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１．はじめに 

 

近年、センサーやビッグデータ解析等の技術の進化により、新たな価値を生み出す IoT（Internet 

of things）によるデジタル・トランスフォーメーションが加速しており、IoT の活用は、社会イ

ンフラの効率化や高付加価値化にもつながるものと期待されている。 

 

これまで火力発電事業は、電力会社及び現場のオペレータが長年の経験を基に、きめ細かな運

転管理・事業運営を行うことにより発展して来た。しかし、近年、電力自由化の中でコスト低減、

新電力の参入、再生可能エネルギーの導入拡大等の競争的環境に置かれており、火力発電分野に

おいても、より効率的・効果的な事業運営が求められている。 

この様な中で、IoT や AI 等の技術を利用し、センシングデータ取得、データ分析、高度な予測

を行うデータ活用等により、従来をはるかに超える超高効率な火力発電の事業運営の達成が期待

されるとともに、我が国の電力関連産業の国際競争力の向上にもつながると考えらえる。 

 

しかし、現状を見ると、火力発電事業における運転管理や運転ノウハウは暗黙知となっており、

個々の発電所で人に体化された形で伝承はされているものの、技術者の減少、ベテラン技術者の

リタイヤ等により、今後は困難な状況を迎えることが予想される。また、従来の様に、経験に基

づく運転では、設備の潜在的な能力が必ずしも最大限に引き出せていないといった状況が明らか

になって来ている。 

 さらに、IoT、AIをはじめとするデータ活用等を進めようとしても、 

① 具体的にどの様なメリットが得られるのか不明確である、あるいは、どの様にして具体的

な取組みを進めて行けば良いのかが分からない、 

② データ活用等を進めようとしても、日々の運転管理や事業運営を行う電力会社、設計・製

作を行うベンダー、そして、データを分析・予測する ITベンダー間で、連携がうまく進ま

ない、 

③ さらには、データ等の共有により、ノウハウが流出してしまう可能性がある、取得したデ

ータや AIによる生成物に関する知的財産権の帰属が不明確であり躊躇してしまう、 

等の懸念があると指摘されている。 

 

このため、今般、火力発電所において、IoT や AI をはじめとするデータ活用等を具体的に進め

ようとする際に参考となる取組み方策、留意点について手引きという形でとりまとめを行ったと

ころ、その主要なポイントは、以下の通りである。 

 

１．データ活用等がもたらす経済的・社会的なメリット 

 火力発電所における IoTや AIの活用をはじめとするデータ活用等によって、効率的な運転・事

業運営の達成、故障の予兆検知、点検・診断等の面で経済的な、また、運転管理の高度化によっ

て、NOx排出抑制等の社会的なメリットが期待される。 

 具体的には、経済的なメリットとして、燃料費の削減・事業運営の効率化を通じ、大型石炭火

力発電所で年間数千万～１億円の事業運営の効率化が達成されたり、保守管理の高度化によって
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不具合に伴う停止が 10-20％低減されたという事例や、また、プラントの運転条件を適切に管理す

ることで NOx排出量が約 10%低減されたといった社会的なメリットが明らかとなった。 

 

２．事業運営へのデータ活用等の進め方 

 IoT、AI等の利用に関する一般的な進め方をベースとし、火力発電所において試行的な取組を進

めている先行事例を踏まえ、以下の通り、具体的にデータ活用等を進めるに際しての一連の取組

み手順を明らかにした。 

 

（１）データ活用等を成功に導く一番大きな要素は、「先ずは、解決すべき課題・目標を明確に

し、それを関係者間で共有すること」である。IoTを使うと何か良いことがありそうなので自分た

ちも何かやって見ようという考えでは良い成果は得られないとの指摘もなされた。 

そして、その実現のために“関係する専門家が等しい立場から知恵を出し合う仕組みの構築”

が不可欠であり、一つの方策として、運転管理等を行う事業者、設計・製作等を行うベンダー、

機械学習ツールを有し統計処理等を行う ITベンダー等から構成される“エキスパートパネルの設

置”を推奨している。 

 

（２）また、具体的開発に当たっては、初期段階では開発対象が明確ではない、事後的な検証が

困難であることを踏まえ、従来型の設備・製品の開発手順ではなく、アセスメント段階、概念実

証段階（PoC；Proof of Concept）、開発段階からなる探索的段階型開発アプローチを採用するこ

とを提唱している。 

 概念実証段階では、課題解決のターゲット（目的関数）に合わせ、適切にパラメータ（説明変

数）を発電所のセンサー等のデータから抽出し、デジタルツイン（プラント発電モデル）を構築

する。具体的には、必要データ抽出、データ前処理、モデル構築、評価・検証の各段階において

行うべき取り組みを明確にしている。この検証に当たっては、従来は考えられなかったパラメー

タを適用したところ、高効率なアウトプットにつながるという事例も報告されている。 

 

３．データ活用等に関する契約の考え方と契約書案 

2018年 6月にまとめられた、経済産業省 AI・データの利用に関するガイドライン（AI編）をベ

ースとしつつ、火力発電所へのデータ活用等に際し、参考となる契約のひな形を取り纏めた。具

体的には、事業者とベンダーの間で、実効的な課題抽出・開発の方向性の決定のために、“エキ

スパートパネル”の活用を推奨していることから、それを含んだ形で契約の項目を整理し、新た

なに「モデル共同検証契約書」として提示した。 

 

 

以上、本手引きの取りまとめに当たっては、経済産業省資源エネルギー庁、国立研究開発法人 新

エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）及び、NEDOの実証事業に参加した東京電力フュエル&

パワー、関西電力の支援・協力を得て、一般財団 発電設備技術検査協会が取りまとめを行ったと

ころである。本手引きが、火力発電分野における Society5.0・Connected Industriesの実現に向

けたデータの活用等の促進に資することを期待したい。 
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２．火力発電所の事業運営効率化に向けたデータ活用等の基本的考え方 

 

2.1 火力発電所の事業効率化に向けたデータ活用の基本的考え方 

2.1.1基本的考え 

運転中の火力発電所の制御・監視は、温度、圧力、流量などのセンサーデータを基に行わ

れているが、システムは多数の部品からなり、それらから得られる化学的、熱的、機械的及

び電気的データは膨大なものになる。それらの中から経験や勘だけで有益な情報を抽出し、

効率的な運転を行ったり、異常の兆候を見抜いたりすることは、高度な訓練や豊富な経験を

積んだ熟練者にとっても困難な作業である。また、人の経験や勘に依存すると、結果にばら

つきが生じるという問題がある。 

一方、現状は、故障の兆候の有無に関係なく、一定の期間ごとに一律に部品を交換すると

いう従来の手法に基づく管理方法に対応したものであるが、メンテナンスコスト等の面から

Condition Based Maintenance の必要性についての議論も進みつつある。さらに、経済的で

最適な運転状態を維持したり、異常の兆候を的確に捉えたりすることのできる人材を育成し、

確保することが困難になってきている。 

このような背景から、IoT（Internet of Things）技術を活用した運用が有望視されてい

る。IoTを活用した主な技術を目的別に区分すると、次のとおりとなる。 

① 要求される発電量、燃料の種類（炭種、バイオマス燃料混焼率など）や品質に最適で、

合理的かつ経済的な運転をサポートする技術 

② 膨大なモニタリング情報から故障の予兆を検知し、客観的な判断を行うと共に、高度

な保全作業を支援することのできる点検・診断技術 

本手引きでは、主に前者についての具体的なデータの活用等を中心に取りまとめを行って

いる。 

 

2.1.2 火力発電所における利用形態 

 

   ①運転・事業運営のサポート 

これは、多数のセンサー、制御監視システム等から得られるデータを集中監視し、運転に

係る現場要員を集約化・省力化するものである。また、AIを活用して正常時のプラントデー

タのパターンを学習し、通常の計測値と比較照合することにより異常の兆候を捉え、運転員

に通知して判断を促すと共に、データ（優先付け、関連トレンド比較、絞込み等）の提供を

行い、最適な運転条件を設定することを通じ超高効率な運転の達成ができる。 

さらに、運転員の負担軽減が期待できるだけでなく、AIにより燃料の種類（炭種、バイオ

マス混焼等）、各部品の性能状態に応じた経済的で最適な運転状態を維持できることが期待

できる。 

これに加え、対象を付属施設（たとえば、燃料貯蔵施設）に広げることにより、複数のユ

ニット、さらには複数の発電施設のユニットを統括管理し、合理的かつ経済的な運用に活用

することも可能となる。 
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② 故障の予兆検知、点検・診断 

これは、人間が検知できない微小な変化を予兆として捕え、熟練者に代わってプラント全

体を常時監視・分析することにより、異常の予兆を検知することを目的とした技術である。

また、発電設備の点検項目は多く、目視による確認作業が中心であるが、点検者の経験に依

存する部分が大きく診断結果にばらつきが生じやすいため、客観的な点検・診断を行うため

の支援を行うことも可能である。 

多数のセンサー及び現場監視システムから得られるモニタリング情報に基づいて故障の

予兆を検知し、部品交換や補修の時期、交換部品の在庫管理等を最適化することにより、過

剰な設備投資を抑制する効果、経験の浅い作業員の保全作業を支援して多能工化する効果等

が期待できる。さらに、保全作業データを現場で入力できるようにし、データとしてフィー

ドバックすれば、保全作業を迅速かつ的確なものとし効率化を図ることも期待できる。 

 

 

2.2 データ活用等により期待される経済的・社会的な効果 

ここでは、火力発電分野における IoTや AIといったデータ活用等の先行導入事例を参考に、火

力発電設備及び事業への IoTや AI等の導入によって何が実現でき、それによって得られる経済的

なメリットや社会的なメリットが得られるのかについて課題毎に示している。 

他方で、これらのメリットは各事例の結果であり、個々のプラントにより、あるいは運転条件

等により大きく異なることがある点については、留意が必要である。 

 

2.2.1 火力発電所における経済的な効果 

(1) 燃料費の削減、事業運営の効率化 

プラント運転中、プラント各部に設置されたセンサー等からの膨大なデータをコンピュー

タで一括管理し、AI を用いてプラントの状態を把握するとともに、最も効率の良い燃焼方

法・条件を採用することにより燃料費の削減が実現できる。 

具体的には、関西電力舞鶴発電所 1号機において主に燃料となる石炭の費用削減により年

間 1 億円程度の運転費用削減（見込み）[1,2]が、東京電力の常陸那珂火力、千葉火力、富

津火力、品川火力において、発電効率の向上に伴い 1ユニット当たり最大で 7千万円程度の

燃料費の削減[3]が、また、三菱日立パワーシステムズが台湾電力林口発電所に導入したシ

ステムを用いた効率的な燃焼調整によって年間最大 1 億円程度の運転費用の削減[4]が出来

るといった報告がなされている。また、バイオマス発電では 30%程度の混焼比率を達成した

事例[5-8]がある。 

さらに、複数の燃料貯蔵施設の貯蔵量をリアルタイムで把握し、燃料の受入れ及び送出

しを効率的に管理したり、分散型制御システム（DCS）を有するユニットを複数台ネックワ

ークで結び統合監視を行ったり、範囲を複数の発電所や外部のエンジニアリング会社等に

も広げて、運転及びメンテナンスの最適化、運用改善、性能向上、全体効率や運用資源の

最適化につなげることが期待されている。 
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(2) 保守管理の高度化 

プラント運転中に各部に設置されたセンサー等からの膨大なデータをコンピュータで一

括管理し、AIを用いてプラントの状態を把握することで、通常時と異なるデータを計測した

場合には、過去に蓄積された膨大なビッグデータと照合することにより、今後発生が予想さ

れるような不適合事象に関して、事前の予測ができる。 

このような予測ができた段階で、必要に応じ、プラントの停止時期、予備品の手配、対策

工事の検討等の対策を事前に実施することが可能となり、プラントを停止させる場合でも、

停止期間を最小にすることが可能となる。また、大きな損傷発生前にプラントを停止するこ

とが可能となるため、メンテナンス費用を低く抑えることも可能となる。 

具体的には、不具合の予兆検知を高度化することにより稼働率が改善し、不具合による停

止が 10～20%削減された事例[3]がある。 

また、点検作業にドローンを適用することにより、従来、作業者が容易にアクセスするこ

とができなかった箇所が点検できるようになり、計画的な保全計画が立てられるようになる

可能性や、定点観測データの蓄積により、将来実施すべき補修計画の策定等も可能性として

秘めている。更に、将来的には、Condition Based Maintenance の重要性の議論にもつなが

ることが期待されている。 

 

 (3) プラント監視システムの外販化によるビジネス領域の拡張 

自社の火力発電プラントにおける監視システムをベースに、他のプラントにおいても使用

できるようなシステムに改造することにより、国内外の他社の火力発電プラントにシステム

を外販もしくはシステムを使用した支援業務等を行うことにより、新たなビジネスモデルの

構築が可能になる。 

 

 

2.2.2 火力発電所における社会的な効果 

(1) クリーンプラントの実現 

プラント運転中、プラント各部に設置されたセンサー等からの膨大なデータをコンピュー

タ等で一括管理し、AIを用いてプラントの状態を把握・管理することで、排ガス中に含まれ

る NOx、SOx もしくは CO や CO2の排出を低減でき、環境に優しいクリーンプラントの実現が

可能となる。 

具体的には、東京電力広野火力発電所では、機械学習による燃焼調整を最適化することで、

エンジニアによる最適条件と比較し、ボイラー出口の NOx 排出量を約 10%低減[9,10]、富士

電機では、燃焼ソリューションの活用によりボイラー排ガス中の O2濃度を 3分の 1程度に低

減[11]し、さらには NOx除去率 70%を達成した事例[12]もある。 

 

