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「IT 融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト」に対するパブリックコメント募集の結果について 
 

平 成 2 4 年 ７ 月 2 6 日 

Ｎ Ｅ Ｄ Ｏ 

総 務 企 画 部 

電子・材料・ナノテクノロジー部 

技 術 開 発 推 進 部 

バイオテクノロジー・医療技術部 

 

 

NEDO POST 3 において標記基本計画（案）に対するパブリックコメントの募集を行いました結果をご報告いたします。 

お寄せいただきましたご意見を検討し、別添の基本計画に反映させていただきました。 

みなさまからのご協力を頂き、ありがとうございました。  

 

１． パブリックコメント募集期間 

平成 24 年 6 月 18 日～平成 24 年 7 月 2日 

２． パブリックコメント投稿数＜有効のもの＞ 

計 50 件 
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３． パブリックコメントの内容とそれに対する考え方 

ご意見の概要 ご意見に対する考え方 基本計画・技術開発課

題への反映 

 全体について   

 [意見 1]（1 件） 

最終的な受益者である、国民や利用者にとって、このプロジェクト

の価値がどこにあるのかが見えない。新産業＝国民の価値、という

のは、短絡的・盲目的なはず。あたかも、「少子高齢化」という課題が

解決されるような形式をとっているが、その課題に真正面から取り組

んでいない。このような美辞麗句を並べるべきではない。 

[考え方と対応] 

本プロジェクトは、国民生活を支えている「都市交通」、「ヘ

ルスケア」、「農商工連携」の３つの分野において、IT を産業

間をつなぐ「糊」として活用した具体的なビジネスモデルを示

すことで、「医食住インフラ」を支える次世代社会システムの

構築及び普及を目指しており、国民生活にも裨益するものと

考えております。 

[反映の有無と反映内

容] 

特になし 

 [意見 2]（1 件） 

新産業のために規制廃止など政治社会要件があるのに、技術開

発だけ走ってどうする？見えている問題を解かないで、自分たちに都

合の良い「研究開発」をするために、国家の貴重な資金を浪費する

のは、おかしい。見えている問題を解くことに全力を注ぐべきだ。 

本プロジェクトは経済産業省によるIT融合政策の一環

として行われており、当該政策全体としては、融合新産

業創出のために必要となるルールやガイドラインの作

成・整備を見据えた取組も行われていると承知していま

す。 

NEDO としても、本事業で開発・実証プロジェクトを実

施する中で抽出された制度的課題に関して、経済産業省

への情報交換等を通じてルールやガイドラインの作成・

整備に貢献してまいります。 

特になし 

 [意見 3]（1 件） 

ビッグデータをもってきただけで、融合新産業ができあがるという

のは、虫が良すぎるのではないか。今のままでは、新産業と言う名

のゴミが増えるだけの結果になるのを危惧する。融合新産業にニー

ズがあるなら、国が研究開発投資をしなくてもよい。ニーズがないな

ら、研究開発投資をしてもうまくいかないのが最初から分かるはず。 

IT が産業同士を組み合わせる「糊」としての役割を発

揮し、従来の産業セクターの壁を越えた取り組みの可能

性が広がっており、欧米においてもプロジェクトが進め

られています。 

本プロジェクトの実施により、「都市交通」、「ヘルスケ

ア」、「農商工連携」の３分野で、IT 融合のアプローチに

より既存の産業の枠を超えた次世代システムを実現する

ビジネスモデルを積極的に示すことで、IT 融合新産業の

創出が促進されることを目指しています。 

特になし 
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 [意見 4]（1 件） 

基本的な統計データ処理が、まだできていないような国内企業を

奉仕したままで、ビッグデータによる新産業創出を狙って、国全体の

産業社会の活性化に寄与するのか。中学・高校レベルでの統計学

の教育を充実させるほうが、よほど効果があるのではないか。 

IT が産業同士を組み合わせる「糊」としての役割を果

たすことで、従来の産業セクターの壁を越えた新たな産

業を創出することを本プロジェクトは目指しています。

 

特になし 

 [意見 5]（1 件） 

計画概要にもあるようにビッグデータよりも、リアルタイムデ

ータの方が本質的に重要であり、さらに、そのデータに基づいた

リアルタイム経営が必要だろう。 

研究開発だけをしても、リアルタイム経営に結びつかなけれ

ば、産業としての結果は出ないのではないか。そのような産業に

必要な要素を詰めないままで、研究開発を進めるのでは、結果と

して、研究者の自己満足だけの結果にしかならない。本当にヤル

気があるなら、参加する大学・研究者が身銭を切り、結果を自分

で引き受ける仕組みを創らなければならないのではないか。 

本プロジェクトにおいては、「都市交通」、「ヘルスケ

ア」、「農商工連携」の３分野で、IT を積極的に利活用し

て既存の産業の枠を超えた次世代システムについての実

証事業を実施し、具体的なビジネスモデルを示すことで

IT 融合新産業の創出を目指しています。 

特になし 
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 [意見 6]（1 件） 
 日本は、技術立国といいますが、現在、世界の中でそうでしょうか？ 

