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１．基本的な考え方	



基本的視座　～融合新産業の創出に向けて～	
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 日本はIT・エレクトロニクス分野
を中心に、要素技術を大量に創
出・蓄積。「要素技術の宝庫」。	

 他方、グローバル市場では、要
素技術を駆使した日本製品は、
短期間でシェア下落。	

 主要米国企業は「システム全体
の中で利益を得る」戦略へ。	

要素技術の強さのみでは	
勝てない時代に	

 2030年における日本市場は世
界市場の約6%のみ。	

 最初からグローバル市場を見据
えた事業展開が重要。	

 グローバル展開に向け、自社・
他社の領域設定、戦略的提携
や買収等を通じたグローバルア
ライアンスが重要に。	

「日本市場発」から	
「最初からグローバル」へ	

 情報のデジタル化によりソフト
ウェア制御が可能に。	

 書籍・音楽・動画等のコンテンツ
のデジタル化に加え、「リアル情
報」もデジタル化の対象に。	

 ネットワーク化により、情報が、
瞬時に、安価に、世界中で共有
可能に。	

デジタル化・ネットワーク化か
らIOC・IOTによる産業構造変

化	

IT融合による新社会システムの創出	

日本製品の世界市場シェアの推移	 世界と日本のGDP推移	

1995年 18％	

2030年 6％	

Internet of Computers(IOC)から
Internet of Things(IOT)へ	

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂだけでなく、あらゆる
情報がﾃﾞｼﾞﾀﾙ化され、ﾈｯﾄﾜｰｸを通
じて広く流通する世界へ(IOT)	

PCを中心に相互にインターネット
で接続された限定的な世界(IOC)	
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  ＩＴによって生み出される既存産業・事業を超える本質的な変化のプロセスを以下のような段階
から構成することで、新社会システムとしての意味付け（新たな価値）を見出すことが可能。	

① デジタル化・ネットワーク化による「抽象化」 
デジタル化とネットワーク化することで、あらゆるモノや人はネットワークを構成するノードとして
等価に認識される（インターネット上では人もクルマもＰＣも同じＩＰアドレスを割り振られたノードとして等
価）。	

② ノード・リンクの「組み替え」による新社会システムの創出 
抽象化されたノードとリンクの集合を組み替えることで、実社会において、新たな経済的価値を
生み出すことが可能となる新社会システムを創出することが可能に。	

新たな競争優位の源泉としてのシステム創出	

新システムを基にした	
革新的サービス	

（例）スマートコミュニティ	

表層的には別々のシステムに見える機器・シス
テムが融合。新たな意味づけが与えられ、革新
的サービスが誕生。	

②抽象化されたノードと
リンクを組み替え	

抽象化した世界	

①抽象
化	

新社会システムの創出	

実社会	



4 

新社会システムの創出に向けた日本の課題	

 日本は、製品・システム・サービスのデジタル化・ネットワーク化を生み出すＩＴインフラの整備は
世界最先端。	

 今後、ＩＴ融合による新事業創出のためには、抽象化されたシステムを再構成することができる
企業・事業・技術の融合が極めて重要に。	

日本の優位	

日本の課題	

  モバイル端末等のインターネット接続端末の普及やブロードバンドネットワークやセンサーネッ
トワーク等のインフラ整備によって対応可能	

　　→　日本はインターネット接続端末の普及率やブロードバンドネットワークの整備等では世界最先端	

 組み替えによって新たなシステムを構想・分析・再構成するためには、異業種・異分野の人材の
育成・抜擢や異業種・異分野のコラボレーションが必要	

　　→　日本では、抽象的なシステム構想・分析能力を有した人材が不足。また、異業種・異分野・ベンチャー・
大 

　　 企業等のコラボレーションも活発になされているとは言い難い	

 産学官問わず分野を横断した人材の流動化が進む米国では、異業種・異分野の融合が自然と
生まれており、様々な観点・立場から組み換えがなされ、新たなシステムの創出につながってい
る。	

　　→　日本では、産官学のいずれも分野を横断した人材の流動化は停滞。中長期的には人材流動化は重要
であるものの、短期的には、デジタル化・ネットワーク化の変化を共有しつつ、異分野・異業種の産官学が
集い、分野を超えた新たなシステムの検討を行う場が重要に。　	

　　デジタル化・ネットワーク化による「抽象化」のインフラ	

　　「組み替え」による新社会システムの創出	
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デジタル化、ネットワーク化発展段階と競争激化領域・フロンティア領域	

あらゆるものが	
ネットにつながる	
IOT（Internet of 

Things）：モノのイ
ンターネットの世

界へ	

①デジタル化	

②ネットワーク化	

携帯電話	

書籍	

テレビ	

ゲーム	

SNS	

自動車・交通	

IOT社会の実現	

未デジタル化領域のデジタル化	 
従来ＩＴ化されていなかった、暗黙知等のアナ
ログ情報・技術がデジタル化される。	 

個別技術領域の確立	 
ハードウェア、ソフトウェア、通信規格
等、個別の技術領域で有力プレーヤーの
登場、デファクト技術の創出が起こる。	 

レイヤー構造化	 
最適な社会システムに則した、各技術を横串に
するプラットフォームが生まれ、各技術領域は
階層に分類される。また、個別技術領域の価値
はネットワークの中で再定義される。	 

フロンティア
領域	   競争激化領域	  

未デジタル化領域	

2020年:78兆円
（国内だけで）	

2020年:180兆円
（世界）	

2010年:527兆円
（世界）	

出展：農業：韓国ロッテ社市場調査より抜粋　	 
ロボット：経済産業省「ロボットの将来市場規模」
（H22年4月）	 

自動車：みずほコーポレート銀行「次世代パワート
レーン社の需要見通しとＥＶの展望」（H22年1月）	 
医療・健康：「新成長戦略」（H22年6月）	 
スマートコミュニティ：日経BP社「世界スマートシ
ティ総覧」（H22年）	 

スマート	
グリッド/コミュニ

ティ	
2020年:180兆円	
（世界）	

ロボット	

医療・健康	
2020年:78兆円（国
内だけで）	

2035年:9.6兆円
（世界）	

2020年:	
2010年比30％増	
（世界）	

農業	
2010年:527兆円（世

界）	

 デジタル化、ネットワーク化を前提としたビジネス展開は、携帯電話やゲーム機等だけでなく、よ
り幅広い分野へ波及。既に変化が始まっているスマートグリッド/コミュニティや、ネットワーク化
の進展が今後見込まれる自動車、ロボット、医療・健康や、情報のデジタル化の進展が今後見
込まれる農業等は、ＩＴによる産業構造の変化と新規ビジネス創出の大きな機会が見込まれる。	

