NEDO
Technology
Commercialization
Program
2018
最終審査会

日時
場所

1月25日
（金）

平成31年

13:00〜18:30（開場12:30）
フクラシア品川クリスタルスクエア 2階
●ピッチ会場 ホールＡ
●ポスターセッション兼交流会会場 ホワイエ

お問い合わせ
株式会社日本総合研究所 NEDO TCP事務局
Email：info@nedo-tcp.jp

〒141-0022 東京都品川区東五反田2−18−1 大崎フォレストビルディング

TEL：03-6833-6575（今川） 申込方法等の詳細はNEDO TCPウェブページ（https://nedo-tcp.jp/）をご覧ください。

主催：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
株式会社日本総合研究所
協力：株式会社三井住友銀行、株式会社カピオン

開催概要
開催概要
日時

平成31年1月25日（金）
13:00〜17:40(開場12:30〜)

場所

フクラシア品川クリスタルスクエア ホールA

参加費

無料

※交流会を17:40〜18:30で開催いたします

(ポスターセッション兼交流会は2階 ホワイエにて実施)

プログラム
13:00
13:08
13:13
14:30
14:35
15:30
15:35

開会
プログラム紹介
審査員紹介
ファイナリストによるプレゼンテーション①
休憩①
ファイナリストによるプレゼンテーション②
オーディエンス投票時間
産官によるベンチャー支援の取組み紹介
●株式会社三井住友銀行
●内閣府

15:55
16:05
16:25

休憩②
セミファイナリストによるショートピッチ
他のプログラム採択者による近況報告

16:35

過去の入賞チーム等によるパネルディスカッション

17:05
17:35
17:40

●サスメド株式会社

●Azinzo（TCP2017 最優秀賞）
●六合（TCP2017 最優秀賞／NEP※1）
●MI-6（No Maps NEDO Dream Pitch NEDO理事長賞※2）

表彰式
閉会
ポスターセッション兼交流会（〜18:30）

※1: NEDO Entrepreneurs Program(NEP)

研究開発型ベンチャー企業の立ち上げを目指す起業家候補人材が行う事業化可能性調査を支援するプログラム
※2: No Maps NEDO Dream Pitch with 起業家万博（NoMaps）

札幌市内を中心に開催されるコンベンション「No Maps」の連携事業として実施されるTCP型プログラム
調整状況によりプログラム変更の可能性がございます。
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NEDOとは
国立研究開発法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構
NEDO（New Energy and Industrial Technology Development Organization）

○日本最大級の公的研究開発マネジメント機関

・経済産業省所管・職員数926名（2018年4月1日現在）

○NEDOのミッション

・エネルギー ・地球環境問題の解決 ・産業技術力の強化

テーマ公募型事業

NEDOにおける研究開発事業の概要

次世代プロジェクトシーズ発掘事業

ナショナルプロジェクト
○新エネルギー分野
○電子・情報通信分野
○省エネルギー分野
○材料・ナノテクノロジー分野
○蓄電池・エネルギーシステム分野
○ロボット技術分野
○クリーンコールテクノロジー(CCT)分野
○機械システム分野
等

○エネルギー･環境新技術先導プログラム

研究開発プロジェクト(ナショナルプロジェクト等)の創出

研究開発型ベンチャーの起業家支援事業
○研究開発型ベンチャー支援事業

研究開発成果の実用化･事業化支援
○ベンチャー企業等による
新エネルギー技術革新支援事業
○戦略的省エネルギー技術革新プログラム
○課題解決型福祉用具実用化開発支援事業
○中堅･中小企業への橋渡し研究開発促進事業

等

シーズ発掘から事業化までシームレスに
支援を行うNEDOのプラットフォーム
研究開発成果の実用化･事業化支援事業
⇒新技術を具体的に以下の特定新分野の研究開発に生かしたい方

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業
戦略的省エネルギー技術革新プログラム
課題解決型福祉用具実用化開発支援事業
中堅･中小企業への橋渡し研究開発促進事業
ベンチャー企業等による宇宙用部品・コンポーネント開発助成
AIシステム共同開発支援事業
AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業
国際研究機関／コファンド事業

次世代プロジェクトシーズ発掘事業
⇒革新的なエネルギー･環境新技術をお持ちの方

NEDO先導研究プログラム/
① エネルギー･環境新技術先導プログラム
② 未踏チャレンジ２０５０

中堅･中小企業
大学等

大学等
中堅･中小企業

マッチング支援事業
⇒ビジネスへのマッチングを促進

死の谷

研究開発型ベンチャーの起業家支援事業

ベンチャー

⇒Tech系ベンチャーの起業をご検討の方

大学等

③ 研究開発型ベンチャー支援事業
③-1 NEDO Technology Commercialization Program（TCP）
③-2 NEDO Entrepreneurs Program
（NEP）
③-3 シード期の研究開発型ベンチャー
（STS）
への事業化支援
③-4 企業間連携スタートアップ
（SCA）
に対する事業化支援
③-5 高度専門産業支援人材育成プログラム
（SSA）
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○
○
○
○

サンプルマッチング
金融マッチング
S-Matching
ビジネスマッチング

ベンチャー
中堅･中小企業

※「中堅・中小企業」
「大学等」
「ベンチャー」
アイコンは、視覚的分類を目的につけており、
事業によっては、応募対象を制限しているとは限りません。詳細は各事業をご確認ください。

■研究開発型ベンチャーの起業家支援事業
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■研究開発型ベンチャーの起業家支援事業
大学、研究機関、ベンチャーの起業家の育成支援プログラム

③-1 Technology Commercialization Program（TCP）
技術シーズの事業化やそのプロセスに関心を有する国内の大学・研究機関等に在籍する
研究員、大学院生、学部生であって、将来起業することを視野に入れている方を対象に、
ビジネスプラン作成のための研修と、ビジネスプラン発表の機会を提供します。

NEDO TCP は専用サイト

http://nedo-tcp.jp/ でご案内しています。
対象者

※公募開始時に起業していないこと

大学等の技術シーズを用いて起業を目指す研究者等 （企業・大学等の個人、研究者又は研究チーム）

応募資格

○技術シーズの事業化に関心を有する国内の大学･研究機関に在籍する研究員､大学院生､学部生であって､
将来起業することを視野に入れている方
○企業における研究や新規事業のスピンアウトを考えている方､既にスピンアウトした方

募集内容

環境･エネルギー､電子･情報通信､バイオ･ヘルスケア､機械システム､ロボット､材料･ナノテクノロジー
等の「技術」を活用したビジネスプラン

支援内容

国内外の専門家による助言および研修、活動費の直接的な支援はなし（旅費等の支援はあり）

賞
事業期間
対象技術分野

最優秀賞（１件）
、優秀賞（１〜２件）及びファイナリスト賞（１０件程度）を表彰
プログラムスケジュールに基づいて実施
経済産業省所管の鉱工業技術（但し、原子力技術に係るものは除く）

NEDO TCPプログラムの流れ
平成 30 年度募集期間：平成 30 年 6 月 8 日〜 9 月 14 日

広域地域イベント (NEDO 主催）

国内/海外メンター

最終
審査会

地域イベント

起業家候補

[ ピッチコンテスト ]

( 指定予選会 )

)

公募開始

6/8〜9/14

20〜30 チーム
通過

ピアレビュア

10 チーム
程度通過

12月〜1月

12月

9月中

個別指導

12/19

個別メンタリング

書面技能評価

本選審査申請

二次ピッチ審査会
︵東京 ・大阪 ︶

個別メンタリング

全体研修 起
( 業塾

一次書面審査

12/20

ＮＥＤＯ ＴＣＰ ファイナル

No Maps（北海道）

予選審査

1/25

本選審査

( 株 ) 日本総研 (NEDO 委託先）が事務を実施

予選通過者は NEDO に別途本選審査の申請書提出

[*1] Hello Tomorrow GLOBAL SUMMIT（2019 年 3 月パリ開催）参加の渡航費を NEDO が負担。
別途 Hello Tomorrow GLOBAL CHALLENGE に応募の上、Top500 に選出されたチーム（最大 3 チーム）が対象。
http://hellotomorrowjapan.org/ 【募集期間 6/4−9/14】
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上位1〜3位の特典
◎表彰
◎NEDO Entrepreneurs
Program（NEP）への
シード権（一次審査免除等）
◎終了後も継続した起業支援
ファイナリスト
（二次審査通過者）
の特典
◎海外(仏)イベントへの
渡航支援（一部）
[*1]
セミファイナリスト
（一次審査通過者）
の特典
◎NEDOが実施する
シリコンバレー研修・
イベントへの応募資格の付与

■研究開発型ベンチャーの起業家支援事業
事業化支援人材の伴走支援による起業支援

③-2 NEDO Entrepreneurs Program（NEP）
技術シーズを活用した事業構想を有する起業家候補人材（個人又は研究機関等や企業等に属する者）に対し、事業化支援人材
（事業カタライザー）による指導・助言の機会提供など、研究開発型ベンチャーを立ち上げるための活動を支援します。

対象者

個人事業主、起業を志す企業の社員、起業を志す研究者

事業形態

委託 （NEDO 負担率：委託対象費用の 100%）

委託金額

原則 500 万円以内（労務費は対象外）

事業期間

6 ヶ月以内

対象技術分野

経済産業省所管の鉱工業技術（但し、原子力技術に係るものは除く）

[NEDO Entrepreneurs Program
（NEP）概念図 ]

平成30年度

予算：1.0 億円

公募（4/24 〜 5/24）採択決定 20 件 / 応募 90 件（4.5 倍）

NEP 公募〜採択の流れ
書面審査、
事業カタライザーとのプレマッチング(プレゼンテーション)後、
外部専門家等によるプレゼンテーション審査を経て条件付き採択者を決定。
採択決定後２か月以内を目安として、
「実施計画書の提出」
「
、管理法人と研究員登録及び研究開発の実施に係る契約の締結」
並びに
「担当事業カタライ
ザーの決定」
をすることで本採択とする。
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■研究開発型ベンチャーの起業家支援事業
ベンチャーキャピタル等と連携してシード期のベンチャーを支援

③-3 シード期の研究開発型ベンチャー (STS) への事業化支援事業
具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、NEDO が認定したベンチャーキャピタル等が出資を行うシード期の研究開発型
ベンチャーに対して、事業化のための助成を行います。

対象者

シード期の研究開発型ベンチャー企業（STS）
（NEDO が認定したベンチャーキャピタル等（認定 VC）から助成対象費用の 1/3 以上の出資を受けること）

事業形態

助成 （NEDO 負担率：助成対象費用の 2/3 以下）

助成金額

プレ STS:2,000 万円以下、STS:7,000 万円以内／事業期間

事業期間

プレ STS:１年以内

対象技術分野

／

STS: １.5 年以内

経済産業省所管の鉱工業技術（但し、原子力技術に係るものは除く）

STS

(Seed-stage Technology-based Startups)

主な要件

の

認定 VC 等の主な要件

○日本登記された法人であること。
※中小企業基本法等に定められている中小企業者に該当する法人で
みなし大企業に該当しないこと。

○特定の技術シーズを有し、その実用化開発と事業化を行うシード期の
研究開発型ベンチャーであること。
○認定 VC から助成対象費用の 1/3 以上の出資を公募要領で定める期日以降に
受けていること。又は、今後出資が予定されていること。
（出資の意思決定確認書等が必要）

○新市場、イノベーションを創出しうるものであること。

○業としてベンチャー企業への投資機能を有し、STS を支援する
ハンズオン能力を有する VC 等。（チームによる申請も可。
）
○日本国又は外国政府、国立大学法人、地方自治体の出資が入っていない
法人であること。
○国内に STS 等を支援する拠点（支店も可）を有し、常駐スタッフを配置
していること（計画段階も可）
。
但し、常駐スタッフは STS の支援実績、または支援能力を有すること。
＜認定期間＞ 平成 31 年度まで
但し STS の支援期間中は当該 STS に対しての権利義務を継続。

認定 VC（平成 30 年 11 月現在 34 社）
株式会社ゼロワンブースター
株式会社ファストトラックイニシアティブ
株式会社ＴＮＰスレッズオブライト
SBI インベストメント株式会社
ジェネラルパートナー株式会社
鎌倉インベストメント株式会社
株式会社 MAKOTO キャピタル／一般社団法人 MAKOTO
株式会社みらい創造機構
株式会社 ABBALab
株式会社広島ベンチャーキャピタル
合同会社ユーグレナ SMBC 日興リバネスキャピタル

ニッセイ・キャピタル株式会社
株式会社ジャフコ
360ip ジャパン株式会社
Remiges Biopharma Fund GP, Inc
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ
D4V 合同会社
グローバル・ブレイン株式会社
日本ベンチャーキャピタル株式会社
インキュベイトファンド株式会社
合同会社テックアクセルベンチャーズ
みやこキャピタル株式会社
MedVenture Partners 株式会社

