
経済産業省のデジタルトランスフォーメーションについて
2020年6月



素朴な疑問

• 自分たちの政策提供方法は本当に国民・事業者にとって
便利なものになっているのか？

• 民間企業にはデジタル化を推進すべきと言いながらなぜ経
済産業省はできていないのか？

• 普段の生活ではスマホやパソコンで便利に暮らせているのに
なぜ仕事では不便な思いをしなければいけないのか？

変えられないと思ってあきらめてこなかったか？
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デジタルトランスフォーメーションで行うこと

職員の効率的・効
果的な業務の実現

国民・事業者に
とって便利な行政
サービスの提供

3



具体的に何を目指すのか

職員の効率的・効果的な
業務の実現

国民・事業者にとって便利
な行政のサービスの提供

ワンストップ・ワンスオン
リーの簡素な行政サービス

バックオフィス業務の
効率的な作業環境

パーソナライズされた
情報・サービス提供

ビジネス等の創出に役立つ
データのオープン化・連携

政策を分析するためのデータ
整備と政策立案

部署間でのデータ連携による
組織横断的な連携

アナリティクス
マーケティング

オペレーション
UI/UX

データ連携
エコシステム
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行政手続で得られたデータ利活用による政策支援、規制の高度化を実現。データ利活
用を中心とした政策運用のサイクルの確立を目指す。

使いやすい電子サービス
を通じて事業者が
申請データを入力

行政がデータを分析基盤・
を通じて解析・自動処理

支援の高度化・自動化
（プッシュ型支援の実現）

規制の高度化・自動化
（レグテックの実現）

①ユーザー視点に立った
デジタルサービスのリリース

②データ管理と分析基盤
の構築

③データ駆動型の
政策立案・実施
（EBPM）

政策立案の高度化
（EBPMの実現）

行政サービスも進化が必要

分かりにくい、何度も提出させる、時間がかかる、のアナログ時代の3つの慣習を打破
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デジタルトランスフォーメーション
推進体制

8



2018年 7月

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の設置

デジタル化推進の体制構築
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DX室長
（経済産業省CIO）

DX室（全体統括）
①BPR ②行政サービス・内部業務のデジタル化 ③EBPM

秘書課
（人事・給与・勤怠等）

会計課
（予算管理手続）

中企庁DX室 産業保安G
制度審査室 ・・・

フロントサービス バックオフィスデジタル専門人材チーム
• CIO補佐官
• デジタル化推進マネージャー
• 官民交流人材

DX推進の組織体制
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プロフェッショナル転職サイトでデジタル
化マネージャーを募集

大臣の前でモックイメージに
中小事業者からヒアリング

総合職2年目にデザイン思考やデータ
利活用に関する研修を実施

タブローを試験的に活用開始。
データを見える化

CIO補佐官、デジタル化マネージャー、官民交流で専門家
チームを結成

シビックテック、クラウドソーシング、アジャイル開発を
得意とするベンチャーとの協業

組織の変革に向けた取組を実施
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DXを進める上での組織的チャレンジとプラクティス
1. トップダウン＋ボトムアップでの推進体制

 トップがデジタル化の意義を理解し、推進のイニシアティブを取る。
 現場の若手職員に裁量を与え、任せる。専任の担当者を置き、エバンジェリストにする。

2. 行政官＋IT人材が一体となったチーム作り
 それぞれの専門性を活かしつつ、お互いがやろうとしていることを理解する。
 両者がフラットな立場で議論できる環境を作る。思っていることをぶつける。

3. 目的の明確化と関係者での共有
 何のためにそのデジタルサービスを作ろうとしているのかを明確にし共有する。
 サービス全体の中で自分の開発しているものはどのような位置付けになるのか意識する。

4. デジタル化を進める仕組みの組織内への埋め込み
 開発におけるデータ形式、項目、API等の標準化と仕様書への埋め込み
 データ利活用を前提とした組織内の業務プロセスの見直し、ルール化
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組織のサービス開発能力を段階的に強化

