
平成30年 7月27日（金）

IoT推進部

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）
IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ公募説明会

◆ 冒頭挨拶、 担当者紹介
◆ プロジェクトの概要
◆ 公募について

✔ 公募要領
✔ 提案書等作成方法の説明
✔ 知財の運営・管理
✔ e-Radの申請手続

◆ 質疑応答
◆ その他連絡事項

－本日のプログラム－
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冒頭挨拶、担当者紹介

内閣府

ＮＥＤＯ

後藤 厚宏 プログラム ディレクター

政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
ＳＩＰ IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ 担当

IoT推進部

戦略センター 標準化・知財戦略ユニット

政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付

近藤 参事官、 岡崎 政策調査員

椎名主査

安庭統括調査員、遠藤主査、小島主査、山形主査、千代延専門調査員



＜実施体制＞
○課題ごとにPD（プログラムディレクター）
を選定。
○PDは関係府省の縦割りを打破し、府省を横
断する視点からプログラムを推進。このため
にＰＤが議長となり、関係府省等が参加する
推進委員会を設置。
○ガバニングボード（構成員：総合科学技術・
イノベーション会議有識者議員）を随時開催
し、全課題に対する評価・助言を行う。

＜SIP第２期の予算＞
○平成29年度補正予算として「科学技術イノ
ベーション創造推進費」を
325億円計上。

ＰＤ（プログラムディレクター）
（内閣府に課題ごとに置く）

ＰＤ（プログラムディレクター）
（内閣府に課題ごとに置く）

総合科学技術・イノベーション会議

ガバニングボード（有識者議員）

課題ごとに以下の体制を整備

推進委員会
ＰＤ（議長）、関係府省、専門家、
管理法人、内閣府（事務局）

推進委員会
ＰＤ（議長）、関係府省、専門家、
管理法人、内閣府（事務局）

関係府省研究機関、大学、民間企業 等関係府省研究機関、大学、民間企業 等

内閣府の支援体制を
拡充

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の概要

プログラム統括（H30年度新設）

＜SIPの特徴＞

○総合科学技術・イノベーション会議が、社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力に

とって重要な課題及び予算をトップダウンで決定。

○府省連携による分野横断的な取組を産学官連携で推進。

○基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進。
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フィジカル空間デジタルデータ処理基盤
佐相 秀幸 （株）富士通研究所 シニアフェロー

本分野における国際競争力を維持・強化するため、高機能センシング、高効率な

データ処理及びサイバー側との高度な連携を実現可能とする世界最先端の基盤

技術を開発し、社会実装する。

自動運転（システムとサービスの拡張）
葛巻 清吾 トヨタ自動車（株） 先進技術開発カンパニー 常務理事
自動運転に係る激しい国際競争の中で世界に伍していくため、自動車メーカーの

協調領域となる世界最先端のコア技術（信号・プローブ情報をはじめとする道路

交通情報の収集・配信などに関する技術等）を確立し、一般道で自動走行レベル

３を実現するための基盤を構築し、社会実装する。

光・量子を活用したSociety5.0実現化技術
西田 直人 （株）東芝 特別嘱託

Society5.0を実現する上での極めて重要な基盤技術であり、我が国が強みを有す

る光・量子技術の国際競争力上の優位をさらに向上させるため、光・量子技術を

活用した世界最先端の加工（レーザー加工等）、情報処理（光電子情報処理）、通

信（量子暗号）の開発を行い、社会実装する。

脱炭素社会実現のためのエネルギーシステム
柏木 孝夫 東京工業大学 特命教授・名誉教授

先進エネルギー国際研究センター長

脱炭素社会実現のための世界最先端の重要基盤技術（炭素循環、創エネ・省エ

ネ、エネルギーネットワーク、高効率ワイヤレス送電技術等）を開発し、社会実装

する。

スマート物流サービス
田中 従雅 ヤマトホールディングス（株） 執行役員 IT戦略担当

サプライチェーン全体の生産性を飛躍的に向上させ、世界に伍していくため、生

産、流通、販売、消費までに取り扱われるデータを一気通貫で利活用し、最適化

された生産・物流システムを構築するとともに、社会実装する。

IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ
後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学 学長

セキュアな Society5.0 の実現に向けて、様々なIoT機器を守り、社会全体の安

全・安心を確立するため、中小企業を含むサプライチェーン全体を守ることに活

用できる世界最先端の『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤』を開発する

とともに、米欧各国等との連携を強化し、国際標準化、社会実装を進める。

統合型材料開発システムによるマテリアル革命
岸 輝雄 東京大学 名誉教授 新構造材料技術研究組合 理事長

国立研究開発法人 物質・材料研究機構名誉顧問

我が国の材料開発分野での強みを維持・発展させるため、材料開発コストの大

幅低減、開発期間の大幅短縮を目指し、世界最先端の逆問題マテリアルズイン

テグレーション（性能希望から最適材料・プロセス・構造を予測）を実現・社会実装

し、超高性能材料の開発につなげるともに信頼性評価技術を確立する。

スマートバイオ産業・農業基盤技術
小林 憲明 キリン（株） 取締役常務執行役員

キリンホールディングス（株） 常務執行役員

国際競争がさらに激化することが予想される本分野において世界に伍していくた

め、ビッグデータを用いたゲノム編集等生物機能を高次に活用した革新的バイオ

素材、高機能製品の開発、スマートフードシステム、スマート農業等に係る世界

最先端の基盤技術開発と社会実装を行う。

AIホスピタルによる高度診断・治療システム
中村 祐輔 公益財団法人がん研究会 プレシジョン医療研究センター所長

ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ技術を用いた『ＡＩホスピタルシステム』を開発・構築するこ

