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IoTを活用した新産業モデル創出
基盤整備事業プロジェクト事例
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・スマートライフ
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・インフラ～水道事業～
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プロジェクト評価の重要性

プロジェクト評価の活用

お笑い芸人

パトリック・ハーランさん

世の中はレールじゃなくて、
自由自在に走り回れる。
可能性は無限大。

Interview

失敗を恐れず、自らの力で世界を切り拓いてきた人に聞く、
新たな未来を創り出す、挑戦の意義。

Road to

通称：パックン　1970年、アメリカ・コロラド州出身。1993年、ハーバード大学比較宗教学部卒業、同年来日。1997年、吉田眞とお笑いコンビ「パックンマックン」を結成。『英語でしゃべらナイト』『爆笑
オンエアバトル』等のテレビ番組で注目を集め、以来、芸人の枠を超え、司会やコメンテーターとしても多くのメディアで活躍している。2012年、池上彰氏の推薦で東京工業大学リベラルアーツセンターの
非常勤講師に就任、コミュニケーションや国際関係に関する講義を行っている。『「日本バイアス」を外せ！　世界一幸せな国になるための緊急提案15』（小学館）、『ツカむ！「話術」』（角川書房）等著書
多数。NHK「Doki Doki ! ワールドTV」、NHK BS「スポーツ イノベーション」等テレビ出演も多数。
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日本とアメリカの両方を知るハーランさんから見て、イノベーショ
ンを生みだすために大事なことは何だと考えますか。

　アメリカの起業家と日本のビジネスパーソンが置かれている環境の違い
は、失敗が許されるかどうかが大きな相違点だと思います。失敗を繰り返
してやっと成功が見つかる。日本でも資金を出す側の人たちが、失敗をマ
イナスとしてではなく、挑戦したことをプラスに評価するようになると、
大きく変わるのではないでしょうか。
　もちろん、日本が誇る基礎科学や改善活動も大切です。その上で、それ
らをどう応用するか、ブレインストーミングを歓迎すること。あったらい
いな、欲しいなを考えることが重要です。実際に可能性は無限大にありま
す。そして、世界のあちこちで進んでいることにも目を向け、早く取り組
み、それを発信する。このサイクルを加速してほしいですね。

固定概念、バイアスを打ち破るコツは何でしょうか。ロボットやAI
がさらに進化するためには、どんな発想が必要だと思いますか。

　問いながら生きるということだと思います。常に岐路に立っているとい
う意識を持ってほしい。いつでも方向転換はできるんです。日本人は我慢
強すぎるから、満員電車の解決策も生まれていない。不便だな、面倒だな
と思ったらチャンス！　それがニーズです。この先もずっとこうである必
要はないよ、というのがバイアスを外す瞬間。一方、現在想像できるロ
ボットやAIはあくまでもツールであり、人間が動かします。この先、人
間が指示しなくてもロボット・AIが自発的に動くようになるか、人間が
設定した目的以外のことでもやるかが、大きな分かれ目だと思うんです。
さらに最先端の開発として、「ユーザーのためになること」という束縛を
あえて外して考えたらどうなるのか、試してみてもいいかもしれない。

WRS競技会でロボット開発に挑戦する人たちへ、メッセージをお願
いします。

　きっと皆さんにも、ロボットに関わるきっかけになった好きなアニメや初
めて精密機械を分解した時の思い出があると思います。壁にぶつかっても原
点に戻る瞬間を大事にして下さい。失敗してもいいから、いつかはすごいこ
とができると信じて。今、競技会ではゆっくりと動くロボットたちも、いつ
か人間と同等以上に働いてくれる日が来るはずです。我々の生活と人間の将
来がこれに基づくものだと信じて、頑張ってほしいなと思います。

Q　

Q　

Q　

「World Robot Summit(WRS)」の競技会（WRC：
World Robot Challenge）では、「ものづくり」「サー
ビス」「インフラ・災害
対応」「ジュニア」の４
つのカテゴリーで競技が
行われます。その中で、
私が競技委員長を務める
「ものづくり」カテゴリー
では、「迅速な一品もの
づくりを目指して」をス
ローガンにしています。
同じ製品を大量に作るロボットは、すでにさまざ
まな産業で活躍していますが、この競技では、いろ
いろな製品を少しであっても必要なだけ作る、いわ
ゆる「変種変量生産」をロボットでも実現すること
を目指しています。作るものに合わせて、臨機応変
にロボットシステムを組み換えられるようにしてほ
しく、究極の目的としては、一品モノでさえ、ロ
ボットで作れるようにできればと思っています。

誰でも簡単に、
迅速かつ無駄なく
組み上げられる次
世代ロボットシス
テムの社会実装を
目指して、世界各
国のチームが競い

ますので、将来のものづくりの姿を、ぜひ競技会場
で見てもらえればと思います。

ものづくり競技委員会 委員長
横小路 泰義
神戸大学大学院 工学研究科
教授

スタートアップ支援のその先へ
NEDO Startups Future 
株式会社自律制御システム研究所
アセントロボティクス株式会社

NEDO Information
NEDOからのお役立ち情報

18

20

エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える【フォーカス・ネド】

WRSメッセージ

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌
「Focus NEDO」は、NEDOが推進するエネルギー・環境・産
業技術に関するさまざまな事業や技術開発、NEDOの活動に
ついて、ご紹介します。

読者アンケート

誌面の内容や、ご紹介した技術
のこと等、本誌の感想を、ぜひ
お聞かせください。頂いた感想
は、今後の広報活動や誌面制作
の参考とさせていただきます。
お待ちしています ！

Editor’s Voice ～広報部より～

デジタル社会が加速する中、さまざまなデータを安全かつ有効

に活用することで、これまでにない新しい産業の可能性を探す動

きが進んでいます。そこで特集１ではNEDOが行ったデータ活

用実証事業で見えた新しいデータ活用事例をご紹介します。特集

２では、プロジェクト立ち上げから実用化まで、さまざまなス

テージで行われるNEDOのプロジェクト評価システムを解説。

巻頭では、“パックン”ことパトリック・ハーランさんに、グロー

バルな視点でイノベーションと人の可能性等について貴重なお話

を伺いました。太陽光発電システムを搭載した電動車の紹介や、

注目のスタートアップ等、ぜひご覧ください！

皆さまの声を、
お聞かせください！

https://worldrobotsummit.org

愛知県国際展示場（WRC、WRE）
2020年
10月8日（木）～11日（日）

福島ロボットテストフィールド
（WRC：インフラ・災害対応競技）
2020年
8月19日（水）～21日（金）

世界中のロボット関係者が
集まり、ロボットの社会実装
と研究開発を加速させるた
め、経済産業省とNEDOが開
催する、ロボットの競演会。
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高度なセンサー技術やロボット技術、ビッグデータの解析
技術の進化によって、新たなビジネスやサービスを生み出す
イノベーションは、今、世界中で加速しています。
「第４次産業革命といわれ、AIやIoT、ビッグデータ、ロ
ボットといった技術によって社会や産業構造が劇的に変わっ
ていく中で、日本が強みとする自動車や工作機械といった製
造業の国際競争力が、将来立ち行かなくなるのではという危
機感がありました」と話すのは、「IoTを活用した新産業モ
デル創出基盤整備事業」のプロジェクトマネージャー
（PM）を務めた、NEDO IoT推進部の工藤祥裕主査です。