Beyond Next Ventures 株式会社
Global Catalyst Partners Japan
ハックベンチャーズ株式会社
株式会社 SARR TECH RANCH
株式会社東京大学エッジキャピタル
ウエルインベストメント株式会社 /AZCA,Inc.
Draper Nexus Venture Partners ,LLC
Expara Ventures .Ltd.
Triple Ring Technologies,Inc. ／日本医療機器開発機構
QB パートナーズ有限責任事業組合
500Startups Japan

｢研究開発型ベンチャーへの事業化支援事業（VC-STS 事業）｣予算額と公募情報
平成 28 年度 予算 ：13.9 億円 第 1 回公募 (4/15〜5/27) 交付決定 4 件 / 応募 12 件 (3 倍 )

第 2 回公募 (7/11〜8/26) 交付決定 9 件 / 応募 14 件 (1.6 倍 )

( 平成 27 年度補正予算 )

平成 29 年度

予算 ：15.0 億円

第 1 回公募（4/3 〜 5/31）交付決定 15 件 / 応募 26 件（1.6 倍）
第 2 回公募（7/19 〜 8/21）交付決定 7 件 / 応募 12 件（1.7 倍）

平成 30 年度

予算： 8.0 億円

第 1 回公募（3/19 〜 5/7）交付決定 9 件 / 応募 23 件（2.6 倍）
第 2 回公募（7/12 〜 8/31）採択決定 9 件 / 応募 27 件（3.0 倍）

平成 31 年度

予算 : 未定

第 1 回公募公募時期

2019/1 月下旬

●平成 30 年度の公募情報・公募要領・採択結果等の詳細は、以下でご確認いただけます。
NEDO ホームページ＞公募・調達＞公募情報→分野別情報一覧＞■分野横断的公募事業 平成 30 年度

[VC-STS 事業概念図 ]

分野横断的公募事業分野

公募一覧

④採択・交付決定
助成対象費用の 2/3 以下
＜助成対象・実用化開発、事業化調査に係る費用＞

シード期の研究開発型
ベンチャー企業（STS）

③応募
②認定
①応募
【参考】平成30年度第1回公募

認定VC等

34社・チーム
（※平成30年11月現在）

助成額の 1/3 以上の出資

★助成交付条件

株式

交付決定先（9社）

株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション
IoT社会を支えるダメージレス部品実装技術の開発
株式会社SteraVision
人の 眼
の動きを取り入れたソリッドステート型スキャナーの開発
株式会社ANSeeN
大面積X線フォトンカウンティングイメージャとその製造技術の開発
アイリス株式会社
咽頭画像を用いた深層学習によるインフルエンザ診断機器開発
ソシウム株式会社
シームレスな細胞内応答解析技術と評価システムの開発
リベロセラ株式会社
GPCR-Gタンパク質系を標的とした化合物評価方法の開発
グランドグリーン株式会社
異科接木技術を用いた汎用的ゲノム編集法の開発
株式会社マイオリッジ
ビッグデータ解析手法を用いた、細胞組織生産における分化誘導シグナル制御および環境因子の最適化システムの構築
株式会社アドバンスト・キー・テクノロジー研究所
次世代電子デバイス用単結晶事業の実用化開発
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Seed-stage
Technology-based
Startups

■研究開発型ベンチャーの起業家支援事業
事業会社と共同研究等を行う研究開発型ベンチャーを支援

③-4 企業間連携スタートアップ（SCA）
に対する事業化支援
具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、事業会社と共同研究等を行う研究開発型ベンチャーに対して、事業化のための助成を行います。

企業間連携スタートアップ（SCA）連携する事業会社と共同開発契約を締結すること

対象者
事業形態

助成 （NEDO 負担率：助成対象費用の 2/3 以下）

助成金額

原則 7,000 万円以内／事業期間

事業期間

約 1.5 年間

対象技術分野

経済産業省所管の鉱工業技術（但し、原子力技術に係るものは除く）

SCA

(Startups in Corporate Alliance)

主な要件

共同研究等を行う事業会社の主な要件

の

○本邦法人であること。
( 海外法人の場合は、採択日から１か月以内に日本法人を設立すること )
○SCA に対する出資による持株比率が、50% 未満かつ SCA を連結対象と
しない等、実質上 SCA を支配していないとみなせること。

○具体的な技術シーズを活用した事業構想を持ち、事業会社と共同研究契約等
を公募要領で定める期日以降で締結していること。又は、今後締結が予定
されていること（締結の意向を確認するための同意書等が必要）
。
○本邦法人であって、事業活動に係る主たる技術開発および意思決定のため
の点を日本国内に有すること。

※なお、SCA への出資による取得株式には、事業会社の投資事業有限組合員としての所有に
属する分を含む。

※本邦法人未設立及び拠点未設置の場合は、
採択後１か月以内にそれぞれ設立及び設置すること。

○中小企業基本法等に定められている中小企業者に該当
する法人であって、みなし大企業に該当しないもの。
○大企業の持分法適用会社ではないこと。
○事業会社からの出資が 50% 未満で非連結対象であること。

応募

NEDO
採択・交付決定

※事業会社の出資による取得株式には、
事業会社の投資事業有限組合員としての所有に属する分を含む

研究開発型
ベンチャー

事業会社

共同研究等

助成率 2/3

平成28年度

予算：約 6 億円

公募期間：平成 28 年 10 月 3 日〜 11 月 24 日

平成30年度

予算：約 4 億円

第 1 回公募（5/15 〜 6/28）交付決定 8 件 / 応募 43 件（5.4 倍）
第 2 回公募時期：10 月 18 日〜 11 月 22 日

SCA 公募〜交付の流れ
申請書を提出の上、申請書締切りから１カ月以内に事業会社から申請書の連携内容に関する同意書を取得し NEDO に提出。
一次審査及び二次審査（プレゼン審査）
・経営者面談を経て、採択・交付決定を行う。
交付決定にあたっては、共同研究等に関する契約等の確証類を採択後１カ月以内に NEDO に提出することが必要。
１ヶ月以内

交付決定

採択決定

通過

経営者面談

)

二次審査 ︵プレゼン審査︶

（申請書締切りから
1ヶ月以内）

通過

一次審査 ︵書面審査︶

通過

要件審査 書
( 面審査

応募

申請書の
連携内容に関する
同意書

共同研究

(採択決定から１カ月以内)
共同研究等に関する
契約等の確証類の提出

助成金
及びその他支援

不合格
不合格

不合格

SCA

ピアレビュア

事業会社
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採択審査委員

■研究開発型ベンチャーの起業家支援事業
研究開発型ベンチャー支援の中核的な役割を担う、専門支援人材を輩出

③-5 高度専門産業支援人材育成プログラム（SSA）
広い知見と高い専門性を持ち、研究開発型ベンチャーの成長を伴走支援できる人材の育成を行う高度専門支援人材育成プログラム
「NEDO Technology Startup Supporters Academy（SSA）
」を実施します。

イノベーティブな研究開発型ベンチャーの創出支援の現場をリードしていく、またはリードしていく
であろう人材、もしくは、今後こうした支援キャリアを目指そうとする若手支援者候補など

対象者

○全国大学の産学連携・知財本部などの関連教職員・URA、コーディネーター、TLO 役職員、ポスドク等
○イノベーション・モノづくり支援等を担う自治体部局や公的産業支援機関の担当職員、
インキュベーションマネージャー、コーディネーター
○民間企業にてオープンイノベーションや社内発ベンチャー創出に従事する担当者で、 高度専門性・キャリア
を高めたい関係部局の担当者

対象者例

○VC 等で、各地の研究機関や公的機関と連携し、シード段階から積極的に技術の目利きや掘り起こしを行い、
研究開発型の専門性やキャリアを構築したいキャピタリスト
○上記に準ずる職能の者あるいはベンチャー支援者を志す若手人材など

日本のベンチャー・エコシステムの構成員としての公益的視点、広い知見や高い専門性を持って先端の
研究開発型ベンチャーの発掘から成長を伴走支援できる、現場の中核的役割を担う高度専門支援人材、
上記のキャリアパスを志向するイノベーション支援人材を、産・学・官・公・民の横串で育成します。

目的

【1】テクノロジーベンチャー支援に必要な、基本的な知識やスキルを身に付ける講義群
【2】伴走型支援者としてのマインドを培う場の提供
【3】上記の OJT（NEDO 事業者の支援現場）での実践的なアウトプット機会の提供など

プログラム
事業期間

2018 年 10 月初旬〜 2019 年 2 月末日までの予定（約４か月間）

( 平成 30 年度 )

後援機関等（予定）

受講者要件等
定員 ：20 名〜 40 名程度
参加費：無料
（ただし、参加に係る交通費等の実費は自己負担）
選考：書面審査により受講者を決定します。

平成 29 年度
平成 30 年度

経済産業省／（国研）産業技術総合研究所／（国研）科学技術振興機構／（国研）理化学研究所
（国研）情報通信研究機構／（国研）日本医療研究開発機構／（国研）宇宙航空研究開発機構
（国研）農業・食品産業技術総合研究機構／（国研）物質・材料研究機構／（国研）海洋研究開発機構
( 独 ) 日本貿易振興機構／（独 ) 中小企業基盤整備機構／（独）情報処理推進機構
( 一財 ) ベンチャーエンタープライズセンター／（一社）日本ベンチャーキャピタル協会
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会ほか

募集期間：８月 21 日〜 9 月 19 日
募集期間：８月 21 日〜 9 月 20 日

OJT 参加数 25 名 / 応募 72 名
OJT 参加数 41 名 / 応募 85 名

第一線で活躍するベンチャー企業やイノベーションの有識者による研究開発型ベンチャーの創出や支援について必要となる基本的な知識や方法論に関する
講義、ワークショップによる支援課題や論点のディスカッション、そして NEDO プログラムならではといえる研究開発型ベンチャーの 生 の支援現場を
実践経験する OJT 機会によりプログラムを実施します。

８月21日〜
９月19日
提出締切

前期集合
研修
（３日間）

９月末

10月初旬

NEDO SSA
OJT 実習
※TCP 等のカタライザーメンタリングを
OJTとして活用
開催場所：
NEDO Incubation Center（NIC）ほか
現地実習あり

ＯＪＴ期間
（３か月）

10月上旬〜12月中頃
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後期集合
研修
（２日間）

2月中旬

ＮＥＤＯ研修修了証書授与

公募開始

NEDO 事業支援現場にて同伴指導

後期集合研修︵ＮＩＣ︶２日間

書面審査

大学、独法、
公的支援機関、自治体、
VC 金融機関、民間企業等

前期集合研修︵ＮＩＣ︶３日間

受講者候補

○プログラム修了後には研究開発型
ベンチャーの支援的素養を備えた者
としてNEDOが修了証を発行。
○NEDOは、
これら取組を通じて、研究
開発型ベンチャー支援の中核的役割
を担う高度専門支援人材を育成・輩出
することを目指す。

審査員紹介 ( 最終審査会 )
各務 茂夫

国立大学法人東京大学 産学協創推進本部イノベーション推進部長 教授
一橋大学商学部卒、
スイス IMD 経営学修士 (MBA)、
米国ケースウェスタンリザーブ大学経営学博士ボストンコンサルティンググループを経て、
コーポレイトディレクション (CDI) の設立に参画。
2004 年東京大学産学連携本部 教授・事業化推進部長に就任。2013 年から現職。大学発ベンチャー支援、起業家教育等に取り組む。日本ベンチャー学会副会長・理事、日本ベンチャー学会
第 1 回松田修一賞受賞 (2015 年 )。NPO 法人アイセックジャパン代表理事・会長。
http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/

安部 博文

国立大学法人電気通信大学 産学官連携センター ベンチャー支援部門 特任教授
博士
（経済学）
。電気通信大学認定ベンチャー企業支援、
ベンチャービジネス論を担当。事業計画を拝見する場合、
「誰が・誰に・何を・いくらで・いつ・どこで・どのような方法で提供する話か」
「
、類似・
先行の商品・サービスとの違いと優位性は何か」
、
「お客様・ユーザにとっての費用対効果は何か」の説明に注意します。これらの項目の説明が出来ているかどうか、をチェックポイントにし
ています。

阿部 浩之

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 臨床研究・治験基盤事業部主幹
大手外資系製薬メーカーほか、
医薬品業界において、
川上（研究開発）から川下（流通・調剤・販売）まで、
あらゆる職種に従事。2015 年、
国立成育医療研究センター 知財・産学連携室長に就任し、
小児製剤開発、産学連携、センター内のシーズ発掘およびマッチング企業の探索を推進。2017 年、日本医療研究開発機構臨床研究・治験基盤事業部に出向し、橋渡し研究支援拠点や臨床研
究中核病院等においてアカデミア等による革新的な基礎研究の成果を一貫して実用化に繋ぐプログラム等を推進。1986 年、富山医科薬科大学（現 富山大学）薬学部薬科学科卒、2013 年、
武蔵野大学大学院薬科学研究科博士後期課程修了（博士（薬科学）
）
、薬剤師、
ＩＴストラテジスト（経済産業省認定 情報処理技術者レベル 4）
。

