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１．本 IEP の目的 

多くの業務において住所の記述が求められるが、その形式は申請等のサービス毎に定義さ

れている。例えば、「1 行で書かれる住所」、「都道府県・市区町村等の構造化した住所」が

混在し統一されていない。そのため、システム内で住所データを保存していたとしても、申

請を送る時に相手先毎に再入力もしくはデータ変換を行う必要がある。宛先情報も同様の課

題がある。 
そこで、住所、宛先情報を交換する時の共通的な交換方法が必要となる。既存のシステム

のデータ構造を変更する必要はないが、相手先にあわせてデータ変換する時に参照すべきデ

ータ一覧が必要となる。 
本 IEP（Inform ation Exchange Package:情報交換パッケージ）は、住所や送付先の情報を公

開、交換、管理するために整備されたものである。 
 
 

 
 

独自データ構造 IEP
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・・・変換
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２．データ項目 

データ項目と記述イメージは、以下の通りである。灰色項目はその下に記述された項目を

組み合わせることで、アプリケーションで自動生成できる項目である。ただし、構造化した

住所をしないで、直接記入することも可能である。 
データ項目名 説明 備考 
郵便番号 
 

郵便番号を半角、ハイフンなし、連番で

記載。 
 

住所 都道府県、市区町村、町名を連続して記

載。その後、丁目、番地、号をハイフン

で接続して半角で記載。「東京都千代田

区霞が関 1-3-1」 

下記の構造化した住所をもと

に自動生成することが望まし

い。 

都道府県 都道府県を記載。  
市区町村 市区町村名を記載。郡の場合は町村と間

を空けずに記載。「＊＊郡＆＆町」 
 

町名 地区の名称を記載。  
丁目 半角で記載。  
番地 半角で記載。  
号 半角で記載。  
方書 
 

ビル名と部屋番号を連続して記載。「合

同庁舎 4- 1234」 
構造化したデータをもとに自

動生成することが望ましい。 
ビル名 ビル名を記載「合同庁舎」  
部屋番号 半角で記載。「4-1234」  
姓名カナ カナ姓とカナ名を全角スペースで接続 構造化したデータをもとに自

動生成することが望ましい。 
姓名 姓と名を全角スペースで接続 構造化したデータをもとに自

動生成することが望ましい。 
姓カナ 全角カナで姓を記載  
姓 全角で姓を記載  
名カナ 全角カナで名を記載  
名 全角で名を記載  
組織正式名 株式会社等の組織分類と組織名略を一体

で表示。「株式会社○○」 
構造化したデータをもとに自

動生成することが望ましい。 
組織名位置 株式会社等の組織分類の前後位置  
組織分類 株式会社、有限会社、合資会社、合名会

社、持分会社、合同会社、一般財団法

人、税理士法人、有限責任事業組合（Ｌ

ＬＰ）、有限責任中間法人、地方共同法

人、合同会社（ＬＬＣ）、弁護士法人、

司法書士法人、行政書士法人、企業組

合、協業組合、事業協同組合、事業協同

小組合、協同組合連合会、商工組合、商

工組合連合会、商店街振興組合、商店街
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振興組合連合会、農業協同組合、漁業協

同組合 、管理組合、国立大学法人、独

立行政法人、一般社団法人、一般財団法

人、医療法人、社会福祉法人、宗教法

人、学校法人、特定非営利活動法人、Ｎ

ＰＯ法人、個人事務所 
組織名カナ 組織名のフリガナ。英語はフリガナにせ

ず英語（半角）のまま記載 
 

組織名 組合以外は、組織名称を省略して記載  
部門名 部門名を記載  
部門名２ サブ部門名を記載  
支店名 支店、営業所、事業所、工場等を記載  
役職 役職名を記載  

図 1 主なデータ項目 

 
アプリケーションでは、図 1 のデータが利用者に見える。データベースでデータを管理する場

合の IMI 対応は以下のとおりである。 
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ic:建物_所在      

 ic:場所_住所      

  ic:住所_住所   都道府県、市区町村、町名を連続して記載。そ

の後、丁目、番地、号をハイフンで接続して半

角で記載。 

 

  ic:住所_構造

化住所 

    

   ic:構造化住所_

国 

   

   ic:構造化住所_

都道府県 

   

   ic:構造化住所_

市区町村 

   

   ic:構造化住所_

町名 

   

   ic:構造化住所_

丁目 

 半角数字  

   ic:構造化住所_

番 

 半角数字  

   ic:構造化住所_

号 

 半角数字  

   ic:構造化住所_

方書 

 ビル名と部屋番号を連続して記載。  

    ic:方書_ビ

ル名 

  