  こうした社会システムと密接に関連する分野の市場規模や、デジタル化、ネットワーク化による社
会システムと産業構造の変化が生み出されつつある状況を踏まえて政策展開を行う必要がある。	



政策による下支え	

横断的課題解決	

 特定事業分野・特定技術・特定市場への対応だけでは十分に競争力を確保できない時代が到来。	
 我が国として、要素技術の強さのみに頼らず、最初からグローバル展開を前提に、デジタル化・
ネットワーク化による産業構造変化に機敏に対応し、IT融合による新たなシステム産業創出を目
指すことが戦略的に重要。	

戦略重点分野に対する政策展開　＜理念から行動への移行＞	

①融合システム産業
フォーラム（仮称）	

②融合システム設計・	
開発・輸出の支援	

③事業化リスク	
マネー供給支援	

④戦略的標準化	
活動の促進	

スマート	
アグリシステム	

スマート	
ヘルスケア産業	

スマート	
コミュニティ	

自動車と	
交通システム	

社会システムに	
組み込まれるロボット	

コンテンツ・	
クリエイティブビジネス	

【重点６分野】	

融合人材と教育	セキュリティ対策	

【横断的課題】	

新規プレーヤ	
創出促進	

国際的	
アライアンス	

ビッグデータ	
からの価値創出	
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２．重点分野に対する政策展開	
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政策展開①：融合システム産業フォーラム（仮称）	

スマートヘルスケア産業	 

社会システムに組み込まれ
るロボット	 

情報端末化する自動車と交
通システム	 

スマートアグリシステム	 

ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ	 

・	 
・	 

分野例	 検討課題例	 

融合システム産業フォーラム（仮称）	
産業界・研究機関・学界・グローバル企業など多種多様なﾌﾟﾚｰﾔから構成	

電機	

自動車	

ｺﾝﾃﾝﾂ	

農家	

ﾍﾞﾝﾁｬｰ	

情報	
通信	

消費者・ユーザも含めた幅広い参画を呼び掛け	

ﾛﾎﾞｯﾄ	

病院	

外国	
企業	

研究	
機関	

大学	

海外	
大学	

電力	

ガス	

Ａ社	

Ｂ社	

Ｃ社	

 社会システム像の整理	 

 事業アーキテクチャーの
検討	 

 必要な情報開示・規制の
見直し	 

　　　　　　　　等	 

 融合分野の新たなシステム創出に際しては、異なる分野の産官学が集い、分野を超えた価値
体系を作り上げる場が重要。	

 融合システム構築に向け、多種多様なプレーヤから構成される「融合システム産業フォーラム
（仮称）」を組成し、異業種間連携を促進。フォーラムにおいて、社会システム像の抽出・整理、
事業アーキテクチャの検討、必要な情報開示や関連規制の見直し等について整理する。	

参加メンバー 

関係府省とも連携しつつ、必要な制度改正の見直しも含めたオープンな姿勢で支援	



政策展開②：融合システムの設計・開発・システム輸出の支援	

＜企業コンソーシアムによるシステム設計・開発・輸出を推進＞ 

ＦＳ調査	
システム開発・

実証	
事業化・	

システム輸出	

システム開発フェイズ	 リスクマネーフェイズ	 

センサーと連携して、
都市空間の中で多
様なアプリケーショ

ンをもとに生活支援
をするロボティクス
の活用システムを
設計・開発。	

分野例②社会システムに組み込ま 
　　　　　　 れるロボット 

     （進出先例：欧州、アジア等） 

分野例①スマートヘルスケア産業 
     （進出先例：アジア、南米等）	  

医療・健康機器・シス
テムのネットワーク化
により、最適な医療・

健康サービスと効率
的な医療業務を実現
するシステムを開発。	

暗黙知化している農
業技術・ノウハウを
データ化し、ＩＴを活

用したスマートアグ
リシステムを設計・
開発・輸出。	

分野例④スマートアグリシステム 
      （進出先例：アジア、中東等）	

【分野例】 

交通のスマート化
に留まらず、電力イ
ンフラとしてコミュニ

ティ全体と連携する
スマートなＥＶイン
フラシステムを開発。	

分野例③情報端末化する自動車と	
              交通システム 

      （進出先例：欧州、アジア等）	

 企業コンソーシアムが融合システム全体のアーキテクチャを描き、関係企業を巻き込みなが
ら必要な要素技術やコンテンツを集めて全体のシステム開発・実証を行う取組を支援。	

  このために、ＦＳ調査（海外市場・先端技術動向調査）、現地企業も含んだ企業コンソーシアム
の組成促進、海外ニーズを踏まえたシステム設計・開発・輸出を支援していくことが重要。	

  また、事業化フェーズでのリスクマネー供給についても、トータルパッケージの支援を検討。	
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INCJ等より株式買い取り	

政策展開③：事業化リスクマネー供給支援	

例１）個別の技術・システムをインテグレート　　　
する事業会社の共同設立を支援	

例２）情報制御システムを強みとする企業の買収
等を核としたコンソーシアムの形成を支援	

＜IT融合プロジェクト＞	
相手のニーズに応じ、スマートコミュニティ、スマートヘルスケアシステム、次世代交通システム等を実施	

重電	
メーカー	

家電	
メーカー	

ユーティ
リティ	

自動車	
メーカー	

情報通信	

現地企業	

産業革新機構	
（INCJ）等	

共同事業会社	

支援（出資）	

設立	

呍
呍
呍	

呍
呍
呍	

重電	
メーカー	

家電	
メーカー	

自動車	
メーカー	

情報通信	・・・	

産業革新機構	
（INCJ）等	

情報制御	
システム企業	

買収支援	

買収	

  IT融合システムの事業化にあたっては、関係する企業が事業化の目標と情報を共有し、機動
的かつ戦略的に事業構築する体制が不可欠。産業革新機構（INCJ）等によるリスクマネー供
給を通じ中核企業等形成を支援。	

　　＜具体的に支援が考えられる例＞	

　　　①個別の技術・システムを持つ企業群が、全体をインテグレートする事業会社を共同設立	

　　　②IT融合のキーとなる情報制御システムを強みとする企業等でのコンソーシアムの形成	
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政策展開④：融合領域における戦略的な標準化活動の促進	

