
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４月６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、助成事業：
「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⑥IoT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」
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100051.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／ライフデータの高度利用システ
ムに資するプラットフォームのあるべき姿の検討」
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100052.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：開発委託事業、助成事業、後半：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
主担当： 山本
副担当： 服部

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。

• 事業費総額 ： 48億円（予定）

• NEDO予算総額 ： 48億円（予定）

• 実施期間 ： 平成29～30年度（年間）

研究開発の内容

成果適用のイメージ

作成：平成30年3月

今回の公募

悩み

安全
 宅配便を受け取れない

家事
 買い物に行くのが面倒

 スーパーまでの移動手段がない
 炊事・洗濯・掃除の時間がない

健康
 日々の体調管理ができない

介護
 両親の浴室事故を防ぎたい

 孤独死が怖い

子育て
 遠隔での帰宅確認

 学校からの連絡がプリント
 塾へ行かせたいけど高い

提供可能な解決策例

安全
 IoT宅配(不在配達＋スマートロック)

家事
 献立提案・ネット宅配サービス
 デマンド交通ソリューション

 家事代行サービス、家電の遠隔制御等

健康
 デバイスデータ連携ソリューション

介護
 浴室見守りソリューション

 家電のモニタリングによる異常検知

子育て
 入退出見守りソリューション
 ICTコミュニケーション
 オンライン学習サービス

スマートホーム 健康・医療等

行政
他業種

データ連携・サービス提供
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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」
を対象とします。

世界のスマートホーム市場は、現在の150億ドル規模から2030年まで
に4000億ドルまで拡大すると予測されており、国内でもデータ連携による
企業間アライアンスで生活上のあらゆる情報が繋がり、生活の不便を解
消する等のサービスを提供するスマートライフ市場を創出することが重
要となります。そのためには、海外企業を含めた共創、協業等を通じて
我が国発のライフデータを有効活用した新たなサービス創出が可能な環
境を整備することが必要です。
ライフデータの有効活用により、社会課題解決を図る新たなサービス
創出を可能とするための環境整備を目的として、本事業を実施します。

なお、事業実施にあたっては、 研究開発項目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」の実施者と、
「ライフデータの高度利用システムに資するプラットフォームのあるべき姿の検討」の実
施者とは密に連携するものとします。
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プロジェクトの構成

開発委託事業、助成事業

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
⑥IoT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

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／ライフデータの高度
利用システムに資するプラット
フォームのあるべき姿の検討

NEDO

調査事業実施者

プラットフォームのあ
るべき姿の検討の場

有識者、企業等

委託

相互
協力

助成

委託事業実施者A

実証サイトL
（プラットフォーム）

助成事業

サービス実証

助成事業
助成事業
実施者C

委託事業
実施者B

実証サイトM
（プラットフォーム）

助成事

サービス実証

助成事
助成事業
実施者D
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開発委託事業、助成事業について
■事業内容
本事業では、ライフデータの有効活用により、社会課題解決を図る新
たなサービス創出を可能とするための環境整備を目的とします。創出す
るサービスの設定としては、労働力の確保や女性の社会進出等を促進
するため、家事負担を軽減するなど、共働き世帯や子育て世帯が便利
で豊かな生活を送れるようにするための新たなサービスの創出を目指
す「家事負担軽減・有償労働へのシフト」、高齢者人口が増加していく中
で、便利な医療・健康管理サービスの提供のほか、高齢者の労働や地
域のコミュニティ形成、遠隔見守りを促進するなど、高齢者が活き活きし
た独立生活を送れるようにするための新たなサービスの創出を目指す
「高齢者の健康増進・介護負担軽減」等、経済産業省における以下の政
策を踏まえるものとしますが、異なる社会課題を整理・検討した上で創
出するサービスの設定も認めるものとします。

（参考 経済産業省 スマートライフ政策について）
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/smart_life/pdf/smart_life_policy.pdf

提案にあたっては、経済産業省が平成29年度に実施した「スマートホームに関するデータ活用環境整備推
進事業」における議論、整理された要件を充分に踏まえるものとします。

（参考 経済産業省 スマートライフ 関連リンク）
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/smart_life/index.html

開発：公募要領p.1-2

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/smart_life/pdf/smart_life_policy.pdf
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開発委託事業、助成事業について