田村 真理子

日本ベンチャー学会・事務局長
㈱日本経済新聞社、㈱日経 BP社を経て、2000 年より日本ベンチャー学会事務局長。早稲田大学アントレプレヌール研究会理事、早稲田大学女子大生起業家交流会代表。経済産業省、文部科
学省等政府委員等。主にベンチャー企業や起業家に関する調査・取材を手掛けながら、起業家教育や事業創造論、事業計画、キャリアクリエイト等を早稲田大学、上智大学、事業創造大学院
大学等で担当している。
日本ベンチャー学会では 1,200 人の会員を中心に、中小・ベンチャー企業が創出しやすいエコシステムの環境創りに向けた産学官連携の支援活動などを行っている。

安永 謙

株式会社 INCJ ベンチャー・グロース投資グループ マネージングディレクター
早稲田大学第一文学部を卒業後、米国ペース大学にて MBA（経営学修士）を取得。1990 年、日商岩井（現双日）に入社し、米国で通信技術関連のスタートアップ投資などに携わる。1999 年、
ベンチャーキャピタル Entrepia Ventures を米国で共同創業し、研究開発型ベンチャーなどへの投資を実行。2013 年、産業革新機構（現 INCJ）に入社。2016 年より日本ベンチャーキャピ
タル協会 オープンイノベーション委員会 委員長を務める。

※順不同・敬称略
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審査員紹介 ( 書類審査・ピッチ審査 )
伊藤 毅

Beyond Next Ventures 株式会社 代表取締役社長
2003 年東京工業大学大学院 理工学研究科化学工学専攻修了後、ジャフコ入社。ジャフコにて主にリードインベスターかつ社外取締役として支援した先には、CYBERDYNE（2014 年 3 月東証マザーズ上場）
、
Spiber、
クオンタムバイオシステムズ、
サイフューズ、
マイクロ波化学等があり、
大学発の技術シーズ段階からの事業化支援および投資活動に関して多数の実績と経験を有する。2014 年 7 月にジャフコを退社し、
2014 年 8 月に大学発ベンチャー、技術系ベンチャーのシードステージからのインキュベーション投資事業を行うことを目的に Beyond Next Ventures 株式会社を創業し、代表取締役に就任。2015年 2 月
より１号ファンドを組成し、主にシード・アーリーステージの大学発ベンチャーへの投資を手がける独立系ベンチャーキャピタルとして活動中。現在、Spiber 株式会社、リバーフィールド株式会社、株式会社キュ
ア・アップの社外取締役を兼務。技術系ベンチャーが今後の日本の新産業を創っていくと信じています。創業者と共に、世界に貢献できる技術系ベンチャーを数多く支援していきたいと思っています。

井本 潤一

ニッセイ・キャピタル株式会社 シニアベンチャーキャピタリスト
京都大学大学院工学研究科材料化学専攻修士課程修了。富士フイルム株式会社有機合成化学研究所にて医薬品等の研究開発に従事したのち、Thomson Reuters にて特許・文献情報関連業務に
従事。2015 年よりニッセイ・キャピタル株式会社にて主に研究開発型ベンチャー企業への投資を担当。投資支援先は 20 社を超え、９社の社外取締役を兼務。国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO）や国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）等の事業プロモーターを務める等、積極的なベンチャー支援に取り組む。

内田 毅彦

株式会社日本医療機器開発機構 代表取締役 CEO
内科・循環器科専門医。ハーバード公衆衛生大学院・ハーバード経営大学院卒業。日本人初の米国食品医薬局医療機器審査官を務める。外資系医療機器メーカーでの経験も有し、医療機器開
発のスペシャリスト。臨床ニーズを常に考えた製品開発を行い、
臨床試験のデザインからマーケティングまで幅広いグローバル製品の事業化を行う。また、
ビジネススクールで経営も学んでいる。
さらに、厚生労働省科学研究費補助金事業の治験推進研究事業の実務責任者を務め、公的事業も経験。平成 27 年度東京大学大学院薬学系研究科非常勤講師。

各務 茂夫

国立大学法人東京大学 産学協創推進本部イノベーション推進部長 教授
一橋大学商学部卒、
スイス IMD 経営学修士 (MBA)、
米国ケースウェスタンリザーブ大学経営学博士ボストンコンサルティンググループを経て、
コーポレイトディレクション (CDI) の設立に参画。
2004 年東京大学産学連携本部 教授・事業化推進部長に就任。2013 年から現職。大学発ベンチャー支援、起業家教育等に取り組む。日本ベンチャー学会副会長・理事、日本ベンチャー学会
第 1 回松田修一賞受賞 (2015 年 )。NPO 法人アイセックジャパン代表理事・会長。
http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/

曽我 弘

株式会社カピオン 代表取締役
新日鉄退社後、1991 年 -2010 年までシリコンバレーに移住。画像圧縮技術開発のベンチャー企業 Eidesign Technologies, Inc. を設立、経営。1996 年に Spruce Technologies, Inc. を設立。
Ｄ
ＶＤオーサリングシステムを開発・商品化し、今日のＤＶＤ普及の一翼を担う。旗艦商品「DVDMaestro」は最初の顧客が Disney で ハリウッドでのデファクト標準になった。最終的に、同社を
Apple へ売却。その後 SVJEN（NPO）を設立し、バイオ関連ビジネスや、日米のスタートアップのメンターとして支援活動を行う。2010 年末に帰国後、能登左知と（株）カピオンを共同で設立
し NEDO と協力してスタートアップ企業支援を行う。２０１２年 Blue Jay Energy をシリコンバレーに設立、日本の技術をもとにグローバル事業展開を推進。また大学発ベンチャー支援（東大）
やメンター活動と並行して、
慶応大学リーディング大学院で起業講座を担当
（2012〜現在）
。
高校生を対象とした国際起業家育成イベント
「GTE®2016イノベーションチャレンジ」
を和歌山市で開催。

春田 真

株式会社ベータカタリスト 代表取締役 CEO
1992 年 4 月、
株式会社住友銀行に入行。同行退職後、
2000 年 2 月 株式会社ディー・エヌ・エーに入社、
同年 9 月に取締役 CFO に就任。2008 年 7 月、
常務取締役 CFO に就任。2011 年 6 月、
取締役会長に就任。DeNA の上場を主導するとともに大手企業との JV 設立や横浜 DeNA ベイスターズの買収等 M＆A を推進。2015 年 4 月 株式会社ベータカタリスト設立。代表取締役就任。

松田 一敬

合同会社 SARR 代表執行社員
慶応大学経済学部卒業後、山一證券㈱証券引受部を経て、同社ロンドン現地法人にて中東、アフリカ、東欧諸国等を担当 する。その後、国内初の地域密着型ベンチャーキャピタルを設立。
2000 年 6 月に札幌 Biz Cafe を設立、
サッポロバレーの IT ベンチャーを支援。地元 IT 企業の株式公開に繋げる。2000 年 9 月、
国立大学発ベンチャー第 1 号
（北海道大学発）の設立に関与する等、
大学発ベンチャー支援の国内の草分け。製薬企業向けマイルストーン契約の締結等、知財の事業化の実績を積む。2011 年 4 月に合同会社 SARR を設立。起業家教育、ハイテクスタートアッ
プの支援等を行っている。
INSEAD（欧州経営大学院、フランス）にて MBA 取得、小樽商科大学大学院商学研究科修士課程修了（修士（商学）
）
、北海道大学大学院医学研究科博士課程修了（医学博士）
。

東 博暢

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 主席研究員
大阪府立大学大学院工学研究科（現：電子・数物系専攻）修士課程修了。ベンチャー支援や社会企業家育成支援、ソーシャルメディアの立ち上げを経て、2006 年日本総合研究所入社。情報
通信分野（ICT）を中心に、
PMI、
新規事業策定支援、
社会実証実験を通じた法制度改正・ガイドライン策定支援等のコンサルティング / インキュベーション活動実施している。ICT 融合領域として、
FinTech、メディカル・ヘルスケア、都市開発（スマートシティ）
、サイバーセキュリティ、教育等、幅広く対象としている。近年は、政府や海外技術系シンクタンクやアクセラレーターと連携し、
ロボット・AI、バイオ・ライフサイエンス等の科学技術の商業化を推進するオープンイノベーションプログラムを実施し、技術系ベンチャー支援・起業家支援にも取り組む。その他、総務省
等の政府機関、自治体の委員、民間団体の理事、外部アドバイザー等も歴任している。
※順不同・敬称略
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安達 俊久

グローバル IoT テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長
富山県生まれ。1975 年東京工業大学電気工学科卒業後、伊藤忠商事に入社。産業電子機器部で電子機器の欧米への輸出業務を担当。1982 年から 1988 年まで英国ロンドン駐在し、欧州市
場の開拓と拡販に寄与。1990 年からは、欧米のハイテクベンチャーの日本市場の商権獲得と関係強化に従事。1995 年から 2002 年まで、伊藤忠テクノソリューションズでビジネス開発部長、
事業企画室長を務め、国内外の先端 IT ベンチャー起業家及びシリコンバレー Sand Hill Road VC との幅広い人脈を構築。2002 年から 2015 年まで、伊藤忠テクノロジーベンチャズ代表取
締役社長として、3 本総額 211 億円の VC ファンド運営責任者を務める。2011 年から 2014 年まで、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会の会長を務め , 規制緩和とベンチャー成長
戦略の提言、実行に貢献。2010 年から 2012 年まで、法制審議会会社法制部会委員、2014 年には金融審議会リスクマネー供給の在り方に関する WG 委員を務める。

石倉 大樹

株式会社日本医療機器開発機構 取締役 CBO
医療分野での起業・新規事業開発に特化。自ら創業メンバーとして参画した創薬ベンチャー・アキュメンバイオファーマは、
日本で初めて大学発の技術を事業化した会社として上市
（欧州）
に成功。
その後は医療ITベンチャー・エムスリーにて、
製薬企業及び医療機器メーカーの治験を加速化させるITサービスの新規事業開発をリード。スタンフォード大学経営学修士課程
（MBA）
留学中には、
Medicine X の Innovation Sourcing Team として、mHealth 及び Health Tech の startup を投資検討し、Biodesign プログラムも経験。現 P5,Inc. 取締役。平成 27 年度東京大学大学院薬
学系研究科非常勤講師。

潮 尚之

ITPC (International Technology Partnership Center) プリンシパル
シリコンバレー及び東京を拠点として、米国の有望なベンチャー企業の発掘と日本進出のサポート、オープンイノベーションを推進する日本企業の海外動向調査やベンチャー企業との協業サ
ポートなど、インターナショナル・ビジネスデベロップメントの専門家として活動中。専門分野はオートモーティブ、セキュリティ、画像処理、センサ、デバイス、IoT、AgTech など。また、
NEDO-TCP、III 未来、STERRA Yamanashi、けいはんなリサーチコンプレックス及び大阪イノベーションハブのなどの産官学連携プロジェクトのメンター、大阪府立大学 EDGE プログラム・
シリコンバレー代表、東京大学 TLO アドバイザ、関西大学 SmartFinder プロジェクト・アドバイザ及び JETRO San Francisco 中小企業海外展開現地支援プラットフォーム・コーディネーター
などを担当し、産官学連携推進、大学発技術ベンチャーの事業化及び日本の中小企業の米国進出なども支援。2006 年に独立するまでは、松下電器産業 ( 現パナソニック ) において、ITS( 高
度道路交通システム ) をはじめとした様々なビジネス・技術分野でのグローバルな事業開発やアライアンスを推進。米国 ( シリコンバレー及びプリンストン ) 駐在時には、ベンチャー
企業や大学との技術連携推進の責任者を担当。慶応義塾大学文学部人間科学専攻卒。

大木 美代子

Serend プリンシパル
日本 IBM でグローバルマーケティングに従事後、私費留学で渡米。ビジネス修士号取得後、シリコンバレーの大小様々な IT 企業で、グローバルビジネス開発に携わる。2013 年 1 月に独立、
コンサルティング会社 Serend (http://www.serendinc.com) をスタート。アメリカ、アジアのスタートアップ、中小企業、大企業、アカデミア、政府機関などに対して、機会創出支援、戦略設定、
ハンズオンのマーケティング業務のサポートなどを行っている。

