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2019年 5月 

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 

【受付期間】 

  2019 年 5 月 9 日（木）～2019 年 6 月 10 日（月）正午（必着） 

【提出方法】 

Web 入力フォームから、必要情報の入力と提出資料（「5. 提出方法 (2) 提出資料」参

照）のアップロードを行ってください。 

Web 入力フォーム： https://app3.infoc.nedo.go.jp/enquete/form.rbz?cd=1497 

他の方法（持参・郵送・FAX・電子メール等）による提出は受け付けません。 

※ 再提出は期限内なら何度でも可能です。 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。 

※ アップロードするファイルは、別添２は EXCEL 形式で、別添２以外は PDF 形式

で、一つの zip ファイルにまとめてください。 

【ご注意】 

本プロジェクトへの提案には、上記 Web 入力と併せて、府省共通研究開発管理システ

ム（e-Rad）による申請が必要です。e-Rad の申請には、事前に研究開発機関および研

究者の登録が必要です。 

なお、e-Rad への研究機関登録には通常２週間程度要しますので、ご注意ください。 
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「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

基盤技術におけるアーキテクチャ設計及び実証研究」に係る公募について 

（2019 年 5月） 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）において、2019

年度に実施される予定の「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におけるアーキテクチャ設計及び実証研究」プロジェクトの公募を行い

ます。本プロジェクトへの参加を希望する場合は、本要領に従い提案してください。 

 本プロジェクトは、政府予算に基づき実施するため、予算案等の審議状況や政府方針の変更等により、

公募の内容や予算規模、採択後の実施計画、概算払の時期等が変更されることがあります。 

 

1. 戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）全体の概要 

科学技術イノベーションは、経済成長の原動力、活力の源泉であり、社会の在り方を飛躍的に変え、

社会のパラダイムシフトを引き起こす力を持ちます。しかしながら、我が国の科学技術イノベーショ

ンの地位は、総じて相対的に低下しており、厳しい状況に追い込まれています。 

総合科学技術・イノベーション会議は、「イノベーションに最も適した国」を創り上げていくため

の司令塔として、権限、予算両面でこれまでにない強力な推進力を発揮できるよう、司令塔機能を抜

本的に強化することが求められております。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、他の司令塔機能（日本経済再生本部、規制改革会議等）との連携を強化する

とともに、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、より直接的に行動していく必要があります。 

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」（以下、「推進費」と

いう。）が調整費として新たに創設され、内閣府に計上されました。推進費による事業は、総合科学

技術・イノベーション会議の司令塔機能強化のための重要な取組の一つであり、府省の枠を超えたイ

ノベーションを創造するために不可欠な政策手段です。 

今、国家的に重要な課題の解決を通じて、我が国の産業にとって将来にわたり有望な市場を創造し、

日本経済の再生を果たしていく必要があります。このためには、各府省の取組を俯瞰しつつ、更にそ

の枠を超えたイノベーションを創造するべく、総合科学技術・イノベーション会議の戦略推進機能を

大幅に強化しなければなりません。その一環として、鍵となる技術の開発、社会の変革等の重要課題

の解決のための取組に対して、府省の枠にとらわれず、総合科学技術・イノベーション会議が自ら重

点的に予算を配分する「戦略的イノベーション創造プログラム」（以下、「ＳＩＰ」という。）が創設さ

れました。この原資は、推進費から充当されます。 

 

(1) 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。 

①Society 5.0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 
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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 

 

(2) ＳＩＰ全体の推進体制 

ＳＩＰは、総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能強化のための取組の一つとして内閣府

に計上された推進費において実施するものであり、総合科学技術・イノベーション会議のもとで推進

体制が構築されています。 

 

○ガバニングボード 

総合科学技術・イノベーション会議有識者議員を構成員とするガバニングボードは、ＳＩＰの着実

な推進を図るため、ＳＩＰの基本方針、ＳＩＰで扱う各課題の研究開発計画、予算配分、フォローア

ップ等についての審議・検討を行います。ガバニングボードには、必要に応じ、構成員以外の方の出

席を求めることができます。 

 

○プログラムディレクター（以下、「ＰＤ」という。） 

ガバニングボードの承認を経て、課題ごとに内閣総理大臣から任命されたＰＤが、担当する課題の

研究開発計画等をとりまとめ、中心となって進めます。本課題については、安西祐一郎 独立行政法

人日本学術振興会顧問・学術情報分析センター所長、慶應義塾学事顧問がＰＤに任命されています。 

 

○推進委員会 

推進委員会は、課題毎に内閣府に置かれ、当該課題の研究開発計画の作成や実施等に必要な調整等

を行います。ＰＤが議長、内閣府が事務局を務め、関係府省、管理法人、専門家等から構成されます。 

 

○管理法人 

「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

空間基盤技術におけるアーキテクチャ設計及び実証研究」プロジェクトについては、管理法人として

現在はＮＥＤＯが指定されています。管理法人は、ＰＤや推進委員会を補佐し、研究開発の進捗や予

算の管理、自己点検の事務の支援、評価用資料の作成、関連する調査・分析等、必要な協力を行いま

す。 

 

2. 「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

空間基盤技術におけるアーキテクチャ構築及び実証研究」プロジェクトの概要（11. 関連資料に示し

た「資料 2：研究開発計画」も参照してください。） 

(1) 背景と目的 

Society 5.0 として目指すべき社会を創り出すには、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合

し、ビッグデータと AI の活用から生まれたイノベーションにより、新たなサービスやビジネスモデ

ルが誕生し、様々な分野で新たな価値が創出され、経済社会システムのパラダイムシフトが起こる必

要があります。Society 5.0を具現化するためには、サイバー空間とフィジカル空間が相互に連携し

たシステム作りが不可欠であり、未だ様々な開発要素・課題があります。 

特に、システム全体が複雑化し、技術の進化が早いなかで、イノベーションを創出していくために

は、システム間の相互接続性やシステムの拡張性等が確保されることが重要であり、アーキテクチャ

を設計し、それに基づいた技術開発、標準化、ルール形成等が必要です。アーキテクチャとは、機能、
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データ、アセット等を各層に分け、各層の構成要素とそれらの関係性を可視化し、システム全体を俯

瞰する設計図であり、関係者間で共通理解を図ることにも寄与します。（図１：Society 5.0リファレ

ンスアーキテクチャ） 

本プロジェクトにおいては、Society 5.0の実現に向けて、官民連携体制により、スマートシティ

分野、パーソナルデータ分野、地理空間情報分野において、ビッグデータ・AI 等を活用した実証研究

を進めつつ、分野・企業横断の相互連携等を可能とするアーキテクチャを構築します。さらに、官民

のステークホルダーが、それぞれの役割を認識し、このアーキテクチャに基づき、共通の見方・理解

を踏まえ、技術開発、社会実装、データ連携、国際標準化、制度整備等を加速することで、Society 

5.0の実現に寄与します。 

 

 

図１ Society 5.0 リファレンスアーキテクチャ 
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(2) プロジェクトの内容と公募の範囲について 

以下の研究開発項目への提案を公募します。複数の研究開発項目への提案も可能ですが、複数

の研究開発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。 

 

分野 研究開発項目 

（a）スマートシティ分野 （a-1）アーキテクチャ構築とその実証研究の指揮 

（a-2）実証研究の実施 

（b）パーソナルデータ分野 （b-1）アーキテクチャ構築 

（b-2-1）「情報銀行」間の連携に関するアーキテクチャの実証研究の実施 

（b-2-2）「情報銀行」を通じたデータの流通・活用に関するアーキテクチ

ャの実証研究の実施 

（b-2-3）「データ取引市場」を通じたデータの流通・活用に関するアーキ

テクチャの実証研究の実施 

（b-2-4）生体認証データの事業者間の連携に関するアーキテクチャの実証

研究の実施 

（b-2-5）特定エリアにおける行動データの事業者間の連携に関するアーキ

テクチャの実証研究の実施 

（b-2-6）トラストサービスに関するアーキテクチャの実証研究の実施 

（c)地理空間情報分野 （c）地理空間情報プラットフォームの検討 

 