2016 年6月に閣議決定された「日本再興戦略2016」で
も、急速に進むIoTやビッグデータ等による技術革新は、既
存の枠組みを転換し、世界に先駆けて社会課題を解決するビ
ジネスを生み出すチャンスであると示されています。
「日本では、それぞれの現場が蓄積しているリアルデータ
が膨大にありますが、積極的に利活用されていませんでし
た。また、各企業の競争上の機密となる領域と、協調すべき
領域の棲み分けが曖昧なため、データ共有に対して抵抗があ
り、企業間の連携がなかなか進んでいませんでした。しかし
国際競争力を高めるためには、リアルデータとバーチャル
データを掛け合わせ、さらに企業や産業間でデータを共有・
活用して、新たなビジネスに展開することが鍵となります」
と工藤主査は話します。

そこでNEDOは、2017年度から2018年度にかけ、競
争領域と協調領域を明確にして、企業の枠を超えてデータの
共有プラットフォームを構築するプロジェクト「IoTを活用
した新産業モデル創出基盤整備事業」を実施。日本が抱える
社会課題の解決に不可欠な分野や、将来的なデータ連携の可
能性・潜在性を有している分野等、6つの重点分野を決め
て、データの利活用がもたらす具体的な効果検証を行うとと
もに、規制改革や新たなルール等、データ活用を促進するた
めに必要な環境を整備する実証実験を行いました。
例えば、設備の老朽化や熟練人材の減少が課題の産業保安

分野では、データの活用で安全性の向上と柔軟なメンテナン
ス・稼働の両立が可能に。また、消費・流通分野では、サプ
ライチェーン上の各事業者に情報が散逸し、一元的に共有・
可視化できていない現状を変えることができれば、返品や食
品ロス等の課題解決だけではなく、生活者にとって新しい購
買体験や商品利用体験も期待できます。
本プロジェクトの成果について、「今までつながっていない

企業同士をつなげるのは、簡単なことではありませんでした。
双方が理解・信頼し合うまで議論を重ねる泥臭いことから、
他分野の成功事例紹介、先行して構築したルールの横展開等、
いろいろなことを行いました。規制・制度の議論や業界・他
省庁とのやりとりは、経済産業省と連携。プロジェクト開始
当初はデータ活用を疑問視する分野もありましたが、最終的
にはIoT導入による業界全体のメリットを理解してもらうこ
とで、どの分野も議論が進展し、データ活用に対する意識の
変容が進んだことは大きな収穫です。NEDO事業が、今まで

つながっていなかった企業をつなぐプラットフォームの役目
になれたのではと感じています」と工藤主査は振り返ります。

NEDOは、さらなる「データ活用社会」の実現に向けて、
2019年度から新たにグローバル展開も視野に入れた
「Connected Industries推進のための協調領域データ共
有・AIシステム開発促進事業」を開始しました。これまで
はデータ連携に注力してきましたが、今回は連携に加えて活
用の面も強化し、データの共有・共用と活用の好循環により
生み出される価値の創出を目指します。
2019年6月のG20大阪サミットの開催に合わせて行わ

れた「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合」では、
データ・フリーフロー・ウィズ・トラスト（信頼ある自由
なデータ流通）” に取り組む必要性等について議論が行われ
るなど、「データ活用」で新たなビジネス、サービスを生み
出す動きが加速しています。そこで、次ページからは「IoT
を活用した新産業モデル創出
基盤整備事業」の主な成果を
紹介します。

各分野が蓄積するリアルデータを
共有・活用する環境整備が不可欠

1特集

新しい産業の可能性を生み出す

データ活用社会
必要なものやサービスを、必要な時に、必要な人へ提供する、超スマート社会。
その実現の鍵となる「データ活用」は、新たなサービスや産業を生み出し、
社会が抱えるさまざまな課題を解決することが期待されています。
多様な分野を横断して、超スマート社会の実現を目指すNEDOの取り組みを紹介します。

現状データ活用例（貿易）

壮大な伝言ゲーム

買取（通知）
銀行

発行銀行

保険会社

輸出者
（売主）

輸入者
（買主）

輸出入
監督官庁

輸出入
監督官庁

税関 税関運輸会社・
通関会社

運輸会社・
通関会社
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高度なセンサー技術やロボット技術、ビッグデータの解析
技術の進化によって、新たなビジネスやサービスを生み出す
イノベーションは、今、世界中で加速しています。
「第４次産業革命といわれ、AIやIoT、ビッグデータ、ロ
ボットといった技術によって社会や産業構造が劇的に変わっ
ていく中で、日本が強みとする自動車や工作機械といった製
造業の国際競争力が、将来立ち行かなくなるのではという危
機感がありました」と話すのは、「IoTを活用した新産業モ
デル創出基盤整備事業」のプロジェクトマネージャー
（PM）を務めた、NEDO IoT推進部の工藤祥裕主査です。

2016 年6月に閣議決定された「日本再興戦略2016」で
も、急速に進むIoTやビッグデータ等による技術革新は、既
存の枠組みを転換し、世界に先駆けて社会課題を解決するビ
ジネスを生み出すチャンスであると示されています。
「日本では、それぞれの現場が蓄積しているリアルデータ
が膨大にありますが、積極的に利活用されていませんでし
た。また、各企業の競争上の機密となる領域と、協調すべき
領域の棲み分けが曖昧なため、データ共有に対して抵抗があ
り、企業間の連携がなかなか進んでいませんでした。しかし
国際競争力を高めるためには、リアルデータとバーチャル
データを掛け合わせ、さらに企業や産業間でデータを共有・
活用して、新たなビジネスに展開することが鍵となります」
と工藤主査は話します。

そこでNEDOは、2017年度から2018年度にかけ、競
争領域と協調領域を明確にして、企業の枠を超えてデータの
共有プラットフォームを構築するプロジェクト「IoTを活用
した新産業モデル創出基盤整備事業」を実施。日本が抱える
社会課題の解決に不可欠な分野や、将来的なデータ連携の可
能性・潜在性を有している分野等、6つの重点分野を決め
て、データの利活用がもたらす具体的な効果検証を行うとと
もに、規制改革や新たなルール等、データ活用を促進するた
めに必要な環境を整備する実証実験を行いました。
例えば、設備の老朽化や熟練人材の減少が課題の産業保安
分野では、データの活用で安全性の向上と柔軟なメンテナン
ス・稼働の両立が可能に。また、消費・流通分野では、サプ
ライチェーン上の各事業者に情報が散逸し、一元的に共有・
可視化できていない現状を変えることができれば、返品や食
品ロス等の課題解決だけではなく、生活者にとって新しい購
買体験や商品利用体験も期待できます。
本プロジェクトの成果について、「今までつながっていない
企業同士をつなげるのは、簡単なことではありませんでした。
双方が理解・信頼し合うまで議論を重ねる泥臭いことから、
他分野の成功事例紹介、先行して構築したルールの横展開等、
いろいろなことを行いました。規制・制度の議論や業界・他
省庁とのやりとりは、経済産業省と連携。プロジェクト開始
当初はデータ活用を疑問視する分野もありましたが、最終的
にはIoT導入による業界全体のメリットを理解してもらうこ
とで、どの分野も議論が進展し、データ活用に対する意識の
変容が進んだことは大きな収穫です。NEDO事業が、今まで

つながっていなかった企業をつなぐプラットフォームの役目
になれたのではと感じています」と工藤主査は振り返ります。

NEDOは、さらなる「データ活用社会」の実現に向けて、
2019年度から新たにグローバル展開も視野に入れた
「Connected Industries推進のための協調領域データ共
有・AIシステム開発促進事業」を開始しました。これまで
はデータ連携に注力してきましたが、今回は連携に加えて活
用の面も強化し、データの共有・共用と活用の好循環により
生み出される価値の創出を目指します。
2019年6月のG20大阪サミットの開催に合わせて行わ

