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プロジェクト概要
人工知能技術適用によるスマート社会の実現

あらゆる人が質の高いサービスを受けられるスマート社会を実現する
人工知能技術の研究開発と実証
事業期間

2018 年度～ 2022 年度

予 算 額

19.5 億円（2020 年度）

ＰＭ

坂元 清志（NEDO ロボット・AI 部 主査）

ＰＬ

辻井 潤一（
（国研）産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究センター長）

ＰＬ

川上 登福（株式会社経営共創基盤 共同経営者 マネージングディレクター）
※ＰＭ：プロジェクトマネージャー、ＰＬ：プロジェクトリーダー

プロジェクト概要
人工知能技術戦略で定めた「生産性」
、
「空間の移動」
、
「健康、医療・介護」の重点分野において、AI 技術の社会実装を推
進する研究開発を実施します。具体的には、これまで研究開発、導入が進められてきた AI モジュールやデータ取得のための
センサー技術、研究開発インフラを活用しながら、サイバー・フィジカル空間を結合した、スマートな社会を実現するため
の研究開発・実証を行います。
本プロジェクトでは、日本の得意分野に AI 技術を応用することで競争優位性を確保するとともに、AI 技術の有効活用に不
可欠な現場データの明確化と取得・蓄積・加工のノウハウを確立し、
AI 技術の社会実装の先行的な成功事例を創出します。また、
社会のさまざまなニーズにきめ細かく対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられる超スマート社会の構築を推進
します。

PM のコメント
AI 技術を人々に役立てるためには、適切かつタイムリーに収集した現場のデータを AI 技術によって分析・解析し、適切か
つタイムリーにフィードバックするサイクルを構築しなくてはなりません。
本プロジェクトでは、これまでに開発や導入が進められてきた AI モジュール、データ取得のためのセンサー技術、研究イ
ンフラを活用しながら、サイバー（仮想）とフィジカル（現実）の両空間が高度に融合した「スマート社会」を実現するた
めの研究開発・実証を行うことにより、AI 技術による社会課題解決を加速します。
また、本取り組みが AI 技術の社会実装を加速していくための「呼び水」となるため、現在の実施体制に加えて様々な機関
とさらに連携の輪を広げて、より広い分野へ成果の展開を目指します。
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テーマの紹介
実施体制
MyData に基づく人工知能開発運用プラットフォームの構築：国立大学法人東京大学他

生 産 性 分 野

データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発：
国立大学法人筑波大学他
AI による植物工場等バリューチェーン効率化システムの研究開発：株式会社ファームシップ他
農作物におけるスマートフードチェーンの研究開発：国立研究開発法人産業技術総合研究所他
高齢者の日常的リスクを低減する AI 駆動アンビエントセンサ・アクチュエータシステムの研究開発：
国立研究開発法人産業技術総合研究所他
ロボットをプローブとした高齢者の生活機能の計測・分析・介入技術の研究開発：
国立研究開発法人産業技術総合研究所他
健康増進行動を誘発させる実社会埋込型 AI による行動インタラクション技術の研究開発：
国立研究開発法人産業技術総合研究所他
生活現象モデリングタスク（介護現場）
：国立研究開発法人産業技術総合研究所他

健康、医療・介護分野

IoT・AI 支援型健康・介護サービスシステムの開発と社会実装研究：
国立研究開発法人産業技術総合研究所他
人工知能による脳卒中予防システムの開発・実用化：学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学他
健康長寿を楽しむスマートソサエティ・主体性のあるスキルアップを促進する AI スマートコーチング技術の開発：
国立大学法人広島大学他
人工知能支援による分子標的薬創出プラットフォームの研究開発：国立大学法人東北大学他
新薬開発を効率化・加速する製剤処方設計 AI の開発：国立大学法人京都大学他
物流サービスの労働環境改善と付加価値向上のためのサービス工学× AI に関する研究開発：
国立研究開発法人産業技術総合研究所他
空間移動時の AI 融合高精度物体認識システムの研究開発：国立大学法人東京大学他
AI 活用による安全性向上を目指したスマートモビリティ技術の開発：
国立研究開発法人産業技術総合研究所

空間の移動分野

地理空間情報プラットフォーム構築と空間移動のスマート化：国立研究開発法人産業技術総合研究所他
安全・安心の移動のための三次元マップ等の構築：国立研究開発法人産業技術総合研究所他
サイバー・フィジカル研究拠点間連携による革新的ドローン AI 技術の研究開発：
国立大学法人東京大学他
判断根拠を言語化する人工知能の研究開発：国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学他
人工知能を活用した交通信号制御の高度化に関する研究開発：国立大学法人東京大学他

テーマの紹介▪生産性分野
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パーソナルデータを本人主導で活用していくため PLR の実運用を促進

背景と狙い

パーソナルデータを本人主導で活用していくためPLRの実運用を促進
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 商材情報からカタログを作成
テーマ名：MyDataに基づく人工知能開発運用プラットフォームの構築
タログの内容等で競争
 購買仲介手数料を徴収
委託先：国立大学法人東京大学、学校法人名古屋石田学園星城大学、学校法人慶應義塾、株式会
 収益をデータ提供者等に分配
社エングラフィア、公益財団法人未来工学研究所
再委託先：イオン株式会社、株式会社メディカルノート
テーマ名：MyDataに基づく人工知能開発運用プラットフォームの構築
テ ー マ 名研究開発責任者：
▶ MyData に基づく人工知能開発運用プラットフォームの構築
橋田 浩一（国立大学法人東京大学）
委託先：国立大学法人東京大学、学校法人名古屋石田学園星城大学、学校法人慶應義塾、株式会
委託期間：２０１８年８月～
国立大学法人東京大学、学校法人名古屋石田学園星城大学、学校法人慶應義塾、
委
託
先 ▶社エングラフィア、公益財団法人未来工学研究所
株式会社エングラフィア、公益財団法人未来工学研究所
再委託先：イオン株式会社、株式会社メディカルノート
再 委 研究開発責任者：
託 先 ▶ イオン株式会社、株式会社メディカルノート
橋田 浩一（国立大学法人東京大学）

委託期間：２０１８年８月～
研究開発責任者
▶ 橋田 浩一（国立大学法人東京大学）
委
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取り組み内容とAI技術適用
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生産性分野

パーソナルデータを本人主導で活用していくためPLRの実運用を促進
パーソナルデータ（PD）の生み出す価値は、
PD の管理運用を本人（のパーソナル AI エージェント）
に集約することによって最大化します。集約（名寄せ）された PD を本人のためにフル活用するとと
背景と狙い
背景と狙い
もに多くの個人の PD を本人同意のみに基づいて簡単に収集・分析して商品・サービスや
AI の開発に
活用できるわけです。また、PD
の管理者を原則として本人のみとすることにより、PD
の漏洩や不正
AIの最大の適用分野である個人向けサービスに関して、
パーソナルデータを様々な事業者が管理しているこ
AIの最大の適用分野である個人向けサービスに関して、 パーソナルデータを様々な事業者が管理しているこ
とから、本人同意によるデータ活用の利便性が低く、また、事業者ごとに管理されている各個人のデータは統合
使用のリスクと管理コストが劇的に低減します。
とから、本人同意によるデータ活用の利便性が低く、また、事業者ごとに管理されている各個人のデータは統合
されず、その利用価値が十分に活かされていません。さらには、データ管理が集中して漏洩等のリスクが大きい
そこで、分散
PDS（データの管理者が本人だけであるようなパーソナルデータ管理の仕組）である
されず、その利用価値が十分に活かされていません。さらには、データ管理が集中して漏洩等のリスクが大きい
など、様々な問題があります。
など、様々な問題があります。
PLR（personal life
repository）の利用を広めることにより、パーソナルデータを本人（の AI）が管
そこで、分散PDS(データの管理者が本人だけであるようなパーソナルデータ管理の仕組)であるPLR
そこで、分散PDS(データの管理者が本人だけであるようなパーソナルデータ管理の仕組)であるPLR
(personal
life repository)の利用を広めることにより、 パーソナルデータを本人が管理運用する環境を整
理運用する環境を整備し、これらの問題を解決するとともに、AI
の開発と実運用を促進します。
(personal
life repository)の利用を広めることにより、 パーソナルデータを本人が管理運用する環境を整
備し、これらの問題を解決するとともに、AIの開発と実運用を促進します。
備し、これらの問題を解決するとともに、AIの開発と実運用を促進します。
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分散データ統合解析ための AI 技術

背景と狙い
生産性分野

人工知能（AI）の発展に伴い、企業や自治体などの機関は個別に収集したデータを使い、サービス
向上などに活用しています。複数の機関が協力してデータを出し合うことでデータ数の不足や偏りが

解消され、より高性能な予測モデルを得ることが可能となり、新しい知見の発見や予測の精度向上な
どが期待できます。
分散データ統合解析ためのAI技術
本研究開発では、各機関・組織が保有するデータを一か所に集約させることなく人工知能が効果的

にデータ解析を行う協調機械学習技術として、データコラボレーション解析（DC
解析）技術を開発
背景と狙い
分散データ統合解析ためのAI技術
します。データサイズの巨大化や秘匿情報保護、規格が異なるなど、データを統合して解析すること
⼈⼯知能（AI）の発展に伴い、企業や⾃治体などの機関は個別に収集したデータを使い、サービス向上な
どに活⽤しています。複数の機関が協⼒してデータを出し合うことでデータ数の不⾜や偏りが解消され、より⾼
が困難な状況において、元データを共有することなく解析を行う技術となります。特に医療・健康・
⼈⼯知能（AI）の発展に伴い、企業や⾃治体などの機関は個別に収集したデータを使い、サービス向上な
解析を⾏う協調機械学習技術として、データコラボレーション解析（DC解析）技術を開発します。データサイ
どに活⽤しています。複数の機関が協⼒してデータを出し合うことでデータ数の不⾜や偏りが解消され、より⾼
ズの巨⼤化や秘匿情報保護、規格が異なるなど、データを統合して解析することが困難な状況において、元
性能な予測モデルを得ることが可能となり、新しい知⾒の発⾒や予測の精度向上などが期待できます。
データを共有することなく解析を⾏う技術となります。特に医療・健康・⾦融分野を対象としてアルゴリズム開発
本研究開発では、各機関・組織が保有するデータを⼀か所に集約させることなく⼈⼯知能が効果的にデータ
と基盤プラットフォーム開発に取り組んでいきます。
解析を⾏う協調機械学習技術として、データコラボレーション解析（DC解析）技術を開発します。データサイ
ズの巨⼤化や秘匿情報保護、規格が異なるなど、データを統合して解析することが困難な状況において、元
データを共有することなく解析を⾏う技術となります。特に医療・健康・⾦融分野を対象としてアルゴリズム開発
データコラボレーション解析は、複数の機関が保有するデータに対して、お互いにアクセスをせず
取り組み内容とAI技術適⽤
と基盤プラットフォーム開発に取り組んでいきます。
に統合的に解析します。データの安全性を担保しつつ、より高性能な予測モデルを得ることが可能と
データコラボレーション解析は、複数の機関が保有するデータに対して、お互いにアクセスをせずに統合的に解
析します。データの安全性を担保しつつ、より⾼性能な予測モデルを得ることが可能となり、新しい知⾒の発
なり、新しい知見の発見や予測の精度向上などが期待できます。
⾒や予測の精度向上などが期待できます。
取り組み内容とAI技術適⽤

取り組み内容とAI技術適用
中間表現による安全な共有

データコラボレーション解析は、複数の機関が保有するデータに対して、お互いにアクセスをせずに統合的に解
複数の機関の分散データ
析します。データの安全性を担保しつつ、より⾼性能な予測モデルを得ることが可能となり、新しい知⾒の発
⾒や予測の精度向上などが期待できます。
複数の中間表現の統合
AIによる学習

DC変換

複数の機関の分散データ

空間の移動分野

複数の中間表現の統合
DC表現データ
AIによる学習

DC変換
元データ

より⾼性能な予測モデル

共有

中間表現データ

⽣産性分野

中間表現による安全な共有

⽣産性分野

健康、医療・介護分野

背景と狙い
性能な予測モデルを得ることが可能となり、新しい知⾒の発⾒や予測の精度向上などが期待できます。

金融分野を対象としてアルゴリズム開発と基盤プラットフォーム開発に取り組んでいきます。
本研究開発では、各機関・組織が保有するデータを⼀か所に集約させることなく⼈⼯知能が効果的にデータ

機関ごとに異なる中間表現⽣成⽅式を利⽤可能とすることで、
DC表現データ
より⾼性能な予測モデル
元データの安全性を担保（特許出願中）

中間表現︓ 説明変数を不可逆縮約
して得られたデータ
共有
中間表現データ
元データ

機関ごとに異なる中間表現⽣成⽅式を利⽤可能とすることで、
成果物と期待される効果

中間表現︓ 説明変数を不可逆縮約
して得られたデータ
医療分野での事例

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果

元データの安全性を担保（特許出願中）

診断データ

病状の予測の⾼精度化に寄与

医療分野での事例
医療分野での事例
診断データ

DC解析

健康診断データ
DC解析

予測モデル

病院

健康診断データ
予測モデル

⾦融・財務データや⼯場の⽣産
病院
病状の予測の⾼精度化に寄与
データや製品開発データ、学⽣
成績データなど、様々な産業や
⼈材育成での応⽤へ
⾦融・財務データや⼯場の⽣産
データや製品開発データ、学⽣
成績データなど、様々な産業や
⼈材育成での応⽤へ
⾃治体

病気を予防する施策の実施が可能に

テーマ名︓データコラボレーション解析による⽣産性向上を⽬指した次世代⼈⼯知能技術の研究開発
委託先︓国⽴⼤学法⼈筑波⼤学
病気を予防する施策の実施が可能に
⾃治体
再委託先︓株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
研究開発責任者︓櫻井鉄也（国⽴⼤学法⼈筑波⼤学）
テーマ名︓データコラボレーション解析による⽣産性向上を⽬指した次世代⼈⼯知能技術の研究開発
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
テ 委託先︓国⽴⼤学法⼈筑波⼤学
ー マ委託期間︓２０１８年５⽉〜
名 ▶データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発
再委託先︓株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
委
託
先 ▶ 国立大学法人筑波大学
研究開発責任者︓櫻井鉄也（国⽴⼤学法⼈筑波⼤学）
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
再 委託期間︓２０１８年５⽉〜
委 託 先 ▶ 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

研究開発責任者 ▶ 櫻井 鉄也（国立大学法人筑波大学）
委

託

期

間 ▶２０１８年５月～

※ 2020 年 4 月から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移行
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AI で植物工場等バリューチェーンのロス削減と高効率化を実現
AIで植物工場等バリューチェーンのロス削減と高効率化を実現

背景と狙い

背景と狙い

みが様々な形で行われているにもかかわらず、生産量は年々減っているのが実態です。
の影響も大きく、農業を取り巻く環境は厳しい状況です。また、食料の国内自給率を高める取り組みが様々
な形で行われているにもかかわらず、生産量は年々減っているのが実態です。
本研究開発では、AI や IoT を使って、バリューチェーン全体を最適化・効率化することによって、
本研究開発では、AIや
IoTを使って、バリューチェーン全体を最適化・効率化することによって、業界全体の
業界全体の生産性と収益性の向上を目指します。まず、天候などの外部要因の影響が少ない植物工場
生産性と収益性の向上を目指します。まず、天候などの外部要因の影響が少ない植物工場を起点に研究を
を起点に研究を進め、その後、施設園芸や露地での高度な栽培へも適用することで、広く社会実装し
進め、その後、施設園芸や露地での高度な栽培へも適用することで、広く社会実装していくことを目指します。
ていくことを目指します。

