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次世代人工知能・ロボット中核技術開発

出典：経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pr/ip/sangi_08.pdf

平成30年度予算 56.9億円（平成29年度予算 45.0億円）
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「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」概要

１．次世代人工知能技術分野

人共存災害対応 QoL向上

① 大規模目的基礎研究・先端技術研究開発

② 次世代人工知能フレームワーク・先進中核モジュール研究開発

③ 次世代人工知能共通基盤技術研究開発

意思決定支援 言語理解予測

２．革新的ロボット要素技術分野

④ 革新的なセンシング技術（スーパーセンシング）

⑤ 革新的なアクチュエーション技術（スマートアクチュエーション）

⑥ 革新的なロボットインテグレーション技術

⑦ 次世代人工知能技術の社会実装に関するグローバル研究開発

⑧ 次世代人工知能技術の日米共同研究開発（平成３０年度～）

人工知能分野の研究者の
英知を拠点に結集Ｖ

米国から卓越した
研究者を招聘等
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次世代人工知能・ロボット中核技術開発

4

国内外の大学・研究機関等と連携した国内最大の研究拠点
（客員研究員・クロスアポイントメントフェロー・リサーチアシスタント、等）

観測
データ収集

認識・モデル
化・予測

･･･
自然言語
理解

行動計画
制御

企業

技術移転
共同研究

起業
技術移転

スタート
アップ

機械学習・確率モデリングの高度化

次世代脳型人工知能 データ・知識融合型人工知能

地理空間
プラットフォーム

生活現象
モデリング

AIを基盤とした
ロボット作業

実世界に埋め込まれる人工知能

空間の移動
移動の効率化
移動の質の向上
自律移動支援

生産性
【製造業】
異常・故障予測
変種変量生産
【サービス業】
現場の計測と可視化
現場からの改善支援

健康、
医療・介護
診断支援
個人化治療
疾病リスク予測
疾病要因同定
創薬支援・加速

②先進中核モジュール研究開発

③次世代人工知能共通基盤技術研究開発

②次世代人工知能
フレームワーク研究

①大規模目的基礎研究・先端技術研究開発
フィード
バック

科学技術研究加速

安心・安全
防災計画策定支援
災害対応支援
被災域推定
避難誘導

⑦ 次世代人工知能技術の社会実装に関するグローバル研究開発
①②③
コンテスト
方式
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H27FY
(FY2015)

H28FY
(FY2016)

H29FY
(FY2017)

H30FY
(FY2018)

H31FY
(FY2019)

H32FY
(FY2020)

H33FY
(FY2021)

H34FY
(FY2022)

H35FY
(FY2023)

全体スケジュール・平成30年度公募

≪先導研究≫ 優れたシーズ技術を対象として、技術的にブレイクスルーを達成できる目途を得る。

≪研究開発≫ 先導研究で技術の確立に見通しがついたものの研究開発を本格的な研究として実施する。

1. H27FY開始：AI分野【①～③】（課題設定型）、ロボット分野【④～⑥】（テーマ公募型）

調査
研究

2. H27FY開始：AI分野【①～③】、ロボット分野【④～⑥】（RFIを踏まえた課題設定型）

3. H28FY開始：AI分野【①～③】、ロボット分野【④～⑥】（課題設定型テーマ公募）

4. H29FY開始/H30FY開始：AI分野【⑦】（課題設定型テーマ公募）

5. H29FY開始/H30FY開始：AI分野【①～③】（課題設定型テーマ公募：コンテスト方式）

6. H30FY開始：AI分野【⑧】（テーマ公募）

Ｓ
Ｇ

調査研究公
募

先導研究 Ｓ
Ｇ

研究開発公
募

調査研究公
募

先導研究 Ｓ
Ｇ

研究開発公
募

先導研究 研究開発公
募

公
募

先導研究 Ｓ
Ｇ

研究開発公
募

先導研究 Ｓ
Ｇ

研究開発公
募

先導研究 Ｓ
Ｇ

研究開発公
募

R
F
I

事後評価本公募

現在
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【参考】その他の公募状況（予告を含む）

件名 公募期間 説明会

「次世代人工知能・ロ
ボット中核技術開発／次
世代人工知能技術分野」
（先導研究）
⑦社会実装グローバル拠
点

平成30年3月下旬頃～平成
30年5月上旬頃（最終日正
午まで）の予定

平成30年4月中旬頃に
公募説明会を予定

「次世代人工知能・ロ
ボット中核技術開発／次
世代人工知能技術分野」
（調査研究）
①②③コンテスト方式

4月中旬頃～5月中旬頃
（最終日正午まで）の予定

平成30年4月中～下旬
頃に公募説明会を予定

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

件名 公募期間 説明会

次世代人工知能・ロボッ
トの中核となるインテグ
レート技術開発

3月9日～4月13日 （済)
川崎：3月19日（月）15時30分
～16時30分（開場 15時00分）
大阪：3月20日（火）11時00分
～12時00分（開場 10時30分）



