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Ⅰ 基本事項 

（1）目的 

官民データ活用推進基本法（平成 28年法律第 103号）及び高度情報通信ネッ

トワーク社会形成基本法（平成 12年法律第 144号）に基づく取組を具体化する

ものとして、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計

画」（平成 30年６月 15日閣議決定）（以下「基本計画」という。）が策定されて

いる。 

特に、基本計画の重点分野の一つである電子行政分野における取組について

は、2017 年５月に「デジタル・ガバメント推進方針」（平成 29 年５月 30 日高

度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定）

が策定された。本方針では、本格的に国民・事業者の利便性向上に重点を置き、

行政の在り方そのものをデジタル前提で見直すデジタル・ガバメントの実現を

目指すこととされている。 

さらに、2018 年１月には、官民データ活用推進基本法及び「デジタル・ガバ

メント推進方針」に示された方向性を具体化・詳細化した計画である「デジタ

ル・ガバメント実行計画」（平成 30 年１月 16 日 e ガバメント閣僚会議決定）

（以下「実行計画」という。）が策定され、デジタル・ガバメントの実現に向

けた取組を政府一体となって推進するための計画が取りまとめられたところで

ある。加えて、「新しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月８日閣議決定）

においても、「行政からの生産性革命」としてデジタル・ガバメントの推進が

位置付けられている。 

このような政府全体の方針を踏まえつつ、経済産業省としては、事業者向け

の手続が多いことから、特に民間事業者等にとって簡潔で使いやすい行政手続

等を実現するとともに、民間事業者等に係るデータを継続的・効率的に集約し、

データに基づく政策立案や個々の事業者に寄り添った行政サービスを提供する

プラットフォームとして「Government as a Service」（サービスとしての行政）

を実現していく。特に、隗より始めよの精神で、補助金申請手続のデジタル化

等他府省においても共通の課題であると考えられる分野について先行的に取り

組むとともに、システム開発で利用した仕様をオープン化するなどにより、他

府省への展開を進めていく。 

なお、経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画（以下「本計画」とい

う。）は、行政自身の効率化のみならず、民間における生産性を向上させ、社

会全体の生産性革命を強力に推進していく指針とするものである。 
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（2）計画期間 

2018 年６月 25 日から 2023 年 3 月 31 日までを本計画の対象期間とする。た

だし、個別の施策について、実態に応じて期間を設定することが適当な場合は

この限りではない。本計画は適宜内容の見直しを行うものとし、必要に応じて

改訂するものとする。また、計画期間終了後の扱いは、次期計画の策定を前提

とする。 

（3）現状と課題 

ア ユーザー目線に立ったサービスの提供 

経済産業省が提供する現状の様々な行政サービスは、必ずしもユーザー目

線に立って提供できているとは言えない。例えば、電子申請可能な行政手続

においてもそれぞれで ID、パスワードを取得する必要がある。また、中小企

業向けの情報サイトは複数存在し、利用者の混乱を招く状況となっているだ

けでなく、コストの増加にもつながっている。 

使いやすい行政サービスを提供するため、各々のサービスについて、プロ

セスの簡素化の実施（BPR）を前提とし、サービスデザイン思考に基づきユ

ーザー視点に立ったサービス設計を行っていく必要がある。 

 

イ 行政手続等のオンライン化の促進 

経済産業省における行政手続等のオンライン化等の状況としては、所管す

る国が受け手となる申請等手続は 1,838種類あり、そのうち 2016年度中にオ

ンラインにより行うことが可能であった手続は 306 種類であった。また、同

年度中にオンラインで行うことが可能であった当該手続の年間申請等件数は

約 373 万件、そのうちオンラインによる申請等件数は約 294 万件でありオン

ライン利用率は 78.8％であった。 

このように、一定程度オンラインによる申請等がなされているものの、未

だ道半ばであり、引き続き行政手続等のオンライン化を進めていく必要があ

る。また、オンライン利用率が低いサービスについても、使い勝手の良いサ

ービスとすることを前提として、電子的な申請により、一度入力したデータ

は２度入力しなくて良いワンスオンリーの仕組みによる負担の軽減や審査の

迅速化等のメリットを付与することで、民間事業者等に対してこれまでの対

面や郵送等といったアナログな申請からの移行を促し、オンライン手続を原

則とした行政サービスを進めていく必要がある。 

 

ウ 民間事業者等のデータの利活用 

経済産業省は、そのミッションの性質から、民間事業者等との関わりが多
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いところ、事業者等のデータを蓄積するとともに、当該データを政策立案に

