
 
 

 

 

 

 

 

参考資料集  
 

 

Ⅴ．情報化への対応等 
 

 

 

 

 

 

 





参考資料集 目次 

 

Ⅴ．情報化への対応 

１．データベース等の整備 

①アクセス件数の高い公的ＤＢ･････････････････････････････････ 
②国が整備すべき基本情報･････････････････････････････････････ 
③国の予算で整備した公的ＤＢ及びその運用（NEDO 追跡調査）････ 
④ユーザーの視点に立ったＤＢの質的整備（事例）････････････････ 

139 
140 
141 
142 

 

２．公共データ開放の２次利用 

①データの開放・融合によるイノベーション･････････････････････ 
②各国の公共データ開放に関する取組みの比較･･･････････････････ 
③ＥＵの取組み･･･････････････････････････････････････････････ 
④官民連携による公共データの戦略的利活用に関する提言･････････  

⑤公共データの二次利用促進に向けた主な検討課題･･･････････････ 

143 
144 
145 
146 
147 

 

３．ものづくり基盤プラットフォームの整備 

①知的基盤整備におけるものづくり基盤プラットフォームの構築･･･ 
②公共データを活用した新市場創出のための知的基盤整備・活用････ 

148 
149 

  



  

知的基盤整備・利用促進プログラム 139 

２０万分の１シームレス地質図 １２００万 

化学物質総合管理ＤＢ 
NITE 

１０６８万 
 

有機化合物スペクトルＤＢ 

産総研 

５２３０万 

物質・材料ＤＢ（MatNavi） 物材機構(NIMS) １７００万 

【アクセス件数が多い理由】 

－ＤＢ提供の目的が明確化（政策的位置付け、ユーザー指向） 

■ 公的データベースの整備・運用は、恒久的なリソースの確保が必要 

  アクセス件数が高い公的ＤＢ                                     

  機  関  名  データベース名  アクセス(利用) 
件数／年 

製品事故情報提供ＤＢ 

－ユーザーの要望を踏まえたシステム・ソフト改良、データ更新を 
  頻繁に実施 

【今後の課題】 

－ＤＢ管理・更新に係る経費は、交付金の 
  削減により、リソースの確保が困難にな 
   りつつある。 

 ５００万 
 

JST 
JDreamⅡ 

J-GLOBAL 

１００００万 

４７５５万 

－毎年、リピーターが増加している 

－信頼性ある情報を適時かつ的確に提供する質の高いサービス 

活断層ＤＢ   ３２０万 



            

事例 ： 化学物質総合情報提供システム   政策効果    事例：電気安全規制ＤＢ  

 CHRIP 

◆化学物質の番号や 
 名称等から、有害性 
 情報、法規制情報 
 及び国際機関による 
 リスク評価情報等を 
 検索 

①国内法規制情報 
  化審法、化管法、労安法、 
  毒劇法、化兵法等 
②海外法規制情報  
  REACH、TSCA、各国規制 
③環境毒性情報 
④健康毒性情報 

大学・研究機関 企 業 自治体 

ＮＩＴＥ 

化審法業務、化管法業務を通じた

信頼性ある技術情報を蓄積 

研究開発、化学物質管理、規制対応に利用 

【事業者の負担軽減】 

【国際貢献】 

【国際競争力の確保】 

【研究開発・製品設計支援】 
・製品に含まれる化学物質の
法令上の対応・確認を容易に
した。 

・海外への輸出、第三国の現
地法人による製造、輸入の規
制対応 

・国内の化学物質に関する規
制は、多岐に渡ることから、１
社での対応は困難であり、信
頼ある情報による事業者の負
担軽減に繋がる 

・OECD整備プログラム、2020
年の国際協働に貢献 

 【アクセス件数】  １０６８万件／年 
現在、各事業目的に則った情報提供ＤＢを整備・運用 

Ａ機関 Ｂ 機関 Ｃ機関 

  Ｄ団体 Ｇ社 Ｅ社 Ｆ社 

情報提供システム 

貿易相談Q&A  規格販売  基準認証情報 

認証サービス 自前の規制情報DB 

  国が整備すべき基本情報（事例）                                       

140 

               化 学 物 質 管 理 （化審法・化管法）      電気安全規制（電安法） 

【大手企業】 
 自ら海外規制動向も含め、社内に規制対応ＤＢを整備

（調査スタッフ１０名前後は必要） 

【中堅企業・中小企業】 
 自らＤＢを整備することはなく、上記の公的サービス 
 を利用 

・国の基本情報として、規制情報が一元的に整備されれば、

上記機関、民間事業者は、国から信頼ある、タイムリーな

情報を入手し、自ら調査する手間が省かれ、円滑に２次利

用できることとなる。ＥＵの情報提供、CHRIPのテータベー

スと同様、事業活動の効率化、活動基盤の強化に繋がる

ものと期待される。 

■ 規制情報は、国の基本情報（１次利用）として、利用しやすいＤＢ整備・運用が必要 

【主なＤＢコンテンツ】 
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 国の予算で整備した公的ＤＢ及びその運用（NEDO追跡調査） 