とにより、高度で先進的な医療サービスの提供と、病院における効率化（医師や

看護師の抜本的負担軽減）を実現し、社会実装する。

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第２期の課題、PD

国家レジリエンス（防災・減災）の強化
堀 宗朗 東京大学 地震研究所 巨大地震津波災害予測センター

教授・センター長

国家全体の災害被害を最小化するため、衛星、AI、ビッグデータを活用し、避難

誘導システム、地方自治体、住民が利活用できる災害情報共有・支援システムの

構築等を行い、社会実装する。

ビッグデータ・ＡＩを活用したサイバー空間基盤技術
安西 祐一郎 慶應義塾 学事顧問 同大学名誉教授

本分野における国際競争力を維持・強化するため、世界最先端の、実空間にお

ける言語情報と非言語情報の融合によるヒューマン・インタラクション技術（感性・

認知技術開発等）、データ連携基盤、AI間連携を確立し、社会実装する。

革新的深海資源調査技術
石井 正一 石油資源開発（株） 顧問
我が国の排他的経済水域内にある豊富な海洋鉱物資源の活用を目指し、我が

国の海洋資源探査技術を更に強化・発展させ、本分野における生産性を抜本的

に向上させるため、水深2000ｍ以深の海洋資源調査技術を世界に先駆けて確

立・実証するとともに、社会実装する。
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IoT社会に対応した
サイバー・フィジカル・セキュリティ

『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤』の研究開発



IoTリスクとサプライチェーンリスク

IoTリスク：サイバー攻撃の脅威

が、あらゆる産業活動に潜む

世界のサイバー犯罪による経済損失

は6,000億米ドル（世界のGDPの0.8%

相当⇒日本では約３兆円）

IoTによるフィジカルとサイバーの

融合により、サイバー攻撃がフィジ

カル空間まで到達し、経済損失がさ

らに拡大するリスク

サプライチェーンリスク：セキュリ

ティ確保が調達要件になる動き

米国：サイバーセキュリティフレームワーク

v1.1に、『サイバーサプライチェーンリスク

マネジメント』を明記。

防衛調達の全参加企業にセキュリティ対策

（SP800-171の遵守）を義務化

欧州：ネットワークに繋がる機器の認証フ

レームの導入検討。

EUの顧客データに新たな義務（GDPR）2018

年から



Society 5.0＝サイバー・フィジカル高度融合システムの課題

物流
部品ベンダ

部品ベンダ

ファームウェア

ソフトウェア

フリーウェア

ソフトウェア

ハードウェア

多数のIoT機器が
連携して構成

コネクテッドカー

産業

電力産業

IoTシステム

分析 サービス

デ
ー
タ

制
御

サービス

製品ベンダ

攻撃

攻撃

攻撃

攻撃

製造 流通 構築 運用

バック
ドア

IoTシステム・サービス提供サプライチェーン

フィジカルとサイバーの融合
↓ 大量のデータの流通・連携

⇒ データ管理の重要性が増大複雑につながるサプライチェーン
⇒ 影響範囲が拡大

フィジカルとサイバーの融合 ⇒
• サイバー攻撃がフィジカル空間まで到達
• フィジカルから侵入しサイバー空間への攻撃も
• フィジカルとサイバーの間の情報伝達への攻撃

サイバー空間

フィジカル空間

IoTシステム・サービス

IoTシステム



『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤』研究開発の重要性
（All Japanで取組み意義）

Society5.0の実現によりもたらされる価値創出

約90兆円(2025年）を支える（サイバー犯罪による経済損失の回避）

複数の産業分野に跨るIoTシステム・サービス

とサプライチェーンのセキュリティ確保

⇒『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤』を確立

製品・サービスのセキュリティ品質向上とコ

ストの削減と、国際競争力強化に貢献

製造業等が国際調達に参入する機会を確保

産構審新産業構造部会「新産業構造ビジョン」(H29.5) 
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/017_05_00.pdf

海外展開には国内で産業分野間で連携した取組みが重要



『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤』研究開発

信頼のチェーン
サプライチェーンの構成要素（人、
組織、製品、システム、サービス、

サプライチェーンを構成するプロ
シージャの信頼の証明を実現し、
それを起点とする信頼チェーンを
サプライチェーンの構成要素（人、
組織、製品、システム、サービス、
データ等）で構成

