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公募説明会

CI推進のための～ (予算総額30億円)

◆ 開発助成事業 (予算総額20億円)

◆ 調査委託事業 人材育成

・
・

・



背景～NEDOの取組
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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

エコシステムの形成には、持続的な経済成長と社会課題解決のためのAI・データの活用・
発展が不可欠だが、AI技術等を用いることのできる先端IT人材が大きく不足する見込み

公募要領P.2-3

業界横断型AIシステムの開発

業界共用データ基盤の開発

連携による
AI・データエコシステムの創出

利活用されるデータ量の拡大
協調領域の拡大

最先端のAI技術を用いた
AIシステムの創出

AI・データの好循環

AIシステム

他業界データPF

海外データPF

リアルデータ
(A社)

リアルデータ
(B社)

データ共用
プラットフォーム

・・・

データ活用アーキテクチャ

AI

データ

Connected Industries重点5分野における開発を計画



背景
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公募要領P.2-3

PBLを通じた拡大生産性のある教育手法が必要

*PBL: Project-Based Learningの略、実際のケースを基にしたプロジェクトを解くことによる実践的な学習形式

AI技術等の活用・発展のためには人材育成が重要ですが、我が国の労働人口（特に若年人口）は
減少が見込まれており、国内の人材供給力の低下により、今後、人材の獲得は現在以上に難しく
なると考えられ、AI技術を用いることのできる先端IT人材は、2020年には不足数が4.8万人まで
拡大すると言われています。
そのような状況において、政府ではAI人材の育成確保に向けた様々な取り組みを進めており、ま
た、近年では産学連携のプログミング講座等も増加しているが、いわゆるPBL*の場が十分に整
備されているとは言えず、また、1度のプログラムにおいて育成が可能な人数も少ないのが現状
です。現在行われているAI人材の育成プログラムは、その多くのプログラムにおいて講師が教え
る形式をとっているが、プログラム数を増やそうとしても講師の確保も難しく、また、講師の育
成もAI教育自体が体系化できるほど成熟していない等の要因から進んでいないと言えます。
他方、フランスのプログラミングスクール「42」をはじめ、海外ではPBLを通じた人材育成によ
る「拡大生産性のある教育手法」が奏功している事例が多くあります。



本調査事業の目的
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我が国における、実践的な学習形式を通じたAI技術等を活用する
人材の育成について下記観点から調査する

調査テーマ①
AI技術等の実践的スキル習得に効果的な教材のあるべき姿についての調査

調査テーマ②
実践的な学習形式を通じたAI技術等を活用する人材の育成に
効果的なPBL手法及び運営メソッドのあるべき姿についての調査

調査テーマ③
実践的な学習形式を通じたAI技術等を活用する人材の育成に
効果的なPBL運営の場（オンライン）のあるべき姿についての調査



事業期間及び規模
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項目 予算総額 採択件数

調査テーマ① 10,000万円を上限 複数を想定、
予算内にて、内容に応じて件数を判断

調査テーマ② 10,000万円を上限 1件採択

調査テーマ③ 2,000万円を上限
ただし、ITインフラ設備等レンタル費用を
含む場合3,000万円を上限とする

1件採択

◆ 事業期間

NEDOが指定する日から2020年3月19日まで

◆ 事業規模

各仕様書P.2-3



本調査事業では、AI技術等の実践的スキルを身に付けるために効果的な

教材のあるべき姿について、以下のとおりその作成方法などを調査・整理する。

調査テーマ①～調査内容
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（ⅰ）効果的な教材のあるべき姿をWG*で議論を行う。

（ⅱ）WG内で議論されたあるべき姿の仮説に基づき、自社が保有する課題やデータを活用し、
実際の教材例作成を踏まえて調査を行い、調査テーマ②の採択事業者と連携する。

（ⅲ）調査テーマ②の採択事業者による調査を踏まえて、効果的な教材のあるべき姿を検証し、
まとめる（海外の先進事例に基づき、海外との提携・国内外への展開にかかる提言を含む）。

*WG: ワーキンググループ

調査テーマ①仕様書P.2



（１）採択事業者は、以下の2類型を想定し、問題のあるべき姿を調査することとする。
a 汎用的な事例を基に、実際のプロジェクトを疑似経験学習できるような問題
b 地方や中小企業などにおいて、今後、汎用的にAI等の実装が期待される実課題を基にした問題

（２）教材例作成に活用した、採択事業者が保有するデータは、調査テーマ②の
採択事業者が行う調査で使用する際には必ず貸与契約を結ぶこととする。

（３）作成する問題は、日本語版・英語版の両方を作成することとする。

（４）採択事業者はWG（1か月に1～2回程度開催）へ参加することとする。
なお、WG長は初回に採択事業者の中から選抜する。

調査テーマ①～留意事項
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調査テーマ①仕様書P.2



調査テーマ①～提案書における留意事項
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調査テーマ①仕様書P.2