活用していくことが望ましいが、これまでは必ずしも体系的なデータ活用を

してこなかった。事業者等からの申請データを、再度利用することを前提と

してデータベース化されているケースが稀であり、データの標準化も十分な

されていないのが現状である。申請データ等の分析からより狙い通りの対象

に政策を届けることを可能にするだけでなく、法人番号等を活用し、個々の

事業者データを紐付けることでそれぞれの事業者が求めている政策支援をプ

ッシュ型で届けることができる。これらを通じて政策の効果を高めるととも

に、サービス対象である事業者等の満足度を高めることができる。 

加えて、各電子申請システム等に蓄積されたデータについては、当該電子

申請システム等の担当部署において管理されており、部局を超えたデータ分

析等には活用されていない。部局を超えたデータ連携を進めることができれ

ば、データ分析の幅は広がり、政策の立案においても部局を超えた協力関係

を生み出すことが期待できる。 

さらに、個人情報や企業秘密といった秘匿性の高いデータを除き、データ

のオープン化と活用しやすい形での API（アプリケーションプログラミング

インタフェース）開放を行うことにより、事業者等が公的データを活用した

新しい事業の創出を促す。 

（4）計画の概要 

 経済産業省において特に重点的に取り組んでいくプロジェクトの概要を以下

に示す。 

ア 法人デジタルプラットフォームの構築 

 法人番号を付番した許認可、調達、補助金、表彰等のデータを集約し、法

人と各府省間の活動情報等を提供するサイトである「法人インフォメーショ

ン」や法人番号の活用を通じて、経済産業省の主要な行政手続等から簡素

化・デジタル化を進め、データが官民双方で有効に活用される法人デジタル

プラットフォームの構築を進める。 

具体的には、１つのアカウント（ID/パスワード）の利用により、複数の

行政手続等の申請等を可能とする「法人共通認証基盤」の構築を進めるほか、

省内でのデータ連携のための事業者方の申請データをはじめとした API 形式

の整備やデータ連携プラットフォームの整備等を行う。また、これらの取組

については、他府省でも活用できる環境を目指す。 

 

イ 経済産業省デジタル・トランスフォーメーションオフィス（DX オフィス）

の組成・推進 
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  Government as a Service を実現するため、省内にシステム化やデータ活

用に係る取組について効率的・効果的に企画、調整、支援等を行うことので

きる体制を構築する。 

具体的には、政策・業務プロセスの見直しや ITシステムをつかさどる政策

評価広報課、情報システム厚生課及び情報プロジェクト室が連携して行政の

デジタル化を推進するとともに、経済産業省CIO補佐官（以下「CIO補佐官」

という。）のみならず、民間企業での IT プロジェクトマネジメント経験者を

新規に採用することにより、行政と IT両面からユーザーにとって使いやすい

サービスを実現するべく、先進的なプロジェクトを推進する。本オフィスの

組成を通じて、クラウドをはじめとする新技術の導入を図るとともに、アジ

ャイル開発を推進していく。また、経済産業省の取組を他省庁等へ展開して

いくことを念頭に、ベストプラクティスを示せるよう取組を進める。 

 

 ウ 特許庁業務における AI 技術を活用したシステム構築に向けた体制整備 

特許庁では、2017 年度に、特許庁における人工知能（AI）技術の活用に向

けたアクション・プランを公表し、特許庁の業務への AI技術の適用可能性に

関して検討を進めている。 

AI 技術を活用したシステム構築に当たっては、アジャイル型の開発手法を

採用するほか、AI 技術の適用が適切と見込まれる業務を対象としてオープン

ソースを活用するとともに、AI 技術を活用したシステム構築の内製化を可能

とするべく、体制整備を進める。 

 

エ 補助金申請システムの構築 

補助金申請の多くは書面により処理されており、さらに重複する記載を何

度も求められるなど、事業者にとって煩雑な手続となっている。経済産業省

において、まずは中小企業向け補助金等を対象に、2018 年度より申請書の共

通化とオンライン化、ワンスオンリー化に着手する。さらに、経済産業省の

システム開発で利用した仕様のオープン化等により、2020 年度以降の他省庁

への展開を目指す。 

なお、補助金申請システムの構築に当たっては、ユーザーの使い勝手を十

分に考慮し、アジャイル型の開発手法を用いることとする。 

 

オ 中小企業支援プラットフォームの構築 

中小企業政策に関しては、周知のため様々な広報を行ってきたが、「施策

情報が届いてない」などの声も聞こえており、周知が十分に行われていると

は言い難い。また、施策を利用したい場合であっても、「いかなる施策を使
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えば良いか分からない」という声も聞こえている。このような声に答えるた

め、中小企業に対する行政サービスの抜本的な利便性向上を進めていく。 

具体的には、行政側におけるサイトの乱立等による、気づきの機会の損失

を無くすため、現行の中小企業向け情報サイトを再編し、中小企業支援のた

めの情報がワンストップで入手できるプラットフォームを構築する。 

 

カ 産業保安関係法令手続の電子化 

年間約 25万件ある事業者の手続について現状では紙で行われていることか

ら、これらを全て電子的に行えるようシステムを 2018年度より構築する。電

子申請システム構築に当たっては、審査を行う産業保安監督部や経済産業局、

経済産業省の職員のみならずユーザーである事業者等にとっても使いやすい

ものとなるよう、アジャイル開発手法の一部を取り入れて開発を行う。加え

て、高い申請率を目指すため、手続の電子化が申請事業者にもたらすメリッ

トの分析をもとにしたマーケティングを行い、円滑な導入を図る。電子申請

システムの構築と並行して、得られたデータを利活用することで更なる産業

保安・製品安全の高度化を図るための実証を進める。 

 

【経済産業省システム経費計画（単位：億円）】 

経費区分 2018年度 

整備経費 178 

運用等経費 272 

その他経費 3 

合計 452 

 

（5）計画目標 

本計画を着実に進め、経済産業省におけるデジタル・ガバメントを推進して

いく。 

 本計画の当面の目標は、重点プロジェクトを成功に導くとともに、さらに、

他省庁への展開を想定している施策について、複数の府省庁において利用され

ることを目標とする。 
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Ⅱ 利用者中心の行政サービス改革 

