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本概要書は、「平成 30 年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(IMI 情報共有基盤
推進事業）」仕様書(以下、仕様書)に基づき、平成 30 年度 IMI 情報共有基盤推進事業の活動お
よび成果の概要を記載している。 
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1. 目的 

IMI 情報共有基盤（以下「IMI」という）を活用して構築されている法人インフォメーション
（以下「法人インフォ」という）をターゲットとし、IMI を一層使いやすいよう、改善する。 

一般的に難解である「語彙」の活用への障壁を下げ、IMI の活用拡大を図り、横断的な官民デ
ータ活用を促進するための基盤を整備するとの政府方針に応える。 

2. 成果 
【】は最終報告書の参照箇所 

 法人インフォの整備に伴い、法人インフォが扱うデータの円滑・効率的な利活用に必要と
なる法人インフォ用の語彙(法人情報語彙)およびデータモデルを整備し法人インフォへ
提供した。 
【2.2 法人インフォ用の語彙整備、2.3 DMD の整備】 

 法人インフォへデータを登録する際の作業効率を向上させ、かつ、データの品質を向上さ
せるために有効なデータ正規化ツールを整備し法人インフォへ提供した。 
【2.4 法人インフォ用変換ツールの整備】 

 法人インフォの運用現場での作業実態に合わせ、既存のデータモデル編集ツール(IMI ツ
ール)の機能を改善。ツールを汎用化した場合を想定し、改善点に関して自治体等から評
価を受け、利便性が向上する等の意見を得た。 
【2.5 DMD メンテナンスツールの整備】 

 上記法人インフォ対応を通じて得た知見をもとに、IMI の改善を目的とし、仕様の追加等
技術改定を実施した。 
【3.1 コア語彙の改善、3.2 技術仕様の改善】 

 法人インフォ用の語彙をドメイン語彙とすることを想定し、ドメイン語彙策定に必要な
技術要件や体制について検討し、今後のドメイン語彙運用に関する提言を行った。 
【4.1.2 語彙／コード／技術改定に関する提言】 

 より解りやすい IMI を実現するために IMI 普及戦略を策定し、今後 IMI が目指す社会お
よびそれを実現するためのターゲットや取組みを提示した。 
【1.2.4 タスクフォース (ア)普及 TF】 

 IMI の技術をより広範に流通させるため、IMI 語彙記法の国際標準化に関する取組みとし
て、国際提案の予備段階の活動を実施した。 
【3.3 技術仕様の国際標準化】 

 データの相互運用性を評価するための手法を確立するため、欧州における電子的公共サ
ービスやそのデータについての評価モデルを参考に、日本のデータ流通市場等の動向を
踏まえ、評価すべき項目の洗い出しを実施した。 
【3.4 データ評価法の検討】 
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3. 活動内容 

(１) 体制 

以下に示す検討体制を構築し、運営を実施した。 
 

普及拡大策・運用の検討 技術仕様・標準化の検討

技術検討ワーキンググループ利用促進ワーキンググループ

情報共有基盤推進委員会

IMI検討体制
(実行機能)

調整会議

普及戦略
TF

ユーザー
支援TF

法人
インフォTF

技術
ポリシーTF

評価手法
検討TF

タスクフォース設置の検討・承認

国際
標準化TF

事
務
局(

経
済
産
業
省
・IPA)

TF:タスクフォース

 
 

(２) 法人インフォ対応 

法人インフォ TFが主体となり技術ポリシーTFが技術的な支援を実施する形で活動を行った。
法人インフォ TF の会合は５回開催し、この中で以下の活動を実施した。 

 法人インフォ用語彙(法人情報語彙)の整備 

 法人インフォ用データモデルの整備 

 法人インフォ用のデータ正規化ツールの整備 

 法人インフォ用のデータモデル編集ツールの整備 

(３) IMI の改善(技術拡張) 

技術ポリシーTFが主体となり、法人インフォ TFからの技術課題解決を中心に活動を行った。
技術ポリシーTF の会合は７回開催し、この中で以下の活動を行った。 

 コア語彙の改定 

 技術仕様の改定（IMI 語彙記法、DMD 仕様、マッピングファイル仕様、構造化項目名記法） 

 ドメイン語彙に関する運用要件や技術要件の洗い出し 
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(４) 普及戦略の策定 

普及戦略 TF が主体となり、IMI の普及戦略を策定した。普及戦略 TF の会合は準備会を含め
３回開催した。 

(５) 国際標準化の推進 

国際標準化 TF が主体となり、IMI 語彙記法の国際標準化に対する予備段階の活動を実施した。
国際標準化 TF の会合は 5 回(内一回は欧州とのテレカンファレンス)開催した。 

(６) 評価手法の検討 

評価手法検討 TF が主体となり、データの相互運用性を評価するための評価項目について洗い
出しを行った。評価手法検討 TF の会合は４回開催した。 

(７) IMI 利活用の促進 

ユーザー支援 TF が主体となり、IMI の利活用向上のための活動を行った。ユーザー支援 TF
の会合は 6 回(内１回は避難所語彙のレビュー会)開催し、この中で以下の活動を実施した。 

 推奨データセットを通じた IMI 適用支援（避難所語彙や避難所 DMD の検討など） 

 公共団体の個別支援（さがみオープンデータ推進研究会など） 

 パートナー制度の運用と改善検討 

 ドメイン語彙化プロセスに対する検討事項の洗い出し 

(８) 今後の課題の整理 

各 TF からの成果や申し送り事項等を踏まえ、利用促進および技術検討ワーキンググループに
て今後の課題を整理した。整理した課題については情報共有基盤推進委員会にて確認が行わ
れた。利用促進および技術検討ワーキンググループの会合は各３回、情報共有推進委員会の会
合は２回開催した。整理した主要な課題は以下の通り。 

 ドメイン語彙／コードの設置・運用に関する要件とプロセスの整備 

 コア語彙／各種技術仕様の更新プロセスの整備 

 上記プロセス遂行に必要な体制の整備（オープンな検討体制とガバナンス） 

 データ活用環境の整備（IMI 適用ガイドライン等の充足） 

 技術的課題の継続検討 

 

以上
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はじめに 

本報告書は、「平成 30 年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業(IMI 情報共有基盤
推進事業）」仕様書(以下、仕様書)に基づき、平成 30 年度 IMI 情報共有基盤推進事業の活動お
よび成果について記載している。 
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1. IMI 検討体制の運営 

 検討体制の構築 

以下に示す検討体制を構築し、運営を実施した。 

普及拡大策・運用の検討 技術仕様・標準化の検討

技術検討ワーキンググループ利用促進ワーキンググループ

情報共有基盤推進委員会

IMI検討体制
(実行機能)

調整会議

普及戦略
TF

ユーザー
支援TF

法人
インフォTF

技術
ポリシーTF

評価手法
検討TF

タスクフォース設置の検討・承認

国際
標準化TF

事
務
局(

経
済
産
業
省
・IPA)

TF:タスクフォース

 

(ア) 情報共有基盤推進委員会(委員会) 

IMI 全体の推進方針、IMI に係る基本的技術仕様の検討、運用方針の検討を行うための
会議体。各方針に沿ってワーキンググループ(WG)を設置しその活動を統括する。 

委員会構成 委員長 1 名、委員 9 名 

(イ) 利用促進ワーキンググループ（利用促進 WG） 

委員会の方針に従い IMI の普及に関する検討を細分化し、細分化したテーマに即して
タスクフォースを設置して検討・実行を指示する。タスクフォースの活動内容を横断的
に統括し委員会へ報告する。 

WG 構成 主査 1 名、委員 7 名 

(ウ) 技術検討ワーキンググループ（技術検討 WG） 
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委員会の方針に従い IMI の提供する語彙や技術に関する検討を細分化し、細分化した
テーマに即してタスクフォースを設置して検討・実行を指示する。タスクフォースの活
動内容を横断的に統括し委員会へ報告する。 

WG 構成 主査 1 名、委員 7 名 

(エ) 調整会議 

技術検討 WG および利用促進 WG の決定をふまえ、タスクフォースの設置及びタスク
フォース構成員の配置、作業の調整等、施策の具体化のための検討、調整を行うための
組織。WG 毎の代表者 2 名および事務局代表者により構成する。 

(オ) タスクフォース（TF） 

各 WG からの指示により、具体的な活動を行う組織。仕様書 3.1「作業部会」に相当。
調整会議にて随時設置が検討される。なお、設置したタスクフォースは以下の通り。 
 利用促進 WG 

 普及戦略タスクフォース 

 法人インフォタスクフォース 

 ユーザー支援タスクフォース 

 技術検討 WG 

 技術ポリシータスクフォース 

 評価手法検討タスクフォース 

 国際標準化タスクフォース 

各タスクフォースの詳細については「別紙１. タスクフォース定義書」を参照。 

 検討状況 

委員会、WG、調整会議、タスクフォース、タスクフォースが設置したレビュー会等の
個別会議及び外部連携先とのテレカンファレンス等を開催し検討を完了した。 

 情報共有基盤推進委員会 

以下の委員会活動を通じ、IMI 推進に関する政府方針との適合性の確認および今年度の
活動に関する検討を実施した。なお、委員会開催状況として議事要旨や配布資料を
https://imi.go.jp/taisei にて公開した。 
 第１回委員会（2018年 8 月 3 日） 

 須藤委員を委員長に選出 

 今年度の検討体制としてWG構成および WG の判断で TF を設置することを承認 

 利用促進 WGの主査に川島委員を選出 

 技術検討 WGの主査に武田委員を選出 

 今年度の基本方針として、経済産業省の運用する「法人インフォメーション」を一つ

のターゲットとして IMI の充実を図り、その成果普及を図ることを承認 

 第２回委員会（2019年 3 月 6 日） 

 今年度事業の実施状況を確認 

https://imi.go.jp/taisei
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 来年度以降の IPA 活動範囲について確認 

 今後の活動推進について、一旦経済産業省が中心となり検討することを承認 

 ワーキンググループ 

(ア) 利用促進 WG 

以下の WG 活動を通じ、IMI の利活用を促進するための方針と具体策を TF に展開し、
その活動状況を統括した。なお、WG 開催状況として議事要旨や配布資料を
https://imi.go.jp/taisei にて公開した。 
 第１回利用促進 WG（2018 年 8 月 10日） 

 今年度事業、検討体制について合意 

 委員の間での IMI の現状や課題への意識合わせも含め、普及戦略についての集中的

議論を早期に行う。そこからさらにタスクフォースを立ち上げてゆく 

 全国地域情報化推進協会(APPLIC)等との連携を検討するタスクフォースの立ち上げ

について検討する 

 第２回利用促進 WG（2018 年 11 月 20 日） 

 普及戦略タスクフォースで検討した普及戦略について、引続き ML にて議論し IMI普

及戦略を仕上げる 

 APPLIC の地域情報プラットフォームの担当者と IMI のコラボレーションの可能性

について意見交換を行う 

 推奨データセットの検討方法はユーザー支援 TFにて検討する 

 ドメイン語彙の提案から決定までの一連のプロセスを議論する必要がある事を推進

委員会へ報告する 

 第３回利用促進 WG（2019 年 2 月 22日） 

 今年度事業の実施状況を確認 

 普及戦略は IMI のリファレンスドキュメント的な利用を想定してまとめたものとし

て活用し、その活用度合いや成果は活用した人が責任を負ってすすめる 

 IMI の運用を検討するため、情報共有基盤推進委員会に以下の提言と情報提供を行う 

 個別の施策毎に別個の組織体が遂行することが想定されるが、各活動がバラバ

ラにならない仕組み作りが必要 

 自発的なオープンな体制においては統括組織が必要 

 統括組織に期待される役割の整理が必要 

 統括組織や推進組織に必要な要件や候補を洗い出す準備会の設置が必要 

 IPA の来年度以降の活動予定情報 

(イ) 技術検討 WG  

以下の WG 活動を通じ、IMI が提供する技術の改善および導入のための具体策検討を
TF に展開し、その活動状況を統括した。なお、WG 開催状況として議事要旨や配布資
料を https://imi.go.jp/taisei にて公開した。 
 第１回技術検討 WG（2018 年 8 月 10日） 

https://imi.go.jp/taisei
https://imi.go.jp/taisei
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 今年度事業、検討体制について合意 

 タスクフォースの設置、メンバーについては本日の議論を踏まえて事務局が案を示

し、メーリングリスト等で議論。調整会議で承認を得る 

 第２回技術検討 WG（2018 年 11 月 22 日） 

 コア語彙に関する説明ドキュメント作成が次の重要課題である 

 年度内にドメイン語彙の暫定運用案を作成することを目標とする 

 ドメイン語彙の作り方検討も検討課題とする 

 第３回技術検討 WG（2019 年 2 月 13日） 

 今年度事業の実施状況を確認 

 今後の注力ポイントとして以下を提言 

 IMI の核となる部分（IMI 語彙記法、コア語彙、語彙の作り方）を確立する 

 IMI 展開のためには検討組織の連携とオープン化を両輪で実施する 

 技術的な課題の継続検討を行う 

 調整会議 

 調整会議（2018年 9 月 5 日） 

 以下のタスクフォースの設置とその構成員を合意 

 普及戦略タスクフォース（普及 TF） 

 技術ポリシータスクフォース（技術 TF） 

 法人インフォタスクフォース（法人 TF） 

 評価手法検討タスクフォース（評価 TF） 

 国際標準化タスクフォース（標準化 TF） 

 ユーザー支援タスクフォース（支援 TF） 

各タスクフォースの詳細については「別紙１. タスクフォース定義書」を参照。 

 タスクフォース 

(ア) 普及 TF 

以下会合を中心に、IMI 普及戦略を検討した。普及戦略は利用促進 WGにて継続検討し
検討を完了した。検討結果は「別紙２. IMI 普及戦略」を参照のこと。 
 準備会(2018年 9 月 12日) 

 川島委員を主査に選出 

 今までの IMI の活動および今後の政府動向などを共有 

 事務局にて認識している IMI の課題を共有 

 第１回 TF(2018 年 10月 23 日) 

 今後予想されるデータ流通業界の動向などを共有 

 普及ターゲットおよび対応する施策の洗い出しを実施 

 第２回 TF(2018 年 11月 1 日) 

 IMI のキーメッセージは「日本社会のことばの基盤」とする 
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 ターゲットを自治体とベンダーに分けて注力ポイントを設定する 

 「避難所」と「イベント」に関して優先度を上げて IMI 対応を促進する 

(イ) 技術 TF 

以下会合を中心に、法人インフォ機能強化に係るコア語彙や技術仕様に対する要求の整
理、技術仕様への反映を検討・実施した。実施内容の詳細は、「3.1 コア語彙の改善」
「3.2 技術仕様の改善」を参照のこと。 
 第１回 TF(2018 年 10月 30 日) 

 武田委員を主査に選出 

 技術 TF のミッションや課題について共有 

 対応すべきタスクの洗い出しを実施し、取り組み方について共有 

 第２回 TF(2018 年 11月 15 日) 

 法人インフォ機能強化に伴う IMI 技術仕様への取り込みについて検討 

 法人インフォ機能強化に伴うコア語彙の改訂について検討 

 法人インフォ用ドメイン語彙の新設に伴う承認手続きなどの課題について検討 

 第３回 TF(2018 年 12月 7 日) 

 コア語彙改訂及び技術仕様改訂について検討 

 技術的導入、技術的定義などのガイドライン策定について検討 

 法人インフォ機能強化に伴う技術ポリシーについて検討 

 第４回 TF(2018 年 12月 18 日)  

 コア語彙改訂及び技術仕様改訂についての進捗確認及び課題検討 

 技術的導入、技術的定義などのガイドライン策定について検討 

 地域情報プラットフォーム等との IMI 連携に関する検討 

 第５回 TF(2019 年 1月 31 日) 

 コア語彙改訂及び技術仕様改訂についての進捗確認及び課題検討 

 推奨データセットを題材とした IMI 実装上の課題の検討 

 第６回 TF(2019 年 2月 8 日) 

 コア語彙改訂及び技術仕様改訂の最終確認 

 IMI 適用の簡易化に関する検討 

 申し送り事項の確認 

 第 7 回 TF(2019 年 2月 20 日) 

 技術仕様改訂の最終確認 

 IMI 適用の簡易化に関する検討 

 申し送り事項の確認 

(ウ) 法人 TF 

以下会合を中心に、法人インフォ用語彙、法人インフォ DMD、法人インフォ用変換ツ
ールの整備に係る検討・実装を行った。検討・実装の詳細は、「2. 法人インフォ機能強
化支援」を参照のこと。 
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 第１回 TF(2018 年 10月 24 日) 

 菅又委員を主査に選出 

 法人 TF のミッションや課題について共有 

 法人インフォ機能強化支援の内容及び推進体制などを共有 

 年度内短期目標と次年度以降の中長期目標を検討 

 第２回 TF(2018 年 11月 12 日) 

 法人語彙拡張(短期)について検討 

 第３回 TF(2018 年 11月 30 日) 

 法人語彙拡張(短期)について適用範囲を共有 

 法人インフォ用変換ツールの実装検討 

 DMD の実装検討 

 第４回 TF(2019 年 1月 15 日) 

 法人インフォ用語彙の提案内容の確認 

 法人情報ドメイン語彙の用語名に関する検討 

 法人インフォ用に提供するツールの設計確認 

 第５回 TF(2019 年 2月 14 日) 

 法人インフォに対する今年度支援についての確認 

 法人インフォ向け成果物の確認 

(エ) 評価 TF  

以下会合を中心に、データの相互運用性を評価するための手法について検討を行った。
検討の詳細は、「3.4 データ評価法の検討」を参照のこと。 
 第１回 TF(2018 年 11月 15 日) 

 早矢仕委員を主査に選出 

 一般社団法人データ流通推進協議会(DTA)によるデータ品質WGの活動内容を共有 

 今後の評価 TFの進め方を決定 

 第２回 TF(2018 年 12月 14 日) 

 欧州委員会等との連携に関する状況の共有 

 SIMAPS/IMAPSに関連した評価項目の調査状況 

 DTA における評価項目の取り扱いについて 

 評価軸採用方針に関する検討 

 欧州委員会とのテレカンファレンス(2018年 12 月 19 日) 

 欧州委員会における SIMAPS/IMAPSの更新検討状況の共有 

 SIMAPS 検討において日本と意見交換を行いながら検討を進める旨を合意 

 第３回 TF(2019 年 1月 31 日) 