大矢 将人

凸版印刷株式会社 経営企画本部フロンティアビジネスセンター戦略投資推進室 課長
2000 年東京大学大学院工学系研究科修了。凸版印刷入社。産業資材、医療医薬包材、ディスプレイ用光学部材の研究開発に従事。2010 年より、経営企画本部で主に投資評価プロセスの構築・
投資管理業務を担当。現在は、同本部にてベンチャー出資や新事業開発支援に取り組んでいる。2017 年に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施した研究
開発型ベンチャーの支援人材を育成する高度専門支援人材育成プログラム「Technology Startup Supporters Academy（SSA）
」を修了。

岡田 朋之

Tortuga Paciﬁc Inc. ビジネス開発担当 VP ／ WiTricity Corporation エグゼクティブディレクター
JABI (Japan America Business Initiatives) 理事、ナビゲーター
米国モトローラにて携帯電話開発エンジニア、設計開発チームのマネージャーを経て、日本モトローラに赴任。新規 R&D プロジェクトマネージャー、次世代携帯電話技術部長、モトローラジャ
パン PCS 事業部長、常務取締役を経て、米国に帰国。シリコンバレーにて携帯電話 OS のスタートアップ、組み込みソフトウェア企業の米国社長兼役員やシリコンバレーベンチャー企業の社
外取締役を経験。現在はワイヤレス、ソフトウェア、IoT、半導体関連の技術営業やビジネスコンサルタントとして活動中。シリコンバレーを拠点に、日本のスタートアップ及び中小企業の米
国進出支援、大企業のグローバルマネジメント支援を行っている。経済産業省委託事業の 始動 Next Innovator メンターも担当。アリゾナ州立大学電子工学科卒

小柴 亮典

株式会社東芝 技術・生産統括部 知的財産室／技術企画室 参事
1996 年東京大学大学院工学系研究科を修了し、株式会社東芝に入社。研究員として米国ベンチャーに駐在し、ベンチャー企業のスピード感と M&A の活発さを体感。現在、知的財産を用い
たビジネス価値を最大化する戦略企画業務に従事しながら、オープンイノベーションを活用した社内スタートアップ制度の企画運営を担当。社外の複数のアクセラレーションプログラムのメ
ンターも務める。2017 年度国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施した研究開発型ベンチャーの支援人材を育成する高度専門支援人材育成プログラム
「Technology Startup Supporters Academy（SSA）
」を修了。

三枝 裕和

S.A.I&Company LLP 代表パートナー株式会社／サエグサコオート工業 代表取締役
東京大学大学院経済学研究科（企業・市場専攻）修士課程修了。株式会社日本総合研究所や PwC アドバイザリー合同会社で経営戦略立案、新規事業開発、事業再生など幅広くコンサルティン
グを経験した後、リクルートグループに入社。Web マーケティングの新規事業戦略担当マネジャーとして事業を推進。現在は S.A.I&Company LLP を立ち上げ、コンサルティングやベンチャー
企業への出資・育成を手掛けながら、家業であるサエグサコオート工業を二代目として引き継ぎ、経営革新に日々取り組んでいる。

坂本 大

ベイエンジェルズ・ボードアドバイザー
30 年の駐米経験を通して、環太平洋地域における事業戦略構築、ベンチャー投資、ビジネスインキュベーション、クロスボーダー M&A･事業提携などに取り組む。
ＮＥＣのグループヴァイスプレジデントとして、
ＩＴサービス分野のコーポレートベンチャーファンド設立などの業務に従事。Niteo パートナーズ役員、オープングループ役員、エンタープラ
イズネットワーク、
ヴィディエントシステムの役員、そしてサステイナブルシリコンバレー（NPO) の会長を歴任。
現在ブロードキャピタルパートナーズ USA のパートナー、ベイエンジェルズのボードアドバイザーはじめ日本企業や米国スタートアップの顧問を務めながらシリコンバレーにてベンチャー投
資やスタートアップの事業支援に従事。また、ビジネス以外の面でハーバードビジネススクール北加州協会のボードメンバーとして社会貢献活動を行っている。
※順不同・敬称略
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瀬川 秀樹

クリエイブル 代表
（株）リコーに 32 年半勤め、光ディスクの精密加工技術者、光ディスクの国際標準化委員会 (ISO) の日本代表団メンバー、技術企画、シリコンバレーにおける CVC(Corporate Venture
Capital) と新規事業の立ち上げ／撤退、新規事業開発センター副所長、未来技術総合研究センター所長などを歴任。常に新しいコトや多くの新規事業の立ち上げに挑戦し続けてきた。
近年では、
これからの世界にとって非常に重要である BOP(Base of the Pyramid( 世界の貧困層 )) の project を立ち上げ、
インドの農村部での活動も行ってきた。2014 年 9 月に ( 株 ) リコー
を退職し、
「新規事業のコンサルティング」
「若手育成」などを行う Creable( クリエイブル ) を開設。事業戦略策定のメンタリングや多くの講演・研修・Workshop 等を手掛けている。

竹居 邦彦

ダブル・スコープ株式会社 取締役
1986 年中央大学経済学部卒業、青山学院大学国際ビジネス専攻・ファイナンス課程終了、横浜銀行に入行、支店勤務を経て証券業務に携わる。
2001年より独立系ベンチャーキャピタルでインベストメントマネージャーとしてハンズオン型投資業務に従事。投資分野は素材、
バイオ、
半導体関連などグローバル展開を目指すテクノロジー
系ベンチャー企業など。
ダブル・スコープ株式会社（WS）は 2005 年リチウムイオンバッテリー用セパレーターの開発・製造を目的に設立。WS は投資先の 1 社、事業構想段階から計画に参画、会社設立と同時に
取締役に就任。WS は 2011 年 12 月東証マザーズ上場、20112 年 3 月より取締役・CFO に就任、現在に至る。テクノロジー系ベンチャーの成長に貢献できれば幸いです。

田所 雅之

ベーシック チーフストラテジーオフィサー ユニコーンファーム CEO
これまで日本と米国シリコンバレーで合計 5 社を起業してきたシリアルアントレプレナー。米国シリコンバレーのベンチャーキャピタル のベンチャーパートナーを務めた。Pioneers Asia という
グローバルスタートアップイベントのスタートアップ責任者を務めるなど、これまで 2000 社以上の世界中のスタートアップを評価してきた。現在は、国内外のスタートアップ数社の戦略アドバ
イザーやボードメンバーを務めながら、日本最大級のウェブマーケティング会社 ベーシックの Chief Strategic Oﬃcer を務めながら、事業創造会社のブルーマリンパートナーズの Chief
Strategic Oﬃcer も務める。2017 年にスタートアップ支援会社である Unicorn Farm を立ち上げた。世界で累計 7 万シェアされたスライド "Startup Science"、発売後、３部門（経営、起業、
イノベーション）で 42 週連続ベストセラー 1 位 (2017 年 11 月 2 日〜2018 年 8 月 15 日 ) になった書籍 起業の科学 スタートアップサイエンス の著者である。

津嶋 辰郎

株式会社インディージャパン代表取締役 マネージングディレクター
大阪府立大学航空宇宙工学修士。小学校時代に少年剣士として日本一を達成。大学時には人力飛行機チームを創設し、鳥人間コンテストでは２度の優勝と日本記録樹立を果たす。その後、レーシ
ングカーコンストラクターである童夢に参画し空力デザイナーとしてシリーズチャンピオンを獲得。半導体製造装置ベンチャーのスタートアップメンバーとして事業立ち上げを先導の後、iTiD コ
ンサルティングに入社。国内大手メーカーの新規事業立ち上げ支援、新製品開発支援など多数実績を持つ。現在はクレイトン・クリステンセン教授設立の INNOSIGHT の日本唯一のパートナーで
もある INDEE Japan を設立し大手企業における新規事業立ち上げを支援。またアクセラレーションプログラム ZENTECH DOJO を設立し、社会的に意義のあるハードコアテクノロジーに注目し
たアクセラレーションを行っている。不確実性の高い事業立ち上げプロセスを分かり易い体系で伝えるだけでなく、それに不可欠なマインドセット、哲学および当事者の思いを重視するスタイル。
理論はあくまで共通言語、実践こそが価値を生み出すと考える、自らもゼロイチの世界に最大の価値を感じる起業家である。

中嶋 泰雄

特定非営利活動法人 産業技術活用センター 監事
東北大学研究推進本部特任准教授。2013 年から東北大学にて東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学の技術シーズに特化したテクノロジーベンチャー育成を目指す新たな官民ファンド（文
部科学省大学出資事業）の企画制度化を担当。それ以前は、日立製作所のコーポレートベンチャーキャピタルにて、ベンチャーキャピタル子会社を設立し、パートナーとして IT、材料デバイ
ス分野等に投資。スタートアップから上場ベンチャーの投資先企業の運営やアライアンス構築など事業開発をハンズオン支援。日立グループで事業やシステム企画、PMI 等。東京大学大学院
工学系研究科テクノロジーマネジメントコース派遣。経済産業省のベンチャー関連の委員、中小・ベンチャー企業支援や技術移転の団体などのアドバイザー等として、オープンイノベーション、
エコシステム構築、起業家支援、教育等を推進。法政大学経卒。

秦 充洋

株式会社ミレニアムパートナーズ 代表取締役
ボストンコンサルティンググループ（BCG）にてプロジェクトマネジャーとして通信、電力、自動車など幅広いプロジェクトを指揮、また起業家としてベンチャー企業の創業・経営・上場経
験を持つ。現在は起業家育成・大企業の新規事業支援など、
幅広く活躍。一橋大学大学院MBAコース
（HMBA）
講師、
グロービス経営大学院講師。著書
「プロ直伝！成功する事業計画書のつくり方」
（ナツメ社、2015 年）

林 光洋

株式会社ベータカタリスト 取締役
1994 年 4 月、藤田観光株式会社に入社。2003 年 12 月に株式会社ディー・エヌ・エーに入社。子会社社長を経て、2007 年執行役員 EC 事業本部長に就任。
大手企業との JV 設立や協業を手かけ黒字化まで推進。2013 年 3 月に同社を退社後、
ベンチャーや大手企業の各種プロジェクトを支援。2015 年 4 月株式会社ベータカタリスト取締役に就任。

廣川 克也

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスインキュベーションマネージャー
財団法人 SFC フォーラム事務局長 ／ SFC フォーラムファンド ファンドマネージャー

1993年上智大学経済学部卒業。同年住友銀行入行。1998年通商産業省出向、
債務保証審査事業、
全国新規事業発展基盤調査事業、
起業家精神涵養教材開発事業等に従事。2000年7月銀行復帰、
成長企業取引推進担当となり、ベンチャー企業、株式公開志向企業に対する将来性評価による融資業務を担当。2004 年 1 月同行退職、同年 2 月より北海道大学知的財産本部着任。
2005 年 12 月より慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスインキュベーションマネージャーとして着任、起業家に対する事業計画作成、資金調達、販路拡大支援等を実施。2008 年 4 月より KIEP
研究コンソーシアム事務局長を兼任。海外学生ビジネスコンテストにアドバイザーとして参加、2009 年、2010 年には GlobalTic＠台湾でアジア最優秀賞、2009 年 I2P Global
Competition ではチームを世界一に導く。2012 年より財団法人 SFC フォーラム設立、事務局長就任。2016 年より SFC フォーラムファンド ファンドマネージャー就任。

本藤 孝

QB Capital 代表パートナー／ FGC 代表パートナー
外資系大手コンサルティング会社にて、IT 及びマネージメントコンサルティングに従事し、数々のプロジェクトに携わる。その後、大手ベンチャーキャピタルにてヨーロッパ、イスラエルへ
のスタートアップ投資を行う事業部の立ち上げメンバーとして参画する。フランスのベンチャーキャピタルへの出向などを含め、数々のスタートアップ投資を実施し独立。ベンチャーキャピ
タルの FGC を創設し、55 百万ドル（約 65 億円）のファンドを組成。同社の代表パートナーに就任し、国内外への投資に関わり、投資先の取締役を歴任。会社設立以前から相談を受けるな
ど徹底したハンズオンを実施。シード段階からの出資も手掛け、投資先数社のファウンダーメンバーとして創業し経営に参画。主に九州の大学関連の案件 ( 共同開発を含む )、及び九州出身者
など九州に関連した案件に投資を行う QB キャピタルを創設し、QB キャピタルの代表パートナーに就任。30 億円のファンドを組成した。15 年以上にわたりスタートアップへの投資を行って
いる。Eastern Michigan University BBA in Marketing 卒 同大 MBA in Finance 修了
※順不同・敬称略
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メンター紹介
前田 信敏

ウエルインベストメント株式会社 投資部長
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻修了（MBA）
。大和企業投資㈱勤務等を経て、2008 年よりウエルインベストメント㈱投資部長。2009 年よ
り早稲田大学アントレプレヌール研究会理事。2012 年より文部科学省・大学発新産業創出拠点プロジェクト事業プロモーター。2013 年より早稲田大学インキュベーションセンターシニア
コンサルタント。大学発ベンチャー企業をはじめとする、高い技術力や斬新なビジネスモデルを持つアーリーステージのベンチャー企業に対する支援を長年手がけている。

