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事前評価書 

 

作成日 平成２４年６月１５日 

1.プロジェクト名 ＩＴ融合による新社会システムの開発・実証プロジェク

ト 

2.推進部署名 総務企画部、技術開発推進部、電子・材料・ナノテクノ

ロジー部、バイオテクノロジー・医療技術部 

3.プロジェクト概要（予定） 

(1)概要 

1)背景 

 （１）現状認識 

今後世界の生活に関するマクロ的な傾向として、人口増・尐子高齢化の進

展・都市への人口集中と地域の人口減尐、が見込まれる。このような変化は、

医療・食料・住環境（電力・交通・水等）といった生活の基盤を支える分野

に関するインフラシステム（以後「医食住インフラ」という。）に大きな影

響を与えることが予測される。 

他方で現在の「医食住インフラ」の多くはその基礎を四半世紀以上前に作

られたものであり、このような大きな変化を前に脆弱性が増してきている。

しかしながら建築物や道路や水道といったハード面でのインフラを抜本的

に見直すことは資金的な問題・継続性の問題等から困難である。このような

観点から追加的なハードの投入を最小限とし、その運用・制御というソフト

面からのアプローチでより効率的な社会システムを構築する動きが各国で

盛んになってきており、特にエネルギー分野ではスマートグリッドの在り方

を探る動きが顕著になってきている。 

 

（２）先進国のポジション・我が国の動き 

先進国は「医食住インフラ」の脆弱性という観点ではいわゆる「課題先進

国」としての性質を有し、既存インフラがくまなく整備されているためその

問題を知りうる立場にあるが、逆に新たなインフラシステムを試行しづらい

環境にもあり、チャンスとピンチが同居している状況にある。 

このような状況の打開策として実世界の膨大な情報を取り組み、サイバー

空間の膨大なコンピューティング能力を活用して最適な資源配分を探り実

世界を再構成するアプローチが IT 分野では注目され、各国においてはコン

ピューティングと実世界資源の緊密な連携を志向した次世代のシステム実
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現に向けて産業セクターの壁を越えたプロジェクトが展開されている。我が

国においても類似の考え方として、経済産業省から「IT 融合」という概念

が打ち出され、今後キーとなる重点分野として「医食住インフラ」に近いエ

ネルギー・ヘルスケア・都市交通・農業、更にそれを我が国の競争力キー分

野としてロボット・コンテンツという６分野が選定された。 

 

2)目的 

本事業では１０年後を見据えて持続可能な「医食住インフラ」を支えるシ

ステムプラットフォームの構築及び普及をめざし上記インフラ領域のうち先

行されて取り組まれているエネルギー分野を除いた「都市交通」「ヘルスケア」

「農業（『農商工連携』と呼称）」の３分野について、先導調査・基盤的技術

開発・実証の取り組みを総合的に推進することを目的とする。 

 

3)実施内容 

○個別応用分野における実証・研究 

以下の３分野について、実証・研究を行う。また、ステージⅠ、ステージ

Ⅱから成るステージゲート方式により実施する。 

 

① 都市交通分野における新たな産業エコシステムの創出に係る実証・研究 

② ヘルスケア分野における新たな産業エコシステムの創出に係る実証・研究 

③ 農商工連携分野における新たな産業エコシステムの創出に係る実証・研究 

 

【ステージⅠ（先導調査・基盤研究フェイズ）】 

ステージⅡにおいて実施を予定するシステムの開発に関する実証事業を行

うために必要となる要素技術の利用可能性の評価及び当該実証事業後に展開

を予定するビジネスモデル構想に関するフィージビリティスタディ（以下

「F/S」という。）を行う。F/S には、構想するビジネスモデルに関する新たに

もたらされる利便性、事業化された場合の持続可能性、将来の産業としての

発展性等の評価及びその結果を踏まえた実証研究の内容の具体化を含むこと

とする。 

 

【ステージⅡ（実証フェイズ）】 

ステージⅠにおいて実施した要素技術の利用可能性の評価の検証及び F/S

の結果に基づき実証事業を実施する。また、構想するビジネスモデルに関す

る新たにもたらされる利便性、事業化された場合の持続可能性、将来の産業

としての発展性等の評価についても適宜見直しを行う。 
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○共通基盤技術の先導研究 

ＩＴ融合新産業の創出を加速する情報処理基盤を支える新たなコンピュー

ターアーキテクチャの在り方を明らかにするための先導研究を実施する。 

 

