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仕様書 

IoT推進部 

１．件名 

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／データ利活用推進のた

めのシステム構築促進に向けた方策の検討 

 

２．目的 

我が国が目指す「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステム」を前提とする Society5.0の

実現に向けて、経済産業省では、多様な人、機械、技術が国境を越えてつながり、新たな付加価値を創出し、

社会課題を解決していく産業のあり方として「Connected Industries」のコンセプトを掲げているが、これを

実現していく上では、つながりを可能とするシステムの構築や生み出されるデータを利活用することを可能と

する、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）が重要である。 

こうした中で、「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、3年間の研究開発事業により、各業界における協調領域のデータを企業間で共有するための基盤構築を行っ

ていく。こうしたデータ共有を更に促進するには、各企業においてデータを利活用できる体制やシステム構築

が必要不可欠である。 

他方で、2018年 9月に経済産業省が公表した「DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服と DXの本格

的な展開～」では、我が国企業の多くは、こうした体制やシステム構築ができていないため、Society5.0や

Connected Industriesが目指すデジタル技術やデータ等を活用した産業競争力の向上を実現していく上で、経

営層のコミットメントや、経営層と IT部門、事業部門間のコミュニケーションを促進し、自社の状況を把握す

るための指標の策定、比較を可能とする先進的な取組の発信、ベンチマークの策定等が必要と指摘している。

また、指標やベンチマーク等を参考に各企業が具体的なシステムを構築する際に、コストやシステム構築に関

する失敗のリスクを低減するため、システムの構築手法や構築するシステムのあるべき姿等をまとめた実践手

引書の策定、会社間または業界間の非競争領域におけるシステム共通化の推進が必要と指摘されている。 

以上の背景から、本調査事業を実施することで、「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」の成果物の社会実装の効果が高まるだけでなく、我が国産業全体のデジタルト

ランスフォーメーションを促進し、Connected Industries 実現の加速を目指す。 

 

３．内容 

 Connected Industries 推進に向けて、まず企業のデジタルトランスフォーメーションを確実に推進していく

ために、経営層が自社の情報関連資産や体制の状況を把握する方策や、各企業が適切にシステムを構築するため

に参照するシステムのあるべき姿の検討や先進事例の調査、また、これらをまとめた実践手引書の策定、そして

これを補足する ITシステムに特化した診断指標の策定等について検討を行う。加えて、「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」におけるデータ連携基盤構築事業である「研究開

発項目②業界共用データ基盤の開発」の事業効果最大化のため、Connected Industries 重点 5 分野を対象とし

て、非競争領域におけるシステム構築のコストやリスク低減を目的にシステムの共通化ニーズやシステム構築を

行う上での課題の整理、システム構築を行う上での必要な支援機能等について検討を行う。検討にあたっては、

国際的な知見、ユーザ企業やベンダー企業、IT や OT 等の分野についての専門的な知見を踏まえること。詳細は

以下のとおり。 

(1) DX を推進する上で必要な指標等の運用方法の検討や先進事例の調査、IT システムを構築する際に参考とな
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る情報を集約した実践手引書の策定及びその運用の助けとなる新たな指標等の検討 

各企業におけるデータを利活用できる体制やシステム構築を促すため、経済産業省においてこれまで議論

がなされた「DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服と DXの本格的な展開～」（以下「DXレポート」

