
IT・データの利活用を通じた
産業競争力強化に向けて

平成２５年１２月

経 済 産 業 省



（備考）内閣府「四半期別国民経済計算１次速報（2013年1-3月期）により作成。

「失われた２０年」は日本経済に深刻な影響

○９０年代以降、日本のＧＤＰは伸び悩み。

○世界における日本の競争力は低下（ＩＭＤ世界競争力： 1990年1位→2011年26
位）、一人当たりＧＤＰも低迷（2000年3位→2011年18位）（出典：IMF World Outlook 

Database）

1



国内のＩＴ投資の状況

○９０年代後半より、国内のIT投資は量的に低迷している。

○また、企業のIT投資に関する重要性の認識について、日米間で比較すると、日本企
業は競争上IT投資を重要と考えている割合が低い。
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各国のIT投資額の対GDP比推移

出典：「失われた20年」と日本経済（深尾著）
日本：RIETIのJIPデータベースより推計
米英独伊：EUKLEMSより推計
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競争に勝ち残るためのIT投資への認識
（日米比較(2013)）
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出典：(社)電子情報技術産業協会,2013アンケート調査）

投資の「認識」の低さ



日米のＩＴ投資の比較

○ITがビジネスにもたらしたと思う効果について、日本企業の場合は、社内業務効率化や情報共
有の容易化などの、ITによる社内業務の効率化に関する回答が多い。

○ 他方、米国企業の場合は、製品・サービス提供の迅速化や社外情報提供効率化など、マー
ケットの開拓や売上増加につながる回答が多い。

○ 日米を比較すると、米国企業の方が、データ利活用による競争力強化に積極的。

出典：ITを活用した経営に対する日米企業の相違分析（JEITA & IDC Japan） 3



○日本経済再生に向けて、３つの歪み
「過小投資」「過剰規制」「過当競争」
を是正し、国際競争に勝てる体質に変革

○経済の好循環を実現

所得拡大促進税制

個人の所得水準改善に向けて、
使い勝手を大幅に改善

・総額「５％」増加要件緩和

・平均賃金の比較対象を工夫

１兆円規模の減税 生産性向上
設備投資促進税制

かつてない大規模な投資減税を実現

・先端設備や生産ラインの入替えを対象

・即時償却、５％税額控除

ベンチャー投資促進税制

ベンチャーファンドへの出資額
の80%を準備金として損金算入

 簡素な給付措置

 駆け込み需要、反動減対策
（住宅ローン給付、車体課
税の見直し）

 転嫁対策

企業実証特例制度

企業の提案に基づき、企業単位で特
例的に規制を緩和

企業の技術力等を生かした規制改革
を先導

グレーゾーン解消制度

企業の事業計画に即して、規制の適
用の有無をあらかじめ判断

企業が安心して新分野に進出するこ
とを後押し

国家戦略特区

国主導で、大胆な規制改革のための
体制を構築し、世界で一番ビジネス
がしやすい環境を創出する

関連法案を次期臨時国会に提出

規制緩和の新しい枠組みの創設

５兆円規模の経済対策

新たな経済対策を12月上旬に策定

－競争力強化（中小企業、研究開発等）

－高齢者・女性・若者

－復興、防災・安全対策

消費税引上げにあたっての対応

復興特別法人税

１年前倒し廃止

法人実効税率

速やかに検討開始（与党大綱）

今こそ経営者の決断で、デフレ脱却
日本経済再生の好機

企業業績の改善

賃⾦の増加

投資の拡大消費の拡大

研究開発税制

試験研究費の増加額の
大30%を税額控除

事業再編促進税制

統合会社への出融資額の
70%を準備金として損金算入

新事業の創出

企業がベンチャーや
研究開発への投資を
進めるとともに、新
事業にチャレンジ。

思い切った
設備投資の促進

イノベーションの源
泉である設備の新陳
代謝を進める。

大胆な事業再編

一企業内では十分に
成長できない事業の
再編・統合を進める
とともに、新たな市
場に挑戦。

株高・円安

エネルギーコスト対策

 全14基の原発で新基準への適
合申請

 シェールガス等の安定的かつ
低廉な調達

昨年11月と比較し、株価は５
割超上昇、為替は２割超円安

通商交渉

TPP、RCEP、日中韓FTA、
日EU・FTA等の経済連携を
推進

産業競争力産業競争力
強化法

産業競争力産業競争力
強化法

産業競争力産業競争力
強化法

産業競争力産業競争力
強化法

産業競争力産業競争力
強化法

中小企業投資促進税制

税額控除を拡大

（資本金１億円までの企業：7%控除
小規模企業：10%控除）

経済政策パッケージの全体像
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日本再興戦略の実行とＩＴ政策

