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ＳＩＰ

• 総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術イノベーション政
策に関して、府省間の縦割り排除、産学官の連携強化、基礎研究か
ら出口までの迅速化のためのつなぎ等に、より直接的に行動する。

• このため、平成26年度予算において、「科学技術イノベーション創
造推進費」を新設し、内閣府に計上した。

• ＳＩＰは、この推進費を原資とする。

• 今年度からＳＩＰ第２期の１２プロジェクトがスタートし、そのひ
とつとして「ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」
がある。

• 本プロジェクトについては、ＮＥＤＯが管理法人と指定され、予算
執行上の事務手続きを実施する。

3 公募要領 P.2, 3
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概要

6

Society5.0を具現化するためにはサイバー空間とフィジカル空間とが
相互に連携したシステム作りが不可欠であり、未ださまざまな開発要
素・課題がある。

本課題では、「サイバー空間基盤技術」の中で特に、人とAIの協働に
資する高度に洗練された「ヒューマン・インタラクション基盤技術」と、
「分野間データ連携基盤」、「AI間連携基盤技術」を確立し、ビッグデ
ータ・AIを活用したサイバー・フィジカル・システムを社会実装する。

公募要領 P.3, 4



目標
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以下の基盤技術を確立し、生産性(作業時間・習熟速度等)を10％以上向
上させる実用化例を20以上創出

人とAIの高度な協調を可能とする「ヒューマン・インタラクション
基盤技術」を開発し、人とAIの協働が効果的と考えられる分野(例え
ば介護、教育、接客等)における実証実験を通じた有効性検証と実用
化例を創出

産官学でバラバラに保有するデータを連携し、AIにより活用可能な
ビッグデータとして供給するプラットフォームである「分野間デー
タ連携基盤」を、３年以内に整備し、５年以内に本格稼働させ、実
用化例を創出

複数のAIが連携して自動的にWin-Winの条件等を調整する「AI間連
携基盤技術」を開発し、実証実験を通じた有効性検証と実用化例を
創出

公募要領 P.3, 4
研究開発計画



出口戦略、社会経済インパクト
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【出口戦略】
各分野（介護、教育、接客等）の出口となるユーザー（企業を含む）が
開発の初期段階から参画し、開発実施者と多様なユーザーが基盤技術を
活用した実証実験を実施することで、新たなビジネスモデルの創出を促
進

【社会経済インパクト】
我が国の生産性の目標（2020年まで年2％向上）の達成、
介護士不足（2025年で約37万人不足、離職率約17％(2015年)）の改善、
増加する社会保障費（2025年で約20兆円）抑制等に寄与

公募要領 P.3, 4
研究開発計画



研究開発項目（1/2）
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(a) ヒューマン・インタラクション基盤技術

(a-1) 認知的インタラクション支援技術
人と人、あるいは人とAIの高度な協調を実現するための人の認知・行
動に関わる非言語データ、言語データ等、多様なデータを収集・構造
化し、状況判断やコミュニケーションを支援する高度なインタラクシ
ョン支援技術

(a-2) 高度マルチモーダル対話処理技術
人と人、あるいは人とAIが協働するためのマルチモーダルな記憶・統
合・認知・判断を可能とする高度な対話処理技術および対話支援技術

(a-3) 学習支援技術
教育現場、その他学習にかかわる場等から学習は、教師、その他学習
関係者等に係るデータを取集し、AI技術の活用や開発によって特段の
学習促進あるいは学習効果を上げるための高度な学習支援技術

(a-4) 介護支援技術
介護現場、その他介護にかかわる場等から被介護者、介護者、その他
の介護関係者等に係るデータを収集し、AI技術の活用や開発によって
介護の負担軽減をはじめとする介護の効果を促進する介護支援技術

公募要領 P.4, 5



研究開発項目（2/2）

10 公募要領 P.4, 5

(b) 分野間データ連携基盤技術

分野を越えたデータ共有と利活用のための高度な技術、およびこれら
データを一度のアクセスで供給できる高度なプラットフォーム

(c) AI間連携基盤技術

複数のAIを自動的に協調・連携させるための高度な技術



各研究開発項目の提案額、公募の範囲
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【提案額】
2018年度の提案額（消費税及び地方税を含む）は以下のとおりです。

