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平成 29 年 2 月 22 日

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 28 年度 研究評価委員会（情報・人間工学領域）
議事次第
日 時：平成 29 年 2 月 22 日（水）10:00-16:25
場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第 1 事業所 ネットワーク会議室
（本部・情報棟 1 階 1306-2 室）

開会挨拶
委員等紹介・資料確認

評価部長 加藤 一実
評価部研究評価室 平栗 洋一

10:00-10:05
10:05-10:10

領域による説明（質疑含む）
（議事進行：横塚 裕志 評価委員長）
１．領域の概要と研究開発マネジメント
10:10-10:55
（説明 20 分、質疑・評価記入 25 分） 情報・人間工学領域長 関口 智嗣
２．
「橋渡し」のための研究開発
（１）
「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
10:55-11:55
（説明 30 分、質疑・評価記入 30 分）
高機能クラウド暗号化技術の研究開発
情報技術研究部門長 田中 良夫
テーラーメイド化を目指したニューロリハビリテーション技術の開発
人間情報研究部門長 持丸 正明
昼食・休憩（45 分）
11:55-12:40
（２）
「橋渡し」研究前期における研究開発
12:40-13:40
（説明 30 分、質疑・評価記入 30 分）
スマートモビリティシステム研究開発・実証事業
知能システム研究部門フィールドロボティクス研究グループ長 加藤 晋
価値の創出と向上に資するコンテンツ技術の研究開発
メディアコンテンツ生態系プロジェクトユニット代表 後藤 真孝
現場見学会（60 分）
13:40-14:40
見学 1）次世代メディアコンテンツ生態系技術
メディアコンテンツ生態系プロジェクトユニット代表 後藤 真孝
見学 2）自動車運転における人間計測系
自動車ヒューマンファクター研究センター長 北﨑 智之
（３）
「橋渡し」研究後期における研究開発
14:40-15:15
（説明 15 分、質疑・評価記入 20 分）
産総研連携研究室制度を活用した企業との加速的・集中的研究開発
情報・人間工学領域 研究戦略部長 伊藤 智
休憩（15 分）

15:15-15:30

総合討論・評価委員討議・講評
総合討論（領域等への質疑を含む）
評価委員討議（領域等役職員 退席）
評価記入（領域等役職員 退席）
委員長講評（領域等役職員 着席）

（議事進行：横塚 裕志 評価委員長）
（15 分）
15:30-15:45
（15 分）
15:45-16:00
（15 分）
16:00-16:15
（5 分）
16:15-16:20

閉会挨拶

理事 島田 広道
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16:20-16:25
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評価委員
情報・人間工学領域
委員長
○

氏名

所属

役職名

横塚 裕志

一般社団法人 情報サービス産業協会

会長

小松 文子

長崎県立大学 情報システム学部 情報セキュリティ学科

教授

澤谷 由里子

東京工科大学 コンピューターサイエンス学部／
大学院 アントレプレナー専攻

教授

杉本 昭彦

株式会社日経BP社 日経ビッグデータ

編集長

二宮 芳樹

国立大学法人 名古屋大学 未来社会創造機構
モビリティ部門 ／知能化モビリティ研究部門

部門長／特任教授
所属・役職名は委員会開催時。
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所
平成 28 年度 研究評価委員会（情報・人間工学領域）
評価資料（主な業務実績等）

１．領域の概要と研究開発マネジメント
（１）領域全体の概要・戦略
情報は人々が現在の社会生活を送る上で不可欠な要素となっており、安全・快適で豊かな未来
社会の実現には情報のサイバー空間と人間・社会のフィジカル空間相互の知的情報を濃厚に融和
させることが鍵となる。情報・人間工学領域では、産業競争力の強化と豊かで快適な社会の実現
を目指して人間に配慮した情報技術の研究開発を行うことを目的としている。特にIoT（Internet
of Things）社会の実現に向けて、下記の課題を中心に研究開発を行っている。
①
②
③
④

ビッグデータから価値を創造する人工知能技術の開発
産業や社会システムの高度化に資するサイバーフィジカルシステム技術の開発
快適で安全な社会生活を実現する人間計測評価技術の開発
産業と生活に革命的変化を実現するロボット技術の開発

という4つの重点課題を掲げ、さらに、それぞれの課題が連携して推進されることを戦略とし、
これらの成果を橋渡しとして社会実装に繋げることを目標とする。以上から、それぞれの重点課
題に含まれる個別研究課題は、目的基礎から橋渡し前期、後期研究のすべてのステージで研究開
発を行っている。
組織は、3つの研究部門、3つの研究センターの計6つの研究ユニット、研究戦略部で構成され、
296名の常勤研究者（含兼務）により研究開発を推進している。平成28年度における研究予算は、
交付金2,150百万円、公的競争的資金3,765百万円、民間資金1,054百万円、合計6,968百万円で運
用されている。また、交付金は、研究基盤としての基礎配分として、402百万円を配賦し、それ
以外は、領域内の研究者が自ら提案し研究予算を獲得する競争的資金として領域内公募予算とし
て598百万円、民間・公的資金を獲得額に応じたインセンティブとして687百万円、民間資金獲得
に向けた戦略・広報予算とし104百万円として研究ユニットに配賦した。研究者の研究提案力向
上、ならびに民間企業に対するビジネス提案力向上に向け戦略的に活用している。
（２）技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施
・

技術的指導助言等の取組状況（モニタリング指標）
民間企業からの技術的内容についての照会に対して相談内容に応じて下記のタイプ別技術
的指導助言を実施した。
1)
2)
3)

技術相談による技術的指導（無償）
有償技術相談タイプの技術コンサルティング（13 件、46 百万円、12 月実績）
共創コンサルティングタイプ（後述）による技術コンサルティング（3 件）

これらの指導助言は将来の共同研究へ繋げる「橋渡し」の前段階と位置付ける。特に 3)は
企業の事業企画部署や経営層にアプローチを行い新たな価値を生み出すための課題抽出を
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有償で行う取組みについての提案を行うもので年度内に大型の共同研究へとつながった。

（３）マーケティング力の強化
・ マーケティングの取組状況
ロボット、人工知能、人間計測、サービス工学など重点課題に関わる民間企業からの引き
合いは約 450 件（平成 29 年 1 月時点）ほどである。顕在化した民間ニーズと保有技術シーズ
のマッチングを行うのではなく、背景を聴取した上で、仮説を基に提案を行い、企業にとっ
て最適と思われる解を双方で探索するマーケティング手法をとる。また、外部からの多数の
照会に対応するために、対応度合のレーティングを行うことで限られた人的リソースによる
生産性の向上を図った。その一環として、平成 28 年度は下記の 3 項目を実施した。
1)
2)
3)

共創コンサルティングによる企業の潜在的ニーズの発掘
産学連携体制の整備
アウトリーチ活動の大型化

1)の共創コンサルティングとは「企業のニーズに対する独自診断を前提とせず、背景にある
技術や経営の問題点を共に探り、合意を形成しながら大型化し、共に価値を創造する」こと
を目的とする。このプロセスを経ることで企業価値の向上につながる共同研究の設定が可能
となり、技術により未来の価値を創造する意欲ある顧客企業の発掘を行う。この活動の出口
の一つとして、平成 28 年度より導入された産総研連携研究室制度を活用し、企業の名を冠し
た連携研究室を設置した。なお、連携研究室制度は年間 1 億円以上かつ 3 年以上の共同研究
の合意を条件の一つとして産総研組織として設置されるものである。
・
・
・
・

NEC-産総研人工知能連携研究室
住友電工-産総研サイバーセキュリティ連携研究室
豊田自動織機-産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究室
近日中にもう 1 件を予定

2）の産学連携体制の整備については、平成 27 年度、研究戦略部に連携のための領域の橋渡
し戦略推進拠点を設置し、領域・研究ユニット間に跨がる連携課題に対するフロント業務を
集約した。平成 28 年度はさらに体制の強化を行い、領域イノベーションコーディネータ(IC)
を 8 名、連携主幹 7 名、知財を担当するパテントオフィサー (PO) １名を配置した。共創コ
ンサルティングの実践に加えて、IC および連携主幹の指導や能力向上のための勉強会を実施
し、能力開発、情報共有した。本体制のもと、案件によっては複数名のチームによって連携
活動に取り組み、ユニットとの密接な情報交換を行うことで、コンソーシアム型共同研究（1
件、10 社 1.5 億円）や人材移籍型共同研究など様々な形態による共同研究に結び付けた。
3）のアウトリーチ活動として、展示会への出展、領域シンポジウムの開催、コンソーシアム
の設置・運営、プレス発表を実施した。領域シンポジウムは下記の開催を行った（内 1 回は
予定）。
1.
2.
3.
4.

ニューロリハビリシンポジウム キックオフ「脳と情報」 6/18
人間情報シンポジウム（人間情報研究部門）9/29
CEATEC JAPAN 2016 内人工知能技術セミナー 10/4-5
人工知能技術シンポジウム（人工知能研究センター）3/29
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また関連が深い５つの展示会に領域として出展を行った（内 1 回は予定）
。
1.
2.
3.
4.
5.

ロケーションビジネスジャパン 6/8-10
CEATEC JAPAN 2016 10/4-7
SC16(米国) 11/13-18
G 空間 EXPO 11/24-26
CeBIT（ドイツ） 3/20-24

【戦略的な知的財産マネジメントの取り組み状況】
今年度も、自動車ヒューマンファクター研究センターを中心に「健康起因交通事故撲滅のた
めの医工連携研究開発コンソーシアム」を設立するなど、産総研コンソーシアム制度を活用す
ることで、民間企業との連携体制を構築・維持し、技術コンサルティングに繋げる仕組みを構
築している。
【中堅・中小企業の資金提供を伴う研究契約件数の大企業に対する比率】
共同研究契約：149 件
中堅・中小との契約数：41 件
中堅・中小企業比率：38.0%
（４）大学や他の研究機関との連携強化
大学との連携により研究ポテンシャルの充実に努め、結果的に未来における産業界への技術提
供に繋げることが重要であると考えている。そのため、全国の大学や他の研究機関と、幅広い研
究テーマにおいて、共同研究やクロスアポイントメント等の様々な制度を活用して連携し研究を
推進している。
【大学や他の研究機関との連携状況】
人工知能研究センターに代表されるように、国内 40 機関を超える大学との連携を進めており、
本年度から始まったクロスアポイント制度を積極的に活用し、大学より特定フェロー6 名、企業
から特定集中研究専門員 32 名、招聘研究員 21 名その他多数の協力研究員や客員研究員が研究に
参画している。また今年度、人工知能研究センターに関しては、総務省、文部科学省、経済産業
省により、
「次世代の人工知能技術の研究開発における 3 省連携体制」が構築され、情報通信研
究機構脳情報通信融合研究センター、理化学研究所革新知能統合研究センターとの連携も開始さ
れた。
その他、連携している大学の学生をリサーチアシスタントとして 45 名受け入れ、研究人材の
育成や論文発表の増加を実現することができた。

（５）研究人材の拡充、流動化、育成
橋渡しに繋がる人材の育成、また、産業育成のために、企業への入社後、即戦力となれるよう
な人材を育成することが重要であるとの考えから、リサーチアシスタント制度を活用し、産総研
で実施されている国の研究開発プロジェクトや民間企業との共同研究プロジェクト等に学生ら
が参画することを促進した。
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【産総研イノベーションスクール及びリサーチアシスタント制度の活用等による人材育成人数】
目標値：40 名
実績値：45 名（平成 29 年 1 月現在、全てリサーチアシスタント）
前年度比：150%
以下のように、技術経営力の強化に資する人材の養成に取り組んだ。
1) 本制度により、今年度 45 名の学生が産総研の研究プロジェクトに参画、産総研研究者
の指導のもと、第一線の研究活動に専念させることで、学外論文発表や学位論文執筆に
繋がる研究成果を挙げさせることができた。
2) 制度促進のため、また受入研究ユニットの予算的負担を減らすべく、リサーチアシスタ
ントの雇用費については、領域側が負担し、研究現場の研究費の状況に依存しないよう
努めた。
3) 結果、平成 28 年度は、平成 26 年度実績 9 名、平成 27 年度実績 32 名をさらに超える 45
名の研究人材の受入を実現することができた。
4) 領域から費用負担の援助を行い、論文等の成果を含む人材育成をユニットに求めること
で、学生を著者に含む論文発表を加速させることができた。例えばリサーチアシスタン
ト制度の利用とそれを活用した成果が顕著なある一研究グループ(常勤研究員 10 名)だ
けで、著者に学生を含む IF 付きジャーナル 8 報、Google Scholar のカテゴリ上位 20
位内にランクされた国際会議プロシーディングスに掲載の論文 6 報といった研究成果
（単純計算で常勤研究員一人あたり 1.4 報）を、論文発表数の上積み、学生の育成成果
として出すことができた。
２．「橋渡し」のための研究開発
情報・人間工学領域では以下の 4 つの重点課題について、上述の研究戦略マネジメントに基づ
き、産業力強化の効果最大化を目指し、目的基礎、
「橋渡し」前期、
「橋渡し」後期といった各フ
ェーズに応じた研究を行っている。
①

ビッグデータから価値を創造する人工知能技術の開発
さまざまな分野で得られるデータが指数関数的に増大し、データの潜在的価値が高まる一
方で既存技術による解析が困難になっている現状に対し、大量のデータを解析し意味のある
情報を引き出して利活用する、ビッグデータを用いた人工知能を開発する。脳のモデルに基
づく脳型人工知能や、知識とデータを融合して学習・理解するデータ知識融合人工知能など
の基礎技術の研究を行うとともに、人工知能プラットフォームを構築する技術の研究開発を
行う。

②

産業や社会システムの高度化に資するサイバーフィジカルシステム技術の開発
大量で多種多様なデータを高速に収集・解析し、利用者が使いやすい形で提供するプラッ
トフォーム技術、実世界（フィジカル空間）と計算機の世界（サイバー空間）を密接に連携
させ、より高精度な予測・分析や、分析結果の現実空間への還元を安全かつ高信頼に行うサ
イバーフィジカルシステム技術、高機能暗号など次世代のセキュリティ技術などの研究開発
を行う。

③

快適で安全な社会生活を実現する人間計測評価技術の開発
高齢者や障がい者を含めた多様な人間について以下の 3 つの技術①生理・認知・運動機能
の計測及び評価の技術②運動や感覚を向上させる訓練技術③こころや身体の総合的な状態
の評価技術、に関する研究を行う。脳科学−情報技術−人間生活工学を 3 つの大きな柱として
これらを融合させ、社会的要請に応え、かつ新しい価値創成が可能となる技術の研究開発を
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行う。
④

産業と生活に革命的変革を実現するロボット技術の開発
生産年齢人口の減少、高齢者人口の増加、社会・産業インフラの老朽化などの課題に対応
するために、製造業、介護サービス、屋内外の移動支援サービス、インフラ維持管理等の産
業でロボットイノベーションの実現を目指すとともに、環境変化に強く自律的な作業を実現
するロボット中核基盤技術の研究開発を行う。

