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一般にサービス産業の業務においては、BtoCの小口の取引等を大量に
扱う業種が多く、それに伴い大きな情報管理コストが発生。

一方、今後の高付加価値化に向けては、政府の公共データ等も含めた
各種情報の分析・活用が鍵（第2回研究会でも議論）。

サービス産業の高付加価値化・業務効率化に向け、電子政府の取組を
拡大することによる後押しを検討すべきではないか。

電子政府等の取組

(1)情報の分析：

法人番号などの新たな制度の活用促進

(2)手続の電子化：

書類の電子化等による業務効率化

(3)流通データの拡大：

公共データ（オープンデータ）のビジネス活用

3



 2013年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用に関する法律」（「マイナンバー法」）が成立。2016年1月より、法人等の

共通番号（「法人番号」）制度が開始。これにより、企業等の全ての法人
に対し、固有の番号が割り振られる予定。

企業は、契約、請求、送金といった業務における情報管理のため、様々
な企業コードを活用しているが、それぞれが企業内外で別々に付番され、
管理されていることが多く、その突合にコストが発生。

法人番号の利用により、突合コストを下げるとともに、法人に関する財務、
調達、取引情報等の収集・分析の拡大が期待される。

（1）法人番号などの新たな制度の活用促進

法人番号の特徴

 マイナンバーと異なり、用途の制約がないため、ビジネスでも
活用が可能。

 付番機関（国税庁）より、法人の3情報（番号、法人名、所在
地）が公表され、広く一般にアクセス可能となる。
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 （利活用例①）法人番号の利活用により、例えば、部門毎に管理されて
いた取引情報等の統合が容易となり、効率的な情報管理が実現。

 （利活用例②）民民の契約・取引において、企業の実在性確認のために
添付する証明書類を、法人番号の確認等によって代替し、業務コスト削
減を実現（経団連の試算によれば、民間企業間の契約・取引における個
別の書類取得等の省略により、年間約7,574億円のコスト削減効果）。

（1）法人番号などの新たな制度の活用促進

＜現状の情報管理＞

部門B 部門C
取引
DB

経営企画

取引
DB

取引先企業

＜法人番号活用後＞

部門B 部門C

経営企画

取引先企業 法人番号：１

コード：00１0 コード：0001 コード：00１0
法人番号：１

コード：0001
法人番号：１

情報の突合にコスト 法人番号をキーに取引情報を名寄せ

部門A
取引
DB

コード：00１0

部門A

コード：00１0
法人番号：１

法人番号の利活用例①（イメージ）
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 BtoCの契約・取引等を大量に扱うサービス業においては、その文書の交

付や保存に大きなコストがかかっている。また、それらが紙で管理されて
いる場合、検索や分析が困難であり、企業の業務効率化を阻害。

書類の申請・交付や、保存・閲覧の各段階での電子化を容認する制度は
過去、整備されてきているが、電子化は途上。

（２）書類の電子化等による業務効率化

民間の書類の電子化を認める法律

法律で義務付けられた
書類の交付

法律で義務付けられた
書類の保存

書面の交付等に関する情
報通信の技術の利用のた
めの関係法律の整備に関
する法律【IT書面一括法】

（H12.11）

商法改正法（H13.11）

＜主な手続の例＞
・民間商取引で書面交付が

義務化されているもの
（旅行業法）
・組合における議決権
・会社関係書類
（議決権の電磁的行使等）

民間事業者等が行う書面
の保存等における情報通信
の技術の利用に関する法
律【e-文書法】（H16.11）

電子計算機を使用して作成
する国税関係帳簿書類の
保存方法等の特例に関す
る法律【電子帳簿保存法】

（H17.3改正）

＜主な文書の例＞
・税務関係書類（要件は電

子帳簿保存法で規定）
・医療関係書類、会社書関

係書類

・電子帳簿保存法で要件規定
・税法により7年間の保存義務

税務関係書類

例）・注文書 ・請求書
・領収書 ・契約書 等

法令により保存が
義務付けられている書類

医療関係書類

電子帳簿保存法による電子化電子帳簿保存法による電子化 e文書法による電子化

民間の書類電子保存の制度体系

・厚労省令で要件規定
・医師法等により
2～5年間の保存義務

各省制度関係
書類等

6



企業に対して、法令により保存が義務付けられている書類の電子化は、
e‐文書法により措置（現在、約250本の法令が電子化容認）。

 また、企業が保存する書類の約70%を占めるとされる、税務関係書類の
電子化については、電子帳簿保存法により措置。

現在、IT総合戦略本部及び規制改革会議の決定に基づき、それぞれ制
度の実態調査・検討が行われている状況。

（２）書類の電子化等による業務効率化

IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中
アクションプラン（平成25年12月20日IT本部決定）

（対処方針）

各府省は、内閣官房が示す手引き等に基づ
き、所管する法令で書面の保存等について電
磁的記録による方法を認めていない事例を
調査した上で、平成26年4月までに対処方針

をまとめる。その対処方針に則り、所要のｅ－
文書法に基づく省令改正等を平成26年度中
に実施する。

ｅ－文書法の再徹底

ＩＴ関連の規制改革事項について
（平成25年12月20日規制改革会議決定）

（措置の概要等）

国税関係帳簿書類の電子保存について、国税
の納税義務の適正な履行を確保しつつ、電子保
存によりコスト削減をいかに図るかという観点か
ら、業界団体等に対するアンケート、ヒアリングを
通じて把握した保存の実態や保存に関する技術
動向及び電子データの訴訟上の証明力に関す
る判例動向を踏まえ、電子保存が可能な国税関
係帳簿書類の範囲等につき検討を行い、関係者
等の意見を踏まえた上で、平成27年度以降でき
る限り早期の税制改正プロセスで結論を得る。

