
概要

概要

※プログラム全体に関連する指標及び当該指標に係る2018年度から現在までの状況について、可能な範囲で記載する。

※2018年度から現在までの状況について、各年度の欄内への記載が困難な場合は、「備考」欄に記載する。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

アウトプット

指標
21 24 29 31（見込）

アウトプット

指標
55 70 70 74 70（見込）

アウトカム

指標
1 1 1 3

アウトカム

指標
0 0 0 2

添付資料名

備考

※研究開発課題数に合わせて記載欄は調整する。

※研究開発課題評価実施年度の欄に、評価実施（予定）年度に従い、「事前」・「中間」・「事後」と記載する。

※「既存の指標を転記する場合」欄～「既存の指標を参照する場合」欄について、使用しない行は削除すること。また、目標値を設定していない年度については「－」と記載する。

※定性的な目標を設定している場合は、当該目標及び2018年度から現在までの達成状況・実績について、可能な範囲で「備考」欄に記載する。

目的・概要

課題実施

機関･体制

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

中間 事後

35.21 30.551 32.56 35.76※ 32.49 38.01

指標の種別

（測定／成果／活動）

活動指標

人工知能やビッグ

データ解析関連の国

際的に権威のある会

合での入賞者数（累

計）/共同研究の参画

研究機関数

成果指標

AIPセンターの研究成

果に基づき実社会で

の実証実験に至って

いる案件数（累計）

/AIPセンターの研究

成果に基づき開発さ

れた、次世代の新た

な人工知能基盤技術

の数（累計）

添付資料名

年度

（※網掛けは課題実施期間）

研究開発課題評価（事前、中間、事後）実施年度

予算額及び翌年度要求額（億円）

別添１ 令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0234）、別添２  「AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト（理化学研

究所革新知能統合研究センター分）」中間評価結果

既存の指標を

参照する場合

指標
添付資料の

該当頁（頁）
添付資料の該当頁の該当箇所

別添１の１頁 活動指標１つ目及び２つ目

別添１の２頁 成果指標１つ目及び２つ目

※事前分析表及び行政事業レビューシートに記載されている指標以外の指標を設定する場合は、「既存の指標以外の指標を記載する場合」欄に必要事項を明記すること。インパクト／アウトカ

ム／アウトプットの定義については、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（最終改定平成29年4月1日）「本指針における用語・略称等について」を確認すること。

本事業は、「AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」のうち、理化学研究所（以下「理研」という。）に、平成29年１月に新設した革新知

能統合研究センター（以下「理研AIPセンター」という。）において、革新的な人工知能（以下「AI」という。）の基盤技術の研究開発や、それらの技術を用いたビッグデータ

解析による科学的発見の推進・各分野のサイエンスの飛躍的発達、多数の応用領域での社会実装への貢献、情報科学技術に関わる研究者育成などに取り組むことを目的としてい

る。

理研AIP センター

３．プログラムの実施状況

（１）プログラム全体に関連する指標及びその状況

年度

人工知能やビッグデータ解析関連の国際的に権威のある

会合での入賞者数（累計）[件]

AIPセンターの研究成果に基づき実社会での実証実験に

至っている案件数（累計）[件]

別添１ 令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0234）

①研究開発課題名：AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト（重点的に推進すべき取組：新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進））

情報分野研究開発プログラムの進捗状況把握によるプログラム評価（令和４年度）（情報分野研究開発プログラム（１））

令和５年１月　情報委員会

１．情報分野研究開発プランを推進するにあたっての大目標：「オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進」（施策目標８－３）

研究の飛躍的な発展と世界に先駆けたイノベーションの創出、研究の効率化による生産性の向上を実現するため、情報科学技術の強化や、研究のリモート化・スマート化を含め

た大型研究施設などの整備・共用化の推進、次世代情報インフラの整備・運用を通じて、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を促進し、我が国の強みを活かす形で、世界

の潮流である研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）を推進する。

２．プログラム名：情報分野研究開発プログラム（１）AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト

未来社会における新たな価値創出の「鍵」となる、人工知能、ビッグデータ、IoT、サイバーセキュリティについて、「理研革新知能統合研究センター（以下「理研AIP セン

ター」という。）」に世界最先端の研究者を糾合し、革新的な基盤技術の研究開発や我が国の強みであるビッグデータを活用した研究開発を推進するとともに、関係府省等と連

携することで研究開発から社会実装までを一体的に実施する。

特に無し。

（２）個別の研究開発課題に関連する指標及びその状況

※各研究開発課題の進捗状況把握のため、政策評価における事前分析表及び行政事業レビューシートを使う場合は、当該資料を添付し、使用する指標について「既存の指標を参照する場合」欄

に必要事項を明記することで、「既存の指標を転記する場合」欄への転記を省略することができる。

共同研究の参画研究機関数　[機関]

AIPセンターの研究成果に基づき開発された、次世代の新

たな人工知能基盤技術の数（累計）[件]

参考資料３ 情報委員会（第30回）令和５年２月６日



基本計画等

への貢献状況

備考

行政事業レビュー事業目標

世界をリードする革新的な人工知能基盤技術を構築する。現在の人工知能技術では高度に複雑・不完全なデータに対応できておらず、

幅広い分野に適用可能な統合基盤技術を実現する。また、第６期科学技術・イノベーション基本計画や政府全体の戦略である「AI戦

略」（令和元年６月統合イノベーション戦略推進会議決定）に基づき、関係府省と連携して人工知能技術の研究開発・社会実装に向け

た取組を推進する。

６．添付資料名一覧

・別添１ 令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0234）

・別添２ 「AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト（理化学研究所革新知能統合研究センター分）」中間評価結果

達成目標

我が国の強みを活かす形で、世界の潮流である研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）を実現していくために、AI等の革

新的な基盤技術の研究開発を進める等、情報科学技術の強化を図るとともに、中長期的視野からデータ駆動型研究の推進に必要となる

基盤として、研究データの管理・活用や専門人材の育成等の環境の整備を行う。

行政事業レビュー事業番号 2022-文科-21-0234

行政事業レビュー事業名 AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト（次世代人工知能技術等研究開発拠点形成事業費補助金）

政策・施策番号 8-3

施策目標 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進

達成目標番号 1

４．プログラムの現状についてのコメント（任意）

５．参考

　AI技術は、近年、加速度的に発展している。AI 技術は、第５期科学技術基本計画において、我が国が目指すべき社会とされているSociety 5.0 を実現するための基盤となる技術

のひとつである。その発展は、世界の産業構造を変革するとともに様々な分野の科学研究の手法を大きく変革するものであり、その研究開発の推進は、極めて高い科学的・技術

的意義を有している。近年、米中を中心に国際競争が激化しており、我が国としても重点分野として取り組むべく、昨年６月、「AI戦略 2019」（以下「AI戦略」という。）が策

定された。理研AIPセンターは、同戦略において、我が国のAI研究開発推進の中核機関のひとつとして位置付けられており、極めて重要な役割を担っていると評価できる。

　理研AIPセンターは、AI戦略において、研究開発については、理論研究を中心とした革新的な基盤技術の研究開発で世界トップを狙い、また、その研究成果を迅速に社会で活

用させることを目指すこととされ、さらに、人材育成については、世界をリードする質の高い研究人材の確保・育成を行うこととされている。こうしたミッションを達成すべ

く、理研AIPセンターは、情報科学の最先端研究を糾合し、既存技術では解決できない新たな研究課題やAIの普及により直面する社会的課題といった未知の領域を含む挑戦的な

研究目標を掲げ、現在主流の機械学習に関する基礎理論や応用技術のみならず、ELSI (Ethical, Legal and Social Issues) の問題をしっかりと扱うための研究体制も構築して取り

組んでおり、革新的、先導的、発展的な取組を行っていると評価できる。また、理研AIPセンターは、長期的視点が必要な基盤技術の研究開発や人材育成に取り組んでいるが、

これらの課題は、民間企業が取り組むには限界があり、国として取り組む必要性があると評価できる。

　AI技術の発展は大変速く、また、社会への適用が進むにつれて、新たな課題が発生してきている。理研AIPセンターにおいては、国際的にも重要性が高まっており、また、AI戦

略においても実施すべきとされた「Trusted Quality AI」に関する研究開発を強化しているほか、今般の新型コロナウイルス感染症の流行への対応に向けた研究開発を開始するな

ど、国際的な変化や、国・社会の新たなニーズに合わせてその研究開発計画の見直しが図られており、評価できる。

「予算額及び翌年度要求額」における※の予算については、当該年度の「補正予算」を含む。



事業番号 - - -

（ ）

107.9

計算式 百万円/研
究者数 3051/58 2940/49 3478/48 3667/34

補助金の交付額／研究主催者数

単位当たり
コスト 百万円 52.7 60 72.5

74

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

当初見込み 機関 55 70 100 70

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

社会課題解決や科学研究
におけるAI技術の実装に向
けて、企業や研究機関との
共同研究を推進

共同研究の参画研究機関
数

活動実績 機関 70 70

単位 令和元年度

29

当初見込み 件 16 21 26 31

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

21 24

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 3,249 3,801

活動内容
（アクティビ

ティ）

理研AIPセンターにて、世界的にインパクトを与えるような革新的なAI基盤技術を開発し、また企業や研究機関との共同研究を通じて社会課題解
決や科学研究における実践的な取組により、次世代の信頼されるAIの基盤技術を構築し、社会実装に貢献する。

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標

世界的にインパクトを与える
革新的なAI基盤技術の研
究成果を創出

人工知能やビッグデータ解
析関連の国際的に権威の
ある会合での入賞者数（累
計）

活動実績 件

主な増減理由

次世代人工知能技術等研
究開発拠点形成事業費補

助金
3,249 3,801

予備費等に計上された金額は内閣府のPRISM事業による移し替えであ
り、関係各省事業と連携して、創薬ターゲット推定アルゴリズムの研究
開発を推進
「重点政策推進枠」：552百万円

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

100% 90% 97%

執行率（％） 100% 100% 100%

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　未来社会における新たな価値創出の「鍵」となる、人工知能、ビッグデータ、IoT、サイバーセキュリティについて、「理研革新知能統合研究センター（AIPセン
ター）」に世界最先端の研究者を糾合し、革新的な基盤技術の研究開発や我が国の強みであるビッグデータを活用した研究開発を推進するとともに、関係府
省等と連携することで研究開発から社会実装までを一体的に実施する。
（補助率：定額）

実施方法 補助

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 3,055.1 2,940 3,478.4

計 3,055.1 2,940 3,478.4 3,669.9 3,801

予備費等 4.1 7 7 7

予算
の状
況

-

前年度から繰越し

第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月閣議決
定）　等

翌年度へ繰越し - ▲ 316 ▲413.9

- 320.3

令和5年度要求

当初予算 3,051 3,249 3,249 3,249 3,801

補正予算 -

- - 316 413.9

事業名
AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プ
ロジェクト（次世代人工知能技術等研究開発拠点形成事業費補
助金）

担当部局庁 研究振興局 作成責任者

事業開始年度 平成28年度
事業終了

（予定）年度 令和7年度 担当課室

2022 文科 21 0234

令和4年度行政事業レビューシート 文部科学省

主要政策・施策 科学技術・イノベーション 主要経費 文教及び科学振興

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　世界をリードする革新的な人工知能基盤技術を構築する。現在の人工知能技術では高度に複雑・不完全なデータに対応できておらず、幅広い分野に適用可
能な統合基盤技術を実現する。また、第6期科学技術・イノベーション基本計画や政府全体の戦略である「ＡＩ戦略」（令和元年6月統合イノベーション戦略推進
会議決定）に基づき、関係府省と連携して人工知能技術の研究開発・社会実装に向けた取組を推進する。

参事官（情報担当）付
参事官（情報担当）
工藤　雄之

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する
計画、通知等



成果実績 件 1 1

○
書面による施行状況の確認と額の確定実地調査を実施し、更
なるコスト削減及び効率化に繋がるものがあれば、それを次
年度の補助金交付額の決定に反映させている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ‐ -

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

○
事業目的に即し、合理的かつ真に必要なものに対して支出が
行われている。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
当該事業に最低限必要な額に限定して交付するとともに、額
の確定実地調査等によりこれを確認している。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ‐ -

政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生

計
画
と
の
関
係

政
策
評
価

政策
８　知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化
※令和２年度までは「9　未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応」に位置付けられていたが、令和３年度からの政策評価
体系の変更に伴い、当該事業が位置づけられる政策も変更となっている。

施策

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ‐

-
一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

無

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○

AIPセンター（拠点）事業として、世界をリードする革新的な人
工知能の基盤技術の研究開発や、多数の応用領域の社会実
装への貢献等に取り組むものであり、社会・経済に豊富な価
値を提供し、国家と国民に具体的に貢献するため、ニーズを
反映している。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

情報技術が世界的に急速に進展し、とりわけ、人工知能や
ビッグデータ等への関心が高まる中で、我が国の大学や研究
機関の力を結集し、この分野の研究開発の国際競争に臨むこ
とが必要であるため、委ねることができない。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事
業か。

○

本事業は「第６期科学技術・イノベーション基本計画」等にお
いて我が国が目指す未来社会とされているSociety5.0の実現
の核となる人工知能等の研究開発を行うものとして、統合イノ
ベーション戦略2021やＡＩ戦略2022に基づき実施するものであ
り、政策体系における優先度が高い。
また、総務省、文部科学省、経済産業省の3省をはじめとした
関係府省が連携して研究開発・社会実装に向けた取組を進
める体制を構築しており、必要かつ適切な事業である。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

市場における世界的な半導体の流通不足の影響が長引き、
システム整備などにやむを得ない計画の見直しが生じ、改め
て令和４年度内に速やかかつ確実に完遂できるように変更し
た。

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://stg.mext.go.jp/content/20220829-mxt_kanseisk01-000024706-05.pdf

該当箇所 達成目標1（政策評価書のP1、２）

200 - -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
事業実施者より聴取

2 - -

目標値 件 0 0 1 3 4
次世代の新たな人工知能
基盤技術を、令和7年度ま
でに4件開発

AIPセンターの研究成果に
基づき開発された、次世代
の新たな人工知能基盤技
術の数（累計）

成果実績 件 0 0

達成度

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

3 6 10
AIPセンターの研究成果が、
令和7年度までに10の分野
で活用

ＡＩＰセンターの研究成果に
基づき実社会での実証実験
に至っている案件数（累計）

達成度 ％ 50 50

-

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

5 年度 7 年度

100 - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

3 - -

目標値

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

5 年度 7 年度

件 2 2

％ -

8-3 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の
推進
※　令和２年度までは「9-1 未来社会を見据えた先
端基盤技術の強化」に位置付けられていたが、令
和３年度からの政策評価体系の変更に伴い、当該
事業が位置づけられる施策も変更となっている。



-

2021 文科 20

文部科学省 0225

令和3年度

令和2年度 文部科学省 0271

0243

平成30年度 232

令和元年度

平成28年度 新28-0013

平成29年度 236

平成26年度 -

平成27年度 新28-0016

-

平成25年度 -

執
行

等
改

善
引き続き、ＡＩに関する理論研究を中心として世界をリードする革新的な人工知能基盤技術を構築し、研究開発から社会実装までを一体的に推進して
いくとともに、事業の進捗や実績等を踏まえ目標を再設定していく。

備考

理研AIPセンターの成果報告については、以下の通り「2021年度AIPシンポジウム成果報告会」のアーカイブを参照。
https://aip.riken.jp/sympo/sympo202203/

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 -

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○
CSTIによる大規模研究開発の評価で示された事業プロジェク
トが計画通りに進んでおり、目標に向けて着実な成果を上げ
ている。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

‐ -

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○
当初見込みに見合って研究開発は進んでおり、目標に向けて
着実な成果を上げている。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）については研究
現場の状況・ニーズを踏まえ、各省をまたいで機動的かつ効
率的に予算配分することを目的としており、内閣府から移し替
えの上、一体的に執行することとしている。
本事業は厚生労働省事業と連携して、創薬ターゲット推定ア
ルゴリズムの研究開発を推進している。

本事業で整備した施設を活用し、研究開発を推進している。

2022 内閣府 21 0138 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）

事業名事業番号

外部有識者の所見

本事業は「「統合イノベーション戦略2020」（2020年7月）及び「AI戦略2019 フォローアップ」（2020年6月）に基づき、AI等の最先端の基盤的技術の研究開発、社会実装
等の総合的な取組を官民一体となって推進」という背景があり、政策的そして社会的にも重要な事業の一つである。現在は事業開始から5年以上経過していることか
ら、AI基盤技術の研究成果の創出に加え、社会実装に向けてAI基盤技術の実用化への取組を推進し、その実績を積み重ねていくフェーズに入っているのではない
かと考えられる。
その観点から事業内容を見ると、AI基盤技術の研究開発活動についてはレビューシートから読み取れるが、社会実装に関する事業内容については十分に記載され
ているとは言えない。また社会実装の実施方法についてはさまざまな方策があるものと思われるので、一層の工夫が必要であろうと考えられる。
また、事業の成果についても、社会実装に向けた企業等との取組やその実績、社会におけるインパクトの大きさに関して、レビューシートから判断できないため、一定
の成果はあげているものの、十分とは認められない。

行政事業レビュー推進チームの所見

事
業
内

容
の
一

部
改
善

この事業は、外部有識者の所見のとおり、非常に重要であり、社会からの関心も高い事業であるが、社会実装に関する事業内容について十分に記
載されているとは言えず、また、アウトプットについても、十分に社会に対するインパクトを反映したものになっていないため、工夫すべきである。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
研究開発をはじめとして着実に成果を上げており、センター長のマネジメントの下、効果的な事業運営がなされている。
指標については、当初目標の達成度、及び内部の体制の見直し、社会的な情勢等を踏まえ、また事業期間終了時を見据えて目標を再設定しな
がら事業運営を進めている。

改善の
方向性

引き続き、革新的な基盤技術の研究開発や我が国の強みであるビッグデータを活用した研究開発を着実に推進するとともに、統合イノベーション
戦略やＡＩ戦略等の政府全体の戦略に基づき、研究成果の創出やその成果の社会での活用に向け、産業界、国内外の大学・研究機関、関係府省
庁等との連携を強化する。今後も事業の進捗や実績、そして政府全体の戦略の更新も踏まえ、目標を再設定しながら事業を推進していく。

平成24年度



※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

支出先上位１０者リスト

A.

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- - -

契約方式
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - -

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111

未来社会における新たな価
値創出の「鍵」となる、人工
知能、ビッグデータ、IoT、サ
イバーセキュリティについ
て、「理研革新知能統合研
究センター（AIPセンター）」
に世界最先端の研究者を
糾合し、革新的な基盤技術
の研究開発や我が国の強
みであるビッグデータを活
用した研究開発を推進する
とともに、関係府省等と連携
することで研究開発から社
会実装までを一体的に実施
する。

3,478.4 補助金等交付 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

計 3,478.4 計 0

事業実施費 賃料、役務、ソフトウェア外注費等 1,680

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

人件費 研究員、研究補助者等 1,519.5

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご

とに最大の金額が
支出されている者
について記載す
る。費目と使途の
双方で実情が分
かるように記載）

A. 国立研究開発法人理化学研究所 B.

費　目 使　途

設備備品費 研究機器購入等 278.9

文部科学省
3471百万円

A.国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター

：3478百万円

理化学研究所に新設したＡＩＰセンターにおいて、世界的に優れた競争力

を持つ研究者を糾合し、革新的な人工知能の基盤技術の研究開発や、多

数の応用領域の社会実装への貢献等に取り組む。

また、当該研究拠点に、クロスアポイントメント制度を適用し、大学や研

究機関等と連携する。

【補助】

内閣府
7百万円
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情報委員会 



 

  

情報委員会 委員名簿 

（敬称略、50 音順） 

   氏名             所属･職名  

※ 乾 健太郎 東北大学大学院情報科学研究科教授 

 井上 由里子 一橋大学大学院法学研究科教授 

※ 上田 修功 日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所上田特別研究室

長 NTT フェロー 

  理化学研究所革新知能統合研究センター副センター長 

 ※奥野 恭史 京都大学大学院医学研究科 ビックデータ医科学分野教授 

 梶田 将司 京都大学情報環境機構 IT 企画室教授 

 来住 伸子 津田塾大学学芸学部情報科学科教授 

※ 喜連川 優 情報・システム研究機構国立情報学研究所長 

   東京大学生産技術研究所教授 

 鬼頭 周 ソフトバンク株式会社 事業開発統括 顧問 

サイバーリーズン株式会社 CTO  

 栗原 和枝 東北大学未来科学技術共同研究センター教授 

 佐古 和恵 早稲田大学基幹理工学部教授 

 田浦 健次朗 東京大学情報基盤センター長 

 瀧 寛和 和歌山大学学術情報センター長／前学長 

 辻 ゆかり NTT アドバンステクノロジ株式会社取締役 ネットワークイノベーション事業

本部 副本部長 

 ※津田 宏治 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

 新居 日南恵 株式会社 manma 代表取締役社長 

◎ 西尾 章治郎 大阪大学総長 

 長谷山 美紀 北海道大学大学院情報科学研究科教授 

 引原 隆士 京都大学図書館機構長・附属図書館長 

 ※福田 雅樹 大阪大学大学院法学研究科教授 

 八木 康史 大阪大学産業科学研究所複合知能メディア研究分野教授 

〇 安浦 寛人 九州大学理事・副学長 

 若目田 光生  一般社団法人日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進委員会企画部会

データ戦略ワーキンググループ主査 

  株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門 上席主任研究

員     

令和２年６月現在 

◎：主査 〇：主査代理 ※：評価対象期間において利害関係者のため審議には加わらない。 
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「AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」の概要 

 

事業概要 

「AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」は、以

下の二つの事業を一体的に行うことによって、人工知能（以下「AI」という。）、ビッグデ

ータ、IoT 及びサイバーセキュリティに関する革新的な基盤技術の研究開発を推進するも

のである。 

・革新的な AI の基盤技術の研究開発等を行う拠点の構築（理化学研究所革新知能統合

研究センター（以下「理研 AIP センター」という。） 

・科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業の一部である「AIP ネットワー

クラボ」による全国の大学・研究機関等における AI、ビッグデータ、IoT 及びサイバ

ーセキュリティに関する研究開発の支援 

本評価では、同プロジェクトのうち、理研 AIP センターの取組を対象とするものである。 

 

予算の変遷（理研 AIP センター分） 

年度 平成28年度(初年度) 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31/令和元 年度 令和 2年度 

予算額 1,450 百万円 2,950 百万円 3,051 百万円 3,051 百万円 3,249 百万円 
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中間評価票 

 

（令和２年６月現在） 

１．課題名 AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト 

２．研究開発計画との関係 

 

施策目標：未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

大目標（概要）：ICT を最大限に活用し、サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）とを

融合させた取組により、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」を未

来社会の姿として共有し、その実現に向けた一連の取組を更に深化させつ

つ「Society 5.0」として強力に推進し、世界に先駆けて超スマート社会

を実現していく。このため、国は、超スマート社会サービスプラットフォ

ームの構築に必要となる基盤技術及び個別システムにおいて新たな価値

創出のコアとなり現実世界で機能する基盤技術について強化を図る。 

 

中目標（概要）：超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤技術、

すなわちサイバー空間における情報の流通・処理・蓄積に関する技術は、

我が国が世界に先駆けて超スマート社会を形成し、ビッグデータ等から付

加価値を生み出していく上で不可欠なものである。また、技術の社会実装

が円滑に進むよう、産学官が協働して研究開発を進めていく仕組みを構築

し、社会実装に向けた開発と基礎研究とが相互に刺激し合いスパイラル的

に進めることが重要である。加えて、AI 技術やセキュリティ技術の領域

などでは、人文社会科学及び自然科学の研究者が積極的に連携・融合した

研究開発を行い、技術進展がもたらす社会への影響や人間及び社会の在り

方に対する洞察を深めることも重要である。さらに、こうした研究開発プ

ロジェクトを柔軟に運営できる体制の構築も重要である。これらを踏ま

え、超スマート社会への展開を考慮しつつ中長期的視野から、本分野に関

する基盤技術の強化を図る。 

 

重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)： 

イノベーションの創出に向けた AI/ビッグデータ/IoT/セキュリティ等に

関する研究開発。ビッグデータの解析を通じた新たな価値を創出するため

に、革新的な AI の基盤技術を開発・活用する。また、ビッグデータの充

実のため高度な IoT 技術を活用し、あわせてセキュリティの研究開発を行

い、堅牢なセキュリティの構築を推進する。 
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３．評価結果 

（１）課題の進捗状況      

○事業の概要 

本事業は、「AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」

のうち、理化学研究所（以下「理研」という。）に、平成 29 年１月に新設した革新知能統

合研究センター（以下「理研 AIP センター」という。）において、革新的な人工知能（以

下「AI」という。）の基盤技術の研究開発や、それらの技術を用いたビッグデータ解析によ

る科学的発見の推進・各分野のサイエンスの飛躍的発達、多数の応用領域での社会実装へ

の貢献、情報科学技術に関わる研究者育成などに取り組むことを目的としている。具体的

には、以下の５つの柱を掲げて事業を実施している。 

・10 年後を見据えた次世代基盤技術を開発するための基礎研究の推進 

・日本が強いサイエンス分野を AI 技術によりさらに強化 

・日本が取り組まなければならない社会的課題の AI 技術による解決 

・AI の普及による倫理的・社会的課題への対応 

・AI 人材の育成 

以上の柱を達成すべく、３つの研究グループを設置し、AI 技術に関する研究開発・社会

実装を推進している。 

・汎用基盤技術研究グループ 

 - 次世代基盤技術の創出を目指し、機械学習アルゴリズム、最適化理論、推論探索等

の幅広い基礎研究に取り組み、その知見を統合することで、現在の深層学習では太

刀打ちできない難題解決を図る。 

・目的指向基盤技術研究グループ 

 - 我が国が国際競争力を有する科学分野の一層の強化及び我が国として抱える社会的

課題の解決に向けて、関係省庁や大学、研究機関、民間企業等との連携を通じて、

具体的な課題への適用に特化した基盤技術の開発を行う。 

・社会における人工知能研究グループ 

 - AI 技術やビッグデータ解析技術の進展や普及に伴う社会への影響として、AI 倫理、

法制度の在り方、個人データの流通等に関する課題への対応等について、人文科学

や社会科学の研究者も加えた議論を先導し、国内外への情報発信を行う。 

 

○運営・研究体制 

 理研 AIP センターでは、センター長、副センター長及び３つの研究グループの各ディレ

クターに学術界、産業界等の人材が事業開始時に採用・配置され、運営がなされてきてい

る。 

 研究体制に関しては、平成 29 年１月の同センターの開所以降、研究者の確保が進められ、

令和２年 1月時点では、研究室主宰者（PI：Principal Investigator）53 名、常勤研究者

110 名等を擁し、一定の分野的広がりを有する AI に関する研究開発拠点の形成が着実に進

められてきている。また、非常勤 PI（34 名）等を通じて、全国の大学・研究機関をサブ拠

点化する等、全国からの人材の参画を得られる仕組みを工夫する一方、海外の研究機関等

と MoU を締結し、当該機関から海外人材を獲得する取組の実施等、国内外の研究者の集積
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を促進する取組が実施されてきている。事務体制としては、センター長のセンター運営を

支援するセンター長室が設置され、広報活動や他機関との連携を促進するコーディネータ

ーやアシスタント等が配置されている。また、理研の事務体制の中に理研 AIP センターを

バックアップするための体制として、企画調整業務、評価等の運営事務を担う革新知能統

合研究推進室、資産管理、出納、職員の健康管理等を担う東京研究支援室が設置され、こ

れら３室により、理研 AIP センターの運営・研究支援業務が実施されている。 

 

○事業の進捗状況 

①政府方針との関係 

本事業は、情報科学の最先端研究を統合し、その社会実装を行うため、新たな研究拠点

とネットワークを構築することを目指して平成 28 年４月から開始された。「AIP：人工知能

/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト」全体としては、AI のみなら

ず、AI、ビッグデータ、IoT 及びサイバーセキュリティも含めた幅広い観点を対象として

いるが、そのうち、本事業で構築される研究拠点については、主に、AI に関する研究開発

を基軸としており、ビッグデータ、IoT 及びサイバーセキュリティに関しては、JST の戦略

的創造研究推進事業の一部である「AIP ネットワークラボ」により、研究開発の支援を行

ってきている。 

令和元年６月に「AI 戦略 2019（統合イノベーション戦略推進会議決定）」が策定され、

同戦略において、理研 AIP センターは、国内の研究開発の中核機関のひとつとして、AI に

関する理論研究を中心とした革新的な基盤技術の研究開発で世界トップを狙い、また、そ

の研究成果を迅速に社会に活用させることを目指す旨が位置付けられた。同戦略に沿って、

その研究開発体制を強化するとともに、他の中核機関である総務省の情報通信研究機構

（NICT）の AI 関連センター及び経済産業省の産業技術総合研究所の人工知能研究センター

（AIRC）と協力して、全国の AI 研究開発機関の連携強化に向けた「AI 研究開発ネットワ

ーク」の構築に取り組んでいる。本中間評価は、この理研 AIP センターの取組に関するこ

とのみに焦点を当てている。 

 

