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仕様書 

ＮＥＤＯ  

ＩｏＴ推進部 

１．件名 

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に係るアイ

デア発掘のための課題調査 

 

２．目的 

「Connected Industries」や「Society5.0」の実現に大きく貢献する AIなどでは、大量のデ

ータ処理や、十分な計算機資源が必要とされる。他方で、これまで計算機能力向上のドライバー

であったムーアの法則の終焉が叫ばれ、既存技術の延長、改良による計算機能力の向上が限界を

迎えつつある中、こうした課題を解決するためのハード・ソフト両面での新たな技術の実現が求

められる。 

   このような背景から、NEDOでは、2018 年度より「革新的 AI エッジコンピューティング技

術」及び「次世代コンピューティング技術」に関する研究開発事業を推進している。 

本調査は、AI等のコンピューティング技術分野において目まぐるしいスピードで技術革新が

起き、世界中で新しいアイデアが次々と生まれている中、我が国だけでなく世界の技術者、研究

者、学生等が課題への挑戦を行う「AIエッジコンテスト」の運営を通して新しいアイデアや人

材の発掘、調査等を行う。 

 

３．調査内容 

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「AIエッ

ジコンテスト」を実施する。コンテストは、特にエッジ側でリアルタイムの処理を行うアプリケ

ーションとして、「自動走行・モビリティサービス」に着眼し、２種類のコンテストを実施する。 

 

AI エッジコンテスト（アルゴリズム②③）(※)： 

提供する画像データを元にオブジェクトやセグメンテーション等の課題に対する 

アルゴリズムを作成し、評価基準（認識精度等）に対して優劣を競う。 

 

AI エッジコンテスト（実装①②）： 

FPGA等チップ搭載するハードウェアに対して作成したアルゴリズムを実装し、評価基準 

(認識精度等のみならず消費電力等のハードウェア特性)に対して優劣を競う。 

 

(※) AIエッジコンテスト（アルゴリズム①）は、2018 年度に実施した当サイトを参照するこ

と。(https://signate.jp/competitions/138） 
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①  AI エッジコンテストの運営に係る委員会開催関連業務 

当該分野及びコンテスト運営に関して実務レベルで検討するワーキンググループ、ワーキング

グループで検討したコンテスト内容等を協議するための当該技術分野の有識者により構成するス

テアリングコミッティ、さらに、コンテストの方向性を諮問するアドバイザリコミッティ等の委

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。特に、ステアリングコミッ

ティは、コンテスト開催に合わせて年 2～3 回程度開催し、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る準備や事前調整及び委員会関連業務等を実施すること。 

 

 

［委員会関連業務］ 

（a） コンテスト内容に沿った有識者を委員候補として選定し、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をＮＥＤＯ及び経済産業省に提示し

調整する。 

（候補者として必要な要件） 

・ 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） 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をする。なお、委嘱する委員に

ついては、ワーキンググループ 2～3名、ステアリングコミッティ 10～15 名、アドバイザ

リコミッティ 4～5 名程度で構成する。 

（d）委員会の開催に必要な環境を提供する（情報サービスの提供、会議室提供など）。 

（e）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。 

（f） 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、ＮＥＤＯ及び経済

産業省の確認を受け、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。 

 

［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・資料作成を行う（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追

加取得する画像データの内容や、構築するデータセットの策定、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を行う。 

（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。 

（d）委員長、ＮＥＤＯ及び経済産業省との調整を事前に行う。 
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また、本委員会の開催に当たっては、ＮＥＤＯから提供する 2018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。 

 

[ステアリングコミッティでの日程、検討項目例] 

（a） 第１回（2019 年 9 月）委員会 

－2019～20 年度 AI エッジコンテスト課題及び実施スケジュール 

－第 2 回 AIエッジコンテスト（実装①）実施内容整合 

－追加取得する画像データの内容 

－追加構築するデータセットの内容 

（b） 第２回（2020 年 3 月）委員会 

－第 3 回 AIエッジコンテスト（アルゴリズム②）実施内容整合 

－追加取得データの取得、データセットの構築状況 

－AIエッジコンテストの進捗状況と今後の予定 

（c） 第３回（2020 年 6 月）委員会 

－第 4 回 AIエッジコンテスト（実装②）実施内容整合  

－追加取得データの取得、データセットの構築状況 

－AIエッジコンテストの進捗状況と今後の予定 

（d） 第４回（2020 年 12 月）委員会 

－第 5 回 AIエッジコンテスト（アルゴリズム③）実施内容整合 

－追加取得データの取得、データセットの構築状況 

－AIエッジコンテストの進捗状況と今後の予定 

（e） 第５回（2021 年 3 月）委員会 

－AIエッジコンテストの総括、開催を通じて得られた成果や課題の洗い出し 

 