南方 郁夫

クラウド・テン株式会社 代表取締役

大阪大学 基礎工学部 情報工学研究科修了。パナソニックで約 30 年間勤務。その間、本社 R&D 部門においてソフトウェアの研究・開発の責任者としてパソコン、EWS、ワープロ、デジタル
TV、携帯電話などの事業化立ち上げを主導。また、国際標準化、コンソーシアムの創設やボードメンバーの経験も多数（DLNA、CE Linux Forum、Java Community Process、Marlin DRM など）
過去 3 回、合計 8 年間にわたってシリコンバレーでの駐在経験。①UC バークレー EECS 客員研究員②バークレーでの人脈がきっかけとなってシリコンバレーのスタートアップと EWS 向
けソフトウェアの共同開発③米国パナソニック R&D 会社のプレジデント。その間に、シリコンバレーでクラウドを活用したオンラインゲーミング事業を行う社内ベンチャーを起業 2011 年
末にパナソニックを退職してクラウド・テン株式会社を創業。シリコンバレーの経験と人脈を活かして日本企業の新規事業創出やシリコンバレーの企業の日本戦略のコンサルティングを行う
とともに、独自のクラウドサービスの開発、事業化に取り組んでいる。

三木 寛文

MK Management, Inc. 代表取締役
早稲田大学商学部卒業。モバイルインターネット領域の成長ベンチャー数社において、約 15 年の事業開発経験を持つ。特に、グリー株式会社では初期メンバーとして入社、GREE モバイル化、
大手通信事業者や各種コンテンツ企業との提携、広告宣伝部やゲームプラットフォーム事業の立ち上げ、中国事業統括など、数多くの新規事業開発、提携案件を担当する。
現在はインターネット領域全般のベンチャー支援を手がけ、数十社の経営アドバイザーを歴任。事業開発や営業戦略策定、資金調達アドバイス、人事組織設計のサポート、提携先の紹介や採
用支援などをハンズオンで行う。また、Digital Health Meetup アドバイザーとして、医療 / ヘルスケア領域の技術ベンチャーのビジネス支援も行う。

八重樫 馨

i-BuC Ltd. President & CEO
ドイツ系化学企業、Hoechst（現 医薬部門は、Sanoﬁ 社、スペシャリティケミカルは、Clariant 社、基礎化学は、Celanese 社）で、新事業開発、半導体製造用関連機器事業の立ち上げ、日本
企業との共同事業設立等を行う。リチウム電池用セパレーター、人工心肺用中空糸、水処理用脱気膜の３事業部門を持つ Celgard Inc.（ Polypore International Inc. を経て、旭化成に売却。
）のマ
ネジメント・チームとして経営に参画、日本法人セルガード株式会社代表取締役社長兼務。同グループの世界最大の鉛電池用セパレーター企業 Daramic Inc. のアジア・太平洋統括や、同グルー
プ中国現地法人 Battery Separator Shanghai Co., Ltd. の取締役を兼務。シリコンバレーのナノテク企業 NanoGram Corporation の上席副社長および同日本法人ナノグラム株式会社の代表
取締役社長に就任。同社の帝人株式会社への売却後、帝人グループのメンバーとして同社の経営に携わる。事業創造やベンチャー起業支援による産業創成の為に、仲間と共にアイ・バック株式会
社を設立する。現、同社代表取締役社長、東京農工大学非常勤講師。

山本 辰久

ボーダレス・プランニング株式会社 代表取締役
京都大学大学院工学研究科交通土木工学専攻修了。ボストン大学大学院都市計画学科修了（MCP）
。横浜市役所都市計画局勤務の後、株式会社日本総合研究所総合研究部門で公的機関の主要
計画立案・改革支援、企業の中期経営計画策定などとともに、ビジネスモデル特許申請も経験。
この間、神戸大学大学院経営学研究科助教授として出向。2011 年に起業し、境界にこだわらないボーダレスな視点から、医療、運輸、食品、製造、環境関連業界をはじめ、経営幹部・管理
職らを対象とした人材育成・教育研修とともに、事業計画立案支援、海外進出支援にも取り組む。環境 NGO カーボンシンク理事。

※順不同・敬称略
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ハイルマニイ菌感染対策
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CosmicRay
Ray Imaging
Cosmic
Imaging
■事業プラン名：宇宙線による巨大物体の内部
イメージング
■代表者：森島邦博（名古屋大学・高等研究院）
■連絡先：morishima@flab.phys.nagoya-u.ac.jp
■宇宙線を用いて巨大な物体内部を非破壊で可視化
■名古屋大学の独自技術である素粒子検出フィルム
「原子核乾板」で宇宙線を観測して内部を画像化
宇宙線に含まれるミューオンの特徴
・高い透過性（～km）
・自然発生（発生装置を必要としない）
・様々な方向からあらゆる場所に降り注ぐ
・コストフリー、無害

事業の概要
Cosmic Ray Imaging（宇宙線イメージング）とは宇
宙線に含まれる素粒子の一種“ミューオン”が持つ極めて
高い透過力を利用して巨大な物体の内部をX線レントゲ
ン撮影と同様の原理で可視化する新しい技術です。私た
ちは最先端の素粒子検出フィルム（原子核乾板）を用い
た技術開発を進める事で2015年に福島第一原発2号機の
炉心溶融の可視化に成功し、2017年にはエジプトのクフ
王のピラミッド内部に未知の巨大な空間を発見しました。
この技術を社会インフラ点検、工業用プラント診断、
地質調査・資源探査などへ展開します。
本事業では、計測の立案・測定・結果の導出まで一貫
した計測サービスを提供します。宇宙線イメージのビッ
グデータを蓄積する事でAI等を活用した分析により高速
かつ信頼性の高い診断を実現します。

宇宙線イメージングの方法
・宇宙線はあらゆる方向から地上に“降り注ぐ”ために宇宙線検出器よりも下部の映像を得る事は出来ない
・観測対象の下部または横に検出器を設置する事で物体を通過した宇宙線を利用して内部の映像を取得
・計測に必要なフィルムの面積や期間は対象の大きさと必要精度により決定（およそ数日～数か月）
宇宙線
ミューオン

火山の内部イメージ
（密度分布の可視化
/H.K.M.Tanaka.et.al）

大きさ︓1m

10m

100m

1km

地表面
地下

素粒子検出フィルム「原子核乾板」

市場（観測対象の大きさ 小
社会インフラ
ダム/橋梁/建築
物/盛土/河川堤
防/地下空洞/…
計測サービス
① 素粒子検出フィルム

工業プラント

大）
遺跡・文化財

社会へのインパクト
・老朽化インフラの点検
・プラント診断の高度化
・新領域の開拓 、、、等

地質・資源

地質調査/資源探
ピラミッド
査/断層検知/火山
/地下遺跡/仏塔
革新的産業基盤技術の創出
観測/…
/古墳/…
＊国内（10機関）、海外（5機関）の企業・大学等との共同研究を多数実施中

原子炉/溶鉱炉/
発電炉/化学プラ
ント/…

② 設置、回収、現像

③ 高速フィルムスキャナ

⑤ 3次元可視化

最先端の素粒子解析技術︕

計測に必要なものはフィルムのみ︕

国内外・環境を問わずあらゆる場所での計測が可能
素粒子検出フィルムの特徴
■高い機動性（水中やボーリング孔でも使用可）
・電源不要 ・軽量、コンパクト ・高い防水・防塵性
■スケールアップが容易
・複数対象への同時展開
・多地点からの立体観測（３次元イメージング）
・解像度・コントラスト ～ 検出器面積 x 時間

④ 宇宙線解析

・様々な対象のビッグデータ（観測データ）の蓄積
・AIによる高度かつ迅速な診断
・高度情報処理による3次元計測（トモグラフィ）

タイムライン

～2020︓市場調査/実証試験/技術向上
（フィルムの性能向上/解析アルゴリズム/可視化ツール）
2021～︓体制構築/サービス開始
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HighPower
Power Technologies
High
Technologies
䕔ᴗ䝥䝷䞁ྡ䠖EV, HEV䛾㟁㛫䜢10ศ䛾1䛻▷⦰䛩䜛ᐜ㔞ᛴ㏿㟁⨨
䕔௦⾲⪅䠖ᑠཎ ⚽ᕊ
䕔㐃⤡ඛ䠖hidemine.oba@gmail.com

֕གྷ
˛՟ ୌʁ͞Η͖ΔEVऀճͶଲԢͪ͢ैుϱϓϧ͗සओɽಝͶैుحैు࣎ؔͳͨୈ਼͗ୌɽ
˛մ݀๑ʁैు࣎ؔΝ101ͶͤΖ߶ుѻ༲ྖैుͲحɼࡑݳΪλϨϱηνϱχΝগཔैుηνϱχͶͤΖɽ
˛οʖϞʁ༑Ηͪٗढ़Ν࣍ͮͪϏϭΦϪٗढ़ंͳָگҽΝαΠͳͪ͢ঙ਼ӸϟϱώʖͲɼͲۂةͺ͢ಚ͵͏
ηϒʖχ״Νࣰ͢ݳɼࢤΝݙӀͤΖɽ

՟ୌ
EV䞉PHV䛸බඹ⏝㟁ჾ䛾ᬑཬ≧ἣ

᪂㌴㈍ྎᩘ

᪂㌴㈍ྎᩘ䛾᥎⛣䛸ᮍ᮶ண

ۂࢊࡃܨʁʰ̜̭ʀ̧̟̭ٶͶͤؖΖۂࢊࡃܨखૌʱɾ2017

ΪλϨϱΝΗΖैͲְ״ు͗ड़པΖචགྷ͍͗Ζ

ʰैు࣎ؔௗ͠ʱͳʰैుحୈ਼ʱ͗՟ୌ

λϨϣʖεϥϱ

߶ుѻ༲ྖैుح
• ླྀ1.5kVɾ༲ྖ500kW×2ch
• ިླྀ6.6kVφϧϱηϪηܧ౹࿊ܧεητϞ

ैు࣎ؔΝ͞ΗΉͲ101ҐԾͶक़

ࡑݳΪλϨϱΝΗΖैͲְ״ు͗ड़པΖາཔ

⌧≧䛾㟁ჾ䛾ᐜ㔞䛸㟁㛫䛾㛵ಀ
㟁ụ

㟁ჾ
50kW

150kW

25kWh

30ศ

ప㟁ᅽ㟁ὶ䛾䛯
䜑ྍ

50kWh

1㛫

20ศ

150kWh

3㛫

1㛫

䈜䝖䝶䝍䝥䝸䜴䝇:㟁ụ8.8kWh
䈜᪥⏘䝸䞊䝣㟁ụ:40kWh

οʖϞ

350kW

30ศ
௨ୗ

ٗढ़ద͵ύʖχϩ
• ॊཔ๏ࣞుྙรյ
࿑ླྀ༽͗ೋ͢͏
• ߶ଳѻϏϭʖυώη
ಝݸֆ
• ߶ްིԿ͗ࠖೋ
• ਭྮૹΏणಊ෨
ܗԿɼαηφଁ

ըʓͶͺɼ༑Ηͪٗढ़ͳ
όΤύΤ͍͗Ζ

̏ɿେන ࡑݳʁָگҽ
ָਫ਼࣎େ͖Δ10 ೧ҐͶΚͪͮͱָͲϏϭʖΦϪέφϫωέηͶͤؖΖڂݜɼگүΝߨͮͱͪ͘ɽͳΕΚ͜ϜϩοϪϗϩյ࿑ٗढ़Ͷͯ͏ͱ͚͢ɼ
ଡ਼ชɼಝڒΝන͢ͱ͏ΖɽΉͪɼָճٗढ़җҽճΏࠬҗҽճϟϱώʖͲ͍Εɼ࠹ٗढ़ಊͶ͢͏ɽദ࢞ʤָʥɽ
̐ɿ෯େන ࡑݳʁϏϭʖΦϪέφϫωέηؖ࿊ۊۂةແ
ϏϭʖΦϪέφϫωέηؖ࿊ۂةͶͱɼ਼ඨkWుྙรૹΝक͍ͪ͗͢ݩܨΕɼύʖχΤΥΠ͖ΔλϓφΤΥΠͶ͏ͪΖεητϞસର
Νज़எ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼ֦झܧ౹࿊ܧʀ߶बഀઊԓյ࿑͍͗ݩܨΖɽദ࢞ʤָʥɽ
͠ΔͶɼ̑ɿλϓφΤΥΠ୴ɼ̒ɿߑؽɼ̓ɿGUI ΝՅ͓Ζɽ
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Real Edge
Edge Sense
Real
Sense
䕔ᴗ䝥䝷䞁ྡ䠖䜶䝑䝆䝦䝡䞊䝉䞁䝅䞁䜾䜢ᐇ⌧䛩䜛䝻䝪䝑䝖⏝ゐぬ䝉䞁䝃䝰䝆䝳䞊䝹䞉䝅䝇䝔䝮䞉䝕䞊䝍ᴗ
䕔௦⾲⪅䠖ᐊᒣ┿ᚨ
䕔㐃⤡ඛ䠖muroyama@mems.mech.tohoku.ac.jp

