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担当者紹介
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ＮＥＤＯ ＩｏＴ推進部

主担当： 大谷

副担当： 藤田



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と考えられま

す。また、クラウドサービスを積極的に活用したConnected 

Industries政策を進めていくためには、政府が積極的にクラウ

ドサービスを活用し、その活用方法を示すことが重要です。

プロジェクトの概要
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本調査事業では、クラウドサービス導入において重要な視点

である「セキュリティ」と「費用削減効果」について調査を

行います。具体的には、政府の情報システムにおけるクラウ

ドサービスの活用方法を例としながら、複数のユースケース

について、クラウドサービスを活用したシステムの構築方法

や構築する際の留意点等を整理するとともに、クラウドサー

ビス活用の是非を検討する上で重要な視点の一つである費用

削減効果についても、その特徴を整理することにより、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

に利用できる環境を整備し、Connected Industriesが推進される

ことを目指します。

プロジェクトの概要（続き）
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調査内容
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（１）ユースケース別システム構築における留意点の検討

政府がセキュリティを確保した上で、オンプレミスにとどまらないシ
ステムを構築し活用する際の留意点について検討する。その際、ユース
ケースとして、政府における情報システム数の上位を占める分類のシス
テムを調達する場合を想定した構築例を作成すること。

• システムの主たる利用範囲に着目し、 (ア)(イ)(ウ)のシステムを構築する
場合の検討を行うこととし、それぞれについて２つ以上の構築例を作成
すること。

• 構築例を作成する際には抽象的なシステム構築例を作成するとともに、
その活用の具体例として、国内外の官民における既存のクラウドサービ
ス活用事例を示すこと。

• 構築例の提示においては、①、②、③の観点を必ず含めることとし、図
示に加えて表形式で要素を整理するなどして、注意すべき観点を明らか
にすること。

仕様書P.１-2
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政府機関内部 政府機関外部 例

〇 （ア）内部管理業務系システム

〇 〇
（イ）蓄積検索系システム

受付記録系システム

〇 （ウ）情報提供系システム

●システムの利用範囲に着目し、下記のシステムを構築する場合のシステム構築例を調査・検討する。

※クラウドサービスプロバイダが構築する部分については、クラウドサービスの安全性評価制度により安全性が確認
されているものとする。

（1）ユースケース別システム構築における留意点の検討

（ア）内部管理業務系システム
人事管理、給与計算、文書決裁・管理、会計、資産管理等の内部管理業務を処理する情報システム

（イ）蓄積検索系システム
作成、収集した行政情報、検査・検定結果等を蓄積し、業務に従事する職員による情報検索、情報抽出を可能とする情報
蓄積・共有を目的とした情報システム
（イ）受付記録系システム
国民、企業等からの申請、届出、調査回答、報告、申告、申込、相談、照会、納付などを受け付け、当該内容、適用資格、
履歴等の記録管理、業務遂行の工程管理を行う情報システム

（ウ）情報提供系システム
国民、企業、政府職員、地方公共団体等の特定又は不特定の個人、法人・団体等への広報、公告、通知、通達、紹介、
周知その他情報提供を目的とする情報システム

【国内】
金融機関 等

【海外】
米国・豪州・
英国政府
民間企業 等

構築例

国内外の活用事例
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CSP管理部分

政府管理部分

クラウドサービス オンプレミス等インターネット

国民

政府職員

①連携部分

②クラウド部分の構築方法
③情報の流れ

●システムの構築例を示す際には、以下の観点について明らかにする

（1）ユースケース別システム構築における留意点の検討

①システム連携部分のセキュリティ
システムを構築する際、各構成システム同士をどのようにつなぎ連携するかが重要と考えられる。例えば、下記のような接続
方法について、セキュリティの観点からどのようなつなぎ方を行うべきか。
 システム同士をVPNで接続する場合
 システム同士はブラウザベースで接続し、httpsを用いる場合

②クラウド部分のシステムの構築方法
システムの一部にクラウドを用いる際、クラウドの形態として下記３つの場合が考えられる。それぞれについて、利用者側で構
築する部分について、どのような点に注意すべきか。
 IaaS：OS以上のレイヤーを利用者が構築する場合
 PaaS：アプリケーション以上のレイヤーを利用者が構築する場合
 SaaS：データレイヤー以上に利用者が責任をもつ場合

③情報の流れ
システム全体の中において、情報の流れはどのように想定されるか。



調査内容
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仕様書P.2-3

（２）クラウドサービス導入の際の注意点の整理

(１)の構築例や国内外の官民における既存のクラウドサービス活用事例を参考に、クラウドサー
ビス導入の際の注意点について下記の観点で整理を行う。

①仕様書及び要件定義書における、クラウドサービス活用時に特に注意すべきセキュリティ要件

「情報システム調達に係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 」に記載の８
つの対策区分の観点において、クラウドサービス活用時に想定される脅威、対策例、及びその要
件化の是非の判断条件を整理する。

※８つの対策区分
侵害対策、不正監視・追跡、アクセス・利用制限、データ保護、物理対策、障害対策、サプライチェーンリスク対策、利用者保護

②調達プロセスにおけるクラウド安全性評価制度と整合性をとるべき内容

「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）」に記載の制度では、
政府が定める管理基準を満たしたクラウドサービスを政府がリスト化し、当該リストから調達者
がクラウドサービスを選択することを想定している。

