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1 はじめに
現在、センサーやビッグデータ解析等の技術の進化により、現実社会を情報（デー
タ）という形でサイバー空間に写し取り、モデル化されたノウハウや経験・知識を活用し、
自由に情報（データ）を組み合わせることで新たな気付きや発見を得ることにより、現
実社会で新たな価値を生み出すＩｏＴ（インターネットオブシングス）によるイノベーショ
ンが加速している。急速に進化しているＩｏＴの活用は、社会インフラの効率化や高付
加価値化にも有効である。
既存のビジネスモデルの変革が迫られる中、重要なことは国民の目に見える形で現
実社会に展開していくことであり、自前主義に陥ることなく、他社とも積極的に連携して、
広がりのあるプロジェクトの創出を目指す必要性が高まっていた。そのため、平成２７
年１０月にＩｏＴ推進コンソーシアムが産学官の連携組織として立ち上がり、その下にＩｏ
Ｔ、ビッグデータ、人工知能を活用した革新的なプロジェクト・ビジネスモデルを創出す
るための仕組みとしてＩｏＴ推進ラボが設置された。ＩｏＴ推進ラボでは、企業連携支援、
資金支援、規制改革支援を実現する「ＩｏＴ Ｌａｂ ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ」等を通じて、企業連
携による新たなビジネスを生み出す政策の必要性や方向性等について把握するととも
に、「ＩｏＴ Ｌａｂ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」等を通じて、ＩｏＴ・ビッグデータ・人工知能を活用した革
新的なプロジェクト・ビジネスモデルを発掘してきた。
本事業では、ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能等の発展により、従来の産業・社会構造
が大きく変革するいわゆる「第４次産業革命」が着実に進展している中、この動きを更
に加速していくため、ＩｏＴ推進ラボにおける取組を通じて得られた知見等を踏まえ、Ｉｏ
Ｔ・ビッグデータ・人工知能を活用した革新的なプロジェクト・ビジネスモデルや、その
利活用促進・普及展開に向けた有効な取組・支援の在り方等を分析することを目的と
する。
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2 本事業について
上記事業目的のため、ＩｏＴ推進ラボにおける取組を通じて得られた知見等を踏まえ、
以下の項目について調査を実施した。
（１）革新的なビジネスモデル・プロジェクトの課題
・ ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能を活用した革新的なプロジェクトが
成長していくためには、ビジネス上の慣習、技術的な問題、法制度な
ど、いくつもの課題が存在している。
・ ＩｏＴ推進ラボの取組を通じて得られた知見等を元に、ＩｏＴ Ｌａｂ
Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎのファイナリストへのヒアリング調査、ＩｏＴ Ｌ
ａｂ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎの参加企業へのアンケート調査や文献調
査等を通じて、ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能を活用したプロジェ
クト等を継続・拡大していくために障壁となる事項等を体系的に整理
した。
（２）革新的なビジネスモデル・プロジェクトに求められる有効な支援の在り方
・ 「ＩｏＴ Ｌａｂ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」を通じて発掘された革新的
なプロジェクトへ伴走支援を実施した。
・ これまでのＩｏＴ推進ラボの取組（ＩｏＴ Ｌａｂ Ｓｅｌｅｃｔｉｏ
ｎ、ＩｏＴ Ｌａｂ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ、ＩｏＴ Ｌａｂ Ｄｅｍｏ
ｎｓｔｒａｔｉｏｎ、Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ、データ分
析コンテスト、ＩｏＴ支援委員会、ＩｏＴ推進ラボ合同イベント等）
で得られた成果を網羅的に整理した上で、効果的な普及啓発手法につ
いて検証した。普及啓発に当たっては、次の事項を満たした。
 ＩｏＴ推進ラボのウェブサイトと同等のホームページを事業期間
中、維持・管理し、活用した。
 ＩｏＴ推進コンソーシアム会員企業をはじめとする国内企業約４，
０００社に対して、ＩｏＴ推進ラボの取組で得られた成果を網羅的
に整理した冊子又は電子媒体を作成するなど、情報提供方法につい
て検討した。なお、レイアウトやデザイン性も加味し、企業への訴
求性にも配慮した。
⇒ IoT 推進ラボ活動報告冊子『IoT Acceleration Mag』
（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/resource/IotAccelerationMag_19
1010.pdf ）
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 ２０１９年に１０月に開催されるアジア最大級の規模を誇るＩＴ
技術とエレクトロニクス国際展示会であるＣＥＡＴＥＣ ２０１
９において事業成果を効果的にＰＲし、効果検証を行った。
・ 上記に加え、ＩｏＴ推進ラボがこれまでに実施してきた資金支援、規
制・標準化支援、企業連携支援等を通じて得られた支援効果を整理し、
体系的に取りまとめた。
（３）革新的なビジネスモデル・プロジェクトの海外におけるニーズ・展開可能性
・ ＩｏＴ推進コンソーシアムでは海外のＩｏＴ推進団体との連携をして
いる中で、市場拡大するビッグデータ、人工知能を推進する活動にも
対象が広がってきている。次の調査を通じて、国内外の市場やプレイ
ヤーのニーズを把握した上で、海外団体との連携の在り方や課題を整
理する。なお、調査の方法としては、ヒアリングやインターネット、
文献等を通じて行う。海外での現地調査は実施しないこととした。
 ＩｏＴ推進コンソーシアムと連携するＩｏＴ推進団体の関連する
国（ロシアを含む３か国以上）のＩｏＴ等市場概況の調査。
 ＩｏＴ推進コンソーシアム会員（約３７００社）へのアンケート等
（回答率２割を目指すこと）を通じて対象国の市場へのニーズに関
する調査
（４）今後に向けたアクションプランの作成
・ （１）～（３）を踏まえ、革新的なプロジェクトに求められる有効な
支援の在り方等を踏まえ、アクションプランを検討した。
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はじめに、2015 年 10 月の発足以降、2019 年 4 月の改組に至るまで、IoT 推
進ラボが実施した内容について概観する。
IoT （Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能（AI）などの技術が急
速に発展している。これにより、グローバルで、あらゆる分野において産業・ 社
会構造が大きく変わりつつある。こうした中、「IoT 推進コンソーシアム」（会
長：慶應義塾大学 村井純） の配下に 2015 年 10 月に設置されたワーキンググ
ループが「IoT 推進ラボ」（先進的モデル事業推進ワーキンググループ 座長：
株式会社経営共創基盤 冨山和彦氏（～2019 年 4 月まで）） である。 IoT を活
用した新たなビジネスモデルの創出を推進するなど、新たな時代に向けて産官
学を挙げた取り組みを進めることを目的に発足した。
2015 年当時、アメリカやドイツでは、IoT 時代に対応した生産プロセスの開
発やサプライチェーン全体の最適化などを目指して、官民を挙げた取り組みが
本格化していた。日本においても「『日本再興戦略』 改訂 2015 –未来への投
資・生産性革命–」（2015 年 6 月 30 日閣議決定） に基づき、企業・業種の枠
を超えて、産学官でデータの利用や活用を推進していくための組織として「IoT
推進コンソーシアム」が設立された。
「IoT 推進コンソーシアム」配下には、ネットワークなどの IoT 関連技術の開
発・実証・標準化を進める技術開発ワーキンググループ（「スマート IoT 推進
フォーラム」）、セキュリティやプライバシー関連の課題に応じた検討を行う
ためのワーキンググループなどが設置された。IoT 推進ラボ（先進的モデル事業
推進ワーキンググループ）は、IoT・ビッグデータ（BD）・人工知能（AI）等
の技術の発展により、グローバルに、あらゆる分野で、その産業・社会構造が
大きく変革しつつあることを踏まえ、IoT 等による新たなビジネスモデルの創
出を推進するなど、産官学を挙げて新たな時代の変化に挑戦することを目的と
して、IoT・BD・AI 等に関する各種プロジェクトの創出に向けたマッチング・
ネットワークの推進、各種プロジェクトに対する、官民の支援機関、関係政府
機関と連携した資金支援及び規制改革に関する手続等の支援についての事業を
行うものとして設置された。
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図表 1 IoT 推進コンソーシアムと IoT 推進ラボ

IoT 推進ラボでは、株式会社経営共創基盤 冨山和彦氏を座長とする「IoT 支援委
員会」を設置。IoT 推進ラボの活動方針や取り組みについて助言を求めるとともに、
IoT・ビッグデータ・AI などに関する各種の取り組みについてディスカッションを行った
1。

IoT 支援委員会の開催実績は以下 URL より公開。
（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/iot_meeting_results.html ）

1
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図表 2 IoT 推進ラボ IoT 支援委員会委員（2018 年 9 月 25 日
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第 5 回 IoT 支援委員会時点）

実施内容全体の概要は下図の通りである。
図表 3 IoT 推進ラボの実施概要

■ IoT Lab Selection（先進的 IoT プロジェクト選考会議）
先進的なビジネスモデルの創出や、規制改革をはじめとした環境整備を目的として
発足した IoT 推進ラボは、「成長性・先導性」「波及性（オープン性）」「社会性」という
ラボ３原則に基づき、資金支援、規制・標準化等に関する支援、企業連携支援を主な
柱として活動を行ってきた。
資金支援と規制・標準化等に関する支援は、「先進的 IoT プロジェクト選考会議
IoT Lab Selection」を中心に実施した。2015 年の発足以降、計 6 回実施し、応募数
は計 600 プロジェクト以上に登った。その中から、産業界・学界の有識者で構成される
審査員による厳正な審査を通過した計 54 の先進的プロジェクトを表彰した。また第 6
回 IoT Lab Selection では、加えて 2 件の特別賞（「地域活性化賞」「イントラプレナー
賞」）も選出した。ファイナリストに対しては、それぞれの希望を踏まえて、参画支援機
関による官民共同での資金支援や、メンターによる伴走型支援、プロジェクト実現に向
けた規制面のサポートを行った。
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図表 4

IoT Lab Selection ファイナリスト及び受賞企業一覧（全 56 件） 2
（企業名・団体名、プロジェクト名は基本的に受賞当時のもの）

回次
第1回
グランプリ
第1回
準グランプ
リ
第1回
準グランプ
リ
第1回
審査員特別
賞
第1回
第1回
第1回
第1回

企業・団体名

プロジェクト名

株式会社 Liquid

指紋による訪日観光客の個人認証（決済・本人確認）

株式会社 aba

介護負担軽減を実現する排泄検知シート「Helppad」

株式会社ルートレック・ネットワークス

養液土耕栽培における水と肥料を自動で供給するスマート農
業システム

エブリセンスジャパン株式会社

日本初の「データ取引市場」をビジネス化

北海道大学大学院 情報科学研究科
株式会社ホットリンク
株式会社 Strobo
ビーサイズ株式会社

第1回

株式会社ソーシャル・インパクト・リサーチ

第1回
第1回

株式会社 Cerevo
オムロン株式会社

第1回

ZEROBILLBANK LTD

第1回
第1回
第1回
第1回
第2回
グランプリ
第2回
準グランプ
リ
第2回
準グランプ
リ
第2回
審査員特別
賞
第2回

株式会社アフロ
ソニー株式会社
ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム
アルカディア・システムズ株式会社

健康データを活用した個別医療サービスの実現
日本初 SNS ビッグデータのグローバル・プレイヤーに
圧力センサーにより身体状況を見える化するスマートチェア
IoT 向けの新たな通信事業の実現
利益と社会性を両立する資産運用アドバイスが誰でも利用出来
る自動システム
安価なホームセキュリティの実現
センサー・データがリアルタイムに流通する取引システムの構築
ブロックチェーンを活用して、個人のアイデア・行動を目に見え
る価値（コイン）に変換
スマートフォンによるタクシーの業務効率化
IoT 時代に適した表示デバイスの開発・事業化
長距離マイクロ波無線送電システムの実用実証
身体状況に応じた個別運動プログラム

ユニファ株式会社

園内見守り業務のデジタル化支援

株式会社ゼンリン

ドローンの都市内安全飛行の実現に向けた 3 次元地図情報の
実証プロジェクト

株式会社フェニックスソリューション

金属の裏側からでも読み取り可能な RFID

株式会社エクスメディオ

画像及び問診データによる眼科疾患識別技術

エアロセンス株式会社

第2回

株式会社 ABEJA

第2回
第2回
第2回

GNN Machinery Japan 株式会社
株式会社ディー・エヌ・エー
コニカミノルタ株式会社

第2回

株式会社スペースマーケット

第2回

株式会社 smart-FOA

第2回
第2回
第3回
グランプリ

株式会社 JVC ケンウッド
株式会社オリィ研究所

安全・簡便・高精度な 3D モデル化オペレーションの実現
IoT 化社会に向けた雑多なデータを包括的に管理可能なデー
タシステムの研究開発
生コンクリート品質連続管理システム（スマートアジテーター）
地域消費エコシステムを強化する買い物代行サービスの実現
非接触呼吸センシングによる在宅医師支援システム
場所のシェアリングビジネスによる地方創生実現とマイクロアント
レプレナーの創出
日本の製造業を底上げする IoT 時代のデータフロー型情報基
盤「FOA システム」
呼吸音の自己記録による健康管理・遠隔診断サービスの構築
分身ロボット OriHime における存在伝達社会の実現
SOS アプリと固定電話の緊急連絡 IoT 化で東京を救命先進都
市に

Coaido 株式会社

IoT Lab Selection グランプリのインタビューや受賞企業のプロジェクト概要は以下を参照。
IoT 推進ラボ活動報告冊子『IoT Acceleration Mag』
（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/resource/IotAccelerationMag_191010.pdf ）
2
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回次
第3回
準グランプ
リ
第3回
審査員特別
賞
第3回
第3回
第3回

企業・団体名
小林博樹（東京大学空間情報科学研究セ
ンター）

野生動物装着センサ網による時空間情報ネットワーク

合同会社 Keychain

ブロックチェーンによる IoT 分散認証プラットフォーム

株式会社 CLUE
THE パワーグリッドソリューション株式会社
株式会社フクル

第3回

アジア航測株式会社

第3回
第4回
グランプリ
第4回
準グランプ
リ

株式会社ミュー
株式会社 O：

ドローンメーカー横断型の複数台遠隔操作システム
配電会社向けキャパシティ・ビルディングシステムの世界展開
IoT で生産性向上 顧客とつながる縫製工場ネットワーク
スポーツにおける生体情報リアルタイム計測のプラットフォーム
ビジネス
可動式の内視鏡ミニロボットによる消化管画像検査システム
世界初、体内時計を可視化して、 睡眠改善/生産性向上させる
サービス

株式会社オトングラス

OTON GLASS―視覚障がい者の「読む」能力を拡張する眼鏡

第4回

株式会社 Arblet

第4回

株式会社タナカ技研

第4回

株式会社レクサー・リサーチ

第5回
グランプリ
第5回
準グランプ
リ
第5回
審査員特別
賞

プロジェクト名

IoT ウェアラブルデバイスと血圧常時測定技術を活用した介護
支援サービス
ディープラーニングにより 10 ㎛の傷・欠け・異物を 0.5 秒で検出
するガラス加工用自動検査分別機の研究開発
超並列シミュレーション最適化によるグローバル動的生産マネ
ジメント技術の開発

株式会社 BONX

コミュニケーションは現場で加速する BONX for Business

株式会社光コム

インダストリー4.0 実現のための自動車生産ラインにおける機械
学習の実装

チーム「TOMO Cloud」千葉大武居研究室

LT モニタ（ﾘﾝﾊﾟ浮腫ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨｯｸ）
早期発見で患者さんの苦痛を開放

第5回

コニカミノルタ株式会社 ビジネスイノベー
ションセンター・ジャパン

第5回

株式会社 Liberaware

第5回
第5回
第6回
グランプリ
第6回
準グランプ
リ
第6回
第6回

一般社団法人タグフィット
ストリームテクノロジ株式会社

橋梁の内部鋼材破断を磁気センシングと AI で可視化する非破
壊検査ソリューション
Swarm of Drones プロジェクト
群制御技術を所有するドローン開発
QR コードで地方創生（大分県発）
IoT 機器向け高性能データ圧縮 LSI の開発

株式会社ヒナタデザイン

サイズと購買データを活用した商品リコメンドサービス

ノバルス株式会社

IoT 製品開発を簡単にする乾電池型 IoT「MaBeee」

株式会社ハチたま
株式会社 Z-Works

第6回

株式会社 Singular Perturbations

泌尿器系の病気の早期発見をサポートする猫トイレ
「がんばらない介護」QoL 維持向上サポートシステム
世界最高精度の犯罪予測システム Crime Nabi
：IoT 端末の防犯司令塔を目指して

SB イノベンチャー株式会社

「conect+ project」

東日本電信電話株式会社

「アグリイノベーション Lab@山梨市」による地域活性化策

第6回
特別賞
（イントラプ
レナー賞）
第6回
特別賞（地
域活性化
賞）
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■ IoT Lab Connection（テーマ別企業連携案件組成イベント）
企業連携支援として、企業連携・案件組成イベント「IoT Lab Connection」を開催
し、業種・業界を超えた企業・団体の連携強化を促進した。「スマート工場」「ヘル スケ
ア」「働き方改革」「シェアリングエコノミー」「スマートライフ」など、毎回テーマを変えて
計 8 回実施。ラボ会員企業の希望に応じ、企業・団体同士の 1 対 1 での個別ミーティ
ングをアレンジする「ビジネスマッチング」や、各テーマの注目企業がプレゼンテーショ
ンを行う「プレゼンマッチング」、さらにテーマに係る業界団体や自治体などの活動を
紹介する「ブース展示」を行った。「ビジネスマッチング」では、計 3883 マッチングを実
施、延べ 1179 社からの参加を得た。また、海外スタートアップを招聘し、国内の IoT
推進ラボ会員企業との連携を促進するイベントも実施した（「Global Connection」）。
■その他の取組
その他にも、企業から提供されたビッグデータとデータ分析課題をもとに、IoT 推進
ラボ会員に限らず広く一般から参加を募り、アルゴリズム開発競争を行う「ビッグデータ
分析コンテスト」、複数企業による中長期的な社会実装を見据えた実証と IoT 活用を
促進する環境整備を行う「IoT LabDemonstration」、地域における IoT プロジェクト
を創出する取り組みを支援する「地方版 IoT 推進ラボ」など様々な取り組みを行い、
IoT・ビッグデータ・AI の利用や活用を促進してきた。
また、「IoT Lab Selection」の最終プレゼン審査・表彰式、「IoT Lab Connection」
ビジネスマッチングイベントなどは、「IoT 推進ラボ合同イベント」と称し、年に 2～3 回
程度の頻度で終日のイベントとして開催した。各回、データ活用の最先端をいく企業
からの講演やパネルディス カッション、ブース展示などを交えて実施し、先進的な
IoT 関連プロジェクトの情報や連携先を求めるラボ会員企業をはじめ、多くの企業・自
治体・研究機関、関係省庁などが参加した。
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図表 5 IoT 推進ラボ 活動の経緯
2015 年
2016 年

10 月 23 日
10 月 30 日
1 月 28 日
2月7日
2 月 15 日
7 月 31 日
（合同イベント）
10 月 4 日※1
10 月 5 日※1

2017 年

12 月 6 日
3 月 13 日
（合同イベント）

7 月 25 日
（合同イベント）

2018 年

10 月 3 日※2
10 月 5 日※2
10 月 6 日※2
1 月 19 日
1 月 31 日
3月6日
（合同イベント）

9 月 18 日
（合同イベント）

2019 年

9 月 25 日
10 月 16 日※3
2 月 27 日
（合同イベント）

3 月 18～27 日
4 月 19 日

IoT 推進コンソーシアム IoT 推進ラボ 設立
第 1 回 IoT 支援委員会（IoT 推進ラボの活動方針について）
第 1 回 IoT Lab Connection（観光、スマート工場）
第 1 回 IoT Lab Selection 最終審査・表彰式
第 1 回 ビッグデータ分析コンテスト表彰式（テーマ：観光）
第 2 回 IoT 支援委員会（IoT 推進ラボの活動と今後の進め方について）
第 2 回 IoT Lab Selection 最終審査・表彰式
第 2 回 IoT Lab Connection（ヘルスケア・スポーツ、物流・流通・インフラ）
地方版 IoT 推進ラボ 第 1 弾選定証授与式
第 3 回 IoT Lab Connection（スマートホーム、モビリティ）
第 1 回 Global Connection（ASEAN・インド・イスラエル）
第 2 回 ビッグデータ分析コンテスト表彰式（テーマ：流通・小売）
第 3 回 IoT 支援委員会（IoT 推進ラボの活動と今後の進め方について）
第 3 回 IoT Lab Selection 最終審査・表彰式
第 4 回 IoT Lab Connection（フィンテック、教育、農業・食品）
第 2 回 Global Connection（エストニア）
地方版 IoT 推進ラボ 第 2 弾選定証授与式
データイノベーションワークショップ
第 5 回 IoT Lab Connection（働き方改革、シェアリングエコノミー）
HR-Solution Contest ～働き方改革×テクノロジー～ 最終審査・表彰式
Connected Industries シンポジウム
シェアリングエコノミー協会 シェアリングエコノミー認証制度・認証マーク授与式
第 3 回 Global Connection（ASEAN・インド・イスラエル・EU）
第 4 回 IoT Lab Selection 最終審査・表彰式
IoT 推進ラボ×OpenFog コンソーシアム合同セッション
IoT 推進ラボ×Industrial Internet Consortium 共同（技術）セミナー
第 4 回 IoT 支援委員会（IoT 推進ラボの活動実績等について）
第 5 回 IoT Lab Selection 最終審査・表彰式
第 6 回 IoT Lab Connection（エンターテインメント、リスクマネジメント、AI）
第 3 回 ビッグデータ分析コンテスト表彰式（テーマ：電力・気象）
パネルディスカッション「いま、日本に足りないものを正直に教えてください！」
第 7 回 IoT Lab Connection（スマートライフ）
パネルディスカッション「生活に寄り添ってスマートライフを考える」
パネルディスカッション「地方から変わる生活」
地方版 IoT 推進ラボ 第 4 弾選定証授与式
第 5 回 IoT 支援委員会（IoT 推進ラボの活動実績と今後の活動方針について）
第 4 回 Global Connection（ASEAN・インド・イスラエル・EU・ロシア）
第 6 回 IoT Lab Selection 最終審査・表彰式
第 8 回 IoT Lab Connection（2030 年の街づくり）
第 4 回 ビッグデータ分析コンテスト表彰式（テーマ：インフラメンテナンス・鉄道）
シェアリングエコノミー協会連携企画 シェアリングエコノミーの動向と街づくり
パネルディスカッション「Selection グランプリ企業の思う今、考える未来」
第 6 回 IoT 支援委員会（IoT 推進ラボ規約の改訂について） ※電子メール開催
IoT 推進ラボを改組 取り組みの中心を「地方版 IoT 推進ラボ」へ

※1 は CEATEC JAPAN 2016、※2 は CEATEC JAPAN 2017、※3 は CEATEC JAPAN 2018 内で開催。

なお、2019 年 4 月 19 日をもって、IoT 推進ラボは改組を行い、現在は、IoT 推進
コンソーシアムの元で、「地方版 IoT 推進ラボ」の取組を中心として、IoT・ビッグデー
タ・AI 等に関する取組の共創・連携に向けた地域の交流・情報共有・ネットワーク形成
等を推進している 3。

3

地方版 IoT 推進ラボホームページ（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/ ）
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2.1 革新的なビジネスモデル・プロジェクトの課題
ＩｏＴ推進ラボにおける取組を通じて得られた知見等を踏まえ、革新的なビジネスモ
デル・プロジェクトの課題について調査を実施した。ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能を活
用した革新的なプロジェクトが成長していくためには、ビジネス上の慣習、技術的な問
題、法制度など、いくつもの課題が存在している。ＩｏＴ推進ラボの取組を通じて得られ
た知見等を元に、ＩｏＴ Ｌａｂ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎのファイナリストへのヒアリング調査・アンケート
調査、ＩｏＴ Ｌａｂ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎの参加企業へのアンケート調査や文献調査等を通じて、
ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能を活用したプロジェクト等を継続・拡大していくために障
壁となる事項等について整理を行った。
2.1.1 実施内容
IoT Lab Selection（先進的 IoT プロジェクト選考会議）の計 6 回の開催の中
で選出した、ファイナリスト（54 件）及び第 6 回実施時に特別賞として表彰し
たプロジェクト（2 件）、計 56 件について、2019 年 7 月～8 月及び 12 月～2020
年 1 月にかけてヒアリング及びアンケートを実施し、計 45 件の回答を得た。
また、2019 年 7 月に、第 1 回～第 8 回の IoT Lab Connection 参加企業にアン
ケート調査を実施（有効配信数 734 件）、95 件の回答を得た。

2.1.1.1 IoT Lab Selection ファイナリスト及び受賞企業へのアンケート・ヒ
アリング調査
ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能を活用したプロジェクト等を継続・拡大し
ていくために障壁となる事項等について整理するため、IoT 推進ラボが実施して
きた、IoT Lab Selection（先進的 IoT 選考会議）のファイナリスト及び受賞企
業に対し、プロジェクトの継続・拡大に向けて、課題となっていること、苦労
した点についてアンケート・ヒアリング調査を実施した。
回答対象：ファイナリスト（54 件）及び第 6 回実施時に特別賞として表彰した
プロジェクト（2 件）、計 56 件
実施方法：ヒアリング及びアンケート
実施期間：2019 年 7-8 月、及び、2019 年 12 月-2020 年 1 月
回収数：45 件
実施したアンケート・ヒアリング時の設問は以下の通りである。
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図表 6 ファイナリスト及び受賞企業へのアンケート・ヒアリング調査の設問
設問 1：現時点のプロジェクトの進捗をご教示ください。（単一選択）
設問 2：ビジネス展開される際に、人材の観点で課題や苦労された点がございま
したらば、教えてください。（複数選択可、自由記述）
設問 3：ソフトウェア・ハードウェアを開発される際の課題や苦労された点がご
ざいましたらば、教えてください。（自由記述）
設問 4：サービスに必要なデータの取得について、課題や苦労された点がござい
ましたらば、教えてください。（自由記述）
設問 5：事業計画やマーケティング計画立案について、課題やご苦労された点が
ございましたらば、教えてください。（自由記述）
設問 6：サービス投入のタイミングとして、市場の受け入れ、ニーズの高まりな
どに関し、課題や苦労された点がございましたらば、教えてください。
（自由記述）
設問 7：知財戦略や、ビジネスパートナーとの契約において、課題や苦労された
点がございましたらば、教えてください。（自由記述）
設問 8：事業拡大に向けた資金調達について、課題や苦労された点がございまし
たらば、教えてください。（自由記述）
設問 9：IoT・AI・ビッグデータを活用しソリューション開発をされる中で、技
術的な課題があれば教えてください。（自由記述）
設問 10：IoT・AI・ビッグデータの活用をささえる技術的環境（通信環境など）
について、課題感があれば教えてください。（自由記述）
設問 11：既存の法律の規制や、法律の適用範囲のわかりにくさなどについて、
課題感があれば教えてください。（自由記述）
なお、IoT Lab Selection ファイナリスト企業へは、これまでにも事業進捗の
調査やヒアリングを複数回実施しており、そちらからも情報も補って分析した。
アンケート・ヒアリング調査の結果は以下の通りである。
設問 1：現時点のプロジェクトの進捗をご教示ください。
ファイナリスト及び受賞企業の応募プロジェクトの進捗は以下の通りであった。既にサ
ービス・販売に至っている企業が 40％、開発中の企業が 30％であった。
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図表 7 ファイナリスト及び受賞企業の応募プロジェクトの進捗