れた「G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合」では、
データ・フリーフロー・ウィズ・トラスト（信頼ある自由
なデータ流通）” に取り組む必要性等について議論が行われ
るなど、「データ活用」で新たなビジネス、サービスを生み
出す動きが加速しています。そこで、次ページからは「IoT
を活用した新産業モデル創出
基盤整備事業」の主な成果を
紹介します。

企業や分野の枠組みを超えて
横断的なデータ連携を実現

NEDO IoTを活用した
新産業モデル
創出基盤整備事業
プロジェクトマネージャー
IoT推進部
主査

工藤 祥裕

データ活用ビジョン

業界横断的な標準仕様の整備

発行銀行

システムが個別にデータを保有する世界から
データの共有・活用を前提としてシステムが連携する世界へ

買取（通知）
銀行

発行銀行保険会社

輸出者
（売主）

輸入者
（買主）

輸出入
監督官庁

輸出入
監督官庁 税関税関 運輸会社・

通関会社
運輸会社・
通関会社
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貿易手続データ連携システム
ブロックチェーンを活用した、閲覧/更新履歴の管理、真正性の確保

ドキュメントの電子化、ステータス管理、アクセス制御

海外NACCS

データ連携

荷主 陸運業 フォワーダー ターミナル
オペレータ－ 通関業 船会社 銀行 保険

そこで、既存の自社システムとの連
携を容易にするAPIや、自社システ
ムを持たない事業者でもコストをかけ
ずに利用できるインターフェースを開
発。こうした取り組みにより、手続き
の効率化と、業務時間の約44%短縮
を実現し、CYカットタイム短縮も実
現可能であることが確認できました。
NEDO IoT推進部の藤田浩主査は、

「閲覧/更新履歴を管理し、虚偽入力
や書き換え等がないよう真正性の確保
を大前提に、このデータ連携システム

を活用してもらうためには、導入・運
用コストを下げ、活用するメリットを
理解してもらうことが大切だと考えて
います」と話します。
NEDO IoT推進部の大宮俊孝主査

は、「今回、貿易手続データ連携シス
テムの標準化やデータ共有ルールのガ
イドラインに道筋がついたことは大き
な一歩です」と今後の期待を語りま
す。国内のみならずグローバルなデー
タ活用を通じて、世界のサプライ
チェーン効率化を目指します。

貿易手続きにおける企業間の情報伝
達は、紙や電話、FAX、PDFファイ
ル等でのやりとりが根強く残っている
ため、確認作業や入力作業に時間やコ
ストがかかり、データの不備や転記ミ
ス等が発生しているのが実情です。ま
た、貨物のコンテナヤードへの搬入締
切を3日前までとするCYカットタイ
ムの「3日ルール」は、貨物滞留によ
る経済的な損失が大きいという問題が
指摘されています。
こうした背景を受け、NEDOは、
輸出手続き業務に関わる事業者同士が
安全にデータを管理・共有できるよ
う、「ブロックチェーン技術」を活用
した貿易手続データ連携システムの開
発を推進。実際のコンテナ輸出に関す
る情報を電子データ化し、リアルタイ
ムで確認・更新する実証実験を、東京
港、横浜港、清水港、博多港の4港で
行いました。

プロジェクトリーダーを務めた
（株）NTTデータの杉本泰輔氏は、「貿
易業務には、通関手続き、運送、保険
とさまざまな事業者が関わっており、
自社システムのない事業者を含め、関
係する皆さん全体が利用できるシステ
ムを構築する必要がありました」と話
します。

貿易手続データを電子化し
事業者間の利活用を目指す

自社システムのない事業者も
低コストで参入が可能

新しい産業の可能性を生み出す データ活用社会1特集

IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業プロジェクト事例

NEDO IoT推進部
主査

大宮 俊孝
NEDO IoT推進部
主査

藤田 浩
株式会社NTTデータ 第一公共事業本部 第二公共事業部
第一システム統括部 第一営業担当 課長

杉本 泰輔 氏

「貿易手続データ連携システム」の実証を行った東京港のコンテナヤードの前で。

サプライ
チェーン
～貿易～

貿易情報の電子化とCYカットタイム短縮を実現

（写真左から）

ほか、プロジェクト関連の皆さん

　輸出入・港湾
　関連情報処理
　システム

ブロックチェーン技術を用い
貿易手続きを効率化
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地域包活ケアサポートサービス（自治体サービス、介護事業者サ－ビス等）

２４時間体制の状況確認
IoT家電・センサー等、複数メーカーの機器からのライフデータを集約・分析

扉開閉
センサーエアコン 呼吸

センサー
血圧
測定器

活動量
モニター

電力
（HEMS）

家電 ヘルスケア 電力

超高齢社会の日本では、2025年に
は3人に1人が高齢者になるといわれ
ています。そこでNEDOは、健康で
自立した在宅生活の実現を目的に、
IoT家電やウエアラブル機器を介して
在宅高齢者の生活リズム情報やセキュ
リティや電力使用の情報等を収集し、
生活支援サービスに活用する実証実験
を実施。「実は要介護者の7割が在宅
高齢者です。2040年をピークに高齢
者は減っていくため、大型の高齢者用
施設を新たに造るにはリスクがありま
す。高齢者の『自宅にいたい』という
思いや費用面を考えても、在宅支援は
ますます不可欠になると思います」と
話すのは、本プロジェクトのプロジェ
クトリーダーを務めたパナソニック
（株）の山岡勝氏です。
実際にマンションの一室を実証場所
とし、居室内に電波センサー、人感・
開閉センサー、服薬支援機器、バイタ
ルセンサー等、複数メーカーのIoT機
器、ヘルスケア機器等を設置。睡眠リ
ズムや呼吸状態、起床時間、トイレの
回数やタイミング、服薬の有無等をモ

IoT家電やセンサー機器で
高齢者の生活をモニタリング

ニタリングし、収集したデータを集
約・分析するプラットフォームを構築
しました。
さらにこれらのデータから、生活実

態の把握、服薬およびその効果情報、
緊急駆け付けの必要性の分析・把握を
実施。愛知県豊田市の地域包括支援セ
ンターと連携し、ケアマネージャーや
薬剤師等のモデル事業者に情報を提供
することで、より充実した生活支援
サービスの有効性を検討しました。山
岡氏は、「人の目だけでは介護者の情報
は正確に把握できません。機器で集め
たデータを客観的に把握することで、

適切なケアプランの作成や、業務の負
担軽減が実現できます」と言います。

NEDO IoT推進部の山本武史主査
は、「複数のデータを掛け合わせるこ
とで、新しいデータの価値が生まれま
す。そこからスマートライフを実現で
きるサービスを生み出せれば」と話し
ます。今後は、実証で見えてきた課題
に取り組みながら、在宅高齢者への介
護サービスのさらなる品質の向上や、
介護業務の効率化を目指していきます。

収集・分析したライフデータを
より適切なケアプランに活用

NEDOは、多様な産業でさまざまなデータを共有・利活用するプロジェクトを実施しました。 
どのようなデータが、どんなサービスを生み出し、どういった課題を解決するのか、その事例を紹介します。