応募に際して以下の観点を含めた別添資料を準備することとする

a.   効果的な教材のあるべき姿に関する現時点での仮説
（WG内での議論を踏まえ、ブラッシュアップすることを前提としたもので可）

b.  その他、教材作成能力を示す実績

c.   実際に、問題化検討の際の素材となりうる、自社で既に保有している
若しくは調達可能なケース（実課題とデータ）についての例示



調査テーマ②～調査内容
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調査テーマ②仕様書P.2-3

（ⅰ）効果的なPBL手法及び運営メソッドのあるべき姿の仮説をWGで議論を行う。

（ⅱ）調査テーマ①の採択事業者が作成した教材例と、貸与を受けたデータを用いて
受講生に解かせることでその手法調査、運営メソッド調査を行い、
さらに受講後の教育効果を検証する。

（ⅲ） （ⅱ）の検証を踏まえ、効果的なPBL手法及び運営メソッドのあるべき姿を
まとめる（海外の先進事例に基づき、海外との提携・国内外への展開にかかる提言を含む）。

本調査事業では、実践的なAI技術等の習得に効果的なPBL手法及び

運営メソッドについて、以下のとおり調査・整理する。



調査テーマ②～留意事項（1/3）
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調査テーマ②仕様書P.2-3

（１）採択事業者は、NEDO及び経済産業省と連携し、PBL運営を中心とした全体の制度設計及び
事業全体の進捗管理を行うこと。その際、各会議体（会およびWG）の運営を行うこととする。

・評価委員会 ：年度内に少なくとも3回（開催時期：9月、12月、3月）
・検討会 ：事業実施期間中2か月に1回、受講生の選定を含む
・問題作成WG、PBL検証WG ：フェーズに応じて月に１～2回
・受講者ネットワーク ：必要に応じて随時

（２）採択事業者は、調査テーマ①及び②で開催されるWG（1か月に1～2回程度開催）へ参加を
することとする。なお、調査テーマ②にかかるWGについては、
採択事業者をWG長にすることとする。



会議体イメージ
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とりまとめ
・

ドライビング
フォース

問題作成
・

PBL実施

受講者

検討会
構成員(案)：採択者＋有識者

問題作成WG PBL検証WG

全体タスク管理・事務局運営・各種事務作業

オンライン班

効果検証手法の設計と実施

・検証手法の設計
・beforeの測定
・afterの測定

設計と実施

・全体スケジュール
・生徒管理とメンタリング
・オンラインとオフラインの運営

報告 報告

先進的なAI実践スクール 受講者ネットワーク
構成員(案)：各参加教育機関＋②と③の採択者

配
下

＋＋

評価委員会
座長・構成員(案)：AI人材ユーザー企業 (ベンチャー等)、弁護士、内閣府・経産省

第三者評価

報告

連携
調査テーマ②

＋

受講

連携

調査テーマ①
調査テーマ③

調査テーマ②仕様書P.3



調査テーマ②～続き留意事項（2/3)
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調査テーマ②仕様書P.2-3

（３）採択事業者は、有識者及び経済産業省の推薦する組織などから受講生を募集し、
150名程度の受講生を選定した後、各3名程度のチームに分け、調査テーマ③において
構築されたオンラインの場でPBLを実施することとする。また、PBL実施期間中は
2週間に1回程度、受講生がレビューし合うオフラインを運営することとする。
開催場所は経済産業省が指定する場所とするが、採択事業者からの事業範囲内での
提供があれば、NEDO及び経済産業省と相談の上、指定する場所以外の場所での
開催も可とすることとする。

（４）受講生の派遣元に対する報告書作成等費用を500万円程度含めることとする。

（５）PBL実施にあたっては、受講生の進捗管理及びコーチングを行うこととする。
なお、進捗管理手法及びコーチング手法の検討も本調査に含めることとする。



調査テーマ②～続き留意事項（3/3)
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調査テーマ②仕様書P.2-3

（６）PBL開始時には開会式を行うとともに、調査事業終了時には、
受講生からのプレゼンテーションを実施する閉会式を行うこととする。

（７）調査テーマ①の採択事業者が検討する教材例を用いて調査を行う前に、
相応しい既存教材を用いて運営方法の事前調査を行うこととする。
ただし、スケジュール設定が困難な場合はこの限りではない。

（８）各組織から推薦を受けた受講生の受講前測定を行い、
受講後の効果測定に活用することとする。



調査テーマ②～提案書における留意事項
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調査テーマ②仕様書P.4