公募要領
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公募要領 P.3, 15

研究開発項目 概要

次
世
代
人
工
知
能
技
術
分
野

⑧
次世代人工知能技術の
日米共同研究開発

人工知能技術の研究開発及び社会実装の分野でトップである米国からの
卓越した研究者の招聘等による新たな研究開発体制を整備することで、研
究開発の加速を図ります。

「人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ」として、取り上げ
るべき重点分野として特定された、（1）生産性、（2）健康、医療・介護、
（3）空間の移動の3 領域と横断的な分野としての（4）情報セキュリティ
の領域において、喫緊に解決すべき社会課題のうち、人工知能技術による
貢献が期待され、経済波及効果が見込まれる課題の解決に資する次世代人
工知能技術の研究開発を実施します。研究開発においては、産学官連携に
より、日本の産業競争力の強化につなげ、アウトカムの最大化を目指しま
す。

平成30年度公募：次世代人工知能技術分野
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実施期間 平成30 ～ 34年度（5年間）

開始から2年以内を先導研究期間として、開発テーマの実現可能性につい
て調査・検討に充てます。

研究テーマ規模 年間50百万円以内（先導研究）

技術開発の困難性等により、特に必要と認められる場合においては、事業
の進捗を踏まえた上で当該年度契約額の50% 未満を上限として予算を増
額することができます。

公募要領 P.3

平成30年度公募 先導研究実施期間／規模

H27FY
(FY2015)

H28FY
(FY2016)

H29FY
(FY2017)

H30FY
(FY2018)

H31FY
(FY2019)

H32FY
(FY2020)

H33FY
(FY2021)

H34FY
(FY2022)

H35FY
(FY2023)

6. H30FY開始：AI分野【⑧】（テーマ公募）

先導研究 Ｓ
Ｇ

研究開発公
募

事後
評価
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応募資格のある法人は、次の(1)～(8)までの条件、「基本計画」及び「平成30年度実施方針」に示された条
件を満たす、単独又は複数で受託を希望する大学（国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、
大学共同利用機関法人）又は研究機関（国の機関、国立研究開発法人等）とします。ただし、企業との共同
提案を妨げるものではありません。次世代を担う研究者の人材育成を図るため、共同研究への若手研究員・
補助員(原則45歳未満)の参加を推奨します。

(1) 当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研究計画遂行に必要とな
る組織、人員等を有していること。

(2) 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤があり、かつ、資金及び設備等の十分な管理能力を有
していること。

(3) NEDOがプロジェクトを推進する上で必要となる措置を委託契約に基づき適切に遂行できる体制を有し
ていること。

(4) 大学・研究機関が単独でプロジェクトに応募する場合は、当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・
事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有していること。

(5) 当該事業の全部又は一部を複数の大学・研究機関、企業等（以下「大学等」という。）が共同して実施
する場合は、各大学等が当該事業の研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分
な能力を有するとともにしており、各大学等間の責任と役割が明確化されていること。

(6) 本邦の大学等で日本国内に研究開発拠点を有していること。

なお、国外の大学等の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から国外の大学
等との連携が必要な部分を、国外の大学等との連携により実施することができる。その場合、適切な執
行管理の観点から、プロジェクトの受託等にかかる事務処理が可能な窓口又は代理人が国内に存在する
ことを原則とすること。例えば、本邦の大学等が、国外の大学等を再委託先又は共同実施先とする場合、
事務処理に係る書類は日本語で提出すること。

(7) 研究開発期間においては、実用化・事業化を行う企業、又は研究開発成果のユーザーとして研究開発の
目標設定を行う企業を実施体制に含めること。

公募要領 P.4

応募資格
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提案書は本研究開発の実施者選定にのみ用い、ＮＥＤＯで厳重に管理します。

取得した個人情報は研究開発の実施体制の審査に利用しますが、特定の個人を識別
しない状態に加工した統計資料等に利用することがあります。御提供いただいた個
人情報は、上記の目的以外で利用することはありません。（法令等により提供を求
められた場合を除きます。）

なお、e-Radに登録された各情報（プロジェクト名、応募件名、研究者名、所属研
究機関名、予算額及び実施期間）及びこれらを集約した情報は、「独立行政法人等
の保有する情報の公開に関する法律」（平成13年法律第140号）第5条第1号イに
定める「公にすることが予定されている情報」として取り扱われます。

