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仕様書 

IoT推進部 

１．件名 

Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業／Society 5.0の実現に

向けたアーキテクチャに関する検討 

 

２．目的 

我が国では、目指すべき未来社会の在り方として Society 5.0を掲げており、サイバー空間（仮想空間）と

フィジカル空間（現実空間）が高度に融合し、ビッグデータと AI の活用によりイノベーションが生まれること

により、新たなサービスやビジネスモデルが誕生し、様々な分野で新たな価値が創出され、経済発展と社会的

課題の解決の両方が実現されることを目指している。特に、我が国はものづくり等の現場から得られる豊富な

「リアルデータ」に強みがあるため、サイバー空間とフィジカル空間の融合が進むにしたがってリアルデータ

の利活用がますます活発化することが、日本の勝ち筋であると言える。 

また、人口減少や少子高齢化等、様々な社会課題に直面する「課題先進国」として、現場の豊富なリアルデ

ータの活用で課題解決につなげていくことも喫緊の課題となっている。 

そのため、経済産業省は Society 5.0の実現に向けて、多様な人、機械、技術が国境を越えてつながり、新

たな付加価値を創出し、社会課題を解決していく産業の在り方として「Connected Industries」のコンセプト

を掲げ、重点 5分野（自動走行・モビリティサービス、ものづくり・ロボティクス、バイオ・素材、プラン

ト・インフラ保安、スマートライフ）を中心に、取組の加速化と政策資源の集中投入、横断的な政策の推進を

行っている。 

他方、企業・業種・国を越えてデータを介して連携が進む中では、システム全体が複雑化し、個別調整不可

能なほどの数のステークホルダーとのやりとりが要求されるため、局所や単一分野にシステムがとどまらない

ためにも、効率的な連携を進めスケールを確保するためのリファレンスモデルが必要となる。また、Society 

5.0 においては、サイバー空間とフィジカル空間が融合しているがゆえに、データ処理がフィジカル空間に与え

る影響がより大きく直接的になるため、当該機能を担うシステムの安全性等については慎重な議論を要する。

加えて、全体として安全で効率的なサービスを展開するためには、センサー等からデータが適切に取得されて

いるか、データクレンジング等の処理は適切か、流通に適したデータ構造となっているか等々、アセット・デ

ータ連携・データ・機能などあらゆる面からの検証が必要であり、相互に整合的であることが求められる。 

また、Society 5.0に向けては、ガバナンスやルールについても、データの利活用を更に推進しその効果を最

大化するという観点で、システムで実現されうる機能を踏まえた上で、ガバナンスやルールの目的を効率的に

実現するための在り方の検討が求められる。 

上記のような課題や問題を解決するためには、ステークホルダーやあらゆる専門家の間で、議論の前提とし

て、システムの全体構造についての共通認識・共通理解を図ることが不可欠であり、そのためにシステム全体

についての見取り図となる「アーキテクチャ」が求められる。 

本調査では、Connected Industries重点 5分野を中心に、データ利活用の促進に資するアーキテクチャに関

する動向の調査を行う。加えて、個別分野で求められるアーキテクチャの検討と、アーキテクチャから必要と

判断される標準化、ルールモデルの在り方、技術開発等について検討を行う。 

 

３．内容 

 Connected Industries 重点 5 分野において、個別分野内あるいは分野横断的にデータ連携を進める際に必要
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となるアーキテクチャの設計を進めるため、その前提となる分野横断的なアーキテクチャに関する国内外の動向