なお、応募時のファイナリストの企業規模は以下の通りである。
図表 8 （参考）ファイナリストの応募時の企業規模など
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設問 2：ビジネス展開される際に、人材の観点で課題や苦労された点がありましたらば
教えてください。（複数選択可、自由記述）
人材の観点で課題や苦労された点として、「エンジニアの確保」を選択した企業が
最も多く（回答企業の 65%が選択）、続いて「経営／プロジェクトマネジャー・ビジネス
開発の人材」を選択した企業が多かった（回答企業の 45%が選択）。
図表 9 人材確保における課題

エンジニアの確保
「エンジニア」については、回答者の 65％が課題感を持っている。今回の調査では、
ハードウェアよりも、AI・データ解析などソフトウェア開発が可能なエンジニアが確保で
きないとの声が多かった。
人材確保できない理由として、そもそも人材が限られており、一部を除いて、海外及
び国内の大手 IT 企業と同等の採用予算は出せないことが大半で、獲得に至らない。
スタートアップなどは企業ビジョンを明確に打ち出したり、リファラル採用（信頼できる社
員からの紹介採用）で社員の理工系の出身校とのパイプを強化したり、海外のエンジ
ニアへも広く門戸を開く、社内での教育体制を強化するなどの対応が見られている。
また、都心から離れたところに拠点を持つ企業には、立地の条件からも採用が一層困
難となっていると感じているとの声も見られた。
17

また人材の素養については、ソフト・ハード双方に知見があるような人材、研究・思索
的なデータ解析ができる人材、具体的に仮説検証からプログラム実装も含め手を動か
せるような人材がいない、との声があった。
経営・ビジネスを開発する人材
「経営・ビジネスを開発する人材」については、回答者の 45％が課題感を持ってい
る。具体的な声としては、ビジネス開発における顧客価値の設計や、新たな領域・業
界へ参入する際の商習慣やターゲット選定などの知見或いは調査などに係る人材に
課題感が示された。また、ビジネス開発する際に、エンジニアとビジネス開発側がきち
んとコミュニケーションを図れるような環境（或いは人材育成）にも課題感が示されてい
る。また IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトにおいては、複数企業で協働し
たり、コンソーシアムとして取り組むケースもあり、その際の多様なステークホルダーの
利害調整を行える人材への課題感も示された。
その他
その他、海外市場を対象とする場合には、技術が優れていてもターゲット国の市場
の状況に併せた対応が必要となるため、柔軟な対応ができる人材の育成・確保が容
易でなかったとの声もあった。また、営業・販売の仕組みづくりや従事する人材、普及
広報を行う人材に課題感を示す回答もあった。

設問 3：ソフトウェア・ハードウェアを開発される際の課題や苦労された点がございまし
たらば、教えてください。（自由記述）
ソフトウェア・ハードウェアを開発する際の課題や苦労としては、ソフトウェアに関する
もの、ハードウェアに関するもの、ソフトウェア・ハードウェア双方に渡るものが示され
た。
ソフトウェア
ソフトウェアに関しては、技術やアプリケーションの進展が著しく、外部環境の変化に
よるバージョンアップの対応などがサービスイン後にも続いたり、当初想定していた仕
様が継続できないリスクもある。サービスインの後にも、取得されるデータや顧客要望
などに応じて、サービス内容を更新していけることが、IoT など、サイバー空間に接続
したサービスの付加価値であるが、その場合、優先順位づけなどが重要になってくる。
AI
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AI を活用した識別精度の向上に課題感が示されている。また、学習させる際の、ア
ノテーションには時間が掛かっているが、致し方ないとの見方がされている。
ハードウェア
ハードウェアについても、開発時にトライ・アンド・エラーが重ねられるが、ソフトウェア
よりも、コストや時間が掛かってくる。また、部材は最小ロット数以上の発注が求められ
ることが通常であるため、試作品段階での発注時の調整などの苦労も見られた。また、
量産化をどのタイミングで判断するかも、モノづくりの経験の浅いスタートアップやベン
チャー組織にとっては、難しい判断となる場合もある。
ソフトウェア・ハードウェアを開発する際の課題感
エンジニア人材の確保がそもそも難しく、それがソフトウェア・ハードウェア開発に影
響しているとの回答があった。外部委託やインターン雇用により対応せざるを得ない場
合もある。
IoT の場合には、ソフトウェア・ハードウェアと開発対象は広くなるため、どの部分を
自社で行い、どの部分を他社がやるのか、どの部分を独自開発し、どの部分をすでに
ある（或いはオープンにされている）技術を用いるのか、設計が重要になる。他社と協
業して開発を進める場合、特にスタートアップと大企業が協業する際には、スタートア
ップ側が先進的な企画・研究に専念できるよう、量産のコストを資金力のある大企業側
がサポートする体制を組む場合もあるとの回答があった。
また、新規領域のソリューション開発の場合、目的に必要となるキーファクタ、準拠す
べきルール、妥当とされるコストに併せるための機能の絞り込みなども苦労した点とし
て挙げられた。

設問 4：サービスに必要なデータの取得について、課題や苦労された点がございまし
たらば、教えてください。（自由記述）
IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトでは、データの取得が基本になる。サ
ービス開発の対象となるヒト・集団、モノ、環境に関してデータ取得できる環境が、自社
の範疇でリーチできない場合には関係者にアプローチして関係性を構築し、環境を整
える必要がある。特に医療分野におけるサービス開発では、患者からのデータ取得が
倫理上観点から容易には行えないなどのケースもある。また、スポーツであれば試合、
農業であれば育成期間が季節で決まっていたりなど、いつでもデータ取得ができるわ
けでなく、タイミングや時期が限られてしまう場合もある。
データの取得に当たっては、B2C サービスの場合、パーソナルデータの取扱いに
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関して利用規約を整備し、同意を得るなどの対応が必要となる。また、B2B サービスで、
パーソナルデータを含まない場合であっても、取得されるデータの利用権限や発生し
た利益の分配方法、それを基に AI を活用した学習済モデルが生成される場合、知財
権の有無権利や利用条件の設定方法などを明確にしておく必要がある。特に製造分
野においては、設備・施設のデータは秘密情報であることが多く、社外への持ち出し
には非常に慎重であり、時間を要したり、それが理由でプロジェクトが中止となるケー
スもあるとのことであった。
データ取得に至ってからも、モニタリングや、データ解析には費用及び時間がかか
る。トライ・アンド・エラーを通じて、目的に対して必要なデータを絞り込むなど、費用対
効果の観点からも調整が必要になる。デバイスから取得されるデータの精度が悪い場
合もあり、そういったデータの処理をソフトウェア側で対応しなければならないこともあ
る。
自社でデータを取得するだけでなく、他社・団体のデータを活用したいとのニーズは
複数あるが、まだデータ流通の環境が整っているとはいいがたい。オープンデータとし
て公表されているデータも公表主体によってデータ形式が統一されておらず、更新頻
度が高くなかったり、位置情報がずれてしまっていたりとビジネス利用に耐えられない
場合もあるとの声もあった。

設問 5：事業計画やマーケティング計画立案について、課題やご苦労された点がござ
いましたらば、教えてください。（自由記述）
これまでにない新しい技術やサービスであるほど、単純に今あるものを代替するわけ
ではないので、参考になり得る事業データや前例情報がなく、計画立案の根拠を示す
点に苦労するとの声が多かった。
個別には、公共性の高い領域では、産学官連携で、複数主体を巻き込んだ形で、
実施スキームを検討していく必要がある場合もある。その際にはそのスキーム作りに、
苦労があるとの声があった。また、特に新興国においてソリューション導入を検討する
場合には、技術へのニーズはあってもコストの課題があるので、費用を抑えた形での
PoC や公的支援の活用、顧客初期投資のサービス化による低減など、工夫をする必
要があったとの声もあった。
また、特に大学発のスタートアップや、研究開発型のスタートアップにおいては、経
営人材が不足していたり、事業計画をどのように立てるとよいのか基本的なところから
悩むケースも多い。これらは資金調達の際に投資家への重要なポイントともなることか
ら、基本的なノウハウを学べる場や、事業計画の壁打ちをしてもらえる場が貴重とな
る。
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設問 6：サービス投入のタイミングとして、市場の受け入れ、ニーズの高まりなどに関し、
課題や苦労された点がございましたらば、教えてください。（自由記述）
今回の調査では、不動産業界、アパレル業界、ヘルスケア業界、HR 業界などでサ
ービス開発する企業から、市場の受け入れも進み始め、ニーズの高まりが感じられると
の回答が見られた。近年、高齢者へのスマートフォンの普及もあり、スマホアプリと連携
する IoT 製品へも、その層の関心も向いてきているとの声もある。特に不動産業界で
は、実務のレベルで、IoT で何ができるか理解が進んでいて実導入が進む感触がある
との声があった。とはいえ、同じ業界でも主要な大企業と、中小企業では受け止めはタ
イミングが異なる場合もあり、各社、ターゲットの受け止めを注視している。
一方で、従事者の平均年齢が 60-70 歳と高い農業や、今回の回答で現場での IT
活用があまり浸透していない保育業界などでは、IT そのものに対して通常「よくわから
ない」「（情報漏えいなどが）怖い」などのイメージを持たれている場合があり、受け入れ
に課題があるとの声があった。また、個人経営者の多い介護業界では、人材不足、外
国人労働者の増加・研修コスト増大など過酷な状況があり、IT 導入の必要を感じてい
る経営者も多いが、具体的に何をしてよいのか悩んでいるケースも多いとの回答もあっ
た。また、医療・未病・教育などの分野においては、主要なプレイヤーが新しい技術の
導入に前向きになってもらえないとの声や、前例がないことへ踏み出すことへの忌避
感があるなどの声もあった。
特にニーズが顕在化していない場合（潜在的なニーズをとらえたサービスの場合）、
顧客自身がそのニーズを抱えていることを理解してもらうための働き掛けが必要となる
場合もあるとの声もあった。その際には、従来の運用の場合（多くは人間による場合）と、
IoT・AI・ビッグデータを活用したサービスを活用した場合とで、効率や創出される価
値などの点で明らかに違うということが示せる機会があると、それを契機に、受け入れ
が進むとのことであった。
その他、企業側の市場からの理解を得るための努力として、新しいテクノロジーへの
消費者の不安を払拭するために、取組の説明の機会を設けたり、様々な媒体を通じた
情報を発信するなど、地道な取組をしているケースもあった。また、社会課題の解決を
目指すサービスの場合には、非営利活動として、国民運動的なムーブメントをつくるな
どの取組を合わせて実施しているケースもある。
また、逆に、AI に関しては市場からの期待値が高く、なんでもできる（「魔法の杖」）と
考えられがちだが、実際には、顧客企業の目的を丁寧にヒアリングし、モデルづくりを
時間をかけて行い、AI を育てていく必要があるというフェーズでありその時間がかかる
こと、また AI にもできることとできないことがあること、用途に応じては AI を使うべきか
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否かを含めて検討する必要があること、はじめから結果を約束することが難しいことな
どを丁寧に説明し、理解してもらう必要があるとの声もあった 4。

設問 7：知財戦略や、ビジネスパートナーとの契約において、課題や苦労された
点がございましたらば、教えてください。（自由記述）
知財戦略
知財戦略については、ソフトウェア、ビジネスモデル、UX などに関して詳しい弁理士
との協働のニーズが見られる。また、スタートアップについては、早期審査制度を活用
できるが、特許事務所によってはそのような制度にあまり詳しくなく、適切な助言を得ら
れないケースもあるとのことであった。ファンドが、投資先のスタートアップに対して知
財戦略の実行を支援する専門組織を設置しているケースもあり、そういったところでは
早期審査制度の活用や、国際特許の対応なども行っている。
ビジネスパートナー契約・連携
IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトにおいては、複数社で連携して進める
ケースが多い。複数企業でプロジェクトで共同開発を行う場合などは、（「データの取
得」時にも挙げられたが）取得されるデータの利用権限や発生した利益の分配方法、
それを基に AI を活用した学習済モデルが生成される場合、利や利用条件の設定方
法などを明確にしておく必要がある。
事業を進める際には、それぞれの強みを活かし、役割分担を明確にし、共有してお
くことが重要である。IoT・AI・ビッグデータの分野では、これまでに協業したことのない
業界・業種と連携することもあることから（例えば、サービス業×陸運業、空運業×スポ
ーツ用品メーカー×大学など）、齟齬のないようお互いの丁寧な理解が必要になる。ま
た、事業が進捗するにしたがってお互いの認識のずれが生じることもあるので、定期
的に確認していくことも大切である。
スタートアップは、はじめから展開先のフィールドを有していることは少ないので、そ
の先進的なソリューションの実用化に向けては、顧客基盤やインフラを有している大企
業との連携が、先進的なサービスが普及していく鍵になることもある。大企業側も、限ら
れた資源で効率的・スピーディな研究開発を実現するには、従来型のクローズドイノベ
ーションに加え、企業内の価値と外部のアイデアを有機的に結合させて価値を創造す
るオープンイノベーションに取り組む企業も多くなってき、スタートアップとの連携で開
発・事業化を加速することに期待が高まり取り組みが進んできている。一方で、今回の
NEDO「事業会社に向けた AI ベンチャーとの共同開発に関する手引き」
（ https://www.nedo.go.jp/content/100891671.pdf ）にも同様の懸念が記載されている。

4
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調査では、スタートアップ側からの課題感として、大企業側の担当者に価値を理解し
てもらえても、担当者が社内説明しきれないこともあるとの声や、大企業と実証実験を
共同実施しても、事業化を行う部署が別で実験から先に進めないという事例や、大企
業側へ一方的に情報提供して終わってしまったといった声も聞かれる。また、協業に
至っても、大企業のサイクルが一般には 1 年単位であり、予算や計画もその単位で動
いていくのに対し、スタートアップはどんどんピボットして改善していくので、その進め
方がかみ合わないこともある。また大企業側の社内決済などの時間軸がスタートアップ
にとっては待っていられないなどで連携を解消した例もある。こういった文化の違いに
ついて理解が進むことが、円滑な連携につながるだろう。

設問 8：事業拡大に向けた資金調達について、課題や苦労された点がございまし
たらば、教えてください。（自由記述）
今回の調査では、資金調達ついては、苦労した、或いは苦労しているとの声もあった。
市場の開拓に時間が掛かる場合、研究開発の時間が長期に係る場合、社会課題解
決に資するプロジェクトの場合には、一般の VC からの資金調達が厳しい場合もあり、
CVC や事業会社との連携を進めるケースやそれを志向するケースが複数ある。近年、
スタートアップへの資金の出し手として、事業会社や CVC が大きく台頭している 5。ま
た、2020 年税制改正大綱にはオープンイノベーションの促進に係る税制の創設（案）
として、事業者や CVC が創業 10 年未満・未上場のベンチャー企業に対する 1 億円
以上の出資について 25％の所得控除を講じることが盛り込まれており、今回の調査で
のニーズを後押しするものともなるだろう。
また大企業内の新規プロジェクトや、社内ベンチャーの場合には、社内予算の獲得
となるが、社としての方針や業績などが影響する場合もある。

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会資料（2019 年 10 月）
（ https://www.mof.go.jp/financial_system/tt2material3.pdf ）
5
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設問 9：IoT・AI・ビッグデータを活用しソリューション開発をされる中で、技
術的な課題があれば教えてください。（自由記述）
技術的な課題については、フィジカル空間から取得されるデータの正確性の担保な
どが挙げられた。また、ユーザからのデータの提供が困難であった際に、データの収
集が必要であったり、想定データで開発を進めなければならない点は技術的なチャレ
ンジになるとの回答もあった。またビッグデータ分析に至るだけのデータ収集に、1 事
業者の働き掛けではまだ至れていないことにも課題感が示された。
AI については、求める結果（精度）を出すための調整に課題感があると複数企業が
言及した。取得できる学習データが少ないことが課題となっているものもあった。
エンジンやシステムを開発する際など個別の作りこみが必要となると、汎用性が低く
経済合理性が成り立たないとのジレンマも聞かれた。
また、ユーザー企業側からサービス開発に参入している企業からは、機器類（今回
の調査では、服飾系の機械や用具（ミシン・アイロンなど））の IoT 化のニーズなども上
げられた。

設問 10：IoT・AI・ビッグデータの活用をささえる技術的環境（通信環境など）
について、課題感があれば教えてください。（自由記述）
技術的環境（外部環境）についての課題感としては、通信環境に係る課題が複数挙
げられた。
屋内でデータ取得を行う場合、医療・介護分野の施設では、WiFi が設置されていな
いケースや、設置されていてもサービスでの利用に耐えられない場合もある。その場
合、モバイル通信（4G LTE）や、920MHz 帯無線（LPWA）で通信環境を構築するな
どの対応が必要な場合がある。また、B2C の家庭向け IoT サービスの場合、家庭に
WiFi がない場合は、モバイル通信を利用する形となり、通信費が高額になってしまう
場合もあるとの声があった。今後、医療・介護・スマートハウスなど、施設や一般家庭に
IoT サービスが導入されていくにあたっては、コスト最適化されるような通信環境の構
築が必要となってくるだろう。
また、画像データをサービスに利用する企業を中心に、精度の高い大容量データの
通信を可能とする 5G の普及に期待をする声が複数みられた
また、ドローンなどに搭載されるリチウムイオンポリマー二次電池や組込みネットワー
クルータについては現状海外製のものを利用しており、国内でも技術発展が進むこと
を希望するとの声や、ワイヤレス給電技術の発展にも期待が寄せられた。また、エッジ
AI 技術についても今後の発展を期待する声があった。
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設問 11：既存の法律の規制や、法律の適用範囲のわかりにくさなどについて、
課題感があれば教えてください。（自由記述）
既存の法律の規制や、法律の適用範囲のわかりにくさなどについては、個人
情報・プライバシー保護に関すること、電波法に関すること、医療・ヘルスケ
ア分野でのサービス・製品開発に関すること等が示された。
個人情報・プライバシー保護に関すること
個人のデータを取得する場合には、日本国内においては、個人情報保護法の適用
範囲や、プライバシー保護の観点から配慮すべき事項について、事前に対応すること
が必要となる。国内では、カメラ画像利活用に関しては、プライバシー保護の観点から
配慮すべき事項がガイドブック 6として示されているが、実サービスにおける個々の事
象をどう判断していくかについては、悩みを持たれるケースもある。一方で、プライバシ
ーリスクへの懸念から、イノベーションをあきらめてしまうような機運が強くなることに懸
念を示す声もあった。遵法を前提としつつ、イノベーションをあきらめてしまうのではな
く、いかにリスクを低減するか、技術・運用など多角的な観点で、丁寧に検討していくこ
とが求められる。
また、海外にサービスを展開していく際には、各国のルールをよく確認する必要が
ある。例えば、個人の映り込むカメラ・顔認証サービスについても、イギリス、アメリカ、
EU などにおいて、それぞれ規制化の動きがある。海外の動向に詳しい弁護士や専門
家などに、ターゲット国の状況をよく確認する必要がある。
電波法に関すること
また、電波法の「技術基準適合証明」の手続きについても言及のある回答があった。
日本で電気通信機器を使用する場合には、電気通信事業法や電波法の規定に基づ
いて使用される必要があり、日本の技術基準への適合性を確認する必要があるとされ
ている。これは、外国の技術基準で認証を受けたとしても、そのまま日本で使用できな
い。電波の効率的利用や技術基準の徹底のためである。2019 年に電波法が改正さ
れ、WiFi や Bluetooth 対応機器について、技適未取得機器を用いた実験等の特例
制度 7が開始され、短期間の実験等を行う場合には、手続（届出）を行うだけで使用す

「カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0」
（ https://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330005/20180330005.html ）
7 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
（ https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/ ）
6
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ることができるようになった。海外からの最新機器をいち早く国内でも利用できる環境
をつくることで、イノベーションを促す狙いがある。
医療・ヘルスケア分野に関すること
医療や健康分野でのソリューション開発の場合には、医薬品医療機器等法の医療
機器に該当する場合には、機器の製造・販売や、個別に安全性や有効性を確認する
ことに対して、国からの許可・承認を受ける必要がある。医療機器に該当するかは、治
療・診断への寄与度や機能障害が生じた場合の人命・健康に対するリスクの蓋然性を
考慮して判断されることとされている。ヘルスケア・健康の分野においては、ウェアラブ
ル機器からのデータ取得・分析により様々なソリューション開発が進んでおり、今回の
調査でも、医療機器に該当するかどうか不明な場合がある、或いは今後技術やサービ
スの進化でできることが増えてくると、その判断が益々難しくなるだろうとの声があった。
医療機器開発支援ネットワーク（事務局：日本医療研究開発機構（AMED））は、具体
的な製品（または製品コンセプト）に対する事業化に向けた助言を行っており、医療機
器に該当するかどうか不明な場合や、医療機器として申請するか迷っている場合にも
相談を受け付けている。こういった窓口を利用し、早い段階で、規制の解釈や適用有
無を確認しておくことが必要だろう。
その他
航空法において定められるドローン等の無人航空機を飛行禁止区域で飛行させる
場合や夜間飛行や目視外飛行等の方法により飛行させる場合は、事前に申請を行い、
国土交通大臣による許可または承認を受ける必要がある。今回の調査では、飛行申
請・承認行為について、時間を要する場合があるとの声もあった。
新しく開始する事業における規制の解釈・適用の有無を確認したい場合には、グレ
ーゾーン解消制度を活用することができる。IoT 推進ラボの規制支援の一環としても複
数回活用されたが、今回の調査の中でも活用ニーズが示された。
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」については、AI 開発において、
データの利用等に関する契約、ソフトウェア開発・利用に関する契約の課題や論点、
契約条項例、条項作成時の考慮要素等を整理しており、今回の調査の中でも、参照
しているとの声が複数あった。一方で、ガイドライン中に記載される、「大企業と中小企
業やベンチャー企業との契約交渉等において事実上の優越関係がある中で一方的
な契約条項等が押しつけられる場合や、排他条件付取引や拘束条件付取引等が行
われる場合には、独占禁止法上の問題になり得る点には留意が必要である。」 8との内
8

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」
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容について、実際の契約の場面では、契約条項について対等なコミュニケーションが
なされないケースがあるとの声があり、ガイドラインの周知・徹底について期待する声が
あった。
法規制への、全般的な課題感として、ビッグデータ、IoT、AI などデジタル技術が社
会を急激に変えていく中で、今の形の法規制で社会全体のガバナンスを行うことが、
「イノベーションの促進」と「社会的価値の実現」を両立として適切な形になりえるのか、
あり方自体を検討していくべき時期なのではないかとのコメントも見られた。
また、IT 導入補助金のような、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズ
に合った IT ツールを導入する経費の一部を補助する制度も、新しいテクノロジー導入
の後押しになるとの声も聞かれた。

2.1.1.2 IoT Lab Connection 参加企業へのアンケート調査
ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能を活用したプロジェクト等を継続・拡大していくために
障壁となる事項等について整理するため、テーマ別企業連携案件組成イベント IoT
Lab Connection（ビジネスマッチング）へ参加した企業に対し、プロジェクトの継続・拡
大に向けて課題となっていること、苦労した点について、アンケート・ヒアリング調査を
実施した。イベント後の企業連携のフォローアップの調査も兼ねて実施した。
回答対象：IoT Lab Connection（企業連携案件組成イベント）ビジネスマッチ
ング参加者 （有効配信数 734 件）
実施期間：2019 年 7 月
回収数：95 件
図表 10 IoT Lab Connection 参加者へのアンケート項目（課題に係る設問）
設問 1：IoT Lab Connection をきっかけに協業されている、あるいはすること
が決まっている案件はありますか（共同実証・共同研究なども含む）
設問 2：（マッチングイベント後）連携に向けた進捗が芳しくなかった一番の要
因は何になりますか（複数選択可、自由記述）
アンケート結果は以下の通りである。

（ https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001-1.pdf ）
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設問 1：IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトを継続・拡大していく
にあたり、課題だと思われることを教えてください（複数選択可）
IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトを継続・拡大していくにあたり、課題だ
と考えることについて、全回答者（95 名）の内、約 6 割以上が「ビジネスモデルの構築」
と回答した。また、回答者の約 3 割が、「資金調達」「組織風土、組織としてのビジョン
や戦略立案」「人材育成」を課題として回答した。
図表 11 IoT・AI・ビッグデータを利用したプロジェクトを継続・拡大していく際の課題

設問 2：（マッチングイベント後）企業間連携に向けた進捗が芳しくなかった一
番の要因は何になりますか（複数選択可）
イベントを起点とした企業間連携に限った設問ではあるが、IoT Lab Connection
のビジネスマッチング後に、連携に向けた進捗が芳しくなかった案件について、その
理由を訊いた。その中に記載された課題感としては、IoT を活用し、企業連携で何か
に取り組もうという意思はあっても、（それが目的化してしまい）具体的な内容が見えて
おらず、それがゆえに、自社で投資して何かを始めるにはハードルが高く、具体化が
進まなかったとの声があった。また、データの社外利用に関して、社内コンセンサスを
取るのに時間が掛かるケースや、データ活用に興味があっても、データの量が少なく
て前に進めないとの声もあった。
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2.1.1.3 まとめ
以上を踏まえて、IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクト等を継続・
拡大していくために障壁となる事項等について整理を行う。
人材の観点では、特に AI などソフトウェアのエンジニア人材の確保が大変厳
しいことが明らかになった。人材が限られている他、特にスタートアップにお
いては、海外企業や大企業と同等の採用予算を確保することができず、優秀な
人材の確保が難しい。このことが、サービス・製品開発にも影響しているケー
スもあった。
また、特に大学発の研究開発型のスタートアップの場合、社会課題解決に資
する技術開発が進んでいても、それを社会実装するための経営人材が確保でき
ず、継続拡大の障壁となっているケースがある。特に、研究開発型のスタート
アップの事業計画やマーケティング計画立案についての知見の欠如が、資金調
達の困難さにつながり、プロジェクトの継続・拡大の阻害要因になることもあ
る。なお、IoT Lab Connection アンケート結果でプロジェクト継続・拡大に当
たっての課題として回答者の 6 割が「ビジネスモデルの構築」と回答しており、
IoT・AI・ビッグデータの活用したプロジェクト全般においても、ビジネスモデ
ルの構築が課題感をもって受け止められている。
データの取得や活用にあたっては、取得するデータが、パーソナルデータで
ある場合には、適切な取扱いができない場合には、コンプライアンス上の問題
が生じたり、炎上するケースもある。また、取得するデータが、相手先企業の
秘密情報に当たる場合もあり、相手先企業とデータの取扱いについての合意形
成ができないと、プロジェクト自体がとん挫することにもつながる。AI を活用
したプロジェクトの場合には、学習データや学習済モデルの取扱いについても、
相手先企業と認識を併せておくことが必要となる。特に AI を開発する企業が横
展開を想定している際には、契約の段階から認識を併せておかないと、あとあ
とプロジェクト拡大に支障が出る場合がある。政府から参照できる手引き等 9の
整備が進んでいるので、そちらを参照して進めることが望ましい。
また、個々のプロジェクトが今後展開・拡大していくにあたって、他の企業
や組織のデータを活用していくニーズがあるが、データ流通の環境が現時点で
整っているとはいいがたい。公的機関からのオープンデータや民間のデータが
流通する基盤の整備が必要になってくるだろう。
9 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」
（ https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001-1.pdf ）
「事業会社に向けた AI ベンチャーとの共同開発に関する手引き」
（ https://www.nedo.go.jp/content/100891671.pdf ）など
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IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトにおいては、スタートアップ
と大企業など、複数の主体が協業して取り組むことが多いが、スタートアップ
の文化と大企業の文化の違いに対する理解が十分でないと、プロジェクトがと
ん挫してしまう場合がある。こちらについても手引書等 10が公表されているので、
参照されつつ、特に大企業側は、スタートアップはリソース・強みを異にする
ことを理解し、対等な関係にあることを認め、下請け企業や系列企業との相違
を理解することが重要である。
規制に関しては、プロジェクトの実施内容について、既存の規制の解釈や適
用の有無を確認したいというニーズはあり、また、この点が不明瞭であること
で、パートナー企業との協業や資金調達先への説明で、違法性がないことを説
明しきれず、協業や資金調達が進まないこともある。省庁や政府機関が、相談
窓口を設けているので、早期に不明瞭な点を明らかにすることが重要である。
また、IoT・AI・ビッグデータの技術進歩によって、フィジカル空間とサイバ
ー空間の高度な融合が進み、様々なイノベーションが、フィジカル空間でも起
こることが期待されている。フィジカル空間に展開する既存の産業分野におい
ては、現場での IT への理解や利活用があまり進んでいない分野もあり、革新的
なサービス・製品であっても信頼や理解が得られにくいことが、継続・拡大の
障壁となっているケースもある。そういった市場に対しては、1 事業者による啓
発でなく、官民の力を合わせて、テクノロジーやデータ活用によるイノベーシ
ョンの意味や可能性について啓もうしていくことが必要となるだろう。
また、屋内・屋外における通信環境の向上は、多くのプロジェクトにおいて
期待されているところである。カメラ画像など精度の高い情報の活用などを期
待するプロジェクトからは、大容量の通信を可能とする 5G のインフラ整備につ
いて期待感が示された。また、家庭内・施設内の IoT ソリューションにおいて
も、WiFi など利用できる環境をユーザー側が整備していない場合には、環境構
築のコストも企業が負担せざるを得ない状況もあり、それがプロジェクト拡大
の支障になる場合もある。インフラとしての通信環境整備が進むことが望まれ
る。