NEDO IoT推進部 主査
山本 武史

パナソニック株式会社 イノベーション推進部門
ビジネスイノベーション本部
スマートエイジングケアプロジェクト
総括担当/プロジェクトリーダー

山岡 勝 氏

高齢者の一人暮らしを想定した実証現場。

マイクロ波の反射により、呼吸
や体の動きを検知する電波
（ドップラー）センサー。

ドア上に設置した開閉セン
サーで、在宅状況を把握。

高齢者の状態に合わせて機器の組み合わせを検討。

IoT家電等の情報をつないで、高齢者の在宅生活をサポート

ライフデータを活用した
在宅支援サービスの創出

スマート
ライフ
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異常監視・予防安全（石油プラント）

3D保安高度化プラットフォーム
設備保安情報や3D設備図＋各種設備情報（外部データベース）との連携

設備・保全情報 3Dシミュレーター

設備保全
管理システム

図面管理
システム

運転管理
システム 配管腐食 振動検査管理

システム

を連携してプラットフォームを構築。
さらに、機器や配管の腐食速度をシ
ミュレーターで計算し、その分布を
3Dプラント上に表示することで、プ
ラント内の腐食度合いを網羅できる技
術を実証しました。

東亜石油（株）の本田征寛氏は、そ
の成果について「今まで見えなかった
部分も3Dプラント上で視覚的に確認
できるのがメリット。また、現場に行
く手間や時間が大幅に軽減されまし

た」と話します。
久郷氏は「ソフトウエアの性能だけ

でなく、インターフェースもユーザー
さまが使いやすいようにしていくこと
が今後の課題」と振り返ります。
NEDO IoT推進部の服部伸一主査

も「今回の成果を基に、課題先進国と
して、IoT技術を活用した保安の維
持・向上をさらに進め、アピールして
いければと思います」と力を込めま
す。NEDOは、将来的にAIやビッグ
データと連携し、異常検知予測システ
ム、事故予測システムの構築と、さら
なる精度向上を目指します。

国内の石油プラント施設は戦後すぐ
に造られたものが多く、老朽化が進ん
でいるのが現状です。「特に複雑な配
管系からの漏えいによる火災等のリス
クに対する対策や、熟練技術者の引退
時期を迎えつつある中、保安に関する
知見・ノウハウの継承が急務となって
います」と話すのは、プロジェクト
リーダーを務めた千代田化工建設
（株）の久郷信俊氏です。
NEDOプロジェクトでは、プラン

ト事業者が蓄積しているさまざまな管
理データや熟練技術者のノウハウを集
約した「3Dプラントモデル」をベー
スに、データを活用した保安システム
の開発・評価に取り組んできました。
具体的には、実証場所となった東亜
石油（株）京浜製油所で、老朽化の進
んでいる常圧蒸留装置を3Dモデル化
し、さまざまな管理データと位置情報

施設の老朽化による火災や
技術者不足が課題に

腐食度合いを可視化し
検査業務の効率化を実現

新しい産業の可能性を生み出す データ活用社会1特集

3Dプラントモデルでの検査業務を実証した常圧蒸留装置の前で。

配管肉厚検査点の
表示＆腐食速度の色
分け表示
（3Dプラントモデルと
肉厚検査管理システ
ムとのデータ連携）

産業保安

NEDO IoT推進部 主査
服部 伸一

千代田化工建設株式会社
デジタルトランスフォーメーション本部 デジタルプロダクト部
プラントデジタルツインセクション セクションリーダー

久郷 信俊 氏

（写真左から）

千代田化工建設株式会社
デジタルトランスフォーメーション本部 デジタルプロダクト部
プラントデジタルツインセクション

濡木 衡 氏

東亜石油株式会社 京浜製油所
工務部 設備管理課長

本田 征寛 氏

ほか、プロジェクト関連の皆さん

IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業プロジェクト事例

３Dプラントモデルで保安情報を一元管理

老朽化した石油プラントの
保安・管理業務を高度化

検査点

シュミレーション
結果
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オペレーション効率化、アセット維持・管理・統廃合（各水道施設、事務所）

水道標準プラットフォーム
監視　水運用　台帳管理等

機器 センサー システム 料金徴収 会計処理

水道施設 水道事務所

離でき、ベンダーロックインも解消で
きます。システム共有化による割り勘
効果で、コスト削減も見込めます」と
話すのは同社の野田直紀氏です。

本プロジェクトで定めた共通のルー
ルは「システム標準仕様」と、水道事
業者がシステムを導入する際の「水道
情報活用システム導入の手引き案」と
して公開しています。NEDO IoT推
進部の大谷聡主幹は、「標準仕様を整
備できたことは大きな成果です。他の
社会インフラ分野への横展開も検討中
です」と話します。
実証実験に協力いただいた香川県広

域水道企業団の長尾克宏氏は、「一つ

水道事業は設備の老朽化、ベテラン
職員の退職等により、特に小規模な事
業体の運営が難しくなっています。打
開策として広域化が求められています
が、高いサービス水準を維持しなが
ら、最適な設備管理と業務効率化を図
るためには、CPS/IoT技術を導入し、
管理・運営データを共有することこそ
が、根本的な解決策として期待されて
います。
しかし、現状、各事業体の情報シス
テムはベンダー固有の仕様で縛られて
おり、データの連携が困難でした。そ
こでNEDOは水道事業の現状を調査
し、共通のプラットフォームをつくる
ための実証実験を行いました。
プロジェクトを担当した（株）NTT

データの石川裕治氏は「データの自由
な流通を実現するため、ベンダー各社
とワーキンググループをつくり、合意
形成を図りながらルールを定めていき
ました」と話します。「ソフトの共通
化により、機器のハードとソフトを分

共通プラットフォームを作成し
広域化のメリットを最大化

ひとつ議論を重ねる中で、水道事業の
システムを共通プラットフォーム化す
ることは、ハードの劣化予兆診断や真
の長寿命化等、コストを限りなく抑え
た持続可能な水道システム構築につな
がると確信しました。全国の水道事業
体の英知のデータを標準化し共有でき
れば、水道施設の監視制御を完璧に行
えるAIの『魂』を創造するための、
世界に誇るデータベースになるはずで
す」と将来への期待をにじませました。

水道以外の社会インフラへの
横展開にも期待

～水道事業～

NEDO IoT推進部 主幹
大谷 聡

株式会社NTTデータ テレコム・ユーティリティ事業本部
ユーティリティ事業部 企画営業統括部 企画営業担当 課長

野田 直紀 氏

株式会社NTTデータ テレコム・ユーティリティ事業本部
ユーティリティ事業部 第二統括部 第一開発担当 課長

石川 裕治 氏

香川県広域水道企業団 浄水課 課長
長尾 克宏 氏

南北に長く、四季を有する日本の水道事業のデータ
は、多様性に富んだノウハウの宝庫と言える。

設備費とシステムを広域で共
有するときのコストダウンが普
及のための大きな課題。

インフラ

（写真左から）

社会インフラの課題解決手法を見える化

水道事業のシステム共通化で
高いサービス水準を維持
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製造
情報

配送
情報

在庫
情報

販売
情報

ロス
状況

消費
期限
情報

消費
情報

スマート化による情報プラットフォーム
電子タグがついた商品が流通し、自動的にサプライチェーン情報を取得

メーカー 卸売 小売 生活者

いだ実証は日本初。システムを担当し
た東芝テック（株）の山口弘幸氏と清
水謙次氏は、「ある店舗では約2万4
千点の商品に電子タグを取り付け、棚
卸のスピードを検証したところ、これ
までに比べて約5分の1で作業が終了
しました。データ量は膨大になります
が、棚卸の時間は格段に速くなり、店
舗担当者さんも驚いていました」と手
ごたえを語りました。
食品等での電子タグ活用の難しさに