 

（a）スマートシティ分野 

（a-1）アーキテクチャ構築とその実証研究の指揮 

スマートシティに関する多様な分野での実証研究や国内外のユースケース、関係する標準・

規格、データ等を整理・構造化し、アーキテクチャを設計・構築するとともに、分野・企業

横断でサービス展開できる都市 OS、データ連携、API 標準、データ構造、国際標準化、関連

ルール・制度等を検討します。さらに、後述する（a-2）の実証研究において、（a-2）のすべ

てのシステムの連携を指揮するとともに、そこでの知見を構築するアーキテクチャに反映し

ます。 

また、既存の広く活用されている国内外アーキテクチャ（米国 NISTで策定されているもの

等）の動向や課題等の調査、他分野アーキテクチャ（後述の(b)、(c)）との相互接続、国際

標準化を見据えた海外への発信や標準化関係団体との調整、府省庁の関連事業に対して連携

を行います。 

 

（a-2）実証研究の実施 

複数の都市間や都市内に存在する異なるシステム等を連携可能とするため、参加するすべ

てのシステムと連携させる機能を作成します。また、アーキテクチャ設計に資するとともに

今後 AI やビッグデータ等を活用するための実証研究を実施します。実施にあたっては、都

市・地域ごとの抱える実課題に対応し、実証研究後の実装を前提に、持続可能な運営体制・

ビジネスモデルのもとで行います。 

 

（b）パーソナルデータ分野 
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（b-1）アーキテクチャ構築 

パーソナルデータに関する多様な分野での実証研究や国内外のユースケース、関係する標

準・規格、データ、ルール等を整理・構造化し、アーキテクチャを設計・構築するとともに、

事業者横断的なデータ連携に必要となる API 標準、データ構造、国際標準化、関連ルール・

制度等を検討・整理します。 

また、広く活用されている既存の国内外アーキテクチャの動向や課題等の調査、国際標準

化を見据えた海外への発信や標準化関係団体との調整等を行います。 

 

（b-2）実証研究の実施 

情報銀行、データ取引市場、企業間データ連携等の分野において、アーキテクチャ構築に

資する実証研究を実施します。実施にあたっては、都市・地域や企業等の抱える実課題に対

応し、実証研究後の実装を目指すものとし、持続可能な運営体制・ビジネスモデルのもとで

行います。 

 

（c）地理空間情報分野 

スマートシティ、自動走行、農業、防災等、広く分野で共通利用が想定される地理空間情報

分野において、安定的に自立運用可能なプラットフォーム構築を検討・設計します。 

 

なお、本プロジェクトにおける実証研究は、個々の事業の実装を目指しつつも、アーキテクチャ

設計に資する形で行うことが必要であるため、(a-2)、(b-2)の実施者は、それぞれ(a-1)、(b-1)の

アーキテクチャ構築の実施者と調整ののち、実証研究の計画を最終決定することとします。提案時

には、(a-1)、(b-1)の趣旨を踏まえ、提案する実証研究がアーキテクチャ構築に活用される観点で

記載してください。 

 

詳細は以下の通りです。 

 

(a) スマートシティ分野 

 

スマートシティとは、先進的技術の活用により、都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し、

各種の課題の解決を図るとともに、快適性や利便性を含めた新たな価値を創出する取組であり、

Society 5.0の先行的な実現の場です。 

これまで、我が国においては、政府各本部・省庁が、所管分野を中心に個別にモデル事業等を実施

してきましたが、各事業の連携や分野間のデータ連携等の面で課題がありました。また多くのプロジ

ェクトが実証実験の域を脱しきれず、国の予算で初期構築できても市域全体にサービスがスケールア

ップし、継続的運用ができるようなビジネスモデル等が確立されていません。また、他都市、地域へ

の展開も十分でなく、スマートシティ自体が広がっていかないという課題も顕在化しています。 

このため、政府においては、統合イノベーション戦略推進会議のもと、関係府省における連携体制

を構築するとともに、第４回統合イノベーション戦略推進会議（平成３１年３月２９日）において、

「府省連携したスマートシティ関連事業の推進について」を決定したところです。 

本プロジェクトは、「府省連携したスマートシティ関連事業の推進について」を踏まえて実施する

もので、各省、産業界とも連携しながら、スマートシティに関する多様な分野での実証研究の実施、

国内外のユースケース及び関係する標準、規格、データ等の整理、分析、構造化等を進め、分野・企

業横断でサービス展開できる都市 OS、データ連携、API標準、データ構造、国際標準化、関連ルール・

制度等を検討し、アーキテクチャを構築して実証研究するものです。各自治体・企業等が、アーキテ



 

7 

 

クチャを活用することにより、持続可能、相互運用可能で、拡張性を持ったスマートシティの実現を

目指します。 

(a-1)、(a-2)の目標およびポイントは、以下のとおりです。 

 

 (a-1) アーキテクチャ構築とその実証研究の指揮 

スマートシティアーキテクチャの構築にあたっては技術的観点に加えてビジネスモデルや法制度、

国際標準化等の観点で検討が必要なことから、それらを含む体制で行います。 

具体的な実施内容を以下に示します。 

 

Ⅰ アーキテクチャ構築とその実証研究 

図１の Society 5.0 リファレンスアーキテクチャを参照し、(a-1)のⅡ国内外でのスマートシテ

ィに関する情報収集と分析、ⅢとⅣにおける有識者検討会議での議論、(a-2)の実証研究等を踏ま

え、アーキテクチャを構築し、前述の実証研究等において、異なるシステムの連携の実証研究を指

揮します。具体的には以下のとおりです。 

 

＜構成要素の抽出・整理や関係性等の設計＞ 

・ 図１の Society 5.0リファレンスアーキテクチャを参照し、スマートシティの持つスコープ等

を踏まえ、各軸に、意味軸、時間軸、空間軸等を定義します。 

・ Ⅱで調査したユースケースや(a-2)の実証研究ごとに、その構成要素（データ、機能、関連す

る技術基準、規格・標準、ルール、ガイドライン、法制度、体制等）に分解し、各層（アセッ

ト、データ連携、データ、機能等）に整理します。 

・ 各層（アセット、データ連携、データ、機能等）の連携に関するインターフェース等、各層間

や各層内での相互連携を効率的に行うために必要な課題や要件等を検討・設計します。 

・ 国内外の動向やスマートシティを構成する全体像を踏まえ、スマートシティ実現のために、開

発すべき技術、整備・標準化すべきデータ、整備すべき制度・ルール等について検討します。 

・ 特に、データおよびデータ連携層については、第 2期 SIPビッグデータ・AIの活用によるサイ

バー空間基盤技術の「分野間データ連携基盤」の実施者と協議の上、検討を進めます。 

 

＜都市 OS※の検討＞ 

・ 各地域においてスマートシティを実現する際に共通的に具備すべき機能、標準化すべき機能、

協調領域・競争領域等を検討し、スマートシティの実現を目指す自治体等において実装可能な

都市 OS を検討します。その検討内容は、後述の「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会

議（仮称）」で議論されるので、そこで得られた助言等をさらなる検討に反映します。 

※本公募において、スマートシティの実現のために共通的に活用されうるプラットフォー

ム（特に、「機能」、「データ」、「データ連携」等に含まれる構成要素の集合）を「都市 OS」

と称します。 

 

＜アーキテクチャ構築と実証研究の指揮＞ 

・ 上記の検討・協議を踏まえ、ステークホルダーとの合意形成を進めながら、スマートシティア

ーキテクチャを構築します。 

・ 構築するアーキテクチャについて、（a-2）で実証研究を行う複数の都市や地域間で異なるプラ

ットフォームや都市内に存在する異なるシステム等を、実際の実証研究等またはそれを模擬し

た環境においてすべて連携させる実証研究を行うのでその連携の指揮をとります。 

・ 他のシステムとの連携方法については、仕様等が異なるシステムが存在していることを前提と
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した検討を行い、プロトコルの切り替えやデータ変換等によりインターオペラビリティを実現

します。 

 