○研究会にて特定された２６の重要アイテム	

○標準化の推進	

○地域エネルギーマネジメントシステムや蓄電池等について、共通仕様
を作成し、４地域で導入する機器・システムへ実装  

○また、４地域での実証実験等を通じて実データの収集を行い、標準化
規格原案を作成したうえで、IEC等の国際標準化機関へ提案予定	

2010	 2011	 2012	 2013	

○スマートグリッド標準化の全体ロードマップ	

 重点分野を中心に、システム開発と並行して競争優位確保の観点から、①標準化すべき領域
と標準化すべきでない領域を特定し、②それを踏まえて戦略的な標準化を支援。	

　 ※スマートコミュニティ分野では２６の技術分野を特定して、システム連携のための「インター
フェース」の標準化等を推進中	

11 
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３．重点分野に対するアクションプラン	



（短期的取組）	 

○スマートメーターの導入加速化。	 

（オープン、相互互換、標準化等）	 

○ピークシフト・カットの需要家の取組を促す時間

帯別料金（ダイナミック・プライシング、クリティ
カルピークプライシング（ＣＰＰ））等のインセン
ティブ導入。	 

○スマートハウス・ビルの核となるＨＥＭＳ、ＢＥ
ＭＳ等の導入加速化。	 
（「スマートポイント（仮称）」等の導入促進策の

検討、エネルギー利用情報アグリゲーターの創出
等）	 
○系統側と協調しつつ再生可能エネルギーを最大限
活用して分散型の需給管理を行う地域エネルギーマ
ネジメントシステム（ＣＥＭＳ）の実証・標準化。	 

○地域エネルギーマネジメント事業を可能とする制
度環境の整備、市場に於ける競争主体形成支援。	 

（中長期的取組）	 

○社会全体での省エネ、ＣＯ２削減、経済性等を最
適化する投資行動を促すエネルギー供給体制の整備。	 

現状の課題	 アクションプラン	

重点分野１：スマートコミュニティの国内外展開の加速化　	

 厳しい電力需給下での需要側の省エネ・
節電対応の必要性	 

○当面の電力需給に対応し、かつ、中長期

的に省エネ型の経済社会構造を実現する
ためには、産業分野にとどまらず、小口
の需要家、家庭等の需要側の省エネ・節
電に向けた政策展開の加速化が不可欠。	 

 中央集中型から分散型含めた最適なエネ
ルギーマネジメントシステムの確立	 

○分散型で災害に強く、再生可能エネルギ
ー導入拡大の基盤となるスマートコミュ
ニティの導入加速化が必要。	 

業務部門	

（約290～470万kw）	

家庭部門	

（約250～310万kw）	

○照明：172～295万kw	

○冷房：45～94万kw	

○OA機器：36万kw	

○ｴﾚﾍﾞｰﾀ・ｴｽｶﾚｰﾀ	

　　：17～28万kw	

○照明：16～36万kW	

○冷房：64万kW/℃ 

    フィルター掃除で22～44万kw	

○家事の朝晩シフト：43万kW	

○AV機器の待機電力：38万kw	

○冷蔵庫：37万kW（設定温度上げ、

庫内のものを減らす）	

【民生部門のピーク需要抑制ポテンシャル】（東電管内）	

（出所）財団法人日本エネルギー経済研究所「夏期における家庭の節電対策と消費電力抑制効果について」 （平成23年 
4月11日）、「夏期におけるオフィス・商業ビル等の節電対策と消費電力抑制効果について」 （平成23年5月13日） 13 



時間帯別料金等によるピークシフト	

需要側での見える化・制御	

エネルギー使用情報の取り扱い：電力等使用情報は需要家自身に係る情報であり、我が国の個人情報保護法やOECD ガイドライ
ン等を踏まえれば、いわゆる需要家による情報の自己コントロールを確保するという基本的考え方に基づき、当該情報は電力会社
等から需要家に対して適正に提供されるべきものであり、需要家が第三者への提供も含めその利用を行うことができるものである。

（スマートメーター制度検討会報告書） 

スマートメーターを核とする情報ルートの構築	
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【分野１：例】スマートメーターの導入加速化	
  スマートメータ導入により、ピークシフト・カットのための柔軟な料金体系等によるデマンドレスポ
ンス、HEMS・BEMSとの連携による見える化・需要制御や、地域分散型の再生可能エネルギー
導入の基盤を構築（国内の電力メーター数は約8,000万台、現在は実証導入の約65万台）。	

 ①需要家側等への情報開示ルートの確保、②相互のデータ交換等が可能な要件整備、③低コ
ストや多様なサービス提供を可能とする全国レベルでの標準化等を図り、導入加速化を推進す
る。	



（短期的取組）	 

○海外からの外国人患者を日本の医療機関に
受け入れるための組織の設立。	 

○医療サービスと機器・システムが一体とな
った海外展開に向けた事業可能性調査の
実施。	 

○ものづくり企業やＩＴ企業の強みを活かし

た医療機器・システムの開発の支援(医工連
携の推進)。	 

○医療関係者、医療機器メーカー、ＩＴシス
テム事業者、サービス事業者等の関係者間
の将来像の整理・意識共有のための機会の
創出。	 

（中長期的取組）	 

○医療サービス・機器・システムと関連する
社会システムが一体となった海外展開を支

えるコーディネート機能を有する事業体の
育成。	 

○国際市場を見すえた、医療機器メーカーや
ものづくり企業による近接領域への新規
参入・業態転換等を支援するための資金
供給・仕組みづくり。	 

現状の課題	 アクションプラン	

 	 成長市場において世界市場獲得に苦戦	 
○日本の医療機器メーカーは、国際的に放射線
治療機や画像診断機器分野に強み。	 

○治療分野においては、日本の中小企業が持つ
ものづくり技術を活かした機器開発のポテ
ンシャルありがあるものの、大幅な輸入超過
の状態。	 

  医療機器・システム・サービスの融合の進展	 
○画像診断機器における世界トップ企業は、近
接領域の企業買収やＩＴを活用した業務マネ
ジメント等に進出し、医療機関に食い込み。	 

○治療分野においても、成功企業は自社の強み
を活かしながらＭ＆Ａを通じた顧客販路開拓

・プロダクトラインの拡大等により成長を
実現。	 

○他方、日本の医療サービスが海外に展開して
おらず、医療機器を医療サービスと一体とな
って販売することが困難。	 

15 

重点分野２：スマートヘルスケア産業	



医療画像解析	
・支援センター	

医療連携DB	

ナレッジDB	

検査	
（X線,CT,MRI,	
核医学,他）	

症例DB	 治療情報DB	

匿名化	

個人ごとの検査情報	
（画像、読影レポート）	

個人ごとの診療情報	
（診断・治療情報）	

健康診断	
（定期健診、	
人間ドッグ）	

有用情報	
/分析情報	

医療経済効果	
の検証、	

医療施策の策定	

民間保険拡大、	
健康・医療の

選択肢拡大	
など	

２：遠隔画像診断	

３：一次利用	

３：二次利用	

４：治療技術の開発	健康情報	 検査情報	

３：二次利用	
匿名化	

治療	
（手術支援ロボット、画
像モニタリング、治療ア
シスト、各種治療）	

診断支援	 治療計画支援	

診断	
　情報	

読影情報	

治療計画情報	

有用情報	
/分析情報	

医療の流れ	

情報の流れ	
予後管理	

３：一次利用	

診断	
（病理診断、他）	

治療結果	
情報	

（連動）	

（連動）	

放射線	

手術	

薬剤	

画像モニタリング	

治療アシスト	

・	
・	
・	

３：画像情報蓄積	

医療トータル
ソリューション
システムの 
イメージ	
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【分野２：例】医療機器・ｼｽﾃﾑ・ｻｰﾋﾞｽの融合による新たな医療・健康ｼｽﾃﾑの創出	
 医療機器・システムのＩＴ融合によって、医療の質を高めるとともに新たな社会システム・サービス
を創出するため、関係者（医療機器メーカ、電機・IT業界等）が連携し、以下の取組を行うことが
必要。	