■研究開発項目
「研究開発項目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」

■事業規模
＜委託事業＞
総額約1.85億円で2件以上（1件あたり、0.9億円程度を想定）

＜助成事業＞
総額約1.85億円で6件以上（1件あたり、0.3億円程度を想定）
助成率は1/2

なお、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。3 件以上のサービス実証の提案を条件としますが、審
査の結果、1 プラットフォームあたりのサービス実証事業者が3 件未満に
なる場合もあります。

■事業期間
NEDOが指定する日から平成31年3月15日まで
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事業内容（開発委託事業）

■事業内容（開発委託事業）
ライフデータの活用により異業種間のデータ連携によるサービス創出が可能なプ
ラットフォームの構築を行います。当該プラットフォームがサービス実証を行う助成事
業者を含む様々なサービス提供者やデータ保持事業者と効率的に連携できるよう、
Web API等インターフェースの技術仕様、データ連携ビジネスモデルについて実証し、
データ連携ビジネスの促進に繋がる環境整備を実施します。

・有効なデータ活用の推進とデータカタログの管理の在り方の検討
サービス起点で有効なデータカタログを提供できるのか検証します。また、新サー
ビスへの対応やデータ種類の追加等を行う場合の課題抽出と対応方法等を整理・検
討します。また、サービス事業者を勃興させていくことを目的に、独自に構築されたク
ラウド同士でもデータ連携を容易とする、Web API等インターフェースの技術仕様、
データカタログを公開し、ライフデータを活用したサービスアプリケーション開発を容
易にする環境について整備を行います。

開発：公募要領p.2
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事業内容（開発委託事業）

・セキュリティ・製品安全に関する検討
セキュリティ・製品安全におけるリスクベースアプローチによる責任分界点の検討を
行います。サービス形態・事業者連携状況によってリスク評価は可変することが想定
されます。事業内容に応じたリスク評価（①守るべき資産の特定、②脅威・脆弱性の
洗い出し、③リスクの影響規模、④対策の検討）の深堀を行うことで、責任分界点を
検討します。加えて、検討結果を踏まえてセキュリティ・製品安全におけるあるべき姿
について整理し、提言を行います。

・プライバシーデータ取扱いの在り方の検討
複数事業者間でデータ利活用するような複雑なサービスにおけるプライバシーデー
タの取扱の在り方について、必要に応じて特定の主体にプライバシーデータの流通
を本人同意のもとに一括して信託できる仕組み(情報銀行)の議論も踏まえつつ、検
討を行います。より複雑なサービスにおける、分かりやすいデータ流通の説明をイラ
スト化した同意取得の在り方やサービスを途中解約した場合のデータ管理の在り方
等の検討を行います。検討の結果については整理すべき内容を取り纏めて提言を行
うものとします。

開発：公募要領p.2-3
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事業内容（助成事業）、提案にあたって

■事業内容（助成事業）
委託事業で構築するプラットフォームの利用を前提とした、設定課題の解決に資す
る具体的なサービスの実証、および効果の測定を行います。また、実証の結果を踏
まえて、データ連携ビジネスの標準仕様を整備する上で必要な情報を整理し、委託
事業者に共有します。

■（委託事業、助成事業）提案にあたって
本事業に関しては、プラットフォームの構築を行い、データを収集・分析するプラット
フォーマーと、当該プラットフォームにおいて具体的なサービスの実証を行うサービス
事業者、データ保持・提供を担うデータ保持業者や機器メーカー等が連携した、共同
の提案を行うものとします。なお、助成事業に関しては、1件のプラットフォームに対し
3件以上の異なるサービス実証を提案するものとします。また、実証期間中含め次年
度以降に、サービス提供者やデータ保持事業者が拡大していく仕組みについても提
案書に盛り込むこととします。

開発：公募要領p.3
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実施にあたって

実施にあたっては、成果最大化、成果の社会実装促進を目的として、本事業の実
施者間は密に連携するものとします。また、有識者・企業等が連携・議論を行う場の
設置・運営等に協力を行います。また、IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事
業における「ライフデータの高度利用システムに資するプラットフォームのあるべき姿
の検討」に係る調査事業の実施者とも連携し、サービス事業者、プラットフォーム事
業者、機器メーカー、公的機関等から選定される有識者から事業の方向性について
提言を受けるものとします。

開発：公募要領p.3
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応募要件①（開発委託事業）

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。

(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。

開発：公募要領p.4
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応募要件②（開発委託事業）

(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)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。

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、助成事業申請書類をそれぞれ作成し、以下の提
出期限までに委託事業、助成事業の提出物をまとめて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3月30日（金）か
ら平成30年5月14日（月））