（1）サービス改革方針 

実行計画においては、利用者中心の行政サービスを提供し、プロジェクトを

成功に導くために必要となるノウハウとして「サービス設計 12箇条」が示され

ているところである。この 12箇条はすべて重要な視点であるものの、経済産業

省としては、「利用者のニーズから出発する」（第１条）、「オープンにサービス

を作る」（第９条）、及び「一遍にやらず、一貫してやる」（第 11 条）ことがサ

ービスデザイン思考においてとりわけ重要であると位置付ける。この認識の下、

現行の会計制度を踏まえつつ、アジャイル型の開発を推進し、ユーザビリティ

の高いサービスの創出に努める。この点、サービス改革支援チームにおける政

府全体の検討内容等も踏まえつつ進めていくこととする。 

また、サービス改革に当たっては、デジタル・ガバメント推進方針の別紙

「規制制度改革との連携による行政手続・民間取引 IT化に向けたアクションプ

ラン（デジタルファースト・アクションプラン）」に示された３原則（デジタ

ルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ）に沿うことを

基本とする。 

さらに、行政手続等のデジタル化を実施するに当たっては、業務改革（BPR）

を徹底し、費用対効果の見込まれないシステム化や利用者にとって利便性の低

い行政サービスの創出は行わないよう留意するものとする。加えて、前述のと

おり「法人共通認証基盤」や「補助金申請システム」のように、共通化できる

機能やシステムを各省庁に展開していくほか、経済産業省内のデータや API 形

式の標準化を進めるため、システム開発時に共通仕様を導入することによりシ

ステムの重複や煩雑化を回避していく。 

（2）横断的サービス改革 

ア 手続の制度等の見直し 

 経済産業省が所管する行政手続等のうち、年間の手続件数が０件であるも

のは約 2,300 種類ある。このような行政手続等については、当該手続等を規

定する法令を改正する場合に合わせて当該規定の必要性等を見直すなど、必

要に応じて統合又は廃止することなどを検討する。また、死亡・相続、住所

変更等に関連する手続については、内閣官房が整理する具体的な方策を踏ま

え、見直しを検討するものとする。 

  本人確認の手法の見直しについても、2018 年度中に行うこととされている

「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン」
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（平成 22 年８月 31 日 CIO 連絡会議決定）の見直しの内容等を踏まえつつ、

適切に進めていくものとする。この点、現行のサービスでは電子署名を求め

ているものの、当該サービスにおいて取り扱う情報やサービスの性質等を勘

案した場合に電子署名に係る保証レベルまでは要しない手続もあると考えら

れるところ、利便性と安全性のバランスを見つつ、最適な解を見出すととも

に、技術選択を行うことのできる環境整備について検討する。 

 

イ 添付書類の撤廃 

実行計画において「既に行政機関が保有している情報について、行政手続

における添付書類の提出を一括して撤廃する。」や「民間が発行する各種書

類等、行政機関が現時点で保有していない情報についても、情報連携による

取得の可能性や、添付書類そのものの必要性を精査し、可能な限り添付書類

の提出不要化を目指す。」とされたことを踏まえ、経済産業省における添付

書類の撤廃を推進する。 
具体的には、実行計画において「既に行政機関が保有している情報につい

て、行政手続における添付書類の提出を一括して撤廃する。このための法案

を、・・・可能な限り速やかに国会に提出する。」とされたとともに、行政機

関間における情報連携の仕組みについて検討がなされているところ、これら

政府における検討状況を踏まえつつ、経済産業省においても検討を進めてい

くものとする。 
なお、現在、経済産業省が保有する行政手続のうち、何らかの添付書類を

求めている手続は約 1,150 種類である。これらについて、添付書類そのもの

の必要性、添付書類が入手できた際の省略の可能性等の観点から添付書類撤

廃に向けての検討を進める。検討の結果、添付書類の省略が不可能と判断さ

れた場合においても、添付書類を提出することがオンライン化の妨げになら

ないよう、添付書類のオンライン提出の可能性について、引き続き検討を行

うこととする。 
 
ウ オンライン化の徹底 

経済産業省においては、約 1,800 種類の国が受け手となる申請等手続を所

管しており、そのうち約 300 種類についてオンライン利用が可能となってい

る。 

オンライン利用が可能となっていない手続については、デジタルファース

トの原則に基づき、オンライン化を前提とした業務改革（BPR）を実施しつ

つ、利用者の利便性向上の効果、業務効率化の効果、オンライン化に必要と

なるコストのバランス、対面性・現物性の必要性等を勘案して、オンライン
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化の可能性や具体的なオンライン化の手法について検討する。 

また、既にオンライン化を実施している手続についても、オンライン手続

の利用方法の周知等、オンライン手続の利便性向上のための取組を実施する。

法令上オンライン化が認められていない民-民手続については、内閣官房が

示す阻害要因の類型に応じた検討を行う。 

（3）個別サービス改革 

ア 特許情報提供サービスの迅速化 

a) 現状と課題（As Is） 

新興国における企業の市場獲得競争が、一層熾烈なものとなっている中、

我が国企業が、発明、デザイン、ブランド等によるイノベーションの成果

を最大限に活用し、積極的に世界市場への事業展開が進められるよう、特

許庁は従来以上に、制度利用者や特許情報の利活用を行う民間事業者に対

して特許情報の発信を強化するとともに、国内外の利用者にとって利便性

の高い行政サービスを提供していくことが求められている。しかし、現在、

以下のような状況になっている。 

① 特許公報を設定登録から原則として３週間で発行しており、より早

期の発行が求められている。 

② 特許庁が保有する特許・実用新案・意匠・商標に関する書誌情報・

経過情報に関するデータ（以下「書誌情報等に関するデータ」とい

う。）の提供に、データ入力から１月程度要しており、より早期の提

供が求められている。 

b) 実現したい状態（To Be） 

現状と課題を踏まえ、特許情報提供サービスの迅速化を図り、制度利用

者や特許情報の利活用を行う民間事業者が、特許情報により迅速にアクセ

ス可能とするため以下の状態となることを目指す。 

① 特許公報を迅速に発行する。これにより制度利用者や特許情報の利 

活用を行う民間事業者が、特許公報により迅速にアクセス可能とな

る。 

② 書誌情報等に関するデータを迅速に提供する。これにより制度利用

者や特許情報の利活用を行う民間事業者が、書誌情報等に関するデ

ータにより迅速にアクセス可能となる。 

上述の状態を目指すことにより、さらに以下のような付加価値が生ずる。 

① 公報システムの刷新に際して、システム構造を簡素化することで、

システム改修時のコストが低減できる。 

② 書誌情報等に関するデータの提供に際して、媒体での運用がなくな
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ることで、特許庁の業務を効率化できる。 

