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イノベーション創出の今と未来

COVID-19の症例報告をケースマップで記述。この形
式にすることで、コンピュータによる解析が可能。

COVID-19症例報告の構造化

今回のニュース  COVID-19症例を可視化・分析することが可能に！

新型コロナウイルス感染症の
症例報告に特化した検索エンジンを開発

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
に特化した症例検索エンジンが公開され
ている、日本医師会COVID-19有識者会
議のウェブサイト

 医療関係者の情報共有に活用、診断・治療法の開発に貢献
NEDOと（株）プレシジョン、自治医科大学

は、「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」

に取り組んでおり、開発中のアルゴリズム＊を用

いて新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

症例報告に特化した検索エンジンを開発し、

「日本医師会COVID-19有識者会議」のウェブ

サイトへ2020年5月3日に公開しました。

これにより約70例のCOVID-19症例を可視

化・分析することが可能となり、COVID-19に取

り組む医療関係者の情報共有や診断・治療法の

開発に貢献することが期待されます。

https://www.nedo.go.jp/news/
press/AA5_101308.html

2020年5月14日リリースの
ニュース詳細ページはコチラ

https://www.covid19-jma-
medical-expert-meeting.jp/

topic/304

公開中のウェブサイトはコチラ

NEDOの最先端技術の成果や取り組み等を紹介するコーナー
なるほど

！

News Reportニュースリポート

※2020年5月14日のリリース時からバージョンアップした図となります。

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101308.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101308.html
https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/304
https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/304
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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】
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。

新型コロナウイルスの影響で、皆さんの生活も大きな変化
を求められていることと思いますが、いかがお過ごしで
しょうか。長期的な視点で生活様式の変革を求められる
中、活用に期待がかかるAI・ロボット分野のプロジェクト成
果を、特集１で紹介します。特集２では５月に公開した

『オープンイノベ―ション白書』を解説。第三版の今回は、
イノベーションの原点に立ち戻っています。また巻頭でも、
NEDOのニュースリリースから新型コロナウイルス対策に
期待がかかる技術や、話題となったNEDO事業から生ま
れた製品をご紹介。実用化ドキュメントや注目のスタート
アップ、裏表紙に掲載の動画等も、ぜひご覧ください！

Edi tor's  Voice　～広報部より～
18 スタートアップ支援のその先へ

NEDO Startups Future
SEQSENSE（シークセンス）株式会社
株式会社ZMP（ゼットエムピー）

20 NEDO Information
NEDOからのお役立ち情報　

本誌をお読みいただいた感想をお聞かせく
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。

読者アンケート

皆さまの声を
お寄せください!

どうして、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に
特化した症例検索エンジンが必要なのでしょうか？

検索エンジンではどのようなことができるのですか？

今後、どのように活用されるのでしょうか？

　東京工業大学発ベンチャーの（株）Zetta（ゼタ）は、東

京工業大学が2006年度から５年間実施したNEDOプロ

ジェクト「先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開

発」（通称：ナノファイバープロジェクト）の成果を活用し、

洗濯を繰り返しても抗菌効果を保つことができる極微細な

繊維「ナノファイバー」の不織布を開発しました。医療用高

機能マスク「N95」の10分の1以下の繊維径と極微細な繊

維間にはたらくファンデルワールス力（分子間力）により、

新型コロナウイルス等、0.1マイクロメートル以下のウイルス

も捕獲可能な性能を備えています。新型コロナウイルス対

策に、NEDOプロジェクト成果が活用されています！

 ウイルスと同じサイズのNaCl粒子が捕獲された様子
ナノファイバーに捕獲されたNaCl結晶

より細い繊維には、より小さな粒子が捕獲できる

「COVID-19症例データベース
（医療従事者専用）」をもっと詳しく！

本事業の助成先であるプレシジョンとその共同

研究先の自治医科大学は、日本感染症学会の

ウェブサイトに掲載されている症例報告の中か

ら、著者の許諾を取れた約70症例の報告を構造

化して整理し、開発中のアルゴリズム*を用いて検

索エンジンを作成しました。症例の文脈をたど

り、生じたイベントの時系列と、医学用語の関係

を図示することで、COVID-19症例の可視化と、

簡単な分析が可能となりました。

今後は、症例報告の情報を活用して、COVID-19

克服を補助するツールとして、診断・治療法の開

発への貢献が期待されます。また、医薬品や医療

機器開発の関係者等が、医療現場の情報を確認

しながら、よりさまざまな対策の検討が可能にな

ればと考えています。

COVID-19は人類が初めて経験する疾患です。

そのため、さまざまな角度で対策を考えるために

も、患者の傾向を把握する必要があり、多くの症

例報告を収集し、分かりやすく整理した上で患者

の傾向を分析することが急がれます。

NEDOプロジェクト成果の
ナノ繊維開発を活用し、
何度も洗える抗菌マスクの

製造・販売へ！

マスク用ナノファイ
バーシート製造の様
子。マスクに装着する
高性能フィルターに
加え、マスク本体も７
月から販売を開始。

News Watch!ニュースウォッチ

*開発中のアルゴリズム
協力医療機関、協力医療関連企業と表記・規格統一を行い、相互のシステム連携を可能とするアルゴリズム。
これにより、医療情報を横断的に統合した診療支援システムの開発を目指しています。

http://zetta-ltd.com/

 「ナノファイバー」の詳細が分かる
Zettaのウェブサイトはコチラ

https://app13.infoc.nedo.go.jp/enquete/form.rbz?cd=875&code=102111099117115110101100111
http://zetta-ltd.com/
http://zetta-ltd.com/


AI・ロボットの
NEXTステージ

未来を広げる

生産年齢人口の減少における産業の国際競争力の維持・向上、
サービス分野の生産性向上等、重要な社会課題に対する有効
なアプローチとして人工知能（AI）やロボットの活用が期待さ
れています。NEDOは2015年度から「次世代人工知能・ロ
ボット中核技術開発」プロジェクトに取り組み、革新的なAI・ロ
ボット技術の研究開発を推進しています。