信頼の基点をIoTシステムの構
成要素に実装。それを起点とす
る信頼チェーンを多数のIoT機
器、ネットワーク、クラウド等
で構成

サプライチェーンの
セキュリティ確保

IoTシステム・サービス
のセキュリティ確保

信頼の創
出・証明

信頼
チェーン
の検証・
維持

信頼
チェーン
の構築・
流通

実証実験（製造・流通・ビル等）・ 国内制度設計と連携

社 会 実 装



研究開発の取組み内容（１）

信頼の
チェーン

信頼の創
出・証明

信頼チェー
ンの検証・
維持

信頼チェー
ンの構築・
流通

• 信頼の創出：信頼の基点の埋め込みと保護
• 信頼の証明：システムの構成要素の真贋判
定と構成するプロシージャの適格性保証

• 目標：多種・大量の小型IoT機器にコスト性
能面で適用可能

目標：中小企業を含む大規模サプライチェーンが多数重
層構造となるスケール（構成組織数が１万以上）に対応

• 構築：信頼チェーンを構築す
るプロトコル（トラストリス
トの登録・更新、参照）技術、
と調達システム連携

• 流通：広域分散型の信頼
チェーンで流通する情報の
データセキュリティ確保

• 検証：信頼チェーンとして
正常に運用できていること
を検証する技術

• 維持：信頼チェーンの異常
検知・対処技術



研究開発の取組み内容（２）

フィジカル空間

B.信頼チェーンの構築・流通A.信頼の創出・証明

多様なIoTシステム･サービスやサプ
ライチェーン全体のセキュリティ確
保に必要な信頼の創出・証明技術

C.信頼チェーンの検証・維持

信頼チェーンを構築し、必要な情報
をセキュアに流通させる技術

信頼チェーンが安全に運用されている
ことを検証し、維持することを可能にす

る技術

物流部品ベンダ

部品ベンダ

ファームウェア

サイバー空間
ソフトウェア

フリーウェア
ソフトウェア

ハードウェア 多数のIoT機器が
連携して構成

コネクテッドカー

産業

電力産業

IoTシステム
データ流通

分析

保守事業者
MSS

プロシージャ
保証

信頼チェーン
構築 信頼チェー

ン検証

解析

対処

真贋判定
インシデント
検知ＯＥＭ

サービ
ス

制
御

確認等を
行う機関

脆弱性・インシデント
・脅威情報

信頼（トラスト）リスト
原本情報

サービス

信頼の基
点

サービス
オペレータ

デ
ー
タ



出口指向の研究推進

実フィールドを持つ事業者と連携した技術

開発

本プロジェクトの当初から、

実フィールドを持ち、課題認

識のある分野の事業者やベン

ダーと密に連携した体制

製造・流通・ビル分野

等での実証

（2020年目途）製造・流通・ビ

ル分野等でのIoTシステムとサ

プライチェーンにおいて社会実

装を目指した実証実験に順次着

手

（2022年目途）プロトコル、Ｄ

Ｂフォーマット、判定基準など

について、海外動向とすり合わ

せと国内制度設計と連携

幅広い産業分野へ拡大

（本格的社会実装）
企業のトラストリストおよび

業界毎の構成部品トラストリ

ストを構築と、参画企業によ

る主体的な製品化・事業化に

より、さらに幅広い産業分野

でのIoTシステムと、中小企

業をふくめたサプライチェー

ンの社会実装の促進

2018年 2020年 2022年

府省庁による制度設計

海外動向の調査



出口指向の取組み

•効果測定：実証実験において実用性や実効性の効果測定調査

•海外発信：国際シンポジウムの開催

• SIPの課題間、他国プロ等との連携

実証実験から社会実装へ

•参画企業による事業化（製品化）と各産業分野へ導入推進

•共用検証センター（自主評価用）等の立上げ

技術成果の継続性・発展性の確保

•技術動向および政策動向調査

•関連府省庁の規制・制度改革等における施策連携

•国際連携：米国NIST, 欧州ENISA等へ積極的な提言

普及のための方策



『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤』研究開発の目標

•社会全体の安全・安心を確立し、Society5.0がもたら

す約90兆円の価値創出を支える

社会面の

目標

•幅広い産業分野の国際競争力を高める(輸出主体の製
造業の参入機会の確保)