＜ルール・制度、ビジネスモデル等の検討＞ 

・ スマートシティを実現するためのルールや制度整備、組織体制構築等を検討します。その検討

内容は後述の「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」において議論されるの

で、そこで得られた助言等をさらなる検討に反映します。 

・ スマートシティを運営する団体が、参照可能なビジネスモデルを検討します。その検討内容は

後述の「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」において議論されるので、そ

こで得られた助言等をさらなる検討に反映します。 

 

＜標準化等の推進＞ 

・ アーキテクチャやデータ連携等に関して、ISO、IEC、ITU、IEEE、W3C等との国際協調や、WTO

政府調達協定等を念頭に、標準化へ向けた方針（体制構築も含む）を検討します。その検討内

容は後述の「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」において議論されるので、

そこで得られた助言等をさらなる検討に反映します。 

・ アーキテクチャ検討の成果として、得られた知見の国内外への発信や、標準化の推進を関係府

省庁や関係機関と連携して行います。その活動進捗は、後述の「スマートシティ分野アーキテ

クチャ検討会議（仮称）」において議論されるので、そこで得られた助言等を上記活動に反映

します。 

・ 標準化の検討においては、プロトコルの切り替えやデータ変換等によりインターオペラビリテ

ィを実現するような、仕様の異なる様々なシステムが存在することを許容するものとします。 

 

＜アーキテクチャ等の継続的な維持・発展に資する体制の検討＞ 

・ アーキテクチャや都市 OS は継続的に更新され、技術進展や社会変化に対応して進化していく

べきものであるため、運用体制についてあるべき姿を検討し、次年度以降に継続可能な体制を

検討します。その検討内容は後述の「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」

において議論されるので、そこで得られた助言等をさらなる検討に反映します。 

 

＜実証研究による検証＞ 

・ 前述の整理・検討等を踏まえ、実証研究によるアーキテクチャ等の検証の観点についてまとめ、

後述の「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」において助言を受けます。 

 

Ⅱ 国内外でのスマートシティに関する情報収集と分析 

スマートシティアーキテクチャの設計と実証研究に必要な情報を収集・分析します。その内容は、

後述の「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」で議論されるので、情報の収集・分

析にそこで得られた助言等を反映します。収集・分析する対象は下記 1)、2)のとおりです。 

 

1） 海外のスマートシティのアーキテクチャとユースケース 

我が国でのスマートシティアーキテクチャの策定の参考とするため、地域や課題等に偏りがなく、

今後の海外連携や国際標準化も視野に、海外での分野横断型等のスマートシティに関するアーキテ

クチャやユースケースについて、十分な数を収集します。 

 

2） 国内のユースケース 
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既に実現している、もしくは、実現が見込まれる十分な数の国内ユースケースを収集します。ユ

ースケースを収集するにあたっては、以下の点に留意してください。 

・ 収集するユースケースを実施する都市に重なりや偏りがないように、例えば、大都市、大都市

周辺都市、地方都市等を類型化してそれぞれに対して情報を収集します。 

・ 国土交通省によるスマートシティのシーズ・ニーズに関する提案募集で分類された（ア）交通・

モビリティ、（イ）エネルギー、（ウ）防災（防災・気象）、（エ）インフラ維持管理（老朽化）、

（オ）観光・地域活性化、（カ）健康・医療、（キ）生産性向上、（ク）環境（自然との共生、資

源循環）、（ケ）セキュリティ（安全安心）、（コ）物流、（サ）コンパクトな街づくり、（シ）そ

の他も参照しつつ、特定課題分野のユースケースに偏ることがないようにします。特に、複数

の分野に跨るユースケースについては積極的に情報収集を行います。 

 

Ⅲ スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議及び各省実証研究との連携 

・ 内閣府、総務省、国土交通省等の連携のもとに設置される「スマートシティ分野アーキテクチ

ャ検討会議（仮称）」において、Ⅰ、Ⅱ、（a-2）等を踏まえた、分野・企業横断のデータ連携、

他都市・地域への展開、国際標準化等に資するアーキテクチャ構築（都市 OS、データ連携、API

標準、データ構造等含む）を、内閣府が選定する有識者の助言のもとで検討します。なお、会

議開催・運営に関する支援（会議案内、資料作成、委員謝金・交通費の支給等）を担当します。 

・ 総務省の「データ利活用型スマートシティ推進事業」や国土交通省の「スマートシティモデル

事業」、経済産業省の「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」において実施される Connected Industries重点５分野におけるアーキテクチ

ャ等、各省において実施される関連事業についても、アーキテクチャ設計等の検討に反映させ、

「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」で報告するとともに、助言を受けま

す。 

・ 上記のようなスマートシティ関連事業の実施者に対して、本プロジェクトの検討状況に応じて

データ連携、アーキテクチャの在り方について、説明会の開催やヒアリング等の連携業務を行

います。 

 

Ⅳ 異分野アーキテクチャの相互連携等 

・ Society 5.0を実現するために、分野間での相互連携が重要であり、本年度、前述のスマート

シティ、パーソナルデータ及び地理系分野（自動走行、農業、防災）のアーキテクチャ構築を

行うこととしており、これら異分野の相互連携を図るため、上記分野のアーキテクチャの全体

調整や、分野共通して標準化すべき事項などの検討・整理を行います。これらは、内閣府によ

り設置される「アーキテクチャアドバイザリーボード（仮称）」での有識者からの助言を踏ま

えながら実施します。ここでは、アーキテクチャの全体調整や、分野共通して標準化すべき事

項等の検討・整理を行い、「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」、「パーソナ

ルデータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」、(c)地理空間情報分野実施者と連携します。

なお、「アーキテクチャアドバイザリーボード（仮称）」の会議開催・運営に関する支援（会議

案内、資料作成、委員謝金・交通費の支給等）を担当します。 

・ 各分野のアーキテクチャ構築や、異分野アーキテクチャの連携検討に資する海外のアーキテク

チャ（NISTによるもの等）の動向や課題等に関して、調査・分析します。 

・ 異分野アーキテクチャの相互連携に必要な実証研究等を提案します。 

 

 

(a-2) 実証研究の実施 



 

10 

 

アーキテクチャの構築・検討に資する、AIやビッグデータ等を活用するための実証研究を実施しま

す。実証研究の実施にあたっては、都市・地域ごとに抱える具体的な実課題やニーズに対応し、実証

研究後の実装を前提とし、持続可能な運営体制・ビジネスモデルのもとで行います。 

また、複数の都市や地域の異なるプラットフォームや都市内に存在する異なるシステムの連携を念

頭に、本研究開発項目の実施者すべてのシステムを（a-1）実施者の指揮のもとで連携させる実証研

究を行います。 

具体的には以下のとおりです。なお、（a-1）のⅠアーキテクチャ構築のうち、＜ユースケースを構

成する要素の抽出・整理＞の「実証研究ごとに、構成要素に分解し、各層に整理する。」について予

め検討を行い、各実証研究への提案に盛り込みます。 

 

Ⅰ 実証研究領域 

・ 実証研究は、国土交通省によるスマートシティのシーズ・ニーズに関する提案募集による分類（ア）

交通・モビリティ、（イ）エネルギー、（ウ）防災、（エ）インフラ維持管理（老朽化）、（オ）観光・

地域活性化、（カ）健康・医療、（キ）生産性向上、（ク）環境、（ケ）セキュリティ、（コ）物流、

（サ）コンパクトなまちづくり、（シ）その他、等の分類において、都市内または複数地域にまた

がって存在する異なるシステム等を連携させる実証研究を行います。分類横断での相互の連携性

を検証する観点からも、分類横断の実証研究を推奨します（例えば、（ア）・（イ）・（ウ）の分類横

断連携の実証研究等）が、部分的な提案も可とします（例えば、（ア）のみ等）。なお、本プロジ

ェクトでは、個々の実証研究の有効性、実現可能性、地域特性等を鑑み、網羅的に実施します。 

 

