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ＮＥＤＯ ＩｏＴ推進部

主担当： 大宮

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。

１．データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討

デジタル社会にふさわしい新たなガバナンスモデルを策定することを目的

とし、デジタル空間のアーキテクチャに即した実効的かつイノベーション

を促進するような新たなガバナンスのあり方等を調査・検討します。

２．円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討

IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ等を活用し、

データ共有・AIシステムをはじめとしたデータ活用ビジネスの拡大に向け

て、円滑なデータ活用流通促進のための事業環境整備を推進するための調

査・検討を行います。

プロジェクトの概要



調査内容
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背景・目的

社会のデジタル化がもたらす技術発展や産業構造のレイヤー化に伴い、これまで国
家が法により担保してきた安全、プライバシー、公正な競争環境といった法益の実現
において、アーキテクチャやコードが重要な影響を与えるようになっていくと考えら
れる。しかし、伝統的な法とそれを執行する行政組織は、コードが形成するデジタル
社会の実態を把握し、ルール策定・執行をするのに必ずしも最適な構造にはなってい
ない可能性がある。

＜ガバナンス・ギャップ拡大の懸念＞

①既存の法制度が新たな技術やアーキテクチャの変化に追いつけず、データ利活用を
阻害してしまう。

②既存の法制度やその法を執行する規制当局において、デジタル空間の変化に対応し
た仕組みや能力が不足し、保護すべき法益を確保できない。

→ 既存法制度を新たなデジタル技術やビジネスモデルに対応した形で見直すことにつ
いて検討する必要性

本調査事業では、デジタル社会にふさわしい新たなガバナンスモデルを策定するこ
とを目的とし、デジタル空間のアーキテクチャに即した実効的かつイノベーションを
促進するような新たなガバナンスのあり方等を調査・検討する。

仕様書P.１

１．データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討



調査内容
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実施項目(1／3)

(1) 新たなガバナンスモデル策定に関する調査

新たなガバナンスモデルの全体像、デジタル技術の発展に伴う既存の法
制度の見直し余地、既存の法制度に代わるトラスト確保の手段等につい
て、法令等の文献調査、国内企業に対するヒアリング、（２）の有識者
検討委員会を含む国内外の有識者の議論を踏まえつつ整理・検討し、今
後必要となる対応策等についてまとめること。想定される主な論点は、
次のア～カの通り。

ア．新たなガバナンスモデルの全体像の提示

イ．デジタル技術の発展に伴う既存業法の見直し

ウ．デジタル社会のトラスト確保に関する検討

エ．デジタル社会の取引ルールに関する検討

オ．デジタル時代のコーポレートガバナンスに関する検討

カ．上記ア～オの見直しが社会に与える影響の評価

仕様書P.１

１．データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討



調査内容
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実施項目(2／3)

(2) 有識者検討委員会の運営

新たなガバナンスモデルに関する検討を行うため、経済産業省が世界経
済フォーラム日本事務所や関連省庁と協力して実施する有識者検討委員
会の開催・運営に必要な業務を行うこと。具体的には以下の通り。なお、
有識者検討委員会及び小委員会メンバーは、経済産業省が任命する臨時
政策アドバイザー等によって構成される予定。また、別途公募する予定
の調査事業「Society 5.0の実現に向けたアーキテクチャに関する検討」に
おいて開催する委員会（3～4回程度）において、各小委員会での議論を
取り纏めて報告する予定。

・有識者検討委員会小委員会

小委員会設置数：3つ程度

1小委員会あたりの構成人数：5～6名

各分科会毎の開催回数：5～6回程度

開催場所：経済産業省もしくはNEDO会議室

主な構成員：経済産業省 臨時政策アドバイザー

仕様書P.2

(続き…)データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討
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調査内容 仕様書P.2

実施項目(3／3)

(2) 有識者検討委員会の運営（続き）

・有識者検討委員会小委員会

主な業務：

 事務局資料作成および有識者からの資料収集

 会合・事前資料説明の日程調整・事務連絡

 打合せメモ／議事録の作成

 臨時政策アドバイザーを除く各委員への謝金・旅費支払

 委員会用資料の作成

 資料・報告書等の英訳及び対外発信

 その他、別途経済産業省およびNEDOの指示によるもの。

(続き…)データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討



世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター

• https://jp.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution-japan

参考
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(続き…)データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討



調査内容
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背景・目的

個人情報やプライバシー等に配慮した、国内外横断したデータ利活用等につ
いての制度面の整備が進んでいる。

2016(平成27)年度 IoT推進コンソーシアム データ流通促進ＷＧ設置
カメラ画像利活用ガイドブック等策定

2018(平成29)年5月 個人情報保護法改正

2019(平成31)年1月 (日本⇔EU)円滑な個人データ移転を図る枠組み発効

本事業では、以上のような背景を踏まえ、データ共有・AIシステムをはじめ
としたデータ活用ビジネスの拡大に向けて、円滑なデータ活用流通促進のた
めの事業環境整備を推進することを目的とする。