① クラウドコンピューティング技術の活用によって、過去の医療・健康情報を国民が自ら管理・活用
できる「どこでもＭＹ病院」構想や、レセプト情報等の活用による医療の効率化・質の向上	

② 診断や治療に関する様々な医療情報を連携させ、個々の患者に最適な個別化医療や医療費の
最適化を実現する医療トータルソリューション（医療分野におけるIOT：Healthcare IOT）	

③ 在宅医療機器のネットワーク化による遠隔モニタリングシステム・サービス	



現状の課題	 アクションプラン	
  ロボットの事業化・市場創出の遅れ	 
○日本では電気・機械・自動車メーカー等がス
タンドアローンのヒト型ロボットの開発を

推進。ロボットありきでサービス内容が決ま
る傾向もあり十分に事業化が進展せず。	 

  ロボットのＯＳを巡る覇権争い	 
○ロボットのモジュール化、レイヤー構造化が見
通される中、米国ではWillow	 Garage社(※)がロ
ボットのOS：ROS(Robot	 Operating	 System)の普

及を促進するなど、既に競争構造変化を捉えた
動き。　※グーグルの元製品開発責任者が設立	 

  社会システムに組み込まれるロボット	 
○レイヤー構造化による競争構造の変化も見据
え具体的なサービスを実現するために社会シ
ステムに組み込まれるロボット、社会システ

ムと連携するネットワーク対応型ロボット等
の検討を強化していくことが必要。	 

（例）日本のヒト型	
ロボット	

ネットワーク対応型
ロボット	

重点分野３：社会システムに組み込まれるロボット	

（短期的取組）	
○ロボット活用の前提となる社会システム像の
整理・共有のための異業種間の連携等の推進。	

【検討分野例】	

医療、健康分野、	

モビリティ・都市交通システム分野　　等	

○社会システムに組み込まれたロボットのシステ
ム設計・開発・事業展開の支援。	

　‐グローバル市場を対象に、日本企業コンソー

シアムが行う社会システムに組み込まれた
ロボットの設計・システム開発・事業展開等を支
援	

（中長期的取組）	

○ロボット産業におけるプラットフォーム・ＯＳの在
り方やロボット製造技術・制御ソフトウエアの汎

用化に向けた検討を世界に先駆けて推進。	

○また、自動車等、他産業とのプラットフォームと
の相互接続性も見据えながらモジュール化に係
る検討を推進。	

17 



18 

【分野３：例】ﾛﾎﾞｯﾄ活用の前提となる社会ｼｽﾃﾑ像の抽出・共有とｼｽﾃﾑ設計・開発	
  ロボットは、ITと同様にあらゆる産業に浸透・波及し得るツール。ロボットの検討に際しては、ロ
ボットありきでサービスを考えるのではなく、社会システムの中で最適に位置づけられるロボット
を検討対象としていくことが必要。	

 従来のロボット関連業界だけでなく各種サービス提供者やＩＴ関連企業内の異業種プレーヤーの
参画を募り、ロボット開発の前提となる新サービス・新社会システム像の抽出・整理・共有を進め
る。	

 グローバル市場を対象に、日本企業コンソーシアムによる、社会システムに組み込まれたロボッ
トのシステム設計・開発・事業展開等を支援する。	

 例えば、近距離移動を実現する電動
立ち乗り自動車の「セグウェイ」は”モ
ビリティ”という切り口で従来の都市交
通では実現しなかった新たな付加価
値を提供。 

 日本のロボットが追い求めていたよう
な技術の先進性ではなく、都市交通
の中での新たな価値提供という点で
評価を受けている。 

 他方、日本においては制度的な制約
から公道走行は禁止。 

 制度改正も踏まえ、既存の交通シス
テムと共存できる仕組みを模索して
いく必要あり。 

モビリティ・都市交通システム向けロボット 

ロボット	 自動車	 情報通信	 

商社	 研究機関	 大学	 

参画メンバー（例）	 

世界各地で乗車されるセグウェイ 

検討課題（一例） 

医療・健康システム向けロボット 

ロボット	 病院	 情報通信	 

介護施設	 研究機関	 

参画メンバー（例）	 

大学	 

 例えば、病院においては、病院の業務
プロセス全体を見直した上で、自動化
により最適化されるプロセスを見出し、
病院ネットワーク全体にロボットを位置
付ける必要あり。 

 具体的には以下のようなロボットにつ
いて、病院全体のシステムと共に検討
を推進。 
・遠隔診断・治療ロボット 
・介護ロボット 
・院内搬送ロボット 
・薬品払い出しロボット 
・リハビリテーションロボット 

検討課題（一例） 

医療システムにおけるロボット 
×電子カルテ	
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重点分野４：情報端末化する自動車と交通システム　	

 プローブ情報の利活用	 
（短期的取組）	

○プローブ情報の用途の洗い出し、集約効果検証
、処理に適した基盤技術の設計及び機能実証、

制度的課題の抽出等。	  
（中長期的取組）	 

○交通情報の集約と活用に関する合意形成、情
報開示および相互利用の仕組みづくり。	 

 スマートカー・デバイスの融合	 
○自動車やカーナビ等周辺機器の競争構造変化
に対応するための、自動車メーカーと異業種サ
ービス提供事業者とのアライアンス組成の促
進等、政策検討の開始。	  

 エネルギーシステムとしての自動車	 
○スマートコミュニティ国内外実証事業（豊

田市、スペイン・マラガ）等の成果をも
とに、自動車（蓄電池）を軸とした都市・
交通システムとエネルギーシステムが融合
した新社会システムサービスを欧米・新興
国で展開。	