Ⅱ スマートシティアーキテクチャへの反映と検証 

・ 実証研究にあたっては、個別実証研究におけるアーキテクチャを明らかにし（機能、データ、ル

ール、アセット等の関係構成要素の抽出や関係性の整理等）、(a-1)のアーキテクチャ設計者と調

整ののち実証の計画を最終決定します。 

・ 個別実証研究のアーキテクチャの記述方法や、スマートシティアーキテクチャへの反映等につい

ては、「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」等による指示・調整を踏まえ対応

します。 

 

Ⅲ 実証研究の実施における留意事項 

・ 今後の実装のため、民間事業者等及び地方公共団体を構成員等必要となる関係者との協力体制を

構築して実施することを推奨します。 

・ 対象都市・地域の課題・ビジョン、対象都市・地域におけるスマートシティ実現に向けた取り組

み全体像や具体的な実証研究内容、期待される効果、実現に至るロードマップ、持続的な取り組

みとするための組織運営体制、成果検証や今後の展開等について、具体的に整理・検討します。 

・ データの利活用に際しては、以下の条件を考慮します。 

＜必須条件＞ 

 収集したデータについてはベンチャー企業等を含め多様な主体が活用できるように構築し

ます（ロックインの排除） 

 データフォーマットについて、標準化されたフォーマットがある場合はそのフォーマット

を使用します（標準化されていないフォーマットを使用する場合は、規格を開示します） 

 （a-1）の実施者の指揮のもと（a-2）のシステムすべてを連携させる実証研究を行うの

で、異システム間を接続し、ダッシュボードのように一覧表示する仕組みを備えたシス

テムとします 

 プライバシーや安全、公共の福祉の観点から開示することが相応しくないデータは開示
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しない 

＜推奨条件＞ 

 オープンソースや標準化されたプロトコルを積極的に活用します 

 API を公開し、他のサービスやプラットフォームとの連携を可能とします 

 

(b) パーソナルデータ分野 

 

個人情報を含むデータ（パーソナルデータ）の活用によって、個人の趣味・趣向・資産状況・健康

状態・就学／就業履歴・資格・位置情報等の属性情報を踏まえた上で、個別のニーズにきめ細かく対

応し、かつ多種多様な商品やサービスの提供が可能となります。そのため、パーソナルデータの活用

は、社会的課題の解決や、より豊かでより安全な生活を各個人へ提供し、また新規事業・サービス創

出の促進による我が国企業の競争力強化や経済活性化が期待されるなど、Society 5.0実現の中核を

担うと期待されています。 

しかしながら、パーソナルデータの活用については、現状、消費者は、自らのデータがどのように

事業者間で共有・活用されているかを事実上把握・制御できていないことからくる不安、またパーソ

ナルデータが活用される便益を実感できない不満や不公平感を抱いています。事業者においては、前

述のとおりプライバシー保護に関して消費者が抱く漠然とした不安やデータ活用による便益を実感

できない消費者の不満や不公平感、レピュテーションリスク等を背景に、企業や業界を超えたデータ

の流通・活用があまり進んでおらず、そのため消費者にとって魅力的なサービスを積極的に提示でき

ていません。 

前述の状況を踏まえ、分野横断的なデータ流通を阻害する課題を解決し、パーソナルデータを含め

た多種多様かつ大量のデータの円滑な流通を実現するため、個人の関与の下でデータの流通・活用を

進める仕組みである情報銀行・データ取引市場等について、内閣官房 IT 総合戦略室、総務省、経済

産業省等における議論や一定のルール作り※も進められ、ビジネスも展開されつつあります。 

本プロジェクトにおいて、各省、産業界とも連携しながら、パーソナルデータに関する多様な分野

での実証研究や国内外のユースケース及び関係する標準、規格、データ等の整理・構造化や、分野・

企業横断でサービス展開できるインターフェース、標準化、データ流通ルール、制度などを検討し、

アーキテクチャを設計・構築します。これにより、持続可能、相互運用可能で、拡張性を持ったパー

ソナルデータ流通社会の実現を目指します。 

具体的な実施内容、目標およびポイントは以下のとおりです。 

 

※ 本要領における「情報銀行」及び「データ取引市場」は、「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ中間

取りまとめ」（平成 29年３月 15日 第 2回データ流通環境整備検討会資料）の定義によります。本取りまとめを受け、

総務省の情報通信審議会情報通信政策部会の下の「データ取引市場等サブワーキンググループ」において、今後のデ

ータ流通・活用を促進するためのルールについて議論を行い、平成 29年７月に取りまとめます。その後、総務省及び

経済産業省が開催する「情報信託機能の認定スキームに関する検討会」において、「情報信託機能の認定に係る指針

Ver1.0」を 2018年６月に策定。また、同指針をふまえ、日本ＩＴ団体連盟において、同年 12月より認定に関する申

請受付が開始されます（https://www.itrenmei.jp/topics/2018/3639/）。 

 

（b-1）アーキテクチャの構築 

パーソナルデータ分野のアーキテクチャの構築に際しては、法制度（特に個人情報の取扱いやプライバ

シーに関するもの）や国際標準化等の専門性を持ち合わせた人材もしくは組織についても研究体制に入

れて検討してください。 

具体的な実施内容を以下に示します。 
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Ⅰ アーキテクチャ構築 

図１の Society 5.0リファレンスアーキテクチャを参照し、(b-1)のⅡで実施する国内外でのパーソナ

ルデータに関する情報収集と分析、(b-2)等の実証研究等を踏まえ、パーソナルデータ分野全体を対象と

するアーキテクチャを構築します。具体的には以下のとおりです。 

 

＜ユースケースを構成する要素の抽出・整理＞ 

・ 図１の Society 5.0リファレンスアーキテクチャを参照し、パーソナルデータ分野の持つスコー

プ等を踏まえ、各軸に、意味軸、時間軸、空間軸等を定義します。 

・ Ⅱで調査したユースケースや(b-2)実証研究ごとに、その構成要素（データ、機能、関連する技術

基準、規格・標準、ルール、ガイドライン、法制度、体制等）に分解し、各層（アセット、デー

タ連携、データ、機能等）に整理します。 

・ アセット、データ連携、データ、機能等の間の連携に関するインターフェース等、各層間や各層

内での相互連携を効率的に行うために必要な課題や要件等を検討・設計します。 

・ 国内外の動向やパーソナルデータを構成する全体像を踏まえ、パーソナルデータの円滑な活用・

流通に向けて、開発すべき技術、整備・標準化すべきデータ、整備すべき制度・ルール等につい

て検討し、結果を後述の「パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」において議論

します。 

・ 特に、データおよびデータ連携層については、SIP 第 2 期ビッグデータ・AI を活用したサイバー

空間基盤技術の「分野間データ連携基盤」の実施者と協議の上、円滑なデータ流通が行われるよ

う検討を進め、アーキテクチャ構築に反映します。 

 

＜アーキテクチャ構築＞ 

・ 上記の検討等を踏まえ、ステークホルダーとの合意形成を進めながら、パーソナルデータ分野の

アーキテクチャを構築します。 

 

＜ルール・制度、ビジネスモデル等の検討＞ 

・ パーソナルデータの円滑な活用・流通を実現するためのルールや制度整備、組織体制構築等を検

討します。その検討結果は後述の「パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」で議

論されるので、そこで得られた助言等をさらなる検討に反映します。 

 

＜標準化等の推進＞ 

・ アーキテクチャやデータ連携等に関して、ISO、IEC、ITU、IEEE、W3C 等との国際協調、WTO 政府

調達協定等を念頭に標準化へ向けた方針（体制構築も含む）、アーキテクチャ検討の成果として得

られた知見の国内外への発信および標準化の推進にかかわる関係府省庁や関係機関との連携につ

いて検討します。その内容は後述の「パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」で

議論されるので、そこで得られた助言等を活動に反映します。 

 

＜アーキテクチャの継続的な維持・発展に資する体制の検討＞ 

・ アーキテクチャは継続的に更新され、技術進展や社会変化に対応して進化していくべきものであ

るため、その運用体制についてあるべき姿を検討し、次年度以降に自走可能な体制を検討します。

その検討結果は後述の「パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」で議論されるの

で、そこで得られた助言等をさらなる検討に反映します。 

 