Phase1 Phase２

今 今後これまで

Phase０

• ベンダー依存
• ITケイパビリティ欠如

• オンプレミスベース
• ウォーターフォール型のみ
• 個別システムの構築

• IT人材の導入
• 組織内リテラシーの向上

• クラウドファースト
• アジャイル型開発の導入
• 共通機能の開発
• データ標準化

• 開発内製チームの形成
• クラウドマネジメント体制

• ハイブリッド・マルチクラウド
• ローコーディングツール
の導入

• 組織内データ利活用
の高度化

デジタル化1.0-2.0デジタル化以前 デジタル化2.0-3.0へ
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国民・事業者にとって便利な
行政サービスの提供
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DXの基盤となる法人デジタルプラットフォームの実現
• 2016年度以来、経済産業省では、法人番号をキーに認証・手続き・共有等の階層からなる法
人デジタルサービスの全体デザインのもと、デジタル化を進めてきた。

• 補助金など主要先行分野のほか他省庁・自治体のサービスも接続する、政府全体の法人デジ
タルプラットフォームに育ちつつある。先行プラクティスを活用し、今後更に取組を拡大。

省内・官民データ連携（Ｇビズコネクト）

オープンデータ（Gビズインフォ）

API API API API

API API API API

事業者のログイン（GビズID（法人共通認証基盤））

API

API

補助金
（Jグランツ）

中小企業
（ミラサポ
plus）

産業保安
（保安ネット）

貿易管理 資源エネルギー

本人確認

サービス
手続き

データ交換
（アクセス管理）

・・・

オープンデータ
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• 法人・個人事業主向け行政手続に
おける共通の認証システム。Jグラン
ツや企業の社会保険手続等、14シ
ステムで利用可能（2020年5月）。

• 印鑑証明を一度提出すればIDが付
与される（gBizIDプライム）。既に
９万件以上のアカウントを発行
（2020年６月）。

• パスワードとSMSによる2要素認証
を利用。

GビズIDgBizID

• IT戦略等で各省におけるGビズIDの導入を位置付け、接続を拡大していく。
• 今年度中に自治体のシステムとも接続できるよう環境を整え、事業者の利便性の拡大
を図る。

（2019年2月サービス開始）
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GビズIDによるユーザーエクスペリエンスの改善
１．１つのIDで複数の行政手続に認証できる。

これまでは電子証明書や、登記事項証明の写し等バラバラな本人確認手法だったのを共
通のログインシステムで標準化。
※今後利用される手続としては以下。
経産省：jGrants、産業保安法令手続（保安ネット）、経営力向上計画申請、認定支援機関申請 等
他省庁：jGrants、企業の社会保険手続（厚労省）、農業者の共通申請システム（農水省） 等
自治体：jGrants ※今後自治体業務の連携についても検討

２．1度の印鑑証明の提出で以後本人確認書類が不要に。
これまでは手続ごとに存在確認書類（登記事項証明書等）を取り寄せていたものが不
要に。（5月末以降は郵送も含めて1週間程度でアカウントを発行）
※2020年度中に法人設立ワンストップとの連携により、新規設立法人に対する電子オン
リーでのID発行を目指す。

３．GビズIDプライムでは2要素認証を通じてセキュリティにも配慮。
ID/Passwordに加えて、スマホ、フィーチャーフォンでのSMSによる端末認証を通じて、安
全にログインできる環境を実現
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• 補助金のオンライン申請プラットフォーム。
2020年1月から利用開始。

• 一度入力した事業者データを再度登録
しなくてよいワンスオンリーを一部実現。

• 2020年度6月時点で7省41補助金J
グランツでの申請等が可能。2020年
度中に更に34本の国の補助金に拡大
予定。また13自治体で導入済、今年
度更に15自治体で導入予定、5自治
体が検討中。