一.日本産業再興プラン

 緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進）

 世界最高水準のIT 社会の実現

二.戦略市場創造プラン

 クリーン・経済的なエネルギー需給の実現

○企業の競争力強化に向け、ＩＴ政策については以下の取組を重点実施。

日本再興戦略-JAPAN is BACK-(平成25年6月14日閣議決定)

①産業競争力強化法の活用

②ビッグデータ・オープンデータの利活用促進

③パーソナルデータ利活用に向けたルール整備

④革新的なIT技術の事業化推進
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○本年12月4日に産業競争力強化法が成立し、日本再興戦略を政府一丸となって実行するため
の体制が確立された。

○｢規制改革｣や｢産業の新陳代謝の促進｣など分野横断的な新たな制度を整備。

日本再興戦略

実行計画

・５年間で施策を集中実
施。

・確実に実行すべき当面
３年間の計画を作り、
毎年見直し。

・実行すべき制度改革ご
とに、実施期限、担当
大臣を決定。

・遅れや不足が生じた場
合、担当大臣は、理由
を説明し、追加的な措
置を講じる義務を負
う。

規制改革
・企業実証特例制度（通称）
・グレーゾーン解消制度（通称）

産業の新陳代謝
・ベンチャー投資の促進
・事業再編の促進
・先端設備投資の促進

その他
・地域中小企業の創業・事業再生
・国立大学のベンチャー投資特例
・産業革新機構ベンチャー投資強化
・特許料減免の特例 等

競
争
力
強
化
と
新
た
な
成
長
の
実
現

関連法案
・国家戦略特区
・電事法改正案
・薬事法・再生医療新法 等

その他予算・税制措置
・労働移動支援助成金
・設備投資促進税制(即時償却・税額控除) 等

戦略市場

創造プラン

国際展開戦略

日本産業

再興プラン

５
年
以
内
に
実
施
す
る
制
度
改
革
等
の
内
容
を
具
体
化
し
、
時
期
を
特
定

過剰規制

過当競争

過小投資

の解消

産業競争力強化法の活用①

産業競争力強化法
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① 企業が規制の特例措置を提案。

② 事業・規制所管両大臣が協議し、特例措置を創

設。

③ 安全性確保に係る措置を含む事業計画の認定を通

じ、規制を緩和。その事業を通じ、安全性を検

証。

① 企業が事業計画の適法性の確認を申請。

② 事業所管大臣を通じ、規制所管大臣に照会し確

認。

③ 安心して、事業を実施することが可能。

▼燃料電池フォークリフト ▼電動アシスト自転車を利用した運送 ▼病院食の提供

例１

水素タンクに、新しい鋼材の活用を可能とする。

→ 過度なアシストを抑制する装置による安全性確保等を
条件とし、物流業における女性・高齢者の活躍を支援

例２ 物流用電動アシスト自転車の公道走行実証

物流用途において、重い荷物を引くための構造を有する、現
行よりもアシスト力の大きい電動アシスト自転車の活用を可
能とする。

例１

例２

例３

企業実証特例制度（通称） グレーゾーン解消制度（通称）

→ 十分な劣化検査等を条件とし、燃料電池車両の実用化を

支援

燃料電池車両の実用化に向けた実証

※我が国では、現在、2台が実証実験中。

▼医師が出す指示書に基づく、運動・栄養指導

指示書
の交付

医療機関

利用者

運動又は
栄養指導

指示書
に係る
手数料

民間事業者

・指示書の持ち込み
・利用料

保険者が、被保険者等の同意を得て、企業に対し、レ
セプト・健診データの分析結果を提供することによ
り、企業と共同して、被保険者の健康増進等に関する
取組を実施

→ 保険者と企業が共同した健康の増進等

医療法人が希望する場合に、入院患者に加え、通院患
者に対しても、病院食を提供

→ 通院患者の利便性向上、多様な患者のニーズへの対応

医師が出す運動・栄養に関する指示書に基づき、生活
習慣病等に罹患していない者に対し、健康の維持・増
進を目的として、民間事業者が、それらの指導を実施

→ 民間の取組を通じ、多様なサービスを提供

○企業の技術力や創意工夫を生かした、新たな規制改革の道筋を創設。

○規制改革会議や国家戦略特区の取組と連携し、骨太の規制改革を推進。

産業競争力強化法の活用②