  c) 具体的な取組（To Do） 

① 2022 年１月を目途に、特許公報の発行を迅速に行えるよう、公報シ

ステムを刷新する予定。 

② 2019 年５月を目途に、書誌情報等に関するデータの提供を迅速に行

えるよう、システム開発を実施する予定。 

KPI：① 2022年１月を目途に、特許公報を設定登録から原則、10日以内

に発行する。 

   ② 2019年５月を目途に、書誌情報等に関するデータを、原則、特

許庁におけるデータ入力の翌日に提供可能とする。 

 

イ 補助金申請システムの構築 

a) 現状と課題（As Is） 

現状、補助金申請の多くは書面で処理されており、重複する記載を何度

も求められるほか、申請書類に係る不備の補完を求められるなど、事業者

にとって煩雑かつ負担感の大きな手続となっている。特に中小企業の人手

不足が深刻化する中、補助金申請等の行政手続が民間の生産性向上のボト

ルネックとならないよう対応を進めていくことが急務である。 

2017 年度中には、中小企業向けの複数の補助金について、申請書におけ

る類似情報（商号、資本金・出資金等の基本情報、役員名簿等）の項目名

や記載方法の共通化を実施してきたところである。 

b) 実現したい状態（To Be） 

① 事業者及び行政における補助金申請に係る一連の手続（公募、交付

申請、交付決定、精算等）の一気通貫したデジタル化、過去の申請

データ等を活用したワンスオンリー化を目指す。 

② 補助金申請手続は経済産業省のほか各省庁においても実施されてい

るところ、経済産業省の取組をベストプラクティスとして政府全体

への横展開を目指す。 

  c) 具体的な取組（To Do） 

① 2018 年度に補助金申請手続のシステム化に着手し、2019 年度より運

用開始予定。また、システム開発に当たっては、アジャイル型の開

発を実施する。 

② 2020 年度を目途に、経済産業省で開発した仕様のオープン化やノウ

ハウの共有等を行い、他省庁に展開していく。 

KPI：2022年度までに支払いまでを含めたすべての手続を 100％電子化 
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 ウ 産業保安関係法令手続の電子化 

a) 現状と課題（As Is） 

全国の産業保安監督部等では、産業保安関連法令（電気事業法、ガス事

業法、高圧ガス保安法、製品安全四法等）に基づく申請を年間約 25万件窓

口処理しているほか、2,000 件以上の立入検査を実施している。風力・太

陽光発電事業への新規参入の急増やガス小売業者への規制強化により、産

業保安監督部等における業務が増加見込みであるところ、これに対応しつ

つ適切な保安検査等を実施していくためには、申請処理の簡素化・電子化

が必要不可欠である。また、申請を行う事業者にとっても、書類の修正等

のために産業保安監督部等を複数回訪問する場合があるなど負担となって

いる。 

これまでの取組としては、産業保安関係法令手続の電子化に向け、2017

年度に審査業務の抜本的見直しや標準化、システムの要件定義を行ってき

たところである。 

b) 実現したい状態（To Be） 

電子申請システムの構築により現状紙で窓口に提出されている申請をオ

ンライン化し、事業者にとってはいつでもどこでも簡易に申請でき、産業

保安監督部等への訪問を不要とする。また、行政側においても機械処理に

よるチェックの自動化等を行い、官民双方の負担を大幅に低減する。シス

テムの高い利用率を目指し、審査業務の負担を減らすことで、行政のリソ

ースを現場に振り分けることや、得られたデータを利活用することで更な

る産業保安・製品安全の高度化を図る。 

  c) 具体的な取組（To Do） 

① 2018 年度に申請手続のオンライン化に着手し、システム開発を進め、

同年度末より法人共通認証基盤を利用する形で順次運用開始予定。ま

た、システム開発に当たっては、アジャイル開発の手法を一部取り入

れる。さらに、申請事業者へのマーケティングを実施することで円滑

なサービス導入を図り、システムの高い利用率を目指す。 

② 申請データのオープン化等により、例えば事故情報・気象条件等に基

づいた事故リスクの民間事業者における分析を促すなど、産業保安・

製品安全の高度化を推進。 

KPI：システム利用率（2019年度末までに 40％） 

 

 エ 旅費等内部業務管理共通システムの刷新 

a) 現状と課題（As Is） 

経済産業省では、旅費、謝金・諸手当及び物品管理に関する府省共通シ
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ステムである旅費等内部業務管理システム（SEABIS）を 2014年度より本格

