
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９月２０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

調査委託事業：
「 IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業
／多目的ダム貯水池への流入量予測精度向上に関する調査」
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100068.html

調査委託事業：
「 IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業
／データの活用等による火力発電所の事業運営の効率化に関する調査」
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100067.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
前半：水力発電 調査委託事業
後半：火力発電 調査委託事業

◆ 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
担当： 山川、藤田

ＩｏＴ推進部



プロジェクトの規模

プロジェクト名： 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。

研究開発の内容

成果適用のイメージ

作成：平成30年5月

• 事業費総額 ： 約49億円

• 実施期間 ： 平成29～30年度
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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
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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／（２）電力事業」を対象とします。

社会インフラ分野の効率的かつ持続可能な事業運営は大きな社会的課題であり、人
口減少・少子高齢化の進展の中で、設備の老朽化、過剰化、団塊世代の退職による職
員数の減少・技術断絶、需要の減少に伴う投資対効果の低下に直面している。こうした
社会インフラ分野に対して、IoT 技術を一連の業務プロセス（設備管理、業務運営）に
導入するための標準化をはかり、IoT 技術の活用による社会インフラ分野の運営効率
化を図ることが期待されている。

電力事業では、現状は暗黙知になっている細かな運転ノウハウについて、ビッグデー
タ解析等の活用により最適運用の形式知化が実現できれば、電力の運転効率化だけ
でなく、世界の電力市場での大きな競争力獲得に繋がるため、IoT 技術の活用に対し、
大きな期待が寄せられている。しかし、こうした取組 を促進する上で、ユーティリティ企
業、IT 企業、メーカーのそれぞれの強みを共有しながら共同で取り組む必要があるが、
各社の連携を促す上で、それぞれが有するデータや知識等を共有する仕組みの構築
や制度の設計（ガイドラインの作成等）が求められている。

基本計画
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プロジェクトの構成
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②発電用ダム

（火力発電）

研究開発項目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／ （２）電力事業

（水力発電）

調査委託
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公募関連資料（調査委託事業）

◆ 公募要領

◆ 仕様書

◆ 提案書様式

◆ 契約に係る情報の公表について

(※)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/shortcut_jigyou.html 
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公募内容の説明

公募要領

「多目的ダム貯水池への流入量予測精度向上に関する調査」

「データの活用等による火力発電所の事業運営の効率化
に関する調査」
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応募資格（調査委託事業）

次のa.からｃ.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ないし複数で
受託を希望する企業等。

a. 当該技術又は関連技術についての調査／事業実績を有し、かつ、調査
／事業目標の達成及び調査／事業計画の遂行に必要な組織、人員を
有していること。

b. 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、
資金等について十分な管理能力を有していること。

c. NEDO が調査／事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行
できる体制を有していること。

公募要領p.１
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a. 調査の目標がNEDO の意図と合致していること。

b. 調査の方法、内容等が優れていること。

c. 調査の経済性が優れていること。

d. 関連分野の調査等に関する実績を有すること。

e. 当該調査を行う体制が整っていること。

f. 経営基盤が確立していること。

g. 当該調査等に必要な研究員等を有していること。

h. 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
を有すること。

審査基準（調査委託事業） 公募要領p.３
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スケジュール

平成30 年

9月13日： 公募開始

9月20日： 公募説明会

10月12日（正午）まで： 公募締切

10月中旬（予定）： 採択審査委員会（外部有識者による審査）

10月下旬（予定）： 委託先決定

11月上旬（予定）： 公表

11月中旬（予定）： 契約

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。

公募要領p.３
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■問合せ先

本公募に関するお問い合わせは、下記まで電子メールにてお願
いします。

iotd@ml.nedo.go.jp

※ 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 公募要領p.７
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公募内容の説明

仕様書

「多目的ダム貯水池への流入量予測精度向上に関する調査」
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調査内容（調査委託事業）

１．件名
IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業
／多目的ダム貯水池への流入量予測精度向上に関する調査

２．目的
IoT等新たな技術の活用により、多目的ダムの貯水池運用の効率化・高度化を図るこ

とを目的とします。

３．内容
本事業では、ダム貯水池への流入量予測精度向上のために必要なデータについて整

理、検討します。データ特定にあたっては、他のダムでの利用可能性も考慮の上で行い
ます。

なお、実施に当たっては、NEDOと調査の方向性について適宜確認を行うとともに、計
画上想定していなかった事項が発生した場合には、協力して対処するものとします。

水力：仕様書p.1
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調査内容（調査委託事業）

（１）実施項目
a. 当該ダムサイトにおける既存データの分析
b. 流入量予測精度向上のために必要なデータ（降雨量、流入量、積雪量など）や技

術要件の整理、検討、提案
c. データ取得による予測精度向上の効果の検討
d. 計測機器整備、システム導入等の費用対効果の算定
e. 貯水池運用の効率化・高度化に関する効果検証
f. 専門家へのヒアリング
g. 報告書の作成