＜実証研究による検証＞ 
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・ 前述の整理・検討等を踏また(b-2)等の実証研究等の結果から構築したアーキテクチャの妥当性

等について検証します。その検証内容は後述の「パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議

（仮称）」で議論されるので、そこで得られた助言等をさらなる検証に反映します。 

 

Ⅱ 国内外でのパーソナルデータの活用に関する情報収集と分析 

アーキテクチャの構築と実証研究に必要な情報を収集・分析します。その内容は後述の「パーソナルデ

ータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」で議論されるので、そこで得られた助言等を情報の収集・分

析に反映します。収集・分析する対象は下記 1)、2)のとおりです。 

 

1） 海外のパーソナルデータ分野のアーキテクチャとユースケース 

我が国でのパーソナルデータ分野のアーキテクチャの策定の参考とするため、地域や課題等に偏

りがなく、今後の海外連携や国際標準化も視野に、海外での分野横断型のパーソナルデータに関す

るアーキテクチャやユースケースについて、十分な数を収集し・分析します。 

 

2） 国内のユースケース 

既に実現している、もしくは、実現が見込まれる十分な数の国内ユースケースを収集・分析しま

す。ユースケースを収集するにあたっては、下記に留意します。 

・ パーソナルデータ等の活用に積極的な事業者や地方自治体等について、重なりや偏りがないよ

うに情報を収集します。 

・ 特定課題分野のユースケースに偏ることがないようにします。また、複数の分野に跨るユース

ケースについても情報収集します。 

・ 総務省の「情報信託機能活用促進事業」や経済産業省の「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」等、各省において実施される関連事業につい

ても、積極的にアーキテクチャ構築の検討に反映させます。 

 

Ⅲ パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議及び各省実証研究との連携 

・ 内閣官房 IT総合戦略室、内閣府、総務省、経済産業省及び関係団体等の連携のもとに設置される

「パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」において、Ⅰ、Ⅱ、(b-2)等を踏まえ

た、分野・企業横断のデータ連携、トラストサービス、認証・認可、国際標準化等に資するアー

キテクチャ構築（データ連携、API標準、データ構造等含む）を、有識者の助言のもとで検討しま

す。なお、会議開催・運営に関する支援（会議案内、資料作成、委員謝金・交通費の支給等）を

担当します。 

 

Ⅳ 異分野アーキテクチャの相互連携等 

・ (a-1)のⅣで述べた「アーキテクチャアドバイザリーボード（仮称）」の助言を得ながら、アーキ

テクチャの全体調整や、分野共通して標準化すべき事項等の検討・整理を行い、パーソナルデー

タ分野アーキテクチャ構築等にフィードバックします。 

 

（b-2）実証研究の実施 

アーキテクチャ構築に資する、AI やビッグデータ等を活用するための実証研究を実施します。実施に

あたっては、パーソナルデータ分野での現在及び将来想定される実課題に対応し、実証研究後の実装を目

指すものとし、持続可能な運営体制・ビジネスモデルのもとで実施します。具体的には以下のとおりで

す。 

なお、（b-1）のⅠアーキテクチャ構築のうち、＜ユースケースを構成する要素の抽出・整理＞の「実証
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研究ごとに、構成要素に分解し、各層に整理する。」について予め検討を行い、その結果を盛り込んで提

案してください。 

 

Ⅰ 実証研究項目 

実証研究は、情報銀行、データ取引市場、事業者間データ連携、トラストサービスに関する以下の 6つ

の研究項目ついて行います。 

複数の項目での実証研究実施の提案も可能であり、複数の項目に提案する場合は項目ごとに提案して

ください。 

 

（b-2-1）「情報銀行」間の連携に関するアーキテクチャの実証研究の実施 

情報銀行の普及が進んだ場合、データの種類やサービスの内容ごと、或いはユーザーグループご

とに、情報銀行が多数立ち上がっていくことで、消費者にとっては自らのパーソナルデータが複数

の情報銀行に分散し、データを活用する企業にとっては同種のデータが複数の情報銀行に分散する

ことが想定されます。 

このため、情報銀行間の連携により効果的なデータの管理・活用を実現する「プラットフォーム」

について実証研究を行います。 

実証研究にあたっては、連携の基本となる標準的なアカウント（個人 IDを含む）データフォーマ

ット、プロトコル等についても検討します。 

（b-2-2）「情報銀行」を通じたデータの流通・活用に関するアーキテクチャの実証研究の実施 

パーソナルデータの収集段階から、情報銀行を通じた提供、活用段階について、必要なデータの

標準フォーマットや、効果的な情報銀行の設計等について実証研究を行います。 

効果的な実証研究とするため、ヘルスケア分野のデータ等、活用に対するニーズの高いデータや、

ルールの統一化の必要性が特に高いパーソナルデータについて実証研究を行います。 

（b-2-3）「データ取引市場」を通じたデータの流通・活用に関するアーキテクチャの実証研究の実施 

データ取引市場を介したパーソナルデータの収集、取引、活用段階について、必要なデータの標

準フォーマットや、データ収集等の際のＡＰＩ、データの提供に対する本人の同意の取得方法等の

標準化について実証研究を行います。効果的な実証研究とするため、活用に対するニーズや、ルー

ルの統一化の必要性が特に高いパーソナルデータについて実証研究を行います。 

（b-2-4）生体認証データの事業者間の連携に関するアーキテクチャの実証研究の実施 

生体認証（顔認証等）については、なりすましに対する厳格性や利便性・汎用性の高さから生活

における様々な領域において利用が期待されている一方、本人の意思で変更できない情報であり、

多様な事業者で扱われることにより、プライバシー等に関するリスクが懸念されます。 

このため、様々な場面で生体認証が利用されることを想定し、リスクの低減に資する事業者横断

的な運用について実証研究を行います。この際、本人認証の方法についても検討を行います。 

（b-2-5）特定エリアにおける行動データの事業者間の連携に関するアーキテクチャの実証研究の実施 

特定エリアにおける個人の行動に関するデータ（動線データ、決済データ等）は、プライバシー

等に関するリスクが懸念される一方、エリア内の関係者で連携することにより、より効果的な活用

が期待されます。 

このため、特定のエリア内において、個人の行動に関するデータを収集し、複数の関係者間で連

携・活用するにあたり、必要な同意の取得やデータフォーマット等について実証研究を行います。 

効果的な実証研究とするため、特定の施設の周辺など、エリアとしてまとまりのある場所で実施

します。 

（b-2-6）トラストサービスに関するアーキテクチャの実証研究の実施 

データ利活用ビジネスが続々と生まれ、これらのサービスが新たな価値や利便性をもたらす一方
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で、そこで扱われるデータやサービス自体の信頼性・安全性の担保が課題となっています。そこで、

相手（個人、法人、所属部署、役職、サーバー、マシン等）の認証・認可、データやサービス自体

の非改竄性、正当性を確認するための手段を提供する仕組みと基盤（トラストサービス基盤）等の

在り方についてユースケースをもとにアーキテクチャを検討し、実証研究を行います。 

 

Ⅱ パーソナルデータ分野アーキテクチャへの反映と検証 

・ 実証研究にあたっては、個別実証研究におけるアーキテクチャを明らかにし（機能、データ、ル

ール、アセット等の関係構成要素の抽出や関係性の整理等）、（b-1）で実施のパーソナルデータ分

野アーキテクチャ設計への反映方針、検証の観点等を具体的に示します。 

・ (b-1)のアーキテクチャ設計者と調整ののち実証の計画を最終決定することとし、提案時に、(b-

1)の趣旨を踏まえ、アーキテクチャ検証の観点について示します。 

・ 個別実証研究のアーキテクチャの記述方法や、パーソナデータ分野アーキテクチャへの反映等に

ついては、「パーソナルデータ分野アーキテクチャ検討会議（仮称）」等による指示・調整を踏ま

え対応します。 

 