 SIMAPS/IMAPSの調査状況の共有 

 欧州委員会との連携状況の共有と次のアクションの検討 

 最終成果のまとめ方の合意 

 第４回 TF(2019 年 2月 21 日) 
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 欧州委員会との連携状況の共有と次のアクションの検討 

 SIMAPS/IMAPSの調査報告の確認 

 最終成果報告の確認と今後の進め方検討 

(オ) 標準化 TF  

以下会合を中心に、語彙記法の国際標準化ついて検討を行った。検討の詳細は、「3.3 技
術仕様の国際標準化」を参照のこと。 
 第１回 TF(2018 年 9月 12 日) 

 加藤委員を主査に選出 

 「IMI 語彙記法」の国際標準化に必要な手続きの確認 

 「IMI 語彙記法」の国際標準化にあたっての内容検討 

 第２回 TF(2018 年 10月 12 日) 

 SC32/WG2小委員会での「語彙記法」提案に関する審議内容の説明 

 仙台 SC32/WG2 国際会議向けプレゼン資料の改訂を検討 

 「語彙記法」国際提案に向けた今後の作業工程を検討 

 第３回 TF(2018 年 12月 7 日) 

 語彙記法の国際標準化提案に関する状況の確認 

 SC32/WG2中間会議（仙台）の報告 

 国内 SC32/WG2小委員会への提出資料検討 

 第４回 TF(2019 年 1月 11 日) 

 SC32/WG2小委員会参加報告および要検討事項への対応 

 IMIV による ISA および NIEM 記述試行で認識された問題点の検討 

 IMIV 変換ツール整備状況の共有 

 第５回 TF(2019 年 2月 20 日) 

 国際標準化方針の検討 

(カ) 支援 TF  

以下会合を中心に、IMI パートナー等に対する具体的な支援施策の検討と実践を行った。
活動の詳細については「別紙７. ユーザー支援タスクフォース活動報告」を参照。また、
活動を通して得られた知見等については、「4. 今後の課題および提言」を参照のこと。 
 第１回 TF(2018 年 10月 31 日) 

 下山委員を主査に選出 

 IMI 検討体制及び支援 TFの説明 

 IMI パートナーの現状と今後の計画、課題の説明と協議 

 IMI パートナー新規申請(B inc.)の承認 

 IMI パートナー向け説明会(11 月 13 日開催)について紹介 

 第２回 TF(2018 年 11月 30 日) 

 これまでの検討状況と課題の共有 

 IMI パートナー制度に関する既知の課題の確認 

https://oscwg.ipa.go.jp/imi_core/695.html
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 IMI パートナー新規申請(Moly)の承認と、協業検討の申し入れ(パーソナルデータ活

用研究会)に関する報告、DTA 等既存パートナーの動向を確認 

 IMI パートナー向け説明会(11 月 13 日開催)の実施報告 

 普及戦略 TF の議論をふまえた検討状況と大方針の共有 

 推奨データセット対応について協議し、自治体やシビックテックなど、多様な意見を

根拠にした提言のあり方を検討 

 IMI 事例研究会開催について勉強会 

 第３回 TF(2018 年 12月 18 日) 

 TF 活動計画と TF 活動報告書及び最終報告書へのインプット内容、構成を確認 

 パートナー制度に関する今後の有り方と活用方針の検討 

 ドメイン語彙認定に関する検討 

 パーソナルデータ活用研究会に関する対応状況の共有 

 第４回 TF(2019 年 1月 29 日) 

 パートナー制度に関する公開用 Q&A の検討 

 「推奨データセット(指定緊急避難場所)」をふまえて提案された PD6943(避難所基

本情報に関する語彙の検討)の内容確認及び IMI レビュアーの選任 

 さがみオープンデータ推進研究会、OPENSAUCE、パーソナルデータ活用研究会の対

応状況の確認 

 IMI 勉強会の開催報告 

 第５回 TF(2019 年 2月 12 日) 

 パートナー制度に関する公開用 Q&A の確認 

 PD6943(避難所基本情報に関する語彙の検討)の公開へ向けた進捗確認 

 DTAとの協業に関する報告 

 ユーザー支援タスクフォース活動報告書案の確認(活動とりまとめ及び次年度への申

し送り事項)の確認 

 PD6943(避難所基本情報に関する語彙の検討)レビュー会(2019年 2 月 22日) 

 コア語彙とのマッピングを確認 

2. 法人インフォ機能強化支援 

 要件 

法人インフォを、IMI のユースケースとして確立したものとするため、法人インフォの
整備事業者(以下、法人インフォ事業者)と連携し、以下を遂行する。 

(ア) 法人インフォ用の語彙整備 
 各データ項目に対し、当該項目に係るデータの変更の履歴、データ取得元(各省庁等)等を

記載するための項目を拡張する 

(イ) DMD の整備 
 法人インフォ用に整備した語彙を活用し事業で使用する DMD を整備する 

https://oscwg.ipa.go.jp/imi_core/679.html
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 整備した DMD と主要な実データを関連付けるマッピングファイルを整備する 

 法人インフォで DMD を活用するために必要な技術仕様を改定する 

(ウ) 法人インフォ用変換ツールの整備 
 法人インフォ用に整備した DMD およびマッピングファイルを用いて、実データの正規

化・バリデーションを実施し、構造化データとして出力するツールを整備する 

(エ) DMD メンテナンスツールの整備 
 DMDの整備に伴って必要となるDMDおよびマッピングファイルの編集を行うためのツ

ールを整備する 

本事業では法人 TF がこれら要件の実現に関する対応を実施した。また、その際に発生
した技術的課題については技術 TF が対応を支援した。詳細について以降記述する。 

 法人インフォ用の語彙整備 

今年度法人インフォ機能拡張に関し、現行コア語彙および法人に関する語彙に対し拡張
が必要となるような課題を詳細化して対応を検討した。課題およびその対応について以
下記載する。 

 

# 課題 対応 

1 編集履歴の作成者情報を記述する必要

がある。現状 ic:作成者は ic:実体型で定義

されている。ソフトウェアが作成者の場

合、実体型で問題がないか？ 

問題はないため、特に対応なし。 

2 コア語彙(ic:)では ic:コード型の実体に説

明が記述できない 

コア語彙の改定を行う。 

ic:コード型に説明プロパティ(ic:説明)を追

加する。 

3 ic:法人型には株主や役員を記述するプ

ロパティがない 

コア語彙の改定を行う。 

ic:実体型に関与プロパティ(ic:関与型)を追

加する。 

4 ic:法人型の代表者や代理人の表現方法

が冗長 

本事業での対応は実施しない。コア語彙改

定の要素として今後検討。 

5 ic:文書型に日時を記述するプロパティ

がない 

コア語彙の改定を行う。 

ic:文書型に日時プロパティ(ic:日時型)を追

加する。 

6 更新履歴を扱うための語彙が必要 法人情報語彙(hj:)として hj:変更履歴型を追

加する。 

7 ic:法人型に関する語彙拡張の要否 法人基本情報の項目は ic:法人型で記載可

能なため、拡張は不要。 
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# 課題 対応 

8 専用プロパティと ic:記述型の使い分け 既存の法人情報語彙の考え方を踏襲。記述

型の適用ガイドラインについては今後検

討。 

9 法人基本情報の拡張クラス名は hj:法人

型とするか 

ドメインが異なるので、hj:法人型で問題は

ない。 

10 平均継続勤務年数や財務情報などの項

目の扱い方 

独自プロパティを増やすのではなく、指標

を利用したデータキューブ的な構造で表現

する。指標の管理には ic:コード型を利用。 

11 法人番号を ic:ID 型ではなく専用プロパ

ティとするか? 

専用プロパティとする。ID 体系の適用ガイ

ドラインについては今後検討。 

12 既存の hj:法人活動情報型は基底クラス

が ic:法人型となっているが、本来 ic:活動

型であるべきではないか？ 

コア語彙からみると、法人と活動は分けた

ほうが望ましい。hj:法人活動情報型は ic:活

動型を継承したクラスとする。 

13 

 

法人インフォ語彙のネームスペース 法人インフォ用ドメイン語彙のネームスペ

ースは、imi.go.jp を入り口とし本体はリダ

イレクトしてドメイン語彙策定者がホスト

する。法人インフォ用ドメイン語彙は、ド

メイン名を"法人情報ドメイン"、ネームス

ペースは "hojin"、プレフィックスは"hj:"と

して予約する。 

 

上記課題に関して具体的な対応を行ったものについて詳細を以下に記述する。 

(ア) コア語彙の整備 (#2、#3、#4、#5) 

 ic:コード型にコードの説明を記述するために説明プロパティが必要であるとの要
求から、コア語彙としての対応を検討。本要求はコア語彙改定に相応すると結論し
た。説明プロパティの追加に際して、概念型を継承するクラス用語には説明プロパ
ティが一律にあることが望ましいとの議論もあったが、ic:概念型に説明プロパテ
ィ(ic:説明)を追加した場合、後方互換性に問題があることが判明したため、ic:コー
ド型に説明プロパティ(ic:説明)を追加することとした。 

 今後の法人インフォにおいて、法人の株主や役員といった関係者を取り扱う可能性
が高いことからこれらの記述に関する対応を検討した。ic:法人型には株主や役員
といった関係者を記述するプロパティがないため、これらを記述可能とするために
関与プロパティ(ic:関与型)を追加することした。ic:関与型ではその役割と関与者を
記述可能なため柔軟に法人関係者が記述可能となる。関係者の記述は実体型を継承
するクラス用語に一律にあることが望ましいことから、ic:実体型に関与プロパテ
ィ(ic:関与型)を追加することとした。なお、既存の ic:法人型に存在する ic:代表者
や ic:代理人プロパティについては削除せず今後の検討課題とした。 
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 今後の法人インフォにおいて、法人データの更新履歴を扱う用語が求められており、
ic:文書型を基底クラスとするクラス用語を法人情報語彙へ追加することを検討し
た。更新履歴には更新日時の記述が求められるが、ic:文書型には日付プロパティし
かなく、日時プロパティがない。このため、日時の記述法が課題となったが、ic:文
書型に日時プロパティがないのはコア語彙の不足であると結論し、ic:文書型に日
時プロパティ(ic:日時型)を追加することとした。 

上記コア語彙の改定は、コア語彙バージョン 2.4.2 として 2019 年 2 月 15 日に IMI サ
イトより公開を完了している。 

(イ) 法人インフォ用語彙の整備(#6、#10、#12) 

 法人インフォでは、データ変換ツールがデータ正規化等の変換を実施した際に、デ
ータの変更履歴を付加して構造化データの出力を行うことを想定している。この変
更履歴を扱うための語彙を法人情報語彙として利用可能にする検討を実施した。変
更履歴については一旦法人インフォをターゲットとした語彙であるとの結論から、
hj:変更履歴型として語彙を拡張することとした。 

 今年度の法人インフォでは、法人情報として法人の財務諸表等にある項目を扱う必
要があり、これを法人情報語彙として表現する必要がある。項目は多岐に渡り、法
人ごとに異なることもあるため、項目そのものを語彙化するよりも、指標や統計を
用いたデータ構造としての語彙を検討した。各種の数量を扱うために、プロパティ
を都度作成するのではなくコード型として管理される指標を定義し、これを参照す
る方法を採用することとした。 

 既存法人情報語彙では、hj:法人基本情報型(ic:法人型を継承)を継承するクラスとし
て hj:法人活動情報型を定義し、そのプロパティとして、本来活動型に付与すべき
プロパティが付与されている。コア語彙からみると、法人と活動は分けたほうが望
ましいことから、hj:法人活動情報型は ic:活動型を継承したクラスへの見直しを行
う。法人インフォでは法人活動の主体となるのは法人であるため、それを直接表現
する hj:法人基本情報(hj:法人基本情報型)を hj:法人活動情報型のプロパティとして
追加することとした。 

上記、法人情報語彙については、「法人インフォ用語彙の整備案」として法人インフォ
事業者へ提示している。（「別紙３. 法人インフォ用語彙の整備案(Markdown 形式)」を
参照） 

(ウ) ネームスペースの整備(#13) 

IMI ではドメイン語彙のネームスペースとして imi.go.jp/ns/domain/{name}までは想
定済みであったため、法人情報ドメイン語彙のネームスペースもこの場所へ設置するこ
とは可能。ただし、法人情報ドメイン語彙の管理は imi.go.jp で行うべきものではない
との判断から、imi.go.jp を入り口とし本体はリダイレクトしてドメイン語彙策定者が
ホストすることが望ましいとした。また、法人情報ドメイン語彙のネームスペースを
imi.go.jpに設置する場合に備え、以下の命名を予約することとした。 
 ドメイン名  ："法人情報ドメイン" 

 ネームスペース ："hojin" 
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 プレフィックス ："hj:" 

(エ) 今年度の法人情報語彙 

今年度の事業においては、既存の法人インフォシステムへの影響を考慮し、経済産業省
及び法人インフォ事業者と協議の上、法人活動情報型の変更については保留し、既存の
法人情報語彙の変更のみを実施することとした。変更した法人情報語彙については応用
語彙として語彙定義とスキーマ等を法人インフォ事業者へ提供を完了している。提供し
た応用語彙は法人インフォ事業者が法人インフォサイトから公開し、これによりデータ
活用の利便性向上を図る。なお、法人情報ドメイン語彙については今年度の実装は実施
せず、先の法人活動情報型の組込みを含めて来年度の法人インフォ事業の中で整備を継
続する予定とした。 

 DMD の整備 

今年度法人インフォ機能拡張に関し、現行技術仕様に対し拡張が必要となるような課題
の詳細を検討した。課題およびその対応の概要について以下記載する。 

# 課題 対応 

1 表形式データからデータモデルを起こ

すのではなく、直接データモデルを作る

ようなワークフローを検討しているが、

このとき、「マッピング必須」のせいで 

valid な DMD が作れない。 

マッピングファイルは任意要素に DMD 仕

様を変更。 

2 DMD のデータモデル定義だけ⾒ても理

解できない⼈が⼤半なので対策を考え

たい。もともとそのために DMD へのサ

ンプルの同梱の仕組みが⽤意されてい

るので、これを推奨・容易にするための

仕組みが必要。 

サンプルデータの同梱を強く推奨するとし

て、DMD 仕様を変更。 

IMI 語彙記法のデータモデル記述において

example ディレクティブを利用してサンプ

ルデータを記述可能として、IMI 語彙記法

を変更する。 

3 マッピングの作業を⾏う際に、個々の項

⽬と構造化項⽬名の対応づけについて

注意事項や備考などを記録したいこと

があるので、これを記録できるようにし

たい。 

マッピングの記述において、マッピング先

の指定に特定のプロパティ(value プロパテ

ィ)を持つオブジェクトを記述可能として

マッピングファイル仕様を変更。当該オブ

ジェクトの中に対象構造化項目名とコメン

トを記述する。 

上記課題対応に関して具体的な対応を行ったものおよび法人インフォ用 DMD の整備
に関する詳細を以下に記述する。 

(ア) DMD 仕様の改定(#1、#2) 

 DMD 仕様 v3.0 ではマッピングファイルが必須となっているが、形式が多様な実
データとデータモデルを紐付けるマッピング情報は分離されていたほうが、利活用
の観点および利用者の理解の観点から望ましいと考えられる。マッピングファイル
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が必須となっているのは、人が理解できる形でデータ構造を表現することが出来な
かった古い DMD 仕様の名残であり、語彙記法によりデータモデルが定義可能とな
った現在ではその役割を終えたと考えられることから、マッピングファイルの同梱
は任意とすることとした。 

 DMD のデータモデル記述だけを見ても、その内容が理解されないという問題を解
決するため、データのサンプルを同梱することが望ましい。DMDv3.0 はサンプル
データの同梱を可能としているだけで、推奨強度までは言及していない。このため、
サンプルデータの同梱を強く推奨する文言へ改定することとした。 

上記 DMD 仕様の改定は、DMD 仕様 v3.0.1 として 2019 年 2 月 28 日に IMI サイトよ
り公開を完了している。 

(イ) IMI 語彙記法の改定(#2) 

DMD 仕様の改定においてサンプルデータの同梱を推奨しているが、このサンプルデー
タが DMD 作成時に自動生成可能とするツールがあればより DMD 作成が容易になる。
サンプルデータを自動生成するために、データモデル記述においてサンプルデータを予
め記載しておくことが考えられ、これを記載するための仕様として IMI 語彙記法に
example ディレクティブを追加することを決定した。 

exampleディレクティブの追加
データモデル記述の中で各データのサンプルをexampleディレクティブを用いて
記載することで、DMDに同梱するサンプルデータの自動生成等を可能とする

datamodel;
#name "姓名"
#description "姓名を漢字入力"
#example "情報太郎"
use ic:人型>ic:氏名>ic:姓名;

#name "性別"
#description "男性・女性・不明を入力"
#example "男性"
use ic:人型>ic:性別;

#name "標準型日付"
#description "生年月日をYYYY-MM-DD形式で入力"
#example "2001-01-01"
use ic:人型>ic:生年月日>ic:標準型日付;

データ項目ごとに
サンプルデータを記述可能

 

上記 IMI 語彙記法の改定は、IMI 語彙記法 v1.0.1 として 2019 年 2 月 28 日に IMI サ
イトより公開を完了している。 

(ウ) マッピングファイル仕様の改定(#3) 

マッピングファイル仕様 v1.0 では、実データの項目ラベルに対して記述可能な値は構
造化項目名のみとなっており、コメント等のメタデータを記載する事ができない。個々
の項目マッピングの対に対して注意事項や備考等のコメントが記載できないと、マッピ
ング設計者の意図が伝わらず利便性が損なわれることから、コメント記載のため技術仕
様拡張を決定した。 
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項目ラベルに対するマッピング先(構造化項目名)の指定にオブジェクによる指定を
追加
マッピングの際に個々の項⽬と構造化項⽬名の対応づけについて注意事項や備考などを
記録しておくことは有用

現在の仕様ではマッピング先の指定は構造化項目名のみのため、マッピング先の指定方法
にオブジェクトを追加し、構造化項目名とコメントを併記可能とする

{
"mapping": {

"姓名": "ic:人型>ic:氏名>ic:姓名",
"性別": {

"value": "ic:人型>ic:性別"},
"生年月日": {

"value": "ic:人型>ic:生年月日>ic:標準型日付",
"description": "DMDの標準型日付は生年月日に相当"}    },

"description": "人型テストDMDへのマッピング",
"targetDMD": "人型テスト.zip"

}

マッピング先に構造化項目名を直接指定する従来の記述

マッピング先にオブジェクトを指定し、valueに構造化項目名を記述

マッピング先にオブジェクトを指定し、
valueに構造化項目名
descriptionに説明

を記述

 

