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担当者紹介
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ＮＥＤＯ ＩｏＴ推進部

主担当： 藤田

副担当： 大谷



背景及び目的

「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム

開発促進事業」では、データ共有等の協調領域の最大化と、最先端

のAI技術を用いたデータ利活用の拡大により、AI・データエコシス

テムを創出し、Connected Industries施策を加速させることを目的と

しています。こうしたエコシステムの形成には、多くの事業者が

データを共有・共用し協調領域を拡大させ、データの利活用を可能

とするプラットフォーム構築が必要であり、その環境として安心・

安全で、オープンかつ汎用性の高いクラウド等の基盤が望ましい。

本調査事業では、官民双方が一層安心・安全にクラウドサービスを

採用し、継続的に利用できるようにするために、クラウドサービス

の安全性評価等に関する検討および調査を行うとともに、重要産業

分野への広がりも視野に、まずは、政府調達におけるクラウドサー

ビスの安全性評価に係る制度案の検討を行います。

プロジェクトの概要
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クラウドサービスの安全性の確保

＜2019年＞ ～4/16 制度の枠組みに関するパブリックコメント

夏 各種基準の素案策定、基準に関するパブリックコメント

年内 検討会最終とりまとめ。制度の立ち上げ

＜2020年＞ 秋 全政府機関等での制度活用開始

スケジュール

制度の枠組み（案）

• 各省庁がクラウドサービスを利用する場合、登録簿に記載されたものから調達しなければならないとするもの

• 登録簿への記載のためには、登録しようとするサービスについて、監査法人等が政府が示す基準を満たすか
否かの監査を行い、その基準を満たしたとするもののみについて、政府が登録

 政府機関等が利用するクラウドサービスの安全性評価の仕組について、学識者、セキュ
リティ専門家等の参画の下、「クラウドサービスの安全性評価に関する検討会」を設置し、
昨年8月から検討（事務局は総務省・経産省）

 検討会の取りまとめ後には、検討結果を踏まえ、以下の政府文書等に必要な反映を行
う方向で調整

– 政府機関等の情報セキュリティのための統一基準群

– 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針

 重要産業分野等において本制度の評価結果の活用を推奨していくことを前提に検討

参考資料



政府の決定文書とクラウドサービスの位置づけ

 2018年6月より、政府調達においてクラウド・バイ・デフォルト原則を採用。

 成長戦略、サイバーセキュリティ戦略等において、安全性評価の検討を位置づけている。
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政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針(2018 年6月7日 ＣＩＯ連絡会議決定)

２ 基本方針
２.１ クラウド・バイ・デフォルト原則
政府情報システムは、クラウド・バイ・デフォルト原則、すなわち、クラウドサービスの利用を第一候補として、その検討を行うものとする。

未来投資戦略2018(2018 年6月15日 閣議決定)
Ⅱ．経済構造革新への基盤づくり
[１]データ駆動型社会の共通インフラの整備
１．基盤システム・技術への投資促進
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅱ）サイバーセキュリティの確保

クラウドサービスの多様化・高度化に伴い、官民双方が一層安全・安心にクラウドサービスを採用し、継続的に利用していくため、
情報資産の重要性に応じ、信頼性の確保の観点から、クラウドサービスの安全性評価について、諸外国の例も参考にしつつ、本
年度から検討を開始する。

サイバーセキュリティ戦略(2018年7月27日 閣議決定)
4. 目的達成のための施策
4.2. 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現
4.2.3 政府機関等におけるセキュリティ強化・充実
(2) クラウド化の推進等による効果的なセキュリティ対策
各府省庁において情報の特性に応じて適切な情報システムの形態を選択するとともに、政府全体としてセキュリティ施策を効率的・効
果的に実施できるよう、システムの構築と運用の集約及びセキュリティ水準向上の利点を活かすことができる、政府プライベートクラウドとし
ての政府共通プラットフォームへの移行を含むクラウド化を推進する。クラウド化の推進に当たっては、安全性評価など、適切なセキュリティ
水準が確保された信頼できるクラウドの利用を促進する方策について検討を進める。

参考資料



クラウド利用の方針 政府クラウド安全性評価制度 主な関連機関
2010年
「25 POINT IMPLEMENTATION PLAN TO REFORM 
FEDERAL INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT」
→クラウドファースト(cloud first)

2011年～
Federal Risk and Authorization 
Management Program

General Services 
Administration
（※独立政府機関）

2011年
「Government Cloud Strategy」
→クラウドファースト(a public cloud solution first policy)

