
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

平成３０年５月１８日

ＩｏＴ推進部

IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業

公募説明会

開発委託事業：
「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／研究開発項目⑤IoT技術を活
用した新たなサプライチェーン情報共有システムの開発」
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100053.html

(※)本公募説明会資料は、公募資料の一部を構成します。
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本日のプログラム

◆ 担当者紹介

◆ プロジェクトの概要

◆ 公募内容の説明

◆ 質疑応答
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担当者紹介

ＮＥＤＯ
プロジェクトマネージャー（PM）：工藤
主担当： 藤田
副担当： 大宮

ＩｏＴ推進部



プロジェクトの規模

IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業

研究開発の目的

【拡充内容】

① 高度なデータ活用を可能とする社会インフラ運営システムの開発

火力発電や水力発電を念頭に、IoT技術の導入によるデータの収集や、AI技術を活用
した解析を行うシステムを構築し、効果の検証を行う。また、関連規制・制度のあるべ
き姿について検討を行い、将来の見直しにつなげる提言を行う。

⑤ IoT技術を活用した新たなサプライチェーン情報共有システムの開発

IoTやAI等の技術を活用し、流通システムの効率化を目指す。国内消費財サプライ
チェーンとグローバルサプライチェーンにおける貿易手続きの効率化を対象に、情報
共有システムの構築や効果検証等を実施する。

⑥ IoT技術を活用したライフデータの高度利用システムの開発

データ連係により生活上のあらゆる情報がつながり、生活の不便の解消等サービスを
提供するスマートライフ市場を創出するため、異業種間のデータ連係を促進するデー
タカタログやセキュリティ評価基準等の標準仕様の作成、及び標準仕様を導入した具
体的なケースについての効果検証を実施する。

また、IoT等を有効活用した先進的な事業モデルの発掘のために、ビジネス運営のサポートや
必要となる各種調査等を実施します。

• センサーやビッグデータ解析等の技術の進化により、現実社会で新た
な価値を生み出すIoT (Internet of Things) によるイノベーションが加速
している。急速に進化しているIoTの活用は、社会インフラの効率化や
高付加価値化にも有効。

• 本事業は、データ利活用がもたらす具体的な効果検証を行うとともに、
IoTの活用を促進するために必要な環境整備として、業界横断的な共
通仕様の整備や、規制改革に関する議論を踏まえた制度的な課題の
特定や改善に向けた提言を通じて、IoTを活用した社会システムへの
変革を促すことを目的とする。

• 事業費総額 ： 約49億円

• 実施期間 ： 平成29～30年度

研究開発の内容

成果適用のイメージ

作成：平成30年5月
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企業・分野の関係を超えたデータ連携を促進するための環境整備を実施

• 業界横断的な共通仕様の整備（標準データフォーマット、データ共有・活用のガイドライン、サイバーセキュリティの評価基準等）

• 規制・制度のあるべき姿を踏まえた見直し案の検討

• データ共有システムの構築や有用性の確認等



5

事業概要

本公募では、基本計画の別紙1に記載されている内容のうち、研究開
発項目⑤「IoT技術を活用した新たなサプライチェーン情報共有システム
の開発」を対象とします。

我が国の流通システムは、古い商習慣をベースとしたルールが残って
いること、IoTやAI等といった技術の導入が遅れていることなどにより、返
品・食品ロスの削減やリードタイムの最適化に限界があるなどのサプラ
イチェーンの無駄が社会課題として存在しています。このままでは、人手
不足の中で社会基盤である流通システムを維持することが困難となり、
国民生活や国内企業の産業競争力に悪影響を与える可能性があります。

本事業では、IoTやAI等の技術の活用により、流通システムの効率化
を実現することを目的として、RFIDを用いて個品単位の商品情報をサプ
ライチェーン全体で共有するシステムを構築し国内物流を効率化する検
討と、グローバルサプライチェーンにおける貿易手続の効率化を目指し
た貿易手続情報共有システムの構築の検討の2つのテーマを実施しま
す。
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事業期間および事業規模