10

事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（初版）
（https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture/tebiki.pdf ）など
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2.2 革新的なビジネスモデル・プロジェクトに求められる有効な支援の在り方
「IoT Lab Selection」を通じて発掘された革新的なプロジェクトへ伴走支援を
実施した。伴走支援（知財、法務等の専門家の派遣）については、3 社に対して、
計関東近郊で 1 回 2 時間延べ 33 回実施した。（2.2.1 に記載）
また、これまでの IoT 推進ラボの取組（IoT Lab Selection、
IoT Lab Connection、
IoT Lab Demonstration、Global Connection、ビッグデータ分析コンテスト、
IoT 支援委員会、IoT 推進ラボ合同イベント等）で得られた成果を網羅的に整理
した上で、効果的な普及啓発手法について検証した。普及啓発に当たっては、
具体的に次の事項を実施した。（2.2.2 に記載）

IoT 推進ラボのウェブサイトを事業期間中、維持・管理し、活用した。

IoT 推進コンソーシアム会員企業をはじめとする国内企業約 4000 社に対
して、IoT 推進ラボの取組で得られた成果を網羅的に整理した冊子及び電
子媒体を作成し、情報提供方法について検討した。なお、レイアウトや
デザイン性も加味し、企業への訴求性にも配慮した。

2019 年 10 月に開催されるアジア最大級の規模を誇る IT 技術とエレクト
ロニクス国際展示会である CEATEC2019 において事業成果を効果的に PR
し、効果検証を行った。
上記に加え、IoT 推進ラボがこれまでに実施してきた資金支援、規制・標準化
支援、企業連携支援等を通じて得られた支援効果を整理し、体系的に取りまと
めるため、アンケート・ヒアリング調査を実施した。（2.2.3 に記載）
IoT Lab Selection（先進的 IoT プロジェクト選考会議）の計 6 回の開催の中
で選出した、ファイナリスト（54 件）及び第 6 回実施時に特別賞として表彰し
たプロジェクト（2 件）、計 56 件について、2019 年 7 月～8 月及び 12 月～2020
年 1 月にかけてヒアリング及びアンケートを実施し、計 45 件の回答を得た。
また、2019 年 7 月に、第 1 回～第 8 回の IoT Lab Connection 参加企業にアン
ケート調査を実施（有効配信数 734 件）、95 件の回答を得た。
図表 12 ファイナリスト及び受賞企業へのアンケート・ヒアリング調査（支援の効果に
関する設問）
設問 1：Selection ファイナリストへ選出されたことで何か変わったことはあり
ましたか。
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設問 2：「民間金融、VC 等から出融資の申出があった」と回答いただいた方、
結果はいかがでしたでしょうか。
設問 3：公的資金支援を受けられた方へお尋ねします。支援内容はいかがでした
か。
設問 4：メンター伴走支援を受けられた方へお尋ねします。支援はいかがでした
か。
設問 5：規制緩和等の支援を希望された方へお尋ねします。支援や対応はいかが
でしたか。（自由記述）
設問 6：IoT 推進ラボでファイナリストに選出されたことが、貴社プロジェクト
の広報・PR に効果がありましたか。（自由記述）
設問 7：IoT 推進ラボでは、以下の内容の広報支援を行ってまいりました。PR
効果があったと思われるものを選んでください。（複数選択可能）
設問 8：IoT 推進ラボの支援に限らず、受けたい広報支援を選んでください。
（複
数選択可能）
図表 13

IoT Lab Connection 参加者へのアンケート項目（支援の効果に係る設
問）

設問 1：IoT Lab Connection をきっかけにイベント後、実際に打ち合わせを実
施した企業・団体はどのくらいいますか
設問 2：「民間金融、VC 等から出融資の申出があった」と回答いただいた方、
結果はいかがでしたでしょうか。
設問 3：公的資金支援を受けられた方へお尋ねします。支援内容はいかがでした
か。
設問 4：メンター伴走支援を受けられた方へお尋ねします。支援はいかがでした
か。
設問 5：規制緩和等の支援を希望された方へお尋ねします。支援や対応はいかが
でしたか。（自由記述）
設問 6：IoT 推進ラボでファイナリストに選出されたことが、貴社プロジェクト
の広報・PR に効果がありましたか。（自由記述）
設問 7：IoT 推進ラボでは、以下の内容の広報支援を行ってまいりました。PR
効果があったと思われるものを選んでください。（複数選択可能）
設問 8：IoT 推進ラボの支援に限らず、受けたい広報支援を選んでください。
（複
数選択可能）
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2.2.1 伴走支援
2019 年度 2 月に実施した第 6 回 IoT Lab Selection ファイナリスト 5 社のう
ち、メンター伴走支援の希望のあった３社について支援を実施した。
主な支援内容は以下のとおりである。
・介護医療をターゲット市場としている事業者への営業戦略の助言や事業計画
を理解しやすい資金調達先などについて具体的な助言を実施。
・アパレル業界や百貨店などの流通業界の商習慣や考え方など事業戦略を検討
する上で必要な情報を提供・助言を実施。
・目指すビジネスに対する各市場ニーズの洗い出しを通じ、市場ごとに響くプ
レゼンについてレクチャーした。
・資金調達につながる事業計画策定への助言を実施。

2.2.1.2 過去５回におけるメンター伴走支援の満足度について
Selection ファイナリストのメンター伴走支援に対するニーズは以下のとお
りであった。
図表 14 ファイナリストのメンター伴走支援への希望の有無
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メンターによる伴走支援は、他の支援（資金、規制緩和）とは違い、企業ス
テージによって希望に差がある。企業の早い段階（シード、アーリー）におい
ては、従業者数も少なく経営者も経験が不足しているため、分野を問わずメン
ターの助言が必要とされると考えられる。
過去 3 年間のファイナリストのメンター伴走支援も振り返ると、事業者が期
待する助言について整理すると、多い順で以下のようになる。
・市場の拡大、進出など営業戦略（6 社）
・事業計画の策定について（5 社）
・特許取得や知財戦略（4 社）
・海外進出（2 社）
・AI など先進技術の検証等（1 社）
支援の満足度は、以下の通りである。
図表 15 メンター伴走支援を受けたファイナリストの満足度

約半数が満足であったとの回答だが、各事業年度内で終了するため支援期間
が短いという指摘も 2 割弱あった。メンターと事業者のマッチングに時間を要
し、結果として伴走期間が短くなってしまうことも多く、また知財戦略などテ
ーマによっては事業者の目指すサービスや製品を理解することに時間を要し、
製品開発の進捗による部分もあるため、期間内でタイトな実施になってしまう
場合もあった。また、支援期間を終えた後も継続して、メンターと直接パート
ナー関係の維持を希望するファイナリストも多く、実際に複数の案件で、支援
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期間の終了後も関係性が継続している。
また「希望する助言テーマとメンターがあっていない」や「結果として有用
な助言が得られなかった」という回答は各 1 社からあった。いずれも新しい分
野のサービスや新たな市場開拓であったためメンターも助言がしにくかったの
ではないかと思われる。
2.2.1.3 アンケートについて
アンケートに寄せられた意見は以下のようなものがあった。
目指す市場の経営コンサルタントにつなげてもらったことで営業に役立ったと
の声や、関連する業界の人脈をつないでもらえた、顧客企業の狙い方や攻める
場所をアドバイスいただいた、などターゲット市場の情報や人脈を得られたと
の声があった。また、ミーティングを定期的に持つことでペースメーカーの役
割になったり、やるべきことの優先順位建てに貢献したとの声もあった。
また、特に VC 出身や所属のメンターが伴走支援を行ったところでは、事業開
発、業界研究の進め方、事業計画の立て方・見直し、営業戦略などについて強
力なサポートが得られたとの声があった。また、非 IT 企業から IoT サービス開
発に取り組む企業からは SIM やネットワークなど技術的な観点からの伴走支援
が有益だったとのコメントもあった。また、伴走支援によって、サービス開発
のスピードやサービス品質の改善に大きく寄与したとの声があった。
一部、メンターのマッチングがうまくいかなかったケースもあるが、専門家
からのアドバイスで事業が具体的に進むようになったなどの成果を実感した事
業者が多かった。
2.2.1.4

まとめ

アンケートにもあるようにメンター伴走支援を受けた多くの企業は、有意義
であったと感じている。自社で抱えている課題を解決に至らないまでも外部の
人間から助言を受けることで事業を一歩前に進めることができた。
特に企業連携、市場開拓、事業計画の策定などはメンター自身の経験と知見
で多くの有効な助言を受けられやすかった。
一方、特許など知財戦略等については、メンターを弁護士、弁理士へお願い
することになるが、どうしても技術的な理解をする必要があるため、相談者か
らの自社のＩｏＴ製品の技術的な説明終始してしまったり、まだ開発前や開発
中であったりし、限られた支援期間では解決まで至らないケースもあった。
また、技術的な助言については、事業者が構築する先進的な AI に係る相談に
ついて国内に知見を持つ方が少なく、研究者のメンターの調整に時間を要した
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が、伴走支援を通じて産学の協働の可能性が見え、関係性が継続している。
今回の Selection の特徴の 1 つは、農業市場、介護・医療分野、育児保育な
ど今まで IT 技術の導入あまり進んでいなかった、リアル空間を基本とする市場
への提案が多くなされたことだ。社会的な課題となっている労働力不足、少子
高齢化などの課題解決も資するような IoT のソリューションが提案されており、
それらの社会実装を後押しできる伴走支援は有効だと言えるだろう。実際に市
場や現場の知見を有するメンターからは有用な助言が得られている。
2.2.1.5 考察
メンター伴走支援は、事業者とメンターのマッチングが成否を大きく決定づ
けるといっても過言ではない。メンターとのマッチングを行う際には、事業者
の要望を伝えるだけではなく、経営状況や経営者の考え方などを正確にメンタ
ーへ伝えることが重要だ。なお、伴走支援の期間が限られているので（長くて
も 1 年間）、マッチングを齟齬なく、早期に実施できることが望ましい。
事業者が望む伴走支援は、市場開拓などマーケティングに関するものが多い。
スタートアップや新規プロジェクトの立ち上げの場合、起業直後は経営者や中
心となる人物が一人で何役もこなさなくてはならないが、IoT や AI など新しい
技術のビジネスでは技術出身の経営者が多く、どうしても開発に偏った工数配
分になってしまい、市場調査やマーケティング戦略などは後回しにされやすい。
その結果、サービス開始時に、十分市場調査できないことが障壁となり、最悪
経営が行き詰まってしまうこともある。
メンター伴走支援では、最初に「御社の製品またはサービスが何故市場に受
け入れられるのかと思うのか。」と確認する展開が多いが、それに対してメンタ
ーを十分納得させる説明ができる事業者は少なかった。支援期間を通して一貫
して確認されるうちに、次第に事業者も自社製品またはサービスを客観的に見
つめなおすようになり課題や新たな可能性を見出し成長していく。
また、事業者が知見のない業界に参入する場合、市場における人脈づくりか
ら始めなくてはならない。経営者自身があまり対外的な交渉に慣れていないこ
ともあり、市場で名の通ったメンターが人脈形成の仲介をしてくれることは非
常に有効だ。
革新的プロジェクトの提案は、高齢化や人手不足が進む農業、介護医療、保
育など IT 技術が入り込んでいない市場や、シェアリングなど新しいビジネスモ
デルなど多岐に及んでいる。一方で、業界やターゲット層によっては、顧客へ
まずスマホや PC 操作の手順説明からはじめなければならないこともあり、導入
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までに時間と手間がかかるといった、一般の企業を対象とする場合とは違う課
題を持っている。今回のメンターは、全般的な IT 系の起業支援（VC、経営コン
サルタント、弁護士、弁理士などによるもの）の知見のある方によるメンタリ
ングが多かったが、IoT プロジェクトの新しい市場開拓のニーズに応えるために
は、その市場の状況をよく知る有識者をはじめ、幅広い層から支援協力者を募
ることが必要だ。
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2.2.2 普及啓発手法
これまでのＩｏＴ推進ラボの取組（ＩｏＴ Ｌａｂ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ、ＩｏＴ Ｌａｂ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ、Ｉｏ
Ｔ Ｌａｂ Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ、Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ、データ分析コンテスト、ＩｏＴ支援委
員会、ＩｏＴ推進ラボ合同イベント等）で得られた成果を網羅的に整理した上で、効果的
な普及啓発手法について検証を行った。
また、普及啓発に当たって、ＩｏＴ推進ラボのウェブサイトと同等のホームページを維
持・管理・活用、ＩｏＴ推進ラボの取組で得られた成果を網羅的に整理した冊子（紙・電
子媒体）を作成し、情報提供方法について検討を行った。さらに、２０１９年１０月に開
催されたアジア最大級の規模を誇るＩＴ技術とエレクトロニクス国際展示会であるＣＥＡ
ＴＥＣ ２０１９において事業成果をＰＲした。
＜本年度実施内容＞
(a)IoT 推進ラボウェブサイト維持・管理・活用
IoT 推進ラボは発足以来、IoT ビジネス推進のため、様々な支援を行ってきた。一方
で、その内容を IoT 推進ラボ会員のみならず、広く一般にも発信するため、IoT 推進ラ
ボホームページを運営し、IoT 推進ラボ関連イベント情報等の情報発信を行ってきた。
本年では、IoT 推進ラボの体制・実施内容変更に伴う効果的な運用の検討・実施、
ホームページの仕様の変更(アーカイブ化)を実施した。
ⅰ. 効果的な運用の検討・実施
これまで IoT 推進ラボホームページでは、IoT 推進ラボが行う各支援について、その
詳細を項目ごとにページを作成・掲載し、情報発信を行ってきた。本年度より活動内
容を変更することに伴い、不必要な情報(IoT 推進ラボとして今後実施しない支援内容
等)を掲載しないこととし、より効果的にホームページの運用を行った。
昨年度までの IoT 推進ラボホームページからの情報発信内容は以下の通り。
図表 16 IoT 推進ラボホームページからの情報発信(2018 年度)
・IoT 推進ラボとは（IoT 推進ラボの活動概要、問い合わせ先等）
・支援委員会（支援委員名簿、支援委員会開催実績）
・企業連携・案件組成（IoT Lab Connection、Big Data Analysis Contest）
・資金・規制支援（IoT Lab Selection、紹介映像、支援内容、支援対象、参画
支援機関、申請手続き、審査基準、問い合わせ先等）
・テストベッド実証事業（IoT Lab Demonstration、フィージビリティスタディ
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調査、テストベッド実証、その他 IoT 関連予算公募情報について）
・民間イベント連携（HR Solution-Contest）
・入会案内
・総会員数（会員企業・団体一覧）
・活動実績（IoT 推進ラボが過去に開催したイベント情報）
・過去のトピックス一覧（ホームページ改修前のトピックス一覧）
・地方版 IoT 推進ラボ（地方版 IoT 推進ラボポータルサイトへのリンク）

図表 17

IoT 推進ラボ会員専用ページからの情報発信(2018 年度)

・企業連携・案件組成（「企業連携・案件組成イベント IoT Lab Connection（Solutin
Matching）」参加応募ページ、関連資料公開ページ）
・資金・規制支援（過去開催の「先進的 IoT プロジェクト選考会議 IoT Lab
Selection」へ応募した方の応募資料を会員向けに公開）
・GLOBAL CONNECTION（海外企業とのマッチングイベント「Global
Connection」への参加応募、関連資料・情報公開ページ）
・掲示板（経済産業省の係る IoT 関連プロジェクトの資料公開ページ）
今年度の、IoT 推進ラボホームページからの情報発信内容は、以下の通り。
図表 18

IoT 推進ラボホームページからの情報発信(2019 年度)

・IoT 推進ラボとは（IoT 推進ラボの活動概要、問い合わせ先等）
・地方版 IoT 推進ラボ（地方版 IoT 推進ラボポータルサイトへのリンク）
・2018 年度までの取組（2018 年までの体制、取組詳細（IoT 支援委員会、資
金・規制支援、企業連携・案件組成、テストベッド実証、民間イベント連
携、活動実績、IoT 推進ラボ会員リスト））
・「IoT 推進ラボの今後の活動について」報告ぺージ
特定の支援の終了に伴い、IoT 推進ラボの会員機能を廃止したため、昨年度まで
保持していた IoT 推進ラボ会員専用ページは閉鎖し、また、上記のように IoT 推進ラ
ボホームページへの掲載内容を簡素化することに伴い、ホームページのデザインも変
更した。
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図表 19

IoT 推進ラボホームページ

デザイン変更前

トップページ
デザイン変更後

上図のように、変更前はホームページ内左へ支援内容についての詳細項目があっ
たが、変更後は「2018 年度までの取組」とまとめ、さらに画面上部および中央に掲載し
ていた記事(IoT 推進ラボホームページの更新内容)の掲載をとりやめた(更新が頻繁
ではなくなったため)。
デザイン変更後、最上部へは「IoT 推進ラボの今後の活動について」を掲載し、ペ
ージ訪問者へ取り組み内容の変更を通知した。また、後述する「IoT 推進ラボ報告冊
子」の完成後、2019 年 10 月からは、「IoT 推進ラボ報告冊子」ファイル（PDF）へのリ
ンクを掲載し、2018 年度までの IoT 推進ラボの活動内容について整理・報告を行っ
た。
また、英語版ページでも同様の修正を行い、各支援内容の記載を削除、活動の変
更を記載するとともに、「地方版 IoT 推進ラボホームページ」へのリンク、2018 年度ま
での、英語圏を対象とした IoT 推進ラボの取り組み内容についての記載のみとした。
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図表 20 IoT 推進ラボホームページ（英語版）

ⅱ. 仕様の変更（アーカイブ化）
IoT 推進ラボホームページの本事業期間終了時の閉鎖を受け、IoT 推進ラボ事務局
である IPA が運営する、地方版 IoT 推進ラボのホームページ上から、2019 年 4 月以
前の IoT 推進ラボの活動についても紹介するよう、必要な情報を整理し、2020 年 1 月
に公開した。
図表 21 地方版 IoT 推進ラボホームページ中に移行したコンテンツ
・
・
・

IoT 推進ラボ活動報告冊子『IoT Acceleration Mag』
IoT 推進ラボ旧会員リスト（2019 年 4 月 18 日時点）
IoT 支援委員会・会議開催実績（配布資料（和）、配布資料（英）、議事要旨）
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(b)IoT 推進ラボ成果報告冊子・電子媒体の作成
これまでの IoT 推進ラボの取組(IoT Lab Selection、IoT Lab Connection、IoT
Lab Demonstration、ビッグデータ分析コンテスト、地方版 IoT 推進ラボ、IoT 推進ラ
ボ合同イベント等)で得られた成果をとりまとめた冊子を作成した。冊子は紙媒体・電子
媒体共に作成・公開し、また、読者を IoT・ビッグデータ・AI に取り組んでいる事業者と
想定し、レイアウト・デザインも工夫をし、作成した。
各取組みの成果をより効果的に読者へ伝えるため、関係者へのヒアリングによる記
事コンテンツの作成や IoT 推進ラボ合同イベント内にて実施した有識者によるパネル
ディスカッションの記事化などを実施。また、想定読者へより効果的な情報を伝えるた
め、経済産業省等が実施する IoT 関連の取組みも合わせて掲載した。
掲載内容は、以下の通り。
図表 22

IoT 推進ラボ報告冊子掲載内容一覧

・IoT 推進ラボについて(各取組みの概要)
・IoT Lab Selection
―グランプリ受賞企業インタビュー(株式会社 Liquid、ユニファ株式会社、
Coaido 株式会社、株式会社 O：、株式会社 BONX、株式会社ヒナタデ
ザイン)
―準グランプリ、審査員特別賞一覧
―地域活性化賞、イントラプレナー賞について
・IoT Lab Connection
―協業成立案件の紹介(三井住友海上火災保険株式会社×Arithmer 株式会
社、凸版印刷株式会社×ホシデン株式会社、新潟工科大学×株式会社、
NTT ドコモ)
―Global Connection について
・その他の取組
―ビッグデータ分析コンテストについて
―地方版 IoT 推進ラボについて(事例紹介：北海道士幌町、長野県伊那市、
兵庫県神戸市、福岡県北九州市)
―IoT Lab Demonstration について
―IoT 推進ラボ合同イベントについて
・レポート
―パネルディスカッション「いま、日本に足りないものを正直に教えて
ください！」
―パネルディスカッション「地方から変わる生活」
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―DMM.make AKIBA×株式会社 JTB 対談
・コラム
―プロジェクト型「規制のサンドボックス」
―新事業特例制度
―グレーゾーン解消制度
―医療機器開発支援ネットワーク
―IoT・AI 利活用、企業連携等に関連するガイドライン・手引き(AI・デ
ータの利用に関する契約ガイドライン、カメラ画像利活用ガイドブッ
ク、IoT セキュリティガイドライン、事業会社と研究開発型ベンチャー
企業の連携のための手引き)
「IoT Lab Selection」の項では、計 6 社となったグランプリ受賞企業へ、事業の進捗
や、支援内容についてインタビューを実施し、Selection の内容を整理するとともに、グ
ランプリ受賞企業の PR を計った。
「IoT Lab Connection」項では、計 8 回行ったビジネスマッチングイベントから協業
に至った案件の紹介を行い、異業種が連携することにより、今までにはなかった可能
性を拡げることができることを可視化した。また、マッチングの必要性や意味を読者へ
伝えるため、総合型モノづくり施設「DMM.make AKIBA」にてコミュニティ・マネージ
ャーを務め、スタートアップコミュニティの活性化等へ取り組んでいる上村遥子氏と、
IoT Lab Connection にてスタートアップ企業と協業に至った経緯のある株式会社
JTB 高知尾昌行氏の対談を実施し、記事化。業種、業界、事業規模などを超えた連
携 が IoT で は 必 要 と な る の で は な い か 、 と い う 意 図 に て 実 施 し た 「 IoT Lab
Connection」の活動を、より読者へ伝えやすくした。
その他にも経済産業省の IoT 関連施策やガイドラインを掲載し、IoT 推進ラボの活
動報告書ではありつつ、IoT に取り組んでいる人、あるいは取り組もうとしている人にと
って有益な情報となるような内容を検討・掲載した。
また、IoT 推進ラボ関連企業・団体のみならず、広く IoT 関連企業へ渡るよう、電子
媒体・紙媒体にて作成をし、電子媒体は IoT 推進ラボホームページ上にて公開、紙媒
体は CEATEC 2019 を始めとした、IoT 関連イベント等での配布を行った。
(c)CEATEC 2019 イノベーショントークステージ 選定企業プレゼンテーション
第 5 回、第 6 回 IoT Lab Selection にてファイナリストへ選定した企業の普及啓発支
援の一環として、CEATEC 2019 内イノベーショントークステージにて、取り組みの紹
介(プレゼンテーション)を行った。また、地方版 IoT 推進ラボと連携し、選定地域の紹
介や選定証授与式も実施した。
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図表 23

登壇企業・地域一覧

日時

登壇企業・地域

10 月 15 日（火）

●北見市 IoT 推進ラボによる先進事例の紹介
・株式会社要
・株式会社アイエンター

10 月 16 日（水）

●第 5 回地方版 IoT 推進ラボ選定証授与式

10 月 17 日（木）

●IoT 推進ラボ 選定企業プレゼンテーション
・conect.plus 株式会社
・株式会社 Z-Works
・株式会社ハチたま

10 月 18 日（金）

●IoT 推進ラボ 選定企業プレゼンテーション
・株式会社光コム
・東日本電信電話株式会社
・株式会社ヒナタデザイン
図表 24

CEATEC2019 イベントの様子

＜効果的な普及啓発手法について検証＞
IoT 推進ラボでは、2015 年 10 月の発足以来、ホームページやメールマガジンでの
情報公開・共有を始め、複数の普及啓発手法をとり、取り組んできた。3 年間で行った
普及啓発の手法をまとめ、今後の効果的な普及啓発手法について検証を行った。
これまで行ってきた普及啓発方法は以下の通り。
●これまでの活動の整理
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・IoT 推進ラボホームページ
前述の通り、発足以来、IoT 推進ラボでは IoT 推進ラボホームページを設置し、IoT
推進ラボの実施する支援（企業連携支援、資金・規制緩和支援等）の情報を定期的に
アップすると共に、イベントを行う際にはイベント情報の公開やイベント参加者の募集
等も行ってきた。
図表 25 IoT 推進ラボホームページ(発足当時)

また、IoT 推進ラボに関する情報を、定期的に発信していくうえで、会員・非会員に
関わらず、IoT 推進ラボがどのような活動をしているのか、どの情報を見れば良
いのかを一目でわかるようにし、IoT 推進ラボの活動、全容の把握をより容易に
し、非会員には会員登録の促進を、会員にはより IoT 推進ラボの活動を深く理
解いただけるよう改善を行った。
イベント等の報告へは写真を掲載し、雰囲気を伝えることを容易にし(下図右)、
また、トップページ上部へは、更新された記事内容(日付・タイトル・写真)を更
新と共にアップするような形とし(下図左)、どこが更新されたのか、何が更新さ
れたのかを、ホームページへ訪れた際に一目でわかりやすいデザインとした。
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図表 26 IoT 推進ラボホームページ(2017 年 10 月～)

さら に 、IoT 推 進ラ ボの 取 り組みの 1 つであるビジネス コンテス ト「IoT Lab
Selection」の仕組み・意義・内容等への理解をより容易にすることを目的の 1 つとして、
IoT Lab Selection にてグランプリを受賞した企業の将来像調査の一環として実施し
たインタビューを動画化。、動画を、最も目につきやすいトップページ上部に掲載し、
コンテスト及びグランプリ受賞企業の取り組みについての普及促進を図った。
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図表 27 IoT 推進ラボホームページ(2018 年 11 月～)