運用してきた。「旅費業務の効率化に向けた改善計画」（平成 28 年７月 29

日旅費・会計等業務効率化推進会議決定）に基づき、2016年度から2017年

度にかけて、旅費業務の簡素化・標準化に資する改修を行ってきたが、各

府省の利用者の利便性・操作性の向上やデータ分析等の要望には対応しき

れていないのが現状である。 

また、SEABISが稼働している政府共通プラットフォームでは、OSのサポ

ート切れが順次生じているところ、このタイミングに合わせて、これまで

対応できていない利用者の要望を取り入れつつシステムの刷新を行うこと

が望ましい。 

b) 実現したい状態（To Be） 

現行システムの運用を通じて、利用者の多種多様な要望に柔軟に対応す

ることが課題と認識したところ、ニーズに応じた改修等を柔軟に行うこと

のできる民間クラウドサービスの活用も視野に入れた形で、次期 SEABISシ

ステムを構成することを目指す。 

  c) 具体的な取組（To Do） 

① 民間クラウドサービスを活用する場合には、現行の SEABIS と連携し

ているシステムとの関係を再度検討する必要があるところ、これら

連携先のシステム側との調整を進めていく。 

② 次期 SEABIS システムの検討に当たっては、引き続き利用者へのヒア

リング等を実施するなどにより要望の把握に努め、可能な範囲で実

装。 

③ 次期 SEABISシステムは、2020年中までに稼働予定。 

KPI：2020年度までに、SEABISの導入率を 100％に引き上げる。 
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Ⅲ プラットフォーム改革 

（1）経済産業省のプラットフォームの概況及び今後の方針 

多様なサービスやデータをスムーズに連携させ、高度かつ便利なサービスを

実現するためには、連携データや API の仕様を標準化するとともに、それぞれ

の情報システム等で保持しているデータを常に適切な品質に維持し、相互運用

性を高めることが必要であるとの認識の下、行政分野におけるサービスやデー

タの標準化を推進し、サービス及びデータ連携の基盤の整備を推進していく。 

前述の通り、現状では省内におけるデータ連携を行う基盤は整備できておら

ず、システム間でのデータ利活用は進んでいない。政策の検討にも十分に活用

できていない状況である。まずは、データを標準化し蓄積するとともに、これ

を分析に活用することのできる環境の構築が急務である。また、データ利用環

境が整備できていないことから、必ずしも個々の事業者のニーズに合わせた形

でのサービス提供が実現できておらず、特に裾野の広い中小企業に対する更な

るリーチが必要なところである。 

 今後重点的に進めていく取組としては、①法人デジタルプラットフォームと

いう形でデータ連携基盤を構築していくほか、②中小企業支援プラットフォー

ムの構築によるサービスの集約、データの標準化等を進める。また、これらプ

ラットフォームには、標準化された APIを整備する。 

（2）法人デジタルプラットフォームの構築 

ア 行政手続における法人番号入力の原則化とデータ連携環境の整備 

法人に関する情報をデータ連携する際、それぞれのデータに法人番号が紐

付いていることが前提条件となる。このため、経済産業省は、法人からの申

請を受け付ける際などのフォームにおいて、法人番号入力欄を原則設け、申

請情報を機械判読可能なデータとして取得する。 

また、経済産業省は、省内でのデータ連携のための事業者方の申請データ

をはじめとした API 形式の整備やデータ連携プラットフォームの整備、官民

におけるデータ交換の仕組みの検討を行い、2019 年度から省内で試行すると

ともに、2020年度から他府省でも活用できる環境を目指す。 

 

イ 法人共通認証基盤の構築 

法人関係の行政手続のワンストップ化と法人の負荷にならない形での認証

を実現するため、特に法人との接点の多い経済産業省において、法人が電子

的な行政手続を１つのアカウント（ID/パスワード）で行うための認証シス
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テムとして、法人共通認証基盤を 2018 年度に開発する。2019 年度から経済

産業省の行政手続で試行を実施するとともに、2020 年度から他府省の行政手

続にも活用できる環境を目指す。 

（3）中小企業支援プラットフォームの構築 

  現状、中小企業向けの支援情報サイトが複数存在することから、これらの

再編を進め、１つのサイトであらゆる中小企業支援サービスにアクセスする

ことのできる中小企業支援プラットフォームを構築する。当該プラットフォ

ームにおいて、補助金申請等の行政手続や施策情報等、様々な中小企業向け

行政サービスについてワンストップでの提供を可能とする。 

加えて、プラットフォームから得ることができる中小企業に関するデータ

を活用することにより、各事業者に適切な支援策の提供や中小企業を支援す

る機関とのマッチングを可能とする機能をプラットフォームにおいて提供す

る。事業者のデータを利活用し、最適な行政サービスをプッシュ通知により

提供していくほか、支援機関の活動実態・能力等の十分な把握につなげてい

く。2018 年度よりプラットフォームの構築に着手し、段階的にサービスを開

始する。 

KPI：中小企業支援プラットフォームにおける登録事業者数（2022 年度ま

でに 65万者） 

（4）行政保有データの 100%オープン化 

経済産業省が所管する行政手続等によって得られるデータのうち、未だ多

くのものが紙媒体で管理されている。紙等のアナログな媒体は、活用方法が

限定されてしまうところ、今後、行政手続等のデジタル化を検討する場合等

には、当該手続等によって得られるデータの管理方法等についても併せて検

討する。 

また、省内の政策に係るデータのうち重要なものについては、省の Web サ

イト及び政府のデータカタログサイト（DATA.GO.JP）等でオープンデータと

しての公開を促進する。相談窓口等において民間事業者等からオープンデー

タ化の要望があった場合には、対象データに係る担当所属において検討し、

可能な範囲で公開するよう努めるものとする。加えて、法人インフォメーシ

ョンの蓄積データを扱う行政手続においてワンスオンリーを実現するため、

各府省から法人インフォメーションへのデータの集約を進める（法人インフ

ォメーションには約 93 万件の法人活動情報を掲載（平成 30 年６月時点））。

データ集約に当たっては、共通語彙基盤に基づく政府共通のデータ項目や

API形式を活用することで、自動的に更新される環境の整備を目指す。 
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さらに、企業間において協調できる分野について、一定の安全管理基準を