    ic:方書_部

屋番号 

半角英数字。ビル番号がある場合には、「ビル

記号－部屋番号」で記載 

 

   ic:構造化住所_

郵便番号 

 半角数字。連続7ケタ、ハイフンなし。  

   ic:構造化住所_

住所ID 

   

   ic:構造化住所_

住所コード 

   

ic:人_氏名      
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 ic:氏名_姓名カナ    カナ姓とカナ名を全角スペースで接続  

  ic:氏名_姓カ

ナ 

    

  ic:氏名_名カ

ナ 

    

 ic:氏名_姓名    姓と名を全角スペースで接続  

  ic:氏名_姓     

  ic:氏名_名     

ic:組織      

 ic:組織_組織名カナ      

 ic:組織_正式名    株式会社等の組織分類と組織名略を一体で表示  

  ic:組織_組織

名位置 

    

  ic:組織_組織

分類 

    

  ic:組織_組織

名 

    

 ic:組織_部門      

 ic:組織_サブ部門      

 ic:組織_支店      

 ic:組織_役職      

 

図 2 詳細データ項目 
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英語名は IMI の命名規則（NDR）に従い、単語の頭文字を大文字にして英単語を接続し

ている。 
また、検索エンジンでの用語の標準化している Schema.org との関係も下表に整理する。

利用した Schema.org の分類は、以下の通りである。 
Thing > Place 
Thing > Intangible > StructuredValue > ContactPoint > PostalAddress 
Thing > Person 
Thing > Organization 
ic:建物_所在 英語名 Schema.org 
 ic:場所_住所 LocationAddress  

 ic:住所_住所 FullAddress address 

 ic:住所_構造化住所 StructuredAddress  

 ic:構造化住所_国 Country addressCountry 

 ic:構造化住所_都道府県 Prefecture addressRegion 

 ic:構造化住所_市区町村 City addressLocality 

 ic:構造化住所_町名 AddressArea (streetAddress) 

 ic:構造化住所_丁目 Thoroughfare (streetAddress) 

 ic:構造化住所_番 HouseNumber (streetAddress) 

 ic:構造化住所_号 LotNumber (streetAddress) 

 ic:構造化住所_方書 Locator  

 ic:方書_ビル名 LocatorFull  

 ic:方書_部屋番号 LocatorName  

 ic:構造化住所_郵便番号 LocatorDesignator postalCode 

 ic:構造化住所_住所ID PostCode  

 ic:構造化住所_住所コード AddressId  

ic:人_氏名   

 ic:氏名_姓名カナ FullNameKana  

 ic:氏名_姓カナ FamilyNameKana  

 ic:氏名_名カナ GivenNameKana  

 ic:氏名_姓名 FullName name 

 ic:氏名_姓 FamilyName familyName 

 ic:氏名_名 GivenName givenName 

ic:組織   

 ic:組織_組織名カナ OrganizationNameKana  

 ic:組織_正式名 OrganizationLegalName legalName 

 ic:組織_組織名位置 OrganizationCategoryPosition  

 ic:組織_組織分類 OrganizationCategory  

 ic:組織_組織名 OrganizationName name 

 ic:組織_部門 OrganizationUnit department 

 ic:組織_サブ部門 OrganizationSubUnit  

 ic:組織_支店 OrganizationBranchName  

 ic:組織_役職 ContactParsonTitle  

図 3 英語対応、schema.org 対応 



共通語彙基盤 住所（送付先）IEP（WD） 

7 
 

３．IEP 活用の流れ 

（１）既存のデータがある場合には、データ項目対応表を作成する。 

自組織内で住所に関するデータベースを持っている時には、IMI のデータ項目に対

して対応表を作成する。 

（２）情報交換用データセットに変換する。 

情報交換先にあわせて、構造化された住所を、１行で記載する住所に変換したり、

その逆に、１行で書かれた住所を分割したりする。 

必要な場合には、幹事の住所データを元に、カナデータを生成する。 

（３）新規システムを構築する場合には、利用者が操作する部分は郵便番号で

住所を生成するなど簡易な入力項目にするように配慮し、システム内部

のデータは細かい粒度で住所を管理する工夫をする。 

 

 

 

 

 

(参考)IEPの整備方法 
以下の申請様式や情報表示を参考に IEP の作成を行った。 
・法人登記（法務省） 
・法人設立届出書（国税庁） 
・雇用保険適用事業所設置届（厚生労働省） 
・保険関係設立届（厚生労働省） 
・統一資格審査申請書(総務省) 
・eGov 電子申請(総務省) 
・EDINET(金融庁) 
・転居届（郵便局） 
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