・その他 WEB メディアの利用
IoT 推進ラボの取り組みについての普及、IoT 推進ラボ関係企業の普及を目指し、
特に各種イベント(IoT Lab Connection、IoT Lab Selection、IoT 推進ラボ合同イベ
ント等)を行う際には、そのターゲット等を分析し、より効果的なメディアを選定したうえ
で、IoT 推進ラボホームページ以外のメディアも活用した情報発信・提供を行った。
◆IoTNEWS
IoT/AI を活用する事業者のための情報ポータル「IoTNEWS」へ、各種イベントの
募集開始やイベント後の報告などを PR 記事として掲載した。また、「第 2 回ビッグデー
タ分析コンテスト表彰式」「第 3 回 IoT Lab Selection」「第 5 回 IoT Lab Selection」
「IoT 推進ラボ合同イベント(2019 年 2 月 27 日開催)」では、受賞企業や登壇者情報、
プロジェクト情報なども取材によって記事化された。主に IoT/AI に取り組んでいる事
業者(非会員)への周知を図った。
◆FINDERS
「クリエイティブ×ビジネス」をテーマにしたウェブメディア「FINDERS」へ、IoT 推
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進ラボ合同イベント(2019 年 2 月 27 日開催)の PR 記事を掲載。先進的な企業を選定
する「第 6 回 IoT Lab Selection」ファイナリストのプロジェクト概要が、イベント当日の
最終プレゼン審査の発表から取材・記事化された。IoT/AI に取り組んでいないものの、
親和性の高いであろうクリエイティブ企業等へのリーチを図った。
◆Peatix
2018 年度に開催した 2 度の IoT 推進ラボ合同イベント(2018 年 9 月 18 日開催、
2019 年 2 月 27 日開催)にて、一般傍聴者募集の際に使用した。
イベント毎にタグ付けされ、さらに IoT 推進ラボホームページ以上に写真を始めとし
たビジュアル面での情報提供が容易に可能であることから、IoT 推進ラボ会員のみな
らず、IoT/AI 分野に興味のある非会員へのリーチを図った。また、イベントのテーマが
「スマートライフ」(9 月)、「2030 年の街づくり」(2 月)など、特定の事業分野に限ったテ
ーマではないことから、事業者に限らず、広く一般(学生等)から IoT・ビッグデータ・AI
を始めとしたテクノロジーに興味のある方々へのリーチを図った。
◆登竜門
大学生を始めとした、多くの人が閲覧する「コンテスト情報が得られる場」である「登
竜門」を、事業者に限らず広く一般から応募者を募った、第 4 回ビッグデータ分析コン
テスト参加者募集時に使用した。

・IoT 推進ラボメールマガジン
IoT 推進ラボでは、IoT・ビッグデータ・AI に関するイベント情報、公募情報、IoT
Lab Selection 関連企業、地方版 IoT 推進ラボ選定地域取り組み情報などを、定期
的に、IoT 推進ラボ会員へメールマガジンという形で配信を行った。
発足以来、計 265 通のメールマガジンを配信。2018 年度からは IoT 推進ラボ情報
以外のものへはタイトルに「【関連情報】」と明記し、区別を行った。また、
配信頻度が増えすぎないよう、情報の鮮度（公募締切等）に注意をしつつ、複
数の情報をまとめて配信することが可能な場合には、1 通のメールマガジンに複
数の情報を掲載し配信した。さらに、配信曜日を決め、可能な限り配信曜日に
メールマガジン配信とし、週に 1 通の配信とするよう心掛けた。

・IoT 推進ラボ以外のメールマガジンの活用
IoT 推進ラボ合同イベントや IoT Lab Connection での後援企業・団体等にご協力
いただき、IoT 推進ラボ関連のイベント情報や公募情報等を、他企業・団体のメールマ
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ガジンでも配信を行った。第 6 回 IoT Lab Connection の後援であったインフラメンテ
ナンス国民会議や特定非営利法人映像産業振興機構など、多様なコミュニティへの
情報発信を行い、多様な層への情報のリーチを図った。

・映像制作および投影
2017 年度事業では、前述のように将来像調査の一環で、第 1 回～第 4 回 IoT Lab
Selection グランプリ受賞企業へのインタビュー行い、IoT Lab Selection での支援内
容や、受賞後の事業進捗等をヒアリングするとともに、その様子を撮影し、映像を制作
した。
その映像は、IoT 推進ラボホームページへ掲載するとともに、国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開発機構内や、各種 IoT 推進ラボ関連イベント開催時など、
様々な機会に投影を行い、第 1 回～第 4 回 IoT Lab Selection グランプリ受賞企業
および IoT Lab Selection の認知度・理解の向上を図った。

・冊子作成および配布
前述のように、IoT 推進ラボの活動をとりまとめた冊子を作成。冊子では計 6 回実施
し た IoT Lab Selection の グラ ンプ リ 受賞 企業への イ ンタ ビュ ー や、IoT Lab
Connection より協業に至った事例の紹介等を行い、紙媒体は CEATEC 2019 を始
めとした IoT 関連イベントで配布、電子媒体は IoT 推進ラボホームページにて公開し、
IoT・ビッグデータ・AI に取り組む方々へ、IoT 推進ラボ関連企業や IoT 推進ラボの取
り組みについての普及啓発を行った。

・IoT 推進ラボ合同イベントブース展示
IoT 推進ラボが年に 2～3 回程度実施した「IoT 推進ラボ合同イベント」にて、ブース
展示の機会を提供した。主に地方版 IoT 推進ラボ選定地域にブースを出展していた
だき、各地域・企業の取り組みを、イベント来場者へ展示。自治体の取り組み等の普
及啓発を図ると同時に、企業と自治体との連携も図った。

・IoT 推進ラボ合同イベントステージ登壇・情報発信
IoT 推進ラボが年に 2～3 回程度実施した「IoT 推進ラボ合同イベント」にて、一般来
場者(IoT 推進ラボ会員のみならず、その他多くの IoT・AI・ビッグデータへ興味・関心
のある来場者。1 回のイベントで 500～800 名程度が来場)へ向けてプレゼンテーショ
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ン を 行 う 機 会 を 提 供 し た 。 特 に 、 各 回 の テ ー マ に 沿 っ た 会 員 企 業 や IoT Lab
Selection ファイナリスト等がステージへ登壇し、来場者へ事業等の説明などを行うこと
で、登壇企業の普及、IoT 推進ラボの取り組みについての普及を図った。
また、ビッグデータ利活用事例の創出や優秀なデータサイエンティストの発掘・育成
およびデータ提供企業とのマッチングを目的に開催した、ビッグデータ分析コンテスト
は、オンライン上でデータ分析の精度やアイデアを競うコンテストではあったが、授賞
式は、IoT 推進ラボ合同イベントにて実施した。
授賞式を行う際には、あわせて、協賛企業より課題内容や提供データ等の詳細を、
受賞者より分析結果の概要をプレゼンテーションいただいた。多く来場者がいる場所
でお話しいただくことによって、大企業の持っているビッグデータが価値を持ちうるとい
うこと、さらに、データ分析の重要性を広く知ってもらうことを図った。
さらに、ステージプログラムでは有識者等へも登壇いただき、基調講演やパネルディ
スカッションの形式で、IoT・AI・ビッグデータのビジネスにおける知見・課題等を一般
来場者へ共有、情報発信いただいた。

・CEATEC ブース展示・ステージ登壇
IoT 推進ラボ会員や IoT 推進ラボ関連イベントへの来場者のみならず、IoT ビジネス
へ取り組む多くの方へ IoT 推進ラボ関連企業(IoT Lab Selection ファイナリスト等)の
普及啓発を行うべく、CEATEC にて IoT 推進ラボ関連企業によるブース展示や、
CEATEC 内オープンステージにてプレゼンテーションを行った。
2016 年度には 5 社がブース展示を実施。また、2017 年度には 5 社、2018 年度に
は 6 社、2019 年度は 8 社がオープンステージへ登壇し、プロジェクトの概要・進捗に
ついてのプレゼンテーションを行った。

・Interop ステージ登壇
前述の CEATEC のみならず、2017 年には Interop 2017 にて、第 3 回までの IoT
Lab Selection にてファイナリストへ選出された企業によるプレゼンテーションを、会場
内オープンステージで実施した。オープンの場で、先進的な IoT プロジェクトに関する
プレゼンテーションを行うことにより、IoT に関する興味関心の高い Interop 2017 来場
者へ向けて、IoT 推進ラボ及び IoT 推進ラボ関連の取組みについての普及を図った。
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・その他
その他にも、イベントや公募開始時に合わせ、他社主催イベントでチラシ配布を行う
等、IoT 推進ラボの取り組みや IoT 推進ラボ関連企業について、積極的に情報発信を
行い、普及啓発を図ってきた。
また、IoT 推進ラボ合同イベント登壇者(基調講演、パネルディスカッション等)の
SNS(Twitter、Facebook 等)からもイベントについての情報を発信いただくことによっ
て、IoT に取り組んではいるものの、今まで IoT 推進ラボと関わりのなかった、あるいは
IoT 推進ラボを知らなかった層へアプローチをすることが可能となった。
発足以来、上記のようないくつかの普及啓発手法を、時期や状況を鑑みつつ、実施
してきた。2019 年 3 月末までの上記の活動および IoT Lab Selection ファイナリスト
へのヒアリング等を通じ、特に IoT・ビッグデータ・AI に取り組む団体やスタートアップ
企業においての効果的な普及啓発方法についての検証を行った。

●効果的な普及啓発方法の検証

・WEB の活用について
発足以来、IoT 推進ラボホームページについては、より情報発信を容易にするため
のレイアウト変更を幾度か実施したものの、継続的に運用を行ってきた。
図 IoT 推進ラボホームページ(TOP ページ) 訪問者推移

訪問者数は発足時(2015 年～2016 年上半期)をピークに少しずつ減少傾向となっ
ている。一方で、イベント参加の応募開始時毎に訪問者数が増えるのは変わらず、ま
た、2018 年 3 月イベントの応募開始時(2017 年 12 月)までは、一定の訪問者数を記
録した。
2018 年イベントからは Peatix を利用してイベント参加者の募集、イベント詳細を公
開したことから、IoT 推進ラボホームページ訪問者数の、最大数は減少した。一方で、
Peatix などから IoT 推進ラボホームページを訪れる人もおり、毎月 3000 以上の訪問
者数を記録したことから、概要を調べてもらううえで、ある一定以上の普及効果は、本
ホームページにはあったと言える。
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Peatix へは Twitter や Facebook など、SNS からの流入が多く見られ、それまので
IoT 推進ラボへ参加していなかった、IoT 推進ラボを知らなかった人等の参加があっ
たことがわかる(IoT 推進ラボでは SNS との連携、SNS での情報発信を行わなかった
ため)。さらに、Peatix 内での検索機能(イベント毎に付与されるイベント分類タグによ
る検索)で IoT 推進ラボページへたどり着いた人もいることから、それまでの IoT 推進ラ
ボがリーチできなかった層へアプローチすることができた。
このように、Peatix 等の広報活動を行った 2018 年 9 月（「スマートライフ」）、2019 年
2 月（「2030 年の街づくり」）の IoT 推進ラボ合同イベントでは、イベントテーマも相まっ
て、IoT 推進ラボ会員以外からの参加申込も多くみられた。「IoT」や「スマートライフ」、
「街づくり」といった、特定の事業分野に限らない包括的なテーマであるものは、広く参
加の門戸を開く(イベント参加者募集サービスなどを使用する)ことで、より強力な普及
促進効果を得ることができるだろう。
ホームページやイベント、IoT 推進ラボそのものに、より強力な普及促進効果を持た
せることができれば、それだけ IoT Lab Selection 等がより多くの目に触れることになり、
IoT Lab Selection ファイナリスト企業の普及広報支援などへも、より大きな効果を持
たせることができるようになるだろう。そういった意味でも、スタートアップ企業の普及広
報支援などを行っていく組織・団体においては、その組織・団体そのものも高い知名
度を得ること、維持することが必要になってくる。その意味で、全世界へ公開のできる
ホームページは、そのアクセスが、誰から(事務局、イベント参加者、支援企業等)も、ど
こからも(内外場所問わず)容易にできることもあり、必要不可欠な要素の 1 つであると
言えるだろう。
一方、同時に、ただ作るのみならず、デザインやアクセス性など、多くの人の目に触
れることを前提に作る必要もあるだろう。その見た目等が、掲載されている支援企業の
ブランドにも直結することになるからである。WEB 上での活動、普及広報等がファース
トコンタクトになる可能性が高い以上、例えば「IoT 推進ラボ=ホームページの印象」に
て印象を抱かれる可能性が高く、さらには「IoT 推進ラボ=ホームページの印象=IoT
推進ラボが支援している企業の印象」に紐づく可能性も、否定はできない。そのような
可能性(自団体の活動が他社へ影響を与えうる可能性)を鑑みた時に、アクセスの容
易性、視認性を始めとしたデザイン等は、十分に考慮していく必要があるだろう。

・普及広報支援について
＜普及広報の場の提供＞
IoT 推進ラボの活動にて支援を行ってきた企業へは、その一環として、前述のように、
イベントでの登壇やブース出展をはじめとした広報の機会を提供、広報面での支援も
行ってきた。
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過去の活動で普及広報支援を行った IoT Lab Selection 受賞企業へのアンケート
から見る、普及広報支援に対する満足度は、以下の通りである。
図表 28 IoT 推進ラボでファイナリストに選出されたことが、プロジェクトの広報・PR
に効果があったか

上図のように、IoT 推進ラボによる、IoT Lab Selection 受賞企業への普及広報支援
に関する満足度は、非常に高い満足度となった(「効果的だった」回答：80％)。
スタートアップを始めとした中小企業に関しては、人的・資金的なリソースから、普及・
広報といった観点が、開発といったものよりも後手にまわることが多い。その中で、IoT
推進ラボでは特に「機会の提供」といった形で支援を行ってきたことが、高い満足度を
得る結果へつながったと言える。上図からもわかるとおり、イベントへの登壇やイベント
へのブース出展などは、各企業への「機会の提供」の最たるところであろう。
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図表 29 受けたい広報支援について

上図のように、IoT Lab Selection ファイナリストへのアンケートによると(「受けたい広
報支援」)、最も受けたい支援は「政府系イベントでのプレゼン登壇」、次いで「Web ペ
ージでの広報」「大規模展示会でのプレゼン登壇」であり、登壇という情報提供の機会
を求められていることがわかる。表に出る機会、人目に触れる機会、特にスタートアッ
プをはじめとした、人的・資金的に限界のある企業へは、そういった機会提供が最も効
果的であり、特にそうした企業を支援していく団体・機関などは、一層の機会提供に励
む必要がある。
＜IoT 推進ラボの特徴を活かした普及＞
3 年間、IoT Lab Selection 受賞企業などからは受賞により信頼度が増し、ステーク
ホルダーからの信頼を得やすくなったとの声がよく聞かれた。IoT 推進ラボのイベント
(合同イベントや IoT Lab Selection 等)は、共催として経済産業省や国立研究開発法
人新エネルギー・産業技術総合開発機構等が、また後援としても様々な省庁を始めと
した公的機関、企業が参画している。また、IoT 支援委員を始めとした IoT Lab
Selection 審査員の方々は、IoT に限らずビジネス界で、第一線で活躍されている
方々にご参加いただいた。そういった方々の審査を経て優秀である認められた企業で
あるということは、例えばスタートアップが大企業やステークホルダーと話をする際など
に、一定の信頼感を担保するものとなりえた。官民が連携し、企業のみならず官公庁
からも、また様々な企業の方々からもご協力いただけたことは他に見ない運営体系で
あり、IoT 推進ラボというものの一定以上のブランドとして機能したと言える。多くの支
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援企業からこのような点への評価が聞こえ、IoT 推進ラボのような官民合同での支援に
おいては、特にこういった点への考慮・設計が必要と言えるだろう。
「IoT Lab Selection」を始めとした IoT 推進ラボのイベントは、IoT 推進ラボ会員で
あること、IoT・AI・ビッグデータに関するプロジェクトを行っていること以外の参加条件
を設けなかった。また、IoT Lab Selection においては、事業規模も条件になかった。
そのため、参加・応募いただいた事業の規模・分野が様々であったが、特にスタートア
ップや大企業の中での新規プロジェクト(イントラプレナー)などは、事業発展、事業の
後押しのために、特に官民が連携した場で、賞を獲得したということは、良い意味での
「お墨付き」として、一定以上の効果があったと言える。そのため、「既存事業外への進
出を目指すプロジェクト」や「企業内起業の企業」、さらには「設立間もないスタートアッ
プ」など、多様な参加企業が見られ、多様なプロジェクトがファイナリストとして支援対
象となった。IoT 推進ラボという名前が、ひいては経済産業省や NEDO、様々な民間
企業を始め、多様なプレイヤーとの連携が結果として IoT 推進ラボの「ブランド」として
認識され、特に IoT Lab Selection 受賞プロジェクトの信頼を高めることにつながり、
非常に好評を得た形となった。
一方で、これらの支援の際には、やはり前述のように、その機関・団体等そのものの
知名度も不可欠である。例えば、IoT Lab Selection 受賞企業ならば「IoT 推進ラボ主
催 IoT Lab Selection グランプリ受賞」のような形で PR をすることになるだろうが、そ
の際、「IoT 推進ラボ」や「IoT Lab Selection」といった名称を認知していない人にとっ
ては、その PR・普及広報といった効果が発揮されないためである。支援企業をはじめ
とした、IoT 推進ラボによる普及広報支援を行った企業へ、より大きな普及広報効果を
得てもらうために、IoT 推進ラボでは、特に IoT 推進ラボ合同イベントをはじめとした各
種イベントへの来場を促進し、その活動・実態を知ってもらえるよう、新規来場者等へ
のアプローチを行ってきた。「IoT 推進ラボ」という名前を知っている人が増えることで、
IoT 推進ラボのイベントでの登壇者・企業・選定企業がより一層、信頼度を得ることが
できることを目指した。
普及広報支援について高い満足度が得られたのは、そういったものが一定以上機
能したと言えるだろうが、一方で、前述のように WEB 閲覧者が伸び悩んだことなどを
踏まえると、その普及広報については、最大限のものを提供できなかったとも言える。
WEB を始めとした様々なコンテンツ・媒体を活かしつつ、その団体そのものの知名度
を上げることへ尽力しつつ、スタートアップをはじめとした関連企業が望む機会提供な
どを同時に行うことが、支援として、より高い普及広報効果を生むことができると言える
だろう。

・情報提供について
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IoT 推進ラボでは普及広報の一環として、主に、イベントとメールマガジンという形で、
IoT に関する「情報提供」を行ってきた。
＜メールマガジンでの情報提供＞
メールマガジンは前述のように、3 年間で 265 通を会員向けに配信した。全 265 通
のメールマガジンでは、IoT 推進ラボ関連イベント情報、IoT に関する公募情報(経済
産業省等)、IoT に関するイベント情報(IoT 推進ラボ関連ではないもの)、地方版 IoT
推進ラボ関連情報等、IoT に関連する多くの情報を配信してきた。IoT 推進ラボの上
位組織である IoT 推進コンソーシアムが行ったアンケートによると、「情報提供」を求め
て会員となった企業が多く存在していることからも、その会員向け情報提供の方法とし
て、メールマガジンというのは一定の期待・効果が得られたと言える。
一方で、特に IoT 推進ラボのメールマガジンでは、情報の粒度に対してのばらつき
があったことは否めない。例えば IoT 推進ラボ関連のイベント情報等に関しては情報
配信の頻度が高かった。また、公募情報等では、十分な余裕をもっての配信ができな
かった場合もある。さらに、IoT 推進ラボのメールマガジンではあるものの、IoT 推進ラ
ボ関連企業(IoT Lab Selection 受賞企業、IoT Lab Connection での協業成立企
業)の活動に関しての情報配信は少なかった。3000 を超える会員へメールマガジンを
継続的に発信していたため、例えば IoT Lab Selection 選定企業と連携をし、プレスリ
リース情報を始めとした活動状況等を配信することができると、選定企業側にとっては
大きな普及広報支援となった可能性がある。また、受け取り手にとっても、有意義な
IoT 情報となった可能性もある。
メールマガジンは、それを受け取っている人へはダイレクトに情報を届けることので
きる媒体であり、特に IoT など、発展途上にあるジャンルにとっては、その意味を理解
してもらうといった点でも、意義の大きな情報発信の手法と言える。一方で、会員が求
めている情報の粒度を正確に把握し、そのニーズに応えなければ、IoT 推進ラボの印
象や、IoT 推進ラボ関連企業の印象も、情報がダイレクトに届いてしまうからこそ、悪い
印象を与えかねない。IoT 推進ラボでは、会員企業へメールマガジンの「内容」に関す
るヒアリング等は行うことが無かったが、メールマガジンの情報の粒度、そのニーズに
ついても、正確に把握していく必要があろう。ニーズに応えるための情報を届けること
ができれば、一定のブランド力を保つことができるはずである。
また、情報がダイレクトに届くため、その頻度については十分に考慮する必要がある。
IoT 推進ラボでは発足から 2017 年度末までは不定期に配信を行ってきた。また、1 情
報につき 1 通で配信を行ってきた。「頻度が多い」との声が会員企業からイベント時等
に多数聞かれ、2018 年度からは情報を数案件まとめて 1 通に記載するという形で、頻
度を原則週 1 通程度とした。情報を届けるためのメールマガジンを、邪魔なものとして
認識されては元も子もなく、情報を発信する側においては明確なルールのもと、会員
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企業の求める情報、求める頻度に考慮しつつ、情報発信を行っていく必要があろう。
＜イベントでの情報発信＞
IoT 推進ラボ合同イベントでは前述のように、IoT Lab Selection ファイナリストやビッ
グデータ分析コンテスト受賞者、各回イベントテーマに沿った企業が登壇をし、事業内
容等を発信することで、その企業の認知度、さらには IoT 推進ラボの取り組みの意義
について発信を行った。
IoT 推進ラボホームページ上にも、IoT Lab Selection ファイナリスト等の事業概要
等は掲載するものの、読むだけでは伝わらない細かな点を実際にプレゼンテーション
いただくことで、解決しようと試みた。
IoT 推進ラボでは、イベントプログラムの構成にもよるものの、企業がプレゼンテーシ
ョンを行った後、傍聴者(一般来場者)と名刺交換を行う時間を確保した回もあった。そ
の際には、会場内に長蛇の列ができ、また、細かな質問等をその場で(対面で)行って
おり、データでの資料公開では得られない効果(マッチング等)が得られたのではなか
ろうか。
また、有識者等に登壇いただき、講演やパネルディスカッションを実施することで、実
施時点での IoT の課題、テーマに対する IoT への期待等を共有いただく機会を設け
た。計 4 回実施したパネルディスカッションと、計 2 回実施した基調講演での登壇者は
以下の通り。
図表 30 IoT 推進ラボ合同イベント 基調講演・パネルディスカッション登壇者一覧
2018 年 3 月 13 日
テーマ：エンターテインメント、
セキュリティ、AI

2018 年 9 月 18 日
テーマ：スマートライフ

(所属・役職は当時)(順不同)
パネルディスカッション
「いま、日本に足りないものを正直に教えてください！」
タレント
池澤 あやか
株式会社 Cerevo 代表取締役
岩佐 琢磨
株式会社アールジーン 代表取締役
小泉 耕二
株式会社 HEART CATCH
西村 真里子
代表取締役/プロデューサー
慶應義塾大学大学院
夏野 剛
政策・メディア研究科 特別招聘教授
基調講演
ヤフー株式会社
後藤 真理絵
クリエイターエバンジェリスト
LINE 株式会社 Developer Relations
砂金 信一郎
Team マネージャー プラットフォームエバ
ンジェリスト
パネルディスカッション
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2019 年 2 月 27 日
テーマ：2030 年の街づくり

「生活に寄り添ってスマートライフを考える」
タレント
池澤 あやか
合同会社 DMM.com 亀チョク本部 .make 上村 遥子
事業部 DMM.make AKIBA コミュニテ
ィ・マネージャー
マイクロソフト エンジニア
千代田 まどか
株式会社 tsumug 代表取締役
牧田 恵里
株式会社タスカジ 代表取締役社長
和田 幸子
パネルディスカッション
「地方から変わる生活」
一般社団法人シェアリングエコノミー協会
石山 アンジュ
事務局 渉外部長
株式会社 ABBALab 代表取締役／さくら
小笠原 治
インターネット株式会社 フェロー／京都造
形芸術大学 教授
学校法人金沢工業大学 産学連携局 次長 福田 崇之
サイファー・テック株式会社／株式会社あわ 吉田 基晴
え 代表取締役
基調講演
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コン
東 博暢
サルティング部門 プリンシパル
株式会社 ABEJA
伊藤 久之
ABEJA Insight for Retail 事業責任者
パネルディスカッション
「Selection グランプリ企業の思う今、考える未来」
株式会社経営共創基盤 代表取締役 CEO 冨山 和彦
ユニファ株式会社
赤沼 寛明
取締役 CTO 兼システム開発管掌
Coaido 株式会社 代表取締役 CEO
玄正 慎
株式会社 Liquid Japan 代表取締役
保科 秀之

基調講演については、各回テーマに応じて、テーマに関する先進的な取り組みを行
われている企業・人へ登壇いただき、基調講演という性質(基本方針としての講演・各
イベント冒頭に行った)を鑑みて、技術的な観点ではなく、考え方や見方、発想などの
観点からお話しいただいた。
また、パネルディスカッションも同様であり、各回イベントテーマや IoT 推進ラボ合同
イベントの状況(参加者層等)を鑑みつつ、ディスカッションテーマ(タイトル等)を決定。
テーマや内容を想定し、そのテーマについて深くお話いただける方々へご登壇・ディ
スカッションいただいた。基調講演同様、IoT・AI に関して、技術的な観点だけではな
く、様々な視点からディスカッションしていただけるようテーマを設定し、役職や所属の
性質等を考慮し依頼した。
スタートアップを始めとした各事業者の取り組み状況等は、IoT 推進ラボ合同イベン
ト内での別プログラム(IoT Lab Connection やブース展示)で得ることができるため、
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基調講演、パネルディスカッションでは、IoT や AI、あるいはテーマを俯瞰的に見つ
つ、個別の取り組みに絞らない議論を目指した。また、各個別の状況に限らない形で、
傍聴者(一般来場者)の多くの人が、他人事でなく「自分事」として話を聞くことができる
ような内容決定・登壇者調整を行った。
IoT・AI・ビッグデータに興味があり、ご来場いただいた方々へ少しでも有意義な時
間となるよう、また、自社ビジネスのヒントとなるような議論ができるよう意識しつつ、さら
に、他のイベントではあまり聞くことのできないような論点等を探りつつ、登壇者選定・
内容決定等を行った。
IoT や AI の議論は、対象としえるものが広く、理想論を語ることに終始してしまう例
も見受けられるが、そのような発信ばかりではなく、理想(目標)と現在地を整理する必
要があろう。IoT や AI の普及度等を含め検討し、地に足の着いた議論(現状の課題や、
目指すべき形)を行っていただく必要もあろう。そのために多角的な視点(一ポジション、
一分野に偏り過ぎない)が必要であり、年齢構成等も含め多様なポジション、考え方の
方々が必要である。IoT 推進ラボに限らず、大きな理想論に留まらないリアルな情報
発信を行うには、そのような点を意識しつつ、内容を決定する必要があろう。