の調査を行う。 

加えて、Connected Industries重点 5分野を中心に、特に①ステークホルダーが非常に多い、②安全性が厳に

求められる、③関係者の共通認識を図ることが難しい複雑なシステムやルールがあるなどといった、アーキテク

チャが求められる分野（「自動走行・モビリティサービス」分野や「プラント・インフラ保安」分野）において

求められるアーキテクチャのあるべき姿の検討、およびアーキテクチャから必要と判断される標準化、ルールモ

デルの在り方、技術開発等について検討を行う。このために、実際にアーキテクチャの設計を試行することとす

る。 

「自動走行・モビリティサービス」分野について、我が国においてこれまで自動車等の車両を製造する「もの

づくり」が主な付加価値となっていたが、今後は製品市場投入後の様々なサービスの提供や複数交通事業者を横

断した乗り放題のサービス提供等を例に、MaaS（Mobility as a Service）として大きな市場成長が期待されて

いるところである。さらに世界でも注目が集まっており、MaaS の市場規模は米国、欧州、中国の 3 地域で 2030

年までに１兆 5000 億ドルに達し、年間成長率は 24％に上ると推定されている。特に欧州の自動車メーカー勢や

米国・中国等の大手ＩＴ企業を中心に、新たなサービス創出を視野に入れた研究開発やビジネス化の取組が進め

られている。一方、既に先進的なサービス提供や実証実験などを行い、MaaS をリードしているフィンランドの

MaaS Global社は、モビリティサービス単体での黒字化ではなく、他産業との掛け合わせによるユースケースを

提唱している。不動産住宅業界・ヘルスケア業界との連携を目指すことを表明し、例えば家賃とモビリティサー

ビス利用料のパッケージ化、歩行など健康的な交通手段に対するインセンティブ付与等を掲げている。また、国

内外でスマートシティ実現に向けた各種プロジェクトが稼働しているところ、これらにおいてもモビリティサー

ビスの在り方が中核的な位置づけとして様々な他産業との連携を含めて検討されている。これらの流れを踏まえ

ると、将来的には、モビリティサービスにおけるサービス基盤が他分野と連携し、新しいサービスが展開される

ことが必然の流れと考えられる。したがって、モビリティサービス分野におけるデータ連携・利活用を促進する

ため、他分野との連携のユースケースを見据え、システムの相互接続性の確保に関する検討やモビリティデータ

を含んだデータの取扱いに関するステークホルダー間での契約に関する問題、あるいは個人情報やプライバシー

に関する問題等について、論点整理や課題解決に資するアーキテクチャ設計を行う。 

「プラント・インフラ保安」分野については、デジタル技術を活用したプラント保安をユースケースとするア

ーキテクチャの可視化・設計を行う。 

更に、上述の個別分野におけるステークホルダーとアーキテクチャに関する議論を行うための分野別委員会や、

分野横断的な共通課題の検討や分野間での相互連携性、海外のアーキテクチャ設計に関する動向の知見の共有等

を図るための有識者による委員会を開催する。また、国内にアーキテクチャ設計を担える人材が極端に少ないこ

とを踏まえ、アーキテクチャ人材の育成についても検討を行う。 

詳細は以下の通り。実施に当たっては(１)～(５)を連携させることとし、具体的な連携方法を含めた実施計画

を作成すること。 

 

（１） アーキテクチャに関する国内外調査 

分野横断的なリファレンスアーキテクチャ・フレームワークに関する調査を行う。 

IoT・CPS(Cyber-Physical System)・ビッグデータに関する分野横断的なリファレンスアーキテクチャや

フレームワークに関して、各国や国際標準化団体等から公表されているもの（議論中のものを含む）を調査

し、ユースケースや活用状況等を明らかにするとともに、国際標準化の議論の場における我が国の関与の必

要性の検討及び国内産業への適用に向けた課題の整理等の観点から、それぞれの特徴や関係性等について分

析する。その際、以下の団体や既存のリファレンスアーキテクチャ・フレームワークに関する調査は必ず実
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施すること。 

 米・NIST（国立標準技術研究所）－「Framework for Cyber-Physical System」 

 米・IIC（Industrial Internet Consortium）－「IIRA（Industrial Internet Reference Architecture）」 

 独・Plattform Industrie 4.0－「RAMI4.0（Reference Architecture Model Industrie 4.0）」 

なお、日本においても、Society 5.0 参照モデル（内閣府）やサイバー・フィジカル・セキュリティ対策

フレームワーク（経済産業省）等が策定されているため、国内で公表されているものも含めて分析を行うこ

と。  

 

