り組むべきである。 
 

（１）効果的かつ効率的な総合整備の推進 

① 利用者に効果的 に知的基盤を提供するため、総合的な整備を推進する。

先行事例として、熱物性測定における標準物質、試験方法、測定装置、デー

タベースがあげられる。 
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② 今後、ユーザーの使用目的を意識した上で、知財、規制・基準等を含め、

知的基盤の有効ツールの組合せにより、事業活動を効果的に支援する。 
また、機関連携、省庁連携による統合的な知的基盤整備を検討する。 

 

（２）新たな利用促進方策（水平展開、垂直展開） 

①水平展開による知的基盤の利用 
機関連携、省庁連携等によって、知的基盤の整備体系、全体構造の明確化、

提示を行うことにより、事業者は、一連の事業活動の中で、最適な知的基盤

の利用が可能となる環境を整備する。 
 
②垂直展開による知的基盤の利用 

業界団体、学会等は、国費による基盤技術開発の実施、基準・規格や技術

情報の整備を行うことにより、構成員に対する利便性確保を行っている。国

の基本情報である知的基盤は、これらの機関の活動を支援する基盤整備とし

て、必要に応じ、業種向け、事業者向けに改良され、利用されることが想定

される。 
こうした知的基盤の伝播プロセスや構造等を明らかにし、利用実態をフィ

ードバックすることによって、ユーザーが真に必要な知的基盤整備を行うこ

とが必要である。 
 
③地域展開による知的基盤利用 

中堅・中小企業が知的基盤を利用する上で、地方公設試、地方大学が連携

し、技術相談、コンサルティング、共同開発事業等を実施することを支援す

る。 
産総研が事務局を務める産業技術連絡会議知的基盤部会等を通じて、地方

公設試と連携し、地域展開による知的基盤利用を促進する。 
 