・IoT 推進ラボ成果を整理したコンテンツ（冊子・電子媒体）について
今年度には、IoT 推進ラボの 3 年間の活動を総括するための冊子・WEB ファイルを
作成し、紙媒体ではイベント等で配布を行い、WEB 上では IoT 推進ラボホームペー
ジへ公開した 11。
以下は、IoT 推進ラボホームページへ公開した冊子ファイルの閲覧数推移である。
図表 31 IoT 推進ラボホームページ IoT Accelaration Mag 閲覧数推移

2019 年 10 月 14 日に公開以降、2020 年 1 月 21 日現在までで閲覧数は約 1000
となっている。なお、WEB ページ版の公開に際しては、IoT 推進コンソーシアムのメー
2019 年 1 月以降、「地方版 IoT 推進ラボ」ホームページからも公開している。
IoT 推進ラボ活動報告冊子『IoT Acceralation Mag』（PDF 版）
（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/resource/IotAccelerationMag_191010.pdf ）
11
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ルマガジン(会員数約 3000)で URL の案内を行った。
IoT 推進ラボ会員(2019 年 3 月末まで)は約 3000 であったことから、約 3 分の 1 以
上の会員企業が 1 度は冊子へアクセスをし、さらにページの滞在時間は 4 分を超えて
いることから、興味を持ってアクセスした人にとっては、読み応えのあるページとなった
と言える。
また、紙媒体については、CEATEC 2019 での配布等を想定し、当初 1000 部印刷
をした。イベント等で 1000 部は配布を終え、さらに 400 部の増刷を行い、引き続き IoT
関連イベントでの配布を行うと共に、IoT 関連企業の集まるインキュベーション施設等
へも設置いただくこととなった。
上記のように、IoT 推進ラボ冊子については、同内容のものを紙・WEB と 2 つの媒
体を使い配布・拡散を行った。WEB ページについては、メールマガジンなどへ URL
を記載し、案内する形で済むため、実施が容易である。また、Web アクセス環境さえあ
ればいつでも自由に見ることができるため、上図のように公開後でも一定数以上継続
的にアクセスされる。今回は、IoT 推進ラボが会員制をとっていたという性質上、本冊
子は「活動報告書」としての性質を持っていることから、その案内は元 IoT 推進ラボ会
員 12を含む IoT 推進コンソーシアム会員を主な対象とした。。今回は、メインターゲット
は元 IoT 推進ラボ会員であったため、上記のような情報伝達方法で問題はなかったが、
例えば広く一般に拡散を狙う場合は、その作成媒体や拡散手法は、慎重に考えてい
く必要があろう。WEB サイトであっても、他の広報チャンネル(例えばニュースサイト、
ポータルサイト等)への掲載などを実施しなければ、その案内範囲は限られたものとな
る。
WEB ページが主として IoT 推進ラボ元会員へのリーチとして活用できた一方で、紙
媒体については、不特定多数の方へのリーチへ活用することができた。CEATEC
2019 を始めとしたイベントでの配布やインキュベーション施設への設置など、「IoT に
興味はあるものの IoT 推進ラボを知らない方」へのリーチは、紙媒体がその役割を担
った。「IoT 推進ラボを知らない人」は、情報があふれる WEB 上で、IoT 関係のポータ
ルサイトへ露出しなければ、IoT 推進ラボという 1 つのホームページへピンポイントにリ
ーチする可能性は低い。そのことから、今回は、紙媒体で IoT に興味がある人が訪れ
る場所、イベントへ冊子を設置することとしたのだが、当初想定していた 1000 部以上
（1400 部）の配布を行うことができ、IoT へ興味のある多くの人へ、IoT 推進ラボの活
動や IoT Lab Selection 選定企業の情報を届けることができたと言える。また、また、
紙媒体の冊子は CEATEC 2019 にて実施した IoT Lab Selection ファイナリスト企業
によるプレゼンテーションステージの来場者へ冊子を配布し、満足度についてアンケ
ートを実施したところ、当該設問に回答した 82%の回答者全員が「大変満足」或いは
IoT 推進ラボの会員制度は 2019 年 4 月の改組の際に廃止されているが、旧 IoT 推進ラボ会員の大
多数が IoT 推進コンソーシアム会員として登録を継続している。

12
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「満足」と回答し、その訴求効果は高かった。
このように、ターゲットによって媒体を使い分けることが必要なのではなかろうか。紙、
WEB にはどちらもメリットとデメリットがあり、その団体・企業の認知度や活動状況によ
って、どの媒体を選ぶべきかは大きく変わってくるだろう。一方、すべてに関わってくる
のは、デザインであろう。今年度作成した冊子については、まずデザインに力を入れた。
WEB であっても紙であっても視覚情報に変わりはないことから、IoT に携わる人々へ
訴求できるデザインのものにする必要がある（一目で拒否しない程度に考慮すべきで
ある）。特に紙媒体で展示会を始めとしたイベント等へ設置する場合には、他の様々な
配布物と並ぶため、そのデザインは慎重に考慮していく必要がある。今年度作成した
冊子は、1000 部以上配布でき、かつ現在も配布され続けていることから、デザインに
関しては一定以上の効果があったと言えるだろう。

・まとめ
IoT 推進ラボでは、様々な形で IoT 推進ラボそのものの普及広報、また、IoT 推進ラ
ボ関連企業(IoT Lab Selection 選定企業等)の普及広報を行ってきた。
WEB ページは、IoT 推進ラボといった 1 つのワーキンググループ単位ものであって
も、まずは情報アクセス先の第一歩として、ある一定の水準を保ちながら作成・維持し
ていく必要があるだろう。その意味では、IoT 推進ラボホームページは、アクセス数は
伸びなかったものの、そのクオリティを落とさなかったことで、一定数以上のアクセスが
継続的に合ったことからも、一定の価値があったと言えるだろう。
WEB にも関連するが、情報発信については、その手法や頻度等を十分に考慮しつ
つ行う必要がある。IoT 推進ラボが行ってきたメールマガジンでの情報発信について
は、すべての情報をそのまま記載し配信するのではなく、邪魔なメールだと思われな
いよう、また、読んだ際の情報粒度に大きな差が出ないよう、十分な運営ルールを作
成し、内容もニーズに応えるために、十分考慮・検討をしつつ配信していく必要がある
だろう。
コンテンツについては、IoT 推進ラボでは数種類のものを作成してきた。上記の
WEB ページを始め、チラシ(紙)、動画(WEB)、冊子(紙・WEB)等である。コンテンツ
については、その情報のターゲットや活動状況(認知度等)によって、どれを選択する
べきかは変わってくるだろう。WEB・紙共に作成した冊子では、ターゲットを意識し、互
いに設置場所・案内方法を変えた。その結果、WEB では IoT 推進ラボ元会員の 3 分
の 1 以上へ、紙媒体では当初想定の 1000 部以上を配布(増刷し継続中)したことから、
IoT 推進ラボ既知層、未知層共に一定の効果を発揮できたと言えるだろう。
IoT Lab Selection 選定企業を始めとした IoT 推進ラボ関連企業への普及広報支
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援については、その満足度が高いことから、一定以上の効果があったと言える。特にス
タートアップ等へは、露出機会の提供が求められる。また、規模を問わずすべての対
象企業は、官民が取り組む IoT Lab Selection で厳正な審査に通過し、選出されたと
いうことが、当該プロジェクトの信頼度につながり（良い意味での「お墨付き」）、非常に
大きな効果をもたらした。特に国の公的機関(省庁等)が参加したイベントでの選定は
大きいため、産官学連携の際には、世間的な認知度の高い企業や省庁等が積極的
に関与していくこと(事務局としては関与をさせること)で、想定以上の効果・満足度を
得られる可能性がある。
また、全てに共通していることは、ブランドを棄損しないデザインが必要である、という
点だろう。ホームページに関しても、そこに記載される人・企業などのブランドを棄損し
ない一定以上のデザインが必要である(そこに載っていることで魅力を減じてしまうこと
のないような最低限のデザイン)。また、冊子などについても同様で、特にターゲットを
「未知層」とする場合は、特に「目を惹く」ことが求められるが、何より、そこに載ることで
ブランドを棄損したと思われてはならず、特にデザインに力を入れるスタートアップが
増えていっている中で、それを支援する団体等がデザインを二の次にしてはならない
だろう。
このように、IoT 推進ラボで行ってきた普及広報、また、普及広報支援については、
特に IoT Lab Selection ファイナリスト企業へ向けた支援面では、高い満足度を得て
おり、一定の評価ができる。
支援団体などは、何より支援側のブランドを棄損しないよう、さらに会員制度を持つ
場合には、会員の離脱を防ぐよう、特に「デザイン」や「運営方法」、さらには「ルール整
備」等に考慮しつつ、普及広報、普及広報支援を行う必要があるだろう。
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2.2.3 資金支援・規制標準化支援・企業連携支援等を通じて得られた支援効果
ＩｏＴ推進ラボがこれまでに実施してきた資金支援、規制・標準化支援、企業連携支
援等を通じて得られた支援効果を整理し、体系的に取りまとめること。
IoT Lab Selection（先進的 IoT プロジェクト選考会議）の実施内容
IoT・AI・ビッグデータといった技術革新によって、世界的に産業や社会の在り方が
大きく変革しつつある状況を踏まえ、我が国においても新たなビジネスモデルの創出
やプラットフォーマーの発掘・育成を図り、新たな成長の原動力としていくことが必要で
ある。
IoT 推進ラボでは、先進的 IoT プロジェクト選考会議（IoT Lab Selection）を計 6
回実施。応募総数 632 件の中から、先進的プロジェクト計 54 件を選出し支援を実施し
た。


応募条件は「IoT 等を活用した先進的プロジェクトを実施する法人等」とし、大企業、
中小企業、個人等は問わず広く応募を受け付けた。書面による一次審査、非公開プ
レゼンによる二次審査を通過した案件（ファイナリスト）が、公開の場（IoT 推進ラボ合
同イベント内）での最終プレゼン審査に臨み、各回、グランプリ、準グランプリ、審査員
特別賞（該当あれば）が、審査員の審査により選出された。
図表 32 IoT Lab Selection（先進的 IoT プロジェクト選考会議）の概要

各審査は、産業界、学術界の有識者が行い、①成長性・先導性、②波及性（オープ
ン性）、③社会性、④実現可能性の観点から、先進的プロジェクトを選考した。
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図表 33 IoT Lab Selection の評価項目
【必須項目】
•

IoT、AI、ビッグデータのいずれかの活用が認められるか（点数外）

【採点項目】 （このうち、少なくとも一つで卓越していること）
①成長性・先導性
•
•
•

ターゲットとする市場が明確で、その市場が大きい（もしくは大きくなることが見
込まれる）か
開発される製品・サービスが成長性・先導性（新規性）を有しており、当該市場に
おける優位性を有するか
優位性を維持・向上させるビジネスモデル等を有しているか

②波及性（オープン性）
•

開発される製品・サービスに係る技術について、下記の観点から、将来的に大きな
波及効果が期待されるか
o オープンイノベーション（特に大企業とベンチャーの連携）、標準化、プラ
ットフォーム戦略に取り組む
o IoT、AI、ビッグデータの優れた活用事例としてロールモデルとなり得る
o 新たな市場の開拓、グローバル展開など、他社のチャレンジを慫慂するもの
である

③社会性
•

開発される製品・サービスによって、我が国もしくは海外における社会課題の解決
が期待されるか
o 国内課題例：地域経済活性化、少子高齢化・労働力不足、エネルギー制約、
社会インフラの維持・強化等
o 海外課題例：貧困、感染症、教育、水不足、地球温暖化防止等

④実現可能性
•

プロジェクト遂行に当たり、製品のプロトタイプが完成している、能力の高いエン
ジニアが所属している等の必要な体制が構築出来ている、必要となる要素技術を保
有している等、一定の実現可能性が認められるか

また、IoT 推進ラボの他の施策（IoT Lab Connection（テーマ別ビジネスマッチン
グイベント）、Global Connection（海外スタートアップとのマッチングイベント）、地方
版 IoT 推進ラボにて形成された案件の内、すぐれたものについては、当該イベントで
形成された案件であることが考慮されることとし、それぞれの施策の間を有機的につな
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ぐことも考慮した。
支援内容は、①資金支援、②メンターによる伴走型支援、③規制改革・標準化等に
関する支援を実施した。
①資金支援は、最終プレゼン審査に進出した案件（ファイナリスト）に対して、IoT 推
進ラボの参画支援機関（図表 34）及び IoT 支援委員（図表 2）が一同に会する選考
会議の場でプレゼンテーションを行う機会を提供した 13。また、独立行政法人情報処
理推進機構（IPA）や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）による公的資金支援とも連携を行った。
図表 34 IoT Lab Selection 参画支援機関
アーキタイプベンチャーズ株式会社／株式会社 INCJ／株式会社アドライト／株式
会社 ABBALab／ANRI／インクルージョン・ジャパン株式会社／株式会社 WiL ／
ウエルインベストメント株式会社／クールジャパン機構（株式会社海外需要開拓支援
機構）／Global Catalyst Partners Japan／株式会社グロービス・キャピタル・パート
ナーズ／株式会社経営共創基盤／CSAJ スタートアップファンド投資事業有限責任
組合／一般社団法人コンピュータソフトウェア協会／株式会社ジャフコ／国立研究開
発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構／合同会社テックアクセルベンチャー
ズ／株式会社東京大学エッジキャピタル／株式会社ドリームインキュベータ／Draper
Nexus Venture Partners, LLC／ニッセイ・キャピタル株式会社／株式会社日本政
策金融公庫／株式会社日本政策投資銀行／独立行政法人日本貿易振興機構／B
Dash Ventures 株式会社 ／Beyond Next Ventures 株式会社／Plug and Play
／プロトスター株式会社／株式会社みずほ銀行／株式会社三菱 UFJ 銀行／株式会
社リバネス／独立行政法人 情報処理推進機構（〜第 3 回）／株式会社商工組合中
央金庫（〜第 3 回）／Fintech Global Capital（〜第 5 回）
②メンターによる伴走支援は、最終プレゼン審査に進出した案件に対して、プロジェ
クト実現に向けた助言を行うメンターを一定期間（最大１年以内）派遣するもの。支援
内容は、経営面の助言、人脈の形成、技術・知財などに関する専門的助言などが含ま
れ、支援対象者のニーズに応じたメンターを事務局にて選定する。その他参画支援機
関とも連携し、希望に応じてメンターのサポートを実施した。

13

各支援機関による支援については、個別の手続きを経る必要があるため、選考会議において直ちに
支援を決定・確約するものではない。また、支援機関によっては、例えば、大企業は対象とならない等、
支援対象の要件が異なる場合があった。
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③規制・標準化に関する支援は、規制・標準化等の課題を有する案件について、プ
ロジェクト実現に向けて、国による産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度、
企業実証特例等の活用における手続き面等でのサポートを実施した。
また、ファイナリストに対しては、Interop Tokyo、CEATEC などのイベントにおける
ブース出展や、講演・ピッチの機会提供、Innovation Leaders Summit への参加機
会の提供（スタートアップのみ）、内閣府国際広報動画での紹介、経済産業省「ものづ
くり白書」での紹介、IoT 推進ラボ活動報告冊子での紹介など、PR 機会の提供を行っ
た。
また、IoT Lab Selection では、各回ごとに、応募枠や賞を独自に設けて、それぞ
れのタイミングで、打ち出すべきテーマや文脈、それに沿った応募案件の発掘、表彰
などによる権威付け、後押しを行ってきた。
図表 35 IoT Lab Selection の応募枠や特別賞
第1回
第2回
第3回

第4回

第5回

第6回

先進的 IoT プロジェクトを次の観点、①成長性・先導性、②波及性（標準化・社会実装
化等）、③社会性（社会課題の解決）、④実現可能性等のから発掘・表彰した。
第 1 回同様、テーマを設けず
・ 「横断的プラットフォーム枠」：特定分野のサービスに限定せず、多くの分野で利
用可能な IoT、ビッグデータ、人工知能を活用する事業の基盤となる技術やシス
テムの開発等のプロジェクト
・ 「地域経済活性化枠」：地方版 IoT ラボの活動や地方自治体の取り組み等との
連携、または地場産業に密着した取り組みであり、特に地域における課題の解
決や地域経済の活性化に寄与する IoT、ビッグデータ、人工知能を活用したプ
ロジェクト
・ 「一般枠」：前述の 2 枠以外のプロジェクト
モノづくり～Connected Industries~
・ 経済や災害など環境に左右されない「強靭なサプライチェーン」の実現
・ 「もの」を売るだけの製造業からの脱却
・ 人の勘や経験が AI・IoT と融合し新たな素材や製品を生み出す
・ 「地域枠」：地方版 IoT ラボの活動や地方自治体の取り組み等との連携、または
地場産業に密着した取り組みに寄与する IoT、ビッグデータ、人工知能を活用し
たプロジェクト）
・ 「一般枠」
・ 地域活性化賞：地域固有の課題の解決や、地域経済の活性化に寄与するプロ
ジェクト
・ イントラプレナー賞：既存の組織内で、先進的な新規事業を牽引するイントラプレ
ナー（組織内の既存技術・リソース等を新たな分野に転用、組織外のスタートアッ
プ等との積極的な連携によるイノベーション創出）、既存の組織での技術を活用
して立ち上げた新規事業を基に、スピンオフ、カーブアウト、スピンアウトなどの
形により新たな組織内でイノベーションを推進する人材

第 6 回で設けられた「イントラプレナー賞」は、第 5 回 IoT 支援委員会（2018 年 9 月
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25 日）の議論を踏まえたものである。当時、スタートアップ支援への関心が高まってい
る一方で、大企業からのスピンアウトや、大企業の中で埋もれている技術や、社内で注
目されていないやる気のある社員などにはあまり注目がされていないことが指摘され、
IoT 推進ラボで、権威付けをし、応援することで、大企業内でもクローズアップされ、予
算やリソースの手当がされるなど、大企業内の既存技術・人材がイノベーション創出へ
結びつくことを期待したものだった。
・ 支援対象
第 1 回～第 6 回を通じて、先進的プロジェクトとして計 54 のファイナリストを選出し、
第 6 回 IoT Lab Selection では 2 件の特別賞も選出した。スタートアップ、研究機関、
中小企業、大企業、コンソーシアムなど、先進的 IoT プロジェクトを幅広く選定して支
援を行った。
図表 36

IoT Lab Selection ファイナリスト及び受賞企業一覧（全 56 件）（再掲） 14
（企業名・団体名、プロジェクト名は基本的に受賞当時のもの）

回次
第1回
グランプリ
第1回
準グランプ
リ
第1回
準グランプ
リ
第1回
審査員特別
賞
第1回
第1回
第1回
第1回

企業・団体名

プロジェクト名

株式会社 Liquid

指紋による訪日観光客の個人認証（決済・本人確認）

株式会社 aba

介護負担軽減を実現する排泄検知シート「Helppad」

株式会社ルートレック・ネットワークス

養液土耕栽培における水と肥料を自動で供給するスマート農
業システム

エブリセンスジャパン株式会社

日本初の「データ取引市場」をビジネス化

北海道大学大学院 情報科学研究科
株式会社ホットリンク
株式会社 Strobo
ビーサイズ株式会社

第1回

株式会社ソーシャル・インパクト・リサーチ

第1回
第1回

株式会社 Cerevo
オムロン株式会社

第1回

ZEROBILLBANK LTD

第1回
第1回
第1回
第1回
第2回
グランプリ
第2回
準グランプ
リ

株式会社アフロ
ソニー株式会社
ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム
アルカディア・システムズ株式会社

健康データを活用した個別医療サービスの実現
日本初 SNS ビッグデータのグローバル・プレイヤーに
圧力センサーにより身体状況を見える化するスマートチェア
IoT 向けの新たな通信事業の実現
利益と社会性を両立する資産運用アドバイスが誰でも利用出来
る自動システム
安価なホームセキュリティの実現
センサー・データがリアルタイムに流通する取引システムの構築
ブロックチェーンを活用して、個人のアイデア・行動を目に見え
る価値（コイン）に変換
スマートフォンによるタクシーの業務効率化
IoT 時代に適した表示デバイスの開発・事業化
長距離マイクロ波無線送電システムの実用実証
身体状況に応じた個別運動プログラム

ユニファ株式会社

園内見守り業務のデジタル化支援

株式会社ゼンリン

ドローンの都市内安全飛行の実現に向けた 3 次元地図情報の
実証プロジェクト

IoT Lab Selection グランプリのインタビューや受賞企業のプロジェクト概要は以下を参照。
IoT 推進ラボ活動報告冊子『IoT Acceleration Mag』
（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/resource/IotAccelerationMag_191010.pdf ）
14
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回次
第2回
準グランプ
リ
第2回
審査員特別
賞
第2回

企業・団体名
株式会社フェニックスソリューション

金属の裏側からでも読み取り可能な RFID

株式会社エクスメディオ

画像及び問診データによる眼科疾患識別技術

エアロセンス株式会社

Coaido 株式会社

安全・簡便・高精度な 3D モデル化オペレーションの実現
IoT 化社会に向けた雑多なデータを包括的に管理可能なデー
タシステムの研究開発
生コンクリート品質連続管理システム（スマートアジテーター）
地域消費エコシステムを強化する買い物代行サービスの実現
非接触呼吸センシングによる在宅医師支援システム
場所のシェアリングビジネスによる地方創生実現とマイクロアント
レプレナーの創出
日本の製造業を底上げする IoT 時代のデータフロー型情報基
盤「FOA システム」
呼吸音の自己記録による健康管理・遠隔診断サービスの構築
分身ロボット OriHime における存在伝達社会の実現
SOS アプリと固定電話の緊急連絡 IoT 化で東京を救命先進都
市に

小林博樹（東京大学空間情報科学研究セ
ンター）

野生動物装着センサ網による時空間情報ネットワーク

合同会社 Keychain

ブロックチェーンによる IoT 分散認証プラットフォーム

株式会社 CLUE
THE パワーグリッドソリューション株式会社
株式会社フクル

株式会社 O：

ドローンメーカー横断型の複数台遠隔操作システム
配電会社向けキャパシティ・ビルディングシステムの世界展開
IoT で生産性向上 顧客とつながる縫製工場ネットワーク
スポーツにおける生体情報リアルタイム計測のプラットフォーム
ビジネス
可動式の内視鏡ミニロボットによる消化管画像検査システム
世界初、体内時計を可視化して、 睡眠改善/生産性向上させる
サービス

株式会社オトングラス

OTON GLASS―視覚障がい者の「読む」能力を拡張する眼鏡

第2回

株式会社 ABEJA

第2回
第2回
第2回

GNN Machinery Japan 株式会社
株式会社ディー・エヌ・エー
コニカミノルタ株式会社

第2回

株式会社スペースマーケット

第2回

株式会社 smart-FOA

第2回
第2回
第3回
グランプリ
第3回
準グランプ
リ
第3回
審査員特別
賞
第3回
第3回
第3回

株式会社 JVC ケンウッド
株式会社オリィ研究所

第3回

アジア航測株式会社

第3回
第4回
グランプリ
第4回
準グランプ
リ

株式会社ミュー

第4回

株式会社 Arblet

第4回

株式会社タナカ技研

第4回

株式会社レクサー・リサーチ

第5回
グランプリ
第5回
準グランプ
リ
第5回
審査員特別
賞

プロジェクト名

IoT ウェアラブルデバイスと血圧常時測定技術を活用した介護
支援サービス
ディープラーニングにより 10 ㎛の傷・欠け・異物を 0.5 秒で検出
するガラス加工用自動検査分別機の研究開発
超並列シミュレーション最適化によるグローバル動的生産マネ
ジメント技術の開発

株式会社 BONX

コミュニケーションは現場で加速する BONX for Business

株式会社光コム

インダストリー4.0 実現のための自動車生産ラインにおける機械
学習の実装

チーム「TOMO Cloud」千葉大武居研究室

LT モニタ（ﾘﾝﾊﾟ浮腫ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨｯｸ）
早期発見で患者さんの苦痛を開放

第5回

コニカミノルタ株式会社 ビジネスイノベー
ションセンター・ジャパン

第5回

株式会社 Liberaware

第5回
第5回
第6回
グランプリ
第6回

一般社団法人タグフィット
ストリームテクノロジ株式会社

橋梁の内部鋼材破断を磁気センシングと AI で可視化する非破
壊検査ソリューション
Swarm of Drones プロジェクト
群制御技術を所有するドローン開発
QR コードで地方創生（大分県発）
IoT 機器向け高性能データ圧縮 LSI の開発

株式会社ヒナタデザイン

サイズと購買データを活用した商品リコメンドサービス

ノバルス株式会社

IoT 製品開発を簡単にする乾電池型 IoT「MaBeee」
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回次
準グランプ
リ
第6回
第6回

株式会社ハチたま
株式会社 Z-Works

第6回

株式会社 Singular Perturbations

泌尿器系の病気の早期発見をサポートする猫トイレ
「がんばらない介護」QoL 維持向上サポートシステム
世界最高精度の犯罪予測システム Crime Nabi
：IoT 端末の防犯司令塔を目指して

SB イノベンチャー株式会社

「conect+ project」

東日本電信電話株式会社

「アグリイノベーション Lab@山梨市」による地域活性化策

第6回
特別賞
（イントラプ
レナー賞）
第6回
特別賞（地
域活性化
賞）

企業・団体名

プロジェクト名

応募時の企業のステージでの割合は以下の通りである。
図表 37 ファイナリストの応募時の企業規模など（再掲）

・ 各プロジェクトの進捗
2019 年 12 月～2020 年 1 月にかけて実施したファイナリストへのアンケート・ヒアリ
ング調査 15によると、応募プロジェクト進捗は以下の通りである。開発を終え、サービ
ス・販売等に至っているプロジェクトが 43％（24 件）と一番多い割合となっている。また
サービス・販売等に向けて開発を進めているプロジェクトは 32％（18 件）となっている。
図表 38 ファイナリストの応募プロジェクトの進捗