各課題について今年度の主な研究成果を以下の表にまとめる。以降では表中の研究課題 1～5 に
ついて紹介する。
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（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
【テーマ設定】
目的基礎研究においては、10 年後の社会課題を念頭にテーマ設定している。今後、深刻な
社会課題として高齢化問題と情報化社会に対する安全という課題が挙げられる。このような
将来の社会的ニーズと産総研の技術ポテンシャルを検討した結果、高齢化社会に向けた健康
寿命向上、IoT 社会の実現で想定されるセキュリティ問題の解決を研究目標として設定した。
その上でこれらの社会課題解決に資する独創的・革新的なアイディアに基づく研究テーマを
設定している。以下代表的な２課題の今年度成果を報告する。
●研究課題 1『高機能クラウド暗号化技術』
機密性の高い情報を安全に利用可能なサイバーフィジカルシステムの実現を目指し、暗号
化状態のままでデータ処理が可能であり、さらに、信頼できる第三者機関を設置することな
く、特定の属性をもつ不特定多数の受信者のみに復号を許す、クラウド向けの新たな暗号技
術の研究開発を行っている。
●研究課題 2『テーラーメイド化を目指したニューロリハビリテーション技術の開発』
脳損傷によって身体機能が低下した患者の機能回復訓練において、脳内に代替神経回路網
が適切かつ効率よく形成できるように、個人の脳状態をモニタリングしながら訓練支援、介
入を行う「テーラーメイド型ニューロリハビリテーション」の研究開発を行っている。本課
題は、(a)機能回復に関わる脳の変化を知るための適切な脳損傷モデル、(b)脳の変化をモニ
ターしてフィードバックする fNIRS（機能的近赤外分光法）による評価技術、(c)望ましい脳
の変化を促進する介入技術の３つの技術開発を、サルとヒトの両方を対象とする実験研究と
臨床応用研究を連携させて進めるアプローチを特徴とする。
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【具体的な研究開発成果】
●研究課題 1『高機能クラウド暗号化技術』
(1-1) 量子コンピュータが実現されると、現在広く使われている公開鍵暗号やそれを基にし
た高機能クラウド暗号は簡単に解読や偽造されてしまう。量子コンピュータでも解読
できない高機能クラウド暗号を実現する技術として、
「格子暗号」と呼ばれる暗号技
術が現在活発に研究されているが、その公開鍵サイズが現在使われている暗号より巨
大となるため、安全なメモリが多量に必要となるなど、実環境適用への不安が指摘さ
れていた。今回方式や安全性証明の技法を工夫するなどでパラメータサイズの評価を
精緻化することで、公開鍵サイズを、例えば実運用で考えられる環境設定とした場合
に、これまでの約 90%削減することができた。
(1-2) 現在の計算機環境で格子暗号の解読がどの程度困難かを示すことは重要である。格子
暗号が安全である根拠となっている数学的問題が、現在のハードとソフトを駆使して
どこまで解けるかを示すことは、格子暗号の解読困難性を示す一つの指標となる。そ
のような数学的問題の一つである SVP（shortest vector problem）の解読コンテス
ト SVP Challenge（ダルムシュタット工科大主催）で、これまで自身で持っていた世
界記録を（昨年度 146 次元）を 150 次元にまで更新した。産総研が平成 26 年に達成
した記録に他者がその後も一切追いつけていない一方、産総研では 7 回にわたり世界
記録を更新している。この結果は、我々の格子暗号に関する安全性評価技術が世界の
トップであることを示している。
(1-3) 電子署名では、
「署名の時に用いる鍵（署名鍵）は署名者のみが保持している」こと
が、偽造できない根拠となっている。個人による署名鍵管理の困難さが、電子署名の
普及を阻害要因となっていた。今回、生体情報を署名鍵として安全に使用することで、
これまでのような署名鍵管理を不要とする、世界初の電子署名方式を日立製作所と共
同で発表した。
・ これらの成果は、現時点までに IF 付き論文誌 23 報（昨年度 14 報、査読付き国際会
議論文 25 報のうち、Google Scholar サブカテゴリ Top20 に含まれる国際会議プロシ
ーディングスに掲載された論文が 17 報）に採録されている。研究成果が高く評価さ
れた結果、今年度は(1-3)の結果がドコモモバイルサイエンス賞（先端科学技術部門）
を受賞するなど 8 件の受賞を得た。また、JST CREST に採択（代表）、NEDO 予算（分
担）や JBIC/経産省予算（分担）を獲得するなど、大型の資金を獲得することもでき
た。指導したリサーチアシスタントの研究成果が高く評価され、学振特別研究員とし
て 3 名採用された。採用論文発表以外の主な受賞等の成果は以下の通りである。
•

•

•

•

産総研理事長賞（研究）
– 花岡, 清水, 縫田, 照屋, Attrapadung, 松田他, “高機能暗号とデータ
ベースの秘匿検索技術の開発”
ドコモモバイルサイエンス賞（先端技術部門）
– 花岡, 村上, 松田他, “安全性を暗号学的に保証した次世代生体認証基
盤技術の先駆的研究と実用化”
CREST 採択
– 花岡（代表）, Attrapadung, 縫田, 山田（翔）, 照屋他, “安全な秘匿
化データ処理を実現する汎用依頼計算技術”
ACISP 2016 Best Student Paper Award
– 高安, “Partial Key Exposure Attacks on RSA with Multiple Exponent
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•
•
•
•
•

•

Pairs”
第 5 回生命医薬情報学連合大会 研究奨励賞
– 縫田, 清水他, “Secure String Pattern Match Based on Wavelet Matrix”
電子情報通信学会貢献賞
– 花岡, 同会情報セキュリティ研究専門委員会幹事としての貢献
電子情報通信学会編集活動感謝状
– 松田, IEICE Trans.誌における年間査読件数が最上位
CSS 2015 学生論文賞
– 高安, “CRT-RSA を攻撃する格子の新たな構成法”
SCIS 2015 論文賞
– 勝又, “ランダムオラクルモデルでの格子に基づく緊密に安全な ID ベ
ース暗号”
学振特別研究員採用（3 名）

●研究課題 2『テーラーメイド化を目指したニューロリハビリテーション技術の開発』
(2-1) サルとヒトで共用できる fNIRS 計測・信号処理技術を開発した。 (1)毛髪上からの
fNIRS 計測で大きさの異なる毛髪雑音を含むデータを定量比較できるようにするた
め、毛髪による光量減少を補正してデータ中の雑音を平準化する装置・ソフトウェア
を試作し、異なるチャンネル・日時のデータの統計比較を可能とした。(2)リハビリ
を評価するために fNIRS 信号のどのような情報を観測すれば良いのかを明らかにす
るため、サルに餌をつまむ動作をさせた時等の脳の賦活位置を調べた。その結果、一
次運動野・運動前野の賦活を空間的に明確に識別できるようになった。(3)fNIRS 信
号波形から、関連領野の時空間相関を解析する方法論を開発した。その結果、架空運
動関連領野の信号の特定、信号波形の時間情報の抽出、内包への損傷導入が可能とな
った。
(2-2) 脳損傷モデルと介入技術においては、(2)の結果に加え、以下のような成果を挙げる
ことができた。(4)リハビリにおいて回復が難しい巧緻動作の生理、分子的基盤を解
明した。また内包梗塞後に生じる巧緻動作障害の背景にある神経細胞欠落を同定する
ことに成功した。(5)感覚運動学習への動作アシスト機器による介入効果を、ラット
実験モデルで実証した。また、同様の効果を持つ把握運動訓練装置を試作し、サルで
もその効果を検証した。その結果、好ましい身体の動きを外力によって引き起こすこ
とが重要なのではなく、好ましい身体の動きを生じるような神経系の活動を引き起こ
すことが重要であることがわかった。
・

・

これら二つの成果により、初めてサルとヒトの fNIRS 情報を比較や対応させること
が可能となり、サルの脳を直接測定して作った脳損傷モデルをヒトの脳損傷モデル
作成等にも展開できる道を開くことができた。
今年度は現時点までに、本テーマで IF 付き論文誌 19 報、IF 総計 43 の論文成果を
挙げている。その他橋渡し前期に向け、共同研究 5 件や大学との連携 4 件など、産
学の連携も着実に広げることができた。論文発表以外の主な受賞等の成果は以下の
通りである。
【公的資金 応募・獲得】
・ 科研費獲得 6 件（新学術、基盤Ｂ、基盤 C、若手 B）
，AMED 産学共創研究 1 件
【総説】
・ 「脳損傷後の神経可塑性－運動がもたらす効果と科学的根拠」，肥後，理学療
法の科学と研究
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【特許】
・ 「脳機能計測装置と脳機能計測方法」，山田，川口，特願 2016-044579
・ 「瞳孔部分を近似する楕円の検出を行う方法」，松田，特許第 5995217 号
【招待講演】
・ 「fNIRS 計測上の注意点について」
，山田，第 55 回日本生体医工学会大会
・ 「ニューロリハビリテーション技術開発のためのサル用 fNIRS システム」
，川
口ほか，SICE シンポジウム
・ 「脳損傷後の神経可塑性」，肥後，千葉県理学療法士会生涯学習研究会
・ 「脳損傷後の上肢運動機能回復メカニズム」，村田，上賀茂神経リハビテーシ
ョン教育研究センター研修会
他 12 件
【共同研究，大学との連携】9 件
領域全体での論文に関する今年度実績は以下の通りである。
【論文数の目標値と実績値】
目標値：110 報（IF 付論文）、100 報（Google Scholar Top20：集計未完）
実績値：94 報（IF 付論文）、78 報（Google Scholar Top20：集計未完）
前年度比：196%（IF 付論文）、142%（Google Scholar Top20：集計未完）

【論文の合計被引用数】
目標値：750
実績値：1486
前年度比：198%
領域全体としては、今年度、論文数について昨年度実績よりも高い目標を設定し、論文投
稿に必要な経費を領域が補助（研究ユニットではなく領域で負担）する、また論文投稿を加
速するための領域コロキウムを 2 回（産総研内部の研究グループによる成功事例の紹介、外
部から論文発表を活発に行っている研究者を招いた講演会）を開催するなど、論文発表の奨
励による研究活動の活性化を行った。今年度の後期に入ってからは、論文投稿にかかる経費
（投稿料、英文校正等）を領域が補助することで、さらなる論文投稿を促した。現時点の論
文数の実績値は目標値より低いが、年度末には目標値に近い値となることが期待される。ま
た前年と比べた場合、全ての値が大幅に増加していることから、今年度、論文発表に関して
十分な成果が挙げることができたと考える。
【大学や他の研究機関との連携状況】
本年度から始まったクロスアポイント、連携研究室等の制度を活用し、大学より特定フェ
ロー6 名、企業から特定集中研究専門員 32 名、招聘研究員 21 名その他多数の協力研究員や
客員研究員に研究参画いただいている。これらの方々には共同論文執筆、技術開発はもちろ
ん、産総研のインフラ整備（例：AI クラウドサーバの設計検討など）といった活動も行って
いただいている。また今年度、人工知能研究センターに関しては、総務省、文部科学省、経
済産業省により、
「次世代の人工知能技術の研究開発における 3 省連携体制」が構築され、
情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター、理化学研究所革新知能統合研究センターと
の連携も開始された。大学の学生をリサーチアシスタントとして 45 名受け入れ、研究人材
の育成や論文発表の増加を実現することができた。
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（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
【テーマ設定】
経済産業省が平成 26 年から開催した「日本の「稼ぐ力」創出研究会」では、ビッグデー
タ・人工知能の活用の重要性が指摘され人工知能・ビッグデータのもたらす変革を最大限活
用することで、日本経済の潜在成長率の低迷等の構造的課題を新たなアプローチで解決でき
る可能性があると述べられている。このような我が国の施策に対し、そのシーズ技術を有す
る公的研究機関として、その実現に向けた各事業の中で公的研究機関として役割を果たして
いくことは、橋渡しによる産官連携の成果を最大化する意味で非常に重要である。このよう
に橋渡し研究前期では、政府系競争的資金などを原資として、喫緊の社会課題に資する中核
技術の社会実装（橋渡し後期）に向けた研究テーマを設定している。その中で代表的な２課
題を紹介する。
●研究課題 3『スマートモビリティシステム研究開発・実証事業』
経済産業省および国土交通省の平成 28 年度「スマートモビリティシステム研究開発・実
証事業」のうち、
「専用空間における自動走行等を活用した端末交通システムの社会実装に
向けた実証」を幹事機関として受託し、民間企業や大学等と共に、研究開発と実証を進めて
いる。端末交通システムとは、基幹交通システム（鉄道やバス等）と自宅や目的地との間、
地域内といった短中距離を補完するラストワンマイルモビリティとも呼ばれる次世代の交
通システムである。本事業では、公共的な利用を前提とし、専用空間を確立することにより
自動走行技術を取り入れた地域の活性化等につながる新しい交通手段の実現と社会実装を
目指しており、導入場所の特徴や事業性などを鑑みて、小型電動カートと小型バスという乗
車人数の異なる車両を用い、地域に応じた運行管理システム等の開発を行っている。
●研究課題 4『価値の創出と向上に資するコンテンツ技術の研究』
従来のコンテンツ産業は、生産者が創作したコンテンツを消費者が受動的に鑑賞する枠組
みが中心となっており、今やコピー可能な受動的体験の産業上の価値は失われつつある。本
課題では、次世代のクリエイティブ産業創出を目指し、コンテンツの能動的な創作や鑑賞体
験を可能にする「価値の創出と向上に資するコンテンツ技術」の開発を行う。これら技術に
より、パクリや自動生成とは異なる、コピーが不可能な能動的体験に基づく、新たな産業上
の価値を生み出すことを狙う。

【具体的な研究開発】
●研究課題 3『スマートモビリティシステム研究開発・実証事業』
産総研はこれまで ITS 分野の自動運転・運転支援システムの研究、移動支援システム等の
研究において、対象を個から複数、個人適合や省エネ、協調走行へと、その適用範囲を広げ
てきた。そしてその中で、以下のような世界初の技術を多数開発してきた。
・

自律車両群による柔軟な協調走行の研究
 世界初の合・分流、障害回避などの車両 5 台による実験
・ 自律型協調運転支援システム
 通信機能をもった車両間の協調による高齢者ドライバを考慮した運転支援
・ エネルギーＩＴＳ推進事業
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 世界初、大型トラックの車間距離４ｍによる 4 台隊列走行
・ 協調型・連結型モビリティ
 小型 EV を用いた様々な連結型（ソフトリンク（レーザーセンサ）
，セミハードリ
ンク（伸縮ワイヤーセンサ），ハードリンク（ステー））車両システム
このような研究で培った高い技術を基礎とし、今回、ヤマハ発動機株式会社、株式会社日
立製作所、慶應義塾大学 SFC 研究所、豊田通商株式会社、ヤマハモーターパワープロダクツ
株式会社、SB ドライブ株式会社、株式会社日本総合研究所といった企業、大学の賛同を得て、
提案を行うことができた。本事業に採択されたことは、産総研の技術開発提案はもちろん、
その事業モデルの検討法、実証事業の方法など、事業化に向けた計画の質の高さが評価され
たことを示している。以下、提案内容と今年度の進捗状況について報告する。
(1)