䝭䝑䝅䝵䞁䠖䝬䝹䝏ゐぬ䝉䞁䝃䛜స䜚ฟ䛩⓶ឤぬ䛻䜘䛳䛶䠈ᶵ⬟䛸Ᏻᛶ䛜㣕㌍ⓗ䛻ྥୖ䛧䛯
䝻䝪䝑䝖䜢ᐇ⌧䛧ୡ⏺୰䛾ே䚻䜢༢ㄪປാ䜔ⱞᙺ䛛䜙ゎᨺ䛩䜛
䛆ㄢ㢟䛇䝻䝪䝑䝖䛻⓶ឤぬ䛜䛺䛔䛣䛸䛷⮬ື䛜㐍䜎䛺䛔
䝠䝖䠖どぬ䠇⓶ឤぬ 䋻㻌ᐃᙧ≀䛾⮬ᅾ䛺᧯స䛜ྍ⬟
䝻䝪䝑䝖䠖どぬ 䠄㔜ᚰ/◳䛥/䜚ሗ䛾Ḟዴ䠅䋻㻌ᢅ䛘䜛䛾䛿ᐃᆺ≀
≀ὶᗜ䛺䛹䛷䛾ᐃᙧ≀䝢䝑䜻䞁䜾䛾⮬ື䛜㐍䜎䛺䛔

䛆ゎỴἲ䛇䝠䝖䛻༉ᩛ䛩䜛⓶ឤぬ䜢ᚓ䜛᪉ἲ
㢌⬻
䜾䝸䝑䝟

ゐぬཷᐜయ

䝟䝷䝺䝹㓄⥺

ゐぬ䝉䞁䝃䜰䝺䜲

䝠䝖
䝻䝪䝑䝖

䝟䝷䝺䝹㓄⥺

䝩䝇䝖PC

ゐぬ䝉䞁䝃ᩘ

㓄⥺

㏻ಙ᪉ᘧ

䠚 10,000

䝟䝷䝺䝹

䜲䝧䞁䝖䝗䝸䝤䞁

䝟䝷䝺䝹

㏲ḟ

㓄⥺㔜㔞/PC㈇Ⲵ

䝅䝸䞊䝈

ศ

ఏ㏦࿘ᮇ

ᩘ10䡚ᩘ100

ㄢ㢟

䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䠖䝻䝪䝑䝖䛻䜲䝧䞁䝖䝗䝸䝤䞁㏻ಙ䜢ᑟධ
䛆ᥦ౪䛩䜛౯್䛇䜶䝑䝆䝦䝡䞊䝉䞁䝅䞁䜾

ᐃ㢳ᐈ䠖

䛆䝡䝆䝛䝇ᒎ㛤䛇

䝻䝪䝑䝖䝯䞊䜹䠄FA,䝃䞊䝡䝇䠅
Robot System Integrator (SIer)
䝻䝪䝑䝖◊✲㛤Ⓨᶵ㛵

䛂ᮾᏛ䛃Ⓨ䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥䠈2019ᖺணᐃ
ᖹ㔝ᰤᶞ䠗CEOೃ⿵ 䠄Hideki Hirano䠅 ᩍᤵ䠈ᐊᒣ┿ᚨ䠗CTOೃ⿵ 䠄Masanori Muroyama䠅 ᩍᤵ䠈⏣୰⚽䠗ྲྀ⥾ᙺೃ⿵䠄Shuji Tanaka䠅 ᩍᤵ
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Ludo. Inc
Ludo.
Inc
䕔ᴗ䝥䝷䞁ྡ䠖䜸䞁䝷䜲䞁䛾䛯䜑䛾AI䠄ேᕤ▱⬟䠅⥲ྜ䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁
䕔௦⾲⪅䠖㔵ᩄ Jeniffer Wu
䕔㐃⤡ඛ䠖jeniffer@ludonow.com

本物の教育を実現するAI学習システム。視聴者に今までのない「本物」体験で、勝つコンテンツを。
” 広告が影響力を失い、一番効果的だとされるのはコンテンツマーケティング。
教育のように、今の人はオンラインでというより実用的・役立つ知識が求められています。
全てのコンテンツがオンラインに出されている。

2回目で消えた人

お金を払ってまでみたいコンテンツなのに、
世界平均のオンラインレッスンで

95%

オンラインでコンテンツあげるのは多くの人にリーチすることができるが、デミリットとしてフォローアップができないことや、
効果を実感させられないため離脱率が高い現状にあります。
先生が授業対応する生徒数

先生が「オンライン」
で対応する生徒数

1 vs 30 -50

1 vs 1000000…+

オンラインでコンテンツあげるのは多くの人にリーチすることができるが、デミリットとしてフォローアップができないことや、
効果を実感させられないため離脱率が高い現状にあります。
現在の状況

即対応
X

コスト
UP

フォロアップ助手
いない場合が多い

10000000....+人

生徒

1先生
オンライン内容

LUDO ソリューション
設定
AIボット
すぐ
練習

機械学習
database

生徒

資料
コスト
無し

1先生

視聴者、広告対象

広告主、配信者

配信者は受信者にしてほしい動作や、
コンテンツの正しいAIモデルを構築し、異なる動作をコメント。配信したらコンテンツと練習AIで一般のユーザーが
すぐに完璧に実践するまでの1 to 1自動対応が可能。少ない資料でも、LUDOのAIアシスタントなら先生は自然言語処理と画像認識システムで作られるAI
モデルで ユーザー数が実践した練習が増えるとAIモデルはこの資料によってauto ﬁne-tune、即ちモデルが自ら成長し、進歩をし続けることでより正確頼
れるAIアシスタントを得ることができます。
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DiaBond
DiaBond
䕔ᴗ䝥䝷䞁ྡ䠖Diamond䜢Bond䛩䜛ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯㧗ᛶ⬟䝎䜲䝲䝰䞁䝗◒⢏䛾〇㐀
䕔௦⾲⪅䠖ᚋ⸨ဢ
䕔㐃⤡ඛ䠖t-goto@yz.yamagata-u.ac.jp
䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝋䞊䝽䜲䝲䞊䛸䛿䠛
䞉䝎䜲䝲䝰䞁䝗⢏䜢䚸㔠ᒓ䜔ᶞ⬡䠄䝪䞁䝗ᒙ䠅䛷䝽䜲䝲䞊䠄䝢䜰䝜⥺䠅䛻᥋╔䛧䛶䛔䜛
䞉䛺⏝㏵䛿䚸༙ᑟయᮦᩱ䛺䛹䛾◳䛔ᮦᩱ䜢䝇䝷䜲䝇ຍᕤ䛧䛶䜴䜶䝝䜢స䜛ຍᕤᕤල
䞉䝎䜲䝲䝰䞁䝗-䝪䞁䝗㛫᥋╔ຊ䛜䝋䞊䝽䜲䝲䞊ᛶ⬟䛻᭱㔜せ
䝎䜲䝲
䝰䞁䝗
⢏

䝢䜰䝜⥺

䝪䞁䝗ᒙ
䠄㔠ᒓorᶞ⬡䠅

㢳ᐈ䠄䜴䜶䝝䝯䞊䜹䞊䠅䛾䝙䞊䝈䛿䠛ї䛂䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛻䚸䜘䜚◳䛔ᮦᩱ䜢ຍᕤ䛧䛯䛔䛃

䝅䝸䝁䞁䜴䜶䝝䞊䛾㟂せ䛿
ᚋ䛜ᣑண 䛥䜜䜛
ᮦᩱ◳䛥
䠄ຍᕤ䛧䛵䜙䛥䠅

䝅䝸䝁䞁
༙ᑟయ䛾ᇶᖿᮦᩱ

10000

5000

2017

2019

◳䛔

䝅䝸䝁䞁䜴䜶䝝䞊ฟⲴ㠃✚
䠄100ᖹ᪉䜲䞁䝏䠅

15000

2021

❅䜺䝸䜴䝮
䝟䝽䞊༙ᑟయᮦᩱ䛸䛧䛶䚸
㟂せ䛜ᛴᣑ䛧䛶䛔䜛
䝅䝸䝁䞁䜹䞊䝞䜲䝗
䝟䝽䞊༙ᑟయᮦᩱ䛸䛧䛶䚸
㟂せ䛜ᛴᣑ䛧䛶䛔䜛

DiaBond䛾䝅䞊䝈ᢏ⾡䠄*CNT⿕そไᚚ䠅䛷䚸䝎䜲䝲䝰䞁䝗-䝪䞁䝗㛫䛾᥋╔ຊ䛜ྥୖ䛧䛯䚸
䛂䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛻䚸䜘䜚◳䛔ᮦᩱ䜢ຍᕤ䛧䛯䛔䛃䜢ᐇ⌧䛩䜛䚸㧗ᛶ⬟◒▼ཎᩱ䠄◒⢏䠅䜢ᥦ౪䛧䜎䛩
*CNT䠄䜹䞊䝪䞁䝘䝜䝏䝳䞊䝤䠅䠖㕲䛾10ಸ௨ୖ䛾㧗ᶵᲔᙉᗘ䜢ᣢ䛴䝘䝜Ⅳ⣲ᮦᩱ

ᚑ᮶䛾䝎䜲䝲䝰䞁䝗䠖
䝎䜲䝲䝰䞁䝗⾲㠃䛜䝒䝹䝒䝹䛷䚸
䝪䞁䝗ᒙ䛛䜙ᘬ䛳䛣ᢤ䛡䜔䛩䛔

DiaBond䛾CNT⿕そ䝎䜲䝲䝰䞁䝗䠖
䝎䜲䝲䝰䞁䝗⾲㠃䛻䛒䜛CNT䛾䜰䞁䜹䞊ຠᯝ䛷䚸
䝪䞁䝗ᒙ䛛䜙䛾ᘬ䛳䛣ᢤ䛡䜢1/5䠄ᐇ㦂್䠅䛻ᢚ䛘䜛
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GAiTE
䕔ᴗ䝥䝷䞁ྡ䠖ḟୡ௦䛾⏕యㄆド䜢⏝䛔䛯ㄆド䝅䝇䝔䝮䛸䛭䛾ᛂ⏝䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛾㛤Ⓨ
䕔௦⾲⪅䠖ྜྷ㔝 ᘯẎ (ᕞᏛ)
䕔㐃⤡ඛ䠖1TE15230W@s.kyushu-u.ac.jp
⚾䛯䛱䛿䚸Ṍᐜㄆド䛻䜘䜛ಶேㄆド䝅䝇䝔䝮䛸䛭䛾ᛂ⏝䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢㛤Ⓨ䛧䚸
Ṍᐜㄆド䜢ḟୡ௦䛾⏕యㄆド䛸䛧䛶☜❧䛥䛫䜛䚹