IoT Lab Selection ファイナリスト企業へは、過去にも事業進捗の調査などを実施しており、そちらか
ら可能なものは補って集計を行った。
15
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開発を終え、サービス・販売等に至っているプロジェクトには、国内外で評価され、
事業展開している企業も多い。
第 2 回グランプリの株式会社ユニファ（プロジェクト：園内見守り業務のデジタル化支
援）は、株式会社ユニファ世界 16 カ国の予選を勝ち抜いた全 16 社が出場した
Startup World Cup 2017 決勝大会（2017 年 3 月、サンフランシスコ）で優勝するな
ど海外からの評価も得ている。IoT Lab Selection と連携した資金支援を活用し、保
育園の業務でも負担の多い、園児の午睡チェックについて、園児の午睡中の身体の
向き・体動の有無を、漏れなく継続的に計測するための衣類装着型のデバイスを選定、
アプリなどを開発。現在、午睡チェックは、国内 2000 園（2019 年 9 月 30 日時点）で
サービスを展開している。
第 1 回準グランプリの株式会社ルートレック・ネットワークス（プロジェクト：養液土耕
栽培における水と肥料を自動供給するスマート農業システム）は、受賞当時から導入
先が広がっている。国内以外にベトナム等で実証栽培を開催しており、日本に比べ
200 倍の市場規模を持つアジアの市場獲得を目指す。2018 年 2 月には、「日本ベン
チャー大賞」（農林水産大臣賞）を受賞している。
ハードウェアスタートアップの第 5 回グランプリの株式会社 BONX（プロジェクト：コミ
ュニケーションは現場で加速する BONX for Business）は、業界を超えて導入先が
増えている 16。第 2 回ファイナリストの株式会社オリィ研究所（プロジェクト：分身ロボット
OriHime による存在伝達社会の実現）も、導入も進み、実店舗での公開実験にも注
目が集まっている。
また、測量やインフラ管理分野でも、第 2 回ファイナリストの株式会社エアロセンス
（プロジェクト：安全・簡便・高精度な 3D モデル化オペレーションの実現）や、第 5 回フ
ァイナリストの株式会社Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ（プロジェクト：Swarm of Drones プロジェクト～群
制御技術を所有するドローン開発～）など、資金支援を受けた研究開発をへて、導入
IoT Lab Selection 受賞企業の活躍は活動報告冊子「IoT Acceleration Mag」も参照のこと。
（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/resource/IotAccelerationMag_191010.pdf ）
16
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が進んでいる。
第 1 回ファイナリストの北海道大学（プロジェクト：健康データを活用した個別医療サ
ービスの実現）のプロジェクトから開始された「ヘルスケア IoT 推進コンソーシアム」は、
会員数が 100 を超え、健康データ流通横断プラットフォームの開発などが進められて
いる。
また、サービス・販売等に向けて開発を進めていると回答した企業は、既に最終プロ
トタイプが完成しており、商品化最終準備段階にあるというプロジェクト、連携する企業
と PoC を実施中のプロジェクト、現場にプロトタイプを導入して課題の洗い出しを進め
ているプロジェクト、実証実験を推進しているプロジェクト、現場での試験や量産に備
えて準備しているプロジェクト、技術的な開発は大方終了しビジネスモデルの検討に
入っているプロジェクトなど様々であった。
開発を中断あるいは断念した応募プロジェクトについては、内 2 件は、技術開発及
び実証実験を終え、技術が社会実装可能となる社会システム（法規制等）が整備され
るまで一旦事業を凍結しているフェーズであったり、社内の注力分野との関係で一旦
開発リソースを割いていないが将来的に基盤技術として活用を想定しているものとして
位置付けているものであり、将来的な実用化は見こされたものとなっている。また他 2
件については、B2C のサービス開発プロジェクトとして進めていたが実証実験を進め
る中で、コストやオペレーションの問題が明らかになり、B2B 型に特化する判断をした
ことによる場合や、他企業とプロトタイプを共同開発したが、製品化局面になった際に
時間軸がことなり、連携を解消した場合であり、いずれも、応募プロジェクトで活用して
いた自社の基盤技術は引き続き活用して、別の製品を開発、サービス・販売等を進め
ている。他 3 件は、資金、開発リソース、組織の解散により、応募プロジェクトの開発を
断念しているが、内 1 件からは、後継の組織などの事業展開の中で可能な限り活かし
ていくとの回答を得ている。
なお、IoT Lab Selection ファイナリスト企業の中からは、世界で戦い、勝てるスター
トアップ企業を生み出し革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を提供
することを目指し、経済産業省の推進する「J-Startup」 17（2018 年 6 月に設立）へ 5
社が選出された。J-Startup は、トップベンチャーキャピタリスト、アクセラレーター、大
企業のイノベーション担当などが、日本のスタートアップ企業約 10,000 社の中から一
押し企業を推薦。外部審査委員会が推薦内容を尊重しつつ企業をチェック。厳正な
審査で選ばれた企業を J-Startup 企業として選定するもので、J-Startup 企業を官民
で応援するコミュニティが構築されており、政府施策を活用する際に優先枠や加点制
17

J-Startup（ https://www.j-startup.go.jp/about/ ）
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度が設けられている。
図表 39 J-Startup 企業に選出された IoT Lab Selection ファイナリスト



資金支援について
資金支援は、最終プレゼン審査に進出した案件（ファイナリスト）に対して、参画支
援機関（図表 34）及び IoT 支援委員（図表 2）が一同に会する選考会議の場でプレゼ
ンテーションを行う機会を提供した 18。参画支援機関には、独立行政法人情報処理推
進機構（IPA）や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）
など公的機関も含まれ、連携した支援が行われた。
調査で把握できた限りでは、IoT Lab Selection のファイナリストに対して資金支援
の実績は以下の通りである。

18

各支援機関による支援については、個別の手続きを経る必要があるため、選考会議において直ちに
支援を決定・確約するものではない。また、支援機関によっては、例えば、大企業は対象とならない等、
支援対象の要件が異なる場合があった。
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図表 40 IoT Lab Selection ファイナリストへの資金支援
公的機関からの
資金支援

NEDO

20 件

IPA

9件

民間金融機関や VC からの出 成約 6 件
融資の申出

北海道大学大学院情報科学研究科
株式会社 Liquid
エアロセンス株式会社
株式会社 ABEJA
株式会社ディー・エヌ・エー
コニカミノルタ株式会社
株式会社ゼンリン
株式会社フェニックスソリューション
株式会社 CLUE
THE パワーグリッドソリューション株式会社
アジア航測株式会社
小林博樹（東京大学空間情報科学研究センター小
林研究室）
合同会社 Keychain
株式会社 Arblet
株式会社タナカ技研
株式会社 O：
コニカミノルタ（株）BIC Japan
株式会社 Liberaware
ストリームテクノロジ株式会社
チーム「TOMO Cloud」千葉大武居研究室
アルカディアシステムズ株式会社
株式会社ルートレック・ネットワークス
GNN Machinery Japan 株式会社
株式会社スペースマーケット
株式会社 smart-FOA
株式会社エクスメディオ
ユニファ株式会社
株式会社オリィ研究所
Coaido 株式会社

IPA の支援では資金支援に加えプロジェクトテーマの専門家であるメンターをアサ
インし、指導・アドバイスを通じた支援が行われた。
・ 資金支援の効果
民間金融機関や VC からの出融資について得られたことは、貴重だったとの声が寄
せられた。
公的機関から資金支援については、受けた企業のうち約 9 割が事業終了後に「満
足した」と回答している。
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図表 41 公的機関からの資金支援に対する満足度

今回調査では、公的機関から資金支援で開発された研究成果について、既にサー
ビス・販売されているものの中で活用されているもの、開発中のプロジェクトの中で活
用されているものは 8 割に上る。また、事業環境が整うまで当該研究開発内容を凍結
しているものについても、今後事業環境が整えば社会実装が進むと考えられるため、
約 9 割の成果が将来も含めて活用されうる状態といえる。
図表 42 公的資金支援を受けたプロジェクトの現在の進捗

今回の調査では、資金支援について満足した理由として、研究開発の資金が得られ
たことが第一に挙げられており、特に規模が大きくない会社では自己資金のみでは十
分な開発ができないこと、研究開発に時間が掛かるため VC 等からの調達が難しい場
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合などが背景として挙げた企業もあった。また、プロダクト開発を行えたのでその後に
具体的な資金調達に動くことができた、サービス開発のスピードやサービスの品質改
善に大きく貢献した、開発した試作機がその後の改良モデルの土台になった、現在開
発するシステムの根本的思想になっている、との声もあった。
また、公的機関からの資金支援を得られたという実績が、社内に対しても、社外に対
しても信頼度を上げることにつながっているとの声もあった。また、実際に研究開発の
成果が、実際のサービス・販売に至っているケースも市場からもその先進的価値が評
価され、シェアが拡大しているとの声もあった。また、研究開発プロジェクトを契機にし
て、プロジェクト推進の目的や参画企業の役割を明確化できたとの声もあった。
また、満足できなかった理由として、製品化・事業化までには 1 年では至れないため、
単年度の支援ではなく、将来性を評価し長期の支援が望ましいとの声があった。
IoT Lab Selection は、IoT 推進ラボの全体の施策からすると、スタートアップ、研究
機関、大企業まで、幅広く門戸を開き、テーマも（基本的に）区切らず、IoT・AI・ビッグ
データを活用した、尖った個別のプロジェクトに対して、短期に官民の資金・規制・伴
走などの集中的な支援を行うことで事業化を支援することに焦点を当てたスキームとし
て出発した（中長期の複数企業を巻き込んだプロジェクトについては分野別に、IoT
Lab Demonstration（テストベッド実証）にて主に支援された）。短期の実施を前提に、
2015 年 10 月～2019 年 4 月の、約 3 年半の間に計 6 回 IoT Lab Selection は開催
された。連携した公的機関からの資金支援も単年度の資金支援で実施された。
今回のアンケート調査では、ハード開発が伴ったり、プロジェクトによっては高額な
機材購入が必要な場合もあること、自然環境が対象の場合には季節的な制約があり
機関によっては単年度実施の形態がそぐわない場合があることなどの理由から、支援
金額の増額や期間の延長についてもニーズが挙げられた。また、採択数を絞ってでも、
先進的なアイデアや技術に集中的かつ長期に、手厚い支援を行い、事業化までを丁
寧にサポートすべきとの声もあった。
IoT Lab Selection を開始した 2015 年 10 月当時は IoT・AI・ビッグデータの黎明
期であり、利活用したプロジェクト創出のために先進的なプロジェクトを発掘、表彰する
ことでスポットライトをあて、スピード感をもって支援してきたことには、全産業分野への
PR、市場の盛り上げという点で意味があったのではないかと考えられる。普及啓発支
援でも触れた通り、IoT Lab Selection で選出された、ということは、経済産業省、
NEDO、IPA といった公的機関が主催あるいは連携していること、IoT 推進ラボが産
業界・経済界・学界の第一人者で構成された運営体制の組織であったこと、審査もそ
の第一人者が実施していることなどから、IoT・AI・ビッグデータの黎明期における
個々のプロジェクトの信頼を高めるだけでなく、IoT・AI・ビッグデータを活用した先進
的プロジェクトの意義（社会的にも、経済的にも）を、広く PR することにもなっただろう
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からである。
また、今回 IoT Lab Selection のスキームで、公的機関から資金支援を受けた企業
の 40％がすでにその成果を活用してサービス・販売に至っており、40％がその成果を
活用して、サービス・販売に向けて開発を続けているということ、また各社の満足度の
高さからも、それぞれのプロジェクトの社会実装に大きく貢献したといえるだろう。
一方で、現に、IoT・AI・ビッグデータによるイノベーション創出の必要性が、各産業
分野に認識が広がってきたと考えると、各分野の特性や、開発するサービスの特性、
支援する対象（ハードウェアスタートアップ、研究開発型ベンチャーなど）に応じた支援
策が益々求められてくるだろう。
・ 規制・標準化支援の結果
IoT Lab Selection のファイナリストで、規制・標準化等の課題を有する案件につい
て、プロジェクト実現に向けて、国による産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消
制度、企業実証特例等の活用における手続き面等でのサポートを実施した。
規制支援として実施されたグレーソーン解消制度の活用は以下の 3 件である。
■指紋認証システムによるホテルでの外国人の本人確認の取扱い（旅館業法）
第 1 回グランプリの株式会社 Liquid（プロジェクト：指紋による訪日観光客の個人認
証（決済・本人確認）は、いち早く生体認証での本人認証サービスの商用化に成功。
指紋を端末にかざすと数秒で読み取り、認証する。IoT Lab Selection では、訪日外
国人向けに、ホテルのカウンターでの、指紋認証によるチェックインの実施について検
討を進めていたが、旅館業法上の解釈が不明瞭だった。
IoT Lab Selection の規制支援として、グレーソーン解消制度を活用し、指紋認証
システムによるホテルでの外国人の本人確認の取扱いが明確化した。具体的には、外
国人旅行者が、自社クラウドシステムに事前に旅券の IC（集積回路）チップのデータと
指紋を登録することで、登録以後、ホテル等で指紋をかざすだけで、登録された旅券
情報を呼び出すことができる指紋認証システムによる「旅券の呈示」の扱いについて
照会。厚生労働省及び経済産業省で検討を行った結果、開発した指紋認証システム
を用いてホテル等に提示される旅券情報の電磁的記録を宿泊者名簿と紐付け保存す
ることが旅館業法に基づく厚生労働省健康局長通知に規定する「旅券の写しの保存」
に該当すること及びチェックイン時に同システムを利用して旅券情報を確認することは、
同局長通知に規定する「旅券の呈示」を受けたものとしたと解してよい旨の回答が行
われた 19。
19

「指紋認証システムによるホテルでの外国人の本人確認の取扱いが明確になりました～産業競争力
強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用～」
（ https://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160419003/20160419003.html ）
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これにより、訪日外国人のホテルのチェックインが円滑化され、外国人観光客の快
適なおもてなしを実現し、訪日観光客の増加が期待される。
■保育所における健康管理資料の電子化に係る児童福祉法の取扱い
第 2 回グランプリのユニファ株式会社（プロジェクト：園内見守り業務のデジタル化支
援）は、業務負荷の大きい手書きのアナログ書類のデジタル化や、センサー等を活用
した園児の見守り業務支援のサービス開発を進めていたが、デジタル化された書類に
ついて、児童福祉法での解釈が不明瞭だった。
IoT Lab Selection の規制支援として、グレーソーン解消制度を活用し、保育所に
おける健康管理資料の電子化に係る児童福祉法の取扱いを明確化した。具体的には、
保育所で預かる園児の睡眠の状況や体温といった健康管理に関する情報を電子化し、
保育士や保護者等が、当該電子的記録をアプリ上で確認できる保育支援アプリを保
育所に提供した場合、その電子的記録が児童福祉法上の「帳簿」に該当し、当該保
育所が児童福祉法上の基準を満たすか否かについて照会。経済産業省と厚生労働
省で検討を行った結果、当該電子的記録は児童福祉法上の「帳簿」に該当し、その他
の設備又は運営を低下させない限り、児童福祉法上の基準を満たす旨の回答が行わ
れた 20。
これにより、認可保育所における本電子ツールの利用について、児童福祉法上可
能であることが明らかになり、当該ツールの利用により、保育士の作業が効率化される
とともに、データの蓄積や解析による事故防止等への活用が可能になり、保育の質の
向上が期待される。
■タクシーメーターのネットワーク化のための「電子的封印」の要件の明確化
第 1 回ファイナリストの株式会社アフロ（現：ピクセルソリューションズ株式会社）（プロ
ジェクト：スマートフォンによるタクシー業務の効率化）はスマートフォンにタクシーメー
ター機能を実装するアプリケーションを開発していた。
スマートフォン等を活用し、無線通信で料金改定が可能なタクシーメーターの導入
を機として、計量法（平成 4 年法律第 51 号）に基づく特定計量器検定検査規則（平成
5 年通商産業省令第 70 号）第 78 条に定めるタクシーメーターの性能要件の一つであ
る、タリフ定数（運賃演算表）を無線通信で扱う際の改ざん防止のための保護措置で
ある「電子的封印」について、事業者の計画する保護措置が該当するか否かについて
照会。
経済産業省で検討を行った結果、「電子的封印」は「機械的封印」との同等性を確
20

「保育所における健康管理資料の電子化に係る児童福祉法の取扱いが明確になりました～産業競
争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用～」
（ https://www.meti.go.jp/press/2016/11/20161107002/20161107002.html ）
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保する必要があり、その具体的な要件は以下であることが示された。
①タリフ定数変更について、変更者及び日時を含む変更履歴（過去 1 年分）の表示
が各タクシーメーターにおいて、容易に閲覧できること。
②電子的封印が計量法の届出製造事業者又は届出修理事業者以外の者によって
解除された場合に適確に把握できるような表示があること。
③電子的封印が働いていないときはタクシーメーターの機能が停止すること。
今般、事業者が予定している保護措置が、上記①から③の全ての要件を満たした
場合は、「電子的封印」に該当し、計量法（平成 4 年法律第 51 号）に基づく特定計量
器検定検査規則（平成 5 年通商産業省令第 70 号）第 78 条に定める性能を満たして
いることが確認された。
これにより、料金体系等を電子的に低コストで変更することが可能になる他、タクシ
ーメーターがスマートフォン等の多機能端末に一体化されることによって、リアルタイム
での運行管理による業務効率化やタクシーメーターを起点とした様々な運行サービス
の創出などにより、産業競争力の強化が期待される。 21
また、消費生活用製品安全法にかかる省令の一部改正も行われた。
■消費生活用製品安全法にかかる省令の一部改正
第 1 回ファイナリストのソニー株式会社（プロジェクト：IoT 時代に適した表示デバイス
の開発・事業化）は、焦点合わせが不要（フォーカス・フリー）であり、IoT 社会において
有用な表示機器として考えられるレーザー方式の表示デバイスの商品化を進めており、
その推進に向けて、消費生活用製品安全法にかかる省令の一部改正を行った。
その他、ファイナリストから寄せられた、現行の規制に係る相談などに対して、規制の
所管かとの意見交換の場を設けるたり、現時点の規制に係る検討状況を回答するなど
の対応がなされた。
また、特にヘルスケア・医療分野に係るソリューションを開発しているファイナリストか
らは、自社の開発しているサービス・製品が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律（薬機法）の医療機器に該当するかどうかについて不
明瞭であるとの相談があり、その場合には「医療機器開発支援ネットワーク」の相談窓
口（ https://www.med-device.jp/consulting/ ）を紹介するなどの対応も行った。
・ 規制支援の効果
21

「タクシーメーターのネットワーク化のための「電子的封印」の要件が明確になりました～産業競争力
強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用～」
（ https://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160509004/20160509004.html ）
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IoT Lab Selection は、資金面だけでなく、社会実装時に直面する制度的障害を乗
り越える支援を行うという点で、ユニークなアプローチだった。実際に規制支援を希望
したファイナリストからは、実証実験の大手パートナーからは違法性があるもの・グレー
なものについては当然実施できないといわれていた状況や、VC からも違法性がない
かの確認があったとの状況を、グレーゾーン解消制度を活用し、省庁名で明確に違法
性がないことを確認できたことはとても意味があったとの声が寄せられ、先進的なプロ
ジェクトの推進に、大きく寄与した支援であった。また、グレーゾーン解消により、当該
事業者だけでなく、同様のケースについての法適用の可否が公表されるので、同様の
サービス領域で悩みをもつ事業者にとってもグレーゾーンが解消され、IoT・AI・ビッグ
データを活用したサービス・製品開発が進むことにも貢献した。
また、規制について相談があったが、すぐに希望通りにいかない場合もあった。その
場合にも、ニーズや課題が関係省庁に認知され、機運が高まった状況になっていると
の声や、今後の相談相手や道筋が見えた意味で意味があった、との声が聞かれ、一
定の役割を果たすことができたと考えられる。
なお、イノベーション創出に向けて、規制改革に取り組む際にも、必要性がデータ
などで示されなければ先に進めることができないが、規制のためにデータをそろえるこ
とができないというような状況を打破するために、革新的技術やビジネスモデルの実証
を、参加者や期間限定で行い、規制改革や事業化につなぐプロジェクト型「規制のサ
ンドボックス」制度も始まっており、今後そちらに期待を寄せる声もあった。
また、規制の解釈・適用・緩和だけでなく、イノベーションが社会実装されていくため
に、その意義を市場に啓蒙していくような、能動的な働き掛けについて、民間だけでな
く官も含めて取り組んでいきたいという声も複数あった。これは、「規制」支援だけでな
く PR 支援の内容にもなるかもしれないが、これまで IT が浸透していないような現場を
持つ分野・業界や、生活者に対して訴求する取組は社会実装を進める上で益々必要
になるだろう。
・ IoT Lab Connection の実施概要
IoT・ビッグデータ・AI など新たな技術の台頭によって、あらゆる業種・業界の企業
は、今までのビジネスモデルからの変革を迫られている。こうした中、自社内に留まる
のではなく、他社とも積極的に連携し、新たなプロジェクトを創出する必要性が高まっ
ている。
「IoT Lab Connection」は、企業連携支援の一環として、新たなビジネスモデルの
創出を目指す事業者が、関連する事業モデルや技術／サービス等を有する事業者
等と出会う場として、シーズ又はニーズを保有する会員企業、団体、自治体等向けの
マッチングイベントとして実施されてきた。
具体的には、IoT 推進ラボ会員各社の希望に応じて 1 社対 1 社の個別ミーティング
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の機会を設ける「ビジネスマッチング」をはじめ、各分野の注目企業がプレゼンテーシ
ョン（ピッチ）を行う「プレゼンマッチング」、地域やイベントの協賛団体等がブースを出
展する「ブース展示」などが実施された。2015 年 10 月の発足以降、2019 年 4 月の改
組に至るまで、計 8 回、各回テーマ別のイベントとして開催された。IoT への取組は、
産業分野を超えたクロスインダストリーの挑戦が新たなビジネスを生む機会となることを
期待し、第 1 回～第 4 回までは、13 の産業分野を対象とし、かつ、1 回の実施に際し
て複数の産業分野のテーマを取り上げ、異業種間の交流を図ってきた（「観光」「製
造」(第 1 回)、「ヘルスケア(医療・健康)・「スポーツ」「物流・流通・インフラ」(第 2 回)、
「スマートホーム」「モビリティ」(第 3 回)、「フィンテック」「教育」「農業・食品」(第 4 回)）。
第 5 回以降は、産業分野別でなく、全業種・分野からの参加者を見込んで、テーマを
設定した（「働き方改革」 「シェアリングエコノミー」(第 5 回)、「リスクマネジメント」「エン
ターテインメント」「AI」（第 6 回））。第 7 回は「Connected Industries」の重点領域の 1
つである「スマートライフ」をテーマとし、スマートホーム、ヘルスケア、ファッションテック
などの領域で多くの交流が生まれた。第 8 回は、第 7 回から発展して、広範で大人数
が関わる「シティ」におけるスマートライフの在り方を検討するため「2030 年の街づくり」
をテーマに開催、AI・IoT の活用が進むリテールテックの分野に加え、シェアリングエコ
ノミー等の観点から見た未来の暮らしについて意見交換を行った。
マッチングイベントから、テーマを区切らず、個別的・短期的取組を支援する IoT
Lab Selection（先進的 IoT プロジェクト選考会議）や、テーマ別に複数企業を巻き込
んだ中長期的実証を行う IoT Lab Demonstration（テストベッド実証）への接続も想定
して開催された。
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図表 43 第１回開催テーマ：観光のイメージ（消費活動促進プラットフォームのイメージ）

図表 44 第 8 回開催テーマ「2030 年の街づくり」イメージ
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図表 45 （参考）第 8 回 IoT Lab Connection 開催の様子

◎ビジネスマッチング
新しいビジネスモデルの創出を目指す事業者が、関係する事業モデルや技術／サ
ービス等を有する事業者に出会う場として、1 社対 1 社の個別ミーティングの機会を提
供するビジネスマッチングイベントを開催した。
応募時には、実施のテーマに併せ、IoT 推進ラボ会員だけでなく、関連する省庁、
部局、業界団体などの協力を得て、スタートアップ、中小・大企業、研究機関、自治体
など、業態は問わず、幅広く応募を呼び掛けた。応募時には、マッチングに係る期待・
ニーズと、自社の持つシーズを記載してもらった。
参加者としては、大企業、中小企業、スタートアップがバランスよく参加し、自治体、
研究機関からも参加があった。企業側は、技術シーズ・ソリューションを持つスタートア
ップから、各企業の R＆D 部門や事業部門、接続先を探すプラットフォーム企業、自
社のサービスに付加価値を出すために新しい技術・IoT サービスを探す大企業の新
規サービス創出部門までの参加が得られた。これに加え、地域課題の解決を目指して
いたり、実証実験にフィールド提供が可能な自治体、技術シーズの社会実装を目指
す研究機関など、幅広い立場からも参加があった。
各回 100 企業・団体以上のエントリーがあり（図表 48）、参加者は、参加者全員の
ニーズ/シーズ情報の一覧の中から、イベント当日にミーティングしたい相手先を探し
て、希望を提出、事務局がイベント当日の個別ミーティングのスケジューリングを事前
に実施。当日は、1 回 15 分～20 分間、指定されたテーブルで、個別ミーティングを実
施した。参加登録したプロジェクトに対しては、どこにでもミーティングのリクエストを出
すことを可能とした。大企業とスタートアップの組み合わせだけでなく、大企業同士、ス
タートアップ同士でも、最新の情報交換・ネットワーキングの場として活用された。
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図表 46 IoT Lab Connection ビジネスマッチング応募シート

◎プレゼンマッチング
ビジネスマッチングと同日、同会場内にて、各回で設定されたテーマに応じて、企
業がプレゼンテーション（ピッチ）を行い、先進的な取り組みを行っている企業が複数
登壇し、取組を紹介した。登壇後には名刺交換の時間を設け、交流を促した。
図表 47 プレゼンマッチング登壇企業

第1回

内閣府
観光庁
経済産業省
株式会社ゼンリンデータコム
株式会社トレンド Express
アドビシステムズ株式会社
Tangerine 株式会社
株式会社リクルートスタイル
帝人株式会社
NEC パーソナルコンピュータ株式会社
株式会社 JTB コーポレートセールス
秋田県産業技術センター
福島県会津若松市
岡山県倉敷市
福岡県北九州市
株式会社電通
大日本印刷株式会社
パナソニック株式会社
日本 GE 株式会社
株式会社ミスミ
東芝機械株式会社
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第2回

（第 3 回）

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

株式会社グリッド
株式会社キャスト
SOINN 株式会社
リンカーズ株式会社
錦正工業株式会社
ロボット革命イニシアティブ協議会
国土交通省
スポーツ庁
クライム・ファクトリー株式会社
パシフィックリーグマーケティング株式会社
株式会社 Strobo
株式会社バニーホップ
株式会社ソラコム
（実施せず）
金融庁
農林水産省
文部科学省
株式会社みずほフィナンシャルグループ
ZEROBILLBANK LTD
株式会社内田洋行
井関農機株式会社
株式会社ファームシップ
株式会社アクセルスペース
ニュアンス・コミュニケーションズ・ジャパン株式会社
freee 株式会社
株式会社オデッセイ
株式会社タグキャスト
株式会社パソナ
兵庫県神戸市
株式会社ハースト婦人画報社
エイベックス株式会社
東宝株式会社
株式会社 VAAK
ソナス株式会社
株式会社電通サイエンスジャム
日本気象株式会社
Arithmer 株式会社
株式会社 OTON GLASS
双日株式会社
グンゼ株式会社
ルグラン株式会社
Kotozna 株式会社
アドウェル株式会社
株式会社 Strobo
株式会社ニューロスペース
Hmcomm 株式会社
mui Lab 株式会社
ファッションポケット株式会社
MIKAWAYA21 株式会社
ココネット株式会社
ココン株式会社
住友三井オートサービス株式会社
INSIGHT LAB 株式会社
WOTA 株式会社
Babydoor 株式会社

84

◎ブース展示
IoT Lab Connection を開催する IoT 推進ラボ合同イベント内のスペースにて、先
進的なプロジェクトに取り組む自治体や、地方版 IoT 推進ラボによるブース展示を実
施。イノベーションが地方へも波及していくことを目指した。
・ 企業連携支援の結果
第 1 回～8 回の実施で、ビジネスマッチングイベントの参加企業・団体数はのべ
1179、ミーティングアレンジ数は計 3883 回となった。
各イベント直後に、ビジネスマッチングイベント参加者に対して実施したアンケートで
は、第 1 回の実施時には、今後連携に向けて次のステージに進めたいと考える企業・
団体と出会えたとの回答が回答者の 9 割、第 2 回・第 3 回・第 4 回は、連携先が見つ
かったとする参加者が回答者の 1 割、継続的に連携の検討を進める相手先が見つか
ったとする回答が回答者の 7 割、第 5 回・第 6 回・第 7 回・第 8 回を通じては、あまり
変動がなく、連携先が見つかったとする参加者が回答者の 1 割～2 割、継続的に連携
の検討を進める相手先が見つかったとする回答が回答者の 7 割となった。1 回のイベ
ントでの交流企業数の第 1 回～第 8 回を通じた平均は 7.8 社、1 社が今後も交流を続
ける平均企業数は 3.1 社となった。
図表 48 IoT Lab Connection の実施概要（再掲）