2015年、国は「ロボット新戦略」で、「次世代に向けた技

術開発」のアクションプランを示し、革新的な次世代技術の

研究開発を推進することが必要であるとしました。これを受

け、NEDOは、それまでの人工知能（AI）・ロボット関連技術

の延長上にとどまらない、人間の能力を超えることを狙う革

新的な要素技術を研究開発しようと、同年「次世代人工知

能・ロボット中核技術開発」プロジェクトを開始しています。

さらに、これまでAI・ロボットの導入について考えもつかな

かった分野での新たな需要の創出や、日本が強みを有する分

野との融合による産業競争力の強化につなげていくことを目

指しています。

NEDOロボット・ＡＩ部専門調査員で、本プロジェクトのプ

ロジェクトマネージャー（PM）を務めた渡邊恒文は、「人間を

超える、または匹敵するセンサーやアクチュエータ等のロ

ボット要素技術、実世界に埋め込まれるAI技術のみならず、

AIとロボットを融合した技術開発を行ったことがこのプロ

ジェクトの特徴です」と語ります。

本プロジェクトで新たに研究開発したAI技術により、従来

の産業用ロボットでは難しかった多品種少量生産の作業を自

動化。また、学習作業を簡単にすることにより低コストで実現

したほか、食品加工等で課題であった不定形物の取り扱いが

可能になりました。

特集1

少子高齢化が進む日本が目指すべきこと

プロジェクトの目指すもの

NEDOウェブサイトで
パンフレット公開中

https://www.nedo.
go.jp/content/
100902378.pdf

世界に伍する技術

トップレベルの技術

デファクトとなる技術

使える技術 ・技術のポジショニング
・ユースケース

新たな研究のシード次の技術

次世代人工知能技術分野

データ
要素
技術

AI
インフラ

革新的ロボット要素技術分野

アクチュ
エータ
アクチュ
エータ センサー

インテグ
レーション

成果のデモンストレーション
次世代人工知能を搭載した

６種類のロボットの実現可能性を示す

単独の研究成果や複数の研究成果をさまざまな視点から整理・俯瞰・分析することで、新たな研究のシードとなることが期待される「次の技術」、
また、研究成果を社会実装に利活用するためにまとめた「使える技術」の２つを出口とする。
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https://www.nedo.go.jp/library/pamphlets/ZZ_pamphlets_00009.html
https://www.nedo.go.jp/content/100902378.pdf


プロジェクトリーダー（PL）を務めた産業技術総合研究所

人工知能研究センター長の辻井潤一氏は、「実世界の各分野

で優れた組織と人材を保有する日本は、実世界AIを推進する

良い環境を持っています。その強みを生かすには、いかに実

世界に埋め込まれるAI、人と協調できるAIを生み出せるかが

鍵でした。多様な応用分野でのデータ取得技術、認識技術や

推論技術、さらに実世界での行動に結びつける技術を開発

し、一連のモジュール群として公開しており、これらの技術は

世界水準に達していると自負しています」と力を込めます。

2015年度から2019年度までの５年間で、合計126テーマ

におよぶ研究開発により世界初を含む数多くの成果を生み出

した本プロジェクトでは、「次世代人工知能を搭載した6種類

のロボットの実現可能性を示す」という当初の目標を大幅に

上回る11種類を示しただけでなく、これから取り組む課題も

明らかにしました。そこでNEDOは、AIの社会実装のより一層

の加速に焦点を当てたプロジェクトとして「人工知能技術適

用によるスマート社会の実現」を2018年度から、AIと人がそ

れぞれの得意領域で役割分担し、協働して共に進化する世界

を目指した「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術

開発事業」を2020年度から開始。「新型コロナウイルスで社

渡邊 恒文
NEDO
次世代人工知能・
ロボット中核技術開発
プロジェクトマネージャー
ロボット・AI部 専門調査員

辻井 潤一 氏
NEDO
次世代人工知能・
ロボット中核技術開発
プロジェクトリーダー
国立研究開発法人産業技術総合研究所
人工知能研究センター センター長

会環境が大きく変わった今、AIやロボットは、さらなる活用が

求められます。そのためにも、企業単独はもちろん、業界が集

まって協調領域、競争領域を明確にしながら、一丸となって世

の中を変えていく取り組みが、ますます必要になるでしょう」

と渡邊PMは話します。

AIやロボットに関する市場やニーズの変化が加速する中、

要素技術開発だけではなく、社会実装に必要なさまざまな観

点で、関係省庁や各機関とも連携しながら、大きな可能性に

取り組んできた「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」プ

ロジェクト。次ページからは、本プロジェクトで生み出された

具体的な成果についてご紹介します。

日本の強みを生かす実世界AI

AIやロボットの社会実装を加速
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AI・ロボットのNEXTステージ特集1
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社会実装の加速を目指してきました」と話しています。

これまでに見えてきた課題として麻生氏は「AIが人間と相

互理解し協調するための技術がまだ不十分」という点、また

「その性能が学習データ次第となるAIの品質保証の問題」を

提言。「実世界の現場とそこでのサービスは多様性が非常に

大きい。それぞれ個別のシステムではなく、転用しやすい形に

するなど作り方自体をシステム化

して容易に構築できるAIを目指

すことが重要と考えています」と

今後の方針を見据え、社会実装を

促進するための新たなプロジェク

トも展開しています。

今回開発した「AI応用システムの社会実装を

支援する確率モデリング技術」は、多様な生活

現象のデジタル化と、計算モデルの自動構築、

ユーザー価値観推定、行動予測、需要予測、確

率推論、情報推薦等を実現します。例えば、三

重県では、AIを活用した児童虐待対応支援シス

テムに活用しています。DVが起こるシチュエー

ションから、子どもを親元に返して良いかを判

断しようとしています。他にも販売店の需要予

測や顧客分析、レコメンド等、さまざまな分野

への応用が検討されています。

AIを高度化するには高品質なビッグデータが

大量に必要です。そのためには利用者に高頻度

で利用してもらわなければならず、利用者のベ

ネフィット向上、リスク低減等の仕組みを考え

なければなりません。研究というと基礎研究か

ら応用研究、事業化という流れでしたが、AIの

分野では社会実装を考えておかないと必要な

データを集めることもできません。そこで産業

技術総合研究所では、研究と並行して人工知能

技術コンソーシアムを立ち上げ、課題解決のた

めのAI活用を考える道を確立してきました。

本村 陽一 氏 
国立研究開発法人 
産業技術総合研究所 
人工知能研究センター 首席研究員 
確率モデリング研究チーム長

次世代人工知能技術分野の成果

近年のAIの進化は目覚ましく、それに伴って人とAIとの協調の重要性も強く意識されるようになっています。
本プロジェクトでは実世界で活躍する多様な分野の専門家との連携を重視し、拠点集中型で研究開発すること
で情報共有や共同研究を推進。それぞれの専門家が使いやすいようにAIの要素技術をモジュール群として公
開しているほか、AI開発者に必要な計算環境、横展開が可能な大規模な学習済みモデル、多様な応用を可能
にするデータベース等も公開し、実世界AIおよび協調型AIの発展に貢献しています。

AI応用システム開発と普及を同時に促進

社会的課題の解決を目指すAI研究では、実世界の問題に

先端技術を適用することが新たな先端技術を生み出すとい

う、応用研究と基礎研究の密接な連関が不可欠。また、応用

分野の急速な拡大により、AIの研究はますます多分野性を

強めており、それぞれの専門家との共同研究と成果の統合も

不可欠なものとなっています。

そこで、本事業の次世代人工知能技術分野では産学官が

連携し、目的基礎研究から実用化・事業化を推進。その中核

拠点を担うのが産業技術総合研究所人工知能研究センター

（AIRC）です。総括研究主幹の麻生英樹氏は「このような公

的な拠点の役割は2つあり、リスクを取らないとできない次世

代技術の研究開発と、プラットフォームの整備だと考えます。

そこで『実世界に埋め込まれるAI』を提唱して取り組みを進

め、併せて誰もが利用できる研究開発の環境を整備し、AIの

実世界に埋め込まれるAIを拠点集中型で研究

https://www.airc.aist.go.jp/
achievements/ja/

 AIの社会実装へ

麻生 英樹 氏 
国立研究開発法人
産業技術総合研究所 
人工知能研究センター　
総括研究主幹

https://www.airc.aist.go.jp/achievements/ja/
https://www.airc.aist.go.jp/achievements/ja/
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コンテスト形式でベンチャー支援！
AI社会実装に向けたスタートアップ支援
　NEDOは、AI技術の利活用促

