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イノベーション創発に資する

人工知能基盤技術の創出と統合化

本説明に用いたスタートアップ事例にかかる資料はNTTドコモから提供されました



文部科学省, 人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロジェクト（AIPプロジェクト）

イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化

人工知能基盤技術の創出：センサー技術，実時間ビッグデータを扱う
データベース技術，システムセキュリティ技術，機械学習を核とする
システム最適化技術等の高度化

統合化（システム化）：世界データを総合的に実時間で処理し理解する
情報処理システムを構築

目標：モビリティ，ロボティクス，健康・医療・介護，防災・減災，農業，
ものづくり等における自動化・最適化を進める際のイノベーション創発

and/or
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➢ イノベーション創出型

- 社会問題の解決あるいは産業からの要望について十分な理解があり，ビジネスモデル設計と同時に
ベストプラクティスの最新技術を組み合わせた統合システムを構築．

➢ 基盤研究実証型

- 解決すべき社会・産業問題が具体化されているイノベーション創出型とは異なり，より広範な課題解
決につながる汎用的機能を提供．

想定する提案の研究タイプ
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基盤研究実証型

デザイン優先

ICT

新素材
遺伝子応用

土木
建築

Interdisciplinary

技術の成熟度

時間

4

ICT は”デザイン”

イノベーション創出型
ICT



基盤研究実証型

その汎用的な機能が実現されれば，多くの既存周辺技術が自然に結合されて
イノベーションを誘導するもの．

例：
• 音声・画像を統合したマルチモーダルなメディア認識技術
• 大量データを必要としない深層学習によるメディア認識技術
• コンテクストに基づく自然言語対話技術
• 記号接地を自動獲得するロボット技術

ポイント：余計な周辺技術研究は不要．一点突破の研究開発成果が
多くのフォローワーを生んで応用が広がるシナリオが大事．
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汎用動画像認識技術提供を目指す技術スタートアップ(2010-)
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Vicarious approach
to solve reCaptcha : ~300

Google approach
to solve reCaptcha : ~150,000,000

Hierarchical Temporal Memory (HTM)理論が背景の模様．HTM理論の最大の特長は時間の重視．

人工知能基盤技術事例



課題 解決策 価値提案 圧倒的な優位性 顧客

主要指標 チャネル

コスト構造 収入

①②

③

④

⑥

⑦⑧

⑨

• Few algorithm 

advances in last 30 

yrs

• Top algorithm used 

for speech, vision, 

language is the

• convolutional neural 

network.

• Fundamental 

architecture hasn’t 

changed since 

1980s

• Most performance 

from increased CPU 

and memory

• Requires millions of 

labeled training 

examplesNot 

generative, can’t do 

fine segmentation, 

etc

受託業務における収
益

ソリューション提供
の精度，速度

人件費
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• Producing precise explanations 

require feedback

• connections. (Brain has lots of 

them)

• Feed-forward and feedback 

work simultaneously

• In contrast, neural networks are 

purely feedforward.

Feedback connections

以下の分野の自動化
The world currently pays 

humans to do jobs 

computers

should do:

Manufacturing - Inspect 

and manipulate objects.

Logistics - Drive trucks, 

planes, and boats.

Retail - Restock shelves 

and ring up merchandise.

Food - Cook and serve 

meals.

Agriculture - Plant and 

harvest food

• Generative probabilistic graphical 

model.

• Currently performing near human-level 

on shape recognition.

• On track to reach human-level object 

recognition.

• Requires very few training examples.

• Very fast, memory efficient.

• Can be applied to vision, audio, 

language, motor, etc

ロボティクス
が利用できる
接客事業，

建設業
製造業

以下のロードマップで開
発継続．
shape 
texture 
motion 
motor 

language concepts

未確定

B２Bチャネル

全世界から選別した３０人
ほどのPh.D. 

No plans to commercialize current tech, but as a fallback plan

OCR is a $400M/year industry.

現時点での収入はなし．以下の投資のみ．M&A狙いは自明か．
• 1.2M Seed. Founders Fund, Felicis VC, Open Field Capital,

• others. Oct 2010.