(1)提出期限： 平成30年5月14日（月）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 山本、服部、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（開発委託事業） 開発：公募要領p.5
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秘密の保持（開発委託事業）

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（開発委託事業）

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（開発委託事業）

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7を御覧ください。

留意事項①（開発委託事業） 開発：公募要領p.7-11

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html
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■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（開発委託事業） 開発：公募要領p.7-11
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公募関連資料（開発委託事業）

◆ 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（Word）
－別添2：研究開発責任者研究経歴書
－別添3：主要研究員研究経歴書
－別添4：研究開発成果の事業化計画書
－別添5：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6：提案書類受理票
－別添7：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①（開発委託事業）

□提案書 ７部 （正1部副6部）
※提案書は以下の別添1～5を指す。

□別添1 「提案書」 （提案書の表紙、要約版、本文）
□別添2 「研究開発責任者研究経歴書」
□別添3 「主要研究員研究経歴書」
□別添4 「研究開発成果の事業化計画書」
□別添5 「ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票」

□別添6 「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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応募要件③（助成事業）

(1)助成対象事業者
助成事業者は、次の要件（課題設定型産業技術開発費助成金交付規程第5条）を満た
す、単独ないし複数で助成を希望し、次のi～vi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。

i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。特に、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開発遂行に必要となる
組織、人員等を有していること。
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な
経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有するこ
と。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、別途定める基本計画を達成するために十分
に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必
要な能力を有すること。
vi. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施することを目
指している場合は、連携する国外の企業等（助成対象事業者には含まない）と共同研究に
かかる契約・協定等を締結すること（又は連携の具体的予定を示すこと）ができること。ま
た、知財権の取扱いを適切に交渉、管理する能力を有すること。

開発：公募要領p.11-12
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応募要件④（助成事業）

(2)助成対象事業
助成事業として次の要件を満たすことが必要。

i. 助成事業が、別紙の基本計画に定められている課題の実用化開発を行うものであるこ
と。

ii. 助成事業終了後、本事業の実施により、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、我が国の経済に如
何に貢献するかについて、バックデータ※も含め、具体的に説明すること。（助成金交付申
請書の添付資料1「助成事業内容等説明書」の「7．期待される効果」中に記載してくださ
い。）（我が国産業の競争力強化及び新規産業創出・新規企業促進への波及効果の大き
な提案を優先的に採択します。）
※バックデータ：上記の基礎となる主要な事項（背景、数値等）

iii. なお、当該助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況及び事業化状況調査（バ
イドールフォローアップ調査）に御協力いただく場合があります。

iv. 助成事業の事務処理については、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づき実
施すること。

開発：公募要領p.12
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応募要件⑤（助成事業）

(3)助成対象費用
助成の対象となる費用は、課題設定型産業技術開発費助成金交付規程
第6条に示すとおりです。

(4)助成率
原則、以下の比率で助成する。
・1/2助成

開発：公募要領p.12
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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、助成事業申請書類をそれぞれ作成し、以下の提
出期限までに委託事業、助成事業の提出物をまとめて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3月30日（金）か
ら平成30年5月14日（月））

(1)提出期限： 平成30年5月14日（月）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 山本、服部、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（助成事業）
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秘密の保持（助成事業）

提出された申請書は、本公募の委託・助成事業者の選定のみに
使用します。評価者には守秘義務がありますが、申請者が申請書
の一部について非公開の扱いを希望する場合は、該当する部分を
「添付資料７」に明示ください。ＮＥＤＯはその部分については評価
者に開示しません。ただし、この場合、評価者の判断材料が不足す
るために評価が低くなるおそれがありますので、ご注意ください。

取得した個人情報は研究開発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.13
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a.採択審査の基準
i. 事業者評価
技術的能力、助成事業を遂行する経験・ノウハウ、財務能力

ii. 事業化評価（実用化評価）
新規性、市場創出効果、市場規模、社会的目標達成への有効性

iii. 企業化能力評価
実現性（企業化計画）、生産資源の確保、販路の確保

iv. 企業化能力評価
技術レベルと助成事業の目標達成の可能性、基となる研究開発
の有無、保有特許等による優位性、技術の展開性、製品化の実現
性、重要技術課題との整合性
v. 社会的目標への対応の妥当性

審査基準③（助成事業）

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。必要に応じてヒアリングや資料の追加等を
お願いする場合があります。

開発：公募要領p.13-14
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b. 助成金の交付先に関する選考基準
i. 助成金交付申請書又は申請書の内容