仕様書P.１

2．円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討



調査内容
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実施項目(１／４)

(1)データ利活用促進等に関する調査

IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ（以降、
データ流通促進WGという）※等を活用し、事業者からのヒアリングやＩ
ｏＴ推進コンソーシアム会員への公募等によってユースケースを収集し、
データを保有する事業者がデータの利用を希望する事業者にデータを提
供する際の課題（消費者からの同意の取得方法や提供する際のデータの
加工レベル、データの権利帰属の考え方や事業者間での契約条件等）の
抽出、整理および課題解決に向けた施策について議論を行い、議論の結
果を報告書にまとめる。また、データ流通促進WGでは、幅広くデータ流
通に関する共通課題の意見交換などを実施することとし、データ利活用
を促進するべく普及啓発を行う。

※年3回程度開催

仕様書P.１

2．円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討



調査内容

12

実施項目(２／４)

(2) 個人情報やプライバシー等保護の技術に関する調査

上記「（１）」を検討するにあたり、専門的かつ集中的に議論が必要
なテーマとして、安全なデータ流通を促進することを目的とした個人情
報やプライバシー等保護技術に着目した「安全なデータ流通における技
術と法の研究会※」を設置し、現状の課題等を抽出するとともに、我が国
において、遵守すべき制度を踏まえ、個人情報やプライバシー保護等の
技術を適用する際に必要となる事項、及び普及・定着させるための方法
等を明らかにする。

また、認定個人情報保護団体を含む業界団体やパーソナルデータ活用
事業者の取組の現状を把握するとともに、利活用に向けた支援の在り方
を整理する。

※年8回程度開催、その他必要に応じて専門的な内容を検討する作業部会
を設置

仕様書P.2

(続き…)円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討



調査内容
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実施項目(３／４)

(３) カメラ画像利活用ガイドブックの普及に関する調査

「カメラ画像利活用普及セミナー（仮称）」

都内近郊、1回程度
定員：150名程度（一般参加者含む）

2018(平成30)年3月30日にIoT推進コンソーシアムから公表された、

「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」の普及促進を目的に開催。

マーケティング等の目的でカメラ画像を利活用している事業者

カメラ画像利活用ガイドブックの作成に携わった関係者等を招聘

カメラ画像利活用ガイドブックに記載の内容のポイントの解説、事例等
の紹介とともに、今後、産官学で検討すべき内容等を議論する。

仕様書P.2

(続き…)円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討



調査内容
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実施項目(４／４)

（４）安全なデータ流通促進における国内外動向調査

上記「（１）～（３）」を実施するにあたり、国内外の関連する事例、法
制度、技術、標準化等についての動向を調査する。調査にあたっては、Web
や文献等を用いるとともに、必要に応じて現地ヒアリング等を行う。

・実施にあたっての補足

① 事前準備（調査および課題の収集）

② WGの運営

③ 検討結果の整理

仕様書P.2

(続き…)円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討



IoT推進コンソーシアム データ流通WG

http://www.iotac.jp/wg/data/

事例集Ver2.0

https://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180810002/20180810002.html

特許庁：特許出願技術動向調査

https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html#denki

└匿名化技術

https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-
houkoku/tokkyo/document/index/29_12.pdf

参考
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(続き…)円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討



事業期間及び規模
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仕様書

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3月19日まで

報告書

提出期限：2020年3月19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。



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

1.データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討
2019年5月22日(水)正午必着

2.円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討
2019年5月15日(水)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 大宮、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 4部 （正１部、 副3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.2



委託先の選定
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(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15日 ： 公募開始

4月19日 ： 公募説明会

1.データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検討

5月22日(正午)： 公募締め切り

5月下旬(予定)： 採択審査

6月上旬(予定)： 委託先決定

6月上旬(予定)： 公表

7月上旬(予定)： 契約

２.円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討
5月15日(正午)： 公募締め切り

5月中旬(予定)： 採択審査

5月下旬(予定)： 委託先決定

6月上旬(予定)： 公表

6月下旬(予定)： 契約



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 大宮、大谷

電子メールアドレス：cip@ml.nedo.go.jp

公募要領P.4-7



1.データ利活用推進のための新たなガバナンスモデル策定に関する検
討

Q1:どの分野を想定しているのか。重点5分野すべてか

A1:Connected Industries重点5分野を念頭に置いていますがが、ス
マートライフなどは幅広くとらえることも可能です。5分野よりも広
く捉えてやっていただくことも可能です。

Q2:臨時政策アドバイザー以外の委員に対して、謝金を支払うという
ことでよいか。

A2:その通りです。臨時政策アドバイザー以外の委員は数人を想定し
ています。

２.円滑なデータ流通促進のための事業環境整備に関する検討

Q:「安全なデータ流通における技術と法の研究会」委員は何人程度か

A:10～15名を想定しています。

説明会Ｑ＆Ａ
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