進と社会実装の加速を目指し、ス

タートアップ企業の研究開発を支

援する取り組みとしてAIコンテス

トを開催しています。

　採択時にはスタートアップ企業

のサービスや製品、試作品のデモ

ンストレーションによるパフォー

マンス審査を実施し、AI 技術の社

会実装の実現可能性を多角的に

評価しました。

　採択後は人材確保、ベンチャー

キャピタルからの出資、企業との

ビジネスマッチングを目的とする

ピッチイベントを開催するなど、

新規需要創出や既存分野との融

合による産業競争力の強化を図っ

ています。

次世代のAIスタートアップ企業を発掘「HONGO AI」
　2019年度は、AI技術の利活

用が民間により活発に行われる

段階への移行期間と位置付け、

HONGO AI事務局と共に、優

れたAIスタートアップ企業を表

彰する「HONGO AI 2019」を

開催しました。コンテスト当日は

書類選考と面談選考で選ばれた

受賞企業14社がピッチを行い、

「HONGO AI BEST AWARD」

と「経済産業省 産業技術環境局

長賞」を決定。選考委員による講

演やスポンサーによる表彰等を

実施しました。14社はベンチャー

キャピタルからの投資の機会や大

手企業とのマッチング等の事業支

援を受けることができ

ました。
モデレーターによるパネルディスカッション「世界から見た
日本のAIスタートアップ」。

研究開発は、互いに密接に関連する①②③の項目を設定。産学官の英知を集結させて接点のなかった異分野間のコラボレーションを促しつつ、
目的基礎研究から実用化・事業化を目指します。

2019年度のHONGO AI BEST AWARDおよびSibaZiba
賞を受賞したMI-6株式会社。

研究開発全体の構成と狙い：次世代人工知能技術の研究開発と社会実装の好循環の実現

注目！

実世界に埋め込まれる人工知能
生産性
【製造業】
異常・故障予測
変種変量生産
【サービス業】
現場の計測と可視化
現場からの改善支援

健康、医療・介護
診断支援
個人化治療
疾病リスク予測
疾病要因同定
創業支援・加速

安心・安全
防災計画策定支援
災害対応支援
被災域推定
避難誘導

空間の移動
移動の効率化
移動の質の向上
自律移動支援企業 スタートアップ

技術移転
共同研究

起業
技術移転

フィード
バック

国内外の大学・研究機関等と連携した国内最大の研究拠点
（客員研究員・クロスアポイントメントフェロー・リサーチアシスタント等）

①大規模目的基礎研究・先端技術研究開発
機械学習・確率モデリングの高度化次世代脳型人工知能 データ・知識融合型人工知能

③次世代人工知能共通基盤技術研究開発③次世代人工知能共通基盤技術研究開発
生活現象
モデリング

地理空間
プラットフォーム

AIを基盤とした
ロボット作業

②先進中核モジュール研究開発②先進中核モジュール研究開発
観測

データ収集
認識・

モデル化・予測 自然言語理解行動計画制御
②次世代人工知能
フレームワーク研究

科学技術
研究加速

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101205.html

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101205.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101205.html


AI・ロボットのNEXTステージ特集1
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可変剛性機構を持つ「D-Hand Type R」。多品種ピッキング作業や、人間の手首の動
きのような柔軟性が必要とされる部品挿入作業の自動化を可能にした。

人間のような動きと見た目に特徴

人の手に近い、高性能かつ堅牢性を
備えた５本指ロボットハンド

従来、ロボットハンドでさまざまな形状の物をつかむに

は、関節ごとのセンサーやモーターと、動作ごとに個別のプ

ログラムが必要で、実用性に課題がありました。

そこで開発されたのが、１つの駆動装置のみで複数の指の

関節を駆動させる「からくり」を持つ５本指のロボットハン

ド。見た目も動きも人間の手指に近く、多様な形状の物を持

つことができます。産業界の中でも不定形把持の場面が多い

物流や食品分野への応用に期待が寄せられています。

1
Project

  東京都立産業技術高等専門学校

https://www.nedo.go.jp/news/
press/AA5_101163.html

汎用性の高さでコスト低減に期待

多様な物体を把持して固定する
３本指ロボットハンド

１つの駆動装置で複数の指が連動して動く「からくり」を採

用した可変剛性機構付き３本指ロボットハンド「D-Hand 

Type R」はNEDOプロジェクトを予定より早く切り上げ、

2019年より受注生産を開始しています。

特徴は不定形の物を把持し、その状態で関節を固定して姿

勢を保持できること。従来は把持する物に応じてロボットハ

ンドを交換して対応していた生産ラインや、多品種を扱う物

流倉庫等におけるピッキング作業の自動化、ロボットハンド

導入のコスト低減への貢献が期待できます。

2
Project

  ダブル技研株式会社

https://www.nedo.go.jp/news/
press/AA5_101247.html

革新的ロボット要素技術分野の成果

革新的なロボットを生み出すには、ロボットを構成する個々の要素技術を世界トップレベルに高める必要があ
ります。それは将来的に業界の標準となる技術であり、世界と戦っていける技術です。そこでNEDOは、技術革
新の基盤の構築と、研究成果を社会実装につなげることを目指しました。実用化・事業化のフェーズに進んだ研
究や、ロボット以外の業界からも注目される成果等、その代表的な事例を紹介します。

さまざまな形状の物を安定的にかつ優しくつかむこ
とができる５本指ロボットハンド「F-hand」（左）と
１枚の紙のみで作られた「オリガミハンド」（右）。

【把持した状態】

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101163.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101163.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101247.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101247.html
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プロジェクトから企業が誕生！
　研究開発成果の実用化・事業化を目指して、本プロジェクトでは企業と

の連携や研究者自身による起業、新たな市場の創出等を支援しており、

これまでにさまざまな企業が生まれました。そのスタートアップの一つが

SEQSENSE株式会社。「知識の構造化によるロボットの知的行動の発現

研究開発」の成果を生かし、画像認識技術やセンサー技術等の高度なテク

ノロジーを駆使した自律移動型のセキュリティロボットを開発しています。
＞＞ P.18「NEDO Startups Future」でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

ハーモニックギヤはモーターから伝えられる力の３割程がロスされるが、バ
イラテラル・ドライブ・ギヤ（左）はロス１割という高効率化を実現した。右
は組み合わせる高出力モーター。