(2)規模 平成２４年度総事業費（一般）１５億円 

○個別応用分野における実証・研究 

ステージⅠ：共同研究事業（NEDO 負担率２／３）。ただし、大学等と企業が一

体となったコンソーシアムが実施する研究開発である場合には

委託事業として実施。 

ステージⅡ：共同研究事業（NEDO 負担率１／２）。ただし、大学等と企業が一

体となったコンソーシアムが実施する研究開発である場合には

共同研究事業（NEDO負担率２／３）として実施。 

 

○共通基盤技術の先導研究（委託） 

 

(3)期間 平成２４年度～２８年度（５年間） 

 

4.評価内容 

(1)プロジェクトの位置付け・必要性について 

 1)ＮＥＤＯプロジェクトとしての妥当性 

産業構造審議会情報経済分科会において、平成２３年８月に報告書「「融合

新産業」の創出に向けて」がとりまとめられ、今後の情報経済政策の方向性

として IT を活用することにより産業分野・事業分野・企業をまたがる融合社

会システム・ビジネスモデルの創出を促進することが打ち出された。 

本事業はその実現に向けた一連の取り組みのうち、「融合システムの設計・

開発・システム輸出」の中核的事業として位置づけられるものであり同報告

書においても、随所にその重要性が謳われている。 

本事業においては次世代 IT システムのプラットフォームを構築するため

の基盤的技術開発、実証の取り組みを総合的に推進する。この取り組みを通

じて都市交通、ヘルスケア、農商工連携等の個別応用分野についてデジタル

化・ネットワーク化を進展させ、新産業を創出することを目的とする。 

国が抱える社会課題を解決する事業である点、ITを軸とした企業間等の連

携を要する取り組みを、一企業によって推進することは困難である点を踏ま

えると、ＮＥＤＯが実施することは妥当である。 
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2)目的の妥当性 

経済産業省が発表した「情報経済革新戦略」においては、我が国はハード

ウェアやデバイスといった部材毎の要素技術では世界最高水準の技術力を有

しているが、他方でその活用という点ではあくまで特定の事業分野・市場の

課題解決に留まり、要素技術を統合的に利活用した新たなシステムやサービ

スの創出に必ずしも活かせていないことがエレクトロニクス・IT産業の競争

力低下の一因となっていることが指摘されている。このような状況を打開す

るためには細分化された個別課題毎に解決策を模索する部分最適のアプロー

チにとらわれず、それぞれの産業分野・事業分野・企業をまたがる社会に共

通した課題に対して業種・分野の壁を越えて全体最適の観点で新たなシステ

ム・サービスの在り方を探求する取り組みが重要である。この様な観点から、

本事業は個別要素技術の統合による次世代の社会システムの実現及びITを活

用した新産業創出を目標としている。 

 

(1)プロジェクトの位置付け・必要性についての総合的評価 

実世界の膨大な情報をサイバー空間に取り込み、その膨大なコンピューティ

ング能力を活用して最適な資源配分を探り実世界を再構成するアプローチがIT

分野では注目されている。本事業ではコンピューティングと実世界資源の緊密

な連携を志向した次世代のシステム実現に向けて産業セクターの壁を越えて取

り組む枠組みとして、非常に重要である。 

 

(2)プロジェクトの運営マネジメントについて 

 1)成果目標の妥当性 

提案時に具体的な実証を想定したテーマを設定させ、外部有識者で構成す

る採択審査委員会でその妥当性を評価し、採択結果に反映する。 

採択後、各テーマの実証の実施に向けて必要な性能要件の具体化と要素技

術の開発をステージⅠ：先導調査・基盤研究フェイズにて行い、ステージⅠ

終了後にはステージゲート審査を実施し、目標達成状況を確認の上、ステー

ジⅡへのテーマ継続の可否を判定するものとする。 

 

2)実施計画の想定と妥当性 

技術開発段階毎に、「先導調査・基盤研究フェイズ」、「実証フェイズ」の２

つの開発フェイズを設け、開発期間をそれぞれ、「２年以内、３年以内」とし

て、成果の達成期限を明示すると共に、目標達成までのマイルストーンを設

定させ、外部有識者で構成する採択審査委員会でその妥当性を評価し、採択

結果に反映するものとする。 
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3)評価実施の想定と妥当性 