(2) 作業者の安全性向上 

各種点検作業にドローンを運用することにより、従来、作業者がアクセスすることが非常

に困難であった箇所において、作業者がアクセスする必要がなくなったため、作業者の安全

面でのリスクを低減させることが可能となる。 
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(3) ベテラン技術者不足対策（技術伝承対策）と人材の活用 

火力発電プラントを安定して継続運転していく上では、プラントの状態を判断できるベテ

ラン技術者が必要であるが、その様な技術者は年々減少してきている。データ活用等により、

プラント各部に設置されたセンサー等からの膨大なデータをコンピュータで一括管理し、AI

を用いてプラントの状態を把握し、指示を出すことにより、プラントを安定的に継続運転す

ることが可能となる。 

また、作業者がアクセスして点検しなければならない箇所が、IoT 技術を駆使し、センサ

ーやロボット等に置き換わることによって、従来、当該作業を実施してきた作業者が他の作

業を実施できるようになるため、人材を幅広い範囲の業務に従事させることができる。 

 

 

2.3 国内外の具体的な導入事例と経済的・社会的な効果 

 

2.3.1 日本の火力発電所における導入事例と経済的・社会的な効果 

日本において IoT 等のデータ利用により課題解決に取り組んでいる実例として、以下に示す火

力発電所をはじめとして、取り組みが進められており、良好な結果が得られていることが論文や

プレスリリースにより報告されている。 

 

＜東京電力の事例＞ 

東京電力フュエル&パワー(以下、東電 FP)では、2016年に GEパワーが開発した産業向け IoTプ

ラットフォームである Predix 上で稼働するアセット・パフォーマンス・マネジメント(APM)を富

津火力発電所に導入し、設備故障の予兆管理などの効果の検証を開始[1,2]。 

また、2017年には、MHPSと共同で構築した予兆検知モデルの検証を、常陸那珂火力発電所にお

いて蓄積してきた過去の設備トラブル事例を用いて行い、配管リークを 1 か月前に予兆検知する

ことができるなど、その有効性が確認された[3,4]。 

さらに、2017年 1月からは、導入した IoT技術の有効性の検証として、東電 FP内に運転状態を

分析するデータ分析センター (DAC)を設置、試験運用を開始した。 

これらの結果、常陸那珂火力、千葉火力、富津火力、品川火力において、1ユニットあたり年間

最大約 7,000万円の燃料費削減や、高度な不具合の予兆検知（不具合停止を 10～20%削減）などの

成果が確認されている。 

 

＜関西電力の事例＞ 

関西電力では、2016 年度に OSIsoft社が提供するビッグデータ収集基盤の PI Systemを舞鶴発

電所(石炭)、堺港発電所(ガスコンバインドサイクル)、赤穂発電所(石油)に試験的に導入し、そ

の検証結果を踏まえ 2017年度には全火力発電所へ展開。PI Systemは、センサーのデータを集積

してプラントの運用を可視化・デジタル化することで効率改善、コスト低減およびアセットの信

頼性・安全性に寄与するシステムであり、その解析機能を有効活用することで、業務効率の改善

や異常の早期発見等、発電所運営の高度化及び安全安定運転に活用している[7,8,9]。 

また、MHPSと協働で発電所の運転データと機械学習等の AI技術を用いたボイラー燃焼調整の最
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適化等のシステムを構築し、実証試験を舞鶴発電所１号機にて実施。その結果、実証試験の条件

下において燃料使用量等の削減により、年間１億円程度の運転費用削減効果が期待できるとの結

果を得ている[10,11]。 

さらに、過去のトラブル事象に対して、AI技術や IoTを活用したビックデータ分析を行い、設

備不具合の予兆を検知できる早期異常検知システムを開発した。これに伴い、新たに本店内に遠

隔監視センターを開設し、発電所の運転データをリアルタイムで監視するとともに、設備異常の

早期発見を行うことで、トラブル事象の未然防止に活用。現在、豪州ブルーウォーターズ発電所

にサービスを提供している[12]。 

 

 

2.3.2 米国における火力発電所への導入事例と経済的・社会的な効果 

 米国では、IoT、AIの活用が進んでおり、石炭火力発電所をはじめとする火力発電所の各設備（タ

ービンやボイラー）への導入によるアセット管理、発電所内の複数の設備に導入し発電所全体と

しての効率化を図るプラント管理、さらには、石炭火力のみならず他の発電施設を総合的に統合

したフリート管理も進められている。 

以下に、米国における具体的な導入事例と、そこから明らかとなった経済的・社会的な成果に

ついて示す。 

 

表 2.3.2-1 米国における火力発電所への導入事例と経済的・社会的な効果 

対象 概要 効果 
ケンタッキー 
Owensboro Municipal 
Utilities（OMU）の石炭
火力発電所（730MW）[1] 

ボイラー最適化のため GE の
Predix を基盤とした「 Boiler 
Optimization」を導入。 

窒素酸化物が 10～17％削減、熱
効率が 0.5％改善。欠陥発生によ
る稼働停止回数が大幅に減少。 

Southern Company 
[2] 

センサーデータから発電プラント
関連機器のモーター連結部品のね
じの緩み等を事前に検知するシス
テムを導入。同部品が破損した場
合は、機器本体の損傷につながる
ため、稼働停止となり多大な損害
が生ずる。 

事前検知で損失コスト（25 万ド
ル以上）の削減が可能。 

Tucson Electric Power
（TEP）の 
Springville 石炭火力発
電所（1560MW） 
[3,4] 

発電機等の回転機器にセンサーを
設置し、振動等のデータにより異
常等を検知、運用者に通知する
Emerson 社の予防保全システム
「Machinery Health Monitor」を
2012年に導入。また、石炭積み降
し設備等にもセンサーを設置し、
劣化を事前診断。 

運用・保守コストが 2012年に 100
万ドル削減、2013 年 1 月からの
9カ月間で 75万ドル削減。 
さらに、状態測定が困難な設備
の事前診断が可能となり安全性
向上。 

Duke Energy 社が所有す
る 50か所の発電所 
[5,6,7] 

2014 年 に Schneider Electric
「PRiSM ARP」ソフトウェアを導
入、合計 3 万台のセンサーを設置
し、振動や温度等のデータを収集、
故障の予兆分析、運用管理者への
通知等を実施。予兆段階での保守
作業が可能に。 

2014 年で合計 430 万ドル、2015
年 1 月から 7 月までの間に 585
万ドルの損失（稼働停止による
損失）減を実現。 

Salt River プロジェク
ト（SRP） 
石炭・天然ガスなど 7カ
所の火力発電所[8] 

2012年に GE社 Asset Performance 
Management（APM）を導入。合計
500 個の設備・機器にセンサーを
設置し異常を検知し、故障や計画
外停止を未然に防止しプラントの
運用を効率化。 

プラントの稼働率向上及び年間
50 万ドルの保守コストの削減を
達成。 
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2.3.3 アジア地域における火力発電所への導入事例 

 アジア地域では、電力需要の拡大に伴い、新規発電所の建設が多く進められており、新設の石炭

火力発電所や天然ガス火力発電所を対象とした IoT・AI の導入事例が多く見られる。また、GE や

ABBなどの大手ベンダーが、コンバインドサイクル（CCGT）プラントへの導入や、天然ガス発電所

を含めた複数の電源などのフリート管理に IoT・AIを導入する動きも見られる。 

 

表 2.3.3-1 アジア地域における火力発電所への導入事例 

国 対象 内容 

カンボジア

[9] 

 

Cambodian Energy IIを

含む全ての石炭火力発

電所 

GE社 Predix を基盤としたシステムを導入し、発電所

に合計 1万台のセンサーを設置し、汚染物質の排出をモ

ニター・分析する。更に、設備の操作、性能・効率性・

信頼性の向上、運用コストと環境負荷の削減を目指す。 

中国 

2017年 10月

[10] 

China Resources Power 

社が所有する 19の石炭

火力発電所 

Siemens 社 MindSphere を柱としたデジタルフリート

マネジメントを導入すると発表。ビッグデータやデータ

解析を用いて、各発電施設の運用状態をリアルタイムに

把握し、施設の寿命の延伸、性能向上を図る提言。更に、

遠隔運転センターを研究所内に開設。 

マレーシア 

2018 年 3 月

[11] 

Southern  Power 

Generation 社 

GEが建設中の GTCCプラント（1440MW）に IoTを導入

すると発表。Predix を基盤とした Asset Performance 

Management を導入し、発電所の信頼性や供給力の改善、

設備の可視化を支援するとともに、点検の頻度を低減す

ることで、運用・保守コストの削減を図る。センサ・デ

ータは、クアランプールの Monitoring & Diagnostics 

Centre で状態診断に使用。 

マレーシア 

2016年 12月

[12] 

REMDOC 

(Remote Engineering, 

Monitoring,Diagnosti

cs&Optimization 

Center)をクアランプ

ールに開設 

センターでは、アジア・太平洋 10 か国以上に位置す

る 70 カ所以上の火力発電所、200 基以上の発電設備を

対象にトータルプラントソリューション「Fleet 460」

を提供。REMDOCには 85名以上のエンジニアが勤務し、

リアルタイムのデータを分析、欠陥診断し、発電設備の

性能や信頼を向上。GEによると、保守や修復コスト 30％

削減できるとしている。 

マレーシア 

2017 年 3 月

[13] 

国 営 電 気 事 業 者

Sarawak Energy Berhad

（SEB） 

サラワクに建設される Tanjung Kindurong（CCGT、

400MW）の運用・保守（O&M）契約を GEと締結。内容は、

研修・技術支援、予備部品の供給のほか、クアランプー

ルに開設された REMDOC を通じて、発電設備の運転管理

分析も行い、効率 20%向上等を目指す。 

ミャンマー 

2016年 12月

[14] 

マンダレーにて建設予

定の GTCC（223MW） 

ABB は、マンダレーにて建設予定の GTCC（225MW）に

て、同社プラント自動化システム「Symphony Plus」を

導入すると発表。タービン、熱回収蒸気発生器等から収

集したデータを活用、データ分析を行いプラントの性能

分析を行う。 

インドネシ

ア 

2017 年 7 月

[15,16] 

PJB社（国営電気事業者

PT PLN の子会社） 

GE 社 Predix を基盤とした Asset Performance 

Management(APM) 、 Operations Optimization(OO) 、

Advanced Control Solutions(ACS)等を REMDOC へ導入

し、同社が国内 21 箇所に所有する火力発電所（天然ガ

ス、汽力、分散型電源等の計 10.7GW）へ接続する。 
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2.4 欧米メーカーの状況と日本企業へのインプリケーション  

 

火力発電分野において IoT、AI等のデータ活用を積極的に進めている欧米のメーカーとして、

GE,SIEMENS、ABB 等が挙げられるが、これら企業はそれぞれの戦略に基づき、特色のある事業

を展開している。ここでは先行する GE と SIEMENS の取り組みについての比較を通じて、日本

の企業が競争力を高めるために、今後どのように取り組んで行くと良いのかを明確にする。 

 

2.4.1 GEのデジタル化への取り組みと Predix  [1-5] 

 GE は、デジタル・カンパニーへの転換を標榜し、2010 年頃から急速に、インダストリ

アル・インターネットの旗振りを開始。そのような中で、2015年 8月には Predix （Cloud）

の販売を開始し、その後もインターネット上でアプリケーションを供給するソフトウェア

会社の買収を続けた。 

Predixは、様々なアプリケーションソフトを介して、産業用機器とインターネットを繋

ぎ、ハードウエアをセンサーでインターネットにつなぎ、ビックデータを分析し工程管理

やメンテナンスを顧客にサービスしようとするもの。しかし、Predix は、GE 社製品の活

用を念頭に置いており、また、当初は自社のクラウド構築を前提にシステム設計を進める

等、オープンなエコシステムを標榜しつつも、自社を中心とした性格が強い。プラントの

データも GE 社のストーレージ上に置くことが前提となっており、事業者からは自由度が

少なく、データの扱い等について懐疑的な見方をされているとの指摘もある。 

GEは、その主力事業の一つである電力関連事業に関して、再生可能エネルギーの急速な

拡大により、世界的にも厳しい事業環境に直面し、大きく売上げ、収益が落ち込み、株価

も１年で半額くらいまで低下する等、企業価値を大きく下げている。 

 