スプレー塗布によりフレキシブルで壊れにくく高
温特性にも優れたセラミック圧電膜を作製。幅
広い用途での応用が期待される。

ロボット・航空機・自動車等に想定

スプレー塗布で作る
ロボット皮膚センサー

ロボットが人間と共存するには外部との接触を検知する、

人間の皮膚のような機能が必要です。今回開発された「ゾル

ゲルスプレー法」は、自動スプレー装置で圧電材料を吹き付

け、ロボットの表面に膜を形成するというもの。圧電膜は加

わった力を電気信号として取り出せるため、周囲との接触の

状況を検知するロボット皮膚センサーとして機能します。

また、圧電膜は振動検出にも使用できるので、産業用装置

やトンネル、橋梁
りょう

等、検査が難しいところに塗布すれば、非破

壊検査やリモートのモニタリングにも活用できます。

3
Project

  熊本大学

https://www.nedo.go.jp/news/
press/AA5_101216.html

開発した高効率ギヤをモジュール化

バックドライブが可能な、
高効率・高出力アクチュエータ

意図しない接触の場合、人間ならば即座に避けるなどの安

全行動を取りますが、ロボットは関節に使われている減速機

の機能限界でそれができませんでした。この課題を解決し得

るのが「バイラテラル・ドライブ・ギヤ」。歯車の歯数や転位

係数等を最適化することで動力伝達効率を向上させ、柔軟な

逆駆動を可能にしました。これによりロボットの関節が外力

に対して柔軟に動くことができるほか、逆駆動によるエネル

ギー回生の効率も高いことから、電気自動車等ロボット以外

の分野からも注目されています。

4
Project

  横浜国立大学

https://www.nedo.go.jp/news/
press/AA5_101212.html

SEQSENSE社の
SQ-2 SECURITY 
ROBOT。

注目！

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101216.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101216.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101212.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101212.html


次世代AI搭載ロボットの成果

ロボットにお茶をくむ、布を畳むといった動作をさせるには、従来は正確な位置決めや一つひとつの動作のプ
ログラミングが必要で、非常に手間がかかりました。そこで、ロボットに次世代AIを搭載することで、道具を試
す、人間の動作を見まねするといったことができるようになりました。ロボット自ら“経験”を積むことが可能
になると、人間と共存するための環境適応性の獲得、環境変化への柔軟な対応や準備のためのコスト削減等、
ロボット制御における課題解決につながると期待されています。

プロジェクト発のロボットを動画でチェック
2015年度から2019年度に実施した「次世代人工知能・ロボット中核技術開

発」では、成果の一つとして「次世代人工知能を実装した６種類のロボットの

実現可能性を示す」を目標としていました。そして、目標を大きく上回る成果と

なった11体のロボットについて、デモンストレーション等の映

像を「NEDO Channel」で紹介しています。

＞＞「次世代人工知能を搭載したロボット」で一覧が見られます。

AI・ロボットのNEXTステージ特集1

作業動作自動生成システムの研究開発　大阪大学原田研究室

人の動作から組立動作を自動で学ぶロボット

組み立て作業等をロボットに置き換え
るには事前に作業を記憶させるプロセス
が必要です。この研究が目指しているの
は、カメラの前で人間が実演するだけで
ロボットが必要な動作を自動生成して再
現すること。これにより、作業工程の多い
多品種少量生産の現場でも、ロボットを
運用しやすくなると期待されます。

人間がカメラの前で実演すると、
ロボットが自動で動作を生 成。
作業を記憶させる手順が不要に。

人の手で行っている多品種少量
生産の組み立て作業も、ロボット
に任せられるようになります。

認識クラウドエンジンの構築／作業動作自動生成システムの研究開発　中京大学橋本研究室

道具の機能を認識するロボット

道具を使いこなすには「つまむ」「混ぜ
る」「すくう」等の機能を正しく認識する
必要があります。この研究では機械学習
に基づく機能認識技術やロボット動作生
成技術、機械学習のための大量のデータ
セット作成支援技術等を開発。実際にロ
ボットが茶道具を使いこなしてお茶をた
てる様子を視聴できます。

さまざまな道具の機能を認識し、
使い方を自ら考えて、人のように
滑らかな動きで使用します。

Point

Point

工場や家庭で道具を自在に扱え
るロボットが活躍し、人の活動を
支援することが期待されます。

In the future

In the future
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLZH3AKTCrVsXWey_WcSDmRW5y5tVsrK7Q
https://www.youtube.com/watch?v=hX6JbjJVUpQ
https://www.youtube.com/watch?v=pqfbCW9A0pI


知識の構造化によるロボットの知的行動の発現研究開発　明治大学理工学部機械工学科ロボット工学研究室

状況を判断しながら自律移動する警備ロボット

人材不足が深刻化する警備への活用
を想定したロボットで、大径車輪と補助
輪で俊敏に移動することができます。特
徴はAIの環境認識と自律移動制御により
学習経験のない環境でも走行できるこ
と。実際の現場では混雑具合等が日々変
化しますが、機械学習によりその場の状
況に応じて動くことができます。

高い俊敏性を持つ移動メカニズ
ムや環境認識、自律移動制御に
より、人混みでも自在に動きます。

高度なAIと高速移動性能を持つ
ロボットとして、警備業務全般の
効率化や高度化に貢献します。

人工知能を基盤とする日常生活支援ロボットの研究開発　早稲田大学尾形研究室

人間の操縦技能を模倣するロボット

模倣学習で人間の技量をコピーするロ
ボットです。長いシーケンスの作業でも細
かい動作単位で模倣し、それらを組み合
わせることができます。また、データ（経
験）から学習できるので、未学習の状態
にも対応。柔らかい衣類を畳むなど、運
動と感覚を一緒に学習する統合モデルと
して研究が進められています。

深層学習によって運動と感覚を
一緒に学ぶ、視聴覚と運動の統
合モデルを搭載しています。

限定した衣類であれば、折り畳
みや洗濯等の人間が行う作業を
補助できるようになります。

非整備環境対応型高信頼ヒューマノイドロボットシステムの開発　国立研究開発法人産業技術総合研究所

作業を行うヒューマノイドロボット

周辺環境の３次元計測と深層学習モデ
ルによって対象物を検出する自律型の
ヒューマノイドロボットです。高速3次元
重心運動生成と力分配率を用いた接触
力制御により安定した多点接触運動を実
現します。非整備環境でも動作可能で、
人が作業できない場面や危険な現場で
の作業を代替することが期待されます。

非整備環境でも周辺環境や対象
物を検出し、手足を自在に使って
移動・作業ができる自律型ロボッ
トです。

過酷な環境での作業をロボット
が担えば、人は創造的な仕事に
専念できるようになるでしょう。

実環境、実時間で学習・動作するロボット
計算神経科学に基づく脳データ駆動型人工知能の研究開発（人工運動野）   ATR ブレインロボットインタフェース研究室

多数の関節を使った多自由度制御を実
現するための方法として、バスケットボー
ルのパスとキャッチを設定しています。左
右の画像から３次元的な対象物の位置や
動きを捉える両眼視機能、人間のモー
ションキャプチャーからの見まね学習と
強化学習を備えており、実環境、実時間
での学習と動作を可能とします。

両眼視覚と自由度の高い上半身
を持ち、実環境で人間に近い動
きを自律的に学習します。

シームレスな協調作業ができる
ので、生産現場や生活環境での
活動支援に期待されています。

Point

Point

Point

Point

In the future

In the future

In the future

In the future
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https://www.youtube.com/watch?v=EEB2j3LCKys
https://www.youtube.com/watch?v=lmShwM2pWeU
https://www.youtube.com/watch?v=U8RbITAY6ZA
https://www.youtube.com/watch?v=n6OYFEKAnDw