（２） 個別分野におけるアーキテクチャの検討 

前述のように特にアーキテクチャの求められる「自動走行・モビリティサービス」分野、「プラント・インフ

ラ保安」分野のそれぞれにおいて、アーキテクチャのあるべき姿の検討、およびアーキテクチャから必要と

判断される標準化、ルールモデルの在り方、技術開発等について検討を行う。このために、実際にアーキテ

クチャの設計を試行することとする。検討においては国際的な動向を踏まえる必要から「(１) アーキテク

チャに関する国内外調査」の調査結果を参照することとする。アーキテクチャ設計について以下の要件を満

たす提案とすること。また、作成したアーキテクチャとその解説とを最終報告書に掲載すること。 

なお、アーキテクチャ設計試行の際の進め方や、成果物のまとめ方などの全体方針については、経済産業

省や NEDOと相談すること。 

 

a. アーキテクチャ設計に関する要件 

アーキテクチャ設計に当たっては、以下の要件を満たすこと。 

① 対象分野において先導的・先行的な取組であること。 

② アーキテクチャ設計により実現が期待される将来のあるべき姿を明確に示すこと。 

③ 対象分野領域におけるデータの利活用の促進に資すること。特に異分野とのデータ連携に資するこ

と（相互運用性、拡張性を持ったアーキテクチャであること）。 

④ 特定の技術や製品を対象としないこと（特定の事業者が行う特定の事業やソフトウェアなど特定の

事業領域に限定するものでないこと）。 

⑤ 対象分野におけるリファレンスアーキテクチャ又はリファレンスモデル（場合によってはアーキテ

クチャフレームワーク）を設計すること。 

⑥ 体制には、アーキテクチャ構築そのものに必要な知見（System of Systems 等に関するもの）を有

する者、対象分野のドメイン知識を有する者が最低限含まれていること。 

⑦ Society 5.0 リファレンスアーキテクチャ（図１）と整合的なアーキテクチャを設計すること。な

お、成果物においては、本事業で設計したアーキテクチャとの関係性も明示すること。 

⑧ 既存の横断的なアーキテクチャ・フレームワーク（RAMI4.0や IIRA等）を参考とし、可能な限り整

合的なアーキテクチャとすること。なお、成果物においては、本事業で設計したアーキテクチャと

の関係性も明示すること。 

⑨ 「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）ビッグデータ・AI を活用したサイバー空間基盤技

術」において設計が予定されている、スマートシティ分野、パーソナルデータ分野、地理空間情報

分野のアーキテクチャと可能な限り整合的なアーキテクチャを設計すること。なお、成果物におい

ては、本事業で設計したアーキテクチャとの関係性も明示すること。 

⑩ ISO/IEC/IEEE42010（Systems and software engineering－Architecture description）及び

IEC62853（Open systems dependability）の考えに基づいて設計を行うこと。 
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⑪ アーキテクチャ検討委員会（後述）に対して定期的に進捗の報告を行い、アーキテクチャ設計に関

する助言等を受けること。 

⑫ 分野ごとに設置される委員会（分野別委員会、後述）において、対象分野で新しいビジネス展開に

取り組んでいるスタートアップや業界団体・主要企業、当該分野の世界的動向に詳しい人材、関連

法規・関連技術・サイバーセキュリティ・個人情報やプライバシー・相互接続等それぞれの専門家、

規制当局等からアーキテクチャ設計に関する助言等を受けること。 

⑬ 設計したアーキテクチャについては、それを表現した図と説明文をつけることで、それを見た者が

誤解なく理解でき容易に実装が可能なものとすること。 

⑭ 設計したアーキテクチャに基づき必要と思われる総合的な施策の検討、例えばインターフェースと

して標準化が必要な箇所の特定、ルールモデルの提案、求められる技術開発の抽出等を行うこと。

総合的な施策の検討に当たっては、必要な関連調査（関連規格や技術の棚卸しや関連法規の整理等）

を実施すること。加えて、それぞれの重要度に基づき、それらを実現していくためのロードマップ

や手段、関係者の巻き込み方法等についての提案を行うこと。 

 

なお、設計に当たって対象分野の情報収集を行いたい場合には、必要に応じて、別途公募した「Connected 

Industries 推進のための協調領域データ共有・AI システム開発促進事業」の助成事業者に対してヒアリン

グを行うこと。 

 