(2)

(3)

(4)

事業目的：自動走行技術を活用した新たな交通システムであるラストマイル自動走行
（端末交通システム）の社会実装を目指し、必要な技術開発、社会受容性や事業面の
検討等を行う。
事業内容：
・ ラストマイル自動走行がビジネスとして成立する事業モデルの検討及び明確化
・ ラストマイル自動走行の実現に必要な技術開発及び実証
・ ラストマイル自動走行に必要な技術の制度的取扱や事業環境課題に関する関係
省庁と連携した検討
スケジュール：
・ 平成 28 年：
 実証場所を公募により選定
 事業モデルの検討を開始
 要素技術開発を推進
・ 平成 29 年度以降
 開発した技術の評価、安全性の検証を実施
 関係省庁と連携して制度的取扱について検討
・ 平成 30 年度
 実証実験を実施
今年度の進捗状況：
・ 実証事業を推進する体制を構築した。
 本事業のための産総研内組織「端末交通システム研究ラボ」を発足
 事業実施体制として「小型電動カート応用・開発チーム」
「小型バス応用チ
ーム」を組織
・ 実証に向けて、制度やインフラ面の検討や実証場所の選定を行うため、関係省
庁との議論を開始した。
・ 技術的な検討状況を関係省庁と共有した。
・ 実証場所を選定するための公募を開始した。（平成 28 年 11 月 7 日）

今年度と来年度で技術開発や制度整備等の準備を行い、平成 30 年度に実証評価を実施する
予定である。地域の交通問題の解決のための社会実装が進むことが期待される。
●研究課題 4『価値の創出と向上に資するコンテンツ技術の研究』
JST CREST 事業で採択されて現在研究プロジェクト実施中（今年度末終了）の、
「コンテン
ツ共生社会のための類似度を可知化する情報環境の実現」
（OngaCREST プロジェクト）で創出
した以下のような研究成果
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(1) 鑑賞支援技術
Songle 、 Songrium 、 PlaylistPlayer 、 LyricListPlayer 、 LyricsRadar 、
SmartVideoRanking、CrossSong Puzzle、歌声トピック検索、サムネイル動画生成、
周波数特性置換、映像固定の BGM 自動編集、等
(2) 創作支援技術
TextAlive、Songmash、Songroid、Dancing Snap Shot、Song2Quartet、AutoRhythmGuitar
/ AutoLeadGuitar、VocaRefiner、歌声音高編集インタフェース、等
(3) 類似度・ありがち度の推定と音楽理解技術
確率的生成モデルによる類似度・ありがち度推定、無限複合自己回帰モデル、無限重
畳離散全極型モデル、無限半正定値テンソル分解、音楽印象推定、類似フレーズ検出、
歌唱シーン検出、等
が、世界をリードする顕著かつ有望な研究成果であることが認められ、今年度 JST ACCEL プ
ログラムに採択された。多くのプロジェクトが技術開発、デモシステム開発、論文発表まで
で終わるところ、本事業ではサービス公開まで行うことで、シーズの洗練とニーズの汲み取
りを可能にしているところが高く評価されたものである。一方で、信号処理や機械学習アル
ゴリズムといった学術成果を着実に創出していることも高く評価された。今後は本プログラ
ムを活用し、技術的成立性の証明・提示(Proof of Concept: POC)および適切な権利化を推
進することで、企業やベンチャー、他事業などに研究開発の流れを繋げることを目指す。以
下、今年度の成果をまとめる。
(4-1) JST CREST を平成 23 年 10 月-平成 29 年 3 月受託
・ 課題名「コンテンツ共生社会のための類似度を可知化する情報環境の実現」
（OngaCREST プロジェクト）
・ 今年度は以下のような創作支援技術を開発、公開した。
 Songmash
マッシュアップ音楽制作支援サービス「Songmash（ソングマッシュ）」では、
複数の異なる楽曲を巧みに混ぜ合わせたマッシュアップ音楽を手軽に制作
し、その制作結果を共有して楽しむことを可能とした。マッシュアップ音
楽を提供することで、新たな音楽と出会える音楽発見サービスにもなるこ
とを目指している。
 Songroid
三次元 CG キャラクタが踊るアニメーションを見て楽しめるサービスを開発
した。能動的音楽鑑賞サービス Songle と連携してダンスを自動生成するも
ので、動作を機械学習し、音楽の印象に最も近い印象を与えるダンスを生
成することが可能である。ダンスアニメーション創作支援サービスへの発
展や、楽曲のより深い理解を反映したダンスの自動生成を目指している。
・ 社会実装としては、以下のように開発された技術が製品や実イベントで活用さ
れたことが挙げられる。このことは，これらの成果が，製品市場やエンターテイメ
ント市場で大きく評価されたことを示している。
 次世代型スピーカー製品「Lyric Speaker」（(2) 創作支援技術）
博報堂子会社の SIX 社と共同開発、平成 28 年 11 月に出荷開始（324,000
円）
 ロボット制御システム「V-Sido」x Songle（(1) 鑑賞支援技術）
「V-Sido×Songle」を活用し、
「Pepper」が歌って踊れるようになるロボア
プリが公開（平成 28 年 7 月）
 No Maps 2016 アイドルフェス x TextAlive（(2) 創作支援技術）
 アイドルグループのライブステージ（平成 28 年 10 月）に、TextAlive
の映像が登場
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(4-2) JST ACCEL を平成 28 年 8 月-平成 33 年 3 月受託
・ 「次世代メディアコンテンツ生態系技術の基盤構築と応用展開」
・ OngaACCEL プロジェクト
(4-3) 産総研内にメディアコンテンツ生態系プロジェクトユニットを設立
設置期間：平成 28 年 10 月 1 日-平成 33 年 3 月 31 日 代表：後藤真孝
【知的財産創出の質的量的状況】
実施契約件数
目標値：170 件
実績値：173 件
達成率：102%
前年度比：119%
【戦略的な知的財産マネジメントの取り組み状況】
知的財産を協調領域と競争領域とに明確に区別し、協調領域における知的財産を産総研
が集約・管理し、全ての企業が使えるようにすることで、企業間競争が阻害されず、競争
領域における企業の技術力底上げをはかっている。
【公的資金獲得額】
（参考）
実績値：3,765 万円
前年度比：174%
【国際標準化】
（参考）
・ 国際標準化活動 情報人間工学領域 参画者数（延べ人数）
（平成 28 年 4 月発表）
ISO/IEC 等国際標準関連機関（国際）役職者及びプロジェクトリーダー：38 名
ISO/IEC 等国際標準関係機関関係者（国内委員を含む数）
：150 名（産総研全体 598 名）

（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
【テーマ設定】
橋渡し研究後期では、産業界において顕在化している協調領域でのニーズや課題の中で、
民間企業が取組むのが困難なものに対し、産総研が研究開発および安全性実証などに関与す
ることで、企業の競争領域を底上げし、産業の加速的な発展を推進する研究テーマを設定し
ている。その中で代表的な 4 課題を紹介する。
●研究課題 5-1『NEC-産総研人工知能連携研究室』
シミュレーションと AI の融合を主題に「NEC-産総研人工知能連携研究室」を設立した。
本研究室は、NEC が長年培ってきた AI 技術と、産総研のシミュレーション技術を融合し、過
去のデータが十分に収集できない様々な社会的課題に対して、効率的かつ迅速な成果創出と
社会還元を共創していくことを目的として、設立されたものである。NEC と産総研は本研究
室により、シミュレーションと AI が融合した技術を基本原理から産業応用まで一貫して開
発することで、
「未知の状況での意思決定」という新分野を確立し、AI 研究のさらなる加速
と産業への貢献に向けて活動している。
●研究課題 5-2『住友電工‐産総研 サイバーセキュリティ連携研究室』
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セキュアな車載システムを構築する技術の研究および人材育成を主題に「住友電工-産総
研サイバーセキュリティ連携研究室」を設立した。産総研の持つセキュリティ技術を住友電
工の主力製品であるインフラ・産業システム・交通関連機器に実装し、セキュリティ強化の
研究開発を進めることにより、これら製品の信頼性を高め、更なる社会の安定に貢献してい
くことを目指す。
●研究課題 5-3『健康起因交通事故撲滅のための医工連携研究開発コンソーシアム (AMECC)』
近年、自動車運転中のドライバーが病気を発症するなどの体調急変によって起こる「健康
起因交通事故」が増加している。このような健康起因交通事故は、高齢者ドライバーの増加
に伴いさらに増えることが予想されている。しかし現在、ドライバーの体調急変を検出する
ための技術研究や、技術開発の元となるデータは不足している。このような状況を打破すべ
く、産総研は、自動車メーカーやサプライヤー等の産業界、医療機関、および大学との共同
研究による、
「健康起因交通事故撲滅のための医工連携研究開発コンソーシアム（Automotive
and Medical Concert Consortium）（以下「AMECC」）を設立した。本共同研究型コンソーシ
アムが設立できたのは、産総研の持つ人間計測評価技術がこれら参加機関に認められた結果
である。AMECC では、発作時や発症時またはそれに準じる状態での生体データ等のデータベ
ース構築を目指す。
●研究課題 5-4『SIP 自動走行システムの実現に向けた HMI 等のヒューマンファクタに関す
る調査検討』
SIP 自動走行において、ヒューマンファクターおよび HMI 課題は、安全な自動運転車実現
のための最重要課題の一つと位置付けられている。平成 28 年度に内閣府より題記事業を、
産総研自動車ヒューマンファクター研究センターを幹事組織としたコンソーシアム（産総研、
筑波大学、慶應義塾大学、㈱デンソー、東京都ビジネスサービス㈱）が受託した。
●研究課題 5-5『豊田自動織機-産総研 アドバンスト・ロジスティクス連携研究室』
近年、少子高齢化に伴う労働力人口の減少、e-コマース(電子商取引)の拡大による多頻
度・小口配送、効率・迅速性への対応など、物流を取り巻く環境や改善ニーズは急激に変化
している。特に、IoT や人工知能(以下 AI)などの技術の発展･普及により知能化・自動化さ
れた機器による省人化や、多量データを高度に活用した効率的で効果的なオペレーションの
実現など、新たなソリューションによって、物流コスト低減等、顧客の幅広い改善ニーズに
応えることが求められている。
本連携研究室では、産業車両・総合物流システム企業である豊田自動織機と、ロボット技
術や情報技術を持つ産総研が連携し、先進的な産業車両・物流システム実現を目指す。豊田
自動織機の保有する高品質・高性能で環境にやさしい多様な製品の開発力、IoT 技術や多く
の顧客への導入実績に基づく豊富なデータやノウハウに、産総研の高度なロボット技術、AI、
データ・アナリティクスなどを適用することで、車両・機器の自律作業を可能とする知能化・
自動化や高度なシステムインテグレーションの技術開発を加速し、先進的なロジスティク
ス・ソリューションの早期実現につなげ、物流現場の課題解決を図る。
【民間からの資金獲得額の目標値と実績値】
目標値：970 百万円
実績値：1,054 百万円
前年度比 220%
【具体的な研究内容と今年度の活動】
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●研究課題 5-1『NEC-産総研人工知能連携研究室』(平成 28 年 4 月設立)
・
・
・
・
・

連携研究室長：鷲尾隆（産総研／阪大）
同副室長：鶴岡慶雅（産総研／東大）、野田五十樹、森永聡（産総研／NEC）
産総研常勤研究員 6 名、特定集中研究専門員 10 名（産総研／NEC）
招聘研究員 1 名、客員研究員 1 名、テクニカルスタッフ 2 名
全 21 名

複雑化・高度化する社会において、個別技術では解決できない社会ニーズが多数発生して
いる。このような問題を解決するための、基礎原理研究から産業応用研究開発までを目指す。
現在は以下のようなプロジェクトが進められている。
・

シミュレーション・センシングと機械学習技術の融合：
社会インフラの制御や大規模災害、まれに起こる異常事態などは、過去データを集める
ことが難しく、大量のデータに基づく従来型の AI 処理の適用が困難な領域である。本
課題では、コンピュータ上に構築したシミュレータ内で、観測したい現象のみを集中的
に観測する手法などの確立により、効率的に機械学習を行う研究開発を進める。今年度
は以下の 2 つのテーマ
1.

人工知能を活用した街のにぎわいマネジメント：
複数の要因・目的が絡むエリア管理において、
“にぎわい”と“利便性”を両立し、
街を維持管理する施策を人工知能が立案する。

2.

希少事象シミュレーションを用いた望遠鏡設計支援：
稀な事象であるが、性能低下を引き起こす「迷光（ゴースト）
」を人工知能が効率
的に探索し発見する。

を立て、それぞれについて体制整備と基礎原理の研究を行った。
・

シミュレーション・データマイニングと自動推論の融合：
人間の知的労働が高度化・複雑化するにつれ、AI 技術によって人間の判断や意思決定
を支援することが期待されるが、未知の状況に対処するためには、必要な知識データベ
ースが大規模化するという課題があった。本課題では、実世界のシステムを模してシミ
ュレータ上に構築された仮想世界と自動推論技術とを融合することで、現実的な規模で
の知識データベースから妥当な推論を行う技術を開発する。これにより、未知の事象に
対しても人間の意思決定支援を可能にする。今年度は以下のテーマ
3.