②研究開発成果 

研究開発については、以下の３つのグループにおいて国内を先導する、国際競争力のあ

る成果も得られ始めてきており、着実に進展してきている。 

汎用基盤技術研究グループにおいては、機械学習を活用する上で大きな課題である不完

全なデータや構造を持ったデータからの深層学習を可能とする革新的なアルゴリズムの開

発や、深層学習の有効性の数学的な証明、機械学習の予測の信頼性を評価する技術の開発

を行う等、国際的にも優れた基盤技術の研究を多数発表している。 

目的指向基盤技術研究グループにおいては、我が国が強みを有する医療や材料科学等の

分野や、我が国の社会課題に対応する防災・減災等の分野において、各分野に特化した機

械学習等の基盤技術の開発を進め、実データや実験施設を持つ研究パートナーとの連携の

下、以下に代表される顕著な成果が見られる。 

・医師の診断情報が付いていない病理画像から、がんの特徴を発見する技術の開発 

・機械学習と分子シミュレーションを組み合わせた基盤技術を開発し、所望の特性を持

つ有機分子の設計及び実証 

・理研のスーパーコンピュータ「京」を使って計算した少数の地震動シミュレーション
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データを用いて学習させた AI を利用し、地震動分布を高速に推定する技術の開発 

 社会における人工知能研究グループにおいては、AI の設計指針等に対して求められる AI

倫理に関して、同グループの研究成果を活用して、内閣府の「人間中心の AI 社会原則」等

の国内の議論を先導するとともに、IEEE の倫理指針「Ethically Aligned Design」の作成

に参画する等、国際的な議論に貢献している。また、ビッグデータとしての活用が期待さ

れる個人の情報に関し、倫理的、法的、社会的課題を踏まえて、プライバシー保護技術や

パーソナルデータの流通システム等の技術開発を行っており、パーソナルデータを分散管

理する e ポートフォリオ運用のためのシステムの開発及び実証実験を実施する等、着実な

進捗が見られる。さらに、AI と文化や哲学等の人文科学、社会科学との関係について、セ

ミナーや国際会議を開催する等、新しい知見の発信やアウトリーチ活動に取り組んでいる。 

研究開発の成果等については、国内外の会議での発表（平成 30 年に約 500 件）や特許出

願（平成 31 年３月までに計９件）等が行われている。 

 

③産業界との連携 

理研 AIP センターでは、AI 技術の社会実装の加速を目指し、共同研究や技術指導等、様々

な形での企業連携が進められている。特に、理研の産業界との連携センター制度を活用し

て、４つの連携センターが設置され、企業のニーズに根差した基盤研究が共同で進められ

ている。また、企業連携に際しては、理研 AIP センターのポテンシャルが生かせること、

連携により相乗効果が期待されること等の観点に基づき、共同研究の研究計画を策定する

等、企業連携の仕組みを設けて推進している。令和２年２月時点では、計 44 社との間で共

同研究契約を締結しており、共同研究の成果として、医療分野では、超音波検査の画像か

ら胎児の心臓異常を自動で検知する技術の開発、材料分野では、リチウムイオン電池の最

適組成を予測する技術の開発等、企業の期待に応えた成果が得られ始めている。 

 

④国内外の大学・研究機関との連携及び理化学研究所内での連携 

研究機関間連携については、国内の 34 の大学・研究機関との共同研究契約、海外の 43

の大学・研究機関との MoU 締結を行いながら取組を進めている。また、理研には我が国を

代表する総合的な研究所として、数理科学や計算科学、医科学等、多くの分野で優れた知

見が集積されていることを生かし、所内連携を進め、強みを生かした分野横断の研究が進

められている。 

 

⑤人材育成 

本事業では、人材育成が目標の一つに位置付けられており、学生、企業の研究者、技術

者を積極的に受け入れて、多様な分野の研究者が活動し、最先端の研究設備が備わった環

境の下、OJT を通じて AI 技術分野の人材育成を進めている。学生については、各大学等に

所属する PI の指導の下、非常勤の研究パートタイマーとして OJT で育成しており、平成

30 年度は 215 名を採用・育成している。企業の研究者、技術者については、企業側が抱え

る課題に関して、理研 AIP センターの研究者と共に課題解決に従事しており、平成 30 年度

は 40 社から 147 名を受け入れ、OJT での育成を実施している。 

また、MoU を締結している海外の大学・研究機関等から優秀な学生をインターンとして

受け入れており、平成 30 年度には 19 の国と地域から 54 名を採用・育成している。このよ

うに、理研 AIP センターにおいては、国内外問わず若手をはじめとする人材を受け入れ、
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育成そして輩出することで、人材還流の拠点としての機能を担うべく活動を行っている。 

⑥国際外部評価（アドバイザリーカウンシル）

理研 AIP センターでは、理研全体の取組の一環として、国内外の有識者を委員とする国

際外部評価を実施している。令和元年５月に行われた国際外部評価においては、理研 AIP

センターの研究は国際水準を満たしており、社会的に非常に貢献する実績を挙げている等、

外部評価委員の視点から見ても、優れた研究が行われている旨の評価がなされている。ま

た、インパクトのある重要な活動にフォーカスしていくこと、各グループ間でのコラボレ

ーションを促進すること等、理研 AIP センターの今後の更なる発展に向けた助言を受けて

おり、その実施に向けた検討が進められている。

（２）各観点の再評価

当初設定された「必要性」「有効性」「効率性」の各観点における評価項目及びその評価 

基準は普遍的な妥当性を有しており、変更の必要は無い。 

＜必要性＞ 

評価項目 

・科学的・技術的意義（革新性、先導性、発展性等）

・国費を用いた研究開発としての意義（国や社会のニーズへの適合性等）

評価基準 

・理研 AIP センターが目指すビジョンを明確に示し、次世代の新たな人工知能基盤技

術を数件開発する等、事業における目標設定が革新的、先導的なものであるか

・政府の方針に合致した研究計画となっているか

AI 技術は、近年、加速度的に発展している。AI 技術は、第５期科学技術基本計画におい

て、我が国が目指すべき社会とされている Society5.0 を実現するための基盤となる技術の

ひとつである。その発展は、世界の産業構造を変革するとともに様々な分野の科学研究の

手法を大きく変革するものであり、その研究開発の推進は、極めて高い科学的・技術的意

義を有している。近年、米中を中心に国際競争が激化しており、我が国としても重点分野

として取り組むべく、昨年６月、「AI 戦略 2019」（以下「AI 戦略」という。）が策定された。

理研 AIP センターは、同戦略において、我が国の AI 研究開発推進の中核機関のひとつとし

て位置付けられており、極めて重要な役割を担っていると評価できる。  

理研 AIP センターは、AI 戦略において、研究開発については、理論研究を中心とした革

新的な基盤技術の研究開発で世界トップを狙い、また、その研究成果を迅速に社会で活用

させることを目指すこととされ、さらに、人材育成については、世界をリードする質の高

い研究人材の確保・育成を行うこととされている。こうしたミッションを達成すべく、理

研 AIP センターは、情報科学の最先端研究を糾合し、既存技術では解決できない新たな研

究課題や AI の普及により直面する社会的課題といった未知の領域を含む挑戦的な研究目

標を掲げ、現在主流の機械学習に関する基礎理論や応用技術のみならず、ELSI(Ethical, 

Legal and Social Issues)の問題をしっかりと扱うための研究体制も構築して取り組んで

おり、革新的、先導的、発展的な取組を行っていると評価できる。また、理研 AIP センタ
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ーは、長期的視点が必要な基盤技術の研究開発や人材育成に取り組んでいるが、これらの

課題は、民間企業が取り組むには限界があり、国として取り組む必要性があると評価でき

る。 

AI 技術の発展は大変速く、また、社会への適用が進むにつれて、新たな課題が発生して

きている。理研 AIP センターにおいては、国際的にも重要性が高まっており、また、AI 戦

略においても実施すべきとされた「Trusted Quality AI」に関する研究開発を強化してい

るほか、今般の新型コロナウイルス感染症の流行への対応に向けた研究開発を開始するな

ど、国際的な変化や、国・社会の新たなニーズに合わせてその研究開発計画の見直しが図

られており、評価できる。 

 

以上のことから、本事業の「必要性」は高いと評価できる。 

 

今後のさらなる発展に向けて、以下の助言点を記載する。 

・ これまでの３年間の立ち上げフェーズの成果を基礎として、今後の AI 技術の発展動

向や新型コロナウイルス感染症の流行による社会の変化の影響などの様々な状況変

化を見据えつつ、引き続き、理研 AIP センターの将来像や方向性に関するビジョンの

更なる明確化・具体化や見直しに努めていくことが重要である。 

・ 平成 28 年４月から開始された「AIP：人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリ

ティ統合プロジェクト」の中核的な研究センターとして設置された組織であることの

意義を再認識し、世界をリードする新しい研究の潮流を生み出すための新たな戦略を

早急に構築して、今後の研究活動を進めることを強く希望する。このような戦略の明

確化や共有は、若手研究者も含め参画する研究者が研究活動を進める上での指針を示

すものであり、理研 AIP センターが世界をリードする組織となるための必須の要件で

ある。また、人材育成を進める上でも方向性を共有できる体制は極めて重要である。

さらに、理研 AIP センターには、この分野で我が国がどのように世界をリードするか

を示すことが求められていることをもう一度認識して取り組んでもらいたい。 

 

＜有効性＞ 

 

評価項目 

  ・新しい知の創出への貢献、（見込まれる）直接・間接の成果・効果やその他の波及効

果の内容 

評価基準 

・理研 AIP センターの研究成果に基づく人工知能技術を活用することによって、科学

的発見を行い、革新的な研究成果の創出に資することができているか 

・理研 AIP センターにおけるオープンなプラットフォームを活用した研究開発を通じ

て、研究者の人材育成に資することができたか 

 

国際的な人材獲得競争の中、センター長を中心として、短期間に国内の AI 関係研究者の

ネットワークを作り、非常勤 PI としての採用も含めて全国から優れた研究者を糾合すると

ともに、海外の研究者も数多く招聘して組織を立ち上げ、発展させてきた点は高く評価で

きる。 
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理研 AIP センターの３つの研究グループにおいて、（１）課題の進捗状況に記載のとおり、

研究活動が進められてきている。開所後体制整備の期間を経て、現在の体制が整ってから

約３年が経過した段階ではあるが、AI 分野の先導的な理論研究の成果を国内外に向けて発

信し、高く評価されてきていること、企業との共同研究においても、成果の製品への実装

に向けた取組が進展している事例が出始めていること、AI に関する倫理指針策定への参画

など、研究実績や具体的な実装事例も出てきており、今後見込まれるものも含めて、AI 技

術に関する革新的な研究成果の創出と多様な分野における AI 技術の活用や AI 技術による

研究の加速に大きく貢献する活動を行っているものと評価できる。今後も、個人レベルの

研究に留まらず、研究課題や得られた成果等の共有、水平展開等を行い、研究グループ間

の一層の連携を進め、国際競争力のある、独自性の高い研究成果の効果的な創出や他分野

への貢献につなげていくことが期待される。また、新型コロナウイルス感染症の流行への

対応に向けた研究開発も開始しており、有効な成果が早期に得られることが期待される。 

人材育成については、センター内のみに閉じず、外部の関係機関との連携を進めており、

国内外の学生、国内企業の研究者を OJT で多数受け入れ、最先端の研究開発や AI 技術の社

会実装を担う人材の育成に積極的に取組んでいることや、優れた若手 PI の積極的な採用に

力を入れている点が評価できる。 

研究成果のオープン化については、ホームページや公開シンポジウム等での情報発信等

が進められており評価できる。また、全国の大学、研究機関等との連携の下、AI 戦略に基

づく「AI 研究開発ネットワーク」の中核機関のひとつとして成果の情報発信や同ネットワ

ーク参画機関間での共有等を開始していることも研究成果のオープン化の観点から評価で

きる。 

 

以上のことから、本事業の「有効性」は高いと評価できる。 

 

今後のさらなる発展に向けて、以下の助言点を記載する。 

・ 基盤技術の新たな潮流を生み出していくには、実践的な活動の中で様々な分野の研究

者や社会とつながることが重要である。他分野や産業界との連携は、成果の波及・還

元のみならず、新たなニーズをつかみ取る機会でもあり、他分野の専門家・研究者等

や他の研究機関、産業界、NPO 等との連携を、今後とも、拡大、深化させていくこと

が重要である。 

・ このため、学術界のみならず、一般の社会や産業界等への情報発信や広報活動の強化

が重要であり、研究成果のオープン化の推進等をより一層進めていくことが期待され

る。 

・ AI 研究の基盤であるデータの集積について、他機関との連携も含め、戦略的に取り

組むことが重要である。また、データの有効な保管・管理、活用について、理研全体

の方針に基づき適切なマネジメントがなされるよう引き続き取り組むことが重要で

ある。 

・ 他の国のプロジェクトや他分野の研究者等との連携も含め、理研 AIP センターにおい

て、さらに、国籍や性別等、多様な人材を糾合・育成することは、公的研究開発機関

の役割として重要であり、同時に、理研 AIP センターの研究開発及び人材育成の幅を

広め、革新的で、インクルーシブな研究成果の創出を促進するものと期待される。ま

た、世界的に逼迫している優秀な研究人材の糾合にあたって、研究環境及び待遇等の
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検討が必要であれば率先して進めてもらいたい。 

・ 理研 AIP センターの研究成果を発信する仕組みとして、プログラム等をまとめた基盤

的なプラットフォームの構築を目指すことは有効と考えられる。 

・ 新型コロナウイルス感染症の流行により生じた今般の世界的な危機や社会構造の変

化に対し、理研 AIP センターの強みを生かして対応することも、基盤技術の研究開発

と並んで重要である。その際、現場の実態に即した研究成果を目指すとともに、使用

したデータやアルゴリズム等のオープン化やそれらの精度に関する情報公開にも十

分に配慮すべきである。 

 

＜効率性＞ 

 

評価項目 

・費用構造や費用対効果向上方策の妥当性 

評価基準 

・目的の達成に向けて、効率的な研究を推進するための適切な実施計画と体制が形成

され実施されているか 

 

本事業では、５つの重点テーマを効果的かつ効率的に実施するため、センター長のリー

ダーシップの下、３つの研究グループを設置し、これらの得意分野を生かした連携を図る

とともに、研究開発を支える運営、事務支援についても体制を整備しており、外国人研究

者への利便性の向上や研究グループ間でのコミュニケーションの向上に組織的に取り組ん

できている。また、非常勤 PI を多数活用することによって全国的なサブ拠点のネットワー

クを構築し、研究拠点としてのユニークな強みとしているなど、限られた予算の中で存在

感のある研究組織を運営している点や、立ち上げ段階が終わり、研究内容やグループ構成、

資源配分の見直しを進めている点は評価できる。 

基礎研究を中核としつつも、企業と４つの連携センターを設け、複数のグループが参画

する形での共同研究の実施や実用化に向けた成果の創出がなされているとともに、産業界

との連携担当として配置されたコーディネーターを活用した共同研究の発掘や計画遂行を

行っている点、加えて、理研内での計算科学分野や医療分野との連携に関する取組は評価

できる。 

さらに、理研全体の取組の一環として、国際外部評価を実施しており、国内外の有識者

から得られた専門的・俯瞰的な意見を、運営に生かすべく検討を進めていることは評価で

きる。 

 

以上のことから、本事業の「効率性」は高いと評価できる。 

 

今後のさらなる発展に向けて、以下の助言点を記載する。 

・ 新型コロナウイルス感染症の流行による社会のニーズの変化も含め、AI の関係する

研究開発動向は、非常に変化が速く大きい。それらを適時適切に反映した明確なビジ

ョンや戦略の下で、個別の研究プロジェクトの目標設定及び評価、研究内容の戦略的

重点化や研究グループ構成の見直し、資源配分等を柔軟かつ迅速に行っていく必要が

ある。 
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・ 研究拠点としての更なる相乗効果が得られるよう、サブ拠点との連携、研究グループ

間の連携、他の理研の研究グループとの連携等を強める仕組みや環境を構築するとと

もに、スーパーコンピュータ「富岳」等の理研内部の資源の活用や関係部門との連携

を図ることで、研究効率及び費用対効果の高い運営がなされることを期待する。 

・ サブ拠点に関しては、大学の AI 研究拠点との組織的な連携へと発展させ、理研 AIP

センターが日本全体の、そして世界的な、AI 研究のハブとなることを期待したい。 

・ 社会や産業界、他分野との連携については、理研 AIP センターの持つ強みを生かしつ

つ、理研 AIP センター自身の発展にも役立つ観点から、引き続き実施していくことが

重要である。また、他の研究機関等の方策も参考にしつつ、安定的な研究の推進につ

ながるよう、継続して、効果的、効率的な方策や体制の整備等を進めるべきである。 

 

（３）今後の研究開発の方向性 

本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する（いずれかに丸をつける）。 

理由：AI 戦略の下、我が国として、AI 分野の基盤技術を国際的に牽引する研究開発の必要

性は一層高まっており、（２）に記載のとおり、本事業の「必要性」、「有効性」及び「効率

性」について、これまでの立ち上げの期間の実績は高く評価できるところである。今後、

理研 AIP センターが、次のフェーズに早期に移行し、世界の AI 研究をリードする存在に発

展することを強く期待する。 

AI をはじめとする情報科学技術分野の変化は速く、また、海外企業や研究機関等の間で

の研究開発競争も激しい中で、その将来ビジョンや戦略を明確に示し、かつ柔軟に見直し

を行うことは、極めて重要である。さらに、今般の新型コロナウイルス感染症の流行のみ

ならず、今後の新たな感染症や自然災害、社会問題の複雑化の可能性も考慮すれば、AI を

はじめとする情報科学技術の活用や更なる発展への社会的要請は、世界的にも、一層高ま

るものと考えられる。様々な科学的・社会的ニーズや他の研究機関や企業等との新たな連

携の可能性も生じるであろう。 

このような、今後想定される変化を踏まえ、理研 AIP センターにおいては、ビジョンの

早急な明確化・具体化を図り、状況の変化に対応した柔軟な見直しを続けて、AI 研究の新

たな潮流を創出し、世界の AI 研究を先導する研究拠点として更なる発展を遂げることを強

く期待したい。 

また、（２）においては、様々な視点・助言点等も記載しており、今後事業を進めていく

に当たっては、これらを十分勘案して取り組むことが重要である。 

（４）その他 

AI 分野をはじめ急速に発展する情報科学分野においては、論文数等の従来の評価指標で

は、国が真に期待する実績や成果を的確に評価できないと危惧される。そもそも論文に偏

重しない研究評価の重要性は世界中で認識されており、最近では、中国がＳＣＩ論文を評

価の目安にしないとの方針を公表するなど、海外においても従来の評価からの転換の動き

が伺える。評価指標が我が国の将来を決めるような本事業に枠をはめることにならないよ

うに、新しい評価のためのマイルストーンやエビデンスを設定する必要がある。評価に当

たる側の課題として、今後早急に検討すべきである。 

  



概要

概要

※プログラム全体に関連する指標及び当該指標に係る2018年度から現在までの状況について、可能な範囲で記載する。

※2018年度から現在までの状況について、各年度の欄内への記載が困難な場合は、「備考」欄に記載する。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

アウトプット

指標
25 25 46 65 50（見込）

アウトプット

指標
0 1 1 0 1（見込）

アウトカム

指標
0 0 0 3

アウトカム

指標
2 6 8 20

アウトカム

指標
0 0 5 7

アウトカム

指標
0 37 35 77

添付資料名

備考

※研究開発課題数に合わせて記載欄は調整する。

※研究開発課題評価実施年度の欄に、評価実施（予定）年度に従い、「事前」・「中間」・「事後」と記載する。

※「既存の指標を転記する場合」欄～「既存の指標を参照する場合」欄について、使用しない行は削除すること。また、目標値を設定していない年度については「－」と記載する。

※定性的な目標を設定している場合は、当該目標及び2018年度から現在までの達成状況・実績について、可能な範囲で「備考」欄に記載する。

①研究開発課題名：Society 5.0実現化研究拠点支援事業（重点的に推進すべき取組：新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進））

目的・概要

課題実施

機関･体制

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

中間

7.00 7.008 7.008 7.008 7.008 6.957

指標の種別

（測定／成果／活動）

活動指標

企業、自治体、他の

研究機関等の参画機

関数/国際会議開催等

のアウトリーチ活動

件数

年度

（※網掛けは課題実施期間）

研究開発課題評価（事前、中間、事後）実施年度

予算額及び翌年度要求額（億円）

既存の指標を

参照する場合

指標
添付資料の

該当頁（頁）
添付資料の該当頁の該当箇所

別添１の１頁 活動指標１つ目及び２つ目

※事前分析表及び行政事業レビューシートに記載されている指標以外の指標を設定する場合は、「既存の指標以外の指標を記載する場合」欄に必要事項を明記すること。インパクト／アウトカ

ム／アウトプットの定義については、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（最終改定平成29年4月1日）「本指針における用語・略称等について」を確認すること。

　Society 5.0（IoT、ビッグデータ、人工知能等のイノベーションをあらゆる産業や社会生活に活用することで、様々な社会的課題が解決される社会）の経済システムでは、「自

律分散」する多様なもの同士を新たな技術革新を通じて「統合」することが大きな付加価値を産むため、眠っている様々な知恵・人材・技術・情報をつなげ、イノベーションと

社会的課題の解決をもたらす仕組みを世界に先駆けて構築することが必要である。一方、大学等では知恵・人材・技術・情報がすべて高い水準で揃っているが、社会的課題を捉

え、解決に向け組織全体のポテンシャルを統合し複数の技術を組み合わせて社会実装を目指す取組や、社会実装の為の実証実験のコーディネート等を担う人材、データの整理・

活用を担う人材が不足していると考えられる。上記のような状況の下、Society 5.0の実現の先端中核拠点として大学等がイノベーションの先導役となる様に、イノベーションを

実現できる拠点の形成が必要である。

　Society 5.0実現化研究拠点支援事業は、 Society 5.0の具体像を情報科学技術を基盤として描き、その先導事例を実現するための研究開発を行い、事業や学内組織の垣根を超え

て研究成果を統合し、社会実装に向けた取組を推進する大学等の先端中核拠点に対し、補助金により支援を行うものである。

　公募・選考の結果、平成30 年９月 18 日に、大阪大学の「ライフデザイン・イノベーション研究拠点」が採択され、取組が進行中である。

代表機関：大阪大学、協力機関：理化学研究所・NEC

３．プログラムの実施状況

（１）プログラム全体に関連する指標及びその状況

年度

企業、自治体、他の研究機関等の参画機関数

[件]

社会実装された研究開発のテーマ数　[件]

別添１ 令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0235）

情報分野研究開発プログラムの進捗状況把握によるプログラム評価（令和４年度）　（情報分野研究開発プログラム（２））

令和５年１月　情報委員会

１．情報分野研究開発プランを推進するにあたっての大目標：「オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進」（施策目標８－３）

研究の飛躍的な発展と世界に先駆けたイノベーションの創出、研究の効率化による生産性の向上を実現するため、情報科学技術の強化や、研究のリモート化・スマート化を含め

た大型研究施設などの整備・共用化の推進、次世代情報インフラの整備・運用を通じて、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を促進し、我が国の強みを活かす形で、世界

の潮流である研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）を推進する。

２．プログラム名：情報分野研究開発プログラム（２）Society 5.0実現化研究拠点支援事業

大学等において、情報科学技術を基盤として、事業や学内組織の垣根を越えて研究成果を統合し、社会実装に向けた取組を加速するため、学長等のリーダーシップにより組織全

体としてのマネジメントを発揮できる体制構築を支援する。

特に無し。

（２）個別の研究開発課題に関連する指標及びその状況

※各研究開発課題の進捗状況把握のため、政策評価における事前分析表及び行政事業レビューシートを使う場合は、当該資料を添付し、使用する指標について「既存の指標を参照する場合」欄

に必要事項を明記することで、「既存の指標を転記する場合」欄への転記を省略することができる。

国際会議開催等のアウトリーチ活動件数　[件]

企業等との共同研究契約の件数　[件]

社会実装のための実証実験の完遂　[件]

外部資金獲得状況　[件]



成果指標

社会実装された研究

開発のテーマ数/企業

等との共同研究契約

の件数/社会実装のた

めの実証実験の完遂/

外部資金獲得状況

添付資料名

基本計画等

への貢献状況

備考

行政事業レビュー事業目標

知恵・情報・技術・人材が高い水準で揃う大学等において、将来社会実装を担う産業界や自治体等と当初から連携しつつ、情報科学技

術を核として様々な研究成果を統合し、Society 5.0の実証・課題解決の先行事例として先端中核拠点を創成する。これにより、社会課

題解決のために社会実装を目指す取組を支援する。

６．添付資料名一覧

・別添１令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0235）

・別添２ Society 5.0 実現化研究拠点支援事業 中間評価結果

達成目標

我が国の強みを活かす形で、世界の潮流である研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）を実現していくために、AI等の革

新的な基盤技術の研究開発を進める等、情報科学技術の強化を図るとともに、中長期的視野からデータ駆動型研究の推進に必要となる

基盤として、研究データの管理・活用や専門人材の育成等の環境の整備を行う。

行政事業レビュー事業番号 2022-文科-21-0235

行政事業レビュー事業名 Society 5.0実現化研究拠点支援事業

政策・施策番号 8-3

施策目標 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進

達成目標番号 1

４．プログラムの現状についてのコメント（任意）

５．参考

別添１ 令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0235）、別添２ Society 5.0 実現化研究拠点支援事業 中間評価結果

本事業は、情報通信技術（ICT）を最大限に活用してサイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実世界）を融合させた取組を進めることや、様々な知恵・情報・技

術・人材をつなげ、社会的課題の解決とイノベーションをもたらす仕組みを世界に先駆けて構築することを目指しており、閣議決定（「科学技術基本計画」）等で示された

政府方針に合致している。

特に無し。

既存の指標を

参照する場合

別添１の２頁 成果指標１つ目～４つ目



事業番号 - - -

（ ）
事業名 Society5.0実現化研究拠点支援事業 担当部局庁 研究振興局 作成責任者

事業開始年度 平成30年度
事業終了

（予定）年度
令和4年度 担当課室

2022 文科 21 0235

令和4年度行政事業レビューシート 文部科学省

主要政策・施策 科学技術・イノベーション 主要経費 文教及び科学振興

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

知恵・情報・技術・人材が高い水準で揃う大学等において、将来社会実装を担う産業界や自治体等と当初から連携しつつ、情報科学技術を核として様々な研究
成果を統合し、Society5.0の実証・課題解決の先行事例として先端中核拠点を創成する。これにより、社会課題解決のために社会実装を目指す取組を支援する。

参事官（情報担当）付
参事官（情報担当）
工藤　雄之

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する
計画、通知等

未来投資戦略2017（平成29年6月9日　閣議決定）
経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年6月9日　閣議
決定）
未来投資戦略2018（平成30年6月15日　閣議決定）
経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月15日　閣
議決定）

翌年度へ繰越し - - -

- -

令和5年度要求

当初予算 700.8 700.8 700.8 700.8 695.7

補正予算 -

- - - -

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

大学等において、情報科学技術を基盤として、事業や学内組織の垣根を越えて研究成果を統合し、社会実装に向けた取組を加速するため、学長等のリーダー
シップにより組織全体としてのマネジメントを発揮できる体制構築を支援する。また、企業等からの本格的な投資の呼び水となることが見込まれる大学等での実
証試験等の実施や概念実証に必要な研究費を支援するとともに、社会実装のシステムやマネタイズするスキームを構築するにあたり、（一社）データビリティコン
ソーシアムを立ち上げ、自治体・企業等から構成される会員と協議し事業を実施する。
（補助率：定額）

実施方法 補助

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 701 701 701

計 700.8 700.8 700.8 700.8 695.7

予備費等 - - -

予算
の状
況

前年度から繰越し

主な増減理由

人工知能等社会実装研究
拠点事業費補助金

701 695.7 各プロジェクトでの取組内容や実施体制の見直しを行ったため。

当初予算＋補正予算に対する
執行額の割合（％）

100% 100% 100%

執行率（％） 100% 100% 100%

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 700.8 695.7

活動内容
（アクティビ

ティ）

プロジェクトで得られた医療情報や日常生活の活動データ等個人データを収集し活用する各プロジェクトを通じ、パーソナルデータの商業二次利用
を可能とする市場取引型情報基盤としてのデータ流通基盤を構築し社会展開を行う。

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標

産学官で共同して基礎研究
から社会実装に向けた研究
開発を行う

企業、自治体、他の研究機
関等の参画機関数

活動実績 件 25 46

単位 令和元年度

65

当初見込み 件 25 35 40 50

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

当初見込み 件 1 1 1 1

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

産学官で共同して基礎研究
から社会実装に向けた研究
開発を行う

国際会議開催等のアウト
リーチ活動件数

活動実績 件 1 1

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

0

701

計算式
百万円/拠
点数 701/1 701/1 701/1 701/1

交付金額／拠点数

単位当たり
コスト 百万円 701 701 701



☑

8-3 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推
進

件 0 0

％ 100

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

年度 4 年度
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

3 -

目標値 3 5
拠点の研究開発成果が社
会実装される

社会実装された研究開発の
テーマ数

達成度 ％ 0 0

80

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

年度 4 年度

100 -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
Society5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会での議論

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

目標最終年度

年度 4 年度

100 -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
Society5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会での議論

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

20 -

目標値 件 6 10 20 30
支援期間終了後も持続的に
発展可能な学内体制や実証
システムを構築

企業等との共同研究契約の
件数

成果実績 件 6 8

達成度

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

7 -

目標値 件 0 1 8 10
拠点の研究開発成果が社
会実装される

社会実装のための実証実験
の完遂

成果実績 件 0 5

達成度 ％ 0 500

成果実績 件 37 35

達成度 ％ 180 70

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

年度 4 年度

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

政策評価書
URL

https://www.mext.go.jp/content/20220829-mxt_kanseisk01-000024706-05.pdf

該当箇所 施策目標8-3の達成目標１

政
策
評
価

、
新
経

済
・
財
政
再
生
計

画
と
の
関
係

政
策
評
価

政策 8　知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化

施策

成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 チェック

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○

「未来投資戦略2017」等において、世界トップレベルの大学・研
究開発法人の研究拠点が産業界と連携してイノベーションを生
み出せるよう、少数の拠点にリソースを集中投下することが定
められており、本事業を着実に実施し研究開発を推進する必
要がある。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