1. 助成事業の目標が機構の意図と合致していること。
2. 助成事業の方法、内容等が優れていること。
3. 助成事業の経済性が優れていること。

ii. 助成事業における助成事業者の遂行能力
1. 関連分野における事業の実績を有していること。
2. 助成事業を行う人員、体制が整っていること。
当該開発等に必要な設備を有していること。

3. 助成事業の実施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. 助成事業の実施に関して機構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。

審査基準④（助成事業） 開発：公募要領p.14
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■企業化状況報告書等の提出
採択された事業にあっては、助成事業完了後に企業化に努めていただくとともに、5

年後までの企業化状況報告書を毎年度提出していただきます。また、助成事業の成果
を踏まえた当該助成事業に係る事業化計画書等を提出していただくことがあります。

■収益納付
当該助成事業の企業化等により、収益が生じたと認められたときは交付した助成金
の全部又は一部に相当する金額を納付していただくことがあります。

■処分制限財産の取扱い
助成金執行の適正化の観点から、助成事業で取得した機械装置等の取得財産には
処分制限があります。（交付規程第１６条）

■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９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２「追跡調査・評価の概要」を御
覧ください。

留意事項③（助成事業） 開発：公募要領p.14-19
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■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④（助成事業） 開発：公募要領p.14-19
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公募関連資料（助成事業）

◆ 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a：提案書等の記入上の注意事項（様式第1、添付資料1～7、別添9、10、参考資料2）

様式第１：平成30年度課題設定型産業技術開発費助成金交付申請書

添付資料１：助成事業内容等説明書

添付資料２：助成事業実施計画書

添付資料３：企業化計画書

添付資料４：主任研究者研究経歴書の記入について

添付資料５：利害関係の確認について

添付資料６：事業成果の広報活動について

添付資料７：非公開とする申請内容

別添９：ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入について

ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票

別添１０：申請時提出書類の確認（チェックリスト）

参考資料２：追跡調査・評価の概要

別添b：別紙〔1〕積算表（添付資料2関連）

別添c：主任研究者 研究履歴書

(※)交付規程、マニュアル等については以下をご確認ください。

交付規程：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_koufukitei_koufukitei.html
マニュアル等：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html
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提出書類②（助成事業）

１．助成金交付申請書（正） □ １部
□１）交付申請書 （様式第１）
□２）助成事業内容等説明書 （添付資料１）
□３）助成事業実施計画書 （添付資料２）
□４）企業化計画書 （添付資料３）
□５）主任研究者研究経歴書 （添付資料４）
□６）利害関係の確認について （添付資料５）
□７）事業成果の広報活動について（添付資料６）
□８）非公開とする申請内容 （添付資料７）
□９）会社案内 （添付資料８－１）
□１０）貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書等の

直近３年分の経営状況を示す書類（添付資料８－２）
□１１）e-Rad応募内容提案書 （添付資料９）
□１２）ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票 （別添９）
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提出書類③（助成事業）

２．助成金交付申請書の写し □ ６部
□１）交付申請書 （様式第１）
□２）助成事業内容等説明書 （添付資料１）
□３）助成事業実施計画書 （添付資料２）
□４）企業化計画書 （添付資料３）
□５）主任研究者研究経歴書 （添付資料４）
□６）利害関係の確認について （添付資料５）

３．提出書類の電子データ（ＣＤ－Ｒ） □ １枚
□ 様式第１、添付資料１～３,５（Word、ExcelもしくはPDF形式）

４．その他
□１）チェックリスト （別添９）
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調査委託事業について

■調査項目

「ライフデータの高度利用システムに資するプラットフォームのあるべき姿
の検討」

■事業規模

平成30年度 3,000万円程度で 1件採択

■事業期間

NEDOが指定する日から平成31年3月15日まで

調査：仕様書p.2

■採択単位

調査事業全体を最小単位とします（部分提案は受け付けられません。）
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実施内容（調査委託事業）

(1) 以下のテーマについて調査検討を行ったうえで最終的な提言を作
成します。取り上げるテーマは協議の上で追加・削除ができるもの
とします。

i. データカタログの管理の在り方の検討

サービス起点で有効なデータ活用を可能とするデータカタロ
グの管理の在り方について検討および提言を行います。検討
にあたっては、経済産業省の平成29 年度スマートホームに関
するデータ活用環境整備推進事業におけるデータカタログの考
え方を踏まえ、新サービスへの対応やデータ種類の追加等を
行う場合の課題抽出と対応方法、スマートライフ市場拡大に向
けた利活用スキームの検討や、国際標準や既存規格との整合
性の検討等、サービス起点で有効なデータ流通を促進する上
での課題を整理・検討した上で、取りまとめるものとします。

