
3/5(木)開催発表会



アジェンダ

10:00～10:05 開会のアナウンス

10:05～10:15 主催より挨拶「IoTイノベーションチャレンジ2020に向けて」

一般社団法人 組込みシステム技術協会 理事／ET事業本部長

株式会社エクスモーション 代表取締役社長 渡辺博之

10:15～10:55 講演「新価値創造のアプローチ」

慶応義塾大学大学院

システムデザイン・マネジメント研究科

白坂成功 教授

11:00～11:25 参加要項のご説明、スポンサーシップのご案内など

11:25～11:40 質疑応答



JApan Embedded Systems Technology Association
• エレクトロニクス、IoT分野の基幹技術である「組込みシステム技術」を
代表する業界団体

活動目的
• 組込みシステム技術に関する普及、啓発、教育・資格認定など様々な事業を展
開し、会員・業界の便を図るのみならず、地域振興等、広く公益に資すること

会員（H30年.11月現在）
• 正会員175社 支部会員10社 賛助会員33社 個人会員4名 学術会員3名

組込みシステム技術協会（JASA）



ミッション

人材育成

技術高度化

産業強化

ビジネス

マッチング

人材育成技術力向上

展示会、交流会など、人脈形成に
直結する多彩な機会を創出します

飽くなき探究心でホットな
技術テーマに取り組み、普
及推進を展開しています

次代の業界リーダーを
目指して、試験制度、
コンテストなど独自の
プログラムを展開して
います

ET(Embedded Technology)
×

ET(Edge Technology)
で実現するスマートな社会の実現に向けた

パラダイムシフトを推進します



狙いの異なる「２つのコンテスト」

ETロボコン
デベロッパー

IoT
イノベーション
チャレンジ

〇制御技術とモデリング
〇これからの“組込みエンジニア”
を育成

〇IoTを使ったビジネスの企画・検討と、
それを実現するアーキテクチャの検討
〇これからの組込み業界を牽引できる
「組込みIoT人材」の発掘・育成

ビジネスモデルから制御実装まで、
組込み業界に必要な次世代人材の育成を目指す

ビジネス

クラウド
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これからの日本の産業界を牽引できる「IoT人材」の発掘・育成を目的として、IoT
を使ったビジネスの企画・検討に主眼を置いた教育コンテスト

主催：一般社団法人 組込みシステム技術協会
企画・運営：IoTイノベーションチャレンジ実行委員会

充実のセミナー

• 通常の業務だけでは得られにくい、新事業の企画・検討に必要となる内容の広範囲の教育
ビジネス、イノベーション、デザイン思考、IoT要素技術、アーキテクチャ等

• 各分野の第一人者による講義やワークショップを展開（計６日間）

現代に即したコンテスト課題

• 国連が採択したSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）が
テーマ。17のゴールから課題を抽出し、ソリューションを企画します。

• 企業経営における新たな基準として、世界が注目し、取り組みつつあるSDGsに、
自分自身の課題として向き合い、深い理解を得ることができます。

IoTイノベーションチャレンジとは



初開催ワークショップ

【開発チームのみんな！「街に出よう！」】
～実際の利用者の振舞いを観ることで、社会受容性に必要な【コト】に気付き、開発対象システム
の仕様に反映させる～

NPO法人 人間中心設計推進機構（HCD-Net）によるワークショップで、

終日のワークショップを通して、利用現場を観ることの価値を体験し、ソリューションの創発につ
なげる手法を学びます。

【講師紹介】

• 篠原 稔和 氏

NPO法人 人間中心設計推進機構（HCD-Net）理事、ソシオメディア株式会社 代表取締役

• 田平 博嗣 氏

博士(工学)、株式会社U‘eyes Design 代表取締役、相模女子大学学芸学部非常勤講師

• 鱗原 晴彦 氏

株式会社U‘eyes Design 取締役会長、NPO法人 人間中心設計推進機構 前理事長

2020のハイライト（１）



チーム・ビルディング・ワークショップを希望チームに実施
希望する全てのチームを対象として「チーム・ビルディング・ワークショップ」を実施します。

【日付】5月23日(土)