Jグランツ

• 民間IT企業等で経験を積んだCIO補佐官・デジタル化推進マネージャーを中心に、開
発・運用を実施。

• 2020年度も利便性向上の機能改修に加えて、更なる利用対象補助金の拡大や他シ
ステムとの連携を図るため、大規模な機能開発事業に着手。

（2020年1月サービス開始）
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ミラサポplus

補助金申請システム

支援制度ナビ
事例ナビ

経営力向上計画申請
専門家派遣システム
認定支援機関申請

経営者向け経営状況可視化

事業者情報管理
各種サイトと情報連携
ワンスオンリー用API

各種申請に関連
する情報発信

電子申請サイト
のポータル

申請サポート
機能

 事業者向けの情報発信から申請手続までをワンストップで誘導し、一度提出した申請情報を何度も入力しなくて
よいワンスオンリー機能*を具備したウェブサイトとして、2019年度ミラサポplusを構築、2020年度以降本格運用
を開始。（＊）ワンスオンリーの条件として、各電子申請システムがミラサポplusとデータ連携する必要あり。

 ①中小企業支援情報を標準化して見やすくするとともに、②サイト登録情報を基に適切な支援情報を通知し
（後述）、③電子手続をワンストップで行える環境を実現する。

GビズID

1. 支援制度等の検索性の向上
• データを標準化し、支援制度や施策
活用事例等を見つけやすくなる。

• 政府・自治体の支援施策情報を横
串で見つけられる環境を整備。

2. 登録情報に基づくリコメンド
• 登録された事業情報に基づき適切な
支援制度を通知する。

3. 行政手続のワンストップ・ワン
スオンリー化
• 行政手続をワンストップで申請可能に
するとともに、一度入力したデータの再
利用を可能にする

ミラサポplusの効果

（2020年4月サービス開始）
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• 法人番号に紐づけた企業の資格、
調達、補助金、特許情報などを検
索可能に。約190万件の法人活
動情報を掲載（2020年5月）

• EDINET等とAPI連携しており、
上場企業の財務情報や株主情報
なども格納。

• Open APIの公開により、民間企
業も法人データを利用可能。

GビズインフォgBizINFO

• 各省の行政手続で得られた法人データを法人番号に紐づけて管理することが重要。
• 行政手続データをAPIやCSVなどでシステム間連携させ、各データを紐づけやすくしてい
く必要あり。

（2017年3月サービス開始）

20



Gビズコネクト

• 行政・民間のシステム間を安全に接続する
ための仕組みを2020年度構築予定。

• データ連携のしやすい環境を整備。

• 来年度Jグランツとミラサポplusや、Gビズイ
ンフォとの接続を進める。

• まずはデータを一度提供したら他の手続で
も利用できるワンスオンリーを目指す。

• 将来的にはデータが登録されていればワン
クリックで行政手続が完了、行政からプッ
シュで支援等が受けられる環境を目指す。

gBizCONNECT
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経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業
令和2年度予算案額29.5億円（33.3億円）※うち、7.2億円は内閣官房計上

商務情報政策局情報プロジェクト室
03-3501-3091

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託・補助

事業イメージ

事業目的・概要
海外政府や民間企業では、行政手続のデジタル化が進み、サービスの
オンライン完結やパーソナライズ化を通じてサービスレベルが飛躍的に向
上している中、我が国行政においてもデジタルトランスフォーメーションを
実現することが、官民双方の生産性向上のカギとなっています。

行政にかかる業務プロセス見直し・簡素化、ユーザ視点のデジタルサービ
ス開発により、官民双方の業務負担を軽減します。また、法人の認証
や法人データのオープン化・連携など共通機能を標準化することで、効
率的なIT投資を実現し、ユーザー体験をより便利なものに変革します。

行政手続で得られたデータをデジタルで管理し、分析することを通じて政
策立案・執行におけるデータ活用を進め、プッシュ型支援やデータに基づ
く規制による行政の質の向上を目指します。