  2.4.2 SIMENS の動きと MindSphere [6,7] 

    SIEMENSは、製造業の工場、発電所等で用いる機器の製造に加え、PLM、MESなどの 

ソフトウェア事業も展開。2000年代に入り製造工程管理のためのソフトウェア関連企業

を多く取り込み、着実にデジタル化を進めて来ている。 

その様な中、SIEMENSは 2016年に産業用 IoTプラットフォーム「MindSpere」の販売を

開始。この MindSphere は、顧客が有している機器や物理的インフラが発するデータをデ

ジタルの世界にコネクトすることができ、先進的な分析が可能な強力な産業アプリやデ

ジタルサービスを提供するもので、結果として顧客の現場において生産性や効率の向上

をもたらす。SIEMENSは、多くの顧客へ製造設備等を納入しており、それをベースに顧客

のニーズを踏まえた事業展開を進めている。例えば、既存の顧客が追加的な設備投資を

行わなくても、SIEMENSの製品を使わなくても MindShereを展開できる等が挙げられる。 

   また、MindSphere は、オープン性を前提としたクラウドインフラ環境上で稼働し、

SIEMENS自身はアプリケーションは作らず、MindSphereを中心とするオープンなエコシス

テムを構築し、外部の知を積極的に取込む環境作りに取り組んでいる。同様に、プラント

データの扱いも顧客がオンプレミスで保管したいとの要望等にも対応する等柔軟な姿勢
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であると言われている。 

更に、利用したデータ量に従った課金では無く、定額課金方式なので、初期段階から

多額の経費を必要することなく、効果を確認しながらシステムの規模を変更できること

も評価されているとの指摘もある。 

 

 2.4.3 GEと SIEMENS の比較と日本の企業へのインプリケーション [8-10] 

前述の GE と SIEMENS の火力発電分野における IoT、AI 等の活用戦略は、大きな違いがあ

る。そこで、両社の比較を通じ、日本企業が国際的な競争力を向上させる際のポイントにつ

いて、整理を試みた。 

 

①顧客のニーズ起点の取り組み 

AI をはじめとするデータ活用等は多くの可能性を秘めている。しかし、AI の利用を行う

場合、何を達成したくて AIを利用するのかという点が極めて重要であると指摘されている。

この点、従来のハードウエアを中心とする設備の場合は、それがもたらす機能・効果が明確

なので良かった。しかし、AI等、ソフトウェアを中心とするシステムにおいては、具体的に

顧客が何をそれに求めているのかを起点としたソリューションであることが重要である。 

これに関しては、「GEは自社製のハードウエアとの抱き合わせ販売をしたり、自社のため

に構築したプラットフォームの利用を押し付けてくる」等のスタンスに関し、ユーザーサイ

ドからは疑問が呈されている。これに比し、SIEMENS は、顧客のニーズを踏まえる事業展開

を標榜しており、「顧客が追加的な設備投資を行わなくても、SIEMENS の設備を使わなくて

も、MindSphere が利用できる」としている点には、興味がもたれる。 

 

②真にオープンなエコシステム 

GE は、巨大な企業として Predix を構築し、そのパートナー、ユーザーは多数に上り、エ

コシステムを構築しているとしている。しかし、それは既存の GE の設備を利用するユーザ

ー、あるいは関係者間に限定されている。例えば、当初は、自社用のクラウド・ネットワー

クを利用したシステムを前提とする等、いわば、ファミリー内でのエコシステムとも言える。

これに対して、SIEMENS は、IoT、AI 時代の先駆けとして、厳しいセキュリティー管理を前

提に、システム・ネットワークは、当初から AWS を活用し、API を介して、多くのプレーヤ

が参画する環境を前提としている。また、SIEMENS は、自らはオペレーション・システム分

野に徹し、アプリケーションの作成は、事業者も含むパートナーに任せ、パートナーの組織

化に尽力する取り組みを展開している。 

 

③データの価値に対する考え方 

GEがジェット・エンジン事業で成功した様に、データ有する大きな潜在的可能性は論を待

たない。一方で、発電事業の場合、ベンダーから設備が納入されて以降の生データは基本的

に事業者が取得・所有し、また、電力という均質なものを生産する観点からは、他社と厳し

い競争に置かれ、運転データと運転管理・保守、予兆管理等は競争力と直結しており、オー

プンなクラウド上に載せたり、ベンダーに渡したり、他の目的に利用されることに後ろ向き
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な事業者が少なからず存在するという点を踏まえる必要があるのは事実である。 

この点、GEは、自社製クラウド・ネットワークにこだわる等の点で、囲い込み志向であり、

SIEMENS は、データの保有や派生データの取り扱いに明確な制限を設けるのではなく、事業

者の意向に重きを置いている。この様に、未知の新しい分野であることもあり、柔軟な対応

が求められる。また、AI時代には、顧客である事業者が膨大なデータを有しており、潜在的

な価値を有しており、事業者としてもデータの活用を通じる新たなビジネスの創造という視

点で、柔軟な対応を行うことも重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

３．データ活用等の進め方 

3.1 データ活用（AI開発）の進め方 

3.1.1 議論の対象の確定 

「AI」を開発するといった場合、そもそも、どのような技術を対象とし、かつ、当該技術

に関する如何なる要素について、議論をしているか、当事者間で食い違いがある場合が少な

くない。そのため、まずは、何を対象として議論するかの確定が重要である。 

この点、本手引では、経産省ガイドライン（AI 編）を参考に「AI 技術」を「人間の行い

得る知的活動をコンピュータ等に行わせる一連のソフトウェア技術の総称」のうち、特に、

機械学習又はそれに関連する一連のソフトウェア技術と捉え、その上で、下記の各用語を用

いる1。 

 

表 3.1.1-1 機械学習又はそれに関連する一連のソフトウェア技術に関する用語 

用語 定義 

生データ ユーザーやベンダー等により一次的に取得さ

れたデータであって、データベースに読み込む

ことができるよう変換・加工処理されたもの 

学習用データセット 「生データ」に対し、次の全部又はいずれかの

変換・加工処理を施すことによって、対象とす

る学習の手法による解析を容易にするために

生成された二次的な加工データ 

・欠測値や外れ値の除去等の前処理 

・ラベル情報（正解データ）等の別個のデータ

の付加等 

学習用プログラム 「学習用データセット」の中から一定の規則を

見出し、その規則を表現するモデルを生成する

ためのアルゴリズムを実行するプログラム 

学習済みモデル 「学習済みパラメータ」が組み込まれた「推論

プログラム」 

学習済みパラメータ 「学習用データセット」を用いた学習の結果、

得られたパラメータ（係数） 

推論プログラム 組み込まれた「学習済みパラメータ」を適用す

ることで、入力に対し一定の結果を出力するこ

とを可能にするプログラム 
 

 

 

3.1.2 学習済みモデルの生成過程 

                                                   
1 経産省ガイドライン（AI 編）・9 頁以下。但し一部定義を変更している。 
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学習済みモデルの実用化は、①帰納的アプローチを用いた、「生データ」から、最終的成

果物としての「学習済みモデル」の生成を目的とする「学習段階」と②生成された「学習済

みモデル」を利用して、AI生成物を得る「利用段階」に二分できる。 

 

 

図 3.1.2-1 学習済みモデルの生成過程 

 

①学習段階 

学習済みモデルを生成するためには、「学習用データセット」に加えて、「学習用プログラム」

「学習前パラメータ」「ハイパーパラメータ」の設定及び準備が必要である。 

従来のプログラミングでは入力と出力の関係を厳密に定義し、入力から出力を得る処理を手順

化するのに対し、機械学習では入力と出力のペアの具体例から入力から出力を得る処理を模倣す

るシステムを生成する。 

 

機械学習の流れとしては、与えられた具体例のデータを加工して「学習用データ」とし、学習

アルゴリズムと呼ばれる計算処理を実装した「学習用プログラム」により「学習用データセット」

から「学習済みパラメータ」ひいては「学習済みモデル」を構築する。学習済みモデルは、具体

例から推定した結果をもとに入力から出力を求める処理を再現するものである。このため、機械

学習には入力と出力の間の関係が明確になっていない場合もその関係性を再現できるという利点

があるが、この再現性の精度を上げるためには具体例となる大量のデータが必要となる。 

 

②利用段階 

上記の過程を経て、生成された「学習済みモデル」に、データを入力すると、結果が出力

されるが、これは「AI生成物」と呼ばれている。 

 

3.1.3 学習済みモデル開発の特徴 

従来型のソフトウェア開発は、一般的に「入力値の処理手順を一定のルールとして記述し、

その記述をコード化する」演繹的アプローチを採用するのに対し、学習済みモデル生成は、
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既知の学習用データセットを用いて未知の様々な状況における法則を推測する帰納的アプ

ローチを採用する。 

帰納的アプローチの下では、成果物としての、学習済みモデルの性質は、学習用データセ

ットに大きく依存し、出来上がった学習済みモデルの動作原理を人間が直感的に把握しづら

い場合が少なくない。その結果、契約初期の開発対象の確定、未知の入力データに対する性

能保証及び事後的な検証がそれぞれ困難であるとの特徴を有している。 

この特徴を勘案すれば、学習済みモデルの生成過程は必然的に探索的になり、試行錯誤を

何度も重ねる必要がある。そのため、前工程から後工程を順次クリアしていく開発工程は実

態にそぐわない場合が多い。また、比較的小規模な特定目的を達成するための学習済みモデ

ルの生成では、基本契約と個別契約の組合せによる契約管理コストが許容されない場合も想

定される。 

そこで、経産省ガイドライン（AI編）では、学習済みモデルの探索的な開発アプローチが

適しているとの性質を踏まえ、3.2.4 で詳述する、アセスメント、PoC（Proof of Concept，

仮説検証）、開発及び運用（追加学習）のフェーズのそれぞれについて、別個独立した複数

の段階（契約）に分け、かつ、開発全体に適用される基本契約を締結しない開発プロセスが

提案されている（図 3.1.3-2参照）2。 

 

 

目

的 

一定量のデータを用い

て学習済みモデルの生

成可能性を検証 

学習用データセット

を用いてユーザーが

希望する精度の学習

済みモデルの生成可

能性を検証 

学習済みモデル

を生成 

ベンダーが納品した

学習済みモデルにつ

いて、追加の学習用デ

ータセットを使って

学習 

成

果

物 

 レポート、 

学習済みモデル（パイ

ロット版）等 

学習済みモデル

等 

再利用モデル等 

契

約 

秘密保持契約書 等 導入検証契約書 等 ソフトウェア 

開発契約書 

場合による 

図 3.1.3-2 「探索的段階型」の開発方式3 

 

このような多段階の開発方式の採用により、開発の後戻りや試行錯誤を開発プロセスで正

面から許容される。例えば、仮にアセスメント及び PoCの各段階を経て、開発段階に至った

ものの、開発が頓挫した場合には、再び、PoC又はアセスメント段階まで戻ることができる。 

加えて、開発過程を多段階に分けることで、 

①各段階における達成目標が明確となり、ユーザーとベンダーとの間の話合いが促進され、

最終的な成果物である学習済みモデルに対する認識のすりあわせができる 

②十分な性能を備えた学習済みモデルの生成が困難であることが判明した場合には、その

                                                   
2 なお、経産省ガイドライン（AI 編）は、学習済みモデルそのものの開発を想定し、本ガイドラインが想定

するような、学習済みモデルを含むシステムを直接の検討対象としていない。もっとも、開発の大まかな流

れに特筆すべき差異はないと思われるため、本ガイドラインでも、同様の開発プロセスを採用している。 
3 経産省ガイドライン（AI 編）43 頁及び 44 頁を参考に作成した。 

①アセスメント ②PoC ③開発 ④運用
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段階で開発を中止することにより、それ以上の損失拡大を防ぎ、リスクヘッジができる 

等のメリットがある。 

もっとも、他方において、基本契約を締結しないため、各段階において、契約交渉が発生

するため、決裂してしまうと、以後、開発を継続できない事態に陥る可能性がある。そのた

め、多段階型の開発であるからといって、基本契約の締結が忌避されるべきとは必ずしも言

えず、①事業展開に求められるスピード、②開発頓挫のリスク、③契約締結のための人的コ

スト・時間等を勘案の上で、基本契約の要否を決する必要がある。  
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3.2 火力分野におけるデータ活用に向けた手法の体系的整理 

3.2.1 火力発電所におけるデータ活用等のトレンド 

火力発電所の運営におけるデータ活用として、可視化と解析、そして、AIに代表されるコ

ンピューティング・テクノロジーを用いて、人間の有する能力を模倣し、更なる最適解を導

くことが挙げられる。 

可視化と解析については、計測装置、モニタリング、フィードバック制御等において、こ

れまでにも幅広く活用されてきた。 

一方、最近着目されているのが AI によるデータ活用である。機械学習を用いて火力発電

運営の体系化を行うことにより、設備の状況をリアルタイムに判断し、適切なパラメータを

選択することで、効率的な運転を目指す流れがある。特に、燃料の性状は、火力発電設備の

性能や環境負荷などに大きく影響を与える要素であり、最適化のパラメータとして捉えるこ

とが重要である。 

IoT や AI を用いた分析又は解析（以下、AI 等という）の手法を活用することで、火力発

電所の事業運営の最適化が図られる等の多くの便益が得られることが期待されている。しか

し、「IoT、AI を活用することで何か成果を出そう」という取り組みや、「IoT、AI の内容

が良く理解できないのでベンダーに任せよう」と言う姿勢では、本来の IoT、AIの利用が有

する潜在的なメリットが十分活かされないということも指摘されている。また、不透明化等

のリスクも懸念される。 

そこで、ここでは、事業者サイドが、IoT、AI を活用して火力発電所の事業運営の最効率

化を進める際の一連の基本的な手順や留意点を体系的に示すことで、これから IoT、AIの導

入を進めようとする場合の手引きとなることを念頭に、具体的な進め方を示している。 

なお、「AI 等」としているのは、必ずしも AI を用いた分析又は解析の手法を用いる必要

はなく、統計的手法及び目的に則した他の適切な分析又は解析の手法を用いることも可能で

あるため、“等”をつけている。 

 