ＮＥＤＯは、政策的観点から見た制度の意義、目標達成度、将来の産業へ

の波及効果、効果的な制度運営等の観点から、制度評価を制度評価指針に基

づき、原則、内部評価により、実施する（事後評価を含む）。その際、委員会、

ヒアリング等を活用して、外部有識者の意見を取り入れるものとする。ただ

し、制度立上げの初年度、翌年度に公募を実施しない年度においては制度評

価を実施しないこととする。 

また制度評価結果を踏まえ、必要に応じて制度の拡充・縮小・中止等見直

しを迅速に行う。なお、評価の時期については、本制度に係る技術動向、政

策動向や本制度の進捗状況等に応じて、適宜見直すものとする。 

またテーマ評価として、個別応用分野における実証・研究については、ステ

ージⅠの終了時に外部評価によるステージゲート評価を実施し、テーマの絞

り込みを行う。共通基盤技術の先導研究についても、終了時に外部評価を実

施する。 

 

4)実施体制の想定と妥当性 

個別応用分野における実証・研究は原則共同研究事業として実施する（ス

テージⅠ：ＮＥＤＯ負担率２／３、ステージⅡ：１／２）が、大学等と企業

が一体となったコンソーシアムが実施する研究開発である場合にはステージ

Ⅰでは委託事業、ステージⅡではＮＥＤＯ負担率２／３で実施する。 

共通基盤技術の先導研究は、オープンソースソフトウェアの活用等による

幅広い主体の利用を想定する事業であり委託事業として実施する。 

実証フェイズにおいては国内では規制等によって実施が困難な場合は海外

での実証も視野に入れて事業を推進する。 

 

5)実用化・事業化戦略の想定と妥当性 

各テーマにおいては、提案時に具体的な実証を想定したテーマを設定させ、

外部有識者で構成する採択審査委員会でその妥当性を評価し、採択結果に反

映する。事業終了後、各事業者での取り組みを踏まえて概ね１０年後を目処

に社会へ実装することを想定している。 

 

6)知財戦略の想定と妥当性 

 

－ 
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※事前ヒアリングの中で収集した、本事業に関する外部有識者からの意見につ

いても、参考までに別紙に示す。 

7)標準化戦略の想定と妥当性 

 

－ 

 

(2)プロジェクトの運営マネジメントについての総合的評価 

 採択審査による開発テーマの選定、ステージゲート審査による開発テーマの

継続可否等の判定等により、事業のマネジメントを的確に実施することとして

おり、妥当なものである。 

 

(3)成果の実用化・事業化の見通しについて 

 1)プロジェクト終了後における成果の実用化・事業化可能性 

本事業により新産業の全体像を明確にし、ＭＥＴＩの他の政策とも連携し、

事業環境を整える。 

 

2)成果の波及効果 

本事業によりデジタル化やネットワーク化の進展が見込まれる都市交通、

ヘルスケア、農商工連携分野等には、ＩＴによる次世代インフラが生まれる。

その過程で産業構造の変化とそれによる新規ビジネス創出の大きな機会が見

込まれる。 

 

(3)成果の実用化・事業化の見通しについての総合的評価 

提案時及びステージⅠの F/S 終了時において、実用化・事業化の見通しを記

載させ、採択結果及びステージゲート結果に反映することで、有望なテーマを

選定すると共に、実施者に事業化シナリオ等を意識して開発に取り組んでもら

うことで、成果の進展と同様にその重要性を認識させることとしており、妥当

である。 
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（別紙） 

 

「ＩＴ融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト」 

事前有識者ヒアリングにおける議論・提言 

 

 

「ＩＴ融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト」に関する事前有識者ヒ

アリングの中で、本プロジェクトの基本計画及び運営に関して以下のような視点での議

論・提言がございましたので、基本計画と併せてご紹介いたします。皆様におかれまし

ては是非意見提出にあたってのご参考にしていただければと存じます。 
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【視点１：NEDO として提案をどのように評価し、投資する価値をどのように国民に説明

するか？】（研究開発項目①に関して） 

 

 本事業では「先端的な IT 技術を用いて新産業を創出する」ということに力点を置いて

おり、将来の産業を支える最先端の技術の確立自体に一定の価値を見いだすこれまで

NEDO で展開してきた事業とは性格を異にする。 

これを踏まえ「NEDO としてどのように本プロジェクトへの提案を評価し、投資する

価値をどのように国民に説明するか」、という点でのより深い検討が求められた。 

 