2013年～
G-Cloud framework

Government Digital 
Services
（※内閣府管轄）

2014年
「Australian Government Cloud Computing Policy」
→クラウドファースト(cloud first)

2014年～
Information Security Registered 
Assessors Program

Australian Signals 
Directorate
（※防衛大臣管轄）

2011年
「e-Government masterplan 2011-2015」
→政府プライベートラウドの構築、移行（G-Cloud）

2013年～
Multi-Tier Cloud Security
（MTCS:SS584）

Infocomm Media
Development Authority
（※情報通信省管轄）

2018年
「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る
基本方針」
→クラウド・バイ・デフォルト

本検討会において整備中
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クラウドサービスに係る世界の潮流
（海外の政府調達について）

 海外の政府調達では、多くが①クラウドファーストを掲げ、②その直後にクラウドサービスの
政府調達に係る認証制度を導入。

 日本では、2018年6月にクラウド・バイ・デフォルト原則を採用したところ、安全性評価の
仕組みの検討が必要。

出典：各制度HPより
※一部の国では、安全性評価制度の構想と並行してクラウド利用の方針を出している。

参考資料



クラウド基準・運用

その他
情報システム基準・運用

情報・情報システムのクラス分け（政府）

クラウドサービスの安全性評価に関する検討会のスコープ

重要産業分野等
②・既存の基準＋αの安全性評価方法
・評価の実効性
・運用方法
等を整理、策定。

①基準活用の前提となるデータ分類の必要性
分類の際のセキュリティ要求事項の整理、報告

赤字部分が検討会のスコープ

レベル２

レベル１

レベル３ ※詳細な分類条件、実際
の分類作業は別途検討。

推奨

情報･情報システム
のクラス分け
（産業）

参照（P）
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 ①基準活用の前提となる情報・情報システムのクラス分けに関する議論と、②クラウド調
達の基準等に関する議論を行う。

 上記に加えて検討すべき事項については、継続的な検討事項として項目整理を行う。

イメージ

参考資料



調査内容
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実施項目

(1) クラウドの安全性評価の構築に向けた基礎調査の実施

英国G-Cloud、米国FedRAMP、豪州IRAPといった諸外国のクラウドの安全性
評価の仕組みにおける体制、制度の課題、制度見直しの動き等を調査して特
徴を整理し、日本における制度の実装における留意点や今後必要となる対応
策等について検討すること。

(2) クラウドサービスの安全性評価に必要となる各種基準に関する調査

クラウドサービスの安全性評価を行う際に必要となる、各種基準について、
クラウドサービスや監査に関する国内外の基準等を調査し、比較・分析を行
うこと。

(3) 関連省庁（経産省・総務省等）で共催する有識者検討会の運営等

有識者の意見等をふまえて(1)、(2)の調査内容について、調整を行う。その
ため、官民が安心安全にクラウドサービスを利用するための安全性評価の仕
組みに関する検討を行う、経済産業省・総務省で共同開催する有識者検討会
を運営し、調査内容の報告と議論を受けた追加調査を行い、検討結果の最終
とりまとめを行う。具体的には、下記の事項を実施すること。

仕様書P.１-2



調査内容
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実施項目

(3) 関連省庁（経産省・総務省等）で共催する有識者検討会の運営等

検討会の運営等

検討会は年内を目途に3回程度開催する。

検討会の各回の論点案は以下のとおり。

第1回（6月中予定）制度に係る各種基準の検討状況の確認。

第2回（10月中予定）シミュレーション（別調査）の結果について。

第3回（年内予定）クラウド安全性評価に係る最終とりまとめ。

検討会の下にワーキンググループを設置し、検討会で定めた方針を基に
ユースケースも取り上げながら、具体的な各種基準案等を策定すること。
年内で合計5回程度開催する。

ワーキンググループの開催のほかに、グループメンバーを振り分け、具体
的な基準・フォーマット策定作業を行う作業会を実施すること。

各回の資料作成を実施（アジェンダ、参加各社資料収集、論点整理、各種
基準策定作業に必要な資料作成の支援等）のこと。

各委員への事前資料説明・打合せメモ作成。

仕様書P.2



調査内容
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実施項目 (3)の続き

検討会の運営等

他の調査報告との連携・調整を行うこと。

(1)で実施する調査。

他の委託調査において実施する制度シミュレーション結果のフィード
バック。

各委員への謝金支払、事務連絡、会合・事前資料説明の日程調整等を行う。

検討会15名程度、ワーキンググループそれぞれ10名程度を想定。

その他、検討会運営に必要な業務。

検討会・ワーキンググループの議論を受けた調査・調整等

検討会・ワーキンググループにおける議論を受けた(1)、(2)の調査への反
映・追加調査。

他の委託調査において実施する制度シミュレーション結果との接続。

(4) その他、本調査事業で必要となる業務
なお、事業の実施に際しては、「クラウドサービスの安全性評価に関する検討会
中間とりまとめ（案）」の内容を十分に活用すること。