満たし、競争力強化、社会課題解決に向けてデータの収集、整理及び提供を

行う事業者には、限定的にでもデータ共有・共用を認めるための制度を生産

性向上特別措置法に基づき創設したところ、本制度の周知を徹底し、活用を

促進していく。 

KPI：法人インフォメーションのアクセス数（2020 年度までに年間 200 万

件） 

KPI：法人インフォメーションと API連携しているサービスへのアクセス数

（2022年度までに年間 50万件） 

KPI：法人インフォメーションを用いてデータ連携している手続の種類数 

（5）API の整備の推進 

ア オープンデータ領域における API 公開の推進 

経済産業省では、法人インフォメーションにおいて SPARQL APIや RESTful 

API を提供し法人情報を参照できるようしているなど、利用者がデータを自

由に取得・利用できるよう環境整備を進めてきたところである。引き続き、

API公開を推進し、官民データ連携を促進していく。APIの整備・公開に当た

っては、開発者・利用者のニーズを反映するなど、利便性の高いものとする

よう考慮するものとする。 

 

イ 省内 APIの整備による EBPM等の推進 

前述のとおり、経済産業省では、法人デジタルプラットフォームの構築を

進めていくところであり、各行政手続等の申請等により蓄積されたデータの

活用を進めることとしている。具体的には、これまで各電子申請システムに

より蓄積されたデータの利活用がなされてこなかったところ、省内における

標準 API を整備することによりデータを相互利用できる環境を整備し、EBPM

（Evidence Based Policy Making）や新たなビジネスの創出等につなげてい

く。 

（6）標準化・共通化の推進 

ア 共通語彙基盤の推進 

  経済産業省では、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）等と連携し、共

通語彙基盤の整備を推進してきたところである。 

引き続き、本事業を推進し、共通語彙基盤事業を進める。特に、

Society5.0 の本格実装に向け、データ連携基盤の取組に係る議論が進められ

ているところ、当該議論にも積極的に関与していく。 
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イ 文字情報基盤の活用等による文字基盤の整備 

  文字情報基盤については、2017 年に国際標準（ISO/IEC 10646 第５版）が

完了したところである。本基盤の活用を引き続き推進するとともに、更なる

環境の整備を実施し、文字情報に関する相互運用性を確保に努める。 

今後情報システムを整備する際には、一般的業務に係る行政システムにお

いては使用する文字の範囲は JIS X 0213を原則とし、UCS5に従った表現（符

号化及び記述法）でシステムの設計・構築を行う。加えて、現在個別に外字

を使用している情報システムは更改時にその必要性を見直すものとする。 

なお、政府において 2017年度末までに整備することとされている漢字、代

替文字、フリガナ及びローマ字等を含む文字情報の現状や導入方法に関する

ガイドの内容を踏まえつつ検討を進めていくものとする。 

（7）政府情報システム改革 

ア 政府情報システム数及び運用コストの削減 

基本計画において、政府情報システム数を 2018 年度までに半減（2012 年

度比）、運用コストを 2021 年度までに 3 割削減（2013 年度比）とされている

ことを踏まえ、2013 年度から個々のシステムについて業務の見直しを推進し

てきた。 

具体的には、集約できる情報システムやネットワークシステムについては

府省共通システム又は経済産業省基盤情報システムへ統合ののち廃止したほ

か、行政需要が減少したシステムについては単純廃止を実施した。システム

の統合廃止に伴い、サーバーの集約によるメンテナンスの省力化及びユーザ

ーサポート体制のスリム化等が実現し、運用コストが削減された。 

政府情報システム改革ロードマップに基づき、スタンドアロンコンピュー

ターの廃止・縮小についても進めているところ、引き続き、取り組んでいく。 

  KPI：政府情報システム数（2012 年度の 104 システムから 2018 年度末まで

に 37システムまで削減を見込む（2012年度比約 64％減）） 

KPI：運用コスト（2013 年度の運用コスト約 196 億円から、2021 年度末ま

でに年間 61億円の削減を見込む（2013年度比約 31%減）） 

 

イ クラウドサービスの利用検討 

基本計画において、情報システムの整備に当たっては、クラウド技術の活

用等により、投資対効果やサービスレベルの向上、サイバーセキュリティへ

の対応強化を図ることが重要とされている。今後更改を迎えるシステムにつ

いては、各システムの特性や情報セキュリティを踏まえつつ、効率性や可用
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性、柔軟性の向上の観点からクラウドサービスの利用検討を実施する。 

KPI：政府情報システムにおけるクラウド活用数 

 