（２）想定するダムサイト
国土交通省管理ダム（平成30年7月豪雨により被災を受けたダムを除く。）

水力：仕様書p.1
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調査期間等（調査委託事業）

■事業規模と採択件数
予算額1,800万円以内で1件採択
最終的な実施内容及び金額は、審査結果により提案額から減額することがあります。

■調査期間
NEDOが指定する日から平成31年3月15日まで

■報告書
提出期限：平成31年3月15日
提出部数：電子媒体ＣＤ－Ｒ（ＰＤＦファイル形式） １枚
提出方法：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って提出くださ
い。

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

■その他

■報告会等の開催

水力：仕様書p.１～２
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公募内容の説明

仕様書

「データの活用等による火力発電所の事業運営の効率化
に関する調査」
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調査内容（調査委託事業）

１．件名
IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業
／データの活用等による火力発電所の事業運営の効率化に関する調査

２．目的
データの共有・管理・活用等により、火力発電所の事業運営をより効率化・高度化する

ことを目的とします。

３．内容
別途NEDOが公募を行う「実証事業」と密に連携の上で、調査・検討を行います。実施

に当たっては、NEDOと調査の方向性について適宜確認を行うとともに、計画上想定して
いなかった事項が発生した場合には、協力して対処するものとします。

火力：仕様書p.1



総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会
電力・ガス基本政策小委員会（第9回）‐資料８「電力分野のデジタル化」

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/
denryoku_gas_kihon/009_haifu.html



総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会
電力・ガス基本政策小委員会（第9回）‐資料８「電力分野のデジタル化」
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調査内容（調査委託事業）

（１） 火力発電所の運営効率化・高度化のためのガイドライン案の作成
●課題設定、必要データの選定、データクレンジング、解析、モデリング、精度確認と

いった、一連の手法の体系化。

●データの活用が発電事業に及ぼす最終的な投資効果や経済効果を構造化、およ
び社会全体に及ぼす効果の明確化。

●電力会社、IT企業、メーカー等、多様な利害関係者間の公平・公正なデータ連携の
在り方についての整理・提言。本検討にあたっては、「AI・データの利用に関する契
約ガイドライン（平成30年6月、経済産業省）」や「データの利用に関する契約ガイド
ライン産業保安版（案）（平成30年4月、NEDO）」の議論を踏まえて実施すること。

●本ガイドライン案が社会で広く活用されるための方策についての検討。

＜参考＞
◎経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」

http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html

◎経済産業省・NEDO・三菱総合研究所「データ利用に関する契約ガイドライン産業保安版」
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180426003/20180426003.html

火力：仕様書p.1



22

調査内容（調査委託事業）

（２）有識者・企業等が連携・議論を行う場（以下、「WG」という。）の設置・運営
実証事業の成果の取りまとめ、成果最大化、成果の社会実装促進を目的として、WG
の設置・運営等を行います。

WGは、複数回程度、東京近郊で開催します。

実証事業の実施者とも連携し、必要に応じて実証事業者に対し事業の進め方等に対
する提言を行う場等とします。

有識者の候補についても提案を行うものとします。
ただし、最終的な有識者の選定は、事業開始後にNEDO、経済産業省と調整の上、決
定するものとします。

議論を効果的に進めるために必要な資料の作成を行います。また、議論の内容につ
いては、必要に応じて実証事業に反映されるような提案を行うものとします。

（３）報告書の作成
本事業に係る報告書の作成を行います。

火力：仕様書p.２
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調査期間等（調査委託事業）

■事業規模と採択件数
予算額1,600万円以内で1件採択
最終的な実施内容及び金額は、審査結果により提案額から減額することがあります。

■調査期間
NEDOが指定する日から平成31年3月15日まで

■報告書
提出期限：平成31年3月15日
提出部数：電子媒体ＣＤ－Ｒ（ＰＤＦファイル形式） １枚
提出方法：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って提出くださ
い。

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

■その他

■報告会等の開催

火力：仕様書p.２
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提出書類（調査委託事業）

□ 提案書 ６部 （正１部 副５部）
□ 会社経歴書（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
□ 提案書類受理票（別紙２） 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）

提案書様式