仕様書P.2



他の調査事業との関係
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●クラウド安全性評価体制策定の検討会

システムトータルの安全性
に係る調査の取りまとめ。

７月５月 ６月 10月８月 ９月 １月11月 12月 ２月

（１）海外調査

（２）安全性評価
各種基準調査

（３）検討会 ◆第１回
制度に係る各種基準の検討

◆第２回
シミュレーション結果まとめ

◆第３回＿＿
クラウド安全性評価に係る

最終とりまとめ基準案策定WG

基準・
フォーマット
策定作業会

◆ ◆ ◆

各種基準案策定

（１）アーキテク
チャの検討

（２）シミュレー
ション

ハイブリッドのシステム安全性

◆

「調達」シミュレーション 仕様書や
SLA、提案書への影響確認

クラウドサービス部分の
結果フィードバック

監査シミュレーション
の結果フィードバック

管理基準及び監査への
対応コスト・期間の試算。
フォーマット等の改定。

「監査」
シミュレーション

本事業範囲

基準案調整

◆ ◆

NEDO
事業

METI
事業



事業期間及び規模
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仕様書P.3

事業規模および採択件数
予算額2,000万円以内

事業期間
NEDOが指定する日から2020年2月28日まで

報告書

提出期限：2020年2月28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

提出のこと。 http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

報告会等の開催
委託期間中又は委託期間終了後に、成果報告会における報告を依頼す
ることがあります。

その他、本調査事業で必要となる業務
調査の実施に際しては、2017年度に経済産業省で実施された「産業デ
ータ共有促進事業」における調査や検討の成果を十分に活用すること。



応募資格
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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とします。

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.2



提出期限及び提出先
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提出期限

2019年4月26日(金)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、NEDO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御登録いただきますと、ホームページに掲載さ
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。ぜひ御登録いただき、御活用ください。メール配信サービスの
御登録：http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html

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、大谷

〒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

※持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従って
ください。

公募要領P.2-3



提出書類
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 提案書 ３部 （正１部、 副２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）１部

 提案書類受理票（別紙３） １部



提出方法
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a.応募者は本要領に従い提案書類を作成し、「４. 提案書類の提出期限及
び提出先」に基づいて御提出ください。なお、FAX及び、E-mailでの
提案書類の提出は受け付けられません。

b.次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。

・公募要領（PDF）

・仕様書（PDF）

・提案書様式（WORD）

・契約に係る情報の公表について（PDF）

・調査委託契約書（案）（本公募用に特別に掲載しない場合は、「調
査委託契約標準契約書」を指します。）

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

公募要領P.3



委託先の選定

18

(1) 審査

以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に
関するお問い合わせには応じられませんのであらかじめ御了承ください。

(2) 審査基準

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
有していること。

公募要領P.3



委託先の選定
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(2) 審査基準(続き)

ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況（平
成28年3月22日にすべての女性が輝く社会づくり本部において、社
会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実
現に向けた取組を進めるため、新たに、女性活躍推進法第20条に基
づき、総合評価落札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス
等推進企業をより幅広く加点評価することを定めた「女性の活躍推
進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定さ
れました。本指針に基づき、女性活躍推進法に基づく認定企業(える
ぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業(くる
みん認定企業・プラチナくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づ
く認定企業（ユースエール認定企業）に対しては加点評価されるこ
ととなります。）

公募要領P.4



スケジュール
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2019年

4月12日 ： 公募開始

4月17日 ： 公募説明会

4月26日(正午)： 公募締め切り

5月上旬(予定)： 採択審査

5月中旬(予定)： 委託先決定

5月下旬(予定)： 公表

6月上旬(予定)： 契約

公募要領P.4



留意事項、問合せ先
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 留意事項

(1) 公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応

(2) 研究活動の不正行為への対応

(3) 国立研究開発法人の契約に係る情報の公表

(4) 安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処）

 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でお願いします。

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、大谷

電子メールアドレス：cip@ml.nedo.go.jp
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