プラントやインフラの異常分析
シミュレーションと自動推論を組合せることで、未知の状況に対しても、原因分
析、未来予測、対処方針提示等を行い、人間の意思決定を支援する。

を立て、体制整備と基礎原理の研究を行った。
・

シミュレーション・センシングと自律型 AI 制御の融合：
社会インフラや交通手段、流通システムなどが AI により自律的に制御されるようにな
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ると、ある自律制御システムと別の自律制御システムの挙動が競合し、全体として正し
く機能しなくなる場面が出てくる。本課題では、自律制御システム同士で、譲る、分担
する、融通するなどの挙動調整を行う技術の研究開発を進める。本課題について今年度
は体制整備を行った。

●研究課題 5-2『住友電工‐産総研 サイバーセキュリティ連携研究室』
（平成 28 年 6 月設
立）
・
・
・
・

連携研究室長：森彰
産総研常勤研究員 5 名、特定集中研究専門員が参加（産総研／住友電工）
15 名程度
大学とも連携（横浜国立大、神戸大、名古屋大、大阪大、名古屋工業大、奈良先端大、
北陸先端大）

住友電工の各事業領域（情報通信、自動車、環境エネルギー、エレクトロニクス、産業素
材）におけるネットワークに接続される電子製品群を対象に、サイバー攻撃への対策技術に
ついて研究を行う。特に、産総研の保有する暗号技術、組込みシステム高信頼化技術等を適
用した IoT セキュリティ技術を中心的な技術と位置付け、まずは、住友電工の主力製品であ
る自動車・交通関連のセキュリティや、自社の工場生産設備のセキュリティを対象に実証実
験を行い、技術課題を抽出し、実用化に向けた開発を進める。具体的な研究内容と今年度行
った活動は以下の通りである。
・

実際の製品や施設を用いた実証：
コネクテッドカー、スマートファクトリー、蓄発電システムを対象に、実機やシミュレ
ータを組み合わせたり、パイロットシステムを構築することで、現実に近い環境でのサ
イバーセキュリティ検証実験を行う。今年度は車載システムを対象として、実際の製品
のセキュリティを検査する技術開発を行った。

・

技術動向や標準化を見据えた要素技術の研究：
車載向け暗号技術（軽量暗号、高機能暗号）、システム解析技術（ソフトウェア解析、
脆弱性検知）、驚異分析技術（ツールの開発と手法の標準化）の研究を行う。今年度は
それぞれの技術について基礎的な検討を行った。

・

セミナーや課題演習を通した技術と知識の移転
産総研が最新の技術動向を指導することで、企業におけるセキュリティ対応組織の立ち
上げ支援や、セキュリティ関連技術の移転と企業内セキュリティ人材の育成を実現する。
今年度は演習を通した人材育成に取り組んだ。

●研究課題 5-3『健康起因交通事故撲滅のための医工連携研究開発コンソーシアム (AMECC)』
（平成 28 年 11 月 1 日設立）
・
・
・

実施体制：産総研中心の企業、筑波大付属病院、東大からなるコンソーシアム
参加企業数：10 社（自動車メーカー・サプライヤー企業）
資金提供額：150 百万円（うち平成 28 年度分 90 百万円）

本プロジェクトの具体的な取り組みは以下の通りである。対象患者（脳卒中、心疾患、て
んかん）の運転時の発作・発症、またはそれに準じる状態での生体・生理データ、運転操作
データ、顔画像データ等のデータを収集、整理・分析し、データベースを構築する。実験は
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医療行為に介入の無い観察実験とし、筑波大および産総研の倫理委員会にて審議の上実行す
る。
今年度は、産総研を中心とした産学官連携の医工連携研究開発コンソーシアムを設立し、
自動車運転中の体調急変を検知する基盤となる、疾患発症時の生理・行動データベース構築
を開始した。
●研究課題 5-4『SIP 自動走行システムの実現に向けた HMI 等のヒューマンファクタに関す
る調査検討 』
・

・

実施体制：SIP 自動走行システムの実現に向けた HMI 等のヒューマンファクタに関する
調査検討コンソーシアム（産総研（幹事組織）
、筑波大学、慶応技術大学、㈱デンソー、
東京都ビジネスサービス㈱）
平成 28 年度予算：1.76 億円

取り組み課題：企業間の協調領域内で優先順位の高い以下の３課題(すべて３ヵ年を計画)
・ 課題 A:自動走行システムの機能・状態・動作の理解に関わる課題
システム機能(Level 2&3)に対するドライバーの知識情報と、自動走行中のシステム状
態に関する動的情報が、自動走行から手動走行への切り替えに及ぼす影響を明らかにし、
切り替えを円滑に行うための情報や HMI の基本要件を明確にする。平成 28 年度は知識
情報にフォーカスする（ドライビングシミュレータ実験）。
・ 課題 B:ドライバーの状態と自動走行システムの動作に関わる課題
自動走行(Level 2&3)から手動走行への切り替えに影響を及ぼすドライバー状態
（Readiness）を指標化し（ドライビングシミュレータ実験）、これを連続的に計測可能
な車載ドライバーモニタリングシステムとして試作する（平成 28 年度）
。次年度以降は
Readiness の関数として切り替えに必要な時間を求めること、自動走行中に Readiness
を適切に維持するための HMI 等の基本要件を明確にする。
・ 課題 C：自動走行システムと他の交通参加者とのインターフェースに関わる課題
ドライバー間およびドライバーと歩行者間のノンバーバルなコミュニケーションを理
解し（定点観測、同乗観察、閉鎖空間内被験者実験）、コミュニケーションを可能とす
る自動運転車（Level 3&4）の“外付け HMI”の基本要件を明確にする。
これまでに得られた結果
・ 課題 A：自動走行から手動走行への安全な切り替えのためにドライバーが持つべきシス
テム機能に関する知識情報の必要条件を明らかにした。
・ 課題 B：自動走行から手動走行への安全な切り替えのためにドライバーが維持しなけれ
ばならない状態の指標化とドライバーモニタリングシステムの試作を行った。
・ 課題 C：ドライバー間、ドライバーと歩行者間における典型的なコミュニケーションが
発生する状況、およびコミュニケーション手段とシーケンスの抽出を行った。
※自動車工業会、自動車技術会との定例会議（1 回/月）を発足し、成果の標準化（自工会ガ
イドライン、ISO TC22、国連規則 R79 など）に向けた発信を協力して開始した。
●研究課題 5-5『豊田自動織機-産総研 アドバンスト・ロジスティクス連携研究室』
（平成
28 年 10 月 1 日設立）
・
・
・
・

連携研究室長：西牟田武史（産総研／豊田自動織機）
同副室長：神徳徹雄
産総研常勤研究員、特定集中研究専門員（産総研／豊田自動織機）が参加
10 名程度
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研究内容としては、次のような領域の共通基盤技術開発、およびそれらのアプリケーショ
ン実用化開発に取り組む。(1)次世代物流ソリューション事業のための研究(2)車両や機器の
自律作業実現のための研究(3)サービス提案のための研究。今年度は連携研究室の立ち上げ
を行うとともに、フォークリフトの自律運転に寄与する技術課題等を検討した。
３．前年度評価コメントへの対応
・

コメント：
研究戦略立案の際には、民間との議論を多く取り入れることが重要である。
（複数意見）
対応：
1-(3)で報告した「共創コンサルティング」の取り組みを行うことで、民間のニーズを
研究戦略や課題決定に取り込むことに努めた。
共創コンサルティングとは「企業のニーズに対する独自診断を前提とせず、背景にあ
る技術や経営の問題点を共に探り、合意を形成しながら大型化し、共に価値を創造す
る」ことを目的とする。このプロセスを経ることで企業価値の向上につながる共同研
究の設定が可能となり、技術により未来の価値を創造する意欲ある顧客企業の発掘を
行う。この活動の出口の一つとして、平成 28 年度より導入された産総研連携研究室制
度を活用し、企業の名を冠した連携研究室を設置した。

・

コメント：
マーケティング力の強化にも関わるが、この分野は経験を持つ人材を採用することが
強化の近道だと考える。一方で、この分野の人材は極端に不足している。すべてを内
製とは考えず、コンサルティング能力は外部パートナー企業の力を借りるなど、産総
研が持つ資産の効率的な活用を最優先で考えるべきと考える。
対応：
企業での開発や営業、経営の経験がある領域 IC を 8 名（上席 2 名を含む）配置するこ
とで、内部での戦略検討や企業等外部機関との議論や交渉に対応した。
http://www.aist.go.jp/aist_j/collab/coordinator/tsukuba.html#jouhou
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ᲬᲨငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠ২ᘐ
ᲭᲨࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔʴ᧓ᚘยᚸ̖২ᘐ
ᲮᲨငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃ǛܱྵƢǔȭȜȃȈ২ᘐ

ᲬᲨžบƠſƷƨǊƷᄂᆮႆ
ᲢᲫᲣžบƠſƴƭƳƕǔؕᄽᄂᆮᲢႸႎؕᄽᄂᆮᲣ
ᲢᲬᲣžบƠſᄂᆮЭƴƓƚǔᄂᆮႆ
ᲢᲭᲣžบƠſᄂᆮࢸƴƓƚǔᄂᆮႆ
4
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ᲫᲨऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏Ʒಒᙲ

5

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

1-(1) ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏ƷಒᙲȷဦᲴᏑ
IoTᲢInternet of ThingsᲣᅈ˟ܱྵƴƸ
ʴ᧓Ʊσ܍Ƣǔऴإ২ᘐƷЎ್ૺႎဇƕ࣏ᙲ

ǵǤȐȸᆰ᧓
ᲢऴإŴȇȸǿᲣ

ȕǣǸǫȫᆰ᧓
Ტʴ᧓ŴǋƷᲣ

ᚐௌ

ᘍѣ

ʴ᧓ƷȕǣǸǫȫᆰ᧓ƱऴإƷǵǤȐȸᆰ᧓Ʒ
ႻʝƷჷႎऴإƷᗡԧƕᦆƱƳǔŵ
6
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ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏ƷಒᙲȷဦᲴໜᛢ᫆
ႸᲴငಅᇤʗщƷࢍ҄ƱᝅƔƳᅈ˟Ʒܱྵ
ѣᲴʴ᧓ƴᣐॾƠƨऴإ২ᘐƷᄂᆮႆ

ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏ ໜ4ᛢ᫆
1.ȓȃǰȇȸǿƔǒ̖͌ǛоᡯƢǔʴჷᏡ২ᘐ
2.ငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔǵǤȐȸȕǣǸ
ǫȫǷǹȆȠ২ᘐ
3.ࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔʴ᧓ᚘยᚸ̖২ᘐ
4.ငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃ǛܱྵƢǔȭȜȃȈ২ᘐ
7

ᲮᲨငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃ǛܱྵƢǔ
ȭȜȃȈ২ᘐ

ཋྸɭမǁƷ
ฏ

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ᲭᲨࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔ
ʴ᧓ᚘยᚸ̖২ᘐ

ਡୖڰभঢ়બ؟
ୖڰभ
झोऋ
ৰਠऋ
जोझोऋ৴घॊऒधद,R7ভभৰਠऋ૭ચ

1. ȓȃǰȇȸǿƔǒ̖͌ǛоᡯƢǔ
ʴჷᏡ২ᘐ

ʴ᧓ᚘย
ƓǑƼȢȇȫ҄

ᲬᲨငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢ
ǔǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠ২ᘐ

ȇȸǿƷྸᚐ

ȇȸǿӓᨼ
8
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ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏ƷಒᙲȷဦᲴᄂᆮܱ˳С
z
z
z
z

᪸؏ᧈᲴ᧙ӝ
ᄂᆮဦᢿᧈᲴ˙ᕲ
ᄂᆮ˖ဒܴᧈᲴ߷ൟဃ
ᄂᆮᎍૠᲴ296ӸᲢԃψѦŴϋ᪸؏ဦᢿޓ25ӸᲣ

ᄂᆮǻȳǿȸ (Research Center)
ᐯѣȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸRC
҅᱾ʂ
3ȁȸȠ
16Ӹ

ȭȜȃȈǤȎșȸǷȧȳRC
ൔသ߷Ҧʁ
4ȁȸȠ
25Ӹ

ʴჷᏡRC
ᡁʟɟ
12ȁȸȠŴ1ᡲઃᄂᆮܴ
92ӸᲢԃψѦᲣ

ჷᏡǷǹȆȠRI
್ʟɟʶ
6ǰȫȸȗŴ1ᡲઃᄂᆮܴŴ
Ტ2ᄂᆮȩȜᲣ
60Ӹ

ऴإ২ᘐRI
ဋɶᑣپ
6ǰȫȸȗŴ1ᡲઃᄂᆮܴ
44Ӹ

ᄂᆮᢿᧉ(Research Institute)
ʴ᧓ऴإRI
ਤɺദଢ
10ǰȫȸȗ
75Ӹ

9

ᄂᆮȦȋȃȈƱໜᛢ᫆Ʒ᧙̞
ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏

ƭƘƹǻȳǿȸᲢᇹʙಅᲣ
ᐮෙиᣃ࣎ǻȳǿȸ
᧙ᙱǻȳǿȸ

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ʴ᧓ᚘย

ʴ᧓ᚘยᚸ̖
ȷʴ᧓Ʒᙲ׆ᲢᛐჷሁᲣଢᄩ҄
ȷʴ᧓ѣƷᚘยȷᚸ̖২ᘐ
ąࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃƷܱྵ

ᄂᆮဦᢿ

ȇȸǿӕࢽ
ܤμưಏƠƍᢃ᠃ǛܱྵƢǔƨǊƷʴ᧓ᄂᆮ

ǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠ
ǹȆȠ
ǹȆȠ

ᐯѣȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸᄂᆮǻȳǿȸ

ȷʴŴཋŴǵȸȓǹƔǒƷऴإᗡӳ
ȷወӳǯȩǦȉŴǻǭȥȪȆǣ২ᘐ
ąငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄

ʴ᧓ೞᏡᚘยƱȢȇȫƴǑǔʴ᧓ဃᙻໜưƷȢȎȷǳȈƮƘǓ

ʴ᧓ऴإᄂᆮᢿᧉ
ငಅᇤʗщƷࢍ҄ƱᝅƔưܤμƳᅈ˟Ʒܱྵƴ݃ɨƢǔऴإ২ᘐႆ

ȇȸǿᚐௌ

ʴჷᏡ

ऴإ২ᘐᄂᆮᢿᧉ
ܱᅈ˟ƷٶಮƳᛢ᫆ƴᢘဇӧᏡƳʴჷᏡȕȬȸȠȯȸǯƷᄂᆮႆ

ʴჷᏡᄂᆮǻȳǿȸ

ȷٻƷȇȸǿƷᚐௌ
ȷॖԛƷƋǔऴਁإЈŴМဇ
ąȓȃǰȇȸǿƔǒƷ̖͌Ʒоᡯ

҄٭ؾƴࢍƘᐯࢷႎƴ˺ಅǛᘍƏჷᏡǷǹȆȠǛܱྵ

ཋྸႎᘍѣ

ჷᏡǷǹȆȠᄂᆮᢿᧉ

ȭȜȃȈ

ȭȜȃȈ২ᘐǛဇƍƨᅈ˟ᛢ᫆ᚐൿƴǑǔǤȎșȸǷȧȳƷᄂᆮ

ȷʴ᧓σ܍ငಅဇȭȜȃȈ
ȷȭȜȃȈƷᚸ̖ؕแŴᚸ̖২ᘐ
ąငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃Ǜܱྵ

ȭȜȃȈǤȎșȸǷȧȳᄂᆮǻȳǿȸ
10
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1-(2) ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏ƷಒᙲȷဦᲴ
᪸؏ʖምϋᚪ
H28࠰ࡇ᪸؏ʖምᲴ6,968ႊɢόᲢᙀദʖምሁԃǇƣᲣ
ମ࠰

1,910 Ѝ 2,150

ʩ˄Ჴ

600 Ѝ 1,054

ൟ᧓Ჴ

NEDO
ᅹᄂᝲ
ೞ᧙ᙀя
˂

ʩ˄, 2150, 31%

ʻ࠰

πႎᄂᆮᲴ

1,780 Ѝ 3,765
ҥˮᲴႊɢό

䕂䛒䤴宅悏, 3765,
54%
ൟ᧓, 1054, 15%

ൟ᧓Ӗᚠ
σӷᄂᆮ
২ᘐᆆ᠃
ჷᝠӓλ
˂
11
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ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏ƷಒᙲȷဦᲴʩ˄ᣐដ૾ࡸ
• H28࠰ࡇ᪸؏ʖምᲢʩ˄Უ2,150ႊɢό

