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1 イベント  
  

1-1 Sensing Solutionアイデアソン・ハッカソン ~イノベーションはキミの手のひらから~ 

IoT(Internet of Things)の名の通り、近年、社会の至るところに、世の中をセンシングするデバイスが設

置され、ビッグデータと呼ばれる大量のデータが利用可能となってきています。また、AIを始めとする 

最先端の技術も、生活の色々な場面で活用されてきています。その一方で、気候変動や環境問題を始め 
とする、様々な社会課題が未解決のまま残っているのも事実です。  

将来を担う皆さんが、これらの社会課題を解決し、より良い未来を創造するイノベーションを提案し、共
創する場として、「イノベーションはキミの手のひらから」をスローガンに学生を対象とする、 
「Sensing Solutionアイデアソン・ハッカソン」を企画、その実現のために、2021年7月に、大学の教員
や研究者を中心とした実行委員会を立ち上げました。  

2回目となる2022年度は、公益社団法人計測自動制御学会(SICE) システムインテグレーション部門(SI部門)
とソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(SSS)の共催により、Sensing  Solutionアイデアソン・
ハッカソン2022を開催します(オンラインでのコンテスト形式の開催となります)。参加費は無料です。多
くの皆様からのご応募をお待ちいたします。  

 
1-2 実施期間  

第2回(2022年度)イベントは、2022年7月1日(金)から2022年12月17日(土)までをイベントの応募・実施
期間とします。2022年6月15日(水)から2022年6月30日(木)までは、イベントの告知期間で、エントリー
はできません。また、この期間中はイベントの内容が変更される可能性があります。  

 
1-3 参加 

日本国内の高等学校・大学等(大学、大学院、短期大学、大学校、専門職大学、専門学校、高等専門学校)に在籍
する生徒・学生が、1名(個人)以上または5人以下のチームで参加できます。所属の学校が異なるメンバーでチー
ムを組むことも可能ですが、全員が上記の高等学校・大学等に所属していることが条件です（中学生以下や大学
等に所属しない社会人/卒業生をメンバーに含めることはできません）。 

参加費用は、無料です。 

 
1-4 主催・運営 
2022年度は、以下の2者による共催となります。 

公益社団法人計測自動制御学会システムインテグレーション部門  

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社  
 
本イベントの実施のために、「Sensing Solutionアイデアソン・ハッカソン2022実行委員会」を組織し、株式
会社ソニー・グローバルエデュケーションの協力により運営されます。 
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2 テーマ  
  

2-1 2022年度テーマ「IoTがつなぐ未来」  

2022年度のテーマは、「IoTがつなぐ未来」です。  
前述の通り、近年、社会の至るところに、世の中をセンシングするデバイスが設置され、ビッグデータ 
と呼ばれる大量のデータが利用可能となってきています。音声、画像、位置情報等のIoTデバイスから得
られるデータやAI等の最先端の技術を活用することにより、社会課題を解決したり、未来の生活を豊か
にしたりするイノベーティブな提案を幅広く募集します。  
本テーマにおける提案には、社会課題を技術的に解決する提案だけでなく、IoTデータを活用したインタ 
ラクティブアートやエンターテインメントなどの生活を豊かにする提案も含みます。学生の皆さんから、
ユニークで多様な提案が集まることを期待しています。  

  
2-2 募集部門  
2022年度は、以下の2部門を設けます。部門によって課題の内容が異なります。  
  

I. アイデアソン部門  
具体的なIoT機器の利用を想定したアイデアの提案（1次審査） 
1次審査に提案したアイデアをブラッシュアップして提案（2次審査） 
1次、2次、最終審査を通じて、アイデアの実装は必要ありません。  

  

II. ハッカソン部門  
SPRESENSE™*の利用を想定したアイデア提案(1次審査)。  

1次審査に提案したアイデアを、Spresenseを用いて実装**し、デモンストレーション動画
の作成し提案(2 次審査)。  

*SPRESENSE™は、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社製IoT向けス マートセ
ンシングプロセッサ搭載ボードです。  