サイバー
空間

②予測に基づく需給マッチング

（人工知能による最適化アルゴリズム）

生産性分野

従来、播種・生育・収穫、保管・物流、販売等、それぞれのプロセスで、様々なデータ収集や効率
従来、播種・生育・収穫、保管・物流、販売等、それぞれのプロセスで、様々なデータ収集や効率化が行わ
れてきましたが、プロセス毎の最適化にとどまっており、全体最適化の取り組みができていないのが実態です。本
化が行われてきましたが、プロセス毎の最適化にとどまっており、全体最適化の取り組みができてい
テーマでは、各プロセスで情報収集し、これを基にAIによる需要・生産予測でマッチングを行い、全体を精密制
ないのが実態です。本テーマでは、各プロセスで情報収集し、これを基に AI による需要・生産予測
御することで、効率を向上させるシステムを開発しています。
でマッチングを行い、全体を精密制御することで、効率を向上させるシステムを開発しています。

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用

生産性分野

日本の農業就業者の平均年齢が毎年上がる一方で、就業者数は減少しています。異常気象や自然災
害の影響も大きく、農業を取り巻く環境は厳しい状況です。また、食料の国内自給率を高める取り組
日本の農業就業者の平均年齢が毎年上がる一方で、就業者数は減少しています。異常気象や自然災害

①ビッグデータ収集
植物工場等

物流

販売

消費

③精密制御

フィジカル
空間

成果物と期待される効果

成果物と期待される効果

以下の３つのユニットから全体システムを構築します。
以下の３つのユニットから全体システムを構築します。
①ビッグデータ収集：農業～流通の現場データを収集するシステムを整備し、種・資材の調達から、栽培、
①ビッグデータ収集：農業～流通の現場データを収集するシステムを整備し、種・資材の調達から、
流通、消費者ニーズに至るまでの生産～消費にかかる有効なビッグデータを収集します。
栽培、流通、消費者ニーズに至るまでの生産～消費にかかる有効なビッグデー
タを収集します。
②需給マッチング：収集したビッグデータを、AI技術により解析することで、野菜等農産物の生産量と需要量
を予測し、迅速かつ的確な需給のマッチングを行います。
②需 給 マ ッ チ ン
グ：収集したビッグデータを、AI 技術により解析することで、野菜等農産物の生

産量と需要量を予測し、迅速かつ的確な需給のマッチングを行います。
③各プロセス制御 ：需給マッチングに基づき、栽培物の生長制御や、物流整合など、バリューチェーン全体の
③各 プ ロ セ ス 制各プロセスを効率的に精密制御します。
御 ：需給マッチングに基づき、栽培物の生長制御や、物流整合など、バリューチェー
ン全体の各プロセスを効率的に精密制御します。
現場の無駄を２割削減し、全体効率を２割向上させる効果を実現します。
また、この仕組みを活かし、輸出競争力のある新ビジネスを創出します。
現場の無駄を２割削減し、全体効率を２割向上させる効果を実現します。
また、この仕組みを活かし、輸出競争力のある新ビジネスを創出します。

テーマ名：ＡＩによる植物工場等バリューチェーン効率化システムの研究開発
委託先：株式会社ファームシップ、国立大学法人東京大学
テ ー マ 名 ▶ＡＩによる植物工場等バリューチェーン効率化システムの研究開発
再委託先：国立大学法人豊橋技術科学大学、パイマテリアルデザイン株式会社
委
託
先 ▶ 株式会社ファームシップ、国立大学法人東京大学
研究開発責任者：安本
隆（株式会社ファームシップ）
委託期間：
２０１８年８月～
再 委 託 先 ▶ 国立大学法人豊橋技術科学大学、パイマテリアルデザイン株式会社
研究開発責任者 ▶ 北島 正裕（株式会社ファームシップ）
委

託

期

間 ▶２０１８年８月～

空間の移動分野

原材料
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青果の需給マッチング最適化とデータ活用によるエコシステム創出
⻘果の需給マッチング最適化とデータ活⽤によるエコシステム創出

背景と狙い

背景と狙い

生産性分野

青果流通において、予約取引では商条件が安定する一方、供給を担保するために過剰生産が発生し、
現物取引では一旦出荷すると生産者が価格決定に関与できず不利益を被るという問題があります。加
⻘果流通において、予約取引では商条件が安定する⼀⽅、供給を担保するために過剰⽣産が発⽣し、

えて、既知の指標（糖度等）だけでは、美味しさ等の消費者付加価値を十分に表現しきれていません。
現物取引では⼀旦出荷すると⽣産者が価格決定に関与できず不利益を被るという問題があります。加えて、
本研究開発は、付加価値向上とサプライチェーン生産性の両方に着目したデータ連携を行い、
「系全体
既知の指標(糖度等）だけでは、美味しさ等消費者付加価値を⼗分に表現しきれていません。本研究開発
は、付加価値向上とサプライチェーン⽣産性の両⽅に着⽬したデータ連携を⾏い、「系全体としてプラットフォー
としてプラットフォーム化」することで、新たなサービス導入を促進し、産業全体の生産性を飛躍的
ム化」することで、新たなサービス導⼊を促進し、産業全体の⽣産性を⾶躍的に⾼めることを⽬指します。
に高めることを目指します。

⽣産性分野

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適⽤

空間の移動分野
成果物と期待される効果

成果物と期待される効果
＜成果物＞
成
果
物
• 店舗タイプ別来客数予測モデル
• （⽣鮮⾷品⽤）品種別需要予測
▪店舗タイプ別来客数予測モデル
学習済みモデル
▪
•（生鮮食品用）品種別需要予測学習
バーチャルマーケットプロトタイプ
• 済みモデル
消費者の評価関数学習済みモデル
▪バーチャルマーケットプロトタイプ
▪消費者の評価関数学習済みモデル

＜社会実装例＞
社会実装例
• 需要予測データ配布サービス
※2021年より先⾏サービス開始予定
▪需要予測データ配布サービス
• （⽣鮮⾷品⽤）発注⽀援アルゴリズム
※ 2021 年より先行サービス開始予定
API提供サービス
▪
（生鮮食品用）発注支援アルゴリズム API 提供サー
• 仲卸向け受発注マッチングサービス（SaaS）
• BtoC（EC）向けレコメンドAPI提供サービス
ビス
• （メーカ等）企業向けデータ提供サービス
▪仲卸向け受発注マッチングサービス（SaaS）
▪ BtoC（EC）向けレコメンド API 提供サービス
▪
（メーカ等）企業向けデータ提供サービス

テーマ名︓農作物におけるスマートフードチェーンの研究開発
テ ー マ 名 ▶ 農作物におけるスマートフードチェーンの研究開発
委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所、国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究
国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、
委
託
先▶
機構、⼀般財団法⼈⽇本気象協会
一般財団法人日本気象協会
再委託先︓国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構岐⾩⼤学、学校法⼈新潟総合学園新潟⾷料農業⼤学
再 委 託 先 ▶ 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学、学校法人新潟総合学園新潟食料農業大学
研究開発責任者︓本村
陽⼀（国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所）
研究開発責任者 ▶ 本村 陽一（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委託期間︓２０１８年８⽉〜
委

託

期

間 ▶２０１８年８月～
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テーマの紹介▪健康、医療・介護分野

舌の筋電データから舌の活動能力を診断するシステム

背景と狙い

舌の筋電データから活動能力を診断するシステム
舌の筋電データから活動能力を診断するシステム
舌の筋電データから活動能力を診断するシステム
高齢者の誤嚥は肺炎の引き金となり、場合によっては生命を脅かすこともあることから、未然に発

生産性分野

背景と狙い
生を防ぐことは非常に重要です。高齢者の誤嚥リスクの低減には、舌の活動能力にあった食事の提供
背景と狙い
背景と狙い

健康、医療・介護分野

が必要ですが、舌の活動能力以上の食事は誤嚥につながり、活動能力以下の食事は舌を動かす舌骨筋
高齢者の誤嚥は肺炎の引き金となり、場合によっては生命を脅かすこともあることから、未然に発生を防ぐこと
高齢者の誤嚥は肺炎の引き金となり、場合によっては生命を脅かすこともあることから、未然に発生を防ぐこと
の筋力を衰えさせ、活動能力の低下につながります。
は非常に重要です。高齢者の誤嚥リスクの低減には、舌の活動能力にあった食事の提供が必要ですが、舌の
高齢者の誤嚥は肺炎の引き金となり、場合によっては生命を脅かすこともあることから、未然に発生を防ぐこと
は非常に重要です。高齢者の誤嚥リスクの低減には、舌の活動能力にあった食事の提供が必要ですが、舌の
活動能力以上の食事は誤嚥につながり、能力以下の食事は舌を動かす舌骨筋の筋力を衰えさせ、活動能
このように高齢者の舌の活動能力の維持は重要ですが、その測定機会は歯科医師等による定期的な
は非常に重要です。高齢者の誤嚥リスクの低減には、舌の活動能力にあった食事の提供が必要ですが、舌の
活動能力以上の食事は誤嚥につながり、能力以下の食事は舌を動かす舌骨筋の筋力を衰えさせ、活動能
力の低下につながります。
活動能力以上の食事は誤嚥につながり、能力以下の食事は舌を動かす舌骨筋の筋力を衰えさせ、活動能
診断のみで日常的に測定することができません。本研究開発では舌骨筋の筋電データから活動能力が
力の低下につながります。
現在、高齢者の舌の活動能力は、歯科医師等による定期的な診断により行われているため機会が限られま
力の低下につながります。
診断できるシステムを実現することで、医師不在でも介護従事者だけで診断が行えるようにすること
現在、高齢者の舌の活動能力は、歯科医師等による定期的な診断により行われているため機会が限られま
す。本研究開発では舌骨筋の筋電データから活動能力が診断できるシステムを実現することで、医師不在で
現在、高齢者の舌の活動能力は、歯科医師等による定期的な診断により行われているため機会が限られま
を目的としています。
す。本研究開発では舌骨筋の筋電データから活動能力が診断できるシステムを実現することで、医師不在で
も介護従事者だけで診断が行えるようにすることを目的としています。
す。本研究開発では舌骨筋の筋電データから活動能力が診断できるシステムを実現することで、医師不在で
も介護従事者だけで診断が行えるようにすることを目的としています。
も介護従事者だけで診断が行えるようにすることを目的としています。

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用

顎の下に筋電センサを取りつけた状態で食事を行い、舌が前後左右、上下にどの方向に動いている
顎の下に筋電センサを取りつけた状態で食事を行い、筋電の時系列データを1秒ごとにニューラルネットワーク
顎の下に筋電センサを取りつけた状態で食事を行い、筋電の時系列データを1秒ごとにニューラルネットワーク
で舌が前後、左右、上下にどの方向に動いているか分類します。その割合から舌の活動能力を診断します。
顎の下に筋電センサを取りつけた状態で食事を行い、筋電の時系列データを1秒ごとにニューラルネットワーク
か、ニューラルネットワークを用いて筋電の時系列データを
1 秒ごとに分類します。その割合から舌
で舌が前後、左右、上下にどの方向に動いているか分類します。その割合から舌の活動能力を診断します。
で舌が前後、左右、上下にどの方向に動いているか分類します。その割合から舌の活動能力を診断します。
の活動能力を診断します。
学習：前後、左右、上下
食事中の筋電波形を
舌骨筋筋電データを、前後、
割合から活動度を診断→
学習：前後、左右、上下
食事中の筋電波形を
舌骨筋筋電データを、前後、
割合から活動度を診断→
に動かした際の筋電デー
時系列で前後、左右、
左右、上下に分類する 食事中の筋電波形を
食事の形態を決定
学習：前後、左右、上下
舌骨筋筋電データを、前後、
割合から活動度を診断→
に動かした際の筋電デー
時系列で前後、左右、
左右、上下に分類する
食事の形態を決定
タを取得
上下に分類
ニューラルネットワーク 時系列で前後、左右、
に動かした際の筋電デー
左右、上下に分類する
食事の形態を決定
タを取得
上下に分類
ニューラルネットワーク
タを取得
上下に分類
ニューラルネットワーク

}

ReLU n:100

}

ReLU n:100
n:73
n:6
n:73
ReLU n:100

n:6

n:73

Output

}

}

}

}

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果

}

}

Softmax
Batch Normalization
+
Softmax
Batch Normalization +
SquaredError
ELU
+
+
SquaredError
ELU
Softmax
Batch Normalization
+
+
SquaredError
ELU

前後 前後 →ゼリー
上下 →ゼリー
上下 前後
→ゼリー
上下
左右 左右
左右

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果

食事中の筋電波形を1秒ごとに分類
前後 上下
左右 上下
食事中の筋電波形を1秒ごとに分類
前後 左右
食事中の筋電波形を1秒ごとに分類
前後 左右 上下
0.94136053

0.13382098
左右
0.33947355
0.94136053
0.9652853
0.13382098
0.89990264
0.33947355
0.39138192
0.9652853
0.32315812
0.89990264
0.28040698
0.39138192
0.15376103
0.32315812
4.73E-05
0.28040698
0.556522
0.15376103
0.09228646
4.73E-05
0.09795544
0.556522
0.39518547
0.09228646
0.018443804
0.09795544
0.22477777
0.39518547
0.013385657
0.018443804
0.05345416
0.22477777
0.89591545
0.013385657
0.0838759
0.05345416
0.33561742
0.89591545
0.029429123
0.0838759
0.048965883
0.33561742
0.3012256
0.029429123
0.582506
0.048965883
0.24198641
0.3012256

0.1388339
0.61369413
0.24198641 0.10105915
0.1388339
0.5812139

0.582506

0.13934144

0.2550098

0.24198641

0.1388339

0.61369413

8.66E-05

0.002102465
0.42672876
0.028268397
0.055359058
0.08725186
0.50064385
0.47138563
0.3252581
0.9803443
0.3517581
0.6471838
0.87764454
0.5671332
0.8841086
0.14952381
0.28908035
0.57449114
0.09984389
0.7538242
0.39223683
0.60398924
0.36454663
0.10105915
0.2550098
0.61369413

テーマ名：高齢者の日常的リスクを低減するＡＩ駆動アンビエントセンサ・アクチュエータシステムの研究開発
テーマ名：高齢者の日常的リスクを低減するＡＩ駆動アンビエントセンサ・アクチュエータシステムの研究開発
テ委託先：
ー マ 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人東京大学、セイコーインスツル株式会社
名 ▶ 高齢者の日常的リスクを低減するＡ
Ｉ駆動アンビエントセンサ・アクチュエータシステムの研究開発
テーマ名：高齢者の日常的リスクを低減するＡＩ駆動アンビエントセンサ・アクチュエータシステムの研究開発
委託先：
国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人東京大学、セイコーインスツル株式会社
委託先：
健（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委研究開発責任者：小林
託 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人東京大学、セイコーインスツル株式会社
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所、
国立大学法人東京大学、
セイコーインスツル株式会社
研究開発責任者：小林
健（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
研究開発責任者：小林
健（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委託期間：
２０１８年４月～２０１９年２月
委託期間：
２０１８年４月～２０１９年２月
研究開発責任者
▶ 小林 健（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委託期間：
２０１８年４月～２０１９年２月
委

