
1 
 

仕様書 
ＮＥＤＯ  

ＩｏＴ推進部 
１．件名 

ＡＩチップ・次世代コンピューティング分野の技術開発の効率的・効果的実施に係る調査 
 
２．目的 

IoT 社会の到来により、社会で発生しているデータ量が爆発的に増加しており、この急増した

データの高度な利活用を促進するには、ネットワークの末端（エッジ）で中心的な情報処理を行

うエッジコンピューティング等、従来のクラウド集約型から処理の分散化を実現することが不

可欠です。また、半導体の開発指標たるムーアの法則の終焉が叫ばれ、既存技術の延長は限界を

迎えつつある中、著しく増加するデータの処理電力を劇的に低減できるような新原理技術の実

現が求められています。このような背景から、当機構では、平成 30 年度から高効率・高速処理

を可能とするＡＩチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業（以後、「本事業」とする）

を開始し、解決を目指す社会課題を定めた上で、以下の技術について研究開発を実施する予定で

す。 
［1］革新的ＡＩエッジコンピューティング技術 
［2］次世代コンピューティング技術 
本事業の実施に当たっては、大企業、中小・ベンチャー企業、大学・研究機関等を含めた産学

官連携体制によって技術開発を実施することが重要と考えています。具体的には、一般に、多く

のリソースと大量のリアルデータを有する大企業、革新的な技術シーズを有する大学・研究機

関、フットワークの軽さを生かしてスピード感を持って研究及び事業化を実施可能な中小・ベン

チャー企業が相互に連携して、社会課題の解決に向けて取り組むことで、相乗効果が期待されま

す。また、これに当たっては、常に国内外の技術及び市場の動向を注視し、必要に応じて、研究

開発及び事業化において国境を超えた連携体制の構築を検討することも重要と考えています。 
そこで、本調査においては、ＡＩチップ・次世代コンピューティング分野の技術開発事業の効

率的・効果的実施に向けた様々な施策や支援ツールの提供を通じて、より良い手法の検討や本事

業への中小・ベンチャー企業の参画及び産産間、産学間等の連携マッチングにおける課題等の抽

出を行います。 
 

３．調査内容 
  以下、（１）～（６）に示す調査業務を実施する。各業務の実施に当たっては、以下の共通事

項／留意点に従うこと。以下の様々な施策や支援ツールの提供等を通じて、ＡＩチップ・次世代

コンピューティング分野の技術開発事業の効率的・効果的実施に資する手法の検討や本事業へ

の中小・ベンチャー企業の参画及び産産間、産学間等の連携マッチングにおける課題等の抽出

を行う。 
 
（共通事項／留意点） 
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－ＮＥＤＯ及び経済産業省と密に連携し、調査の方向性等について事前に確認を行うとともに、