公募要領 P.6

秘密の保持
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申請者

NEDO ④契約・助成審査委員会
対象事業および契約額決定

①提案

②応募要件に合致するか否かチェック

⑤ 採択／不採択通知
⑥ 契約

⑦ 公表 採択事業者
採択事業名
評価委員
事業概要

③事前審査
採択審査委員会：外部専門家・有識者の評価・意見収集
NEDO／PMによる評価

OK

委託先の選定について
（１）審査の方法について

基本計画に定めるＰＭおよび外部有識者による事前審査とＮＥＤＯ内の契約・助成審査
委員会の二段階で審査します。契約・助成審査委員会では、事前審査の結果を踏まえ、Ｎ
ＥＤＯが定める基準等に基づき、最終的に実施者を決定します。
必要に応じてヒアリング審査や資料の追加等をお願いする場合があります。

外部有識者によるヒアリング実施予定：平成30年5月上旬

公募要領 P.6

採択審査方法
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公募期間：3月14日(水) ～4月12日(木)正午

6月上旬
8月上旬



a. 事前審査の基準

i. 提案内容が基本計画の目的、目標に合致しているか（不必要な部分はないか）

ii. 提案された方法に新規性・独創性があり、技術的に優れているか、研究開発のアウトプット
は明確か

iii. 提案された技術の研究開発を行うことにより国民生活や経済社会への波及効果は期待できる
か（大学や研究機関等で、自らが実用化・事業化を行わない場合には、どの様な形で製品・
サービスが実用化・事業化されることを想定しているか）。その技術は、実用性、有用性に
おいて人工知能技術の将来における社会実装を進展させるための内容になっているか

iv. 提案された技術開発の成果について、市場評価等を得ながらより高次な目標設定を行えるよ
うな研究開発計画となっているか。（例えば、研究期間の中間で研究小項目の目標が達成で
きる計画となっており、研究が完了した技術の市場評価等を行い、より高次な目標設定を行
う計画が含まれているか）

v. 共同提案の場合、各者の提案が相互補完的であるか

vi. 提案内容・研究計画は実現可能か（技術的可能性、計画、中間目標の妥当性等）

vii. 応募者は本研究開発を遂行するための高い能力を有するか（関連分野の開発等の実績、米
国からの卓越した研究者の招聘等による日米共同研究の実施体制、再委託予定先等を含め
た実施体制等）

viii. 次世代を担う研究者の人材育成を図るため、共同研究への若手研究員・補助員（原則45歳
未満）の参加

ix. 総合評価
公募要領 P.6～7

採択審査基準
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（3）委託先の公表及び通知について

a.採択結果の公表等について

採択した案件（実施者名、事業概要）はＮＥＤＯのホームページ等で公開します。不
採択とした案件については、その旨を不採択とした理由とともに提案者へ通知します。

b.事前審査員の氏名の公表について

事前審査員の氏名は、採択案件の公開時に公開します。

c.附帯条件

採択に当たって条件（提案した再委託は認めない、他の機関との共同研究とすること、
再委託研究としての参加とすること等）を付す場合があります。

公募要領 P.7

委託先の公表と通知
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平成30年3月14日（水） ： 公募開始

3月28日（水） ： 公募説明会（会場：NEDO川崎 2103会議室）

3月29日（木） ： 公募説明会（会場：NEDO関西支部 会議室）

4月12日（木） ： 公募締め切り

5月上旬（予定） ： 採択審査委員会（外部有識者による審査）

5月下旬（予定） ： 契約・助成審査委員会

6月上旬（予定） ： 委託先決定・公表

8月上旬（予定） ： 契約締結

公募要領 P.8

スケジュール
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【留意事項】

契約
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公募要領 P.8

(1) 契約について

新規に業務委託契約を締結するときは、最新の業務委託契約約款を適用します。ま
た、委託業務の事務処理は、ＮＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づき実施
していただきます。

(2) 研究開発独立行政法人から民間企業への再委託について

研究開発独立行政法人から民間企業への再委託又は共同実施（再委託先又は共同実
施先へ資金の流れがないものを除く。）は、原則認めておりません。

(3) 研究開発計画の見直しや中止

中間評価により、研究開発の途中段階にて実施内容の見直しや研究開発を中止する
場合があります。

留意事項

18



業務委託契約書（案）大学・国立研究開発法人等用

（取得財産等の管理等）

第２０条 乙が委託業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産（建物、構築物、機械装置、車両運搬具、

工具、器具又は備品をいう。）の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって乙に帰属するもの
とする。

