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2

事業の概要説明※

公募内容の説明※
・調査内容
・事業期間及び規模
・応募資格
・提案の提出について
・委託先の選定
・スケジュール
・留意事項

質疑応答

※本資料の説明は次の公募関連書類の内容を要
約したものです。応募に当たっては必ず次の公
募関連書類を熟読し、参照してください。公募
関連書類はNEDOホームページからダウンロー
ドできます。

・公募要領（PDF）

・仕様書（PDF）

・提案書様式（WORD）

・契約に係る情報の公表について（PDF）

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_
100118.html

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100118.html
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事業の概要

 背景及び目的

 Society5.0の実現に向けて、経済産業省では、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あり方として
「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。

 今後、 Connected Industries重点5分野を跨ぐ領域の一つとして、「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」分野の自律移動システム（自動
走行、ドローン、空飛ぶクルマその他移動を伴うサービスロボット等）が重要な視
点と考えられる。その活用の裾野は前述の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。

 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。
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事業の概要

 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、「機体の安全性確
保」、「操縦者・運航管理者の技能確保」、「運航管理システム」、「所有者情報
等の把握の仕組み」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。

以上の背景から、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。
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事業の概要
 内 容

(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
動きが世界的に活発になっている。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。

(2)ドローン分野におけるアーキテクチャの検討
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であり、かつ（「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型システム、その中でも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」）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。

(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
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アーキテクチャ有識者や技
術的専門家等によるドローン分野アーキテクチャ検討委員会を開催する。

(4)最終報告書の作成
(1)～(3)を取りまとめ、最終報告書を作成する。



事業の概要 相関図

(3) 有識者によるアーキテクチャ検討委員会等の運営

(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

(1) アーキテクチャに関する国内
外調査

教育プログラムのあるべき姿、
普及啓発の在り方
効果検証：短期講座、広報動画、
演習機会、等

分野横断調査
それぞれの特徴や関係性の分析

アーキテクチャ検討委員会
分野横断的な共通課題の検討、分野間での連携、海外動向の共有

Society 5.0の実現に向けたアーキテクチャに関する検討

(2) 個別分野におけるアーキテクチャ
の検討

(5) 最終報告書作成
先行公募
(1)～(4)をとりまとめ最終報告書作成

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

モビリティサービス分野

プラント保安分野

WG

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（別公募で実施中）

議論内容を
報告

構成員

助言
議論を踏まえる

参照

「アーキテクチャ専門家」

↓

「プロジェクト管理者」

↓

関連企業等の実務者WGを必要に応じ開催

構成員
↑
各分野委員会
代表者

助言進捗報告

アーキテクチャあるべき姿の検討、アーキ設計、アーキか
ら必要と判断される標準化、ルール、技術開発等を検討

ワークショップ 等を実施し、開かれた議論になるよう留意

WG 関連企業等の実務者WGを必要に応じ開催
参加

ケース蓄積
(3)ドローン分野アーキテクチャ

検討委員会
(2)ドローン分野 構成員

助言

進捗報告・助言

「アーキテクチャ
専門家」と連携

(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

(4)最終報告書 追加公募分
(1)～(3)をとりまとめ最終報告書作成

諮る

・サービス
・デジタルインフラ
・運行管理システム

○本公募事業内容：下図の赤文字（１）～（４）

（別公募で実施中）
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調査内容 詳細
(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

 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。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。

 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。

 具体的にはドローンに関するデジタルインフラに関する下記について調査
を行うこと。（詳細については仕様書を参照）
サービスの現状（InterUSS、Amazon Prime Air、Airbus UTM、インドのDrone Stack等)
サービスの基盤となるシステムの構成
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）
設計・運用・利用に関する各種法令・ルール・責任主体の関係
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）

□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
□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）

仕様書P.2-3
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(2)ドローン分野におけるアーキテクチャの検討

調査内容 詳細

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。

仕様書P.3
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(2)ドローン分野におけるアーキテクチャの検討（続き）

調査内容 詳細

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

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）

仕様書P.3
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(2)ドローン分野におけるアーキテクチャの検討（続き）

調査内容 詳細

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

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）。
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。

仕様書P.3-4
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(2)ドローン分野におけるアーキテクチャの検討（続き）

調査内容 詳細 仕様書P.4

a. アーキテクチャ設計に関する要件
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及びIEC62853の考えに基づいて設計を行うこと。
⑪ アーキテクチャ検討委員会（脚注１を参照のこと）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、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。

11

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



(2)ドローン分野におけるアーキテクチャの検討（続き）

調査内容 詳細 仕様書P.3-4

a. アーキテクチャ設計に関する要件

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２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。

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

12
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(3)有識者によるアーキテクチャ検討委員会の運営

調査内容 詳細

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。メンバーは、経済産業省及び
NEDOと相談の上、選定すること。