ᄂᆮؕႴ

บƠਖ਼
ᡶȷȗ
ȭᢃփƷ
๖

ᄂᆮਖ਼ᡶ

ဦȷ
࠼إ

104ႊɢ
ؕᄽᣐЎ
ʖም

ဦʖም
᪸؏πѪ
ʖም

ൟ᧓
ჷᝠ
πႎ
ሁƷ
Ǥȳǻȳ
ȆǣȖ

402ႊɢ
598ႊɢ

փಅȷʴᏋ
Ǥȳȕȩ˂

687ႊɢ
12
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*࠰ࡇ ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏Ʒ2&%#
᪸؏ȟȃǷȧȳᲴငಅᇤʗщƷࢍ҄ƱᝅƔƳᅈ˟Ʒܱྵ
ʴ᧓ƴᣐॾƠƨऴإ২ᘐƷᄂᆮႆ
&

2

*࠰ࡇ

࢘ИႸ

ӕኵ

Ūໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ
ؕᄽᄂᆮȷบƠᄂᆮЭࢸ
Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
ྒࢽႸ Εό

Ūໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ
Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
Ტφ˳ႎӕኵǈƸࢸᡓᲣ

ᚸ̖
̖

#

*࠰ࡇ

ႸȷોծȆȸȞ

%

Ū
Ūໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ
Ū
Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
Ūൟ

Ūໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ
Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
ŪᇹኳʕƴᭌٽኵጢƴƳƬƯ
ƍǔƨǊƷȞȍǸȡȳȈૢͳ

ᲢКᘙӋༀᲣ

բ᫆ໜᲢൢƮƖʙᲣ
ŪႸ᫇ƸᢋǋŴኵጢƸ၅ࡴ
ŪǹȔȸȉǍᡲዂɧឱƴǑǔ
ೞ˟ڂ
13

*࠰ࡇ ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏Ʒ2&%#
*࠰
࠰ࡇ

࢘ИႸ

2

&

ӕኵ

Ūໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ
ȷᛯ૨ૠ Ⴘ
+(˄ ˑ
)QQING 5EJQNCT ˑ
ȷᛯ૨ᘮࡽဇૠ Ⴘˑ
ȷȪǵȸȁǢǷǹǿȳȈ 4# فՃ
ƴǑǔᄂᆮ ͳૢؾႸӸ
ȷ ٳᢿᄂᆮೞ᧙ƱƷᡲઃࢍ҄
Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
ȷൟ᧓ྒࢽ Ⴘ Εό
ȷσӷᄂᆮƷȗȬѣƱƠƯƷ
২ᘐǳȳǵȫȆǣȳǰ

Ūໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ
ȷᛯ૨৲ᆜᝲဇǍ4#ᨽဇᝲဇǛ
᪸؏ƕਃ
ȷᛯ૨৲ᆜǛьᡮƢǔ᪸؏ǳȭǭ
ǦȠƷ͵
ȷٳᢿᄂᆮೞ᧙ƱƷᡲઃਖ਼ᡶ
ཎܭȕǧȭȸ Ӹ
ཎܭᨼɶᄂᆮᧉݦՃ Ӹ
ਔᎣᄂᆮՃ Ӹ ˂
%045ᡲઃȩȜ

Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
ȷ২ᘐǳȳǵȫȆǣȳǰ
ȋȸǺႆ ˑ
ஊΝǳȳǵȫ ˑ

ȷȞȸǱȆǣȳǰщƷࢍ҄
+%فՃŴѠࢍ˟Ʒܱ

14
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*࠰ࡇ ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏Ʒ2&%#
ᚸ̖

%

ૠ͌ƸஉໜƷǋƷ

Ū ໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ ؕᄽᄂᆮȷบƠЭࢸ
Ⴘ͌

ᢋ ᙸᡂ ͌

ᚸ̖

ᛯ૨ૠ
+(˄ ˑ
)QQING 5EJQNCT ˑ

ᛯ૨ૠ
+(˄ ˑăˑᲢᙸᡂᲣ
)QQING 5EJQNCT ˑ

Ũ

ᛯ૨ᘮࡽဇૠ ˑ

ᛯ૨ᘮࡽဇૠ ˑ

ũ

4#فՃ

4#فՃ

Ũ

Ӹ

ٳᢿᄂᆮೞ᧙ƱƷᡲઃࢍ҄

Ӹ

ЭᡓƷƱƓǓ

Ũ

Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
Ⴘ͌

ᢋ ᙸᡂ ͌

ᚸ̖

ྒࢽ᫇ Εό

ྒࢽ᫇ ΕόăΕόᲢᙸᡂᲣ

ũ

২ᘐǳȳǵȫȆǣȳǰ

ЭᡓƷƱƓǓ

Ũ

15

*࠰ࡇ ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏Ʒ2&%#
%

բ᫆ໜ
ŪႸ᫇ƸᢋǋŴኵጢƸ၅ࡴ
ȷܲƷᙲஓƴݣၐၲඥႎƴࣖݣƠƯƍǔƜƱƕƋǔŵ
ȷȦȋȃȈ ᄂᆮᎍ ƷȪǽȸǹƕɧឱƢǔƜƱƕƋǔŵ
ȷௐƴݣƢǔᢋज़ƕݱƞƍŵ
ဦႎƴȪǽȸǹǛᨼɶ৲ɦƠŴǑǓ᭗ƍ˖ಅ̖͌ǛңоƢǔ
ƜƱưŴ˖ಅƱਤዓႎƳȑȸȈȊȸƱƳǔѣǁ᠃੭Ƣǔŵ

ŪǹȔȸȉǍᡲዂɧឱƴǑǔೞ˟ڂ
ȷ+%ᡲઃɼ࠴ɟʴ࢘ƨǓƷకˑૠƕٶƘŴࣖݣƕɧҗЎƳƜƱƕƋǔŵ
ȷբ᫆ྸᚐƱᛢ᫆ਁЈƴ᧓ƕƔƔǓŴǿǤȟȳǰǛƠƯƠǇƏƜƱƕƋǔŵ
ȷӷơ˟ᅈƷᙐૠకˑǍ˩కˑƷऴإƕϋᢿσஊƞǕƯƍƳƍŵ
ܲƴǑǓଔƘŴǑǓ̖͌ƷƋǔ੩కǛƢǔƨǊŴకˑႆဃƔǒ
ᛢ᫆ਁЈǇưƷ᧓ǛჺŵǇƨϋᢿƷऴإᡲઃǛ݅ƴƢǔŵ

16
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*࠰ࡇ ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏Ʒ2&%#
*Ჳ࠰ࡇ

#

ႸȷોծȆȸȞ

Ūໜᛢ᫆Ʒਖ਼ᡶ
Ӳ-2+Ƹʻࢸᚨܭ
Ūൟ᧓Ʒྒࢽ
ྒࢽႸΕό
ŪᇹኳʕƴᭌٽኵጢƱƳƬƯƍǔƨǊƷȞȍǸȡȳȈૢͳ
ဦႎƴȪǽȸǹǛᨼɶ৲ɦƠŴǑǓ᭗ƍ˖ಅ̖͌ǛңоƢǔ
ƜƱưŴ˖ಅƱਤዓႎƳȑȸȈȊȸƱƳǔѣǁ᠃੭Ƣǔŵ
¾ ȦȋȃȈƱȪǽȸǹऴإǛσஊƢǔˁኵǈƷ౨᚛
¾ ᧈႎᙻưٳᢿᡲઃǛਖ਼ᡶƢǔˁኵǈƷ౨᚛
ࠝƴңоǛॖᜤƠŴ̝МދƞǜưኳǘǒƳƍ
ܲƴǑǓଔƘŴǑǓ̖͌ƷƋǔ੩కǛƢǔƨǊŴకˑႆဃƔǒ
ǓଔƘ ǑǓ̖͌ Ƌǔ੩కǛƢǔƨǊ కˑႆဃ
ᛢ᫆ਁЈǇưƷ᧓ǛჺŵǇƨϋᢿƷऴإᡲઃǛ݅ƴƢǔŵ
¾ ǹȔȸȉǢȃȗƴǑǔೞ˟ڂЪถƷƨǊƷˁኵǈƷ౨᚛
¾ ܲƱਤዓႎƳ᧙̞ǛನሰƢǔƨǊƷˁኵǈƷ౨᚛
ǹȔȸȉज़ǛǋƬƯŴܲƱໜưƸƳƘ᩿ư˄ƖӳƏ
17

*࠰ࡇ ᚸ̖ǳȡȳȈǁƷࣖݣᲢᲫᲣ
ᄂᆮဦᇌకƷᨥƴƸŴൟ᧓ƱƷᜭᛯǛٶƘӕǓλǕǔƜƱƕᙲưƋǔŵ
ᲢᙐૠॖᙸᲣ

ỉžσоǳȳǵȫȆǣȳǰſƷӕǓኵǈǛᘍƏƜƱưŴ
ൟ᧓ƷȋȸǺǛᄂᆮဦǍᛢ᫆ൿܭƴӕǓᡂǉƜƱ
ƴѐǊƨŵ
ệ σоǳȳǵȫȆǣȳǰƱƸž˖ಅƷȋȸǺƴݣƢǔᐯ
ᚮૺǛЭ੩ƱƤƣŴᏑƴƋǔ২ᘐǍኺփƷբ᫆ໜǛσ
ƴǓŴӳॖǛ࢟ƠƳƕǒ҄ٻƠŴσƴ̖͌Ǜоᡯ
ƢǔſƜƱǛႸႎƱƢǔŵƜƷȗȭǻǹǛኺǔƜƱư˖
ಅ̖͌ƷӼɥƴƭƳƕǔσӷᄂᆮƷᚨܭƕӧᏡƱƳǓŴ
২ᘐƴǑǓசஹƷ̖͌ǛоᡯƢǔॖഒƋǔܲ˖ಅƷႆ
ǛᘍƏŵ

ỉ࠰ࡇǑǓݰλƞǕƨငዮᄂᡲઃᄂᆮܴСࡇ
ǛဇƠŴ˖ಅƷӸǛϛƠƨᡲઃᄂᆮܴǛᚨፗƠƨŵ
18
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*࠰ࡇ ᚸ̖ǳȡȳȈǁƷࣖݣᲢᲣ
ȞȸǱȆǣȳǰщƷࢍ҄ƴǋ᧙ǘǔƕŴƜƷЎƸኺ᬴ǛਤƭʴǛဇƢǔ
ƜƱƕࢍ҄ƷᡈᢊƩƱᎋƑǔŵɟ૾ưŴƜƷЎƷʴƸಊᇢƴɧឱƠƯƍ
ǔŵƢǂƯǛϋᙌƱƸᎋƑƣŴǳȳǵȫȆǣȳǰᏡщƸٳᢿȑȸȈȊȸ˖ಅ
ƷщǛ͈ǓǔƳƲŴငዮᄂƕਤƭငƷјྙႎƳဇǛஇΟέưᎋƑǔǂƖ
ƱᎋƑǔŵ

ỉ˖ಅưƷႆǍփಅŴኺփƷኺ᬴ƕƋǔ᪸؏+%
ǛӸᲢɥࠗӸǛԃǉᲣᣐፗƢǔƜƱưŴϋᢿ
ưƷဦ౨᚛Ǎ˖ಅሁٳᢿೞ᧙ƱƷᜭᛯǍʩฏ
ƴࣖݣƠƨŵ

19

1ᴈ(3) ᄂᆮႆƷಒᙲ

20
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বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲫᲨȓȃǰȇȸǿƔǒ̖͌ǛоᡯƢǔ
ʴჷᏡ২ᘐƷႆ
ಒᙲ
ȓȃǰȇȸǿƷЎௌȷᚾ᬴ȷᚸ̖ƴǑǔჷႎƳǵȸȓǹᚨᚘሁǛૅੲ
ƢǔƨǊŴᏯƷȢȇȫƴؕƮƘʴჷᏡ২ᘐǍʴჷᏡƷဇǛ̟ᡶ
ƢǔȗȩȃȈȕǩȸȠ২ᘐƳƲŴʴჷᏡƕјྙᑣƘૼƨƳ̖͌Ǜσ
оƢǔ২ᘐǛႆƢǔŵ

21

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲫᲨȓȃǰȇȸǿƔǒ̖͌ǛоᡯƢǔ
ʴჷᏡ২ᘐƷႆ
ܱႸ
z ჷႎƳǵȸȓǹǛоᡯƢǔʴჷᏡ২ᘐƷႆ
ȓȃǰȇȸǿǛဇƍƨʴჷᏡƷᙲእ২ᘐưƋǔŴᏯʴჷ
ᏡǍȇȸǿჷᜤᗡӳʴჷᏡƳƲƷؕᄽ২ᘐƷᄂᆮǛᘍƏŵ
z ʴჷᏡƷဇǛ̟ᡶƢǔȗȩȃȈȕǩȸȠ২ᘐƷႆ
ܱɭမƷȓȃǰȇȸǿǛӓᨼȷᔛᆢȷᚐௌƢǔᙲእ২ᘐǛǷǹ
ȆȠ҄ƠƯʴჷᏡȗȩȃȈȕǩȸȠǛನሰƢǔ২ᘐƷᄂᆮ
ႆǛᘍƏŵ
ܱᚰဇᄂᆮȇȸǿƸǪȸȗȳȇȸǿƱƠƯʚഏМဇӧᏡƔƭ
ϋٳƷೞ᧙Ɣǒ੩̓ƞǕǔȇȸǿƱᡲઃܾତƳ࢟ࡸưૢͳƢǔŵ
22
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বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲫᲨȓȃǰȇȸǿƔǒ̖͌ǛоᡯƢǔ
ʴჷᏡ২ᘐƷႆ
ˊᘙႎƳௐ
z NEDO ഏɭˊʴჷᏡȷȭȜȃȈɶఋ২ᘐႆᲩഏɭˊʴჷᏡЎᲩʴ᧓
ƱႻʝྸᚐưƖǔഏɭˊʴჷᏡƷᄂᆮႆᲢNEDOۀᚠʙಅᲣᲢบƠЭ
ᲣƂʴჷᏡᄂᆮǻȳǿȸƃ
¾ Წ࠰᧓Ʒέݰᄂᆮ᧓ǛɶఋਗໜƱƠƯਖ਼ᡶŵ
z ʴჷᏡᲢAIᲣǛဇƠƨወӳႎƕǜҔၲǷǹȆȠႆȗȭǸǧǯȈᲢJST
CRESTᲣᲢบƠЭᲣƂʴჷᏡᄂᆮǻȳǿȸƃ
¾ ᇌƕǜᄂᆮǻȳǿȸƴᔛᆢƞǕƨٶಮƳȇȸǿǛወӳႎƴᚐௌƠŴଐஜ
ʴƷƕǜ፝धᎍ̾ŷʴƴஇᢘ҄ƞǕƨҔၲƷ੩̓ǛႸਦƢȗȭǸǧǯȈǛ
ƕǜᄂᆮǻȳǿȸƓǑƼ PFN Ʊσӷưڼŵ
z NEC-ငዮᄂʴჷᏡᡲઃᄂᆮܴᲢบƠࢸᲣƂʴჷᏡᄂᆮǻȳǿȸƃ
¾ ǷȟȥȬȸǷȧȳƱAI ƕᗡӳƠƨ২ᘐƴǑǓžசჷƷཞඞưƷॖ࣬ൿૅܭ
ੲſƱƍƏૼЎᄩᇌǛႸਦƢŵ
23