託

期

間 ▶２０１８年４月～２０１９年２月

健康、医療・介護分野

上下
左右
上下
0.94136053
0.001944921
0.001944921
8.66E-05
0.13382098
0.005501398
0.002102465
0.005501398
上下
0.33947355
0.03576866
0.03576866
0.42672876
0.001944921
8.66E-05
0.9652853
0.002572208
0.002572208 0.002102465
0.028268397
0.005501398
0.89990264
0.032831904
0.032831904 0.42672876
0.055359058
0.03576866
0.39138192
0.50572294
0.50572294 0.028268397
0.08725186
0.002572208
0.32315812
0.054158013
0.50064385
0.054158013 0.055359058
0.032831904
0.28040698
0.17277925
0.17277925 0.08725186
0.47138563
0.50572294
0.15376103
0.47170025
0.47170025 0.50064385
0.3252581
0.054158013
4.73E-05
0.001931818
0.001931818 0.47138563
0.9803443
0.17277925
0.556522
0.08473971
0.3517581
0.08473971
0.47170025
0.3252581
0.09228646
0.18718301
0.6471838
0.18718301
0.001931818
0.9803443
0.09795544
0.004253956
0.004253956
0.87764454
0.08473971
0.3517581
0.39518547
0.03156901
0.5671332
0.03156901
0.6471838
0.18718301
0.018443804
0.09443804
0.09443804
0.8841086
0.87764454
0.004253956
0.22477777
0.6135448
0.6135448
0.14952381
0.5671332
0.03156901
0.013385657
0.69557303
0.69557303
0.28908035
0.09443804
0.8841086
0.05345416
0.36531082
0.57449114
0.36531082
0.6135448
0.14952381
0.89591545
0.000544648
0.000544648
0.09984389
0.69557303
0.28908035
0.0838759
0.14958906
0.7538242
0.14958906
0.57449114
0.36531082
0.33561742
0.059364375
0.059364375
0.39223683
0.000544648
0.09984389
0.029429123
0.35947806
0.35947806
0.60398924
0.7538242
0.14958906
0.048965883
0.57425404
0.57425404
0.36454663
0.059364375
0.39223683
0.3012256 0.60398924
0.5812139
0.10105915
0.5812139
0.35947806
0.582506 0.36454663
0.13934144
0.13934144
0.2550098
0.57425404

前後
左右

前後

前後

健健
康康
、、
医医
療療
・・
介介
護護
分分
野野

ニューラルネットワークの最適化を行った結果、
ニューラルネットワークの最適化を行った結果、
ニューラルネットワークの最適化を行った結
ニューラルネットワークの最適化を行った結果、
80%程度の精度で分類可能となりました。これを
80%程度の精度で分類可能となりました。これを
80%程度の精度で分類可能となりました。これを
果、80%
程度の精度で分類可能となりました。
利用して食事中の筋電波形1秒ごとに分類し、各
利用して食事中の筋電波形1秒ごとに分類し、各
利用して食事中の筋電波形1秒ごとに分類し、各
時間でどの方向に動いているかが見えるようになり
時間でどの方向に動いているかが見えるようになり
これを利用して食事中の筋電波形
1 秒ごとに分
時間でどの方向に動いているかが見えるようになり
ました。舌の活動能力だけでなく、食事中の動かし
ました。舌の活動能力だけでなく、食事中の動かし
類し、各時間でどの方向に動いているかが見える
ました。舌の活動能力だけでなく、食事中の動かし
方まで診断できると期待されます。
方まで診断できると期待されます。
ようになりました。舌の活動能力だけでなく、食
方まで診断できると期待されます。
事中の動かし方まで診断できると期待されます。
分類精度
分類精度
分類精度

空間の移動分野

・・・

・・・

・・・

・・・

Output
Output

・・・
・・・

Input
Input

}

n:6

Input

上下
上下
上下 前後 前後 →常食
前後
→常食
→常食
左右 左右
左右
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データに基づくロボット介護機器の評価や導入を促進
データに基づくロボット介護機器の評価や導入を促進
データに基づくロボット介護機器の評価や導入を促進
背景と狙い
背景と狙い

背景と狙い
高齢者のQoL向上と介護者の負担軽減を目的としたロボット介護機器の研究開発が数多く実施されていま
生産性分野

すが、介護現場への導入は試行錯誤の状態です。本研究開発では、センサや通信機能を持つIoT化されたロ
高齢者の QoL 向上と介護者の負担軽減を目的としたロボット介護機器の研究開発が数多く実施さ
高齢者のQoL向上と介護者の負担軽減を目的としたロボット介護機器の研究開発が数多く実施されていま
ボット介護機器を研究開発し、高齢者の生活を支援しながら、同時に生活センシングできるようにします。計測
すが、介護現場への導入は試行錯誤の状態です。本研究開発では、センサや通信機能を持つIoT化されたロ
れていますが、介護現場への導入は試行錯誤の状態です。本研究開発では、センサや通信機能を持つ
された生活データをクラウドに蓄積し、AI技術で分析することで、データに基づく適切な「ロボットを用いた支援
ボット介護機器を研究開発し、高齢者の生活を支援しながら、同時に生活センシングできるようにします。計測
IoT 化されたロボット介護機器を研究開発し、高齢者の生活を支援しながら、同時に生活センシング
サービス」を設計、提供する技術を研究開発します。
された生活データをクラウドに蓄積し、AI技術で分析することで、データに基づく適切な「ロボットを用いた支援
できるようにします。計測された生活データをクラウドに蓄積し、AI 技術で分析することで、データ
サービス」を設計、提供する技術を研究開発します。
に基づく適切な「ロボットを用いた支援サービス」を設計、提供する技術を研究開発します。

• 利用ログや生活データを記録できるIoTロボット介

生活機能を維持・改善する使い方
生活機能を維持・改善する使い方

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用

・利
IoT ロボット介護機器
護機器の開発
• 用ログや生活データを記録できる
利用ログや生活データを記録できるIoTロボット介
の開発
護機器の開発

Big Data

• 介護施設等での実証データ収集、データの分析・
可視化
• 介護施設等での実証データ収集、データの分析・
可視化

・介護施設等での実証データ収集、データの分析・可視化

Big Data

利用ログや
生活データ
利用ログや
生活データ
移乗支援
移乗支援 歩行支援
歩行支援

見守り
見守り
移乗支援

移乗支援

空間の移動分野

見守りセンサのログからの
歩行アシストロボットのログからの
歩行アシストロボットのログからの
見守りセンサのログからの
睡眠パターンの把握
歩行パターン、歩行環境の推定
歩行パターン、歩行環境の推定
睡眠パターンの把握
見守りセンサのログからの
歩行アシストロボットのログからの
睡眠パターンの把握
歩行パターン、歩行環境の推定

・介護レセプトを用いたロボット支援機器や福祉
・介護レセプトを用いたロボッ
ト支援機器や福祉機器の利用
• 介護レセプトを用いたロボット支援機器や福祉機
機器の利用分析
分析 器の利用分析

IoT化された様々なロボット介護機器
IoT
化された様々なロボット介護機器
による生活支援＋生活センシング
による生活支援＋生活センシング
IoT化された様々なロボット介護機器

• 介護レセプトを用いたロボット支援機器や福祉機
器の利用分析

による生活支援＋生活センシング

成果物と期待される効果

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果
・要介護度
・歩行履歴
・要介護度
・歩行履歴

AI
AI

福祉機器の提案

・要介護度の変化
・ロボットの利用履歴
・在宅継続期間など
・要介護度の変化
・在宅継続期間など

機器から収集した
ミクロなデータ
機器から収集した
機器から収集した
ミクロなデータ
・ロボットの利用履歴
ミクロなデータ

・歩行履歴
・ロボットの利用履歴
・活動量
・歩行履歴
・要介護度の変化など
・活動量
・要介護度の変化など

介護ロボットの導入シミュレーションを実現し、高齢者の健康維持、自立生活、介護負担軽減に
有効な介護ロボット導入法の提案に活用します。
介護ロボットの導入シミュレーションを実現し、高齢者の健康維持、自立生活、介護負担軽減に
介護ロボットの導入シミュレーションを実現し、高齢者の健康維持、自立生活、介護負担軽減に有効
有効な介護ロボット導入法の提案に活用します。
な介護ロボット導入法の提案に活用します。
テーマ名：ロボットをプローブとした高齢者の生活機能の計測・分析・介入技術の研究開発
委託先： 国立研究開発法人産業技術総合研究所、パナソニック株式会社、キング通信工業株式会社
テーマ名：ロボットをプローブとした高齢者の生活機能の計測・分析・介入技術の研究開発
テ ー マ 名 ▶ ロボットをプローブとした高齢者の生活機能の計測・分析・介入技術の研究開発
再委託先：国立大学法人筑波大学、学校法人花田学園東京有明医療大学
委託先：
国立研究開発法人産業技術総合研究所、パナソニック株式会社、キング通信工業株式会社
委
託
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所、パナソニック株式会社、キング通信工業株式会社
研究開発責任者：
松本 吉央（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
再委託先：国立大学法人筑波大学、学校法人花田学園東京有明医療大学
委託期間：
２０１８年４月～２０１９年２月
研究開発責任者：
松本 吉央（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
再 委 託 先 ▶ 国立大学法人筑波大学、学校法人花田学園東京有明医療大学
委託期間：
２０１８年４月～２０１９年２月
研究開発責任者 ▶ 松本 吉央（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委

託

期

間 ▶２０１８年４月～２０１９年２月

健康、医療・介護分野
健康、医療・介護分野

適した介護ロボットや
福祉機器の提案
適した介護ロボットや

利用ログや
生活データ
利用ログや
生活データ

介護レセプトから
のマクロなデータ
介護レセプトから
介護レセプトから
・ロボットの利用履歴
のマクロなデータ
のマクロなデータ

テーマの紹介▪健康、医療・介護分野
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個人の心理特性に応じて健康増進を図る行動インタラクション技術

個人の心理特性に応じて健康増進を図る行動インタラクション技術
背景と狙い

背景と狙い
健康維持・増進に資する身体的活動を継続していない人が7割です（厚生労働省調べ）。The Lancetと

生産性分野
健康、医療・介護分野

いう医学誌に2016年に発表された論文によれば、世界で運動不足による経済損失は年間7兆円に上り、
個人の心理特性に応じて健康増進を図る行動インタラクション技術
個人の心理特性に応じて健康増進を図る行動インタラクション技術
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④データ分析

③行為の計測と評価（データ融合）
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委 研究開発責任者：西村
託
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
研究開発責任者：西村 拓一（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委託期間： ２０１８年４月～２０２０年２月
再 委託期間：
委 託 先▶
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
２０１８年４月～２０２０年２月
データ知識構造化支援システム v.1.0

研究開発責任者 ▶ 西村 拓一（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委

託

期

間 ▶２０１８年４月～２０２０年２月

健康、医療・介護分野

⑤新たな知識の追加
データ知識構造化支援システム
v.1.0

健康、医療・介護分野

②特定の行為に着目

テーマの紹介▪健康、医療・介護分野
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個人の心理特性に応じて健康増進を図る行動インタラクション技術
個人の心理特性に応じて健康増進を図る行動インタラクション技術

背景と狙い
個人の心理特性に応じて健康増進を図る行動インタラクション技術
背景と狙い

生産性分野

被介護者の増大と、介護労働力の不足に対応するため、本研究開発では、健康維持のための活動を
背景と狙い
被介護者の増大と、介護労働力の不足に資するため、本研究開発では、従来、健康維持に資する活動を
行ってこなかった心理セグメントに対して
IoT を活用した効果的なサービス技術を開発することで、

行ってこなかった心理セグメントに対してIoTを活用した効果的なサービス技術を開発することで、高齢化に伴う
高齢化に伴う被介護者の増大を抑えることを目指します。また、介護者の身体負担を低減しながら被
被介護者の増大と、介護労働力の不足に資するため、本研究開発では、従来、健康維持に資する活動を
被介護者の増大を抑えることを目指します。また、介護者の身体負担を低減しながら被介護者の生活機能を
行ってこなかった心理セグメントに対してIoTを活用した効果的なサービス技術を開発することで、高齢化に伴う
介護者の生活機能を支えるロボット介護支援システム、また、介護並びに認知症予防介入（共想法）
被介護者の増大を抑えることを目指します。また、介護者の身体負担を低減しながら被介護者の生活機能を
支えるロボット介護支援システム、また、介護並びに認知症予防介入（共想法）のプロセスを知識構造化す
のプロセスを知識構造化する技術の開発と適用で介護サービスの生産性向上を実現することを目指し
支えるロボット介護支援システム、また、介護並びに認知症予防介入（共想法）のプロセスを知識構造化す
る技術の開発と適用で介護サービスの生産性向上を実現することを目指します。さらに、これらの技術に基づく
ます。さらに、これらの技術に基づくサービスビジネスの実現を支える
IoT による非財務経営指標の
る技術の開発と適用で介護サービスの生産性向上を実現することを目指します。さらに、これらの技術に基づく
サービスビジネスの実現を支えるIoTによる非財務経営指標の可視化とIoTデバイスとサービスを繋ぐデジタルプ
サービスビジネスの実現を支えるIoTによる非財務経営指標の可視化とIoTデバイスとサービスを繋ぐデジタルプ
可視化と IoT デバイスとサービスを繋ぐデジタルプラットフォームの整備を行います。
ラットフォームの整備を行います。
ラットフォームの整備を行います。

【A】ウェアラブル型センサ、およ

【A】ウェアラブル型センサ、およ
【A】ウェアラブル型センサ、およ
びロボット介護機器から得られる
びロボット介護機器から得られるデー
びロボット介護機器から得られる
データから【B】介護・健康サービ
タから、
【B】介護・健康サービス利用
データから【B】介護・健康サービ
ス利用者の状態を知り【C】利用
者の状態を知り、
【C】利用者の心理
ス利用者の状態を知り【C】利用
者の心理行動属性も考慮した
サービスの介入技術を開発しま
者の心理行動属性も考慮した
行動属性も考慮したサービスの介入技 健康維持
した。さらに【D】介護プロセス知
サービスの介入技術を開発しま
術を開発しました。さらに【D】介護
識を構造化し、サービスの効率
した。さらに【D】介護プロセス知
プロセス知識を構造化し、サービスの
化を実現しました。加えて、サー
識を構造化し、サービスの効率
ビスを通じて生み出される非財
効率化を実現しました。加えて、サー
化を実現しました。加えて、サー
務経営指標の可視化技術を開
ビスを通じて生み出される非財務経営
ビスを通じて生み出される非財
発。柏の葉地区などでの社会実
証試験で試作したシステムの有在宅介護
務経営指標の可視化技術を開
指標の可視化技術を開発。柏の葉地区
効性を検証しました。
発。柏の葉地区などでの社会実
などでの社会実証試験で試作したシス
証試験で試作したシステムの有
テムの有効性を検証しました。
効性を検証しました。
成果物と期待される効果

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用
【A】IoTデバイス技術
【A】IoTデバイス技術
被介護者・利用者・

健康維持

被介護者・利用者・
介護者の加速度、
介護者の加速度、
位置、表情、心拍、
血圧
位置、表情、心拍、
血圧

IoT

IoT

認知予防

認知予防
在宅介護

共有
データベース

施設介護

共有
データベース

【D】知識化AI技術

被介護者・利用
者の姿勢、行動、
被介護者・利用
負担。介護者の
者の姿勢、行動、
腰部負担

負担。介護者の
【B】指標変換技術
腰部負担

空間の移動分野

施設介護非財務経営指標(知識・感情価値)【B】指標変換技術
【D】知識化AI技術

【C】サービス介入技術
非財務経営指標(知識・感情価値)