b.「自動走行・モビリティサービス」分野におけるアーキテクチャ設計 

 Mobility as a Service (MaaS)等のモビリティサービス分野におけるデータ連携・利活用を促進するた

め、他分野との連携のユースケースを見据え、システムの相互接続性の確保に関する検討やモビリティデー

タを含んだデータの取扱いに関するステークホルダー間での契約に関する問題、あるいは個人情報やプライ

バシーに関する問題等について、論点整理や課題解決に資するアーキテクチャ設計を行う。 

なお、論点整理を行うに当たっては、国土交通省において実施される新たなモビリティサービスに係るデ

ータ連携のあり方の検討のための会議や、経済産業省・国土交通省において実施されるスマートモビリティ

チャレンジ推進協議会と連携し、これらの会議体で出された技術的な問題に関してもアプローチできるよう

なアーキテクチャ設計となるよう留意すること。 

また、本分野では国内外で日々新たなモビリティサービスが生まれている状況を鑑み、最新のサービス動

向を踏まえた検討を行うこととし、加えて、MaaS Alliance 等で行われている MaaS に関する国際標準の議論

や国内外でのスマートシティ関連の議論の動向にもよく留意し、実装に向けた国内外での共通認識の形成を

促進できるよう取り組むこと。 

 

アーキテクチャの検討に関する提案について、上述の「a. アーキテクチャ設計に関する要件」において

示した①から⑭の要件に加えて、以下の要件を満たすこと。 

⑮ モビリティサービス分野において、システムの相互接続性の確保に関する検討やモビリティデータを

含んだデータの取扱いに関するステークホルダー間での契約に関する問題、あるいは個人情報やプラ

イバシーに関する問題等について、「モビリティサービス分野委員会」（３．②にて後述）における有

識者の議論を踏まえて検討を行うこと。 

⑯ 実装可能なアーキテクチャとするため、本分野の最新ビジネスや技術、ルール、商慣行等に詳しい専

門家や関係企業等の実務を担っている者で構成される「モビリティサービス分野アーキテクチャ検討

WG」を必要に応じて開催し、詳細な知見を有するステークホルダーの関与を得ること。 
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⑰ 特に、本分野においては新規参入者が多い点も鑑み、ワークショップ等の開催などを実施し、開かれ

た議論になるよう留意すること。 

⑱ 国際的なモビリティサービスに関する動向を踏まえた検討を行うこと。 

⑲ 後述する「(4)アーキテクチャ人材育成のための検討、及び普及啓発の検討」で確保するアーキテクチ

ャ設計に関する専門的知見を有する者（以下「アーキテクチャ専門家」という）と連携し、検討を進

めること。 

 

c.「プラント・インフラ保安」分野におけるアーキテクチャ設計および新たなルールモデルの検討・提言 

デジタル技術を活用したプラント保安をユースケースとするアーキテクチャを可視化・設計するとともに、

アーキテクチャを踏まえた新たな法制度等のルールの在り方についてモデル化し、規制当局を含むステーク

ホルダーに向けて実効的な提言を行うものとする。プラント保安分野における安全性・信頼性の確保や自主

保安によるリスクベースメンテナンスの促進、競争力の向上を目的として、デジタル技術を活用した保安モ

デルについて、既存の取組の可視化とともにそのアーキテクチャ設計を行う。なお、検討の成果は、定期検

査・点検等が義務づけられているその他の分野（産業保安に加え、例えばインフラ、建築、船舶、廃棄物等）

等に横展開可能なものとする。 

アーキテクチャ設計に当たっては、保安に関する既存法制度の機能要件を整理し、新たなルールモデルの

実現に向けた制約を可視化するとともに、機能要件を満たすために個別事業者において運用されている実現

手段を整理すること。 

なお、検討に当たっては、経済産業省や NEDO で過去実施された事業の結果を十分に踏まえて、プラント

保安に関係する最先端のデジタル技術等を取り入れた内容となるよう留意すること。 

また、アーキテクチャ検討を通じて得られた新たなルールモデルをアジア諸国等へ展開することを見据え

て、海外のルールモデルとの差異についても検討すること。 

 