 一流企業は、例えば新エネルギーについて、なにかを提案しょうとしま

しても、頭から特許を取ってからにして欲しいといい、開発部でも、知的

財産のもめごとになるかのように社外の人の話を聞くことをしなくなって

います。知的財産権の弊害です。今、インターネット上で多くの知識が得

られます。特許情報や商品開発のニュースも、企業は、それで、十分、パ

ソコンで得られていると思っているようです。  

 ＮＥＤＯは、本当に世界の中で先進的日本の技術指導できているでしょ

うか？大都会の東京や大阪に住まなくても、インターネットで世界と通信

できますが、地方にいても個人の優秀な考えが、公的な機関で集約できる

ような組織が欲しいものです。ウイキベデアのような、書き込みできる公

的な機関の開発、実証はできないものでしょうか？ 

 億という大金をプロジェクトにつかうのでしょう。ＮＥＤＯが企画しま

した重要政策に限り、1ヶ月、個人によい考えがあるのなら、実験費用を出

すので、実証しなさいなどどうでしょうか？多数の個人に任せてみるのも

良いと思います。企業だけが、実行できるとは思えないのです。それなら、

なぜ？今の日本は不況なのですか。その個人の考えにつき、使えるものと

ＮＥＤＯが最終判断したものにつき、又は、みんなの投票により決めた後

に、企業に商品開発をまかせてはどうでしょうか？ 

  ＩＴ融合なら、地方にいても中央と簡単に仮想で繋がっているはずです

ので、各地の農業、漁業、林業、商業も一つで仮想で、知的財産権も守れ

た－「知恵の駅」－にできるはず。 

 先日、被災しました東北の海岸線を車で走りましたが、これから建設、

復興ですが、みんなの未来都市はどのようなものなのか？意見や未来の町

の姿をパソコン上で集めるのも良いと思いました。一流建築家や一流企業、

行政だけが、担当するのは、被災というピンチをチャンスに変えられない

ような気がするのです。 

 被災でなくなってしまったもの、インフラや、医療施設、交通機関、太

陽光発電できる個人の住宅、一流企業だけが、実現できるのなら、繰り返

すようですが、今日の不況はなかったはずです。 

 個人が集い、各自につき 1ヶ月など期間を限るけれど多くの個人の良い

考えに基づく実験費用はＮＥＤＯが出し、仮想の－「知恵の駅」－もちろ

ん、その後は、一流企業が商品開発する、このような実証プロジェクトを

お願いします。 

 

本プロジェクトはプロジェクト終了後に早期事業化を

することを目指しており、それを担うことができる方に

実施しただくことが適切と考えております。 

他方、ＮＥＤＯでは、パブリックコメントの実施等、

個人の方も含め広く意見をお伺いする場を設けており、

ＮＥＤＯの事業に反映させております。 

特になし 
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 [意見 7]（1 件） 

今後の世界的な課題である人口増・少子高齢化の進展・都市へ

の人口集中と地域の人口減少による医食住インフラへの影響に

対しいち早く取組もうとする本プロジェクトは非常に有意義で

ありかつ、世界に先駆けて課題解決のモデルを構築することで、

競争力を有することが出来る点からも積極的に進めるべきプロ

ジェクトだと思われます。 

ご指摘も踏まえ、本プロジェクトにおいては、「都市交

通」、「ヘルスケア」、「農商工連携」の３分野で、IT 融合

のアプローチにより既存の産業の枠を超えた次世代シス

テムの確立とIT融合新産業の創出に向けた取り組みを進

めてまいります。 

特になし 

 [意見 8]（1 件） 

「概ね 10 年後を目処に、我が国が中心となって「IT 融合新産

業」を創出する。」「イノベーションフィールドとして世界を捉え

る」とあるが、研究開発公募の選定にあたっては、10 年後まで

に海外展開に繋がれば、いずれの時期（２年後でも５年後、１０

年後など）／プロセスであっても同等に評価されるべきである。

また、費用対効果を考えると国内フィールドでの実証事業を行う

方が有用であると考えるが、敢えて海外フィールドで実証事業を

行う場合には、その理由を評価段階で精査すべきである。 

テーマ選定に当たっては、実証事業終了後のビジネス

の発展性も含め総合的に判断されるものと考えておりま

す。また、実証事業の実施場所については、国内、海外

問わず最も適した場所で行うことが重要と考えておりま

す。 

特になし 

 1. 研究開発の目的   

 (3)研究開発の内容   

 [意見 1]（1 件） 

要素分解した中身の研究開発内容と、ビッグデータの研究開発内

容とが、つながっているように見えない。これでは、どちらも中途半端

にお茶を濁すだけの結果に終わる心配がある。こんな看板など使わ

ず、ビッグデータの研究開発と応用探索とを真面目にやったほうが、

役に立つ結果につながるのではないか。 

研究開発項目①では「都市交通」、「ヘルスケア」、「農商

工連携」の３つの分野において、IT を産業間をつなぐ「糊」と

して活用した具体的なビジネスモデルを示すことを目的とし

ています。それに対して、研究開発項目②では、複数の使用

局面を想定した、IT 融合新産業の創出を加速する次世代

の情報処理基盤についての先導研究を実施することとし

ています。 

特になし 
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 [意見 2]（1 件） 

今回の推進テーマとして「衣食住」に近い「エネルギー・ヘル

スケア・都市交通・農業」と「ロボット・コンテンツ」の中から、

インフラ領域で先行プロジェクトを除き、「都市交通」「ヘルスケ

ア」「農業」の３分野を選定したとのことですが、ロボットは別

のプロジェクトで開発実証を推進されるご計画をお持ちなので

しょうか？ 

ご存知のとおり欧米のロボット・プロジェクトは国プロ（軍事

含む）として推進し、民需転用する方向にあります。ＰＣやスマ

フォ等のように、パーソナルロボットの「ＯＳ」や関連「プラッ

トフォーム」（クラウド連携）まで、外国に支配されないよう、

製造ロボット世界一の日本としての強い決意と具体的なアクシ

ョンプランが必要な時期にあると感じています。 

パーソナル・ロボットは、少子高齢化社会・労働人口不足など

へ様々な形での日本の将来に対してソリューションをもたらす

ことが期待されつつも、一般家庭への普及予測については、２０

１５年～２０２５年とバラツキがありますが、知的所有権の確保

（先取り）を考慮すると、日本として既に本格的に取組を加速さ

せるべき時期にきていると言えます。 

もし、他にパーソナル・ロボット推進計画がないようであれば、

是非ともご検討頂きたく、お尋ねする次第です。 

本プロジェクトにおいて、ロボットは研究開発項目①

の分野とはなっておりませんが、ロボット技術について

は「都市交通」「ヘルスケア」「農商工連携」の３分野の

中で利用されうる技術と考えております。 

なお、ＮＥＤＯでは、これまでロボット分野の技術開

発として、「次世代ロボット知能化技術開発プロジェク

ト」において基盤技術であるＲＴＭ（ＲＴミドルウェア）

の開発等を実施しています。 

 