現状の課題	 アクションプラン	

 プローブ情報の利活用の停滞	 
○各自動車メーカーの独自サービス領域と協
調領域に関する合意形成やデータフォーマッ

ト等の共通化ができていないことから、データ
の共有による災害対応や、新サービスの創出
が現時点では困難。	 

 スマートカー・デバイスの融合	 
○自動車やカーナビ等関連端末のデジタル化
/ネットワーク化を前提とした大規模な産
業構想変化への対応の遅れの懸念。	 

 エネルギーシステムとしての自動車	 
○EV/PHV等の大量導入が見込まれるがシステ
ム開発等の技術的な課題や事業化可能性、
社会的受容性の検討が必要。	 



【分野４：例】プローブ情報の利活用	

（短期的取組）	
 大量のプローブ情報の処理等に必要なクラウドコンピューティングシステム基盤技術の設計及
び機能実証、制度的課題の抽出等を実施。	

（中長期的取組）	
 集約した情報の用途の洗い出し、情報集約がもたらす効果の実証を行い、交通情報の集約と
活用に関する合意形成を進める。	

  フォーマットの共通化、集約データの管理主体および費用負担の枠組み、データの所有権、プ
ライバシー保護などのルール整備、情報開示のインセンティブ等の課題を解決し、情報開示お
よび相互利用の仕組みづくりを進める。	

20 
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重点分野５：スマートアグリシステム	

（短期的取組）	

○スマートアグリシステムの企業アライアン
ス組成の促進	 

高度な農業ビジネスのグローバル展開を図
るため、農業技術・ノウハウ、システム制
御技術、エネルギー管理技術、加工・販路
等の関連する異業種・異分野の企業のアラ
イアンスの組成を促進。	 

○スマートアグリシステムのシステム設計・
開発・事業展開の支援	 
　野菜・花卉・果物類など高付加価値農作物
を栽培可能な「ハウス型栽培農業システム
」を中心に日本企業コンソーシアムが行う

スマートアグリシステムのシステム設計・
開発・事業展開等を支援。	 

○スマートアグリシステムのシステム輸出の
ための支援	 
　アジア（特に中国）、欧米、中東等を含め

、都市人口・富裕層が急増する地域へのシ
ステム輸出を支援。	 

現状の課題	 アクションプラン	

  日本の農業の産業化の遅れ	 
○米国・豪州等の広大な土地を活用した付加
価値の低い作物（トウモロコシ等）の農業

では日本農業のグローバル展開には限界。	 

○センサー技術や環境制御システムなどＩＴ
を活用した農業は、日本において一部に登
場しつつあるものの、その動きは限定的。
また、資本面や現地流通・販売ルート確保
がネックとなり、グローバル展開には至っ

ていない。	 

  ＩＴを駆使したオランダの農業モデルの成功	 
○オランダは、九州と同程度の土地面積であ
るのにかかわらず、輸出額は世界第２位を
誇る先端農業大国。	 

○特に都市近郊型のハウス型農業においては

ＩＴを駆使して高度化するなど異業種プレ
ーヤーとの融合により競争力を確保。	 

各国の	 
農業輸出額推移	 

2008年の農業輸出額は、	 
ｱﾒﾘｶ：約10兆円、	 
ｵﾗﾝﾀﾞ：約7.5兆円、	 
日本：約0.3兆円、	 
と圧倒的に規模が小さい	 
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 グローバル展開を実現するためにＩＴ事業者、農家、農業機器メーカ‐、食品メーカー、商社や
金融機関といった異業種プレーヤーのアライアンスの組成促進や、コアとなる最適制御システ
ムの設計・開発・事業展開等を支援していくことが重要。	

【分野５：例】スマートアグリシステムの設計・開発・輸出	

ターゲットとすべき地
域の調査を実施	 

案件形成	

情報収集	 コンサル／ＦＳ	 システム開発	

ＥＰＣ	
（設計・調
達・建設）	

機器	 Ｏ＆Ｍ	

農業制御シス
テム開発を支援	 

事業化に
向けたリ
スクマネ
ー供給	 

スマートアグリシステムの事業展開のイメージ	 

 熊本県のバイオベンチャー。	 
 予防健康としても効果が高く、１キロ
2,000円で販売できる「ベビーリーフ」を
年180トン栽培。	 

 毎日栽培できる育て方などを全てデータ
化するなど、農業とＩＴの融合により急
成長。	 

（参考）熊本県Ａ社での
取組事例	

農家	 ﾊﾞｲｵﾍﾞﾝﾁｬ	ー 

情報通信	 商社	 

流通	 

参画メンバー(例)	 

食品	 

建設会社	 

金融機関	 

（調査内容例）	 

○栽培環境：	 
栽培に適した気候条件や作物の抽出	 

○流通環境：	 

生産物の現地流通におけるコスト	 

○社会インフラ：	 

生産・流通可能な地域の抽出	 

○現地情報：	 

現地協同可能なプレーヤー等の発
掘と規制・制度等の調査	 

＜個別技術領域＞ 
・センサー情報の収集・
分析 
・栽培ノウハウの蓄積 
・生産制御システム 
・生産・出荷管理システ
ム　	

プラットフォーム構築	
横展開可能なデータ

利活用基盤の整備	



23 

重点分野６：コンテンツ・クリエイティブビジネス　	

現状の課題	 アクションプラン	

（短期的取組）	
○書籍等デジタル化（「書デジ」）の推進	
‐電子書籍分野等において、コンテンツのデジタル化と

集中管理を支援することにより、配信プラットフォー
ム・端末デバイス等の事業者間において公正な競争
を確保し、適正な利益分配を促すとともに、コンテンツ
の流通を拡大。	
○	コンテンツの管理、資産評価のあり方の検討	

‐ コンテンツの所有とマネジメントを分離し、幅広い
事業展開を推進して知財の収益力を高めるため
の組織法制等のあり方を検討。	

‐ グローバルな投資判断を可能とすべく、コンテンツ
の資産評価のあり方も検討。	

○新興国等グローバル市場への展開	
‐ コンテンツ・ファンドを活用した日本コンテンツの海
外展開を推進。	

‐日中国交正常化４０周年を機に、中国コンテンツ市
場への参入を促進。	

（中長期的取組）	
○クラウド型視聴サービス等に係るルール整備	
‐日本発の新規ビジネス創造を促すべく、特にクラウド
型視聴サービス等に係るルール整備を検討。	
（基礎となる仕組みのあり方については早期に検討）	

 新規創出マーケットへの対応	
○IT化の進展に伴い、アマゾンやアップルなど豊富な資金
力を背景とした巨大配信プラットフォームが登場し、電
子書籍市場が急速に拡大しつつある。	