第 1回 AIエッジコンテスト（アルゴリズム①）は自動運転分野をテーマとしたが、第 3回 AI

エッジコンテスト以降の分野については、自動運転分野のほか、他の分野に関するコンテストと

することも含め、その開催に必要な画像データやデータセット、課題等について、アドバイザリ

コミッティやステアリングコミッティにおいて議論、検討を行う。コンテストの対象分野や課題

について、例えば定点カメラによる画像認識の正確性やスピードを競うものや、工場の生産現

場、具体的にはマニュピレータにより対象物のピッキングを行った際のスピードや正確性を競う

ことなどが考えられる。 

また、併せて第 6回以降の AIエッジコンテストの開催に向けた計画の策定を行う。 

 

② AI エッジコンテストの実施 

前項①の検討結果に従い、既存データ及び新たに本事業で取得するデータを活用し、2019～20 

年度中に 4 回のコンテストを実施する。コンテストは、第 1回 AIエッジコンテスト（アルゴリ

ズム①）と同様に、アルゴリズムの作成をテーマとするものと、作成したアルゴリズムのチップ
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等への実装をテーマとする２種類のコンテストを各２回実施する。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）に沿って行うこと。 

 

[コンテスト実施スケジュール案] 

（a）第 2回 AIエッジコンテスト（実装①） 

2019年 10月～2020 年 2月 コンテスト期間 

2020年 3月 審査委員会、表彰式 

（b）第 3回 AIエッジコンテスト（アルゴリズム②） 

  2020年 3月～5月 コンテスト期間 

  2020年 6月 審査委員会、表彰式 

（c）第 4回 AIエッジコンテスト（実装②） 

  2020年 7月～11月 コンテスト期間 

   2020年 12月 審査委員会、表彰式 

（d）第 5回 AIエッジコンテスト（アルゴリズム③） 

   2020年 12月～2021年 2月 コンテスト期間 

  2021年 3月 審査委員会、表彰式 

 

※上記のスケジュールは、海外の画像認識技術の動向や、ステアリングコミッティにおける有

識者委員による指摘等により、変更も含め機動的に対応すること。 

 

[コンテスト関連業務] 

（a）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 

（b）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 

（c） 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） 

（d）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

等クラウド解析環境、実装コンテスト用ハードウェア環境等）の提供。 

（e）実装コンテスト用のハードウェア環境は、100セットを想定すること 

（f）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。 

 

[コンテスト審査委員会関連業務] 

（a）審査・選考に必要な情報の整理 

（b）審査委員の選定（アルゴリズム、実装の各々で 2～3名程度で構成） 

（c）審査委員会の開催（各コンテストの開催後、1 回程度開催） 

（d）応募者への審査結果の通知 



5 

 

（e） 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、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。） 

 

[表彰式、協賛企業募集、広報、事後フォロー等] 

（a）表彰式の開催・運営 

（b）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 

（c）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、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 AI エッジコンテスト向けデータの取得とデータセット追加作成 

上記の①ステアリングコミッティにおける議論等を踏まえつつ、コンテストの実施に必要なデ

ータを整備するため、既存データでは不足する走行映像・定点カメラによる画像等のデータの追

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ラベリング、インスタンス・セグ

メンテーションに必要なアノテーション処理、匿名化加工等を行うこと。 

また、当該データは、我が国の画像認識技術の向上を目的として広く一般に公開することを前

提に、データを公的機関に移管する等、ステアリングコミッティにおける議論等を踏まえつつ、

必要な準備、調整等を実施するとともに、準備が整ったデータは、試験的な公開を行うこと。 

併せて、第 6回以降の AIエッジコンテストの開催に向けて、必要に応じ上記の①ステアリン

グコミッティで策定した計画に基づき、必要な画像データの取得及びデータセットの構築等を行

うこと。 

なお、過去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、コンテストで収集したアイデアの調査・分析や、アイデア発掘のた

めの課題について取りまとめ、ＮＥＤＯに報告すること。 

 

４．調査期間 

ＮＥＤＯが指定する日から２０２１年３月１９日まで 

 

５．予算額 

  １億８千万円以内 

６．報告書 
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  中間調査報告書提出期限：２０２０年３月３１日 

調査報告書提出期限：２０２１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 

       

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。 