応募に際して以下の観点を含めた別添資料を準備することとする

a.  効果的なPBL手法及び運営メソッド等のあるべき姿に関する現時点での仮説
（WG内での議論を踏まえ、ブラッシュアップすることを前提としたもので可。
実施期間、実施回数等にも触れること。問題内容については仮置きで良い。）

b.  自社で保有する教育効果を計測するためのツール、ノウハウの内容

c.  上記a. 並びにb. に関する実績や能力が確認できる情報



（ⅰ）調査テーマ②におけるWGにおいて、PBL運営の場（オンライン）のあるべき姿の
仮説について議論を行う。その際、海外のオンラインプラットフォームに係る
先進事例に基づき、海外との提携・国内外への展開にかかる提言も行う。

（ⅱ）調査テーマ①において作成された問題、調査テーマ②で運営する
オンラインの場の構築を行いその効果検証を行う。

（ⅲ） （ⅱ）の検証を踏まえ、効果的なPBL運営の場（オンライン）のあるべき姿を
まとめる（海外の先進事例に基づき、海外との提携・国内外への展開にかかる提言を含む）。

本調査事業では、AI技術等の実践的スキル習得に効果的な

PBL運営の場（オンライン）について、以下のとおり調査・整理する。

調査テーマ③～調査内容
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調査テーマ③仕様書P.1-2



（１）採択事業者は、オンラインの問題出題、受講管理システム、
受講生間コミュニケーションツールを用意し、今回調査用に場を構築することとする。

（２）採択事業者は、今回の調査事業用に、新設・既存問わずサーバーを確保、
並びにフロント（ユーザー・インターフェース）を設計・開発することとする。

（３）採択事業者は、受講生分（150名程度を想定）のオンライン用の基礎学習教材（python等の
AIに必要な基礎知識を学べるテキストレベル以上のもの）を用意することとする。
前記教材は、自社保有のもの、又は既存他社のものどちらでも可とする。

（４）オンラインプラットフォームは日本語版・英語版の両方を構築することとする。

調査テーマ③～留意事項
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調査テーマ③仕様書P.2



調査テーマ③～提案書における留意事項
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応募に際して以下の観点を含めた別添資料を準備することとする

a.  効果的なPBL運営の場（オンライン）のあるべき姿に関する現時点での仮説
（WG内での議論を踏まえ、ブラッシュアップすることを前提としたもので可）

b.  類似のオンラインプラットフォームを運用ないし構築した過去の実績

調査テーマ③仕様書P.2



応募資格
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a. からc. までのすべ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企業等とします。

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／事業を推進するうえ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



審査基準
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・調査の目標がNEDOの意図と合致していること。
・調査の方法、内容等が優れていること。
・調査の経済性が優れていること。
・関連分野の調査等に関する実績を有すること。
・当該調査を行う体制が整っていること。
・経営基盤が確立していること。
・当該調査等に必要な研究員等を有していること。
・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すること。

公募要領P.5

・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
⇒ くるみん認定企業など、ワーク・ライフ・バランス等推進企業に対しては

加点評価します。



留意事項（1/2）
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公募要領P.5-9

（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）
（5）検査及び報告の徴収について



留意事項続き（2/2）
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公募要領P.9

（6）知財マネジメント

本事業では、「NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針、
３．プロジェクト参加者間の合意書で定める事項、（８）知的財産権の実施許諾」等を
参考とし、必要な手続きを行ってください。
該当項目における詳細については、下記をご覧ください。

※NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針
https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html

（7）AI・データの利用に関する契約ガイドライン

本事業では、当該ガイドラインの考え方を踏まえたうえで、
留意事項に配慮することとします。
詳細については、下記をご覧ください。

※経済産業省: AI・データの利用に関する契約ガイドライン
https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html

https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html
https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html


提出書類、提出期限及び提出先
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2019年5月27日（月）正午必着

公募要領P.4

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 八重樫、久保田、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。

・提案書 6部（正1部、 副5部）

・会社経歴書（又はこれに準ずるもの）1部

・最近の営業報告書（3年分）1部

・提案書類受理票（別紙3）1部

◆ 提出書類

◆ 提出期限

◆ 提出先



今後のスケジュール
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2019年
4月26日 ： 公募開始
5月14日（本日） ： 公募説明会
5月27日（正午） ： 公募締切
6月下旬（予定） ： 採択審査
7月中旬（予定） ： 委託先決定
7月中旬（予定） ： 公表

公募要領P.5



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 八重樫、久保田、大谷

電子メールアドレス: cip@ml.nedo.go.jp

問合せ先
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公募要領P.9