追加で実施すべき事項が発生した場合には、可能な限り反映すること。 
－可能な限り、個別に高い達成目標（数値）を掲げ、その達成に必要な仕掛け作り、工夫を行うこ

と。 
－必要に応じて、NEDO 及び関係省庁が実施する関連性の深いプロジェクトと連携することにより成

果の最大化を図る。 
－NEDO に対して各業務の効率的・効果的実施のための助言やノウハウの提供を行うこと。特に

（１）及び（２）については過去に実施した同種事業の成果を踏まえ、実施方法・内容を改善の

上、実施すること。 
－NEDO 及び実施者等外部より取得した情報は、機密度に応じ、適切な管理を行うとともに、広

報・情報発信のためウェブサイトや各種メディアへの情報掲載を行う場合においては、適切な

セキュリティ対策を講じること。 
 
（１）ワークショップ開催による新たな応募候補者の発掘（平成 30 年度下期：１０～３月） 

① 本事業の各種プログラム（研究開発、探索/先導調査研究、コンテスト等）及び本仕様書

３．（４）項の取組への新たな応募候補者の発掘とともに中小企業と大企業とのマッチン

グの促進を目的として、全国 5 地域以上でワークショップ等を開催（遠隔開催を含む）

する。この際、各種メディアや保有するネットワークを活用した広範な周知をするとと

もに、応募に向けて大企業と中小企業等との間のマッチングを促進するための仕掛け作

りを行う。例えば、応募候補者となりうる中小企業等の事前抽出、地域・業種等に捉わ

れない中小企業と大企業とのマッチング成立や具体的な連携につなげるための事前準備

や情報収集等、必要な仕掛け作りを行うこと。 
② ワークショップ（以後、ＷＳ）の開催にあたり参加候補者の招待、発掘、会場の手配・

設営・司会進行、事後の丁寧なフォローアップ（事業内容に係る補足説明・支援、アン

ケート等）等の業務を行う。ＷＳ開催にかかる会場費（遠隔開催の場合は当該費用）、Ｗ

Ｓ運営・進行、事後フォローアップにかかる人件費、その他イベント実施に必要な費用

を見込むこと。 
③ 開催に先立ち、効率的、効果的なＷＳの開催方法をＮＥＤＯに提案する。またＷＳ開催

結果を踏まえ、更なる改善が可能な点についてＮＥＤＯに提案し、次の回のＷＳの開催

方法に反映する。 
④ 本業務の実施においては、（a）ＷＳ参加者数、（b）大企業・中小企業の連携体制構築に

向けた意見交換数、（c）事後フォローアップ企業数（中小企業）、（d）応募者数の増加効

果（※）及び大企業・中小企業の連携構築効果、について、可能な限り、高い達成数値

目標を掲げ、その達成に必要な仕掛け作りや工夫を行うこと。 
     ※本事業の各種プログラム（研究開発、探索/先導調査研究、コンテスト等）への応募者 

数の増加に繋がった件数を意味する。 
⑤ さらに、ＷＳおよびＷＳ実施後のフォローアップを通じて、応募候補者の意見・要望を

収集し、特に中小企業の参画、中小企業と大企業との連携コンソーシアム構築における
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課題等を中心として調査・分析等を行い、今後、事業運営の更なる改善が可能な点につ

いて改善に向け提言を行うこと。また、より良い新たな応募候補者の発掘手法について

提言を行うこと。 
 

（２）中小企業等フォローアップ手法の調査（平成 30 年度下期：１０～３月） 
本事業への中小・ベンチャー企業による研究開発の成果を最大化するため、採択された中小企

業等を対象に、以下①および②に係るフォローアップ支援を行う。実施にあたり、最適な支援手

法の検討を行い、効果的な目的達成のため必要な工夫、改善を行った上で支援を行うこと。 
① 技術・経営アドバイザー派遣（メンター支援） 

採択された中小企業等（ベンチャー含む）を対象として、採択先の開発内容、分野等に応

じ、適切な技術・経営・標準化等の専門家（内外の専門家を活用）等を派遣し、技術開発の

方向性や経営面、事業化計画等に対するアドバイスを行うこと。 
② 中小企業等への巡回訪問、各種相談対応 

採択された中小企業等（ベンチャー含む）が研究開発に集中し、より効率的かつ効果的に

事業を推進できるよう、研究開発現場等を訪問し、技術・経営面、事業遂行面（経理・事務

処理手続き含む）の各種相談対応を行うこと。 
③課題等の調査・分析 
上記①、②の取組を通じて、中小・ベンチャー企業の参画における課題等の調査・分析等を行い、

報告書に取りまとめる。また、中小・ベンチャー企業の参画に向けて、更なる改善が可能な点につ

いて、NEDO に提案する。 
 

（３）先進的なＡＩ技術アイデア及び人材の発掘・調査 
ＡＩチップ・次世代コンピューティング分野における在野の優れた技術や先進的なＡＩ技

術の種となるアイデア及び人材の発掘、調査を目的として、ＡＩチップ・アルゴリズム等に係

るコンテスト（以後、「コンテスト」と呼ぶ）を実施する。なお、コンテストへの海外からの

応募も可能とするため、主に対外発表・掲載資料を中心として必要な外国語（英語）対応を行

うこと。 
 なお、平成 28 年度及び平成 29 年度に IoT 推進ラボ（https://iotlab.jp/jp/index.php）にお

いて実施したビッグデータ分析コンテストを参考とすること。 
 
① コンテスト準備・運営委員会関連業務 

当該分野及びコンテスト運営に係る有識者により構成する準備・運営委員会を立ち上

げ、コンテストの効果的実施に向けた検討を行うこと。委員会は、年間 4 回程度開催す

る。検討項目は以下に挙げる例の他、コンテスト実施に必要な検討事項を含めること。

また、各委員会の開催にあたり以下の準備や事前調整及び委員会関連業務等を実施する

こと。 
 

［委員会での検討項目例］ 
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（a） 第１回（8 月）委員会 
－コンテストロードマップ素案（※） 
－平成 30 年度コンテスト課題及び実施スケジュール 
－追加取得データ仕様 