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産業・ビジネスにおけるビッグデータ等の利活用促進

アルツハイマー病早期診断支援システム

【実施内容】
○医療機関、製薬・機器メーカー、ＩＴ関連企業等によるコンソーシアム体制を構築し、
脳画像情報・臨床情報等をデータベース化し、高精度脳画像処理・情報解析技術により、
超早期のアルツハイマー病の高精度診断と、治療薬の効果判定を可能とするシステムを
構築する。バイオテクノロジー開発技術研究組合（大手製薬企業等３２社で構成）等が
実施。

ヘルスケア分野

脳画像・臨床情報
統合解析DB

ＭＲＩ、ＰＥＴ画像

スマートリーン農業アーキテクチャの開発と農業生産支援サービス事業の世界展開

【実施内容】
○土壌の状態、農産物品質等の継続的なモニタリングから得られる大規模データ等を利用して、
「知的（スマート）」 「安価（リーン）｣で、新興国でも導入可能な農業生産支援サービス事業を
世界的に展開。

農商工分野

○エネルギー分野、ヘルスケア分野、農商工分野など、日本が技術等で強みを持つ分
野において、ビッグデータ等の利活用による新事業創出を後押ししている。

エネルギーマネジメントビジネス、スマートマンション

【実施内容】
○ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）等を通じて取得される
電力利用データを利活用し、新たなサービスを創出・実証する事業者を支援し、
家庭部門の新たなエネルギービジネスを創出。

○マンション全体のエネルギー管理を行う事業者（アグリゲータ）を通じて
マンションのエネルギーマネジメントシステム（MEMS）を導入する事業者を支援。

エネルギー分野
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公共データ開放とオープンデータの利活用促進

保有データ
の提供

Open DATA METIサイトの構築
・政府初のデータカタログサイト
・海外の主要なサイトと互換性のあるメタ
データを搭載

オープンデータ
活用事例の創出

情報共有基盤
の検討

項目名（Type/Sub-properties） 項目名（エントリー名） 英語名 データタイプ データタイプ（英語） cardinality 項目説明 項目説明（英語） サンプル値 Mapping to NIEM Mapping to ISA Joinup
人型 ic:人型 PersonType 人の情報を表現するためのデータ型。 nc:PersonType Person

氏名 ic:人_氏名 PersonName ic:氏名型 ic:PersonNameType 0..1 氏名 Name of a Person - nc:PersonName
性別 ic:人_性別 PersonSex <抽象要素> <abstract element, no type> 0..1 性別 Gender of a Person 1 nc:PersonSex gender

Substitutable Elements: Substitutable Elements:
性別コード ic:人_性別コード     + PersonSexCode codes:性別コード型 codes:GenderCodeType 性別コード Gender of a Person 1 nc:PersonSexCode
性別名 ic:人_性別名     + PersonSexText ic:テキスト型 ic:TextType 性別の名称。 Gender of a Person 男 nc:PersonSexText

生年月日 ic:人_生年月日 BirthDate ic:日付型 ic:DateType 0..1 生年月日 Date of Birth of a Person - nc:PersonBirthDate dateOfBirth
死亡年月日 ic:人_死亡年月日 DeathDate ic:日付型 ic:DateType 0..1 死亡年月日 Date of Death of a Person - nc:PersonDeathDate dateOfDeath
現住所 ic:人_現住所 PresentAddress ic:住所型 ic:AddressType 0..1 現住所 - nc:PersonResidenceAssociresidency
本籍 ic:人_本籍 LegalResidence ic:住所型 ic:AddressType 0..1 本籍 -