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲬᲨငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔ
ǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠ২ᘐƷႆ
ಒᙲ
ƻƱŴǋƷŴǵȸȓǹƔǒࢽǒǕǔऴإǛᗡӳƠŴငಅǍᅈ˟ǷǹȆ
ȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠǛܱྵƢǔወӳǯȩ
Ǧȉ২ᘐǍ᠉ưǹǱȸȩȖȫƳǻǭȥȪȆǣ২ᘐŴƦƜƔǒࢽǒǕ
ǔȇȸǿǛǵȸȓǹƷ̖͌ƴጟƛǔ২ᘐƳƲǛႆƢǔŵ

24
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বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲬᲨငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔ
ǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠ২ᘐƷႆ
ܱႸ
z ƻƱŴǋƷŴǵȸȓǹƷऴ්إᡫƱϼྸǛ̟ᡶƢǔወӳǯȩǦȉ
২ᘐƷႆ
– ᢄנƢǔǻȳǵȸǍȭȜȃȈƳƲƷǨȃǸȇȐǤǹǛȍȃȈ
ȯȸǯƠƯࢽǒǕǔဃǍဃငƷᐔٻƳȇȸǿǍऴإƷ්ᡫƱ
ϼྸǛό๖ƴƢǔƜƱưŴƻƱŴǋƷŴǵȸȓǹƔǒૼƨƳ̖
͌ǛоᡯƢǔወӳǯȩǦȉǛᄂᆮႆƢǔŵ
z ǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠƷܤμȷ࣎ܤǛ̬ᚰƢǔǻǭȥȪ
Ȇǣ২ᘐƷႆ
– ࣎ܤƠƯМဇưƖǔCPSǛܱྵƢǔƨǊƷǻǭȥȪȆǣؕႴƱ
ƠƯŴǽȕȈǦǧǢܖǍଢ଼ӭ২ᘐǛဇƍƯǷǹȆȠƷԼឋƱ
ܤμࣱǛӼɥƢǔ২ᘐǛᄂᆮႆƢǔŵ
25

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲬᲨငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔ
ǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠ২ᘐƷႆ
ˊᘙႎƳௐƂऴإ২ᘐᄂᆮᢿᧉƃ
Ⴘႎؕᄽᄂᆮ

บƠЭᄂᆮ

บƠࢸᄂᆮ

᭗ೞᏡǯȩǦȉଢ଼ӭ҄২ᘐƷᄂᆮ
• ܇ଢ଼ӭƷπᦆǵǤǺǛࠢٻ
ƴᲢኖᲳᲪᲟᲣЪถ
• ܇ଢ଼ӭƷᚐᛠƴ᧙Ƣǔɭမᚡ
ǛૼᲢᲫᲯᲪഏΨᲣ
• ྵໜưƷᛯ૨ಅጚȷӖចሁ
• IFƭƖǸȣȸȊȫᛯ૨ᲬᲭˑ
Ტମ࠰ࡇᲫᲮˑᲣ
• ȉǳȢȢȐǤȫǵǤǨȳǹច
Ტέᇢ২ᘐᢿᧉᲣሁᲳˑӖច

̖͌ƷоЈƱӼɥƴƢǔǳȳȆ
ȳȄ২ᘐƷᄂᆮႆ
• 28࠰ࡇJSTဦႎоᡯᄂᆮਖ਼
ᡶʙಅACCEL৸ᛢ᫆žഏɭˊȡ
ȇǣǢǳȳȆȳȄဃ७ኒ২ᘐƷ
ؕႴನሰƱࣖဇޒſǛڼŵ
• ૼƨƳǳȳȆȳȄǛဃǈЈƠᏋ
ǉဃ७ኒǛܱྵƢǔ২ᘐǛႆ
ƠƯǳȔȸɧӧᏡƳᏡѣႎ˳᬴
ǛӧᏡƱƠŴഏɭˊȡȇǣǢင
ಅǁƷᝡྂǛႸਦƢŵ

˰Ӑᩓȩငዮᄂ ǵǤȐȸǻǭȥ
ȪȆǣᡲઃᄂᆮܴƷᚨᇌ
• ǵǤȐȸૌએǁƷ᎑ࣱǛਤƭIoT
ᙌԼƷႆ২ᘐǛᄂᆮᛢ᫆ƱƠŴ
ᡲઃᄂᆮܴǛᚨᇌŵ
• ᠍Ӽƚଢ଼ӭ২ᘐŴǷǹȆȠᚐ
ௌ২ᘐሁᙲእ২ᘐƷᄂᆮǛᘍƏŵ
• ܱᨥƷᙌԼǍᚨᲢᐯѣŴ
ئሁᲣǛဇƍƯܱᚰᚸ̖Ƣǔ
• ʴᏋǋᙲᛢ᫆ƱƠƯਖ਼ᡶŵ

26
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বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲭᲨࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔ
ʴ᧓ᚘยᚸ̖২ᘐƷႆ
ಒᙲ
ʴ᧓ƷဃྸȷᛐჷȷᢃѣೞᏡƳƲƷȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸǛଢ
ǒƔƴƠŴܤμưࣛᢘƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔƨǊŴᐯѣᢃ᠃
ཞ७ǛƸơǊƱƢǔʴ᧓ѣƷยܭᚸ̖২ᘐǛႆƢǔǋƷƱ
ƢǔŵǇƨŴʴ᧓ƷᢃѣǍज़ᙾೞᏡǛӼɥƞƤǔጀ২ᘐƷᄂ
ᆮႆǛᘍƏŵ

27

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲭᲨࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔ
ʴ᧓ᚘยᚸ̖২ᘐƷႆ
ܱႸ
z ƻƱƷƜƜǖǍƔǒƩǛᚘยȷᚸ̖Ƣǔ২ᘐƷႆ
– ƻƱƷѣƷؕႴƱƳǔಮŷƳཞඞƷᛐᜤȗȭǻǹǛŴƻƱƷ
ज़ᙾǍƜƜǖƷཞ७ŴƻƱƷƔǒƩƷೞᏡǍƦƷཞ७ƱƠƯย
ܭƠŴยܭኽௐƔǒƻƱƷƜƜǖǍƔǒƩƷཞ७Ǜᚸ̖Ƣǔ২
ᘐǛႆƢǔŵ
z ʴ᧓Ʒᢃѣȷज़ᙾೞᏡǛӼɥƞƤǔጀ২ᘐƷႆ
– ᨦƕƍᎍǍ᭗ᱫᎍƳƲƕŴᐯǒƷസ܍ೞᏡǛƔƠƯʴǍᅈ˟
ƱƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛܱྵƠŴӼɥƞƤǔƨǊƷೞᏡ
ጀȷೞᏡૅੲ২ᘐƷᄂᆮႆǛᘍƏŵ

28
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বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ໜᛢ᫆ᲭᲨࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔ
ʴ᧓ᚘยᚸ̖২ᘐƷႆ
ˊᘙႎƳௐ
z ȆȸȩȸȡǤȉ҄ǛႸਦƠƨȋȥȸȭȪȏȓȪȆȸǷȧȳ২ᘐƷႆᲢႸႎؕᄽᲣ
Ƃʴ᧓ऴإᄂᆮᢿᧉƃ
¾ ǵȫƱȒȈƷɲ૾ưᚘยӧᏡƳ̛᩼᙭ᏯೞᏡᚘยfNIRSƷႆ
¾ IF˄ᨥᛏᛯ૨ 19ˑᲢIFዮᚘ=43Უ
z ͤࡍዜਤȷفᡶƷƨǊƷȭǳȢȸǷȧȳૅੲ২ᘐᄂᆮᲢบƠЭᲣ
Ƃʴ᧓ऴإᄂᆮᢿᧉƃ
¾ ഩᘍȷឥᘍƷȇȸǿșȸǹƱᚘምȢȇȫǛǦǧǢȩȖȫǻȳǵƱወӳƠƯŴ
ᚸ̖ȷӧᙻ҄২ᘐǛႆ
z ͤࡍឪ׆ʩᡫʙઞ๒ƷƨǊƷҔᡲઃᄂᆮႆǳȳǽȸǷǢȠᲢAMECCᲣ
ᲢบƠࢸᲣƂᐯѣȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸᄂᆮǻȳǿȸƃ
¾ ܱ˳С ᲴငዮᄂǛɶఋƱƠƨᲦ˖ಅᲦሇඬޓ˄ٻ၏ᨈᲦிٻ
ƔǒƳǔǳȳǽȸǷǢȠ
¾ Ӌь˖ಅૠᲴ10ᅈ
¾ ੩̓᫇Ჴ150ႊɢόᲢƏƪ2016࠰ࡇЎ90ႊɢόᲣ
¾ ʻ࠰ࡇௐᲴᐯѣᢃ᠃ɶƷ˳ᛦ࣯٭Ǜ౨ჷƢǔؕႴƱƳǔ၌ध
ႆၐƷဃྸȷᘍѣȇȸǿșȸǹನሰǛڼ
29
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ໜᛢ᫆ᲮᲨငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃ǛܱྵƢǔ
ȭȜȃȈ২ᘐƷႆ
ಒᙲ
ʼᜱǵȸȓǹŴދϋٳƷᆆѣૅੲǵȸȓǹŴᙌᡯಅƳƲಮŷƳ
ငಅƴƓƍƯȭȜȃȈƴǑǔǤȎșȸǷȧȳƷܱྵǛǊƟƠŴ
ʴ᧓σ܍ငಅဇሁƷȭȜȃȈǍᚸ̖ؕแȷᚸ̖২ᘐƳƲƷ᧙
ᡲ২ᘐǛႆƢǔǋƷƱƢǔŵǇƨŴ҄٭ؾƴࢍƘᐯࢷႎƳ
˺ಅǛܱྵƢǔȭȜȃȈɶఋؕႴ২ᘐǛႆƢǔŵ

30
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ໜᛢ᫆ᲮᲨငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃ǛܱྵƢǔ
ȭȜȃȈ২ᘐƷႆ
ܱႸ
z ᭗ᱫᎍƷೞᏡƱѣǛӼɥƞƤǔȭȜȃȈ২ᘐƷႆ
– ᭗ᱫᎍƷᢃѣȷǳȟȥȋǱȸǷȧȳೞᏡǍʼᜱᎍǛૅੲƢǔȭ
ȜȃȈ২ᘐƱŴဃೞᏡȢȇȫƴؕƮƘʼλјௐƷܭᚸ̖২
ᘐȷ᭗ᱫᎍૅੲȭȜȃȈ২ᘐƷؕแ˺ሁǛᘍƏŵ
z ҄٭ؾƴࢍƘᐯࢷႎ˺ಅǛܱྵƢǔȭȜȃȈɶఋؕႴ২ᘐƷႆ
– ɤഏΨᆰ᧓ᚘยŴᆰ᧓ऴྸإᚐŴѣ˺ᚘဒȷᅆ২ᘐŴᢅᣟؾ
Ʒᆆѣ২ᘐƳƲƷȭȜȃȈƷؕႴ২ᘐƷᄂᆮƱŴ٭ᆔ٭ဃငƴ
ࣖݣӧᏡƳȭȜȃȈŴᢅᣟؾưƷ˺ಅƴࣖݣƢǔȭȜȃȈǍ
ȒȥȸȞȎǤȉȭȜȃȈሁƴƓƚǔࣖဇᄂᆮǛᘍƏŵ

31
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ໜᛢ᫆ᲮᲨငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃ǛܱྵƢǔ
ȭȜȃȈ২ᘐƷႆ
ˊᘙႎƳௐ
z ǹȞȸȈȢȓȪȆǣǷǹȆȠᄂᆮႆȷܱᚰʙಅᲢบƠЭᲣ
ƂჷᏡǷǹȆȠᄂᆮᢿᧉƃƂȭȜȃȈǤȎșȸǷȧȳᄂᆮǻȳǿȸƃ
¾ ƜǕǇưƷ+65ЎƷᐯѣᢃ᠃ȷᢃ᠃ૅੲǷǹȆȠƷᄂᆮႆௐǛဇ
¾ ኺฎငಅႾᲠםʩᡫႾƷžǹȞȸȈȢȓȪȆǣǷǹȆȠᄂᆮႆȷܱᚰʙಅſ
ƷƏƪŴžݦဇᆰ᧓ƴƓƚǔᐯѣឥᘍሁǛဇƠƨᇢʩᡫǷǹȆȠƷᅈ˟ܱᘺ
ƴӼƚƨܱᚰſǛ࠴ʙೞ᧙ƱƠƯӖᚠ
¾ ൟ᧓˖ಅǍܖٻሁƱσƴŴᄂᆮႆƱܱᨥƴᇢʩᡫǷǹȆȠƕ൭ǊǒǕƯƍǔ
؏עᲩؾưƷܱᚰǛਖ਼ᡶ

z ഏɭˊཋ්ǽȪȥȸǷȧȳʙಅǛૅƑǔέᡶႎ২ᘐ˳ኒƷᄂᆮႆᲢบ
ƠࢸᲣƂჷᏡǷǹȆȠᄂᆮᢿᧉƃ
¾ ငዮᄂᡲઃᄂᆮܴСࡇǛဇ
¾ žᝅဋᐯѣጢೞ-ငዮᄂ ǢȉȐȳǹȈȭǸǹȆǣǯǹᡲઃᄂᆮܴſǛ2016࠰10உ
1ଐƴᚨᇌ
• ငಅɲȷዮӳཋ්ǷǹȆȠƷȈȃȗȡȸǫȸưƋǔᝅဋᐯѣጢೞƱŴȭȜȃȈ২ᘐǍऴإ২ᘐǛ
ᧈƘؔƬƯƖƨငዮᄂƕᡲઃƠŴέᡶႎƳငಅɲȷཋ්ǷǹȆȠܱྵǛႸਦƢŵ
32
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ໜᛢ᫆ƴƓƚǔžบƠſƷƨǊƷᄂᆮႆ
ໜᛢ᫆

Ⴘႎؕᄽ

ĬȓȃǰȇȸǿƔǒ̖͌ǛоᡯƢǔʴ
ჷᏡ২ᘐƷႆ

บƠЭ

บƠࢸ

ഏɭˊʴჷᏡ২ᘐƷ
ᄂᆮႆǛɶఋਗໜƱ
ƠƯਖ਼ᡶŵ

Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃʴ᧓ƱႻʝྸᚐưƖǔഏɭ
ˊʴჷᏡƷᄂᆮႆ

%4'56৸ᛢ᫆žʴ
ჷᏡǛဇƠƨወӳႎ
ƕǜҔၲǷǹȆȠ
ႆſǛڼŵ

Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃʴჷᏡᲢ#+ᲣƷҔၲࣖဇ
ƴ᧙Ƣǔᄂᆮႆ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃ0'%ငዮᄂʴჷᏡ
ᡲઃᄂᆮܴ
ĭငಅǍᅈ˟ǷǹȆȠƷ᭗ࡇ҄ƴƢǔ
ǵǤȐȸȕǣǸǫȫǷǹȆȠ২ᘐƷႆ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃ᭗ೞᏡǯȩǦȉଢ଼ӭ҄২
ᘐƷᄂᆮႆ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃ̖͌ƷоЈƱӼɥƴƢ
ǔǳȳȆȳȄ২ᘐƷᄂᆮႆ