3.2.2 データ活用等の手法の基本 

ここでは、火力発電所で運転中に蓄積されたデータを活用して運転の超高効率化（熱効率

の最大化等）を実現するシステムの開発プロセスを整理し、各フェーズにおける選択肢と注

意点について記述する。 

 

現在、個々の発電プラントの運転の最適化には、いわゆる“デジタルツイン”と呼ばれる

手法が利用されていることから、ここではこれを念頭に置いて議論する。デジタルツインと

は、実際の製品などにセンサー等を取り付け、それらで得られたデータを入力パラメータと

し、コンピュータ上で対象の動きや振る舞いを再現して設計や運用に活用する手法である。 

火力発電所に対するデジタルツインでは、センサー等によるモニタリング結果から実際の

運転状況をコンピュータ上で、場合によってはリアルタイムで、再現するモデルを構築し、

このモデルを利用して効率的な運転条件を見つける。モデルは、一般的に、発電設備の機能

毎のモジュールに分割されており、各モジュールへの入力をもとにそのモジュールの出力が

得られる構造になっている。この再現方法には、各モジュールの物理的な特性から導き出さ
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れた物理モデルを使用する方法と、各モジュールの入出力に関する蓄積された運転データを

使って機械学習により訓練を行った学習済みモデルを使用する方法がある。システムの導入

目的や利用可能なリソースなどにあわせて、それぞれの方法の特徴を理解して適切に選択す

る必要がある。また、これら両者を組み合わせた手法が利用されることもある。 

 

システム開発のマネジメントには、国際的に標準とされているプロジェクトマネジメント

の知識体系ガイド PMBOK（Project Management Body of Knowledge，“ピンボック”と発音）

があるが、AIの一種である機械学習を応用したシステムでは従来のシステムとは性質の異な

る課題が生じる。この点については、日本ソフトウェア科学会の機械学習工学研究会では機

械学習応用システム（機械学習を利用したシステム）に関する知識の体系化が行われており、

文献[1]では機械学習応用システムの開発プロセスで特に注意が必要な確認項目や必要な組

織構造について説明されている。 

上述のように、ここで対象としているシステムは必ずしも機械学習を使用することを前提

としていないが、多くの項目はデータ活用システム全般に共通する事柄であり、以下では、

文献[1]で示された開発プロセスのフェーズ毎の注意点を踏まえて、火力発電所への適用に

おいて特有の課題に着目して述べる。 

 

3.2.3 機械学習について 

従来のプログラミングでは入力と出力の関係を厳密に定義し、入力から出力を得る処理を

手順化するのに対し、機械学習では入力と出力のペアの具体例から入力から出力を得る処理

を模倣するシステムを生成する。 

機械学習の流れとしては、与えられた具体例のデータを加工して学習用データとし、学習

アルゴリズムと呼ばれる計算処理を実装した学習用プログラムにより学習用データから学

習済みモデルを構築する。学習済みモデルは、具体例から推定した結果をもとに入力から出

力を求める処理を再現するものである。 

このため、機械学習には入力と出力の間の関係が明確になっていない場合もその関係性を

再現できるという利点があるが、この再現性の精度を上げるためには具体例となる大量のデ

ータが必要となる。機械学習に関するプログラムは、学習用データから入力と出力の関係性

を得る学習用プログラムと未知の入力データから推定した出力を得る学習済みモデルで構

成される。 

 

3.2.4 開発のプロセス 

機械学習応用システムの開発プロセスは、アセスメントフェーズ、PoC（Proof of Concept，

仮説検証）フェーズ、開発フェーズ、運用フェーズの 4つのフェーズに分けることが一般的

である。以下では、これらのフェーズの中で行うべき内容と注意点について述べる。 

 

3.2.4.1 アセスメント段階 

アセスメントフェーズでは、システムの目的を定義し、使用するデータや学習アルゴリ

ズムの案を作成する。 
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(1) 目的設定 

一番重要なことは、解決すべき課題、取り組むべき課題、ターゲットを明確にするこ

とである。AI を利用することで何らかのメリットがあるのではないかという考えではな

く、明確な目的を関係者間で共有することが極めて重要である。また、目的を明確にす

ることによって、機械学習を用いなくても解決できることが判明することもある点に留

意が必要。 

課題解決の当事者である発電事業者、発電設備を設計・建設したメーカー、ITベンダ

ーといった関係者が入った場を設け、それぞれ（対等な立場で）の英知を持ち寄って議

論を行うことが重要である。 

ここでは、システムの目的を明確に定義する必要がある。システムが寄与すべき最終

的な目的を明確にする必要があり、機械学習が推定する内容自体を目的とすると本来の

目的に役立たないものになる可能性がある。 

火力発電所の場合も、その運営における課題やさらに効率化すべき対象を決定するこ

とが必要である。 

 

(2) データの選定と一次評価 

開発に用いることができるデータを選定し、件数・欠損値の割合・値の分布などの観

点で評価する。PoC段階で行うデータの前処理についての必要性の判断もここで行う。 

火力発電所への応用に際しても、課題解決に必要と想定されるデータを一通り準備す

る。データの準備は、基本的に火力発電所運営に関する知識やノウハウを有するオペレ

ータやエンジニアが行うが、設備を構成する材料や動作特性等の物理モデルも念頭に置

くことが必要であり、プラントの設計、機器のスペック等の情報を有するメーカーの知

見も活用することが重要である。 

このとき、固定観念にとらわれ、課題解決に直接的な関連がないからとデータを切り

捨ててしまうと、その後のプロセスにおいて重要な変数となりうるデータを欠落させて

しまう可能性がある。存在するデータ、制約条件等の情報は一通り準備することが大切

である。 

 

3.2.4.2 PoC段階 

候補となる学習用プログラム（一般的には複数の候補）に学習用データを入力して学習

済みモデルを作成し、その精度などの性能を確認して想定する学習プログラムと学習用デ

ータで必要な性能が得られそうか検証する。機械学習応用システムの開発では、これらの

作業を特に PoC（概念実証）フェーズと呼ばれる段階として分離して考える。これは、機

械学習応用システムでは機械学習にデータを与えた検証を行わないと精度などの性能の

良し悪しが分からないからである。 

 

(1) スコープ管理 

上述のように機械学習はあらかじめ精度などの性能の見積りができないため、達成目

標を具体的な性能指標で与えると想定を遥かに超える作業量が必要になる可能性があ



 

19 

 

る（これは特に請負契約で問題となる）。これに対しては、システムを改善する作業の

大まか流れを決めることで仕事量を規定する方法などが考えられる。 

 

(2) データの前処理 

学習用データのもととなるデータの質を上げるために、データフォーマットの整合、

センサー等によるノイズの除去、データ欠損の補間などのデータの前処理（データクレ

ンジング）の方法を検討する。 

最適な学習のためには、データが特定条件下のものだけになっているなどの偏りがな

いことも確認し、データが不足している場合には学習用に追加データの取得が必要とな

る。これは、想定しうる様々な条件に対して機械学習が平等に分析を行って、すべての

条件に対して最適な解を導き出せるようにするためである。 

準備したデータは、今後のモデル構築のための学習データ、構築したモデルの評価の

ための評価データ、モデルの最終テスト用のテストデータの 3つのデータセットにあら

かじめ分けておく。学習データに偏りがある場合、学習データに対してのみ精度の高い

モデルが出来上がる可能性があるため、適正な評価を行うために最終テストにはモデル

構築に使用したデータとは異なるデータを使用する。 

火力発電所での応用に際して、前処理では火力発電所の設備に関する専門的な知識も

重要となる。特にノイズや欠損については、その値が偶発的なものか否かは統計学的な

判断のみならず、物理的な判断を行う必要がある。また、仮想センサーや制約条件のデ

ータ化も前処理として必要となる。仮想センサーとは、実際の計測データを加工して得

たデータを概念的に別のセンサーから得られたものとして扱うセンサーデータの拡張

方法で、存在するデータを組み合わせて新たなデータを生成する。 

 

(3) データ管理 

機械学習応用システムは、データをもとに学習済みモデルを作成して機能するため、

データはシステムの動作を決定する重要な要素であり、データ管理は従来のプログラミ

ングでのソースコード管理と同様に行う。データが追加されたときやデータを加工した

際は、データを新しいバージョンとして管理する方法がある。 

 

(4) モデルの選定 

課題を解決するための指標を目的変数とし、これに相関のあるデータをモデル構築の

ための説明変数として選定する。説明変数の選定は、統計的および物理的な両側面から

行う。 

選定された説明変数をもとに目的変数を導き出すモデルを学習アルゴリズムによっ

て構築する。学習アルゴリズムの選定や組合せでは主観的な判断はせず、統計学に基づ

いて選定する必要がある。すべてのデータに対応する万能なアルゴリズムは存在しない

ため、特定のアルゴリズムに固執してしまうとモデルの精度に悪影響を与えてしまう。 

 

(5) 結果の評価 
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学習済みモデルの出力を評価する。精度を評価するための指標は多数あり、推論対象

の種類や目的に応じて適切なものを選択する必要がある。 

 

3.2.4.3 開発段階 

PoC の結果をもとにシステムを開発する。機械学習の学習用プログラム・学習済みモデ

ルだけではなく、ユーザーインターフェースなどの周辺部も含む。 

 

(1) 要件定義 

学習用データ数と処理時間の関係および学習用データ数と精度の関係を試験し、適切

な学習用データを選ぶ。また、学習済みモデルの更新方式（バッチ学習・オンライン学

習・ストリーム学習・ミニバッチ学習など）や更新頻度を決定する。データの特性が急

激に変化するようなケースではオンライン学習を採用し、そうでない場合はバッチ学習

を採用するのが通例である。 

 

(2) テスト 

システムが仕様通りに動作するかのテストを行う。機械学習応用システムの場合は、

PoCで行った精度などの品質保証を達成しているかを合わせて評価する。 

 

3.2.4.4 運用段階 

システムの管理やバックアップ・不具合の対応を行う。また、機械学習応用システム特

有の内容としては、学習済みモデルのメンテナンスがある。 

 

(1) 学習済みモデルの管理 

追加されたデータによりモデルを更新することがあるが、モデルのバージョンと対応

するデータのバージョンを管理するとともに、問題があった際に前のバージョンに戻す

ことができるようにモデルデータを保存しておくことが望ましい。 

 

(2) 学習済みモデルの更新 

多くの場合は、一定期間毎（バッチ学習）やデータが追加された際（オンライン学習）

に自動的に更新されるように設計しておき、運用者は更新が問題なく完了されたかを確

認する。 

 

(3) 学習済みモデルの検証と問題の対応 

学習済みモデルの精度や安定性の検証を行う。学習済みモデルを更新した際に精度が

悪化することや更新を滅多に行わない場合に精度が徐々に低下していくことがある。学

習時のデータの分布と運用時のデータの分布が大きく変わってしまうことがある。  
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3.3 火力発電所におけるデータ活用等の進め方 

 

3.3.1 アセスメント段階の取り組み ； 課題の設定の重要性と取組み方策  

先述したとおり、第一段階として行われるアセスメントの進め方について概説する。ア

セスメント段階では、先ず、取り組むべき課題を明確化することが極めて重要となる。そ

して、それを解決する方策として、AI等の手法を用いることが適切なのか、他の手法が良

いのではないか等について、関係する専門家が等しい立場から知恵を出しあうエキスパー

トパネルの活用が有効と考えられる。アセスメント段階の進め方を図 3.3.1-1のフローチ

ャートに示す。 

 

この章において提案するエキスパートパネルは、主にアセスメント段階での課題の設定

の重要性と取組み方策についての活用を念頭に置いているが、これに続く PoC段階、開発

段階及び追加学習段階においても、当該パネルを利用し、必要な項目と内容を前提に、定

常的に活用していくことは有効であると考えられる。それは、AI等を利用して行くに際し

ても、分析又は解析の手法の高度化、データの蓄積等を踏まえ、不断に継続した見直しの

必要があり、また、見落とされ、あるいは実施されていない活動の取り込み等、継続的な

改善の実施が重要であるからである。 

 

3.3.1.1 用語及び定義 

用いる用語及び定義は、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン[1]」、「データ

の利用に関する契約ガイドライン産業保安版[2]」及び「国際的な議論のための AI開発ガイ

ドライン案[3]」による他、次による。 

 

① エキスパート；必要な知識と経験を有する実務専門家の総称 

② エキスパートパネル；複数人のエキスパートで運営され決議される会議 

③ 事業者；火力発電所を所有し運転と保全する会社及びこの会社の役職員の総称 

④ ベンダー；火力発電所を製造する会社及びその役職員の総称 

⑤ ITベンダー；AI等の開発やサービスの提供を行う会社及びこの会社の役職員の総称 

    大手電機会社では、同一会社で、ベンダーかつ ITベンダーである場合があるが、 

組織や決裁権限の相違により、両機能を区別することが望ましい 

⑥ スペシャリスト；事業者、ベンダー及び IT ベンダー以外で特定の課題に対する知識

を有する会社及びその役職員の総称 

⑦ ファシリテータ；エキスパートパネルの議事進行を行い、客観的立場でサポートを行

う者 

⑧ エッセンシャル；特定の分析又は解析の手法や特定のデータで、その変更が検証結果

に影響すると考えられるもの 
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3.3.1.2 課題の明確化 