Ⅲ 実証研究の実施における留意事項 

・ 今後の実装のため、民間事業者、情報銀行の認定団体等の関係団体、地方公共団体や大学等の研

究機関など必要となる関係者との協力体制を構築して実施することを推奨します。 

・ 前述の分野におけるパーソナルデータの円滑な活用・流通の実現に向けた取り組み全体像や具体

的な実証研究内容、期待される効果、実現に至るロードマップ、持続的な取り組みとするための

組織運営体制、成果検証や今後の展開等について整理します。 

・ データの利活用に際しては、以下の条件を考慮します。 

 

＜推奨条件＞ 

 関係する既存の他のプラットフォームがある場合には、これとの連携を図ります 

 設計するアーキテクチャについては、ベンチャー企業等を含め多様な主体が活用できるよ

うに構築します（ロックインの排除） 

 データフォーマットについて、標準化されたフォーマットがある場合はそのフォーマット

を使用することオープンソースや標準化されたプロトコルを積極的に活用します 

 API を公開し、他のサービスやプラットフォームとの連携を可能とします 

 

 

(c) 地理空間情報分野 

 

地理空間情報は、スマートシティ、自動走行、農業、防災等の多様な分野で共通的に活用されるも

ので、安定的に自立運営可能な、地理空間情報のプラットフォームが構築されれば、地理空間情報を

核とした分野間の円滑なデータ連携が期待されます。 

本プロジェクトにおいては、本年度、SIP において構築されるスマートシティ、自動運転、農業、

防災等のアーキテクチャや実証研究ユースケースとも連携し、安定的に自立運営可能で、地理空間情

報の流通・利活用のハブとなるプラットフォーム構築を目指します。 

 

本研究実施項目では、図１の Society 5.0 リファレンスアーキテクチャを参照し、国内外での地

理空間プラットフォームに関する情報収集と分析、実証研究等を踏まえ、図１の Society 5.0 リフ

ァレンスアーキテクチャのうち、地理空間プラットフォーム部分を作成します。 
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具体的な実施内容を以下に示します。 

 

＜ユースケースを構成する要素の抽出・整理・検討＞ 

・ 本年度、スマートシティ、自動走行、農業、防災等において、それぞれアーキテクチャ設計やユ

ースケース実証研究を行う予定であり、これらのアーキテクチャやユースケースとの連携の検

討、その他地理空間情報を活用した既存サービスの参照、想定されるユースケースの検討等を

行います。 

＜ルール・制度、ビジネスモデル等の検討＞ 

・ 地理空間情報プラットフォームのシステムアーキテクチャ、特に収集・保有すべきデータ（動

的・静的データ）の特定、有すべき機能や API、アプリケーション、ビジネスモデルや経営戦略、

利活用規約等のルール、運営組織等の設計・検討を行います。 

＜接続テストの実施、ユースケースの実証研究＞ 

・ データ収集、連携、活用に関する接続テストの実施やユースケースの実証研究を行います。な

お、既存のプラットフォームが活用可能であれば、積極的に活用します。 

＜組織体制の検討・構築＞ 

・ 実証研究終了後に、安定的な自立運営が可能となるように、組織体制を検討・構築します。なお、

既存の組織が活用可能であれば、積極的に活用します。 

＜プラットフォームの設計・検討＞ 

・ 上記の検討等を踏まえ、ステークホルダーとの合意形成を進めながら、地理空間情報分野のプ

ラットフォームの設計・検討を実施します。 

＜実証研究による検証＞ 

・ 前述の整理・検討等を踏まえ、実証研究等による地理空間情報プラットフォームの検証を検討し

ます。 

＜異分野アーキテクチャの相互連携等＞ 

・ (a-1)のⅣで述べた「アーキテクチャアドバイザリーボード（仮称）」の助言を得ながら、アーキ

テクチャの全体調整や、分野共通して標準化すべき事項等の検討・整理します。 

 

 

3. プロジェクトの形態 

(1) プロジェクトの実施方法 

 管理法人からの委託により実施します。 

 

(2) プロジェクトの期間 

 本プロジェクト全体として 2019年度の 1年間です。 

 （委託事業終了は 2020年 2月末とします。） 

 

(3) プロジェクトの規模 

本プロジェクト全体として 2019年度は約 10億円です。 

採択した研究開発テーマの規模は、審査の結果により提案額から減額することがあります。 

 各研究開発項目について、１提案あたりの 2019 年度の提案額（消費税および地方税を含む）は以

下のとおりです。 

(a) スマートシティ分野：上限 600百万円程度 

(a-1) アーキテクチャ構築とその実証研究の指揮：上限 80百万円～下限 5百万円 

(a-2) 実証研究の実施（１件あたり）：上限 70百万円～下限 5百万円 
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(b) パーソナルデータ分野：上限 350百万円程度 

(b-1) アーキテクチャ構築：上限 40 百万円～下限 5百万円 

(b-2) 実証研究の実施 

 （b-2-1）：上限 75百万円～下限 5百万円 

 （b-2-2）：上限 45百万円～下限 5百万円 

 （b-2-3）：上限 45百万円～下限 5百万円 

 （b-2-4）：上限 50百万円～下限 5百万円 

 （b-2-5）：上限 45百万円～下限 5百万円 

 （b-2-6）：上限 50百万円～下限 5百万円 

(c) 地理空間情報分野：上限 50百万円～下限 5百万円 

 

(4) 知財に関する事項  

知財委員会を管理法人に置き、各受託機関で出願される知的財産の動向を把握・管理し、産業利用

する際の利便性向上につながるよう、各受託機関と調整を行います。 

※知財方針については別添６を御覧ください。データマネジメント方針については、別添７の委託者

データを指定しない場合をご覧ください。 

 

(5) 評価、報告 

採択決定後、提案者において、毎年度の取組に対する評価指標（ＫＰＩ）を定めていただき、評価

指標に基づいて年度ごとに評価を実施します。 

ガバニングボードによる毎年度末の評価を行うために、事前に研究開発テーマに対する受託者によ

る自己点検およびＰＤによる自己点検を実施します。また、管理法人として進捗状況、実施方法等に

係る報告を求めます。 

 

4. 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、自治体等の法人、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、国外の法人企業等の特別な研

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等との連携が必要な部分

を、国外法人等との連携により実施することができる。その場合、適切な執行管理の観点から、
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プロジェクトの受託等にかかる事務処理が可能な窓口又は代理人が国内に存在することを原則

とする。 

 

5. 提出方法 

本公募要領に従って提出資料を準備し、提出期限までに以下の Web入力フォームから、アップロー

ドを行ってください。持参、郵送、FAX、電子メール等、他の方法による提出は受け付けません。 

 

(1) 提出期限： 2019年 6月 10 日（月）正午アップロード完了 

※提案状況等により、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、ウェブ

サイト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電子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。 

https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html 

 

(2) 提出資料 

(ア)提案書一式 

・ 別添 1～別添 5、別添 10、別添 11に記入いただき提出してください。 

・ 日本語で作成してください。 

 

(イ)その他資料 

以下の資料についても提出してください（様式自由）。 

・ 組織概要がわかる資料。（企業であれば会社案内や会社経歴、事業部、研究所等の組織等に関

する説明書）（提出先のＮＥＤＯ部課と過去 1年以内に契約がある場合は不要） 

・ 直近の事業報告（企業のみ提出） 

・ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）（３年分）（企業のみ提出） 

・ e-Rad応募内容提案書 

・ 提案内容に関連し、国外法人と連携している、又はその予定がある場合は当該国外法人と締

結した共同研究開発契約書の写し、若しくは当該国外法人との共同研究開発の意志を示す覚

書の写し。 

・ 管理法人が提示した契約書（案）（本公募用に特別に掲載しない場合は、標準契約書を指しま

す）に合意することが提案の要件となりますが、契約書（案）について疑義がある場合は、

その内容を示す文書１部 

業務委託契約標準契約書 

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

 

※ 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

他追加資料の提出を求める場合があります。 

※ 提出資料は委託先の選定にのみ使用します。 

 

(3) 提出先： Web入力フォーム 

https://app3.infoc.nedo.go.jp/enquete/form.rbz?cd=1497 

https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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以下の①～⑧の情報を入力いただき、⑨をアップロードしてください。 

 