２ 乙は、第１項に規定する乙に帰属する取得財産について、本契約が終了するまで
取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。ただし、甲から貸与された甲が所有し、又は甲が第三者
から借用している財産（以下「貸与財産」という。）については、貸与された日から甲の指示に基づき甲が指定す
る相手先に引き渡す日まで管理するものとする。

３ 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、表示票を貼付して管理しなければならない。
４ 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
５ 乙は、次の各号に揚げる事項を全て満たす場合、前項ただし書による甲の承認を得たものとみなし、取得財産を当
該委託業務以外の研究や教育活動などに使用することができるものとする。
一 当該委託業務の推進に支障がないこと。
二 使用目的は、収益事業ではないこと。
三 資産の使用にかかる実費及び修理費は、自己負担とすること。
四 甲が当該委託業務以外への使用状況について報告を求めたときは、回答すること。

６ 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び
委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。

７ 第３項、第４項及び第６項の規定は、乙が委託業務の実施のため、その実施場所に設置して使用する貸与財産の管
理について準用する。

８ 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物(以下「副生物」という。）の発生が見込
まれる場合は、速やかに甲に申出なければならない。

９ 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、乙に指示をするものとする。
１０ 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。

大学・国立研究開発法人等の場合

業務委託契約約款（大学・国立研究開発法人等用）抜粋＿資産に関連する部分

留意事項：業務委託契約について（大学・国立研究開発法人等）
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業務委託契約書（案）

（取得財産の管理等）
第２０条 乙が委託業務を実施するために購入し、又は製造した取得財産（土地、建物、構築物、機械装置、車両運

搬具、工具、器具又は備品をいう。）のうち、取得価額が５０万円以上かつ使用可能期間が１年以
上の取得財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属するものとし、同時に甲

は、甲に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。

２ 取得価額が５０万円未満又は使用可能期間が１年未満の取得財産の所有権については、乙が検

収又は竣工の検査をした時をもって乙に帰属するものとする。

３ 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、第１項に規定する甲に帰属する取得財産につい
て、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引
き渡す日までとする。

４ 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、表示票を貼付して管理しなければならない。
５ 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
６ 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び
委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。

７ 乙は、取得財産のうち、第１項に規定する甲に帰属する取得財産については、別途、甲が指示する日までに、甲が
指示する方法により、甲に報告しなければならない。なお、乙は、報告した取得財産についてその設置場所を変更
しようとするときは、あらかじめ甲に報告しなければならない。

８ 第３項から第６項までの規定は、乙が委託業務の実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって甲が
所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。

９ 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物（以下「副生物」という。）の発生が見
込まれる場合は、速やかに甲に申出なければならない。

１０ 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、乙に指示をするものとする。
１１ 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。

企業の場合
業務委託契約約款抜粋＿資産に関連する部分①

留意事項：業務委託契約について（企業）
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業務委託契約書（案）

（取得財産の譲渡）
第２０条の２ 甲は、第２０条第１項に規定する甲に帰属する取得財産及び甲が乙に本委託業務における使用を許諾し

た甲所有の財産（以下本条において「取得財産」という。）を、委託業務の完了後又は委託期間終了後
（第９条に規定する継続申請に基づき契約した場合は、その契約の委託業務の完了後又は委託期間終了後。以下同

じ。）、甲が提示する譲渡価格をもって乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
２ 前項に基づき、乙が取得財産を譲り受ける場合において、乙が取得財産を委託業務に関連して使用するときは、甲
は委託業務の完了後又は委託期間終了後も取得財産を乙が使用することを認めるものとする。ただし、甲が使用停
止を指示した場合は、この限りでない。

３ 甲が提示する譲渡価格は、委託業務の完了の日又は委託期間の終了日（第９条に規定する継続申請に基づき契

約した場合は、その契約の委託業務の完了の日又は委託期間の終了日、以下「事業終了日」という。）におけ
る次項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第３７条、第３８条又は第３９条の規

定により契約が解除されたときはその解除された日を事業終了日と読み替える。
４ 譲渡価格は、取得価額から、取得価額の９０％の額に１を法定耐用年数で除した率（小数点第四位以下切り捨て）
を乗じた額（以下「年額」という。）に取得日から事業終了日までの期間（以下「算定期間」という。）における
通算経過年数を乗じて得られた額及び算定期間のうち１２月に満たない月数（１月に満たない日数があるときは１
月と算定する。以下「端数月数」という。）を年額に乗じて１２で除した額（小数点以下四捨五入）を減算した額
とする。ただし、取得価額の５％を下回らない額とする。