 

特になし 
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 [意見 3]（1 件） 

モバイル・インターネット端末の普及から、スマートフォンの

アプリケーション開発から GPS 位置情報、スマホ接続のセンサー

情報、個人登録情報などをクラウドサービスで利用され、プライ

バシー情報保護の必要から、総務省はこれらの利用に関わる指針

案をまとめました。 

一方モバイル・インターネット端末の性能・機能向上や、イン

ターネットの発達に伴って爆発的に増大したこれらの情報は巨

大なデジタルデータとなり、高度なデータマイニング技術と解析

データ利活用から、新たなソリューション展開と様々なビジネス

が派生している状況です。 

例えば人・車両プローグ動線データマイニングと解析データ利

活用、並びにリアルな人・車両情報と道路状況情報等の融合提供

から、歩行者などを含む交通事故防止にも繋がります。 

このことからも、「IT 融合新産業を支えるデータ処理基盤に関

する先導研究プロジェクト」は、人・車両等の動線データ等のク

ラウドサーバへの提供技術や、ビッグデータマイニング技術と解

析データ利活用技術等の一貫した研究成果が、例えばオープンな

API の開示提供は、今後の交通・観光産業や道路行政の活性化に

繋がるものとして期待できます。 

研究開発項目②「IT 融合新産業を支えるデータ処理基

盤に関する先導研究」においては、ご指摘の内容も含め、

IT 融合新産業の創出を加速する次世代の情報処理基盤に

求められるサービスの機能・内容を明確化するとともに、

その条件を満たすハードウェア・ソフトウェア技術を俯

瞰した新たなコンピュータアーキテクチャ上の技術開発

課題及びその課題の解決に向けたアプローチのあり方を

提示することを目的としています。 

特になし 
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 [意見 4]（4 件） 

今回の実施分野については、新興国の人口増、先進国の少子高

齢化などのマクロトレンドから予見される世界的な課題解決に

向けた未然の対応施策として、的を射たテーマ設定と思う。また、

昨今の韓国、中国の躍進を見ると、我が国の輸出力の再興は急務

であり、従前の産業スキームの小手先の改革・改善では引き続き

苦戦が強いられると思われ、抜本的な産業構造の転換が望まれて

いる。その意味でも従来のような個別の産業、企業に対応依存す

るのではなく、新たな連携、新たな枠組みによる構造転換、生き

残りを賭けたチャレンジが必要と思う。「都市交通」「ヘルスケア」

「農商工連携」の３分野に絞った産業横断的なプロジェクトは、

参入促進、連携強化の具体化に繋げやすい領域であると期待が持

てる。これまで産業ごとに培った匠の知恵を持ち寄り、「課題先

進国」として様々な社会的課題の解決策を具体的に事例として世

界に示し、成果物として次世代社会インフラシステムそのものを

輸出できるような研究プロジェクトとなることを期待している。

ご指摘も踏まえ、本プロジェクトにおいては、「都市交

通」、「ヘルスケア」、「農商工連携」の３分野で、IT 融合

のアプローチにより既存の産業の枠を超えた次世代シス

テムの確立とIT融合新産業の創出に向けた取り組みを進

めてまいります。 

特になし 

 [意見 5]（1 件） 

ステージゲート方式に関して 

進捗状況の確認、事業性の評価などプロジェクトそのものの妥

当性を判断するためにも不可欠なステップだと思う。目的が新産

業の創出にある以上、「研究者のための研究」ではなく「事業化

（出口、デマンドサイド）を見据えた研究」とすべきである。ま

た、ステージⅠの段階でマーケティング、フィージビリティステ

ディなどを必須項目とし、ステージゲートでの審査項目として報

告義務を課すべきと思う。「ステージⅠは研究、技術開発で良い」

ということに終始しないよう、開発・生産から消費者までの産業

間連携（バリューチェーン）の妥当性、出口（実用）シーン、期

待する成果などのターゲット、ビジネスモデルについて審査時に

ある程度厳しく評価することが重要と思う。 

ステージゲートにおいては、ステージⅠで実施したフ

ィージビリティスタディの結果に基づき、実証事業を実

施した後のビジネスへの発展性も含め評価をすることを

予定しております。 

 

 

特になし 
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 [意見 6]（1 件） 

農商工連携分野に関して 

これまで経済産業省にて審議、検討されてきた通り農商工連携

は重要なテーマであるので、農水省との連携を一層強化し、日本

の叡智を結集して具体化して欲しい。近年、海外において日本の

食品は「ヘルシー」、「美しい」、「安全・安心」、「高級品」として

高い評価を得ていることから、アジアの成長力の取り込み策とし

て「日本食」「食文化」を戦略的に輸出するための取り組みを強

化すべきと思う。このためには、日本の農畜産物の生産性向上、

高付加価値化だけでなく、知財保護や関連法規の整備が急務であ

り、この解決策としてＩＴ融合、新たな科学技術の出番、活躍の

場面は大いにあると思う。しかしながら、現実は多大なコストと

リスクが障壁となり、参入を躊躇せざるを得ない状況であること

から、今回のプロジェクトはその起爆剤として期待できる。今回

のプロジェクトを通じ次世代の社会インフラづくりへの提言、実

証も期待したい。経済産業省殿、ＮＥＤＯ殿のより一層のリーダ

ーシップに期待している。 

本プロジェクトの推進に当たっては、経済産業省、農

林水産省及びその他の関係省と適切に情報共有及び相談

等を行うこととしております。 

 