イノベーション創出の
今と未来

About 『オープンイノベーション白書』とは

『オープンイノベーション白書』で読み解く

産学官の枠組みを越えたオープンイノベーションに期待が寄せられています。
人々の生活を豊かにし、産業構造に大きな変化をもたらすイノベーションは、どうすれば起こすこ
とができるのでしょうか。日本が抱える課題や今後取り組むべきことを考えていきます。

特集2

https://www.nedo.go.jp/library/
open_innovation_hakusyo.html

『オープンイノベーション白書』第三版
　NEDOは、国内産業のイノベーションの創出および共創の強化に

寄与する活動を行うオープンイノベーション・ベンチャー創造協議会

（JOIC）と共に、『オープンイノベーション白書』を発行しています。

　第三版ではイノベーションの本質に立ち返り、オープンイノベー

ションの意義を整理し、イノベーションをどのように創出していくのか

を、事実と推論に基づき取りまとめました。

第三版の要点をCHECK
イノベーションの歴史的経緯から「イノベーションとは
何か」  「どう創出されるのか」を改めて整理。

日本企業がイノベーションを創出するために「今何を
すべきか」を確認。

世界的な市況や日本の状況と共に「日本のイノベー
ション創出の現状」を分析。

「オープンイノベーションはイノベーション創出のために有

効」という認識が広がり、日本でも多くの企業が取り組みを

進めています。一方で、社会の変化に伴い、世界における日本

世界を席巻するイノベーションを起こすには
発のイノベーションには、大きな課題があります。

そこでNEDOとJOICは、『オープンイノベーション白書』

第三版で、オープンイノベーションを考える前に、そもそもの

前提であるイノベーションについて正しく理解するという本

質に立ち返り、整理を進めました。

その上で、「日本がイノベーションを創出するためには何を

考え、何をしなければならないか」という方策を抽出。日本に

おいてイノベーション創出を目指す各主体に対し、取り組み

検討のための材料を示すことを狙いとしています。

NEDOイノベーション推進部 スタートアップグループ（後列左から）
橋詰 忠昭 主査　　青木 根玄 主査　　東 昌男 主査
川原 信広 専門調査員　　梶原 和彦 専門調査員

https://www.joic.jp/index.html

JOICの詳細、および最近の活動についてはこちらから。
JOICホームページ

※本撮影は新型コロナウイルス感染症対策に配慮し、撮影の瞬間以外はマスクを着用しています。
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https://www.nedo.go.jp/library/open_innovation_hakusyo.html
https://www.nedo.go.jp/library/open_innovation_hakusyo.html
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イノベーション創出
のための活動

企業の開発・製造・資金調達
等、商業上の全ての活動

Input

提供者
製品・サービスを

提供する側

外部の企業・研究機関の
技術を活用した製品・サー
ビスの開発

社会や市場環境、業界動向の変化等

の影響を受けて、イノベーションと認識

される価値の創出パターンは異なりま

す。産業革命の影響が色濃い20世紀前

半は「発明牽
けん

引型」、経済発展の著しい

20世紀後半は「普及・展開型」、グロー

バルに市場が広がる「21世紀型」の3

種類に類型化できます。

市場・プレーヤー共に変化

内部・外部のリソースを有効活用し、イノベー

ションを効率的に創出するアプローチのこと。効

果的に取り入れるには、ただ外部と連携するので

はなく、企業の方向性や成し遂げたいこと、つまり

「ビジョン」を持つことが重要です。オープンイノ

ベーションは「実現したい価値を創出する」ため

の手段の一つ。その効能や必要性は業界によって

も異なると推測され、必ずしも最良の策となると

は限りません。業界や製品・サービスの特性、必

要な戦略やリソースといった多面的な要素を考え

た上で進めるか否かを判断する必要があります。

改めて「オープンイノベーション」とは

イノベーションは「改革、革新」という意味の単語ですが、それにとどまらない使われ方がなされるようになり、
20世紀から21世紀にかけてイノベーションの定義の議論が活発に交わされました。
また、かつては製品の発明そのものや生産システムの開発がイノベーションになり得ましたが、現在はデジタル
を活用したグローバルなサービスへとイノベーション創出のパターンも変化しています。

時代とともに変わりゆく「イノベーション」とは

「生み出された製品・サービスによる市場・社会への影響」（Outcome）で求められるのは、売り方（マーケティ
ングや流通方法）や売り先（顧客やユーザー）に対する「真のニーズに応える価値提供」です。それが「市場や
社会によって受け入れられ、活用されるか否か」が鍵となります。
そこで有効な手段の一つとなるのが「オープンイノベーション」です。

イノベーション創出の鍵は「オープンイノベーション」

製品・サービスやその提供プロセスが革新的であれば、
全ての成果はイノベーションだと言えますか？Q

A
技術や発明による新しい製品・サービスや、その実現手段の革新性だけでは、イノベーションとは言えません。

世の中には、これまでにない新しい価値を提供する発明品、製品・サービスは多数存在しているものの、

イノベーションと呼ぶには、社会もしくは市場に対し変化をもたらすOutcomeをより考慮する必要があります。

イノベーション創出のパターン

創出
類型

発明牽引型の
イノベーション創出

普及・展開型の
イノベーション創出

21世紀型の
イノベーション創出

社会
環境

欧米中心の経済
第1次・2次産業革命の影響

先進国中心の経済
IT 活用、オートメーション化

新興国の市場・プレーヤーが台頭
ITインフラ・デジタル機器の普及

創出の
特徴

・新発明の製品・サービスが
  イノベーションとなり得る
・製品・サービスの新しい発明そのもの
  に価値が高く、そのまま世に普及

・製品・プロセスの改善の価値が高い
・製品・サービスの改善に価値が高く、  
  大量生産・大量消費で普及

・市場の製品・サービスと技術が結合
　し、新たな価値として提供される
・デジタル技術を用いて、世界の　　
　数十億人にスピーディーに展開

事例 発明によって創出される、それまで
世界にはなかった製品・サービスの登場

大資本企業による大量生産で、世界
に展開・普及させる大量消費を実現

スタートアップやデジタルを活用、効率
的・スピーディーに世界へ価値を展開

1900年〜1949年 1950年〜1999年 2000年〜2019年
1900年代 2000年代

イノベーション創出の枠組み

ビジネス
 （製品・サービス）

Output

新しい価値を伴うプロダクト
の市場への導入、プロセスの
開発・提供

社会もしくは市場に
対する変化

ビジネス推進・価値の提供等
によって、社会や市場に影響
を及ぼす

Outcome

需要者
製品・サービスを

受ける側

価値提供の手段
価値提供先の

ターゲットマーケティング

価値提供において外部の
流通網やプラットフォーム
を活用 需要者の声を反映させて

製品・サービス開発に活かす

価値を提供する
製品・サービス
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特集2 イノベーション創出の今と未来

日本企業が抱える
イノベーション創出の課題
世界に向けて、日本企業のポテンシャルをどう発揮させていくか。
イノベーション創出に向け、オープンイノベーションに挑む日本企業がなすべきことを考えます。