○出版社にとって重要な事業機会となりうる一方、電子化
コスト等が足かせとなり、特に国内中小出版社の寡占
事業者による囲い込みや、利益分配の偏りが懸念され
る。	

 IT×コンテンツ融合領域のフロンティア拡大	
○既存メディアや流通チャネルでの利幅が縮小する一方、	

　　①マスメディア、ネット、リアル（ライブ、キャラクター、	

　　リメーク等）にわたる幅広い事業展開	

　　②成長著しい新興国等グローバル市場への展開	

　といった新たなフロンティアの拡大が見込まれるが、	

　これまでのところ、十分な対応がなされているとは言い	

　難い状況。	

 日本発の新規ビジネスを支える事業環境整備	
○日本では、法律上も契約上もコンテンツに係る権利が分
散化しているため、コンテンツの迅速な多目的利用が困
難。	

○豊富なコンテンツとＩＴ・デバイス技術の蓄積を活かし、日
本発の新規ビジネスを創造するため、コンテンツ製作、
資金調達、収益源のグローバル化・多様化を促す事業
環境整備を行うことが必要。	
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【分野６：例】IT×コンテンツ融合領域の事業環境整備等	

配信	

「書デジ」の推進	

＜コンテンツ・ホルダー＞ 
（出版）	

※書籍等のデジタル化と	  
　　集中管理を支援	

＜端末デバイス＞ 
（機器）	

＜配信プラットフォーム＞ 
（IT）	

※コンテンツの流通を拡大	
※事業者間の公正な競争を確保し、適正な利益配分を促す	  

＜既存流通チャネル＞ 
（書店等） 

◆サーバーで購入したコンテンツを様々な機器
で視聴するケース（コンテンツを所有するので

はなく利用する形態） 

 利用をサービス提供事業者に依存するため、
消費者が永続的な利用をするのに不安定 

 アクセスコントロールを技術的に回避して不正
利用するケースも今後増加すると考えられる	

◆自らが購入したコンテンツを外部サーバー
に預けて様々な機器で自ら視聴するケース 

  クラウドサービスの提供やアップロードに係
るルールが課題 

＜コンテンツ預かりサービス＞	

＜クラウド型視聴サービス＞	

ＩＴ×コンテンツ融合領域における	
ルール上の課題への対応	

アクセス 
コントロール	

クラウド	

アップロード	

【課題の例】	

コンテンツ・ファンドの設立	

【投資候補案件（イメージ）】	  

  マンガ、小説等の我が国コンテンツを、海外市場向けに
企画開発する費用を出資。	  

  権利を集約し、企画開発段階からハリウッド等グローバル
流通網を既に有している者と連携し、グローバルな事業
展開を図る。	  

投資案件のグローバル展開をサポート 
（海外のキープレイヤー、国内業界関係者等 

ノウハウ・人材等を結集）	

出資	

クラウド	
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４．横断的課題に対するアクションプラン	



横断的課題１：スマート社会のセキュリティ政策	

26 

（短期的取組）	 

○制御システムの安全性確保のため、23年度夏頃
にタスクフォースを立ち上げ、セキュリティ評

価認証、インシデント対応体制等のアクション
プランを策定し、可能なものから実施。	 

○サイバー攻撃の高度化に対応するため、	 23年度
中に、個々の事業者の対策に資する技術基準を
策定する。	 

○標的型サイバー攻撃に係る情報共有のための
パートナーシップを立ち上げる。	 

（中長期的取組）	 

○制御システムのセキュリティに係る評価・認証
機関を設立するとともに、国際相互認証スキー
ムを確立する。	 

○技術基準を個人情報保護法ガイドラインに反映
することを検討。	 

○情報共有のパートナーシップへの参画を拡大
し、国際連携を行う。	 

アクションプラン	

36.8	 56.8	

2.6	3.8	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

【制御システムの外部ネットワークとの接続】	

制御システムのネット
ワーク化が進展！	

 重要インフラ等の情報セキュリティ対策	 
○重要インフラ等の制御システムのネットワー
ク化や質的変化、ＯＳの共通化が進展し、サ

イバー攻撃の脅威が高まっている。	

現状の課題	

【ＯＳの利用状況】	

OSの共通化が進展！	

 サイバー攻撃の高度化への対応	 
○個人情報や機密情報等の詐取等を目的に、特
定組織を標的としたサイバー攻撃が増加、日

本企業への攻撃による大規模な個人情報漏え
い事件が発生している。	

N=234	

【制御システムの質的変化の例】	

スマートグリッドにより、電力と情報の双方向通信

が行われることで、ネットワーク化の対象拡大。	

N=282	 N=46	 出典：経済産業省調査	 

ある	

ない	

【我が国における標的型サイバー攻撃の有無】	

（2007年）	 （2011年）	

分からない	

ない	

関係者を装った社員宛
のウイルスメール	

スピアフィッシング	

「DoS」をしかける
という脅迫メール	



【横断的課題１：例】ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ等の重要ｲﾝﾌﾗ向けｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ対策の強化	
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  エネルギー等の基幹的な社会インフラに対するサイバー攻撃に対応するため、国内ニーズも踏
まえ、サイバーセキュリティの評価・認証体制（サイバーセキュリティ検証用のテストベッドを含む）
を構築する。また、国際的に連携して制御システムのセキュリティ検証のための相互協力を進め
る。	

　※米国では、重要インフラにおける制御システムのサイバーセキュリティリスク軽減のためエネルギー省及び

国土  
 安全保障省等　においては、大規模テストベッドを設置し、制御システムのセキュリティの検証を推進してい
る。	

オールジャパンによる運営（例：ＩＰＡ、産総研、業界団体等）	

制御システム 
セキュリティ 
テストベッド	

大学・ 
研究機関	

制御システム 
ベンダー	

インフラ 
事業者	

評価・認証 機関	

海外の評価・認証機関 アジア等の 
新興国市場	

連携	

IOT化想定の設計・ 
新技術開発	

インフラ 
輸出強化	

システム全体の評価、 
シミュレーション検証	

相互承認 

多種多様なシミュレータ、
エミュレータ装備	

基準策定、評価
ツール開発支援	

重要インフラ
等のセキュリ
ティ強化	



横断的課題２：スマート社会を切り拓く融合人材と教育	

（短期的取組）	

○日・米・韓・中・印等のＩＴ分野の高等教育システ
ムの徹底した国際比較と問題点の抽出・整理の

ための産学官による調査委員会の設置。	

‐各国での産業構造変化を見据えた戦略的な学部・
学科改廃のあり方、カリキュラム改訂、産学連携によ
る教育面での協力等。	

○ＩＴ融合を生み出す「異端人材」のプロファイルと
人材育成システムの検討。	

○ＩＴ融合を生み出す次世代高度ＩＴ人材像の具現
化と育成。	

‐ＩＴ融合により時代のニーズを踏まえたビジネスをデ
ザインできる次世代の高度IT人材について、人材像
の具現化を行い能力・スキルの見える化を行うとと
もに、育成・評価のフレームワークを見直す。	