（b） 第２回（9 月）委員会 
－コンテストロードマップ二次案 

（c） 第３回（10 月）委員会 
－平成 30 年度コンテストの評価・審査基準（案）の策定 
－追加取得データの進捗確認 

（d） 第４回（2 月）委員会 
   －次年度以降のコンテストの運営改善への提言／課題の策定 

－コンテストロードマップ確定  
 
※平成 30 年度に開催するコンテストに加えて、平成 31 年度以降のコンテスト実施や将

来的な民間移行の可能性も含めた、実施スケジュール、各年度のコンテスト課題素案、

コンテスト実施に必要なＡＩ処理対象データの仕様案に係るロードマップとする。 
 

［委員会の開催に向けた準備、事前調整］ 
（a）本委員会での検討に必要な情報収集・資料作成（本委員会では、他の類似するコン

テスト事例調査と活用可能な既存の処理対象データの調査、本コンテスト実施方法

及びコンテストロードマップの案の策定、追加取得データ仕様案の策定、その他委

員会附議資料案の作成） 
（b）関係する有識者や委員等への事前ヒアリングと委員会資料への反映 
（c）委員会で議論する内容に関連する情報を調査し事前に課題抽出や論点整理を行う。 

また、作成した資料はＮＥＤＯ及び経済産業省の確認を受け、事前に委員にも共有

して質問も受け付ける。 
（d）委員長、NEDO 及び経済産業省との調整 
（e）審議資料一式の作成 
 
なお、本委員会の開催に当たっては、NEDO から提供する平成 29 年度に実施した委

員会での検討経緯・結果、作成済みのＡＩ処理対象データを活用すること。 
 
［委員会関連業務］ 

    （a）コンテスト内容、対象技術、コンテスト運営に専門性を有する有識者を委員候補とし

て選定し、詳細情報を NEDO の指定する期限までに提供する。なお、提出を要する詳

細情報としては、委員候補の氏名、所属、専門分野、略歴、委員経験及び候補者として

選定した理由等とする。 
（候補者として必要な要件） 
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・ 本事業及びコンテストの対象技術または市場に優れた識見を有する者。 
・ コンテスト運営、参加経験またはそれに係る知識を有する者。 
・ 情報を適切に管理できる者。 
・ 利害関係者に該当しない者。 

（b）情報の管理 
委員候補情報の提供に当たっては、個人情報保護法を遵守すること。また、本委員会

の出席者に対しても、情報の適切な管理を徹底すること。 
    （c）委員の委嘱及び参加調整、委員謝金、委員旅費等の支払い。なお、委嘱する委員につ

いては、学者・産業界等の代表により 10～15 名程度で構成する。なお、委員の選定

に当たっては NEDO 及び経済産業省の意向を十分に反映するものとする。 
（d）委員会の開催に必要な環境の提供（情報サービスの提供、会議室提供など） 
（e）委員会の運営を行う。全ての委員会を事務局として円滑に進行し、委員長の総括につ

なげる。 
（e）全ての委員会について、結果を整理し議事録と議事要旨を取りまとめ、経済産業省及

びＮＥＤＯの確認を受け、出席者に共有する。また、それぞれの委員会での検討事項に

おける課題、議論の方向性等をとりまとめ、適宜、附議資料への反映、修正を行う。 
（f）原則として委員会形式での開催とするが、委員の都合を踏まえ、内容に応じ、一部を

遠隔会議やメールベースでの開催、委員への個別説明による持ち回り開催に替える等、

効率的に実施することも可とする。 
 

② コンテストの実施 
前項①の検討結果に従い、既存データを活用し、平成 30 年度中に１回、コンテストを実施

する。コンテストの実施に当たっては、以下の実施スケジュール（案）に沿って、以下の対応

を行う。 
   

（スケジュール案） 
 10 月     第１回審査委員会 
 10～12 月   コンテスト実施 
 1 月      第 2 回審査委員会 
 2 月     表彰式 

 
（コンテスト関連） 
・コンテストへ多くの参加者を得られるよう、各種メディアや保有するネットワークを活用

した広範な周知を行うこと 
・能動的に有望な参加候補者の発掘、応募の推奨活動を行うこと 
・コンテスト参加候補者間でのオープンな議論の場・コミュニティの提供（Web ベースでの