【対象】希望する全てのチーム
※混成カテゴリは参加必須。
※一般カテゴリは参加推奨、別途費用（税別80,000円／1チーム）が発生。

【目的・内容】
・チームメンバーを互いに知り、コンテスト活動を進めていくうえで
重要なチームワークを養います。

・当日は、チームごとに分かれて複数のワークショップに取り組みます。

＜昨年の様子はこちら＞
https://www.iot-innovation-challenge.net/team-building-workshop

2020のハイライト（２）



参加要項



ロゴ使用のためのガイドライン 国際連合広報センター

参加チームは、計6日間の教育プログラム（セミナー／ワークショップ）を通して獲得
した知識や考え方を活かし、新規ビジネスの企画・立案にチャレンジします。

課題

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の17の目標（169

のターゲット）の中から課題を抽出し、IoTを活用したソリューションを企画する。

審査対象

• ソリューションを表現したプレゼンテーション資料

• 動作（実装）は必須としない

審査の流れ

• 書類審査：提出されたプレゼンテーション資料を元にした審査

• 公開プレゼンテーション審査：書類審査を通過したチームにより実施

• 決勝審査：公開プレゼンテーション審査にて選出されたチームによりET展内で開催

実施内容／課題

http://www.unic.or.jp/files/UN-Guidelines-for-Use-of-SDG-logo-and-17-icons-December-2017_JP.pdf


参加資格

• チームの全員が申し込み時点で18歳以上であること

• 日本語でやり取りできること

• 電子メールで連絡が取れること

• 資料をPDF形式で提出すること

開催期間中、次のプログラムにチームの1名が必ず出席すること

• 6～7月に実施される教育プログラム（セミナー／ワークショップ）

• 9月上旬（予定）相談会（オンライン実施も可）

• 10月下旬（予定）公開プレゼンテーション審査

• 11月20日(金) ET/IoT 2020における決勝大会（プレゼンテーション）、表彰式

※参加申込みに当たって、本説明会への参加は必須ではありません。

※災害や交通機関の乱れ、体調不良など、やむを得ない場合を除く

※反社会的勢力との関連が無いこと。知的財産権の侵害に配慮した対応をすること。

参加チーム募集要項



一般カテゴリ

一つの企業・団体から成るチームです。

• 3~5名のメンバーから成るチームを構成してお申し込みください。

混成カテゴリ

二つ以上の企業・団体から成るチームです。

• 1名単位でお申し込みください。

• お申込み後、実行委員会にて他社・他団体とのチーム編成をし、ご連絡します。

• 5/23(土)に実施するチーム・ビルディング・ワークショップへの出席が必須です。

＊お申込み時に「一般」「混成」どちらかのカテゴリを選択いただきます。

参加カテゴリ



参加申込みの流れ（申込み期間になりましたらフォームを開きます）

① 公式WEBサイトの申込みフォームに必要項目を入力してお申込みください。

② 法人で申込み者とは異なる宛先に請求書の送付を希望される場合は、コメント欄に

その旨と連絡先（部署名、ご住所、電話番号、メールアドレスなど）を記載してください。

③ 事務局にて内容確認後、（一社）組込みシステム技術協会より請求書をお送りしますので、記載情報に

従ってお手続きください。（申込み月末締め、翌月末支払い期日）

参加費（税別）

一般カテゴリ (1チームにつき) 混成カテゴリ

企業
（自治体、公的機関含む）

JASA会員企業、
ET/IoT出展社

高専、専門学校、
大学、大学院など

1名につき
※チーム・ビルディング・ワーク

ショップ参加含む

120,000円 80,000円 40,000円 50,000円



スケジュール

5日
3月12日: WEBから募集開始

※チーム単位の上限人数あり

※



2019 教育プログラムの様子



公開プレゼンテーションの様子



決勝大会の様子

決勝大会の様子を4分強の映像にまとめました。Youtubeにて、いつでも、どなたでもご覧いただけます。

https://youtu.be/R0l-TTP2L28

https://youtu.be/R0l-TTP2L28
https://youtu.be/R0l-TTP2L28
https://youtu.be/R0l-TTP2L28


問. 参加要項の資料公開および、参加費について
答. 本PDFの各項をご参照ください。

問. 1チームの最低・上限人数はありますか？
答. 一般カテゴリ、混成カテゴリ、共に、3名～5名で1チームを構成します。

問. 冊子（パンフレット）は入手できますか？
答. 公式WEBサイトにてPDFを公開しています。

また、郵送をご希望の方は問合せフォームよりお知らせください。

問. ワークショップは終日ですか？
答. 2019年実績では、
チーム・ビルディング・ワークショップ 10:00-18:00（交流会あり）、
イノベーティブ思考ワークショップ 10:00-17:30でした。（昼休憩を含む）
2020年も同様の時間帯を予定しています。

問. ワークショップの開催地は都内ですか？
答. チーム・ビルディング・ワークショップ、「街に出よう！」ワークショップは、都内での開催を予定しています。

イノベーティブ思考ワークショップは、慶応義塾大学 日吉キャンパスおよび、関西エリアでの開催を
予定しています。

問. 参加権を含むスポンサーシップで、混成カテゴリへの参加を希望する場合、参加費は？
答. ご希望の参加人数を添えて、事務局へお問合せください。

開催発表会での質疑応答メモ



スポンサーシップご案内



スポンサーシップ



ダイヤモンドスポンサー メリット

項目 内容

1. ロゴの掲出 公式WEBサイト ／ 当日配布物（パンフレット等）への掲載 ／
コンテスト会場での掲示 ／ 広報冊子への掲載 ／ ET展の紹介コーナーでの掲示 ／
ET展のパンフレットへの掲載（20,000～30,000部）