先ずは、直面する課題、取組むべき課題を明確にすることが重要である。運転及び保全等

の何を効率化・高度化したいのか、具体的に事業者が定めることが求められる。 

火力発電所での課題を認識しているのは、事業者自身であるが、既知の事実として明確な

課題として認識しているとは限らず、暗黙知として認識している場合や当然のこととして前

提と考えている場合もあり、できるだけ具体的に文書化することは有効である。 

また、その際、複数の関係者でディスカッションする等して課題の具体化を深化させるこ

とは有益であり、以降の手順の後戻りや発散等を防止する上でも効果がある。 

なお、後述するエキスパートパネルにおいて、課題をより明確にする必要が生じた場合は、

エキスパートパネルの助言を得ながら課題をより明確にすることも有益である。 

 

3.3.1.3 エキスパートパネルの設置、運用 

＜エキスパートパネルの設置＞ 

上記で特定された課題を解決するための方策を検討・実施するために、関連する複数

の専門家を含んだ、エキスパートパネルを設置することが有効である。 

 

＜対応策の検討＞ 

このエキスパートパネルでは、先ずは、考えられる対応策について幅広く検討するこ

とが求められる。その対応策には、IoT や AI等の活用ばかりではなく、設備改修、作業

手順の改善、組織の見直し等多様なものを含めて考慮する必要がある。課題によっては、

必ずしも IoTや AI等の活用よりも、作業手順の改善の対策を採用した方が、効果的で

ある場合もあることからである。 

 

＜メンバーの選定＞ 

そのような観点から、メンバーとして、専門性を有する複数の専門家が参画すること

が求められる。一般に、事業者は運転についてのノウハウとデータを有し知識と経験が

豊富であるが、その他のものについては外部のリソースに依存しているため必ずしも知

識と経験が豊富とは限らない。ベンダーは構造設計や製造・検査についてのノウハウを

有し知識と経験が豊富であるが、その他のものについては外部のリソースに依存してい

るため必ずしも知識と経験が豊富とは限らない。ITベンダーは AI 等についてのみノウ

ハウを有し知識と経験が豊富である。 

従って、これら関係者が参加し、それぞれの専門性を発揮して検討を行うことが重要

である。また、エキスパート以外でも、特定の分野の課題解決には、外部のスペシャリ

ストに参画してもらうことも有益である。 

IoTや AI等を活用した方が良いと判断された場合、はじめて IoTや AI等の利用につ

いての検討を進めることとなる。この場合、多くの側面からの IoTや AI等の手法やデ

ータが必要であり、必要な知識と経験を有するメンバーをエキスパートパネルに含むこ

とが肝要である。また、IoTや AI等や特定の課題に特化したサブパネルを設けるのも効

果的である。 
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事業者、ベンダー及び ITベンダーによるエキスパートパネルの概念を図 3.3.1.3-1

に示す。このように、定めた課題を達成するためには、分析又は解析の手法やデータの

種類や量によりエキスパートの知識と経験や人数も異なってくる。 

 

＜パネルの運営とファシリテータの選定＞ 

エキスパートパネルを運営する上でファシリテータを置くことで効率的な運営が可

能となる。ファシリテータは、エキスパートパネルのメンバーから選出される必要があ

る。 

各エキスパートは、相互尊重し対等連携の基に課題解決に向けて議論を行うことが前

提となる。この関係が崩れると適切な運営が行われず期待した効果を得ることができな

くなることもあるので特に重要である。この重要性からファシリテータという用語を用

いてエキスパートパネルを運営する方策を提起している。 

 

＜セキュリティー、データの扱い等への配慮＞ 

また、このエキスパートパネルにおいて、ハード、ソフト両面からのセキュリティー

対策や関係者の倫理規定も検討しておくことも有益である。これらセキュリティー対策

や倫理に関する規定や規格が既に制定されているものがあれば、有効性の確認後、引用

することもできる。 

分析又は解析の手法、データとそれから派生する生成物の所有権については、あらか

じめ当事者間で定めておいた方が以降のトラブルを回避するには有益である。しかし、

当該アセスメント段階では NDA等の対応に留めておくことも考えられる。 

 

＜エキスパートパネルの位置付け＞ 

エキスパートパネルを設置した組織の中での、当該パネルの位置づけを明確にしてお

くことも重要である。一般に、エキスパートパネルを設置した組織の決裁権限と財務基

盤については、組織で既にこのエキスパートパネルに関係なく存在している。決裁権限

者の意思や財務基盤の礎があって、その上でこのエキスパートパネルが存在することに

なるが、このエキスパートパネルと組織内の決裁権限者や財務基盤とのインターフェイ

スは重要となる。 

 

3.3.1.4 データの選定、AI等の手法の採用 

エキスパートパネルで AI 等の手法、必要とするデータを選定する。AI 等の手法につい

ては、統計的手法及び目的に則した他の適切な分析又は解析の手法を用いることも可能で

あり、IoTや AI が唯一の手法とは限らない。 

必要とするデータは、現在取得収集しているデータが基本となる。課題解決に必要と想

定しうるデーは一通り準備する。選定した AI 等の手法に必要なデータが現在取得収集し

ているデータで不足していれば追加する。また、固定観念にとらわれ、課題解決に直接的

な関連がないからとデータを切り捨ててしまうと、その後、重要となりうるデータを欠落
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させてしまう可能性がある。存在するデータ、制約条件等の情報は一通り準備することが

よい場合もある。 

 

3.3.1.5 検証期間、検証基準の作成 

選定したデータを用いた IoT や AI 等の手法による結果が、課題を解決したか確認する

ための検証期間と検証基準をあらかじめエキスパートパネルで定める。検証基準は定性的

なものと測定結果又は理論値等を用いた定量的なものがあるが、課題により適切なものを

定める。 

「国際的な議論のための AI 開発ガイドライン案[3]」において、AI 開発原則が、AI シ

ステムの便益の増進に関する原則、AIシステムのリスクの抑制に関する原則及び利用者等

の受容性の向上に関する原則に区分されてまとめられている。これらの原則は、各原則ご

とに細分化されてまとめられてり、あらかじめ定める検証基準を検討する参考になる。 

 

3.3.1.6 エキスパートパネルでの検証 

検証期間で検証基準に適合しているか、エキスパートパネルで検証する。 

火力発電所の型式、IoTや AI等の手法、必要とするデータは、エッセンシャルとし、適

合していれば終了とする。このうちの何れか一つでも変えた場合及び適合していない場合

は、適合するまで 3.3.1.2又は 3.3.1.3の該当すると考えられセクションに戻り、適合す

るまで繰り返す。 

 

3.3.1.7 文書化と保存 

運営効率化・高度化の活動については、必要な範囲で文書化し、記録を保存する。 

運営効率化・高度化の活動のすべての内容を文書化する必要はないが、次回の検証や継

続的な改善のために必要なものは文書化する。この文書化された記録は、次回の検証や継

続的な改善のために必要な期間保存しておくことは有益である。ここでの文書化された記

録とは、紙媒体のものの他に電子データ等の適切な読むことができるものを含んでいる。 
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図 3.3.1-1 手順のフローチャート 
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図 3.3.1.3-1 エキスパートパネルの概念 
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3.3.2 PoC 段階の取り組み 

 

3.3.2.1 最適化モデルの考え方 

ここでは、機械学習により、課題解決のターゲット（目的変数）に合せて、教師有り、教

師無し機械学習を用い、適切にパラメータ（説明変数）を発電所のセンサー、制御操作端、

ログや記録などデータから抽出し、デジタルプラントモデルを構築するケースを説明する。 

構築したモデルを用い、数理的最適化で実運転を効率的に制御する手法について、体系的

に下記図に記述する。今日では、予測モデルを作成する手法は、統計学的学習[4,5]のアプ

ローチによって様々な産業でその応用が展開されてきている。 

 

 

 

図 3.3.2.1-1 機械学習を用いた火力発電運営の最適化モデル 

 

 

繰り返しとなるが、機械学習はコンピューティング・テクノロジーを用いて、人間が有す

る ①モノを知覚する能力、②自然言語で会話する能力、③学習と問題解決能力、④直感や

経験による意思決定能力、⑤制御能力を模倣している。 

このため、機械学習のプロセスもこの流れに沿って、整理することができる。 
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図 3.3.2.1-2 機械学習のプロセスフロー 

 

 

 

3.3.2.2 必要データ抽出 

火力発電所運営における課題、更なる最適解を導き出す必要があるターゲットが決定した

ら、その課題解決のために必要と想定しうるデータを一通り準備する。 

データの準備は、基本的に火力発電所運営における知識やノウハウを有するオペレータや

エンジニアが行うが、設備を構成する材料や動作特性等の物理モデルも念頭に置くことも必

要であり、プラントの設計、機器のスペック等の情報を有するメーカーの知見も活用するこ

とが重要である。 

さらには、固定観念に囚われ、説明変数となるデータの選定が不十分とならないことも重

要である。これは、今後のプロセスにおいて、統計学的に相関関係があり、課題を解決する

ために、重要な変数となり得るデータが欠落してしまうためである。 

課題解決に直接的な関連がないからといって、データを切り捨ててしまうことは避け、存

在するデータ、制約条件等の情報は一通り準備することが大切となる。説明変数を十分に適

切に選択できると、予測モデルはプラントや機械の機能特性のみならず、個性や劣化状態を

表現でき、その結果、最適化の精度を向上することができる。 
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3.3.2.3 前処理 

データの準備が整ったら、データフォーマットの整合、センサー等によるノイズの除去、

データ欠損の補完等、データのクレンジングの作業を行い、データの質を確保する。 

この作業で重要になるのが、エンジニアリングによる専門的な知識である。特にノイズや

欠損については、その値が偶発的なものなのか否かは、統計学的な判断のみならず、物理学

的な判断を行う必要がある。 

加えて、存在するデータを組み合わせて、新たなデータを生成する仮想センサー（ソフト

センサー）[5,7,8]や制約条件のデータ化も前処理として必要となる。（仮想センサーとは、

物理モデルや機械学習モデルなどによって実際の計測データに基づいて設定されるセンサ

ーデータの拡張である。仮想センサーを説明変数に加えることで、モデルの表現力を高める

ことができる。）仮想センサーを用いることで、物理的な表現空間と統計的学習による空間

を統合化でき、モデルの予測精度や感度を向上することができる。 

 

最適な学習のためには、特定条件下におけるデータの偏りがないことも確認し、不足して

いる場合には、学習用に追加データの取得が必要となる。追加データは実験計画法などで計

画し合理的にデータを取得する。これは、機械学習が想定しうる様々な条件下において、平

等に分析して、最適となる解を数値によって導き出すためである。 

データクレンジング、仮想センサー等によるデータ拡張が終了したら、学習・評価用にデ

ータを分割する。 

準備したデータは、一般的には、学習、確認、テスト用の 3つの集合に分ける。学習デー

タはモデルの当てはめに使い、確認データはモデル選択のための予測精度の確認に使う。テ

ストデータでは最終的なモデルの汎化性を評価する。学習と確認に使ったデータに偏りがあ

る場合、モデルにバイアスがかかってしまうことを回避するため、最終検定にはモデル構築

に使用したデータとは異なる未使用のデータを使用する。 

 

3.3.2.4 モデル構築 

まず、課題解決のターゲット（目的変数）に対して、統計的に相関のあるデータをモデル

構築のための説明変数として、選択を行う。説明変数の選定は、統計的および物理的な両側

面から選定することが必要である。 

その選定された説明変数をもとに、ターゲットを導き出すモデルをアルゴリズムによって

構築する。このアルゴリズム選定・組み合わせにあたっては、主観的な判断はせず、統計学

に基づいて選定する必要がある。 

すべてのターゲットに対して、特定のアルゴリズムの選定に固執してしまうと、モデルの

表現力が不十分となり、モデル精度や感度が確保できない場合がある。データの構造に合わ

せて適切なアルゴリズムの選定が必要となる。 

ターゲット毎に学習によって物理ベースのモデル、予測モデルを構築して組み合わせ、課

題解決を実現するプラントモデルが構成させる。このモデルはデジタルツインと呼ばれる

[8-13]。 
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モデルの構成や設定には、人間によってある程度調整・最適化の設定をするハイパーパラ

メータと機械学習が自動で最適化設定するパラメータがある。予測精度と感度が適切になる

ようモデルの評価と学習を繰り返してモデル構築を行う。 

その際、過去のデータにフィットさせ過ぎると、過学習の問題を招いてしまう。これを抑

制するために、正則化の処理を行うこともある。 

 

3.3.2.5 評価・検証 

完成した学習済みのモデルに、評価データを用いて、そのモデルから結果を出力させ、モ

デルの精度と感度を確認して評価を行う。実存するデータを用いて、この評価までを実施す

ることが PoCフェーズとなる。デジタルプラントモデルの精度を高めていくためには、先ほ

どの学習、ハイパーパラメータのチューニングのプロセスに戻り、設定出力値と評価データ

における実測値とを比較しながら、モデルの精度を高め、最も精度と感度が適切なモデルを

選択する。外れ値などのデータに対するロバスト性の確認も重要である。 

データの偏りがあることが確認されたら、プラントを実際に操作して、パラメータ変化に

よる実測値を取得して、再度モデル構築を行う再学習が必要である。この作業は、データサ

イエンティストが、オペレータやエンジニアと密に連携し、プラントの制約条件を満たした

上で、必要となるデータを取得することが鍵となる。 

最後に、未知のテストデータを用いて、完成した学習済みモデルのパフォーマンスを統計

学的に評価して、最終チェックを行う。 

この高い精度の予測モデルを用いて、課題で設定したターゲットが最適値となるように、

説明変数である制御変数の値を数理的最適化の手法で求めることで、実際のプラントを最適

に制御することが可能となる[3,4,6,8]。 

 