「未来投資戦略2017」において、Society5.0の実現に向け、眠っ
ている様々な知恵・情報・技術・人材をつなげ、イノベーションと
社会課題の解決をもたらす仕組みを世界に先駆けて構築する
ことが求められているため、本事業は国として実施すべきであ
る。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事
業か。

○

本事業は、大学等において、情報科学技術を核に様々な研究
成果を統合し、産業界、自治体、他の研究機関等と連携して
Society5.0の実現を目指す取組を支援するものであり、経済
的・社会的意義が高いことから、政策体系における優先度が高
い。

成果実績 件 0 0

0.9 -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
Society5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会での議論

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標

外部資金獲得状況

1 -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
Society5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会での議論

77 -

目標値 件 20 50 75 100
支援期間終了後も持続的に
発展可能な学内体制や実証
システムの構築



事業名事業番号

外部有識者の所見

外部有識者による点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

事
業
内
容
の

一
部
改
善

令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一部目標に達しなかった部分があったが、成果目標等については事業の成果を適切に測るた
め一層の工夫が必要と考えられる。また、改善の方向性欄に記載のとおり、今後も将来的な事業の自律的な運営に向け、継続的に事業の進捗を確
認・見直しをするなど効率的・効果的な事業の推進に努めるべきである。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

本事業は、大学等において、情報科学技術を核に様々な研究成果を統合し、産業界等と連携してSociety5.0の実現を目指す取組を支援するもので
あり、経済的・社会的意義が高いことから、積極的に推進すべき取組である。
令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により目標値に達しなかった指標が一部あったものの、その他の指標は着実に成果を上げてお
り、本事業で構築したデータ連携基盤を通じ企業との連携を促進するための体制を強化し、目標の達成に向けて着実に進捗している。

改善の
方向性

将来的な事業の自律的な運営に向け、事業開始以降5年度目までに当該年度の補助金額と同規模以上の負担を産学官等の関係機関に求めてい
く。
事業実施機関には、関連する技術の進歩等に柔軟に対応し、ターゲットへのアプローチを見直す体制を求めており、社会情勢の変化等も踏まえ、今
後も引き続き着実に取組を実施していく。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

本事業は、事業提案を公募した上で有識者からなる委員会に
よる公平な審査を経て選定しており、その妥当性や競争性を確
保している。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者
応札又は一者応募となったものはないか。

無

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 ○
事業実施機関には、関連する技術の進歩等に柔軟に対応し、
ターゲットへのアプローチを見直す体制を求めている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
補助金を交付する際に事業経費の費目・使途の内容について
厳正に確認し、真に必要なものに限定している。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

○
本事業は、開始以降５年度目までに当該年度の補助金額と同
規模以上の負担を産学官等の関係機関に求めており、国と事
業実施機関との負担関係は妥当である。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
事業実施機関における標準単価の水準が妥当であることを確
認済みである。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○
補助金を交付する際に事業経費の費目・使途の内容について
厳正に確認し、資金の流れを把握している。

整備したセンサ等から得られたデータは、拠点内で可搬的に利
用可能とし、効率的に活用している。

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○
総長のリーダーシップの下、情報科学技術を基盤として事業や
学内組織の垣根を超えて研究成果を統合する体制を構築し、
目標の達成に向けて着実に進捗している。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あ
るいは低コストで実施できているか。

○
拠点に参画する産官学の協力機関と協働して事業を行ってお
り、効率的かつ低コストで実施できている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○
有識者による頻回のサイトビジット等を通じ、目標に向けた活
動実績、進捗具合を常に確認しながら進めている。

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割
分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

-

縮
減

本事業は、令和４年度に本事業推進委員会によるステージゲート評価を受け、令和５年度より第２ステージが開始される。これに際し、各プロジェクトで
の取組内容や実施体制の見直しを行い、令和５年度概算要求においては▲5.1百万円を反映した。引き続き、コスト削減に留意しつつ、事業の適切な
執行に努める。

備考



-

※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

平成24年度 -

平成25年度 -

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 -

平成30年度 新30-0011

令和元年度

平成28年度 -

平成29年度 18

平成26年度 -

平成27年度 -

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックごと
に最大の金額が
支出されている者
について記載す

る。費目と使途の
双方で実情が分
かるように記載）

A.大阪大学 B.理化学研究所

費　目 使　途

令和3年度

令和2年度 文部科学省 0226

事業実施費 委託費等 300.9 事業実施費
調査旅費等（国内旅費、外国旅費）、研究用
消耗品の取得に係る費用

22

人件費 研究実施に係る人件費（研究者雇用経費） 136.2 人件費 研究実施に係る人件費（研究者雇用経費） 46

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

設備備品費 研究用設備備品の取得に係る費用 102 設備備品費 研究用設備備品の取得に係る費用 7

間接経費 161.7 間接経費 23

C.日本電気株式会社 D.同志社大学

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 700.8 計 98

事業実施費 調査旅費等（国内旅費） 2

人件費 研究実施に係る人件費（研究者雇用経費） 28.8

設備備品費 研究用設備備品の取得に係る費用 0 研究開発費
ロボット環境との共生知能創出による乳幼児
の社会性の発達支援

7

間接経費 9.2

計 40 計 7

文部科学省 0226

文部科学省
700.8百万円

公募【補助金等交付】

A. Society5.0実現化研究拠点支援事
業

国立大学法人大阪大学（拠点）
700.8百万円

Society5.0の実証・課題解決の先端中核拠点を創成。

委託【随意契約（その他）】

C. 日本電気株式会社
４０百万円

（情報システム基盤の構築）

B. 国立研究開発法人理化学研
究所

９８百万円
（共同研究）

D. その他大学（22機関28件）
４３百万円

（公募型プロジェクトへの参画）

公募・委託【随意契約（公募）】委託【随意契約（その他）】



支出先上位１０者リスト

A.

B

C

D

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
国立大学法人大阪大
学

4120905002554
Society 5.0の実証・課題解
決の先端中核拠点を創成

700.8 補助金等交付 - - -

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111 共同研究 98
随意契約
（その他）

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 日本電気株式会社 7010401022916 情報システム基盤の構築 40
随意契約
（その他）

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

3
国立大学法人奈良先
端科学技術大学院大
学

8150005002309
共生ロボットを用いた対話セ
ンシングによる日常活動情
報の収集と活用　等

4.5
随意契約
（公募）

2
国立大学法人山梨大
学

9090005001670
健康寿命の長い高齢者の
PLR取得基盤の形成　等

6
随意契約
（公募）

1
学校法人同志社　同
志社大学

7130005004258
ロボット環境との共生知能
創出による乳幼児の社会性
の発達支援

7
随意契約
（公募）

6
国立大学法人東京大
学

5010005007398
データジャケットを基盤とす
るライフデザインプロジェクト
の連携支援

3
随意契約
（公募）

5
学校法人浪商学園
大阪体育大学

9120105006459

伸張性トレーニングがアス
リートのスポーツ傷害予防
や高齢者の 体力維持・転倒
予防に及ぼす影響

4
随意契約
（公募）

4
学校法人京都橘学園
京都橘大学

4130005004293
健康・教育・都市生活分野
のPLRデータ収集と利活用

4
随意契約
（公募）

8 公立大学法人大阪 5120005020803
学習増強のためのセンシン
グとアクチュエーション　等

3
随意契約
（公募）

7
国立大学法人九州大
学

3290005003743
学習者のコンテキスト，趣
向，目標に基づく個人適応
型学習教材推薦　等

3
随意契約
（公募）

10
国立大学法人和歌山
大学

6170005001780
AIを活用した学校の生活記
録と支援システム　等

2.5
随意契約
（公募）

9
学校法人久留米大学
久留米大学

1290005009643

安全安心のスポーツ環境整
備研究：ラグビーをモデルに
した外傷・疾病の発生リスク
予測・重症度推定・早期発
見システムの構築

2.5
随意契約
（公募）



別紙１

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
Society5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会での議論

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
Society5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会での議論

5,000 10,000 25,000
拠点の研究開発成果が社
会実装される

データ収集件数

成果目標及び
成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標

達成度 ％

目標値 件

成果実績 件

単位

6,093 11,085 50,065

成果目標及び
成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

支援期間終了後も持続的に
発展可能な学内体制や実
証システムの構築

外部資金獲得状況

成果目標及び
成果実績
（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標

達成度 ％

支援機関終了後も持続的に
発展可能な学内体制や実
証システムの構築

一社データビリティコンソー
シアムセミナー受講者数

成果実績

目標値 人

人

達成度 ％

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
Society5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会での議論

35,000

目標値 百万円

成果実績 百万円

単位
4 年度

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標

36 46 79

30 50 75

目標最終年度

年度

219 263 577

200 500 600 700

109.5 52.6 96.2

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

年度 4 年度

92 105.3

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度

120

120 111 200.3
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科学技術・学術審議会 情報委員会（第 11期） 

委員名簿 

 

 

主査 安 浦 寛 人 九州大学名誉教授 

 相 澤 彰 子 国立情報学研究所教授 

 井 上 由里子 一橋大学大学院法学研究科教授 

 奥 野 恭 史 京都大学大学院医学研究科ビッグデータ医科学分野教授 

 川 添 雄 彦 日本電信電話株式会社常務執行役員／研究企画部門長 

 小 池 麻 子 株式会社日立製作所ライフ事業統括本部企画本部副本部長
／ヘルスケア事業成長戦略本部副本部長 

 後 藤 厚 宏 情報セキュリティ大学院大学学長 

 後 藤 吉 正 国立研究開発法人科学技術振興機構理事 

 佐 古 和 恵 早稲田大学基幹理工学部情報理工学科教授 

 田 浦 健次朗 東京大学情報基盤センター長 

 瀧   寛 和 和歌山大学名誉教授／前学長 

 塚 本   恵 キャタピラージャパン合同会社代表執行役員／渉外・広報
室長 

 長谷山 美 紀 北海道大学副学長／大学院情報科学研究院長／教授 

 引 原 隆 士 京都大学図書館機構機構長／京都大学附属図書館館長 

 深 澤 良 彰 早稲田大学理工学術院教授 

 星 野 崇 宏 慶應義塾大学経済学部教授 

※ 美 濃 導 彦 国立研究開発法人理化学研究所理事 

※ 八 木 康 史 大阪大学産業科学研究所教授 
 若目田 光 生 一般社団法人日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進

委員会企画部会データ戦略ワーキンググループ主査 

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門
兼創発戦略センター上席主任研究員 

敬称略、５０音順 

 

※：利害関係者のため審議には加わらない。 



3 

 

Society 5.0実現化研究拠点支援事業推進委員会 

委員名簿 

 

 

主査 瀧   寛 和 和歌山大学 前学長／学術情報センター長 

 桐 山 孝 司 東京藝術大学大学院 映像研究科長／教授 

 山 海 嘉 之 筑波大学システム情報系 教授／サイバニクス研究センタ

ー 研究統括／未来社会工学開発研究センター長 

CYBERDYNE 株式会社 代表取締役社長／CEO 

 三 部 裕 幸 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 

 鷲 見 和 彦 青山学院大学理工学部情報テクノロジー学科 教授 

 谷 川 民 生 国立研究開発法人産業技術総合研究所情報・人間工学領域

インダストリアル CPS研究センター 研究センター長 

 徳 田 英 幸 国立研究開発法人情報通信研究機構 理事長 

 長谷山 美 紀 北海道大学 副学長／大学院情報科学研究院長／教授 

 丸 山   宏 花王株式会社 エグゼクティブフェロー 

東京大学人工物工学研究センター 特任教授 

株式会社 Preferred Networks PFNフェロー 

 水 野 正 明 名古屋大学医学部附属病院先端医療・臨床研究支援センタ

ー 病院教授 

 吉 見 俊 哉 東京大学大学院情報学環 教授 

敬称略、５０音順 

（令和３年３月時点） 
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Society 5.0実現化研究拠点支援事業の概要 

 

１. 事業実施期間及び評価時期   

平成３０年度～令和４年度 

（ステージゲート評価を経ることでさらに最大５年間延長が可能） 

中間評価 令和２～３年度、事後評価 事業最終年度の翌年度 

 

２． 概要･目的 

（１）Society 5.0実現化研究拠点支援事業 

Society 5.0（IoT、ビッグデータ、人工知能等のイノベーションをあらゆる産業や社

会生活に活用することで、様々な社会的課題が解決される社会）の経済システムでは、「自

律分散」する多様なもの同士を新たな技術革新を通じて「統合」することが大きな付加

価値を産むため、眠っている様々な知恵・人材・技術・情報をつなげ、イノベーション

と社会的課題の解決をもたらす仕組みを世界に先駆けて構築することが必要である。一

方、大学等では知恵・人材・技術・情報がすべて高い水準で揃っているが、社会的課題

を捉え、解決に向け組織全体のポテンシャルを統合し複数の技術を組み合わせて社会実

装を目指す取組や、社会実装の為の実証実験のコーディネート等を担う人材、データの

整理・活用を担う人材が不足していると考えられる。上記のような状況の下、Society 5.0

の実現の先端中核拠点として大学等がイノベーションの先導役となる様に、イノベーシ

ョンを実現できる拠点の形成が必要である。 

Society 5.0 実現化研究拠点支援事業（以下「本事業」という。）は、Society 5.0 の

具体像を情報科学技術を基盤として描き、その先導事例を実現するための研究開発を行

い、事業や学内組織の垣根を超えて研究成果を統合し、社会実装に向けた取組を推進す

る大学等の先端中核拠点に対し、補助金により支援を行うものである。 

公募・選考の結果、平成 30 年９月 18 日に、大阪大学の「ライフデザイン・イノベー

ション研究拠点」が採択され、取組が進行中である。 

 

（２）採択事業（大阪大学ライフデザイン・イノベーション研究拠点） 

大阪大学ライフデザイン・イノベーション研究拠点（以下「採択事業」という。）では、

代表機関の大阪大学、協力機関の国立研究開発法人理化学研究所（以下「理化学研究所」

という。）及び日本電気株式会社（以下「NEC」という。）の３機関を中心に、 

・ 人々の心や身体の健康の増進（ウェルネス研究） 

・ 安全で快適な居住環境が得られる未来に向けた人生の QOL向上のデザイン（ライフス

タイル研究） 

・ 楽しみや学びから生き生きとした生活の実現（エデュテインメント研究） 

の３つのカテゴリにおいて、個人の健康や医療・介護に関するデータ（パーソナル・ヘ

ルス・レコード、PHR）に、日常生活の中で生み出される様々な生活関連データや、周り

の人達との人間関係、社会活動等に関するデータを連結した「パーソナル・ライフ・レ
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コード」（以下「PLR」という。）をパーソナルデータとして捉え、収集・分析し、個人と

社会へ還元するサイクルを通じて、地域の社会的課題の解決を目指す取組を行っている。 

さらに、大学等における学術研究で収集され、学術目的で活用される質の高い多様な

パーソナルデータについて、再利用する際にデータ提供者の再同意を得る「ダイナミッ

クコンセント」と、突合可能性を保持しデータの価値を大きく減じることなくプライバ

シーを守ることができる「仮名化」により、学術分野以外も含む様々な主体が二次利用

できる仕組みの構築を目指している。 

そして、PLR を収集・管理・分析・二次利用するためのプラットフォーム（以下「PLR

基盤」という。）を構築し、データ取引市場（以下「MYPLR」という。）を介して PLR基盤

上に保管されたパーソナルデータが流通し、新たな製品開発等のイノベーションにつな

がる仕組みについて、試験運用を行っている。 

 
人々の心と身体の健康のみならず、楽しみや学びから生き生きとした生活、
さらに、社会とつながることでの安心、そして、安全で快適な居住環境が
得られている未来を同時に考え、人生のQOLの向上をデザインする。

目的
（ゴール）

エデュテインメント
楽しみと学びを実現する
イベント・プログラム 等

ウェルネス
心と体の健康増進につながる

製品・サービス 等

ライフスタイル
QOLを支える

製品・サービス 等

大阪大学キャンパス

吹田キャンパス

豊中キャンパス

箕面新キャンパス

PLRを
世界標準へ

大学・研究機関 企業・起業家

イノベーション創出

うめきた2期区域

キャンパスを実証の場として開放

5万人 240万人

PLRの普及・標準化
マネタイズ

パーソナルデータ
Personal Life Records

(PLR）連結と活用

大阪-関西
万博2025

• ストレスレスメディア教育
• 見守られ安心健康学生ライフ
• パフォーマンス最大アスリー
トライフ

• 安全健康スポーツライフ

PLR活用で目指す「ライフ」

• ロボットがパートナー
• 孤独のない高齢ライフ
• 健やかな子の成長

• ホスピタルレス・見守られライフ
• 安心して出産・育児のできる産前産後ライフ
• 独居高齢者が在宅で安心に暮らせる未来
• 心臓在宅リハビリライフ

データ循環による進化

 
図１ 採択事業の目的 
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エデュテインメント
楽しみと学びを実現する
イベント・プログラム 等

ウェルネス
心と体の健康増進につながる

製品・サービス 等

ライフスタイル
QOLを支える

製品・サービス 等

うめきた2期区域

PLRの普及・
標準化

マネタイズ

大阪-関西
万博2025

データ取引市場 MYPLR

Personal Life Records
データ構造化: 状態を把握するための各種情報を一元管理

個人同意制御: ダイナミックコンセント（個人同意に基づくアクセスコントロール）

データ統合化: 各種データ種別を行列データとして符号化、統合

データセット定義

社会基盤

PLR基盤（情報システム基盤）

データ策定：データ取扱ポリシー、安全安心対策、各種規程・契約、体制

PLR活用ソルーション

吹田キャンパス 豊中キャンパス 箕面新キャンパス

フィールド整備、ヒューマンセンシング技術

データ収集基盤

データビリティコンソーシアム

 
図２ 採択事業の概要 

 

総括責任者/拠点長

西尾章治郎

研究プロジェクト PL

保健・予防医療プロジェクト 松村 泰志

健康・スポーツプロジェクト 中田 研

未来の学校支援プロジェクト 長原 一

共生知能システムプロジェクト 石黒 浩

情報システム基盤プロジェクト 下條 真司

行動センシング基盤プロジェクト 長原 一

実証フィールド整備プロジェクト 春本 要

社会技術研究プロジェクト 岸本 充生

データビリティ人材育成プロジェクト 沼尾 正行

グランドチャレンジ研究プロジェクト 浅田 稔

拠点本部長

八木康史

副拠点本部長東野輝夫（研究プロジェクト部門統括）副拠点本部長小寺秀俊 （拠点運営部門統括）

研究機構支援課

拠点関係事務

企画支援室

企画調整・広報等

戦略室

戦略立案・推進等

ライフデザイン・イノベーション拠点本部

副拠点長

尾上孝雄

専門委員会（適宜開催） 委員長

共同研究推進専門委員会 （隔月程度） 東野 輝夫

知的財産専門委員会 （月１回程度） 正城 敏博

データガバナンス専門委員会 （隔月程度） 岸本 充生

情報セキュリティ専門委員会 （隔月程度） 春本 要

研究推進専門委員会 （月1回程度） 東野 輝夫

企画専門委員会 （隔週程度） 魚森 謙也

 

図３ ライフデザイン・イノベーション研究拠点内組織 
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Society5.0
大阪大学

ライフデザイン・イノベーション
研究拠点事業

10研究・プロジェクト

事業開発のための研究
事業開発のためのデータ基盤研究、開発
具体的な事業、産業の開発・実施

事業開発、産業化のための企業マッチング促進

大阪ガス株式会社
株式会社オージースポーツ
KDDI株式会社
株式会社JR西日本テクシア
塩野義製薬株式会社
積水ハウス株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社 電通
株式会社 東芝
日本アイ・ビー・エム株式会社（日本IBM）
西日本電信電話株式会社（NTT西日本）
パナソニック株式会社
株式会社日立製作所
富士ゼロックス株式会社
富士フイルム株式会社
三井不動産株式会社
三菱電機株式会社
合同会社みらか中央研究所
理化学研究所
日本電気株式会社

公益社団法人 関西経済連合会
大阪商工会議所
独立行政法人 都市再生機構
大阪府
大阪市
オリックス不動産株式会社
阪急電鉄株式会社

一般財団法人 大阪科学技術センター
一般社団法人

データビリティコンソーシアム

ライフデザインイノベーション
拠点プロジェクトとのつなぎ

データハンドリング事業
人材育成事業
PLRの運営

■未来創生研究
１保険・予防医療プロジェクト
２健康・スポーツプロジェクト
３未来の学校支援プロジェクト
４共生知能システムプロジェクト
■データビリティ基盤研究
５情報システム基盤プロジェクト
６行動センシング基盤プロジェクト
■社会実装のためのプロジェクト
７実証フィールド整備プロジェクト
８社会技術研究プロジェクト
９データビリティ人材育成プロジェクト
10グランドチャレンジ研究プロジェクト

R2年度 14テーマ

民間企業・自治体

大阪大学 データビリティフロンティア機構
(IDS)

Society 5.0実現化研究拠点支援事業
ライフデザイン・イノベーション研究拠点(iLDi)

グランドチャレンジ
研究グループ

共同研究

共同開発などの
連携可能性あり

連
携

大阪大学

日本電気株式会社

協力機関

R1年度 15テーマ

H30年度 14テーマ

理化学研究所

データ提供・購入
(連携)可能性

協賛会員（50音順） 10団体
うめきた２期みどりとイノベーションの融合拠点
形成推進協議会

一般財団法人大阪科学技術センター
大阪市経済戦略局
大阪市都市計画局
大阪商工会議所
一般財団法人大阪大学産業科学研究協会
大阪府
一般社団法人関西経済同友会
公益社団法人関西経済連合会
国立研究開発法人理化学研究所

株式会社東芝
西日本電信電話株式会社
株式会社日本総合研究所
日本電気株式会社
株式会社博報堂DYホールディングス
パナソニック株式会社
三井不動産株式会社
三菱電機株式会社
ロート製薬株式会社

アカデミア会員（50音順）（4校）
国立大学法人 大阪大学
公立大学法人大阪 大阪府立大学工業高等専門学校
京都橘大学
国立大学法人 山梨大学

順次コンソーシアムの協賛
法人会員に移行を促進

賛助法人会員（50音順）(31社）
株式会社アシックス
アドソル日進株式会社
アフラック生命保険株式会社
株式会社インテージ
うめきた2期地区開発事業者８社（大阪ガス都市開発株式会社、
オリックス不動産株式会社、関電不動産開発株式会社、
積水ハウス株式会社、株式会社竹中工務店、阪急電鉄株式会社、
三菱地所株式会社、うめきた開発特定目的会社）

合同会社H.U.グループ中央研究所（旧合同会社みらか中央研究所)
株式会社エクサウィザーズ
SRCグループ（株式会社SRCマネジメント）
大阪ガス株式会社近畿圏部
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)
株式会社JR西日本テクシア
シスメックス株式会社
スズキ株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社竹中工務店

 

図４ ライフデザイン・イノベーション研究拠点及び連携機関（令和３年２月１日時点） 

 

３． 研究開発の必要性等 

（１）必要性 

○本事業は、情報通信技術（ICT）を最大限に活用してサイバー空間（仮想空間）とフ

ィジカル空間（現実世界）を融合させた取組を進めることや、様々な知恵・情報・技

術・人材をつなげ、社会的課題の解決とイノベーションをもたらす仕組みを世界に先

駆けて構築することを目指しており、閣議決定（「科学技術基本計画」）等で示された

政府方針に合致している。 

○したがって、国の基本方針推進のために本取組の必要性は高い。 

 

（２）有効性 

○本事業は、Society 5.0 の実現に向けた官民の研究開発を促進することを目的として、

公募により選ばれた大学等の知恵・情報・技術・人材を統合して社会貢献につなげる

取組である。社会システムの変革や新産業の創出等に直接的・間接的波及効果が期待

されるとともに、学生の積極的な参加により、未来を生み出す人材の育成も期待でき

る。 

○以上より、本取組は様々な波及効果が見込まれ、有効性が期待できる。 

  

（３）効率性 

○本事業は、大学等に蓄積された最先端の基礎・基盤的研究や既存の研究プロジェクト

の成果等について情報科学技術を核として統合するものであり、また、学長等のリー

ダーシップの下で推進する方針は、大学等の有するポテンシャルの最大化を図るもの
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といえる。加えて、大学等がもつ公共性は、多種多様な企業の参加を可能とし、民間

投資誘発効果が期待できるため、政府として投資対効果の高い取組といえる。また、

事業運営に当たっては、別途、文部科学省として有識者による評価・指導及び助言を

行う体制を整備することとしている。さらに、本取組は、他機関や産業界等との連携

のための供用基盤の強化を図り、様々な機関・分野の研究者等の利活用も促進するこ

ととしている。 

○以上により、本取組は効率的な実施が期待できる。 

 

４． 予算の変遷 

年度 H30(初年度) R1 R2 

予算額 700 百万 701百万 701 百万 

 

５． 事業実施機関･体制 

研究代表者 大阪大学総長 西尾章治郎 

代表機関 大阪大学 

協力機関 理化学研究所、NEC 

グランドチャレンジ採択大学（平成 30年度～令和２年度 24大学） 

愛知工業大学、大阪体育大学、大阪府立大学、岡山大学、九州大学、京都産業大

学、京都橘大学、久留米大学、慶應義塾大学、高知県立大学、神戸大学、信州大

学、千葉大学、筑波大学、東京大学、東京電機大学、同志社大学、東北大学、鳥

取大学、奈良先端科学技術大学院大学、北海道大学、山梨大学、立命館大学、和

歌山大学 
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中間評価票 

 

（令和３年４月現在） 

１．課題名 Society 5.0 実現化研究拠点支援事業 

２．研究開発計画との関係 

 施策目標：未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

 

 大目標（概要）：ICTを最大限に活用し、サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）と

を融合させた取組により、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」を未来社会の姿と

して共有し、その実現に向けた一連の取組を更に深化させつつ「Society 5.0」として強力

に推進し、世界に先駆けて超スマート社会を実現していく。このため、国は、超スマート

社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤技術及び個別システムにおいて新

たな価値創出のコアとなり現実世界で機能する基盤技術について強化を図る。 

 

 中目標（概要）：我が国が世界に先駆けて超スマート社会を形成し、ビッグデータ等から

付加価値を生み出していくために、産学官で協働して基礎研究から社会実装に向けた開発

を行うと同時に、技術進展がもたらす社会への影響や人間及び社会の在り方に対する洞察

を深めながら、中長期的視野から超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要

となる基盤技術の強化を図る。 

 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)：未来社会における新たな価値の創出と着想

の獲得に向けた研究開発の推進／社会システムと高度に連携したサイバーフィジカル情報

システム技術の実現 

 

３．評価結果 

（１）課題の進捗状況      

（ア） 実現を目指す Society 5.0 像の妥当性について 

採択事業では、人生の QOL の向上をデザインすることを目的とし、大阪大学「ライフデ

ザイン・イノベーション研究拠点」（以下「拠点」という。）が置かれる大阪府、北摂地区

及び大阪大学の状況・課題を踏まえて、ウェルネス、ライフスタイル及びエデュテインメ

ントの各ソリューションにおいて、育児、高齢者生活、スポーツ及び学び等の場面での見

守りによる予測・予防・アドバイスを行い、「孤育て」感、認知症、怪我及びひきこもり等

の軽減による QOL向上の実証を目指している。 

大阪大学からスタートした採択事業は、その範囲をグランドチャレンジに参画する大学

や、データビリティコンソーシアムの会員に拡大し、さらに、令和６年にまちびらきとな

る「うめきた２期区域」や令和７年に開催される「2025 年日本国際博覧会」（大阪・関西
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万博）等の機会も利用して全国展開を加速し、将来的には世界の多くの人々に広めていく

ことを目指している。 

 

このように、研究を基にしたデータの収集・分析及び個人と社会への還元のサイクルを

通じて社会的課題を解決し人生の QOL 向上を目指す採択事業の社会像は、申請時に設定し

た Society 5.0 の実現に向けたビジョン、すなわち、単なるデータプラットフォームでは

なく個人の幸せの向上を図る基盤の構築と、適切なソリューションの提供だけに留まらず

個人や社会の未来予測によりリスクを未然に防ぐことを明確化したものであり、コロナ禍

の状況を鑑みるとその重要性はより増していると考えられる。さらに、プライバシー保護

と個人の同意に基づくデータの二次利用までを目指す取組は、Society 5.0 を牽引するデ

ータ駆動型社会を支える重要な要素の構築に繋がるものであると評価できる。 

これらにより、採択事業で実現を目指す Society 5.0 像について、妥当であると評価で

きる。 

 

今後のさらなる発展に向けて、以下に助言点を記載する。 

・ 採択事業の成果が地域の社会的課題の解決にどの程度役立っているか具体的に測定で

きる手段を考えること、例えば、見守り効果をどのような指標や目標値で評価し、課

題を解決したと判断するか等、各ソリューションでの実証目標の具体化が重要である。 

・ ソリューションプロジェクト間での連携やソリューションプロジェクトとデータ基盤

プロジェクト（データ収集、取引）との連携がさらに強化されてシナジーが発揮され

ることを期待するとともに、広く社会で活用されるシステムへ進展することを期待す

る。 

 

