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3.1.2 情報インフラ基盤を活用したデータ流通方策の検討(課題 a②) 
 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

防災科学技術研究所がすでに有している情報インフラ基盤に保有しているデータの形  
式や規格、二次活用のルールにおいて、サブプロジェクト(b)(c)の成果がその形式・規格・

ルールで広く展開可能か検証する。 
 

(b)２０１９年度業務目的 

防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェ

クトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、対

応策を検討する。 
  

(c) 担当者 

 

所属機関 役職 氏名 

国立研究開発法人 

防災科学技術研究所 

 

首都圏レジリエンス研究センター副センター長 

災害過程研究部門 副部門長 

首都圏レジリエンス研究センターセンター長補佐

（プロジェクト連携担当） 

上石 勲 

鈴木進吾 

取出新吾 

 

  

 
(2) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェ

クトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、対

応策を検討してきた。 
特に、企業とのデータ連携については、防災情報サービスプラットフォームを介した情

報の共有について、その流れや権利関係等の課題も含め検討した。 
 

(b) 業務の成果 

1)データ連携に関する状況と問題点に関する検討 

a)最近のデータ連携に関する我が国の戦略・方針の整理 

 2016 年に策定された第５期科学技術基本計画において Society5.0 の実現には、複数の

システム間のデータの利活用の促進が重要であり、高いセキュリティの確保と社会実装推

進、リスクマネジメント機能の構築が提言された。 
 2018 年の未来投資戦略では、「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革として、21 世

紀のデータ駆動型社会では、経済活動の最も重要な「糧」は、良質、最新で豊富な「リア

ルデータ」とし、データ連携とデータ駆動型社会の共通インフラの基盤の構築と、従来型
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の制度・慣行や社会構造の改革を一気に進めていくことが重要であるとされた。また、既

存の縦割りの業法による業規制から、サービスや機能に着目した発想で捉え直し横断的な

制度へ改革推進し、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備として、

基本原則（データポータビリティの確保、API 開放、デジタルプラットフォーマーの社会

的責任、利用者への公正性の確保等）を策定することとしている 1)。 
 

また、2019 年の成長戦略実行計画では、Society5.0 の実現のためのデジタル市場のルー

ル整備が重要として、つぎのことが強調された 2)。 
① 世界で流通するデータの量は、近年、急増し、デジタル・プラットフォーム企業は、

中小・小規模事業者、ベンチャーや個人の利用者にとって、国際市場等へのアクセス

の可能性を飛躍的に高めている。 
② 取引慣行の透明性や公正性確保に向けた、法制、ガイドラインの整備を図る必要。デ

ジタル市場においては、データの独占による競争阻害が生じるおそれがあり、これに

ついても同様の対応が求められる。 
③ デジタル市場の競争政策の調整等を行うためには、高い専門的知見が求められると

ともに、加速度的な変化を遂げつつある中で、スピーディな対応が可能となるよう、

縦割り省庁的な発想を脱することが求められる。このため、新しい体制の整備が必要

である。 
さらに、デジタル市場のルール整備の今後の取り組みとして、つぎの点が挙げられた 3)。  
① 専門組織の創設 
  ・省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成される、国内外のデータ・

デジタル市場に関する専門組織(「デジタル市場競争本部」(仮称))を早期に創設。

デジタル市場に関する基本方針の企画・総合調整等を行う。 
② デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引の透明性・公正性の確保のための

ルール整備 
・データの価値評価を含めた企業結合審査のためのガイドライン and/or法制を整備。 

③ 個人情報保護法の見直し 
  ・個人情報保護法について、個人情報の望ましくない利用の防止措置や国内外企業へ

の内外無差別の適用策を講じる一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加工情報

について、より利活用が進む仕組みへと見直すことなどを検討。 
④ データの移転・開放の促進等 

・デジタル・プラットフォーム企業からいつでもユーザーや利用事業者が移籍でき 
るデータポータビリティや、オープンに接続されることが可能な API 開放に向け

て検討。  
・医療、金融、クラウドといった個別分野についても、上記の整理も踏まえた上で、

分野毎の固有の問題にも十分留意しつつ、検討を進める。 
⑤ デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化 
   ・与信等に関する消費者保護や安全確保等の分野において、デジタル技術やデータを