○将来のスーパークリエータ人材の発掘等。	

（中長期的取組）	

○ＩＴ分野の高等教育システムとイノベーション政
策の連携強化に関する検討。	

○海外ハイレベル人材の確保のための政策検討。	

○現役の高度ＩＴ人材に対する、新たなビジネスの
創出等に必要なスキル取得の促進策の検討。	

現状の課題	 アクションプラン	

 高等教育を巡るグローバル競争と日本の遅れ	 
○日本のＩＴ分野の高等教育においては、技
術や産業構造の変化を生み出すような戦略

的な投資、グローバル化、産学連携といっ
た観点で大きく立ち遅れている。	 

○これまでも、産学連携での教育プログラム
開発などの個別の政策を打ち出してきたが
、何れも日本の大学が抱える根本問題まで
踏み込み、徹底的な変革を起こすまでに至

っていない。	

 ＩＴ融合を生み出す人材の不足	 
○IT融合分野で急速に変化が進む中で、従来
からの「高度IT人材」自体の位置付けを見
直すことが必要。	 

○我が国の情報系人材を含む理系人材の減少

や実践的教育の不足感により質の高い若手
人材の輩出環境が悪化。	 

 企業にいて進まぬＩＴ人材の活用	 
○企業内におけるIT人材の適切な処遇や評価
等が必ずしも十分でなく質的向上が進展し
ていないことから､企業経営戦略における

効果的なIT利活用が必ずしも十分ではない。	 
28 



【横断的課題２：例】ＩＴ融合を生み出す次世代高度ＩＴ人材像の具現化と育成等	
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  次世代高度ＩＴ人材像の具現化	
•  社会や産業等の変化・ニーズに対する価値を見出しIT利活用による新たなイノベーションを興す次世代の
高度IT人材について、次世代高度IT人材を明確化。	

  次世代高度ＩＴ人材に対応した人材育成・評価のための共通キャリア・スキルフレームワークの見直し	
•  次世代高度ＩＴ人材像に基づき、現状の共通キャリア・スキルフレームワークの見直しを行うための外部有
識者等による研究会を実施。合わせて現行のスキル標準についての見直しを検討する。また、情報処理
技術者試験についてもスキル評価の見直しに伴う整合性を図るために必要な見直し実施。	

•  ITコーディネータ等の高度IT専門人材においてもスキルの再検討を実施。	
  将来のスーパークリエータ人材の発掘等	

•  学生を対象としたセキュリティ＆プログラミングキャンプやU-20プログラミングコンテスト等を引き続き実施。	
  アジア人材ネットワーク	

•  産業のグローバル化に対応し、グローバルビジネスの環境整備として、アジア諸国におけるIT技術者試験
の普及、IＴスキル標準の導入の拡大を図り、ＩＴ技術者のスキルの透明化、標準化を目指す。	

反映

/

見

直

し	 販売・
営業	

デザ
イ
ナー
人材	

ＩＴ技術
者	

次世代高度ＩＴ人材	 
ニュービジネス

の創出	 

高度IT
人材 

若手ＩＴ人材の発掘等	
＜今後自社のＩＴ人材にとって
必要となるスキル（技術面）＞	

出典：ＩＴ人材白書２０１１（ＩＰＡ）	



横断的課題３：国際的アライアンスによるグローバル展開	
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（短期的取組）	 

○各分野ごとに当該分野の成長性や我が国企
業の位置づけを十分にふまえつつ、利益獲

得のための戦略を以下のような政策ツール
を活用しつつ支援する。	 

　【アセットの組替促進】	 

　・産業革新機構の活用	 

　・政府間のチャネルも活用した円滑な国	 

　　際的アライアンスの促進　等	 

　【設備投資競争の支援】	 

　・スマートファクトリーや成長分野等への
立地補助金の戦略的配分	 

　・規制緩和による国内立地環境整備　等	 

現状の課題	 アクションプラン	

 要素技術における優位性の相対化	 
○エレクトロニクス分野において、我が国企業の要
素技術での優位性は高いと言えるものの、グロー
バル市場における利益の獲得・維持に必ずしも成
功していない。	 

○特に、コモディティ化後の大量普及フェイズにお
けるグローバルシェア喪失が加速度的に進行して
いること、また、プラットフォームを競争力の源
泉とするモデルが十分に成立していないことが
課題。	 

 最適でないポートフォリオと脆弱な財務基盤	 
○大量普及フェイズでの利益維持のためには、	 

・プラットフォーム構築によるドミナンス確立	 

・コスト構造を踏まえた戦略的投資の実施	 

・グローバルなサービス提供網の構築による販売力
における競争へのシフト	 

　などの対応が考えられ、これらの戦略を各分野の
市場の状況等にあわせて適切に組み合わせる戦略
が必要とされている。　	 

○上記の観点からは、生産拠点・サービス提供網等
の企業の保有するアセットが必ずしも最適配分さ
れておらず、また、脆弱な財務基盤のために設備
投資競争に負けてしまう。	 

日本製品の世界市場シェアの推移	



【横断的課題３：例】ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ産業のｱｾｯﾄ組替促進・設備投資競争の支援	
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 各分野ごとに当該分野の成長性や我が国企業の位置づけを十分にふまえつつ、利益維持の
ための戦略を以下のような政策ツールを活用しつつ支援する。	

     【アセットの組替促進】　　産業革新機構の活用、政府間のチャネルも活用した円滑な 
                                 国際的アライアンスの促進　等	

     【設備投資競争の支援】 立地補助金の戦略的配分、規制緩和による国内立地環境整備　等	

市場のフェイズ	 特徴	 具体例	 対応する施策例	

市場創造期	 ・要素技術は確立されている	
・ドミナントなプラットフォームはまだ確立さ
れていない	
・需要が顕在化しつつあるが大量普及フェイ
ズにおける市場規模は明確にはわからな
い	

・スマートメーター	
・大型リチウムイオン
電池	

・産業革新機構を活用した中核
企業群の形成	
・標準化	
・導入支援	
・実証事業　等	

大量普及期	 ・要素技術における優位性が相対化してい
る	
・コスト構造、収益構造が重要になり、規模
の経済への追求が激化する。その結果、
積極的な投資行動のため、再編による財
務基盤強化、専業化による投資判断の迅
速化などが起きることもある	
・需要が顕在化し急速に伸張する	