国税関係帳簿書類の電子化保存に関する規制の見直し
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オープンデータとは、行政機関の公共データを、機械判読に適した形式
で、商業利用を含めた二次利用を認めるルールの下、開放する取組。

公共データをビジネスに活用することで、より付加価値の高いサービス
の提供や、企業の情報収集活動等の効率化が期待される。

 2013年6月に決定した「日本再興戦略」、「世界 先端IT国家創造宣言
（IT戦略）」にも、オープンデータの推進が明記。

（３）公共データ（オープンデータ）のビジネス活用

議決定

世界最先端IT国家創造宣言
（平成25年6月14日閣議決定）

Ⅲ．目指すべき社会・姿を実現するための取組
１．革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成

長を促進する社会の実現
（１）オープンデータ・ビッグデータの活用の推進
① 公共データの民間開放（オープンデータ）の推進

公共データについては、オープン化を原則とす
る発想の転換を行い、 ビジネスや官民協働の
サービスが利用しやすいように、政府、独立行政
法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大な
データを、機械判読に適したデータ形式で、営利
目的も含め自由な編集・加工等を認めるルールの
下、インターネットを通じて公開する。
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行政機関等が保有する主な公共データの例

各省庁
統計データ
気象データ
地理空間情報 等

地方公共団体
公共施設情報
届出情報（駐車場等） 等

独立行政法人
レポート、報告書データ 等



公共データの中でも、特に、自治体や各省庁が保有する地理空間情報
に関するデータは、サービスの付加価値向上やマーケティングなどの観
点から事業者からの期待が高い。

他方、自治体等にとっては、作業コストとの比較衡量や、公開後のリスク
（治安への影響等）判断などが課題となり、対応は一部自治体に限定的。

（３）公共データ（オープンデータ）のビジネス活用

テーマ ニーズの高いデータ項目

観光

 駐車場情報
 バリアフリー対応されている箇所の情報（車いす使用可能、段差、エレ

ベータ、導線等）
 海外からの旅行者をターゲットにした際のニーズも抽出された（英字案

内、郵便局の位置等）

防災
 避難所、診療所、薬局のデータ
 建物の構造データ、標高データ・傾斜データ

インフラ整備  インフラ関係の計画情報・変更予定情報（道路工事等）

エリアマーケティング
 人流や交通情報
 店舗情報

平成24年度電子経済産業省構築事業（空間位置情報に関連する公共データの活用実証事業）調査報告書より

事業者からのニーズが高いデータの例
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 地図情報サービス事業者においては、公共データを積極的に活用する動きがあ
るが、自治体毎の情報の有無やフォーマットの違いなどから、加工や追加の情
報収集にコストがかかっている。

 ビジネス活用の促進に向けては、データの集約化に加え、データのフォーマット
やデータ内の語彙の統一化などが必要。

（３）公共データ（オープンデータ）のビジネス活用

オープンデータを活用したサービスの高付加価値化事例 オープンデータを活用した新サービス創出事例

全国の図書館の蔵書・貸出情報、 Amazonの書

籍情報等を組み合わせ、横断検索・表示を可能
とした民間サービス。

バナー広告、地域連動型広告、グッズ販売等の
組合せにより、サービスを収益化。（出典：https://calil.jp/）

株式会社カーリル

カーリル図書館の蔵書
貸出情報

Amazonの書籍
販売情報

国立国会図書館の
書誌情報

利用者

書籍の検索
蔵書の確認

（住所）東京都千代田区霞が関１－３－１

（都道府県）東京都 （市区町村）千代田区
（字）霞が関１丁目 （番地）３番１号

注1）同じ情報だが、データフォーマットが異なる例 注2）語彙が異なりデータ連携が困難な例
（避難所の備蓄用の飲料水）

＜A自治体＞水 ＜B自治体＞飲料水
＜C自治体＞ミネラルウォーター

株式会社パスコ

地図上で、統計情報等のオープンデータを活用した
商圏データと、顧客のデータを重ね合わせ、マーケ
ティング、災害対策、輸配送の効率化を支援する
サービスを展開。

人口集計・ランキ
ング表示

顧客・
店舗データ等

国勢調査、
商業統計、

経済センサス等

地図データ

出典：http://www.pasco.co.jp/products/marketplanner/ 10



政策の方向性（案）

（１）法人番号などの新たな制度の活用促進

○政府が公開する法人関連データ・文書等については、法人番号制度開始
後、法人番号を付記することを原則とすべきではないか。

○政府に対する企業の行政手続、各種申請において、法人番号が付記される
よう、制度化を検討すべきではないか。

（２）書類の電子化等による業務効率化

○企業の業務コスト削減の観点から、書類の電子保存などを推進すべく、制度
の活用実態や電子化の課題把握を進めていくべきではないか。

（３）公共データ（オープンデータ）のビジネス活用

○オープンデータを後押しするため、IT総合戦略本部で行われる見込みであ

る、自治体のデータ公開の考え方の整理（ガイドライン策定）について、積極
的に推進すべきではないか。
※「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」（平成25年6月14日IT総合戦略本部決定）において記載

○企業が利用しやすい公共データ開放が進むよう、共通のデータフォーマット
や語彙の整備を行っていくべきではないか。
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