Mission:Impossible –Rogue NationṌᐜㄆド䛸䛿䚸Ṍ䛟ጼ䛷ே䜢ㄆド䛩䜛⏕యㄆド䛾୍䛴䛷䛒䜛䚹
⏕యㄆド䛿䚸㢦ㄆド䜔ᣦ⣠ㄆド䛺䛹䛜䚸㏆ᖺ䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁➼䛻ά⏝䛥䜜䚸
䛺䛨䜏῝䛔䜒䛾䛻䛺䜚䛴䛴䛒䜛䛜䚸ㄆド䛻≉ู䛺ືస(䜹䝯䝷䜢ぢ䜛, ᣦ䛷ゐ䜜䜛䛺䛹)䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸,
ᑐᛂ䛷䛝䜛≧ἣ䛾ไ㝈(ᡭ⿄, 䝬䝇䜽䛺䛹), ഇ䛥䜜䜛ᜍ䜜䜔䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛾ၥ㢟䛺䛹
᪤Ꮡ䛾⏕యㄆド䛻䛿䚸ゎỴ䛩䜉䛝ㄢ㢟䛜ከ䚻ṧ䛳䛶䛔䜛䚹
䛣䜜䜙䛻ᑐ䛧Ṍᐜㄆド䛿䚸ே䛾3Ṍศ䛾Ṍ䛟ᫎീ䛛䜙ᢳฟ䛧䛯䝅䝹䜶䝑䝖⏬ീ䛾䜏䜢⏝䛔䛶ㄆド䛧䚸
Ṍ䛟௨እ䛻ㄆド䛻ᚲせ䛺ືస䛜䛺䛔䛣䛸, ᣢ䛱≀䜔᭹, ゅᗘ➼䛻ไ㝈䛥䜜䛺䛔䛣䛸,
Ṍ䛟ጼయ䛾ഇ䛿ᴟ䜑䛶㞴䛧䛔䛣䛸, Ṍ䛟ጼ䛾䝅䝹䜶䝑䝖䛾䜏䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛻䜘䜛ᚰ⌮ⓗᢠ䛾పῶ
䛺䛹䚸䛾⏕యㄆド䛷䛿ᐇ⌧䛜ᅔ㞴䛺䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䚹
⌧≧䛻䛚䛔䛶䜒ㄆド⋡99%䜢㉸䛘䛶䛔䜛䛜䚸䛔䜎䛰䛻
ᐇ⏝䛜㐍䜣䛷䛔䛺䛔䚹
䛭䛾⌮⏤䛸䛧䛶䛿䚸⌧≧䛷䛿ᕥᅗ䛾䜘䛖䛺༢⣧䛺⫼
ᬒ䜢๓ᥦ䛸䛧䛶ᐇ㦂䛜㐍䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸ᐇ㝿䛾」㞧䛺
⫼ᬒ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛖䜎䛟ே䛾䝅䝹䜶䝑䝖䜢ษ䜚ྲྀ䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛪䚸ㄆド⋡䛜ୗ䛜䜛䛸䛔䛖ၥ㢟䛜䛒䛳䛯䛛䜙䛷䛒䜛䚹
⚾䛯䛱䛿䚸䝕䜱䞊䝥䝷䞊䝙䞁䜾䜢⏝䛔䛯䚸㧗㏿䛛䛴ṇ
☜䛻ே䛾䝅䝹䜶䝑䝖䜢ษ䜚ྲྀ䜛ᢏ⾡䜢Ṍᐜㄆド䛻ᐇ
䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᐇ㝿䛾⎔ቃ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛛䛴
㧗䛔⢭ᗘ䛷ືస䛩䜛Ṍᐜㄆド䝅䝇䝔䝮ཬ䜃䛭䛾ᛂ⏝
䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
⌧ᅾ䛾䛸䛣䜝䛿䚸㞟ྜఫᏯྥ䛡䛾䜸䞊䝖䝻䝑䜽䝅䝇䝔
䝮䜔ᴗྥ䛡䛾ධ㏥ᐊ⟶⌮䝅䝇䝔䝮䜢᭱ึ䛻ᡭ䛡䚸
ᑗ᮶ⓗ䛻ື⥺ゎᯒ䜔✵ 䛷䛾ධᅜᑂᰝ䚸䝦䝹䝇䜿䜰
䛺䛹䛻䜒ά⏝䛧䚸ୡ⏺ึ䛾Ṍᐜ䝕䞊䝍䛾㞟䞉ά⏝䜢
䛩䜛ᴗ䛸䛺䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜛䚹
䛣䛾ㄆド䝅䝇䝔䝮䛿䚸᪤Ꮡ䛾䜹䝯䝷䛻ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹ㄆド䛾ὶ䜜䛸䛧䛶䛿䚸䜎䛪⏝⪅䛻䜹䝯䝷䛾๓
䜢Ṍ䛔䛶䜒䜙䛔䚸䛭䛾ᫎീ䜢AI䛜䝕䜱䞊䝥䝷䞊䝙䞁䜾䛧
䛶䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛻Ⓩ㘓䛩䜛䚹䛭䜜௨㝆䛿䚸䜹䝯䝷䛾๓
䜢Ṍ䛟䛰䛡䛷䚸AI䛜䛭䛾ே䛾Ṍ䛝᪉䜢ゎᯒ䛧䚸⮬ື䛷ㄆ
ド䛜䛷䛝䜛䚹
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Xander
Xander
ᴗࣉࣛࣥ㸸 ICT࣭IoTࣅࢪࢿࢫLean startupάᛶ
௦⾲㸸ᮡ⃝ ὒ♸
ᢏ⾡㸸ᮡ⃝ ㍜
㐃⤡㸸y.sugisawa072@gmail.com

ㄢ
㢟

ᴗࣔࢹࣝ㸸B2B2X
Business

ᕷሙX

ࠕ↓⥺NWࢥࢫࢺࡀ㧗࠸ࠖࡇࡢ୍Ⅼ࡛
᪥ᮏࡣ᪂つࡢSolutionࡀ⏕ࡲࢀࡃ࠸

♫ࡢࣥࣃࢡࢺ
Ᏻ౯࡞࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢻ
ࣔࣂࣝNW࡛IoTᕷሙࢆᣑ

ᅜෆ 5GࣔࣂࣝNW
ᕷሙ

⊂⮬↓⥺NWࢆ
ᥦ౪

⏘ᴗᶵჾ
㎰ᯘỈࠊ〇㐀ࠊ་⒪

20

᪂つ
ཧධ

Solution
ᨵၿ

Developers

㸦⥲ົ┬ㄪ㸧

Feed
back

EndUsers
᪂つUser

ゎ
Ỵ

ࣔࣂࣝࢤ࣮࣑ࣥࢢNW
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸦+H/W㸧

᪂つSolution
ᥦ౪

500User

ࢸࢫࢺᑟධ
ᮏ᥇⏝

źᴗ᪂つᛶ
࣭Solutionせ௳ࢆ᭱ప㝈‶ࡓࡍࡔࡅࡢప౯᱁↓⥺NWዎ⣙ྍ⬟
࣭▷ᮇ㛫ࠊ᩿⥆ⓗ࡞㧗㏿࣭ከᩘྠ᥋⥆࣭ప㐜ᘏࡢ↓⥺NWዎ⣙

źࢩ࣮ࢬᢏ⾡ࡢᴫせ
㏻ಙ⣔ᴗࡢࢥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡಀ
ࡿᶵ⬟ࢆࢡࢭ࣮ࣛࣞࢺࡼࡗ࡚ỗ
⏝x86ࢧ࣮ࣂୖ࡛ᐇ⌧

Software Defined Mobile
Core Network

Xander with FPGA

Application
Application

User Land

࣭memcpyࠊsoftware-interrupptࠊ
context-switchࠊTLB miss ࢆపῶࡋࠊ
Kernel Land
CPU/L2Cache hit⋡ࢆ᭱
࣭PGW(ࢹ࣮ࢱࣉ࣮ࣞࣥ/ࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝࣉ࣮ࣞࣥ)ࠊDiameterࠊRadiusࠊ
ㄢ㔠≧ែᫎࠊࢺࣛࣇࢵࢡ࢝࢘ࣥ
ࢱࠊQOS 

Xander

୍⯡ⓗ࡞タィ

DPDK

DPDK

User Land

User Land

Linux Kernel
Network
Driver

Application

Linux Kernel

Kernel Land

Network
Driver

Linux Kernel

Kernel Land

Network
Driver

Accelerated
Network
Accelerated
Network

Accelerated
Network

Network Adapter

Network Adapter

FPGA
Network Adapter

Intelligent

źᚋࡢᢏ⾡㐍㛤Ⓨィ⏬
CPU/L2Cache hitຠ⋡᭱HWࢡࢭ࣮ࣛࣞࢺࡼࡿ㧗ࣜࣝࢱ࣒࣮ࣘࢨ㛫බᖹไᚚᙉ
㸦≉チฟ㢪ணᐃ㸧
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猪居技術士事務所
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Hairtech Lab.
Hairtech
Lab.
˛ࣆۂϕϧϱ໌ʁേΝ༽͏ͪʰອద͵ηφϪηՃʱٗढ़ͶΓΖ
ۂة݊߃ܨӨࢩԋγʖϑη
˛େනंʁޔॉਖ਼ܯ
˛࿊ཙʁkei.zeo0@gmail.com 070-2294-9294

ʽٗढ़εʖθ֕གྷʾ

˖಼༲
േͶΉΗΖηφϪηؖ࿊ϙϩϠϱΝபड़͢ɼອద͵ηφϪηՃΝߨ͑
˖ࡋ
ʀേͺηφϪηؖ࿊ϙϩϠϱʤηφϪηͶൕԢ͢ͱൽ͠ΗΖϙϩϠϱʥΝ
ட͢͵͗Δܙ͠ΗΖ
3ϳ݆
2ϳ݆ 1ϳ݆
ʀͨͪΌɼͳؔ͟غͶേΝࡍஇͤΖ͞ͳͲɼௗغద͵
ηφϪηΝ࣎ܨదʀḬٶదͶՃͤΖ͞ͳ͗ՆͲ͍Ζ
ʀմʁ6ᶴʛ0.5cmʤൔ೧ʛ̐ुؔ͟ͳՃ͗Նʥ
ʖ1cmʖ

ࠞݫ
ʀേͺອద͵ηφϪηΝՃͲ͘Ζ਼ঙ͵͏ࢨඬͲ͍Ζ

ʽഐͳܢड़ࢤʾ

˖ഐܢ
ʀ2015೧ͶηφϪηοΥρέౕ͗ٝແԿ͠Ηͪ͞ͳͲ
ηφϪηοΥρέࢤͺ͚֨ͪ͘͢
ʀࠕޛɼߨ๏ਓ͖Δ
ঘۂةͶΉͲηφϪηοΥρέ͗
ٶΝ͢ͱ͏͚͞ͳͺࣰ֮ࢻ͠Ηͱ͕Εɼ
ΓΕҲࢤ֨͗غଶ͠Ηͱ͏Ζ

ηφϪηؖ࿊ϙϩϠϱౕ

(pmol/dl)
0.004

0.003

0.002

˖ड़ͤΖࢤوໝ
0.001
ʀηφϪηοΥρέ͗ٝແ͜ΔΗ
1᭶
2᭶
3᭶
ͱ͏ΖࣆͲॶۂಉ͚ॊۂҽ਼ͺ
˝േΝ༽͏ͪ࣎ܨద͵ηφϪηՃϟʖζਦ
2300ຬਕͳࢾࢋͲ͘Ζ
ʀͨͪΌࢤࡑݨوໝͺ
ҐԾ௪ΕͲ͍ΖͳࢾࢋͲ͘Ζɽ
2,300ຬʤॊ)਼ंۂ
⾤ηφϪηοΥρέࢤݳয়ͳগཔ
×
3,000ԃ(ୱՃ)ʻ690Աԃ
ʀηφϪηοΥρέ͗ٝແ͜͠Ηͱ͏͵͏ঘۂةॊۂҽͶଲͤΖࢤΝઞࡑࢤͳͤΖͳɼ
ͨوໝͺҐԾΓ͑Ͷ༩ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
3,700ຬ×3,000=1,110Աԃ

ʽࣆ಼ۂ༲ͳఴʾ

˖ࣆ಼ۂ༲
ʀ؏ٮద͵ηφϪηՃͳՃޛίΠΝߨ͑͞ͳͲɼ
˔͏͘͵Εᓖଲࡨ ˔߶ηφϪηं್ஊηέϨʖωϱή
ΝՆͶ͢ɼ݊߃ܨӨΝࢩ͓ΖγʖϑηΝఴ

˖ࣆۂఴ

⾤ຌγʖϑηΝͤΖ͞ͳͲغଶ͠ΗΖ

ۂةଈϟϨρφ
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MOFilt
MOFilt
䕔ᴗ䝥䝷䞁ྡ䠖⪁㤶䠄䜂䛽䛛䠅㝖ཤ䝣䜱䝹䝍䞊䛾㛤Ⓨ䞉㈍
䕔௦⾲⪅䠖Ἑཱྀ㣁㍤䠄ᕞᏛᛂ⏝Ꮫᑓᨷ䠅
䕔䝯䞁䝞䞊䠖ᆤᐋኴ䚸㧗ᒸኴ䚸ᕝ➃ᗣᬕ
䕔ᢏ⾡㢳ၥ䠖ᚨỌಙᩍᤵ䠄ᕞᏛ⌮Ꮫ㒊ゐ፹᭷ᶵᏛ◊✲ᐊ䠅
䕔㐃⤡ඛ䠖s.kawaguchi.999@s.Kyushu-u.ac.jp
䝡䝆䝛䝇ᴫせ
ྂ䛟䛺䛳䛯᪥ᮏ㓇䛛䜙ຎ⮯䛾䜏䜢㑅ᢥⓗ䛻㝖ཤ䛩䜛䝣䜱䝹䝍䞊䛾㛤Ⓨ䞉㈍䜢⾜䛖

᭱䛾≉ᚩ

䝣䜱䝹䝍䞊䜢㏻䛩䛣䛸䛷ྂ䛟䛺䛳䛯᪥ᮏ㓇䛜
᪂ရ䛻㏆䛔≧ែ䜎䛷ᡠ䜛
ᢏ⾡
㔠䜢䝘䝜⢏Ꮚ䛩䜛䛣䛸䛷ຎ⮯䛾ཎᅉ䛸䛺䜛
⪁㤶䠄䜂䛽䛛䠅䜢㑅ᢥⓗ䛻྾╔䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟
䝣䜱䝹䝍䞊䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚⡆༢䛻䜝㐣
(≉㛤2016-163880)