熱物性 
データベース 

平成1５年度～ 

研究開発情報公開 ＤＢ（RIO-DB）の 
熱物性ＤＢに６０００点のデータを移管 

新規産業創成のための 
熱物性データに関する 
基盤整備 

（平成１０年度 ：  
 JSA  即効型知的基盤創成研究開発事業） 

液体及び高温融体の熱物性 
標準データと計測技術の 
研究開発 

（平成１１～１３年度 ：  
 NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

    産総研 
    RIO-DB 

超臨界流体を 
利用したポリ 
マー成形加工 
ＤＢ 

後継事業なし 

データ移管作業 

Ａ団体 

Ｂ大学 

超臨界流体を利用したポリマー成形加工におけるシミュレータ開発 

（平成１８～１９年度 ： NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

    産総研 
    RIO-DB 

２７２５件／年 

アクセス件数 

１４５１７９件／年 

アクセス件数 

溶接設計支援 
システム用 
データベース 

Ｃ企業 

溶接設計支援システム用データベース構築の調査研究及び研究開発 

（平成１７～１９年度 ： NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

当初から、研究開発情報公開 ＤＢ（RIO-DB）への
収録を想定 

後継事業なし 

データ移管作業 

産総研 
RIO-DB 

溶接協会 
  DB 

熱物性データ 

固有変形データ 

（平成１９～２１年度  
 ： ＪＳＴ先端計測分析技術・機器開発プログラム 

高度ものづくり支援  
－超高温熱物性計測システムの開発 

ニューガラス 
データベース 

Ｄ団体 

ニューガラスの設計に 
資するデータベース構築 

ガラス構造データベース構築
のための研究開発 

（平成１7～１8年度 ：  
 NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

（平成１4～１6年度 ：  
 NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

ニューガラス 
  DB 

データベース整備 データベース運用・サービス 

自主事業でデータベース運用中 
 ・データ更新 
 ・説明会、ＰＲ 
 
※毎年１０００万の赤字 

ニューガラス 
  DB 
 Version 7.0 

後継事業なし 

データ移管作業 
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■ わかりやすい、使いやすい、ユーザーの視点に立った質的整備 
NITE 化学物質総合情報提供システム（ CHRIP ） 

    CHRIP 
◆化学物質の番号や 
 名称等から、有害性 
 情報、法規制情報 
 及び国際機関による 
 リスク評価情報等を 
  検索 

大学・研究機関 企 業 自治体 

化審法業務、化管法業務を通じた信頼性ある技術情報を蓄積 

研究開発、化学物質管理、規制対応に利用 

【アクセス件数】  
１０６８万件／年 

  

    RMinfo 

◆任意の語から全文

検索により、国内で入

手できる標準物質の技

術情報、購入情報等を

検索 

①国内標準物質情報 
 標準物質名称、用途、 

 成分、不確かさ等 

 
②海外標準物質情報 
  （COMARを活用） 

大学・研究機関 企 業 

・審査委員会により承認を受けた標準物質供給事業者からの情報に基づき、

信頼性のある情報を蓄積 

     材料分析、環境分析等に利用 

常に顧客のターゲッティング戦略を踏まえた知的基盤の整備が重要。 

【アクセス件数】 
３１万件／年 

【ＤＢコンテンツ】 

①国内法規制情報 
  化審法、化管法、労安法、 
  毒劇法、化兵法等 
②海外法規制情報  
  REACH、TSCA、各国規制 
③環境毒性情報 
④健康毒性情報 

【主なＤＢコンテンツ】 

RMinfoアクセス推移（万ページ） CHRIPアクセス推移（万ページ） 

178 
270 319 
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NITE 標準物質総合情報システム（ RMinfo ） 

・顧客満足度は８割 
・ユーザーの視点に立った 
 システム改良を実施 
・月１回のデータ更新 
・多方面への広報 

4  
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31  
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60 