2. チーム参加権 3チーム参加無料

3. 教育参加権 ※ワークショップは対象外 各教育講座について1名まで受講可能（チーム単位の上限人数に加えて）

4. コンテスト当日のパンフレット配布 来場者に自社パンフレット等の配布（A4サイズ、2種まで）

5. セミナーでのプレゼンテーション 参加チームを対象として実施されるセミナーにおいて、プレゼンテーションの機会を提供いたします。

6. 大会当日のプレゼンテーション IoTイノベーションチャレンジ決勝大会当日、会場にて10分間のプレゼンテーションを行っていただけます。

7. ET/IoT展のコンテスト紹介コーナー
にてカタログ配布など

IoTイノベーションチャレンジ決勝大会が開催されるET/IoT展（三日間の会期）のコンテスト紹介コー
ナーにおいて、ポスター掲示やカタログ配布が可能です。



プラチナスポンサー メリット

項目 内容

1. ロゴの掲出 公式WEBサイト ／ 当日配布物（パンフレット等）への掲載 ／
コンテスト会場での掲示 ／ 広報冊子への掲載 ／ ET展の紹介コーナーでの掲示 ／
ET展のパンフレットへの掲載（20,000～30,000部）

2. チーム参加権 2チーム参加無料

3. 教育参加権 ※ワークショップは対象外 各教育講座について1名まで受講可能（チーム単位の上限人数に加えて）

4. コンテスト当日のパンフレット配布 来場者に自社パンフレット等の配布（A4サイズ、2種まで）

6. 大会当日のプレゼンテーション IoTイノベーションチャレンジ決勝大会当日、会場にて10分間のプレゼンテーションを行っていただけます。

7. ET/IoT展のコンテスト紹介コーナー
にてカタログ配布など

IoTイノベーションチャレンジ決勝大会が開催されるET/IoT展（三日間の会期）のコンテスト紹介コー
ナーにおいて、ポスター掲示やカタログ配布が可能です。



パールスポンサー メリット

項目 内容

1. ロゴの掲出 公式WEBサイト ／ 当日配布物（パンフレット等）への掲載 ／
コンテスト会場での掲示 ／ 広報冊子への掲載 ／ ET展の紹介コーナーでの掲示 ／
ET展のパンフレットへの掲載（20,000～30,000部）

2. チーム参加権 1チーム参加無料

3. 教育参加権 ※ワークショップは対象外 各教育講座について1名まで受講可能（チーム単位の上限人数に加えて）

7. ET/IoT展のコンテスト紹介コーナー
にてカタログ配布など

IoTイノベーションチャレンジ決勝大会が開催されるET/IoT展（三日間の会期）のコンテスト紹介コー
ナーにおいて、ポスター掲示やカタログ配布が可能です。



エンジェルスポンサー メリット

項目 内容

1. ロゴの掲出 公式WEBサイト ／ 当日配布物（パンフレット等）への掲載 ／
コンテスト会場での掲示 ／ 広報冊子への掲載 ／ ET展の紹介コーナーでの掲示 ／
ET展のパンフレットへの掲載（20,000～30,000部）

3. 教育参加権 ※ワークショップは対象外 各教育講座について1名まで受講可能（チーム単位の上限人数に加えて）



プライズスポンサー メリット

1. 副賞の提供 コンテストの上位入賞チームに対する副賞を提供いただく
最優秀賞 ／ 優秀賞 ／ ３位 ／ 特別賞 ／ 企業賞など

2. 参加賞の提供 全参加チームに対する記念品（参加賞）を提供いただく

3. 飲料の提供 教育プログラムにおける参加チームのリフレッシュを目的として用意される清涼飲
料（ドリンク類）やスナック（菓子類）を提供いただく

※副賞、記念品、飲料など提供いただく物品へのロゴ、広告文等の掲載は自由です。

ご協力いただく内容

メリット
項目 内容

1. ロゴの掲出 公式WEBサイト ／ 当日配布物（パンフレット等）への掲載 ／ コンテスト会場での掲示

4.コンテスト当日のパンフレット配布 決勝大会当日の来場者に自社パンフレットの配布（A4サイズ、２種まで）



事務局へお知らせください。

info@iot-innovation-
challenge.net

スポンサーお申込み

※オンラインや事務局での個別相談も受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。



皆さまのご参加、ご支援を

どうぞ宜しくお願い致します。
https://www.iot-innovation-challenge.net/