今回の調査では、第 1 回～第 8 回までの IoT Lab Connection ビジネスマッチング
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参加者に対してアンケートを実施（期間：2019 年 7 月 3 日（水）～19 日（金））、有効配
信数 734 人の内、95 人（有効配信者数の約 12%）の回答を得た。本調査は、第 1 回
の実施（2016 年 1 月 28 日）から 3 年以上、第 8 回（2019 年 2 月 27 日）の実施から
半年弱のタイミングでの実施となった。
今回の回答者から、IoT Lab Connection をきっかけに協業に至っているとされた
件数は延べ 44 件であった（1 回答者あたりの協業成立件数は約 0.46 件）。
イベント後に、打ち合わせを実施した企業数は、1 社あたり 2.65 社だった。また、調
査時点までやり取りを続けている企業数は、1 社あたり平均 0.93 社だった。
図表 49 IoT Lab Connection ビジネスマッチングイベント後の状況

・ 企業連携支援の効果
第 1 回～第 8 回までの IoT Lab Connection の効果について、今回の調査で、回
答者の 10%強が「IoT・AI・ビッグデータを活用した新たなプロジェクト組成につながっ
た」回答者の 5～10%が「新しいサービスやプロジェクト組成につながった」と回答した。
また、調査で把握できた協業案件数は 44 件であった（1 回答者あたりの協業成立件数
は約 0.46 件）。
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図表 50 イベント参加者が評価する IoT Lab Connection の成果
（複数回答可、任意）

IoT Lab Connection を通じて協業成立した案件として、主なものは以下の通りで
ある。大企業と大学発のスタートアップが連携し、先進的な AI を活用したサービスが
大企業が提供するサービスに実装に至った事例や、労務状況を分析できるサービスと、
センサーを提供する企業が協業し、協業案件を異分野へ展開していこうとしている事
例、地域のものづくり企業とのネットワークを持つ大学と異業種連携を推進する企業が
連携し、地域製造業における IoT・AI 技術の普及を目指した活動母体を設立して、現
在は当該地域の地方版 IoT 推進ラボとの活動とも連携して面的に展開している例など、
それぞれ特色あるケースが創出された。
図表 51 IoT Lab Connection ビジネスマッチングを通じて組成された案件
協業企業
三井住友海上火災保
険 株 式 会 社 ×
Arithmer 株式会社

協業内容
三井住友海上火災保険と東京大学大学院数理科学研究科発のベンチャー
企業である Arithmer は、AI に関するアドバイザリ契約を締結、共同で AI の
開 発に取り組んでいる。共同開発の第一弾として、自動車の事故画像を読
み込み、損傷部位や損傷程度を瞬時に判定する AI を開発した。修理工場な
どから受領する事故車両の修理見積を点検する際に活用し、早期に損害額
を確定、迅速な保険金支払いにつなげていく。2018 年時点では、27 種類の
部品パーツを 95％の精度で特定することが可能。今後さらなるテスト運用を
実施し、業務への活用を検討していく。共同開発の第 2 弾として、ディープラ
ーニングを活用した映像解析技術により、危険運転シーンの発生前後約 20
秒の映像を自動抽出するアルゴリズムを開発。スマートフォンを活用した安全
運転支援サービス「スマ Navi」に搭載した。運転時の急発進、急ブレーキな
どに加え、動画でしか把握できない危険運転シーンを企業の管理者に提供
することで、さらなる安全運転指導に活用することができる。実証実験などの
結果、危険運転映像について、赤信号無視の検知率は約 94.3%、一時不停
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協業企業

凸版印刷株式会社×
ホシデン株式会社

新潟工科大学×株式
会社 NTT ドコモ

協業内容
止の検知率は約 88.1％を記録。今後、交通事故を引き起こす可能性が高い
様々な危険運転行動について、AI を活用した自動抽出の検討を進めてい
く。
凸版印刷は、Bluetooth 技術による位置情報とネットワークカメラによる映像
データを組み合わせ、人や資材の動態を可視化し作業員の労務状況を分析
できるサービス「ID-Watchy®（アイディーウォッチー）」シリーズを提供してい
る。同社と、リストバンド型生体センサー「MEDiTAG®」を開発・提供するホシ
デンが連携して開発したのは、作業員の健康状態を見える化する
「ID-Watchy Bio」だ。
企業が従業員の健康を重要な経営資源としてとらえ、健康づくりに取り組む
「健康経営」の必要性がますます高まっている。「ID-Watchy Bio」は、作業
員が身に着ける生体センサーから、労務環境における作業員の位置情報、
健康情報を取得。空調温度の調整や休憩時間のタイミングなど具体的な労
働環境を改善するほか、人員の最適配置やケアを行ったり、危険個所の立ち
入り・体調急変・転倒といった労働災害の未然防止を行う。
2019 年には、建設現場・工場などだけでなく、畜産業への応用の検討を開
始。畜産農家に向けた家畜健康管理サービスの開発のための実証実験を、
北海道内の牧場で実施予定だ。近年、畜産農家における高齢化・人手不足
が課題となる中、人手を掛けずに家畜の健康・安全を管理する手法への需要
が高まっている。家畜の死亡率は出生数全体の約 10％に及び、獣医師巡回
診療に加え、畜産農家自身が健康管理できる仕組みが求められている。動物
用医薬品の研究開発のノウハウを持つ日本全薬工業とも共同で、家畜のスト
レスの可視化、体調急変の早期発見などを目指す。
地域のものづくり企業との強いネットワークを持つ新潟工科大学、異業種連携
を推進する NTT ドコモ、その他データ解析プラットフォームや無線技術に強
みを持つ IoT Lab Connection 参加企業 2 社が中心となって「スマート・ファ
クトリー・シティ in 柏崎」（SFC-K）構想を立ち上げた。新潟県柏崎市には、機
械金属製造業を中心に中小製造業が集積している。地元に就職する人材が
少ないことに問題意識を持つ企業が、自ら寄付をして新潟工科大学を設立、
従来から産学連携で実践的なものづくり教育に力を入れてきた経緯があっ
た。SFC-K の取り組みでは、地域製造業における IT・ICT 利活用促進、
IoT・AI 技術の普及を目指し、IoT・AI を活用したシステム開発・導入の実証
や、講演会などが開催されてきた。2018 年には、IoT・AI 技術導入支援など
を通じて、製造業における技術の継承と IT 人材の育成・確保、スマートファク
トリー実現、新たなビジネス創出に取り組む「柏崎市 IoT 推進ラボ」が発足。
SFC-K も参画するこの取り組みは、新潟工科大学を中核に、自治体、ものづ
くり企業、情報通信事業者、金融機関、商工団体が連携する広がりのある取り
組みに発展している。今後は、IoT 技術の進化によって企業間連携による高
付加価値化を実現し、ものづくり産業の集積地として、産業競争力の強化と地
域の魅力向上を目指す。

また、先に触れたとおり、各回イベント実施直後の参加者アンケートでは、継続的に
連携の検討をする相手先が見つかったとアンケート回答者の 7 割が回答しており、イ
ベント後平均 3.1 社と交流を続ける予定との回答があったこと、今回のアンケートでは、
イベント後に打ち合わせを実際に実施した企業数が平均 2.65 社であったことも踏まえ
ると、イベントが起点となって企業間の交流を促進することはできたといえるだろう。
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今回の調査では、IoT Lab Connection の成果として、回答者の 3 割～4 割が
「IoT・AI・ビッグデータを活用した新たな取組に向けて、有用な知見や情報が得られ
た」と回答し、最も選択した回答者が多かった。IoT・AI・ビッグデータに係る情報交換
という面では、IoT Lab Connection は一定程度機能したと考えられる。今回のアンケ
ートでも、マッチングを通じて、新しいサービスアイデアが生まれた、新しい要素技術
開発のきっかけとなった、複数社の情報交換を通じて、自社サービスの立ち位置（先
進性の度合）を確認できた、などの声があり、各社の IoT・AI・ビッグデータに係るサー
ビスの開発に一定程度貢献したと考えられる。
また、約 3 割が、「IoT・AI・ビッグデータに係る他社との協業可能性を見出した」と回
答、約 1/4 が「IoT・AI・ビッグデータを活用した新たな取組に向けて、継続的に情報
交換可能なネットワークがつくれた」と回答したことから、IoT・AI・ビッグデータの技術
革新において、既存のビジネスモデルの変革が迫られる中で、自前主義に陥ることな
く他社とも積極的に連携して広がりのあるプロジェクト創出を目指す必要性について、
ある程度の機運の醸成と、それに向けたネットワーキング形成ができたのではないかと
思われる。また、約 1/4 が「貴社プロジェクトとは領域的に関係性のなかった産業分野・
業種への事業拡大の可能性が見いだせた」としたことは、自社のプロジェクトとは領域
的に関係性のなかった産業分野・業種への事業拡大の可能性も見いだせたとの声は、
IoT Lab Connection をテーマ別（第 1 回～第 4 回は産業分野別、複数テーマ設定）
で実施してきた主旨とも合致しており、産業分野を超えたクロスインダストリーの挑戦の
機運の醸成にも、貢献ができたのではないかと考えられる。
一方で、企業連携支援では、産業分野を超えた他社との連携について機運の醸成
がある程度できたという状況の中で、2018 年に実施した IoT Lab Connection に係る
アンケートでも、このマッチングイベントだけを起点にしては、協業成立まで至れないと
の回答が企業が多かったこと、今回の調査でも 1/3 が収穫がなかったと回答したことか
らも、企業が他社と連携して広がりあるプロジェクトを組成していくことを支援する在り
方については、検討が必要である。
今回の調査では、イベント後、連携に向けた進捗が芳しくなかった案件について、
その状況について設問を設けた。回答者の 6 割が「情報共有/提案のみで終わった」
を選択。4 割以上が「共通の関心・課題は見いだせたが、即座に連携に進む話ではな
かった」と回答した。
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図表 52 IoT Lab Connection ビジネスマッチング後に進捗が芳しくなかった理由
（複数回答可、任意）

連携が進まなかった理由として、具体的には、IoT を活用し、企業連携で何かに取
り組もうという意思はあっても、（それが目的化してしまい）具体的な内容が見えておら
ず、それがゆえに、自社で投資して何かを始めるにはハードルが高く、具体化が進ま
なかったとの声もあった。また、お互いに深く踏み込めなかった、具体的な提案が得ら
れなかった、課題が分かっても対応できる商材がなかったとの声も聞かれた。データの
社外利用に関しては、社内コンセンサスを取るのに時間が掛かるケースや、データ活
用に興味があっても、データの量が少ないとの声があった。また、お互いにどのように
予算の持ち出しを行うかについて、合意形成ができなかったとの回答も複数あった。
ビジネスマッチングについては、頻度高く、かつテーマを変えて実施できたことで
様々な産業分野における IoT・AI・ビッグデータの活用機運と企業連携（オープンイノ
ベーション）の機運を醸成できたが、引き換えに、1 回 1 回のイベントでテーマを変えた
ｔため、連続して、分野の課題を掘り下げたり、プレイヤーの巻き込みなどの継続的拡
大に限界があった面もあった。その点、第 7 回（スマートライフ）、第 8 回（2030 年の街
づくり）のテーマについて、連続性を持たせたことで改善が図れたのではないかと考え
る。
また、1 対 1 のマッチングは、当事者のニーズに即して出会いの機会創出をすること
ができたが、反面、1 対 1 の当事者間での相互理解構築や協業可能性の検討につい
て、連携時の課題があったとしても、その解決の大部分が、当事者間にゆだねられて
しまった面もあった。1 対 1 の個別ミーティングは、各イベント後のアンケートでは、次回
の継続を望む声が多く、その出会いの機会提供やそこでの情報交換、1 回目のミーテ
ィングを効率化できるという意義はあると思われるが、新しい連携を創っていくために
は、IoT・AI・ビッグデータを活用して実現される新しい暮らしや社会に対するイメージ
やその分野の課題を抽出して、丁寧に共有し、将来へのそれぞれの貢献の意味をそ
れぞれが新たに見出しながら、これまでの商習慣に縛られることなく、お互いに手を組
める接点を探していくという場が重要になるのではないか。
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IoT Lab Selection ファイナリストのスタートアップを中心に、事業会社とのマッチン
グの機会はニーズがいまだ高く、無名のスタートアップだったとしても大企業と出会え
る場は貴重であるとの声もある。また民間主催のマッチングイベントと異なり、大企業も
スタートアップもイベントの参加者として立場上並列で扱われるという点も、スタートアッ
プ側からは評価されるポイントであった。
CVC の設立も増え、事業会社のオープンイノベーションの機運も高まっていること
から、民間主体にも企業連携の動きは益々進んでいくものと思われる。特にスタートア
ップにとって、顧客基盤やインフラを持つ大企業との連携は、スタートアップが持つ先
進的な技術やサービスを社会実装することを加速するという面でも期待されるところで
ある。その中では、IoT Lab Connection にあったように、イノベーションを創出にむけ
て、それぞれが継続的に最大限価値を発揮できるような対等な関係での連携が促進
されることが望ましい。
また、スマートシティの動きも注目されており、地方版 IoT 推進ラボの取組も全国
101 地域にまで広がりを見せている。エリアを起点にし、多くの企業が参画する広がり
のあるプロジェクト創出も、具体的な目的が推進力となることで、今後期待されるところ
である。
また、IoT Lab Connection が担保し得た、R&D や研究所、新規事業開発部門な
どの間での情報交流、ネットワーク形成は、新しいサービスを進める事業者にとって、
自分の立ち位置を確認するために重要との声もある。また、（大企業とスタートアップと
いう組み合わせで想起される）出資先する／してもらうという場ではなく、技術やリソー
スについて、壁打ちができる相手とつないであげることも有益（ニッチなエンジニアリン
グができるところとのマッチングなど）との声もある。
今後は、オープンマインドでネットワークを形成し情報交換し、共有知を生み出しつ
つ、具体的連携を生み出していけるような場が求められてくるだろう。
・ IoT Lab Connection その他の取組
i）
Global Connection
IoT・AI・ビッグデータを活用した新たなビジネスが着実に生まれてきている中で、さ
らに、業種・企業規模・国内外の垣根を超えた企業連携、プロジェクト組成を促進する
場（マッチング等）が重要であり、海外企業との連携は、新しい技術連携・海外進出に
向けた連携など、多方面で相乗効果が高まると考えられた。また、日本企業の技術力
等は海外企業からも高い需要があり、連携を求める海外企業からのビジネスマッチン
グニーズも高まっていた。
IoT 推進ラボでは、海外スタートアップ企業を日本へ招聘し、国内企業との連携を促
進するイベント「Global Connection」を、計 4 回開催した。
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開催にあたっては、日本企業との連携を望む海外スタートアップ企業を募集。多数
の応募の中から、国内の IoT 推進ラボ会員による投票などによって、招聘する企業を
決定した。Global Connection は、内 3 回を、幕張メッセで開催されるアジア最大級の
IT・エレクトロニクスの総合展 CEATEC に併せて実施。招聘した海外スタートアップ企
業は CEATEC 内でブース展示も行った。
2017 年には、オープンアーキテクチャー及び分散（処理）コンピューティングの開発
加速を目指している「オープンフォグコンソーシアム」と、2018 年には IoT 関連の産業
実装を推進する「インダストリアルインターネットコンソーシアム」との連携イベントを開
催した。なお、2 団体については、IoT 推進コンソーシアムと MOU を締結している、
図表 53 Global Connection の各回の招聘国・企業数・国内企業数
回次

日付

第1回

2016 年 10 月 5 日

第2回

2017 年 3 月 13 日

第3回

2017 年 10 月 3 日

第4回

2018 年 10 月 16 日

招聘国
招聘企業数
ASEAN、インド、
29
イスラエル
エストニア
10
ASEAN、インド、
40
イスラエル、EU
ASEAN、インド、
イスラエル、EU、
41
ロシア

国内企業数
41
31
58
46

第 4 回 Global Connection の実施では、国内企業の参加の内、「連携先が見つか
ったのでプロジェクトを具体化する」が 13％、「継続的に事業連携について検討を進
める企業が見つかった」が 80％となった。海外スタートアップ側も、「継続的なパートナ
ーを見つけた」が 32％、「可能性のあるパートナーを見つけた」が 60％となり、国内企
業と海外企業双方にとって、事業連携に向けた場として貴重なイベントとなったと考え
られる。
ii）
ビッグデータ分析コンテスト
ビッグデータ活用のモデル事例の創出、データ活用人材育成等を目的に、2015 年
度より計 4 回開催。企業等から提供されたビッグデータを活用したデータ分析の予測
精度等を競うアルゴリズム開発コンテストを、学生を含めた一般を対象にオンライン形
式で実施。産業界の実課題・データを対象に分析を行うことにより、優秀なデータサイ
エンティストの育成や、企業等とのマッチングを目指した。
2015 年 12 月～2016 年 1 月に開催された第 1 回コンテストでは、テーマを「観光」
とし、宿泊客数データや口コミデータ等から、将来の観光客数の予測精度を競った。
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図表 54 ビッグデータ分析コンテスト（第 1 回：観光）
テーマ
参加者数
応募件数
概要

実施期間
表彰式
データ提供
協賛

設計・運営
後援
主な表彰内容

総合部門
地域部門
交通部門
インバウンド部門

観光
130 名
2,819 件
観光予報プラットフォームなどから提供された過去 1 年間の宿泊者数
データなどから、マスキングされた直近半年の主要観光地 14 市町の観
光客数、海外からの観光客数を予測。参加者は、宿泊者数の増減に
影響する可能性のある各種データの相関関係から予測するなど、独自
の予測モデルを構築、その精度を競った。
2015 年 12 月 15 日〜2016 年 1 月 25 日（オンライン）
2016 年 2 月 7 日 ＠ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
観光予報プラットフォーム／内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務
局／株式会社 NTT ドコモ／株式会社ホットリンク／株式会社ナイトレイ
国立研究開発法人産業技術総合研究所／ソフトバンクグループ株式
会社／観光予報プラットフォーム／日本マイクロソフト株式会社／株式
会社オービックビジネスコンサルタント／さくらインターネット株式会社
／トレジャーデータ株式会社／株式会社オプトホールディング
株式会社オプトホールディング
文部科学省／観光庁／大学共同利用機関法人 情報・システム研究
機構／筑波大学サービス工学ビッグデータ CoE
デジタルマーケティング賞
［賞金］10 万円
観光予報プラットフォーム賞
［賞品］湯河原温泉 1 泊２名様ご招待またはハワイ旅行
トレジャーデータ賞
［賞金］10 万円＋トレジャーデータサービス 1 年分
OBC 賞
［賞品］Surface Pro4

2016 年 7 月～2016 年 9 月に開催された第 2 回コンテストでは、テーマを「流通・小
売」とし、販売数データや商品特性、店舗の立地等のデータから、将来の販売数の予
測精度を競った。 「新商品開発部門」では、売り上げへの影響が強い要素を解明し、
消費者ニーズにあった新商品の提案を競った。
図表 55 ビッグデータ分析コンテスト（第 2 回：流通・小売）
テーマ
参加者数
応募件数
概要

実施期間
表彰式
データ提供
協賛

流通・小売
150 名
2,226 件
ナチュラルローソンから提供された、「商品・店舗・販売データ」「食品情
報データ」「SNS データ」 などのビッグデータを活用し、予測モデル構
築および説明変数の設計（「売上予測部門」）、売れる商品特性の解明
および新たな健康菓子のアイデア提示 （「新商品開発部門」）に挑戦
した。
2016 年 7 月 11 日～2016 年 9 月 1 日（オンライン）
2016 年 10 月 5 日
＠幕張メッセ CEATEC JAPAN 2016 内ステージ
株式会社ローソン／株式会社ホットリンク／株式会社ウィルモア
株式会社ローソン／株式会社 NTT ドコモ／パナソニック株式会社／
日本電気株式会社／アクセンチュア株式会社／株式会社オプトホー
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設計・運営
後援
主な表彰内容

売上予測部門

新商品開発部門

ルディング
株式会社オプトホールディング
文部科学省／国立研究開発法人産業技術総合研究所／大学共同利
用機関法人情報・システム研究機構
最高予測精度賞
［賞金］10 万円＋健康・美容家電一式
モデリングアイデア賞
［賞金］10 万円
ローソン賞
［賞品］からあげクン 1 年分のクオカード（8 万円相当）
データパティシエ賞
［賞金］10 万円

2017 年 10 月～2017 年 12 月に開催された第 3 回コンテストでは、テーマを「電力・
気象」とし、前夜までに入手できる気象データから、翌日の太陽光発電量の予測精度
を競った。「可視化部門」では、「気象」をテーマに自由な分析課題を設定し、データを
可視化・ストーリーテリングのスキルを競った。
図表 56 ビッグデータ分析コンテスト（第 3 回：電力・気象）
テーマ
参加者数
応募件数
概要

実施期間
表彰式
データ提供
協賛

設計・運営
後援
主な表彰内容

予測部門

可視化部門

電力・気象
331 名
2,153 件
東京電力ホールディングスと気象庁から提供されたビッグデータを活
用。「予測部門」では、前夜までの気象・予報データから、太陽光発電
所 3 カ所の翌日の太陽光発電量を 30 分単位で予測。「可視化部門」
では、提供された気象データと任意の外部データを用いて「データの
俯瞰、仮説立案、分析・検証、可視化による説明」を行う一連のデータ
分析・ストーリーテリングのスキルを評価した。
2017 年 10 月 2 日～2017 年 12 月 21 日（オンライン）
2018 年 3 月 6 日（IoT 推進ラボ合同イベント内）
気象庁／東京電力ホールディングス株式会社
京セラ株式会社／シャープ株式会社／株式会社日立製作所／三菱
電機株式会社／パナソニック株式会社／さくらインターネット株式会社
／株式会社 NTT ドコモ／株式会社ウェザーニューズ／ウイングアーク
１ｓｔ株式会社／Tableau Japan 株式会社／日本オラクル株式会社
／株式会社オプトホールディング
株式会社オプトワークス／株式会社オプトホールディング
文部科学省／気象庁／一般社団法人太陽光発電協会／気象ビジネ
ス推進コンソーシアム／筑波大学人工知能科学センター
精度賞
［賞金］20 万円＋家電 10 万円相当＋トロフィー
アイデア賞
［賞金］20 万円＋トロフィー
インフォグラフィック賞
［賞品］20 万円＋トロフィー

2018 年 10 月～2019 年 1 月に開催された第 4 回コンテストでは、テーマを「インフ
ラメンテナンス・鉄道」とし、軌道検測（線路の「ゆがみ」計測）の履歴データや、設備台
帳等から将来の変形量の予測精度を競った。「アイデア部門」では、「鉄道」をテーマ
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に自由な分析課題を設定し、課題設定の独自性、データ活用スキル、可視化表現力
を競った。
図表 57 ビッグデータ分析コンテスト（第 4 回：インフラメンテナンス・鉄道）
テーマ
参加者数
応募件数
概要

実施期間
表彰式
データ提供
協賛

設計・運営
後援

主な表彰内容

予測部門

アイデア部門

インフラメンテナンス・鉄道
192 名
2007 件
東日本旅客鉄道から提供されたビッグデータを活用。線路の変形量の
時系列データと設備台帳などの情報から、保守計画の策定に役立つ
「将来の変形量」を予測する「予測部門」と、鉄道をテーマにデータを
活用した分析アイデアを競う「アイデア部門」 の 2 部門で競った。
2018 年 10 月 1 日～2019 年 1 月 10 日（オンライン）
2019 年 2 月 27 日（IoT 推進ラボ合同イベント内）
東日本旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社／株式会社 NTT ドコモ／京セラ株式会社
／さくらインターネット株式会社／株式会社ジェイアール総研情報シス
テム／株式会社 JR 東日本情報システム／Tableau Japan 株式会社
／株式会社日本線路技術／日本電気株式会社／パナソニック株式会
社／株式会社日立製作所／三菱電機株式会社
株式会社 SIGNATE
文部科学省／国土交通省／インフラメンテナンス国民会議／筑波大
学人工知能科学センター／公益財団法人鉄道総合技術研究所／一
般社団法人日本鉄道施設協会／モビリティ変革コンソーシアム
最高精度賞
［賞金］100 万円+副賞※
モデリング賞
［賞金］50 万円+副賞※
※鉄道博物館のスペシャル体験や大型線路補修機械の操縦体験
グッドアイデア賞
［賞金］40 万円
審査員特別賞
［賞品］最先端保線機械見学会

第 2 回ビッグデータ分析コンテストの応募者からは、実際のビジネス課題に触れて、
理論や理屈よりも実践の大切さを学ぶことができたなどの声があった。
表彰式では、データ提供いただいた企業・団体や、協賛いただいた企業と、ビッグ
データ分析コンテストを通じて、発掘された優秀な人材とのマッチングが行われた。ま
た、表彰式は、IoT 推進ラボ合同イベントや、CEATEC で、「公開」で行われ、IoT 推
進ラボ会員をはじめとする、IoT・AI・ビッグデータに取り組む企業、或いは関心の高
い企業などに対して、取組を紹介し、成果を広く発信した。また表彰者による応募案件
のプレゼンテーションも実施された。この取り組みを通じて、企業の中に蓄積されるビッ
グデータの活用可能性が見える化され、データ利活用促進にも寄与したと考えられ
る。

95

2.3 革新的なビジネスモデル・プロジェクトの海外におけるニーズ・展開可能性
ＩｏＴ推進コンソーシアムでは海外のＩｏＴ推進団体との連携をしている中
で、市場拡大するビッグデータ、人工知能を推進する活動にも対象が広がって
きている。国内外の市場やプレイヤーのニーズを把握した上で、海外団体との
連携の在り方や課題を整理する。
・

ＩｏＴ推進コンソーシアムと連携するＩｏＴ推進団体の関連する国のＩｏ
Ｔ等市場概況の調査

■米国における IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等
米国では IoT と同義で「Cyber Physical System（以下、CPS）」を使用する。
インターネットを介するシステムである IoT に対して、CPS ではサイバー世界
と物理世界の融合といった側面が強いと言われるが、ほぼ同じ概念として使用
される。政府としては製造業のみならず、公共交通・医療災害・エネルギー分
野への CPS へ注力する。今後の課題としてはドローン、コネクテッドカーに関
する安全性やプライバシーが課題とされている。
図表 58 米国における IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等
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■インドにおける IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等
モディ首相が就任した 2014 年より、日本は戦略的パートナーとして連携して
きた。2018 年 10 月には、日印デジタル・パートナーシップを締結する等、IoT
領域において更なる連携強化を目指す。
またインドとしては、単に IoT の領域のみならず、日本企業の誘致も拡大し
たいと考えており、インド商工省に日本企業専門の窓口である「Japan Plus」
を設置した。
100 都市をスマートシティ化、50 都市に新たに鉄道を敷設するスマートシテ
ィ構想を持っている。
図表 59 インドにおける IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等

■欧州における IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等
欧州では、ドイツが「Industrie4.0」として民間事業者中心の取り組み、ま
た英国では「Innovate UK」としてスマートシティの開発・標準化として IoT に
関する取り組みが行われている。
しかし欧州としては、共有企画や相互運用ソリューションの不足が課題のた
め、EU 内でシームレスで利活用できるための欧州全体での標準化が進められる。
連携可能性としては、既に欧州委員会 HORIZON2020 と日本の共同プロジェクト
が取り組まれる等、今後も他分野において連携が進められると考えられる。
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図表 60 欧州における IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等