• 15M Series A. Dustin Moskovitz, Founders Fund, Open Field

• Capital, others. Jul 2012.

• 40M Series B. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos,

• Jerry Yang, Dustin Moskovitz, Formation 8, Khosla Ventures,

• Founders Fund, Felicis VC, others.

技術志向の強いスタートアップ．脳の視覚機能実現を当面狙う．Vicariousに対する私の見立て

基盤研究実証型ゆえ
曖昧，これはOK
ここを突き詰める

必要はない

応用範囲は
自明的に大きい．

フォーカスされた
アプローチ

余計な周辺研究が
混じらない．
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イノベーション創出型： デザイン思考への発想の転換が重要
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＜技術＋ビジネスモデル＋顧客と社会への貢献＞を俯瞰した持続可能なシステム設計

個々の技術に新規性は不必要．ベストプラクティスの選定と組み合わせが大事．

技術 社会 & 事業価値



https://arimo.com/solutions/
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・ディープニューラルネットワークを用いて，
時系列系のBigDataを解析して，顧客にインサイ
トを提供する

・SparkとTensor Flowを用いてデータ解析を
行っている

・主な顧客は金融機関やリテール
・金融機関向けには，大量のトランザクションを

分析して，不正利用検知や，与信評価，貸付け先
のショートや倒産のリスクを査定

・リテール向けには，レコメンド，在庫最適化，
顧客セグメンテーションなどを提供している

ARIMO： DNNによる時系列解析を故障予測，フィンテック，
小売最適化に応用

イノベーション創出型



課題 解決策 価値提案 圧倒的な優位性 顧客

主要指標 チャネル

コスト構造 収入

①② ④⑦

• 時系列データのモデリ
ングに関する実用的汎
用技術が提供されてお
らず, 様々な事業課題に
最適化したモデルをタ
イムリに開発できる会
社がいない.

• 様々なシステムが出力
する時系列データの収
集, 整形, DNNシステム
への入力に要するする
リソースが莫大.

• 故障予測，売上予測，
不正利用検知に関する
ドメイン知識の不足．

• ビッグデータに対する
高速処理がまだ未熟で
ある．

• Spark+Tensor 
Flowへの技術集約．
Distributed Tensor 
Flow on Spark

• DNNのハイパーパラ
メータ検索の高速化

• B２B顧客数
• モデリングのテンプ

レート数

• ソリューション提供
の精度，速度

• ビジネスユーザとデ
ータサイエンティス
トを繋ぎ，事業課題
に最適化した時系列
データのDNNモデル
構築.

• 各事業ドメインで典
型的なユースケース
（保険：リスク分析
，小売：需要予測）
では, DNNモデルを
テンプレート化. 導
入期間短縮.

• 時系列データ入力を
自動化するパイプラ
イン構築.

• 時系列データのDNNに
関するState-of-the-art
を使いこなす技術者集団
.

• 様々な事業ドメインの顧
客との協業を通じて開発
したDNNモデルのテン
プレート蓄積.

• B２Bチャネルを数社
と確定済み

• グローバルに事業を拡
大するためにインテグ
レーションパートナー
を選定中．

• 製造業
• 保険・金融業
• 小売業
• 鉱業

※事業課題の設定, 性
能要件の策定/評価を実
行するノウハウ（ドメ
イン知識）を保有する
会社に対して, DLによ
る課題解決を提案.（例
）専門家がデータを解
析し，予測・異常検知
モデルを構築している
企業に対して, DLによ
る自動化を提案）

人件費：50人のデータベースや機械学習のエンジニア
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創業時期：2012年
本社所在：Mountain View, CA

創業者 ：Christopher Cuong T. Nguyen

投資企業：a16z, Lightspeed Venture, Bloomberg Beta等
資金調達：Series A1 $12M＠2016.11 累計$25.45M調達