以上、実データを活用したモデルベースによるプラントや設備の最新の制御方法について解

説した。この一連のプロセスは、アルゴリズムで構成することができ、プラントや設備を自律

的な最適運転に導くことが可能である。また、今後はさらに強化学習などの手法の応用も考え

られ、アルゴリズムが自らデータの利用と探索を行うことによって、最適化の高度化がさらに

発展すると考えられる[14]。 
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3.4 具体的な取り組み事例 

～ 東京電力フュエル＆パワーの事例 ～ 

 

3.4.1 背景 

東京電力フュエル＆パワーにおける運転データの活用は、2015 年 7 月に大井火力発電所で始

めたプロジェクトがきっかけとなっている。このプロジェクトは、半年後に控えた分社化を見

据え、火力発電事業の経営を意識し、「脱自前（構築・所有）主義、メーカーと垣根を超えた

パートナーシップの構築、まずは実践してみる」というコンセプトで実施された。 

 

3.4.2 大井火力発電所での検証内容と成果 

データ活用にあたって、従来、火力発電設備の運転（モニタリング）とフィードバック制御

等に用いられていた運転データを「集中監視」「性能管理」「予兆管理」「統計解析」に応用

できないかを検証するため、国内外含め 20社程度の ITメーカー等へ参加協力を得て、約半年

間実施した。 

本プロジェクトでは、運転データを用いた「集中監視」「性能管理」「予兆管理」「統計解

析」の有効性を確認できたと同時に、 

1) 情報共有のリアルタイム化により、中央操作室と現場などスムーズにやりとりが可能、 

2) ノウハウの標準化ができ、非属人化を実現可能、 

3) データをもとに議論ができるため、カイゼン力が向上。 

という 3つのメリットを享受することができた。 

 

（対等なパートナーシップの構築） 

それに加えて、プロジェクトに参加したメンバーの意識の変化が起きた。会社や業界を超え

た横断的なメンバーと協力して、一緒になって実施することや、今までとは異なるアプローチ、

解決方法を理解し実践できたことは、これまでの甲乙の関係でないパートナーシップの有効性

と可能性を再認識することになった。こうした意識改革が起きたことにより、火力エンジニア

リングに係るメンバーが、社外の IT メーカー等とデータを基準とした対等なコミュニケーシ

ョンを図ることができるようになった。その後に続くデータ活用に向けて、一歩を踏み出すこ

とができるようになった大きな要因である。 

 

（DACの構築・運用と関係者間でのコミュニケーションの進化） 

同時に、プロジェクトの成果を受け、実際の発電所における運転データをリアルタイムで取

得、予兆検知と性能管理を行うデータ分析センター（以降、DAC）の構築・運用へと展開した。 

DAC では、発電所の運転データをリアルタイムで蓄積、分析する。予兆検知と性能管理に関

しては、上述プロジェクトにて評価・検証したアプリケーションを用いることにより、設備不

具合の早期検知によるアベイラビリティ向上や、発電所効率を管理することにより熱効率向上

を実現し、さらには、エンジニアリング技術と統計解析により設備寿命診断を行い、定期点検

のインターバルの最適化を進めている。データ分析を進めるにあたって、DAC が所属する本社
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のエンジニアリング部門と発電所の間で、データを基準にしたやりとりが活発化し、コミュニ

ケーションの円滑化が進んだ。 

こうした大井火力発電所でのデータ活用プロジェクトや DACの取り組みを通じて、発電所と

本社、発電所と協力会社、本社と委託先の間で起こったデータを基準としたコミュニケーショ

ンは、その参加者間を対等な立場へと導いていった。 

 

3.4.3 E-Tech研究会分科会をきっかけにした動き 

一方、経済産業省では、「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基

本政策小委員会」の下で、「電力インフラのデジタル化研究会」（E-Tech 研究会）を設置し、

電力インフラのデジタル化が実現しうる具体的な価値を広くアセスメントしつつ、国全体の電

力産業の競争力強化に資する具体施策を議論する場を設けた。 

 

（石炭火力発電所に関する課題の特定） 

同 E-Tech研究会の分科会として、デジタル化による更なる競争力強化を検証するにあたり、

現状の石炭火力における課題について、議論をするところから始めた。石炭炭種拡大による燃

料費の最小化やミル等補機の最適制御による電力使用量削減という長期的な課題から、スート

ブロワ（ボイラー内の煤やダストの除去）最適化による燃焼効率維持とコスト削減、エアヒー

ター水洗頻度の削減といった短期的な課題まで、様々な課題があげられた。 

E-Tech研究会分科会の中で、取り扱うテーマとして、脱硝装置出口の排ガス特性の最適化を

設定した。具体的には、燃焼調整により NOx排出量の最小化が実現すれば、アンモニア注入量

を削減することができると同時に、フィルタの詰まりを低減させることができ、エアヒーター

の水洗回数を削減できるのではないかという仮説を設定し、検証することとした。石炭火力発

電所における燃焼調整とは、燃焼に関連する複数のパラメータをエンジニアが、調整すること

により、排ガス特性、燃焼バランス、蒸気温度特性、ボイラー効率などのプロセスを行うもの

である。 

 

（PoCに向けた取り組み） 

この燃焼調整をエンジニアと協調して、機械学習を用いて最適化することにより、NOx 排出

量を最小化させようというものである。議論を進めていくうちに、この燃焼調整自体にも課題

が存在することがみえてきた。エンジニアの経験に依存してしまう属人化の課題、定期点検等、

燃焼調整を実施した時点の最適解であり、その時その時の最適解ではない非リアルタイム性の

課題、加えて、定期点検の短縮化により、燃焼調整試験そのものが省力化されてしまう課題が

存在していた。機械学習を用いると、これらの課題も同時に解消できることが期待された。こ

れは、燃焼調整する学習プロセスを体系化、可視化することにより、リアルタイムでシミュレ

ーションすることができるプラントモデルができるためである。 

課題定義のフェーズでは、2か月という十分な時間をとり、オペレータ、エンジニア、ITエ

ンジニアが、NOx 排出量を目的変数と定義するだけでなく、それに影響を与えそうなデータは

なにか、データは存在しているのか、運用上や技術的制約はなにか、その制約をどのようにモ

デルに考慮するのかなど、対等な立場で議論を進め、仮説、データと計算式による課題解決手
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法の具体化を進めた。次の工程では、必要となるデータの抽出として、過去の燃焼試験時の取

得データに加えて、2年分のデータを一通り集めた。 

集められたデータは、前処理の工程と入り、データクレンジングやデータの拡張をデータサ

イエンティストと火力のエンジニアが一緒になって進めた。幸いにして、火力発電所には、き

め細やかな運転データが揃っていたこともあり、一般的な機械学習と比較して、前処理の負担

を低減することができた。モデル構築の工程では、課題定義フェーズの中で仮説を立てた説明

変数を前提に、相関性の高い説明変数の設定、予測モデル構築のためのアルゴリズム選定、ハ

イパーパラメータの設定、学習を実施した。この工程は、一般的な機械学習導入のケースと共

通している。最終工程に入り、構築したモデルを評価すると、実データとのズレが確認された。

その大きな要因は、過去 2年分の運転データが、特定のパラメータで偏った状態であったこと

が大きい。このため、実際にプラントを操作して、様々なパラメータ条件下でデータを取得す

ることにより、学習パターンを均等化させた。 

 

 

 

図 3.4.3-1 燃焼調整最適化 試験フロー 

 

 

このように、前処理、モデル構築の工程を繰り返し実施し、最適なモデルを選定し、プラン

トモデルの精度を高めていった。 

今回のような地道なプロセスの結果として、エンジニアが実施した燃焼調整の最適化条件と

比較して、NOx排出量を約 10%低減できることを確認できた。 
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図 3.4.3-2 機械学習による燃焼調整の体系化検証 

 

 

（機械学習の体系化の検証と真の成果） 

機械学習により、燃焼調整が体系化されたことは、これまで属人化していたチューニングパ

ラメータが、データや数値モデルにより可視化され、オペレータやエンジニアが納得のいく形

で、これまで以上のチューニングができることを確認できた。 

つまり、優秀なエンジニアであればあるほど、オペレータと IT エンジニアと連携を高めれ

ば高めるほど、適切な学習が行われ、より最適なモデルを構築することが実現し、成果を向上

させることが可能となる。エンジニアの能力を拡張するツールとして、機械学習が持つ役割を

確認できたことは、本取り組みの中で最も大きな成果であった。 
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4. データ活用等に関する契約の基本的考え方と契約書案 

4.1 火力発電分野におけるデータ利用等のスキーム 

 

4.1.1 火力発電分野におけるデータ利用等の基本スキーム  

本手引では、火力発電事業運営のデータに関する取引の一例として、以下の図の通りの基

本スキームを念頭に置いている。具体的には、 

①プラントデータ受領者（乙）がプラントデータ提供者（甲）から取得した火力発電事業関

連データを活用してサービス開発を実施する。 

②プラントデータ受領者（乙）が火力発電事業運営支援サービスの提供者としてサービス利

用者にサービスを提供する。サービス利用者にはプラントデータ提供者（甲）も含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.1-1 火力発電分野における AI/データ利用の基本スキーム 

 

 

4.2 契約書案について 

3.1.3で述べたとおり、経産省ガイドライン（AI編）は、学習済みモデルの開発段階を、①

アセスメント段階、②PoC 段階、③開発段階及び④追加学習段階の４段階に分けている。そし

て、経産省ガイドライン（AI編）では、上記①から③のそれぞれについて、①「秘密保持契約

書」、②「導入検証契約書」及び③「開発委託契約書」の各モデル契約書案が開示されている。 

本手引は、学習済みモデルを利用した技術の開発過程を、経産省ガイドライン（AI編）に沿

って整理しており、②PoC 段階及び③開発段階の基本的枠組みは、大きく異ならない。そのた

め、本ガイドラインでは、事業者とファシリテータとの間の契約においても、②PoC 段階及び

③開発段階の各段階は、経産省ガイドライン（AI編）のモデル契約書案の利用を想定している。 

他方、本ガイドラインでは、①アセスメント段階において、事業者とベンダーによる、実効

的な課題抽出及び開発の方向性の決定を可能とするためのエキスパートパネルの設置を推奨

しているため、契約書の作成に際しては、一般的な秘密保持契約書とは異なる考慮要素の検討

（丙） 

発電事業者 

 

運転管理の 

高度化 

 

（乙） 

プラントデータ 
受領者 

（サービス提供者） 
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ータ 
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運転管理の高度化 
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データ 
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が必要である。そこで、本手引では、①アセスメント段階について、別紙記載のとおり、エキ

スパートパネルを用いた「共同検証契約書」のモデル契約（以下「モデル共同検証契約」とい

う。）を提案する。 

 

4.3 共同検証契約利用の際の留意点 

以下、モデル共同検証契約利用の際の留意点を解説する。 

 

4.3.1 想定する利用状況 

モデル共同検証契約は、事業者とベンダーが、AI等を用いた技術開発に合意した段階で利

用することを想定している。もっとも、実務上、その前段階として、事業者（ユーザー）が、

ベンダーを選定するために、事業者の要望が実現可能か等について、複数社と協議する場面

も想定される。そのような場合には、エキスパートパネルを必ずしも構成する必要がないた

め、一般的な秘密保持契約の締結で十分な場合も想定される。 

 

4.3.2 エキスパートパネルの役割（５条１項） 

モデル共同検証契約は、エキスパートパネルの役割として、①開発用データ及び②開発用

技術の選定並びに③検証基準及び④検証期間の設定を挙げている。もっとも、3.3.1.3 で述

べたとおり、エキスパートパネルに期待される役割としては、運営効率化・高度化項目に応

じたハードウェア・ソフトウェア両面によるセキュリティー対策や関係者の倫理規定の立案

等も考えられる。そのため、必要に応じて、これらの役割を追記するか、又は⑤その他本検

証に必要な事項として取扱うことになる。 

 

4.3.3 エキスパートパネルの構成（５条 2 項） 

モデル共同検証契約では、エキスパートとして、各当事者に所属する者を想定している。

もっとも、他方で、ベンダーは、例えば、プラントの物理的な構造等について十分な知見を

有する一方で、その業務改善に用いられる機械学習技術等に精通していない場面も想定され

る。このような場合には、ベンダーが、AI 等の開発業務を、外部の IT ベンダーに対して委

託する場面も想定される。そのようなときには、当該 IT ベンダーの人員をエキスパートと

して、起用することが考えられるだろう。 

また、事業者、ベンダー及び IT ベンダーのいずれにも属さないスペシャリストをエキス

パートとして選任することも可能である。 

 