【算定式】 譲渡価格＝取得価額－（年額×経過年数＋年額×端数月数÷１２）
≧取得価額×0.05 

５ 乙は、取得財産の譲渡に関し、甲が指定する期限までに、様式第２１による取得財産の処分に関する確認書（以下
「確認書」という。）を提出するものとする。なお、乙は、有償譲渡に適さない取得財産がある場合は、確認書に
その処分方法及び理由を記載して、提出することができる。

・・・

企業の場合
業務委託契約約款抜粋＿資産に関連する部分②

留意事項：業務委託契約について（企業）
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【留意事項】

知財の運営・管理
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公募要領 P.9
（別添7）「次世代ロボット中核技術開発」における知財マネジメント基本方針

基本計画 P11～12

・『「次世代ロボット中核技術開発」における知財マネジメント基本方針』を適用します。
詳細は、別添7を御覧いただき、内容をご理解ください。

・産業技術力強化法第19条（日本版バイ・ドール規定）が適用されます。

・本プロジェクトの成果である特許等について、「特許等の利用状況調査」（バイ・ドー
ル調査）に御協力をいただきます。

・基本計画5.(1)B.に、ＰＭは、適切な知財管理を実施すると示したとおり、ＰＭは、プロ
ジェクト参加者及びプロジェクト参加者間の知財の調整等に関わる事項を主導させてい
ただきます。

留意事項：知財の取り扱いについて
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申請手続

公募要領 P.6 24



e-Rad申請手続について①

25公募要領 P.6

http://www.e-rad.go.jp/ 操作マニュアル

連名の場合には、それぞれの機関での登録が必要です。

http://www.e-rad.go.jp/


【配分機関名】
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構
※e-Radシステムでは「独立行政法人」と旧表記にて
表示されます。

【公募名】
「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」
（次世代人工知能技術の日米共同研究開発）
に係る公募について

平成30年4月12日(木)正午までに、
全ての申請手続き（e-Radへの申請書
アップロードおよびNEDOへの申請書
提出）を完了してください。

※e-Rad上の締め切りがいかなる日に設定
されていても、平成30年4月12日(木)正午
までに登録を終え、「e-Rad応募内容提案
書」を含めた提案書類一式をNEDOに申請
書を提出しておく必要があります。

応募事業を間違えないように
ご注意下さい。

e-Rad提出手続きについて②

26公募要領 P.6



(1) 提出期限： 平成30年4月12日（木）正午
（郵送を含め必着）

公募要領に従って提案書（別添1～4）15部（正1部、副14部）を作成し、提出期限までに
郵送、宅配便又は持参にて御提出ください。FAX、電子メールによる提出はご遠慮ください。

郵送の場合は封筒に
『「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」
（次世代人工知能技術の日米共同研究開発）に係る提案書在中』
と朱書きしてください。

(2) 提出先： 〒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

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
ロボット・ＡＩ部
「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」

（次世代人工知能技術の日米共同研究開発）担当 宛

公募要領 P.4～5

提出期限・提出先
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□ 提案書

□ 別添1：提案書の表紙、要約版、本文（Word） 15部 （正1部 副14部）

□ 別添2：研究開発成果の事業化計画書（Word） 15部 （正1部 副14部）

□ 別添3：研究テーマ説明資料（PowerPoint） 15部 （正1部 副14部）

□ 別添4-1：研究開発責任者研究経歴書 (様式1)(Excel) 15部 （正1部 副14部）

□ 別添4-2：主要研究員研究経歴書 (様式2)(Excel) 15部 （正1部 副14部）

□ 別添1、2、3の電子媒体（CD-R等） 1部

□ 別添5：NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票 1部（企業かつ該当する場合）

□ 大学・会社案内等（経歴、組織等に関する説明書） 1部

□ 直近の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 1部

□ e-Rad 応募内容提案書 1部

□ その他（ ） 部（必要に応じて記載）

□ 返信用封筒（返送先記載、82円切手貼付） 1通（受理票送付用。持参の場合不要）

応募資格を有しない者の提案書又は不備がある提案書は受理できません。
十分にご確認の上、ご提出ください。

提出資料の不足がないようチェックをお願いします

CD-ROMに記録した後に中身の
チェックをお願いします

提出書類

公募要領 P.5
別添7：提案書類受理票 28



本説明会以降の問い合わせは、下記にて受け付けます。

ただし審査の経過等に関する問い合わせには応じられません。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

ロボット・ＡＩ部

「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」

（次世代人工知能技術の日米共同研究開発）担当

電子メール：jisedai-robot@ml.nedo.go.jp

公募要領 P.13

問合せについて
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