特になし 
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 [意見 7]（3 件） 

・ステージ設定について 

ステージゲート方式が前提であることは良いと思いますが、ス

テージⅠとステージⅡの公募は切り離した方が良いと思います。

提案者はステージⅠ提案する際に事業化を念頭に置くのは当然

としても、F/S というステージの性格から、できうる限り多くの

事業シーズを検討できる場として活用できたら良いかと思いま

す。 

提案時には、玉石混合状態であっても、ステージⅠの中で融合

することで新たな事業シーズが産まれる可能性もありますので、

ステージⅠでは、最初から事業化というより、多くのシーズが捨

石となってもよいといった遊びがあってもよいと思います。 

また、ステージⅠの体制とステージⅡの体制においても同一事業

体制である必要もないと思いますので、ステージⅠの成果を広く

世の中に還元することで、ステージⅡの実証事業や事業化、社会

システムの実装を加速する可能性が広がると思います。 

ステージⅡへ進むテーマは狭き門にして、１０年と言わずに早

期の事業化、そして、産業創出に繋げて欲しいと思います。 

すべての提案はステージⅠの終了時に外部有識者によ

るステージゲート評価を実施し、テーマの絞り込みを行

った後にステージⅡへ進むこととしております。ステー

ジⅡだけの公募は考えておりません。 

また、ステージⅠの採択件数につきましては、１件当

たりの必要額と全体の予算額とを踏まえて決まることと

なります。 

 ステージゲートにおいては、実証事業実施後の早期の

ビジネスへの発展性も含め評価をすることを予定してお

ります。 

特になし 

 [意見 8]（1 件） 

実施企業／団体の事情や社会情勢の影響など 2 年以上先を見

通すことは難しく、ステージゲートにおいて実施企業／団体側自

ら辞退が可能とすることを考慮に入れるべきである。 

 

 ステージⅠの終了時のステージゲート評価は全てのテ

ージⅠテーマを対象に実施いたします。ステージⅡに進

む案件は、ステージゲート評価の結果や実施者の意向等

を踏まえ決定されます。 

特になし 
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 [意見 9]（1 件） 

農商工連携分野に関して 

過去の取組みが、個々の生産者、企業で行われていたのに対し

今回のプロジェクトでは、それらをつなぎ合わせて推進するとい

う取組みであることから大きな成果が期待されるものと思って

おります。農業の輸出力強化が強く叫ばれている中、本プロジェ

クトにより”日本ならでは”を創出することは、非常に重要だと

感じております。 

特に、植物工場の生産性向上の研究などは現在よりも、計画的

な生産が可能となることが見込まれており個々人のニーズ・需要

に合わせて、最適な生産・提供をするという新たなビジネスの創

出が期待できます。 

このようなビジネスにおいては、ＩＴによる他産業間のデータ

共有という、本プロジェクトの目的が発揮されやすく、また、そ

の基盤上に更なる情報（詳細な個人情報、栄養素など）や他産業

者が絡むことで高付加価値があり、農業分野に留まらない全く新

しいビジネスまで描ける可能性があります。 

また、将来的なインフラの海外輸出を視野に入れるとビジネス

モデルの実証は「街ぐるみ」など集中的なエリアで行われること

が望ましいと思われます。 

ご指摘も踏まえ、本プロジェクトにおいては、農業と

他の産業の連携に、IT 融合のアプローチを加えることで

既存の産業の枠を超えた次世代農商工連携システムの確

立とIT融合新産業の創出に向けた取り組みを進めてまい

ります。 

特になし 
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 [意見 10]（1 件） 

１．研究開発の必要性について 

効率的な生産流通プロセスを提供する為のシステム開発に欠

かせない要素は、生産現場の定量化である。２次産業は定量化さ

れた環境に有るが、１次産業の生産現場は定量化が未だに果せず

にいる。定量化には IT を活用し植物の生体反応をデータ化する

技術が必要不可欠であり、農商工連携 IT 融合プロジェクトに期

待される役割は大きい。同時に、生産現場の環境の均一化が定量

化に寄与する割合は大きく、むしろ IT を用いても、栽培環境の

均一化が図れなくては定量化は実現しにくい。可能な限り均一化

された栽培環境において IT を駆使することが必要である。 

閉鎖系（人工光型）植物工場においては均一化・定量化された

環境が実現可能だが、コスト面や作目が限定されるなどの普及制

限要因があり、施設栽培全体に占める導入割合は僅かである。わ

が国における施設栽培の大部分を占める太陽光利用型施設栽培

の現場で栽培環境の均一化を目指すことが、全体の底上げにつな

がる。また、太陽光利用型施設栽培の世界市場は巨大であり、ア

ジア各国の中産階級層の増大によって、施設栽培で生産される高

品質な野菜の需要は急増している。わが国は世界市場を開拓でき

るような、IT を利用した生産施設を開発すべきである。 

 

２．研究開発の具体的内容について 

 ①に対して、植物工場内のエネルギー効率を最大限にするこ

とが重要と考える。エネルギーの有効利用の観点からも、現在の

施設栽培は改善の余地が多い。施設栽培では冬の日中に換気とい

う形で太陽光で得た熱を捨てながら、夜は化石燃料で加温すると

いう矛盾がある。夏には熱を捨て、冬には加温する矛盾がある。

蓄熱技術等を用いれば 1日の中で、また 1年の中で、捨てている

エネルギーを利用できうる。環境低負荷な施設栽培の方向に進む

べきである。施設栽培の課題である夏の暑さについても、必要な

光線だけを通し、不要な熱を反射するフィルムが一般産業界には

存在するので、そういう技術を生産現場に応用すれば、これまで

とは次元の異なる生産性の向上が図れる。 

 