ついて、大日本印刷（株）の渕上なぎ
さ氏は、「水や金属等、電子タグが影
響を受けやすいパッケージ・陳列環境
への対応」を指摘します。一方で「電
子タグに賞味期限情報を紐づけし、期
限が近づいたら購買を促す仕組みや、
家庭の冷蔵庫でもデータ管理ができれ
ば、生活者の食品ロスも減らせる」と

活用ビジョンを描きます。
さらに本事業では、来店、購入、家

庭での商品使用状況からカスタマー
ジャーニーを可視化し、新たな商品開
発やマーケティング活用への可能性に
ついて検討。NEDO IoT推進部の工
藤祥裕主査は、「作業の効率化だけで
はなく、メーカー、小売、生活者等そ
れぞれがデータ活用のメリットを確認
できたことが大きな成果です。データ
の活用で新サービスが生まれるきっか
けになれば」と期待を寄せます。

国内の消費・流通の現場は、精緻な
ロジスティックが支える一方で、少子
高齢化による人手不足、食品ロスや返
品といった課題が生じています。
そこでNEDOは経済産業省と共に、

RFIDによる電子タグを用いたサプラ
イチェーンにおける情報共有システム
の実証事業を実施。実証を主導した大
日本印刷（株）の鈴木重雄氏は「商品
に電子タグを貼付し、国際標準である
EPCIS※の仕様に沿った情報共有シス
テムで、業種の垣根を超え、サプライ
チェーン上の商品の移動情報等を共有
します。製造現場から購入後まで可視
化することで、食品廃棄等の課題解決
に向けた新たなサービスの有効性を検
証しました」と説明します。

実際に、コンビニエンスストア・ド
ラッグストア、物流、卸売、メーカー、
システム・機器関連企業等、60以上
の事業者から協力を得た、業種をまた

業種を超えて、商品の
移動情報等を共有

日本初の実店舗での実証で
データ活用の新しい形に期待

新しい産業の可能性を生み出す データ活用社会1特集

サプライ
チェーン

～消費・流通～

（写真左から）

大日本印刷株式会社
情報イノベーション事業部 C&Iセンター
デジタルサプライチェーン事業開発プロジェクトチーム
ビジネス推進部 第１グループ リーダー

鈴木 重雄 氏

大日本印刷株式会社
情報イノベーション事業部 C&Iセンター
デジタルサプライチェーン事業開発プロジェクトチーム
ビジネス推進部 第１グループ

渕上 なぎさ 氏

東芝テック株式会社
リテール・ソリューション事業本部
技術統括部 技術推進部 技術戦略企画担当 主務

清水 謙次 氏

東芝テック株式会社
リテール・ソリューション事業本部
商品・マーケティング統括部 専門店ソリューション商品部
RFIDソリューション担当 主任

山口 弘幸 氏

NEDO IoT推進部 主査
工藤 祥裕

実証実験に使われた、電子タグ（RFID）とRFIDアンテナ。
賞味期限が近づくと電子棚札に値引き価格が表示される。

IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業プロジェクト事例

情報を可視化し共有することで課題解決

電子タグを用いた情報共有システムで
無駄削減と付加価値向上

※EPCIS（Electronic Product Code Information Services）：サプライチェーンの可視化を行うため、商品の移動情報等をコンピューター・サーバー上に蓄え、共有するための仕様。
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パイロット

AIを活用した次世代航空機運航支援システム
安全な運航のためのパイロット等の意思決定支援、外部システムとの連携

管制データ
航空管制

気象データ
気象庁等

フライトデータ
エアライン（地上運航支援）

他の運航支援
システム

こうしたデータを活用したシステム
の実現に向け、NEDOは、運航に関
するデータを保有するエアラインメー
カー、航空機メーカーや、AI企業、関
係省庁等と連携し、より安全な航空機
運航のために、どういったデータをど
のように連携・活用するか、業界横断
的にデータプラットフォームのあり方
や有効性の議論・検討を行いました。

世界的にも、より安全な次世代の航
空機運航システム実現に向けたデータ
活用気運が高まる中、いち早く、デー
タ活用に向けた制度面やビジネスモデ
ルの検討・議論等を実施できたこと
を、今後の新たな一歩につなげます。

世界的に航空需要が増大している
中、今後、熟練パイロットの不足が懸
念されています。そこで、航空機が飛
行中に取得する機体データや揺れの
データ、また気象データをAI分析す
ることで、突発的な揺れや被雷リスク
を予測しパイロットに提示する仕組み
をつくれば、パイロットが操縦中に揺
れや雷を、より高度に回避することが
可能となります。
そこでNEDOプロジェクトでは、
主に運航中の突発的な揺れを予測する
システムを三菱重工業（株）が、被雷
リスクを予測するシステムを（株）
SUBARUが開発しました。

データを活用した
パイロット支援を検証

データ活用を見越した
初めての業界横断的な議論

航 空

業界横断的なデータ活用の有効性を検討

航空機が取得するデータと気象データを
活用し、パイロットの意思決定を支援

NEDO「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業」
で構築した情報システム（プラットフォーム）の仕様やガイドラ
イン、マニュアル等、参考となる資料を公開しています。

2019年6月に日本で開催されたG20茨城つくば貿易・デ
ジタル経済大臣会合を受け、「職場」「地方」「医療」「恋愛」
「法律」をテーマに、データの流通が加速した未来のイメージ
等を、わかりやすく紹介しています。

■データの利用に関する契約ガイドライン産業保安版 第2版
■IoTセキュリティ対応マニュアル産業保安版 第2版
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101110.html

https://g20-digital.go.jp/jp/?utm_source=
yahoo&utm_medium=cpc

■水道情報活用システム標準仕様
　（プログラム、ソースコード含む）
■水道情報活用システム導入の手引き案
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101111.html

CPS ／ IoTの技術を活用した水道情報活用システム

産業保安分野におけるIoT活用に向けた手引き

可能性広がる！ 人間とデータのよりよい関係を
身近なテーマから考える

新しいビジネス、新しいサービスが生まれる！
使える!! データ活用・お役立ち情報

COLUMN データ活用事例やガイドラインを公開中！！
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NEDOの
プロジェクト評価

NEDOでは、全てのプロジェクトについて適正な評価を行うため、
一貫した評価システムを構築しています。プロジェクトの企画、実施、実用化の各段階で、
「事前評価」「中間評価」「事後評価」「追跡調査・評価」を実施し、各評価結果に基づき、
事業計画への反映や開発内容・マネジメントの改善・見直し等を的確に行っています。

2特集

マネジメント
の高度化へ

！

企画段階 実施段階

年

プロジェクト

プロジェクトの流れと評価の位置づけ

反映反映

NEDO 評価部
特定分野専門職

植山 正基

プロジェクトが始まる1年前に、プロジェクト

の基本的な計画の原案に対して、研究開発の目

標・目的や内容・期間等が適切かを評価します。

この評価結果は、NEDOのプロジェクト推進部

署がプロジェクトの基本計画に反映するととも

に、経済産業省の政策立案にも活用されます。

プロジェクトの
計画に対して、
評価を実施

5年間のプロジェクトの場合、その中間年度で

ある3 年目を目安に実施します。プロジェクト開

始後の国内外の情勢も踏まえ、計画の見直しが必

要かなどを確認します。単なる数値目標の達成だ

けでなく、社会実装された時にビジネスとして成

り立つかという観点が重要なポイントとなります。

NEDO 評価部
主任

須永 吉彦

社会情勢等を踏まえ
プロジェクトの改善や
見直しを実施

0 1 2 3-1

現地調査会では、評価委員が実際の開発現
場を確認する。

事前評価 中間評価
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プロジェクトマネジメントに不可欠な
評価システムの構築に取り組む