䠆䜲䝯䞊䝆
䝤䝸䝍䝫䝑䝖ᆺίỈჾ

䝽䜲䞁䝫䜰䝷䞊

♫ⓗ䜲䞁䝟䜽䝖
䐟᪥ᮏ㓇䛾䝪䝖䝹䜻䞊䝥
ᮏᢏ⾡䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛻䜘䜚᪂䛧䛔᪥ᮏ㓇䛾ᴦ䛧䜏᪉䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛

ᚑ᮶䛾᪥ᮏ㓇䛻㛵䛩䜛ㄆ㆑

ຎ⮯䛾䜏䜢
㑅ᢥⓗ䛻㝖ཤ

 㛤ᰦᚋ䛿᪩䛟㣧䜎䛺䛔䛸䛜ຎ䛩䜛
 ෭ⶶಖᏑ䛜ᚲせ

᪂䛧䛔౯್䛾ᥦ౪
 㛫䛜䛯䛳䛯᪥ᮏ㓇䛷䜒䛚䛔䛧䛔᪥ᮏ㓇䛾ᥦ౪
 ෭ⶶಖᏑ䛜ᚲせ

䐠㍺ฟ䛾⯪⯧㍺㏦
ᮏᢏ⾡䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛻䜘䜚ᾏእ䛷䛚䛔䛧䛔᪥ᮏ㓇䜢䛚䛔䛧䛔≧ែ䛷㣧䜐䛣䛸䛜䛷䛝䜛

ᚑ᮶䛾᪥ᮏ㓇㍺ฟ᪉ἲ
 ✵㍺䛻䜘䜚ရ㉁䛾⟶⌮
 ෭ⶶ⯪䛻䜘䜛 ᗘ⟶⌮

(൨)
200
10ᖺ䛷3ಸ
150
100
50
0
2007 2010 2013 2016
Ύ㓇ᕷሙ ᪥ᮏ㓇㍺ฟ㔠㢠

ຎ⮯䛾䜏䜢
㑅ᢥⓗ䛻㝖ཤ

᪂䛧䛔౯್䛾ᥦ౪
 ⡆༢䛻䛚䛔䛧䛔᪥ᮏ㓇䛜ᡭ䛻ධ䜛
 ᪥ᮏ㓇ᩥ䛾άᛶ

䝡䝆䝛䝇䝥䝷䞁
㍺ฟྥ䛡䛻㝈ᐃїᅜෆྥ䛡୍⯡㈍
᪥ᮏ㓇䛾EC㉺ቃ䝃䞊䝡䝇䜢㛤タ䛧䚸ᑠつᶍ⏕⏘䛷䜎䛷ୡ䛻ฟ䛝䜜䛶䛔䛺䛔
䛚䛔䛧䛔᪥ᮏ㓇䛻㛗ᮇಖᏑ䜢ྍ⬟䛻䛩䜛ຍ౯್䜢䛴䛡䜛ᙧ䛷ୡ⏺䛻Ⓨಙ䛩䜛

䝁䝇䝖
㝖ཤ䝣䜱䝹䝍䞊䛾䝁䝇䝖䛸䛧䛶䛿᪥ᮏ㓇1L 䛻ᑐ䛧䛶130⛬ᗘ

₯ᅾᕷሙつᶍ
䝁䝇䝖䛛䜙᪥ᮏ㓇౯᱁䛾䠎⛬ᗘ䠄1000䛻ᑐ䛧200䠅
䜢௬ᐃ䛩䜛䛸⌧≧䠐䠌൨⛬ᗘ䛾₯ᅾᕷሙ䛜ぢ㎸䜑䜛
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デフォガ

ॹইज़फ़

052-735-7276
38

E-mail:sato.kumi@nitech.ac.jp

࣐䙏ᓖ᮷ॆӗъ(M-BIP)
䕔ᴗ䝥䝷䞁ྡ䠖ヰ䛷䛝䜛ᮏ䛷䇾᪂䛧䛔ㄞ᭩ᩥ䇿䜢䜛
䕔௦⾲⪅䠖㒌 ㉸
䕔㐃⤡ඛ䠖mwkguc1704@icloud.com

࣑ࢵࢩࣙࣥ

ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ

ㄞ᭩⩦័ࢆᐃ⩏ࠊ᪂ࡓ࡞ㄞ᭩ᩥࢆసࡿ

⫼ᬒ
࣭᪥ᮏ࡛ࡣ࣮࢜ࢹ࢜ࣈࢵࢡࡀࢀ࡚࠸࡞࠸
-ㄆ▱ᗘࡢపࡉ 㛗⥆ࡁࡋ࡞࠸
Q1 ࣮࢜ࢹ࢜ࣈࢵࢡࢆࡗ࡚࠸ࡲࡍ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

䜸䞊䝕䜱䜸䝤䝑䜽䜢▱䜙䛺䛔
▱䛳䛶䛔䜛䛜䠈⯆䛜䛺䛔(䛳䛶䛔䛺䛔)

ᢏ⾡

▱䛳䛶䛔䜛䛧䠈䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛䛜䠈䛴䜎䜙䛺䛛䛳䛯䞉㠃ⓑ䛟䛺䛛䛳䛯
⌧ᅾ䛳䛶䛔䜛

Ꮫෆࣥࢣ࣮ࢺ 140ྡ

ᥦ
ヰ࡛ࡁࡿᮏ
᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿᮏ
ヰࡼࡿࢩࢫࢺ࡛ࠊ᭱㐺࡞ㄞ᭩ࢆᥦ౪ࡍࡿ

ேᕤ▱⬟ࡢ
㡢ኌࢩࢫࢱࣥࢺ

どぬࡼࡿ
ぶᛶ

」ᩘࡢAPI
ࢆ⏝

࣎ࢫࣟࢻ➼ࡢ
㡢ኌࢩࢫࢱࣥࢺ

live2D➼ࡢ
ᛂࡢどぬ

APIࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
⏬ീࢆゝㄒ

㡢ኌࡼࡿ᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ヰࡼࡿᏛ⩦+ࢹ࣮ࢱศᯒ

Q2 “ヰ࡛ࡁࡿᮏ”ࡀ࠶ࡗࡓࡽḧࡋ࠸࡛ࡍ

」ᩘࡢ
API

0%

20%

40%

60%

䛿䛔

䛔䛔䛘

80%

⊂⮬ࡢ
ࣝࢦࣜ
ࢬ࣒

100%

Ꮫෆࣥࢣ࣮ࢺ 140ྡ

࣓࠙ࣥࣂ࣮ࠚ

ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ୍(఼ⓗྡᏐ)

㒌 ㉸…࣮ࣜࢲ࣮ ࢫࣃࢥࣥࢆ⏝࠸ࡓ㔞Ꮚィ⟬⛉Ꮫࢆᑓᨷ
ᡞ㒊⏣ ㈗⿱…ࣟ࣎ࢸࢡࢫࢆᑓᨷ
ⴱ ℟㝧…CG,UI
࠙ࢧ࣏࣮ࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࠚ
ጧ ⌮… JAISTᩍᤵࠊ࣓ࢹ࣭ฟ∧ᴗ⏺ฟ㌟
⏣୰ 㱟ኴ…ࢹ࣮ࢱศᯒࠊᶵᲔᏛ⩦
ᐑᇛ ຬ㞞…๓⫋࡛JAXA◊✲ဨࠊAIཬࡧࣝࢦࣜࢬ࣒

㡢ኌࡼࡿヰ+ࢹࢫࣉ࡛ࣞࡢ⿵ຓ
ேࡢࢥ࣓ࣥࢺࡸ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ࣐࣮࣮࢝⾲♧

㝣ඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ(JAIST)
Cray XC40ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ᭱ඛ➃ࡢ
୪ิィ⟬ᶵࡸ≀⌮ࣀ࣮ࢻ56ྎ(GPU
ࣀ࣮ࢻ8ྎྵࡴ) ࡽ࡞ࡿ௬ィ⟬ᶵ
ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿ㸬
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ᮏ

BioARCᰴᘧ♫
BioARC
株式会社
˛ࣆۂϕϧϱ໌ʁରͶດΌͱٷफ͠ΗΖೖຌֆॵં೬ࡒྋʰϨϱԿϕϩϧϱʱ
˛େනंʁ٤ీ ༅߄
˛࿊ཙʁyasuhiro@den.hokudai.ac.jp

ϨϱԿϕϩϧϱͺɼંʀ೬Ν༙ͤΖਫ਼ରٷफ߶ࢢࡒྋͲ͍Εɼ
ߤίΠɼࣅ಼ྏ๑༽ࡒྋɼࠐغܗਕࠐɼϱϕϧϱφනॴཀྵ
ࡒɼϓΡϩϞࡐɼ࠸ਫ਼ҫྏ༽ࡒྋΝ࢟Όɼ༹ʓ͵ҫྏ߶ؽԿͶͯ͵
͗Ζժغద͵ࡒྋͲ͍ΖɽعͶࣅՌࡒྋ̏ͺ༂ࣆՆΝण͜ͱ͏Ζ͵ʹࣰ
༽ԿྙదͶΌΔΗͱ͏ΖɽಝͶର಼ດ৪༽ͳ͢ͱͺɼ༂ࣆՆͶචགྷ͵
ໃۗɼඉ೦Ν୴ฯͤΖଆ๑ཱི֮͢ɼٷफࡒྋʤέϧηϫʥͶٽΌ
ΔΗΖର಼ڏಊ֮ࡃͲ͍ΖɽંΝࣖͤਫ਼ରٷफࡒྋͺଠͶ͵͚ɼೖ
ຌֆॵ߶ؽର಼ດ৪ࡒྋͳ͢ͱ߁͏༽ఴͶͯ͵͝Ζɽ

ϨϱԿϕϩϧϱಝ
ϐΠϩϫϱɼϛϨɼϛϨήϨαʖϩɼαϧʖΰϱ͵ʹɼର಼ດ৪༽
ਫ਼ରٷफࡒྋͺ਼͗ݸΔΗͱ͕ΕɼಝͶೠΗͪߙૌ৭ͶંͤΖࡒྋͺ
ϨϱԿϕϩϧϱ͖͢͵͏ɽฆରΏ༻ӹͳ͢ͱ༹ʓ͵ͶశՅՆͲ͍Εɼ
ଆຜ͗߶͚༂ࡐశՅϓΡϩϞ͵ʹͶఴͲ͘ɼعଚϓΡϩϞʀεʖφ
ࡐͳଡߑଆܙͲ͘Ζɽଠࡒྋͳҡ͵ΕΪϱϜતͲ໕ۗՆͲ͍Ζ͵ʹɼ
અܯɼ༙ཤ͵఼ଡ͚ɼ߁͏༽ఴ͗غଶͲ͘Ζɽ

ͤΖ
̏ɿࠐैలࡒ
ࣙՊࠐҢ৪ͺࠐܿଝ࣑ྏβʖϩυϱ
ηνϱξʖχͲ͍Ζ͗ɼࠐࡀख෨Ғ
Ռద৷ऽΏࡀखͲ͘Ζࠐྖୌ
͗͘Ήͳ͑ɽٷफܗਕࠐٷफ
ͶͺௗؔغΝགྷͤΖɽըʓ͗͢
ͪϨϱԿϕϩϧϱͺɼࣙՊࠐʀਕ
ࠐͶંʀ೬Ν༫Ͳ͘Ζࠐै
లࡒͳ͢ͱɼͪ͵ࢤΝ୕Ͳ͘Ζɽ
ΉͪɼਕࠐٷफΝଇͤΖͪΌʤਦʥɼਕࠐҢ৪ޛ࣑ྏؔغ
क़͗غଶͲ͘Ζɽ
̐ɿՌ༽εʖϧϱφࡒ
ϨϱԿϕϩϧϱͺંʀ೬Ν༙ͤΖͫ͜Ͳ͵͚ɼϓΡϩϞԿ͢Ώͤ
͏ಝ͍͗Ζɽ͞ϨϱԿϕϩϧϱΝΫʖϜτϨΠϩͳ͢ͱɼ˖ંʀ೬
Ν༙ͤΖϓΡϩϞɼ˖ດ৪ܗҫྏحؽͶ༂ࡐΝ༧ͪ͢αϱϑϋʖεϥϱ
ϕϫξέφɼ˖༂ࡐঅ๎Νື͘ͲޜΖDDSΝͤΖɽಢࣙ༂ࡐΝ༙ͤ
Ζ༂ճऀΝ࢟Όଡ͚͗ۂةͤΖժغదٗढ़ͳ͵Ζ͞ͳͺࣰ֮Ͳ͍Ζɽ
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株式会社日本総合研究所 NEDO TCP事務局
お問い合わせ

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-18-1
Email:info@nedo-tcp.jp 03-6833-6575（担当：今川）

https://nedo-tcp.jp/