活用した規制の見直しを検討。 
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b)各省庁におけるデータ利活用に関するガイドライン作成状況 

データ利用に際しての契約等に関連する政府における取組みとして、内閣府や経済産業

省や総務省、農林水産省、厚生労働省などから各種のガイドラインが出されている。  
①  契約に関するガイドライン等 

・ データの利用権限に関する契約ガイドライン Ver1.0  
担当部局等：IoT 推進コンソーシアム 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 
公表日：平成 29 年 5 月 30 日 
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003. html  

・ 農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会  
担当部局等：農林水産省 食料産業局 知的財産課  
公表日：平成 30 年 12 月 26 日 
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/deta.html  

・ IoT セキュリティガイドライン ver1.0  
担当部局等：IoT 推進コンソーシアム 

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報セキ ュリティ対策室 
経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ 課 

公表日：平成 28 年 7 月 5 日  
http://www.soumu.go.jp/main_content/000428393.pdf 
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705002/20160705002. html  

 ・ AI・データの利用に関する 契約ガイドライン 1.1 版 
  担当部局等：経済産業省 
  公表日：令和元年 12 月 
  https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001-1.pdf 
② 関連政策等 

・  「デジタル時代の新たなＩＴ政策の方向性について～デジタル時代に対応した「新

たな社会システム」への移行に向けて～」(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)  
公表日：平成 30 年 12 月 19 日 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20181219/siryou.pdf 

・ 未来投資会議構造改革徹底推進会合「第４次産業革命」会合 
担当部局等：内閣官房 日本経済再生本部 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/re
volution/dai1/index.html  

 ・ 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律 
  担当部局等：厚生労働省大臣官房厚生科学課 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/ houritsu.html  
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000237. html  

・  データと競争政策に関する検討会  
担当部局等：公正取引委員会 競争政策研究センター 
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平成 29 年 6 月 6 日「データと競争政策に関する検討会 報告書」  
・ 経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・ 活用に関する小委員

会  平成  29 年  5 月「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法  に関する検討  
中間取りまとめ」 
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170509001. html  

  ・ データ流通環境整備検討会 担当部局等：内閣官房 高度情報通信ネットワーク社会

推進戦略本部 （IT 総合戦略本部）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/kentokai.html   
  ・ 総務省  情報通信審議会  情報通信政策部会  IoT 新時代の未来づくり検討委員会  

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/index. 
・ Society5.0 を支えるデータ標準と 観光・行政・防災での実証 

担当部局：内閣官房 IT 総合戦略室 
発表日：令和元年 9 月 12 日 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai8/siryou2.pdf 