上記マッピングファイル仕様の改定は、マッピングファイル仕様 v1.0.1 として 2019
年 2 月 28 日に IMI サイトより公開を完了している。 

(エ) 法人インフォ用 DMD の整備 

経済産業省及び法人インフォ事業者との協議により、法人インフォを活用するために有
効性のある DMD として、法人インフォで使用しているデータ項目一覧を網羅する
DMD を作成し提供することとした。対象 DMD については、法人インフォ事業者へ提
供を完了している。提供した DMD は法人インフォ事業者が法人インフォサイトに公開
することでデータ活用の利便性向上を図る。 

(オ) 実データに対応するマッピングファイルの整備 

経済産業省及び法人インフォ事業者との協議により、法人インフォ事業者が法人データ
を収集する際に使用しているフォーマットをベースにマッピングファイルを作成し提
供することとした。対象マッピングファイルについては、法人インフォ事業者へ提供を
完了している。提供したマッピングファイルは法人インフォ事業者が法人インフォサイ
トに公開することでデータ活用の利便性向上を図る。 

 法人インフォ用変換ツールの整備 

法人インフォのデータを正規化するためのデータ変換ツールとして以下のコンポーネ
ントを作成し法人インフォ事業者へ提供した。詳細は「別紙４. 法人インフォ用変換ツ
ールの詳細(Markdown 形式)」を参照のこと。 

(ア) 住所変換コンポーネント 

一つながりの住所表記を入力として、都道府県・市区町村・町名・丁目･番地・号にデ
ータを展開する 

(イ) 法人種別の抽出コンポーネント 
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一つながりの法人名表記を入力として、組織種別位置・組織種別・組織種別コードを展
開する 

(ウ) データバリデーションコンポーネント 

データモデルとデータインスタンスを入力として、データインスタンスに対する検証お
よびデータモデルに合致する形式への補填やトリミングを実施する 

 

提供したコンポーネントについては法人インフォ事業者にて検証し、法人活動情報デー
タ提供の作業フローの中で適用することが決定している。これにより、今後法人インフ
ォ事業者が扱うデータの品質向上を図る。 

法人活動情報データ提供の手順

データ提供の流れ

各府省庁職員様 経済産業省職員

法人活動情報の
データを収集

登録データの確認

2-2 法人番号付与
ツールを実行

必要に応じて各府省
庁様に連絡

連絡内容の確認

登録件数の把握

法人番号付与ツール

データ提供用
フォーマットに

転記

2-1 法人番号付与
ツールに投入

※ＣＳＶファイルのみ
対応

2-3 名寄せ結果の
確認

メールの受信

法人番号
の有無

1-1 提供データを
メールで提出

あり

開始

＜ケース１＞
貴府省庁が保持する既存のデータファイル（Excel、

Word、pdf、HTMLなど）に、法人番号が含まれてい
る場合、データ提供用フォーマットに転記していただ
き、データをメールに添付してご提出ください。

＜ケース２＞
貴府省庁が保持する既存のデータファイルに法人番

号が含まれていない場合、データ提供用フォーマット
に転記し、法人番号付与ツールを実行した後、「名寄
せＩＤ」をメールで連絡（ファイル添付不要）をお願
いします。
メールを頂いた後、法人インフォの運用事業者が法

人番号付与ツールからご指定のファイルをダウンロー
ドして法人インフォに登録します。
※「２-３名寄せ結果の確認」で附番された法人番号に
不備があり個別修正を実施場合は、修正後のデータを
直接メールにて添付送信してください。

＜ケース３＞
法人番号が含まれていない場合で、法人番号付与

ツールを使用できない場合などは、データ提供用
フォーマットに転記していただき（法人番号欄は空欄
のまま）、データをメールに添付して提出ください。

運用事業者
に送信2-4 メールの送信

※追記される法人名、
住所、法人番号が
正しいか確認。

インターネット
上のツール

※名寄せIDのみで可。
修正した場合は
ファイル添付。

※ツールの使い方については
資料５を参照ください。

ケース１

ケース２
なし

（付与ツールを使用できない）

ケース３
なし

（付与ツールを使用する）

３-1 提供データを
メールで提出

・データ変換ツールによ
るデータ正規化・他
・データ登録 等

 

 DMD メンテナンスツールの整備 

今回の法人インフォ対応によって決定した技術改定や法人インフォ用の DMD をメン
テナンスすることを想定した場合、現在 IMI サイトより公開されている IMI ツール
(https://imi.go.jp/tools/v2/)では以下の課題がある。 

(ア) マッピング単体で作成、編集できない 

現状は DMD 作成とマッピング作成が同時に進行するような形態となっているが、
DMD へのマッピング同梱が任意となり、それぞれが独立して作成できる必要がある 

(イ) データモデルが複雑だと編集が大変 

https://imi.go.jp/tools/v2/
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法人インフォの DMD は項目数が多く、モデルとしても複雑な状態になるため、現状の
編集画面では操作が難しい 

(ウ) データモデルの編集時に項目表示順をコントロールできない 

上記とも関連するが、現状の編集画面ではデータの表示順が自由に設定できず、項目数
が多いと、どこに何の項目があるのか把握しづらい 

 

これら課題について、現状の IMI ツールをベースに法人インフォ向けに設計を見直し
実装を行った。実装したツールの画面イメージを以下に記載する。  
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既存ツールメニュー画面 

  

  

提供ツールメニュー画面 

  

マッピング作成

機能を独立 
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既存ツール DMD 編集画面 

  
 
 提供ツール DMD 編集画面 

  

グラフィカルでは有るが

表示領域が限られるため

項目数が多いと編集困難 

表形式の表示とすることで項目数

に関係ない操作性を確保 

項目の表示順を指定可能 

 

 

 

技術仕様改定に合わせ項目

の説明や値の例も入力可能 
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作成したツールは法人インフォ事業者へ提供し、適用については今後の検討事項とし
た。また、本ツールを汎用化した場合を想定し、改善点に関して自治体等から評価を受
け、利便性向上が見込まれるとの意見を得た。なお、評価時に収集した意見の一部はツ
ールへのフィードバックとして組込みを実施した。（「3.5 ツール等の展開」参照） 

3. 共通語彙基盤の拡充 

 コア語彙の改善 

法人インフォ機能強化支援を通じて得た知見から IMI の改善を目的として、「2.2 法人
インフォ用の語彙整備 (ア)コア語彙の整備 (#2、#3、#4、#5)」に記載の通り、コア語
彙の改定を実施した。 

 技術仕様の改善 

法人インフォ機能強化支援を通じて得た知見から IMI の改善を目的として、「2.3 DMD
の整備 (ア)DMD 仕様の改定(#1、#2)、(イ)IMI 語彙記法の改定(#2)、および、(ウ)マッ
ピングファイル仕様の改定(#3)」に記載の通り技術仕様の改定を決定した。 

 技術仕様の国際標準化 

(ア) 状況 

ISO/IEC JTC1/SC32 をターゲットに語彙記法の名称を「Notation for vocabulary 
definition metamodel」と定め、国際提案に向けての予備段階を以下の通り実施した。 
 情報規格調査会 SC32/WG2 小委員会において提案理由書のレビューを実施。 

 2018 年 11 月、仙台で開催された ISO/IEC JTC1/SC32/WG2国際会議において、語彙

記法の特徴やその国際規格化提案の理由等を説明。簡易な記法の必要性、その規格化の有

用性について、参加者から賛同を得た。 

 2019 年 1 月 SC32/WG2 小委員会において、国際規格化提案を SC32 委員会へ提案し

たいとの決議がなされた。ただし、実際に提案を行うか否かについては 4 月に判断する

こととなった。 

 国際標準化 TFにおいて、国際語彙記法が、米国の NIEM や欧州 ISA のコアボキャブラリ

を記述できるかについて検討。結果、多重継承、プロパティ継承等について、いくつか機

能強化する必要のあることが判った。 

(イ) 今後の活動 

国際標準化の推進を継続する場合、今後想定される活動は以下の通り。 
 語彙記法をデファクトとして活用する利用者を増やす 

 国際規格化提案については見送ることとし、その旨を SC32/WG2小委員会へ伝えた。 

 

 データ評価法の検討 

(ア) 評価軸の検討 
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EC(European Commission)で開発された公共サービスの評価モデル IMAPS 
(Interoperability Maturity Assessment for Public Services)、および、それをデータの
意味的相互運用性に特化させた SIMAPS (Semantic Interoperability Maturity 
Assessment for Public Services)をベースにデータの相互運用性の観点から評価軸の分
類を実施した。検討へのインプットとして SIMAPS/IMAPS 以外にも、DTA にて検討中
のデータの評価指標や、リンクトデータやオープンデータのガイドラインからデータ構
造やマネジメントといった指標について参照した。 

詳細は「別紙５. SIMAPS/IMAPS に関する調査報告」および「別紙６. 組織・システム・
データの評価軸分類と策定」を参照のこと。 

(イ) 欧州との連携 

データ評価についての欧州委員会で SIMAPS の改定に関する検討プロジェクトが発足
したことを受け、以下の対応を実施した(一部予定)。 
 12 月テレカンファレンスにて日本で考えていることを説明し、連携を合意 

 次回テレカンファレンス(予定)にてデータの持つ意味に基づいた相互運用性を考えた場

合の評価軸について協議 

今後も評価法の検討を継続する場合は、欧州委員会等と意見交換しながらデータの精
度、作成に係る管理体制等、適切な評価軸の検討を取りまとめてゆく必要がある。 

 ツール等の展開 

法人インフォ対応にて作成したツール（「2.5 DMD メンテナンスツールの整備」参照）
について、以下に代表される自治体や団体等へ展開し、内容に関する意見を収集した。 

意見収集先 ：相模原市、厚木市、京都市、農研機構、他 

収集した意見とそれに対する実装検討について以下に列挙する。 
 使いやすくなった。拡張語彙（応用語彙）を、何もないところから作る機能はないのか？ 

 IPA から質問者に対し「現状で語彙作成支援ツールがある。空のテキストを入力する

とゼロから編集できる」と回答。ツリーリストエディタの内部でも、サンプルの応用

語彙を編集することで任意の応用語彙を作成可能であり、現状で機能は満たされて

いる。 

 新機能『マッピング単体で作成、編集が可能になる』に対し、単体で作成したマッピング

ファイルは、DMD に含めることができるのか？ 

 IPA から質問者に対し「DMD 仕様では、マッピングファイルを同梱することを可能

としているが、DMD 利用シーンによっては同梱により意図が変わってしまうケース

もある。このため、モデルはモデル、マッピングはマッピングという構成で今回は実

装する」と回答。 

 DMD 作成支援機能などで、コア語彙をプルダウン形式の中から選択するが、階層まで表

示してあると選択し易い。現在は別途コア語彙 html を用意し選択している。 

 DMD 作成支援でコア語彙のクラスを選択する際に、クラスの継承関係をツリー形式

で見たいという要望と理解。将来的に、望ましい機能だと考えるが、時間的制約の中
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でできることとしてクラス一覧のプルダウンをフリーテキストでインクリメンタル

サーチして絞り込む機能を実装した。 

 可視化できていればもっとわかり易かった。 

 どの機能についての要望かは不明であるが、IMI は概念が高度になりがちなため、ビ

ジュアルとしてわかりやすい GUI が求められていると理解。前述のクラス選択時の

階層構造表示がその一例かと考察。UI は継続的に改善していくべき機能と認識。 

 AI 機能を主力として導入すれば、工数がもっと減らすことができるのでは？ 

 表形式データの項目名に合わせて適切なクラスをリコメンドする機能などが考えら

れる。本ツールにおいても、利用者のログを適切に蓄積し、それをリコメンドデータ

ベースにすることで、よりスムーズな利用フローを実現する等が考えられる。今回は

データベースを使用しない設計としているので、将来の実装候補とした。 

収集した意見には感想を中心としたものがいくつかあった。これらについては、利便性
向上に対する好意的な意見が多く見られたが、IMI 適用そのものが進んでいないなどの
課題も抽出された。以下に列挙する。 

 『データモデルの編集時に項目表示順をコントロールできるようにした』に対し、手元の

実データ CSV と同じ順番にするためだが、今までのツールでは順番が変更できずに困っ

ていた。作業が楽になる。 

 『マッピングエディタ』に対し、樹形図の大小表示が、ツリーリストエディタになるのは

うれしい。 

 とてもうれしい改善です。 

 ツールの更なる改善に期待します。 

 まだ DMD 作成まで対応していない為、実感できていない点が多々ある。 

4. 今後の課題および提言 

 法人インフォをユースケースとした IMI の整備 

法人インフォ事業に対する支援を通じて明らかになった今後の課題および提言につい
て以下に記述する。 

 法人情報語彙をドメイン語彙へ整備 

 今回提示した法人情報語彙を法人ドメイン語彙として実装 

 法人インフォを法人ドメイン語彙に対応したシステムへ改修 

 法人ドメイン語彙の維持管理体制を明確化 

 語彙／コード／技術改定に関する提言 

 プロセスの整備 
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 コア語彙／各種技術仕様の更新プロセスの明文化が必要 

 ドメイン語彙／コードに必要な技術要件や運用要件を定義し、ドメイン語彙／コー

ドを設置するためのプロセスを明文化することが必要 

 ガバナンス体制の整備 

 IMI 検討体制（もしくは同等組織）の検討範囲を明示 

 IMI 協会(仮称)のような団体の設立も視野に入れドメイン語彙／コードを検討・認証

するためのオープンな推進体制を検討 

 語彙／コードの検討過程や、アプリケーション等への適用過程で発生する要求から、

コア語彙や技術仕様のブラッシュアップを図れる仕組みと体制が必要 

 データ活用環境の整備 

 ドキュメント整備およびその優先順位の検討 

 コア語彙解説書 

 語彙適用に関するガイドライン 

 アプリケーション適用ガイド 他 

 法人インフォで作成したツールの一般化 

 DMD 作成・マッピングツールの取り込み 

 データ正規化ライブラリの公開 

 技術拡充の検討 

 データ表現の正規化とその正規化手段等の記録方法 

 正規化等の変換データと原データの同義性保証 

 正規化等によるデータ変換履歴の記録 

 ドメイン語彙や応用語彙の用語に対するネーミングコンベンションルール 

 共通語彙基盤の成長 

法人インフォ事業対応とは別に、今年度の事業を通して明らかとなった課題について、
以下に記載する。 

 IMI 普及戦略に基づいた事業推進 

利用促進 WGにて検討した普及戦略（「別紙２. IMI 普及戦略」を参照）に基づき今後の
事業推進を図る。 
 公共分野での推進 

 共通的に使える重要なデータセットのテンプレートの展開 

 広域連携をスコープとした技術的適応基準の緩和(より簡易な IMI 適用) 

 社会全体での推進 

 色々な組織やステークホルダーと共に IMI を拡充していく仕組みの構築 

（パートナー制度の見直しを含む） 

 技術検討のオープン化 

 ライブラリ等の多言語化 
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 技術的課題の継続検討 

 語彙定義としてクラスにデータタイプを指定することに関する検討 

 具体性を持ったコードリスト、ID 体系についての検討 

 IMI 以外の構造化されたデータ構造で書かれたデータとの混在に関する検討 

 語彙記法の国際標準化 

 正式提案を実施する場合の提案主体の検討 

 IMI 語彙記法をデファクトスタンダードとして活用する利用者を増やす 

 データ評価手法 

 今年度検討した評価軸をベースに今後の展開を検討 

 

以上 
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2018-11-08 IMI 事務局 

タスクフォース定義書 

1. 名称（略称） 
普及戦略タスクフォース（普及 TF） 

2. ミッション 
IMI を普及させるための戦略全般について議論を行う。 
主なスコープ： 

・ 対象領域の選択 

どのような、組織、領域、を対象とするか 
・ 普及、広報戦略 

どのような手法、手順によって普及を図るか 
・ 「IMI」の目標設定 

KPI をどのように設定するか？ 

3. 成果物と検討期限 
成果物 ： 活動報告(WG 向け報告)、IMI 事業のロードマップ(2-3 年分) 
検討期限： 2018 年 11 月 

4. 会議体の運営 
１）開催頻度 

2018 年 9 月～2018 年 11 月の間に三回程度の会合を実施 
２）検討メンバー(敬称略) 

IMI 検討体制の全構成員を対象とするが、以下の委員の出席を優先して調整を実施する。 
川島宏一、高木祐介、武田英明、深見嘉明 

３）主査（敬称略） 

川島宏一 

5. 事務局が想定する進行 
第一回準備会 ： 委員間の知識レベル統一 
第二回    ： ブレスト的に IMI に期待されること、IMI にできることを検討 
第三回    ： 第二回検討をロードマップに落とし込み合意 

6. 想定費用 
(主査 1 名* 20 千円+委員 15 名*15 千円*出席率 0.5)*3 回= 397.5 千円） 

以上 
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2018-11-08 IMI 事務局 

タスクフォース定義書 

1. 名称（略称） 
技術ポリシータスクフォース（技術 TF） 

2. ミッション 
IMI 技術開発の優先度および導入手順に関する議論を行う。 
主なスコープ： 
・ 技術導入シナリオ、現場活用シナリオの策定、開発優先度の決定 

・ 実装依存 vs. mandatoryの検討 

・ 導入にあたり技術的選択肢が複数ある場合の選択優先度についての検討 

3. 成果物と検討期限 
成果物 ： 活動報告(WG 向け報告)、（法人インフォに係る事業実施状況、「推奨データセット」 

新版を視野に入れた）技術導入ガイドライン、コア語彙等改定方針書 
検討期限： 2019 年 2 月末 

4. 会議体の運営 
１）開催頻度 

2018 年 10 月に二回程度、2019 年 1 月に二回程度の会合を実施 
２）検討メンバー(敬称略) 

及川卓也、加藤文彦、頃末和義、高木祐介、武田英明、松澤有三、山本暖 
３）主査（敬称略） 

    武田英明 

5. 事務局が想定する進行 
第一回 ： 技術開発に対する要求事項の整理、開発優先度・導入シナリオの検討 
第二回 ： 今年度開発対象技術の選定および個別技術検討 TF への落としこみ 

6. 想定費用 
(主査 1 名* 20 千円+委員 6 名*15 千円*出席率 0.8)*4 回 = 368 千円 
個別技術検討を実施するための後続 TF として以下を追加で想定する。 
(主査 1 名* 20 千円+委員 3 名*15 千円*出席率 1.0)*3 回*TF 数 2=390 千円 （計 758 千円） 