国籍 ic:人_国籍 Citizenship <抽象要素> <abstract element, no type> 0..n 国籍
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

- nc:PersonCitizenship citizenship

Substitutable Elements: Substitutable Elements:

国籍名 ic:人_国籍名     + CitizenshipText ic:テキスト型 ic:TextType 国籍の名称。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

日本国 nc:PersonCitizenshipText

国籍コード ic:人_国籍コード     + CitizenshipCode codes:国籍コード型 codes:CitizenshipCodeType 住民基本台帳で利用されている国籍コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

392 nc:PersonCitizenshipFIPS10-4Code

ISO3166Alpha2 ic:人_ISO3166Alpha2     + ISO3166Alpha2 iso_3166:ISO3166Alpha2CodeTiso_3166:ISO3166Alpha2CodeType 国名コード。ISO3166Alpha2。2文字コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha2Code

ISO3166Alpha3 ic:人_ISO3166Alpha3     + ISO3166Alpha3 iso_3166:ISO3166Alpha3CodeTiso_3166:ISO3166Alpha3CodeType 国名コード。ISO3166Alpha3。3文字コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

nc:PersonCitizenshipISO3166Alpha3Code

ISO3166Numeriｃ ic:人_ISO3166Numeriｃ     + ISO3166Numeric iso_3166:ISO3166NumeriｃCodeiso_3166:ISO3166NumeriｃCodeType 国名コード。ISO3166Numeric。数字3桁コード。
A county that assigns rights, duties, and privileges to a person because of
the birth or naturalization of the person in that country.

nc:PersonCitizenshipISO3166NumericCode

出生国 ic:人_出生国 BirthCountry ic:場所型 ic:LocationType 0..1 生まれた国。 A location where a person was born. nc:PersonBirthLocation countryOfBirth
出生地 ic:人_出生地 BirthPlace ic:場所型 ic:LocationType 0..1 生まれた場所。 A location where a person was born. nc:PersonBirthLocation placeOfBirth

氏名型 ic:氏名型 PersonNameType 氏名を表現するためのデータ型。 nc:PersonNameType
姓名 ic:氏名_姓名 FullName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 氏名（姓、名）。 Full name of a Person 経済 　太郎 nc:PersonFullName fullName
カナ姓名 ic:氏名_カナ姓名 KanaFullName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 氏名（姓、名）のカナ表記。 Full name in Katakana. ケイザイタロウ
ローマ字姓名 ic:氏名_ローマ字姓名 RomanFullName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 氏名（姓、名）のローマ字表記。 Full name in Roman alphabet. Keizai Taro
姓 ic:氏名_姓 FamilyName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 姓。 Family name of a Person 経済 nc:PersonSurName familyName
カナ姓 ic:氏名_カナ姓 KanaFamilyName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 姓のカナ表記。 Family name in Katakana. ケイザイ
ローマ字姓 ic:氏名_ローマ字姓 RomanFamilyName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 姓のローマ表記。 Family name  in Roman alphabet.
名 ic:氏名_名 GivenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 名。 Given name of a Person 太郎 nc:PersonGivenName given name
カナ名 ic:氏名_カナ名 KanaGivenName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 名のカナ表記。 Given name in Katakana. タロウ
ローマ字名 ic:氏名_ローマ字名 RomanGivenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 名のローマ字表記。 Given name in Roman alphabet.
ミドルネーム ic:氏名_ミドルネーム MiddleName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 ミドルネーム。 Middle name of a person nc:PersonMiddleName alternativeName
カナミドルネーム ic:氏名_カナミドルネーム KanaMiddleName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 ミドルネームのカナ表記。 Middle name in Katakana.
ローマ字ミドルネーム ic:氏名_ローマ字ミドルネーム RomanMiddleName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 ミドルネームのローマ字表記。 Middle name in Roman alphabet.
旧姓 ic:氏名_旧姓 MaidenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 旧姓。 Maiden name. nc:PersonMaidenName birthName
カナ旧姓 ic:氏名_カナ旧姓 KanaMaidenName ic:カタカナテキスト型 ic:TextType 0..1 旧姓のカナ表記。 Maiden name in Katakana.
ローマ字旧姓 ic:氏名_ローマ字旧姓 RomanMaidenName ic:テキスト型 ic:TextType 0..1 旧姓のローマ字表記。 Maiden name in Roman alphabet.