ウ 特許庁における業務・システム最適化 

a) 背景 

特許庁では、産業財産権に関する大量の業務を処理するべく、1990 年に

稼働開始した電子出願システムをはじめとして、積極的に情報システムを

導入してきた。 

しかしながら、特許庁の情報システムは、個別システムを累次に構築し

てきたことにより、全体として複雑な構造となっている。そのため、シス

テム改修にかかるコストが高く、かつ改修期間も長期化しており、環境変

化への対応やセキュリティ・事業継続能力の向上等の課題に対し、柔軟に

対処することが難しくなっている。また、個別システム間のデータ整合性

を確保するための処理に時間がかかり、出願人・代理人等の制度利用者へ

の迅速な情報提供も困難となっている。 

これらの課題を解決するため、特許庁は「特許庁業務・システム最適化

計画」（平成 25年３月改定。以下「最適化計画」という。）に基づき、シス

テム開発を着実に進めている。 

b) 目標及び取組方針 

最適化計画では、以下の４つの目標を掲げ、特許庁はその達成を目指し

ている。 

① グローバルな環境変化に柔軟かつ機動的に対応しつつ、世界最高レ

ベルの迅速かつ的確な権利の設定に不可欠なシステムの基盤を整備

する。 

② 発明、デザイン、ブランド等によるイノベーションの促進に向け、

情報発信力を強化するとともに、制度利用者の利便性を向上する。 

③ 強固な情報セキュリティ及び事業継続能力を確保するため、安全

性・信頼性の高いシステム及び運用体制を構築する。 

④ 行政運営の簡素化・効率化・合理化及び質の向上を進めるため、業

務及び制度の見直しを図りつつ、システム構造の抜本的見直しを進

め、システム経費を節減する。 

これらの目標を実現するため、現行システムは稼働させつつ、システム

を段階的に刷新する方式を採用することにより、「(i)優先的に対応すべき

政策事項のシステム対応の実現」及び「(ii)システム構造の見直し」を同

時並行的に着実に進めていく。  

c) 具体的な取組 
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具体的には以下の取組を進めていく。特に、システム構造の見直しを進

めるに当たっては、最適化計画に基づき策定されたアーキテクチャ標準仕

様、データ分析・データ統合方針等の成果物を活用する。 

① 世界最高レベルの迅速かつ的確な権利の設定に不可欠なシステ  

ムの基盤整備 

ⅰ)特許出願等の全体進捗管理を可能とする案件管理拡充への対応 

ⅱ)特許・実用新案（以下「特実」という。）における明細書等の共通

出願様式に沿った出願受付が可能なシステム構築の検討 

ⅲ)特実における分類・検索キーの改正に関連する業務全般を円滑に

行うためのシステム構築の検討 

ⅳ)特許権等の設定登録に係る処理の日次化 

ⅴ)特実において実現している優先権証明書の電子的交換に係る枠組

みの意匠への対象拡大 

② 情報発信力の強化と制度利用者の利便性向上 

ⅵ)書誌情報等に関するデータを迅速に提供するとともに、意匠・商

標（以下「意商」という。）に関する審査・審理関連情報の外部へ

の提供 

ⅶ)API提供の検討 

ⅷ)特許庁における料金納付に関し、クレジットカード決済を利用し

た料金納付を可能とするシステム構築の対応を進め、2019 年度まで

に運用開始 

ⅸ)出願人等が手続書類を作成する際に、過去に特許庁に提出した情

報を自動的に反映させる機能の導入検討 

ⅹ)手続に不慣れな中小企業・個人の権利消滅を防ぐため、権利維持

に必要な特許料・登録料の納付期限通知 

③ 安全性・信頼性の高いシステム及び運用体制の構築 

ⅹⅰ)業務の継続性を確保するシステムの構築（クラウドサービスの

利用）の検討 

ⅹⅱ)特許庁業務継続計画の不断の見直し 

④ 業務及び制度並びにシステム構造の見直しによるシステム経費の節

減 

ⅹⅲ)特実方式審査・特実審査周辺システム、審判システム、公報シ

ステム及び意商システムの刷新 

ⅹⅳ)登録調査機関への受発注に関するオンライン化の検討 
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Ⅳ 価値を生み出すITガバナンス 

（1）推進体制の整備 

ア 経済産業省デジタル・トランスフォーメーションオフィス（DX オフィス）

の組成・推進 

  Government as a Serviceを実現し、行政のデジタル・トランスフォーメ

ーションを推進するためには、省内の体制作りが重要である。省内の IT関係

課が連携したデジタル・トランスフォーメーションオフィス（DX オフィス）

を組成するとともに、外部 IT人材を獲得し、総合的なデジタル化の推進体制

を整えていく。 

具体的な体制としては、CIO を長とし、経済産業省 PMO である政策評価広

報課、情報システム厚生課及び情報プロジェクト室が各々の機能に従い企

画・調整を行う。また、先進プロジェクトとして①中小企業政策 2.0 に向け

た関連システム、②補助金申請システム、③バックオフィスシステム改革、

④保安規制等システムを位置付け、部局を超えて目的を共通するチームをミ

ッションごとに編成し、各プロジェクトについてプロダクトマネージャーと

して民間出身の IT人材を採用し強力に推進していく。さらに、経済産業省に

配置されている CIO補佐官の助言等を得ながら取組を進めていく。 

なお、この DXオフィスの取組によって得られた経験については、政府全体

にも共有していく。 

 

イ 特許庁業務における AI 技術を活用したシステム構築に向けた体制整備 

特許庁では、2017 年度に、特許庁における人工知能（AI）技術の活用に向

けたアクション・プランを公表し、特許庁の業務への AI技術の適用可能性に

関して検討を進めている。 

AI技術の進展が急速であることに鑑み、AI技術を活用したシステム構築に

当たっては、その構築期間を短縮するため、開発手法として従来のウォータ

ーフォール型ではなくアジャイル型の開発手法を採用する。また、特許庁自

身が AI システムに責任を持って微調整を続けていくために、AI 技術のブラ

ックボックス化を避ける必要がある。 

そこで、最先端の AI技術を活用したシステム構築の内製化に向けた取組を

強力に推進するため、体制の強化を行う。具体的には、アクション・プラン

に基づき特許庁業務へ AI技術の適用可能性を検証している項目のうち、適用

が見込まれるものについて、内製によるシステム開発を実施できるよう AI技

術に関する知見を有する外部人材の獲得を含めた体制を整え、その取組の加
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速化を図る。 