提供も可） 
・コンテストに必要と考えられる情報基盤（例：処理対象データのクラウド利用環境、GPU
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等クラウド解析環境）の提供 
 
（審査委員会関連） 
・審査・選考に必要な情報の整理 
・審査委員会の開催（2 回程度）。 
 －第１回（10 月）：平成 30 年度コンテストの評価・審査基準、詳細手続きの決定 
 －第２回（1 月）：コンテスト最終審査 
・応募者への審査結果の通知 
・その他、「委員会の開催に向けた準備、事前調整」及び「委員会関連業務」の詳細は原則と

して、３．（３）①に記載のものと同じとし、コンテストに関するものを審査に関するもの

に読み替えて対応すること。（但し、NEDO 及び経済産業省と相談の上、本審査委員会開催

においては不要と判断したものは除く。） 
 
（広報、事後フォロー） 
・表彰式の開催・運営 
・協賛企業等の募集と協賛企業等から入賞者への副賞の提供等の手配 
・上記の各種取組に係る広報活動 
また、次年度以降のコンテスト開催を想定し、迅速な立上げが可能になるよう、平成 30 年

度コンテスト資産を次年度以降に利活用するための整備等を実施すること。 
 
③ コンテスト向けデータの追加作成 

上記の①コンテスト準備・運営委員会で決定したコンテストロードマップに従い、次年度

以降コンテストの実施を想定し、必要なデータを整備するため、大学等が保有する既存デー

タの集結及び既存データでは不足する走行映像等データの追加収集、矩形タグ付け、セマン

ディック・セグメンテーション（ＳＳ）ラベリング、匿名化加工等を行うこと。また、当該

データは次年度以降のコンテスト開催を想定し、迅速な立上げが可能になるよう、データを

公的機関に移管する等、必要な準備、調整等を実施すること。 
なお、平成 29 年度に実施した処理対象となる走行映像データセットの匿名化加工に係る

ツールは以下のサイトに掲載されており、必要に応じ、活用可能となっている。 
https://github.com/CyberAILab/MTCNN-tf-anonymization 

 
④ 課題等の調査・分析 

上記①～③の取組を通じて、ＡＩチップ・次世代コンピューティング分野における在野の

優れた技術や先進的なＡＩ技術の種となるアイデアの発掘手法における課題、手法の１つ

としてのコンテストの効果的実施における課題等の調査・分析等を行い、報告書に取りま

とめる。また、アイデアの発掘及びコンテストの実施手法について、更なる改善が可能な

点について、NEDO に提案する。 
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（４）優れた能力を有する人材の発掘及び人材育成手法の調査 
潜在的に優れた技術の種を本事業の各種プログラム（研究開発、探索/先導調査研究、コン