共通語彙基盤の整備
・複数組織間でのデータ連携を可能とする

ビジネスモデルの実証事業を実施
・新サービスの創出に寄与

経済産業省の取組
オープンデータの課題
モデルケースの提供

・IT総合戦略室
・関係府省庁
・地方自治体

○政府は、本年６月に日本再興戦略とともに世界最先端IT国家創造宣言を閣議決定。
戦略では、平成２７年度までに政府全体で１万データセットをオープンデータとし
て公開することを明記。

○経済産業省は、戦略に基づき、商業統計や白書等の公共データを積極的にオープン
データとして開放するとともに、オープンデータによるビジネス創出を後押し。

自治体 NPO等加工・提供
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現在の登録データ（2013年11月末時点）
 重点分野（白書、防災・減災、地理空間、人の移動

情報、予算・決算・調達）に係るデータ
 主な統計情報（工業統計調査、商業統計調査等）等



パーソナルデータ利活用に向けたルール整備

○IT総合戦略本部の下の「パーソナルデータに関する検討会」（座長：堀部政男 一橋

大学名誉教授）の第５回検討会（12月10日）において、「パーソナルデータの利活用
に関する制度見直し方針」を取りまとめ。

○経済産業省としても、プライバシー保護とデータ利活用が両立されるよう、パーソ
ナルデータの利活用を検討する事業者の意見なども踏まえ、今後の制度設計に貢
献。
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昨今のデータ利活⽤への関⼼の⾼まり、プライバシー保護意識の変化等を踏まえ、以下の３つの
軸に整理して、制度を⾒直していくこととしている。
１．ビッグデータ時代におけるパーソナルデータの利活⽤の実態に即した⾒直し
 一定⽔準まで匿名化された個⼈データの取扱いに係る新たな制度の創設
 利⽤目的の事後的な拡大等を可能とする手続きの整備の検討 等

２．プライバシー保護に対する個⼈の期待に応える制度の⾒直し
 自身の情報開⽰、削除等個⼈の権利創設に係る検討
 プライバシー影響評価の導入、データ取得手続きの標準化に関する検討
 独⽴した執⾏機関（第三者機関）の設置 等

３．グローバル化に対応する⾒直し
 制度が不⼗分な国への移転制限、規制対象事業者範囲の⾒直し、海外事業者への国内法適⽤等
を検討 等

制度⾒直し方針の概要



クリーンデバイス多用途実装戦略事業（平成26年度概算要求）

多用途実装戦略の策定

デバイスメーカーだけでなく、川上から川下まで様々な
事業者が連携して革新的デバイスの新しい用途を開拓

革新的デバイスが持つ省エネルギー効果を 大限活用

新しい製品・サービスに実装

デバイス
メーカ

セット
メーカ

サービス
事業者

大学
公的
研究
機関

連携

大きな省エネポテンシャルが期待される革新的デバイス

革新的デバイスを多様な用途に
活用するために必要な基盤を整備
・ユースケースの整理
・標準化・共通化の検討
・信頼性・安全性担保の方針策定

次世代不揮発性メモリ

革新的デバイス（例）

ＧａＮデバイス

○情報通信機器等のエネルギー利用効率を向上させ、省エネルギー化を進める上で、
次世代半導体等の革新的デバイスの開発・事業化が鍵。

○経済産業省では、特に大きな省エネルギー効果が見込まれる革新的デバイスについ
て、多様な用途に実装すべく標準化・共通化、信頼性・安全性担保の方針等を整理
し、普及拡大に向けた基盤整備に取り組んでいく。

革新的なＩＴ技術の事業化推進
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