① 提案者の法人等名称 

② 提案者の法人番号 

③ 担当者所属・役職 

④ 担当者氏名 

⑤ 担当者氏名ふりがな 

⑥ 担当者メールアドレス 

⑦ 担当者電話番号 

⑧ 担当者連絡先住所 

⑨ 提出資料 

 

※ ①～⑧について、複数法人等による提案の場合は、代表法人等の情報のみ入力してくださ

い。2法人目以降について、提案基本情報および経費概算表（別添２）に記述してください。 

※ 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。 

※ アップロードするファイルは、別添２は EXCEL 形式で、別添２以外は PDF 形式で、一つの

zipファイルにまとめてください。 

 

(4) 提出資料の受理および提出資料に不備があった場合 

・ 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。 

 

(5) 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録 

提案に際し、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。共同提案の場合には、

代表法人等が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。 

e-Radポータルサイト 

https://www.e-rad.go.jp/ 

 

6. 秘密の保持 

管理法人は、提出資料について、公文書等の管理に関する法律に基づく行政文書の管理に関するガ

イドラインに沿い定められた関係規程により、厳重な管理の下、一定期間保存します。この際、取得

した個人情報については、法令等に基づく場合の提供を除き、研究開発の実施体制の審査のみに利用

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。また、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」に

ついては、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第 3条の定めにより、委託先決定

https://www.e-rad.go.jp/
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後、適切な方法をもって速やかに廃棄します。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、予算額および実施期間）およ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。 

 

7. 委託先の選定 

(1) 審査の方法について 

ＰＤおよび外部有識者による採択審査委員会と管理法人内の契約・助成審査委員会の二段階で、

以下の審査基準に従って審査します。採択審査委員会では後述の審査基準の「a.採択審査の基準」

に基づいて審査し、その審査結果に関するＰＤおよび内閣府の了承の後、契約・助成審査委員会

では「b.契約・助成審査委員会の選考基準」に基づいて選考を行い、最終的に委託先を決定しま

す。審査の過程において、必要に応じてヒアリング審査や資料の追加、代表者との面談等をお願

いする場合があります。 

なお、委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じられ

ませんのであらかじめご了承ください。 

 

(2) 審査基準 

a. 採択審査の基準 

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・独創性があり、技術的に優れているか、研究開発のアウ

トプットは明確か 

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. 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。 

viii. 総合評価 

 

b. 契約・助成審査委員会の選考基準 

  次の基準により委託予定先を選考します。 
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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. 開発等の目標が研究開発計画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。 

（再委託予定先等を含む。なお、国際共同研究体制をとる場合、そのメリットが明

確であること。） 

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. 委託業務管理上管理法人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管理法人は、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。 

 

(3) 委託先の公表および通知 

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。 

 

(4) スケジュール 

2019年 

5月 9日 ：公募開始 

5月 20日～5月 24日 ：公募説明会（大阪、川崎、仙台、札幌） 

6月 10日 正午 ：公募締め切り 

7月初旬（予定） ：採択審査委員会（外部有識者による審査） 

7月中旬（予定） ：ＳＩＰガバニングボード 

7月中旬（予定） ：契約・助成審査委員会 

7月下旬（予定） ：委託先決定、公表 

9月中旬（予定） ：契約 

 

8. 留意事項 

(1) 契約 
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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、管理法人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。 

【参考】 

・委託事業の手続：約款・様式 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html 

・委託事業の手続：マニュアル https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

 

(2) 再委託・共同実施を行う場合 

提案基本情報および経費概算表（別添２）に、「再委託先・共同実施先の選定理由」を記載して

ください。再委託費・共同実施費の額は、原則として契約金額（再委託先・共同実施先が複数の

場合は、再委託する当該再委託先・共同実施先との契約金額とする。）の５０％未満とします。 

 

(3) 研究開発独立行政法人から民間企業への再委託 

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。 

 

(4) 産業界からの貢献について 

本公募では国費同額以上の産業界からの貢献が求められていることから、各提案者は提案時に

産業界からの貢献内容等（資金、人材、設備等）を提出してください。ただし、本公募における

(a-1)アーキテクチャ構築、ならびに(b-1)アーキテクチャ構築の実施者に対しては、国費の 30％

相当を実施者による負担とします。なお、産業界からの貢献は、2019年度及び事業実施後の 2020

年度に予定しているものも含めるものとします。 

 

(5) 事業化計画書 

 契約締結後に業務委託契約約款第 27条第 2項又は共同研究契約約款第 29条第 2項に該当する

事象が生じた場合は、速やかに「研究開発成果の事業化計画書」(別添３)を変更し提出していた

だきます。 

 

(6) 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 

研究開発責任者候補と、「各事業項目の責任者となる登録研究開発者」および「各事業項目を

超えて統括責任者となる登録研究開発者等」となる主要登録研究開発者について、研究開発経歴

書に記載していただきます。詳細は別添４をご覧ください。 

 

(7) ＮＥＤＯ研究開発プロジェクト重複状況調査票の記入 

 過去に実施した研究開発プロジェクトについて重複状況調査票に記載していただきます。詳細

は別添５をご覧ください。 

なお、本調査は既存の案件との重複を確認するために使用します。 

 

(8) 追跡調査・評価 

研究開発終了後、本研究開発成果についての追跡調査・評価にご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」をご覧ください。 

 

(9) 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。 

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


 

23 

 

・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。 

 

(10)データマネジメント 

本プロジェクトは、データマネジメント基本方針のうち【委託者指定データを指定しない場合】

を適用します。詳細は、NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針（別添 7）

をご覧ください。 

 

(11)標準化への対応 

市場や技術の特性や、戦略・ビジネスモデルに合致すれば、技術開発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等

の国際標準化に積極的に取り組んでいただきます。 

 

(12)「国民との科学・技術対話」への対応 

本プロジェクトの受託者は、研究開発活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説

明する活動（以下、「国民との科学・技術対話」という）に関する直接経費の計上が可能です。本

プロジェクトにおいて「国民との科学・技術の対話」の活動を行う場合は、その活動の内容およ

び必要な経費を提出資料に記載して提出してください。本活動に係る支出の可否は、研究開発活

動自体への影響等も勘案して判断します。 

 また、本活動を行った場合は、年度末の実績報告書等に活動実績を盛り込んで報告してくださ

い。本活動は中間評価・事後評価の対象となります。 

  なお、本プロジェクト以外で自主的に本活動に取り組むことは妨げませんが、間接経費を活用

して本活動を行った場合は実績報告書への記載等（本活動に係る事項のみで結構です）により管

理法人に報告してください。 

【参考】 

平成 22年 6月 19日総合科学技術会議 

「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/taiwa/ 

 

(13)公的研究費の不正な使用および不正な受給への対応 

公的研究費の不正な使用および不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公的

研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定。以下「不正

使用等指針」という。※1）および「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関

する機構達」（平成 16 年 4 月 1 日 16 年度機構達第 1 号。管理法人策定。以下「補助金停止等機

構達」という。※2）に基づき、管理法人は資金配分機関として必要な措置を講じることとしま

す。併せて本プロジェクトの事業実施者も研究開発機関として必要な対応を行ってください。 

本プロジェクトおよび府省等の事業を含む他の研究開発資金において、公的研究費の不正使用

等があると認められた場合、以下の措置を講じます。  

 