【C】サービス介入技術

中高年の一般利用者から、要介護1～2の一般利用者に至るまで、ウェアラブルな加速度センサや歩行支援の
成果物と期待される効果
ロボット歩行器で歩行状態をセンシングし、そのデータからAI技術を用いて歩行型を判定し、歩行経路とともに提
成果物と期待される効果
示して、日常歩行の継続を支援するサービスへの応用が期待されます。

中高年の一般利用者から、要介護 1 〜 2 の一般利用者に至るまで、ウェアラブルな加速度センサや
中高年の一般利用者から、要介護1～2の一般利用者に至るまで、ウェアラブルな加速度センサや歩行支援の
位置計測と歩容表示
中高年の利用者
要介護1～2の利用者
歩行支援のロボット歩行器で歩行状態をセンシングし、そのデータから
AI 技術を用いて歩行型を判定
ロボット歩行器で歩行状態をセンシングし、そのデータからAI技術を用いて歩行型を判定し、歩行経路とともに提
し、歩行経路とともに提示して、日常歩行の継続を支援するサービスへの応用が期待されます。
示して、日常歩行の継続を支援するサービスへの応用が期待されます。
入力情報
z

y

歩行支援ロボット
2
1

3

①個人属性

x

位置計測と歩容表示

AIによる歩容型判定

②要素

入力情報

③評価

クラウド

中高年の利用者

ウェアラブル
加速度計

AIによる歩容型判定

ウェアラブル

①個人属性
テーマ名： IoT・AI支援型健康・介護サービスシステムの開発と社会実装研究
3
加速度計
y
x
委託先： 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立大学法人東京
②要素
AIによる歩容型判定
大学（人工物工学研究センター、先端科学技術研究センター、大学院新領域創成科学研究科）、
クラウド
AIによる歩容型判定
歩行支援ロボット
学校法人立命館、学校法人明治大学、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター、国立研
③評価
究開発法人国立精神・神経医療研究センター、パナソニック株式会社、キング通信工業株式会社、美
津濃株式会社、株式会社竹中工務店、セイコーインスツル株式会社、foo.log株式会社
テ ー マ
名 ▶ IoT・AI
支援型健康・介護サービスシステムの開発と社会実装研究
テーマ名：
IoT・AI支援型健康・介護サービスシステムの開発と社会実装研究
再委託先：国立大学法人筑波大学、学校法人花田学園東京有明医療大学、国立大学法人東京大学（高齢
国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人理化学研究所、
委託先： 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立大学法人東京
社会総合研究機構）、茨城県立医療大学
国立大学法人東京大学
（人工物工学研究センター、
先端科学技術研究センター、
大学（人工物工学研究センター、先端科学技術研究センター、大学院新領域創成科学研究科）、
研究開発責任者：持丸
正明（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
大学院新領域創成科学研究科）
、
学校法人立命館、学校法人明治大学、
委
託学校法人立命館、学校法人明治大学、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター、国立研
先
▶ 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、
委託期間：２０１８年８月～２０２０年２月

パナソニック株式会社、キング通信工業株式会社、美津濃株式会社、株式会社竹中工務店、
究開発法人国立精神・神経医療研究センター、パナソニック株式会社、キング通信工業株式会社、美
セイコーインスツル株式会社、foo.log 株式会社
津濃株式会社、株式会社竹中工務店、セイコーインスツル株式会社、foo.log株式会社
国立大学法人筑波大学、
学校法人花田学園東京有明医療大学、
再委託先：国立大学法人筑波大学、学校法人花田学園東京有明医療大学、国立大学法人東京大学（高齢
再 委 託 先▶
国立大学法人東京大学
（高齢社会総合研究機構）、茨城県立医療大学
社会総合研究機構）、茨城県立医療大学
研究開発責任者 ▶ 持丸 正明（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
正明（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
研究開発責任者：持丸
委 託 期 間 ▶２０１８年８月～２０２０年２月
委託期間：２０１８年８月～２０２０年２月

健・
康介
、護医
健康、医療
分療
野・介護分野

要介護1～2の利用者
z

2

1
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脳血流解析情報と医療情報に対する学習をもとに脳動脈瘤破裂を予測

背景と狙い
生産性分野

血管が詰まったり、破れたりして発生する病気を総称する脳卒中の中でも、脳動脈瘤の破裂によって発生
するくも膜下出血は、発症すると高確率で死亡や後遺症を残すなど、重篤な状態に陥ることが多いで

す。脳動脈瘤破裂のメカニズムは解明されておらず、現状では破裂を予測できませんが、数値流体力学（CFD:

脳⾎流解析情報と医療情報に対する学習をもとに脳動脈瘤破裂を予測

Computational Fluid Dynamics）により取得した脳血流解析情報や脳動脈瘤の形態学的情報（Morphology）
等からなる工学情報、及び患者の医療情報（Patient
Information）に対する学習をもとに破裂を予測できる
背景と狙い
ようになる可能性があります。本研究開発では脳動脈瘤に対する工学情報の取得、並びに工学情報と臨床
⾎管が詰まったり、破れたりして発⽣する病気を総称する脳卒中の中でも、脳動脈瘤の破裂によって発⽣するくも膜
脳⾎流解析情報と医療情報に対する学習をもとに脳動脈瘤破裂を予測

下出⾎は、発症すると⾼確率で死亡や後遺症を残すなど、重篤な状態に陥ることが多いです。脳動脈瘤破裂のメカ
情報から脳動脈瘤破裂リスクを判定可能な
AI 解析が可能で、臨床現場でも使用可能な一体型システム
ニズムは解明されておらず、現状では破裂を予測できませんが、数値流体⼒学 (CFD: Computational Fluid

の構築を行います。これにより、個々の脳動脈瘤に対して破裂リスクに基づいた適切な治療計画の立案を行
背景と狙い
Dynamics)により取得した脳⾎流解析情報や脳動脈瘤の形態学的情報
(Morphology)等からなる⼯学情報、
本研究開発では脳動脈瘤に対する⼯学情報の取得、並びに⼯学情報と臨床情報から脳動脈瘤破裂リスクを判定

下出⾎は、発症すると⾼確率で死亡や後遺症を残すなど、重篤な状態に陥ることが多いです。脳動脈瘤破裂のメカ
可能なAI解析が可能で、臨床現場でも使⽤可能な⼀体型システムの構築を⾏います。これにより、個々の脳動脈
ニズムは解明されておらず、現状では破裂を予測できませんが、数値流体⼒学
(CFD: Computational Fluid
瘤に対して破裂リスクに基づいた適切な治療計画の⽴案を⾏えるようになる可能性があります。
Dynamics)により取得した脳⾎流解析情報や脳動脈瘤の形態学的情報 (Morphology)等からなる⼯学情報、
及び患者の医療情報 (Patient Information)に対する学習をもとに破裂を予測できるようになる可能性があります。
本研究開発では脳動脈瘤に対する⼯学情報の取得、並びに⼯学情報と臨床情報から脳動脈瘤破裂リスクを判定
取り組み内容とAI技術適⽤
可能なAI解析が可能で、臨床現場でも使⽤可能な⼀体型システムの構築を⾏います。これにより、個々の脳動脈
これまでに診断治療した脳動脈瘤約
6000 症例分について患者の医療情報の収集を行いました。さらに、破
これまでに診断治療した脳動脈瘤約6000症例分について患者の医療情報の収集を⾏いました。さらに、破裂予
瘤に対して破裂リスクに基づいた適切な治療計画の⽴案を⾏えるようになる可能性があります。

取り組み内容とAI技術適用

裂予測が比較的困難であるとされる中型サイズの脳動脈瘤に対しては、計
338 症例（経過観察中破裂症例：
測が⽐較的困難であるとされる中型サイズの脳動脈瘤に対しては、計338症例
(経過観察中破裂症例︓35症例、
未破裂症例︓303症例)について、患者の医療情報に加え、⼯学情報の収集を⾏いました。収集した情報に対して
35 症例、未破裂症例：303 症例）について、患者の医療情報に加え、工学情報の収集を行いました。収集し
アンサンブル学習や帰納論理プログラミングによる機械学習を⾏い、脳動脈瘤の破裂リスクを予測可能な分類器を構
た情報に対してアンサンブル学習や帰納論理プログラミングによる機械学習を行い、脳動脈瘤の破裂リ
取り組み内容とAI技術適⽤
築しました。併せて、これら情報の収集、AI解析をGUI形式で⾏えるシステムを構築しました。

医療情報
成果物と期待される効果
&
医療情報と⼯学情報
医療情報のみ
医療情報
医療情報のみをAIの学習に⽤いて試解析を⾏った結果、破裂予測において感度0.83、特異度0.81を得ました。
⼯学情報

成果物と期待される効果
で破裂リスクを予測
約6000症例

で破裂リスクを予測
また、中型サイズの脳動脈瘤では医療情報に加え、⼯学情報も含めて学習を⾏ったところ、感度0.69、特異度
338症例
0.78となりました。特に、中型サイズの脳動脈瘤に対する破裂リスクの予測では、医療情報のみの場合と⽐較して、
医療情報のみを AI の学習に用いて試解析を行った結果、破裂予測において感度
0.83、特異度
0.81 を得ま
医療情報と⼯学情報を合わせたデータに対して学習を⾏ったほうが、判別の精度が⾼くなりました。また、これら解析を
簡単な操作で⾏える⼀体型のソフトウェアの構築に成功しました。将来的にこのソフトウェアを活⽤して、個々の脳動
した。また、中型サイズの脳動脈瘤では医療情報に加え、工学情報も含めて学習を行ったところ、感度
0.69、
成果物と期待される効果
脈瘤の破裂リスクに応じた適切な診断治療を⾏えるようになることが想定されます。
0.78

0.69

0.83

0.81

0.2
0.2
簡単な操作で⾏える⼀体型のソフトウェアの構築に成功しました。将来的にこのソフトウェアを活⽤して、個々の脳動

0.4
0.2
0

⼯学情報の考慮による予測精度の向上
0.8

GUIにより操作可能な⼀体型ソフトウェア 個々の脳動脈瘤の破裂リスクを予測

0.6

健康︑医療・介護分野

0.6

1

0.78

1
0.8

0.69

ことが想定されます。
ようになる
脈瘤の破裂リスクに応じた適切な診断治療を⾏えるようになることが想定されます。
0
0

テーマ名︓⼈⼯知能による脳卒中予防システムの開発・実⽤化
0.4
委託先︓学校法⼈慈恵⼤学東京慈恵会医科⼤学、学校法⼈東京理科⼤学、株式会社マックスネット
0.2
研究開発責任者︓⾼尾
洋之（学校法⼈慈恵⼤学東京慈恵会医科⼤学）
0
委託期間︓２０１８年１０⽉〜

⼯学情報の考慮による予測精度の向上

GUIにより操作可能な⼀体型ソフトウェア 個々の脳動脈瘤の破裂リスクを予測

テーマ名︓⼈⼯知能による脳卒中予防システムの開発・実⽤化
ー 委託先︓学校法⼈慈恵⼤学東京慈恵会医科⼤学、学校法⼈東京理科⼤学、株式会社マックスネット
マ 名 ▶ 人工知能による脳卒中予防システムの開発・実用化
研究開発責任者︓⾼尾
洋之（学校法⼈慈恵⼤学東京慈恵会医科⼤学）
委
託
先 ▶ 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学、学校法人東京理科大学、株式会社マックスネット
委託期間︓２０１８年１０⽉〜
研究開発責任者 ▶ 高尾 洋之（学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学）

テ

委

託

期

間 ▶２０１８年１０月～

健康︑医療・介護分野

特異度 0.78 となりました。特に、中型サイズの脳動脈瘤に対する破裂リスクの予測では、医療情報のみ
1
1
医療情報のみをAIの学習に⽤いて試解析を⾏った結果、破裂予測において感度0.83、特異度0.81を得ました。
の場合と比較して、医療情報と工学情報を合わせたデータに対して学習を行ったほうが、判別の精度が
0.8
0.8
また、中型サイズの脳動脈瘤では医療情報に加え、⼯学情報も含めて学習を⾏ったところ、感度0.69、特異度
0.6
。また、これら解析を簡単な操作で行える一体型のソフトウェアの構築に成功しました。
0.6
将
高くなりました
0.78となりました。特に、中型サイズの脳動脈瘤に対する破裂リスクの予測では、医療情報のみの場合と⽐較して、
0.4
0.4
医療情報と⼯学情報を合わせたデータに対して学習を⾏ったほうが、判別の精度が⾼くなりました。また、これら解析を
来的にこのソフトウェアを活用して、個々の脳動脈瘤の破裂リスクに応じた適切な診断治療を行える
0.83

空間の移動分野

スクを予測可能な分
これまでに診断治療した脳動脈瘤約6000症例分について患者の医療情報の収集を⾏いました。さらに、破裂予
測が⽐較的困難であるとされる中型サイズの脳動脈瘤に対しては、計338症例
(経過観察中破裂症例︓35症例、
しました。
類器を構築
未破裂症例︓303症例)について、患者の医療情報に加え、⼯学情報の収集を⾏いました。収集した情報に対して
併せて、これら
情報の
アンサンブル学習や帰納論理プログラミングによる機械学習を⾏い、脳動脈瘤の破裂リスクを予測可能な分類器を構
築しました。併せて、これら情報の収集、AI解析をGUI形式で⾏えるシステムを構築しました。
収集、AI 解析を GUI
医療情報
形式で行えるシステ
&
医療情報と⼯学情報
医療情報のみ
医療情報
⼯学情報
ムを構築しました。
で破裂リスクを予測
で破裂リスクを予測
約6000症例
338症例

0.81

健康、医療・介護分野

及び患者の医療情報 (Patient Information)に対する学習をもとに破裂を予測できるようになる可能性があります。
えるようになる可能性があります。
⾎管が詰まったり、破れたりして発⽣する病気を総称する脳卒中の中でも、脳動脈瘤の破裂によって発⽣するくも膜

テーマの紹介▪健康、医療・介護分野

15

AI を活用した日常生活動作（ADL）スコア推定と人工筋リハ機器開発

背景と狙い
そこで本研究開発では、
「意識させない計測」
「運動能力の推定とデータ蓄積」
「トレーニング難易度
への反映」をループさせる、AI を使った新しいデータヘルスケアのしくみを構築することで、施設だ
ＡＩを活⽤した⽇常⽣活動作（ADL）スコア推定と⼈⼯筋リハ機器開発
けでなく、遠隔や自宅におけるリハビリやトレーニングの質向上と医療介護費の削減を目指すとともに、
主体性のあるスキルアップをサポートして健康長寿を楽しむスマートソサエティの実現を目指します。
背景と狙い

取り組み内容とAI技術適用
たりさせないステルス計測、統計的手

法や機械学習などを活用した運動力推
取り組み内容とAI技術適⽤
定とデータ蓄積、ユーザの能力に合わ
せて負荷や難易度を自動設定すること
特別な動作をさせたり、時間を
かけたりさせないステルス計測、統
によるモチベーション維持促進、
柔軟・
計的⼿法や機械学習などを活⽤
軽量・安価な人工筋を活用したリハビ
した運動⼒推定とデータ蓄積、
ユーザの能⼒に合わせて負荷や
リ機器開発を通じて、健康・医療・介
難易度を⾃動設定することによる
護における負担軽減と次世代ヘルスケ
モチベーション維持促進、柔軟・
アのマーケット開拓に取り組みます。
軽量・安価な⼈⼯筋を活⽤したリ