リーダーシップ
コミットメント-ビジョン-戦略-方針

PDCA
サイクルを
方向付ける
要素

機会に
関する意図

イノベーション
による価値
イノベーション
による価値

機会の特定

コンセプト
の創造

コンセプト
の検証

ソリューション
の開発

外部お
よび内部の論点、文化、協力

組織の状況

ソリューション
の導入

DO

CHECK

AC T

PLAN

DO

CHECK

AC T

PLAN

DO

CHECK

AC T

資源、力量、その他の支援
PLAN
計画

改善

パフォーマンス
の評価

活動

支援体制

PDCAサイクル

出典： 一般財団法人 日本規格協会 
「ISO 56002 イノベーション・マネジメント - イノベーション・マネジメント・
システム - 手引き（英和対訳版）」 2019

イノベーション・マネジメント・システムのPDCAサイクル

より多くのグローバル市場にスピーディーかつ、それぞれの地域に根差した形で製品・サービスを展開するのが
21世紀型イノベーションの特徴です。その実現において重要なキーワードを紹介します。

21世紀型のイノベーション創出には

日本が今後イノベーションを創出し、グローバルに競争力

を高めていくためには、どのような強みや機会を活用してい

けばよいのでしょうか。そこで次のページでは、日本における

新しい可能性を模索するに当たり、経済・社会構造の動向、

５つの要素から考える方策

日本のイノベーション創出の現状や成果を上げた企業の事例

を整理し、日本全体として考えることのできる強みを踏まえ

た成長の機会となる5つの要素を抽出。それらを踏まえて、各

要素に対応する方策を紹介します。

日本企業は、現在の主流となる21世紀型のイノベーション創出の実現方法を模索している段階。その手法を
さらに収れんさせていくことで、新しい形での「Japan as No.1」を再び実現する可能性も考えられます。

イノベーション創出に向けた日本の目指すべき方向性

イノベーション創出における国際的な共通課題の解決

に向けた取り組みとして、2019年7月に国際標準化機構

（ISO）は、「ISO56002」の国際規格を発行しました。ひ

らめきやアイデアではなく、イノベーションを起こす能力の

開発やパフォーマンスの評価等を行い、企業等が適切に

PDCAサイクルを回して、システムとしてイノベーション実

現に向けて取り組めるようにしたものです。

組織としてイノベーションを創出する基本的な仕組みが

明確となり、より確度の高いイノベーションに向けた組織

づくりが可能になると期待されています。

【イノベーション・マネジメント・システム】

経営学者のオライリーとタッシュマンによって提唱され

た、成熟事業と新規事業の双方を成功に導く組織能力の

ことを指します。既存の中核事業を深めていく「知の深

化」と、新しい事業を開拓する「知の探索」の2つを、同時

かつ高いレベルで推進することが肝要とされています。

【両利きの経営】
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日本の特性を活用したイノベーション創出に向けた取り組みの方向性

日本の現状と日本の強みや成長の機会となる要素を踏まえ、イノベーション創出への取り組みの方向性や留意すべきポイントを整理。日本における有効な方策を示します。

日本の特徴・強みを活かしたイノベーション創出のポイント
・強みとなる大企業・製造業を中心とした連携が軸
・社会課題起点の新たな価値創出の可能性を活用
・イノベーション創出に向けた取り組みにはさらなる収れんが必要
・保守的な考えやリソースの抱え込みを緩衝する仕掛け

日本の強みや成長の機会となる要素 実施主体および日本全体としての取り組みの方向性

イノベーション創出に向けて留意すべきポイント
・戦略的な連携（クローズド・オープンの使い分け）の実施
・グローバル拡張性を視野にいれた製品・サービスの展開
・意思決定のスピードアップ、リスクテイクとチャレンジの許容
・オーバーコンプライアンス・アナリティクスからの脱却

企業・研究機関等の実施主体が、イノベーションを追求し、 
目指すべきものや取り組みの目的を明確化すると同時に、 　　
効果的・効率的な取り組み実施を強化

現場のデータ活用、デジタル化、モノ×サービスによる価値創出等
製造業のビジネスモデルの転換

大企業の資産・知財・人材をスタートアップに提供するなど、　
戦略的に日本全体で有効活用、エコシステムの成長を促進

産学官や産×産、さらには市民を巻き込んだ社会課題解決等を
起点にイノベーション創出を加速化

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

創
出
環
境

企業・
研究機関

エコ
システム

産
業
・
社
会
構
造

産業

社会

イノベーション創出の取り組みには
さらなる進化の余地1

日本は社会課題解決の
機会が多数5

大企業が豊富に有するリソースと
価値創出実績4

日本の競争力の源泉は製造業の
ものづくりの力、リソース3

日本のスタートアップ・エコシステム
構築に成長の余地2

■ イノベーション創出に向けて

イノベーションの成果や創出手段は
時代とともに変わる。

21世紀型だけが唯一のイノベーションの
方向性ではない。

P
O

IN
T

企業の本質に立ち返る
自社の存在意義やビジョンを整理し、取り巻く環境や価値
の提供先のニーズを本質的に理解する。

自社の強みや競争環境を踏まえ方向性を決める
発明重視の発明牽引型、改善・改良を重視する普及・展開型
等、自社に合ったイノベーション型がある。

S
O

L
U
T
IO

N

■ 日本のイノベーション・エコシステム構築に向けて

スタートアップ志向を育み、
大企業土台の新たな社会システムを構築。

日本の大企業・中小企業の
アントレプレナーシップ再活性化も大切。

P
O

IN
T

スタートアップが活躍しやすい環境づくり
新しい価値創出に挑戦する文化を醸成。継続的な投資と
日本での事業環境整備に取り組む。

グローバル市場に果敢に挑戦する領域を拡大
大企業・中小企業はリスクを恐れず、自社の持つ製造能力・
販売能力を活かしてスタートアップと協業。

S
O

L
U
T
IO

N

■ オープンイノベーション創出に向けて

オープンイノベーションが
唯一無二の手段ではない。

オープンイノベーションの効果は
業種や製品にもよる。

P
O

IN
T

実現したい価値創出を第一に考える
眼前の課題解決にとらわれず、自社のリソースを踏まえな
がら、必要に応じて推進する。

戦略的に遊びの余地を残す
ガバナンス等に過度にとらわれず、連携先のスピード感を
合わせながら進める。

S
O

L
U
T
IO

N

第三版の目的は、オープンイノベーションやイノベーショ

ン・マネジメント・システムといったイノベーション創出手法

を効果的に実現し、日本が「世界を驚かせる製品・サービス

の源流」となっている数十年後を創造すること。そのための

取り組みを進める上で、考え方の基本となる要点と、日本企

業が目指すべき方向性を、最後にまとめます。

日本におけるイノベーション創出の要点と方針
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「NEDO実用化ドキュメント」は、プロジェ
クトに携わった企業等にインタビューを行
い、ウェブサイトで紹介。これまでに100件
以上の記事を公開しています。

スマートモビリティで実現する
次世代の生活支援技術

NEDOプロジェクトの成果は、企業の製造工程や私たちの手に届く最終製品の中で生かされています。
本シリーズは、高く、困難な壁を乗り越え実用化を達成した開発秘話等を取り上げた、
ウェブサイト「NEDO実用化ドキュメント」のインタビュー記事のダイジェストを掲載しています。