調査：仕様書p.1
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実施内容（調査委託事業）

(1) 以下のテーマについて調査検討を行ったうえで最終的な提言を作
成します。取り上げるテーマは協議の上で追加・削除ができるもの
とします。

ii. プライバシーデータ取扱い在り方の検討

複数事業者間でデータ利活用するような複雑なサービスにお
けるプライバシーデータの取扱の在り方について検討を行いま
す。検討にあたっては、経済産業省の平成29 年度スマート
ホームに関するデータ活用環境整備推進事業におけるプライ
バシーデータの活用の議論を踏まえ、より複雑なサービスにお
ける、分かりやすいデータ流通の説明をイラスト化した同意取
得の在り方やサービスを途中解約した場合のデータ管理の在
り方等の検討や、特定の主体にプライバシーデータの流通を本
人同意のもとに一括して信託できる仕組み(情報銀行)の議論を
整理・検討した上で、取りまとめるものとします。

調査：仕様書p.1
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実施内容（調査委託事業）

(1) 以下のテーマについて調査検討を行ったうえで最終的な提言を作
成します。取り上げるテーマは協議の上で追加・削除ができるもの
とします。

iii. セキュリティ・製品安全に関する検討

セキュリティ・製品安全におけるリスクベースアプローチによる
責任分界点の検討を行います。セキュリティはサービス形態・
事業者連携状況によってリスク評価は可変することが想定され
ます。検討にあたっては、経済産業省の平成29 年度スマート
ホームに関するデータ活用環境整備推進事業におけるセキュ
リティ・製品安全の対策指針の議論を踏まえ、実証事業の事業
者とともに事業内容に応じたリスク評価（①守るべき資産の特
定、②脅威・脆弱性の洗い出し、③リスクの影響規模、④対策
の検討）の深堀を行うことで、責任分界点を検討します。

調査：仕様書p.2
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実施内容（調査委託事業）

(1) 以下のテーマについて調査検討を行ったうえで最終的な提言を作
成します。取り上げるテーマは協議の上で追加・削除ができるもの
とします。

iv. 公平・公正な企業間連携の在り方の検討

企業間のデータ連携の在り方について、経済産業省の平成
29 年度データ契約ガイドライン検討会の議論を踏まえ、スマー
トライフ分野の検討を行います。

調査：仕様書p.2
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実施内容（調査委託事業）

(2) 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、有識者・企業等が連携・議論を行う場（以下、「WG」）
の設置・運営等を行います。ＷＧは、3 回程度東京近郊で開催しま
す。また、必要に応じて、ＷＧの組織内に、(1)で規定する課題テー
マを検討するサブワーキンググループ（以下、「ＳＷＧ」）を設置しま
す。ＳＷＧは、2～3 回程度東京近郊で開催します。ここでは、IoTを
活用した新産業モデル創出基盤整備事業における研究開発項目
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」
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。有識者については、プラン
ト事業者、プラットフォーム事業者、機器メーカー、公的機関等から
選定を行うものとします。有識者の選定については、NEDO、経済
産業省と調整の上、決定するものとします。

(3) 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。
(4) 上記委員会での議論が実証事業に適切に反映されるような提案。
(5) 本事業に係る報告書の作成を行います。

調査：仕様書p.2
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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。

調査：公募要領p.2-3
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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） 調査：公募要領p.4
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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
－別添1：提案書類
－別添2：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/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html
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提出書類（調査委託事業）

□ 提案書 ７部 （正１部 副６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３） 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）

調査：公募要領p.9

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/itaku-gyomu_index.html
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スケジュール（開発委託事業・助成事業・調査委託事業）

平成30 年

3 月30 日 ： 公募開始

4 月 6 日： 公募説明会（会場：NEDO 霞ヶ関分室）

5 月 9 日12時（正午）まで： 調査委託事業 公募締め切り

5 月14 日12時（正午）まで： 開発委託事業、助成事業公募締め切り

5 月23（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5日（予定）： 契約・助成審査委員会

6 月11日（予定）： 委託先・助成先決定

6 月中旬（予定）： 公表（プレスリリース）

7 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。
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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、調査委託事業は5月9日(木) 12時（正午）
までに、開発委託事業、助成事業は 5月14日(月) 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