アーキテクチャ設計および新たなルールモデルの検討に関する提案について、上述の「a. アーキテクチ

ャ設計に関する要件」において示した①から⑭の要件に加えて、以下の要件を満たすこと。 

⑮ 新たなルールモデルの検討に当たっては、以下の事業の成果を十分に活用すること。 

・平成 29年度及び平成 30年度事業「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業」 

・平成 29年度補正予算事業「AIシステム共同開発支援事業」 

・平成 29年度補正予算事業「産業データ共有促進事業」（※） 

※ 経済産業省からの補助を受けて、一般社団法人環境共創イニシアチブが実施した事業 

⑯ アーキテクチャを踏まえた新たなルールモデルの検討を行うために、別途実施している「Connected 

Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業／データ利活用推進のための

新たなガバナンスモデル策定に関する検討」と連携し、プラント保安分野における新たなルールモデ

ルの全体像、既存の法体系からの遷移の仕方等について、「プラント保安分野委員会」（３．②にて後

述）における有識者の議論を踏まえて検討を行うこと。 

⑰ 実装可能なルールモデルとするため、本分野の商慣行、技術、ルール等に詳しい専門家や関係企業等

の実務を担っている者で構成される「プラント保安分野ルールモデル検討 WG」を必要に応じて開催し、

詳細な知見を有するステークホルダーの関与を得ること。 

⑱ 国際的な保安に関する動向を踏まえた検討を行うこと。 

⑲ 後述する「(４)アーキテクチャ人材育成のための検討、及び普及啓発の検討」で確保するアーキテク

チャ専門家と連携し、検討を進めること。 
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d. 個別分野におけるアーキテクチャの検討・設計に関する提案書の内容 

・対象とする分野、及び当該分野で実現したいあるべき姿や解決したい課題を取り上げ、アーキテクチャ

設計の目的が示されていること。 

・アーキテクチャの素案や成果物のイメージが分かるものが記載されていること。 

・アーキテクチャ設計の担当者と、ドメイン知識の提供者が体制図上明らかであること。 

 

 

図１ Society 5.0 リファレンスアーキテクチャ 

 

（３） 有識者によるアーキテクチャ検討委員会等の運営 

(２)に記載のとおり、アーキテクチャ設計に関して分野横断的な共通課題の検討や分野間での相互連携性、海

外のアーキテクチャ設計に関する動向の知見の共有等を図るため、有識者による「アーキテクチャ検討委員会」

の開催・運営に必要な業務を行うこと。加えて、個別分野においてステークホルダーとアーキテクチャに関する

議論を行うため、当該分野に関する有識者や関係企業・団体、研究機関による「分野別委員会」の開催・運営に

必要な業務を行うこと。なお、「分野別委員会」は各分野でアーキテクチャ設計のために実施される「ワークショ

ップ」とは別の母体であることに留意すること。具体的には以下の通り。なお、「アーキテクチャ検討委員会」及

び「分野別委員会」のメンバーは、経済産業省及び NEDO と相談の上、選定すること。また、別途実施している

「Connected Industries 推進のための協調領域データ共有・AI システム開発促進事業／データ利活用推進のた

めの新たなガバナンスモデル策定に関する検討」における議論内容を、アーキテクチャ検討委員会において報告

する予定であるため、当該事業と連携すること。 

① アーキテクチャ検討委員会の運営 

 構成人数：１５名程度 

 開催頻度：３ヶ月に１回程度（計３～４回） 

 開催場所：経済産業省及び NEDOと相談の上、決定すること 

 主な構成員： 

a） アーキテクチャに関する有識者（１０名程度） 

戦略・政策

ルール

組織

ビジネス

機能

データ

データ連携

アセット センサー、アクチュエーター
ハードウェア、ネットワーク等

データ収集、データ統合
データクレンジング、IoTデバイス管理等

データセット、語彙・コード、
データカタログ等

サービス、ソリューションを実現する
ための個別機能等

サービス、ソリューション、規約・契約
エコシステム、実証試験等

実施機関、協議会、運営組織等

法律、規則等

ビジョン、スコープ等

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
認
証

時間軸・空間軸

意
味
軸
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b） 技術専門家（セキュリティ・プライバシー・通信・標準）（４名程度） 

c） ビジネス経営の専門家（１名程度） 

d） 各分野別委員会の代表者（２名程度） 

なお、オブザーバとして関係省庁、必要に応じて国内外からゲストスピーカーを呼ぶこと。 

 主な業務： 

・ 事務局資料作成および有識者からの資料収集 

・ 委員会・事前資料説明の日程調整・会場確保・事務連絡 

・ 打合せメモ／議事録の作成 

・ 経済産業省が指定する臨時政策アドバイザーを除く各委員への謝金・旅費支払 

・ 当該委員会における検討状況の対外発信 

・ その他、別途経済産業省及び NEDOの指示によるもの。 

 