**1次審査の合格チームには、アイデアの実装環境として、「Spresense開発キット」2セッ
トを無償貸与いたします。  

 
アイデアソン部門、ハッカソン部門の両部門への応募、並びに同一部門への複数の応募も受け付けます。  
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2-3 制作課題と条件    
 

I. アイデアソン部門  
1次審査課題：上記２のテーマ「IoTがつなぐ未来」に即したアイデアの提案  
条件として、Spresense等、応募時点(2022年8月)に実在する機器を用いて、アイデアを実現する方
針まで提案してください。アイデアソン部門では、IoT機器をSpresenseに限定しませんが、実在
する機器を具体的に挙げ、実現方針を記載してください。 
 
2次審査課題：1次審査で提出したアイデアのブラッシュアップ  
1次審査で提案したアイデアの実現方法・提供方法(技術に限らず、サービス/ビジネスモデルなど
ソリューション）を具体的に検討してください。また、そのソリューションの簡易な検証を行うこ
とで課題を抽出し、提案内容をブラッシュアップしてください。 
 
ソリューションの検討、並びにその検証の参考になるウェビナーを無償で開催予定ですので、ご活
用ください。 

 
II. ハッカソン部門  

1次審査課題：上記２のテーマ「IoTがつなぐ未来」に即したアイデアの提案  
条件として、Spresenseを用いて実現可能なアイデアを提案してください。Spresenseに加えて
他の機材を使用する想定でも構いません。  

  
2次審査課題：デモンストレーション動画の制作（アイデアの実装を含む）  
1次審査での提案したアイデアを、Spresenseと周辺機器等を用いて実装(プロトタイピング)し
てください。実装には、Spresenseのメインボード(1台以上)を使用することが条件ですが、そ
の他に、Spresense、または他の機器、デバイス等の使用は任意です。  
デモンストレーション動画（mp4 形式あるいは mov 形式で5分程度まで）を制作し、提案して
ください。「提案過程における工夫」が審査基準に含まれますので、Spresenseの特徴を活か
して実装した様子がわかるよう、デモンストレーション動画でアピールしてください。  
  

なお、1次審査通過者には、アイデアの実装環境として下記の「Spresense開発キット」2セット
を無償貸与いたします。  

  

＜Spresense開発キット＞  
・Spresenseメインボード [CXD5602PWBMAIN1]   
・Spresense カメラボード [CXD5602PWBCAM1] *  
・Spresense 拡張ボード [CXD5602PWBEXT1]*  
・ Mic&LCD KIT for SPRESENSE [AUTOLAB-001]*  
・その他ケーブル・SDHCカード  

* 開発キットに含まれますが、実装に利用するかどうかは任意です    
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3 応募  
  

3-1 スケジュール  
参加登録と発表会、アイデアソン・ハッカソンへの応募、イベント期間中に開催予定のウェビナーについてのス
ケジュールは下記の通りです。日程が変更になる場合もございますので、イベントサイトにて最新の情報をご確
認お願いいたします。 
 
参加登録と発表会 ※アイデアソン、ハッカソン共通 
 参加登録：2022年7月1日(金)~2022年7月19日(火) 

説明会：2022年7月7(木)、または8日(金) 
発表会・表彰式：2022年12月17日(土) 

 
アイデアソン・ハッカソン応募 

I. アイデアソン部門  
応募期間（1次審査）：2022年8月1日(月)～2022年8月26日(金) 
結果通知（1次審査）：2022年9月6日(火)  
応募期間（2次審査）：2022年9月8日(木)～2022年10月31日(月)  
結果通知（2次審査）：2022年11月25日(金)  

 

II. ハッカソン部門  
応募期間（1次審査）：2022年8月1日(月)～2022年8月19日(金)  
結果通知（1次審査）：2022年8月26日(金)  
貸与機材発送     ：2022年8月27(土)～2022年8月31日(水)    
応募期間（2次審査）：2022年9月1日(木)～2022年10月31日(月)  
結果通知（2次審査）：2022年11月25日(金)  