■事業規模
＜テーマ１：国内消費財サプライチェーンの効率化＞
総額約2.00億円程度で１件

＜テーマ２：グローバルサプライチェーンにおける貿易手続の効率化＞
総額約1.80億円程度で１件

なお、最終的な実施内容及び委託金額については、審査の結果により提
案額から減額して委託することがあります。

■事業期間
NEDOが指定する日から平成31年3月15日まで



メーカーで電子タグを
商品に貼り付ける

工場や倉庫の出入口や道路
に設置されたゲートを通過
する度に商品の位置を特定

納品時の検品、棚卸、レ
ジ決済等の場面で商品の
動きを素早く捕捉

RFID対応の冷蔵庫やク
ローゼットで中の状況を
消費者が簡単に把握可能

【メーカー】 【小売】【物流・卸売】 【消費者】

スマート化による
情報プラットフォーム

RFIDゲート
で盗難を抑止

冷蔵庫内の食品の消費
期限をスマホで確認

配送経路・積載量の可視化によ
る共同配送。震災時にも活用

欠陥があった製品の正
確なトレーサビリティ

レジの省人化や在庫管理
の効率化による食品ロス
削減

製造情報 トラック積載情報 在庫情報 販売情報 ロス情報配送情報 消費期限情報 消費情報

電子タグが付いた商品が流通し、自動的にサプライチェーンの情報を取得

研究開発項目⑤IoT技術を活用した新たなサプライチェーン情報共有システムの開発
テーマ１ 国内消費財サプライチェーンの効率化

 商品１単位ごとに電子タグを付けてサプライチェーンのIoT化し、当該情報の取得と共有の標準化及びルール整備を
実現できれば、商品の流れを自動的に把握し、流通システムに内在するムダを特定できる。

 さらに、電波を用いた一括での商品情報の読み取りに加え、欠陥品のトレーサビリティや、きめ細やかな消費期限管理
等、RFIDを導入することによる様々な効率化・波及効果が期待できる。

 これを実現するために、メーカー、物流、卸売、小売、消費者、が個品単位の商品情報をサプライチェーン全体で共有
する情報共有システムの構築及び有効性の検証を行う。 併せて、RFIDの標準データフォーマット案や情報共有にあ
たってのルール案の策定を行う。
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詳しくは、公募要領p.1-2をご参照ください
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テーマ１ 提案にあたっての条件

• ソースタギングを前提とし、RFIDのコスト負担や貼付の業務負荷等の社会実装にあたって
解決しなければならない論点等を考慮の上で、メーカー、中間流通、小売、消費者それぞ
れがメリットを享受できる仕組みを検討の上、提案するものとします。
（本公募におけるソースタギングには、メーカーからの依頼により、中間流通業者がRFIDを
貼り付けるケースも含まれるものとします）

• 平成29年度にＮＥＤＯが実施した先導研究事業「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整
備事業／IoTの社会実装推進に向けて解決すべき新規課題に関するシステムの開発」の
「電子タグを用いたサプライチェーンの情報共有システムの構築に関する研究開発」にお

いて抽出された、以下の課題を踏まえて提案を行うものとします。

• 情報共有システムにおけるセキュリティ対策

• データの権限付与
• データの著作権

• カメラ画像解析、キャッシュレス決済、電子レシート等、様々なテクノロジーとの連携も考慮

の上で、検討を行うものとします。

開発：公募要領p.2
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 「物流」は産業活動の血管であり、それを支える貿易手続は、我が国と世界各国を結ぶグローバルサプライチェーンの要。

我が国の競争力を左右する重要な要素。

 我が国の貿易手続きは、企業間やりとりがメールや紙媒体で行うことが多く、海外諸国に比べて、時間及びコストを要し

ている。また、複数の関係者によるやりとりの結果、輸出者が自らの貨物のステータスを把握出来ていない。

 貿易手続業務に関わる事業者の生産性向上と輸出リードタイム短縮に向けて、電子化対応ができていない事業者を

含む一連の関係者間で、貨物や手続き等に関する正確なデータを、セキュリティが担保された形で共有できるデータ連

携システム（貿易情報プラットフォーム）を構築し、特定の港湾で実証と効果検証を行う。

研究開発項目⑤IoT技術を活用した新たなサプライチェーン情報共有システムの開発
テーマ２ グローバルサプライチェーンにおける貿易手続効率化

【港湾における貿易情報プラットフォーム】

詳しくは、公募要領p.2-3をご参照ください
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行政手続きではNACCSにより電子化が進んでいるのに対し、民間手続の一部が電子化できておらず、手続きの