（イ） 目標（ターゲット）・アプローチの妥当性について 

大阪府全体、さらに、北摂地区においても住民の高齢化や高齢者の単独世帯数の増加、

地域コミュニティの希薄化等が社会的課題として顕在化している状況を受けて、採択事業

では、見守りによる母子や高齢者等の支援を目指している。また、このような高齢化や社

会関係の喪失、コミュニケーションが取りづらい状況に対しては、ロボットとの共生、特

にロボットを介した対話の促進により、閉じこもり孤立しがちな高齢者に対する認知症発

症リスク低減に向けた対話支援や、若年者の健全な認知発達の促進及び健康的な人間関係

の構築・維持の支援を目指している。 

一方、国立大学最大の学生数を有する大阪大学においては、コロナ禍で遠隔授業の併用

が広がる中で、令和３年４月に箕面新キャンパスの開設が予定されており、コロナ新時代

に即した新たなキャンパス環境の構築や授業スタイルの確立が求められている。このよう

な状況において、採択事業では、遠隔での学生のモニタリングを通した授業や生活の支援

を行うことを目指している。さらに、上記のような地域や大学の課題がある中で、大阪大

学の学生や教職員、地域住民が楽しんでスポーツ活動を行い、安心した生活を送れるよう

にするため、採択事業では、熱中症の予兆検知やスポーツ実施時の怪我の防止策の策定等

を、データを用いて実現することを目指している。 

これらソリューションの実証に際し、LiDAR 等によるキャンパス内の人流センシングや

4K カメラ、Wi-Fi を備えたグラウンドでの運動のセンシングなどが可能な実証フィールド
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を構築し、さらに、データ利用の際の再同意の仕組みやそれを実現するスマホアプリの開

発等の制度面・技術面での検討もなされている。さらに、産学官の連携の下、データビリ

ティコンソーシアムを設立・運営し、また、データ駆動型社会の到来において、ターゲッ

トとなる問題を想定した上での総合的問題解決力を有する実践型人材（「データビリティ人

材」）の育成を行うために、社会人向けの講座を開設している。 

 

このように、採択事業は、縦軸となるソリューションプロジェクトとして、人生 100 年

時代における様々な段階の社会的課題をデータで解決することを試みつつ、横軸（横断的

取組）として、パーソナルデータを流通させるための MYPLR の構築と実社会におけるデー

タマネタイズの実現を目指そうとするものである。そこで解決を目指す社会的課題は、拠

点が置かれる大阪府、北摂地区及び大阪大学の直面するニーズを反映したものとなってお

り、さらに、コロナ禍でコミュニケーションが減り、非接触や非対面、遠隔化が求められ

る社会情勢においては、このニーズはより高まっていると評価できる。また、そのデータ

利活用を支える PLR 基盤は、ダイナミックコンセントの導入等で要配慮個人情報を含む仮

名化データの流通を可能とする等の特徴により、現状制度化されている様々なデータ流通

方式（「情報銀行」及び「認定匿名加工医療情報作成事業者」等）が抱える課題の解決策の

一つになることも期待できる。また、コンソーシアムを含めた組織的な役割分担も明確化

されており、倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues: ELSI、以

下「ELSI」という。）等に対しては、諸課題への対応を意識し、メンバー全体での問題意識

の醸成と対策が講じられていることが窺える。 

これらにより、採択事業の目標（ターゲット）・アプローチについて、妥当であると評価

できる。 

 

今後の更なる発展に向けて、以下に助言点を記載する。 

・ ターゲットへのアプローチ等の見直しについては、公募時より推奨してきた点である。

事業開始時に設定した計画に固執するのではなく、技術の進歩や制度等の変化、社会

情勢を適宜精査し、柔軟で弾力的に体制やテーマを取捨選択することを期待する。 

・ 構築している PLR 基盤が様々な実証を経て実用化され、グローバルなデータの流通も

視野に入れて各国の関係機関とも連携をとりながら、国際的なデータ流通のルールと

の整合性を考慮しつつ、日本発のサービスとして、国際展開されるよう、積極的な社

会実装を期待する。 

 

（ウ） 研究開発体制の妥当性について 

採択事業は、大学、理化学研究所及び企業の研究者・開発者を合わせて 194 名で構成さ

れており、その内訳は、医学系 29％、情報系 34％、工学系 11％、社会科学系２％、その

他３％、理化学研究所９％及び企業 12％となっている。うち、女性比率 21％、若手研究者

比率 65％、外国籍研究者比率７％と多様な人材で構成している。採択事業の中核となる PLR

基盤は、大阪大学と理化学研究所、NECの３機関の共同開発により、NEC が提供する情報基

盤システムをベースに構築し、その上に理化学研究所が AIやビッグデータ解析技術による

データ分析機能を実装し、それらの運用ルールの作成等を大阪大学が担い、最終的に MYPLR

としてデータビリティコンソーシアムが運用する体制となっている。また、若手研究者を
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対象に、拠点の事業と関連する先進的な研究提案を公募し、複数年の研究期間と研究費を

提供して支援する仕組みであるグランドチャレンジにおいては、既に全国 19 都道府県の

24大学の研究グループが採択されて研究を実施しており、広く若手研究者にもチャレンジ

の機会を提供している。 

 

このように、大学、理化学研究所、企業、またそれらをつなぐデータビリティコンソー

シアムによる研究開発体制及びその運用マネジメント等ができつつあり、拠点長・拠点本

部長のリーダーシップにより体制を柔軟に構成していることを高く評価する。PLR データ

を二次利用する際には、パーソナルデータの取扱いを個人の同意ベースとするとともに、

PLR 基盤のデータを利用する企業には情報セキュリティやプライバシー保護の対策等の厳

しい条件を課しており、この条件を満たした企業のみが PLR 基盤のデータを利用できると

し、データを扱う上でのマネジメントを徹底していることは評価できる。また、グランド

チャレンジによって多くの学術機関の参画を得ることで、積極的に若手を採用し、その先

進的な研究を支援できていることは高く評価できる。 

これらにより、採択事業の研究開発体制は妥当であると評価できる。 

 

今後の更なる発展に向けて、以下に助言点を記載する。 

・ データビリティコンソーシアムには設立時点から自治体もメンバーに入っており、連

携が取れているものの、PLR基盤を活用した社会実装を実現するためには、ソリューシ

ョンプロジェクトでの自治体との連携を更に強化し、地域の課題に即したプロジェク

トでの実証を目指すことを期待する。 

 

（エ） 進捗の妥当性について 

PLR基盤及び MYPLRの構築に向けて、PLR基盤運用のための契約や組織体制整備、また事

業開始に向けた知的財産権の確保や商標の取得、さらに、データ提供者向け説明アニメー

ションの作成等の作業を推進しており、令和３年４月の MYPLR 運用開始に向けた準備が進

んでいる。また、実証フィールド整備プロジェクトと行動センシング基盤プロジェクトで

は、PLR 活用ソリューションのためのセンシング技術とデータ収集のためのフィールド整

備を進めている。さらに、データビリティコンソーシアムにおいて、ビジネス性を重視し

データのマネジメントにマネタイズを積極的に取り入れるなどの新しいデータ活用モデル

を提唱し、その実現が見えてきている。加えて、データ駆動型社会の到来において、ター

ゲットとなる問題を理解した上での総合的問題解決力を有する実践型人材の育成を行うた

めに、令和元年度より、社会人向けに「実データで学ぶ人工知能講座」を開講した。令和

２年度は、「実データで学ぶ人工知能講座」に加え、「ビジネス AI講座」を開講し、AI・デ

ジタル変革時代に価値を生み出す人材育成にも取り組んでいる。令和元年度、令和２年度

の受講者数については、当初から目指している 20名前後の規模となっている。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、全てのプロジェクトにおいて、データ提

供者を必要とするパーソナルデータ収集が縮小したこともあり、全てのソリューションプ

ロジェクトにおいてデータ収集の遅れが見られるが、データ収集手段をスマートフォンに

変更するなど、概ね全てのプロジェクトにおいて手法の修正やデータ収集以外の研究項目

の前倒し実施をしている。また、大阪大学では、一時期、メディア講義が主体となり、特
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に新入生は入学後の一定期間、一度も大学に登校できないという事態となった。採択事業

では、この状況に対して、大阪大学の全学生を対象とした「メディア授業と学業・心理・

生活状況への影響評価のためのアンケート」調査を実施し、メディア教育及び未来の学校

支援の在り方についてプロジェクト内容を再考した。 

 

このように、コロナ禍において、データ取得・実証に遅れが出ているものが散見される

が、各プロジェクトとも概ね適切に対応できており、MYPLR の運用準備が整い、データビ

リティコンソーシアムの運営も開始されていることから、順調に進捗していると評価でき

る。また、コロナ禍における新たな社会のニーズに対して、柔軟な計画の見直しを行って

いることは評価できる。さらに、新生児集中治療室入院中の新生児の映像を入院中の母親

等へ配信するためのクラウドファンディングの活用や、母子見守りや対話型ロボット等の

学外でのデータ取得及び広報的掲示等による外部への発信も積極的に推進していることは

評価できる。 

これらにより、採択事業の進捗について、妥当であると評価できる。 

 

今後の更なる発展に向けて、以下に助言点を記載する。 

・ 各プロジェクトで収集するデータについて、その規模・品質・再利用性等についてま

だ十分な結果が得られていない状況と考えられるため、コロナ禍でもデータが収集で

きる方策等を更に工夫して進めることを期待する。 

・ 進んでいるプロジェクトを更に加速して、データの収集・分析及び個人と社会への還

元のサイクルを回し事例を早期に示すことを期待する。 

 

（オ） 事業終了後における継続性について 

採択事業終了後も自律的かつ継続的にイノベーションが創出されるためには、PLR 基盤

を核としたエコシステムが回る必要がある。その第一段階として令和元年４月には、多様

なステークホルダが集い、高付加価値パーソナルデータの活用によるイノベーション創出

を共創的に実現していくことを目的とするデータビリティコンソーシアム、第二段階とし

て令和２年４月には拠点内に戦略立案・推進等を担う戦略室を設立し、データビリティコ

ンソーシアムと共にエコシステムを回す仕組みを構築してきた。データビリティコンソー

シアムには、賛助法人会員 31 社及び協賛会員 10 機関の企業や自治体等、またアカデミア

会員として３大学及び１高等専門学校が参画している状況である。さらに、オープンイノ

ベーションの観点からその活動をより一層加速するために、ビジネスモデルや課題解決に

向けたテーマごとの部会を設置することとしており、「スポーツワーケーション部会」の設

立や、グランドチャレンジで採択したデータ活用を可視化するコミュニケーション手段で

ある「データジャケット」 （「データジャケットを基盤とするライフデザインプロジェク

トの連携支援」 申請者：東京大学大学院 工学研究科 大澤幸生教授）による、ソリュー

ション・ビジネス創成のための検討に着手している。また、スタートアップ企業等も参画

しやすくするために、企業自らがパーソナルデータを保有することなく、それらのデータ

を用いた AIソフトウェア開発やシステム開発が可能となる体制を、半導体産業におけるフ

ァウンドリー（製造専門会社）を参考に「データ・ファウンドリー」として構築すること

について、幾つかの企業と検討し始めている。 
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このように、データビリティコンソーシアムの体制が確立され、賛助会員数が増加して

いるとともに、大学等だけでなく企業からの会員も増えており、将来的なイノベーション・

エコシステムの確立につながることが期待できること、部会等の活動を通して、ビジネス

化への検討が開始されていることから、継続性は高いと評価できる。 

 

今後の更なる発展に向けて、以下に助言点を記載する。 

・ 各ソリューションプロジェクトの中には、現時点では基礎研究的要素の強いものがあ

ることから、事業終了後の社会展開に関して更なる検討を期待する。 

・ センシング環境の維持管理等システムのコスト意識を含め、補助金がなくても成り立

つ仕組みの検討が重要である。 

・ 事業終了により、PLR 基盤へのデータ蓄積が途絶え、基盤の価値が損なわれないよう、

補助期間終了後においても、データが継続的に蓄積され、様々な社会課題解決へと発

展的に繋がることを期待する。 

 

（２）各観点の再評価 

 

＜必要性＞ 

採択事業では、人々の心と身体の健康のみならず、楽しみや学びから生き生きとした生

活、さらに、社会とつながることでの安心、そして、安全で快適な居住環境が得られる未

来を同時に考え、「人生の QOLの向上をデザインする」ことを目的としている。そのために、

様々なセンサ等から得られるデータを基盤上で連携させ、サイバーとフィジカルの高度な

融合による課題の解決を目指している。これは、Society 5.0 において目指す姿であり、

コロナ禍においても社会のニーズを捉え、その重要性が増していると考えられることから、

本事業の必要性は高いと評価できる。さらに、プロジェクト間の連携をより深めることで、

本事業が掲げる「自律分散」するものの「統合」による付加価値の創出がより促進される

ものと考える。 

 

＜有効性＞ 

母子見守りプロジェクトにおける子育てを行う母親の心理状態、共生知能システムプロ

ジェクトにおける対話型ロボットを用いた高齢者や親子・若年者の対話の活性度、健康・

スポーツプロジェクトでの怪我の予兆や、環境情報と脈拍・表体温からの深部体温、さら

に、学生の集中力・理解度やひきこもり症状の予兆など、直接的にセンシングすることが

困難な心理状態や健康状態の推定にも AI やビッグデータ解析技術等を併用して取り組ん

でおり、社会的課題の解決とともに、行動センシング分野の新しい領域の創出につながる

ことが期待できることから、有効性は高いと評価できる。 

MYPLR は、完全本人同意に基づくパーソナルデータ流通の場であり、要配慮個人情報も

含めた仮名化パーソナルデータの二次利用ができる仕組みである。研究データの二次利用

によるデータ取引ビジネスを成功させるためには、データ取引市場の運営だけでなく、ビ

ジネスに利用できる良質のパーソナルデータの継続的な供給が必要である。最先端学術研

究を目的に収集されたパーソナルデータは高付加価値であり、それらのデータを多様な主
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体が二次利用することにより、最先端研究から最新製品へと新たなイノベーションの創出

が期待できる。このように、本プロジェクトで構築されたデータ流通の仕組みは、データ

利用時に再同意を取得することで、研究データを幾度も多様な目的に、また、別目的で収

集した要配慮個人情報を含むデータを突合して活用できる仕組みであり、国内で先行して

展開されるデータ流通方式に更に必要な点を補っており、有効性は高いと評価できる。 

 

＜効率性＞ 

代表機関である大阪大学において、拠点長・拠点本部長を中心としたマネジメント体制

が構築されており、知的財産、データガバナンス及び情報セキュリティ等の専門委員会の

設置等、制度面での検討を行う組織の構築もなされている。 

中間評価の時点での研究開発のマイルストーンは、主には、PLR 基盤の構築と関連ルー

ル等の整備、データ取得基盤の整備、各ソリューションプロジェクトでのデータ取得であ

り、コロナ禍で対面でのデータ収集を控えるようになったものの、代替手段により概ね挽

回できており、事業期間内での実証事例の創出に向けて、妥当な進捗になっていると評価

できる。また、大阪大学、理化学研究所及び NEC を中心とした開発体制と、拠点内に設置

した知的財産、データガバナンス及び情報セキュリティ等の各専門委員会やデータビリテ

ィコンソーシアムによる運用体制により、研究開発からデータ利活用の推進及び諸課題解

決を一貫して実施する体制となっている。さらに、拠点長・拠点本部長のリーダーシップ

により、状況の変化等に応じて体制を柔軟に再構成していることが窺える。加えて、デー

タ利活用のための人材育成や、グランドチャレンジでの若手を含めた多様なチャレンジの

機会の創出にも取り組んでいる。 

これらを踏まえ、本事業の効率性は高いと評価できる。一方で、試験デザインの妥当性

やエビデンスレベルの担保、ELSIへの対応やビジネスモデルの構築に向けて、統計学、法

学、会計学及び経営学等の専門家や実務家（弁護士・公認会計士等）等の協力を得ること

で、更に効率性を高めることができると考える。 

 

今後の事業の発展に向けて、「（１）課題の進捗状況」に記載している各助言点に加え、

以下の点については、特に重視した取組を期待する。 

・ ソリューションプロジェクトごとに解決を目指す地域課題をより具体化した上で、課

題解決状況を判断する指標及び目標値を明確にし、今後、実証の場となる自治体等と

の連携をより強化して、社会的課題解決の取組が進むことを期待する。 

・ PLR基盤の運用開始後には、ソリューションプロジェクトにより得られるデータが PLR

基盤を介した管理へ早期に移行し社会的課題の解決と民間企業での利活用との両面で

研究データが役立ち、データ提供者へのフィードバックまでを実証することを期待す

る。その際、個人が安心してデータを提供できるよう、データ基盤の運用にデータ提

供者側の意見が反映できる仕組みを検討し、今後の事業実施に活かすことを期待する。 
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（３）今後の研究開発の方向性 

本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する（いずれかに丸をつける）。 

理由：採択事業では、人々の心と身体の健康のみならず、楽しみや学びから生き生きとし

た生活、さらに、社会とつながることでの安心、そして、安全で快適な居住環境が得られ

る未来を見据え、人生の QOL の向上をデザインすることを目的としており、そのために、

日常生活でのパーソナルデータのモニタリングから、適切なタイミングでアドバイスを送

る仕組み等を構築し、個々の健康に役立つイノベーションを創出することを目指している。

これは、Society 5.0 における一つのあるべき姿と考えられ、新型コロナウイルスの感染

拡大により、非接触や遠隔化が求められる社会情勢において、その重要性はより一層高ま

っていると考えられる。前記のとおり、本事業の妥当性、「必要性」、「有効性」及び「効率

性」について、これまでの実績は高く評価できるところである。今後、採択事業を継続し

て推進し、採択事業が更に次のフェーズに早期に移行し、事業期間内にソリューションプ

ロジェクトの実証による社会的課題の解決と、データの二次利用による社会貢献や産業化

の実証、さらに、事業の自立へと発展することを強く期待する。さらに、今後も社会情勢

や技術は大きく変わることが想定されることから、これらの変化に合わせて計画や目標を

適切に見直しながら、柔軟に事業を遂行することを期待する。 

 

（４）その他 

本中間評価において、様々な視点からの助言点等を記載している。今後の事業を進めて

いくに当たっては、これらを十分勘案して取り組むことを期待する。様々な社会的課題の

解決に取り組む中で、個人・産業・社会における個々の具体的課題が解決されたものから

順次実用化し、スマート社会の広がりを実現していくことは重要である。さらに、これら

の実現を通して、Society 5.0 時代の新しいデータ流通方式を示すことを期待する。 

  

 



概要

概要

※プログラム全体に関連する指標及び当該指標に係る2018年度から現在までの状況について、可能な範囲で記載する。

※2018年度から現在までの状況について、各年度の欄内への記載が困難な場合は、「備考」欄に記載する。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

アウトプット

指標
1（見込）

アウトカム

指標

アウトカム

指標

アウトカム

指標

添付資料名

備考

※研究開発課題数に合わせて記載欄は調整する。

※研究開発課題評価実施年度の欄に、評価実施（予定）年度に従い、「事前」・「中間」・「事後」と記載する。

※「既存の指標を転記する場合」欄～「既存の指標を参照する場合」欄について、使用しない行は削除すること。また、目標値を設定していない年度については「－」と記載する。

※定性的な目標を設定している場合は、当該目標及び2018年度から現在までの達成状況・実績について、可能な範囲で「備考」欄に記載する。

①研究開発課題名：AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業（重点的に推進すべき取組：新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進））

目的・概要

課題実施

機関･体制

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

事前 中間 事後

9.91 13.22

指標の種別

（測定／成果／活動）

活動指標

研究データ基盤の新機能

の開発/全国的な研究

データ基盤と接続・連携

する個別分野等のデータ

プラットフォーム数※中

核機関群の選定後に目標

値について検討

年度

（※網掛けは課題実施期間）

研究開発課題評価（事前、中間、事後）実施年度

予算額及び翌年度要求額（億円）

既存の指標を

参照する場合

指標
添付資料の

該当頁（頁）
添付資料の該当頁の該当箇所

別添１の１頁 活動指標１つ目及び２つ目

※事前分析表及び行政事業レビューシートに記載されている指標以外の指標を設定する場合は、「既存の指標以外の指標を記載する場合」欄に必要事項を明記すること。インパクト／アウトカ

ム／アウトプットの定義については、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（最終改定平成29年4月1日）「本指針における用語・略称等について」を確認すること。

〇我が国の研究力の飛躍的発展を図るため、 全国的な研究データ基盤を中心に、様々な分野・機関を越えた研究データの管理・利活用 を行う仕組みを構築することで 、オープ

ンサイエンスとデータ駆動型研究等を国際水準で促進するための事業を実施する。

○ 具体的には、 マテリアル等の分野で構築が進むデータプラットフォームと連携を図りながら、 分野・機関を越えてデータを共有・利活用するための全国的な研究データ基盤

の 構築・高度化・実装等を行う研究 DXの中核機関群を支援する。

○ また、 中核機関群は 以下の取組も行う。

①全国的な研究データ基盤等の利用を促進するため、 全国の大学・研究機関・産業界によるデータ駆動型研究を支援。

②研究 DX を進めるための環境整備として 、 データマネジメントに係る 人材育成の方策を 検討・実施 。また、欧州での GDPR の策定及び個人情報保護法の改正を踏まえつ

つ、国内に加えて国際的な研究データのやりとりも視野に入れた 研究データの取扱に関するルール・ガイドライン等を整備。

※上記 取組を効果的に実施するため、 研究データ基盤の構築・高度化・実装の中心的役割を担う機関 （中核機関）が 、複数の関係機関と連携した体制を構築する 。

国立情報学研究所、理化学研究所、東京大学、名古屋大学、大阪大学

３．プログラムの実施状況

（１）プログラム全体に関連する指標及びその状況

年度

中核機関群の選定後に具体的な指標を検討/全国

的な研究データ基盤と接続・連携する個別分野等

のデータプラットフォーム数※中核機関群の選定

後に目標値について検討　[件]

全国的な研究データ基盤にデータを登録する機関

数※中核機関群の選定後に目標値について検討

[件]

別添１令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-新22-0010）

情報分野研究開発プログラムの進捗状況把握によるプログラム評価（令和４年度）　（情報分野研究開発プログラム（３））

令和５年１月　情報委員会

１．情報分野研究開発プランを推進するにあたっての大目標：「オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進」（施策目標８－３）

研究の飛躍的な発展と世界に先駆けたイノベーションの創出、研究の効率化による生産性の向上を実現するため、情報科学技術の強化や、研究のリモート化・スマート化を含め

た大型研究施設などの整備・共用化の推進、次世代情報インフラの整備・運用を通じて、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を促進し、我が国の強みを活かす形で、世界

の潮流である研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）を推進する。

２．プログラム名：情報分野研究開発プログラム（３）AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業

オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を国際水準で促進し、我が国の研究力の飛躍的発展を図るため、分野・機関を越えてデータを共有・利活用するための全国的な研究

データ基盤の構築・高度化・実装等を行う研究DXの中核機関群（※）を支援する。また、中核機関群では、全国的な研究データ基盤等の利用を促進するため、全国の大学・研究

機関・産業界によるデータ駆動型研究の支援や、研究DXを進めるための環境整備として、データマネジメントに係る人材育成の方策の検討・実施、研究データの取扱に関する

ルール・ガイドライン等の整備も行う。

特に無し。

（２）個別の研究開発課題に関連する指標及びその状況

※各研究開発課題の進捗状況把握のため、政策評価における事前分析表及び行政事業レビューシートを使う場合は、当該資料を添付し、使用する指標について「既存の指標を参照する場合」欄

に必要事項を明記することで、「既存の指標を転記する場合」欄への転記を省略することができる。

全国的な研究データ基盤で検索可能な研究データ

のメタデータ数※中核機関群の選定後に目標値に

ついて検討　[人]

機関リポジトリを有する国立大学法人・大学共同

利用機関法人・国立研究開発法人におけるデータ

ポリシーの策定率　[件]



成果指標

全国的な研究データ基盤

にデータを登録する機関

数※中核機関群の選定後

に目標値について検討/

全国的な研究データ基盤

で検索可能な研究データ

のメタデータ数※中核機

関群の選定後に目標値に

ついて検討/機関リポジ

トリを有する国立大学法

人・大学共同利用機関法

人・国立研究開発法人に

おけるデータポリシーの

策定率

添付資料名

基本計画等

への貢献状況

備考

行政事業レビュー事業目標
研究DXにより新たな科学的手法の発展や魅力的な研究環境の構築、生産性の向上を実現するために、様々な分野とも連携し、全国的な

研究データ基盤を中心に研究データ利活用の仕組みを構築することで、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を促進する。

６．添付資料名一覧

・別添１ 令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-新22-0010）

・別添２ 情報科学技術に関する研究開発課題の事前評価結果

達成目標

我が国の強みを活かす形で、世界の潮流である研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）を実現していくために、AI等の革

新的な基盤技術の研究開発を進める等、情報科学技術の強化を図るとともに、中長期的視野からデータ駆動型研究の推進に必要となる

基盤として、研究データの管理・活用や専門人材の育成等の環境の整備を行う。

行政事業レビュー事業番号 2022-文科-新22-0010

行政事業レビュー事業名 AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業

政策・施策番号 8-3

施策目標 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進

達成目標番号 1

４．プログラムの現状についてのコメント（任意）

事業内容をより適切に評価できる指標を引き続き検討すべき。

５．参考

別添１令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-新22-0010）、別添２ 情報科学技術に関する研究開発課題の事前評価結果

本事業は第６期科学技術・イノベーション基本計画に記されている研究のデジタルトランスフォーメーションを推進するため に必要不可欠な、研究データの適切な管理・利活用

や、 AI を含めた積極的なデータサイエンスの活用を直接的に支援するものであるため、科学技術・イノベーション基本計画においても重要なプロジェクトである。

特に無し。

既存の指標を

参照する場合

別添１の２頁 成果指標１～３つ目



事業番号 - - -

（ ）

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

　　百万円/
機関数 - -

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

ー 990/1

- - -

当初見込み 件 - - - 0 7

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト 百万円

- -

交付金額／中核機関群の数

- - - 990

計算式

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 991 1,322

活動内容
（アクティビ

ティ）

研究DXの中核機関群を支援し、分野・機関を越えてデータを共有・利活用するための全国的な研究データ基盤の構築・高度化・実装等を実施

研究データ基盤の構築・高
度化・実装の実証

研究データ基盤の新機能の
開発

活動実績 件

主な増減理由

補助金 990 1,321 大学における研究データマネジメントにかかる体制・ルール整備支援等
重要政策推進枠：331百万円

事務費

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

- - -

執行率（％） - - -

1 1

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を国際水準で促進し、我が国の研究力の飛躍的発展を図るため、分野・機関を越えてデータを共有・利活用するた
めの全国的な研究データ基盤の構築・高度化・実装等を行う研究DXの中核機関群（※）を支援する。また、中核機関群では、全国的な研究データ基盤等の利
用を促進するため、全国の大学・研究機関・産業界によるデータ駆動型研究の支援や、研究DXを進めるための環境整備として、データマネジメントに係る人材
育成の方策の検討・実施、研究データの取扱に関するルール・ガイドライン等の整備も行う。
※　上記取組を効果的に実施するため、研究データ基盤の構築・高度化・実装の中心的役割を担う機関（中核機関）が、複数の関係機関（共同実施機関）と有
機的に連携した体制を構築する。
（補助率：定額）

実施方法 補助

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 0 0

計 0 0 0 991 1,322

予備費等 - - - -

予算
の状
況

-

前年度から繰越し

第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月26日
閣議決定）
経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日　閣
議決定）
統合イノベーション戦略2021（令和３年６月18日　閣議決定）
等

翌年度へ繰越し - - - -

- -

令和5年度要求

当初予算 - - - 991 1,322

補正予算 -

- - - -

事業名 AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業 担当部局庁 研究振興局 作成責任者

事業開始年度 令和4年度
事業終了

（予定）年度 令和8年度 担当課室

2022 文科 新22 0010

令和4年度行政事業レビューシート 文部科学省

主要政策・施策 科学技術・イノベーション 主要経費 文教及び科学振興

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

研究DXにより新たな科学的手法の発展や魅力的な研究環境の構築、生産性の向上を実現するために、様々な分野とも連携し、全国的な研究データ基盤を中
心に研究データ利活用の仕組みを構築することで、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を促進する。

参事官（情報担当）付
学術基盤整備室長
藤澤　亘

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する
計画、通知等



成果実績 人 - -

政
策
評
価

、
新
経

済
・
財
政
再
生
計

画
と
の
関
係

政
策
評
価

政策 8 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化

施策

政策評価書
URL

https://www.mext.go.jp/content/20220829-mxt_kanseisk01-000024706-
05.pdf

該当箇所 施策目標8-3-2 達成目標１

- -

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
第６期科学技術・イノベーション基本計画

- -

目標値 件 - - - 100
令和７年度までに機関リポ
ジトリを有するすべての国
立大学法人・大学共同利用
機関法人・国立研究開発法
人がデータポリシーを策定
している状態を目指す