ご指摘も踏まえ、本プロジェクトにおいては、農業と

他の産業の連携に、IT 融合のアプローチを加えることで

既存の産業の枠を超えた次世代農商工連携システムの確

立とIT融合新産業の創出に向けた取り組みを進めてまい

ります。 

特になし 
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 [意見 11]（1 件） 

ヘルスケア領域においては、データの取り扱いに関して、今回

のプロジェクトに取り上げられている他の領域以上に個人情報

保護に対する注意が必要でありデータ取り扱いにおいて大きな

ハードルとなっています。また、厚労省等当局の規制の影響が大

きい分野でもあります。 

近年、ヘルスケア領域においても医療情報の大規模な集積が進

んでおり、画像をはじめ、遺伝子関連のデータも増加し、データ

ベース化されてきています。これらの多様な、いわゆる“Big デ

ータ”を、IT を活用して複合的に融合・解析すれば疾患の早期

の診断基準の創出など新たな価値を生み出す可能性が高く、次世

代ヘルスケアシステムの確立、新たな産業エコシステムの創出に

も繋がるものと確信しています。しかしながら、この新たな価値

を生み出すためには取り扱うデータの個人情報規制、また、広く

社会に広めていくためには規制の問題など多くのハードルを越

えていかなくてはなりません。その点で、NEDO は既に基礎から

臨床への橋渡し研究プロジェクト等で多くの経験があり、これら

のハードルをクリアするうえで必要な公的研究環境を提供して

もらえるものと信じております。一企業でクリアするのは非常に

難しい課題ですが、今回のプロジェクトはこれにチャレンジする

良い場であると思いますので是非、強力に推進していただきたい

と思いますし、我々も活用させていただきたいと思っておりま

す。 

医療機器等の医療産業において我が国はセンサー技術など個

別の技術では優れたものも多いですが、それらを統合した MRI、

PET などの医療機器市場は欧米企業が優位に支配しています。一

方、今回の IT 融合においては、わが国でも優れたヘルスケア領

域のデータベースが出てきており、それらの融合・解析の中から

新たなヘルスケアの価値を創出・確立するという観点ではまだ欧

米と戦えるチャンスがあると確信しており、今回のプロジェクト

が新たなヘルスケア産業領域を開拓していくことを期待してお

ります。 

 

産官学医の連携による、新たな医療、産業を創出する

ことを目的に、プロジェクトを推進して参ります。 

なお、ヒトデータ、探索的臨床研究に関しまして、ご

指摘の点は重要な観点と捉えており、基本計画の記述を

見直し、対応して参ります。 

基本計画を一部変更 

 

「関連指針の厳守 

当該研究開発の実施

にあたっては、「ヒト

ゲノム・遺伝子解析研

究に関する倫理指針」

（平成１３年 文部科

学省・厚生労働省・経

済産業省告示第１号、

平成１６年１２月２

８日全部改正、平成１

７年６月２９日一部

改正、平成２０年１２

月１日一部改正）、「臨

床研究に関する倫理

指針」（平成１６年 厚

生労働省告示第４５

９号、平成１６年１２

月２８日全部改正）、

等関連の指針を厳守

する。」を追記。 
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 [意見 12]（1 件） 

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つい

て 

医師数の不足等の医療需要に対する供給能力の制約に対応し

て，IT 融合は多様なヘルスケア産業の創出に留まらず，周辺の

健康食品産業等のサービスにも広がる可能性があり，重要なテー

マであると思います。 

特に多くのバイタルサインから得られる情報の統計的な分析

から，病気に至る前の未病の段階でケアできることは非常に重要

であると思います．統計的な分析結果から，パーソナルなヘルス

ケアモニタサービス等のサービス産業，ヘルスケア分析デバイス

産業にもつながると思います。 

ご提案の内容をはじめ、ヘルスケア分野での IT 技術の

活用による医療から健康産業に至る新たな産業エコシス

テム創出を期待して、プロジェクトを推進いたします。

特になし 

 [意見 13]（1 件） 

情報通信技術が多様な分野で利活用されることで、新たな産業

の創出に資することができる。今までは、量的拡大を図る研究開

発が主たるものであったが、今後は質的拡大を図る研究開発が必

須である。例えば、無線通信分野においては、今まで LTE などと

いった伝送速度向上が主目的となっていたが、今後は M2M や IoT

などを視野に入れた技術開発が必要となる。このような観点か

ら、情報通信技術が核となり、農商工が連携し新たな産業エコシ

ステムを創出する今回の実証・研究は高く評価できる。ただし、

本実証においてはデータが核となるため、大規模のデータ収集・

蓄積を可能とするデータベース構築技術や信号処理技術に強み

を有する組織の参加が望まれる。 

研究開発項目①のテーマ実施に当たっては、必要なデ

ータ収集・処理等を含め実証事業が的確に実施できる体

制が構築されることが重要であると考えております。 

特になし 
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 [意見 14]（1 件） 

都市交通分野について 

・モビリティの具体的内容として、 

 鉄道（地下鉄含む）、車（自動車、バス等）、人（携帯電話デー

タ）に関するデータあると都市全体を俯瞰できる。 

 

・公共空間として 

 地上部のみならず、地下街や建物内も対象にすると都市全体を

俯瞰できる。 

 

・災害時の想定として 

 病院等の救急情報も対象にすると災害計画の立案に寄与する。

・モビリティの具体的内容について 

ご指摘のとおり、都市空間内の移動体や人、さらには

モノの状態を把握・解析することで、都市空間全体の状

態を俯瞰できると考えており、これを利活用することを

研究開発の内容としては想定しております。 

 

・公共空間について 

公共（都市）空間としては、地上部や地下街、建物内

といった限定は特段ございません。 

 