PDCAの二つのサイクルで
評価結果をプロジェクト運営に活用

10年先、20年先という次世代に向
けた研究開発プロジェクトは、時代の
ニーズ、情勢の変化に応じて、開発目
標等を適切に見直す必要があります。
そこでNEDOは、外部の専門家・有
識者を評価委員として活用し、各プロ
ジェクトをさまざまな視点から、4段
階で評価しています。まずプロジェク
ト立案段階でその計画を諮る「事前評
価」、次にプロジェクト期間の中盤に
目標の達成度を把握し、改善・見直し
を図る「中間評価」、プロジェクト終
了直後に実施する「事後評価」、最後
に、プロジェクト終了後の6年間、「追

跡調査・評価」を行います。
プロジェクト評価は、単に評価を

行って終わりではなく、その結果をど
のように活用していくかが重要です。
そこで、評価業務の取りまとめを行
うNEDO評価部では、プロジェクト
推進部署が「Plan:計画」「Do:実施」
「Check:評価」「Act:反映」のPDCA
サイクルの中で、適切なプロジェクト
運営ができるよう、評価システムの改
善を行っています。

PDCAサイクルには、主に大小二
つのサイクルがあります。一つは、各
プロジェクトの中で、今後のプロジェ

クトの企画立案への活用、マネジメン
トの改善・見直し、評価システムへの
反映等を回していくもの。特に、中間
評価結果をプロジェクト推進部署に
フィードバックし、残りの期間に反映
することは重要なポイントになってい
ます。もう一つは、これらの評価を経
済産業省等の国の政策に反映させてい
く大きなサイクルです。
プロジェクトの実施には事前・中

間・事後評価が欠かせませんが、公的
資金の投入に対する成果の説明責任
と、今後のプロジェクトマネジメント
への反映という点で、追跡調査・評価
も重要です。NEDOプロジェクト成
果の社会実装に向け、評価が大きな役
割を担っています。

実用化段階

NEDO 評価部
主査

川井 佳子

プロジェクト終了時に、中間評価での指摘や改

善点がきちんと反映されたか、最終目標が達成で

きたか、成果の実用化や事業化に向けて見通しが

立ったかなどを評価します。事後評価の結果は、

次のプロジェクトの企画立案や運営に反映すると

いう点でも重要です。

目標達成度を確認し、
研究開発の成果を
次の企画立案に活用

原則として、プロジェクト終了後・2・4・6

年目に追跡調査を実施します。ナショナルプロ

ジェクトとしての研究成果が、どのように社会に

役立てられているかの説明責任を果たすと同時

に、今後のNEDOや実施者のプロジェクトマネ

ジメントにしっかり反映させていきます。

NEDO 評価部
主任

功刀 基

6年間にわたる
追跡調査で経済的・
社会的効果を把握

4 5 97 11

評価は、プロジェクト成果に関するプレゼンテー
ションと評価委員からの質疑により行われる。

事後評価
（アウトプット）

追跡調査・評価
（アウトカム、インパクト）

Focus NEDO 2019 No.74 13



社会へ

NEDOプロジェクトの効果的な実施や、マネジメント業務の改善、
ナショナルプロジェクトとしての説明責任を果たす上で、評価は重要な役割を担っています。
プロジェクト評価の意義や重要性について、NEDO評価部の上坂真主幹と、
NEDOの全ての評価を取りまとめる研究評価委員会の委員長を務める小林直人教授に話を伺いました。

それぞれの評価結果をビジネスと国の政策双方へ活用する

目的意識を持った評価を継続することが大切

2特集

研究開発プロジェクトの成功に評価は欠かせません。追跡調査結果を見ると、
プロジェクトの企画段階のつくり込みが最終的な成果を左右することがわかって
きており、事前評価の重要性が高まっていると感じます。事前評価から追跡調
査・評価まで、一貫した評価システムを行っているという面では、NEDOは国
内で最も進んでいる組織の一つだと思います。それぞれの評価結果を各プロジェ
クトや今後のプロジェクト立案に反映すると同時に、大きなサイクルで国の政策
にどう反映させていくかが重要です。また、NEDOの事業は最終的にビジネス
につなげることが目的なので、追跡調査・評価の結果をフィードバックし、事業
化を担う産業界を後押ししていく評価にする必要があると考えています。

NEDOは、独立行政法人化前の2000年から評価の取り組みを実施してきま
した。評価委員の協力の下、長年評価を継続してきたことが現在の評価システム
構築につながっています。個々の評価結果の積み上げは膨大なデータとなり、そ
の価値を高めるための活用方法が重要です。今後も評価を行う目的意識をしっか
りと持ち、時代の変化に応じて取り組むことが大切と考えています。

NEDO 評価部
主幹

上坂 真

マネジメントの高度化へ！ NEDOのプロジェクト評価

NEDO研究評価委員会 委員長
早稲田大学 
研究院 副研究院長 教授

小林 直人 氏

重 要 性

プロジェクト評価の実施体制

評価部
（評価事務局）

報告

理事長

プロジェクト推進部署

実施者

プロジェクト推進部署

実施者

プロジェクト推進部署

実施者

Aプロジェクトの
委員会

Bプロジェクトの
委員会

Cプロジェクトの
委員会

評価結果の反映

評価報告書

研究評価委員会

NEDOプロジェクト評価は、評価対象ごとに
おおむね左の図に示す体制で実施しています。

プロジェクト評価の
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プロジェクト評価から得られたさまざまな知見やノウハウを蓄積し、
マネジメント機能全体の改善・強化に活用しています。

マネジメントガイドラインへの反映・活用

NEDOインサイド製品

01 

NEDOプロジェクトの効果を把握02 

NEDOプロジェクトの開発成果のうち、その成果がコア

技術※として活用され、その中でもより大きな経済的・社会

的効果が確認された製品・プロセス等が「NEDOインサイ

ド製品」です。具体的には、プロジェクトによる成果が上

市または製品化され、製品やプロセス（処理、加工）等に

活用されて、売上につながったものを対象としています。

NEDO実用化ドキュメント
NEDOプロジェクトにより開発された技術がどのように

製品やサービスとなって活用されているかを紹介するシ

リーズ企画が、「NEDO実用化ドキュメント」です。終了し

たプロジェクトの「その後」を追い、成果の社会への広が

りを把握する「追跡調査」を実施。それによって把握した

製品やサービスを中心に、企業や大学等の開発者にインタ

ビューを行っています。

これまでに実施されたNEDOプロジェクトによって開発された製品やサービス等が、どのような経済効果や社会的便益等を
もたらしたかを把握・体系化し、よりわかりやすい成果の発信を行っています。