①で整理された仕様書において求められるセキュリティ要件と管理基準の対応関係を明らかに
するとともに、管理基準において不足している視点を整理する。

※検討で用いる管理基準については、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成30年度版）」、
ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017の内容を軸としたものを参照すること。
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① 仕様書及び要件定義書における、クラウドサービス活用時に特に注意すべきセキュリティ要件

【対策区分】

② 調達プロセスにおけるクラウド安全性評価制度と整合性をとるべき内容

出典：情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル

対策区分 想定される脅威 対策例 要件化の是非

侵害対策
〇〇等の不正行為が

行われる
△△を分離すること。

□□をシステム上で
行うか

【整理すべき情報イメージ】

【管理基準で求めているセキュリティ要件】
→対応管理策を明らかにすることで、調達時のチェック負担を軽減する。

【管理基準で求めていないセキュリティ要件】
→管理基準で求める必要はないか整理。

仕様書の要件例 対応する管理策

サーバの正当性を確認できる機
能を備えること。

A.X.X.X

（2）クラウドサービス導入の際の注意点の整理



調査内容
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仕様書P.2-3

（２）クラウドサービス導入の際の注意点の整理

(１)の構築例や国内外の官民における既存のクラウドサービス活用事例を参考に、クラウドサー
ビス導入の際の注意点について下記の観点で整理を行う。

③契約における留意点とその仕様書への反映方法

クラウドサービスを活用したシステムを構築する際の契約パターン(料金体系)と契約上の留意
点、適した業務を整理するとともに、当該内容を仕様書に反映する際の留意点を整理する。例え
ば、オンデマンド型の料金体系を用いて契約を行うための仕様書の記載方法等。なお、クラウド
サービスを利用するという視点から、通信費用に関する視点も含めること。

④オンプレミスのシステムからクラウドサービスを活用したシステムに移行する際、及びクラウ
ドサービスを活用したシステムからクラウドサービスを活用した別のシステムに移行する際の手
順及び要する期間

オンプレミスのシステムをそのままクラウドサービスに移行する際には、その移行やライセン
ス契約に費用を要するので、システム移行の際に必要となる項目と費用規模を整理する。
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③ 契約における留意点とその仕様書への反映方法

【オンデマンド型】

④ オンプレミスのシステムからクラウドサービスを活用したシステムに移行する際等の手順及び要する期間

【長期契約型】

• 需要に応じてリソースを増減し、それに応じ
て価格が変化する。

• この場合、変更にどのような手続が必要と
なり、どの程度の期間を要するか。

• 適した業務はどのようなものか。

• 一定程度長期の利用を前提に割引が
行われる。

• この場合、留意点は何か。
• 適した業務はどのようなものか。

【ハイブリッド型】

システム移行

（2）クラウドサービス導入の際の注意点の整理

システム移行



調査内容
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（３）クラウドサービス導入による費用削減効果に関する調査

クラウドサービスは、適したシステムに使用することで、セキュリティの確
保のみならず費用削減を可能にすると考えられるが、どのようなサービスで用
いた場合に費用削減効果が期待されるのか、そのポイントを整理するとともに、
国内外の官民における既存のクラウドサービス活用事例から費用削減が達成さ
れた例を整理する。

仕様書P.3

オンプレミス

構築費

運用人件費

ネットワーク費

光熱費 etc

見えて
いない
コスト
が存在

大？ 小？

構築費

運用人件費

ネットワーク費

光熱費 etc

全て含
まれて
いる

クラウド



調査内容
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（４）有識者検討会への報告及び資料作成

（１）及び（２）①、②の検討結果について資料を作成し、総務省・経済産業省
が共同開催する有識者検討会（2019年11月～12月に開催を予定）において、報告
を行うこと。

（当該検討会の段階で実施されていない調査内容については、「6．報告書」に
記載の提出期限までに実施し、報告すること）

仕様書P.3-４



調査期間及び規模
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仕様書P.4

事業規模
予算額20百万円以内（税込）

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） 2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
 事業の実施に際しては、平成29年度に経済産業省が実施した「産業データ共有促進事業」

や今年度実施している「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」における調査や検討の成果を十分に活用すること。

 事業内容が政府調達における手続等と密接に関わる内容であることから、政府調達に直接
参画した実績を有しない場合は、政府調達参加実績のあるSIerやプロバイダへのヒアリング
などにより、政府調達の実態を踏まえた調査を行うこと。



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.2-3



提出期限及び提出先
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提出期限

2019年8月22日(木)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 大谷、藤田

〒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.3



提出書類

18

 提案書 4部 （正1部、 写3部）

 会社経歴書１部

 最近の営業報告書（3年分）１部

 提案書類受理票（別紙2） １部

ＮＥＤＯ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部を添
付してください。

提案書類P.1



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
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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.4



委託先の選定
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(2) 審査基準(続き)

i. 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

7月22日 ： 公募開始

7月30日 ： 公募説明会

8月22日(正午)： 公募締め切り

8月下旬(予定)： 採択審査

9月上旬(予定)： 委託先決定

9月中旬(予定)： 公表

9月下旬(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 大谷、藤田

電子メールアドレス：cip@ml.nedo.go.jp
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