4.3.4 秘密情報の位置づけ（７条） 

モデル共同検証契約は、秘密情報とデータの取扱いを区別していない。これらを区別する

一般的な実益としては、データを秘密情報と比較して、管理態様を厳重にしたり、管理期間

を長くしたりすること等が考えられる。もっとも、共同検証契約では、事業者がベンダーに

対し、秘密情報以上に厳格な取り扱いを要するデータを提供する場面が限定的と考えられる

ため、秘密情報に関する規定のみを設けている。 

 



 

37 

 

4.3.5 知的財産権の取扱い（9条） 

モデル共同検証契約では、成果物として、報告書等を想定しているが、その知的財産権は、

両当事者の共有とした上で、いずれの当事者も自己利用の範囲内では自由に利用可能として

いる。勿論、当事者の協議によりいずれか一方のみを単独の権利者とすることも問題はない。 

 

4.4 PoC段階・開発段階で想定される論点 

モデル共同検証契約では、直接の検討対象にしていないものの、同契約締結後には、PoC段階及

び開発段階に進むことが想定されるため、アセスメント段階から、これら各段階を視野に含めて、

当事者間で予め検討をしておくことが望ましい事項を説明する。 

 

4.4.1 請負と準委任の選択 

ソフトウェアの開発契約（業務委託契約）を締結する場合、契約形式として、請負と準委

任のいずれを選択するかが問題になることは少なくなく、火力発電事業においても、同様に

妥当すると考えられる。 

請負契約と準委任契約の違いを表にまとめると次のとおりである。 

 

表 4.4.1-1 請負と準委任の違い 

 
請負 準委任 

委託の内容 
仕事の完成（民 632条） 委任事務の遂行（民 656条・643条） 

義務 
仕事の完成義務 善管注意義務（民 656条・民 644条） 

ベンダーの責任 
【仕事の完成前】債務不履行責任 

【仕事の完成後】瑕疵担保責任 

債務不履行責任 

（善管注意義務に違反した場合） 

報酬支払 

目的物の引渡時（民 633条） 委任事務の履行後（民 648条 2項） 

【成果完成型】仕事の完成時 

【履行割合型】委任事務の遂行の割

合に応じて支払い 

再委任 
可能 ユーザーの同意が必要 

 

このような請負や準委任に関する民法の定めはあくまでも任意規定に過ぎない。したがっ

て、当事者が契約上、その役割分担、具体的には、仕事の完成義務や、報酬の支払条件また

は再委託の可否等を合意すれば、あえて、契約の性質決定をする必要はない。むしろ、「完

成」や「性能」の内容や定義についての当事者間の十分な議論が重要である。 

この点、「完成」や「性能」のいずれも、結局は、事業者が学習済みモデルを必要とする

目的に左右されることから、ベンダーがこれらを決定することは困難な場合が多いと思われ

る。そのため、最終的には、事業者が責任をもって決定せざるを得ず、仮に、事業者が、ベ

ンダーに対し、学習済みモデルについて、完成義務や、保証による瑕疵担保責任を求めるの
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であれば、その前提として、コストをかけて、評価基準を自らの費用と責任で定立する必要

がある。 

そのため、学習済みモデルの生成には不確実性があることを前提に、時間と費用をかけて

まで保証を求めずに、ビジネス展開のスピードを重視するとの判断に合理性が認められる場

面も想定される。特に、学習済みモデルは判断の誤りのリスクを内包するため、事業目的に

照らして、そもそも学習済みモデルを用いることが必要か、その利用が事業上の課題を離れ

て自己目的化していないか、等をエキスパートパネルにおける議論で、慎重に検討すること

が重要である。 

 

4.4.2 データの取扱い 

データは、PoC 段階や開発段階において、事業者からベンダーに提供する場合や、ベンダ

ーが開発を進める過程で生じる場合が想定される。これらデータは、両当事者の機微情報や

ノウハウ等を含むことが想定され、その取扱いについて、アセスメント段階から十分に検討

しておくことが望ましい。 

 

(a) 基本的視点 

データの契約上の取扱いを議論する際には、その対象となるデータが、法令による保護の

対象、具体的には著作権や特許権等の知的財産権の対象であるかの把握が重要である。 

仮にデータが知的財産権の対象となる場合には、その権利者は法定の範囲4でデータを独占

排他的に利用でき、他者はその同意を得なければ当該データを利用できないのが原則である。

したがって、契約上の利用条件の設定は、このような一般的禁止の範囲の限定、すなわち、

「データをどの範囲で利用できるか」の確定にその本質がある。 

他方、データが知的財産権の対象とならない場合には、法令上の定め、例えば、不正競争

防止法の営業秘密や、同法の改正により導入される限定提供データ等の行為規制等に反しな

い限り、当事者が自由に利用できるのが原則である。この場合には、むしろ「データをどの

範囲で利用できないか」の明示が重要である5。 

もっとも、実務上、あるデータが知的財産権の対象となるか否かは判断が難しい場合があ

る。例えば、あるデータセットについて、その情報の選択や体系的な配列に一定の工夫を施

した場合、当該データセットが、果たして、知的財産、具体的にはデータベースの著作物に

該当するか、それとも、著作権の保護を受けない単なる情報の集合体とみなされるにすぎな

いのか、は判断が難しい場合が少なくない。 

そのため、知的財産権の対象となるか否かによる性質の違いを踏まえつつも、如何なる範

囲で利用できて、如何なる範囲で利用できないのかの明示的なドラフトが重要である。 

例えば、甲乙間の契約において、あるデータについて、乙のみが利用でき、甲は利用でき

                                                   
4 著作物に関しては、複製、翻案、頒布、公衆送信等（著作権法21条から28条）が定められ、発明に関し

ては、例えば、物の発明の場合、実施行為として、生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の

申出（特許法 2 条 3 項）が定められている。 
5 産業保安版ガイドライン 11 頁によれば「データの取得、閲覧、複製、保管、修正、加工、分析、開示、販

売、削除等」がある。 
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ない、との契約条件を希望する場合、単に「乙は、●●の目的のために対象データを利用で

きる」とだけ定めても、甲がどの範囲でデータを利用できるのか、あるいはできないのかは

定かではない。そのため、甲に関しても「甲は乙の明示の許諾がない限り、対象データを利

用できない」等、その利用範囲を定める必要がある。 

 

(b) 「データの帰属」 

実務上、ある当事者に、データが「帰属する」6との契約条項が設けられる又は主張がされ

る場面は珍しくない。具体的には、事業者が、ファシリテータに対し、提供するプラントデ

ータや、ファシリテータが、学習済みモデル生成の場面で作成する学習用データセット等に

ついて、このような主張が予想される。 

これらの条項や主張は、データが知的財産権の対象となる場合には、その法的帰属を決す

る積極的な意味がある。しかし、他方で、データが知的財産権の対象とならない場合、権利

の「帰属」を観念できないため、議論の前提を欠く。また、契約上の合意の問題と整理して

も、あるデータが、ある当事者に「帰属」するとの言明は、行為指針としても、解釈指針と

しても、実効性がない。少なくとも、当該当事者が利用可能なことは明らかであるものの7、

その具体的範囲は定かでなく、また、他方当事者がデータを利用可能であるか否かや、利用

可能な場合の具体的範囲も、同様に明らかではないからである。 

そのため、抽象的な「帰属」を議論するのではなく、具体的なデータの利用条件を議論す

ることが肝要である。 

 

(c) 派生データに関する留意点 

事業者がベンダーに対して提供した生データを用いて学習用データセットを生成する場

合や、その他、ベンダーが生データを用いて派生的なデータを生成した場合、その利用条件

をどのように設定するかは実務上問題である。具体的には、①知的財産権の対象となるデー

タが創出した場合と、②知的財産権の対象とならないデータが創出した場合が考えられる。 

まず、派生データが知的財産権の対象となる場合には、その帰属者が誰かを決定し、その

上で、契約上その帰属先を変更することになる。なお、当事者の置かれた具体的な状況によ

り、一方当事者への権利帰属が独占禁止法に提唱する可能性があることは留意が必要である。 

他方、派生的なデータが知的財産権の対象とならない場合には、上述のとおり、法令上の

規制がない限り、契約関係がなければその利用は原則自由である。そのため、そのような事

態が望ましくないのであれば、やはり契約による規律が必要である。なお、このような派生

データについて、契約上の取扱いを定める場合、元データとの関係が問題になる。論理的に

は、派生データに生データの一部が復元可能な形で含まれている場合、元データの利用条件

と派生データの利用条件が重畳適用され得る状況が生じる。そのため、派生データの定義を

                                                   
6 この関連で「データ・オーナシップ」との語が用いられることがある。しかし、実務上、その意味内容は定

まっておらず、「帰属」と同様に、当事者の合意内容が不明瞭となる可能性がある。そのため、その利用は

避けることが望ましい。 
7 但し、当該当事者がデータの開示者であれば、契約がなくともデータを利用可能であり、法的には、こ

れを設ける積極的な意味はない。 
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調整して、元データとの同一性を否定するか、元データの利用条件は派生データに及ばない

旨明記する等の対応が重要である。 

 

(d) 利用条件の検討項目 

利用条件設定の際の検討項目としては、次のものが考えられる。なお、前述したとおり、

データが知的財産権の対象になる場合とならない場合を前提とした上で、両当事者について、

利用の可否を明確に記載することが重要である。 

 

表 4.4.2-1 データの利用条件8 

項目 内容 

利用目的 対象データの利用条件の範囲 

【例】特定の事業領域での利用に限定、 

【例】研究開発契約での利用に限定 

利用期間 利用できる期間 

【例】学習用データセットの利用期間 

利用地域 利用できる国・地域 

利用態様 対象となるデータの使用・複製・改変9等の可否 

独占／非独占 独占的な利用の可否 

第三者提供の制限 第三者に対する譲渡・開示10の可否 

収益・費用分配 対象データの利用により得られる収益・費用の分配 

【例】対象データを開発以外に利用する場合、 

【例】第三者提供等する場合 

管理方法・ 

セキュリティー 

データの性質やリスクに即した具体的なデータの保存先や管理方法等 

契約終了時の取扱い 削除を要するタイミング 

 

 

4.4.3 学習済みモデルの取扱い 

(a) 定義の確定 

経産省ガイドライン（AI編）では、学習済みモデルは、全体としてプログラムであること

が想定されており 11、本ガイドラインでも、同様の見解を採用している。「学習済みモデル」

                                                   
8 経産省ガイドライン（データ編）53 頁及び 54 頁を参考に作成した。 
9  改変を含む場合は、派生データの生成を許容することとなる。 
10 データが知的財産権の対象とならない場合、「第三者提供」とは、データの第三者への開示（ﾃﾞｰﾀへ

のアクセスの付与）に他ならない。もっとも、ここでは、データが知的財産権の対象となる場合も想定してい

ることから「第三者提供」に譲渡等を含めている。 
11 経産省ガイドライン（AI 編）14 頁以下。 
9  
101010  
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との語は、多義的であり、実務上、利用する者によって、「学習用データセット」「学習用

プログラム」「推論プログラム」「学習済みパラメータ」「その他派生的な成果物」を含ん

だ概念として多義的に用いられる場合がある。そのため、契約交渉に先立ち、その意味内容

の確定が重要である。 

本ガイドラインの枠組みの下では、エキスパートパネルにおける開発用技術の選定に際し

て、その意味内容について、当事者間における共通認識の形成が期待される。 

 

(b) 権利帰属／利用条件の設定 

学習済みモデルについては、事業者及びベンダーのいずれも自己への知的財産権の帰属を

主張し譲らない結果、契約交渉が平行線を辿る場合が考えられる。もっとも、権利取得が常

に重要かは検討の余地があり、事案によっては、利用条件の調整により、双方の利害調整が

図れる場面も想定される。具体的には、次の３点の検討が有益と思われる。 

第１に、議論の対象が知的財産権の対象かの検討が重要である。例えば、学習済みモデル

中の推論プログラムが、汎用的なプログラムの場合、学習済みモデルの実質的な価値は学習

済みパラメータにあるといえる。もっとも、学習済みパラメータは単なる数値情報にすぎず、

それ自体が知的財産権の対象とならない場合は少なくない。この場面では、そもそも、権利

が発生しない以上、権利帰属の議論をしても法的には意味がなく、むしろ、その交渉の主眼

を利用条件の設定におくことが望ましい。 

第２に、権利行使の必要性の検討が重要である。権利取得の一般的なメリットは自らが権

利行使をし、かつ、他者から権利行使を受けないとの地位を確保することにある。そのため、

自ら積極的に権利行使しない場合には、他社から権利行使を受けない地位を契約上確保すれ

ば足り、必ずしも、権利を取得する必要はない。 

この点、例えば、事業者もベンダーも他方当事者が成果物を使用すること自体に問題はな

いものの、自社技術の流出や、自社開発の制限が懸念というケースでは、権利帰属よりも、

利用条件の設定が重要である。 

第３に、権利行使の実効性の検討が重要である。ある成果物について権利取得が可能であ

り、かつ、当事者が権利取得を希望する場合であっても、権利取得に実効性があるか、更に

検討をする必要がある。知的財産権を取得しても、行使できない状況にあるならば、労力を

かけて権利取得することが望ましいかが問題になると考えられる。 

例えば、学習済みパラメータを開示の上で、学習済みモデルの特許登録を受ける場合、再

利用モデルや、蒸留モデルを生成されてしまうと、その学習済みパラメータが異なる結果、

侵害回避は容易であり、むしろ自ら学習済みモデルの価値を棄損する結果になりかねない。

また、機械学習の分野は、技術進展のスピードが著しく、時間と費用をかけて、特許登録を

受けても、その時点で、既に技術が陳腐化している可能性も否定できない。 

勿論、特許出願をすることにより、①自らが独占排他的に特許発明を実施できる、②ロイ

ヤリティや売却等を通じたマネタイズができる、③同様の特許を競合事業者に取得されるこ

とがなくなる、または、④「特許出願中」等の表示を可能とすることで、ビジネス上の信用

力向上に資する場合もあるが、果たして特許出願をすること、ひいては特許を受ける権利の

取得が自社の置かれた状況を踏まえて真に必要であるかは、十分な検討が必要である。 
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別紙 