（以上、AI・データの利用に関する 契約ガイドライン 経済産業省 4）に一部追加、選択） 
 
c)データ利活用に関する法的性質 

経済産業省では①データの利用等に関する契約、及び②AI 技術を利用するソフトウェア

の開発・利用に関する契約の主な課題や論点、契約条項例、条項作成時の考慮要素等を整

理した。「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」として公表され、データ

利活用や AI 技術開発に関する契約作成の手引きとして、国内でのビジネスや研究開発の

実務において、広く参照されている。ここでは、データ契約の形をデータ提供型契約、デ

ータ創出型契約、データ共用型（プラットフォーム）契約の 3 種類に分け、それぞれの契

約の構造、法的な論点を整理するとともに、契約書案の例が挙げられている 4）。  
データは所有権や占有権、用益物権、担保物権の対象にはならない。自分のデータとい

うことを、所有権や占有権に基づいて主張することはできないことになる。データが知的

財産権で保護されない場合、契約などでデータに対する利用権限・利用条件を定めなけれ

ば、そのデータを事実上利用できる立場にある者が自由に利用できることになる。 
 データが著作権や特許権、意匠権の知的財産権で保護される場合、その知的財産権に基

づいて権利者以外の者のデータの利用に対して、差止請求あるいは損害賠償請求ができる

場合があるが、何の加工もされていない生のデータは、知的財産権で保護されないケース

が多い。したがって、データを保護していくためには、契約によって、データに事実上ア

クセスできる者の利用条件（どのデータについて、どのような利用ができるのか）を設定

することを通じて、データの自由な利用を制限していくことが重要になる。 
 
d)個人情報に関する問題 

 個人情報の保護に関する法律については、ガイドラインが平成 31 年 1 月に一部改訂さ

れた 5）。内閣官房 IT 総合戦略本部データ流通環境整備検討会による「AI、IoT 時代におけ

るデータ活用ワーキンググループ 中間とりまとめ」等、データ利活用に関する個人情報
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の問題・課題については、参考文献に詳しい検討結果が整理されている 6）7）。 
・データ活用により、新規事業・サービスの創出、生産活動の高度化・効率化、国民生活

の安全性及び利便性の向上の実現、急激な少子化・高齢化等の課題が解決されると期待。  
・データは「個人情報を含むデータ」、「匿名加工されたデータ」、「個人に関わらないデー

タ(IoT 機器からのセンシングデータ等) 」の３つに分類することができるが、データ流

通の便益を個人及び社会全体に還元するために、これら３つのデータの流通・活用を全

体として活性化することが急務である。  
・「個人情報を含むデータ」については、企業や業界を超えた流通及び活用が十分進んでい

るとは言い難い状態。 
・ データ活用において、日本はリアルデータの収集、社会実装・産業化に強みがある反面、 

データの収集、ビッグデータ化、AI 等の分析が弱みである。強みを活かし、弱みを克服

する仕組みづくりが課題であり、データ連携活用基盤は、その課題解決の一助となる。 
・パーソナルデータの流通・活用を促す仕組みとしては、PDS（Personal Data Store）、  
「情報銀行（情報利用信用銀行）」、「データ取引市場」の 3 つが考えられおり、データ連

携活用基盤に合わせて、整備が進んでいく予定である。 
・PDS、情報銀行、データ取引市場の事業を営む者等が取り組むことが望ましい事項（セ

キュリティ、透明性の確保、苦情・紛争処理手段等）を推奨指針として今後、官民が連

携した実証実験の結果等を見ながら、実態にあわせて、分野横断的なデータ流通・活用

を促進するための法制度整備を検討していくことが必要である。 
最近の新型コロナの感染拡大防止を目的とした個人データの取扱について、国の機関等

からの情報提供の要請があり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な遂

行に支障が生ずるおそれがある場合や、人の生命、身体又は財産の保護や公衆衛生の向上

のために特に必要がある場合には、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は

国の機関を含む第三者に提供することができるなど、非常時や災害時などは柔軟な対応も

検討されている。 
 
e)研究データ利用の事例 

①内閣府 
 分野間データ連携基盤の整備に向けた方針案 8)によれば、データ連携の考え方として次

のような方針案が示されている。 
 分野間データ連携基盤を通じて分野毎に整備されたデータ連携基盤を横断的に検索・デ

ータ入手等できるようにするためには、分野共通のコア語彙、分野共通で扱うドメイン語

彙、ドメイン固有の応用語彙やデータ構造を整備し、分野横断でのデータのインターオペ

ラビリティ（相互運用性）を確保することが必要である。なお、データ活用促進の観点か

ら、個人情報保護やプライバシーに配慮しつつも、過剰な保護により利活用を阻害しない

ようにバランスをとり、これまでの発想や利害関係にとらわれない新規サービスを生み出

せる制度・ルールを構築する（図１）。  
これにより、分野間データ連携基盤を活用した官民によるアプリケーションの創出等の

様々なサービスへの展開、ＡＩのための教師データとしての活用などが期待できる。  
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② 経産省ナショプロ 