・災害時の想定について 

ご提案いただいた救急情報を都市交通分野に対して適

用頂くことも可能と存じます。 

特になし 

 [意見 15]（1 件） 

ヘルスケア分野について 

・バイタル情報について 

 遺伝情報も対象にするとエビデンスに基づいた予防・診断サー

ビスが可能となる（個別化医療）。表面的なデータだけだと、同

じ処方でも効果のあるケース、ないケース、悪化するケースがあ

る。 

遺伝情報も、基本計画で「想定する人の医療・健康デ

ータ等の例」として記載している人体に係る大量の情報

に含まれると考えます。 

特になし 

 [意見 16]（2 件） 

研究開発項目として選定されている３分野における産業エコ

システムの構築は、社会のなかで取り組む価値の高い分野だと思

います。 

各分野におけるより広い範囲へのＩＴ融合の考え方の浸透を

図るために、判りやすい絵やイメージ等での図示や先進事例等の

掲載があるとより広範な浸透がされるのではないでしょうか。 

ご指摘の点も含め、今後 IT 融合の考え方の浸透を促進

するための取り組みを検討してまいります。 

特になし 
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 [意見 17]（3 件） 

ステージⅠの研究期間につきまして 

全体では平成２４年度から平成２８年度までの５年間となっ

ておりまして、ステージⅠである先導調査・基盤研究フェイズに

かけることのできる期間は、1年 6ヶ月程度しかありません。 

研究費の支給後に体制が整ってからはじめて研究を開始する

ことができること、また、フェイズ最後でまとめを作成しなけれ

ばならないということを考慮しますと実質的な研究期間は 1 年

間もないと考えられます。 

このような短期間での、内容のある先導調査は困難ではないか

と考えます。 

ステージⅠの期間を延長して頂き、2年間は最低でも研究期間

にあてるべきであると主張致します。 

ステージⅠの期間は２年以内としておりますが、ご指

摘を踏まえ、例えば季節性を考慮するために周年のデー

タ取得・耐環境性の確認の必要があるなど実施上やむを

得ない理由がある場合は、延長もあり得ることといたし

ます。 

基本計画を一部変更 

 

ステージⅠの実施期

間を「原則として２年

以内とする」と変更。 
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 [意見 18]（1 件） 

我が国の農業生産者は，生産方法などにおいて非常に保守的な

側面がある．仮に，従来型の施設構造や作型，品種などに囚われ

たまま新しい生産体系を構築するのであれば，現在の農業が抱え

ている低い生産性や労働力不足といった根本的な問題点を克服

することは困難である． 

今回のシステム開発に当たっては，従来の農業生産の延長線を

考えるのではなく，新たな技術的，社会的視点を加えた開発を進

めるべきである．例えば，展開進出が容易でかつ低コスト・高度

制御型施設により，生産者が事業レイアウトや規模を自由に拡張

できる栽培システムの開発を目指すべきである．加えて，施設の

規模を拡大した場合でも，施設内部の環境を均一にかつ，植物の

成長に合わせて調節できる技術が望ましい． 

また，規模拡大を最小限の人件費で達成するために，IT 技術

の高度利用方法を検討すべきであろう．特に，温室内の環境や植

物の生育状況について客観的視点で評価を行う監視計測システ

ムや，更には，評価された情報の生産者間における共有化を図り，

本システムをプラットフォームとして活用する生産者全体の底

上げを達成できる「情報共有・自立発展型」システムを目標とし

た研究開発を望みたい．IT 技術を活用した生産物差別化も重要

である．農産物がもっている性質・機能を評価するとともに，そ

の情報をいち早く消費者に伝え，更には消費者が求める性質・機

能を生産現場に情報としてフィードバックできるなど，消費者ニ

ーズを，単に価格や外観だけでなく，品質や更に高次元の機能性

を背景としたものとして把握し，他の商品と差別化を図ることが

できるシステムができれば，我が国の生産者は，非常に高い競争

力を備えることができるものと考える． 

ご指摘も踏まえ、本プロジェクトにおいては、農業と

他の産業の連携にIT融合のアプローチを加えることで既

存の産業の枠を超えた次世代農商工連携システムの確立

とIT融合新産業の創出に向けた取り組みを進めてまいり

ます。 

特になし 
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 [意見 19]（1 件） 

研究開発項目において、個別分野について 

 研究開発項目１の個別応用分野においては、都市交通、ヘルス

ケア、農商工連携、といった分野における産業エコシステムの創

出を、個別に実証／研究するテーマしか受け付けられないように

読み取れます。しかし、産業エコシステムといった場合、個々の

分野に縛られず、他の分野との連携・融合によって、より高度な

エコシステムが構築できる可能性があります。そこで、以下を提

案します。 

 研究開発項目１に、 

 ・「上記３分野の複数にまたがる新たな産業エコシステムの創

出に係る実証・研究」を追加する 

今回は「都市交通」、「ヘルスケア」、「農商工連携」の

３分野を対象に公募を行うこととしておりますので、応

募の際には、そのなかで最も関連が深い１つの分野を選

択していただきますようお願いいたします。 

 

特になし 

 [意見 20]（1 件） 

ヘルスケアに関しては、既存の技術と IT の融合だけでなく、

次世代の産業創出に密接に関わる「体内埋め込みデバイス」など、

最先端のデバイス技術との融合を狙った提案も推奨すべきと考

えます。 

画期的なデバイス技術とIT技術との融合にも期待いた

しますが、埋め込みデバイスに関しましては革新的であ

るがゆえに、また侵襲的であることから現時点ではそれ

自体開発途上と理解しており、データ取りに至るまで相

当の研究開発が必要と思われます。最先端のデバイス技

術との融合に関してご提案の際は、基本計画の５(4)「関

連指針の厳守」を参照いただき、適切な研究管理体制の

構築をお願いいたします。 

特になし 

 2. 評価に関する事項   
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 [意見 1]（1 件） 

事後評価の定義を明確にすべきである。ステージゲートでの評

価が芳しくなく、ステージⅠで終了となった事業については、実

証事業の成果目標に到達しておらず、評価も困難であるため、事

後評価の対象とすべきではないと考える。 

ステージⅡを実施したテーマについては、ステージⅡ

の終了後にステージⅡの事業に関する外部評価を実施し

ます。 

ステージⅠを実施した全てのテーマについては、ステ

ージⅠの終了時にステージゲートにおいて評価を実施い

たします。 

なお、基本計画４．(2)制度評価の文中にある「事後評

価」とは、本プロジェクトの意義等について制度全体の

評価をするものであり、個別テーマの評価を目的とする

ものではありません。 

基本計画を一部変更 

 