機関リポジトリを有する国立
大学法人・大学共同利用機
関法人・国立研究開発法人
におけるデータポリシーの
策定率

成果実績 件 - -

達成度

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

令和3年度 4年度活動見込算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

　　百万円/
機関数 - -

- -
令和8年度までに全国的な
研究データ基盤から、各機
関・各分野のリポジトリや
データプラットフォームの検
索可能な研究データのメタ
データの増大を目指す

全国的な研究データ基盤で
検索可能な研究データのメ
タデータ数
※中核機関群の選定後に
目標値について検討 達成度 ％ - -

-

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

6 年度 7 年度

- -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位

990

計算式 　　百万円/
機関数 - - ー 990/1

交付金額／中核機関群の数

単位当たり
コスト 百万円 - - -

- -

目標値

- -

目標値 件 -

-

令和元年度 令和2年度 令和3年度
中間目標 目標最終年度

6 年度 8 年度

- -

交付金額／中核機関群の数

単位当たり
コスト 百万円 - - - 990

計算式

単位当たり
コスト

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

- - -

中間目標 目標最終年度

ー 990/1

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

人 - -

％ -

当初見込み 件 - - - 1 4

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

構築が進む各機関・各分野
のリポジトリやデータプラッ
トフォームとの連携・接続を
推進する。

全国的な研究データ基盤と
接続・連携する個別分野等
のデータプラットフォーム数

活動実績 件 - -

6 年度 8

単位 令和元年度

令和3年度 4年度活動見込

-

令和8年度までに機関リポ
ジトリを有する研究機関の
大部分がデータを登録する
ことを目指す

全国的な研究データ基盤に
データを登録する機関数
※中核機関群の選定後に
目標値について検討

成果実績 件 - -

達成度 ％ -

年度

- -

活動内容
（アクティビ

ティ）

中核機関群において、全国的な研究データ基盤等の利用促進や大学・研究機関における研究ＤＸ推進のための環境整備を実施

活動内容
（アクティビ

ティ）

研究DXの中核機関群を支援し、分野・機関を越えてデータを共有・利活用するための全国的な研究データ基盤の構築・高度化・実装等を実施

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標

8-3 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の
推進



事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ‐ -

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○

事業運営にあたっては、別途、有識者による評価・指導及び
助言を行う体制を整備することとしており、具体的な指標の設
定の下、適正な進捗管理を行う体制の構築が確保されている
ため、効果的な実施が見込める。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ‐ -

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ‐

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

-

○
予算の執行状況の確認を行い、コスト削減及び効率化につな
がるものがあれば、それを次年度の補助金交付額の決定に
反映させる予定である。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○
中核機関群にはヒアリング等により支出の確認・指導を行い、
費目・使途を精査し、真に必要なものに限定して実施する予
定である。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

○
国費の効率的な投入と、事業実施機関における自主経費の
支出のバランスに考慮した事業運営を行う。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○
当該事業に最低限必要な額に限定して交付するとともに、中
核機関群からの申請や額の確定等によりこれを確認する。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○
中核機関群からの申請や額の確定調査において、支出の合
理性・用途について適切であることを確認することとしており、
合理的な支出に努める。

-

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

中核機関群の選定に当たっては、公募要領等を定めたうえで
公募を行い、第三者委員会において審査・選定するなど、競
争性、妥当性を確保している。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

無

競争性のない随意契約となったものはないか。 無

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○

「第６期科学技術・イノベーション基本計画」等において、社会
全体のデジタル化や世界的なオープンサイエンスの潮流を捉
えた研究そのもののDXを通じて、より付加価値の高い研究成
果を創出し、我が国が存在感を発揮することを目指すと定め
られており、本事業を着実に実施し研究開発を推進する必要
がある。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日閣議
決定）においても、研究の生産性を高めるため、研究DXを推
進するとしており、成長戦略フォローアップ2021でも多様な分
野の研究データを戦略的に収集・共有・活用する取組の強化
を行うこととしているように、研究DXの推進や研究データの利
活用の促進は政府全体の方針として定まっており、国が積極
的に進めていく必要がある。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事
業か。

○

全国的な研究データ基盤の高度化を通じて研究データの利
活用の促進を進めることは、新たな知の創出への貢献など、
科学的・技術的意義に寄与するのみならず、社会的・経済的
にも意義があることが期待されるため、本事業は政策体系の
中で優先度の高い事業である。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ -

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明

事業名事業番号

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
研究DXにより新たな科学的手法の発展や魅力的な研究環境の構築、生産性の向上を実現するためには、様々な分野と連携した研究データ利活
用の仕組みを構築することが必要。オープンサイエンスとデータ駆動型研究を促進することで、科学的・技術的のみならず、社会的・経済的にも意
義があることが期待されるため、本事業は優先度の高い事業である。

改善の
方向性

本事業運営に当たっては、有識者による評価・指導及び助言を行う体制を整備することとしている。適正な進捗管理を行う体制の下、研究データ
の利活用促進に向けて、事業を推進していく。	



※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

なお、金額は単位未満四捨五入して記載していることから、合計が一致しない場合がある。

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

- - - - - -

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご

とに最大の金額が
支出されている者
について記載す
る。費目と使途の
双方で実情が分

A. B.

費　目 使　途

令和3年度

令和2年度 文部科学省

平成30年度

令和元年度

平成28年度

平成29年度

平成26年度

平成27年度

平成25年度

事業の着実な実施及び適切な予算執行に努める。

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度

外部有識者の所見

外部有識者による点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

事業の実施状況等を踏まえ、適切なアウトカムの設定について不断の見直しを図ること。
引き続き事業の着実な実施及び適切な予算執行に努めること。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

平成24年度

公募

【補助金等交付】

B. 文部科学省

991百万円

各分野・機関の研究データをつなぐ全国的な

研究データ基盤の構築・高度化・実装とAI解

析等の研究データ基盤の活用に資する環境

の整備を行う、研究DXの中核機関群を支援。

A. 中核機関群（1件）

990百万円

事務費 1百万円



支出先上位１０者リスト

A.

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- - -

契約方式
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 - - - -

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1 - - - - - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

計 0 計 0

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご

とに最大の金額が
支出されている者
について記載す
る。費目と使途の
双方で実情が分
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情報委員会委員 

 

令和３年８月現在 

 

 主査 

安浦 寛人     九州大学名誉教授 

 

 委員 

相澤 彰子    国立情報学研究所教授 

井上 由里子   一橋大学大学院法学研究科教授 

奥野 恭史    京都大学大学院医学研究科ビッグデータ医科学分野教授 

川添 雄彦    日本電信電話株式会社常務執行役員／研究企画部門長 

小池 麻子    株式会社日立製作所ライフ事業統括本部企画本部副本部長／ヘ

ルスケア事業成長戦略本部副本部長 

後藤 厚宏    情報セキュリティ大学院大学学長 

後藤 吉正    国立研究開発法人科学技術振興機構理事 

佐古 和恵    早稲田大学基幹理工学部情報理工学科教授 

田浦 健次朗   東京大学情報基盤センター長 

瀧 寛和     和歌山大学名誉教授／前学長 

塚本 恵     キャタピラージャパン合同会社代表執行役員／渉外・広報室長 

長谷山 美紀   北海道大学副学長／大学院情報科学研究院長／教授 

引原 隆士    京都大学図書館機構機構長／京都大学附属図書館館長 

深澤 良彰    早稲田大学理工学術院教授 

星野 崇宏    慶應義塾大学経済学部教授 

美濃 導彦    国立研究開発法人理化学研究所理事 

八木 康史    大阪大学産業科学研究所教授 

若目田 光生   一般社団法人日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進委員

会 

企画部会データ戦略ワーキンググループ主査 

株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門兼創発

戦略センター上席主任研究員 

敬称略、５０音順 
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※ 調整中 
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事前評価票 

（令和３年８月現在） 

１．課題名 研究データ利活用のエコシステム構築事業 

２．開発・事業期間 令和４年度～令和８年度 

３．課題概要 

（１）第６期科学技術・イノベーション基本計画との関係（第６期科学技術・イノベーシ

ョン基本計画における記載） 

施策目標： 新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の

推進） 

第２章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策  

２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 

（２）新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進） 

 ○あるべき姿とその実現に向けた方向性（概要）：社会全体のデジタル化や世界的な

オープンサイエンスの潮流を捉えた研究そのものの DX を通じて、より付加価値の

高い研究成果を創出し、我が国が存在感を発揮することを目指す。特に新型コロナ

ウイルス感染症の研究においても、論文のオープンアクセス化やプレプリントの活

用が更に拡大する中、研究プロセス全般で生まれるデータについて、戦略性を持っ

て適切な共有と利活用を図るとともに、それによりインパクトの高い研究成果を創

出していくための研究基盤の実現が求められる。このため、まず、データの共有・

利活用については、研究の現場において、高品質な研究データが取得され、これら

研究データの横断的検索を可能にするプラットフォームの下で、自由な研究と多様

性を尊重しつつ、オープン・アンド・クローズ戦略に基づいた研究データの管理・

利活用を進める環境を整備する。特にデータの信頼性が確保される仕組みが不可欠

となる。また、これらに基づく、最先端のデータ駆動型研究、AI 駆動型研究の実

施を促進するとともに、これらの新たな研究手法を支える情報科学技術の研究を進

める。（中略）以上の質の高い研究データの適切な管理・利活用や、AIを含めた積

極的なデータサイエンスの活用、そして先進的なインフラ環境の整備は、単に研究

プロセスの効率化だけではなく、研究の探索範囲の劇的な拡大、新たな仮説の発見

や提示といった研究者の知的活動そのものにも踏み込んだプロセスを変革し、従

前、個人の勘や経験に頼っていた活動の一部が代替されていくことになる。これに

より、データを用いたインパクトの高い研究成果の創出につなげるほか、研究者の

貴重な時間を、研究ビジョンの構想や仮説の設定など、より付加価値の高い知的活

動へと充当させていく。同時に、グローバルな視点からも、オープンサイエンスの

発展に貢献する。 

 

【目標】  

○世界を先導するレベルのオープン・アンド・クローズ戦略に基づく研究データの管

理・利活用、世界最高水準のネットワーク・計算資源の整備、設備・機器の共用・



 4 

スマート化等により、研究者が必要な知識や研究資源に効果的にアクセスすること

が可能となり、データ駆動型研究等の高付加価値な研究が加速されるとともに、分

野横断的な新しい研究や市民等の多様な主体が参画した研究活動が行われる。 

 

【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】 

〇機関リポジトリを有する全ての大学・大学共同利用機関法人・国立研究開発法人に

おいて、2025 年までに、データポリシーの策定率が 100％になる。公募型の研究

資金 162 の新規公募分において、2023 年度までに、データマネジメントプラン

（DMP）及びこれと連動したメタデータの付与を行う仕組みの導入率が 100％にな

る。 

➢ 国立研究開発法人（全 27法人）における研究データポリシーの策定率：88％（2020

年度、CSTI調べ） 

➢ 競争的研究費制度における DMP の導入済の府省・機関数：８省・機関（2020 年 9

月、CSTI調べ） 

 

（※）上記の通り、第６期科学技術・イノベーション基本計画において、公的資金による

研究データの管理・利活用の推進について示されており、このような我が国における

基本的な考え方を具体化するため、令和３年４月 27 日の統合イノベーション戦略推

進会議において、「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え

方」が示されている。 

（２）概要 

○ 我が国の研究力の飛躍的発展を図るため、全国的な研究データ基盤を中心に、様々な

分野・機関を越えた研究データの管理・利活用を行う仕組みを構築することで、オー

プンサイエンスとデータ駆動型研究等を国際水準で促進するための事業を実施する。 

○ 具体的には、マテリアル等の分野で構築が進むデータプラットフォームと連携を図り

ながら、分野・機関を越えてデータを共有・利活用するための全国的な研究データ基

盤の構築・高度化・実装等を行う研究 DXの中核機関群（※）を支援する。 

○ また、中核機関群は以下の取組も行う。 

①全国的な研究データ基盤等の利用を促進するため、全国の大学・研究機関・産業界

によるデータ駆動型研究を支援。 

②研究 DXを進めるための環境整備として、データマネジメントに係る人材育成の方策

を検討・実施。また、欧州での GDPRの策定及び個人情報保護法の改正を踏まえつつ、

国内に加えて国際的な研究データのやりとりも視野に入れた研究データの取扱に関す

るルール・ガイドライン等を整備。 

※ 上記取組を効果的に実施するため、研究データ基盤の構築・高度化・実装の中心的役

割を担う機関（中核機関）が、複数の関係機関と連携した体制を構築する。 

４．各観点からの評価 

（１）必要性 

＜政策的意義＞ 

○ 第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月 26日閣議決定）において、

研究プロセス全般で生まれるデータについて、戦略性を持って適切な共有と利活用を
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図るとともに、それによりインパクトの高い研究成果を創出していくための研究基盤

の実現が求められている。 

○ 経済財政運営と改革の基本方針 2021（令和３年６月 18日閣議決定）においても、研究

の生産性を高めるため、研究 DXを推進するとしており、成長戦略フォローアップ 2021

でも多様な分野の研究データを戦略的に収集・共有・活用する取組の強化を行うこと

としているように、研究 DXの推進や研究データの利活用の促進は政府全体の方針であ

る。 

○ 統合イノベーション戦略 2021（令和３年６月 18 日閣議決定）においては、研究 DX を

支えるインフラ基盤である SINET について、次世代学術研究プラットフォームとして

最先端の研究・教育環境を提供するため、研究データ基盤との一体的整備・運用を 2022

年４月より開始するとともに、その高度化や必要な技術の研究開発を引き続き推進す

ることが定められているところである。 

○ また、同戦略では、「社会全体のデジタル化や世界的なオープンサイエンスの潮流を捉

えた研究そのものの DXを通じて、より付加価値の高い研究成果を創出し、我が国が存

在感を発揮することを目指すためにも、まずデータの共有・利活用については、研究

の現場において、高品質な研究データが取得され、これら研究データの横断的検索を

可能にするプラットフォームの下で、自由な研究と多様性を尊重しつつ、オープン・

アンド・クローズ戦略に基づいた研究データの管理・利活用を進める環境を整備する。

特にデータの信頼性が確保される仕組みが不可欠となる。また、これらに基づく、最

先端のデータ駆動型研究、AI 駆動型研究の実施を促進するとともに、これらの新たな

研究手法を支える情報科学技術の研究を進める。」とされており、研究データ基盤には

管理・利活用を進めるためのデータの信頼性の確保の仕組み等が求められている他、

この研究データ基盤に基づいた最先端のデータ駆動型研究の推進が重要である。 

○ 本事業は、オープンサイエンス及びデータ駆動型研究等を促進するための基盤として、

研究データ利活用のエコシステムを整備することを目的としたものであり、上記の政

府の方針を推進するものとして必要性が高い。 

＜その他＞ 

○ 特に、個人情報を含む研究データの取扱いに関して、明示的なガイドラインやルール

を整備することは、研究活動の活性化、ひいては産業・経済活動の活性化につながる

ものであり、国際的には GDPR等の動きなど各国が研究データの取扱に関するルールや

基盤づくりに動く中で、我が国の存在感を示すためにも、国の関与の必要性・緊急性

が高い。 

 

 評価項目： 

  政策的意義、社会的・経済的意義、国費を用いた研究開発としての意義 

 評価基準： 

  第６期科学技術基本計画等閣議決定文書が示す政府方針に合致しているか、産業・経

済活動の活性化に資するものか 

 

（２）有効性 

＜研究データ基盤の構築・高度化・実装の効果＞ 
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○ 本事業で整備する研究データ基盤について、利用者の観点からは、研究データの管理・

蓄積・活用・流通といった点で適切かつ実用的な機能、特にデータの信頼性及び再利

用性の確保に係る機能を整備・強化することが重要である。また、研究データを生み

出す研究者の観点からは、研究者が研究サイクル（テーマ決定、文献・データ調査、

研究実施、評価、論文化等、公開）に沿って研究を行う際に、大きな負荷がかかるこ

となく、研究データの蓄積・管理が適切かつ自然に進む機能やシステム上の工夫を研

究データ基盤に備えることが重要である。併せて、本研究データ基盤はあらゆる分野

の共通基盤として整備しつつ、個別分野のデータプラットフォームとの連携等により、

分野の特性に応じたデータ共有・利活用が進むような柔軟性をもった基盤とすること

が重要である。更に、秘匿性の高い研究データの取扱いを厳格なものとする等、オー

プン・アンド・クローズ戦略に基づくデータ管理・利活用が進むようなシステムとす

ることが重要である。これらの観点から、本事業による研究データ基盤の構築及び継

続的な高度化や研究活動への実装が進むことで、分野・機関を越えた研究データの利

活用の促進や幅広い共同研究の強化が図られ、我が国の研究の国際競争力を高めると

ともに、研究活動を大きく躍進させる知的基盤として、本事業が新たな知の創出に大

きく寄与することが期待される。 

＜産学連携への貢献＞ 

○ 研究データを産官学で協働的に活用するため、研究データをあらゆる機関が容易に共

有も分散もできるシステムを本事業で構築することで、オープン/クローズ戦略に即し

たデータの利活用が促進され、異分野データを組み合わせた新しい研究開発の成果の

実用化・事業化や社会実装を促進する。 

＜人材不足への貢献＞ 

○ データマネジメントに係る人材育成は、データ駆動型研究の推進に伴い火急の必要が

ある。本事業を通じ、全国的な人材育成の方策を検討し、実施することで、現在不足

しているデータマネジメント人材を効率的に増加させることも期待できる。 

＜データ駆動型研究の推進＞ 

○ 研究 DX を進めるには、研究者の研究スタイルの変革が重要であり、研究 DX の効果が

顕著となる研究領域や研究テーマについて、先導的なプロトタイプの研究を進め、成

功事例を公表するなど研究者全体を引っ張っていくことが必要である。このような研

究を支援することで、研究データ基盤に対する利用者の観点からのニーズを積極的に

掘り起こすことになり、研究 DXがより一層推進され、研究の生産性が高まると期待さ

れる。また、世界的に通用する研究スタイルを我が国の研究者に定着させることにも

つながる。 

 

 評価項目： 

    新しい知の創出への貢献、知的基盤の整備への貢献や寄与の程度 

  評価基準： 

見込まれる直接的・間接的波及効果、各研究分野との連携体制の構築 

（３）効率性 

＜費用対効果＞ 
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○ 本事業は、あらゆる機関・分野において利用可能な研究データ基盤を整備するもので

あるため、投資効果の高い取組であるとともに、研究開発の全てのプロセスにおいて

研究データの利活用が加速することにより、我が国の科学技術分野全体への波及効果

が極めて大きくなる。 

＜実施体制等＞ 

○ 本事業では、研究データ基盤の構築・高度化・実装に加え、データ駆動型研究の支援、

データマネジメント人材の育成等、幅広い取組を効果的・効率的に実施するため、中

核機関に、複数の関係機関が連携した体制を構築することとしている。この体制をと

ることで、事業内容の実施にあたって様々な機関の知見が活かされるだけでなく、分

野・機関を越えたデータ連携が中核機関群内で特に促進されることが期待されるため、

妥当である。 

○ また、研究データ基盤の構築・高度化・実装にあたっては、国が整備を進めてきたシ

ステムを活用することも、事業の効率的実施という観点から有効である。 

○ また、本取組は、他機関や産業界等との連携のための共用基盤の強化を図り、様々な

機関・分野の研究者等の利活用も促進することとしており、効率的な実施が期待でき

妥当である。 

○ 事業運営にあたっては、別途、文部科学省として有識者による評価・指導及び助言を

行う体制を整備することとしており、具体的な指標の設定の下、適正な進捗管理を行

う体制の構築が確保されている。 

 

評価項目： 

    研究開発の手段やアプローチの妥当性 

  評価基準： 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性 

５．総合評価 

（１）評価概要 

○ 本施策において、全国的な研究データ基盤の高度化を通じて研究データの利活用の促

進を国際水準で進めることは、分野横断的な新たな知の創出への貢献など、科学的・

技術的意義に寄与するのみならず、社会的・経済的にも意義があることが期待される

ため、積極的に推進すべき取組であると評価する。 

○ 事業の実施に当たっては、進捗管理の適切性を測るうえで、事業開始から３年後に中

間評価を行う。事後評価については事業終了後に実施する。 

 

（２）科学技術・イノベーション基本計画等への貢献見込 

   「３．課題概要」の（１）に記している通り、本事業は第６期科学技術・イノベー

ション基本計画に記されている研究のデジタルトランスフォーメーションを推進する

ために必要不可欠な、研究データの適切な管理・利活用や、AIを含めた積極的なデー

タサイエンスの活用を直接的に支援するものであるため、科学技術・イノベーション

基本計画においても重要なプロジェクトである。 

 



概要

概要

※プログラム全体に関連する指標及び当該指標に係る2018年度から現在までの状況について、可能な範囲で記載する。

※2018年度から現在までの状況について、各年度の欄内への記載が困難な場合は、「備考」欄に記載する。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

アウトプット

指標
96 95（見込）

アウトカム

指標
266 274 223 239

添付資料名

備考

※研究開発課題数に合わせて記載欄は調整する。

※研究開発課題評価実施年度の欄に、評価実施（予定）年度に従い、「事前」・「中間」・「事後」と記載する。

※「既存の指標を転記する場合」欄～「既存の指標を参照する場合」欄について、使用しない行は削除すること。また、目標値を設定していない年度については「－」と記載する。

※定性的な目標を設定している場合は、当該目標及び2018年度から現在までの達成状況・実績について、可能な範囲で「備考」欄に記載する。

①研究開発課題名：HPCI（革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ）の運営（重点的に推進すべき取組：新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進））

目的・概要

課題実施

機関･体制

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

中間

128.39 102.60 146.80 173.07※ 181.62 181.14

指標の種別

（測定／成果／活動）

活動指標

HPCIの中核となる

スーパーコンピュー

タ「富岳」の年間稼

働率

成果指標

集計年度末までに登

録された、HPCIを利

用した研究の論文発

表数

添付資料名

基本計画等

への貢献状況

備考

年度

（※網掛けは課題実施期間）

研究開発課題評価（事前、中間、事後）実施年度

予算額及び翌年度要求額（億円）

別添１ 令和４度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0232）、別添２ HPCIの運営中間評価票

第５期科学技術基本計画で提唱された 「 Society 5.0 」 の実現に向けて、多様な分野のビッグデータを処理・分析可能とする計算資源は我が国の情報基盤として必要不可欠であ

り、引き続き科学技術基本計画の実行に欠かせない事業である。

「予算額及び翌年度要求額」における※の予算については、当該年度の「補正予算」を含む。

既存の指標を

参照する場合

指標
添付資料の

該当頁（頁）
添付資料の該当頁の該当箇所

別添１の１頁 活動指標１つ目

別添１の２頁 成果指標１つ目

※事前分析表及び行政事業レビューシートに記載されている指標以外の指標を設定する場合は、「既存の指標以外の指標を記載する場合」欄に必要事項を明記すること。インパクト／アウトカ

ム／アウトプットの定義については、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（最終改定平成29年4月1日）「本指針における用語・略称等について」を確認すること。

＜目的＞

我が国の計算科学技術を推進するため、スーパーコンピュータ「京」及びスーパーコンピュータ「富岳」を中核とするHPCI（革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・

インフラ）を構築するとともに利用体制を整備し、画期的な研究成果の創出に向けた利用を促進する。

HPCIは、高速ネットワークにより「京」及び「富岳」を中核として国内の大学等のシステムや共用ストレージを結んだシームレスな利用を実現する計算環境の構築により、世界

トップクラスのスーパーコンピュータやその他の計算資源をユーザが容易に利用できる計算科学技術環境を実現するものであり、多様なユーザーニーズに応えるとともに全ての

ユーザに開かれた革新的な計算環境として、計算したデータの共有や、共同での分析等を可能にした計算資源を多くのユーザの利用に供するものである。これを適切に運用し利

用を推進することで画期的な研究成果を創出し、科学技術の発展や産業競争力強化に資するとともに、人材育成やスーパーコンピューティングの裾野の拡大にも貢献することを

目的とする。

＜概要＞

9 大学情報基盤センター等のシステム及び共用ストレージの計算資源に全国の利用者が一つのユーザアカウントによりアクセス可能としたHPCI システムを、安定的かつ利便性高

く運用するとともに、利用を促進し、また産業利用促進等のための利用者支援を実施。

高度情報科学技術研究機構、国立情報学研究所、東京大学、理化学研究所、筑波大学、計算科学振興財団

３．プログラムの実施状況

（１）プログラム全体に関連する指標及びその状況

年度

HPCIの中核となるスーパーコンピュータ「富岳」

の年間稼働率　[％]

集計年度末までに登録された、HPCIを利用した研

究の論文発表数　[件]

別添１ 令和４度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0232）

情報分野研究開発プログラムの進捗状況把握によるプログラム評価（令和４年度）　（情報分野研究開発プログラム（４））

令和５年１月　情報委員会

１．情報分野研究開発プランを推進するにあたっての大目標：「オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進」（施策目標８－３）

研究の飛躍的な発展と世界に先駆けたイノベーションの創出、研究の効率化による生産性の向上を実現するため、情報科学技術の強化や、研究のリモート化・スマート化を含め

た大型研究施設などの整備・共用化の推進、次世代情報インフラの整備・運用を通じて、オープンサイエンスとデータ駆動型研究等を促進し、我が国の強みを活かす形で、世界

の潮流である研究のデジタルトランスフォーメーション（研究DX）を推進する。

２．プログラム名：情報分野研究開発プログラム（４）革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（ＨＰＣＩ）の構築

HPCIを構築するとともに、この利用を推進する。具体的には、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」の対象である「富岳」と国内の大学等のスパコンを高速ネッ

トワークで結び、多様なユーザーニーズに応える計算環境を提供するHPCIを構築するとともに、幅広い分野の研究者等による利用を促進する。また、次世代計算基盤に関して、

我が国として独自に開発・維持するべき技術を特定しつつ、具体的な性能・機能等について調査検討する。

特に無し。

（２）個別の研究開発課題に関連する指標及びその状況

※各研究開発課題の進捗状況把握のため、政策評価における事前分析表及び行政事業レビューシートを使う場合は、当該資料を添付し、使用する指標について「既存の指標を参照する場合」欄

に必要事項を明記することで、「既存の指標を転記する場合」欄への転記を省略することができる。



②研究開発課題名：「富岳」成果創出加速プログラム（重点的に推進すべき取組：新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進））

目的・概要

課題実施

機関･体制

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FY30 FY31 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 FY10 FY11

事前 中間

9.00 10.88 10.88 6.27

指標の種別

（測定／成果／活動）

活動指標

HPCIの中核となる

スーパーコンピュー

タ「富岳」の年間稼

働率

成果指標

集計年度末までに登

録された、HPCIを利

用した研究の論文発

表数

添付資料名

基本計画等

への貢献状況

備考

・別添４ 富岳成果加速プログラム事前評価票

行政事業レビュー事業目標

我が国の科学の発展、産業競争力の強化に資するため、イノベーションの創出や国民の安全・安心の確保につながる最先端の研究基盤

として、革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（ＨＰＣＩ）を構築・運用するとともに、この利用を推進し、画

期的な成果創出と社会への還元を図る。

６．添付資料名一覧

・別添１ 令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0232）

・別添２ HPCIの運営中間評価票

・別添３ 富岳成果加速プログラム事前評価票（抜粋）

達成目標
次世代情報インフラとして、世界最高水準のスーパーコンピュータ「富岳」及び「富岳」を中核とした革新的ハイパフォーマンス・コ

ンピューティング・インフラ（HPCI）を構築し、着実な運用を行うとともに、その利用を推進し成果の創出を図る。

行政事業レビュー事業番号 2022-文科-21-0232

行政事業レビュー事業名 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（ＨＰＣＩ）の構築

政策・施策番号 8-3

施策目標 オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進

達成目標番号 3

４．プログラムの現状についてのコメント（任意）

５．参考

研究開発課題評価（事前、中間、事後）実施年度

予算額及び翌年度要求額（億円）

別添１令和４年度行政事業レビューシート（事業番号：2022-文科-21-0232）、別添4 富岳成果加速プログラム事前評価票

第５期科学技術基本計画で掲げられている Society5.0 の実現のためには、大量のデータを処理する高性能な計算基盤が必要不可欠であり、当該プロジェクトはあらゆる分野で高

性能な計算基盤を用いた計算科学を用いた成果創出を目指すものであるため、科学技術基本計画においても重要なプロジェクトである。

特に無し。

既存の指標を

参照する場合

指標
添付資料の

該当頁（頁）
添付資料の該当頁の該当箇所

別添１の１頁 活動指標１つ目

別添１の２頁 成果指標１つ目

別添３ 富岳成果加速プログラム事前評価票（抜粋）

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、統計数理研究所、早稲田大学、高エネルギー加速器研究機構、神戸大学、東京医科歯科大学、

電気通信大学、名古屋大学、東京大学、株式会社UT-Heart研究所、海洋研究開発機構、東北大学、物質・材料研究機構、大阪大学、産業技術総合研究所

年度

（※網掛けは課題実施期間）



事業番号 - - -

（ ）

565

特定先端大型研究施設利
用促進交付金

876 893

令和4・5年度
予算内訳

（単位：百万円）

歳出予算目 令和4年度当初予算 令和5年度要求

計 18,162 21,032

主な増減理由

特定先端大型研究施設運
営費等補助金

13,838 13,905 ※重要政策推進枠：3,962百万円
※金額は単位未満四捨五入して記載していることから、合計が一致し
ない場合がある。科学技術試験研究委託費

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

101% 99% 100%

執行率（％） 100% 100% 100%

非常勤職員手当 15 15

その他 18 18

2,346 5,635

高性能汎用計算機高度利
用事業費補助金

1,069

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　HPCIを構築するとともに、この利用を推進する。具体的には、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（以下「共用法」という。）」の対象である
「富岳」（※令和3年3月共用開始）と国内の大学等のスパコンを高速ネットワークで結び、多様なユーザーニーズに応える計算環境を提供するHPCIを構築する
とともに、幅広い分野の研究者等による利用を促進する。（補助率：定額）

実施方法 委託・請負、補助、交付

予算額・
執行額

（単位:百万円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

執行額 10,331 14,587 17,336

計 10,334 14,603 17,357.3 18,189 21,032

予備費等 - ▲ 1

予算
の状
況

前年度から繰越し

第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月閣議決
定）、新しい経済政策パッケージ（平成29年12月閣議決定）、
経済財政運営と改革の基本方針2021（令和3年6月閣議決
定）、成長戦略フォローアップ（令和3年6月閣議決定）、統合イ
ノベーション戦略2021（令和3年6月閣議決定）、世界最先端デ
ジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和2年
7月閣議決定）、健康 ・ 医療戦略（令和2年3月閣議決定・令和
3年4月一部変更）、国土強靭化基本計画（平成30年12月閣議
決定）、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進する
ための基本的な方針（平成28年6月閣議決定）