経産省では、H30 年度以降に開始した研究開発の進捗に応じて、順次、研究開発デー

タをナショプロデータカタログに掲載されるデータに登録することとした。データの利用

希望者はデータ管理者と利用に関する条件等について当事者間で合意した上で、データの

利用が可能となっている 9)（図２）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、スマートシティ構想として、総務省は、各都市・地域の課題解決を促進する

ため、関係府省で構築するアーキテクチャに基づく都市 OS を実装したオープンなプラッ

図１ 分野間データ連携基盤イメージ 8) 

図２ 経済産業省の委託研究開発におけるデータマネジメントの概要 9) 
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トフォーム上で、観光、防災等複数の分野でデータを利活用してサービスを提供するデー

タ利活用型スマートシティの構築を関係府省と一体となって推進している。さらに IOT
などの通信機器を利用した ICT 街づくりを推進したスマートシティの実現を推進してい

る 10)。 
スマートシティに関しては国交省もサイバー空間とフィジカル空間を高度に融合した

「Society 5.0」の実現に向け、官民関係者の連携のもと、世界の先導役となる取組を展開

するとともに、スマートシティをまちづくりの基本コンセプトとして位置付け、AI、IoT
などの新技術やデータの活用と都市インフラを一体として戦略的・集中的に整備する計画

をしている 11)。 
 
f)防災分野のデータ連携上の問題点・課題 

ⅰ)民間事業者へのヒヤリング 

 通信事業者ならびに、交通システム開発事業者に対して、防災分野におけるデータ連携

上の問題点についてヒヤリング調査を行った。 
 
〇通信事業者への聞き取り 

民間事業者からデータ連携が進まない理由はつぎの 3 点である。 
① 個人情報 

とくに自治体が保有する住民に関するデータについては、現行の個人情報保護法では

目的外使用ができない。防災時には利用できるよう制度作りも必要。情報銀行のような

新しい動きも参考に。 
② データ流通フォーマット 

農水省ではじめられているデータ形式の標準化のような、データ連携のための共通の

フォーマットを定めることにより、インターオペラビリティを確保することが必要。 
③ データ連携によって何ができるかわかりづらい 

首都圏レジリエンスプロジェクトに参加し、データ連携することによって、どのような

メリットがあるかわかりづらい。スマートシティのようなアウトプットがわかりやす

いユースケースを示したほうが、データ連携しやすい。  
 
〇交通システム開発業者への聞き取り 

システム開発技術者としてデータ連携が進まない理由はつぎのとおり。 
① データ連携のシステム 

人流とのデータについては、もともとデータを外に提供するシステムとなっていない

事業者が多い。 
② 知財のルール 
  データの権利関係を明確にする必要。データの著作権者、2 次利用者、データの利用可

能範囲など、案件ごとに関係者と契約を締結する必要がある。 
③ データ提供・情報によるメリット 

企業としては、データ連携や得られる情報による費用対効果、投資効果が重要。 
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④ エンジニアにやさしいデータ提供方法 
  わかりやすいデータフォーマットや解説など、データを提供するエンジニアにもわか

りやすいシステムが必要。 
 
ⅱ)防災分野でのデータ連携上の課題 

 以上より、防災分野のデータ連携上の問題点・課題、今後取り組むべき点についてつぎ

のように整理した（図３）。 
法的な課題 
〇企業機密データの取扱い 
・データには所有権が発生しないため、著作物のような扱いは無い 
・編集されたデータ、出版物には所有権が発生する 
・機密データは共有されるべきではないが、社内でデータクレンジングする知識と予算が

必要となる 
・データそのものの機密性よりも同業者等との競争関係による秘匿ニーズがある場合も考

えられる 
〇個人情報の取扱い 
・企業の顧客、取引先、社員従業員の個人が特定できる情報の保護が必要 
・データ共有しない情報をあらかじめ定義するなどの方策が必要となる 
・グレーゾーンデータの共有が有効な場合には、システム運用上のセキュリティレベルを