という。）の内容や「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドラ

イン）」（以下「DX推進ガイドライン」という。）、そして今夏経産省より公表予定の「DX推進指標」などの既

存の施策の社会への普及や、そのほか各企業における適切なシステム構築を促す方策について検討を行い具

体化に取り組むこと。主な作業内容は、次の（ア）～（キ）のとおり。なお、実施にあたっては、様々な企

業等と意見交換を行い、ガイドライン等を策定・公表した実績を有していることが望ましい。 

ア． 「DX推進指標」の運用方法についての検討 

各企業の DX の取組状況を自己診断することを可能にする「DX 推進指標」について、各企業

の自己診断結果を集約する方策を検討し、構築すること。また、効果的な普及方法の検討を行

うこと。 

イ． 各企業に対して「DX推進指標」の活用を促すベンチマークの策定 

「DX推進指標」については、各企業の取組状況や課題を明らかにする上で、自己診断結果と

業界等のベンチマークとを比較することが有効である。そこで、（ア）で検討した方策に基づい

て、ベンダー企業・ユーザ企業等の自己診断結果を約 300件目途に集約し（各企業から提出さ

れる結果を集約するための中立性を必ず確立すること）、国際的な知見、ユーザ企業やベンダ

ー企業、IT や OT 等の分野についての専門的な知見を踏まえ、業界別または企業規模別等の観

点について創意工夫しベンチマークを策定すること。その際、国内企業のみで比較するのでは

なく、グローバルとの比較を可能とするために、特に外資系企業が保持しているグローバルで

利用されている経営指標（例えば、決算処理日数、タイム・トゥ・マーケットや自社と他社と

の比較を可能とする参考値）との連携も考慮し策定すること。また、作成したベンチマークを

用いて、自己診断の結果を提供した企業からフィードバックを得る等することで、ベンチマー

クの実用性を評価すること。 

ウ． 具体的ゴールイメージの共有のための先進事例の調査および発信方法の検討 

 経営層や IT部門、事業部門がシステム構築を含めて DXへの具体的な取組に至らない、また

は取組が失敗する原因として、ビジョンが明確になっていない、DXを推進するための体制・仕

組みが確立していない、取組後のゴールイメージが想像できないなどが挙げられる。（イ）に記

載のベンチマークを策定するとともに、ベンチマークと先進的な事例を結びつけることで各企

業が DX に取組む際に求められるゴールイメージを具体化することが可能となる。そこで、各

企業にとって参考となる国内外の先進的な事例を調査し、（イ）のベンチマークとの関連付け

に加え効果的な情報発信の方策について検討を行うこと。 

エ． IT担当者がシステム構築の際に参照する、システム構築の効果的な方法論や構築するシステム

のあり方等をまとめたガイダンス（実践手引書）の検討及び案の策定 

 各企業が DXを推進する上では、基盤となる ITシステムが、①データをリアルタイムで活用

でき、②環境変化に迅速に対応できるデリバリースピードを実現し、③データを部門・企業を

超えて全体最適で活用できることが求められる。しかしながら、多くの日本企業は、部門ごと

に個別最適なシステムを構築し、しかも過剰にカスタマイズすることにより、ITシステムがブ

ラックボックス化する傾向にある。このようなシステムを上述の要素を満たすシステムへと移

行する際の方法論を検討し、実践手引書（案）を策定すること。加えて、各企業が個別にシス

テム構築を進めていく場合、企業毎に異なる仕様となり、協調領域におけるデータ連携、利活
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用を将来的に阻害する要因となりかねない。そのため、実践手引書の中において、（ウ）で調査

する国内外の先進事例等を踏まえて、DX を実現するための IT システムに求められる共通項を

検討し「DX を実現するための IT システムのあるべき姿」として整理すること。その内容につ

いては（３）で設置する有識者検討委員会で議論すること。さらに、具体的な分野に当てはめ

た際の妥当性を議論するために、（２）に関連して設置する分野別の検討ワーキンググループ

（分野別共通 PF 検討ワーキンググループ）においても検討すること。 

オ． 「DX推進指標」を補完する形で ITシステムの技術的負債を明らかにする指標等の策定 

 経済産業省が作成した「DX 推進指標」は特に経営層向けの内容であり、DX 推進のための経

営のあり方、仕組みや、DXを実現する上で基盤となる ITシステムの構築におけるガバナンス・

体制を対象としている。当該指標を活用することで、関係者間での認識の共有を図り、今後の

方向性の議論を活性化し、経営のアクションの気づきにつながることは期待されるものの、具

体的な実行計画に落とし込むためには、ITシステムの現状を把握することが不可欠である。そ

こで、技術的負債の対象や度合いをはじめ、（エ）で検討した「DXを実現するための ITシステ

ムのあるべき姿」を構築するために必要な IT 成熟度、データの利活用状況を可視化する等の

指標を策定すること。指標の策定にあたっては、グローバルを含めたベンダー企業の指標等を

調査の上で、検討すること。 

カ． 上記 DXに関する既存の「DX推進ガイドライン」や「DX推進指標」等の改善点についての検討 

 経済作業省が作成した「DX 推進ガイドライン」や「DX 推進指標」について、（イ）～（オ）

等の検討内容を踏まえて、追記・修正するべき事項等について検討すること。 

キ． その他、（ア）～（カ）に関連して経済産業省や NEDOが必要と認める作業 

 