・基本的なデータ提供 
・最低限のシステム改良 
・年１回のデータ更新 
・計測分野への広報 

※平成22年度から、サーバ移行に伴い集計方法を変更。 
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○震災後、電力各社は需給ひっ迫状況を様々なルートで国民に伝えるため、リアルタイム需給データを第３者が 
２次利用しやすいデータ形式で公開。 

○データを利用し、民間の創意工夫により、可視化サービスが次々登場し、節電（ピークカット）に貢献。 

デジタルサイネージ（電車） スマートフォンアプリ 

電力各社がインターネット
で提供した需給データ 

需給がひっ迫すると自動でパソコンを
省エネモードにするシステム 

節電アクションの共有や、節電ポイントの上位者ランキ
ングなどを通じて、節電の取組を社会運動に 

節電の社会運動に 

ゲームで節電 

 ■ 個々の企業・組織を超えたデータ開放・融合の中から新たな価値が創造される。  
 ■「公共データ」や公共性の高い民間データは、大きな財政負担なくイノベーションを創出できる宝の山。 
 ■ まず、国が「データ開放」を積極的に進め、併せて「異分野融合の担い手づくり」を両輪で推進。 

「公共データは宝の山」 × 「異分野融合による価値創造」 
「ＩＴ融合フォーラム」を組成（平成２４年６月設立） 

データの開放・融合によるイノベーション 
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日本 ＥＵ 英国 米国 

・ 公共データの民間利活用
について定めた規則や指
針は不存在であった。 

（国が作成した著作物の著
作権は国に所属している
が、著作権処理の指針が
ないため、２次利用を認め
ない運用が大半。） 

 

・2003年に公共データ利活
用に関するＥＵ指令を制定。 

・同指令に基づき、各国で
公共データ民間利活用の
制度を整備。 

・公共データ民間利活用に
よるＥＵ域内の経済波及
効果を年間１４００億ユー
ロと試算。 

（仮にＧＤＰ比から日本円に
置き換えると約５．４兆円
の経済波及効果となる。） 

・2003年のEU指令を受け、
2005年に公共データの再
利用に関する規則を制定。 

・2010年に公共データの著
作権処理を定めたオープ
ンガバメントライセンスを
制定。 

※国は著作権を放棄せず、
利用者に出典明示を課す
代わりに商業利用を含む
幅広い利用を認める。 

・オバマ政権発足直後、
オープンガバメントに関す
る覚書を大統領が発表。 

・連邦政府の公共データ利
活用の統一的窓口として、
「Data.gov」のサイトを整備
（およそ５万のデータが利
用可能） 

・政府の著作物は著作権の
保護対象外。 

日本においても、2012年7月に、 
公共データ活用促進のための「電子行政オープンデータ戦略」を策定 

（７月４日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定） 

各国の取組状況 

各国の公共データ開放に関する取組の比較 

• 欧米を中心に世界各国の政府が公共データの民間利活用を促進するための環境・制度整備を実施。 
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 「新たな情報通信技術戦略」及び「電子行政推進に関する基本方針」の趣旨に則り、公共データの活用促進に集中
的に取り組むための戦略として、電子行政オープンデータ戦略を策定する。 

① 透明性・信頼性向上      → 行政の透明性の向上、行政への国民からの信頼性の向上 

② 国民参加・官民協働推進 → 創意工夫を活かした公共サービスの迅速かつ効率的な提供、ニーズや価値観の多様化等への対応 

③ 経済活性化・行政効率化  → 我が国全体の経済活性化、国・地方公共団体の業務効率化、高度化 
 
 
 

【基本原則】  ① 政府自ら積極的に公共データを公開すること 
               ② 機械判読可能で二次利用が容易な形式で公開すること 
             ③ 営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること 
           ④ 取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取組に着手し、成果を確実に蓄積していくこと 

  

【推進体制・制度整備】オープンデータを推進するための体制として、速やかに、官民による実務者会議を設置 
 ①公共データ活用のための環境整備等基本的な事項の検討 
 ②今後実施すべき施策の検討及びロードマップの策定 ③各種施策のレビュー及びフォローアップ 
【電子的提供指針】フォローアップの仕組みを導入し、「具体的な施策」の成果やユーザーの要望等を踏まえ、提供する情報の範囲や内容、提供方法を見
直し 