確認 
経済的な課題 
・通信料の負担 
・外部向け API の間発・運用のための人材と費用負担 
・アクセスコントロールをする主体者（管理者）の選択と費用負担 
・すでに有料提供されているデータであれば、有料での提供とすべき 
技術的な課題 
・各社セキュリティポリシーとの整合性 
・アクセス API の標準化とその準拠状況評価のしくみづくり 
・外部向け API、アクセスコントロール（接続可能者の管理）の開発・運用負荷 
企業（経営上）の課題 
〇データを社外に出すことへの抵抗感が強い 
・特にリアルタイムの場合の不安が強い 
・ルールが明確でないための漠然とした不安感 
・データを外部に出すことによる見返りがはっきりしていない 
〇社内データの利用ルールの整備ができていない 
・そもそも社内でもデータが整理・共有されていない場合が多い 
・社内に蓄積されているデータの管理者や外部提供可否判断の権限者がはっきりしてい 

ない 
・データの個人情報保護のためのクレンジングなどの知識や技術の不足 
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以上より、防災分野のデータ連携上の問題点・課題、今後取り組むべき点についてつぎ

のように整理した。 
〇技術的な取り組み 
・API の標準化 
・データフォーマットの標準化 
・セキュリティガイドライン設定 
・セキュリティ監査実施のための第三者組織の定義 
〇運用上の取り組み 
・個人情報保護のガイドライン設定 
・データクレンジング技術の標準化または講習などの教育のしくみづくり 
・プライバシー影響評価に準ずる基準または手順の整備 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図３ 民間データ連携普及拡大のための課題 

 
 
2)企業版防災情報サービスプラットフォームの構想 

 これまでの研究開発で得られた成果と明らかになった課題を基に、PRISM の終了後の

出口戦略を見据えて、その基盤となる企業版防災情報サービスプラットフォームの構想を

検討した。 
 本事業の外部法人を通じた出口戦略は図４のようになる。各種の民間事業者は、その業

🔸🔸法的な課題 
⇒個人情報の取扱い(個人情報保護法等) 
・企業の顧客、取引先、社員従業員の個人が特定できる情報の保護 
⇒企業秘密情報の取扱い(平時/発災時の公共利用) 
  (不正競争防止法等) 
・自社建物内地震計のデータ、被害状況などは外部に提供して不利益になるのか？ 
⇒データには所有権が発生しないが、利用/活用した場合はどう扱うか？ 
🔸🔸企業（経営）心理上の課題 
⇒データを社外に出すことへの抵抗感が強い(部署ごとの優先順位等) 
⇒特にリアルタイムの場合の不安が強い 
⇒データを外部に出すことによる見返りがはっきりしていない/不利益を被ることへ 

の不安 
🔸🔸技術的な課題 
⇒各社セキュリティポリシーとの整合性 
⇒アクセスコントロールの開発と運用負荷 
🔸🔸経済的な課題 
⇒通信/サーバー維持費の負担(受益者負担) 
⇒アクセスコントロールする主体者の選択と費用負担 
🔸🔸外部によるハッキング/データ改ざん 
⇒データの質・内容の担保/保障方法 

 

着眼点 
●データの共有/利用ルール・範囲の整理 
●ニーズとデータのマッチング機能 
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種や規模、立地等様々な条件により様々な防災ニーズを持っている。その中心的な社会的