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。

仕様書P.5

注記）アーキテクチャ設計を担当し
ている複数のメンバーの中から1名程
度が分野別委員会に参加する、との
意図です。
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(3)有識者によるアーキテクチャ検討委員会の運営（続き）

調査内容 詳細

 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。

仕様書P.5-6
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(４)最終報告書の作成

調査内容 詳細

(１)～(３)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、前述の委員会等に諮ることとする。

 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。

 作成したアーキテクチャとその解説を掲載すること。
 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、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。

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

仕様書P.6

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


事業期間及び規模
 調査期間

ＮＥＤＯが指定する日から２０２０年３月１９日まで

 事業規模及び採択件数
２，0０0万円以内（税込）で1件採択

 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
頼することがあります。

仕様書P.6
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応募資格

17

次の a.から c.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ない
し複数で受託を希望する法人（企業等、国立研究開発法人等及び大学
等）とします。

a. 当該技術又は関連技術についての調査／事業実績を有し、かつ、
調査／事業目標の達成及び調査／事業計画の遂行に必要な組織、
人員を有していること。

b. 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、か
つ、資金等について十分な管理能力を有していること。

c. NEDOが調査／事業を推進する上で必要とする措置を、適切に遂
行できる体制を有していること。

公募要領P.3



提案の提出について

18

提出期限

2019年10月11日(金)正午必着

※応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長す
る場合は、NEDOホームページにてお知らせいたします。なお、メール配信
サービスに御登録いただきますと、ホームページに掲載された最新の公募情報
に関するお知らせを随時メールにてお送りいたします。ぜひ御登録いただき、
御活用ください。メール配信サービスの御登録：
http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html

提出先

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

ＩｏＴ推進部 服部(伸)、工藤、大谷

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

ミューザ川崎セントラルタワー19階

※持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に従ってください。

公募要領P.3-4

http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html


提出書類

19

 提案書 ５部 （正１部、 副4部）

 会社経歴書（又はこれに準ずるもの）１部

 貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書等の直近3年分
の経営状況を示す書類等 １部

 提案書類受理票（別紙３） 1部

提案書様式P.1



提出方法

20

a.応募者は公募要領に従い提案書類を作成し、「４. 提案書類の提出期限
及び提出先」に基づいて御提出ください。なお、FAX及び、E-mailで
の提案書類の提出は受け付けられません。

b.次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。

・公募要領（PDF）

・仕様書（PDF）

・提案書様式（WORD）

・契約に係る情報の公表について（PDF）

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100118.html

・調査委託契約書（案）（本公募用に特別に掲載しない場合は、「調
査委託契約標準契約書」を指します。）

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html

公募要領P.4

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100118.html
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html


委託先の選定

21

(1) 審査

以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、審査の経過等に
関するお問い合わせには応じられませんのであらかじめ御了承ください。

(2) 審査基準

a.調査の目標がNEDOの意図と合致していること。

b.調査の方法、内容等が優れていること。

c.調査の経済性が優れていること。

d.関連分野の調査等に関する実績を有すること。

e.当該調査を行う体制が整っていること。

f. 経営基盤が確立していること。

g.当該調査等に必要な研究員等を有していること。

h.委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる体制を
有していること。

公募要領P.4-5



委託先の選定
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(2) 審査基準(続き)

ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況（平
成28年3月22日にすべての女性が輝く社会づくり本部において、社
会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランス等の実
現に向けた取組を進めるため、新たに、女性活躍推進法第20条に基
づき、総合評価落札方式等による事業でワーク・ライフ・バランス
等推進企業をより幅広く加点評価することを定めた「女性の活躍推
進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定さ
れました。本指針に基づき、女性活躍推進法に基づく認定企業(える
ぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業(くる
みん認定企業・プラチナくるみん認定企業)、若者雇用促進法に基づ
く認定企業（ユースエール認定企業）に対しては加点評価されるこ
ととなります。）

公募要領P.5



スケジュール
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2019年

9月12日 ： 公募開始

9月30日 ： 公募説明会

10月11日(正午) ： 公募締め切り

10月中旬(予定) ： 採択審査

10月下旬(予定) ： 採択決定

10月下旬(予定) ： 結果公表

11月下旬(予定) ： 契約

委託先選定に係る審査は、受理した提案書類、添付資料等に基
づいて行いますが、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出
等を求める場合があります。

（提出書類様式P.1）

公募要領P.5

提出書様式P.1



留意事項、問合せ先
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 留意事項

(1) 公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応

(2) 研究活動の不正行為への対応

(3) 国立研究開発法人の契約に係る情報の公表

(4) 安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処）

 問合せ先

本公募に関するお問い合わせは、下記まで電子メールでお願いします。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

IoT推進部 服部(伸)、工藤、大谷

電子メールアドレス：cip@ml.nedo.go.jp

公募要領P.5-9

mailto:●●●●@ml.nedo.go.jp