◆ 戦略の意義・目的 

◆ 基本的な方向性 

◆ 推進体制等 

【平成２４年度】以下の施策を速やかに着手 
 １ 公共データ活用の推進 （公共データの活用について、民間と連携し、実証事業等を実施） 《内閣官房、総務省、経済産業省》 
   ①公共データ活用ニーズの把握 ②データ提供方法等の整理 ③民間サービスの開発 
 ２ 公共データ活用のための環境整備 （実証事業等の成果を踏まえつつ、公共データ活用のための環境整備） 《内閣官房、関係府省》 
   ①必要なルール等の整備（著作権の取扱いルール等） ②データカタログの整備 ③データ形式・構造等の標準化の推進等 
   ④提供機関支援等についての検討 
【平成25年度以降】ロードマップに基づき、各種施策の継続、展開 《内閣官房、関係府省》 

◆ 具体的な施策 

《内閣官房、総務省》 

《内閣官房、総務省、経済産業省、関係府省》 

電子行政オープンデータ戦略（平成２４年７月４日IT戦略本部決定） 
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DATA METI構想の推進 
＜経済産業省の率先取組＞ 

こ
れ
ま
で
の
取
組 

今
後
の
取
組 

・産業技術総合研究所
等において、地質情
報、事故情報、化学物
質情報等の知的基盤
データを各々データ
ベース化。 

・復興庁、内閣官房等
と協力し、府省・自治
体の復旧・復興支援
データを標準化、ネッ
トで提供（H24年1
月）。 

 

・漢字の共通データ
基盤を整備し、行政
機関だけでなく民間
にも無料で開放（Ｈ
23年10月公表） 。 

・国民意見を集め政
策対話を行うアイ
デアボックスを実
施（H22年）。統計

だけでなく分析
ツールを提供。 

・分散した情報をユーザ
視点で統合的に管
理、利用可能な情報
プラットフォームを検
討。 

・利用可能な形で公開
し、企業のイノベーショ
ン活動のための情報
収集・分析を支援。 

・復旧・復興支援制度
DBのノウハウを活用

し、企業支援制度等
への展開を検討。 

・ユーザ視点の支援情
報基盤を通じて、産
業を活性化。 

・文字レベルの互換性
確保だけでなく、
データ項目レベルで
の多様なデータの相
互流通を可能とする
ための公共情報交
換標準スキーム等
（日本版NIEM）を検
討・実証。 

・産業界だけでなく、
大学やベンチャー
等を対象に、公共
データ活用コンテ
ストを通じて、公共
データに対する民
間ニーズ、アイデ
ア創出を発掘。 

復旧・復興支援制度DB 日本語文字情報 オープンガバメント 知的基盤データ 

各種支援制度情報
公開基盤の検討 

アイデアコンテスト
の実施 

横断利用可能な知的基
盤データベースの構築 

日本版NIEM※の検
討・実証 

                    DATA  METI構想（公共データ開放について、実施可能な取組みから実行） 

※NIEM（National Information Exchange Model）：米国政府が公共情報の交換に活用しているデータ交換体系 

・融合に対する民間
ニーズの把握、低
コストでデータを多
様な主体が利用
するための制度・
技術基盤の整備 

 

IT融合フォーラム
での検討 

・データの価値創出
に向け、有識者か
ら成るIT融合

フォーラム（村井
座長）を組成（H24
年6月設立）。 

データ利活用 

省内コンサルティングの実施 
経済産業省保有データの現状把
握、各現場・各分野のニーズに対
応した課題の発掘と解決を支援 

経済産業省 

編集が容
易なデー
タ 

データ利活用者 

国民 

付加価値
サービス 

事業者 

IT融合フォーラムの下に公共データWG（仮）を設置し、オープンデータに関するニーズを考慮
しながら、「DATA METI構想」の推進や「ノウハウ共有」「国際連携」について、検討をすすめ
ていく。 

ノウハウ共有 

各府省・自治体 

国際連携 

・得られたノウ
ハウを各府省
等と共有 

・技術・ルール
について欧米
と調和を図る 

（WG事務局：経済産業省商務情報政策局情報プロジェクト室） 
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オープンデータの具体的な事例 
１．知的基盤データの2次利用しやすい形でのデータ提供 

２．経済産業省施策データの2次利用しやすい形でのデータ提供 

異なる技術分野の知的基盤データを、横断的または組み合わせで検索できる等、2次利用しやす
い形でのデータ提供 

①各々のホームページなどで公開されている情報ではあるが、公開している提供主体が異な
ると一度に検索をすることができない施策データの提供 
 補助金等の支援制度（復興・復旧支援制度データベースは先行実施中） 
 調査研究報告書 
 主催イベント情報、後援イベント情報 