(a) ヒューマン・インタラクション基盤技術
(a-1) 認知的インタラクション支援技術：上限850百万円～下限10百万円
(a-2) 高度マルチモーダル対話処理技術：上限850百万円～下限10百万円
(a-3) 学習支援技術：上限400百万円～下限10百万円
(a-4) 介護支援技術：上限200百万円～下限10百万円
(b) 分野間データ連携基盤技術：上限350百万円～下限10百万円
(c) AI間連携基盤技術：上限150百万円～下限10百万円

【公募の範囲】
• (a-1)、(a-2)、(a-3)、(a-4)、(b)、(c)
• 複数の研究開発項目への提案も可能ですが、複数の項目に提案する場

合は研究開発項目ごとに提案してください。
• (a-1)、(a-2)、(a-3)、(a-4)、は研究開発計画の内容を踏まえ、提案

してください。
• (b)、(c)は実施内容まで研究開発項目の内容として規定しています。

公募要領 P.4, 11, 12



プロジェクト期間

12 公募要領 P.11

• 本プロジェクト全体として2018年度～2022年度の５年間です。
• 各提案の研究開発期間は、2018年度から2022年度までの５年以内

で、各提案について、提案者が提案内容に応じて設定してください。

2018 2019 2020 2021 2022

1年目
目標

2年目
目標

3年目
目標

4年目
目標

5年目
目標

1年目
目標

2年目
目標

3年目
目標

(a-2) 高度対話処理

(a-1) 認知的インタラクション

(2) 分野間データ連携

(3) AI間連携

(a-3) 学習支援

(a-4) 介護支援

・5年間の提案

・3年間の提案（早期の事業化を念頭）



a ヒューマン・インタラクション基盤技術
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a-1 認知的インタラクション支援技術

○研究開発の最終目標
人間の行動と認知を支援する人とAIの協調のための高度な技術を開発し、実用化例を創

出することで、人とAIが協働する社会実現に貢献します。

○今後5年間（2022年度まで）に実現すべき目標
• 領域およびインタラクションする人間の目標に依存した行動や環境の情報のセンシ

ングやモデリング等に基づいて得られる人間の認知や行動に関わるデータあるいは

情報を網羅的および体系的に蓄積したデータ・情報ベース（認知行動特性データ・

情報ベース）の構築

• インタラクションにおける人の行動や認知を適切に支援する、AIを活用したシステ

ムの評価方法の確立とその方法による認知的インタラクション支援の実用化

• 認知的インタラクション支援技術が効果的な応用分野における生産性の10％以上の

向上

○2018年度取組のポイント
• 認知行動特性データ・情報ベースの基本構造検討

• 認知的インタラクション評価用システムの基本設計

• 認知的インタラクション支援技術によって社会変革を促進するための応用分野及び

効果的なユースケースの方向づけ
14 公募要領 P.5, 6



a-2 高度マルチモーダル対話処理技術

○研究開発の最終目標
世の中のあらゆる知識や情報を駆使しながら、決められたシナリオベースの会話展開だけ

ではなく臨機応変な対話を実現する高度マルチモーダル対話の実現により、社会課題の解

決及び産業競争力の強化に貢献します。

○今後5年間（2022年度まで）に実現すべき目標
• 高度マルチモーダル対話を実現する基盤技術の実証実験に向けての方向づけ

• 社会変革の要請に対応したシナリオの策定、および実証実験に向けての方向づけ

• 応用分野におけるサービス提供者、マルチモーダル対話システムのデバイス提供者、

対話分野におけるベンチャー企業等を含む開発コミュニティの構築に向けての方向づけ

• 基盤技術の構築・生成環境のオープン化に向けての方向づけ

○2018年度取組のポイント
• 高度マルチモーダル対話を実現するための基盤技術の概念設計に向けての方向づけ

• 開発コミュニティの構築に向けた開発・利用環境の設計に向けての方向づけ

• 高度マルチモーダル対話基盤技術が社会変革に資すると考えられる応用分野および

ユースケースの具体化に向けての方向づけ

• 応用分野を考慮した言語資源データ等の構築・生成環境の整備

15 公募要領 P.6



a-3 学習支援技術

○研究開発の最終目標
生徒一人一人の個性や個々の習熟度に合わせた学習方法の提案、及び学習者の状況を教
師へリアルタイムにフィードバックする新しい教育技術をAI技術の活用により実現し、
新たな産業としてのEdTechの基盤を創ります。