質的保障

定量的評価

リハビリの提供
ここをつなぐ
目視・アンケート中心の
日常生活動作（ADL）評価

（病院）診療報酬
（個人）要介護認定

・（患者）リハが日常生活の改善につ
ながるイメージができる
・（医療従事者）日常生活動作の評価
が容易化／リハ効果の定量化に基づ
く新しいリハ提供
・（国）データに基づく診療報酬や介
護認定のしくみづくり

身体能力の数値化
（関節角度，重心など）

ロボットリハビリ機器の
自動チューニング

成果物と期待される効果
次の技術開発を通じて、AI 技術を活用した次世代ヘルスケアの開拓を目指します。

①日常生活動作（ADL）アノテーション支援システムとデジタルヒューマンモデルを活用した歩行・
成果物と期待される効果
移動に関する ADL スコア推定システムの開発
次の技術開発を通じて、ＡＩ技術を活⽤した次世代ヘルスケアの開拓を⽬指します。
②モチベーション維持・促進の工夫が導入されたゲーミフィケション機能を有するリハビリ支援ゲー
① ⽇常⽣活動作（ADL）アノテーション⽀援システムとデジタルヒューマンモデルを活⽤した歩⾏・移動に関
ムの開発 するADLスコア推定システムの開発
② モチベーション維持・促進の⼯夫が導⼊されたゲーミフィケション機能を有するリハビリ⽀援ゲームの開発
③低圧駆動型空気圧ゲル人工筋を活用したリハビリ支援機器の開発
③ 低圧駆動型空気圧ゲル⼈⼯筋を活⽤したリハビリ⽀援機器の開発

委
再

テーマ名︓健康⻑寿を楽しむスマートソサエティ・主体性のあるスキルアップを促進するAIスマートコーチング技術の開発

健康︑医療・介護分野

テ

健康長寿を楽しむスマートソサエティ・主体性のあるスキルアップを促進する AI スマート
ー 委託先︓国⽴⼤学法⼈広島⼤学
マ 名▶
コーチング技術の開発
再委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所、国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学、ダイヤ⼯業株式会社、

株式会社システムフレンド
先▶
国立大学法人広島大学
研究開発責任者︓栗⽥雄⼀（国⽴⼤学法⼈広島⼤学）
国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人神戸大学、ダイヤ工業株式会社、
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
委 委託期間︓２０１８年５⽉〜
託 先▶

託

株式会社システムフレンド

研究開発責任者 ▶ 栗田 雄一（国立大学法人広島大学）
委

託

期

間 ▶２０１８年５月～

※ 2020 年 4 月から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移行

空間の移動分野

ハビリ機器開発を通じて、健康・
医療・介護における負担軽減と
次世代ヘルスケアのマーケット開
拓に取り組みます。

日常生活動作と身体能力の関係性を
見える化する技術

健康、医療・介護分野

効果的・効率的なリハビリやトレーニングのためには、個⼈スキルの把握、スキルに応じた難易度の設定、エン
タテイメント性のあるトレーニング⽀援技術が必要です。
そこで本研究開発では、「意識させない計測」「運動能⼒の推定とデータ蓄積」「トレーニング難易度への反
映」をループさせる、AIを使った新しいデータヘルスケアのしくみを構築することで、施設だけでなく、遠隔や⾃宅
におけるリハビリやトレーニングの質向上と医療介護費の削減を⽬指すとともに、主体性のあるスキルアップをサ
特別な動作をさせたり、時間をかけ
ポートして健康⻑寿を楽しむスマートソサエティの実現を⽬指します。

生産性分野

効果的・効率的なリハビリやトレーニングのためには、個人スキルの把握、スキルに応じた難易度
の設定、エンタテイメント性のあるトレーニング支援技術が必要です。
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人工知能技術を用いてタンパク質を設計：診断・治療医薬の設計アシスト

背景と狙い
生産性分野

様々な分野で活躍しているタンパク質は 20 種類のアミノ酸が脱水縮合したポリマーであり、アミ
ノ酸配列が取り得る「場合の数（配列空間）」が膨大で、労力・時間・コストをかけても目的機能をも

つアミノ酸配列を見つけることが難しいのが現状です。
本研究開発では、タンパク質をベースとした分子標的薬の開発を中心に、人工知能技術を利用する
⼈⼯知能技術を⽤いてタンパク質を設計︓診断・治療医薬の設計アシスト
ことによって、幅広い機能タンパク質を迅速・確実に設計できる技術を開発します。そして、生体実
験までに費やす労力・時間・コストを低減させることで、機能タンパク質の利用拡大を目指します。
背景と狙い

健康、医療・介護分野
空間の移動分野

様々な分野で活躍しているタンパク質は20種類のアミノ酸が脱⽔縮合したポリマーであり、アミノ酸配列が
⼈⼯知能技術を⽤いてタンパク質を設計︓診断・治療医薬の設計アシスト
取り得る「場合の数(配列空間)」が膨⼤で、労⼒・時間・コストをかけても⽬的機能をもつアミノ酸配列を⾒
つけることが難しいのが現状です。
背景と狙い
本研究開発では、タンパク質をベースとした分⼦標的薬の開発を中⼼に、⼈⼯知能技術を利⽤することに
様々な分野で活躍しているタンパク質は20種類のアミノ酸が脱⽔縮合したポリマーであり、アミノ酸配列が
よって、幅広い機能タンパク質を迅速・確実に設計できる技術を開発します。そして、⽣体実験までに費やす
取り得る「場合の数(配列空間)」が膨⼤で、労⼒・時間・コストをかけても⽬的機能をもつアミノ酸配列を⾒
労⼒・時間・コストを低減させることで、機能タンパク質の利⽤拡⼤を⽬指します。
つけることが難しいのが現状です。
「機械学習を組み入れた進化工学的操作」を開発し、標的分子にあった抗体様分子の迅速な探索・機
本研究開発では、タンパク質をベースとした分⼦標的薬の開発を中⼼に、⼈⼯知能技術を利⽤することに
取り組み内容とAI技術適⽤
能化を実現することで、
タンパク質ベースの分子標的薬を効率的に創るプラットフォームを構築します。
よって、幅広い機能タンパク質を迅速・確実に設計できる技術を開発します。そして、⽣体実験までに費やす
労⼒・時間・コストを低減させることで、機能タンパク質の利⽤拡⼤を⽬指します。
「機械学習を組み⼊れた進化⼯学的操作」を開発し、標的分⼦にあった抗体様分⼦の迅速な探索・機能
具体的には、まず骨格（足場）タンパク質として①目的機能を発現できそうな立体構造で配列空間
化を実現することで、タンパク質ベースの分⼦標的薬を効率的に創るプラットフォームを構築します。
を制限し、次にアミノ酸配列の改変（変異）として②どの場所に機能を持たせるかで改変するアミノ
具体的には、まず⾻格（⾜場）タンパク質として①⽬的機能を発現できそうな⽴体構造で配列空間を制
取り組み内容とAI技術適⽤
限し、次にアミノ酸配列の改変(変異)として②どの場所に機能を持たせるかで改変するアミノ酸の箇所の指定
酸の箇所の指定で配列空間を制限し、さらにそこで③配列空間中の探索をする技術を確立します。
「機械学習を組み⼊れた進化⼯学的操作」を開発し、標的分⼦にあった抗体様分⼦の迅速な探索・機能
で配列空間を制限し、さらにそこで③配列空間中の探索をする技術を確⽴します。
化を実現することで、タンパク質ベースの分⼦標的薬を効率的に創るプラットフォームを構築します。
具体的には、まず⾻格（⾜場）タンパク質として①⽬的機能を発現できそうな⽴体構造で配列空間を制
抗体様分⼦
限し、次にアミノ酸配列の改変(変異)として②どの場所に機能を持たせるかで改変するアミノ酸の箇所の指定
で配列空間を制限し、さらにそこで③配列空間中の探索をする技術を確⽴します。
ターゲット分⼦
バイオインフォ
機械学習
マティクス
抗体様分⼦

取り組み内容とAI技術適用

ターゲット分⼦

機械学習
進化⼯学

分⼦設計
学習

バイオインフォ
マティクス

分⼦設計
分⼦シミュレーション
学習

ターゲット分⼦

ターゲット分⼦に最適な相互作⽤をもつ⼩型タンパク質を効率的に導き出す
ターゲット分⼦
進化⼯学
分⼦シミュレーション
ターゲット分⼦に最適な相互作⽤をもつ⼩型タンパク質を効率的に導き出す

分⼦設計学習
成果物と期待される効果

ターゲット
分⼦発⾒︕

分⼦設計学習

ローコスト・ローリスクで分⼦標的薬
候補の創出

抗体様
分⼦

診断

診断
がん細胞

治療
がん細胞

テ
委
再

健康︑医健
療康
・︑
介医
護療
分・
野介護分野

ターゲット
分⼦発⾒︕

抗体様
分⼦

テーマ名︓⼈⼯知能⽀援による分⼦標的薬創出プラットフォームの研究開発
ローコスト・ローリスクで分⼦標的薬
委託先︓ 国⽴⼤学法⼈東北⼤学候補の創出
治療
再委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所, 国⽴⼤学法⼈東京⼤学、学校法⼈北⾥研究所
研究開発責任者︓梅津光央（国⽴⼤学法⼈東北⼤学）
テーマ名︓⼈⼯知能⽀援による分⼦標的薬創出プラットフォームの研究開発
委託期間︓２０１８年５⽉〜 ※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
ー マ
名 ▶国⽴⼤学法⼈東北⼤学
人工知能支援による分子標的薬創出プラットフォームの研究開発
委託先︓
再委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所, 国⽴⼤学法⼈東京⼤学、学校法⼈北⾥研究所
託
先 ▶ 国立大学法人東北大学
研究開発責任者︓梅津光央（国⽴⼤学法⼈東北⼤学）
委託期間︓２０１８年５⽉〜
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
委 託
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人東京大学、学校法人北里研究所

研究開発責任者 ▶ 梅津 光央（国立大学法人東北大学）
委

託

期

間 ▶２０１８年５月～

※ 2020 年 4 月から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移行

テーマの紹介▪健康、医療・介護分野
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医薬品開発を効率化する製剤処方設計 AI

背景と狙い
生産性分野

製薬産業が抱える課題として、創薬プロセス後期の開発コストが膨大（約
1,000 億円）であり、後
医薬品開発を効率化する製剤処⽅設計AI
期プロセスにおける失敗数は比較的少ないが、失敗すると経営に致命的な打撃を与えてしまうリスクが
背景と狙い
あります。後期プロセスにおける医薬品化合物の処方設計は、
原薬（有効成分）の有効性、
安全性、
品質・
医薬品開発を効率化する製剤処⽅設計AI

生産効率を高次にバランスさせる作業であり、従来は研究者の知識、経験知に依存してきました。
製薬産業が抱える課題として、創薬プロセス後期の開発コストが膨⼤（約1,000億円）であり、後期プロ
背景と狙い
セスにおける失敗数は⽐較的少ないが、失敗すると経営に致命的な打撃を与えてしまうリスクがあります。後期
そこで本研究開発では、AI
による合理的な製剤処方設計を実現し、製薬会社等の産業界が各種 AI、
プロセスにおける医薬品化合物の処⽅設計は、原薬（有効成分）の有効性、安全性、品質・⽣産効率を
DB を利用することを目指し、非常に多岐に渡る項目を考慮する必要がありますが、現場研究開発者の
製薬産業が抱える課題として、創薬プロセス後期の開発コストが膨⼤（約1,000億円）であり、後期プロ
⾼次にバランスさせる作業であり、従来は研究者の知識、経験知に依存してきました。
セスにおける失敗数は⽐較的少ないが、失敗すると経営に致命的な打撃を与えてしまうリスクがあります。後期
勘と経験に依存している製剤プロセスの高度化に貢献することを目指します。
そこで本研究開発では、AIによる合理的な製剤処⽅設計を実現し、製薬会社等の産業界が各種AI、DB
プロセスにおける医薬品化合物の処⽅設計は、原薬（有効成分）の有効性、安全性、品質・⽣産効率を
を利⽤することを⽬指し、⾮常に多岐に渡る項⽬を考慮する必要がありますが、現場研究開発者の勘と経験
⾼次にバランスさせる作業であり、従来は研究者の知識、経験知に依存してきました。
に依存している製剤プロセスの⾼度化に貢献することを⽬指します。
そこで本研究開発では、AIによる合理的な製剤処⽅設計を実現し、製薬会社等の産業界が各種AI、DB
最適化条件︓
有効性、安全性、品質・
⽣産における様々な要素
最適化条件︓ を⾼次にバランス化する
有効性、安全性、品質・
⽣産における様々な要素
を⾼次にバランス化する

空間の移動分野

医薬品の有効性、安全性、
医薬品の有効性、安全性、品質・生産効
多⽬的最適化
品質・⽣産効率などの多⽬的
×
率などの多目的最適化を行い、最適な処方
マルチタスク
最適化を⾏い、最適な処⽅を
医薬品の有効性、安全性、
多⽬的最適化
×
を予測する AI 予測するAIを開発するとともに、
を開発するとともに、解釈
品質・⽣産効率などの多⽬的
× Deep Learning
解釈可能なAIを開発することで
可能な最適化を⾏い、最適な処⽅を
AI を開発することで経験知に依存
マルチタスク
・GCN
経験知に依存してきた設計プロ
×
・MLP
予測するAIを開発するとともに、
してきた設計プロセスを形式知化します。
セスを形式知化します。 Deep Learning ×
解釈可能なAIを開発することで
具体的には、効率的に学習データを生成
・ マルチモーダル
具体的には、効率的に学習 ・GCN
経験知に依存してきた設計プロ
・MLP （モジュール化）
データを⽣成・構築する技術、マ×
構築する技術、マルチモーダル・マルチタ
セスを形式知化します。
ルチモーダル・マルチタスク型の機
マルチモーダル
具体的には、効率的に学習
スク型の機械学習アルゴリズムと能動学習
（モジュール化）
械学習アルゴリズムと能動学習
データを⽣成・構築する技術、マ
フレームの開発、解釈可能な
AI モデルに
フレームの開発、解釈可能なAI
ルチモーダル・マルチタスク型の機
よる暗黙知の可視化技術の開発を行うこと
モデルによる暗黙知の可視化技
械学習アルゴリズムと能動学習
術の開発を⾏うことで、医薬品
フレームの開発、解釈可能なAI
で、医薬品開発の加速に資する製剤処方設
開発の加速に資する製剤処⽅
モデルによる暗黙知の可視化技
計 AI を開発します。
設計AIを開発します。
術の開発を⾏うことで、医薬品
開発の加速に資する製剤処⽅
設計AIを開発します。

健康、医療・介護分野

を利⽤することを⽬指し、⾮常に多岐に渡る項⽬を考慮する必要がありますが、現場研究開発者の勘と経験
取り組み内容とAI技術適用
に依存している製剤プロセスの⾼度化に貢献することを⽬指します。