技術志向の強いスタートアップ．応用はクリアで実践的．ARIMOに対する私の見立て

• データ入力パイプライン，DNNモデル構築のコンサル料
• 予測・検知サービスの利用料

顧客が明確

課題と
価値提案が明確



篠田浩一
（東工大
）
深層
学習の
1000倍
高速化

佐藤真一（NII）

メディア情報解
析による
未知事象の
予測

①
デ
ー
タ
解
析

②
シ
ス
テ
ム
構
築

③
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

佐藤克文
（東大）
バイオロギン
グによる
大気・海洋
モデル
高精度化

岸本
泰士郎
（慶應大
）

自然言語
処理
による
精神疾患
予防

基盤研究実証型 イノベーション創出型

花岡悟一郎
（産総研）
汎用的
秘匿化

データ処理

盛合志帆
（NICT）

プライバシ
ー保護
データ処理

浜本隆二
（がん研）
がん医療

AIシステム

飯山将晃
（京大）
IoT活用

サステイナ
ブル漁業 大川剛直

（神戸大）
インタラク
ション分析
による
放牧牛
管理

加藤真平
（東大）
自動
運転の
危険・異常
予測

CREST「イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化」
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見受けられたパターン

各ドメインの専門家とIT技術専門家とのコラボで価値提案 → お勧め

Joseph Schumpeter‘s 
“neuer Kombinationen”

新結合
(Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung)
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農学部 x 工学部

医学部 x 工学部

公立研究機関 x 企業



➢イノベーションに向けたシナリオが明確か．2年6ヶ月後／5年6ヶ月後に得られる成果が
想像できるか．

➢チーム内の役割分担が明確で，必要不可欠な研究体制になっているか．

➢他ファンドから十分資金提供を受けていて，本CRESTの意義が不明確になっていないか．

➢機械学習をベースとした提案の場合，データが準備されているか．あるいはデータが準備
される具体的な予定があるか．

➢社会実装を目指す提案の場合，システムを実装運用することが考慮された研究体制になっ
ているか．基盤研究実証型の提案はシステムの実装運用はスコープ外もでよい．

➢適切な規模および範囲の問題設定を行い，焦点の定まった研究提案となっているか．

➢選考にあたり多様性を考慮する．

➢純粋なデバイス・マテリアル設計は本領域の対象外とする．
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選考の観点



若手研究者の参画
企業の研究者，起業家の受け入れ，社会人ドクターの活用
失敗を前提とした多数仮説の実行（この場合は複数研究テーマはありだろう）

誰がリーダーか分からない，役割分担が不明確な多数の個別研究の集まり，よって成果が
統合されずイノベーションに繋がらない提案と誤解されないようにお願いします．

推奨するチーム構成
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問題空間
(例：物流改革，地方創生，医療・福祉，ロボティクス)