܇ଢ଼ӭƷᚐᛠƴ᧙
ƢǔɭမᚡǛૼ
ƠŴࢽǒǕƨჷᙸǛ
ǋƱƴŴ܇ଢ଼ӭƷ
ܱဇ҄ƴӼƚƨஇٻ
ƷᨦܹưƋǔπᦆ
ǵǤǺǛЪถŵ

*࠰ࡇ,56ဦႎо
ᡯᄂᆮਖ਼ᡶʙಅ
#%%'.৸ᛢ᫆žഏ
ɭˊȡȇǣǢǳȳȆȳ
Ȅဃ७ኒ২ᘐƷؕႴನ
ሰƱࣖဇޒſǛڼŵ

ǷȟȥȬȸǷȧȳƱ#+
ƷᗡӳǛɼ᫆ƴ
ž0'%ငዮᄂʴჷ
ᏡᡲઃᄂᆮܴſǛᚨᇌŵ

ǻǭȥǢƳ᠍ǷǹȆ
ȠǛನሰƢǔ২ᘐƷᄂ
ᆮƓǑƼʴᏋǛɼ
᫆ƴž˰Ӑᩓȷငዮ
ᄂǵǤȐȸǻǭȥȪ
ȆǣᡲઃᄂᆮܴſǛᚨ
ᇌŵ

Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃ˰ӐᩓÛငዮᄂ ǵǤ
ȐȸǻǭȥȪȆǣᡲઃᄂᆮܴ
33
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ໜᛢ᫆ƴƓƚǔžบƠſƷƨǊƷᄂᆮႆ
ໜᛢ᫆

Ⴘႎؕᄽ

ĮࣛᢘưܤμƳᅈ˟ဃǛܱྵƢǔʴ᧓ᚘ
ยᚸ̖২ᘐƷႆ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃȆȸȩȸȡǤȉ҄ǛႸਦƠ
ƨȋȥȸȭȪȏȓȪȆȸǷȧȳ২ᘐƷᄂᆮ
ႆ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃʴ᧓ɶ࣎ƷဃؾоƷƨ
ǊƷแ҄ᄂᆮ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃͤࡍឪ׆ʩᡫʙઞ๒Ʒ
ƨǊƷҔᡲઃᄂᆮႆǳȳǽȸǷǢȠ
#/'%%
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃ5+2ᐯѣឥᘍǷǹȆȠƷ
ܱྵƴӼƚƨ*/+ሁƷȒȥȸȞȳȕǡǯǿ
ƴ᧙Ƣǔᛦ௹౨᚛

ǵȫƱȒȈƷɲ૾ư
ᚘยӧᏡƳ̛᩼᙭Ꮿ
ೞᏡᚘยH0+45Ʒ
ႆǛᘍƬƨŵ

įငಅƱဃƴ᪃ԡႎ٭᪃ǛܱྵƢǔȭ
ȜȃȈ২ᘐƷႆ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃ៲˳ࣱȷщܖȷऴإᆰ᧓Ǜᗡ
ӳƢǔʴ᧓Ȣȇȫ

ಮŷƳ࠰ᱫޖǁƷݣ
ࣖŴᚑǛˤƏѣ˺
ƷǷȟȥȬȸǷȧȳ
Ǜܱྵŵ

บƠЭ
ഩᘍȷឥᘍƷȇȸǿ
șȸǹƱᚘምȢȇȫǛ
ǦǧǢȩȖȫǻȳǵƱ
ወӳƠƯŴᚸ̖ȷӧᙻ
҄২ᘐǛႆƠƨŵ

บƠࢸ

ᐯѣᢃ᠃ɶƷ˳ᛦ࣯
٭Ǜ౨ჷƢǔؕႴƱƳ
ǔ၌धႆၐƷဃྸȷ
ᘍѣȇȸǿșȸǹನሰ
Ǜڼŵ

ϋ᧚ࡅۀᚠʙಅǛ࠴ʙ
ೞ᧙ƱƠƯӖᚠŵ

Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃǹȞȸȈȢȓȪȆǣǷǹȆ
Ƞᄂᆮႆȷܱᚰʙಅ
Ƃᄂᆮᛢ᫆ƃᝅဋᐯѣጢೞငዮᄂ Ǣ
ȉȐȳǹȈȷȭǸǹȆǣǯǹᡲઃᄂᆮܴ
34
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ኺငႾƓǑƼʩႾƷ
žǹȞȸȈȢȓȪȆǣ
ǷǹȆȠᄂᆮႆȷܱ
ᚰʙಅᲩݦဇᆰ᧓ƴƓ
ƚǔᐯѣឥᘍሁǛဇ
ƠƨᇢʩᡫǷǹȆȠ
Ʒᅈ˟ܱᘺƴӼƚƨܱ
ᚰſǛ࠴ʙೞ᧙ƱƠƯ
Ӗᚠŵ

ငዮᄂᡲઃᄂᆮܴСࡇ
ǛဇƠžᝅဋᐯѣጢ
ೞ-ငዮᄂ ǢȉȐȳǹ
ȈȭǸǹȆǣǯǹᡲ
ઃᄂᆮܴſǛᚨᇌŵ
বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ

ᲬᲨžบƠſƷƨǊƷᄂᆮႆ

35

1. ┠ⓗᇶ♏◊✲
䛂㧗ᶵ⬟䜽䝷䜴䝗ᬯྕᢏ⾡䛃
ሗ䞉ே㛫ᕤᏛ㡿ᇦ
ሗᢏ⾡◊✲㒊㛛

36
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㧗ᶵ⬟ᬯྕ
ᬯྕ䛰䛡䛷䛿䛺䛟㧗ᗘ䛺ᶵ⬟䜢ഛ䛘䛯ᬯྕ
㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛾䠍䠖 㛵ᩘᬯྕ

㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛾䠎䠖 ‽ྠᆺᬯྕ

ྕ䛾┦ᡭ䜢᮲௳䛻䜘䜚ᣦᐃ䛷䛝䜛
䠄ྕྍ⬟䛺⪅䜢ືⓗ䛻ᣦᐃྍ⬟䠅

䝕䞊䝍䜢ᬯྕ䛧䛯䜎䜎ฎ⌮䛷䛝䜛

ᚑ᮶䛾ᬯྕ
ྕ䛷䛝䜛䛾䛿䛂ྕ㘽䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛃⪅
䛾䜏䠄ᬯྕļྕ䛾㛵ಀ䛜ᅛᐃⓗ䠅

ᚑ᮶䛾ᬯྕ
䝕䞊䝍䛿ྕ䛧䛺䛔䛸ฎ⌮䛷䛝䛺䛔
37

ᛂ⏝

㧗ᶵ⬟ᬯྕ◊✲䜾䝹䞊䝥䛾◊✲䛾3ᮏᰕ

䝥䝷䜲䝞䝅䞊ሗ䛾
ಖㆤᢏ⾡䛾◊✲

• ⛎༏䝕䞊䝍ฎ⌮
䝀䝜䝮䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᬯྕ
䛧䛯䜎䜎᳨⣴
• ༏ྡㄆド
ㄆド䜶䞁䝔䜱䝔䜱䛾ᒓᛶ䜢
㞃䛧䛯䜎䜎ㄆド䛩䜛

㧗ᶵ⬟ᬯྕ䜈䛾せồ
• 㧗ᗘ䛺ᶵ⬟䜢ᐇ⌧䛩䜛䚹
• Ᏻ䛷䛒䜛䚹
• ຠ⋡Ⰻ䛟ᐇ䛷䛝䜛䚹

ᇶ♏⌮ㄽ

• ᱁Ꮚᬯྕ
• ⌮ㄽⓗഃ㠃䛛䜙䛾ホ౯
• ‽ྠᆺᬯྕ
䝕䞊䝍䜢ᬯྕ䛧䛯䜎䜎
⪏㔞Ꮚᬯྕ䛾᭷ຊೃ⿵
ᬯྕ䛾Ᏻᛶ䛻ᩘᏛⓗಖ
ฎ⌮䛩䜛ᶵ⬟䜢ᐇ⌧䛩䜛䚹 ‽ྠᆺᬯྕ➼䛾せ⣲ᢏ⾡ ドド䠄Ᏻᛶド᫂䠅䜢䛘䜛
• 㛵ᩘᬯྕ
• ◊✲ㄢ㢟
• ᐇୖ䛾ഃ㠃䛛䜙䛾ホ౯
ᬯྕᩥ䛾ྕ䜢チ䛩
ཝᐦ䛺Ᏻᛶゎᯒ
ᐇୖ䛾ഛ䛻䜘䜛⬤ᙅᛶ
䝴䞊䝄䜢᮲௳䛷ᣦᐃྍ⬟䚹 ᐇ⏝ⓗ䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺ᐇ⌧ ホ౯䛚䜘䜃ᑐ⟇ᢏ⾡㛤Ⓨ
㧗ᶵ⬟ᬯྕᢏ⾡䛾◊✲

ᬯྕᢏ⾡䛾Ᏻᛶホ౯䛾◊✲
38
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㧗ᶵ⬟䜽䝷䜴䝗ᬯྕ
㧗ᶵ⬟ᬯྕ䜢㥑䛧䛶✲ᴟ䛾䜽䝷䜴䝗䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜢ᐇ⌧
ಙ㢗䛷䛝䜛➨୕⪅ᶵ㛵
䠄TTP䠅䛜せ
ᬯྕ䛧䛯䜎䜎䝕䞊䝍ฎ⌮
䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛿
䝕䞊䝍䜢ᬯྕ䛧䛯䜎䜎ື䛟

䝕䞊䝍䛿䛶
ᬯྕ

䝥䝷䜲䝞䝅䜢ಖㆤ䛧䛯䜎䜎
Ᏻ䛺⏝⪅ㄆド䜒ྍ⬟

䝕䞊䝍ฎ⌮
ฎ⌮⤖ᯝ

㔞Ꮚィ⟬ᶵ䛻ᑐ䛧䛶䜒Ᏻ
ᑗ᮶ⓗ䛺ᬯྕ༴Ṥ䛻ᑐᛂ

ᬯྕ䛧䛯䜎䜎䜰䜽䝉䝇ไᚚ
ぢ䛶䛔䛔ෆᐜ䛰䛡ぢ䛘䜛

39

39

ᖺᗘ䛛䜙䛾䛺㐍ᒎ
– 」ᩘ䛾䝖䝑䝥ᅜ㝿㆟䛻᥇㘓
」ᩘ
䝑 ᅜ㝿㆟

• ᡂᯝ䐠䠖
䐠䠖᱁Ꮚᬯྕ
᱁ ᬯ ゎㄞ䛻㛵䛩䜛ୡ⏺グ㘓᭦᪂䠄150ḟඖ䠅
– 䝎䝹䝮䝅䝳䝍䝑䝖ᕤ⛉Ꮫദ
䝎
䝅 䝍䝑
⛉
SVP Challenge䛻䛚䛡䜛ୡ⏺᪂グ㘓

• ᡂᯝ䐡䠖
䐡䠖⏕యሗ
యሗ䜢⏝䛔䛯㟁Ꮚ⨫ྡ᪉ᘧ䛾Ᏻᛶ䜢ド᫂
– 䝖䝑䝥ᅜ㝿㆟䚸㧗IF䝆䝱䞊䝘䝹䛻᥇㘓䚸䝗䝁䝰䝰䝞䜲䝹䝃䜲䜶䞁䝇㈹ཷ㈹
•

ᝏព䛒䜛ᐇ䠄䝞䝑䜽䝗䜰䠅䜈䛾㜵ᚚྍ⬟ᛶ䜢ึ䜑䛶ᥦ♧
–

•

䝖䝑䝥ᅜ㝿㆟䛻᥇㘓

᭱ୖᏳᛶ䜢䜒䛴㛵ᩘᬯྕ䛾ึ䜑䛶䛾⤫୍ⓗタィἲ
–

」ᩘ䛾䝖䝑䝥ᅜ㝿㆟䛻᥇㘓

э JST CRESTண⟬䠄௦⾲䠖ⰼᒸ䠅䚸NEDOண⟬䠄௦⾲䠖ᯇᮏຮ䠅䚸
JBIC/⤒⏘┬ண⟬䠄௦⾲䠖㔝ᏹ᫂䠅䜢⋓ᚓ䛻䜒䛴䛺䛜䜛ᡂᯝ
40
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ᅇ厒≉双⤂

• ᡂᯝ䐟䠖
䐟䠖᱁Ꮚᬯྕ
᱁ ᬯ 䛾බ㛤㘽䝃䜲䝈䛾ᖜ䛺๐ῶ䠄⣙90%Ļ䠅

ᡂᯝ䐟䠈䐠䠖᱁Ꮚᬯྕ䛻㛵䛩䜛ᡂᯝ
䕿⫼ᬒ䛸┠ⓗ
• 㧗ᶵ⬟䞉㧗Ᏻ䛺ᬯྕせ⣲ᢏ⾡䛸䛧䛶䛂᱁Ꮚᬯྕ䛃䛜ὀ┠䛥䜜䛶䛔䜛
• 㔞Ꮚィ⟬ᶵ䛻ᑐ䛧䛶䜒Ᏻ䛸⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛
• ᖜᗈ䛔✀㢮䛾ᶵ⬟䛾㏣ຍ䛜ྍ⬟

• TTP䝣䝸䞊䜽䝷䜴䝗ᬯྕ䛾ᵓᡂ䛾ᇶ┙䛸䛺䜛ཝ
ཝᐦ䛺Ᏻᛶゎᯒ䛸ᐇ⏝ⓗ
䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺ᐇ⌧䛜ᚲせ
ᬯྕ䛧䛯䛔
䝯䝑䝉䞊䝆

•

ᅗ䛿ḟඖ䛰䛜䠈ᐇ㝿䛻䛿
ᩘⓒḟඖ䛾✵㛫䜢⏝

•

䛛䜙
䛾ඖ䛿ᅔ㞴
䠙ᬯྕ᪉ᘧ䛿Ᏻ

ᬯྕᩥ

䕿◊✲䜰䝥䝻䞊䝏
•

•

᱁Ꮚᬯྕ䛾ゎㄞᐇ㦂䜢⾜䛔䚸ゎㄞྍ⬟䛺ᬯྕ䝃䜲䝈䛾㝈⏺䜢ゎ᫂
¾ ᪂䛯䛺ゎㄞ䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾タィ
 つᶍィ⟬ᶵྥ䛡୪ิゎㄞ䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾ᐇ⌧
᱁Ꮚᬯྕ䛻ᇶ䛵䛟㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛾⌮ㄽタィ䜢㐍䜑䚸ຠ⋡ⓗ䛺ᐇ⌧᪉ἲ䜢㛤Ⓨ
¾ ᪂䛯䛺ᐇ䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾タィ
 ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛶ཝᐦ䛺Ᏻᛶ䛾ゎᯒ䜢⾜䛳䛯䚹
41