○今後5年間（2022年度まで）に実現すべき目標
• 高度な学習効果を生むための学習データ・情報プラットフォームおよび学習支援シ

ステムの構築と運用
• プライバシー保護を考慮したセキュアな学習データ・情報プラットフォームおよび

学習支援システム管理運用体制の構築と運用
• テーラーメイド学習を促進する高度な学習支援システムの実現
• 教育現場や多様な学習の場等と認知科学、心理学等の研究を融合させた実践に基づ

く新たな学習モデルの構築と社会への展開

○2018年度取組のポイント
• 学習過程に関わる基本計測項目（収集するデータ項目）の基本的検討
• 学習に関わるデータ、教材・問題コンテンツ等を含むとデータ・情報プラットフォ

ームの設計への方向づけ、および学習支援システムの設計に向けての方向づけ
• テーラーメイド型学習のためのプロトタイプ学習支援システムの設計に向けての方

向づけ
• 実証実験計画に向けての方向づけ、実証実験現場（教育現場）の選定に向けての方

向づけ

16 公募要領 P.6, 7



a-4 介護支援技術

○研究開発の最終目標
2025年に20兆円と予想される介護費に対して、社会保障費の10％以上の削減が可能と
なるAI技術の開発、及びその効果を定量的に測定可能なプラットフォームを実現します。

○今後5年間（2022年度まで）に実現すべき目標
• 社会保障費削減を実現する横展開可能なベストプラクティスの策定
• 介護支援技術の実証実験プラットフォームのオープン化と社会への展開
• 介護現場、自治体等と連携したアジャイル型実証実験プロジェクトの実現
• 実証実験プロジェクトで評価されたソリューションの横展開パッケージ化

○2018年度取組のポイント
• 介護現場に適用可能なAI技術に関する市場調査に向けての方向づけ
• 実証実験プラットフォームの設計に向けての方向づけ
• 実証実験計画に向けての方向づけ、実証実験現場（介護現場、自治体）の選定に向

けての方向づけ
• 実証実験向けプロトタイプシステムの設計に向けての方向づけ

17 公募要領 P.7



1818

○研究開発の最終目標
産官学に散在するデータを連携させ、AIの学習データ等として活用可能なビッ

グデータを供給する分野間データ連携基盤が持続的に自立運用可能なエコシステ
ムの形成を目指します。

実現方法

b 分野間データ連携基盤技術 目的/実現方法

公募要領 P.7-10
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b 分野間データ連携基盤技術 実現方法に対する取組

○今後5年間（2022年度まで）に実現すべき目標
産官学に散在するデータを連携させ、AIの学習データ等として活用可能なビッ

グデータを供給する分野間データ連携基盤を持続的に自立運用可能とします。

○2018年度取組のポイント
• サービスプラットフォーム技術の設計・開発に向けての方向づけ
• サービスプラットフォーム運用支援技術の設計・開発に向けての方向づけ
• サービスプラットフォーム利活用ルール等の検討
• 分野ごとのデータ連携基盤との相互運用性確保や国際連携の具体化、実証

アプリケーションの設計・開発に向けての方向づけ

実現方法に対する目標

公募要領 P.7-10
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ｃ AI間連携基盤技術 目的

20

○研究開発の最終目標
必ずしも利害が一致していない各々のサービスを管理・制御している

AIが他のAIと協調・連携するためのAI間連携基盤を実現します。

公募要領 P.10, 11



c AI間連携基盤技術 実現方法に対する目標

21

○今後５年間（2022年度）に実現すべき目標
様々なシステムがAIにより制御されている世界で、複数のAIが協調・

連携することにより、より効率的な制御や新たなＷｉｎ－Ｗｉｎ機会の
形成を実現します。

○2018年度取組のポイント
• AI間連携に必須の基盤技術の検討
• リファレンスアーキテクチャの設計に向けての方向づけ
• AI間連携基盤技術実装の応用分野の選定に向けての方向づけ、お

よび効果的なユースケースの具体化に向けての方向づけ
• 複数の企業・団体と協力し、業務システムとAI間連携基盤の統合

に向けた仕様を検討

実現方法に対する目標

公募要領 P.10, 11



ＳＩＰ・プロジェクトの概要

提案に当たっての留意事項
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ＳＩＰ全体から見た要件と提案内容との関係について