 
以上 
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2018-11-08 IMI 事務局 

タスクフォース定義書 

1. 名称（略称） 
法人インフォタスクフォース（法人 TF） 

2. ミッション 
委託事業の趣旨に添い、法人インフォの将来像及び IMI 適用に関する技術検討を行う。 
主なスコープ： 
・ 法人情報に求められるデータ項目名、法人ドメイン語彙、データモデルの検討 

・ 法人インフォ活用シナリオの策定 

・ 法人インフォの運用、法人インフォ用 IMI ツールの整備に係る課題検討と支援 

3. 成果物と検討期限 
成果物 ： 活動報告(WG 向け報告)、法人ドメイン語彙、法人インフォ DMD および解説 
検討期限： 2019 年 2 月末 

4. 会議体の運営 
１）開催頻度 

2018 年 10 月～2019 年 2 月の間に 6 回程度の会合を実施 
２）検討メンバー(敬称略) 

筏井大祐、大槻文彦、菅又久直、武田英明、松澤有三、山本暖、吉本明平 
３）主査（敬称略） 

菅又久直 

5. 事務局が想定する進行 
第一回～第二回：活用シナリオに即した法人ドメイン語彙、DMD および IMI 技術仕様拡張の検

討 
第三回～第四回：法人インフォ整備事業者および IPA 事業(IMI ツールの整備)への適用支援と評

価 
第五回～第六回：IMI 技術仕様の拡張検討・提案、ドメイン語彙・DMD の策定 

6. 想定費用 
(主査 1 名* 20 千円+委員 6 名*15 千円*出席率 0.8)*6 回= 552 千円 
 

以上 
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2018-11-16 IMI 事務局 

タスクフォース定義書 

1. 名称（略称） 
評価手法検討タスクフォース（評価 TF） 

2. ミッション 
委託事業の趣旨に添い、データの相互運用性を評価するための手法について検討する。 
主なスコープ： 
・ 政府、自治体等の公開データに関する評価軸の検討 

・ 欧州で検討中の SIMAPS(Semantic Interoperability Maturity Assessment for Public Services）

等との連携 

・ DTA の技術基準検討委員会との連携 

3. 成果物と検討期限 
成果物 ： 活動報告(WG 向け報告)、データ評価に必要な評価軸に関する報告書 
検討期限： 2019 年 2 月末 

4. 会議体の運営 
１）開催頻度 

2018 年 11 月～2019 年 2 月の間に 4 回程度の会合を実施 
２）検討メンバー(敬称略) 

小田利彦、下山紗代子、高木祐介、武田英明、早矢仕晃章 
３）主査（敬称略） 

早矢仕晃章 

5. 事務局が想定する進行 
第一回～第二回 ： 行政公開データや計測器データ等がもつデータの属性や相互運用性確保に

必要な要素の整理と検討 
第三回     ： 欧州等の組織と情報交換を実施し、結果を踏まえてデータ評価軸の策定 
第四回     ： データ評価およびその評価軸に関する報告書の確定 

6. 想定費用 
(主査 1 名* 20 千円+委員 4 名*15 千円*出席率 0.8)*4 回 =272 千円 
 

以上 
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2018-11-08 IMI 事務局 

タスクフォース定義書 

1. 名称（略称） 
国際標準化タスクフォース（標準化 TF） 

2. ミッション 
IMI 語彙記法の国際標準化ついて検討する。 
主なスコープ： 
・ IMI 語彙記法の国際標準化について、ISO/IEC JTC1/SC32 との連携に係る検討と作業 

3. 成果物と検討期限 
成果物 ： 活動報告(WG 向け報告) 
検討期限： 2019 年 2 月末 

4. 会議体の運営 
１）開催頻度 

2018 年 9 月～2019 年 2 月の間に 5 回程度の会合を実施 
２）検討メンバー(敬称略) 

加藤文彦、菅又久直、武田英明 
３）主査（敬称略） 

加藤文彦 

5. 事務局が想定する進行 
第一回    ：SC32/WG2 国内会議に向けた進め方検討 
第二回～第三回：国内会議の結果を踏まえ、国際会議に向けた進め方検討 
第四回～第五回：国際会議の結果を踏まえ、今後（来年度以降）の進め方を提言として取りまとめ 

6. 想定費用 
(主査 1 名* 20 千円+委員 2 名*15 千円*出席率 1.0)*5 回=220 千円 

 
以上 
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2018-11-08 IMI 事務局 

タスクフォース定義書 

1. 名称（略称） 
ユーザー支援タスクフォース（支援 TF） 

2. ミッション 
IMI普及戦略の方針に沿い、IMIパートナー(自治体も含む)に対する連携戦略の検討と実践を行う。 
主なスコープ： 
・ 将来的なパートナー制度のあり方に関する検討 

・ 連携先、連携テーマの選択 

・ 課題の抽出と対応(必要に応じ、適切な TF への割り当て) 

3. 成果物と検討期限 
成果物 ： 活動報告(WG 向け報告) 
検討期限： 2019 年 2 月末 

4. 会議体の運営 
１）開催頻度 

2018 年 10 月～2019 年 2 月の間に 5 回程度の会合を実施 
２）検討メンバー(敬称略) 

太田垣恭子、大山水帆、川島宏一、小林巌生、下山紗代子、武田英明、深見嘉明、藤井政登 
３）主査（敬称略） 

下山紗代子 

5. 事務局が想定する進行 
第一回～第二回 ： パートナー制度およびパートナーからの課題整理 
第三回～第四回 ： 課題対応の実施と実施内容の確認 
第五回     ： パートナー制度のあり方に関する検討 

6. 想定費用 
(主査 1 名* 20 千円+委員 7 名*15 千円*出席率 0.8)*5 回= 520 千円 
 

以上 
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IMI普及戦略
「人、モノ、サービスがつながる社会へ：Connect Everything」

データの定義やテンプレートを明確にして、組織横断でデータを連携可能に
公共データからスタートし、社会全体のデータ流通基盤マーケットへ
既存の枠組みを活かした、誰もが参加しやすい仕組みへ
大前提としてのグローバルな連携

データの流通や活用をするための基盤つくり

取引や製造はもちろんのこと、全てのビジネス環境の改善へ

社会的なデータ連携の取組み
データ提供、流通、活用の各関係者への展開
 関連団体などとの連携

 Society 5.0関連取り組みへの参加
オープンな推進体制の構築
誰もが参加しやすい知識・経験の集まる体制
 オープンなセミナー、コミュニティ作り
 広報・説明資料の充実

全体ガバナンス体制の整備（ドメイン語彙、技術標
準）

利用者の利便性が高く、みんなが「楽」になる仕組みつくり

政府への普及
法人データを核とした推進
自治体への普及
業務システムへの展開
 関連団体等との連携

安心して使えるテンプレートの提供
 重要なデータセットのテンプレートの展開

普及活動の強化
 自治体視点の広報・説明資料の充実
 インフルエンサーへの展開

公共分野での推進 社会全体での推進

Start small. Think big. Scale fast. 別2-1
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# 法人インフォ用語彙の整備案    2018-12-25 
 
法人インフォ用に準備する語彙の整備案について以下に記載いたします。   
なお、法人インフォ用に追加するクラス用語・プロパティ用語の命名については全て法人インフォ事業者にて検討される
ことを想定しています。 
 
## （１）更新履歴を記録するためのクラス 
 
法人情報に係る管理や活用の将来に渡る効率化を図ることを目的として、データの履歴、取得元を記載できるよう、以下
のクラスを法人インフォ用の語彙へ追加する。 
 
``` 
#name "変更履歴型" 
#description "変更履歴を表現するためのクラス用語" 
class hj:変更履歴型{@ic:文書型}; 
#name "変更者" 
#description "変更を行った実体を記述するためのプロパティ用語" 
property hj:変更者{@ic:実体型}; 
#name "変更者" 
#description "変更を行った実体を記述するためのプロパティ用語" 
set hj:変更履歴型>hj:変更者{0..n}; 
#name "日時" 
#description "コア語彙の文書型に対して日時が使えるようになる予定なので、将来的には冗長になる定義" 
set hj:変更履歴型>ic:日時{0..n} ; 
``` 
 
なお、上記 description にあるとおり日時プロパティの追加についてはコア語彙の改定により対応が予定されている。 
 
インスタンス例 
``` 
{ 
"@context": "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
"@type": "hj:法人基本情報型", 
"表記": "ＸＸ株式会社", 
"組織種別位置": "後", 
"組織種別": "株式会社", 
"メタデータ": { 
    "@type": "hj:変更履歴型", 
    "種別" : "追加", 
    "説明" : "表記を見て組織種別と種別を追加しておきました", 
    "hj:変更者" : { 
        "@type" : "実体型", 
        "表記" : "法人型展開 BOT" }, 
    "日時" : { 
        "@type" : "日時型", 
        "標準型日時":"2018-10-31T00:00:01Z" }, 
    } 
} 
``` 
 
 
## （２）法人基本情報用のクラス 
 
法人基本情報として提示されたデータを表現するため、以下のクラスを法人インフォ用語彙へ追加する。 
 
``` 
#description "法人の基本情報を表現するためのクラス用語(名称は未確定)" 
class hj:法人基本情報型{@ic:法人型} ; 
#description "法人番号を直接保持するためのプロパティ用語" 
property hj:法人番号{@xsd:string} ; 
set hj:法人基本情報型>hj:法人番号{0..n} ; 
#description "コア語彙の実体型に対して関与が使えるようになる予定なので、将来的には冗長になる定義" 
set hj:法人基本情報型>ic:関与{0..n} ; 
``` 
関与プロパティの追加についてはコア語彙の改定により対応が予定されている。 
 
インスタンス例 
``` 
{ 
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"@context": "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
"@type": "hj:法人基本情報型", 
"ID": {"@type": "ID 型", "識別値": "1.法人番号"}, 
"hj:法人番号": "1.法人番号", 
"名称": {"@type": "名称型", "表記" : "2.法人名", "カナ表記" : "6.法人名カナ", "ローマ字表記":"3.法人名(英字)"}, 
"住所": { 
    "@type": "住所型", 
    "表記": [ 
        {"@value": "4.本店所在地", "@language": "ja"}, 
        {"@value": "5.本店所在地(英字)", "@language": "en"}]}, 
"関与": { 
    "@type": "関与型", 
    "役割": "代表者", 
    "関与者": {"@type": "人型", "表記": "7.代表者名"}}, 
"資本金": {"@type": "金額型", "数値": "8.資本金"}, 
"関連人員": {"@type": "人数型", "種別": "従業員数", "人数": "9.従業員数"}, 
"記述": [ 
    {"@type": "記述型","種別": "企業規模詳細","説明": "10.企業規模詳細"}, 
    {"@type": "記述型","種別": "事業概要","説明": "13.事業概要"}], 
"設立日": {"@type": "日付型","標準型日付": "11.設立年月日/創業年"}, 
"事業種目": "12.営業品目(業種)", 
"連絡先": {"@type": "連絡先型","Web サイト": "14.企業ホームページ","FAX 番号":"15.FAX","電話番号": "16.電話"} 
} 
``` 
 
 
## （３）法人活動情報のための基底クラス 
 
法人の活動を表現するための基底クラスを定義する。 
 
``` 
#description "法人の活動を表現するためのクラス用語(名称は未確定)" 
class hj:法人活動情報型{@ic:活動型}; 
#description "法人を参照するためのプロパティ用語" 
property hj:法人基本情報{@hj:法人基本情報型}; 
set hj:法人活動情報型>hj:法人基本情報{0..n}; 
``` 
 
もともと ic:法人型 から ic:活動型 への参照は ic:活動 プロパティを用いて記述できる。 
また、ic:活動型 から ic:法人型への参照は ic:関与 プロパティを介することで記述できる。 
ただし、法人インフォにおいては法人活動の主体となる法人が存在することは自明なので、 
それを直接表現するために hj:法人基本情報 プロパティを用いることとする。   
 
 
## （４）法人に関する数値を取り扱うためのクラス 
 
### 指標の整備 
 
各種の数量を扱うために、 
プロパティを都度作成するのではなくコード型として管理される指標を定義し、これを参照する方法を採用する。   
指標の管理に用いるコード型のインスタンスは以下のような形式を想定する。 
 
``` 
{ 
"@context": "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
"@graph" : [{ 
    "@type" : "コード型", 
    "@id" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/管理職人数", 
    "種別コード" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報", 
    "表記" : "管理職人数", 
    "識別値" : "管理職人数", 
    "説明" : "法人に所属する管理職の人数" 
    },{ 
    "@type" : "コード型", 
    "@id" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/女性管理職人数", 
    "種別コード" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報", 
    "表記" : "女性管理職人数", 
    "識別値" : "女性管理職人数", 
    "説明" : "法人に所属する女性管理職の人数", 
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    "上位コード" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/管理職人数" 
    },{ 
    "@type" : "コード型", 
    "@id" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/男性管理職人数", 
    "種別コード" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報", 
    "表記" : "男性管理職人数", 
    "識別値" : "男性管理職人数", 
    "説明" : "法人に所属する男性管理職の人数", 
    "上位コード" : "http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/管理職人数" 
    },{ 
      : 
      : 
    }] 
} 
``` 
 
コード型の説明プロパティについてはコア語彙の改定により対応が予定されている。 
コードそのものに関する検討は法人インフォ事業者によって実施されることを想定している。 
 
### 語彙設計 
 
統計的アプローチの観点からクラス・プロパティを設計する。   
統計用の RDF 語彙である DataCube では 
統計の個々の数値を qb:Observation 、 
数値の集まりを qb:DataSet としてクラス化しており、 
qb:Observation から qb:DataSet を参照するためのプロパティとして qb:dataset が定義されている。 
なお、逆方向の参照をするためのプロパティはそもそも整備されていない。 
また、qb:DataSet には qb:DataStructureDefinition (要するに qb:Observation の形を規定するスキーマ) が 
関連付けられている。IMI ではスキーマは DMD で表現することになるので、これについては検討しない。 
 
``` 
#description "法人に関する数量情報の集合を表現するためのクラス用語(名称は未確定)" 
class hj:法人数量コレクション型{@ic:文書型}; 
 
#description "法人に関する数量情報を表現するためのクラス用語(名称は未確定)" 
class hj:法人数量型{@ic:数量型}; 
 
#description "法人に関する数量情報を参照するためのプロパティ用語(名称は未確定)" 
property hj:法人数量{@hj:法人数量型}; 
 
#description "法人数量に関する指標を参照するためのプロパティ用語(名称は未確定)" 
property hj:法人指標{@ic:コード型}; 
 
#description "上位の法人数量コレクションを参照するためのプロパティ用語(名称は未確定)" 
property hj:上位法人数量コレクション{@hj:法人数量コレクション型}; 
 
#description "下位の法人数量コレクションを参照するためのプロパティ用語(名称は未確定)" 
property hj:下位法人数量コレクション{@hj:法人数量コレクション型}; 
 
set hj:法人数量コレクション型>hj:法人数量{0..n}; 
set hj:法人数量コレクション型>hj:法人基本情報{0..n}; 
set hj:法人数量コレクション型>hj:法人番号{0..n}; 
set hj:法人数量コレクション型>hj:上位法人数量コレクション{0..1}; 
set hj:法人数量コレクション型>hj:下位法人数量コレクション{0..n}; 
 
set hj:法人数量型>hj:法人基本情報{0..n}; 
set hj:法人数量型>hj:法人番号{0..n}; 
set hj:法人数量型>hj:法人指標{0..1}; 
set hj:法人数量型>ic:日付{0..1}; 
set hj:法人数量型>ic:日時{0..1}; 
set hj:法人数量型>ic:期間{0..1}; 
 
``` 
 
インスタンス例 
 
``` 
{ 
"@context": "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
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"@type": "hj:法人数量コレクション型", 
"表記": "職場情報", 
"日付": { 
    "@type": "日付型", 
    "標準型日付": "2018-12-18"}, 
"hj:法人番号" : "9999999999999", 
"hj:法人数量": [{ 
    "@type":"hj:法人数量型", 
    "hj:法人指標":"http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/管理職人数", 
    "日時":{ 
        "@type" : "日時型", 
        "年" : "2018"}, 
    "数値":"220", 
    "単位表記":"人" 
    },{ 
    "@type":"hj:法人数量型", 
    "hj:法人指標":"http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/女性管理職人数", 
    "日時":{ 
        "@type" : "日時型", 
        "年" : "2018"}, 
    "数値":"100", 
    "単位表記":"人" 
    },{ 
    "@type":"hj:法人数量型", 
    "hj:法人指標":"http://hojin-info.go.jp/code/職場情報/男性管理職人数", 
    "日時":{ 
        "@type" : "日時型", 
        "年" : "2018"}, 
    "数値":"120", 
    "単位表記":"人" 
    }] 
} 
``` 
 
 
## （５）コア語彙の改定に関する参考情報 
 
### 概念型に説明プロパティを追加 
 
要求事項： 
ic:コード型にコードの説明を記載するための説明プロパティを追加したい 
 
変更内容： 
ic:概念型に説明プロパティ(ic:説明)を追加 
 
``` 
#name 説明 
#description "説明を記述するためのプロパティ用語" 
#set ic:概念型>ic:説明{0..n}; 
``` 
 
### 実体型に関与プロパティを追加 
 
要求事項： 
ic:法人型に関係者を記載するための関与プロパティを追加したい 
 
変更内容： 
ic:実体型に関与プロパティ(ic:関与型)を追加 
 
``` 
#name 関与 
#description "関連する組織や人（関連性の記述を含む）を記述するためのプロパティ用語" 
#set ic:実体型>ic:関与{0..n}; 
``` 
 
### 文書型に日時プロパティを追加 
 
要求事項： 
ic:文書型に日時を記載するための日時プロパティを追加したい 
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変更内容： 
ic:文書型に日時プロパティ(ic:日時型)を追加 
 
``` 
#name 日時 
#description "文書のライフサイクルにおけるなんらかの事象に関するある時点又は時間的区間を記述するためのプロパ
ティ用語" 
#set ic:文書型>ic:日時{0..n}; 
``` 
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# WebAPI コンポーネントと仕様書について 
 