プロジェクト
成果を ピックアップ

次世代型スマートモビリティ「RODEM（ロデム）」。

オフィスチェアに自
転車のサドルやハ
ンドル等が付いた
最初の「試作機」。

デンマークに渡っ
たNEDOプロジェ
クトにおける実証
機の同型機。

ロデムの後面。後
ろから乗り込み、
座面が上下に電動
でスライドする。

株式会社テムザック、株式会社ＮＴＴドコモ、九州大学

https://www.nedo.go.jp/hyoukabu/
articles/201906tmsuk/

さらに詳しい開発エピソードをご紹介した
本編をウェブサイトで公開しています！

NEDOの役割

世界の先進国は、かつて経験したこと
のない高齢社会を迎えています。また、新
興国においても、急速な高齢化や生活水
準の向上に伴う健康志向の高まりが見込
まれています。一方、世界各地で発生する
各種災害への対応体制の構築も求められ
ており、こうした背景を基に、本事業では
海外の介護、医療、生産、災害等、その他
現場のニーズを反映しました。そして、世
界の課題解決と日本の産業競争力強化を
目的とし、日本企業が強みを有するロボッ
ト技術を核としたロボットシステムの研究

開発・実証を行いました。
NEDOは、本事業を実施するに当た

り、それまでに蓄積してきたロボット技
術や環境・医療分野の技術開発動向の知
見、マネジメントの経験・ノウハウを活か
しました。そして、それらをプロジェクトの
運営管理に反映させました。
その結果、日本と同様に高齢化が進行

するデンマークでの実証環境を提供する
ことが可能に。次世代型スマートモビリ
ティ「RODEM（ロデム）」の早期製品化
につながりました。

「環境・医療分野の国際研究開発・実証プロジェクト／
   ロボット分野の国際研究開発・実証事業」他

実用化ドキュメント
スマートモビリティ

研究
開発ストーリー の 1

Vol.
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NEDOプロジェクトの成果は、企業の製造工程や私たちの手に届く最終製品の中で生かされています。
本シリーズは、高く、困難な壁を乗り越え実用化を達成した開発秘話等を取り上げた、
ウェブサイト「NEDO実用化ドキュメント」のインタビュー記事のダイジェストを掲載しています。

ベッドから車椅子への乗り移りは、介護者と要介護者に大きな負担となる。 「ロデム」（左）と車椅子（右）における使用者の目線の高さの違い。

次世代型スマートモビリティ「RODEM（ロデム）」の開
発を進めてきた（株）テムザックは、NEDOプロジェクトの
デンマークにおける実証実験を経て、製品化を実現しまし
た。車椅子の本体前方から後ろ向きに腰を下ろすという従
来の方式に替わり、本体後方から乗り込む方式を採用。
使用者の移乗における身体的負担を軽減し、要介護者の
自立支援および介護現場の労働環境改善に貢献します。

従来の車椅子には、使用者が腰を浮かして回転移乗する際

に、転倒事故が発生するリスクがあります。また介護の現場

では、介護者が要介護者を抱きかかえ、車椅子への移乗を補

助する「抱きかかえ移乗介護」は重労働であり、筋肉痛・腰痛

の原因にもなっていました。この問題にアプローチすべく、テ

ムザックは、「後ろから乗り」という革新的なアイデアによって

「ロデム」の開発に取り組みました。

「ロデム」を病院や介護施設へ導入するためには実証実験

を行う必要がありますが、国内では規制が厳しく実験が難し

い状況でした。そこで、2014年にNEDOが契約主体となり、

福祉先進国デンマークのコペンハーゲン市とファーボ・ミッド

フュン市との間に、実証実験のための基本協定書（MOU）を

締結。デンマークの実際の介護施設やリハビリセンター等で

実証実験を開始しました。

デンマークでの実証実験の知見を生かし、「ロデム」には実

用性にさらなる改良が加えられました。前輪には前後左右へ

回転可能なオムニホイールを採用し、移動はさらにスムーズ

に。通信技術によってスマートフォンによる遠隔操作も可能と

なり、モビリティとロボット両方の機能を持ち合わせました。

改良だけではなく、「ロデム」のコンセプトの革新も進みま

した。例えば、デンマークの介護における考え方の日本との

大きな違いは、「要介護者の自立を促す」という点でした。こ

れにより、「ロデム」を屋内外においてシームレスに移動でき

るモビリティとして、要介護者の「自宅の中での自立」から

「社会の中での自立」までをサポートするというコンセプトの

刷新が行われました。また、座面上昇機能によって、ユーザー

に「健常者に近い目線の高さ」での日常生活を提供し、精神

的負担を和らげることも実現しました。

実証実験における改善点を盛り込み、2017年11月、「ロデ

ム」は製品化されました。2018年8月には滋賀県の草津総合

病院へ量産モデル第1号を納入。また現在は、経済産業省の

「新市場創造型標準化制度」の適用の下、「ロデム」を想定し

た新しいJIS規格「馬乗り形電動車椅子」の規格化検討が進

んでいます。そして将来、「ロデム」は自動運転機能の実装も

視野に入れ、ユーザーの幅も広げながら、都市全体の移動を

効率化するための「シティモビリティ」となる構想も描いてい

ます。（取材：2018年11月）

介護現場の重労働を変える
「後ろから乗り」の次世代モビリティ

デンマークでの実証実験で
「ロデム」を革新

グローバルな実証実験で得られ
た知見によって、次世代型スマー
トモビリティの製品化を実現。

安全性や優位性の定性的・定量
的評価を行うため、病院や介護
の現場で実証実験を行うこと。

ロボット技術を活用したモビリ
ティの開発により、要介護者の
社会的自立と介護者の労働改
善に貢献。

目的 課題 実現

17Focus NEDO 2020  No.77
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　当時はまだ事業をスタートしたばかりで

したが、大規模公共施設（空港、ショッピン

グモール、データセンター等）において、複

数の自律移動型ロボットの協調行動による

円滑な巡回警備業務遂行を可能とするクラ

ウドシステムの研究開発・構築が将来的に必

要となるため、

NEDO事業に応

募しました。

　NEDO事業に

採択されたこと

により、開発も

進捗し、事業者

様をご紹介頂け

たことで事業が

展開しました。

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

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

今回ご紹介したスタートアップ企業が活用した事業

で検索

PCA

STS

NEP

TCP

事業規模

ステージ
／時間

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

9
SEQSENSE（シークセンス）株式会社

自律移動型警備ロボット及び関連クラウドサービス
自律移動技術をコアとした事業の開発

2016年 SEQSENSE株式会社設立。

2018年 10億円のシリーズAファイナンス。

2017年 2億円のシードファイナンス。
NEDO「企業間連携スタートアップ（SCA）に
対する事業化支援」に採択。

2019年 事業化に成功。

代表取締役　中村 壮一郎 さん

自律移動型警備ロボット「SQ-2」
https://www.seqsense.com/

Q1. NEDO支援事業を
どのように活用？

展示会（JAPAN  INNOVATION 
LOUNGE）

　また、警備事業だけでなく、自律移動技術

を適用することで、労働力不足の解決、高負

荷作業の軽減等が達成できる分野へも進出

していければと考えています。

　NEDOをはじめ、さまざまな企業様のご

支援もあり、2019年に警備ロボットの事業

化に成功しました。今般のコロナの影響も

あり世の中のデジタルトランスフォーメー

ション（DX）が加速する中で、弊社の警備ロ

ボットも多くの需要を頂いています。事業化

したとはいえ、まだまだ乗り越えるべき壁

は多いですが、期待に応えられるように、ス

ピード感を持って開発していきます。

Q2. SEQSENSEの
“その先”とは？

発表の様子（ROSCon 2019）

NEDO担当者からのコメント
同社は、高度な自律移動制御技術を駆使して
警備用の自律移動型ロボットを開発する、明
治大学発のスタートアップです。「世界を変え
ない」というコンセプトで、少子高齢化による
社会的課題の解決に先端技術の社会実装で応
える同社の、益々の成長発展が期待されます。