活 用プロジェクト評価の

https://
www.nedo.go.jp/
hyoukabu/index.html

https://
www.nedo.go.jp/
nedo_inside.html

NEDOで実施した評価結果や追跡調査データの分析を行い、蓄積

したマネジメント上のノウハウを体系化しています。全職員が共通の

概念と認識を持ち、効率的かつ効果的にプロジェクトを運営していく

ための「羅針盤」となる資料です。

https://
www.nedo.go.jp/
library/shiryou_
rdmng_guideline.html

NEDOは、先行的かつ積極的な「評価システム構築」の取り組みが
評価され、2009 年に研究・技術計画学会の学会賞を受賞しました。
また、2017 年にも研究・イノベーション学会の学会賞を受賞してい
ます。この受賞は、NEDOが提供した追跡調査データを外部の研究者が
分析研究を行うという新たな取り組みが評価されたものです。

※「コア技術」とは、研究開発段階であった技術のうち、ＮＥＤＯプロジェクトが契機となり実用化に至っ
　た技術で、当該技術がなければ製品やプロセスが成り立たないものを指します。 

研究・イノベーション学会の表彰の様子
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最先端の技術開発成果や、これまでにない

実証事業、新しくスタートするプロジェクト等、

ニュースリリースではお伝えしきれなかった

現場の様子や生の声を、誌面でご紹介します！

世界最高水準の
高効率太陽電池を搭載した
電動車の公道走行実証を開始

注目のニュースリリース！

NEDO

https://www.nedo.go.jp/
news/press/AA5_101150.html

現場から
お伝えします

注）ソーラー充電システムによる駐車中または走行中における、最大充電量のJC08モード電費換算値です。太陽
光発電協会の定める「表示ガイドライン（平成27年度）」に基づき、車両搭載システムの各損失を考慮し算出しまし
た。日射量は名古屋地区、1990年から2009年までの平均年の日ごとのデータ（出典：NEDO）を使用しています。

車両
性能項目

「プリウスPHV」
（ソーラー充電システム装着車） 実証車

太陽電池セルの変換効率 22.5% 34%以上

定格発電電力

駐車時の駆動用バッテリーへの
最大充電電力量（日当たり）注

走行時の駆動用・補機バッテリー
系統への最大充電・給電電力量
（日当たり）注

180W 約860W

EV航続距離
6.1km相当

EV航続距離
44.5km相当

EV航続距離
56.3km相当

カーナビ等に使用する
補機バッテリー系統に
のみ電力を供給

※１ セル出力値（シャープ測定）から算出したモジュール出力の合計。

NEDOとシャープ（株）、トヨタ自動車

（株）は、高効率太陽電池を電動車に搭載す

ることによる、EV航続距離や燃費向上効果

の検証を目的に、太陽光発電システムを搭載

した電動車の公道走行実証を2019年7月下

旬から開始しています。

搭載しているのは、シャープがNEDO事

業「高性能・高信頼性太陽光発電の発電コス

ト低減技術開発」で開発した、変換効率

34％を超える世界最高水準の高効率太陽電

池セルを車載用にモジュール化した太陽電池

パネル。それを、トヨタの「プリウスPHV」

のルーフやフード、バックドア等に搭載し、

公道走行用実証車を製作しました。

太陽電池パネルの高効率化と搭載面積の拡

大によって、定格発電電力は市販の「プリウ

スPHV」（ソーラー充電システム装着車）と

比べて約4.8倍の約860W※1を実現してい

ます。
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「第14回再生可能エネルギー世界展示会」
NEDOブースで展示！

1 2

現場をウォッチ！

「太陽光発電システム搭載
自動車検討委員会」中間報告書
https://www.nedo.go.jp/news/
press/AA5_100909.html 

動画「太陽光発電システム搭載
自動車が開く世界」
https://www.youtube.com/watch?
v=ifDlGzAcZjY&list=PLZH3AKTC
rVsVdnh2iBwhy6KRVj0srSQ9u 

3 4 5

※２ 太陽光発電システムの「新たな市場創出」と「エネルギー・環境問題解決へのさらなる貢献」を
目的として、自動車搭載用太陽光発電システムについて調査・検討するため、2016年4月にNEDO
が設置。

構　　造

変換効率

搭載部分

太陽光パネル概要

化合物3接合型

34%以上（太陽電池セル単体）

ルーフ、フード、バックドア、バックドアガーニッシュ

今回の実証に先立ち、NEDOは2016年4月に「太陽光発電シ

ステム搭載自動車検討委員会※2」を設置し、運輸分野のエネル

ギー・環境問題の解決を目的として、太陽光発電システム搭載自

動車に関する調査・検討を行ってきました。同委員会では、「変

換効率30％以上の太陽電池モジュールを使用すれば、自動車の

ような限られた設置面積においても、1kWの発電電力を実現する

ことが可能」「ユーザーの利用パターン次第では、年間の充電回

数をゼロにすることが可能」「CO₂排出量削減効果が期待」と試

算しています。

実証車に搭載する太陽電池パネルは、変換効率34％を超える

複数の太陽電池セルを使用し、モジュール形状、耐環境性能、表

面の材料等は、トヨタが実施する走行実証の仕様に基づき決定し

ました。太陽電池セルは、約0.03mmの薄いフィルム状であるた

め、自動車のルーフやフード、バックドア等の限られた設置面積

においても、曲面形状に沿って効率よく搭載することができ、本

実証車では、約860Wの定格発電電力を実現しました。

トヨタによる実証データの一部はNEDO・シャープにも共有さ

れ、「太陽光発電システム搭載自動車検討委員会」等で、CO₂削

減効果をはじめ、充電回数低減等の利便性向上効果等を評価し、

運輸部門を含めた太陽電池パネルの新規市場創出とエネルギー・

環境問題解決へのさらなる貢献を目指します。

❶「第14回再生可能エネルギー世界展示会」NEDOブースでの展示の様子
❷車道走行中の「プリウスPHV」実証車　❸「プリウスPHV」実証車に搭載
された複数の太陽電池セルにより構成された太陽電池パネル（フロント部）

❹「プリウスPHV」実証車のバックドア部　❺太陽電池パネルの搭載された
「プリウスPHV」実証車全景
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　当社は、各種ロボットシステムの制御技術
をコア技術とし、国産ドローンとその周辺シ
ステムをトータルなソリューションとして提
供しています。空の産業革命を起こし「世の
中をドローンが当たり前に飛び交う社会」の
実現を目指して研究開発を進める中で、弊社
の目指す方向性とNEDO事業の趣旨が合致し
た場合に活用しており、これまでも複数のプ
ロジェクトに参画させていただきました。
　助成金による開発活動の加速や具体的な事
業化に向けた課題解決はもちろんのこと、
NEDOや共同開発先企業との連携・情報交換
等を通じて、認知度向上による顧客獲得や技
術者のレベルアップなど多方面での効果を実
感しています。

　AIシステム共同開発支援事業では、GPSが
届かない環境でも画像処理によって自己位置
を推定しながら飛行できるVisual SLAM技術
とAIによる自動判定を活用し、ドローンと周
辺システムがプラント内の点検対象の空撮・
データ管理・腐食箇所の判定・調書作成を行
うトータルソリューションを開発しました。

今後はこの技術をさらに改善しつつ、工場・
ビル・橋梁・トンネル等のさまざまな場所に
展開し、事業をさらに拡大・発展させていき
たいと考えています。

スタートアップ支援のその先へ

株式会社自律制御システム研究所
代表取締役社長　太田 裕朗 さん

NEDO

NEDO担当者からのコメント
スタートアップが主体となり、事業会社のデー
タを活用してAIの実装を目指すロールモデル
となりえる事業を実施。社会課題であるインフ
ラ管理に対する自動化ソリューションとして展
開を期待しています。