ＳＩＰ全体としては以下の①～⑩の項目を満たすことが総合科学技術・イ
ノベーション会議から求められています。

①～⑩の要件のうち一部あるいは全部を満たす提案を本公募により募集し
ますので、提案者は提案内容がどの要件に該当するのかを含めて提案書を
作成してください。

① Society5.0の実現を目指すもの。

② 生産性革命が必要な分野に重点を置いていること。

③ 単なる研究開発だけではなく社会変革をもたらすものであること。

④ 社会的課題の解決や日本経済・産業競争力にとって重要な分野

⑤ 事業化、実用化、社会実装に向けた出口戦略が明確（５年後の事業化等の内容が明確）

⑥ 知財戦略、国際標準化、規制改革等の制度面の出口戦略を有していること。

⑦ 府省連携が不可欠な分野横断的な取組であること。

⑧ 基礎研究から事業化・実用化までを見据えた一気通貫の研究開発

⑨ 「協調領域」を設定し「競争領域」と峻別して推進（オープン・クローズ戦略を有して
いること。）

⑩ 産学官連携体制の構築、研究開発の成果を参加企業が実用化・事業化につなげる仕組み
やマッチングファンドの要素をビルトイン

23 公募要領 P.2, 3



提案要件

提案資格は、次の(1)～(7)の要件を満たす、単独又は複数で受託を希望する
企業、大学、技術研究組合、公益団体、自治体などの法人、および研究開発機
関（以下「法人等」という。）にあります。

(1)当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成および研究
開発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を有し、かつ、資金および設備等の
十分な管理能力を有していること。

(3)本プロジェクトを推進する上で管理法人が必要とする管理上の措置を、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)法人等が単独で提案する場合は、本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、公益団体等が代表して提案する場合は、参画する各法人等が本プロジ
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、提案する技術研究組合等とそこに参画する法人等の責任と役割が明確化
されていること。

(6)本プロジェクトの全部又は一部を複数の法人等が共同して実施する場合は、各法人等
が本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、各法人等間の責任と役割が明確化されていること。

(7)本邦の法人等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の法人の特別
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法人との連携が必
要な場合は、国外法人との連携により実施することができます。24 公募要領 P.12, 13



提出期限

提出期限： 平成30年９月７日（金）正午

（アップロード完了）

Web入力フォームから、必要情報の入力と提出書類のアップロードを行ってく
ださい。

https://app3.infoc.nedo.go.jp/enquete/form.rbz?cd=1321

※ 再提出は期限内なら何度でも可能です。 ご提出時に受付番号を付与します。再提出時には、初
回の受付番号を入力してください。また、再提出の場合は、差分ではなく、全資料を再提出して
ください。

※ 送信ボタンを押した後、受付番号が表示されるまで期限内に完了させてください。入力・アップ
ロード等の操作途中で期限が来て完了できなかった場合は、受け付けません。

※ 通信トラフィック状況等により、入力やアップロードに時間がかかる場合があります。特に期限
直前は混雑する可能性がありますので、余裕をもって提出してください。

※ アップロードファイル名は、半角英数字としてください。

25 公募要領 P.13



別添２はExcelのまま、ほかはPDF化し、zipで一つまとめて提出ください。

別添1 「提案書」

別添2 「提案基本情報および経費概算表」(Excel）

別添3 「研究開発成果の事業計画書」

別添4 「研究開発責任者候補研究開発経歴書および主要研究開発者研究開発経歴書
の記入について」

別添5 「NEDO研究開発プロジェクト重複状況調査票」

組織概要がわかる資料

直近の事業報告 （企業のみ）

財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー）３年分 （企業のみ）

e-Rad 提案内容提案書

等

• 提案資格を有しない場合又は提出資料に不備がある場合は受理できません。
• 提出資料は返却しません。
• 提出資料に不備があり、提出期限までに修正できない場合は、提案を無効と

させていただきます。

提出資料の不足がないようチェックをお願いします

提出資料

26 公募要領 P.13.14



秘密の保持

提案書は本プロジェクトの選考にのみ用い、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、提案件名、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。

27 公募要領 P.14



• 採択審査委員会（NEDO）

• プログラムディレクタ及び内閣府ガバニングボードの了承

• 契約・助成審査委員会（NEDO）

※委託先選定に係る審査は、受理した提出資料に基づいて行
いますが、必要に応じてプレゼンテーション資料に基づくヒ
アリングを行う場合もあるため、プレゼンテーション資料や
その他追加資料の提出、代表者との面談等をお願いする場合
があります。