翌年度へ繰越し - ▲ 77 ▲ 27

- ▲0.7

令和5年度要求

当初予算 10,260 14,681 17,308 18,162 21,032

補正予算 -

74 - 77 27

事業名
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ
（ＨＰＣＩ）の構築

担当部局庁 研究振興局 作成責任者

事業開始年度 平成18年度
事業終了

（予定）年度 終了予定なし 担当課室

2022 文科 21 0232

令和4年度行政事業レビューシート 文部科学省

主要政策・施策 科学技術・イノベーション 主要経費 文教及び科学振興

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　我が国の科学の発展、産業競争力の強化に資するため、イノベーションの創出や国民の安全・安心の確保につながる最先端の研究基盤として、革新的ハイ
パフォーマンス・コンピューティング・インフラ（ＨＰＣＩ）を構築・運用するとともに、この利用を推進し、画期的な成果創出と社会への還元を図る。

参事官（情報担当）
計算科学技術推進室長
河原　卓

会計区分 一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

国立研究開発法人理化学研究所法第16条第2項
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第5
条第1項

関係する
計画、通知等



政
策
評
価

、
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
と

の
関
係

政
策
評
価

政策 8　知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化

施策

－

該当箇所

政策評価書
URL

https://www.mext.go.jp/content/20220829-mxt_kanseisk01-000024706-
05.pdf

該当箇所 施策目標8-3の達成目標３

新
経
済
・
財
政
再
生

計
画
改
革
工
程
表

2
0
2
1

取組
事項

分野： - －

（新経済・財政再生計画改革工程表 2021）
URL：

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）

HPCI成果発表データベース（https://www.hpci-office.jp/hpcidatabase/publications/search.html）
※データベースに登録されている成果発表件数は随時更新されるため、本シートに記載している件数と一致しない場合がある。

239 - -

目標値 件 270

82.6 91.9 - -

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標 成果指標 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

単位当たり
コスト

算出根拠 単位 令和元年度 令和2年度

百万円
/8,322時間
/158,976
ノード

- -

中間目標 目標最終年度

活動目標及び
活動実績

（アウトプット）

活動目標 活動指標 単位 令和元年度

13,423/8,322/158,976 13,838/8,322/158,976

- 年度 4

96 95 95

当初見込み ％ - - 90 90 90

令和2年度 令和3年度
4年度

活動見込
5年度

活動見込

令和3年度 4年度活動見込

単位当たり
コスト

円/1ノード・1時間

- -

250

HPCIを利用した研究の論文
が毎年度250件以上発表さ
れる。
※過去4年間の平均値を目
標値とした。（266件+274件
+223件＋239件）/４≒250件

集計年度末までに登録され
た、HPCIを利用した研究の
論文発表数

成果実績 件 274 223

達成度 ％ 101

年度

270 260 -

保守時間等を除く年間の資源提供可能な時間を95%とし
て、年間の運営費を資源提供可能時間（365日×24時間
×95％＝8,322時間）及び計算機の計算管理単位（CPU
等の一群）であるノード数（「富岳」全ノード数＝158,976

ノード）で割り算定
※「富岳」は、令和3年3月に共用開始。

- - 10.1 10.5

計算式

活動内容
（アクティビ

ティ）

「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（以下「共用法」という。）」の対象である「富岳」（※令和3年3月共用開始）と国内の大学等の
スパコンを高速ネットワークで結び、多様なユーザーニーズに応える計算環境を提供するHPCIを構築・運用することで、幅広い分野の研究者等に
よる利用を促進する。

幅広い分野の研究者等が
利用できる「富岳」を中心と
したHPCIの整備・運用

HPCIの中核となるスーパー
コンピュータ「富岳」の年間
稼働率
※「富岳」は令和3年3月に
共用開始。

活動実績 ％

8－3　オープンサイエンスとデータ駆動型研究等
の推進

－



事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 ○

　令和２年度中は「京」から「富岳」への移行の期間（端境期）
であったため、ＨＰＣＩを利用した研究課題数が少なく、その影
響で令和３年度に発表された論文数は一時的に減少して目標
の90％程度となっているものの、今後「富岳」の安定的な運用
を通して、着実に実績を創出する見込みである。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

○

  「富岳」の運営は、共用法に基づき施設設置者を担っている
理化学研究所を対象とした補助対象事業である。より効果的
で低コストの実現に向け、運転の効率化、空調使用量の見直
し等の節電対策といった工夫や、運営体制・業務の効率化を
図り、「京」の運用経験を活かしながら毎年度コスト削減がで
きている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○
　「富岳」の運用においては、令和3年3月に共用開始以降、令
和3年度実績で96%超の稼働率を達成した。
　（「京」の稼働率最大実績：95.2%）

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

○
　空調使用量の見直し等の節電対策といった工夫や、運営体
制・業務の効率化を図り、毎年度コスト削減に努めている。

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

　経費の執行に関しては、事業年度毎に実績報告書等におい
て、支出先・使途の把握や事業目的との整合性について確認
するとともに、現地調査を行う等、必要な指導も行っており、費
目・使途は合理的かつ必要なもののみに限定されている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ ‐

○
　成果非公開とする場合等は適切な受益者負担の観点から
有償としている。

単位当たりコスト等の水準は妥当か。 ○

　「富岳」の運用においては、運転の効率化、空調使用量の見
直し等の節電対策といった工夫や、運営体制・業務の効率化
を図るなどの「京」の運用経験を活かしながら取組により、コス
ト削減に努めている。
　また、「富岳」の有償利用の場合、運営費回収方式により算
出した利用料を徴収している。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○

　経費の執行に関しては、事業年度毎に実績報告書等におい
て、支出先・使途の把握や事業目的との整合性について確認
するとともに、現地調査を行う等、必要な指導も行っており、中
間段階への支出は合理的なものとなっている。

  「富岳」のジョブ充填率（利用可能な計算資源のうち実際に
利用された割合）は70%前後を推移しており、提供した計算資
源が十分に活用されている。

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○
　一般競争入札の実施においては、過去の取引の状況から
供給が可能と認められる事業者に積極的な周知を図るなど、
その妥当性や競争性を確保している。
　また、随意契約の締結については、契約審査委員会に諮る
など、その理由や相手先について、その妥当性の内部審査を
適切に行っている。随意契約締結後には、全ての随意契約実
績の公表、監査の実施などの取組により、契約の妥当性につ
いてチェックする体制を整えている。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

有

競争性のない随意契約となったものはないか。 有

受益者との負担関係は妥当であるか。

国
費
投
入
の
必
要
性

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 ○

　事業目的は、医療・創薬、エネルギー、防災・減災、ものづく
りなど国民と社会に広く必要とされている分野での成果創出と
社会への還元を図るものであり、国民や社会のニーズを的確
に反映している。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○
　共通基盤技術のため公共性が高く、国内全体の計算環境を
構築する事業であるため、地方自治体や民間等での事業実
施にはなじまない。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事
業か。

○

　第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月閣議
決定）において、国は、共用法に基づく最先端の大型研究施
設について、産学官の幅広い共用と利用体制構築、計画的な
高度化、関連する技術開発等に対する適切な支援を行うこと
とされており、政策優先度が極めて高い事業である。

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐ ‐

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

事業所管部局による点検・改善

項　　目 評　価 評価に関する説明



-

2021 文科 20

文部科学省 0212

令和3年度

令和2年度 文部科学省 0217

0236

平成30年度 221

令和元年度

平成28年度 211

平成29年度 221

平成26年度 227

平成27年度 215

253

平成25年度 229

執
行
等
改

善
所見を踏まえ、引き続き、事業のより効果的かつ効率的な実施に努めつつ、更なる仕様書の精査などの競争的環境の強化を図る取組を進め、契約
の競争性、公平性、透明性の確保に努める。

備考

＜平成27年度秋の年次公開検証（秋のレビュー）＞
【指摘の概要】※本事業に関するもの
・投入予算に見合った成果が得られているか、成果を基礎研究面での科学的な成果と、実用的成果とに分けて、国民に分かりやすく説明すべき
・適正な受益者負担を求めつつ、産業利用の割合を高めていくべき
・「京」の利用者の選定手続については、公表の範囲を拡充し、透明性を高めるべき
・コスト抑制のための検討を、海外比較等、様々な角度から行い、専門家による検証なども踏まえるなどして、国費投入額の削減に努力すべき
【対応状況の概要】※主なもの
・経済波及効果について、理化学研究所が調査会社に委託して平成28年4月から調査を開始し、平成28年12月に報告書を公表。
(http://www.aics.riken.jp/aicssite/wp-content/uploads/2016/12/IDC-Study-for-Riken-Ripple-Effects_final.pdf)
・「京」の総合的な中間検証を実施するために外部有識者による評価委員会を平成28年２月に設置。スーパーコンピュータを用いたシミュレーションの意義、｢京｣で可
能となった大規模計算や｢京｣で実証された大規模計算の産業上の効果、研究開発基盤としての｢京｣の意味のほか、｢京｣の後継機となるポスト｢京｣の役割等につい
て検討を行い、平成28年12月に報告書をとりまとめた。
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/020/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/04/03/1383040_02.pdf）
・｢京｣の計算資源のうち、産業利用の専用枠を平成28年度から拡大（10→15％）。
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/020/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/01/25/1366147_01.pdf）
・利用者の選定について、選定委員会における配布資料のうち、選定の中立性・公正性に影響を及ぼすもの、企業や研究者のアイデア等保護を必要とするもの以外
は、今後公表することを決定。（http://www.hpci-office.jp/pages/sentei09?parent_folder=205）
・「京」のメンテナンス等の費用について、一部合理化を実施。

＜支出先上位１０者リスト＞
(※)同種の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため非公表。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成23年度 237

関
連
事
業

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

‐

-

事業名事業番号

外部有識者の所見

外部有識者による点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

事
業
内
容
の

一
部
改
善

この事業は契約監視委員会に諮るなど、適切に対応しているが、依然として一者応札となったものがあることから、更なる仕様の見直しなど実効性の
ある対策について検討が必要である。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点
検
・
改
善
結
果

点検結果
「富岳」を中核として、多様なユーザーニーズに応える革新的な計算環境を提供するHPCIの構築・運用を促進している。今後とも「富岳」を中核と
するHPCIの効率的かつ適切な運用に継続的に取り組むことが必要である。さらに、社会的・科学的課題の解決につながる画期的な成果の創出に
向け、更なる利用促進に努める必要がある。

改善の
方向性

引き続き、「富岳」を中核とするHPCIの効率的かつ適切な運用を行うとともに、産業界をはじめとする幅広い分野での利用を促進し、成果等の情
報発信の強化を図り、その社会還元に努める。

平成24年度



※令和3年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

A．スーパーコン

ピュータ「富岳」の運

用

国立研究開発法人

理化学研究所

13,423百万円

文部科学省
17,336百万円

H．企業等

11,547百万円

（全290機関）

スーパーコン

ピュータ「富岳」

の保守等。

【 随意契約

（その他）】等

B．ＨＰＣＩの運営

一般財団法人

高度情報科学

技術研究機構

889百万円

C．ＨＰＣＩの運営

一般財団法人

高度情報科学

技術研究機構

937百万円

HPCIの運営に係る総合調整等

課題選定、共通窓口の運用及び

利用支援等

アクセスポイント東京の運用及び

HPCI産業利用等の促進

委託【随意契約（その他）】 等【補助金等交付】 【交付金交付】

E．「富岳」の利用促進

一般財団法人

高度情報科学

技術研究機構

876百万円

「特定先端大型研究

施設の共用の促進に

関する法律」に基づき、

特定高速電子計算機

施設に係る課題の選

定を実施するとともに

利用者への支援を実

施。

I．国立研究開発法人

・大学等

889百万円

（全5機関）

HPCI共用ストレージ等の運

用・保守

HPCI認証局の運用・保守

アクセスポイント神戸の運用

及び産業利用の裾野拡大

一元的窓口業務の一

環としての特定高速電

子計算機施設の技術

相談等を実施。

一部再委託

【 随意契約（その他）】等 【 随意契約（その他）等】

J．企業

284百万円

（全10機関）

【補助金等交付】

F．次世代領域

研究開発

90百万円

（全3機関）

データ科学との連

携に資するアプリ

ケーション等を開発

するとともに、計算

科学の発展に資す

る新たなアーキテ

クチャの特性を最

大限活用し、その

利用を促進する。

【一般競争契約、

随意契約（その他）】等

K．企業等

40百万円
（全27機関）

データ科学技術を用いて

分子シミュレーションと実

験のデータを連携させた

統合的アプリケーション

の開発等を実施。

スーパーコンピュー

タ「富岳」について、

「特定先端大型研究

施設の共用の促進

に関する法律」に基

づき、その共用を行

う。

・諸謝金 5百万円
・職員旅費 0.8百万円
・委員等旅費 0.5百万円
・庁費 2百万円
・非常勤職員手当 14百万円

G．「富岳」成果創出

加速プログラム

1,031百万円

（全14機関）

「富岳」を最大限活

用し、我が国の社会

的・科学的に重要な

課題に対して、世界

に先駆けた成果を

迅速に創出する。

L/M．企業等

594百万円

（全48機関）

代表機関と連携して、「富

岳」を最大限活用し、我

が国の社会的・科学的に

重要な課題に対して、世

界に先駆けた成果を迅速

に創出する。

D．研究推進事業に

関する課題の

運営管理業務

一般財団法人

高度情報科学

技術研究機構

67百万円

課題公募の実施等、採択

課題について事業面・経理

面での進捗管理等、外部

有識者による採択課題の

評価、採択課題について

の情報収集等、公募事業

の実施に当たり必要となる

情報の把握等、及びその

他事業を実施する。

計22百万円

を含む

【 随意契約（その他）等】

【補助金等交付】



☑費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 チェック

計 85.1 計 6,650

旅費 国内旅費 0.1

借損料 研究室等 2

一般管理費 管理・運用 8

雑役務費 役務発注等 13

人件費
業務担当職員、補助者、社会保険料等事業
主負担分

17

その他
研究開発委託費、設備備品費、消耗品費、
光熱水料等

45 役務
ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ「富岳」およびﾃﾞｰﾀ移行用ﾌｧ
ｲﾙｼｽﾃﾑの保守 等

6,650

G.国立大学法人東京大学 H.富士通株式会社

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 876 計 43

事業費
特定高速電子計算機施設「富岳」の利用促
進

876 事業実施費
量子アニーリングアシスト型次世代スーパー
コンピューティング基盤の開発

43

E.一般財団法人高度情報科学技術研究機構 F. 国立大学法人東北大学

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 937 計 67

その他
設備備品費、消耗品費、諸謝金、会議開催
費、通信運搬費、印刷製本費

18

消費税相当額 19

借損料
事務所賃料および共益費、アクセスポイント
借損料

27

一般管理費 管理・運用 85

人件費
業務担当職員、社会保険料等事業主負担
分

189

雑役務費 HPCIシステム各基盤センター利用負担金等 599 委託費
研究開発推進業務等の実施に係る運営管
理業務（研究振興事業に関する課題の運営
管理業務）

67

C.一般財団法人高度情報科学技術研究機構 D.一般財団法人高度情報科学技術研究機構

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 13,423 計 889

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

特定先端大型
研究施設運営
等補助金

特定電子計算機施設の運営 13,423 委託費 HPCIの運営 889

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご

とに最大の金額が
支出されている者
について記載す
る。費目と使途の
双方で実情が分
かるように記載）

A.国立研究開発法人理化学研究所 B.一般財団法人高度情報科学技術研究機構

費　目 使　途



支出先上位１０者リスト

A.

B

C

D

E

F

- - -3
国立大学法人筑波大
学

5050005005266
次世代演算通信融合型
スーパーコンピュータの開
発

24 補助金等交付

-

2 学校法人慶応義塾 4010405001654
閉じ込め液体の特性・機能
のシミュレーション新規基盤
構築

24 補助金等交付 - - -

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
国立大学法人東北大
学

7370005002147
量子アニーリングアシスト型
次世代スーパーコンピュー
ティング基盤の開発

43 補助金等交付 - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
一般財団法人高度情
報科学技術研究機構

7050005010710
特定高速電子計算機施設
「富岳」の利用促進

876
運営費交付金

交付
- - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

- - -1
一般財団法人高度情
報科学技術研究機構

7050005010710

研究開発推進業務等の実
施に係る運営管理業務（研
究振興事業に関する課題
の運営管理業務）

67
随意契約
（その他）

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

- -

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
一般財団法人高度情
報科学技術研究機構

7050005010710

課題選定、共通窓口の運用
及び利用支援等
アクセスポイント東京の運
用及びHPCI産業利用の促
進

937
随意契約
（その他）

-

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等

-

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
一般財団法人高度情
報科学技術研究機構

7050005010710 HPCIの運用 889
随意契約
（その他）

- -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111
特定高速電子計算機施設
の運用

13,423 補助金等交付 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率



G

-

11
大学共同利用機関法
人高エネルギー加速
器研究機構

4050005005267

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「シミュレーションで探る
基礎科学：素粒子の基本法
則から元素の生成まで」

51 補助金等交付 - - -

- -

10
国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「全原子・粗視化分子
動力学による細胞内分子動
態の解明」

36 補助金等交付 - -

- - -

9
国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111

「 富岳」成果創出加速プロ
グラム「富岳」を活用した革
新的光エネルギー変換材
料の実現

50 補助金等交付 -

8
国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111
「 富岳」成果創出加速プロ
グラム「富岳」が拓くSociety
5.0時代のスマートデザイン

50 補助金等交付

-

7
国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「プレシジョンメディスン
を加速する創薬ビッグデー
タ統合システムの推進」

59 補助金等交付 - - -

- -

6
国立大学法人東京医
科歯科大学

6010005007397

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「大規模データ解析と人
工知能技術によるがんの起
源と多様性の解明」

63 補助金等交付 - -

- - -

5
国立研究開発法人海
洋研究開発機構

7021005008268

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「大規模数値シミュレー
ションによる地震発生から
地震動・地盤増幅評価まで
の統合的予測システムの構
築とその社会実装」

84 補助金等交付 -

4
国立研究開発法人
物質・材料研究機構

2050005005211

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「次世代二次電池・燃
料電池開発によるET 革命
に向けた計算・データ材料
科学研究」

85 補助金等交付

-

3
国立大学法人東京大
学

5010005007398

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「スーパーシミュレー
ションとAIを連携活用した実
機クリーンエネルギーシス
テムのデジタルツインの構
築と活用」

68 補助金等交付 - - -

- -

2
国立大学法人東京大
学

5010005007398

「富岳」成果創出加速プログ
ラム防災・減災に資する新
時代の大アンサンブル気
象・大気環境予測

68 補助金等交付 - -

入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

1
国立大学法人東京大
学

5010005007398

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「富岳」を利用した革新
的流体性能予測技術の研
究開発

85 補助金等交付 -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等



- -

- - -

17 学校法人早稲田大学 5011105000953

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「量子物質の創発と機
能のための基礎科学―「富
岳」と最先端実験の密連携
による革新的強相関電子科
学」(R2繰越分）

19 補助金等交付 -

16 学校法人早稲田大学 5011105000953

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「量子物質の創発と機
能のための基礎科学―「富
岳」と最先端実験の密連携
による革新的強相関電子科
学」

43 補助金等交付

-

15
国立大学法人東海国
立大学機構

3180005006071
「富岳」成果創出加速プログ
ラム「核燃焼プラズマ閉じ込
め物理の開拓」

34 補助金等交付 - - -

- -

14
国立大学法人東海国
立大学機構

3180005006071

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「省エネルギー次世代
半導体デバイス開発のため
の量子論マルチシミュレー
ション」

46 補助金等交付 - -

- - -

13
大学共同利用機関法
人情報・システム研
究機構

1012805001385

「富岳」成果創出加速プログ
ラムデータ駆動型高分子材
料研究を変革するデータ基
盤創出

47 補助金等交付 -

12
株式会社UT-Heart
研究所

9010901033048

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「マルチスケール心臓
シミュレータと大規模臨床
データの革新的統合による
心不全パンデミックの克服」

51 補助金等交付



H

☑

国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト

- - -

契約方式
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（契約額10億円以上）

1 － - － -

支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 チェック

ﾌﾞﾛｯｸ
名

契　約　先 法　人　番　号 業　務　概　要
契約額

（百万円）

- - -

10 三井情報株式会社 6010401078785 ネットワーク更新用機材　等 58
一般競争契約
（最低価格）

2

9
アクセンチュア株式
会社

7010401001556
ネットワークの400G移行
等

59
随意契約
（その他）

8 アズビル株式会社 9010001096367
中央監視設備年間保守点
検　等

70
随意契約
（その他）

- - -

7
東京エレクトロンデバ
イス株式会社

4020001009043 400Gスイッチ一式　等 73
一般競争契約
（最低価格）

2

- - -

6
近鉄ファシリティーズ
株式会社

7120001014708 施設管理業務　等 106
一般競争契約
（総合評価）

1

5
株式会社カワサキマ
シンシステムズ

3120001096320 CGS年間保守点検　等 118
随意契約
（その他）

4
シスコシステムズキャ
ピタル株式会社

4010401045416
ネットワークシステムに係わ
る賃貸借・運用保守　等

227
一般競争契約
（総合評価）

2

※同種の契約の予定価格を類
推させるおそれがあるため非公
表（以下、同じ）

3 関西電力株式会社 3120001059632 ガス代 937
一般競争契約
（最低価格）

3

- -

スーパーコンピュータ「京」及び
「富岳」の製作・構築を現に行
い、「京」・「富岳」独自の機器等
に対する専門的なノウハウを有
するため。

2
中部電力ミライズ株
式会社

2180001135973 電気代 2,286
一般競争契約
（最低価格）

3

1 富士通株式会社 1020001071491
ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ「富岳」およ
び ﾃﾞｰﾀ移行用ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ
の保守 等

6,650
随意契約
（その他）

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

※

※

※

※

※

※



別紙２

HPCIシステム各基盤センター利用負担金等 212 事業実施費
一元的窓口業務の一環としての特定高速電
子計算機施設の技術相談

188

設備備品費 設備備品費 35費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額
が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

I.国立大学法人東京大学 J.富士通株式会社

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

雑役務費

光熱水料 光熱水料 13

人件費 業務担当職員、社会保険料等事業主負担分 15

一般管理費 管理・運用 29

消費税相当額 2

その他 消耗品費、通信運搬費、借損料 5

旅費 国内旅費、外国旅費 5

計 316 計 188

人件費・謝金
業務担当職員、社会保険料等事業主負担
分、謝金

6

事業実施費
「共振ずり測定法の高度化と特性評価・新規
分子種の提言を目指した基盤技術開発」

9 物品費 設備備品費、消耗品費 21

K.国立大学法人東北大学 L.国立大学法人東京大学

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

旅費 国内旅費、外国旅費 0.1

その他 外注費、その他諸経費、消費税相当額 2

一般管理費 管理・運用 3

計 9 計 32.1



別紙３

I

国立大学法人東京大
学

5010005007398
HPCI共用ストレージ等（東
拠点）の運用、保守

315
随意契約
（その他）

- -

国立研究開発法人理
化学研究所

1030005007111
HPCI共用ストレージ等（西
拠点）の運用、保守

249
随意契約
（その他）

- -

大学共同利用機関法
人情報・システム研
究機構

1012805001385
HPCI認証局の運用、保守
等

133
随意契約
（その他）

- -3

2

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

5

4
公益財団法人計算科
学振興財団

3140005004772 産業利用等の拡大 130
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人筑波大
学

5050005005266
HPCI共用ストレージ用大規
模分散ファイルシステムの
機能整備等

63
随意契約
（その他）

- -



J

-

株式会社トータル・サ
ポート・システム

7050001004757
スパコン接続用VPN装置の
オンサイト保守更新

0.2
随意契約
（少額）

- -

株式会社トータル・サ
ポート・システム

7050001004757
基幹ネットワークスイッチ及
びスタッキングモジュール
保守

0.2
随意契約
（少額）

- -

-

リックソフト株式会社 1010001124218
ヘルブデスクシステム及び
情報共有CMS等運用サ
ポート（特命随意契約）

7
随意契約
（その他）

- -

株式会社メトロ 9010701009710
大型計算機の利用支援業
務に係る労働者派遣契約

6
一般競争契約
（最低価格）

1

2

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

富士通株式会社 1020001071491

一元的窓口業務の一環とし
ての特定高速電子計算機
施設の技術相談（特命随意
契約）

188
随意契約
（その他）

-

5

4

3

Hyperion Research
Holdings Inc

-
海外のスパコンセンターに
おける運営状況等調査支
援業務

13
一般競争契約
（最低価格）

1

三美印刷株式会社 8011501006700 ピア・レビューシステム改修 4
随意契約
（公募）

- -

-

富士通株式会社 1020001071491
HPCIポータルサイト再構
築・企画・設計業務

10
随意契約

（企画競争）
1

※同種の契約の予定価格を類推
させるおそれがあるため非公表
（以下、同じ）

株式会社日経産業広
告社

9010001025722
「富岳」成果創出加速プログ
ラムシンポジウムの開催運
営

29
一般競争契約
（総合評価）

3

8

7

6

三美印刷株式会社 8011501006700
ピア・レビューシステムの保
守作業（特命随意契約）

2
随意契約
（その他）

- -

11

10

9 ユサコ株式会社 2010401030329
学術文献データベースの利
用（特命随意契約）

6
随意契約
（その他）

- -

日本電気株式会社 7010401022916
申請支援システム及び認証
システム等運用サポート
（特命随意契約）

7
随意契約
（その他）

-

14

13

12

株式会社トータル・サ
ポート・システム

7050001004757
複合機の保守（特命随意契
約）

4
随意契約
（その他）

- -

株式会社トータル・サ
ポート・システム

7050001004757 SSL-VPNシステムの保守 0.9
随意契約
（少額）

-

三美印刷株式会社 8011501006700
成果報告会等支援システム
改修

3
随意契約
（公募）

- -

三美印刷株式会社 8011501006700
統計情報データベースシス
テム改修

3
随意契約
（公募）

- -

17

16

15

株式会社トータル・サ
ポート・システム

7050001004757
エンドユーザー側L2スイッ
チ保守

0.1
随意契約
（少額）

- -

18
株式会社インター
ネットイニシアティブ

6010001011147
電子メール環境システム等
の利用（特命随意契約）

3
随意契約
（その他）

- -

※

※

※

※



K

-

株式会社シグマアイ 3010401144961
D-Waveマシンタイム（LEAP
クラウドアクセス利用料）　2
月分

0.5
随意契約
（少額）

- -

国立大学法人九州大
学

3290005003743
202１年4月利用開始分　研
究用計算機　利用負担金
一式

0.6
随意契約
（少額）

- -

-

日本電気株式会社 7010401022916 Sygnus増設FPGAケーブル 3
随意契約
（少額）

- -

日本電気株式会社 7010401022916
津波避難経路のスマート
フォン表示機能の開発　一
式

3
指名競争契約
（最低価格）

3 100％

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

国立大学法人　東北
大学

7370005002147

「共振ずり測定法の高度化
と特性評価・新規分子種の
提言を目指した基盤技術開
発」

9
随意契約
（その他）

-

4

3

2

日本電気株式会社 7010401022916
最先端多重複合型計算機
システムFPGA増設

2
随意契約
（少額）

- -

7

6

5 株式会社HPCテック 7010001120401 高速演算計算サーバ 3
随意契約
（少額）

- -

株式会社HPCテック 7010001120401
1U2PU　AMD EPYC7003ｼ
ﾘｰｽﾞ搭載ｻｰﾊﾞ　1台

1
随意契約
（少額）

-

10

9

8

ビジュアルテクノロ
ジー株式会社

7010501029126
VT64ﾍﾞｸﾄﾙ計算機ｼｽﾃﾑ
一式

1
随意契約
（少額）

- -

ビジュアルテクノロ
ジー株式会社

7010501029126
性能評価用計算機用ソフト
ウェア　一式

0.7
随意契約
（少額）

- -

-

株式会社HPCテック 7010001120401 ネットワークカード 0.3
随意契約
（少額）

- -

ビジュアルテクノロ
ジー株式会社

7010501029126
サーバー　VT64 Server
FX700　１台

3
指名競争契約
（最低価格）

2 100％

13

12

11

株式会社エー・ディ・
ティ

2011101002725
FPGA評価ボード（A-250-
A6　4G-PQ-6）

0.8
随意契約
（少額）

- -

16

15

14
株式会社エー・ディ・
ティ

2011101002725
FPGA評価ボード（A-280-
P32G-PQ-G）

0.8
随意契約
（少額）

- -

株式会社シグマアイ 3010401144961
D-Waveマシンタイム（LEAP
クラウドアクセス利用料）　3
月分

0.7
随意契約
（少額）

-

18

17

株式会社ユニットコ
ム

2120001037218
内蔵３．５ＨＤＤ　ＷＵＨ７２１
８１８ＡＬＥ６Ｌ４　６個

0.5
随意契約
（少額）

- -

独立行政法人国立高
等専門学校機構　仙
台高等専門学校

8010105000820

「データ科学とディープラー
ニングによる特徴量抽出・
新規分子種の提言を目指し
た基盤技術開発」

2
随意契約
（その他）

- -

東北大学生活協同組
合

9370005001634

DELLﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝPrecision
7920 TowerDual Xeon
Silverﾓﾃﾞﾙ(Win11Proﾀﾞｳﾝｸﾞ
ﾚｰﾄﾞ)　１台