※1．「不正使用等指針」についてはこちらをご参照ください：経済産業省ウェブサイト 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-

fusei-shishin.html 

※2．「補助金停止等機構達」についてはこちらをご覧ください： 管理法人ウェブサイト 

 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

 

https://www8.cao.go.jp/cstp/stsonota/taiwa/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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a. 本プロジェクトにおいて公的研究費の不正使用等があると認められた場合 

i. 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還していただ

きます。 

ii. 不正使用等を行った受託者等に対し、管理法人との契約締結や補助金等の交付を停止し

ます。 

iii.（補助金停止等機構達に基づき、処分した日から最大 6年間の契約締結・補助金等交付

の停止の措置を行います。） 

iv. 不正使用等を行った研究開発者およびそれに共謀した研究開発者（善管注意義務に違反

した者を含む。以下同じ。）に対し、管理法人の事業への提案を制限します。 

v. （不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究開発費を返還した

年度の翌年度以降 1～5 年間の提案を制限します。また、個人の利益を得るための私的

な流用が確認された場合には、10年間の提案を制限します。） 

vi. 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置および措置の対象者等に

ついて情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者およびそれに共謀した

研究開発者に対し、府省等他の資金配分機関の研究開発資金への提案が制限される場合

があります。また、府省等他の資金配分機関から管理法人に情報提供があった場合も同

様の措置を講じることがあります。他府省の研究開発資金において不正使用等があった

場合にも i～iiiの措置を講じることがあります。 

vii.不正使用等の行為に対する措置として、原則、受託者名（研究開発者名）および不正の

内容等について公表します。 

 

b. 「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成 20 年 12 月 3 日経済産業省策定）

に基づく体制整備等の実施状況報告等について 

本事業の契約に当たり、各研究開発機関では標記指針に基づく研究開発費の管理・監査体制の

整備が必要です。 

体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた場合、直ちに報

告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府省等を含め別途の研究開発資金

への提案等に際して同旨の報告書を提出している場合は、この報告書の写しの提出をもって代

えることができます。 

また、管理法人では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調査を行う場合

があります。 

 

(14)研究開発活動の不正行為への対応 

研究開発活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への対応

に関する指針」（平成 19 年 12 月 26 日経済産業省策定。以下「研究不正指針」という。※3）お

よび「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」（平成 20 年 2 月 1 日 19 年度機構達第 17

号。ＮＥＤＯ策定。以下「研究不正機構達」という。※4）に基づき、管理法人は資金配分機関と

して、本プロジェクトの事業実施者は研究開発機関として必要な措置を講じることとします。そ

のため、告発窓口の設置や本プロジェクトおよび府省等他の研究開発事業による研究開発活動に

係る研究論文等において、研究開発活動の不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じ

ます。 

 

※3．研究不正指針についてはこちらをご参照ください： 経済産業省ウェブサイト 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
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fusei-shishin.html 

※4．研究不正機構達についてはこちらをご参照ください： 管理法人ウェブサイト 

 https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

 

a. 本プロジェクトにおいて不正行為があると認められた場合 

i. 当該研究開発費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還し

ていただくことがあります。 

ii. 不正行為に関与した者に対し、管理法人の事業への翌年度以降の提案を制限します。 

iii.（提案制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年度の

翌年度以降 2～10年間） 

iv. 不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者としての注

意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、管理法人の事業

への翌年度以降の提案を制限します。 

v. （提案制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度の翌

年度以降 1～3年間） 

vi. 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置および措置の対象者等について情

報提供します。このことにより、不正行為に関与した者および上記 iiiにより一定の責

任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究開発資金による事業への提

案が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関から管理法人に情報提

供があった場合も同様の措置を講じることがあります。 

vii.管理法人は不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった

者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究開発資金の名称、当該研究開発

費の金額、研究開発内容、不正行為の内容および不正の認定に係る調査結果報告書など

について公表します。 

 

b. 過去に国の研究開発資金において不正行為があったと認められた場合 

国の研究開発資金において、研究開発活動における不正行為があったと認定された者（当該不

正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として認定された場合

を含む。）については、研究不正指針に基づき、本プロジェクトへの参加が制限されることがあ

ります。なお、本プロジェクトの事業実施者は、研究不正指針に基づき研究開発機関として規定

の整備や受付窓口の設置に努めてください。 

 

c. 管理法人における研究不正等の告発受付窓口 

管理法人における公的研究開発費の不正使用等および研究開発活動の不正行為に関する告

発・相談および通知先の窓口は以下のとおりです。 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部 

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 

電話番号： 044-520-5131 

FAX番号： 044-520-5133 

電子メールアドレス：helpdesk-2@ml.nedo.go.jp 

ウェブサイト： 研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に関する告発受付窓口 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html 

（電話による受付時間は、平日：9時 30分～12時 00分、13時 00分～18時 00分） 

 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
mailto:helpdesk-2@ml.nedo.go.jp
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu_index.html
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(15)国立研究開発法人の契約に係る情報の公表 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）に基づき、

採択決定後、別添９のとおり管理法人との関係に係る情報を管理法人のウェブサイトで公表する

ことがありますのでご了知ください。なお、本公募への提案をもって同意されたものとみなしま

す。 

 

(16)安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 

a. 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。 

※我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペ

ック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度

（リスト規制）と②リスト規制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、一定の要件（用途要件・

需要者要件又はインフォーム要件）を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度（キャッチオール規制）か

ら成り立っています。 

b. 貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を非居住者

に提供する場合等は、その提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕

様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USBメモリなどの記録

媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供や

セミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究開発等の

活動の中にも外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。 

c. 本委託事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制対象

となる場合がありますのでご留意ください。委託契約締結時において、本委託事業により外

為法の輸出規制に当たる貨物・技術の輸出が予定されているか否かの確認、および輸出の意

思がある場合は、管理体制の有無について確認を行う場合があります。なお、本委託事業を

通じて取得した技術等について外為法に係る規制違反が判明した場合には、契約の全部又は

一部を解除する場合があります。 

d. 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） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

（Q&A https://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 

https://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） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jish

ukanri03.pdf 

 

(17)検査及び報告の徴収について 

契約約款で示す「検査及び報告の徴収」の他に、新たに条件を付加する場合があります。 

 

(18)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 

提案書の実施体制に記載される委託先について、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)、

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
http://www.cistec.or.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
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次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)、若者雇用促進

法に基づく認定（ユースエール認定）の状況を記載していただきます。詳細は、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について（別添 11）をご覧ください。 

 

9. 説明会の開催 

本プロジェクトの内容、提案にあたっての手続等について、公募説明会を行います。提案資格とし

て出席を義務付けるものではありませんが、可能な限り、ご参加ください。日程、会場は本プロジェ

クトに関する公募ページ(https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100158.html)に掲載されています。ご

確認の上、事前の参加申し込みを行ってください。 

 

10. 問い合わせ先 

本プロジェクトの内容および契約に関する質問等は説明会で受け付けます。公募期間中のお問い合

わせは、以下にて受け付けます。ただし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。 

 

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 AIグループ 

「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

空間基盤技術におけるアーキテクチャ構築及び実証研究」担当 

電子メール：project_p18013_sip_arc@nedo.go.jp 

 

11. 関連資料 

以下の資料は本プロジェクトに関する公募ページ

（https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100158.html）に添付・掲載されます。なお、戦略的イノベ

ーション創造プログラム（SIP）第 2期に関する各種情報は内閣府ホームページ

（https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/）に掲載されます。 

 

資料 1：公募要領 

資料 2：研究開発計画（戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）ビッグデータ・AIを活用したサイ

バー空間基盤技術） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/keikaku2/1_aicyber.pdf 

資料 3：工程表（戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）ビッグデータ・AI を活用したサイバー空

間基盤技術） 

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/keikaku2/aicyber_kotei.pdf 

資料 4：科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針 

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipkihonhoushin.pdf 

資料 5：戦略的イノベーション創造プログラム運用指針 

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipshishin.pdf 

 

別添 1：提案書 

別添 2：提案基本情報および経費概算表 

別添 3：研究開発成果の事業化計画書 

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 

別添 6：知財マネジメント基本方針  

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/
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別添 7：データマネジメントに係る基本方針 

別添 8-1：戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）に関する特別約款 

別添 8-2：戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）に関する特別約款(大学・国立研究開発法人等用)  

別添 9：契約に係る情報の公表について 

別添 10：若手研究者（40歳以下）及び女性研究者数の記入について 

別添 11：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について 

 

参考資料 1：追跡調査・評価の概要 

参考資料 2：知財運営委員会運営規則例 

参考資料 3：知財合意書作成例 

参考資料 4：統合イノベーション戦略推進会議（平成 31年 3月 29日）資料 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/dai4/gijisidai.html 

参考資料 5：SIPガバニングボード（平成 31年 2月 28日） 

 資料 3-2平成 30 年度補正予算実施方針概要（参考資料）  

 https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/96kai/siryo3-2.pdf 

 