• 2030年までにサプライチェーン対策が求められる中

小企業の50%に成果導入

産業面の

目標

•各産業分野のセキュリティポリシーの策定活動と連携

•産業界の個別ニーズに応じた制度整備に貢献する

制度面の

目標

•国内に加え、海外の要件にも適用できるかの検証を行

い、世界に対する優位性を確認する

グローバル

ベンチマー

ク



実施体制

研究開発の成果を主体的に実用化・事業化できる企業を中心に、先進技術を有する大学やベン
チャーを含む産学連携のプロジェクト実施体制を構築。



「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」 工程表

研究開発
項目

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 出口戦略

・技術の効果測定と成果の海
外発信、標準化提案

・参画企業による事業化、共
同検証センター等の立上げ

・事業性の効果測定と成果の
海外発信、標準化提案

・制度設計との連携

・海外動向とのすり合わせ

・参画企業による事業化
（IoT-MSS*等）

・制度設計との連携

・海外動向とのすり合わせ

・サプライチェーン全体のセ
キュリティ確保を実施可能
な体制を構築

・SIP課題間連携

*MSS: マネージドセキュリティサービス

(A) 「信頼の創出・証明」技術の研究開発

(B) 「信頼チェーンの構築・流通」技術の研究開発

• 関連技術調査
• 概念設計

• 技術開発検証

• 基本方式設計
• PoC構築

• システム試作
• 実証実験

• 標準化と海外発信

• 連携型実証実験
• 事業性評価

• 関連技術調査
• プロファイル策定

• 技術開発検証

• 信頼チェーン構築
と情報流通の要
件定義と検証

• 信頼チェーン試作
• 実証実験と評価

• 標準化と海外発信
TRL1～3

TRL7TRL5

(C) 「信頼チェーンの検証・維持」技術の研究開発

• 連携型実証実験
• 事業性評価

• 関連技術調査
• 概念設計

• 技術開発検証

• 基本方式設計
• PoC構築

• サービス試作
• 実証実験と評価

• 標準化と海外発信

• 連携型実証実験
• 事業性評価

TRL1～3
TRL6TRL4～5

実証実験等
（A,B,Cの各テーマ毎、およ
びテーマを横断して実施）

• 府省庁による制度設計

・普及活動 ・提言活動 ・海外動向との摺合わせ

• 実証実験に向けた体制検討／構築
• 関連機関と一体での

実証実験
• 製造・流通・ビル分野等での実証実験

TRL1～3
TRL6TRL4 ～5

(D) 「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤」に関わる動向調査

• 実現性検証
• プロト開発

• 実現性検証

• 信頼チェーンのプ
ロト開発

• 実現性検証

• 検証維持システ
ムのプロト開発

（2019年度以降は、研究開発の全体状況に応じて実施）• 動向調査



Society5.0に向けた取組みとしての位置づけ

Society 5.0として実現を目指す様々なサービス・システムのサイバーセキュリティを確保する

●規制・制度改革の推進と社会的受容の醸成
●知的財産戦略と国際標準化の推進

●能力開発・人材育成の推進

データベースデータベース

新たな
サービス

エネルギー
バリューチェー

ン

ものづくり
システム

スマート
生産システ

ム

スマート・フード
チェーンシステ

ム

統合型
材料開発
システム

おもてな
し

システム

地域包括
ケアシステム防災・減災

システム

地理系 環境系
ｻｲﾊﾞｰ

ｾｷｭﾘﾃｨ系

医療系 材料系

インフラ
維持管理システ

ム

地球環境情報
プラットフォーム

システムシステム

高度道路
交通システ

ム

基盤技術
AI、IoT、ビッグデータ処理技術

サイバーセキュリティ等

「サイバーフィジカルセキュリ
ティ対策基盤」 により、

Society5.0サービス・システ
ムのライフサイクル全体のサ

イバーセキュリティを確保

構築・活用するデータベース
サプライチェーンのトラスト

リスト
真贋判定用の原本情報
脆弱性情報・インシデント

情報・脅威情報 等
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公募関連資料
◆ 科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針

◆ 戦略的イノベーション創造プログラム運用指針

◆ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第2期（平成29年度補正予算措置分）の実施方針

◆ 研究開発計画

◆ 公募要領
◆ 別添1：提案書の様式

◆ 別添2：研究開発成果の事業化計画書

◆ 別添3：研究開発責任者候補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：SIPに関する特別約款

◆ 別添8：データマネジメント基本方針

◆ 別添9：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

◆ 参考資料2：知財運営委員会運営規則例

◆ 参考資料3：知財合意書作成例
標準約款、各種マニュアル等：ＮＥＤＯホームページを参照（http://www.nedo.go.jp/ ）



公募要領



20

■SIP「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」
の事業目的

公募要領（目的、期間）

本事業では、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムによって
実現するSociety 5.0において、世界で最も安全な社会基盤『サイバー・フィジカル・セ
キュリティ対策基盤』により、Society 5.0サービス・システムのライフサイクル全体のサ
イバーセキュリティを確保することを目的とします。

■研究開発期間

事業全体として、2018年度から2022年度の5年程度（予定）

※ なお各研究開発項目における研究開発テーマに対しては毎年度評価を行い、研究計画内容
の調整等を行います。評価結果によっては、研究開発テーマの見直し（早期終了・中止を含む）
や研究開発テーマ間の調整等を行う場合があります。
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公募単位

例1. (A1)、(B2)、(D)に応募頂く場合
(A1)、（B2）、(D) 毎に 提案書と提案書の電子媒体を提出。ただし、（D）に別添2は不要。
添付資料は共通分は1部のみで可。ただし、提案毎に体制が異なる場合には、添付資料も必要
分用意のこと。

例2. (A2)に応募頂く場合
提案内容についての 提案書と提案書の電子媒体、添付資料を提出。

例3. (A2)の一部に応募頂く場合
提案内容についての 提案書と提案書の電子媒体、添付資料を提出。

※例3のように、部分提案も可能です。ただし、A～Cが一体となって運用されることを目標とする
ため、他との連携が取れないと判断される提案の評価は低くなる可能性があります。例えば、
（A2）の部分提案を頂く場合には、（A2）内での連携をどのように取るかという点も含めて提案書に
記載下さい。

研究開発項目(A1)～(A3)、(B1)～(B2)、(C1)～(C2)、（D）への提案を公募します。（複数の研
究開発項目への応募も可能ですが、提案書等は、研究開発項目毎に作成してください。）
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公募要領（応募資格）

応募資格のある法人は、次の(1)～(7)までの条件、「研究開発計画」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とします。

（１）当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研究計画

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、当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・

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。

（５）技術研究組合、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の

研究開発成果の実用化・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、

応募する技術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

当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・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部分を、国外企業等との連携により実施することができる。
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ⅰ.事業者評価
•事業者としての技術、財務、事務管理、その他事業遂行に
必要な能力があるか

•共同提案の場合は、各者の提案が相互補完的であるか

ⅱ.実用化、事業化評価
•当該事業の新規性、市場創出効果、社会的目標への有効性、
実用化、企業化計画の妥当性等（予備的調査を除く）

ⅲ.技術評価
•「研究開発計画」で定める目標との整合性、研究計画の優位性、
新規性、事業計画の妥当性（技術的可能性、計画、中間目標の
妥当性等）、産業界への波及効果等を技術的観点から

公募要領（採択審査基準）

審査は、PD及び外部有識者で構成される事前審査委員により
事前に行われる「採択審査委員会」で行います。 また、必要に応じて
提案者に対するヒアリング等を実施します。
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公募要領（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。