成果物と期待される効果

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果

委

託

期

間 ▶２０１８年６月～

※ 2020 年 4 月から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移行

健康︑医療・介護分野

健康︑医療・介護分野

テーマ名︓新薬開発を効率化・加速する製剤処⽅設計AIの開発
委託先︓国⽴⼤学法⼈京都⼤学
テーマ名︓新薬開発を効率化・加速する製剤処⽅設計AIの開発
再委託先︓国⽴研究開発法⼈理化学研究所
テ ー マ 名 ▶ 新薬開発を効率化・加速する製剤処方設計 AI の開発
委託先︓国⽴⼤学法⼈京都⼤学
研究開発責任者︓奥野恭史（国⽴⼤学法⼈京都⼤学）
委託期間︓２０１８年６⽉〜
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
委 再委託先︓国⽴研究開発法⼈理化学研究所
託
先
▶ 国立大学法人京都大学
研究開発責任者︓奥野恭史（国⽴⼤学法⼈京都⼤学）
再 委
託 先 ▶ 国立研究開発法人理化学研究所
委託期間︓２０１８年６⽉〜
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
研究開発責任者 ▶ 奥野 恭史（国立大学法人京都大学）
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パーソナルデータを本人主導で活用していくため
多様で高品質なデータに基づく労働環境と付加価値の設計支援
PLR の実運用を促進
多様で高品質なデータに基づく労働環境と付加価値の設計支援

多様で高品質なデータに基づく労働環境と付加価値の設計支援
背景と狙い
生産性分野

背景と狙い
背景と狙い
労働人口の減少と物流ニーズの爆発的な増加により、現代社会の基盤となっている物流サービスが
危機的な状況にあることから、物流現場の効率的な運営と新たな付加価値の設計による物流サービス

労働人口の減少と物流ニーズの爆発的な増加により、現代社会の基盤となっている物流サービスが危機
労働人口の減少と物流ニーズの爆発的な増加により、現代社会の基盤となっている物流サービスが危機
の再設計が喫緊の課題です。
的な状況にあることから、物流現場の効率的な運営と新たな付加価値の設計による物流サービスの再設計
的な状況にあることから、物流現場の効率的な運営と新たな付加価値の設計による物流サービスの再設計
物流サービスプロセスの定量的な把握と、その分析結果に基づくバリューチェーンの設計支援を目
が喫緊の課題です。
が喫緊の課題です。
物流サービスプロセスの定量的な把握と、その分析結果に基づくバリューチェーンの設計支援を目的とし、
的とし、
物流現場の業務データとして得られる「ビッグデータ」と、詳細な人間データである「ディー
物流サービスプロセスの定量的な把握と、その分析結果に基づくバリューチェーンの設計支援を目的とし、
物流現場の業務データとして得られる「ビッグデータ」と、詳細な人間データである「ディープデータ」を体系的に
物流現場の業務データとして得られる「ビッグデータ」と、詳細な人間データである「ディープデータ」を体系的に
プデータ」を体系的に整備することで、物流サービスプロセスのモデル化に活用する「ピアデータ」
整備することで、物流サービスプロセスのモデル化に活用する「ピアデータ」の構築を目指しました。
整備することで、物流サービスプロセスのモデル化に活用する「ピアデータ」の構築を目指しました。
の構築を目指しました。

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用

本研究開発では実用的な学習結果を得る上で不可欠なデータベース構築のための計測技術、物流
本研究開発では実用的な学習結果を得る上で不可欠なデータベース構築のための計測技術、物流サー
本研究開発では実用的な学習結果を得る上で不可欠なデータベース構築のための計測技術、物流サー
サービス現場の労働環境改善を通じた
Quality
of Working と生産性の向上と新サービスの設計を支
ビス現場の労働環境改善を通じたQuality
ofof
Workingと生産性の向上と新サービスの設計を支援するシ
ビス現場の労働環境改善を通じたQuality
Workingと生産性の向上と新サービスの設計を支援するシ

援するシミュレーション技術・サービス設計技術を実証し、AI
による学習基盤となるピアデータを
ミュレーション技術・サービス設計技術を実証し、AIによる学習基盤となるピアデータを構築しました。
ミュレーション技術・サービス設計技術を実証し、AIによる学習基盤となるピアデータを構築しました。
構築しました。

地域社会
地域社会
顧客
従業員
顧客
従業員

Pier
PierData
Data
Big
BigData
Data

経営者
経営者

IoTにより日常的に収集
IoTにより日常的に収集

環境・活動計測技術
環境・活動計測技術
VR・模擬環境・実証現場
VR・模擬環境・実証現場
環境・活動シミュレーション技術
環境・活動シミュレーション技術

人工知能技術
人工知能技術

模擬環境・実証環境で厳密に収集
模擬環境・実証環境で厳密に収集

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果

成果物と期待される効果
従業員データに基づく
従業員データに基づく
労働環境改善の事前評価
労働環境改善の事前評価
・棚配置変更
・棚配置変更
・機器・システム導入
・機器・システム導入

Pier
PierDataに基づく
Dataに基づく
設計支援技術
設計支援技術

物流ネットワークによる
物流ネットワークによる
環境センシング
環境センシング
・見守り機能（高齢者・子供）
・見守り機能（高齢者・子供）
・路面状況検出（保守計画）
・路面状況検出（保守計画）

健康経営支援システム
健康経営支援システム
・労働負荷の把握と適切な人材配置
・労働負荷の把握と適切な人材配置
テーマ名：物流サービスの労働環境改善と付加価値向上のためのサービス工学×AIに関する研究開発
テーマ名：物流サービスの労働環境改善と付加価値向上のためのサービス工学×AIに関する研究開発
テ
ー 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京大学
マ国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京大学
名 ▶ 物流サービスの労働環境改善と付加価値向上のためのサービス工学× AI に関する研究開発
委託先：
委託先：
研究開発責任者：
大隈
隆史（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
研究開発責任者：
大隈
隆史（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委
託
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学、国立大学法人東京大学
委託期間：
委託期間：２０１８年４月～２０１９年２月
２０１８年４月～２０１９年２月
研究開発責任者 ▶ 大隈 隆史（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

委

託

期

間 ▶２０１８年４月～２０１９年２月

空間の移動分野
空間の移動分野

空間の移動分野

サービス設計技術
サービス設計技術

Deep
DeepData
Data

テーマの紹介▪空間の移動分野
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実環境で、外乱の影響を受けずに何がどこにあるかを高精度に認識
実環境で、外乱の影響を受けずに何がどこにあるかを高精度に認識
パーソナルデータを本人主導で活用していくため PLR の実運用を促進
実環境で、外乱の影響を受けずに何がどこにあるかを高精度に認識
背景と狙い

背景と狙い
背景と狙い
搬送ロボットやパーソナルモビリティ等、空間を自律移動するロボットの普及が期待されており、それらのロ

取り組み内容とAI技術適用
革新センサ情報
に基づいた
革新センサ情報
次世代人工知能
に基づいた
AIの検討は既存素子のカメラを
次世代人工知能

同光軸構成に配置した特殊カ
AIの検討は既存素子のカメラを
メラを用いた
同光軸構成に配置した特殊カ
メラを用いた
プラズモニックワイドバンドイメージャ
プラズモニックワイドバンドイメージャ

歩行者
ガラス窓
縁石
歩行者
ガラス窓
縁石

革新センサ
革新センサ

高精度分子慣性ジャイロ
超高感度フォースセンサ
超高感度フォースセンサ

革新センサ活用AIをワイドバンドイメージャ・高精度ジャイロと一体開発

成果物と期待される効果

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果

革新センサ情報に基づいた次世代人工知能
革新センサ活用AI 同軸多波長画像情報
革新センサ情報に基づいた次世代人工知能
・夜間の歩行者認識率を向上
革新センサ情報に基づいた次世代人工知能
革新センサ活用AI 同軸多波長画像情報
・夜間の歩行者認識率を向上
・ガラス扉の開閉の認識に成功
・夜間の歩行者認識率を向上
プラズモニックワイドバンドイメージャ
・ガラス扉の開閉の認識に成功
・ガラス扉の開閉の認識に成功
・シリコン中赤外検出素子を試作・検証
プラズモニックワイドバンドイメージャ
プラズモニックワイドバンドイメージャ
高精度分子慣性ジャイロ
カメラ姿勢情報
・シリコン中赤外検出素子を試作・検証
・シリコン中赤外検出素子を試作・検証
・液体の慣性を利用したジャイロを試作・検証
高精度分子慣性ジャイロ
カメラ姿勢情報
高精度分子慣性ジャイロ
・液体の慣性を利用したジャイロを試作・検証
空間移動ロボットへの応用で期待される効果
・液体の慣性を利用したジャイロを試作・検証
①可視から中赤外までの同一光軸多波長画像により、人や
空間移動ロボットへの応用で期待される効果
空間移動ロボットへの応用で期待される効果
透明物を認識
①可 視から中赤外までの同一光軸多波長画像によ
①可視から中赤外までの同一光軸多波長画像により、人や
②衝撃振動外乱下でも、絶対座標をリアルタイムにズレなく
透明物を認識
り、人や透明物を認識
計測認識
革新センサ（イメージャ＋ジャイロ）
②衝撃振動外乱下でも、絶対座標をリアルタイムにズレなく
②衝撃振動外乱下でも、絶対座標をリアルタイムに
計測認識
革新センサ（イメージャ＋ジャイロ）
ズレなく計測認識

テーマ名：空間移動時のAI融合高精度物体認識システムの研究開発
委託先： 国立大学法人東京大学、国立大学法人電気通信大学、国立研究開発法人産業技術総合
テーマ名：空間移動時のAI融合高精度物体認識システムの研究開発
テ ー 研究所、オリンパス株式会社、株式会社デンソー、一般財団法人マイクロマシンセンター
マ 名 ▶ 空間移動時の AI 融合高精度物体認識システムの研究開発
委託先： 国立大学法人東京大学、国立大学法人電気通信大学、国立研究開発法人産業技術総合
国立大学法人電気通信大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、
研究開発責任者：国立大学法人東京大学、
下山 勲（国立大学法人東京大学）
委
託
先▶
研究所、オリンパス株式会社、株式会社デンソー、一般財団法人マイクロマシンセンター
オリンパス株式会社、株式会社デンソー、一般財団法人マイクロマシンセンター
委託期間： ２０１８年４月～２０１９年２月
研究開発責任者： 下山 勲（国立大学法人東京大学）
研究開発責任者 ▶ 下山 勲（国立大学法人東京大学）
委託期間： ２０１８年４月～２０１９年２月
委

託

期

間 ▶２０１８年４月～２０１９年２月

空間
空の
間移
の動
移分
動野
分野

・3軸広帯域
・高感度かつ加速度の影響なし
・3軸広帯域
革新センサ活用AIをワイドバンドイメージャ・高精度ジャイロと一体開発
・高感度かつ加速度の影響なし

空間の移動分野

可視～中赤外光を同軸撮像
→多波長画像間ズレなし
可視～中赤外光を同軸撮像
→多波長画像間ズレなし

ディープニューラル
ネットワーク識別器
ディープニューラル
ネットワーク識別器
高精度分子慣性ジャイロ

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用

生産性分野

搬送ロボットやパーソナルモビリティ等の空間を自律移動するロボットの普及が期待されており、
ボットに搭載できる正確・堅牢・高速な物体認識システムが求められています。本研究開発では、様々な外
搬送ロボットやパーソナルモビリティ等、空間を自律移動するロボットの普及が期待されており、それらのロ
乱のある実環境において、どこに何があるかの認識精度を従来にないレベルに高める革新技術の先導研究と
それらのロボットに搭載できる正確・堅牢・高速な物体認識システムが求められています。本研究開
ボットに搭載できる正確・堅牢・高速な物体認識システムが求められています。本研究開発では、様々な外
して、プラズモニックワイドバンドイメージャと高感度分子慣性ジャイロの革新センサ、およびその信号を入力と
発では、様々な外乱のある実環境において、どこに何があるかの認識精度を従来にないレベルに高め
乱のある実環境において、どこに何があるかの認識精度を従来にないレベルに高める革新技術の先導研究と
する次世代人工知能の研究開発に取組みました。
る革新技術の先導研究として、プラズモニックワイドバンドイメージャと高感度分子慣性ジャイロの
して、プラズモニックワイドバンドイメージャと高感度分子慣性ジャイロの革新センサ、およびその信号を入力と
革新センサ、およびその信号を入力とする次世代人工知能の研究開発に取組みました。
する次世代人工知能の研究開発に取組みました。
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パーソナルデータを本人主導で活用していくため
高齢者の安全な移動のための電動車椅子アシスト技術
PLR の実運用を促進
⾼齢者の安全な移動のための電動⾞椅⼦アシスト技術
背景と狙い
生産性分野

電動車いす等の高齢者個人移動支援機器では、操縦ミスによる事故が近年数多く報告されています。
背景と狙い
そこで本研究開発では、複雑な走行環境（下り段差・階段、側溝等）や、歩行者共存環境での走行等、

自動車とは異なるハザードに対する安全技術の確立を目的としています。外界センサデータ（画像、
電動⾞いす等の⾼齢者個⼈移動⽀援機器では、操縦ミスによる事故が近年数多く報告されています。そこ
レンジデータ等）
、ゲームエンジンで生成した多数の歩行者に対する仮想的な回避行動データを AI が
で本研究開発では、複雑な⾛⾏環境（下り段差・階段、側溝等）や、歩⾏者共存環境での⾛⾏等、⾃動
学習し、現在のセンサ情報処理では認識困難なハザードを安価なカメラのみで認識・回避する技術を
⾞とは異なるハザードに対する安全技術の確⽴を⽬的としています。外界センサデータ（画像、レンジデータ
構築します。
等）、ゲームエンジンで⽣成した多数の歩⾏者に対する仮想的な回避⾏動データをAIが学習し、現在のセン

サ情報処理では認識困難なハザードを安価なカメラのみで認識・回避する技術を構築します。

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
・実環境計測によるシミュレーションデータ作成と学習
取り組み内容とAI技術適⽤

・実環境計測によるシミュレーションデータ作成と学習

な自己位置と姿勢の推定
カメラのみによる⾼精度な
⾃⼰位置と姿勢の推定

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果
マーカ位置データ登録

マーカ情報
管理サーバ

モビリティ
管理サーバ

#003

#001

カメラ画像による安全⾛⾏可能領域認識

#002

マーカ

#003

#001

パーソナルモビリティ

歩⾏者回避⾏動⽣成

テ
ー マ 名 ▶ AI 活用による安全性向上を目指したスマートモビリティ技術の開発
テーマ名︓AI活⽤による安全性向上を⽬指したスマートモビリティ技術の開発

委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所
委
託
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所

研究開発責任者︓阪野
貴彦（国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所）
研究開発責任者
▶ 阪野 貴彦（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委託期間︓２０１８年４⽉〜２０１９年２⽉

委

託

期

間 ▶２０１８年４⽉〜２０１９年２⽉

空空
間間
のの
移移
動動
分分野
野

空間の移動分野

・高精度マーカによる
シームレス測位
・⾼精度マーカによる
カメラのみによる高精度
シームレス測位

歩行者のいる仮想空間
中において、レンジセ
歩⾏者のいる仮想空間中に
ンサによる自動走行を
おいて、レンジセンサによる⾃
模擬し、人にぶつから
動⾛⾏を模擬し、⼈にぶつか
ない回避行動を、強化
らない回避⾏動を、強化学
学習によって獲得
習によって獲得

#002

カメラ画像と 3 次元情報をセットに学習
することで、カメラ画像だけから走行可能
領域を推定
カメラ画像と3次元情報をセットに学習することで、
カメラ画像だけから⾛⾏可能領域を推定

テーマの紹介▪空間の移動分野
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大規模な地理空間情報を統合・解析する基盤の構築
パーソナルデータを本人主導で活用していくため PLR の実運用を促進
大規模な地理空間情報を統合・解析する基盤の構築
背景と狙い
背景と狙い
背景と狙い

本研究開発では、一般的な環境を網羅する大規模な三次元データを、フォーマットや座標系の違い

狙い：
狙い：
一般的な環境を網羅する大規模な三次元データを、フォーマットや座標系の違いを超えて統合することで
Digital Twinを地球規模に拡大します。
Twinを地球規模に拡大します。
Digital