② 分野ごとの委員会の運営（「モビリティサービス分野委員会」「プラント保安分野委員会」） 

 構成人数：２０～２５名程度 

 開催頻度：２～３ヶ月に１回程度（計３～５回） 

 開催場所：経済産業省及び NEDOと相談の上、決定すること 

 主な構成員： 

a） 座長（１名程度） 

b） 対象業界の企業・専門家（１０名程度）  

c） アーキテクチャに関する有識者（２名程度）  

d） 技術専門家（セキュリティ・プライバシー・通信・標準）（４名程度） 

e） 法律家（１名程度） 

f） ビジネス経営の専門家（１名程度）  

g） プロジェクト管理者（１名程度）（※） 

※３．(２)のアーキテクチャ検討を主として受託する事業者をいう。 

なお、オブザーバとして関係省庁、必要に応じて国内外からゲストスピーカーを呼ぶこと。 

 主な業務： 

・ 事務局資料作成および有識者からの資料収集 

・ 委員会・事前資料説明の日程調整・会場確保・事務連絡 

・ 打合せメモ／議事録の作成 

・ 各委員（経済産業省が指定する臨時政策アドバイザーが構成員に含まれる場合には、当該アドバイ

ザーを除く）への謝金・旅費支払 

・ 当該委員会における検討状況の対外発信 

・ その他、別途経済産業省及び NEDOの指示によるもの。 

 

（４） アーキテクチャ人材育成のための検討、及び普及啓発の検討 

Society 5.0時代に求められる高いレベルのアーキテクトの教育を目指し、産業界への導入等に係る実績

を持つ有識者や System of Systemsに関する学術界・産業界等の有する最先端の知見・実績を踏まえて教育

プログラムのあるべき姿について検討を行うとともに、その活用に向けた普及啓発の在り方を検討し具体的

な行動計画を策定する。 

その際、教育の対象層（経営層、現場エンジニア層、等）や対象層ごとに必要となる要素等に加え、分野
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についても横断的か特定領域ごとか等を特定・具体化するとともに、社会的にアーキテクチャが必要となっ

ている背景事情等を分かりやすくまとめつつ、教育の目的やアウトプットを明確化すること。 

また、国際的な取組としては、INCOSE（The International Council on Systems Engineering）、CESUN

（Council of Engineering Systems Universities）、ISSS（International Society for the Systems 

Sciences）等の取組も参考とすること。 

普及啓発については、検討結果の効果検証として、①国内外の有識者と協力した短期講座（3日程度）、②

広報資料としての動画等の素材開発、③地域や中小企業も交えた演習機会の提供等を検討し、必要に応じて

実施する。 

加えて、具体的にアーキテクチャ設計を行う人材（すなわち「アーキテクチャ専門家」）を数名確保し、前

述の(２)で進められる個別分野におけるアーキテクチャ設計試行に参加することで、ケースを蓄積し、教育

プログラムの検討や普及啓発の検討に役立てる。 

 

（５） 最終報告書の作成 

３．(１)の国内外調査や、３．(２)の個別分野の検討結果、３．(３)の検討委員会及び分野別委員会の内容、

３．(４)の人材育成及び普及啓発の検討結果をとりまとめて、年度末に最終報告書の作成等を行う。その際、

必要に応じて、上述３．(3)①②の委員会等に諮ることとする。報告書の提出については、後述する「７．報告

書」に記載の内容に従うこと。 

内容としては、 

・ 本年度の活動内容・結果について、そこに参加しなかった者にも容易に理解できるような平易かつ

構造的な報告書とすることとし、詳細版と概要版を作成すること。 

・ ３．(２)で作成したアーキテクチャとその解説を掲載すること。 

・ 加えて、アーキテクチャを設計・検討する分野を来年度以降にも効率的に広げていく観点から、

３．(３)b.及び c.で設計・検討したアーキテクチャの共通事項や差異について分析し、今後国が

積極関与していくべき観点や分野の抽出及び簡単な検証を行うこと。 

 

４．調査期間 

  NEDOが指定する日から２０２０年３月１９日まで 

 

５．予算額 

２０５百万円以内（税込） 

 

６．報告書 

提出期限：２０２０年３月１９日 

提出部数：電子媒体ＣＤ－Ｒ（ＰＤＦファイル形式） 1枚 

 提出方法：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って提出のこと。 

      https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 
 

７．報告会等の開催 

委託期間中又は委託期間終了後に、成果報告会における報告を依頼することがある。 

 

８．その他 

  実施事項の内容や進め方、及び本仕様書に定めなき事項等については、NEDOと実施事業者が協議の上で決定
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するものとする。 

以上 