25

■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。

■知財マネジメント
本プロジェクトは、本プロジェクトにおける知財マネジメント基本方針を適用します。詳細は、別

添6及び別添7を御覧ください。

■データマネジメント
本プロジェクトは、データマネジメント基本方針のうち【委託者指定データを指定しない場合】を

適用します。詳細は、別添8を御覧ください。

■研究開発独立行政法人から民間企業への再委託
研究開発独立行政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。

公募要領（留意事項）
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スケジュール

公募開始 ： 7月23日（月）

公募期間 ： 7月23日（月）～9月3日（月）

公募説明会 ： 7月27日(金)  霞ヶ関会場

審査期間 ： 9月初旬～10月初旬 （予定）

ヒアリング予定 ： 9月28日（金）

委託先決定 ： 10月初旬（予定）

契約 ： 11月下旬（予定）
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提案書等作成方法
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提出書類

□提案書 13部 （正1部 副12部）
※提案書は以下の別添1～3を指す。

□別添1 「提案書」 （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」 （（D）を除く）
□別添3 「研究開発責任者候補及び主要研究員研究経歴書」

□別添1、2の電子媒体（CD-R、DVD等） 1部

□別添4 「ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票」 1部
□別添5 「提案書類受理票」 1部
□会社・大学案内 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

各種マニュアル：ＮＥＤＯホームページを参照（http://www.nedo.go.jp/ ）
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提案書等（別添１：提案書の様式）

■別添１：提案書の様式
「表紙」、「要約版」、「利害関係の確認について」、「本文」

を青字で示している注意書き に従い、作成してください。

「表紙」
・提案する研究開発テーマを記入
・複数の部分提案を行う場合は、

複数の研究開発テーマ名を併記
・共同提案を行う場合、

提案者の項目を併記

「要約版」
要約版は１枚以内にまとめてください。必要に応じて図表等を添付してください。

「利害関係の確認について」
採択審査委員の選定段階で、ＮＥＤＯは利害関係者を排除すべく細心の注意を

払っています。さらに採択審査委員本人にも事前に確認を求め、より公平・公正な審査
の徹底を図っています。競合関係を特定することが可能と考える技術的なポイントを
問題ない範囲で記載いただけますようお願いいたします。

別添１ p.2～5
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提案書等（別添１：提案書の様式）

「本文」
部分提案を複数行う場合は、以降の部分についてテーマごとに提案書を作成してください。

１．研究開発の内容及び目標
プロジェクトの研究開発計画に沿って、提案する研究開発内容を極力具体的に記載してください。

２．実施体制
本研究開発を受託した時の実施体制について、他の共同提案先を含めて役割が分かるよう

記入ください。

３．当該技術又は関連技術の研究開発実績
本研究開発の円滑な遂行に資する関連研究開発の実績及びその位置づけ等を、

研究発表等を引用して記載し、説明してください。

４．研究開発予算と研究員の年度展開及び予算の概算
何の研究開発項目をどのような手順で行い、どの程度の経費が必要であるか一覧表にまとめて下さい。

５．類似の研究開発
現に実施あるいは応募している公的資金による類似の研究開発がある場合には、その制度、

研究開発テーマ及び内容を説明してください。

６．契約に関する合意
ＮＥＤＯより提示された契約書（案）に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを

確認した上で提案書を提出してもらいます。（約款、データマネジメント方針、知財方針）

別添１ p.6～
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提案書等（別添１：本文）

１．研究開発の内容及び目標

１－１．研究開発の内容
「○○○○○の研究開発（△△△△△の研究開発）」 （○○株式会社）

本事業のの研究開発計画に沿って、提案する研究開発内容を極力具体的に記載してください。
再委託先又は共同実施先の実施内容があれば、それぞれの役割分担を明確に説明してください。
また、当該委託業務の全部又は一部について、技術研究組合等が代表して応募する場合、
参画する各企業等及び組合等のそれぞれの役割分担を明確に記載してください。
研究開発の中で、個別の要素技術に取り組む提案をする際は、技術ベンチマークで他技術との比

較優位性を示すことが望ましいです。

１－２．研究開発の目標
平成○○年度の中間目標（性能、定量的な検討件数等）及び
平成○○年度の最終目標（性能、定量的な検討件数等）を具体的に記入してください。

１－３．研究開発成果の実用化・事業化の見込み
研究開発成果が産業へ及ぼす波及効果、研究開発成果を実用化・事業化する計画、

実用化・事業化時期、提案者の実用化・事業化能力等につき、「研究開発成果の事業化計画書」
（別添2）に記載してください。

別添１ p.6～8
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提案書等（別添１：本文） 別添１ p.8

１．研究開発の内容及び目標

１－４．我が国の経済再生への貢献
本プロジェクトの実施により、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス収入、国内生産波及・

誘発効果、国民の利便性向上等、様々な形態を通じ、我が国の経済再生にいかに貢献するか
について、バックデータ＊も含め、具体的に説明してください。

1－5．産業界からの貢献
年度毎に提案者（民間企業、民間団体）が想定する主体的な貢献の内容又はその試算金額を、

記載下さい。
（例）
・N○年度より実証実験の場所として○○を提供する。
・初年度より既設の設備○○を研究開発用として提供する。
・N○年度より提案者以外の民間企業や民間団体と協力して実証実験を行う。
・上記を具体的に金額換算して書いても可
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提案書等（別添１：本文）

１．研究開発の内容及び目標（記入例）

◆「研究開発計画」に記載の目標を勘案しながら、「1-1. 研究開発の内容」に記載した
実施項目毎に、目標及びその達成時期を具体的かつ簡潔に記述してください
(研究開発の目標と現状の水準との比較を数値化出来る等)。