WebAPI コンポーネントには、ソースコード、テストコード、仕様書に相当する README.md 等を収録しています。 
 
## IMI 住所変換コンポーネント 
- imi-enrichment-address-1.0.0.src.tgz 
- imi-enrichment-address-1.0.0.tgz 
 
## IMI 法人種別名の抽出コンポーネント 
- imi-enrichment-hojin-1.0.0.src.tgz 
- imi-enrichment-hojin-1.0.0.tgz 
 
## IMI 全角-半角統一コンポーネント 
- imi-moji-converter-1.0.0.src.tgz 
- imi-moji-converter-1.0.0.tgz 
 
## IMI データバリデーションコンポーネント 
- imi-data-validator-1.0.0.src.tgz 
- imi-data-validator-1.0.0.tgz 
 
 
# (1) IMI 住所変換コンポーネント 
 
JSON-LD に含まれる「表記を持つ住所型」の表記を解析して、都道府県・市区町村・町名・番地・号を付与するライブ
ラリです。 
 
## 使用データについて 
 
本 モ ジ ュ ー ル に 同 梱 し て い る 辞 書 デ ー タ は  [ 統 計 に 用 い る 標 準 地 域 コ ー ド ](http://data.e-
stat.go.jp/lodw/provdata/lodRegion/#3-2-1) 
および 
[位置参照情報ダウンロードサービス](http://nlftp.mlit.go.jp/isj/) 
のデータを加工して作成したものです。 
 
## 利用者向け情報 
 
## API 
 
モジュール imi-enrichment-address は以下のような API の関数です。 
 
``` 
module.exports = function(jsonld) {..} 
``` 
 
- jsonld : 変換対象となる JSON-LD オブジェクト 
 
## 使用例 
 
以下の手順では enrich 関数によって input (JSON) から output (JSON) に変換され、 
結果が標準出力に出力されます。 
 
```main.js 
const enrich = require('imi-enrichment-address'); 
 
const input = { 
  "@context": "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
  "@type": "住所型", 
  "表記": "千代田区霞が関 1-3-1" 
}; 
 
const output = enrich(input); 
 
console.log(JSON.stringify(output,null,2)); 
``` 
 
実行すると以下のような出力が得られます。 
 
``` 
$ node main.js 
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{ 
  "@context": [ 
    "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
    "http://hojin-info.go.jp/ns/domain/biz/1/context.jsonld" 
  ], 
  "@type": "住所型", 
  "表記": "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", 
  "町名": "霞が関", 
  "丁目": "1", 
  "番地": "3", 
  "号": "1", 
  "メタデータ": { 
    "@type": "hj:更新履歴型", 
    "hj:更新者": { 
      "@type": "実体型", 
      "表記": "IMI 住所変換コンポーネント" 
    }, 
    "種別": "INFO", 
    "説明": "プロパティ(都道府県|市区町村|町名|丁目|番地|号) が追加され、都道府県の値が補完されました", 
    "日時": { 
      "@type": "日時型", 
      "標準型日時": "2019-02-08T17:07:41.309+09:00" 
    } 
  } 
} 
$ 
``` 
 
# (2) IMI 法人種別抽出コンポーネント 
 
JSON-LD に含まれる「表記を持つ法人型」の表記を解析して、組織種別・組織種別位置を付与するライブラリです。 
 
## 利用者向け情報 
 
## API 
 
モジュール imi-enrichment-hojin は以下のような API の関数です。 
 
``` 
module.exports = function(jsonld) {..} 
``` 
 
- jsonld : 変換対象となる JSON-LD オブジェクト 
 
 
## 使用例 
 
以下の手順では enrich 関数によって input (JSON) から output (JSON) に変換され、 
結果が標準出力に出力されます。 
 
```main.js 
const enrich = require('imi-enrichment-hojin'); 
 
const input = { 
  "@context": "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
  "@type": "法人型", 
  "表記": "株式会社ほげほげ" 
}; 
 
const output = enrich(input); 
 
console.log(JSON.stringify(output,null,2)); 
``` 
 
実行すると以下のような出力が得られます。 
 
``` 
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$ node main.js 
{ 
  "@context": [ 
    "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
    "http://hojin-info.go.jp/ns/domain/biz/1/context.jsonld" 
  ], 
  "@type": "法人型", 
  "表記": "株式会社ほげほげ", 
  "組織種別位置": "前", 
  "組織種別": { 
    "@type": "コード型", 
    "識別値": "301", 
    "表記": "株式会社" 
  }, 
  "メタデータ": { 
    "@type": "hj:更新履歴型", 
    "hj:更新者": { 
      "@type": "実体型", 
      "表記": "IMI 法人種別抽出コンポーネント" 
    }, 
    "種別": "INFO", 
    "説明": "プロパティ(組織種別|組織種別位置) が追加されました。", 
    "日時": { 
      "@type": "日時型", 
      "標準型日時": "2019-02-08T20:08:01.350+09:00" 
    } 
  } 
} 
$ 
``` 
 
# (3) IMI データバリデーションコンポーネント 
 
所与のデータモデルに対して JSON-LD を検査し、場合によってはデータの修正や補完を行いつつ、検査結果をメタデー
タとして追記するライブラリです。 
 
## 利用者向け情報 
 
## API 
 
モジュール imi-data-validator は以下のような API の関数です。 
 
``` 
module.exports = function(imiv) {..} 
``` 
 
- imiv: imiv 文字列（必要な語彙定義およびデータモデル定義を連結したもの） 
 
この関数は関数を生成するジェネレータです。 
生成された関数は以下のような API を持ちます。 
 
``` 
function(json,options){..} 
``` 
 
- json: バリデーション対象の JSON 
- options: オプションオブジェクト(省略可能、後述) 
 
出力はバリデーション結果が付与された JSON です。 
 
## 使用例 
 
以下の手順では genrate 関数によって imiv から validate 関数が生成され、 
validate 関数によって input (JSON) から output (JSON) に変換されます。 
 
```main.js 
const fs = require('fs'); 
const generate = require('imi-data-validator'); 
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const imiv = 
  fs.readFileSync(__dirname+"/node_modules/imi-data-validator/example/imicore241.imiv.txt") + 
  fs.readFileSync(__dirname+"/node_modules/imi-data-validator/example/datamodel.imiv.txt"); 
 
const validate = generate(imiv); 
 
const input = { 
  "@context": "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
  "@type": "法人型", 
  "表記": "株式会社ほげほげ" 
}; 
 
const output = validate(input); 
 
console.log(JSON.stringify(output,null,2)); 
``` 
 
実行すると以下のような出力が得られます。 
 
``` 
$ node main.js 
{ 
  "@context": [ 
    "https://imi.go.jp/ns/core/context.jsonld", 
    "http://hojin-info.go.jp/ns/domain/biz/1/context.jsonld" 
  ], 
  "@type": "法人型", 
  "表記": "株式会社ほげほげ", 
  "メタデータ": { 
    "@type": "hj:更新履歴型", 
    "hj:更新者": { 
      "@type": "実体型", 
      "表記": "IMI データバリデーションコンポーネント" 
    }, 
    "種別": "INFO", 
    "説明": "このインスタンスはデータモデルに適合しています", 
    "日時": { 
      "@type": "日時型", 
      "標準型日時": "2019-02-13T19:46:14.904+09:00" 
    } 
  } 
} 
$ 
``` 
 
### オプション 
 
generate 関数の第二引数としてオプションを保持したオブジェクトを渡すことができます。 
 
``` 
const generate = require('imi-data-validator'); 
 
const imiv = 
  fs.readFileSync(__dirname+"/example/imicore241.imiv.txt") + 
  fs.readFileSync(__dirname+"/example/datamodel.imiv.txt"); 
 
const validate = generate(imiv,{disable_auto_fix:true}); 
 
``` 
 
オプションの意味は以下の通りです。 
 
#### disable_auto_fix 
 
このオプションに true が設定された場合にのみデータへの修正・補完が行われず、 ERROR として報告されます。 
 
それ以外の場合（無指定も含む）はデータへの修正・補完が行われ、WARNING として報告されます。 
 
対象となる修正・補完は以下です。 
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- インスタンスに省略されたルートクラスをデータモデルから補完 
- インスタンスに省略されたルートクラス以外のクラスを、語彙定義から補完 
- 文字セット制約（数値）の場合の、全角数字から半角数字への自動変換 
- 文字セット制約（カタカナ）の場合の、半角カタカナから全角カタカナへの自動変換 
 
# (4)IMI 全角半角統一コンポーネント 
 
入力文字列に含まれる全角文字を半角文字に変換した結果を返す関数、および、入力文字列に含まれる半角文字を全角文
字に変換した結果を返す関数を提供します。 
本コンポーネントはライブラリとして外部コンポーネントから使用されることを想定しています。 
 
## 利用者向け情報 
 
## API 
 
## toHalfWidth(string) 
 
入力として与えられた string に含まれる全角数字を半角数字に、全角アルファベットを半角アルファベットに、全角カ
ナを半角カナに変換した文字列を返します。 
 
## toFullWidth(string) 
 
入力として与えられた string に含まれる半角数字を全角数字に、半角アルファベットを全角アルファベットに、半角カ
ナを全角カナに変換した文字列を返します。 
 
 
## 使用例 
 
以下の手順では IMIMojiConverter.toHalfWidth 関数によって全角から半角への変換が、 
IMIMojiConverter.toFullWidth 関数によって半角から全角への変換され、 
標準出力に出力されます。 
 
```main.js 
const IMIMojiConverter = require("imi-moji-converter"); 
console.log(IMIMojiConverter.toHalfWidth("あかさたな０１２３４５６７８９")); 
console.log(IMIMojiConverter.toFullWidth("ｱｶｻﾀﾅ 0123456789")); 
``` 
 
実行すると以下のような出力が得られます。 
 
``` 
$ node main.js 
ｱｶｻﾀﾅ 0123456789 
あかさたな０１２３４５６７８９ 
$ 
``` 
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はじめに 

本資料は、『評価手法検討 TF』においてデータの相互運用性を評価するための手法につい

て検討するにあたり、EC（European Commission）で開発された公共サービスの評価モデル

を調査し、IMIの公開データ用の評価指標を検討・開発するための基礎情報とするものであ

る。 

 

なお、1章から 3章は ECの公開資料を調査対象として用いたが、4章と 5章については、

後述の ISA2 プログラムの IMAPS 開発チームとの打ち合わせ資料を調査対象として用いた。

（※SIMAPSについては、ISA2プログラムの IMAPS開発チームも調査段階にある） 

 

1. SIMAPSがベースとしている IMAPSの全体像 

IMAPS（Interoperability Maturity Assessment for Public Services）は、EUにおける

電子的公共サービスの相互運用性に関する成熟度レベルを評価／改善するためのモデルで

あり、それを公共サービスが提供するデータの意味的相互運用性（ semantic 

interoperability）に特化させたものが SIMAPS（Semantic Interoperability Maturity 

Assessment for Public Services）である。 

 

IMAPS は、2018 年 2 月に V1.1.1 が公開された。そして 2019 年も、新体制で IMAPS の開

発・メンテナンスのプロジェクトが進められているが、SIMAPS の開発は、そのプロジェク

ト内の一つのタスクとして位置付けられている。つまり、SIMAPSの基本的な考え方は IMAPS

に基づくものである。 

 

そこで、SIMAPS を理解するため、IMAPSのモデルについて解説を行う。 

 

1.1 公開されている IMAPS関連資料群 

 

IMAPSについては、EC（European Commission）のサイトで「ツールキット（toolkit）」と

して次の 5つの関連資料が公開されている。 

[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imaps_en] 

1) 『IMAPS User Guide』（IMAPSユーザーガイド）（参考資料[1]） 

2) 『IMAPS Questionnaire』（IMAPS評価項目定義文書）（参考資料[2]） 

3) 『IMAPS Recommendations』（IMAPS推奨措置定義文書）（参考資料[3]） 

4) 『IMAPS Value Proposition』（IMAPS バリュープロポジション）（参考資料[4]） 

5) 『IMAPS Release Notes』（リリースノート）（参考資料[5]） 

 

これらについて、それぞれの資料の内容の概略を以下に説明する。 

https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imaps_en
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1）IMAPS User Guide（IMAPSユーザーガイド） 

IMAPSの概念、目的、評価結果の表し方、公共サービスの状況の観測とそれに基づく

評価の対象となる相互運用性の観点や特性を表すモデル、評価に用いる手段と手法な

ど、IMAPSの全体像を知るための文書。 

 

2）IMAPS Questionnaire（IMAPS 評価項目定義文書） 

電子的公共サービスの相互運用性に関する評価項目を一連の具体的な質問項目

（Question）として定義し、評価結果の得点付けに関する情報をまとめた資料。 

 

3）IMAPS Recommendations（IMAPS推奨措置定義文書） 

公共サービスの相互運用性を改善するために行うべき措置を提案するために、上記 2）

で定義した個々の「質問項目（Question）」に対し、それぞれの評価結果に応じて実施

すべき推奨措置（Recommendation）」を定義した資料。 

 

4）IMAPS Value Proposition（IMAPSバリュープロポジション） 

IMAPSの特徴や、それを活用することによって期待される効果を簡潔にまとめたパン

フレット資料。 

 

5）IMAPS Release Notes（リリースノート） 

IMAPSの当該版のリリースに関する説明情報。 

 

1.2 IMAPSの EIF の中での位置付け 

 

ここで、IMAPS の意義を把握するため、それが開発された背景となる EC の相互運用性に

関する指針に目を向け、それと IMAPS との関連性や位置付けについて説明する。 

 

1.2.1 EIF（European Interoperability Framework） 

 

EC は、相互運用可能な電子的公共サービスを提供するために、EIF（European 

Interoperability Framework）と呼ばれる指針を定めている。EIFは、公共サービスの定義・

設計・開発・提供に携わる人を対象としたものであり、EU のすべての行政機関が適用すべ

き一連の勧告を含む資料として公開されている。 

 

EIF は、4つのレイヤーで構成される相互運用性のモデル、相互運用性のある公共サービ

スの概念モデルから成り、それらを 12の原則（principle）が支えている。そして、そのモ
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デルと原則を実現し、相互運用可能な電子的公共サービスを提供するために取り組むべき

課題を 47の勧告(recommendation)の形で提示している。 

 

※ EIF は、eEurope Action Plan 2005 の一つのアクションとして 2004 年 11 月に

Version 1.0 が公開され、2010年に改訂バージョン（V2）が承認された。その後、Digital 

Single Market の創出という EC の重点的政策の下、オープンデータなどの新しい動向に

対応するため、2017 年 3月 23日に改訂され、“New EIF” と呼ばれている。 

ECは、EU内で国をまたいだ相互運用性のある公共サービスの開発をサポートするため、

ISA2（Interoperability solutions and common frameworks for European public 

administrations, businesses and citizens）という 5ヵ年計画のプログラム（2016～

2020 ） を 実 施 し て お り 、 EIF は 、 現 在 そ の 下 で 管 理 さ れ て い る

[https://ec.europa.eu/isa2/eif_en]。［ ISA2 プログラムは、 EC の情報科学総局

（Directorate-General for Informatics：DIGIT) によって直接管理されており、『DIGIT 

Strategic Plan 2016-2020』（参考資料[6]）によると、5ヵ年のプロジェクト予算は 131M

ユーロである］ 

 

1.2.2 IMAPSと EIFの関連性 

 

IMAPSは、EIF も担当している ISA2プログラムの中の一つのアクションである。前述のよ

うに、EIFは相互運用可能な電子的公共サービスを提供するための指針であり、ISA2の様々

なアクションの土台となる考え方が示されているものと捉えられる。 

 

従って、IMAPSも EIF の指針を意識した形で作成されている。例えば、EIFは、相互運用

性を「法的（legal）」、「組織的（organisational）」、「意味的（semantic）」、「技術的（technical）」

な側面で 4つのレイヤーに分類したモデルで表現しているが、IMAPSの評価項目は、それぞ

れ EIFの相互運用性モデルのレイヤーとの対応が取られている。 

 

https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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図 1. EIFの相互運用性の４つのレイヤー 

（『New European Interoperability Framework』（参考資料[7]）より） 

 

 

図 2. IMAPS における評価項目と EIFの相互運用性レイヤーの対応付け 

（『IMAPS v1.1.1 Questionnaire』より） 

 

また、明示的な対応は記述されていなくても、IMAPSの評価項目と EIFの原則や他の概念

との間に関連性を見出すことができる。 

 

対応する EIFの

レイヤー指定 
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図 3. IMAPS の評価項目と EIFの原則の関連性 

（『Report on IMAPS Results 2018 Edition』（参考資料[8]）より） 

 

すると、IMAPSは、個々のサービスが EIFの指針に準拠している度合いを評価するものと

捉えることができる。また、そのような IMAPS を使って様々な公共サービスを評価し、評価

結果を集計することにより、それらの公共サービス群が提供されている地域での EIF の実

践状況を分析することもできる。 

 

このように、IMAPS というアクション／ソリューションは、ISA2プログラム全体を貫く相

互運用性の指針である EIFをベースに構築されていることが分かる。 

 

※IMAPS は、ISA2の前身の ISAプログラム期間中（2010～2015）の 2011 年に始まった IMM

（Interoperability Maturity Model）というアクションが ISA2にも引き継がれてアクシ

ョン  “ 2016.37” として 2016 年初頭から実施され、その後、名称が IMAPS

（Interoperability Maturity Assessment for Public Services）に変更されたもので

ある。ただし、現在でも、アクション”2016.37”の当初の名称である“Interoperability 

Maturity Model（IMM）”が用いられている場合もあるので、その点留意されたい。 

  

関連する EIFの

原則など 
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1.3 IMAPSの目的および期待される成果 

 

IMAPSは、次のような事柄を実現することを目的とした評価モデルである。 

 

 特定の地域や分野に依存せず、あらゆるサービスに適用可能な一貫性のある評価方

法を提供すること 

 IMAPSが定義した評価項目と成熟度レベルを用いた評価により、電子的公共サービス

の相互運用性に関する現時点での成熟度を認識すること 

 上記の結果を基に、サービスの相互運用性の成熟度を改善するために行うべき事柄

をガイドラインとして提示すること 

 公共サービスの相互運用性の評価結果を履歴に取って比較し、改善の状況を把握で

きるようにすること 

 結果を分析し、レベルの高い相互運用性を達成するにあたってのベストプラクティ

ス、ボトルネック、課題をとりまとめ、繰り返し発生する相互運用性関連の問題の共

通パターンを見つけ出すことができるようにすること 

 

この評価モデルを用いる成果として、以下のような効用が得られると期待できる。 

 