1
随意契約
（少額）

- -



L

-

国立大学法人東京大
学

5010005007398

第一原理自動網羅計算に
基づいた高精度・高速度の
ハイスループット材料計算
ソフトウェアの開発・拡張と
磁気特性の評価

8
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人東京大
学

5010005007398

「プレシジョンメディスンを加
速する創薬ビッグデータ統
合システムの推進」(（３）-②
抗体医薬デザイン)

8
随意契約
（その他）

- -

-

国立大学法人東京大
学

5010005007398

①サブテーマ「燃料電池の
電解質膜・プロトン輸送」の
研究推進、②プロジェクトの
総合的推進

14
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人東京大
学

5010005007398 [核構造とr過程]の研究 13 その他 - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

3

2

1
国立大学法人東京大
学

5010005007398
地震に関する災害被害予
測のための大規模アプリ
ケーションの開発

32
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人東京大
学

5010005007398

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「量子物質の創発と機
能のための基礎科学―「富
岳」と最先
端実験の密連携による革新
的強相関電子科学」

16 補助金等交付 -

6

5

4

国立大学法人東京大
学

5010005007398

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「マルチスケール心臓
シミュレータと大規模臨床
データの革新的統合による
心不全パンデミックの克服
」

10 補助金等交付 - -

国立大学法人東京大
学

5010005007398

①サブテーマ「燃料電池の
電極界面反応」の研究推
進、②プロジェクトの総合的
推進

10
随意契約
（その他）

-

9

8

7

国立大学法人東京大
学

5010005007398

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「量子物質の創発と機
能のための基礎科学―「富
岳」と最先端実験の密連携
による革新的強相関電子科
学」

7 補助金等交付 - -

12

11

10
国立大学法人東京大
学

5010005007398
データ駆動手法による構造
と磁性の予測

3
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人東京大
学

5010005007398

（２）サブ課題A総括、高密
度星団におけるコンパクト
連星の力学的形成過程の
解明、（１５）サブ課題D・岩
石惑星内部シミュレーション

2 補助金等交付 -

15

14

13

国立大学法人京都大
学

3130005005532

「「富岳」が拓くSociety5.0
時代のスマートデザイン」
（国立大学法人京都大学担
当分）

13
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人京都大
学

3130005005532

「プレシジョンメディスンを加
速する創薬ビッグデータ統
合システムの推進」(（２）-①
結合自由エネルギー計算、
（４）-①疾患ゲノム構造機
能データベース)

11
随意契約
（その他）

- -

-

国立大学法人東京大
学

5010005007398

「全原子・粗視化分子動力
学による細胞内分子動態の
解明」（（３）生体分子系のモ
デリングと「富岳」を用いた
シミュレーション⑤ 多剤排
出トランスポータの分子動
力学シミュレーション）

2
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人京都大
学

3130005005532

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「大規模データ解析と
人工知能技術によるがんの
起源と多様性の解明」

25 補助金等交付 - -

16
国立大学法人京都大
学

3130005005532

「「富岳」を活用した革新的
光エネルギー変換材料の
実現」（国立大学法人京都
大学担当分）

8
随意契約
（その他）

- -



-

国立大学法人九州大
学

3290005003743

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「スーパーシミュレー
ションとAIを連携活用した実
機クリーンエネルギーシス
テムのデジタルツインの構
築と活用」

13
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人九州大
学

3290005003743

「富岳」を利用した革新的流
体性能予測技術の研究開
発（多段遠心ポンプおよび
圧縮機サージの予測に係る
研究開発）

7
随意契約
（その他）

- -

-

国立大学法人京都大
学

3130005005532
（１６）サブ課題D・ガス惑星
大気シミュレーション

0.9 補助金等交付 - -

一般財団法人気象業
務支援センター

4010005018628
防災・減災に資する新時代
の大アンサンブル気象・大
気環境予測

24
随意契約
（その他）

- -

18

17

国立大学法人京都大
学

3130005005532

「富岳」成果創出加速プログ
ラム「スーパーシミュレー
ションとAIを連携活用した実
機クリーンエネルギーシス
テムのデジタルツインの構
築と活用」

7
随意契約
（その他）

- -

21

20

19
国立大学法人京都大
学

3130005005532

「プレシジョンメディスンを加
速する創薬ビッグデータ統
合システムの推進」(（１）-②
タンパク質活性予測)

5
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人京都大
学

3130005005532 [バリオン間力]の研究 4 その他 -

24

23

22

大学共同利用機関法
人自然科学研究機構

5012405001823
(協力機関)核燃焼生成高エ
ネルギー粒子の閉じ込め解
析

13
随意契約
（その他）

- -

大学共同利用機関法
人自然科学研究機構

5012405001823

（７）サブ課題B・銀河系内で
の分子雲と分子雲コアの形
成および原始惑星系円盤
の非理想磁気流計算、（８）
サブ課題B・原始惑星系円
盤中での微惑星の集積と惑
星形成、（１２）サブ課題C・
ニュートリノ輻射輸送の第
一原理計算による3次元超
新星爆発メカニズムの解明

1 補助金等交付 -

国立大学法人京都大
学

3130005005532

「全原子・粗視化分子動力
学による細胞内分子動態の
解明」（（２）データ科学的手
法による粗視化モデルパラ
メタの最適化② 粗視化モデ
ルCafeMol のパラメタ最適
化、（３）生体分子系のモデ
リングと「富岳」を用いたシ
ミュレーション② 遺伝子転
写機構の解明）

7
随意契約
（その他）

- -

27

26

25

国立大学法人九州大
学

3290005003743

「「富岳」が拓くSociety5.0
時代のスマートデザイン」
（国立大学法人九州大学担
当分）

6
随意契約
（その他）

- -

30

29

28
国立大学法人九州大
学

3290005003743

(協力機関)省エネルギー次
世代半導体デバイス開発の
ための量子論マルチシミュ
レーション

3
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人神戸大
学

5140005004060

「富岳」を利用した革新的流
体性能予測技術の研究開
発（自動車空力性能および
空力音の予測に係る研究
開発）

12
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人神戸大
学

5140005004060

「「富岳」を活用した革新的
光エネルギー変換材料の
実現」（国立大学法人神戸
大学担当分）

12
随意契約
（その他）

- -



M（Lの続き）

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-

国立大学法人東京工
業大学

9013205001282

(協力機関)省エネルギー次
世代半導体デバイス開発の
ための量子論マルチシミュ
レーション

6
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人東京工
業大学

9013205001282
界面の第一原理計算による
永久磁石材料組織の最適
化

2
随意契約
（その他）

- -

2

1
国立大学法人神戸大
学

5140005004060

「「富岳」が拓くSociety5.0時
代のスマートデザイン」（国
立大学法人神戸大学担当
分）

8
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人神戸大
学

5140005004060

(協力機関)省エネルギー次
世代半導体デバイス開発の
ための量子論マルチシミュ
レーション

2
随意契約
（その他）

- -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数

（応募者数）
落札率

5

4

3

国立研究開発法人海
洋研究開発機構

7021005008268
防災・減災に資する新時代
の大アンサンブル気象・大
気環境予測

12
随意契約
（その他）

- -

8

7

6
国立大学法人東京工
業大学

9013205001282

「「富岳」が拓くSociety5.0時
代のスマートデザイン」（国
立大学法人東京工業大学
担当分）

11
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人東京工
業大学

9013205001282

「プレシジョンメディスンを加
速する創薬ビッグデータ統
合システムの推進」(（２）-③
結合速度論解析)

8
随意契約
（その他）

-

10

9

国立大学法人東京工
業大学

9013205001282
（８）サブ課題B・原始惑星
系円盤中での微惑星の集
積と惑星形成

0.5 補助金等交付 - -

国立大学法人奈良先
端科学技術大学院大
学

8150005002309

「「富岳」を活用した革新的
光エネルギー変換材料の
実現」（国立大学法人奈良
先端科学技術大学院大学
担当分）

12
随意契約
（その他）

- -

国立大学法人千葉大
学

2040005001905

（３）サブ課題A・ダークマ
ターの密度揺らぎからはじ
まる宇宙の天体形成、（１
１）サブ課題C・ブラックホー
ル降着円盤およびジェット
の非相対論的磁気流体力
学計算、（１３）サブ課題D統
括、太陽黒点の構造と太陽
面爆発の関係の研究及び
フレア発生予測研究

12 補助金等交付 - -
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情報委員会 委員名簿 

 

（敬称略、５０音順） 

  

 乾 健太郎 東北大学大学院情報科学研究科教授 

 井上 由里子 一橋大学大学院法学研究科教授 

 上田 修功 日本電信電話株式会社コミュニケーション科学基礎研究所上田特

別研究室長／NTTフェロー 

理化学研究所革新知能統合研究センター副センター長 

 奥野 恭史  京都大学大学院医学研究科ビッグデータ医科学分野教授 
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 来住 伸子 津田塾大学学芸学部情報科学科教授 

※喜連川 優 情報・システム研究機構国立情報学研究所長 

東京大学生産技術研究所教授 

 鬼頭  周 ソフトバンク株式会社事業開発統括顧問  

 サイバーリーズン・ジャパン株式会社 CTO 

 栗原 和枝 東北大学未来科学技術共同研究センター教授 

 佐古 和恵 早稲田大学基幹理工学部情報理工学科教授 

※田浦 健次朗 東京大学情報基盤センター長 

 瀧 寛和 和歌山大学前学長／学術情報センター長 

 辻 ゆかり NTT アドバンステクノロジ株式会社取締役／ネットワークイノベ

ーション事業本部副本部長 

 津田 宏治 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

◎西尾 章治郎 大阪大学総長 

 長谷山 美紀 北海道大学副学長／大学院情報科学研究院長／教授 

 引原 隆士 京都大学図書館機構長／附属図書館長 

 福田 雅樹 大阪大学社会技術共創研究センター教授／副センター長／総合研

究部門長／大学院法学研究科教授 

 八木 康史 大阪大学産業科学研究所複合知能メディア研究分野教授 

 安浦 寛人 九州大学名誉教授 

 若目田 光生 日本経済団体連合会デジタルエコノミー推進委員会企画部会デー

タ戦略ワーキンググループ主査 

         株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門上席主

任研究員 

 

（令和３年２月現在） 

 

◎：主査〇：主査代理 

※：利害関係者のため審議には加わらない。 
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伊藤  公平  慶應義塾大学理工学部物理情報工学科 教授 

 

伊藤  宏幸  ダイキン工業株式会社・テクノロジー・イノベーション 

センター リサーチ・コーディネーター 

 

上田  修功  理化学研究所 革新知能統合研究センター 副センター長／ 

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 フェロー・ 

上田特別研究室長 

 

梅谷  浩之  トヨタ自動車株式会社ＩＴ革新推進室 主幹／ 

株式会社トヨタシステムズＣＡＥ部 部長 

 

大石  進一  早稲田大学理工学術院 教授 

 

※  小柳  義夫  東京大学名誉教授／高度情報科学技術研究機構神戸センター  

        サイエンスアドバイザ 

 

※  喜連川  優  情報・システム研究機構国立情報学研究所 所長 

 

小林  広明  東北大学大学院情報科学研究科 教授／東北大学サイバー 

サイエンスセンター センター長特別補佐／東北大学  

総長特別補佐（ICT革新担当） 

 

※  田浦 健次朗  東京大学情報基盤センター センター長 

 

土井 美和子  情報通信研究機構 監事／奈良先端科学技術大学院大学  

理事 

 

中川 八穂子  株式会社日立製作所研究開発グループデジタルテクノロジー 

イノベーションセンタ シニアプロジェクトマネージャ 

 

○  藤井  孝藏  東京理科大学工学部情報工学科 教授 

 

◎  安浦  寛人  九州大学 名誉教授 

 

令和２年１０月現在 

 

◎：主査 ○：主査代理 ※：利害関係者のため審議には加わらない。 
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 HPCIの運営 中間評価に係る評価項目及び視点等について 

 

１．背景等 

 

○ 運用開始（平成 24 年９月末）からの事業について中間評価を行う。 

○ 具体的には、前回の中間評価時（平成 27 年度）における評価項目を中心に改めて

対応状況等について確認・評価を行う。また、令和３年度に予定されている「富岳」

の運用開始や HPCI を構成する情報基盤センター等で今後見込まれるシステムの導入

等を踏まえた HPCI のあり方について検討を行う。 

 

２．事業目的 

 我が国の計算科学技術を推進するため、スーパーコンピュータ「京」及びスーパーコン

ピュータ「富岳」を中核とする HPCI（革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・

インフラ）を構築するとともに利用体制を整備し、画期的な研究成果の創出に向けた利用

を促進する。 

 HPCI は、高速ネットワークにより「京」及び「富岳」を中核として国内の大学等のシ

ステムや共用ストレージを結んだシームレスな利用を実現する計算環境の構築により、世

界トップクラスのスーパーコンピュータやその他の計算資源をユーザが容易に利用でき

る計算科学技術環境を実現するものであり、多様なユーザーニーズに応えるとともに全て

のユーザに開かれた革新的な計算環境として、計算したデータの共有や、共同での分析等

を可能にした計算資源を多くのユーザの利用に供するものである。これを適切に運用し利

用を推進することで画期的な研究成果を創出し、科学技術の発展や産業競争力強化に資す

るとともに、人材育成やスーパーコンピューティングの裾野の拡大にも貢献することを目

的とする。 

 

３．事業概要等 

 

（１）概要 

 9 大学情報基盤センター等のシステム及び共用ストレージの計算資源に全国の利

用者が一つのユーザアカウントによりアクセス可能とした HPCI システムを、安定的

かつ利便性高く運用するとともに、利用を促進し、また産業利用促進等のための利用

者支援を実施。 

 

（２）機能及び実施機関 

  ａ）HPCI 運営企画・調整（高度情報科学技術研究機構） 

・ より効率的・効果的な HPCI の運営の実現、及び今後の運営の在り方に関す

る調査検討 

・ 技術面での統括的業務、HPCI システムの構成機関等との調整業務、HPCI シ

ステムの構成機関による連携協力体制の構築 

 

ｂ）HPCI システム運用 
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・ 認証局の設置、運用及び保守 

（国立情報学研究所） 

・ HPCI 共用ストレージの運用及び保守 

（東京大学、理化学研究所、筑波大学） 

 

ｃ）HPCI の利用促進 

・ 計算資源提供機関との調整、利用負担金支払業務、課題選定及び共通窓口の

運用、ユーザ管理システムの運用・保守 

（高度情報科学技術研究機構） 

・ 利用支援及び産業利用促進、アクセスポイントの設置・運用 

（高度情報科学技術研究機構、計算科学振興財団） 

 

※ 9大学情報基盤センター等のシステム及び高速ネットワークの保守・運用は、

各所有機関が実施。事業実施機関以外の資源提供機関等は以下のとおり。 

・ 9大学情報基盤センター等のシステム 

北海道大学 情報基盤センター 

東北大学 サイバーサイエンスセンター 

筑波大学 計算科学研究センター 

最先端共同 HPC基盤施設（JCAHPC） 

東京大学 情報基盤センター 

東京工業大学 学術国際情報センター 

名古屋大学 情報基盤センター 

京都大学 学術情報メディアセンター 

大阪大学 サイバーメディアセンター 

九州大学 情報基盤研究開発センター 

海洋研究開発機構 地球情報基盤センター 

統計数理研究所 統計科学技術センター 

産業技術総合研究所 

・ 高速ネットワーク（SINET） 

国立情報学研究所 

 

４．予算の変遷 

 

（単位：百万円） 

年度 平成 24 

(初年度) 

平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 令和２ 

予算額 1,856 2,318 1,518 1,379 1,418 1,428 1,473 2,059 1,999 

（参考）上記のほか、「「京」を中核とする HPCI の産業利用支援・裾野拡大のための施設拡充」 

として平成 24 年度補正予算で 79 億円 を措置 
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５．評価項目及び視点等 

 

評価に際しては前回の中間評価等を踏まえ、以下の項目を中心に評価を行う。 

 

（１）進捗状況及び成果等について 

① 安定的かつ利便性の高い運営 

② 産業界を含めた利用者の拡大 

③ 利用分野の拡大 

④ シミュレーションの大規模化 

⑤ 成果創出 

 

（２）体制について 

ユーザ視点からの推進を目的とした一般社団法人 HPCI コンソーシアム及び

HPCI計画推進委員会等との連携。 

 

（３）成果の利活用について 

HPCIから生まれる成果の効果的な広報。 

 

（４）その他 
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中間評価票（案） 

 

（令和３年２月現在） 

１．課題名 HPCIの運営 

２．研究開発計画との関係 

 

施策目標：未来社会を見据えた先端基盤技術の強化  

 大目標（概要）：ICT を最大限に活用し、サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）と

を融合させた取組により、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」を未来社

会の姿として共有し、その実現に向けた一連の取組を更に深化させつつ「Society 

5.0」として強力に推進し、世界に先駆けて超スマート社会を実現していく。この

ため、国は、超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤

技術及び個別システムにおいて新たな価値創出のコアとなり現実世界で機能する

基盤技術について強化を図る。 

 中目標（概要）：我が国が世界に先駆けて超スマート社会を形成し、ビッグデータ等から

付加価値を生み出していくために、産学官で協働して基礎研究から社会実装に向

けた開発を行うと同時に、技術進展がもたらす社会への影響や人間及び社会の在

り方に対する洞察を深めながら、中長期的視野から超スマート社会サービスプラ

ットフォームの構築に必要となる基盤技術の強化を図る。 

 重点的に推進すべき研究開発の取組(概要)： 

「次世代アーキテクチャと革新的なハードウェアの研究開発」 

様々なモノがインターネットにつながる IoT社会を迎えて、多様なニーズに応え 

る革新的な計算環境を構築し、その利用を推進することで、我が国の科学技術の

発展、産業競争力の強化、安全・安心な社会の構築に貢献する。 

 

本課題が関係するアウトプット指標： 

    情報科学技術分野における研究開発の論文数、学会発表数 

 

本課題が関係するアウトカム指標： 

   各研究機関において実施される研究開発の進捗状況 

 

３．評価結果 

（１）課題の進捗状況      

＜概要＞ 

 HPCI（High Performance Computing Infrastructure:革新的ハイパフォーマンス・コン

ピューティング・インフラ）の運営は、スーパーコンピュータ「京」（※令和元年８月運用
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終了）及びその後継フラッグシップ計算機であるスーパーコンピュータ「富岳」（※令和３

年度本格運用開始予定）を中核として、国立大学・国立研究開発法人のスーパーコンピュ

ータやストレージを高速ネットワーク（SINET）で繋ぎ、ユーザ窓口を一元化した、多様な

利用者のニーズに応える利便性の高い研究基盤として、HPCIシステムの運用を行うもので

ある。関係機関が連携し効率的・効果的・安定的に運営されており、以下の通り、中間評

価の視点に示す成果目標に対して、全体として着実に進捗していると評価できる。 

 

I. 進捗状況及び成果等について 

①  安定的かつ利便性の高い運営 

 国立大学・国立研究開発法人等の計算資源提供機関との連携により、システム障害に対

する影響を極力最小限に抑えるとともに、一般財団法人高度情報科学技術研究機構(RIST)

内に設置された各種委員会や HPCI システム構成機関等が参加する HPCI 連携サービス委員

会での議論のもと、事業の進捗・方針を確認・管理している。また、認証基盤システムに

おいて、不正アクセスは発生しておらず、ネットワーク・サーバ障害については、迅速な

原因究明・復旧作業を実施している。共用ストレージについても、我が国の東西二拠点設

置によるデータの安全性確保は、システム調整等によるデータへのアクセス不可等の研究

の進捗を阻害する要因を排除するものであり、平成 30 年 10 月以降読み出し書き込みサー

ビスを一度も途絶えることなく連続稼働する（令和２年８月 31日現在）など安定的な運営

を実現している。計算資源についても、“Oakforest-PACS”(最先端共同 HPC 基盤施設

（JCAHPC）) 及び“ABCI”(産業技術総合研究所)が追加されるなど、HPCIシステムの計算

資源の多様性についても適宜対応されており、利用者の研究開発のニーズにあわせて本事

業への提供計算資源の総量も「京」を除いた理論演算性能換算で令和２年度には平成 26

年度の約 15倍になるなど拡大を続けている。令和２年初頭から新型コロナウイルス感染症

が拡大する事態を受けて、対面対応が必要な利用手続きの遠隔ベース化の運用を試行的に

開始するなど、利用者環境の変化にも柔軟に対応している。 

また、我が国のフラッグシップ計算機である「京」から「富岳」への移行の端境期では、

HPCIシステムの計算資源のあり方に係る調査・検討を実施するとともに、令和元年度及び

令和２年度については、各提供機関の協力のもと、計算資源を例年以上に確保し、令和元

年度には「京」を含む前年度の提供計算資源量相当の計算資源量を HPCI 全体で提供可能と

するなど、上記端境期の研究継続に貢献した。一方で、フラッグシップ計算機が不在とな

ったことで、超大規模並列計算への需要への対応には課題が残った。本評価の範囲を超え

る事柄ではあるが、今後はフラッグシップ計算機が不在となる期間が生じないような開

発・運用体制を検討する必要がある。 

HPCIの中長期的な展望については、計算科学技術関連コミュニティの意見集約の場であ

る一般社団法人 HPCI コンソーシアムの「今後の HPCI システムの構築とその利用に関する

基本的考え方」（令和２年６月）にてフラッグシップ計算機の端境期が生じないように開発

を行う必要性、多様なユーザーニーズに応えることができる最新鋭の計算機環境としての

第二階層計算資源の整備の必要性、計算資源を提供している大学情報基盤センター等がよ

り積極的に HPCIの運営に参画できる仕組みの構築、新規利用者・利用分野のさらなる拡大、

商用アプリケーションの整備が進むような連携体制の構築などが提言されている。また文

部科学省 HPCI 計画推進委員会「将来の HPCI の在り方に関する検討ワーキンググループ報
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告書」（令和元年６月）において、より多様性を意識した HPCI の全体構成の長期的、俯瞰

的視点からの検討や国際連携の推進などが提言されており、これらを踏まえて HPCIシステ

ムの発展については、今後引き続き検討する必要がある。 

 

②  産業界を含めた利用者の拡大 

 利用者の拡大については、HPCIシステムとして、用途（一般利用、産業利用等）毎の計

算資源の枠を設けているが、「京」でも設定されていた若手人材を重視した枠を HPCI シス

テム全体に設ける（令和元年度～）など、人材育成の観点でも、配慮した取組を実施して

いる。また、課題あたりの計算資源の上限の設置や、申請の際に計算資源の希望を第 3 希

望まで照会するなど、幅広い利用者に HPCI システムを公平に提供するように配慮してい

る。結果として毎年度、100人前後の新規利用者が HPCIシステムに申請・利用しており、

利用者（定期募集及び随時募集利用者）は毎年 1,000 人を超え、HPC 利用の裾野拡大に貢

献している。さらに、高度化支援を通じプログラムの移植や調整・高速化が実施され、ア

プリケーション等の性能改善が図られるとともに、得られた知見をホームページ上で情報

共有するなど、広く社会に還元した。 

 産業界に対しても企業訪問をはじめとして、講習会・ワークショップが関係機関との幅

広い連携のもとで実施されており、毎年度、産業界からの新規利用に結びついている。但

し、産業界における利用は平成 30 年度には１課題あたり平均で平成 24 年度の３倍強の計

算資源を提供するなど計算の大規模化が進む一方で、新規利用企業数の割合は近年鈍化し

ている。引き続き産業界の利用の裾野拡大に向けた潜在的なニーズの発掘やクラウド型利

用を含めた多様な利用方法の提供、デジタルツインや公的なオープンデータの活用が容易

となる仕組み、産業界における成果の積極的な広報などの仕組み作りが必要である。 

 

③ 、④ 利用分野の拡大・シミュレーションの大規模化 

 各分野のアプリケーションについては、講習会等の参加者からの要望や利用頻度等を鑑

み、平成 29 年度より利用者ニーズを踏まえた HPCI を構成する各計算機へのアプリケーシ

ョンのプリインストールや実行環境の構築等を実施するとともに、ハンズオン講習会を企

画し、利用分野の拡大、及び利用の促進を実施した。また、近年は AI や並列処理に特化し

た GPGPU※型の計算機が増加していることから、チューニング技法を習得するコースを新設

するなど、AI・データ科学へ対応した体制も一定程度構築した。利用者向けのポータルサ

イト上でも利用可能なアプリケーションに係る情報を適宜提供し、利用者側からも特定の

アプリケーションが HPCI システム上のどの計算資源で対応可能かわかるようにするなど、

様々な分野の利用者が HPCIシステムを利用しやすくなるような取組を実施している。この

ような取組により、「京」を含めた HPCI全体の利用者数は平成 24年度からの総計でのべ約

13,600人に達した。また、SPring-8等他の大型実験施設との連携を進め、累計 117課題の

連携利用課題の応募があった。 

 また、大規模並列計算への支援を引き続き実施している。平成 29年度以降令和２年５月

までに「京」を含めた HPCI 全体で 80 件のアプリケーションの高度化支援を実施し、プロ

グラムの性能の改善を目的とする支援において、平均約 3.6倍の性能改善を達成しており、

計算資源の効率的な利用に貢献した。また、１課題あたりの利用計算資源量が増加してお

り、利用者が大規模計算に取り組んでいると考えられる。 



- 10 - 

※ リアルタイム画像処理向けに特化した演算装置であるGPUを画像処理以外の並列計算の目的に応用

する技術のことを指す。 

 

⑤  成果創出 

 企業を含め多くの利用者が HPCIシステムを活用した研究を実施しており、システムの多

様性を活かし、基礎研究から産業応用まで幅広い分野で多くの優れた成果が創出されてい

る。「京」以外の HPCIシステムを用いた成果としては例えば以下が挙げられる。 

 

＜物理分野＞ 

・重い原子核の分裂における非対称型の質量分布の微視的機構を密度汎関数法及び時間依

存密度汎関数法を用いたシミュレーションにより解明。筑波大学の COMA(PACS-IX)を利用。

当該研究の関連論文が Nature誌に掲載。当該研究で用いられた手法は、原子核物理学、原

子力工学、宇宙核物理学といったスケールの異なる学際研究への貢献が期待される。 

・自転車レースにおいて選手が受ける空気抵抗を効率的に計算する手法を開発し、最大 72

名の集団走行における最適な位置取りをシミュレーションにより明らかにした。実際の自

転車レースにおける戦略立案に役立つ情報が得られた他、本手法を自動車の縦列走行に応

用することで自動車の隊列走行における輸送の省エネ化にもつながると期待される。東京

工業大学の TSUBAME3.0 を利用（GPUによる大規模計算を前提とした計算）。 

 

＜生命科学分野＞ 

・ヌクレオソームの全ての原子の動きを網羅的に解析し、遺伝子の動きに深く関わる２つ

の隣接するヌクレオソーム間相互作用の正確なシミュレーションを行うことにより DNA か

ら遺伝情報を読み取る動的メカニズムを解明。遺伝子発現に異常をきたすガン等の治療薬

の開発につながると期待される。京都大学の CRAY XC40を利用。 

 

＜宇宙分野＞ 

・自己重力により収縮したガスの塊から生まれた星が成長するプロセスを高解像度で計算

することに成功し、星の成長過程に磁場が重要な役割を果たすことを明らかにした。暗黒

星雲から星が生まれ、成長して恒星となる一連の過程と惑星形成も含めたプロセスの解明

が期待される。東北大学と大阪大学の SX-ACE及び海洋研究開発機構の地球シミュレータを

利用（当該プログラムがベクトル計算機で効率的に動作）。 

 

＜工学・ものづくり＞ 

・グリップ性能と低燃費性能を両立したタイヤ素材を開発するために、マルチスケールラ

ンダムモデル、FFT ベースのスキーム、進化計算、自己組織化マップ、機械学習からなる

多目的設計探査の実証実験を行い、タイヤゴムのフィラー充填の微細構造設計に係る重要

な情報を取得。HPCI を用いた膨大な大規模計算と機械学習の組み合わせにより初めて実

現。タイヤ材料の目指すべき微細構造の姿が明らかになった。東京工業大学の TSUBAME2.5

を利用。 

 

これらは、実空間における再現や実験に多大なコストがかかるか不可能な研究が多く、HPCI
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を構成する多様なシステムを活用した大規模計算や機械学習によりはじめて実現可能とな

った成果である。HPCI全体として、我が国全体で多様な研究ニーズと計算資源をマッチン

グし、幅広い分野での優れた成果の創出に繋がったと言える。なお、記載時点での情報科

学分野、計算科学分野を含む「京」を除く HPCIシステムでの成果による国際会議・シンポ

ジウムでの発表 367 件、国内会議・シンポジウムでの発表 263 件、査読付き論文数は 646

件、高被引用度論文の割合（トップ 10%、トップ 1%）はそれぞれ 10.2%、1.4%で国内の科

学分野全体（8.4%、1.0%）を上回っている。 

 

II. 体制について 

 平成 29年度より、「京」の登録施設利用促進機関である、RISTを代表機関として、計算

資源提供機関である国立大学及び国立研究開発法人等をはじめとして各分担機関との連携

のもと、効率的・効果的な運営を行ってきた。また、計算科学技術コミュニティの意見集

約の場である、HPCIコンソーシアムとの連携のもと、今後の取組について協議を行い、事

業を実施してきた。特に、「富岳」の開発や「京」から「富岳」への移行の端境期における

計算資源の提供のあり方、「富岳」の利活用促進の基本方針の策定にあたって、HPCI コン

ソーシアムとの連携は重要な役割を果たしている。令和２年度からは、分担機関に筑波大

学を追加し、共用ストレージ管理ファイルの技術開発を含めた業務を理化学研究所から筑

波大学に移管して実施した。 

 