◆実施項目毎に年度毎の目標（マイルストーン）を必ず設定し、記述してください。また、上述
の一覧表にも記述してください。特に本課題では、毎年度事業評価を行うため、各年度におい
て達成すべきマイルストーンを明記すると共に、実用化・事業化を見据えた研究開発を推進する
観点から、中間段階（平成29年度途中）でその後の進め方を評価できるよう研究計画を作成
してください。

◆また、マイルストーンは必ずしも数値である必要はありません。

別添１ p.7
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２．実施体制
本研究開発を受託した時の実施体制について、次のような図にまとめ

てください。共同提案先や再委託先を含めて役割が分かるよう記入ください。

２－１．研究開発責任者
２－２．管理者（業務管理、経理管理）
２－３．実施体制図
２－４．実施場所
２－５．研究開発責任者候補経歴

主要研究員候補経歴
（別添２、３）

提案書等（別添１：本文） 別添１ p.10～11
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４．研究開発予算と研究員の年度展開及び予算の概算
■研究開発予算と研究員の年度展開

何の研究開発項目をどのような手順で行い、どの程度の経費が必要であるか、
その年度に投入される研究員の人数をまとめてください。

各開発項目における
年度予算と研究員数

提案書等（別添１：本文） 別添１ p.13
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■予算の概算（総括表） 研究開発に必要な経費の概算額を総括してください。

研究開発に必要な経費の概算額を研究開発テーマごとに、業務委託費積算基準に定める経費項目に従って記載して下さい。
（積算基準：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html 参照）、（企業： http://www.nedo.go.jp/content/100876465.pdf 参照）
（ 大学等： http://www.nedo.go.jp/content/100876462.pdf 参照）

・総括表
・委託先／研究分担先／分室総括表
・再委託先／共同実施先総括表

提案書等（別添１：本文）
４．研究開発予算と研究員の年度展開及び予算の概算

別添１ p.14～20
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提案書等（別添１：本文） 別添１ p.19

■積算内訳 総括表数値の内訳を記載下さい。

４．研究開発予算と研究員の年度展開及び予算の概算

Ⅰ．機械装置等費 13,020
　１．土木・建築工事費 1,560

○○土木・建築工事費 ＠ 7,800 円 × 200 H ＝ 1,560,000

10,371
○○製作設計費 ＠ 6,980 円 × 150 H ＝ 1,047,000
○○製作加工費 ＠ 8,100 円 × 40 H ＝ 324,000
○○試験装置　一式 ＝ 4,500,000
○○評価装置　一式 ＝ 1,100,000
○○作成装置　一式 ＝ 3,400,000

　３．保守・改造修理費 1,089
○○装置改造費　一式 ＝ 589,000
○○装置保守費　一式 ＝ 500,000

Ⅱ．労務費 6,645
　１．研究員費 5,508

＠ 3,420 円 × 900 H ＝ 3,078,000
＠ 2,700 円 × 900 H ＝ 2,430,000

　２．補助員費 1,137
＠ 12,100 円 × 94 日 ＝ 1,137,400

Ⅲ．その他経費 11,251
　１．消耗品費 1,316

○○薬品　一式 ＝ 440,000
○○実験器具　一式 ＝ 876,000

　２．旅費 2,640
　　(1)研究員旅費 国内旅費一式 ＝ 300,000

海外旅費一式 ＝ 2,000,000
　　(2)専門家旅費 海外旅費一式 ＝ 340,000
　３．外注費 1,680

○○ソフト開発外注 ＝ 1,680,000
　４．諸経費 5,615
　　(1)機械リース料 ＠ 535,000 円 × 10 ヶ月 ＝ 5,350,000
　　(2)委員会費 委員謝金一式 ＝ 100,000

委員旅費一式 ＝ 109,000
　　(3)報告書等作成費 電子ファイル作成一式 ＝ 56,200

30,916,000 円 × 10 ％ ＝ 3,091,600 3,091
①小計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ） 34,007
②小計（①、円）
③消費税及び地方消費税(円）
合計（②＋③）

Ⅴ．再委託費・共同実施費
　１．再委託費 4,460,095

株式会社□□ ＝ 3,222,000
国立大学法人◇◇大学 ＝ 1,238,095

　２．共同実施費 4,761,905
学校法人▽▽大学 ＝ 4,761,905

④消費税及び地方消費税
合計(Ｖ＋④）

34,007,000

積算基礎（円） 積算額（千円）

2,720,560
36,727,560

積算基礎（円）

Ⅳ．間接経費〔（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）×10%〕

　２．機械装置等製作・購入費

積算額（円）

737,760
9,959,760

43,229,000

9,222,000

消費税及び地方消費税(③＋④）
総計(円）

3,458,320
46,687,320

合計（②＋Ⅴ）
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提案書等（別添１：本文）
６．契約に関する合意

「○○ ○○（代表者氏名）」は、本研究開発テーマ「○○○○○の研究開発」の

実施に際して、NEDOより提示された契約書（案）、業務委託契約約款及び

「SIP「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」における

知財マネジメント基本方針」に異存がないことを確認した上で提案書を提出します。

また、業務の実施においては、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに

基づいて行います。

連名提案の場合は、
『「○○ ○○（代表者氏名）」、「○○ ○○（代表者氏
名）」及び「○○ ○○（代表者氏名）」は、』として、連
名提案者全ての代表者からの合意を得てください。