展示ブースにて（ROSCon 2019）

CRI.SCA
（2019年度終了）

https://www.seqsense.com/
https://www.seqsense.com/
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100063.html
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Seed-stage 
Technology-based 
StartupsSTS

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

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

PCA
Product
Commercialization
Alliance

提案時から概ね3年で継続的な
売り上げを立てる具体的な計画
がある研究開発型スタートアップ
（PCA）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

NEP
NEDO
Entrepreneurs
Program

事業化支援人材の
伴走支援による
起業支援

株式会社ZMP（ゼットエムピー）

ロボット技術、自律移動技術をコアとした
ヒトとモノの移動を革新する製品やサービスの提供

2017年 宅配ロボ「デリロ™」（当時キャリロデリ）v2発表。

2019年 一人乗りロボ「ラクロ™」発表。
NEDO「企業間連携スタートアップ（SCA）に
対する事業化支援」に採択。

2018年 NEDO「AIシステム共同開発支援事業」に採択。

代表取締役社長　谷口 恒 さん

一人乗りロボ「ラクロTM」
https://www.zmp.co.jp/

　2018年に宅配ロボ「デリロ™」の実用化

を加速するため、NEDO支援事業を活用し

ました。ローソン、慶應義塾大学SFC研究所

と共に、学生や教職員がアプリで注文・決済

したコンビニエンスストアの商品を配送す

る世界初の実証を行いました。

　また、このロボット技術を生かす形で、

2019年に一人乗りロボ「ラクロ™」を新た

Q1. NEDO支援事業を
どのように活用？

を開発しました。低速自動運転のライフロ

ボット3兄弟として、本格的な実用化に向け

量産体制に入っています。

　折しもウィズコロナ、アフターコロナへの

対応として、非接触や非対面が注目されてお

り、ロボット需要はますます高まっていま

す。自律走行型ロボットの公道走行のための

制度整備に向けて、いよいよ政府も本格的に

動き出しました。さまざまな事業パートナー

様からの声で当社への期待も実感していま

す。今後もヒトとモノの移動における社会課

題を解決し、世の中に感動を与える製品や

サービスを提供していきます。

に開発しました。長距離を歩くのが困難な人

の移動を楽しくラクにするロボットです。再

度NEDO支援事業を活用し、全日本空輸、成

田国際空港と共に実証実験を行いました。

メディアにも大きく取り上げられ、NEDO事

業の活用によ

り資金面だけ

でなく共同研

究先との連携

加速や社会へ

のアピールも

できました。

　宅配ロボ「デリロ™」、一人乗りロボ「ラ

クロ™」に続き、警備＆消毒ロボ「パトロ™」宅配ロボ「デリロTM」（慶應義塾大学湘南藤沢キャン
パス（SFC）にて）

Q2. ZMPの
“その先”とは？

NEDO担当者からのコメント
同社の研究員は、皆さん若く、多国籍であり、
エネルギッシュな印象です。異文化が集積した
環境で生み出されるシステムに、大いに期待し
ています。成田国際空港での実証実験に立ち
会わせて頂きましたが、システムの完成度の高
さに実用化への期待が膨らみます。

10
J-Startupとは、世界で戦い勝てる企業を作り、世界に新しい革新を提供する
事業です。選ばれたJ-Startup企業を官民で集中支援し、成功モデルを創出す
る取り組みで、NEDOは、経済産業省、JETROと共に事務局を担っています。

2019年度で制度は終了 2019年度で制度は終了

人を乗せた「ラクロTM」

https://www.zmp.co.jp/
https://www.zmp.co.jp/
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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

 関連ニュース＞ ＞ ＞  微細藻類から製造するバイオジェット燃料が「国際規格ASTM認証」を新規取得

14日（水）～16 日（金）
BioJapan 2020
20日（火）～ 23日 （金）
CEATEC 2020（オンライン開催）

18日（金）
NEDO40周年記念フォーラム（予定）

NEDOイベントカレンダー

12月

10月

NEDO バイオジェット燃料生産技術開発

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101314.html

NEDO Channelで公開中 ＞ ＞ ＞https://youtu.be/Sp4LNYVP9bg

（株）IHIは、NEDO事業で確立したバイオジェット

燃料の生産技術により、国際規格「ASTM D7566 

Annex7」を取得しました。

当技術で生産されたバイオジェット燃料は、所定の

割合で既存のジェット燃料と混合して民間航空機の運

航に供給することが可能となり、航空機が排出する

CO2の削減効果が一層期待されます。

NEDOは、CO₂排出削減に貢献する新たなエ
ネルギー｢バイオジェット燃料｣の開発を行って
います。2030年頃までに商用化するべく、安

定的な長期連続運転や製造コストの低減等を
目指して、どのような材料で、どんな開発が行わ
れているのか、動画をチェック！

A1：木材、藻
A2：FT合成装置
    （Fischer-Tropsch 
       process）

A3：ボツリオコッカス
NEDOは２種類の原料から
「バイオジェット燃料」
開発を行っていますが
その原料は何でしょうか？

NEDO
QUIZ

1
木材を原料にした「バイオ
ジェット燃料」製造工程で、
ガスを液体燃料にする装置
は何というでしょうか？

NEDO
QUIZ

2
日本国内でも広く生息し、
「バイオジェット燃料」の
原料になる藻の名前は
何でしょうか？

NEDO
QUIZ

3

動画 de 知っとこ！

NEDO Channel（ネド・チャンネル）に
ご登録をお願いします！

NEDOが取り組む技術開発を分かりやすく紹介
する動画や、ピッチイベント、セミナー、デモンス
トレーション等の映像を掲載しています。チャン
ネル登録、よろしくお願いします！

https://www.youtube.
com/channel/

UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g

NEDO公式Twitter（@nedo_info）の
フォローをお願いします！

NEDOからお知らせするニュースリリースや公募、
イベント情報等、さまざまな最新情報を発信して
います。ぜひ、フォローをよろしくお願いします！
#NEDOでも検索してください。

https://twitter.com/nedo_info

information NEDOからのお役立ち情報

https://www.youtube.com/watch?v=Sp4LNYVP9bg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sp4LNYVP9bg&feature=youtu.be
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101314.html
https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101314.html
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g
https://twitter.com/nedo_info
https://twitter.com/nedo_info
https://app13.infoc.nedo.go.jp/enquete/form.rbz?cd=875&code=102111099117115110101100111
mailto:kouhou@ml.nedo.go.jp
mailto:kouhou@ml.nedo.go.jp
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