株式会社自律制御システム研究所を設立2013年

商業用ドローンの製造販売や自律制御技術を用いた
無人化・IoT化に関するソリューションサービスの提供

イノベーター

File.1

Startups Future

NEDO「ロボット・ドローンが活躍する
省エネルギー社会の実現プロジェクト」に参画

2017年

2018年

https://www.acsl.co.jp/

NEDO「AIシステム共同開発支援事業」で
「ドローンとAIによるプラント設備の
画像撮影と点検判定の自動化」を実施

Q1. NEDO支援事業をどのように活用？ Q2.
自律制御システム
研究所の
“その先”とは？

画像処理による特徴点の演算

TCP
Technology
Commercialization
Program

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

事業規模

ステージ
／時間

NEDOベンチャー支援 で検索
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html

鉱工業技術の研究開発を対象に
NEDOが支援するシームレスなスタートアップ支援メニュー

TCP
NEP

STS
CRI

SCA

プラント点検での空撮イメージ

ドローンに搭載された周囲検知用カメラ
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　当社は、物体認識、ロボット動作生成用
AI教育環境を実用化するための研究開発で、
NEDO 「AIシステム共同開発支援事業」を
活用しました。日本では、少子高齢化による
労働人口の減少が見込まれる中、中小企業や
三品産業（食品・医薬品・化粧品産業）等に
おいて、ロボット導入による省力化や生産性
の向上が求められています。そこで本事業で
は、これに対応可能な、安価で誰もが使いこ
なせる「Easy to use」なロボットシステム
の実現を目指し、深層学習や生成モデルを応
用した物体認識システム、強化学習を応用し
た動作生成といった機能を含むAI教育環境
の開発を行いました。 

　今後は、現在人手による作業が主流となっ
ている中小企業や三品産業に対し、AI教育
環境を組み合わせたロボットシステムを安価
に導入できるようにし、工場・ラインでの幅
広な普及を狙います。そこで得られた利益・
企業認知度を基に、高付加価値機能の開発を
行い、より人間との協業を進めることで、従
来の産業用ロボットの適用範囲を超えたサー
ビス分野等への販売を拡大させる予定です。

「新たなテクノロジーが生産性を高め、豊かさ
を創出し、経済成長を加速させる」を念頭に、
最先端のAIテクノロジーで、社会課題を解決
したいと思います。そしてそれらの技術を
ベースとして、さらに自律的に走ることが可
能な自動運転車の開発へとつなげていきます。

NEDO担当者からのコメント
深層学習等を応用した物体認識システム、強化
学習を応用したAI教育環境をコア技術として、
ロボット導入の省力化や生産性の向上を実現す
るほか、本技術の自動運転への応用を目指すな
ど、広がりの大きな事業展開を期待します。

アセントロボティクス株式会社
CEO　石﨑 雅之 さん

イノベーター

File.2

経済の活性化には、
「新技術」を競争力

とした起業家の育成
が重要です。

そこでNEDOは、研
究開発型ベンチャー

をはじめ、さまざまな
角度でスタートアッ

プ支援を実施

しており、その中か
ら、未来に向かって

成長を続ける注目の
スタートアップ企業

を紹介します。

創立
11月 NVIDIA INCEPTION PROGRAM
パートナー企業に認定

2016年

産業用ロボットや自動運転車向けの
AIソフトウエアを開発

2018年 3月 シリーズAラウンドで
約18憶円の資金調達
NEDO「AIシステム共同開発支援事業」
に採択

https://ascent.ai/ 

Q1. NEDO支援事業をどのように活用？ Q2. アセントロボティクスの“その先”とは？

NEP
NEDO
Entrepreneurs
Program

事業化支援人材の伴走支援による
起業支援

STS
シード期の研究開発型ベンチャー
（STS）への事業化支援
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

Seed-stage Technology
-based Startups CRI Collaboration with

Research Institute

橋渡し研究開発促進（CRI）に
よる実用化支援
研究開発型ベンチャー企業の
実用化開発を支援

SCA Startups in
Corporate Alliance

企業間連携スタートアップ（SCA）に
対する事業化支援
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

「イノベーション・ジャパン」出展の様子

ロボットアーム＋RGBカメラ

自動運転実験車両
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「大学発ベンチャー表彰2019
～Award for Academic Startups～」
表彰式を開催 ！

9～10日
第6回 ICEF

9～11日
BioJapan 2019

15～18日
CEATEC 2019

16日
“NoMaps NEDO Dream Pitch”
with 起業家万博

17～18日
2019年度 NEDO
新エネルギー成果報告会

24日～11月4日
東京モーターショー2019

28～29日
イノベーションリーダーズ
サミット2019

29～30日
第10回 日独エネルギー・
環境フォーラム

31日～11月4日
創エネ・あかりパーク2019

1日
2019年度 NEDO
『TSC Foresight』セミナー（第２回）

4～6日
気候変動・災害対策Biz 2019

17～18日
NEDOフェスタ in 関西2019

18～21日
2019国際ロボット展

20～22日
INCHEM TOKYO 2019

22～23日
ロボット・航空宇宙フェスタ
ふくしま2019

CALENDER

NEDOの
イベントスケジュール

11月

12月

29～31日
ENEX2020

29～31日
nano tech 2020

1月
2020年

10月
2019年

NEDOプロジェクトの成果には、数多くの
困難な壁を乗り越え、実用化を成し遂げるまでの
研究開発ストーリーがあります。

NEDO実用化ドキュメント
NEDO Project Success Stories

　

　

　

https://www.nedo.go.jp/
hyoukabu/index.html

答えはウェブ
サイトでチェック！

クイズに挑戦！

日本製紙が東大と共に開発、
実用化したセルロースナノ
ファイバー（CNF）の太さは
どれくらいでしょうか？

NEDO
QUIZ

注目の情報HOT TOPICS 

https://www.nedo.go.jp/news/press/
AA5_101169.html

東大が画期的な
CNFの製法を開発
産学連携により
実用化に成功

表彰

　 レーザーテックの半導体検査
装置「ABICS」が検知でき
る欠陥は、どれくらいの大き
さでしょうか？

NEDO
QUIZ

極端紫外線（EUV）を
利用した次世代の
マスクブランクス
欠陥検査技術を確立

今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーと
その成長に寄与した大学や企業等へ贈られる「大学発
ベンチャー表彰」の表彰式が、8月29日、「イノベー
ション・ジャパン2019」の会場内で行われました。
この表彰はNEDOとJSTが主催し、経済産業大臣

賞や文部科学大臣賞をはじめ、6つの賞が設けられて
います。大学等の研究開発成果を用いた起業や起業後
の挑戦的な取り組みを後押しします。

Icaria（株）は、尿を使ってがん10種の早期診断を
可能に。2020年には日米で、尿検査によるがん10種
診断サービスを開始予定です。

NEDO理事長賞はIcaria（株）、名古屋大学、ANRIが受賞！

受賞者詳細はコチラ
https://www.jst.go.jp/aas/award.html

Information NEDOからのお役立ち情報

 

●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更や、その他のお問い合わせはこちらまで。
E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　　FAX：044-520-5154　　
「Focus NEDO」編集担当宛て
●NEDOが実施するプロジェクトの公募情報や最新の成果、活動等を
お知らせするメール配信サービス（無料）を行っています。ぜひご登録ください。
https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html
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新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「Focus 
NEDO」は、NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関する
さまざまな事業や技術開発、NEDOの活動について、ご紹介します。

本誌の感想をお聞かせください。
頂いた感想は、今後の広報誌等制作
の参考とさせていただきます。

ご感想募集中
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