テスト等）へと取り込んでいくことを目的とし、ＡＩチップ・次世代コンピューティング分野

における先進的なＡＩ技術に係るアイデアを有する若手人材や起業家候補を発掘し、人材育

成プログラムを提供する。育成対象としては企業における若手エンジニアや大学生、大学院

生、高専生等を想定する。 
 また、併せて、これらの取組を通じて、大企業及び中小ベンチャー企業の人材におけるＡＩ

リテラシー向上と相互の組織的、文化的差異に係る理解を深めることにより、大企業及び中小

ベンチャー企業間のマッチングや連携の促進を図る。 
また、本項の人材育成プログラムの実施に当たっては、当該分野の人材育成に係る実績、効

果的な人材育成プログラムや国際連携に係る専門性を有する外部有識者等により構成する委

員会を 1～2 回程度、開催し、委員会での議論を踏まえ、適宜、内容を修正の上、人材育成プ

ログラムを策定する。この際、「委員会の開催に向けた準備、事前調整」及び「委員会関連業

務」の詳細は原則として、３．（３）①に記載のものと同じとし、コンテストに関するものを

人材育成に関するものに読み替えて対応すること。（但し、NEDO 及び経済産業省と相談の

上、本委員会開催においては不要と判断したものは除く。） 
 

① 優れた能力を有する人材の発掘・育成 

優れた能力を有する人材を発掘するとともに、大企業及び中小ベンチャー企業、大学

等との間の連携創出及びネットワーキングを促進するため、人材育成講座を開催する。

実施に当たっては、以下に沿って、カリキュラムの企画・立案から講座の運営までの対

応を行う。 
本業務の実施に当たっては、より高い効果を上げる見込みのある実施手法や仕掛けが

あれば、適宜、NEDO と相談の上、工夫して実施すること。加えて、NEDO に対して

本業務の成果最大化、効率化のための助言やノウハウの提供を行うこと。 
－講義内容：社会における様々な分野の AI 活用シーンを見据えた上で、AI ハードから具

体的なアプリケーションまで、幅広い内容を対象とした実践的なものとする。

講義形式に加え、受講者が AI ハードや具体的アプリケーションに関連する

機材を用いて手を動かして実践的に学ぶ形式も取り入れること。受講者層の

レベルに合せて、必要に応じ、ベーシックコースとアドバンスドコース等、

複数の講座を提供することも可とする。 
     －実施方法：基本的に大学等を開催場所とし、大学及び企業（中小・ベンチャー含む）が

連携して講座の実施主体となる形を想定するが、より高い効果を上げる見込

みのある方法があれば、これ以外も可とする。 
     －講座運営：必要なテキスト等の準備、必要な機器、消耗品等の導入や環境整備、講師の

手配、場所の提供等を行うこと。 
－受講者層：主に企業における若手エンジニアや大学生、大学院生、高専生等を対象とす

る。基礎的な学力・スキルを有する者であれば、ＡＩ以外の分野の技術者も
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対象とする。 
－受講者規模：数十名規模以上を想定する。 
－受講者募集：定員を設定の上、多くの参加者を得られるよう、各種メディア等を通じた

情報発信や保有するネットワークを活用した広範な周知を行うこと。定員を

超えて応募者多数となった場合は、目標達成に向けた観点からの書類審査あ

るいは本講座受講に必要な基礎的な学力・スキルに係る試験、その他の統一

的な選考基準・手法により、公平、公正に受講対象者を選定する。 
－達成目標：優れた能力を有する人材を発掘し、既存の延長線上にない発想や新規のアル

ゴリズム考案、ＡＩ技術（ハード・ソフト）を活用した新しいアプリケーシ

ョンの創出をできるような人材を育成する。また、育成人材による本事業の

各種プログラムへの応募増加効果として 10 名以上を目指す。 
―副次的効果：連携・ネットワーキングの促進により、技術分野を超えた技術の融合や異

分野連携による新たな課題解決のアイデアやビジネスモデルの創出に資

する。 
 

②  個別の人材育成プログラムの提供 

以下、１）あるいは２）による人材育成プログラムを提供し、合計 5 名以上の人材を育成

する。本項の達成目標としては、育成人材による本事業の各種プログラムへの応募増加効果

として 5名以上を目指す。 

１）コンテスト等への応募人材の発掘・育成 

ＡＩ技術を駆使してイノベーションを創出することのできる独創的なアイデアや技術を

有するとともに、これらを活用する優れた能力を持つ、突出した若い人材を発掘し、ＡＩ分

野における実践的能力を高度化するための伴走型の人材育成プログラムの提供や経営・法

律・技術などの専門家によるアドバイス等のメンター支援等を行う。本プログラムの実施

に係る企画・立案、運営までの全般を実施する。プログラムの期間は平成 30 年 8 月頃～平

成 31 年 2 月、対象者は 5 名程度以下を想定する。育成対象者の選定に当たっては「①優れ

た能力を有する人材の発掘・育成」の受講者募集の方法を基本とし、何らかの統一的な選考

基準・手法により、公平、公正に受講対象者を選定する。 

    ２）コンテスト入賞者に対する人材育成 

 本仕様書３．（３）項のコンテストの入賞者が保有するＡＩチップ・アルゴリズム等につ

いて、入賞者と密に連携の上、ＡＩチップとしての実現可能性の検証、アルゴリズムの具現

化等を通じた実用性の検証等を行う。また、この際、入賞者に対して、有識者・専門家によ

るアドバイス等のメンター支援や研究開発に係る各種支援を行うプログラムの提供（企画・

立案・運営）を実施し、育成対象者の実践的能力を高度化する。プログラムの期間は平成 31
年 3 月～11 月、対象者は 5 名程度以下を想定する。なお、上記の検証等の実施に当たって

は入賞者との調整の上、研究成果に係る知財権が入賞者に残る形で行うこと。 
 
③  国際連携の促進 
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コンテスト及び本人材発掘・育成事業等について、海外のアカデミック人材等へ様々な