・液晶パネル	
・DRAM	
・太陽光パネル	

・立地補助金の戦略的配分	
・政府間のチャネルも活用した円
滑な国際的アライアンスの促進	
・規制緩和　等	

市場成熟期	 ・技術革新の要素は限定的になる	
・規模の経済の追求が一巡し、主要プレイ
ヤーが固定化する	
・需要が頭打ちになる	

・PC	
・携帯端末	
・白物家電	

・産活法認定による再編促進　等	

市場の成長性を踏まえた利益維持のための政策的支援例（仮説）	



横断的課題４：融合領域における新規プレーヤーの創出促進	
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（短期的取組）	
○IT融合が生み出す新たな市場を示すことでベン
チャーの新規参入を促すとともに、参入に当たっ

て必要な支援を検討。	

○産総研等、公的研究機関の技術の掘り起こし
を、海外事業者も含め最適なパートナーと実施す
るための支援を行う。	

（中長期的取組）	

○大手企業間や大手・ベンチャー企業間の人材流
動性の低さ、資本市場の未整備、大手企業に眠
る人的資産や知財の活用の停滞等、総合的に課
題を捉えた上で、必要な政策対応を検討。	

（例）	

  ベンチャー育成に関わる金融の果たす役割な
ど、構造的問題への対応を検討する	

  豊富な技術と経験を持つ大手企業からのスピン
アウト企業への支援活性策を検討	

現状の課題	 アクションプラン	
 日本における新興市場のIPOは低迷。	 

 IPOが継続的な成長につながらない。	 

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

日本	

アメリ

カ	

韓国	

中国	

香港	

（注）投資信託を除く。中国のデータは2009年11月まで。 
（出所）ベンチャーエンタープライズセンター,National Venture Capital Association, World Federation of Exchanges（国際取引所連合),  
Ernst & Young “2009 global IPO update”,各国・地域証券取引所データ	

出典：NFIリサーチ・レビュー　2008年3月号	 

IPO後の株式パフォーマンス	 

主要国の新規上場企業数	 



【横断的課題４：例】融合領域における新規プレーヤーの創出促進	
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<ＩＴ融合領域へのベンチャー進出・海外展開支援>	
  IT融合が生み出す新たな市場を示すことでベンチャーの新規参入を促すとともに、参入に当たって必要な
支援を検討。国際展開を睨んだ事業展開を行う企業を中心に支援。	

<公的研究機関や大学等で生み出されたＩＴ分野の技術・システムの利活用促進>	
  科学技術の重点分野として相当の公的投資がなされてきたＩＴ分野において、技術流出への過度な懸念よ
り、日本企業を中心とする国際的アライアンスの下で、公的研究機関や大学等の技術成果が利活用でき
ない事例も存在。	

  事業化が停滞するうちに、先進的な技術であっても他国が追随される可能性もあるため、日本企業が全
体として裨益する形を確保しつつ国際的なアライアンスでの活用も促進。	

<ベンチャー市場の活性化>	
  日本のＩＴ分野のベンチャー市場活性化・生態系の再構築に向け、大手企業間や大手・ベンチャー企業間
の人材流動性の低さ、資本市場の未整備、大手企業に眠る人的資産や知財の活用の停滞等、総合的に

課題を捉え、どのような政策対応が必要となるかを検討。	

【例】	
<中規模ベンチャーへの成長支援>	
  日本のベンチャーは、上場後、大半が上場時の株価を下回っている状況。現状、これらベンチャーへの支
援が不足しており、育成に関わる金融の果たす役割等、構造的問題への対応を検討。	

<スピンアウト人材への支援>	
  大手企業が事業の選択と集中を選択した結果として、非競争領域に位置づけられた分野からのスピンア
ウトが一定数起こっている現状を踏まえ、人的資産の有効活用の観点から、そうした経験豊富で技術を持
つ人材が中心となったスピンアウト企業への投資も検討。	
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（短期的取組）	 

○大量データを安全に利活用するための匿名
化技術等の基盤技術開発を実施するとと

もに、実証事業を通じてその効果を検証
する。	 

○ＩＴの信頼性向上を図るための基盤の整備
を実施する。	 

‐25年度までに、ＩＰＡにおいて信頼性向
上に向けた品質監査制度を創設。	 

‐ＩＯＴ時代のセキュリティ対策を強化。　　　　	 

○データの二次利用を促進するための各種制
度設計を行う。	 

‐プライバシーに配慮したデータ利活用・流通
のルール整備等を実施。	

（中長期的取組）	 

○大量の情報を収集・蓄積しつつ安全な利活

用を可能とするデータ利活用基盤を創出
する。	 

現状の課題	 アクションプラン	

  ビッグデータを処理するクラウドコンピューティ
ングの基盤強化・利活用の促進	

○ビッグデータを安全かつ高速で処理することが

できる基盤技術を開発することが必要。	

○データ利活用促進のためのＨＰＣ等の利活用
含めた環境整備が必要。	

  ITのセキュリティ・信頼性の向上	
　○ＩＯＣ・ＩＯＴ化の進展に伴い、大量に流通する

データのセキュリティや信頼性の向上を図ること
が必要。	

NEDO	
実証事業の
中核	

産総研	
最先端技術
開発の実施	

IPA	
セキュリティ・信頼
性基盤の提供	

国	
二次利用促進
の制度設計	

IT×農業	 
IT×自動車	 

民間企業	 

IT×○○	 ・・・	

実証・技術開発	 基盤の整備	 制度設計	 

ビッグデータの利活用を促進	
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  ＩＴ融合の重点分野においてビッグデータから価値を生み出すための基盤技術として不可欠な「信
頼性向上」「安全性向上」「高速化」を実現する基盤技術開発と実証による競争力強化。	

 センサーネットワーク等を通じたデータ収集技術、HPCを活用したシミュレーション技術等の強化
活用やクラウドコンピューティングの基盤強化・利活用を促進。	

信頼性向上技術	 安全性向上技術	 高速化技術	

匿名化	
技術	

個人に関するデータが
解析され、個人が特定
されるリスク	

時々刻々と送られてく
るデータを効率よく処

理できない	

流れ込んでくる
デーを利用したリ

アルタイムサービ
スの実現	

実
証
技
術	

基
盤
技
術	

稼働率99.9%	
高稼働率:99.999%	
高データ保護	
障害時復旧技術	

自動化（管理）技術	 匿名化技術	

秘匿分散技術	

ストリーム処理技術	

大規模データ処理技術	

センサ管理基盤技術	

障害時復旧技術	

暗号化管理技術	

　

主
要
技
術
概
要	

データストリームの負荷
状況に応じ並列分散処
理機能を用いて超大規

模データ処理を実現	

取り扱う個人情報に対し匿名化処理を施す基
盤技術の導入により、漏洩時の影響局所化及

び個人特定の無効化を実現	

・・・	