審査方法

28 公募要領 P13,P15



i. 提案内容が研究開発計画の目的、目標に合致しているか（不必要な部分は
ないか）

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、各共同提案者が相互補完的であるか

iv. 提案内容・研究開発計画は実現可能か（技術的可能性、計画、目標の妥当
性等）

v. 提案者は本研究開発を遂行するための高い能力を有するか（関連分野の開
発等の実績、再委託予定先等を含めた実施体制、優秀な研究開発者等の参
加等）。

vi. 提案者が当該研究開発を行うことにより国民生活や経済社会への波及効果、
社会の変革、産業構造の転換は期待できるか（企業の場合、成果の実用
化・事業化が見込まれるか、社会の変革にどう寄与しているか。大学や公
的研究開発機関等で、自らが実用化・事業化を行わない場合には、どの様
な形で製品・サービスが実用化・事業化されることを想定しているか、社
会変革にどのように貢献しているか。）

vii. 総合評価

採択審査委員会審査基準

29 公募要領 P.15



委託先の公表および通知

30

a.採択結果の公表等

採択案件（受託者名、研究開発テーマ名、研究開発概要）は管理法人
のウェブサイト等で公開します。不採択案件については、その旨を不
採択とした理由とともに提案者へ通知します。

b.採択審査員の氏名の公表について

採択審査員の氏名は、採択案件の公開時に公開します。

c.附帯条件

採択に当たって条件（提案した再委託は認めないこと、他の機関との
共同研究開発とすること、再委託としての参加とすること、提案額か
ら減額すること等）を付す場合があります。

公募要領 P.16



2018年

8月6日： 公募開始

8月6日～8月20日： 公募説明会

9月7日正午： 公募締め切り

9月下旬（予定）： 採択審査委員会（外部有識者による審査）

10月上旬（予定）： ＳＩＰガバニングボード

10月中旬（予定）： 契約・助成審査委員会

10月下旬（予定）： 委託先決定、公表

12月上旬（予定）： 契約

スケジュール

31 公募要領 P.16



本説明会以降の問い合わせは、下記にて受け付けます。

ただし審査の経過等に関する問い合わせには応じられません。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

ロボット・ＡＩ部

「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第2期

ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」担当 宛

Web 入力フォーム：

https://app3.infoc.nedo.go.jp/enquete/form.rbz?cd=1283

問合せについて

32 公募要領 P.21



【留意事項】

契約

33



(1) 契約について

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。

(2) 研究開発独立行政法人から民間企業への再委託について

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。

(3) 研究開発計画の見直しや中止

評価により、研究開発の途中段階にて実施内容の見直しや研究開発
を中止する場合があります。

留意事項

34 公募要領 P.16, 17



【留意事項】

知財の運営・管理等

35



知財の取り扱いについて

知財マネジメント

・本プロジェクトは、知財マネジメント基本方針を適用し
ます。詳細は、別添６をご覧ください。

・本プロジェクトでは、産業技術力強化法第19条（日本版
バイ・ドール規定）が適用されます。

・本プロジェクトの成果である特許等について、「特許等
の利用状況調査」（バイ・ドール調査）にご協力をいただ
きます。

36 公募要領 P.17



安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処）

• 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。

– 研究開発期間中に技術・貨物の輸出する可能性がある場合、安
全保障貿易管理体制（輸出管理体制）を構築ください。（原則、
契約時に構築完了ください）

37 公募要領 P.20, 21



e-Rad申請手続

38



e-Rad申請手続について①

39

本プロジェクトへの提案は
・府省共通研究開発管理システム（e-Rad) による申請
・提出資料のアップロード
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、
十分留意してください

e-Radポータルサイト http://www.e-rad.go.jp/

公募要領 P.14



e-Rad申請手続について②

40

http://www.e-rad.go.jp/
操作マニュアル

連名の場合には、それぞれの機関での登録が必要です。

公募要領 P.14



【配分機関名】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構

【公募名】
ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤
技術

平成30年9月7日(金)正午までに、
全ての申請手続きを完了してください。

※e-Rad上の締め切りがいかなる日に設定
されていても、平成30年9月7日(金)正午ま
でに登録を終え、「e-Rad提案内容提案
書」を含めた提案書類一式をNEDOに申請
書を提出しておく必要があります。

提案事業を間違えないように
ご注意下さい。

e-Rad申請手続について③

41 公募要領 P.14
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