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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／自律移動システム分野

の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。 

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。 

サイバー空間とフィジカル空間の融合により、リアルタイムで異なる複数のシステムが連携することによっ

て提供が可能となるサービスが新たに立ち上がりつつあるが、そのようなサービスには非常に多くのステーク

ホルダーとのデータ・システム連携が要求されるため、全体として効率的な連携を進めスケールを確保するた

めにはリファレンスモデルが必要となる。また、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・

信頼性については慎重な議論を要する。しかしながら、連携した後のシステム全体は一企業での設計の範疇を

超えて構築され、これまでにないほどに複雑化するため、ステークホルダー間で安全性等の担保の議論を行う

ためにも、共通的なリファレンスモデルの整備が重要となる。 

加えて、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や全体設計を踏まえた上で、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。 

 

本調査では、Connected Industries重点 5分野のうち「ものづくり・ロボティクス」及び「自動走行・モビ

リティサービス」分野で今後最も重要な領域の一つと言える自律移動システムの安全かつ効率的な運用を実現

するためのシステムについて、ステークホルダーやあらゆる専門家の間でシステムの全体構造についての共通

認識・共通理解を図るための、全体の見取り図となる「アーキテクチャ」の整備に向けた検討及び関連調査を

行う。その中でも、ドローンによるモビリティサービスの社会実装に求められるアーキテクチャの検討と、そ

れに基づき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・調査を行う。 

 

３．内容 

多数の個体が自律的に移動するシステムにおいては、規制当局、個体の開発者・所有者、サービスの提供

者・享受者、及びその移動環境内の人々といった、極めて多くのステークホルダーが存在し、その運行管理、

個体の認証、所有者の識別などのシステム全体の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
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る。 

このような検討が必要なシステムとして、例えば、自動走行、ドローン、空飛ぶクルマその他サービスロボ

ット（清掃ロボット、警備ロボット、案内ロボット 等）等が挙げられるが、自律移動システムの中でも、特

に①様々なシステムが存在し、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分野であり、かつ

現在国内で具体的な検討が進められている分野として「ドローン分野」が挙げられる。 

日本も含めた世界各国では、ドローンの目視外飛行に係る実証実験を進めるなど、近い将来の社会実装を目

指し、開発を進めている。日本においては、ドローンの活用により様々な産業の生産性が向上する「空の産業

革命」に向けて、関連する技術開発や環境整備が「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」（平成 27 

年（2015 年）12 月設置）等の場を通じて、官民一体となって進められているところであり、その活用の裾野

は Connected Industries重点 5分野のうち、前述の２分野に加えて「プラント・インフラ保安」や「スマート

ライフ」にも関わる分野横断的な活用の可能性を有している。 

ドローンの活用が進み、将来、多数の機体が自律的に、目視外・有人地帯において安全に飛行するために

は、機体情報・機体の位置情報、運航計画情報、地理情報、気象情報などの様々な情報を有機的に連携してい

く必要があり、個別論点として「機体の安全性確保（認証制度等）」、「操縦者・運航管理者の技能確保（資

格制度等）」、「運航管理システム（空域利用のあり方を含む）」、「所有者情報等の把握の仕組み(機体登録

制度等）」といった、様々な論点における検討が進められている今こそ、アーキテクチャの考え方が重要な段

階にある。 

こうした背景から、「ドローン分野」において情報・情報システムを通して構成要素同士がつながるための

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し、その他分野への

展開につなげることとする。 

具体的には、下記の調査・検討を行う。 

 

（１） ドローン分野のデータ・情報システムの利活用・連携に関する国内外調査 

 