 共通の枠組みで相互運用性の成熟度を評価することができるので、連携している他

のサービスとの成熟度の比較を行うことによって、現在提供されている公共サービ

スの間に見られる相互運用性のギャップがどこにあるかを特定することができる。 

 相互運用性のあるサービスを計画的に開発するためのガイドとして用いることがで

きる。 

 オンデマンドで他の公共サービスとの相互比較を実施することができる。 

 公共サービスのライフサイクル全体に亘って任意のタイミングで評価を行い、改善

を図ることができる。 

 情報の交換やサービスの再利用を通じて他の組織と相互に合意した共通の有益な目

標を実現するためにどの程度、他の組織と連携可能か計測することができる 

  



別 5-8 

 

2. IMAPSの評価手法の整理 

この章では、公共サービスを評価するために IMAPS の評価モデルが用いている評価項目

の分類、評価結果を表す指標、評価の実施手段について具体的に説明する。 

 

まず、IMAPS のモデルを構成している基本的な概念や方法には、次のようなものがある。 

 

[評価項目] 

IMAPSでは、評価のために判定する内容を次の 2つの概念で分類・整理し、項目化して

いる。 

 相互運用性の評価分野（Interoperability Area） 

 相互運用性の属性（Interoperability Attributes） 

 

[評価結果を表すための指標] 

また、そのようにして設定された評価項目に対して行われる評価の結果は、次の指標を

用いてレベル分けされる。 

 相互運用性の成熟度（Interoperability Maturity） 

 

[評価の実施手段] 

前述のような考え方に基づいてサービスを評価するにあたり、IMAPSは、次のような手

段を用いる。 

 アンケート（questionnaire）形式による各評価項目の成熟度判定、全体としての結

果集計、および報告書作成 

 

このような構成要素を用いて実現した IMAPS の評価モデルの具体的な内容について、以

下に説明する。 
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2.1 評価項目の分類法 

 

IMAPSは、種々の評価項目を「相互運用性の評価分野（Interoperability Area）」と「相

互運用性の属性（Interoperability Attributes）」という２つの概念を使って整理している。 

 

2.1.1 相互運用性の評価分野（Interoperability Area） 

 

IMAPSでは、公共サービスの開発／提供／利用など様々な局面での評価項目を設定するに

あたり、その内容を分類してまとめる評価軸となるような視点／観点を「相互運用性の評価

分野（Interoperability Area）」と呼び、評価モデルの構成要素として用いる。 

 

IMAPSでは、評価軸となるそのような分野として、以下の 3つの「相互運用性の評価分野

（Interoperability Area）」を用いる。 

 

 Service Delivery 

サービスの提供／配布に関する分野 

 Service Consumption 

当該サービスを提供／配布するにあたって利用している他のサービスに関する分野 

 Service Management 

サービスの共有・再利用・設計など、管理に関する分野 

 

 
図 4. IMAPS の 3つの評価分野 

（『IMAPS v1.1.1 User Guide』より） 
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2.1.2 相互運用性の属性（Interoperability Attributes） 

 

それぞれの「相互運用性の評価分野（Interoperability Area）」の配下に具体的な一連の

評価項目が置かれるが、IMAPS では、それらを「相互運用性の属性（Interoperability 

Attributes）」と呼んでいる。評価者が回答する直接の対象となるのは、この「相互運用性

の属性（Interoperability Attributes）」である。 

 

この属性に対して相互運用性の評価が行われた結果、それを包含する評価分野もグルー

プとして評価の対象となる。 

 

2.2 評価結果の表現方法および評価の観点 

 

IMAPSでは、完璧な相互運用が実現した状態に到達するに至る行程をいくつかの段階（レ

ベル）で表現する「成熟度（maturity）」という指標を導入し、公共サービスが、その行程

のどの段階にあるかを評価する。 

 

2.2.1 評価結果となる成熟度レベル（maturity level） 

 

IMAPSでは、そのような相互運用性の段階として、次の 5つの「成熟度レベル（maturity 

level）」を定義している。 

 

1. Ad Hoc：Poor interoperability 

2. Opportunistic：Fair interoperability 

3. Essential：Essential interoperability 

4. Sustainable：Good interoperability 

5. Seamless：Interoperability leading practice 

 

評価の結果は、これらのいずれかで表される。 

 

※IMAPSでは、サービスに期待する相互運用性レベル（desired interoperability level）

を「4. Sustainable」に設定している。 
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2.2.2 相互運用性の評価の観点のパターン（Interoperability Pattern） 

 

相互運用性の属性（評価項目）の内容を分析すると、いくつかの評価の観点が存在するこ

とが見えてくる。IMAPS では、それらの観点を次の 4つにパターン化し、それぞれに対して、

相互運用性の高低を判定するための考え方を示している。 

 

1) 紙媒体～電子媒体（情報交換の形態） 

公共サービスが情報交換に用いている媒体や形態による評価。紙媒体は相互運用性

が低く、電子媒体（電子的サービス）は相互運用性が高いと見なす。 

 

2) 手動～自動化（業務処理の形態） 

公共サービスが業務を処理する際の形態。手動でサービスを提供している場合は相

互運用性が低く、サービスが電子化され、その実行が完全自動化されている場合は相互

運用性が高いと見なす。 

 

3) 固有技術～標準技術（電子的公共サービスを実現するために使用している技術の汎用

性） 

公共サービスが使っているデータやプロトコルの形式を定めた技術の汎用性による

評価。システム固有／ベンダー固有なものは相互運用性が低く、標準化されたものは相

互運用性が高いと見なす。 

 

4) 独立型の運用～協調型の運用（公共サービスの運用の形態） 

他の再利用可能な電子的サービスを使わずに独立して公共サービスを運用している

場合は相互運用性が低く、他の行政機関や組織のシステムと連携して公共サービスを

運用している場合は相互運用性が高いと見なす。 

 

これらは、質問項目に対する回答となる選択肢を 5 つの成熟度レベルに対応させる際の

判断基準となる。 

 

なお、データを評価するにあたっては、直接的には上記の 3)が対応すると考えられる。

また、データに相互運用性があれば、他システムとの連携も実現されるという意味で、4)も

データの評価に関係があると考えられる。 
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2.3 評価の実施手法 

 

IMAPS では、サービスの成熟度を評価する手段としてアンケート（Questionnaire）の形

式を用いる。 

 

また、このようなアンケートに回答する仕組みがオンラインで提供されることになって

いる。（アンケートは自己評価ツールとして設計されており、所要時間は 20～30分程度を想

定） 
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3. IMAPSによる評価の具体的方法論 

ここまでに説明した評価モデルを用いた成熟度の実際の判定手順について説明する。 

 

3.1 評価結果の提示 

 

IMAPSでは、サービスに関するアンケートへの回答を基に、5 段階の成熟度レベルで、属

性、評価分野、サービス全体に対する評価を行う。それに基づいて、以下の内容を含む報告

書が作成される。 

 

① 属性、評価分野、サービス全体に対する「評価結果の成熟度レベル」 

② 属性毎に、評価結果の成熟度レベルに応じて、現状の分析、および改善を図るために

今後行うべき方策を簡潔に記述した「推奨措置（Recommendation）」をまとめたもの 

 

3.2 成熟度レベルの採点モデル(Scoring Model) 

 

アンケートを用いて、成熟度レベルの評価と改善のための推奨措置を含む報告書を作成

する仕組みを実現するために、IMAPS は、以下の２つの文書を用意している。 

 

・評価項目定義文書（Questionnaire） 

・推奨措置定義文書（Recommendations） 

 

【評価項目定義文書】 

個別の評価項目定義文書においては、アンケートで用いる具体的な質問項目（Question）

が、評価分野別にそこに含まれる各属性に対応させる形で、設定される。 

 

また、成熟度レベルによって得点化することになる質問項目に対しては複数の選択肢が

用意され、その中から回答を一つ選ぶようにしている。そして、それらの属性に対して、評

価分野の成熟度を得点（score）として算定するための重み付け（weighting）も定義されて

いる。さらに、各評価分野の得点に対し、サービス全体の得点（成熟度）を算定するための

重み付け（weighting）も定義されている。 
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図 5. 成熟度レベルの評価のための重み付け 

（『IMAPS v1.1.1 Questionnaire』より） 

 

これらの情報に基づき、オンラインのアンケートに回答すると、当該サービスの成熟度を

表す得点が自動計算されて報告される仕組みになっている。 

 

【推奨措置定義文書】 

「推奨措置（Recommendation）」は、「推奨措置定義文書（Recommendations）」で定義され

る。 

 

「得点表（Scoring Table）」では、アンケートの質問項目への回答（選択肢）と成熟度レ

ベルの対応関係が表で表されている。これにより、個々の属性（評価項目）の評価結果とし

ての成熟度レベルが一意に定まる。 

 

「推奨事項一覧（Recommendations）」では、個々の「質問項目（Question）」に対し、「評

価結果の成熟度レベル（Assessed level）」、「次に到達すべき成熟度レベル （Next level）」

個々の評価項目

への重み付け 
個々の評価分野

への重み付け 
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「そのために実施すべき推奨措置（Recommendation）」が定義されている。 

 

 

図 6. 成熟度レベル向上のための推奨措置 

（『IMAPS v1.1.1 Recommendations』より） 

  

評価結果 次に到達すべ

きレベル果 
推奨措置 
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3.3 階層的な成熟度レベル判定の流れ 

 

成熟度レベルの判定対象は、サービス全体、評価分野、属性の 3つである。 

 

それらの評価を行うため、まず各属性に対して成熟度レベルの判定が行われ得点化され

る。次に、それらを用いて各評価分野に対しても成熟度レベルが算定される。そして、各評

価分野の成熟度レベルを用いて、最終的に提供されているサービスやデータに対して成熟

度レベルが判定される。これらの判定・算出方法を以下に示す。 

 

【属性の成熟度】 

各属性に対して成熟度レベルが判定基準と共に設定されているので、まずそれらを判

定して個々に得点を出す。 

    ↓ 

【評価分野としての成熟度】 

評価分野内の各属性に対して、評価分野としての成熟度への貢献度合いが重み付け

（weighting）として百分率（%）で定義されている。それに基づいて評価分野内の属性の

成熟度を用いた計算を行って評価分野の得点を出すことにより、評価分野としての成熟

度レベルを判定する。 

    ↓ 

【評価分野の成熟度⇒ 全体の成熟度】 

各評価分野の得点に対して、サービス全体としての成熟度(total maturity)への貢献

度合いが重み付け（weighting）として百分率（%）で定義されている。それに基づいて評

価分野の成熟度を用いた計算を行ってサービスの得点を出すことにより、最終的に評価

対象となっているサービスとしての成熟度レベルが判定される。 
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図 7. サービスの成熟度レベル判定のための階層構造 

 

 

  

評価分野X

評価分野Y

評価分野Z

属性 X-1

属性 X-2

属性 X-n

成熟度○

成熟度△

成熟度□

成熟度○

成熟度△

成熟度□

...

成熟度○サービス

属性 Y-1 成熟度○

...

重み
○○％

重み
△△％

重み
□□％

重み
○○％

重み
○○％

重み
△△％

重み
□□％
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4. IMAPS開発に用いられた情報ソース 

IMAPSの属性は、相互運用性向上に関連する他の様々な活動から影響を受けたり、協調を

図りながら開発されたものである。 

 

その中の主なものとして、『ISA2 WORK PROGRAMME 2018 DETAILED ACTION DESCRIPTIONS 

PART』（参考資料[9]）の Part2の「8.2 INTEROPERABILITY MATURITY MODEL (2016.37)」で

以下のアクションが挙げられている。（※“2016.07”などは ISA２内でのアクションの識別

番号） 

 

 『SEMIC: Promoting Semantic Interoperability amongst the EU Member States』

（2016.07） 

欧州の電子政府システムでの意味的相互運用性（semantic interoperability）を改

善するためのアクション。 

 

 [URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-semantic-interoperability-

european-egovernment-systems_en 

 

なお、このアクションは、欧州においてデータ交換の相互運用性を高めるため、共通に

用いられる語彙（用語）を定義した“Core Vocabularies”の開発・推進を担当している。 

 

 『Access to Base Registries』（2016.28） 

国内から、あるいは国をまたいで政府データへのアクセスを改善するためのアクシ

ョン。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-cross-border-access-

government-data_en 

 

 『Catalogue of Services』（2016.29） 

欧州全域で各国の公共サービスに関する情報リソースへアクセスできるようにする

ためのアクション。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/CoS_en 

 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-semantic-interoperability-european-egovernment-systems_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-semantic-interoperability-european-egovernment-systems_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-cross-border-access-government-data_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-cross-border-access-government-data_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/CoS_en
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 『European Interoperability Architecture』（2016.32） 

各国の共通ビジョンに基づいた欧州の公共サービスの相互運用性アーキテクチャを

構築するためのアクション。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/towards-european-interoperability-

architecture_en 

 

なお、このアクションでは、電子的公共サービスの提供／配布の際に用いる相互運

用性に関連した構成要素（building blocks）を分類・整理した概念的な参照アーキ

テクチャとして EIRA（European Interoperability Reference Architecture）が開

発された。また、EIRA の構成要素にマッピングされた既存の再利用可能なソリュー

ションを検索・再利用するためのツールも提供している。 

 

さらに、“European Interoperability Architecture”が IMM（＝IMAPS）と相互に

影響を与え合う関係を持っていて、ISA2 内のアクションの実施優先順位決めの基準

の一つである「相互運用性ソリューションの共通のフレームワークや要素に関する

既存のアクションによって再利用される」※に該当する旨の説明もある。ここからも

“European Interoperability Architecture”が IMAPSによって活用されているこ

とが分かる。 

※ISA2 プログラムの実施を制定した EU の文書『Decision (EU)2015/2240』（参考資料

[10]）の「Article 7 Prioritisation」に記された規準 

 

 『CAMSS - Common Assessment Method Standards and Specifications』（2016.27） 

標準規格や技術仕様を評価する仕組みを定義することにより、現代的な ICT 標準化

ポリシーを実現するためのアクション。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/achieving-modern-ict-standardisation-

policy_en 

 

さらに、CAMSSが IMM（＝IMAPS）と相互に影響を与え合う関係を持っていて、ISA2

内のアクションの実施優先順位決めの基準の一つである「相互運用性ソリューショ

ンの共通のフレームワークや要素に関する既存のアクションによって再利用される」

※に該当する旨の説明もある。ここからも CAMSS が IMAPSによって活用されているこ

とが分かる。 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/towards-european-interoperability-architecture_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/towards-european-interoperability-architecture_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/achieving-modern-ict-standardisation-policy_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/achieving-modern-ict-standardisation-policy_en
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※ISA2 プログラムの実施を制定した EU の文書『Decision (EU)2015/2240』（参考資料

[10]）の「Article 7 Prioritisation」に記された規準 

 

 『Assessment of Trans-European Systems supporting EU policies』（2016.36） 

行政機関の ICTシステムを評価し、合理化を図るためのアクション。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/evaluating-and-rationalising-ict-public-

administrations_en 

 

 National Interoperability Framework Observatory（2016.21） 

欧州各国での相互運用性向上のための活動に関する情報（EIFとの整合性の分析を含

む）を提供し、各国の相互運用性フレームワークの開発を促進するためのアクション。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/fostering-national-interoperability-

frameworks-across-europe_en 

 

 Sharing and Reuse（2016.31） 

欧州で公共サービスを提供する際に ITソリューションの共有と再利用を行うための

アクション。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/promoting-sharing-and-reuse-

interoperability-solutions_en 

 

 Legal Interoperability（旧名称：ICT implications of EU legislation）（2016.23） 

EU内での法律の効率的な施行に ICTの観点で貢献するためのアクション。 

 

[URL] 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/ict-implications_en 

 

  

https://ec.europa.eu/isa2/actions/evaluating-and-rationalising-ict-public-administrations_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/evaluating-and-rationalising-ict-public-administrations_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/fostering-national-interoperability-frameworks-across-europe_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/fostering-national-interoperability-frameworks-across-europe_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/promoting-sharing-and-reuse-interoperability-solutions_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/promoting-sharing-and-reuse-interoperability-solutions_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/ict-implications_en
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5. IMAPS/SIMAPS開発の 2019年のロードマップ 

前章までの内容は 2018 年 2 月に公開された IMAPS V1.1.1 を対象に調査したものである

が、その後、ISA2プログラムでの契約先変更に伴い、IMAPS アクションを実施する調査会社

が変わったため、新しいプロジェクトチームが編成され、そのキックオフミーティングが

2018年 12月 19 日に開催された。 

 

そこで説明された IMAPSアクションの 2019年の作業内容について以下に記す。 

 

5.1 プロジェクトの目標 

 

新プロジェクトでは、横断的な目標として、「IMAPSの拡張、改善、採用促進」が掲げられ

ているが、さらに、それらを支える個別の 4 つの特定の目標が以下のように定められてい

る。 

 

【０1】 EU加盟国レベルで IMAPSを奨励し、それぞれの国の IMAPS採用意向を調査する。 

【０2】 IMAPS の採用を確実なものとするため、選定した EU 加盟国へのツール、教育、

サポートの提供によって知識を伝承する。 

【０3】 必要と判断された変更を IMAPS に施した上で、IMAPS を意味的相互運用性

（semantic interoperability）に特化させた SIMAPS のデプロイとテストの実

現可能性の調査・検討を行う。そして、実現可能性があると判断される妥当な根

拠が見出されれば、SIMAPSのデプロイとテストを実施する。 

【０4】 相互運用性の評価を行いたいユーザーを評価ツール群一覧メニューへ案内する

単一ポータルサイト「Single Interoperability Assessment Gateway（SIAG）」

が使用可能になっていれば、そこから IMAPS を公開するという共通ビジョン

（“common vision”：これまでのプロジェクトでの成果物の一つ）に基づき、ハ

イパーリンク付きの解説テキストあるいは解説画像の形式での情報提供素材の

開発 

 

前述のように、EIF は、相互運用性を「法的（legal）」、「組織的（organisational）」、「意

味的（semantic）」、「技術的（technical）」な側面で 4つのレイヤーに分類しているが、IMAPS

の開発プロジェクトでは、IMAPS をそれぞれのレイヤーに対して掘り下げて特化させた

LIMAPS, OIMAPS, SIMAPS, TIMAPSのモデル開発を目指している。その中で、SIMAPSについ

ては、これまでに他のレイヤーに先行して検討が行われており、開発が始まったものの停止

状態にあるので、新体制の下で開発を再開することになる。 
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5.2 プロジェクトの成果 

 

このプロジェクトを行った結果得られる成果として、以下のものが期待されている。 

 

 EU内での IMAPSツールの普及、および関連する機能のデプロイ 

 IMAPSツールの改良、および意味的（semantic）相互運用性に対応した拡張 

 明快なバリュープロポジションと IMAPSの共通ビジョン（“common vision”）との

整合 

 認知度の向上 

 