できるにこしたことはないがたぶん実現で
きないテーマ
（作文先行型） e.g., ”自動走行車を作る”
は大きすぎる．

小さいが役に立つ部分問題を
しっかり捉えた焦点の定まった
テーマ

役に立つ部分問題を何も包
含していないテーマ
（机上の空論型）

役に立つ散在する
部分問題

一見良さそうに見えるが，
結局は成功しないテーマ(研究室やりたいテーマ寄せ集め型）

金出マップを参考17

適切な問題規模とは？
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機械学習を前提とした提案の場合

データが準備されているか．あるい
はデータが準備される具体的な予定
があるか．

そのデータとはどのようなものか．



■産業応用のための汎用人工知能基盤技術

・実時間の自然言語理解・音声対話基盤技術

・ロボティクスの自動学習に供する動画像認識基盤技術

・各種センサーを統合した環境認識技術

・汎化性能の高いオンラインディープラーニング技術

・時系列データからの異常性検出技術

・自然言語からの動画像精製技術

・音声・画像からのマルチモーダルなメディア認識技術

■モビリティ・ロボティクス

・動画像認識と各種センサー認識を統合した自動走行ロボット

・自動走行を可能とする高性能車椅子

・自律飛行し，構造物の危険箇所を自動判別するドローン

・視聴覚情報とアクチュエータ制御のコーディネーション

・健常者とスポーツができるようなロボット義足

■食品・農業・漁業・製造・運輸・建設

・非ICT産業の生産者業務のスマート化

・食品の配膳を可能とするロボット制御技術

・畜舎の維持管理を行うロボット制御技術

・農地の乾燥状況をモニタリングした灌漑の最適制御技術

・産業用機器データを分析，機器の運用状態の最適化，故障予知

■防災・減災

・災害や異常気象を予測し，自律的に最適な対応を構築する技術

・平時には他用途で収集されるデータを用いて最適な避難誘導を行うシステム

■フィンテック・マーケティングオートメーション

・潜在顧客（リード）のWebアクセスやメール開封，流入元等の行動履歴を

分析・スコアリングして潜在的ニーズ分析や購買意欲の可視化

・Twitterや投稿，レビューやスコア付け，コメント等のPublicデータから顧客パターン分析

・顧客ごとにパーソナライズされたメッセージ配信の実施やキャンペーン配信を実施

・人材マッチングの自動化システム

■健康・医療・介護

・問診からの疾病判断支援技術

・疾患の早期発見のための高速医療画像処理

・医療データを取り込んだ電子カルテの高精度処理による治療計画最適化

・高齢者見守り介護とプライバシー保護を高度にバランスさせるデータ処理技術

■セキュリティ・認証

・システムに対するサイバー攻撃の自動検出

・ネットワークのトラヒックを分析．未知のマルウェア等による攻撃への対応

・生体認証等の Multi-Factor Authentication機能
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募集テーマ例（太字表記を特に歓迎）



提案する研究内容が将来的に社会実装／起業される場合，社会に与える価値を想定して，項目に従って箇条書きで記
入してください． いずれの項目も，明確かつ簡潔な内容とすることに留意してください．

課題 解決策 価値提案 圧倒的な優位性 ユーザー

社会やユーザー
の抱えている，
解決すべき課題
を記載してくだ

さい．

課題解決のため
に提供する，価
値を生み出すた
めの機能を記載
してください．
新しい技術や，
技術の組み合わ
せによる新しい
サービスなど．

社会やユーザー
に与える価値を
記載してくださ

い．
（ユーザーが解
決策を選択する
理由としてくだ

さい．）

研究成果が社会実
装／起業された際
，サービスや製品
が持つ，他者が簡
単に真似すること
ができない優位性
を記載してくださ

い．

研究成果が価値を
提供する対象（対
価を払ってくれる
相手）を記載して

ください．
業種，職種，地域
等の属性を組み合
わせて絞り込んで

ください．
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まともな序文との共通性

論文の序文の構成要素にまともな「社会への洞察」を入れろということ

研究の必要性，意義
→ 顧客と価値提案

従来のその分野の研究状況
→ 類似研究はあるか？競争相手は誰か？

研究の目的，扱う範囲
→ 解決する部分問題（課題）の定義

オリジナリティを主張する範囲
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２段階の選考
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➢ イノベーションに向けたシナリオが明確か．2年6ヶ月後／5年6ヶ月後に得られる成果が想像できるか．



AI＆IoTによるイノベーション

機械学習

ビッグデータの整備

ビジネス設計

システムエンジニアリング

クラウド＆データベース技術

ICT人材育成・スタートアップ

労働流動性

企業文化・組織改革

企業
との

マッチング

領域
アドバイザー

の支援
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領域アドバイザー

以下敬称略

砂金信一郎（LINE）チャットボット，AIの戦略企画担当
内田誠一（九大）パターン認識，バイオイメージインフォマティクス
鬼塚 真（阪大）データベース
鹿志村 香（日立）エクスペリエンスデザイン，社会イノベーション
佐藤洋一（東大）コンピュータビジョン
杉山 将（理研／東大）機械学習
萩田紀博（ATR）知能ロボティクス，知的処理
松本真尚 （WiL）投資，スタートアップ支援
松本 勉（横浜国大）情報セキュリティー
浅井英里子 (GE) 企業連携，社会イノベーション
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6/1/2016 在日本，米国大使館のPhiladelphia Orchestraのレセプションにて

研究が世に役立つという気概を持とう

"Who said it first is not important.

Who gets there first is."

(Takeo Kanade, Circa 1990s)
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