共同検証契約書 

 

●●（以下「事業者」という。）と●●（以下「ベンダー」という。）は、学習済みモデルの開

発に関して、●●●●年●●月●●日に、本契約を締結する。 

 

第 1条 （目的） 

本契約は、●●のため開発（以下「本開発」という。）に先立つその開発可能性の検証（以

下「本検証」という。）のための両当事者の契約関係を定める。 

 

第 2条 （定義） 

次の各用語は次の各意味を有する。 

 

用語 意味 

データ 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の方法で作成される

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）に記録された情報 

知的財産 発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み

出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であっ

て、産業上の利用可能性があるものを含む。）及び営業秘密その

他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報 

知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的財産に関して

法令により定められた権利（特許を受ける権利、実用新案登録を

受ける権利、意匠登録を受ける権利を含む。） 

 

第 3条 （責任者） 

1  各当事者は、本検証の円滑な遂行のため、本契約締結後、速やかに、本検証に関する各自

の責任者をそれぞれ選任し、他方当事者に対し、通知する。 

2  各当事者は、本契約期間中、他方当事者への事前の通知なく責任者を変更できる。ただし、

その変更後、各当事者は、他方当事者に対し、速やかに、その旨を通知する。 

3  各当事者は、他方当事者に対する本検証の遂行に関する要請、指示等の受理及び他方当事

者への依頼等を、責任者を通じて行う。 

 

第 4条 （エキスパートパネル） 

1  エキスパートパネルの役割は次の各号のとおりとする。 

① 本開発のために必要な技術（機械学習を含むがこれに限られない。以下「開発用技術」

という。）の選定 
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② 本開発に用いるデータ（以下「開発用データ」という。）の選定 

③ 開発用データを用いた開発用技術の適用の結果が、本開発を遂行するために十分かを判

断するための基準（以下「検証基準」という。）の決定 

④ 検証基準を用いて、本開発技術及び本開発データの評価をする期間（以下「検証期間」

という。）の決定 

⑤ その他本検証に必要な事項 

2  両当事者は、本契約の締結後、速やかに、エキスパートパネルを、次の各号に従い構成し、

運営する。 

① エキスパートパネルは、各当事者から●名、合計●名で構成する。但し、両当事者は、

書面による合意により、いずれの当事者に属さない専門家をエキスパートパネルに選任で

きる。 

② 当事者は、その協議により、エキスパートの中から１名、エキスパートパネルによる議

論を円滑に進行する役割を果たす者（以下「リーダー」という。）を選任する。但し、リ

ーダー及びその属する当事者は、エキスパートパネルにおける議論の結果について一切の

責任を負わない。 

③ 各当事者は、本契約期間中、いつでも、他方当事者に対する事前の通知により、自らに

属するエキスパートを変更できる。 

④ エキスパートパネルによる各種決定は、構成員全員の意見の一致による。 

3  両当事者は、エキスパートパネルにおける協議の内容について、議事録を作成し、それぞ

れの責任者が確認後、記名押印する。 

 

第 5条 （費用） 

両当事者は、本検証に関して出捐した各自の費用をそれぞれ負担する。但し、いずれか一方

が負担することが相当でない費用がある場合、両当事者協議の上費用負担を決定する。  

 

第 6条 （秘密情報の取扱い） 

1  「秘密情報」とは、本契約に関連する技術情報又は営業情報のうち、次の各号のいずれか

に該当する情報をいう。なお、以下、情報を開示する当事者を「開示者」といい、当該情報

を受領する当事者を「受領者」という。 

① 開示者が受領者に対し、書面（電磁的方法を含む。以下同じ）その他有形の手段により

開示した情報のうち、秘密情報である旨を明示された情報 

② 開示者が受領者に対し、口頭その他無形の手段により開示した、又は、有形の手段によ

り開示した情報であって、前号の秘密表示が困難な情報のうち、その開示後●日以内に開

示内容を書面化して秘密情報である旨を通知した情報 

③ 開発用データ 

2  前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらない。 

① 開示の時点で公知の情報 

② 開示後に受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 

③ 開示の時点で受領者が保有していた情報 
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④ 秘密情報によらず受領者が独自に生成した情報 

⑤ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報 

3  開示者から開示された情報が第１項第 2 号に該当する場合、受領者は、開示後●日が経過

する日又は開示者が受領者に対し秘密情報として取扱わない旨を通知した日のいずれか早い

日までは受領者は当該情報を秘密情報と同様に取扱う。但し、当該情報が、第２項各号のい

ずれかに該当する場合はこの限りではない。 

4  受領者は、秘密情報を、秘密として保持し、本契約に別段の定めがない限り、次の各号の

いずれかに該当する取扱いをしてはならない。 

① 第三者に開示又は漏洩すること 

② 本契約に基づく権利の行使若しくは義務の履行以外の目的に使用すること 

③ 複製又は改変すること 

5  前項にも関わらず、各当事者は、秘密情報を、次の各号に該当する者に対し、必要な限り

において、開示できる。この場合、各当事者は、当該第三者に対し、本条の秘密保持義務及

び目的外利用禁止義務を遵守させ、その義務違反について、自ら責任を負う。 

① 受領者について、本検証のために秘密情報を知る必要がある受領者の役員及び従業員 

② 受領者について、本検証のために秘密情報を知る必要がある弁護士、会計士、税理士、

その他法令上の守秘義務を負う外部専門家 

6  第 4 項にも関わらず、受領者は、法令上の強制力を伴う開示要求が公的機関よりなされた

場合、当該要求に対応するために必要な限りで、当該機関に開示できる。この場合、関連法

令に反しない限り、受領者は、開示者に対し、当該開示前に、また、開示前に通知できない

場合は開示後、速やかに、開示に関する事実を通知する。 

7  受領者は、秘密情報に関し、次のとおり管理する。 

① 秘密情報を他の情報と区別して管理する。 

② 開示者から提供を受けた秘密情報が記録された媒体（複製物を含む。）について、施錠

等、秘密性を保持するための物理的にアクセス困難な合理的な措置を講じる。 

③ 自らの管理下にある秘密情報について、パスワードの設定、暗号化、アクセス制限等、

その秘密性を保持するための合理的な措置を講じる。 

④ 秘密情報の漏洩が生じた場合には、直ちに開示者にその旨を通知する。 

8  本契約の終了時又は開示者が要求する場合、受領者は、本契約に別段の定めがない限り又

は関連法令に反しない限り、次の各号の対応をとる。この場合、開示者は受領者に対し、各

号の履践を証明する文書の提出を求めることができる。 

① 開示者の指定に従い、秘密情報が記録された開示者から提供を受けた媒体（複製物を含

む。）の返還又は破棄 

② 自らの管理下にある秘密情報の削除（ただし、通常のデータバックアップの一環として

保管している秘密情報の電磁的複製で削除が実務的に困難な場合を除く。） 

9  開示者は、受領者に対し、秘密情報に関し、何ら保証しない。 

10 本条のうち、第 8 項及び第９項は本契約終了後も、その他の条項は、本契約が終了した日

より●年間有効に存続する。 
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第 7条 （個人情報の取扱い） 

本検証の遂行に際して、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報又は匿名加工情報の

取扱いが必要な場合、両当事者は、同法の手続の履践及び同法の遵守を保証する。 

 

第 8条 （知的財産権） 

1  本検証の遂行に伴い、又はその成果として生じた知的財産に関する知的財産権（著作権法

第 27 条及び第 28 条の権利を含む。ただし、本検証の開始前に発生した各当事者又は第三者

の知的財産権を除く。以下同じ）は、両当事者の持分均等による共有とする。 

2  前項に基づき共有される知的財産について、各当事者は、他方当事者から当該知的財産権

の利用に法律上必要とされる共有者の合意を、本契約により与えられるものとし、他方当事

者の承諾なく、かつ、対価の支払いの義務を負うことなく、自らその対象となる知的財産を

利用できる。ただし、第三者への開示並びに利用許諾、譲渡及び担保権の設定その他の処分

は他方当事者の書面による承諾を要する。 

3  各当事者は、本契約に従った知的財産の利用について、他の当事者及び正当に権利を取得

又は承継した第三者に対し、知的財産権及び人格権を行使しない。 

4  各当事者は、本条に基づき他方当事者と共有する知的財産権について、必要となる職務発

明の取得手続（職務発明規程の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続等）を履践す

る。 

 

第 9条 （第三者との紛争） 

1  各当事者は、両当事者が共有する本検証の成果に関し、第三者から知的財産権その他権利

の侵害を理由とする請求を受けた場合、速やかに他方当事者に対して通知するとともに、相

互に協力の上、必要な対応を行う。この場合、一方当事者のみが請求の名宛人であるときは、

当該当事者は、他方当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、紛争の相手方との間で

和解その他の合意をしてはならない。  

2  各当事者は、両当事者が共有する知的財産権に関し、第三者に対し、侵害の排除、権利の

維持その他の措置を講ずる必要がある場合は、相互に協力して当該権利の行使又は維持のた

めに必要な対応を行う。  

3  前２項の紛争の解決に要した費用及び損害賠償については、各当事者がその持分割合に応

じて負担する。ただし、一方当事者が、第１項に違反して紛争の相手方との間で和解その他

合意をなした場合は、他方当事者は、本来負担すべきであった費用及び損害賠償額の限度で

その責任を負う。  

 

第 10条 （契約期間） 

本契約は、●年●月●日から●日まで効力を有する。 

 

第 11条 （解除） 

1   一方当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、他方当事者は、何らの催告なしに、本

契約を解除できる。 
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① 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、

又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立

てが行われたとき 

② 解散若しくは事業の全部を譲渡し、 又はその決議がなされたとき 

③ 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至っ

たとき 

④ 監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき 

⑤ 自ら又は第三者を利用して法令に反する行為をしたとき 

⑥ 本検証にかかる事業部門を閉鎖し、又は、当該事業を譲渡、会社分割その他の方法によ

り第三者へ移転又は承継させたとき 

⑦ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき 

2  一方当事者が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、その

違反が是正されない場合、他方当事者は、何らの催告なしに、本契約を解除できる。 

 

第 12条 （反社会的勢力の排除） 

1  各当事者は、他方当事者に対し、次の各事項を保証する。 

① 自らが反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しな

い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能

暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）に該当しないこと 

② 反社会的勢力が自らの経営を支配していないこと 

③ 反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと 

④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと 

⑤ 反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと 

⑥ その他、自らの役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に

非難されるべき関係を有していないこと 

2  一方当事者が、前項の各号のいずれかに該当する場合、他方当事者は、何らの催告なしに、

本契約を解除できる。 

 

第 13条 （期限の利益の喪失） 

各当事者は、第 11 条第 1項各号のいずれかに該当する場合又は、自らが前条の保証に反する

場合、他方当事者に対し負担する一切の債務につき他方当事者から通知催告がなくとも当然

に期限の利益を喪失し、直ちに弁済する。 

 

第 14条 （契約終了の効果） 

1  第 11条及び第 12条に基づく契約解除の効果は将来に渡ってのみ生じる。 

2  第 11 条又は第 12 条により本契約が解除されたときは、解除を行った当事者は、他方当事

者に対し、損害賠償を請求でき、他方当事者に対して当該解除を理由とした損害賠償責任を

負わない。 
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第 15条 （存続条項） 

第 6 条から第 9 条、第 12 条から本条及び第 18 条は、本契約終了後も有効に存続する。ただ

し、各条項に有効期間の定めがある場合は当該定めが優先する。 

 

第 16条 （通知等） 

1  本契約に基づく両当事者間の通知、要求又は催告は、次の各号のすべてを満たさなければ、

効力を有しない。 

① 通知を送付する当事者の代表者又は責任者の記名押印がある書面によること 

② 前号の書面が、次条各号の方法により、他方当事者の通知先に到達すること 

2  前項の通知は、次の各号に定める時点に他方当事者に到達したものとみなす。 

① 直接持参： 交付の時点 

② 書留郵便又はクーリエサービス： 送付後●営業日後 

③ FAX： 送付の当日 

④ メール： 発信の当日 

3  両当事者は、本契約書末尾の署名欄記載の住所を通知先として取扱う。ただし、各当事者

は、前 2項の手続の履践により通知先を変更できる。 

 

第 17条 （譲渡禁止） 

各当事者は、他方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位を第三者に承継

させ、又は本契約に基づく自らの権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継、担保

権の設定その他の方法により処分してはならない。 

 

第 18条 （合意管轄） 

本契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争は、●地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と

する。 

 

本契約締結の証として、本書 2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各 1通を保有する。 

 

 

 年  月  日 

 

事業者 

 

 

ベンダー 
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