5.3 2019年に実施するタスク 

 

IMAPS の新プロジェクトは、2019 年 10 月末までに 8 つのタスクを実行する計画である。

以下に、それぞれについて、タスクの実施内容を示す。（実施時期の表現（上旬、下旬など）

については、キックオフミーティングで配布された資料中のスケジュール線表を基にした

おおよその記述である。） 

 

【タスク 1】プロジェクト管理（Project management） 

 

[実施時期]：2019年 10月末までの全期間 

 

[成果物] 

 品質管理計画 

 プロジェクト進捗レポート 

 会議の議事録・アジェンダ 

 プロジェクト最終レポート 

 

【タスク 2】 コンサルティング支援／予備評価・査定 

（Consultancy support/preparatory assessment） 

 

[実施時期]：2019年１月初頭～3月上旬 

 

[成果物] 

 IMAPSの徹底レビュー、およびバリュープロポジション資料の改訂 

 EU加盟国へのコンサルテーションの要約 

 



別 5-23 

 

【タスク 3】 EU加盟国での IMAPSのデプロイおよび実施 

（deployment and implementation in Member States） 

 

[実施時期]：2019年 2月上旬～4月上旬 

 

[成果物] 

 EU加盟国からのフィードバックレポート 

 IMAPSソリューションの成功事例 

 

【タスク 4】 IMAPSの変更・リリース管理プロセスの更新 

（Update the IMAPS Change & Release Management Process） 

 

[実施時期]：2019年 1月～9月 

 

[成果物] 

 最新の状態に更新された IMAPSの変更ログ 

 

【タスク 5】 SIMAPS ツールキット v1.0.0開発の実現可能性の評価・査定、およびその実行 

（Assess feasibility for the development of the SIMAPS toolkit v1.0.0 

and execution thereof） 

 

[実施時期]：2019年 2月上旬～8月下旬 

 

[成果物] 

 更新版 IMAPS のデプロイ 

 ISA2 プログラムを管理している EC 情報科学総局（Directorate-

General for Informatics：DIGIT）が実施 

 実現可能と判断された場合、SIMAPSツールキット v1.0.0 のリリース 

 

【タスク 6】 SIAG (Single Interoperability Assessment Gateway)のリリース 

（Release the Single Interoperability Assessment Gateway） 

 

[実施時期]：2019年 7月中旬～9月末 

 

[成果物] 

 ハイパーリンク付きの解説テキストあるいは解説画像の形式での情報提
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供素材 

 

【タスク 7】 引継ぎ準備（Hand-over preparation） 

 

[実施時期]：2019年 9月下旬～10月末 

 

[成果物] 

 引継ぎ計画 

 引継ぎファイル 

 

【タスク 8】アドホックな活動（Ad-hoc activities） 

 

[実施時期]：必要に応じて随時実施 

 

なお、上記タスクのうち、タスク 2、3、5、6がプロジェクトの中核を成すものとして位

置づけられている。 

 

5.4 SIMAPSの開発 

 

上記のように、新プロジェクトでは、前述の目標【03】に対応し、【タスク 5】において、

IMAPSを意味的相互運用性（semantic interoperability）に特化させた SIMAPS の開発を行

う。 

 

このタスクでは、以下の２つの作業を順次実施する。 

 

１）いくつかの EU加盟国（Member State：MS）で IMAPSをデプロイした結果、および収

集したフィードバックに基づき、IMAPSツールの更新の必要性、また、SIMAPSツール

キットのデプロイの実現可能性について評価・査定を行う。 

２）SIMAPS ツールキットをデプロイする。 

 

なお、2)については、1)において IMAPS の更新と改善がさらに必要であると判断された場

合、IMAPSの更新作業をまず行った後で実施される。 

 

リリースされる SIMAPSツールキットには、以下のものが含まれる。 

 

 リリースノート 
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 ライセンス 

 様々な形態・構成のツール（「EU Survey」※内での提供、スタンドアロンでの提供、

など） 

※  IMAPS 評価ツールも「 EU Survey」の仕組みの中で提供されている

（https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMAPS）。 

 エンドユーザー向けの説明文書 

 

「タスク 5」での具体的な活動内容は以下の通り。 

 

 収集したフィードバックの分析、変更要求の記録、IMAPS の更新を行う。 

 SIMAPS ツールの適用可能性・妥当性とフォーマットの評価・査定、および、IMAPSを

実施した国の中から選定したいくつかの国での SIMAPS v1.0.0 デプロイの実現可能

性の評価・査定を行う。 

 実際のデプロイの際は、Web で利用可能な「EU Survey ツール」を使用する。さらに

他の追加のサポートも提供する。 

 日本（IPA）がピアレビューアとして参加する。そこで共有するベストプラクティス

についての議論が、鍵となる成功要因やプロジェクトで次に取る行程と整合性が取

れるものとなるようにする。 

  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMAPS
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組織・システム・データの評価軸分類と策定 

評価手法検討タスクフォース 

 

評価 TFのミッション：データの相互運用性を評価するための手法の策定 

評価 TFの成果物：データ評価に必要な評価軸に関するまとめ 

 

 評価目的：組織及びシステムのデータの相互運用性を向上させる（相互運用性の「成熟

度」及び「推奨事項（Recommendation）（改善のためにどのようなアションを取るべき

かというガイドラインや改善案）」を算出する） 

 評価対象：組織、システム、データ 

 評価方法：アンケート 

 評価の所要時間：20 分〜30分程度（IMAPS 基準） 

 

評価手法検討タスクフォース（以下、本 TF）では、ミッションとして「データの相互

運用性を評価するための手法の策定」を掲げ、「データ評価に必要な評価軸に関するまとめ」

を成果物としてまとめることを目標に 2018年 11月から 2019 年 2月まで、計 4回の会議を

行った。本 TFのスコープは以下である。 

1. 政府、自治体等の公開データに関する評価軸の検討 

2. 欧州で検討中の SIMAPS(Semantic Interoperability Maturity Assessment for 

Public Services）等との連携 

3. データ流通推進協議会（Data Trading Alliance: DTA）の技術基準検討委員会との

連携 

データの相互運用性を評価するための手法について検討するにあたり、スコープ 1 で

は、 EC（ European Commission）で開発された公共サービスの評価モデル IMAPS

（Interoperability Maturity Assessment for Public Services）を調査し、IMIの公開デ

ータ用の評価指標を検討・開発するための基礎情報とした。IMAPSは公共サービス（本稿で

はシステムと同義）の評価モデルであるため、組織的なデータに対する取り組み及び戦略や

データ自体の評価については十分議論できているとは言えない。さらに、DTAで議論が進ん

でいる民間のデータ流通及び個人に由来する情報の取扱いはスコープに含まれていない。

以上を踏まえて本 TF では、IMAPS の概念やアプローチを踏襲しつつ、公共サービスに限定

しない評価指標の策定を目指した。 

スコープ 2の SIMAPSについては、欧州 ISA2にて現在再検討についての協議が行われて

いるが、具体的な内容についてはまだ検討段階である。しかし、本 TFで議論された内容は

欧州メンバーに伝え、今後も連携体制を密にすることは本 TF内で合意している。 

スコープ 3では、DTA の技術基準検討委員会メンバーである小田委員に資料提供いただ
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き、データの品質に関する評価指標について議論した。データ品質とは「データ流通の中で

データ提供者及び利用者の双方が安心してデータを使用するための共通の評価指標」を意

味している。しかし、異なる事業者間でのデータ流通においては、生成、加工、流通などの

各段階において、様々な品質が評価され定義される必要がある。DTAで議論されている民間

とのデータ及びシステムの連携を目指したトレーダビリティの観点を含めることで、組織

及び分野を横断する視点を評価軸に含めた。また、IMAPS 及び DTA 以外の評価指標として、

リンクトデータやオープンデータなどで利用されている既存の評価軸について武田委員、

下山委員、高木委員から情報提供いただいた。 

以上の 3つのスコープとそれに対するアプローチから、本 TFではデータを評価するに

あたり、システムや組織における軸、また自己評価と他己評価とを同時に行いながらレーテ

ィングを行うための項目を策定した。本 TFで策定した評価項目の利用目的は IMAPS と同様

に、組織及びシステムのデータの相互運用性の向上であり、システムやデータの提供者側を

評価することが主目的である。評価項目は、評価に当たって背景情報をチェックする項目群

（表 A）と評価を行う際の項目群（表 B）の 2つに大別される。また、トレーダビリティの

項目はシステム及びデータにてそれぞれ 3 つの中項目に分けて整理した（表 C 及び D）。ま

た、生成（production）、流通（delivery）、利用（consumption）の観点から各フェーズに

おいて、データ提供者・利用者が重視するであろう評価項目についてまとめた（表 E）。 

評価の所要時間は IMAPSの基準に合わせ、20分〜30分程度を想定している。評価対象

は組織、システム、データとなる。評価方法は IMAPS に倣い、アンケート形式を想定してお

り、アンケートの回答結果に応じて、相互運用性の「成熟度（Maturity Level）」及び「推

奨事項（Recommendation）（改善のためにどのようなアションを取るべきかというガイドラ

インや改善案）」を算出する）」を提示する仕組みとなることが望ましい。具体的な成熟度の

算出方法（各評価項目の重み付けの妥当性など）や改善のための推奨事項は今後の欧州との

連携の中で策定することを提案したい。 

今年度の本 TFの議論では、上記のスコープに従い、組織、システム、データにおいて

評価すべき項目の洗い出しを行った。今後検討すべき事項及び課題を以下に列挙する。 

 評価を行う上での質問文の設計 

 推奨事項（Recommendation）策定のロジック及びアルゴリズム 

 各評価項目の定義 

 生成（production）、流通（delivery）、利用（consumption）の観点からの各項目

の整理 

 インターオペラビリティ達成までの各フェーズにおいて、各評価項目が対象とし

ている範囲の詳細 

 評価する立場（データ提供者、データ利用者、システム設計者など）及びその立場

で重視する評価項目の詳細 

 データ提供者のデータ生成、流通などにおける努力義務や必須項目などの程度 
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本 TFで検討した評価の項目群（表 A、B、C、D）： 

表 A: データを評価するに当たっての背景のチェック項目： 

 組織 システム（サービス） データ 

公共性*3 
・ 行政機関/企業 

・ 営利/非営利 

・ 公共/商用サービス 

・ 営利/非営利 

・ 共有可能/秘匿データ 

・ 営利/非営利 

対象分野*4 教育、医療、産業、学術、自然科学、外交・国防…など 

対象とする地域*5 国名、地域名、地域別の条件など 

適用される法律*6 
・ 著作権法 

・ 個人情報保護法 
― ― 

ユーザー*7 ― 

・ 同じ組織内の者、組織

外の者 

・ 行政/企業/個人など 

・ ITリテラシーのレベル 

・ 同じ組織内の者、組織

外の者 

・ 行政・企業・個人など 

・ IT リテラシーのレベ

ル 

プライバシーポリ

シー*8 

個人情報を含むデータ

を扱うポリシーやガイ

ドラインが整備されて

いる度合い 

システムがセキュアである

度合い 

・ 個人情報を含んだデ

ータを扱っている度

合い 

・ 匿名加工情報を含ん

でいることの開示 

 

表 B: 評価項目： 

 組織 システム（サービス） データ 

運用・管理 

・ 組織マネジメント 

・ 相互運用性の分野・属

性*2 

・ 利用を促進するため

の戦略がどの程度立

てられているか。 

・ データ交換ガイドラ

インなどが整備され

ているか。 

・ 組織内にデータ交換

についての相談窓口

及び専門職が存在す

るか。 

・ システムマネジメン

ト*1 

・ 相互運用性の分野・属

性*2 

・ データマネジメント 

・ 相互運用性の分野・

属性*2 

・ データの正直さ、真

面目に作っている度

合い（veracity） 
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・ 組織人員のデータリ

テラシー及び教育の

度合い。 

・ 組織としてデータの

事業者（生成・加工・

流通など）の立場の明

確さ。 

トレーダビリティ

*9 
― ※ 表 C参照 ※ 表 D参照 

 

表 C: システム評価（トレーダビリティ）詳細： 

システム（サービス） 

仕様 取り扱うデータ 取引・交換 

・ ユーザをサポートするためのガイ

ド機能やドキュメントなどが備わ

っているか。 

・ システムとしてデータ交換の機能

（APIなど）が整備されているか。 

・ データの取得・管理・運用の信憑性 

・ 個人情報を扱う場合の

匿名化ができるか。 

・ システムが扱えるデー

タのフォーマットなど

の汎用度合い 

・ データ交換時の形態（オー

プン型、コンソーシアム

型、相対取引など） 

・ 可用性：データにアクセス

可能な期間など 

 

表 D: データ評価（トレーダビリティ）詳細： 

データ 

仕様管理 特徴 条件*10 

・ ユーザをサポートするためのガイド機能

やドキュメントなどが備わっているか。 

・ カタログが整備されているか。 

・ 完全性の明記度合い。 

 データが指定通り存在すること 

 必要なメタデータが含まれているこ

と 

 データの種類（動的/静的）・精度・粒

度・更新頻度 

・ 信憑性：データの出自（どのような方法で

どこから取ったのか）が開示されている 

・ データ形式の正しさ 

 フォーマット 

 スキーマや辞書の

使い方 

・ データが役立つ度合

い・インパクト。 

・ データが交換可能な

フォーマット（紙媒体

〜電子媒体）となって

いる度合い。 

・ データの公開範囲・共

有条件の明記度合い。 

 利用条件として、利

用目的の指定・制限

（営利/非営利/学

術、二次利用、再配

布など） 

 提供者の利用許諾

の有無 
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評価の項目群が関連するフェーズと立場（提供者・利用者）（表 E*11）： 

 生成 

（production

） 

流通 

（delivery

） 

利用 

（consumption） 

シ
ス
テ
ム
（
サ
ー
ビ
ス
） 

仕
様 

ユーザをサポートするためのガイ

ド機能やドキュメントなどが備わ

っているか。 

― ○ ○ 

システムとしてデータ交換の機能

（APIなど）が整備されているか。 
― ○ ○ 

データの取得・管理・運用の信憑性 ○ ○ ○ 

取
り
扱
う
デ
ー
タ 

個人情報を扱う場合の匿名化がで

きるか。 
― ●/○ ○ 

システムが扱えるデータのフォー

マットなどの汎用度合い 
― ○ ○ 

取
引
・
交
換 

データ交換時の形態（オープン型、

コンソーシアム型、相対取引など） 
― ●/○ ― 

可用性 ― ○ ○ 

デ
ー
タ 

仕
様
管
理 

ユーザをサポートするためのガイ

ド機能やドキュメントなどが備わ

っているか。 

― ○ ○ 

カタログが整備されているか。 ― ○ ○ 

完全性の明記度合い。 ― ○ ○ 

信憑性 ― ○ ○ 

特
徴 

データ形式の正しさ ●/○ ●/○ ○ 

データが役立つ度合い・インパクト ― ○ ○ 

データが交換可能なフォーマット

（紙媒体〜電子媒体）となっている

度合い。 

― ○ ○ 

条
件 

データの公開範囲・共有条件の明記

度合い。 
― ●/○ ○ 

●：提供者が重視する項目、○：利用者が重視する項目 
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*1: IMAPSの評価軸を転用 

*2: IMAPSの 3領域（Service Delivery, Service Consumption, Service Management）及

び 4属性（媒体、業務処理、標準化度合い、運用形態）を応用する。 

・ 組織：業務処理（from manual to automated processing）、運用形態（from 

individual to collaboration） 

・ システム：標準化度合い（from ad hoc to standard）、媒体（from paper-based 

information exchange to digital information exchange）、運用形態（from 

individual to collaboration） 

・ データ：標準化度合い（from ad hoc to standard）、媒体（from paper-based 

information exchange to digital information exchange） 

*3: TF の議論にて DTAで議論されている商用データ及び企業のデータの扱い方が挙がって

いたので含めた。評価方法（2値（yes/no）や 5段階など）は実装時に検討が必要。 

*4: 組織の属性やシステムの特性を分野として表現する項目。分野によって相互運用性が

異なるため。 

*5: 対象としている地理的な範囲を意味する。 

・ 組織：行政機関であれば管轄、企業であればビジネスエリア、など 

・ システム：システムや相互運用性を保証する地理的な範囲 

・ データ：当該データが対象としている地理的な範囲 

*6: 本 TFでの議論及び EIF の legal layer を考慮した項目。運用・管理などのマネジメン

ト項目の一部であるとも言える。 

*7: 主にシステム、データのユーザーの属性を表す。これによって適用される法律やマネジ

メント方法、ガイドラインが変わってくるため、重要な項目である。 

*8: 個人情報の扱いに関して評価する項目。組織・システム・データで視点が異なる。 

*9: TF の議論で挙がった重要項目。トレーダビリティはデータ利用者のユーザビリティと

同義の項目となる。組織においてはデータの再配布や交換のルール整備度合い、システムに

おいては再配布や公開機能の整備及び範囲について、データにおいては標準化された形式

で配布可能となっているかという視点がある。 

*10: 条件部については分野・扱うデータの種類などによって非常に多様な項目が想定され

る。本 TFでは主要な項目に限定して記載した。実際の契約や交換時の条件の詳細について

は、データ流通推進協議会 データカタログ作成ガイドライン V1.1（中間とりまとめ）及び

経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」などを参照したい。 

*11: データ交換・流通までの各フェーズで提供者・利用者がどの項目を重要視するのかと

いうことを簡易にまとめたもの。*10の議論同様、分野・扱うデータの種類によって異なる

場合があるため、注意したい。 
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別紙7．ユーザー支援タスクフォース活動報告



2018年度IMI検討体制 ユーザー支援タスクフォース

活動報告書

2019年2月28日(木)

ユーザー支援タスクフォース
IMI事務局

別 17-
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IMI検討体制 ユーザー支援タスクフォース
活動報告

I. 実施体制

II. 2018年度の活動内容
 公共分野におけるIMIの普及推進

1. 推奨データセット（避難場所）の検討

2. パブリックドラフト（PD）の公開

3. 公共団体の個別支援

 社会全体におけるIMIの普及推進

1. 現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

2. IMIパートナー制度のQ&Aコンテンツの作成

3. 新規IMIパートナーの獲得

4. イベント実施を通じた普及促進

III. 2019年度への申し送り事項
1. タスクフォース運用体制における課題

2. IMIパートナー制度における課題

3. ドメイン語彙化プロセスの確立
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Ⅰ. 実施体制
IMI検討体制 ユーザー支援タスクフォース 活動報告
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ユーザ支援TF Ⅰ.実施体制