メディアを通じて広く周知し、一部の人材（数名規模）について短期招聘（滞在期間中

のフォロー、通訳手配等を含む）することにより、本仕様書（３）や（４）①等への参

画を促進する。また、招聘人材と本事業の実施者、国内 AI ベンチャー企業等との人的

交流プログラム等を企画・立案、運営することで、連携関係の構築を促進する。 
 
④ 課題等の調査・分析 
 上記①～③の取組を通じて、潜在的に優れた技術の種を本事業の各種プログラム（研究開

発、探索/先導調査研究、コンテスト等）への取り込み、人材の発掘・育成事業における課題

等の調査・分析等を行い、報告書に取りまとめる。また、より効果的な手法や更なる改善が可

能な点について、NEDO に提案する。 
 
 （５）広報・ビジネスマッチングに係る手法の調査 

本事業の研究開発成果を利活用する事業の潜在顧客となるユーザー企業を発掘し、ビジネス

マッチングを行うため、以下の①及び②を実施する。実施にあたっては、最適な支援手法の検討

を行い、効果的な目的達成のため必要な工夫、改善を行った上で支援を行うこと。また、ユーザ

ー企業の声を収集し、研究開発活動へのフィードバックを行うことで、事業化の加速にも資する

取組みとする。 
① 本事業に係る魅力的なポータルサイトを立上げる等、外部ユーザーとのビジネスマッチ

ングに繋がるＩＴを活用した取組みを企画・立案・運営する。具体的には、例えば、本

事業の採択テーマの概要や活動状況や本仕様書（１）～（６）における対外的な情報発

信は全て当該サイトに掲載し、外部との情報交換やオープンなコミュニケーションも行

う等、当該サイトにて一望して閲覧できるようにする。 
② ＮＥＤＯが出展する展示会（ＣＥＡＴＥＣ等）や実施者による展示会出展に際し、研究

実施者へのアンケート調査やヒアリングを実施し、ニーズに応じて、展示品（試作品、

デモ等）の製作、広報媒体の作成補助を行う等、研究者の広報対応負荷低減のための

様々なサポートを行う。 
③ 上記①～③の取組を通じて、本事業の研究開発成果の効果的な広報および成果を基にし

たユーザー企業とのビジネスマッチングにおける課題等の調査・分析等を行い、報告書

に取りまとめる。また、更なる改善が可能な点について、NEDO に提案する。 
 

（６）市場・技術動向及び俯瞰的調査 
①市場・技術動向の調査（平成 30 年度下期：１０～３月） 

本事業の実施者のうち、主に中小企業等（ベンチャー含む）の研究開発および事業の戦略立案

に資する市場動向および技術動向についての調査・分析を行い、年 2 回程度、実施者を対象と

して報告会開催等のフィードバックの仕組みを構築して、調査・分析結果をプロジェクトの各研

究開発コンソーシアムに展開する。また、平成 30 年度中に調査対象とする市場や技術動向の検

討、平成 31 年度以降に実施する調査対象分野の検討のため、外部有識者により構成する委員会
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を年 1～2 回程度、開催する。 
 
 ②効率的・効果的実施に向けた俯瞰的調査 

現在実施中あるいは過去に実施された同種の研究開発事業における効率的・効果的実施に向

けた取組の狙いや効果実績・課題等についての情報を抽出しまとめ、本事業での各種施策の検討

の参考とするとともに、実施後に実施結果に係る比較を行うこと。 
また、上記の各調査項目における調査結果を踏まえて、ＡＩチップ・次世代コンピューティン

グ分野の技術開発事業の効率的・効果的実施に向けた、より良い手法の検討や本事業への中小・

ベンチャー企業の参画、および大企業と中小ベンチャー企業等の間や産学間等の連携マッチン

グにおける課題等の抽出及び更なる改善が可能な点に係る調査を行うとともに、本仕様書の他

の項目を担当する機関・組織とも連携を取った上で全体を取り纏め、報告書を作成する。 
 

４．調査期間 
ＮＥＤＯが指定する日から平成３１年１１月２９日（金）まで 
 
※但し、３．項の（１）、（２）、（３）、（５）及び（６）①については原則として平成３１年３月

までに完了することとし、本期限を超える場合は別途、NEDO と相談のこと。 
 
５．予算額 
  １億 8 千万円以内 
 
６．報告書 

提出期限：平成３１年１１月２９日（金） 
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。 
      http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_tebiki_index.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

が協議の上で決定するものとする。 
 