期待は科学的根拠に基づいた合理的な意思決定ができる情報やサービスが必要であるとい

う点、また、自社に関するデータを使って自社の状況にあった情報が必要であるという点

にある。 
これらの社会的期待の１点目に応えるためには、それぞれの民間事業者に対して、本事

業で実施してきた様々な研究開発成果としての情報プロダクツやデータを、民間事業者の

求める形にカスタマイズして提供する必要がある。２点目に応えるためには自社のデータ

や情報プロダクツをセキュリティが確保された上で他のデータや情報プロダクツと重ね合

わせることができるようになる基盤が必要となる。そしてこれらをエコシステムとしてサ

イクル化するためには、自社のデータや情報プロダクツのビジネス展開や社会的価値創造

などが可能な仕掛けとする必要がある。 
企業版防災情報サービスプラットフォームをプラットフォームとして、本事業の成果と

しての震度分布、長周期地震動、人流データ、コネクティッドカーなどの成果を情報プロ

ダクツとして企業版防災情報サービスプラットフォームを介して繋げ、外部法人がこれら

を民間事業者のニーズに基づいてカスタマイズしてサービス提供する流れを作ることで、

情報共有の加速、新たな情報サービス開発の加速、民間事業者の意思決定に貢献する。 

 

図４ 本事業の外部法人を通じた出口戦略 
  

このような概念を基に、企業版防災情報サービスプラットフォームの構想を検討した。

その結果を図５に示す。 
 ここでは、事業継続（事態制圧）を主要な民間事業者のニーズ・施策と捉えた。発災前
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の操業判断、従業員出勤判断、発災後の BCP に沿ったオペレーションなど災害時意思決

定を支えるために様々な情報が必要となる。 
 次に、民間事業者を、社内にデータマネジメントプラットフォームを所有するような大

企業と、それを持たない中小企業に分けられる。 
社内にデータマネジメントプラットフォームを持つような企業の防災情報のニーズは、

主として企業の経営判断を行うために、社内データとマッシュアップできるよう、防災情

報とデータ連携できるようになることである。このためには、本事業の成果であるデータ

や防災科研のデータ、SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）を介して政府等で共有

されるデータを、企業が利用できるセキュリティとサービス水準で、API（Application 
Programing Interface）を介して提供し、プラットフォーム間情報流通を可能にする必要

がある。 
一方で、社内にデータマネジメントプラットフォームを持たない企業では、自社データ

を入力すれば、災害時の経営判断につながる情報を得られるようにする防災情報サービス

が必要である。本事業の成果を基に、あるいは外部法人を通じて多様なニーズに対応する

情報サービスを生成し提供する。 
そして、これらをつなぎ、民間事業者のきめ細かなニーズに対応し、また、防災情報共

有と防災情報サービスのビジネス化を促進させるために、防災データマートを検討した。

民間事業者が防災情報と自社保有情報を重ね合わせて新たな情報プロダクツを作成し、そ

れに価値を付加して共有および利用できるようにするものが防災データマートである。こ

こに様々な情報が充実していくことで、その組み合わせにより対応できるニーズの幅が広

がる。 
 

 
図５ 企業版防災情報サービスプラットフォームの構想 
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(c) 結論ならびに今後の課題 
防災科学技術研究所が保有していく情報インフラ基盤に、首都圏レジリエンスプロジェ

クトと PRISM から得られるデータの連携や 2 次利用に関して、技術的課題を抽出し、対

応策を検討してきた。特に、企業とのデータ連携については、防災情報サービスプラット

フォームを介した情報の共有について、その考え方やデータの流れを整理し、プラットフ

ォームの構想をまとめた。 
また、データ連携に必要である、法的な根拠や権利関係等の課題も含め検討し、今後取

り組むべきこととして、法的な課題、企業（経営）心理上の課題、技術的な課題、経済的

な課題、外部によるハッキング/データ改ざん等情報セキュリティについて、整理した。 
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(e) 学会等発表実績  

1)学会等における口頭・ポスター発表 

 なし 
 
2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 なし 
 
3)マスコミ等における報道・掲載 

 なし 
 
 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 

 
2)ソフトウエア開発 

 なし 

 
3) 仕様・標準等の策定 

  なし 

  
(3) ２０２０年度業務計画案 

データ利活用協議会の参画組織が、データ提供により得られる便益として共有可能

なユースケースの共有化を検討する。特に、データ利活用協議会や 2020(令和 2)年度

から融合が予定されている気象災害軽減コンソーシアム等の参画企業とのデータ連携

について、共有化を検討するとともに、PRISM で構築が計画予定の企業版サービス情

報プラットフォームとの連携を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