近年、膨大なデータを有する巨大 IT企業や ITベンチャー、航空機関連企業による、ドローン利活用に向

けた動きが活発になっている。加えて、インドの Drone Stack 等、ドローンに関するシステム基盤を積極的

に整備する国も出てきているところ。このような企業・各国等によるドローン利活用に係る検討状況、特に、

ドローンサービスのインフラとなるデジタル上の仕組み作りについて調査を行うとともに、そのアーキテク

チャについて整理を行う。具体的には下記について調査を行うこと。なお、各国のあらゆる事例の悉皆調査

ではなく、代表的なプレーヤーに関する内容を中心とした調査を行うこと。 

・ドローンに関するデジタルインフラサービスの現状（Googleの InterUSS、Amazon の Amazon Prime Air、

Airbusの Airbus UTM、インドの Drone Stack 等に関する網羅的調査、及び各サービスの内容、活用状

況、料金・認証などの利用条件、設計思想 等） 

・ドローンに関するデジタルインフラサービスの基盤となるシステムの構成（デジタルインフラの構成要

素となるシステムの種類（例えば管制システム、気象把握・予測システム、地図システム、機体認証シ

ステム 等）、各システムの連携方法、各システムの管理主体、システムの利用及び連携に関する条件 

等） 

・ドローンに関するデジタルインフラにおいて取り扱うデータの種類（機体のデータ、運航ルートのデー

タ 等） 

・ドローンに関するデジタルインフラの設計・運用・利用に関する各種法令・ルール・責任主体の関係（サ
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イバーセキュリティ対策の方針、個人情報や機体情報の扱い 等） 

・ドローンに関するデジタルインフラの拡張性の確保の方法（ドローン以外のサービスとの連携性、他の

デジタルインフラとの相互運用性、拡張する際の手続 等） 

・デジタルインフラサービス及びドローンサービスに係る賠償方針・方法や関連する保険制度等の整備状

況 

・ドローンに関するデジタルインフラに係る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） 

上述の調査内容を踏まえてデジタルインフラのアーキテクチャの整理を行う際には、Society 5.0参照モ

デル（内閣府）、サイバーセキュリティに関してはサイバー・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、これら国内で公表されてい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も含めて整理・分析を行うこと。  

 

（２） ドローン分野におけるアーキテクチャの検討 

a.ドローンに関するデジタルインフラシステムのアーキテクチャ 

有人地帯において、ドローンの目視外・高密度運航が安全かつ効率的に実現するためには、ドローンのデ

ジタルインフラのアーキテクチャに基づき、ドローンサービスに関わる各ステークホルダーが整合的なシス

テムの構築・運用・利用を行う必要がある。したがって、あらゆるステークホルダーがデジタルインフラの

構成等について共通的な理解をもち参照できるようにするためのアーキテクチャを検討する。その中でも、

特に重要な、飛行機体の交通管理の役割を担う「運航管理システム」については、そのアーキテクチャを明

確化する。 

なお、検討の成果は、多数の個体が自律移動するその他の分野（自動走行、空飛ぶクルマその他サービス

ロボット 等）等にも応用可能なものとする。 

運行管理システムのアーキテクチャの明確化に当たっては、以下の観点を考慮すること。 

① 運航管理システムに求められる機能要求とそのサブシステムへの割り当て 

② サブシステム間のインターフェースの在り方 

③ 各サブシステムの管理主体、責任主体の在り方 

④ 運航管理システムと機体・所有者・操縦者・運航管理者の情報共有の在り方 

⑤ 環境変化（技術進歩、法令の変化、機体数の増加、機体の利用用途の拡大 等）に応じてシステム

内で対応する必要が生じうる要素 

⑥ 飛行計画段階と飛行段階のそれぞれの時間軸における運航管理システムの役割の変化、情報のやり

とりの変化 

⑦ 理想的な情報・情報システムの連携の在り方と現状のギャップ（技術的観点、社会的受容性の観点 

等） 

 

なお、検討においては下記の点に留意すること。 

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）。 
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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。 

⑪ 「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」1において開催するアーキテクチャ検討委員会に対し

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。 

⑮ 「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」(脚注１を参照のこと)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と連携し、検討を進めること。 

 

検討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。 

 

                                                   
1 参考 URL https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100111.html 

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100111.html
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図１ Society 5.0 リファレンスアーキテクチャ 

 

（３） 有識者によるドローン分野アーキテクチャ検討委員会の運営 

 ドローン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。具体的に

は以下の通り。 

 構成人数：２０～２５名程度 

 開催頻度：２～３ヶ月に１回程度（計２回程度） 

 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 

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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・ その他、別途経済産業省及び NEDOの指示によるもの。 

 

（４） 最終報告書の作成 

３．(１)の国内外調査や、３．(２)の検討結果、３．(３)の分野別委員会の内容をとりまとめて、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）及び「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で開催するアーキテクチャ検討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．(２)a 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。 

 

 

５．調査期間 

  NEDOが指定する日から２０２０年３月１９日まで 

 

６．予算額 

２０百万円以内（税込） 

 

７．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 
 

８．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。 

 

９．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

するものとする。 

 

                                                   
2 参考 URL https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100111.html 

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html
https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100111.html