既にGビズIDなどのサービスを複数リリースしていますが、引続きデジタ
ル・ガバメントへの変革を着実に進め、官民双方の生産性の向上、新た
な価値創造、産業競争力の強化を図ります。

成果目標
 デジタル・ガバメントの実現のため、令和5年度までに年間手続件数の
多い10種類の行政手続の簡素化・デジタル化を実現します。

1. 法人デジタルプラットフォームの構築
• 法人向けの行政手続システムにおいて、認証やデータ連携・データの
オープン化などに必要な共通機能を標準化する。

２．ユーザー視点に立ったサービスのデジタル化
• 業務プロセスを簡素に見直し、ユーザーが使いやすいデジタルサービス
を開発。官民双方の業務負担を軽減。

３．データ駆動型の政策立案・執行
• デジタルサービスで得られたデータを管理、分析・活用実証を進め、
データ利活用による政策立案・執行を高度化。

経済産業省におけるデジタル・ガバメントの推進

手続システム
（手続を処理）

GビズID
（認証システム）

データベース
（データを蓄積）

Gビズコネクト
（官民データ連携）

Gビズインフォ
（データのオープン化）

法人デジタルプラットフォーム

• これまで、法人情報のオープン化、認証システムの構築や中小企業向け手続
の電子化、保安手続の電子化に向けた実証等を実施。

• 令和２年度はさらに以下の取組を実施予定。
 認証機能や補助金システムといった共通システムの導入対象拡大
 ユーザー視点での貿易管理手続、エネルギー事業者申請等のデジタル化
 データに基づく中小企業のプッシュ型支援や保安規制の効率化の実証

22



経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業
令和2年度補正予算額 25.3億円 ※うち、22.0億円は内閣官房計上

商務情報政策局情報プロジェクト室
03-3501-3091

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託

事業イメージ

事業目的・概要
コロナウィルス感染リスクを踏まえ、時間・場所の制約なく、遠
隔で迅速に支援等を提供するため、デジタル技術によるサー
ビスの利便性、対応能力を強化し、行政デジタル化を加速し
ます。

デジタル技術を活用した支援策の執行を迅速化するとともに、
情報提供を充実させるため、（１）汎用的な補助金申請
システム（Jグランツ）の機能拡充と運用体制の強化、
（２）事業者向け共通IDシステム（GビズID）の発行能
力の強化・迅速化、（３）中小企業支援施策情報の検索
利便性の向上など、行政手続の環境整備等を実施します。

成果目標
補助金申請をはじめとする各種行政手続や、情報発信のデ
ジタル化を進めることで、事業者が自分に合った支援施策を
見つけ、感染リスクを低減した形で迅速に支援施策に申請で
きるようになり、事業者の迅速な事業回復に寄与します。

（１）Jグランツ（補助金申請システム）
Jグランツについて、申請画面の改善・施策のプッシュ通知等の
機能拡充や、ヘルプデスク設置等による運用体制強化等によ
り、補助金申請手続の利便性向上・迅速化を図る。
（２）GビズID（法人共通認証基盤）
複数手続で利用可能な事業者向け共通IDシステムについて、
ID発行体制の増強と審査自動化を進め、手続オンライン化
環境の整備と手続迅速化に寄与。
（３）中小企業への支援施策情報発信 等
中小事業者向け支援サイト、ミラサポplusについて、支援施
策情報の一元管理機能等を拡充し、政府・自治体の支援施
策情報を横串で見つけられる環境を整備。加えてその他各種
行政手続のオンライン化を実施。

経済産業省におけるデジタル・ガバメントの推進

手続A

手続B

手続C

（2）GビズID（法人共通認証
基盤）１つのアカウントで

複数手続のログイン
が可能に！

（1）Jグランツ（補助金申請シス
テム）

Jグランツ 画面イメージ

補助（定額） ※GビズID：
https://gbiz-id.go.jp

※Ｊグランツ：
https://jgrants.go.jp
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