過程でデータ入力や確認作業が発生しているため、一連の手続きで最後まで正確にデータ連携できていない。

（参考）港湾貿易の電子化の現状

主な貿易手続の流れ（例）

輸出者

ﾌｫﾜｰﾀﾞｰ

陸運業者 ﾀｰﾐﾅﾙ
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

通関業者

NACCS

税関

船会社

輸入者

⑨船積書類

⑫通関許可

①売買契約

…

輸出側 輸入側

⑱船積通知

・貨物のステータスが
見えない

・データが活用されない
・B/L確認作業が発生

・通関申告のための入力/
確認作業が発生

・通関状況のステータス
が把握できない

NACCSへの
入力作業が発生

貨物のデータ/手
続が正しく

税関

貨物データの不備や手続が正しく行われていない、
もしくは、貨物ステータスがわからないために、
港湾での渋滞につながっている。

B/L：Bill of Lading
D/R：Dock Receipt

・データ不備のリスクが高い
・マニフェスト送信のための
確認/入力作業が発生
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テーマ２ 提案にあたっての条件

提案書には、将来の社会実装に向けた具体的な計画を記載するものとします。
提案書に記載する研究体制には、再委託や共同実施に加えて、協力者として実証
に参加する場合についても、氏名・名称を記載するものとします。また、協力者の参
加に係る調整状況についても記載するものとします。

なお、本事業 テーマ2：グローバルサプライチェーンにおける貿易手続の効率化の
実施にあたっては、別途ＮＥＤＯが公募する調査事業でデータの標準化や共有ルー
ルについて検討するために、開発したシステムやデータ連携の仕様、実証結果など
の情報提供を行うものとします。

開発：公募要領p.3
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応募要件①

応募資格のある法人は、次の(1)～(8)までの条件、「基本計画」及び「平
成30年度実施方針」に示された条件を満たす、単独又は複数で受託を希
望する企業等。

（１）当該技術又は関連技術の開発の実績を有し、かつ、当該プロジェクト
の目標達成及び計画遂行に必要となる組織、人員等を有していること。

（２）委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤があり、かつ、資金
及び設備等の十分な管理能力を有していること。

（３）ＮＥＤＯがプロジェクトを推進する上で必要となる措置を委託契約に基
づき適切に遂行できる体制を有していること。

（４）企業等が単独でプロジェクトに応募する場合は、当該プロジェクト成果
の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有している
こと。

開発：公募要領p.4
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応募要件②

（５）研究組合、公益法人等が代表して応募する場合は、参画する各企業
等が当該プロジェクト成果の実用化・事業化計画の立案とその実現につい
て十分な能力を有するとともに、応募する研究組合等とそこに参画する企
業等の責任と役割が明確化されていること。

（６）当該プロジェクトの全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する
場合は、各企業等が当該プロジェクト成果の実用化・事業化計画の立案と
その実現について十分な能力を有しており、各企業等間の責任と役割が明
確化されていること。

（７）本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国
外の企業等（大学、研究機関を含む）の特別な研究開発能力、研究施設等
の活用又は国際標準獲得の観点から国外企業等との連携が必要な場合
は、国外企業等との連携により実施することができる。

（８）応募提案は、本プロジェクトの成果を着実に社会実装し、普及させるた
めの方策が検討された内容となっているものとします。

開発：公募要領p.4
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提出期限及び提出先

公募要領に従って委託事業の提案書を作成し、以下の提出期限までに郵送又は持参に
てご提出ください。FAX又は電子メールによる提出は受け付けません。（公募期間：平成30
年5月15日（火）から平成30年6月13日（水））