III. 成果の利活用について 

 計算資源利用後の一定期間内に成果概要を報告するようにマネジメントすることで、利

用から成果公開までの流れを円滑にしてきた。（成果非公開、知財権等に係る課題はその限

りではない） 

また、利用報告書のポータルサイトでの公開や、データベースへの登録・更新による成

果公開、各種シンポジウムの開催を通じ、HPCIシステムで得られた成果を効果的に広報す

る手段を引き続き実施してきた。利用報告書は「京」を含んで累計 13 万件を超えてダウン

ロードされ、広く利用された。利用報告書の公開をはじめとした各種機能は、海外ではあ

まり見られず、各課題の受賞実績もポータルサイトに公開するなど、先進的な取組を実施

している。特許化促進の仕組みとして、利用報告書の公開を２年間延期できる制度も整備

されている。 

 

IV. その他 

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、本事業では、令和２年４月より新型コロナ

ウイルス感染症対策に資する課題の臨時公募を実施した。本取組は、計算資源を保有する

各計算資源提供機関の協力のもとに実現できた取組であり、事業実施の柔軟性の高さを示

している。 

 また、Ⅰ．でも記載したが HPCIの中長期的な展望については、HPCI コンソーシアム「今

後の HPCIシステムの構築とその利用に関する基本的考え方」、文部科学省 HPCI計画推進委

員会「将来の HPCI の在り方に関する検討ワーキンググループ報告書」（令和元年６月）の

提言を踏まえ、令和３年３月に共用開始が予定されている「富岳」も含めた HPCIシステム

全体の発展について、引き続き検討する必要がある。 
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（２）各観点の再評価 

  

＜必要性＞ 

評価項目 

  安定的かつ利便性の高い運営、産業界を含めた利用者の拡大 

評価基準 

  ・ システム障害等が極力少なく安定的、かつ利用者目線で利便性の高い情報基盤と

なっているか。 

  ・ 恒常的に利用されるとともに、利用者の数・分野の拡大がなされているか。 

 

  シミュレーションは理論、実験に並ぶ「第３の科学」とされ、科学技術の発展に貢献

してきた。我が国では、フラッグシップ計算機として「京」及び「富岳」（令和３年３月

共用開始予定）が開発されてきたが、フラッグシップ計算機との相互補完や計算資源の

多様性の観点から、全国の大学の情報基盤センター等の計算機を高速ネットワークで接

続し、全国の計算資源を効率的に利用できる HPCI が平成 24 年度より開始された。様々

な特性を持った計算機を幅広い分野のユーザがシングルサインオンにより利用できる利

便性の高い仕組みを実現した我が国唯一のシステムであり、システム障害もほぼ発生し

ない極めて安定的な運用を実現しており、我が国の科学技術・学術研究を支える重要な

インフラとして高く評価できる。また、利用者数も年々増加傾向であり、「京」を含めた

HPCI 全体の利用者数が平成 24 年度からの総計でのべ約 13,600 人に達した中で、拡大す

る利用者からの計算資源へのニーズに対して、適切に提供計算資源が拡充されている。

大型実験施設との連携により、実験と計算科学の連携も促進された。HPCIの利用により、

幅広い分野に大規模計算科学や機械学習を用いた研究が浸透し、利用分野、利用者の裾

野拡大に貢献した。産業利用についても、計算資源利用経験が乏しい企業に対し、利用

前相談や利用支援を実施することで、本事業を活用した参画企業数が事業開始当初と比

べ３倍以上となった。 

また、「京」から「富岳」への移行の端境期については、代表機関が計算資源提供機関

との緊密な連携のもと、例年以上の計算資源を各機関から供出し、我が国全体で計算資

源を確保した。さらに、若手人材に注目した枠の設置、講習会・ワークショップ等を通

じた利用支援など、我が国の計算科学分野に従事する人材の育成を重視した取組を実施

した。 

以上より、本事業の必要性は高く、科学技術の発展、産業競争力強化に欠かせない事

業である。我が国の計算科学技術のさらなる推進に貢献できるよう、引き続き多様化す

る利用者に寄り添い、利用者視点に立って本事業を推進していく必要がある。また、国

内外のクラウド事業者が提供する計算資源の高度化や多様化、低価格化なども考慮した

運用の継続的な見直しが必要となる。 

 



- 13 - 

 

＜有効性＞ 

評価項目 

  成果創出、事業内各機関（代表機関、分担機関、計算資源提供機関）及び利用者目線

からの推進を目的とした各種機関（HPCIコンソ―シアム等）との連携 

評価基準 

  ・ 本事業を通じて、継続的に成果が創出されているか 

  ・ 計算科学技術に係るコミュニティ等との緊密な連携のもとに、事業が運営されて

いるか。 

 

  本事業を通じて、国立大学・国立研究開発法人のスーパーコンピュータを高速ネット

ワーク（SINET）で繋ぎ、ユーザ窓口を一元化すること等により、様々な機能を持つスー

パーコンピュータを幅広い利用者が様々な分野で活用できる環境が整備された。RIST を

はじめとした本事業の分担機関及び計算資源提供機関との各種委員会・協議会をはじめ

とした緊密な連携により事業を実施している。特に、フラッグシップ計算機の登録施設

利用促進機関である RIST が本事業の代表機関として事業を実施することにより、フラッ

グシップ計算機と他の HPCIシステムの一体的な運営による効果的な施策が実施されてい

る。例えば、フラッグシップ計算機と他の HPCIシステムの計算資源を効果的に運用する

為に、利用者に対し、複数の希望計算資源を聴取し、調整するなど事業の効果的な進捗

に対する取組がされている。各種計算資源については、基本的に設置機関の運用ポリシ

ーに沿って利用されるが、本事業下で一元的に情報提供や資源配分がなされることで、

我が国全体でニーズと計算資源のマッチングが可能となり、利用者の多様な研究ニーズ

に対し、より有効に計算資源が活用可能となっている。 

これにより、大規模計算を利用した研究開発の裾野が拡大し、多様な計算資源を活用

して、幅広い分野で我が国の科学技術・学術の発展、国民生活の向上に資する優れた成

果が多数創出された。 

また、上記のような連携体制による事業実施を通じて、様々なアーキテクチャや構成

からなるシステムの導入によりその整備や運用といった計算機科学分野の人材育成にも

寄与している。特に、フラッグシップ計算機以外の HPCIシステムは、比較的短期間でシ

ステムが更新されることにより、AI やビッグデータの処理といった「第４の科学」とさ

れるデータ駆動型科学の研究に適した計算機が新たに導入されるなど、「Society 5.0」

の実現をサポートする体制が強化されている。さらに、「京」から「富岳」への移行の端

境期における計算資源の補填は HPCIシステムの計算資源を用いた研究全体の継続に有効

に機能した。以上より、本事業の有効性は高いといえる。 

 

 

＜効率性＞ 

評価項目 

  利用分野の拡大、シミュレーションの大規模化、HPCIから生まれる成果の効果的な広

報 
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評価基準 

  ・ 従来から利用されている分野にとどまらず、様々な分野での計算資源の有効活用

に貢献しているか、また大規模計算資源が利用できるような取組を実施しているか。 

  ・ 創出された成果が効率的に周知されるような取組を実施しているか。 

 

  本事業内でのアプリケーションの高度化支援を通じ、アプリの高速化・大規模化の結

果、計算資源の効率的活用や成果創出の促進に貢献するなど、効率的な事業実施を行っ

た。計算資源へのアプリケーションのプレインストールについても、利用者のニーズ等

を踏まえたアプリケーションを対象とするなど、効果的かつ効率的な取組を実施した。

利用者等への講習会についても、各分担機関、計算資源提供機関との連携だけではなく、

アプリケーション側の研究機関及びスーパーコンピューティング技術産業応用協議会と

連携するなど、人材支援・育成を効率的に実施している。HPCI の利用により、幅広い分

野に大規模計算科学や機械学習を用いた研究が浸透し、利用分野、利用者の裾野拡大に

貢献した。成果報告についても、基本的には公開とし（成果非公開利用等を除く）、デー

タベース化するなど、利用者目線での利便性の向上を継続している。こうした取り組み

を通じて利用者拡大を促進した。また、諸外国の HPCIシステムの動向を調査することで、

計算資源配分、有償利用の実態、利用者のコスト負担に対する考え方、産業利用推進に

対する考え方などを参考としてより効率的な運営の検討を実施しているなど、全体とし

て複数の関係機関が連携し、効率的に事業を実施している。 

（３）科学技術基本計画等への貢献状況 

 第５期科学技術基本計画で提唱された「Society 5.0」の実現に向けて、多様な分野のビ

ッグデータを処理・分析可能とする計算資源は我が国の情報基盤として必要不可欠であ

り、引き続き科学技術基本計画の実行に欠かせない事業である。 

 

（４）今後の研究開発の方向性 

本課題は「継続」、「中止」、「方向転換」する。 

理由：本事業の現状、進捗状況、必要性、有効性、効率性についてはいずれも評価できる

ものであり、引き続き我が国の科学技術・学術の発展を支えるインフラとして、継続す

べき事業と評価できる。HPCI の利用による優れた成果が今後も創出されるよう、スーパ

ーコンピュータの利用者はもちろん、スーパーコンピュータの整備・運用に関わる計算

機科学の研究者を含め、計算科学技術を担う人材の育成に資する活動の継続、異分野間

の連携を行う仕組みの構築、産業界における利用者の一層の拡大に向けた新たな方策の

検討・実施など、更なる HPCIの充実が図られることを期待する。なお、引き続き、代表

機関は関係機関（分担機関、計算資源提供機関等）と緊密に連携するとともに、今後の

方針について認識を共有し、今後の更なる効率化等にも取り組むべきである。 

 

 

 

 

arai-m
テキストボックス



- 15 - 

（５）その他 

HPCIの中長期的な展望について、前述した HPCIコンソーシアム「今後の HPCIシステム

の構築とその利用に関する基本的な考え方について」や文部科学省 HPCI 計画推進委員会

「将来の HPCI の在り方に関する検討ワーキンググループ報告書」（令和元年６月）の提言

がなされていることを踏まえ、HPCIシステムの長期的な発展については、今後の我が国の

科学技術を支える学術情報基盤の将来像、利用者の需要の動向、新規分野への利用拡大、

新しい技術やアーキテクチャの導入の必要性、人材育成の機能強化などについて、世界的

な動向も踏まえながら様々な立場からの意見を集約しつつ、今後引き続き検討する必要が

ある。 
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（２）概要 

・ 令和３年～４年の運用開始を目指して開発がすすめられているスーパーコンピュー

タ「富岳」は、Society5.0や持続可能な開発目標（SDGs）等の実現のための大規模計

算基盤であり、国が実施する他の研究開発プロジェクト、産業界、行政組織等との連

携体制を構築しながら、最先端の科学的成果創出や成果の社会実装を強力に推進する

必要がある。 

・そのため、「富岳」等の大規模スーパーコンピュータの計算資源を活用して、計算科学

（シミュレーション）をさらに高度化しつつ、計算科学とデータ科学を組み合わせた

新たな科学的アプローチ（例えば、数学的モデルに基づくシミュレーションと大量の

データからモデルを見出すデータ科学を組み合わせ（さらに循環させ）、新たな科学

的・社会的知見を見出す手法など）の研究開発を推進し、科学的・社会的に重要な課

題の解決に貢献する。 

・ 具体的には、①人類の普遍的課題への挑戦と未来開拓、②国民の生命・財産を守る

取組の強化、③産業競争力の強化、④研究基盤の４領域を設け、早期の価値創出につ

ながる成果を創出することを目指す。また、それぞれの領域に領域総括を置く。さら

に、それぞれの課題に関連するデータマネジメントポリシーを作成し、それに基づく

データ（入力データや計算結果データを含む）の活用を推進する。また、アプリケー

ションの維持・普及に関する取組も併せて実施することを求める。 

・ ①「人類の普遍的課題への挑戦と未来開拓」領域は、事業目的を「当該分野におけ

る科学的に卓越した成果の創出」とし、国際的な観測チームや人文・社会科学分野を

含むフィールドワーク事業、基礎となる元データを創出する主体との連携体制の構築

を重視する。 

・ ②「国民の生命と財産を守る取組の強化」領域は、事業目的を「当該分野における

社会的課題の解決に資する成果の創出」とし、基礎となる元データを創出する主体と

の連携や、国の他の研究開発プロジェクトや行政組織等との連携、国民の目に見える

成果創出に向けた連携体制構築を重視する。 

・ ③「産業競争力の強化」領域は、事業目的を「計算科学やデータ科学を使って、産

業競争力の強化に資する、イノベーションの創出や高いインパクトを有する産業界の

具体的課題の解決への貢献」とし、成果創出に向けた体制として、産業界や研究機関

とのコンソーシアムによる課題やマッチングファンド方式なども含めることを想定。

ものづくりやことづくりを結びつけて新たな価値を創出する産業の革新や変革を生み

出し、支える新たな制度を設計・実証するための政策立案も含めた幅広い課題を対象

とする。 

・ ④「研究基盤」領域は、事業目的を「富岳を用いた計算科学とデータ科学の融合等

による新しい科学パラダイム研究開発の推進」とし、システムソフトウェア開発、計

算・データ科学基盤技術開発等を想定。 

・ 領域総括はそれぞれの領域において、国家としての中長期的な科学技術戦略も視野

に入れて、研究課題の選考、研究進捗状況の把握、課題間の連携の促進、課題ごとの

成果創出に向けた取組、予算・計算資源配分の配分、本プログラムの推進方針等に関

する文科省への助言等を行うこととし、個別課題の実施責任者との兼任は不可とする。 

・ 事業全体の方向性や領域を超えた課題間の連携、各領域で得られた成果や生じた課
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題の中で、他の領域でも応用可能なもの（シミュレーションとデータ科学の最適な融

合手法、データマネジメント上の共通課題など）の横展開等について検討、推進する

ため、領域総括会議を設置する。 

・ 領域ごとに定められた選定基準を設け、個別課題を採択。それぞれの課題が他の研

究開発プロジェクトや産業界、行政組織等と連携することで、科学的ブレイクスルー

や実社会のニーズへの対応に貢献することを事業の目的とする。 

・ なお、若手研究者が参画している課題や国際共同研究の課題を推奨するような選考

手法を採用することとする。 

・ また、上記個別課題や領域総括とは別に管理法人を設け、審査・評価・契約業務の

支援、事業全体の広報・アウトリーチなどの取組、領域総括の支援、アプリケーショ

ンの維持・普及の支援、その他事業全体で実施した方が効果的、効率的と思われる活

動を個別課題、領域総括と密接に連携した形で実施する。 

・ なお、研究開発課題群は「富岳」の計算資源を優先的に無償で使用する。 

・ 事業期間は５年とし、各個別課題の実施期間は３～５年程度とする。 

 

４．各観点からの評価 

 

（１）必要性 

・スーパーコンピュータは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を

つなぐ大きなパイプの一つであり、世界最高水準の性能を有する「富岳」を活用して、人

類の普遍的課題への挑戦と未来開拓（基礎科学（人文・社会科学を含む）等）、国民の生命・

財産を守る取組の強化（医療、防災（地震や気象など）、社会インフラ、社会系応用等）、

産業競争力の強化（ものづくり、サービス、エネルギー、政策立案）など、各分野におけ

る世界最先端の成果を創出する取組は、Society5.0や持続可能な開発目標（SDGs）等を実

現するために不可欠である。 

 

・さらに、実験、理論、シミュレーションと並び、第４の科学としてＡＩを含むデータ科

学が急速に進展しており、計算科学とデータ科学を融合・連携しながら新たな科学的手法

の確立と課題の解決に結びつける取組は、科学技術の基本的な潮流となっている。「富岳」

成果創出加速プログラムは、この流れを強力に牽引する役割を担うものであり、科学技術

の新たなパラダイムシフトを創る重要な取組として、本事業を強力に推進する必要性があ

る。 

 

・「富岳」からの早期成果創出は、国の科学技術・イノベーション政策はもとより、成長戦

略を筆頭に、国土強靭化（地震、津波、豪雨等の災害予測）、健康医療など各分野の政策に

おいても期待されており、自治体や産業界からの期待も高いことから、国が実施する必要

性が高いと認められる。 
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事前評価票 

（令和元年８月現在） 

１．課題名 スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム（仮称） 

２．開発・事業期間   令和２年度 ～ 令和６年度 

３．課題概要 

（１）研究開発計画との関係

施策目標：未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

大目標（概要）：超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤技術及

び個別システムにおいて新たな価値創出のコアとなり現実社会で機能する基盤技術につ

いて強化を図る。 

中目標（概要）：我が国が世界に先駆けて超スマート社会を形成し、ビッグデータ等から付

加価値を生み出していくために、産学官で協働して基礎研究から社会実装に向けた開発

を行うと同時に、技術進展がもたらす社会への影響や人間及び社会の在り方に対する洞

察を深めながら、中長期的視野から超スマート社会サービスプラットフォームの構築に

必要となる基盤技術の強化を図る。 

重点的に推進すべき研究開発の取組（概要）： 

未来社会における新たな価値を創出し、そこから生まれる新たな着想を得るために、超

スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要となる基盤技術の研究開発を推進

し、他分野との連携を図りながら価値創出と研究開発をスパイラルに発展させる。

本課題が関係するアウトプット指標： 

① ターゲットアプリケーションの実効性能

② ユーザ数及び超スマート社会に資する研究開発の論文数、学会発表数

本課題が関係するアウトカム指標： 

① 社会実装された研究開発のテーマ数

② エコシステムの構築

③ 新たな科学技術分野における利活用
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（２）概要 

・ 令和３年～４年の運用開始を目指して開発がすすめられているスーパーコンピュー

タ「富岳」は、Society5.0や持続可能な開発目標（SDGs）等の実現のための大規模計

算基盤であり、国が実施する他の研究開発プロジェクト、産業界、行政組織等との連

携体制を構築しながら、最先端の科学的成果創出や成果の社会実装を強力に推進する

必要がある。 

・そのため、「富岳」等の大規模スーパーコンピュータの計算資源を活用して、計算科学

（シミュレーション）をさらに高度化しつつ、計算科学とデータ科学を組み合わせた

新たな科学的アプローチ（例えば、数学的モデルに基づくシミュレーションと大量の

データからモデルを見出すデータ科学を組み合わせ（さらに循環させ）、新たな科学

的・社会的知見を見出す手法など）の研究開発を推進し、科学的・社会的に重要な課

題の解決に貢献する。 

・ 具体的には、①人類の普遍的課題への挑戦と未来開拓、②国民の生命・財産を守る

取組の強化、③産業競争力の強化、④研究基盤の４領域を設け、早期の価値創出につ

ながる成果を創出することを目指す。また、それぞれの領域に領域総括を置く。さら

に、それぞれの課題に関連するデータマネジメントポリシーを作成し、それに基づく

データ（入力データや計算結果データを含む）の活用を推進する。また、アプリケー

ションの維持・普及に関する取組も併せて実施することを求める。 

・ ①「人類の普遍的課題への挑戦と未来開拓」領域は、事業目的を「当該分野におけ

る科学的に卓越した成果の創出」とし、国際的な観測チームや人文・社会科学分野を

含むフィールドワーク事業、基礎となる元データを創出する主体との連携体制の構築

を重視する。 

・ ②「国民の生命と財産を守る取組の強化」領域は、事業目的を「当該分野における

社会的課題の解決に資する成果の創出」とし、基礎となる元データを創出する主体と

の連携や、国の他の研究開発プロジェクトや行政組織等との連携、国民の目に見える

成果創出に向けた連携体制構築を重視する。 

・ ③「産業競争力の強化」領域は、事業目的を「計算科学やデータ科学を使って、産

業競争力の強化に資する、イノベーションの創出や高いインパクトを有する産業界の

具体的課題の解決への貢献」とし、成果創出に向けた体制として、産業界や研究機関

とのコンソーシアムによる課題やマッチングファンド方式なども含めることを想定。

ものづくりやことづくりを結びつけて新たな価値を創出する産業の革新や変革を生み

出し、支える新たな制度を設計・実証するための政策立案も含めた幅広い課題を対象

とする。 

・ ④「研究基盤」領域は、事業目的を「富岳を用いた計算科学とデータ科学の融合等

による新しい科学パラダイム研究開発の推進」とし、システムソフトウェア開発、計

算・データ科学基盤技術開発等を想定。 

・ 領域総括はそれぞれの領域において、国家としての中長期的な科学技術戦略も視野

に入れて、研究課題の選考、研究進捗状況の把握、課題間の連携の促進、課題ごとの

成果創出に向けた取組、予算・計算資源配分の配分、本プログラムの推進方針等に関

する文科省への助言等を行うこととし、個別課題の実施責任者との兼任は不可とする。 

・ 事業全体の方向性や領域を超えた課題間の連携、各領域で得られた成果や生じた課
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題の中で、他の領域でも応用可能なもの（シミュレーションとデータ科学の最適な融

合手法、データマネジメント上の共通課題など）の横展開等について検討、推進する

ため、領域総括会議を設置する。 

・ 領域ごとに定められた選定基準を設け、個別課題を採択。それぞれの課題が他の研

究開発プロジェクトや産業界、行政組織等と連携することで、科学的ブレイクスルー

や実社会のニーズへの対応に貢献することを事業の目的とする。 

・ なお、若手研究者が参画している課題や国際共同研究の課題を推奨するような選考

手法を採用することとする。 

・ また、上記個別課題や領域総括とは別に管理法人を設け、審査・評価・契約業務の

支援、事業全体の広報・アウトリーチなどの取組、領域総括の支援、アプリケーショ

ンの維持・普及の支援、その他事業全体で実施した方が効果的、効率的と思われる活

動を個別課題、領域総括と密接に連携した形で実施する。 

・ なお、研究開発課題群は「富岳」の計算資源を優先的に無償で使用する。 

・ 事業期間は５年とし、各個別課題の実施期間は３～５年程度とする。 

 

４．各観点からの評価 

 

（１）必要性 

・スーパーコンピュータは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を

つなぐ大きなパイプの一つであり、世界最高水準の性能を有する「富岳」を活用して、人

類の普遍的課題への挑戦と未来開拓（基礎科学（人文・社会科学を含む）等）、国民の生命・

財産を守る取組の強化（医療、防災（地震や気象など）、社会インフラ、社会系応用等）、

産業競争力の強化（ものづくり、サービス、エネルギー、政策立案）など、各分野におけ

る世界最先端の成果を創出する取組は、Society5.0や持続可能な開発目標（SDGs）等を実

現するために不可欠である。 

 

・さらに、実験、理論、シミュレーションと並び、第４の科学としてＡＩを含むデータ科

学が急速に進展しており、計算科学とデータ科学を融合・連携しながら新たな科学的手法

の確立と課題の解決に結びつける取組は、科学技術の基本的な潮流となっている。「富岳」

成果創出加速プログラムは、この流れを強力に牽引する役割を担うものであり、科学技術

の新たなパラダイムシフトを創る重要な取組として、本事業を強力に推進する必要性があ

る。 

 

・「富岳」からの早期成果創出は、国の科学技術・イノベーション政策はもとより、成長戦

略を筆頭に、国土強靭化（地震、津波、豪雨等の災害予測）、健康医療など各分野の政策に

おいても期待されており、自治体や産業界からの期待も高いことから、国が実施する必要

性が高いと認められる。 
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 評価項目 

  科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、国際競争力の強化、融合領域研究の促進

等 

 評価基準 

  世界最高水準の科学的・社会的成果の創出に向けた目標設定、融合領域研究の推進を

可能とする体制構築 等 

 

 

（２）有効性 

 

・シミュレーションやデータ科学は実験、理論に続く新たな科学的手法として確立されて

おり、ほぼすべての分野においてこうした計算科学的手法が活用されている。このことか

ら、「富岳」のような大規模なスーパーコンピュータにより、より大規模で高精度な計算科

学の手法を高度化していくことは、各分野で新しい科学的アプローチを浸透させより大き

な成果を上げることにつながる。「富岳」成果創出加速プログラムは、研究開発のデジタル

トランスフォーメーションを大きく加速する取組として、極めて有効性が高い。 

 

・「富岳」では、運用開始直後から成果を最大化することを目的として、アプリケーション

開発を協調的に推進してきており（Co-design）、平成 26年８月にまとめられた「ポスト「京」

で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題についての検討委員会報告書」によって提案

された分野（健康長寿社会の実現、防災・環境問題、エネルギー問題、産業競争力の強化、

基礎科学の発展）において、アプリケーション開発が推進されてきた。「富岳」を用いて、

これまで開発したアプリケーションを利活用した研究開発を行い、その成果を有効に活用

することにより「富岳」の能力を短期間で最大限に活用することができる。さらに、これ

までに取り組んで来なかった新しい分野における課題も積極的に採択することで、「富岳」

の活用分野をさらに大きく展開することが期待できる。 

 

・さらに、国が実施する他の研究開発プロジェクト、産業界とのコンソーシアム、行政組

織等との連携体制構築を重視することで、アプリケーションから得られるシミュレーショ

ン等の計算結果を科学的・社会的利用に速やかにつなげることができる。また、課題選定

及び課題進捗評価、並びに課題への、産業界からの積極的な参画を行うことで、成果の社

会実装を一層促進することが期待される。 

 

・開発されたアプリケーションが社会に普及し、実際に役立つことも重要であり、欧州の

CoE の取組なども参考に、分野特性を踏まえつつ、民間ソフトウェアベンダーとの連携な

どを含め、アプリケーションごとに最適なアプリケーションの維持・普及戦略を策定する

ことが必要である。特に、大規模な個別課題においては、アカデミアのみならず、産業界

においても広く普及するよう、長期展望に立って計画を立て、組織的に実施することで、

プロジェクトによって得られた成果であるアプリケーションの普及に貢献することが求め

られており、有効性が期待できる。 
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・「富岳」から得られる計算結果は、適切な形で研究者や社会に提供されれば新たな価値を

生み出す可能性があり、知的基盤の構築に貢献するため、メタデータの整備も含め、デー

タの蓄積と提供を組織的に行うことが必要である。個別課題がデータマネジメントポリシ

ーを作成し、それに基づくデータの戦略的な活用を推進することとされており、有効性が

期待できる。 

 

・科学技術のみならず、社会経済への波及効果まで含めた多言語による訴求力の高い広報・

アウトリーチなどの取組、アプリケーションの維持・普及、及びアプリケーション開発や

利用をする人材育成も、長期的な視点での成果の創出としては極めて重要であり、事業全

体で実施した方が効果的、効率的なものについては成果創出を最大化する観点から、研究

課題とは独立した管理法人で実施することとされている点も有効と考えられる。 

 

・より多くの若手研究者が、課題代表者や課題参加者として参画できるような選定プロセ

スとすることで、当該分野の人材育成にも貢献するほか、海外の研究機関等の参画を得た

課題を推進することで、我が国が世界の科学技術振興を先導し、これに貢献することがで

きる。 

 

 評価項目： 

    新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献、知的基盤の整備への貢献、

実用化・事業化や社会実装を重視した連携体制の構築 等 

  評価基準： 

世界最高水準の科学的・社会的成果の創出、適切な連携体制の構築、若手研究者の

参画状況、データの戦略的な活用状況 等 

（３）効率性 

 

・本事業は、「富岳」の開発及びそれと協調的に推進されてきたアプリケーション開発等の

関連事業の成果を最大限に活用しつつ、シミュレーションを中心とする計算科学とデータ

科学の融合といった新たな研究開発のパラダイムとなるような取組も推進することで、新

たに整備される「富岳」の成果を最大化するための取組であり、投資効果の高い取組であ

る。また、SINET による学術データの通信基盤を最大限活用することで、我が国の科学技

術分野全体への波及効果が極めて大きくなる。 

 

・今まで「富岳」のシステムと協調的に開発されてきたアプリケーションの進捗や成果等

の評価を第三者の委員会でしっかり行った上で、成果創出フェーズにおいて実施すべき課

題の申請・採択を改めて行うこととしており、「富岳」の成果の最大化に向けて、効果的、

効率的な体制が構築されることが期待される。 
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・また、マネジメントの観点から、プログラムを俯瞰する立場から全体の方向性について

検討できる体制（領域総括等）の導入、管理法人の活用等を行い、適切な進捗管理を実施

するとともに、対外的な成果の公表等を通じて説明責任も果たしていく。

・リアルタイム処理、クラウド的な利用など分野特性に応じた利用方法を可能とすること

で、より効果的・効率的な研究開発環境を実現できる。

・領域を超えた課題間の連携や、各領域で得られた成果や生じた課題の中で他の領域でも

応用可能なもの（シミュレーションとデータ科学の最適な融合手法、データマネジメント

上の共通課題など）の横展開等を推進する領域総括会議が設置されることで、より効果的、

効率的な成果創出が期待できる。

評価項目： 

  手段やアプローチの妥当性 

  評価基準： 

計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性 

５．総合評価 

（１）評価概要

計算科学とデータ科学の融合等、今後の科学技術の基盤となる新たな潮流に対応し、開

発したスーパーコンピュータ「富岳」からの早期成果創出を目指す国家的に重要な取組で

あり、推進すべきである。 

（２）科学技術基本計画等への貢献見込み

第５期科学技術基本計画で掲げられている Society5.0の実現のためには、大量のデータ

を処理する高性能な計算基盤が必要不可欠であり、当該プロジェクトはあらゆる分野で高

性能な計算基盤を用いた計算科学を用いた成果創出を目指すものであるため、科学技術基

本計画においても重要なプロジェクトである。 

（３）その他

・個別課題によるデータマネジメントポリシーについては、「研究データリポジトリ整備・

運用ガイドライン」（平成 31年 3月 29日 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション

担当）国際動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会）に沿ったものとな

arai-m
テキストボックス
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っているかを確認すること。 

・「富岳」の性能を最大限に活用し、「富岳」により初めて可能となる成果が創出される課

題を選定すること。 

 

 