「テーマ評価として、

研究開発項目①につ

いては、ステージⅠの

終了時に外部有識者

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。

また、ステージⅡの終

了時にステージⅡの

事業に関する外部評

価を実施する。」と変

更。 

 その他   

 [意見 1]（1 件） 

研究開発項目１ーCについて 

１．研究開発の必要性 

 「消費者と生産者の距離が縮まり健康や味覚や食の安全等の消

費者の個別ニーズに生産者が応える仕組みの確立」 

とありますが、健康や味覚や食の安全等の消費者の個別ニーズに

生産者が応えるだけでなく、生産者および消費者双方が互いの位

置づけ・ニーズをより理解し合い、安心して作物を生産・購入で

きる「生産－消費のボーダーレスとなりうる仕組み」を確立する

ことが本事業の推進に向けて必要なアプローチとなるかと思い

ます。 

消費者と生産者の距離が縮まり健康や味覚や食の安全等の消

費者の個別ニーズに生産者が応えるだけでなく、個人が生産者・

消費者の位置づけ・ニーズをより理解し、安心して作物を生産・

購入できるよう、「消費者はより生産者に近い立場に立つ環境の

創出、農業において生産－ 消費のボーダーレスとなりうる仕組

みを確立する。」と加えて頂くと事業における汎用性が広がるか

と思います。 

消費者と生産者の距離を縮めていき、消費者側の理解

も深まることは重要と考えておりますが、基本計画では、

ビジネスを実施する側からの記述としております。 

ご指摘も踏まえ、本プロジェクトにおいては、農業と

他の産業の連携に IT 融合のアプローチを加えることで、

既存の産業の枠を超えた次世代農商工連携システムの確

立とIT融合新産業の創出に向けた取り組みを進めてまい

ります。 

特になし 
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 [意見 2]（1 件） 

研究開発項目②の背景の一つにハード技術の飛躍的進歩が指

摘されています。低電圧技術(注)は、コンピュータやセンサーネ

ットワークシステムの低消費電力化の切り札として飛躍的進歩

を遂げつつある技術です。これを三つの具体例（不揮発メモリ、

シリコンフォトニクス、三次元実装）と併記しても遜色ないので

はないでしょうか。 

(注) 低電圧技術：LSI (大規模集積回路）をトランジスタの閾値

電圧付近の低電圧で動作させて、消費エネルギーを飛躍的に低減

する技術。ニアスレッショルド回路技術とも言う。 

研究開発項目②の背景の部分の記述は最近のハード技

術の変化を例示したものですが、ご指摘の低電圧技術に

ついても記述いたします。 

基本計画を一部変更 

 

「・近年新規不揮発メ

モリ、シリコンフォト

ニクス、三次元実装及

び低電圧技術といっ

たハード技術の飛躍

的進化が見られてい

ること」と変更。 

 [意見 3]（1 件） 

研究開発項目②の達成目標には、「コンピュータアーキテクチ

ャ上の技術開発課題及びその課題の解決に向けたアプローチの

在り方を提示する」とありますが、コンピュータアーキテクチャ

だけでは想定する開発課題①センサーデータ制御技術の解決に

は不十分と思われます。「各種センサーネットワークシステムに

おける消費電力の低減及び簡易な実装」を解決する達成目標も設

定するべきではないでしょうか。 

 

研究開発項目②の想定される開発課題①にある各種セ

ンサーネットワークシステムにおける消費電力の低減及

び簡易な実装の、達成目標については、ハードウェア・

ソフトウェア技術を俯瞰した新たなコンピュータアーキ

テクチャ上の技術開発課題に概念的に含まれるものと考

えております。 

 

特になし 

 [意見 4]（1 件） 

研究開発項目①-b について 

想定するヘルスケアサービスの例が医療の範疇にとどまって

いる。中間目標において「医療・看護現場等での実証を想定した

要素技術～」となっている。「１．研究開発の必要性」では個人

の健康・生活情報等を活用～、統計的な解析・データベースを活

用した～ との部分の大きさと上記目標には乖離がある。目標設

定や想定する研究範囲が、医療現場の画像解析に留まっている懸

念があり、目標も医療・健康範囲を横断したサービスの提案など

に広げるべきでないか。本事業の狙いは新しい社会システムを産

業の垣根を越えて創出し、海外にも展開しようとするものであ

る。 

「研究開発の具体的内容」として「健康管理」も含め

ている等、記述としては現行の基本計画において表現で

きているという認識でおります。 

ヘルスケア分野でのIT技術の活用による医療から健康

産業に至る新たな産業エコシステム創出を期待して、プ

ロジェクトを推進いたします。 

特になし 
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 [意見 5]（1 件） 

研究開発の具体的内容で、「②環境・生体情報等を活用して、

的確かつ迅速な栽培管理（防除・施肥・灌水等）による効率的な

施設栽培を行うためのシステムの開発」、「④リアルタイム環境・

生体等モニタリング、遠隔作業指示等により栽培システムの水平

展開を実現するシステムの開発」などと、施設栽培と栽培システ

ムの表現があり植物工場のようなものをイメージできますが日

本の農業のほとんどは土地と自然の環境を活用した水田、野菜、

施設園芸、酪農、畜産などがほとんどです。農業従事者は高齢化

が進み、担い手も少なく休耕地も広がり食料自給率は低下してい

ます。「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」は非常に素晴らしい計画と考えます。 

ぜひ栽培だけでなく酪農、畜産での飼養、肥育システムなども

加えてください。2000 年、WTO 農業交渉の場に EU 委員会が「動

物福祉と農業貿易」を提案するに及んで、アニマル・ウェルフェ

ア思想は一気に国際化しています。日本が今までの酪農と畜産方

式を続けていれば輸出ができなくなる日が来ます。 

本プロジェクトの「農業」の範囲は「日本標準産業分

類」における「農業」のカテゴリーを基準としており、「酪

農」「畜産」も含まれております。基本計画にその旨記載

いたします。 

 

基本計画を一部変更 

 