(1)提出期限： 平成30年6月13日（水）正午必着

※応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場合は、
ホームページにてお知らせいたします。

なお、メール配信サービスにご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載された最新の公
募情報に関するお知らせを随時メールにてお送りいたします。ぜひご登録いただき、ご活
用ください。 http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html

(2)提出先： 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

IoT推進部 藤田、大宮、工藤 宛

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー19階

※郵送の場合は封筒に『「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業」に係る提案書在中』と朱書きのこと。

※持参の場合はミューザ川崎16階の「総合案内」の受付の指示に従うこと。

※e-Rad上の登録が期限に間に合わない場合、必ず事前にNEDO担当部に相談すること。

開発：公募要領p.4

http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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応募に際し、併せてe-Rad へ応募内容提案書を申請するこ
とが必要です。連名の場合には、代表して一法人から登録
を行ってください。詳細は、e-Rad ポータルサイトをご確認く
ださい。

事前登録に２週間程度必要です。早めの登録をお願いしま
す

※e-Radによる申請手続きを行わないと
本事業への申請ができませんので、充分留意してくださ

い

e-Radポータルサイト ＜http://www.e-rad.go.jp/＞

e-Rad申請手続き 開発：公募要領p.5
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秘密の保持

提案書は本研究開発の実施者選定にのみ用い、ＮＥＤＯで厳重
に管理します。

取得した個人情報は研究開発の実施体制の審査に利用しますが、
特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用するこ
とがあります。御提供いただいた個人情報は、上記の目的以外で
利用することはありません。（法令等により提供を求められた場合
を除きます。）

なお、e-Radに登録された各情報（プロジェクト名、応募件名、研
究者名、所属研究機関名、予算額及び実施期間）及びこれらを集
約した情報は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
法律」（平成13年法律第140号）第5条第1号イに定める「公にするこ
とが予定されている情報」として取り扱われます。

開発：公募要領p.5
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a.採択審査の基準

i. 提案内容が基本計画の目的、目標に合致しているか
ii. 提案された方法に新規性があり、技術的に優れているか
iii. 共同提案の場合、各者の提案が相互補完的であるか
iv. 提案内容・計画は実現可能か
v. 応募者は本プロジェクトを遂行するための高い能力を有するか
vi. 応募者が本プロジェクトを行うことにより国民生活や経済社会への

波及効果は期待できるか
vii. 総合評価

審査基準①

審査は、外部有識者による採択審査委員会とNEDO内の契約・助成審査
委員会の二段階で審査します。

開発：公募要領p.6
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審査基準②

b.契約・助成審査委員会の選考基準

i.委託業務に関する提案書の内容が次の各号に適合していること。
1.開発等の目標がNEDOの意図と合致していること。
2.開発等の方法、内容等が優れていること。
3.開発等の経済性が優れていること。

ii.当該開発等における委託予定先の遂行能力が次の各号に適合していること。
1.関連分野の開発等に関する実績を有すること。
2.当該開発等の行う体制が整っていること。
3.当該開発等に必要な設備を有していること。
4.経営基盤が確立していること。
5.当該開発等に必要な研究者等を有していること。
6.委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。

なお、委託予定先の選考に当たってNEDOは、以下の点を考慮します。
①優れた部分提案者の開発等体制への組み込みに関すること。
②各開発等の開発等分担及び委託金額の適正化に関すること。
③競争的な開発等体制の整備に関すること。
④一般社団法人若しくは一般財団法人又は技術研究組合等を活用する場合における
役割の明確化に関すること。

開発：公募要領p.6-7
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■契約
新規に業務委託契約を締結するときは、最新の業務委託契約約款を適用します。ま
た、委託業務の事務処理は、NEDOが提示する事務処理マニュアルに基づき実施して
いただきます。
（NEDOホームページ：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html）

■研究開発独立行政法人（国立研究開発法人）から民間企業への再委託
研究開発独立行政法人（国立研究開発法人）から民間企業への再委託又は共同実
施（再委託先又は共同実施先へ資金の流れがないものを除く）は、原則認めておりま
せん。

■NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票の記入
過去に実施したNEDOの研究開発プロジェクトの成果について調査票に記載していた
だきます。詳細は別添5を御覧ください。なお、本調査は採択審査に活用しますので、
必ず御提出をお願いいたします。

■追跡調査・評価
研究開発終了後、本研究成果についての追跡調査・評価に御協力いただく場合があ
ります。追跡調査・評価については、添付の参考資料1「追跡調査・評価の概要」を御
覧ください。

■知財マネジメント
本プロジェクトは、NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針第4版を適用
します。詳細は、別添６を御覧ください。

留意事項① 開発：公募要領p.7-12

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
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■データマネジメント
本プロジェクトは、ＮＥＤＯプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針を

適用します。詳細は、別添7を御覧ください。

■安全保障貿易管理（海外への技術漏洩への対処）
我が国では、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）（以下「外為法」と

いう。）に基づき輸出規制※が行われています。したがって、外為法で規制されている
貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受
ける必要があります。関係法令・指針等に違反し、事業を実施した場合には、事業費
の交付決定を取り消すことがあります。安全保障貿易管理の詳細については、下記を
ご覧ください。

・ 経済産業省：安全保障貿易管理

（全般） http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

（Q&A） http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html

・ 経済産業省：安全保障貿易ハンドブック

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf

・ 一般財団法人安全保障貿易センター http://www.cistec.or.jp/

・ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf

留意事項② 開発：公募要領p.7-12
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公募関連資料

◆ 基本計画
◆ 平成30年度実施方針
◆ 公募要領
◆ 提案書の様式

－別添1：提案書作成上の注意、表紙、要約版、本文

－別添2：研究開発成果の事業化計画書

－別添3：研究開発責任者研究経歴書及び主要研究員研究経歴書の記入について

－別添4：ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入について

－別添5：提案書類受理票

－別添6：本プロジェクトにおける知財マネジメント基本方針

－別添7：本プロジェクトにおけるデータマネジメント基本方針

－別添8：契約に係る情報の公表について

◆ 参考資料1：追跡調査・評価の概要

(※)約款、マニュアル等については以下をご確認ください。
契約約款：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
委託事業に係るマニュアル等：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
各種マニュアル等：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html
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提出書類

□提案書 ６部 （正１部 副５部）
※提案書は以下の別添1～5を指す。

□別添1 提案書の表紙、要約版、本文
□別添2 「研究開発成果の事業化計画書」
□別添3 「研究開発責任者研究経歴書及び主要研究員研究経

歴書」
□別添4 「ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票」

□別添5 「提案書類受理票」 1部
□会社案内（又はこれに準ずるもの） 1部
□最近の営業報告書（３年分）：大学の場合は財務諸表等 1部
□e-Rad 公募内容提案書 1部

契約、検査、事務処理関連の各種マニュアル：
ＮＥＤＯホームページを参照（http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html）

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html
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スケジュール

平成30 年

5月15日 ： 公募開始

5月18日 ： 公募説明会（会場：NEDO 20F 2001会議室）

6月13日12時（正午）まで： 委託事業 公募締め切り

6月下旬（予定）： 採択審査委員会

（外部有識者による審査）

必要に応じてヒアリング実施、追加資料提出の依頼をします。

6月下旬（予定）： 契約・助成審査委員会

7月上旬（予定）： 委託先決定

7月中旬（予定）： 公表（プレスリリース）

9月下旬（予定）： 契約・交付決定

原則として再委託先等との契約はNEDOと委託先との

契約締結日以降にお願いします。

開発：公募要領p.7
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■問合せ先

本事業の内容及び契約に関する質問等は公募説明会で受け付
けます。
それ以降の問合せは、6月13日(水) 12時（正午）までに、

iotd@ml.nedo.go.jp へお願いします。特定の時期に問い合わせが
集中した場合、対応に時間を要する場合がありますので、予めご
了承ください。

※ 審査の経過等に関する問合せには応じられません。

以上

問合せ先