ミッション

IMIパートナー制度を通じたIMI普及の推進

※当初は上記の通り定義していたが、実際の活動においては支援対象を
IMIパートナーに限定せず、IMIに関心を持つ主体を対象とした
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普及戦略タスクフォースとは連携関係にあり、普及戦略TFの
立案する戦略のうち、ユーザ支援に関わる戦略の実行を担当

IMI検討体制

ユーザ支援TF Ⅰ.実施体制

IMI検討体制内での位置付け

ユーザ
支援TF

利用促進
ワーキンググループ

普及戦略
TF

事務局

戦略

フィードバック

調整
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ユーザ支援TF Ⅰ.実施体制

構成員
委員：8名
下山 紗代子（主査）

太田 垣恭子

大山 水帆

川島 宏一

小林 巌生

武田 英明

深見 嘉明

藤井 政登

IMI事務局
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

社会基盤センター産業プラットフォーム部データ活用推進グループ

※敬称略
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ユーザ支援TF Ⅰ.実施体制

活動期間
2018年10月〜2019年3月

計5回の会議を実施

2018年
10月 11月 12月

2019年
1月 2月 3月

●10/31 第1回
● 11/30 第2回

● 12/18 第3回
● 1/29 第4回

● 2/12 第5回
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Ⅱ. 2018年度の活動内容
IMI検討体制 ユーザー支援タスクフォース 活動報告
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ユーザ支援TF 

Ⅱ. 2018年度の活動内容

普及戦略TFによって策定された「 IMI普及戦略（案）」に基づき活動
公共分野におけるIMIの普及推進

社会全体におけるIMIの普及推進

IMI普及戦略
「人、モノ、サービスがつながる社会へ：Connect Everything」

データの定義やテンプレートを明確にして、組織横断でデータを連携可能に
公共データからスタートし、社会全体のデータ流通基盤マーケットへ
既存の枠組みを活かした、誰もが参加しやすい仕組みへ
大前提としてのグローバルな連携

データの流通や活用をするための基盤つくり

取引や製造はもちろんのこと、全てのビジネス環境の改善へ

社会的なデータ連携の取組み
データ提供、流通、活用の各関係者への展開
 関連団体などとの連携

Society 5.0関連取り組みへの参加
オープンな推進体制の構築
誰もが参加しやすい知識・経験の集まる体制
 オープンなセミナー、コミュニティ作り
 広報・説明資料の充実

全体ガバナンス体制の整備（ドメイン語彙、技術標
準）

利用者の利便性が高く、行政職員、ITベンダー、
みんなが「楽」になる仕組みつくり

政府への普及
法人データを核とした推進
自治体への普及
業務システムへの展開
 関連団体等との連携

安心して使えるテンプレートの提供
 推奨データセットとしての展開

普及活動の強化
 自治体視点の広報・説明資料の充実
 インフルエンサーへの展開

公共分野での推進 社会全体での推進

Start small. Think big. Scale fast.
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容

公共分野におけるIMIの普及推進

1. 推奨データセット（避難場所）の検討

2. パブリックドラフト（PD）の公開

3. 公共団体への個別支援
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 公共分野

1. 推奨データセットを通じたIMI普及

自治体に向け、機械判読性に適したオープンデータ公開の最適な手順として、推奨
データセット*1の活用を推奨する方針を決定

「推奨データセットの項目定義に準拠したデータを作成すれば、
IMIにも準拠したデータになる」という説明で普及を図った

特に重要と考えられる「指定緊急避難場所一覧(ベータ版)」にターゲットを絞り、「避
難所データセット検討コミュニティ」*2に本TF委員が参加する形で
語彙の検討及びデータ可視化例の作成を進めた

「避難所データセット」に対応するDMD *3を公開予定

*1 推奨データセット…オープンデータの公開とその利活用を促進することを目的とし、政府として公開を推奨するデータと、その
データの作成にあたり準拠すべきルールやフォーマット等を取りまとめたもの。
出典元：政府CIOポータル > オープンデータ >自治体のオープンデータ推進に関する各種資料 >推奨データセット
https://cio.go.jp/policy-opendata

*2 避難所データセット検討コミュニティ…自治体及びシビックテック関係者の有志で構成されるコミュニティ。2018年12月に発足。

*3 DMD (Data Model Description) … https://imi.go.jp/goi/datamodel-about

https://cio.go.jp/policy-opendata
https://imi.go.jp/goi/datamodel-about
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 公共分野

1. 推奨データセットを通じたIMI普及

参考：検討コミュニティにおいて本TF委員が作成したデータ可視化例
https://public.tableau.com/shared/Y6TZDNRHP?:display_count=yes

避難所データを標準化することで、ツールを使ったデータの可視化が
容易に実現できることが確認できた

https://public.tableau.com/shared/Y6TZDNRHP?:display_count=yes
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 公共分野

2. 避難所に関する公開ドラフトの公表

「避難所データセット検討コミュニティ」
から提案された「避難所に
関する語彙」に対し、データの相互運用
性とアプリ等での実装しやすさという観
点から本TF委員がレビューを実施

公開ドラフト（Public Draft; PD）
としてIMI公式サイトから
2019年3月1日に公表予定
（右図：PDの公開イメージ）
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 公共分野

3. 公共団体の個別支援

さがみオープンデータ推進研究会
さがみオープンデータ推進研究会では、2017年度から広域10自治体の

協業による共通データセットの策定を実施している

以下の3点のデータ項目定義案について、本TF委員で回覧し、
レビューを実施

• 子育て施設

• 避難所

• 文化財のデータセット

前述の「避難所データセット」の検討状況についても随時情報共有を
行なった

同研究会では、「避難所データセット」とも整合を図った上で、
2019年2月にデータ公開を開始している
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容

社会全体におけるIMIの普及推進

1. 現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

2. IMIパートナー制度のQ&Aコンテンツの作成

3. 新規IMIパートナーの獲得

4. イベント実施を通じた普及促進
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体
1.現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

現行制度の状況整理
現行制度における運用ルール等を確認

IMIパートナー制度自体の必要性の見直しについては
今年度のTFのスコープには含めないこととした
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体
1.現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

改善策の検討 (1/6)
基本戦略・方針

● これまで実施していたようなIMI検討体制からのパートナー団体への
直接的な支援は継続性が保証できないため、今後縮小せざるを得ない

● 直接的な支援を行わない代わりに、パートナー団体と支援可能な
専門家のマッチング機能を持たせる形が良いのではないか

● パートナー制度の短期的ゴール、長期的ゴールの設定が必要

● 年度内に実施する施策と中長期計画を分けて検討すべき

● 現状特に設定はないが、IMIとしてもメリットの大きい団体に
ターゲットを絞って能動的に協業を働きかけることも必要ではないか
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体
1.現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

改善策の検討 (2/6)
IMIパートナーの定義

● 「パートナー」の定義を明確にすべき
→「IMIパートナー制度のQ&Aコンテンツの作成」（後述）で対応済

● IMIパートナー制度はIMI検討体制がパートナーを支援することだけが
目的ではなく、 IMIの活用を推進するために相互協力する関係であることを強
調すべき
→「IMIパートナー制度のQ&Aコンテンツの作成」（後述）で対応済

● 以下のようにパートナーに区分を設けることで、より効果的な
普及促進を図れるのではないか

• PDや検討手順等、成果物の公開を目指すドメイン語彙運用者(候補)等
• 実装、ドメイン語彙検討や自治体等のIMI対応を支援できるアドバイザー的な人材
• 自治体の業務システムやデータ管理基盤の開発者
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体
1.現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

改善策の検討 (3/6)
承認プロセス・基準

● IMIパートナーの承認について、従来のようにTFの会議の場での合意を必要とする場合、
申請団体を待たせることになってしまうため、見直す必要がある
→事務局から本TFのメーリングリストへメールで共有し、特に異論が出なければ「合意」
とすることに決定

● 承認基準が明確でないため、委員として責任をもって「合意」なり「承認」の
アクションができない
→IMIパートナー申請の窓口である事務局がまず申請内容を精査し、申請者や申請内容
に懸念点等がある場合は、委員に展開する際に併せて共有することに決定

● パートナーシップは「共通語彙基盤の推進に関する協定」に定める共通語彙基盤の推進
の範囲であることを、対外的に明示すべき
→IMI公式サイトに掲載済

● IMIパートナー制度を説明する公開コンテンツにおいて、IMIパートナー申請の
承認基準の記載が曖昧になっている部分は明確にすべき
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体
1.現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

改善策の検討 (4/6)
パートナーとの協業のありかた

● パートナー間の自律的な協業による語彙検討、実装の推進が望ましい

● 総務省の「地域情報化アドバイザー」のように、IMI検討体制において認定した
アドバイザーをパートナーに派遣する制度の導入も検討できるのではないか
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体
1.現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

改善策の検討 (5/6)
プロモーション方針

● IMIパートナー制度への期待感が薄れてきたのではないか

● IMIパートナー制度の効用を誇大に表現している傾向があるのではないか

● IMIパートナー制度の信頼性向上を重視すべき（パートナー制度の不信感によるIMI全体
の悪影響を避けるため）
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体
1.現行のIMIパートナー制度の状況整理と改善策の検討

改善策の検討 (6/6)
IMIの検討範囲の明確化

● シソーラス検討等、語彙整備に関連する協力依頼への対応方針を決める
必要がある

● ドメイン語彙整備のプロセスや制度について、質問・相談が増えているが、
IMI検討体制内でも明確に定義されていない
→今年度の一般社団法人データ流通推進協議会(DTA)との協業において、ドメイン語彙
検討手順の一部が「平成29年度 補正予算 産業データ共有促進事業費補助金 IT標準
化支援プログラム勉強会」（2018年10月4日開催）公開資料としてとりまとめられたため、
2019年度以降引き続きドメイン語彙整備プロセスを検討予定
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体

2. IMIパートナー制度のQ&Aコンテンツの作成

IMIパートナー制度においてわかりづらかった点を洗い出し、
公開用Q&Aコンテンツとしてとりまとめた（2019年3月公開予定）
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体

3. 新規IMIパートナーの獲得

データ活用ビジネス2社からの申請に基づき、
新規パートナー協定を締結
株式会社 B.inc.

株式会社Moly
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体

3. 新規IMIパートナーの獲得

参考：株式会社 B.inc.
IMI検討体制と協力し、語彙の検討を進め、普及を目指す

共通語彙基盤の普及啓発活動において協力

データ流通に関する技術的な課題解決等でIMI検討体制に協力
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体

3. 新規IMIパートナーの獲得

参考：株式会社Moly
IMI検討体制と協力し

語彙を普及させること
で、行政機関のデータ
流通に寄与することを
目的としている

「事件語彙」としての標
準化を目指す
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体

3. 新規IMIパートナーの獲得

参考：IMIパートナー団体一覧（2019年2月現在15団体）

公益財団法人
北九州産業学術推進機構
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ユーザ支援TF Ⅱ. 2018年度の活動内容 > 社会全体

4. イベントを通じた普及促進

「IMIパートナー説明会」の実施
IMIパートナーとの接点強化とツール・ライブラリの活用促進を目的に

初開催

IMIパートナー同士の協業のきっかけとなった

イベントの内容
● 実施日時：2018年11月13日(火) 14:00-18:00

● 参加人数：
• IMIパートナー団体関係者：17名
• 本TF委員：2名

● 主なプログラム：
• IMI事業推進状況とパートナーに

期待する内容の説明
• IMIツールとライブラリの紹介
• 事例紹介：DTA、XBRL Japan、

法人インフォ
• 政府の取組みの紹介
• ディスカッション
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III. 2019年度への申し送り事項
IMI検討体制 ユーザー支援タスクフォース 活動報告
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ユーザ支援TF

III. 2019年度への申し送り事項

2018年度は本TFの運用期間が5ヶ月弱しか無く、スコープをかなり
限定して検討・実施を進める形となった

2019年度のユーザー支援TF、もしくは同等の機能を担う主体に
おいて、引き続き検討が必要と思われる事項を以降に挙げる

1. タスクフォース運用体制における課題

2. IMIパートナー制度における課題

3. ドメイン語彙化プロセスの確立
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ユーザ支援TF III. 2019年度への申し送り事項

1.タスクフォース運用体制における課題

2018年度の本TFの運営においては、これまでの検討経緯、TF委員と事務
局の責任や役割分担、TF委員に期待される活動等が明確に示されないま
ま進行した
これまでの検討経緯や課題に関する情報共有に時間を費やした結果、本来の議

論にかける時間が限定された

TF開始に先立ち、より具体的な計画と前提条件を提示する必要がある

本報告書の作成過程においては、事務局が報告書案を作成しTF委員がそ
の内容を精査する分担であったが、TF委員が大幅な内容の拡充作業を行
うこととなった

2019年度以降の運営においては、 TF委員と事務局の責任や役割分担を
明確に定義する必要がある

事務局においては、日程及び資源に余裕をもち、十分な事前準備のうえで
運用体制が組まれることが望ましい
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ユーザ支援TF III. 2019年度への申し送り事項

2. IMIパートナー制度における課題 (1/5)

※ 「Ⅱ. 2018年度の活動内容」において挙げた課題のうち、対応が完了していないものの再掲を含む

基本戦略・方針
これまで実施していたようなIMI検討体制からのパートナー団体への直接的な支

援は、継続性が保証できないため、今後縮小せざるを得ない

直接的な支援を行わない代わりに、パートナー団体と支援可能な専門家のマッチ
ング機能を持たせる形が良いのではないか

パートナー制度の短期的ゴール、長期的ゴールの設定が必要
● 「IMIの普及」が目指す具体的な状態（技術面及び運用面）について、

合意を取った上で明文化する

● パートナーの数、接点、PDの数、エンドユーザーの数..などの指標設定を検討する

年度内に実施する施策と中長期計画を分けて検討すべき

現状特に設定はないが、IMIとしてもメリットの大きい団体にターゲットを絞って能
動的に協業を働きかけることも必要ではないか

本TF内でも制度のわかりづらさに対し多数質問、指摘があったため、
IMIパートナー制度の基本方針・戦略の明文化が必要
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ユーザ支援TF III. 2019年度への申し送り事項

2. IMIパートナー制度における課題 (2/5)

※ 「Ⅱ. 2018年度の活動内容」において挙げた課題のうち、対応が完了していないものの再掲を含む

IMIパートナーの定義
以下のようにパートナーに区分を設けることで、より効果的な普及促進を図れるの

ではないか
● PDや検討手順等、成果物の公開を目指すドメイン語彙運用者(候補)等

● 実装、ドメイン語彙検討や自治体等のIMI対応を支援できるアドバイザー的な人材

● 自治体の業務システムやデータ管理基盤の開発者

「IMIパートナーに期待する成果」の具体化
● 自治体や企業の語彙整備支援をビジネスとして担うアドバイザーや団体等の育成

● ドメイン語彙の整備・運用可能な団体等の育成

● 新事業の創造
• IMIを活用したデータ連携ビジネス
• 語彙整備やデータマネジメント等のコンサルティングやソリューション、プラットフォーム提供
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ユーザ支援TF III. 2019年度への申し送り事項

2. IMIパートナー制度における課題 (3/5)

※ 「Ⅱ. 2018年度の活動内容」において挙げた課題のうち、対応が完了していないものの再掲を含む

承認プロセス・基準
IMIパートナー制度を説明する公開コンテンツにおいて、IMIパートナー

申請の承認基準の記載が曖昧になっている部分は明確にすべき

期待成果、目標をふまえてパートナーの承認基準を再検討する必要がある
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ユーザ支援TF III. 2019年度への申し送り事項

2. IMIパートナー制度における課題 (4/5)

※ 「Ⅱ. 2018年度の活動内容」において挙げた課題のうち、対応が完了していないものの再掲を含む

パートナーとの協業のありかた
パートナー間の自律的な協業による語彙検討、実装の推進が望ましい

総務省の「地域情報化アドバイザー」のように、IMI検討体制において
アドバイザーを認定し、パートナーに派遣する制度の導入も検討できる
のではないか

具体的な協業体制のあり方の検討
● 公共分野での推進にあたっては、自治体等への直接支援を行える人材の育成が

不可欠であるため、オープンデータ伝道師や地域情報化アドバイザーのような
アドバイザー派遣システム、またはオープンデータ伝道師や地域情報化
アドバイザーを通じたIMI普及を検討する

● 社会全体での推進においては、DTA、パーソナルデータ活用研究会をはじめと
する団体からの期待が高まっているため、恒常的に対応可能な人材を確保し、
語彙整備手順等の文書化や普及啓発を推進する
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ユーザ支援TF III. 2019年度への申し送り事項

2. IMIパートナー制度における課題 (5/5)

※ 「Ⅱ. 2018年度の活動内容」において挙げた課題のうち、対応が完了していないものの再掲を含む

プロモーション方針
IMIパートナー制度への期待感が薄れてきたのではないか

IMIパートナー制度の効用を誇大に表現している傾向があるのではないか

IMIパートナー制度の信頼性向上を重視すべき（IMIパートナー制度の
不信感によるIMI全体の悪影響を避けるため）
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ユーザ支援TF III. 2019年度への申し送り事項

3.ドメイン語彙化プロセスの確立

ドメイン語彙化プロセスの検討は2018年度の本TFではスコープ外としていた

ドメイン語彙に関する議論は本TFの運用開始前からIMI検討部会及び前身にあたる各検討体
制において実施されていたが、データ連携、データ流通市場形成が具体化していなかったこと
から、市場ニーズが把握できず、プロセスとして確立できなかった

2019年度は技術ポリシーTFとの協力で、ドメイン語彙の運用体制に期待される技術的要件の
定義、文書化を進める必要がある

ドメイン語彙として成立するプロセスに対する公式見解を固める必要がある
産業界等からIMI検討体制へ「ドメイン語彙としての認定」を求める要望が増加しているが、「認定機関」と

してふさわしい組織等のあり方や要件を検討する必要がある

公開ドラフト (PD) の公開をドメイン語彙化プロセスに含めるという案が出ている

類似プロジェクト間のマッチングや、マッチング事例の蓄積を通じ、ドメイン語彙成立のプロセス
を適切な形にアップデートしていく必要がある

 IMI検討体制の検討範囲の明示
シソーラス検討など、データ連携、利活用において語彙整備と関連する領域の課題に対する対応ポリシー

が求められるケースがあったため、 IMI検討体制として対応可能な範囲を明示する必要がある
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