別添１ p.21
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提案書等（別添2 ：研究開発成果の事業化計画書）

(記入例) 

年度   Ｈ  年度   Ｈ  年度   Ｈ  年度   Ｈ  年度   Ｈ  年度 

製品設計 

 

 

設備投資 

 

生産 

 

 

 

 

販売 

 

収益発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ◇続行/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中断を判断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○設計完了▲ 

▲○○億円 ▲○○億円 

▲サンプル出荷開始 ▲生産開始 

▲○万台／月 ▲○万台／月 ▲○万台／月

第２生産ライン立ち上げ▲ 

▲○万台／月 ▲○万台／月

１．実用化・事業化を行う製品・サービス等の概要
・内容、用途（販売予定先）

２．実用化・事業化への取組み
・実用化・事業化に向けた計画
・実用化・事業化を考えるに至った経緯（動機）、事業として成功すると考える理由等

３．市場の動向・競争力
・市場規模（現状と将来見通し）／産業創出効果

プロジェクト期間終了後5年間までの実用化・事業化を目指し実施する
開発計画、投資計画、実用化・事業化能力等を記載してください。
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提案書等（ ）
※府省共通研究開発管理システム(e-Rad）に登録された研究機関コードと研究者番号が必要

別添3：研究開発責任者・副責任者経歴書
別添3：主要研究員経歴書
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知財の運営・管理



知財マネジメント

・経済産業省
「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」

http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150515002/20150515002.ht
ml

・ＮＥＤＯ
「知財マネジメント基本方針」
今回の公募案内をご覧ください

委託研究開発プロジェクトには知財マネジメントを適用します。
本プロジェクトも適用対象です。

目的等の詳細は下記をご覧ください。



知財マネジメント

１．知的財産の取り扱いに関する合意書（知財合意書）の策定
２．知的財産マネジメントの実施体制（知財運営委員会）の整備

採択後の説明会で別途、説明することを予定しています。

採択後の作業のお願い



データマネジメント

平成３０年度よりデータマネジメントが開始されました。

・複数の事業者が参加するプロジェクトでは、プロジェクト内での研究開発
データの管理と共有化が重要です。また、研究開発データを第三者にも

利活用させることを検討することも重要です。
・データマネジメント適用対象は、原則、平成３０年４月１日以降に新規に

公募を開始する委託研究開発プロジェクトです。
本プロジェクトも適用対象です。

・目的等の詳細は下記をご覧ください。
経済産業省

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001.html

NEDO データマネジメントに係る基本方針
今回の公募案内をご覧ください



１．データ合意書の作成 （採択後～契約時）

２．データマネジメントの実施体制の整備

３．データマネジメントプランの提出 （採択後～契約時）

４．取得データのメタデータ（索引情報）の提出 （プロジェクト中～）

採択後の説明会で別途、説明することを予定しています。

データマネジメント

採択後の作業のお願い
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本プロジェクトの知財マネジメント基本方針

NEDO知財基本方針
ＳＩＰ知財方針

開発体制

本プロジェクトにおける

・知財マネジメント基本方針
・特別約款

■NEDO知財基本方針
１．知財マネジメント方針

✔日本版バイ・ドール規定の適用
✔知財マネジメントの実施体制の整備

（知財合意書/知財運営委員会）
✔合意書にて定める

・秘密保持
・ＦＩＰの帰属、実施
・知的財産権の実施許諾
・不実施補償
・ＦＩＰの移転先への義務の承継
等

２．未利用成果等の有効活用
✔バイドール調査の実施

■ＳＩＰ知財方針
(1)知財委員会
(2)知財権に関する取り決め（合意書）
(3)ＦＩＰ知財権の実施許諾
(4)フォアグラウンド知財権の取扱い
(5)フォアグラウンド知財権の実施許諾
(6)フォアグラウンド知財権の移転、専用実施権

の設定・移転の承諾について
(7)終了時の知財権取扱いについて
(8)国外機関等（外国籍の企業、大学、研究者等）

の参加について

※日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第19条） → 原則、知財権は国プロ参加者に帰属
※ＦＩＰ：フォアグランドＩＰ

別添7
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ＰＤ／内閣府

ＮＥＤＯ

知
財
管
理
会
議

テ
ー
マ
毎
の
委
員
会

リーダー

研究開発
項目a1

知財委員会リーダー委員会

研究開発
項目a2

研究開発
項目a3

研究開発
項目b4

知
財
管
理
会
議

テ
ー
マ
毎
の
委
員
会

知
財
管
理
会
議

テ
ー
マ
毎
の
委
員
会

知
財
合
意
書

各研究テーマ毎に合意書を作成、合意

■知財委員会
・知財運営規則

知財マネジメント基本方針

■知財管理会議
・管理会議運営規則

■知財合意書
・基本方針に従って知財取扱

の合意書を作成、参加者間
で合意する。

・基本方針に記載の無い項目
については参加者間で必要
に応じて定める。

※原則、契約までに合意書
を作成、NEDO確認

（合意書の雛形を用意します）

本プロジェクトの知財マネジメント基本方針

リーダー リーダー

知
財
管
理
会
議

テ
ー
マ
毎
の
委
員
会

リーダー

・ ・ ・

・ ・ ・

知
財
合
意
書

知
財
合
意
書

知
財
合
意
書

別添7
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■委託契約書にて定める事項
✔日本版バイ・ドール規定の適用