 
ウェビナー 

ウェビナー開催期間（1）：2022年7月11日(月)～2022年7月31日(日) 
 2022年度テーマに関連する講演、1次提案に参考となるセミナーを予定 
ウェビナー開催期間（2）：2022年8月29日(月)～2022年9月16日(金) 
 2次提案に参考となるセミナーを予定 
ウェビナー開催期間（3）：2022年9月19日(月)～2022年10月16日(日) 
 ハッカソン部門の2次提案に参考となるセミナーを予定 
（1次審査合格者に無償貸与するSpresense開発キットが使用可能である想定） 
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３-2 参加登録  
アイデアソン部門、ハッカソン部門への応募、並びに本イベント期間中に開催されるウェビナーへの参加
のためには、参加登録が必要となります。登録は、イベントサイトのみで受け付けます(メールや郵送によ
る応募はできません)。  

https://sensing-solution-hackathon.sonyged.com/  
 

参加登録にあたり、本応募要項の他、下記を事前に確認していただき、内容についてチームメンバーの同
意を取ったうえで、チームの代表者が応募してください。参加登録には、チーム名のほか、チームメンバ
ー全員のお名前、所属・学年、メールアドレス等が必要となります。ただし、チームメンバーが未確定で
あっても、参加登録してウェビナーへの参加ができるように、仮のチーム名にて個人で参加登録すること
も可能です（アイデアソン、ハッカソンへの応募の前に、実際に応募を行うチーム名・チームメンバーに
て再登録できる期間を設ける予定です）。 
・参加同意書  
・個人情報の取り扱いについて  

 

3-3 応募方法 
アイデアソン部門、ハッカソン部門ともに、参加登録したチーム毎に、イベント運営事務局がオンライン
ストレージ（Googleドライブなど）を準備し、提案書類や動画ファイル（ハッカソン部門のみ）等をア
ップロードして頂く予定です。詳細は、参加登録後にご案内いたします。 
 

3-4 ウェビナーへの参加方法 
本イベント期間中に開催予定のウェビナーに参加するためには、3-2に記載する参加登録が必要になりま
す。ただし、参加登録はチームで行いますが、ウェビナーの参加はチームメンバー個人で参加可能です。
そのため参加登録後に、登録頂いたメールアドレス宛（チーム代表者だけでなく、メンバー全員）に、ウ
ェビナーの開催スケジュール、参加方法等の詳しい情報をお知らせする予定です。また、参加登録頂いた
メールアドレスにて各講演やセミナーへの登録、参加をしていただくため、ウェビナーの案内（メール）
を他者に転送して登録者以外の方が参加することはできませんので、ウェビナーへの参加を希望される方
は、必ず3-2に記載する参加登録を事前に行ってください。 
本イベントにて開催されるウェビナー（講演、セミナー等）は全て無料で参加可能ですが、一部のセミナ
ーは実施の都合上、参加条件や人数制限を設ける場合がございますことをご了承ください。 

https://sensing-solution-hackathon.sonyged.com/
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4 審査  
  

4-1 審査員  

アイデアソン、ハッカソンの２部門ともに、「Sensing Solutionアイデアソン・ハッカソン2022実行委員会」の
実行委員を審査員として、審査を行います。  

 
 

4-2 審査方法  

審査方法は、それぞれ下記の通りとします。1次審査と2次審査は、応募者名、所属を伏せた形でのブラ
インド審査とします。 最終審査は、オンライン発表会で、応募者自身によるプレゼンテーションを実施
して頂き、審査員による質疑と審査を実施いたします。 

I. アイデアソン部門 

 1次審査：提案書類（テンプレートあり）による審査 

 2次審査：提案書類（テンプレートあり）による審査 

 最終審査：応募者自身によるプレゼンテーション（対象者に別途連絡）をオンラインで審査 

II. ハッカソン部門 

 1次審査：提案書類（テンプレートあり）による審査 

 2次審査：提案書類（テンプレートあり）、デモンストレーション動画による審査 

 最終審査：応募者自身によるプレゼンテーション（対象者に別途連絡）をオンラインで審査 
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4-3 審査基準  