（関連する意見） 

・IT によって従来のプロセスを単純に効率化するというアプローチではなく、従前にな

い「新たな知」を創出しその過程で技術的な差別化要因を生み出せるか、ということ

を重視すべきである。 

・特に交通・農業分野の場合、実証プロジェクトの結果は実証場所への依存性が大きく、

ある場所で成功した手法が必ずしも他でも通用するとは限らない。これを踏まえ、実

証場所については今後の発展可能性を見据えた適切な実証場所であると示すことを提

案者に求めるべきである。・「新たな知」を創出する基盤として、異分野の知識を組み

合わせて従来にない知を生み出す取り組みを高く評価すべきである。 

・単に事業化の可能性をシビアに評価するだけでなく、尐し「遊び」も意識して、「新た

な大きな産業を創出する可能性があるか」といった点も評価すべきである。 
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【視点２：新たなコンピュータアーキテクチャ創出に向けて重視すべき観点について】（研

究開発項目②に関して） 

 

本事業の研究開発項目②では「IT 融合新産業の創出を加速する情報処理基盤」に関す

る先導研究を実施する。同研究の目指すべき方向性について、昨今のコンピューティン

グを巡る業界動向・研究開発動向を踏まえて「クラウドコンピューティングの次に来る、

コンピュータアーキテクチャとはどのようなものか」という観点から活発な議論が成さ

れた。 

 

（関連する意見） 

・最先端の情報処理分野の研究では、汎用的なアプローチが通じなくなってきており、

サービスに依存するデータの特性に応じて処理を最適化するコンピュータアーキテク

チャを探索する動きが盛んになってきている。このような中ネックとなる I/O やローカ

ルネットワークの問題をハードウェアとソフトウェアが協調して解決することが重要

となってきており、今回の取り組みでもハードとソフトが連携したコンピュータアー

キテクチャの在り方を探索する取り組みを高く評価すべきである。 

・大規模データ処理の現場では、日々の業務の対策に手一杯で、データから新しい知見

を得る「解析」の部分に手が回らないという実情がある。その背景として大規模デー

タ処理が今は限られた人にしかできず、人材不足にあるという問題がある。オープン

ソースソフトウェアの活用やユーザーインターフェイスの充実など、幅広い主体が大

規模データ処理を可能となるような仕組みをプロジェクトでは検討して欲しい。 

・ユーザー側としては大規模データに関してはリアルタイム処理や現状の SPOF の解消

ができたらオンライン処理やストリームで情報を流す仕組みも視野に入るのでありが

たい。ただそれ以上に物理制約に囚われないためのコンピューティング資源の仮想化

は必須の要件である。 
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【視点３：NEDO のマネジメントを通しての産業創出に関する支援について】 

 

 本事業の背景には「膨大な実世界データ」を経営資源として捉えて、世界に先駆けて

それを活用した「IT 融合新産業」群を創出する、という考えがある。 

これを踏まえ「NEDO としてプロジェクトで生まれるデータの活用を促す枠組みをど

のように作るか」、「新産業の担い手としてのベンチャーが生まれる基盤をどのように整

備するか」という視点等で、NEDO のプロジェクトマネジメントにおけるより深い検討

が求められた。 

 

（関連する意見） 

・プロジェクトの中で生まれたデータは内部での利用に限らず、積極的に開放する枠組

みを作りプロジェクト参画者に限らない市場創出の仕組みを構築することを検討して

欲しい。その際には単に全ての情報をオープンにするのではなく、それぞれのデータ

をオープンにすることによるコストとリターンを事前に検討し、セミオープンな形で

のデータ活用の枠組みを考えるべきである。 

・「日本で IT 融合分野での新産業を創出したい」というベンチャー企業が世界から集ま

る枠組みを考えるべきである。そのためにはベンチャーが主体的に参画している提案

の積極的評価や、プロジェクト参画者のネットワーク構築支援（例えば研究開発項目

①と研究開発項目②について、必要に応じて実施者同士の強固な連携を求める等）や、

ベンチャーキャピタル等と連携することにより、ベンチャー企業のボトルネックの解

消を支援する枠組みをつくることを検討すべきである。 

・ビッグデータの効率的な取得・制御手法だけでなく、データの開放も見据えて、デー

タフォーマットの統一等の検討もプロジェクト内で検討して欲しい。 

・例えば医療分野の場合、厳しい規制のために機器の普及を妨げられたり、逆に認証制

度が全くないためソフトウェアを安心して使えなかったりするという実態があり、こ

ういった生活に深く関わる分野で技術が普及するには、規制等の在り方が大きな要因

となる。本プロジェクトでは、研究開発以外の課題についても、普及にあたっての解

決の方法を併せて検討して欲しい。 

 

 

 

 

 