✔バイドール調査の実施

✔合併等による知財権の移転等に関してはＮＥＤＯの承認

✔国外機関等の参加は国内に事務処理窓口が存在することを原則に参加可能

（知財権はＮＥＤＯとの共有）

■知財委員会にて定める事項
✔知財委員会設置と知財委員会規則

研究開発成果に関する知財権の取り扱い方針を決定、知財権に関する調整を行う

①再委託先、共同実施者への知財権の帰属は委員会の承認

②事業化の意志が乏しい場合、積極的に事業化を目指す者による知財権、実施権の保有を推奨

③プログラム終了時に保有希望者がいない知財権に関しての対応（放棄、他者の継承等）

④自らの意志でプログラムを脱退する参加者の本プログラム成果についての取り扱い決定

⑤本プログラムの他の研究開発テーマ参加者からのＦＧＩＰの通常実施権許諾申請は原則許諾

（研究開発課題：a）⇔b)間での活用、PDの推奨、属する知財管理会議の了承を得る）

※ＦＩＰ：フォアグランドＩＰ （プログラムの実施により得た知財権）

ＢＩＰ：バックグランドＩＰ （もともと保有及びプログラムの実施とは関係なく取得した知財権）

別添7

本プロジェクトの知財マネジメント基本方針
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■合意書で定める事項
✔知財管理会議の設置 （各研究開発テーマ毎での知財マネジメントを適切に実施するため）

①知財管理会議運営規則、知財委員会への報告
②成果権利化等の手続き（権利化の判断、出願方針等）
③第三者への成果開示の判断と承認

✔秘密保持
✔FIPの帰属はプログラム参加者の職務発明規定等に基づき当該参加者へ帰属
✔共有するFIPは、FIPを共有する参加者と自由かつ無償で実施できることを原則

ただし大学等が共有権者となる場合は、実施期間前は無償、実施期間中は独占使用の場合有償を検討
（共有権者と別の取決めの合意が得られていれば、他の取扱いとすることを妨げない。）

✔知財権の実施許諾
①参加者が有するFIP及びBIPについて、プログラム期間中の開発活動において、プログラム

の他の参加者に知財権を行使しない。（プログラムの円滑な遂行のため） ただし参加者間の
別段の取り決めがあるときはこの限りではない。

②プログラムの成果の事業化のための実施許諾
保有するFIPを、他のプログラム参加者が事業化に活用したいときは必要な範囲内で許諾する。
ただし許諾することにより自身の事業等に影響を及ぼす等合理的な理由がある場合は拒否できる。
その他FIP及びBIPについての許諾について必要な範囲で明確化する。（合意書にて定める）
許諾に関して調整が必要な場合は、知財委員会にて調整、合理的な解決を図る。

③プログラム参加者以外の者への実施許諾との関係
他のプログラム参加者からFIPの実施許諾を行う場合は、参加者以外よりも有利な条件で許諾

✔フォアグランドIPを移転するときには、FIPに関する義務を移転先に継承する
✔参加者がプログラムから脱退した場合は自己課せられた義務を引き続き負う
✔参加者がプログラムに追加された場合には、当初のプログラム参加者と同様の義務を負う
✔プログラム終了後も含め、合意の内容について有効期限を定める

別添7

本プロジェクトの知財マネジメント基本方針
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■未利用成果等の活用促進
✔未利用成果等は、活用を希望するユーザーとのマッチングによる活用促進を図る

ＮＥＤＯはバイドール調査等の情報を用いて要因分析等を進め、活用促進の検討を図る

■その他

✔ＳＩＰ「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」について、平成30年度公募から適用

別添7

本プロジェクトの知財マネジメント基本方針
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e-Rad 申請手続き
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本事業への申請は
・ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad) による申請
・ ＮＥＤＯへの申請

の両方が必要です

e-Radシステムによる申請は事前に研究機関及び研究者の登録が
必要です。連名の場合には、それぞれの機関での登録が必要です 。
（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への申請手続き
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e-Radへの申請手続き

e-Rad
システム運用担当

申請者

e-Rad
システム

（１）
登録
申請

（郵送）

（２）
電子証明書

（メール）

（３）
ログイン情報

通知書
（メール）

（５）
研究代表者ID
とパスワード

（７）
申請書
印刷

e-Radページ内に「体験版」があります。
登録完了までの流れを、一度体験される
ことをお薦めします。
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e-Radへの申請手続き

応募事業を間違えないように
ご注意ください。

【配分機関名】
国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構

【公募名】
SIP/IoT社会に対応したサイバー・

フィジカル・セキュリティ
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提出書類、スケジュール等
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提出書類

※提出資料の不足がないようチェックをお願いします
※応募資格を有しない者の提案書又は不備がある提案書は受理できません。

十分にご確認の上、ご提出ください。

□提案書 13部 （正1部 副12部）
※提案書は以下の別添1～3を指す。

□別添1 「提案書」 （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 「研究開発責任者候補及び主要研究員研究経歴書」

□別添1、2の電子媒体（CD-R、DVD等） 1部

□別添4 「ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票」 1部
□別添5 「提案書類受理票」 1部
□会社・大学案内 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
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■主なスケジュール

•公募期間
7月23日（月）～9月3日（月）12時（正午）まで

•審査期間
9月初旬～10月初旬
ヒアリング審査（予定） 9月28日（金）

•委託先決定
10月中旬（予定）
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。

■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・ご相談は、8月27日(月) 17時00分までに、
cyber-sec@ml.nedo.go.jp へお願いします。
※ 審査の経過等に関する問合せには応じられません。

以上

スケジュール、問合せ先



＜メモ＞