を超えて統合することで
Digital Twin を地球規模に拡大します。
一般的な環境を網羅する大規模な三次元データを、フォーマットや座標系の違いを超えて統合することで

フィジカルな実空間を
フィジカルな実空間を
フィジカルな実空間を
・農地、森林、海洋などの遠隔地
・農地、森林、海洋などの遠隔地
・農地、森林、海洋などの遠隔地
・自動運転の対象となる道路周辺
・自動運転の対象となる道路周辺
・自動運転の対象となる道路周辺
・建築物の内部や地下街といった屋内
・建築物の内部や地下街といった屋内

・建築物の内部や地下街といった屋内

の３つの領域に分類し、それぞれを統合する

持った三次元地図を生成します。

成果物：
成果物：
成果物：
・人工衛星や航空機で取得された大規模なデータから地物
・人工衛星や航空機で取得された大規模なデータから地物
・人工衛星や航空機で取得された大規模なデータから
を自動判別するための教師データおよび標準的な深層学習
を自動判別するための教師データおよび標準的な深層学習
地物を自動判別するための教師データおよび標準的
パッケージに対応したモジュール
パッケージに対応したモジュール
な深層学習パッケージに対応したモジュール
・様々なフォーマット／座標系の三次元データを統合・解析
・様々なフォーマット／座標系の三次元データを統合・解析
・様々なフォーマット／座標系の三次元データを統合・
できる三次元データプラットフォーム
できる三次元データプラットフォーム
解析できる三次元データプラットフォーム

期待される効果：
期待される効果：
・電動車椅子／ドローンなどの自律移動を強化学習によっ
期待される効果：
・電動車椅子／ドローンなどの自律移動を強化学習によっ
て実現するためのサイバー環境整備
て実現するためのサイバー環境整備
・
電動車椅子／ドローンなどの自律移動を強化学習に
よって実現するためのサイバー環境整備

テーマ名：地理空間情報プラットフォーム構築と空間移動のスマート化
テーマ名：地理空間情報プラットフォーム構築と空間移動のスマート化
テ ー マ 名 ▶ 地理空間情報プラットフォーム構築と空間移動のスマート化
委託先：国立研究開発法人産業技術総合研究所
委託先：国立研究開発法人産業技術総合研究所
委
託
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
再委託先：国立大学法人九州工業大学、国立大学法人名古屋大学
再委託先：国立大学法人九州工業大学、国立大学法人名古屋大学
再 委 託 先 ▶ 国立大学法人九州工業大学、国立大学法人名古屋大学
研究開発責任者：
中村 良介（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
良介（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
研究開発責任者：
中村
研究開発責任者
▶ 中村 良介（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委託期間：
２０１８年４月～
２０２０年２月
委託期間：
２０１８年４月～
２０２０年２月
委

託

期

間 ▶２０１８年４月～ ２０２０年２月

空間の移動分野

成果物と期待される効果
成果物と期待される効果
成果物と期待される効果

空間の移動分野

の３つの領域に分類し、それぞれを統合することで
の３つの領域に分類し、それぞれを統合することで
ことで地球全体を網羅できるマルチスケール
地球全体を網羅できるマルチスケールの
Digital
地球全体を網羅できるマルチスケールの
の Digital Twin を 構 築 し ま す。 こ のDigital
Digital
Twin を構築する。このDigital
を構築する。このDigital Twin
Twin 上に置かれ
上に置かれ
Twin
Twin 上に置かれた画像や点群の時系列データ
た画像や点群の時系列データにAI技術を適用する
た画像や点群の時系列データにAI技術を適用する
に AI 技術を適用することで、地物の自動判別
ことで、地物の自動判別や変化イベントの抽出を行
ことで、地物の自動判別や変化イベントの抽出を行
や変化イベントの抽出を行い、フィジカルな実
い、フィジカルな実空間を移動するエージェントにとっ
い、フィジカルな実空間を移動するエージェントにとっ
空間を移動するエージェントにとっての意味を
ての意味を持った三次元地図を生成します。
ての意味を持った三次元地図を生成します。

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適用

生産性分野

背景：
背景：
工場などの限定された環境においては、現実（フィジカル）空間の物体の配置や内部情報などを仮
工場などの限定された環境においては、現実（フィジカル）空間の物体の配置や内部情報などを仮想（サ
工場などの限定された環境においては、現実（フィジカル）空間の物体の配置や内部情報などを仮想（サ
想（サイバー）空間にコピーした Digital Twin の構築が進められています。しかし人間の生活空間や、
イバー）空間にコピーしたDigital Twin
Twin の構築が進められています。しかし人間の生活空間や、自動運転
の構築が進められています。しかし人間の生活空間や、自動運転
イバー）空間にコピーしたDigital
自動運転車／ロボットなどが活動する一般空間においては、実空間で起きる出来事を詳細に記述でき
車／ロボットなどが活動する一般空間においては、実空間で起きる出来事を詳細に記述できるIT基盤技術
車／ロボットなどが活動する一般空間においては、実空間で起きる出来事を詳細に記述できるIT基盤技術
る
IT 基盤技術は存在しません。
は存在しません。
は存在しません。
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パーソナルデータを本人主導で活用していくため
屋外～屋内をカバーする時空間情報基盤上で人やモノの
PLR
「移動」
の実運用を促進
を統合的に支援
屋外〜屋内をカバーする時空間情報基盤上で⼈やモノの「移動」を統合的に⽀援

背景と狙い
屋外〜屋内をカバーする時空間情報基盤上で⼈やモノの「移動」を統合的に⽀援
生産性分野

背景と狙い
自動運転や i-Construction
等、広くサイバーフィジカルシステムの発展に伴い、三次元＋時間の時
背景と狙い
空間情報を扱うサービスプラットフォームへの要求が高まっています。しかし、これらは自動運転、
⾃動運転やi-Construction等、広くサイバーフィジカルシステムの発展に伴い、三次元＋時間の時空間情

建設といった個別領域での解決に留まっており、アプリケーション間でのデータ共有や利活用に向け
報を扱うサービスプラットフォームへの要求が⾼まっています。しかし、これらは⾃動運転、建設といった個別領域
⾃動運転やi-Construction等、広くサイバーフィジカルシステムの発展に伴い、三次元＋時間の時空間情
での解決に留まっており、アプリケーション間でのデータ共有や利活⽤に向けた継続的な情報の更新と管理の枠
た継続的な情報の更新と管理の枠組みが十分に整っていません。
報を扱うサービスプラットフォームへの要求が⾼まっています。しかし、これらは⾃動運転、建設といった個別領域
組みが⼗分に整っていません。
での解決に留まっており、アプリケーション間でのデータ共有や利活⽤に向けた継続的な情報の更新と管理の枠
本研究開発では、国際標準に従って、時空間情報のサービス基盤を構築し、屋内～道路に渡る様々
組みが⼗分に整っていません。
な三次元データ及びその上での移動体データをシームレスに統合・管理できるようにします。また、
本研究開発では、国際標準に従って、時空間情報のサービス基盤を構築し、屋内〜道路に渡る様々な三
本研究開発では、国際標準に従って、時空間情報のサービス基盤を構築し、屋内〜道路に渡る様々な三
次元データ及びその上での移動体データをシームレスに統合・管理できるようにします。また、実際のデータと
実際のデータとサービスを提供することで、ユーザを巻き込んだエコシステム化を狙います。
次元データ及びその上での移動体データをシームレスに統合・管理できるようにします。また、実際のデータと
サービスを提供することで、ユーザを巻き込んだエコシステム化を狙います。
サービスを提供することで、ユーザを巻き込んだエコシステム化を狙います。

健康、医療・介護分野

取り組み内容とAI技術適用
取り組み内容とAI技術適⽤
取り組み内容とAI技術適⽤

基盤：①時空間情報プラットフォーム（基盤）の構築＋②高精度認識：
基盤︓➀時空間情報プラットフォーム（基盤）の構築＋②⾼精度認識︓
基盤︓➀時空間情報プラットフォーム（基盤）の構築＋②⾼精度認識︓
・取り組み内容：異種の三次元空間データや移動体データの統合的センシング～
・ 取り組み内容︓異種の三次元空間データや移動体データの統合的センシング〜
・ 取り組み内容︓異種の三次元空間データや移動体データの統合的センシング〜
管理手法の研究開発。赤外＋可視光センサを用いた高精度認識技術の研究開発。
管理⼿法の研究開発。⾚外＋可視光センサを⽤いた⾼精度認識技術の研究開発。
管理⼿法の研究開発。⾚外＋可視光センサを⽤いた⾼精度認識技術の研究開発。
・ AI技術適⽤︓地物や移動体の認識技術。地物や移動の意味の抽出。データ統合。
・AI 技術適用：地物や移動体の認識技術。地物や移動の意味の抽出。データ統合。
・ AI技術適⽤︓地物や移動体の認識技術。地物や移動の意味の抽出。データ統合。
複数センサ情報の認識によるガラスや⼈の
複数センサ情報の認識によるガラスや⼈の
複数センサ情報の認識によるガラスや人の高精
⾼精度認識技術。
⾼精度認識技術。
度認識技術。

リアルタイム認識技術。

成果物と期待される効果
成果物︓データやサービスを揃えた時空間情報基盤

成果物︓データやサービスを揃えた時空間情報基盤
・ 3次元形状/移動体情報への
成果物：・データやサービスを揃えた
データアクセス等のAPI
3次元形状/移動体情報への
時空間情報基盤
データ公開サイト
データアクセス等のAPI
・ サービス︓⾃律移動や混雑緩和、
データ公開サイト
・3 次元形状
/ 移動体情報への
ナビゲーション、⼈の移動データに基づく
・
サービス︓⾃律移動や混雑緩和、
データアクセス等の API データ公開サイト
コロナ感染シミュレーション
ナビゲーション、⼈の移動データに基づく
・サービス：自律移動や混雑緩和、
コロナ感染シミュレーション

ナビゲーション、人の移動データに基づく
期待される効果︓
・ 三次元情報に基づいたサービスの
コロナ感染シミュレーション
期待される効果︓
⽣産性向上。横展開性の向上。
・ 三次元情報に基づいたサービスの
期待される効果：
・ シームレスな移動の⽀援。
⽣産性向上。横展開性の向上。
・ スマートシティの情報基盤の提供。
・三次元情報に基づいたサービスの
・ シームレスな移動の⽀援。
生産性向上。横展開性の向上。
・テーマ名︓安全・安⼼の移動のための三次元マップ等の構築
スマートシティの情報基盤の提供。
・シームレスな移動の支援。
委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所、国⽴⼤学法⼈東京⼤学（情報理⼯学研究科）、
・スマートシティの情報基盤の提供。
パナソニック株式会社
テーマ名︓安全・安⼼の移動のための三次元マップ等の構築
再委託先︓国⽴⼤学法⼈東京⼤学（空間情報科学研究センター、新領域創成科学研究科）、
委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所、国⽴⼤学法⼈東京⼤学（情報理⼯学研究科）、
国⽴⼤学法⼈九州⼯業⼤学
パナソニック株式会社
テ ー マ 名▶
安全・安心の移動のための三次元マップ等の構築
研究開発責任者︓⼩島
功（国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所）
再委託先︓国⽴⼤学法⼈東京⼤学（空間情報科学研究センター、新領域創成科学研究科）、
国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人東京大学（情報理工学研究科）、
委
託 委託期間︓２０１８年１０⽉〜
先 ▶国⽴⼤学法⼈九州⼯業⼤学
パナソニック株式会社
研究開発責任者︓⼩島
功（国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所）
国立大学法人東京大学（空間情報科学研究センター、新領域創成科学研究科）
、
再 委委託期間︓２０１８年１０⽉〜
託 先▶
国立大学法人九州工業大学
研究開発責任者 ▶ 小島 功（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
委

託

期

間 ▶２０１８年１０月～

空間の移動分野

成果物と期待される効果

成果物と期待される効果

空間の移動分野

空間の移動分野

応⽤︓③⼈流やモビリティ等のサービスの実現︓
応用：③人流やモビリティ等のサービスの実現：
応⽤︓③⼈流やモビリティ等のサービスの実現︓
・ 取り組み内容︓⼤規模シミュレーションによる
・
取り組み内容︓⼤規模シミュレーションによる
・取り組み内容：大規模シミュレーションによる
⼈流観測・制御。移動に伴うセンシング、
⼈流観測・制御。移動に伴うセンシング、
人流観測・制御。移動に伴うセンシング、
リアルタイム認識の研究開発。
リアルタイム認識の研究開発。
リアルタイム認識の研究開発。
・
AI技術適⽤︓⼤規模シミュレーション技術。
・ AI技術適⽤︓⼤規模シミュレーション技術。
・AI 技術適用：大規模シミュレーション技術。
リアルタイム認識技術。
リアルタイム認識技術。

テーマの紹介▪空間の移動分野
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AI 技術を搭載した「落ちない / 落ちても安全」なドローンの実現

背景と狙い
本研究開発では、革新的ドローン AI 技術を 3 つのフェーズに分け、サイバー・フィジカル研究拠
背景と狙い
点間連携による段階的な研究開発の中で、利活用事業と連携した PoC による逐次評価を行います。
都市部での荷物配送など、第三者上空⾶⾏を実現する次世代ドローンの⽬標が2022年に設定され、機

フェーズⅠ：物体認識の枠組みによる人・車両の認識により安全を確保する「自律運航
体の信頼性のほかに操縦者が⾏ってきた⾼度なトラブルシューティング機能の実装が必要となります。 AI 技術」
本研究開発では、⾰新的ドローンAI技術を3つのフェーズに分け、サイバー・フィジカル研究拠点間連携による
AI 技術」
フェーズⅡ：機器故障に起因する異常を検知・判断する「故障診断
段階的な研究開発の中で、利活⽤事業と連携したPoCによる逐次評価を⾏います。
フェーズⅢ：機器故障時に環境認識により無人地帯を選択して安全着陸する「緊急着陸
AI 技術」


健康、医療・介護分野

フェーズⅠ︓物体認識の枠組みによる⼈・⾞両の認識により安全を確保する「⾃律運航AI技術」
フェーズⅡ︓機器故障に起因する異常を検知・判断する「故障診断AI技術」
フェーズⅢ︓機器故障時に環境認識により無⼈地帯を選択して安全着陸する「緊急着陸AI技術」

取り組み内容とAI技術適用

【自律運航 AI取り組み内容とAI技術適⽤
技術】高高度（～ 100m）から地上の人・車両を認識し、リアルタイムに回避ルート
を生成しながら安全に飛行を継続する AI 技術、突風等の外乱やペイロードの揺動に対しても頑健に姿
勢を保持できる姿勢安定化制御技術を開発しています。
地上の⼈を回避

200gの⽚持ち重り

200gの⽚持ち重り

垂直に上昇後
安定にホバリング

AI計算機
墜落

パンチルトズームカメラ

rADRCの場合

従来のPID制御の場合

で機体異常の早期検出を可能とする
AI フレームワークを開発しています。
【緊急着陸AI技術】 機体の異常を検出した際に安全に着陸可能な領域を推定する、セマンティックセグメン
セグメンテーションを用いた AI 手法を開発しています。
成果物と期待される効果

出⼝戦略として、機能とユースケースの分析を実施しています。本研究開発で開発される技術の適⽤先とし
て、物流、警備、設備点検（私有地、公共地）、農業、災害現場を想定して研究開発を進めています。