(2) 非競争領域における共通的なシステム構築の方向性や構築する上で効果的な支援機能等についての検討 

「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」の事業効果最大

化に向けて裨益するシステム構築の方向性や、システム構築を実施する上で効果的な支援機能等について検

討を行う。具体的なシステム構築の方向性としては、前述の「DXレポート」や 2019年 6月に策定された「デ

ジタル時代の新たな IT 政策大綱（案）」（以下、「IT政策大綱」という。）等において、コストや失敗リスク

の低減の観点から共通的なシステムを構築することが有効であると示されている。そこで、Connected 

Industries 重点 5 分野を対象とした非競争領域における共通的なシステム構築のニーズ発掘や、構築して

いく上での課題整理、企業、業界や団体、関係省庁等の関係者を利害の枠を超えて調整を行う中立的な支援

機能及び適切な手法等の在り方について調査、検討を行う。なお、2019年度の「IT 政策大綱」等において非

競争領域におけるシステム共通化の成功例として引用される経済産業省と NEDO が実施した「IoT を活用し

た新産業モデル創出基盤整備事業」の「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」

及び「水道 IoTの社会実装推進に向けた検討」（以下「水道事業」という。）を参考とすること。主な作業

内容は、次の（ク）～（サ）のとおり。 

ク． 非競争領域における共通的なシステム構築ニーズの調査 

Connected Industries 重点 5分野を中心に、非競争領域における共通的なシステム構築のニ

ーズを調査すること。必要に応じて各分野の関係者へのヒアリングや、分野別の検討ワーキン

ググループを設置し議論すること。また、Connected Industries重点 5分野以外への展開可能

性についても議論すること。その上で、具体的に検討を行う案件として 3件以上を発掘するこ

と。 

ケ． 非競争領域における共通的なシステムを構築する際の課題整理 
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（ク）で発掘したもののうち、具体化できるものについて、非競争領域における共通的なシ

ステムを構築する際の課題を整理すること。整理に際しては、ユーザ企業やベンダー企業、学

識者等に対してヒアリング調査の実施や、文献調査、国内外の事例調査等を実施すること。 

コ． 非競争領域における共通的なシステム構築を促進する支援機能等についての検討 

2019 年 6 月に策定された「IT 政策大綱」等において例示されている「水道事業」を参考に、

他分野における共通的なシステム構築を促進する支援機能について検討すること。 

サ． その他、（ク）～（コ）に関連して経済産業省や NEDOが必要と認める作業 

 

(3) 有識者検討委員会等の運営 

（ア）～（サ）に関する検討状況について、有識者からの見識を得ることでより効果の高い成果物とする

ために、有識者を集めた検討委員会を開催する。本検討会において（１）及び（２）の進捗や成果について

も適宜情報共有を実施することで検討内容や成果の連携を促進し事業効果最大化に努めること。また、（２）

については個別の業界等における共通的なシステム構築についての議論を実施する。そのため、分野別にユ

ーザ企業やベンダー企業、所管省庁等が集い検討する必要がある。そこで、分野別の検討ワーキンググルー

プを設置すること。有識者の選定にあたっては、経済産業省や NEDOと議論し決定すること。 

・有識者検討委員会 

 委員会の構成人数：15名程度 

 開催回数：月 1～2回程度 

 開催場所：経済産業省及び NEDOと相談の上、決定すること 

 主な構成員：経済産業省 ITベンダー企業 ユーザ企業 学識者等 

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・会場確保・事務連絡 

・ 打合せメモ／議事録の作成 

・ 各委員への謝金・旅費支払 

・ 委員会用資料の作成 

・ その他、別途経済産業省および NEDOの指示によるもの。 

 

・分野別共通 PF検討ワーキンググループ 

 ワーキンググループの設置数：3以上（（ク）で発掘した案件を基に設置） 

 ワーキンググループの構成人数：10名程度 

 開催回数：分野毎に必要に応じて 5回程度 

 開催場所：経済産業省及び NEDOと相談の上、決定すること 

 主な構成員：経済産業省 ITベンダー企業 ユーザ企業 学識者等 

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・会場確保・事務連絡 

・ 打合せメモ／議事録の作成 

・ 各委員への謝金・旅費支払 

・ 委員会用資料の作成 

・ その他、別途経済産業省および NEDOの指示によるもの。 
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（参考 関連リンク） 

 「DXレポート」：https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html 

 「DX推進ガイドライン」：https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004.html 

 「DX推進指標（試行版）」：https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx_seisaku/dx_index/dx_index.html 

           （試行結果は同 URLにて今夏公開予定） 

 「IT政策大綱」：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai76/siryou1-2.pdf 

「水道事業」：https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101111.html 

 

４．調査期間 

  NEDOが指定する日から 2020 年 3月 19日まで 

 

５．予算額 

110百万円以内（税込） 

 

６．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。 

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

７．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る。 

 

８．その他 

  実施事項の内容や進め方、及び本仕様書に定めなき事項等については、NEDOと実施事業者が協議の上で決定

するものとする。 

以上 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004.html
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx_seisaku/dx_index/dx_index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai76/siryou1-2.pdf
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101111.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