なお、AI 技術の活用に向けた取組は、海外の知的財産庁においても検討さ

れていることから、その動向を把握しつつ取組を進める。 

（2）ガバナンスの強化 

ア システム化案件の調整等 

  省内の各所属が個別にシステム化を検討することは、省全体のリソース

配分や効率的なシステム設計の観点からも非効率である。そこで、省全体

としてのシステムデザインの観点から、システム化案件については DX オフ

ィスにおいて調整・精査することとし、省内におけるプロセスを明確化さ

せ、システム化対象案件に対するガバナンスを強化する。 

 

イ 省内共通仕様の策定及び積極利用の推進 

CIO補佐官を中心として、DXオフィスの ITシステム関係課が連携し、シ

ステム開発の際に利用することのできる共通仕様書を策定するとともに、

その積極的な利用を促す。共通仕様書には、システム設計における基本事

項のほか、データ標準や法人共通認証基盤の利用に係る API仕様を記載する

など法人デジタルプラットフォームを的確に進めていくための事項を盛り

込む。 

なお、共通仕様書については、CIO 補佐官の監修の下、適宜見直しを行っ

ていく。 

 

 KPI：ITガバナンスに係る手続を制定していること。 

（3）人材確保・育成 

「セキュリティ・IT 人材確保・育成計画」を策定し、これを推進してきた

ところであり、引き続き本計画に基づき着実に取組を進めていく。加えて、

新しいテクノロジーの導入やアジャイル型の開発手法といったシステム開発

のノウハウや、ユーザー中心のデジタルサービス構築のため、知見を有する

民間出身の IT 人材を採用し、前述の通り DX オフィスのメンバーとして位置

付けることで行政デジタルサービスの改革を進める。 

また、IT ベンダーとの情報の非対称性を解消し、より良いデジタルサービ

スを実現するには職員の ITリテラシーの向上が不可欠である。これまでもデ

ジタルガバメント・ワークショップ等、自主研修が企画されてきたが、引き

続き省内でワークショップ等を開催するほか、より深い職員の IT理解を促す

ため、省内向け広報や研修プログラムの策定を進める。 
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加えて、DX オフィスは、行政の利便性を高めるような IT サービスを提供

するベンチャー企業やシビックテック等と行政官の交流を進め、ガバメント

テックのコミュニティ形成を促し、行政システム開発の在り方の多様化を目

指す。 

KPI：人材確保・育成状況の進捗を踏まえた「セキュリティ・IT 人材確

保・育成計画」の改訂 

（4）情報セキュリティ対策 

情報セキュリティの強化は喫緊の課題であるものの、他方で情報セキュリ

ティを重視する余り、業務の非効率や利便性の低下を招くような過剰な対策

の実施は、(5)に記載するデジタル・ワークスタイルの実現の観点からも望

ましくない。 

この点、内閣官房を中心に、2018 年度から順次、標準ガイドラインと統一

基準群の一層の整合性の確保と融合を図ることとされているところ、この政

府における議論を踏まえつつ検討を進めていく。 

（5）デジタル・ワークスタイルの実現 

ア テレワークの推進 

経済産業省では、リモートアクセス機能や Web 会議等テレワーク勤務に必

要な環境については既に整備しているところである。これまでも、テレワー

ク・デイにおける大規模なテレワークを実施するなど、テレワーク推進官庁

として取り組んできたが、引き続き関係省庁等とも連携しつつ、2020 年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会も見据え、テレワークに係る取組を

一層推進していく。 

また、フリーアドレス型の執務室である「パーチオフィス」を活用した省

内テレワークも併せて推進する。 

 

イ バックオフィス改革の推進 

これまで経済産業省では、職員の所属や評価、勤怠、福利厚生、給与支払

に係る情報等が個別に管理されており、また職員にいくつもの管理番号が付

与され、手続が煩雑になっていた。今後、職員情報に関するデータベースを

一元化するとともに、各バックオフィス業務がこのデータベースを起点とし

て行われるよう、BPR を行い、職員のバックオフィス業務の軽減を図ってい

く。 

  加えて、前述のとおり、経済産業省が運用する府省共通システムである旅

費等内部業務管理共通システム（SEABIS）についても職員の使い勝手を改善
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するべく、次期改修に向けた検討を着実に進めていく。 

 

ウ デジタルツールの活用による働き方改革の促進 

タスク管理ツールやコミュニケーションツール等、インターネット上には

働き方改革に資するデジタルツールが公開されているものの、情報セキュリ

ティの観点から活用に消極的であるといった状況にある。 

情報セキュリティ対策にも配慮しつつ、有用なデジタルツールが活用でき、

一層効率的に業務を遂行できる環境の整備を目指す。 

 

 

 

 

Ⅴ 計画の評価・改定 
本計画の評価は、少なくとも年に一度行うこととし、必要に応じて計画内容

の見直しを検討する。 

なお、計画を改定する場合、CIO 及び副 CIO による調整を経た上で行うもの

とする。 

 

 

 

 

Ⅵ デジタル改革を進めるためのロードマップ 

別紙１  サービス改革工程表 

 

別紙２  手続の見直し工程表 

 

別紙３  プラットフォーム改革工程表 

 

別紙４  主な投資事項一覧 

 