審査基準は、それぞれ下記の通りとします。提案作成の際の参考としてください。  

I. アイデアソン部門  
１）提案の独創性  
      独創的な発想であり人に感動を与えられる作品なのか
２）提案の社会的必要性  
      いかに生活を豊かにするか。人を幸せにするか
３）提案の実現性  

アイデアの実現に向けた方針が述べられているか
４）IoTデバイスによる実現の適合性  
      IoTデバイスの利用ならではの提案となっているか  
５）提案過程における工夫* 
  提案したアイデアの検証し、課題の改善等の工夫ができているか 

 
 

II. ハッカソン部門  
１）提案の独創性  
      独創的な発想であり人に感動を与えられる作品なのか  
２）提案の社会的必要性  
      いかに生活を豊かにするか。人を幸せにするか
３）作品の実現性  
      アイデアの実現に向けた方針が述べられているか
４）Spresenseの適合性  

      Spresenseの特徴を活かした提案となっているか  
５）提案過程における工夫* 
  提案したアイデアの実装における工夫がアピールできているか 

*2次審査の際に適用されます。 
 
4-4 審査に関する注意事項  

提出された提案資料、並びにハッカソン部門2次審査用のデモンストレーション動画について、審査にあ
たり不明な点がある場合、主催者側からチームの代表者に、内容確認の連絡をさせていただく場合があり
ます。  
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5 発表  
  

5-1 発表会  
発表会（最終審査、表彰式を含む）は、参加者、主催、運営関係者等をオンラインで接続して開催します。  

  
I. 開催日時  

2022 年 12 月 17日（土） 終日予定 

 
II. 式次第  

12 月上旬を目処に事務局よりご登録いただいた代表者のメールアドレス宛にご案内します。  

 
III. 発表者  

アイデアソン部門、ハッカソン部門において、審査を通過した応募者（以下、ファイナリス
ト）がオンラインで登壇し、プレゼンテーション(10分程度)を行います。ファイナリストは、
アイデアソン部門（最大5件）、ハッカソン部門（最大10件）の予定です。  
  

IV. 参加方法  
ファイナリストの他、本イベントに応募頂いた全チームが発表会に参加できます。ただし、フ
ァイナリスト以外は、イベントの視聴のみになります。  

式次第と合わせて参加用の URL をご案内します。  
※ZOOMまたはTeams での開催を予定しています。  

 
V. 注意事項  

発表会の録音、録画、画面のスクリーンショット撮影はお控えください。  
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5-2 表彰  
アイデアソン部門、ハッカソン部門のそれぞれに対し、下記の各賞を設け、表彰するとともに副賞を贈呈
予定です。  
  

I. アイデアソン部門  
・最優秀賞  ※副賞（10万円相当）を予定  
・優秀賞   ※副賞（5万円相当）を予定 
・特別賞   ※副賞を予定 
・ファイナリスト  ※記念品を予定 
  

II. ハッカソン部門  
・最優秀賞  ※副賞（20万円相当）を予定  
・優秀賞   ※副賞（10万円相当）を予定  
・特別賞   ※副賞を予定 
・ファイナリスト ※記念品を予定  

  
なお、最終審査の結果、該当チームなしの場合もございます。  
副賞・記念品の内容は現在検討中のため、変更となる場合がございます。 
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6 その他・お問い合わせ  
  

事務局からの連絡は以下のメールアドレスより配信します。受信できるよう予めメールフィルタリング解
除などの設定をお願いします。  

sensing-solution-hackathon-support@sonyged.com  
  

本イベントに関するお問い合わせは、下記イベントサイトの「お問合せフォーム」にて、お願いいたしま
す。「よくある質問」も掲載しておりますので、お問い合わせの際に併せてご確認ください。  

https://sensing-solution-hackathon.sonyged.com/  
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