■ロシアにおける IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等
「デジタル経済」の推進について、プーチン大統領も大きな関心を寄せてい
る。ロシア国内企業のデジタル化対応の遅れ、通信インフラの未整備といった
課題を解決するために、Digital Economy National Program（デジタル経済国
家プログラム）を主な政策として進めている。
デジタル経済推進のための注力分野としては、民間事業者は電力分野におけ
るブロックチェーン技術の活用、またデータ交換プラットフォームの構築が目
立った活動になる。
日本企業との今後の連携可能性としては、既に日本の産業機械大手であるフ
ァナックが、ロシア産業機械大手のスタンと技術導入の連携を締結している。
また IoT 分野とは少し異なるが、フィンテック領域においても日本企業が資本
参加するケースもあることから、今後製造業や金融分野を中心とした連携可能
性が考えられる。
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図表 61 ロシアにおける IoT 利活用事業や IoT 関連の政策等

・

ＩｏＴ推進コンソーシアム会員へのアンケート等を通じて対象国の市場へのニーズ
に関する調査

IoT 推進コンソーシアム会員企業を対象に、海外市場への取組状況およびニーズ
を調査した。
回答対象： 法人会員数 約 3200 社、登録メールアドレス 約 4000 件
実施方法： Web アンケートシステムでの回収
実施期間： 2019 年 12 月から 2020 年 1 月 20 日（回収期間 約 1.5 か月） リマイン
ド 12/20 および 1/8 に実施
回収数： 713 件
今回のアンケート調査では、情報通信業・製造業の会員を中心に回答を得た。
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図表 62 アンケート回答者の属性（業種）

今回の調査の回答者の企業規模の組成は以下の通りである。
図表 63 アンケート回答者の企業規模

IoT に関連する事業への取組状況は以下の通りである。
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図表 64 アンケート回答者の IoT に関する取組状況

関心のある分野・海外市場については、米国でのモビリティや金融、欧州でのモビリ
ティや観光、中国での製造、モビリティ、物流、ASEAN での公共インフラ、エネルギー
分野での関心が高い。日本では、スマートハウスや製造分野への興味が高かった。ま
た、米国と ASEAN がほぼ同程度の進出状況で進んでおり、次いで欧州、中国での
進出が進んでいた。
また、すでに海外で事業展開していると回答のあった主な事例はとしては、IoT に
関連するシステム提供以外にも導入や活用のためのコンサルティングサービスを提供
している事例などもあった。
進出を検討している、或いは進出済の海外市場について、欲しい情報については
以下の回答を得た。規制に関しては、IoT で扱うデータや産業データについては情報
が少なく、デバイスは国によって異なるためニーズが高いのだと考えられる。また、市
場に関しては、対象市場に関するマクロな市場環境からユーザー企業、ベンダーに関
する情報、政策に関する情報にニーズがあるが、スタートアップや団体についての関
心は低かった。
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図表 65 進出検討或いは進出済の海外市場についてほしい情報①

図表 66 進出検討或いは進出済の海外市場についてほしい情報②
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海外の IoT 推進団体が把握しているユーザー企業での IoT 活用事例や各国の政
策について、相互に情報提供をすることにより、海外に進出したい企業の支援につな
がる可能性がある。
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2.4 今後に向けたアクションプランの作成
2.1、2.2、2.3 を踏まえ、革新的なプロジェクトに求められる有効な支援の在
り方等を踏まえ、アクションプランを検討する。
2.1 では、IoT Lab Selection ファイナリストのヒアリング・アンケート調査や、
Connection 参加者のアンケート調査より、革新的なビジネスモデル・プロジェクトの課
題を洗い出した。2.1 で、プロジェクト等を継続・拡大していくために障壁となる事項等
について整理された主な事項は以下の通りである。


エンジニア人材が限られており、特に AI などソフトウェアに係るエンジニ
ア人材の確保について大変厳しい状況である。サービス・製品開発にも影響
しているケースもある。



特に研究開発型のスタートアップの場合、技術開発が進んでも、それを社会
実装に至らせるための経営人材や、経営ノウハウが不足している。
IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトにおいては、ビジネスモデ
ル構築も全般的に課題として認識されている。
IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトにおいては、スタートアッ
プと大企業など複数主体が協業してプロジェクトを推進することが多いが、
スタートアップと大企業の文化の違いに係る理解し、スタートアップはリソ
ース・強みを異にすることを理解し、対等な関係にあることを認め、下請け
企業や系列企業との違いも理解した上で関係性を構築することが重要であ
る 22。
IoT・AI・ビッグデータの技術進歩によって、フィジカル空間とサイバー空
間の高度な融合が進み、様々なイノベーションがフィジカル空間においても
起きることが期待されている。フィジカル空間に展開する既存の産業分野に
おいては、現場での IT の理解や利活用があまり進んでいない分野もあり、
革新的サービス・製品に対して信頼や理解が得られにくく、継続・拡大の障
壁となっているケースがある。






22

事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（初版）
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture/tebiki.pdf
事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（第二版）
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture/tebiki2.pdf
事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（第三版）
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture/tebiki3.pdf
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図表 68 これまでの情報社会と Society5.0 23









23

データ取得や活用に関して、取得するデータがパーソナルデータの場合には、
適切な取扱ができないと、コンプライアンス上の問題や、炎上が生じ、プロ
ジェクト継続が難しくなる場合もある。
データ取得や活用に関して、AI を活用したプロジェクトの場合には、取得
されたデータ、学習データ、学習済モデルなどの扱いについて、事業会社側
との認識を、契約の時点で予め併せておくことが重要であり、プロジェクト
継続に影響する場合もある。また、データ自体が機密情報の場合には、取扱
いについて合意形成ができないと、プロジェクトを進めることができない場
合もある。
プロジェクトの実施内容に関連する、現行規制の解釈や適用の有無に関して
は、早期に明らかにすることが事業継続・拡大において重要である。特に、
資金調達や他企業との連携を進める際にも、その法的な位置づけについて確
認がなされることがある。
個々のプロジェクトが今後展開・拡大していくにあたっては、他の企業や組
織のデータを併せて活用していくニーズがあり、データ流通の環境整備が望
まれる。

内閣府 Society5.0 とは（ https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html ）
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屋外、屋内の通信環境の整備は、IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジ
ェクトにおいては、共通して期待されるところである。特に精度の高い画像
データを活用するなど大容量のデータの通信を想定するプロジェクトでは
5G への期待感が強い。また、家庭内・施設内での IoT ソリューションにお
いても、WiFi など利用できる環境をユーザー側で整備していない際には、
環境構築コストを事業者側で負担せざるをえない状況もあり、その場合、プ
ロジェクトの拡大に影響が出る場合もある。

また、2.3 では、IoT 推進コンソーシアム会員向けにアンケートを実施し、海外市場
へのニーズを明らかにした。



海外市場については、IoT データ、産業用データの取扱に関する規制や、IoT 機
器、デバイスに関する規制に関する情報にニーズが高い。
対象市場に対するマクロな市場環境から、ユーザー企業、ベンダーに関する情報、
政策に関する情報についてニーズが高い。

また、2.2 にて、IoT 推進ラボの各種支援について、有効な支援策として効果
的であったと整理された支援や、これから必要であるとされた支援について、
主な点は以下の通りである。
 伴走支援
・ シード・アーリーステージの企業や、大学発の研究開発型のスタートアップ
に対する、市場開拓、事業計画の立て方・見直しなどについてのメンタリン
グにニーズが高く、有効だった。
・ IoT・AI・ビッグデータの活用は、サイバー空間だけでなくフィジカルなリ
アル空間においてもイノベーションを創出しうる。プロジェクトを進める
IT 企業が、リアル空間に展開する産業分野に初めて参入するケースもある
ため、それぞれの市場の動向に詳しい有識者からのメンタリングも有効だっ
た。
・ 革新的プロジェクトの提案は、高齢化や人手不足が進む農業、介護医療、保
育など現場や層によっては IT 技術と親和性がない市場や、シェアリングな
ど新しいビジネスモデルなど多岐に及んでいる。一方で、IT 技術に親和性
のない、リアル空間に展開する業界やターゲット層によっては、当該業界の
課題解決に資するものであっても信頼を獲得し、実装にいたるまで、時間と
手間がかかる場合もある。全般的な IT 系の起業支援（VC、経営コンサルタ
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ント、弁護士、弁理士などによるもの）によるメンタリングだけでなく、IoT
プロジェクトの新しい市場開拓のニーズに応えるためには、その市場の状況
をよく知る有識者をはじめ、幅広い層から支援協力者を募ることが必要だ。







普及啓発手法
2015 年 10 月の発足時から、スタートアップ、中小企業、大企業、研究機関
を問わず、IoT・AI・ビッグデータを活用した先進的なプロジェクトを、官
民合同で、IoT Lab Selection（先進的 IoT プロジェクト選考会議）にて、
広く「目に見える形」で選定・表彰し、官民で支援を行ったことは、IoT・
AI・ビッグデータの技術発展によりあらゆる分野で産業構造が変化すること
を踏まえ、新しいビジネスモデルの創出など、産官学を挙げて新たな時代の
変化に挑戦するという機運を高めることに大変有効だった。
省庁が主催し、かつ経済界、産業界の第一人者が審査を行う場にて、受賞・
選定され、支援を受けたということは、IoT・AI・ビッグデータの活用の黎
明期において、それぞれの先進的なプロジェクトが信頼を得ることに貢献し、
社会実装や、社会実装に向けた活動（資金調達、関係者との実施スキーム構
築等）を後押しすることに役立った（良い意味での「お墨付き」）。それに
より当該プロジェクトの社会実装が加速し、サービス展開が進んだ。各プロ
ジェクトの成果を、IoT 推進ラボで PR していくことで、産業界全体のイノ
ベーションをさらに鼓舞していくことが目指された。
普及啓発の支援方法としては、リアルなイベント、Web、メルマガなど各種
媒体を活用したが、最も象徴的に実施されたのは、IoT 推進ラボ合同イベン
トだった。IoT 推進ラボ合同イベントは、IoT Lab Selection 最終プレゼン
審査、IoT Lab Connection（ビジネスマッチング、プレゼンマッチング）、
データ分析コンテスト表彰式、地方版 IoT 推進ラボ選定証授与式、ブース展
示、その他民間連携イベントなどを同日に開催するイベントであった。各回
参加者数 500～800 人に登る大規模なイベントで、年に 2~3 回の頻度で開催、
総参加者数は 4117 名に登った。アジア最大級の最先端 IT・エレクトロニク
ス総合展である CEATEC とも連携した開催も行った。このイベントでは、
IoT Lab Selection で選出された IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジ
ェクトやそこへの官民の支援の姿勢を「見える化」することで、IoT・AI・
ビッグデータへの新たな挑戦を、官民を挙げて進める機運を後押しした。ま
た、各産業分野における、自前主義から脱却した広いプロジェクト組成のた
めの企業連携ニーズの機運醸成（IoT Lab Connection）、大企業内に蓄積さ
れたビックデータが価値を持ちうるという機運の醸成、データサイエンティ
ストへの関心喚起（ビッグデータ分析コンテスト）、海外のスタートアップ
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エコシステムとの連携による価値創造の可能性（Global Connection）、全
国各地での IoT・AI・ビッグデータ利活用推進についても機運醸成（地方版
IoT 推進ラボイベント）などについても、合同イベントで各種イベントが併
催されたため、機運を後押しする装置としてイベントが機能したと考えられ
る。また、合同イベントでは、各個別の取組の紹介にとどまらず、イベント
の来場者が各回のテーマや IoT・AI・ビッグデータの活用について、自分事
としてコミットしていくことができるようなトピックス・話者を調整し、基
調講演やパネルディスカッションが企画・実施されたことも、効果的であっ
た。
また、IoT 時代に活用できる規制面のサポート制度やガイドを、実際にプロ
ジェクトに取り組む当事者が集う IoT 推進ラボ合同イベント中で発信した
り（グレーゾーン解消制度の活用例等）、IoT 推進ラボ活動報告冊子の中に
先進的プロジェクトの現在地を示すインタビュー記事とともにコラムとし
て紹介することで（規制のサンドボックス制度、医療機器開発支援ネットワ
ーク（医療機器の事業化や該当するかどうかの相談窓口）、AI 契約ガイド
ライン、カメラ画像利活用ガイドブック等）、事業の最前線でまさに悩みを
抱えるだろう層が、そういった情報を目にする機会をつくることができたと
考えられる。
また、IoT 推進ラボの活動成果は、Web ページや IoT 推進ラボ会員向けの
メールマガジンで情報を発信した。また、官民の取組である IoT 推進コンソ
ーシアムや、経済産業省や政府系機関の媒体（プレスリリース等）での情報
の発信も、リアルタイムに併せて行われた。また、IoT 推進ラボの活動への
巻き込みは、民間事業者や大学・研究機関にも裾野を広げられるよう、Peatix
や IoT ニュースなどの媒体の活用も積極的に行った。また、これらの IoT
推進ラボの活動や、IoT Lab Selection で選出された先進的プロジェクトを
ブランドとしても後押しできるように、イベントや Web サイト、広報用の
動画・冊子などの、啓発ツールの作成については、参画する企業ブランドを
棄損せずかつ、ターゲットに訴求力を持ったデザインに配慮した。また、情
報発信の内容や頻度にも配慮して実施された。それらを担保できるようなル
ール整備や運営体制の構築も大切である。
資金支援
民間支援機関や公的支援機関からの資金支援で実施された研究開発や市場
調査は、IoT 推進ラボのスキームで選出された、IoT・AI・ビッグデータに
係るプロジェクトの製品・サービス化（社会実装）を後押しし、そのスピー
ドを早めることに貢献することができた。（実際に資金支援を受けたプロジ
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ェクトの内 40％がサービス・製品化しており、40％がサービス・製品化に
向けた開発を続けている）
望ましい予算や実施期間については、ハードウェアの開発が伴うもの、高度
な機材購入が必要なもの、自然環境を対象とする場合には季節などとの関係
で実施期間に制約がある場合などにより様々であることが見えてきた。IoT
推進ラボとして、IoT・AI・ビッグデータの黎明期において、それらを活用
した先進的プロジェクトを、目に見える形で、短期に官民で支援し、スピー
ド感をもってその成果を PR していくという目的において、適切とされた予
算規模・期間と、現時点でプロジェクトを社会実装していくという観点で適
切とされる予算規模・期間は異なり得る。支援対象の選定やそれによる支援
額・支援期間については、より個別に踏み込んで設定ができる可能性がある
と考えられる。
規制支援
個別の規制の解釈や、その適用有無についてグレーゾーン解消制度を活用し
て、3 件の解消を行い、IoT・AI・ビッグデータを活用した先進的プロジェ
クトの企業連携や資金調達時に課題となっていた違法性がないことの証明
を実施することができた。また、グレーゾーン解消により、当該事業者だけ
でなく、同様のケースについての法適用の可否が公表され、同様のサービス
領域で悩みをもつ事業者にとってもグレーゾーンが解消され、IoT・AI・ビ
ッグデータを活用したサービス・製品開発が進むことにも貢献した。
また、希望通りに規制緩和などが進まなかった場合にも、そのニーズがあっ
たことが省庁の担当課と共有され、またどうして規制緩和が難しいのか、あ
るいは取り組んでいるとするとどのようなタイムスケジュールで緩和の検
討が進んでいきそうなのかなど情報提供がなされたため、当該事業者がそれ
に即して事業計画を立てることが可能となった。
企業連携支援
自前主義に陥ることなく、広いプロジェクト組成をしていくことの意義（オ
ープンイノベーションの意義）、自社のプロジェクトとは領域的に関係性の
なかった産業分野・業種への事業拡大の可能性を見出すような、産業分野を
超えたクロスインダストリーに挑戦することの意義が、新しいプロジェクト
創出を進める企業間で共有された。
IoT・AI・ビッグデータ活用の黎明期においては、何を目指すか、どのよう
なイノベーションが起きていくのか、様々なアイデアや課題感を、広く共有
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する機会は重要である。また、様々な企業が出会える機会提供も併せて重要
である。
また、特にスタートアップからは事業会社や CVC などとの連携ニーズが高
い。大企業のリソースや顧客基盤、インフラを活用することで、スタートア
ップの先進的なアイデアやソリューションの社会実装が加速する面もある。
また、自社の技術・ビジネスの立ち位置を確認するための場としてイベント
は重要との声もあり、資金的な面でなく、技術開発の面で壁打ちができるよ
うな相手と出会える機会も重要ではないか、との声もあった。

IoT 推進ラボが発足した 2015 年に比較して、産業界においては、IoT・AI・ビッグデ
ータの活用による、新たなビジネスモデルの構築の必要性、オープンイノベーション、
産業分野を超えたクロスインダストリーのビジネス創出の可能性、ビッグデータの価値
創出の可能性などについて、認識が高まってきたといえるだろう。その状況も踏まえつ
つ、IoT 推進ラボの取組を通じて見えた、先進的 IoT プロジェクトが継続拡大するにあ
たっての課題や、有効な支援策から、革新的プロジェクトの利活用促進・普及展開に
向けて有効な取組・支援の在り方について、望ましいと思われる今後のアクション（案）
を記載する。
【アクション（案）】


革新的なプロジェクト・イノベーションに係る官民の取り組みや支援を「見える化」し
てしっかり発信し、巻き込みをはかる。
IoT 推進ラボでは、先進的 IoT プロジェクトを選出し、官民で支援を行う過程も含め
て、リアルなイベント等を通じて「見える化」し、その取り組みについて規模の大きいイ
ベントやメールマガジン、Web サイトを通じてこまめに情報発信を行って機運の醸成を
図ってきた。それによって、IoT・AI・ビッグデータの活用に取り組もうとしている企業・
研究機関・自治体側を鼓舞するだけでなく、支援できるリソースを持っている側も活動
へ巻き込むことができたと考えられる。
IoT・AI・ビッグデータを活用する先進的なプロジェクトに取り組むスタートアップや
地域への IoT・AI・ビッグデータの活用を支援していく際にも、その取り組みを「目に見
える形」で実施し、広く情報発信していくことによって、機運を醸成し多くの関係者の巻
き込みをはかっていくことができるのではないかと考えられる。また、産学の第一線の
有識者や、官（経済産業省、政府関係機関）が取り組んでいるという点が、またその取
組で認められたなどの点が、各プロジェクトの社会実装を進めるにあたり、ステークホ
ルダーからの信頼が得られたり、説得力を持ちえたことを踏まえると、それぞれの支援
のケースで有効なブランドが意識され、きちんとリソースを割いて、情報の発信内容や
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啓発ツールがそれに沿ってデザインされていくこと、それらが徹底できるルールや運
営体制が大切である。
これまで IT 導入が進んでいない業界やエンドユーザに対しての啓発を官民で推
進
IoT・AI・ビッグデータの活用が進む Society5.0 ではリアル空間にイノベーションが
創出される。革新的プロジェクトの提案は、高齢化や人手不足が進む農業、介護医療、
保育や、シェアリングなど新しいビジネスモデルなど多岐に及んでいる。
先進的な IoT プロジェクトの社会実装を進めていくには、これまで IT 導入があまり
進んでいない業界の現場における、イノベーションの理解を深めていく必要がある。
アクション案としては、そういった業界でイノベーション創出することの意味を官民で
整理しドキュメントなどで発信をすることで、プロジェクト担当者がそれを根拠にステー
クホルダーとのコミュニケーションを進めることができるだろう。また、その業界でイノベ
ーションを起こしうる先進的プロジェクトのデモストレーションを行ったり、紹介を行える
場（大規模なイベント、各地でのイベント）を官民で設けるなどが考えられる。IT 導入が
進んでいない業界の中には、労働環境が過酷であったり、従事者が働きづらさを抱え
得ている場合も多く、技術的なイノベーションが現場に寄り添い、価値提供できるのだ
ということについて、丁寧に信頼を獲得していく部分について支援することが必要であ
ると考えられる。
個々に生み出されているイノベーションの社会実装を、スピード感をもって進めること
が、日本の競争力という観点からも、非常に重要である。




新しい事業に挑戦するプロジェクトが、社会実装に向けて活用できる支援プログラ
ムへしっかり誘導
イノベーションにつながる新しいアイデアや、研究開発のシーズが、社会実装されて
いくために、基本的な経営ノウハウ（事業計画、資金調達、チームビルドなど）などにつ
いてアドバイスできる有識者の伴走支援が有効であった（なお、ケースによっては、そ
の社会実装に向けて、当該シーズを自身で事業化せずに、売却・譲渡していくという
選択肢もあり得、当事者の希望に応じてアドバイスができる専門家の知見が有効だろ
うと考えられる）。また、これまでにない新しいプロジェクトの創出を継続していくには、
民間資金で自走できるまでをサポートするための、研究開発（データ取得・解析・モデ
ル検証、ハード試作等）や、民間資金を獲得するための事業計画を策定できるだけの
データの整備・市場調査・販路開拓などに対する公的資金支援が、有効だと考えられ
る。こういった支援策は、すでに政府関係機関で実施されているものもあり 24、ニーズ
NEDO 研究開発型ベンチャー・中小企業向け支援メニュー
（ https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html ）など
24
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のあるプロジェクトが、そういった支援事業に容易にアクセスできるような発信がなされ
ることが重要になってくるだろう。また、このようなプログラムにおいて、IoT プロジェクト
のように、サイバー空間に限らずフィジカル空間にも作用するような、新しい市場開拓
のニーズに応えるためには、リアルなその市場の状況をよく知る有識者をはじめ、幅広
い層から支援協力者が得られることも重要だと考えられる。


自前主義に陥らず、外部のリソースを積極的に活用して、スピード感をもって新た
な価値を社会実装していく、それを可能にする機会を継続的に提供
企業連携は目的ではないが、イノベーションを生み出したり、スピード感をもって社
会実装していくための 1 つの重要な手段である。大企業は、CVC を創設したり、自社
でアクセラレーションプログラムを提供するケースも増えてきた。スタートアップ側にも
事業会社や CVC とのマッチングの機会にはニーズがある。
また、スマートシティや、地方版 IoT 推進ラボの活動にもみられるような地域を起点に
した取組では、複数の企業が連携して、新たな価値を創出する起点になりえるだろう。
また、業界団体や分野別に先端テクノロジーの活用を推進する民間団体も、情報が集
まったり、ネットワーキングできたりするハブとしての機能することができるだろう。
また、国や政府機関など公的な団体が関与する形での実施においては、誰でも参
加でき、対等な関係性でのネットワーキングを行うことができるという点で、民主導の場
とはちがった価値を出しうるのではないかと考えられる。


データの利活用を進める際に、データ契約やパーソナルデータの取扱いについ
て、注意するべき点の啓発をさらに推進
IoT 時代のパーソナルデータの取扱いや、AI を活用する際のデータに係る契約時
に気を付けるべき点は、「カメラ画像利活用ガイドブック」や「AI・データの利用に関す
る契約ガイドライン 1.1 版」など、省庁や IoT 推進コンソーシアムを母体に取り纏めが進
んでいる 25。こちらの内容の普及啓発は重要だと考えられる。特に AI やデータの契約
においては、大企業と中小企業やベンチャー企業との契約交渉等において事実上の
優越関係がある中で、一方的な契約条項等が押し付けられる場合、独占禁止法上の
問題になり得る点に留意が必要であるとされているが、本調査の中では、実際の契約
の際に対等なコミュニケーションがなされないケースもあるとの声があり、大企業側へ
の啓発も重要だと考えられる。

「カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0」「カメラ画像利活用ガイドブック 事前告知・通知に関する参
考事例集」（ http://www.iotac.jp/wg/data/camera/ ）
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」
（ https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001.html ）
25
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グレーゾーン解消制度、新事業特例制度、規制のサンドボックス制度の存在や意
味を、実際にビジネスを組み立て・推進する人にもっと届ける
先進的プロジェクトにおいて、その取り組みが適法かどうかが明らかでない場合、資
金調達時や、他企業と連携して事業や実証実験などを開始する際に阻害要因となる
場合がある。IoT 推進ラボの取組の中では、ファイナリストがグレーゾーン解消制度を 3
件活用し、それぞれのプロジェクト推進が可能となった。
例えば、それらの実例を併せて紹介するなど、当該制度について、実際にビジネス
で課題に直面しうる担当者へ情報を届けることが重要である。また、新規事業に取り組
む企業が集まるイベントの場などで発信するなども、効果があると考えられる。
 エンジニアや経営人材の育成・流動化を官民で促進
特にソフトウェアエンジニアの人材が確保できないことを課題として持つ企業が多い。
「AI 戦略 2019」（内閣府制作統括官（科学技術・イノベーション担当、2019） 26におい

ても人材育成の必要性は指摘されており、2025 年に向けた育成目的も策定されてい
る。こういった施策と合いまって、兼業や副業の解禁など、人材の流動化が促進される
ことで、ソフトウェアエンジニアの活躍の場を広めることも、併せて必要ではないかと考
えられる。
また、IoT・AI・ビッグデータを活用したプロジェクトにおいてはビジネスモデル構築
が課題として示されることが多いが、新規事業の立ち上げ経験があるなどの経営人材
がプロジェクトにジョインすることで、事業計画、資金調達、チームビルドなどが進み、
イノベーションの社会実装に向けてプロジェクトが前進することも多いと考えられ、そう
いった人材の流動化も必要だと思われる。
IoT 推進ラボの第 6 回 IoT Lab Selection では「イントラプレナー賞」を設置・表彰
を行ったが、これは第 5 回 IoT 支援委員会 27にて、大企業の中に埋もれている技術や
人材の発掘・流動化の機運を醸成しようと、イントラプレナーだけでなく、スピンオフ、カ
ーブアウト、スピンアウトなどに光を当てる枠組みであった。機運の醸成の一例ではあ
るが、官民で流動化の更なる推進を図っていくべきだろう。
 海外市場への進出に資する情報を集約して共有
海外市場については、IoT データ、産業用データの取扱いに関する規制や、IoT 機
器やデバイスに関する規制についての情報、マクロな市場環境、ユーザー企業、ベン
ダー企業に係る情報などにニーズが高い。IoT 推進コンソーシアムが MOU を締結し
ている海外団体などを通じて、情報が共有されていく仕組みができるとよいと考える。
26
27

AI 戦略 2019【概要】（ https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/ai-15.pdf ）
IoT 推進ラボ IoT 支援委員会の会議開催実績は、以下より公表している。
（ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/iot_meeting_results.html ）
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データ流通が進み、他社や他組織のデータを容易に活用できてイノベーションが
創出される環境整備の推進
将来的に、自社で取得するデータだけでなく、他社や他団体のデータを活用して事
業推進をしたいというニーズはある。データ流通推進協議会は、内閣官房 IT 室、経産
省・総務省・IoT 推進コンソーシアムによるデータ連携 SWG の議論、総務省における
データ取引市場等 SWG の検討を背景に、データ流通、データ手動社会の実現のた
めに、データ流通事業者に対するガバナンス、認定や、データ流通事業者間の相互
連携、データ提供者が安心できる技術的・制度的環境の整備などに取り組んでいる 28。
また、パーソナルデータを含めた多種多様かつ大量のデータの円滑な流通を実現す
るためには、個人の関与の下でデータ流通・活用を進める仕組みとして、「情報銀行」
などの取組が進んでいる 29。こういった検討や環境整備が進むことで、データ流通の
環境が整備され、よりイノベーションが創出されうると考えられる。
 屋内、屋外、通信インフラの整備を推進
IoT・AI・ビッグデータを活用した先進的なプロジェクトの社会実装が加速されるよう、
屋内、屋外を問わず、通信環境の整備が、官民で引き続き推進されることが望ましい。

28
29

データ流通推進協議会（ https://data-trading.org/ ）
情報信託機能の認定に係る指針 ver2.0
（ https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191008003/20191008003.html ）
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