②企業名からの逆引き検索を可能とすることで、優れた企業の市場における知名度を高める
など、新たな価値を創造しうる可能性がある施策データの提供 
 法に基づく優遇措置の事業認定情報 
 各種表彰データ 

企業の研究開発をリードする 
政府大の国家プロジェクトの推進基盤 

イノベーションの創出・推進 
(研究開発活動) 

企業の研究開発 
・実用化の促進基盤 

海外市場の 
獲得支援 

知 的 基 盤 （ソフトインフラ） 

計 量 標 準 地  質  図 データベース 試験・評価方法 標準物質 

（国際標準, 日本工業規
格） 

生物遺伝資源 先端計測技術 化学物質管理 

（NITE製品事故情報提供
DB） 

（NITE : 大気中濃度マッ
プ） 

（NITE : 微生物の保存・
提供） 

（JST : 研究開発） （産総研: 地質情報提
供） 

（産総研： 標準開発・
提供） 

（産総研: 標準開発・提
供） 

国民生活、社会経済活動を支える重要かつ不可欠な国の基本情報（公共財）として幅広く利用、活用 
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機密性○ 

人間の様々な活動において得られる知的な資産を体系化・組織化して蓄積した知的基盤は、日本の製造業
における研究開発コストを圧縮し、競争力の高い製品（商品）の創出や、国民の安心・安全などに寄与し
てきました。国家戦略会議における枝野経済産業大臣からの発表にある公共データの開放を行い、経済活
性化等に寄与することが求められている中で、知的基盤をより広範に（大企業だけでなく、中堅・中小企
業にまで）利用してもらうことによって、日本の製造業の競争力強化（イノベーションを含む）や、雇用
創出などに寄与できます。 

【知的基盤として、蓄積されているデータ】 
 企業単独では情報を蓄積することが困難なものを中心に、政府研究機関等が整備した情報を体系的に整備したも
の。 

データ種類 データベース分野 備考 

質量、時間、長さ等 計量標準・標準物質 ものを測る基準、精度などの情報 

化学物質有害性評価法、有害性データ等 化学物質安全管理基盤 法規制情報及び国際機関によるリスク評価情報 

産業用有用微生物菌株、ＤＮＡ解析データ等 生物資源情報基盤 工業製品、健康サプリメントなどの開発に必要な情報 

材料物性評価法、材料物性データ等 材料関連基盤 材料の種類ごとの耐久性や、加工のしやすさなどの情
報 

地質図、活断層図、火山図等 地質情報 防災、国土保全などに関する情報 

【知的基盤による成果（一例）】 
 これまで整備した情報が利用され、イノベーションが起きたものも
多い。 

標準物質である“粒子標準”を利用することによっ
て、ナノ粒子管理が可能となり、半導体事業が発
展。 

産業用有用微生物菌株である“紅麹菌”を利用する
ことによって、健康サプリメントや、美白効果の高
い化粧品の商品化が加速。 

【課題意識】 
●現状の知的基盤の情報は、散逸しており、 
検索しにくい。 
●専門性が高い情報形式で提供されているため、
研究所などを所有する大企業しか使えない。 

意欲のある中堅・中小企業に対して、情報を
扱いやすくすることによって、より広範なイ
ノベーションが創出できるのではないか。 
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  知的基盤整備における ものづくり基盤プラットフォームの構築 
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計量標準DB 

データ群 

標準物質ＤB 

規格・規制   
情報DB 

国際標準DB 

知的基盤
Gov.jp/ 
コンテンツ基盤 

標準データ形式 
明確な約款 

公共的な維持・運用 

熱物性DB 

研究素材の提供 
（無償） 

解析ができる企業など 

大学、研究機関など 
研究素材の提供 
（無償、有償） 

解析ツール 

統合ツール 

アルゴリズムサンプル 

ツール群 
中小企業など 

素材の提供 
（無償、有償） 

アグリゲーターによる加工 
（例：計量・計測コンサルタント） 

コンテスト 

充実 

相
談 

提
供 

相
談 

提
供 

LOD 

LOD 

LOD 

LOD 

LOD 

他の情報 
との融合 

ナノテク バイオ スマグリ 

イノベー
ション 

ものづくり基盤プラットフォーム の整備 －計量・計測分野－ 

1 情報・データの集約 

2 コンテンツ作成 3 利用ツールの開発 

4 ２次利用促進の支援 

5 公共データの２次利用 
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  公共データを活用した新市場創出のための知的基盤整備・活用 
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