「農業の範囲は「日本

標準産業分類」におけ

る「農業」のカテゴリ

ーを基準としてい

る。」を追記。 

 [意見 6]（1 件） 

研究開発項目 1-c について 

 日本における農業は、多くの割合で個人農家が支えており、現

在その高齢化が進んでいる事により農業自体の衰退が懸念され

ている。世界情勢を踏まえ、持続可能な食料生産インフラを国内

に構築するには、大規模な取り組みが可能となる法人組織のさら

なる参入が必須である。 

 法人組織が農業に参入するには、収益が見込めることが大前提

であり、それには、作物の成長条件を最適化し収量を最大にする

為の仕組み作りと共に、経費を圧縮する為のエネルギーの活用

や、製造業分野では当たり前に導入されている大規模なプラント

を適切に管理する為の植物工場用の生産管理システムの構築、さ

らには販売ルートを確保する為の大規模な流通経路を確立する

必要があり、その為の基盤作りとして、今回の実証・研究は有効

であると考える。 

ご指摘も踏まえ、本プロジェクトにおいては、農業と

他の産業の連携に IT 融合のアプローチを加えることで、

既存の産業の枠を超えた次世代農商工連携システムの確

立とIT融合新産業の創出に向けた取り組みを進めてまい

ります。 

特になし 
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 [意見 7]（2 件） 

ステージ１のビジネスモデルの F/S において、将来の利用想定

ユーザーからの評価検証はビジネスの成否に関わる重要な要素

と考えます。 

このため、実際のシステム構築前の段階から、プロトタイピン

グ等の手法も取り入れた簡易の試験サービス実施や、イラストや

ＣＧ映像などにより一般の利用者が理解しやすい形でサービス

のイメージ提示等を実施し、ユーザーからの評価を得つつ F/S

を進めることが効果的と思います。 

 上記から、P8「ステージⅠ（先導調査・基礎研究フェイズ）に

おいて取り組むこと」として、 

例えば、「ビジネスモデル構想に関する F/S においては、想定ユ

ーザーからの評価検証等を含める等、より実効性の高い事業性検

証を進めるものとする」といった記述を加えてはいかがでしょう

か。 

ご指摘の通りユーザーからの評価は重要な視点と考え

ております。ご指摘の内容を踏まえ基本計画を一部変更

いたします。 

基本計画を一部変更 

 

「なお F/S において

は、想定ユーザーから

の評価検証を含める

等、実効性の高い事業

性検証を進めること

を求める。」を追記。 
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 [意見 8]（3 件） 

研究開発項目①-C 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・研究について（P13） 

 

内容 

研究開発の具体的内容として①、②、③、④の開発テーマがあ

り、ステージⅠにおいて取り組むこととして、”要素技術の利用

可能性の評価および F/S を行う”と記載され ています。一方ス

テージⅡは実証フェーズであり事業性の実証を行うとなってい

ま す。そこでステージⅠ、ステージⅡで実施すべき内容の違い

について質問させて頂く とともに、ステージⅠとして実施すべ

き内容について提案させていただきます。 

 

質問  

ステージⅡが実証フェーズとなっていることから、ステージⅠ

では先導調査と基盤研究のみを行い、実証実験は実施しないと考

えるのでしょうか。それともステージⅡは 事業性の実証が目的

であり、要素技術の有用性を検証するための実証実験はステージ

Ⅰで実施してよいと考えるのでしょうか 

 

提案 

本プロジェクトが、次世代社会システムの構築および普及を目

指していることから、フェーズⅡの取り組みでは、事業化を前提

とした検証評価と、そのために必要な規模での実証を行うことが

必要であり、かつフェーズⅡ以降の事業化を円滑に進めるための

インキュベーション期間と位置付けることが望ましいと考えま

す。ついてはステージⅠにおいても、必要に応じ、プロトタイプ

を用いた研究・実証が行われることを受容し、そのような先行的

取り組みが行われることを、評価すべきと考えます。 

本プロジェクトの研究開発項目①においては、実証事

業はステージⅡで実施することとしております。ステー

ジⅠにおいては、ステージⅡで実施を予定しているシス

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は実施できることとしており

ます。 

特になし 
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 [意見 9]（1 件） 

公募期間の考慮について 

 本プロジェクトに大学が提案する場合、企業と一体となったコ

ンソーシアムを構成することが望ましいと考えています。特に、

企業側に負担が生じるステージ２以降を考慮すると、コンソーシ

アムに参画される各社との間で、提案に関する議論を行なうため

の十分な準備期間が必要です。公募開始から、公募締め切りまで

に、２ヶ月程度の準備期間を設けて頂くことを提案します。 

本プロジェクトにつきましては、NEDO では本年 6月上

旬に公募予告を行い、同月 6 月中旬からは基本計画案に

対するパブリックコメントを実施するなど、これまでも

関連情報の提供をしているところです。 

公募期間につきましては１ヶ月程度を予定しておりま

すので、何卒ご理解をいただきますようお願いいたしま

す。 

特になし 

 [意見 10]（1 件） 

 提案書は、いたずらに長くなるよりも、重要なポイントを的確

に記載することが重要です。 

特に今回、複数社からなるコンソーシアムを形成し、実社会との

連携を高めるため、参画企業が多数となった場合、各社に求める

書類が膨大になると、提案のとりまとめに大きな負担が生じま

す。 

そこで、参画企業については、最初の提案時には、メンバー一覧

等の簡単な情報に留め、特に主要な参画企業についてのみ記載す

れば良い形にしていただく形式を提案します。同様に、予算 

の記載についても、使途目的の記載を中心とし、大枠の分配につ

いて記載するだけで、個別企業への分配等の詳細については、記

載を求めない形式を提案します。 

提案者に過大な負担をかけることは適切ではないと考

えておりますが、他方、審査等を厳正に行うために必要

な事項については提出をしていただくこととなります。

ご理解のほどお願いいたします。 

特になし 

 

以上 