成果物と期待される効果

本技術にもとづく⾃律⾶⾏ドローンの機能

空間の移動分野

テーションを⽤いたAI⼿法を開発しています。

【緊急着陸 AI 技術】機体の異常を検出した際に安全に着陸可能な領域を推定する、セマンティック

事前に設定した経路の⾃動⾶⾏は実 ⾶⾏中に視野に⼊った情報か
機器故障時に環境認
出口戦略として、機能とユースケースの分析を実施しています。本研究開発で開発される技術の適用
建物の傍や悪天候でも機体 機器故障に起因する異
⽤化されているが、⾃律的に経路を修 ら、⼈や障害物を認識して⾃
識により無⼈地帯を選
を制御する機能
常を検知・判断する
正する機能を追加
動で回避
択して安全着陸する
先として、物流、警備、設備点検（私有地、公共地）
、農業、災害現場を想定して研究開発を進めています。

経路⾃律⽣成

障害物検知・回避

外乱下の姿勢制御

故障検知

本技術にもとづく自律飛行ドローンの機能

緊急・安全着陸

◎
◎
◎
◎
◎
事前に設定した経路の自
機器故障時に環境認識に
飛行中に視野に入った情
建物の傍や悪天候でも機 機器故障に起因する異常
動飛行は実用化されてい
警備
より無人地帯を選択して
報から、人や障害物を認
〇
〇
〇
◎
体を制御する機能
を検知・判断する
るが、自律的に経路を修
安全着陸する
識して自動で回避
正する機能を追加
設備点検(私有地)
物流

経路自律生成
◎
農業
〇
〇
災害
〇

〇

◎

◎

◎

障害物検知・回避
外乱下の姿勢制御
故障検知
◎
◎ ◎
物流
◎
◎◎
〇
警備
〇
◎◎
〇
設備点検（私有地）
◎
◎◎
〇
◎
◎ ◎
設備点検（公共地）
◎
◎
◎
農業
〇
◎
テーマ名︓サイバー・フィジカル研究拠点間連携による⾰新的ドローンAI技術の研究開発
災害
〇
◎
◎
◎
委託先︓国⽴⼤学法⼈東京⼤学
設備点検(公共地)

◎

〇

〇

緊急・安全着陸
◎
◎

〇

再委託先︓国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所、株式会社⽇⽴システムズ、イームズロボティクス株式
ー マ 名
▶ サイバー・フィジカル研究拠点間連携による革新的ドローン AI 技術の研究開発
会社
研究開発責任者︓⼟屋武司（国⽴⼤学法⼈東京⼤学）
委
託
先 ▶ 国立大学法人東京大学
委託期間︓２０１８年６⽉〜 ※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社日立システムズ、
再 委 託 先▶
イームズロボティクス株式会社
研究開発責任者 ▶ 土屋 武司（国立大学法人東京大学）
テ

託

期

間 ▶２０１８年６月～

※ 2020 年 4 月から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移行

空間の移動分野

【故障診断AI技術】 フライトログデータに対して事前に統計的解析を⾏い、機体異常に関連する複数の⼊
⼒センサ情報を特定。特徴抽出にAI⼿法（LSTM）、識別にロジスティック回帰を⽤いることで機体異常の
数の入力センサ情報を特定。特徴抽出に
AI 手法（LSTM）、識別にロジスティック回帰を用いること
早期検出を可能とするAIフレームワークを開発しています。

【故障診断 AI 技術】フライトログデータに対して事前に統計的解析を行い、機体異常に関連する複

委

生産性分野

都市部での荷物配送など、第三者上空飛行を実現する次世代ドローンの目標が 2022 年に設定され、
AI技術を搭載した「落ちない/落ちても安全」なドローンの実現
機体の信頼性のほかに操縦者が行ってきた高度なトラブルシューティング機能の実装が必要となります。
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AI の判断根拠を言語で説明する

背景と狙い
生産性分野

自動運転のように安全性が問われる応用分野に
AI を活用するためには、AI を用いることで生じるリ
AIの判断根拠を⾔語で説明する
スクを正しく評価する必要があります。AI がブラックボックス（判断根拠が不明）であると多くの試
AIの判断根拠を⾔語で説明する
背景と狙い
験を行う以外にリスクを評価することは難しいですが、AI
の判断根拠が言語化されれば事前にリスク

を評価することが可能になります。
そこで本研究開発では、
判断根拠を言語化する技術開発を行います。
⾃動運転のように安全性が問われる応⽤分野にAIを活⽤するためには、AIを⽤いることで⽣じるリスクを
背景と狙い AIがブラックボックス（判断根拠が不明）であると多くの試験を⾏う以外にリ
正しく評価する必要があります。
スクを評価することは難しいですが、AIの判断根拠が⾔語化されれば事前にリスクを評価することが可能にな
⾃動運転のように安全性が問われる応⽤分野にAIを活⽤するためには、AIを⽤いることで⽣じるリスクを
ります。そこで本研究開発では、判断根拠を⾔語化する技術開発を⾏います。
正しく評価する必要があります。
AIがブラックボックス（判断根拠が不明）であると多くの試験を⾏う以外にリ

取り組み内容とAI技術適用
スクを評価することは難しいですが、AIの判断根拠が⾔語化されれば事前にリスクを評価することが可能にな

健康、医療・介護分野

ります。そこで本研究開発では、判断根拠を⾔語化する技術開発を⾏います。
「利用者と AI取り組み内容とAI技術適⽤
が判断根拠を共有する技術」の開発では、自動運転を対象とした AI の判断根拠の言
語化技術を開発し、AI の判断根拠を言語化することで、AI の安心感・説得力を増し、AI 活用の場を
広げることを目指しています。
マルチセンサーの時系列信号である走行信号に内在する環境・車両・
取り組み内容とAI技術適⽤

運転の相互関係を言語に変換するために、機械翻訳システムに利用されるトランスフォーマーのよう
な注意機構を持つエンコーダー / デコーダー技術を適用しています。

空間の移動分野

成果物と期待される効果
⾃動運転に予⾒される危険を⾔語化し、類似の状況を検索したり分類・可視化することで、リスク査定者
成果物と期待される効果

を⽀援し、実証実験や本格サービスを⽀援することで、⾃動運転の普及を加速します。
成果物と期待される効果
自動運転に予見される危険を言語化し、類似の状況を検索したり分類・可視化することで、リスク
⾃動運転に予⾒される危険を⾔語化し、類似の状況を検索したり分類・可視化することで、リスク査定者
査定者を支援し、実証実験や本格サービスを支援することで、自動運転の普及を加速します。
を⽀援し、実証実験や本格サービスを⽀援することで、⾃動運転の普及を加速します。

テーマ名︓判断根拠を⾔語化する⼈⼯知能の研究開発
委託先︓国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構名古屋⼤学
再委託先︓損害保険ジャパン⽇本興和株式会社、株式会社Human
Dataware Lab.、
テーマ名︓判断根拠を⾔語化する⼈⼯知能の研究開発
テ ー マ 名 ▶ 判断根拠を言語化する人工知能の研究開発
アイサンテクノロジー株式会社
委託先︓国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構名古屋⼤学
Dataware Lab.、
委 再委託先︓損害保険ジャパン⽇本興和株式会社、株式会社Human
託研究開発責任者︓武⽥⼀哉（国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構名古屋⼤学）
先 ▶ 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学
委託期間︓２０１８年５⽉〜
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
アイサンテクノロジー株式会社
損害保険ジャパン株式会社、株式会社 Human Dataware Lab.、
再 委
託 先▶
研究開発責任者︓武⽥⼀哉（国⽴⼤学法⼈東海国⽴⼤学機構名古屋⼤学）
アイサンテクノロジー株式会社
委託期間︓２０１８年５⽉〜 ※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
研究開発責任者 ▶ 武田 一哉（国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学）
委

託

期

間 ▶２０１８年５月～

※ 2020 年 4 月から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移行

テーマの紹介▪空間の移動分野
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自律・分散型 AI 信号制御による軽やかな交通管制システムを公道で実証

背景と狙い

取り組み内容とAI技術適用
AI 技術を用いたデータ生成技術開発
取り組み内容とAI技術適⽤
・横断中歩行者の動態把握
AI技術を⽤いたデータ⽣成技術開発
状況を把握
・歩行者だまりや車両渋滞
•横断中歩⾏者の動態把握
•歩⾏者だまりや⾞両渋滞状況を把握
・過去プローブデータにより渋滞発生の傾向特性を把握
•過去プローブデータにより渋滞発⽣の傾向特性を把握
・プローブと車両感知器の
データ融合で渋滞状況を検出
•プローブと⾞両感知器のデータ融合で渋滞状況を検出
適応型自律・分散信号制御システムの開発
適応型⾃律・分散信号制御システムの開発

•強化学習による広域制御パラメータ獲得とその最適化
・強化学習による広域
制御パラメータ獲得とその最適化
•センサー未設置区間の交通流を動的に予測
・センサー未設置区間の
交通流を動的に予測
•個別交差点制御を最適化
・個別交差点制御を最適化

•開発システムの実導⼊・普及策を検討
・現行交通管制システムへの開発技術の
適用

本研究開発により、AI技術活⽤に
よる低コストで⾼度な交通信号技術
を確⽴するとともに、内閣府SIP(⾃
動運転)や、PRISM (5G交通信
本研究開発により、AI
技術活用による低コストで
号)とも連動して、⾃動運転や⾼速
⼤容量通信のSocity5.0時代に相
高度な交通信号技術を確立するとともに、内閣府
応しい道路交通管制システムへ既
PRISM（5G 交通信号）とも
SIP（自動運転）や、
存システムを脱⽪させます。
全国で渋滞を軽減し､システムの維
連動して、自動運転や高速大容量通信の Socity5.0
持管理コストを低減させ､低成⻑社
時代に相応しい道路交通管制システムへ既存システ
会でもサステイナブルで安全・安⼼な
ムを脱皮させます。道路交通社会､さらに物流や公共
し､ システムの維持管理コス
全国で渋滞を軽減
交通をサービス統合させたMaaSの
実現に貢献します。
トを低減させ､ 低成長社会でも サステイナブルで

成果物と期待される効果

､ さらに物流や公共交
安全・安心な道路交通社会
テーマ名︓⼈⼯知能を活⽤した交通信号制御の⾼度化に関する研究開発
委託先︓
国⽴⼤学法⼈東京⼤学、学校法⼈慶應義塾、国⽴⼤学法⼈千葉⼤学、国⽴⼤学法⼈東北
通をサービス統合させた MaaS の実現に貢献します。
テ

ー

委

マ
託

⼤学、研究開発法⼈産業技術総合研究所、⽇本無線株式会社、⽇本電気株式会社、住友
電気⼯業株式会社、⼀般社団法⼈UTMS協会
名 ▶研究開発責任者︓⼤⼝
人工知能を活用した交通信号制御の高度化に関する研究開発
敬（国⽴⼤学法⼈東京⼤学）
委託期間︓２０１８年６⽉〜
※2020年4⽉から「次世代⼈⼯知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移⾏
国立大学法人東京大学、学校法人慶應義塾、国立大学法人千葉大学、国立大学法人東北大学、
先 ▶ 国立研究開発法人産業技術総合研究所、日本無線株式会社、日本電気株式会社、
住友電気工業株式会社、一般社団法人 UTMS 協会

研究開発責任者 ▶ 大口 敬（国立大学法人東京大学）
委

託

期

間 ▶２０１８年６月～

※ 2020 年 4 月から「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プロジェクトより移行

空間の移動分野

・実道路交通環境における実証実験を実施
・開発システムの実導入・普及策
を検討
成果物と期待される効果

空間の移動分野

実道路を⽤いた開発システムの実証と実導

⼊・普及策の検討
実道路を用いた開発システムの実証と実導入・
•現⾏交通管制システムへの開発技術の適⽤
普及策の検討 •実道路交通環境における実証実験を実施

健康、医療・介護分野

本研究開発では、画像などを⽤いたIoTセンサや、⾞両や携帯機器などの位置情報にもとづくプローブなどに
AI技術を適⽤して交通信号制御に活⽤できる情報を⽣成し、またAI技術を⽤いて適応型の⾃律・分散交
通管制⽅式を確⽴し、低コストで⾼度な「軽やかな交通管制システム」を実現することを⽬的としています。

生産性分野

日本の道路では、中央の交通管制センターと端末交通信号機が通信回線で接続されている集中制御方式の交
が実現されますが、車両感知器、信号制御機、有線の通信回線、大
⾃律・分散型AI信号制御による軽やかな交通管制システムを実道路で実証
通管制システムによって高度な交通制御
規模な中央制御装置など維持管理コストが膨大です。また、中央と接続されていない非集中制御方式の交通
背景と狙い
信号機も多数存在し、十分に有効な交通制御ができない箇所も多数あります。
本研究開発では、画像などを用いた
IoT センサや、車両や携帯機器などの位置情報にもとづくプローブなど
⽇本の道路では、中央の交通管制センターと端末交通信号機が通信回線で接続されている集中制御⽅
式の交通管制システムによって⾼度な交通制御が実現されますが、⾞両感知器、信号制御機、有線の通信
に AI 技術を適用して交通信号制御に活用できる情報を生成し、また AI 技術を用いて適応型の自律・分散交
回線、⼤規模な中央制御装置など維持管理コストが膨⼤です。また、中央と接続されていない⾮集中制御
し、低コストで高度な「軽やかな交通管制システム」を実現することを目的としています。
通管制方式を確立⽅式の交通信号機も多数存在し、⼗分に有効な交通制御ができない箇所も多数あります。
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2019 年度

成果報告会

注）所属・役職は開催当時のものです。

基調講演

人工知能技術の現状と未来
浦本 直彦氏
株式会社三菱ケミカルホールディングス
先端技術・事業開発室
デジタルトランスフォーメーショングループ
Chief Digital Technology Scientist ／人工知能学会 会長

AI for Society and Industry-

実世界で人と相互理解し
協働できる人工知能に向けて
辻井 潤一氏
国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー
人工知能研究センター・研究センター長／「次世代人工知能・
ロボット中核技術開発／次世代人工知能技術分野」
・
「人工知能
技術適用によるスマート社会の実現」プロジェクトリーダー
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口頭発表とポスター展示

テ ー マ 名▶ 地理空間情報プラットフォーム構築と
空間移動のスマート化
発 表 者▶ 中村 良介
（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

テ ー マ 名▶ 地理空間情報プラットフォーム構築と
空間移動のスマート化
サブテーマ名▶ ①地理空間情報画像解析
説 明 者▶ 松下 浩之
（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

テ ー マ 名▶ 地理空間情報プラットフォーム構築と
空間移動のスマート化

テ ー マ 名▶ 地理空間情報プラットフォーム構築と
空間移動のスマート化

サブテーマ名▶ ②セマンティック情報に基づく自動運転
システムにおける人工知能技術の性能
評価・保証に関する研究

サブテーマ名▶ ③データ駆動型人工知能と論理知識型
人工知能の融合による解釈可能な自動
運転システムに関する研究

担 当 者▶ 佐々木 洋子（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

説 明 者▶ 我妻 広明（国立大学法人九州工業大学）

テ ー マ 名▶ 地理空間情報プラットフォーム構築と
空間移動のスマート化

テ ー マ 名▶ 生活現象モデリングタスク（介護現場）

サブテーマ名▶ ④社会レベル行動モデリング・
シミュレーションモジュールの研究開発
説 明 者▶ 大西 正輝
（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

説 明 者▶ 押山 千秋
（国立研究開発法人産業技術総合研究所）
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