ᡂᯝ䐟䠈䐠䠖᱁Ꮚᬯྕ䛻㛵䛩䜛ᡂᯝ
䕿᭱㏆䛾ᡂᯝ
• SVP Challenge䛷ୡ⏺୍㐩ᡂ䠄2014.07.13䠅
௨ᚋグ㘓䜢᭦᪂୰

¾ ᱁Ꮚᬯྕゎㄞ䛾ୡ⏺ⓗ䛺䝁䞁䝔䝇䝖
¾ ୡ⏺ྛᅜ䛛䜙334䝕䞊䝍䛜Ⓩ㘓
¾ ⌧ᅾTop 8䜢⊂༨(1䛿2017.01.11Ⓩ㘓)

Top 8䛜⏘⥲◊

https://www.latticechallenge.org/svp-challenge/halloffame.php

•

᱁Ꮚᬯྕ䛾ຠ⋡ⓗ䜰䝹䝂䝸䝈䝮䜢タィ
¾ 䛒䜛᮲௳䛾ୗ䛷䚸බ㛤㘽䝃䜲䝈䜢1/10䛻
¾ ᬯྕ⌮ㄽศ㔝䝖䝑䝥㆟䛻」ᩘ᥇㘓
䖃Shota Yamada: Adaptively Secure Identity-Based Encryption from Lattices
with Asymptotically Shorter Public Parameters. EUROCRYPT 2016
䖃 Shuichi Katsumata, Shota Yamada: Partitioning via Non-Linear Polynomial
Functions: More Compact IBEs from Ideal Lattices and Bilinear Maps.
ASIACRYPT 2016
䛔䛪䜜䜒Google Scholar 䝃䝤䜹䝔䝂䝸 Top20ᅜ㝿㆟

42
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SVP Challenge䛾グ㘓䠄ཧ⪃㈨ᩱ䠅
Ᏻᛶ呃吰呂咁
ゎㄞ叏ᅔ㞴ᛶ叏ᗘྜ厦咂

⏘⥲◊䛜2014ᖺ䛻㐩ᡂ䛧䛯グ㘓䛻⪅䛜䛭䛾ᚋ䜒୍ษ㏣䛔䛴䛡䛶䛔䛺䛔୍᪉䚸
⏘⥲◊䛷䛿ᗘ䛻䜟䛯䜚グ㘓᭦᪂䠄䛔䜟䜀⊂㉮≧ែ䠅

ゎㄞ㐩ᡂ䛾᪥
https://www.latticechallenge.org/svp-challenge/visual_halloffame.php

43

䝻䞊䝗䝬䝑䝥
䠄᱁Ꮚᬯྕ䠅
H.28

Ᏻᛶホ౯

ຠ⋡

H.30

ゎㄞୡ⏺グ㘓
᭦᪂
䠄150ḟඖ䡚䠅

H.32
ゎㄞᡭἲ
䛾㧗㏿
䠄10ಸ䡚䠅

㘽䝃䜲䝈๐ῶ䛾䛯䜑䛾
ᇶ♏⌮ㄽ䛾㛤Ⓨ
䠄㏆ⓗ䛻䡚0.1%䠅
㛵ᩘᬯྕ䛸䛧䛶䛾
ᶵ⬟ᛶ䛾ᣑᙇ
䠄௵ព䛾㛵ᩘ䜈䛾ᑐᛂ䠅

㧗ᶵ⬟ᬯྕ䜈䛾ᣑᙇ
‽ྠᆺᬯྕ
䛸䛧䛶䛾ຠ⋡
䠄1000ಸ㧗㏿䠅
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H.34

H.36

H.38

ᨵⰋᡭἲ䛾
ゎㄞ㝈⏺䛾
ゎᯒ

᱁Ꮚᬯྕ䛾
ゎㄞ㝈⏺䛾
ゎ᫂

㘽䝃䜲䝈๐ῶ䛾䛯䜑䛾
ᐇ⏝ⓗᡭἲ䛾㛤Ⓨ
䠄ᐇ⏝ୖ䜒䡚0.01%䠅

බ㛤㘽䝃䜲
䝈䠘1KB
䜢㐩ᡂ

TTP䝣䝸䞊䜽
䝷䜴䝗ᬯྕ䛾
⌮ㄽタィ

ᐇ⏝ⓗTTP
䝣䝸䞊䜽䝷䜴
䝗ᬯྕ

ᡂᯝ䐡䠖⏕యሗ䜢⏝䛔䛯㟁Ꮚ⨫ྡ䛻㛵䛩䜛ᡂᯝ
㟁Ꮚ⨫ྡ䠖 䝕䞊䝍䛾ᛶ䜢ಖド

ᅇ䛾ᡂᯝ

㟁Ꮚ♫䛾᰿ᖿ䜢ᨭ䛘䜛㔜せ䛺せ⣲ᢏ⾡

䝣䜯䝆䞊⨫ྡ䠖⏕యሗ䛺䛹ᦂ䜙䛞䜢ᣢ䛴䝕䞊䝍䜢⛎ᐦ㘽䛸䛩
䜛㟁Ꮚ⨫ྡ䠄᪥❧䛜ᣢ䛴ୡ⏺ึ䛾ᢏ⾡䠅
⏘⥲◊䛾ᡂᯝ䠖බ㛤㘽䜢䛂බ㛤䛃䛧䛶䜒ඖ䛾⏕యሗ䛜₃䛘䛔
䛫䛪䠈Ᏻ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ド᫂䛧䛯

+
OK-

NO!!

ㄆド䝃䞊䝞
䠙

⛎ᐦ㘽

⛎ᐦ㘽

බ㛤㘽

බ㛤㘽

• 䝗䝁䝰䝰䝞䜲䝹䝃䜲䜶䞁䝇㈹䠄ඛ➃ᢏ⾡㒊㛛䠅ཷ㈹
• 㧗IF䛝䝆䝱䞊䝘䝹䛻᥇㘓
–

Murakami, Ohki, Takahashi: Optimal Sequential Fusion for Multibiometric Cryptosystems. Information Fusion.䠄IF:4.353䠅

• ᬯྕ⌮ㄽศ㔝䝖䝑䝥ᅜ㝿㆟䛻᥇㘓
–
–
–

Wang, Zhang, Matsuda, Hanaoka, Tanaka: How to Obtain Fully Structure-Preserving (Automorphic) Signatures from StructurePreserving Ones. ASIACRYPT 2016. 䠄Google Scholar 䝃䝤䜹䝔䝂䝸 Top20䠅
Wang, Matsuda, Hanaoka, Tanaka: Signatures Resilient to Uninvertible Leakage. SCN 2016.
Matsuda, Takahashi, Murakami, Hanaoka: Fuzzy Signatures: Relaxing Requirements and a New Construction. ACNS 2016.

• ᪥❧䛸䛾ඹྠ◊✲䛻䜘䜛ᐇ⏝
– ᒣཱྀ䝣䜱䝘䞁䝅䝱䝹䜾䝹䞊䝥䛷᥇⏝
䠄http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2016/10/1007.html䠅
45

㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛾◊✲ᡓ␎
ᬯྕ◊✲䛾≉ᚩ
•
•
•

᪂䛧䛔ᢏ⾡䛾⌮ㄽ䛜ᥦ䛥䜜䛶䛛䜙ᐇ⏝䜎䛷20~30ᖺ䛛䛛䜛
ᬯྕᙉᗘ䛿ィ⟬ᶵᛶ⬟䛾Ⓨᒎ䛻ᛂ䛨䛶ᙉ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛୍᪉䛷䚸㔞Ꮚ䝁䞁
䝢䝳䞊䝍䛾䜘䛖䛻㠀㐃⥆ⓗ䛺㐍䜈䛾ᑐᛂ䜒ồ䜑䜙䜜䜛䚹
ᡂᯝ䠄ᢏ⾡䛾Ⰻ䛧ᝏ䛧䠅䛾ぢ䛘䜛䛜㞴䛧䛔䚹

㧗ᶵ⬟ᬯྕ◊✲䛾≉ᚩ
•

㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛿RSAᬯྕ䛺䛹⌧ᅾඹ㏻䜲䞁䝣䝷䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜛ᬯྕ䜢⨨䛝䛘䜛䜒
䛾䛷䛿䛺䛟䚸ಶู䝃䞊䝡䝇䛻ྲྀ䜚㎸䜎䜜䛶䛔䛟䜒䛾䚹
ᑐ㇟䛸䛩䜛䝕䞊䝍䜔ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇➼䛻䜘䛳䛶㐺ษ䛺ᢏ⾡䛜␗䛺䜛䚹
ᇶ♏◊✲䛜䛭䛾䜎䜎ᴗ䛻㈉⊩䛷䛝䜛䠄Ᏻᛶド᫂➼䠅䚹

•
•

◊✲ᡓ␎
•
•

䝃䞊䝡䝇䛻ᛂ䛨䛯㐺ษ䛺ᢏ⾡䜢ᥦ౪䛧䚸┦ㄯ┦ᡭ䛛䜙ಙ㢗䛥䜜䜛ᐇ⦼䜢♧䛩䛯䜑
䛻䚸ୡ⏺᭱ඛ➃䛾ᡂᯝ䜢㐩ᡂ䞉✚䛩䜛䚹
せ⣲ᢏ⾡䛛䜙ᛂ⏝ᢏ⾡䜎䛷⥙⨶ⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐యไ䜢䛸䜛䚹
46
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◊✲యไ
䝗䝁䝰䝰䝞䜲䝹
䝃䜲䜶䞁䝇㈹

␗䛺䜛ᑓ㛛ᛶ䜢᭷䛩䜛ከᩘ䛾ୡ⏺䝺䝧䝹䛾◊✲⪅䛜䚸㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛻㛵䛩䜛
せ䛺◊✲ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䚸ᐦ䛻㐃ᦠ䛧䚸⥙⨶ⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐యไ䛿ୡ⏺䛷䜒⛥

SVPChallenge
ୡ⏺グ㘓ಖᣢ

䠄X, Y䠅=䠄Google Scholar Top20ᅜ㝿㆟᥇㘓/Ⓨ⾲ᩘ, IF䛝䝆䝱䞊䝘䝹᥇㘓/Ⓨ⾲ᩘ䠅䠆H28ᖺᗘ
ಶேㄆド
ேㄆド

ᛂ⏝
شٻ
≋‣„•≌

ᠲ
≋‣„‣≌

䝥䝷䜲䝞䝅ಖㆤ

Ᏻᛶド᫂

ᇶ┙

䝥䝷䜲䝞䝅䞊ಖㆤ➼
ᛂ⏝ᢏ⾡䛾◊✲

ɥ
≋‣„‥≌

קʟ
䝊䝻▱㆑ド᫂
㆑ド᫂
≋‣„‣≌

⛎༏ィ⟬

ᑶޢ
≋„‣•≌
㛵ᩘᬯྕ

ጐဋ
≋․„․≌
‽ྠᆺᬯྕ
‽ྠᆺᬯྕ

⁀
≋‥„‣≌

㧗ᶵ⬟ᬯྕᢏ⾡䛾◊✲

ޛဋ
≋…„․≌᱁Ꮚ
᱁Ꮚᬯྕ

ᬯྕᐇ
ᐇ

ༀދ
≋‣„•≌

ဋ
≋‥„…≌

⁅⁕⁚⁞⁖
≋…„‧≌

᱁Ꮚᬯྕ䛾◊✲
䠄ᬯྕᢏ⾡䠇Ᏻᛶホ౯䠅
Ᏻᛶホ౯䛾◊✲
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䝧䞁䝏䝬䞊䜽
␗䛺䜛ᑓ㛛ᛶ䜢᭷䛩䜛ከᩘ䛾ୡ⏺䝺䝧䝹䛾◊✲⪅䛜䚸㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛻㛵䛩䜛
せ䛺◊✲ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䚸ᐦ䛻㐃ᦠ䛧䚸⥙⨶ⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐యไ䛿ୡ⏺䛷䜒⛥
•

䛾᭷ຊ䛺◊✲ᶵ㛵䛸䛾ẚ㍑
NTT: ⏘⥲◊䛸୪䜆ᅜෆ䝖䝑䝥䛾◊✲ᴗ⦼䜢ᣢ䛴䚹䛯䛰䛧䚸◊✲ᑐ㇟䛿‽ྠᆺᬯྕ, 䝊䝻▱㆑
ド᫂, ⛎༏ィ⟬䛾୍㒊䛻೫䜚䜢ぢ䛫䜛䚹䜎䛯䚸Ẹ㛫ᴗ䛷䛒䜛䛯䜑䚸䝙䞊䝈䜢ᣢ䛴♫䛸䛾㐃ᦠ
䛜ᐜ᫆䛷䛺䛔䚹
NICT: ඃ䜜䛯◊✲ᴗ⦼䜢ᣢ䛴䛜⏘⥲◊䚸NTT䛻ᚋ䜜䜢䛸䜛䚹䜎䛯䚸◊✲ᑐ㇟䜒䚸⛎༏ィ⟬䛾୍㒊
䜔᱁Ꮚᬯྕ䛾Ᏻᛶホ౯䛺䛹䛻೫䜛䚹⏘⥲◊ྠᵝ䚸ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே䛷䛒䜛䛯䜑䚸♫䛸䛾㐃
ᦠ䛻䛴䛔䛶䛿㞴䛧䛟䛺䛔䚹
IBM: ‽ྠᆺᬯྕ䛾Ⓨ᫂⪅䛷䛒䜛Craig Gentry䛺䛹䛾ୡ⏺䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛾◊✲⪅䜢ከᩘ᭷䛩
䜛◊✲ᶵ㛵䚹䛯䛰䛧䚸NTTྠᵝ䚸◊✲ᑐ㇟䛿䚸‽ྠᆺᬯྕ䚸ಶேㄆド䛺䛹䛻೫䜚䜢ぢ䛫䜛䚹䜎
䛯䚸ᾏእ䛾Ẹ㛫ᴗ䛷䛒䜛䛯䜑䚸᪥ᮏᅜෆ䛾♫䜔⾜ᨻᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䛜ᐜ᫆䛷䛺䛔䚹
MIT: 䝊䝻▱㆑ド᫂䛾Ⓨ᫂⪅䛷䛒䜛䚸Shafi Goldwasser䜔Silvio Micali䚸䛥䜙䛻RSAᬯྕ䛾Ⓨ᫂
⪅䛾୍ே䛷䛒䜛Ronald Rivest䛺䛹䠄䛔䛪䜜䜒Turing㈹ཷ㈹⪅䠅䜢᭷䛧䚸ୡ⏺䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛾◊✲ᴗ
⦼䜢ᣢ䛴䚹䛯䛰䛧䚸ᇶ┙ⓗ⌮ㄽ䛻㛵䛩䜛ᡂᯝ䛻೫䜛䚹
Stanford: 㛵ᩘᬯྕ䛾ཎᆺ䛸䛔䛘䜛ID䝧䞊䝇ᬯྕ䛾Ⓨ᫂䛷ⴭྡ䛺Dan Boneh䜢᭷䛧䚸㛵ᩘᬯ
ྕ㛵㐃ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶ୡ⏺䝖䝑䝥䛾◊✲ᣐⅬ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛜䚸◊✲ᑐ㇟䜒䛭䜜䜙䛻೫䜛䚹
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H.29.2.18Ⅼ䜎䛷䛾ㄽᩥᴗ⦼
䠄Google䝃䝤䜹䝔䝂䝸Top20䠅
•

Google䝃䝤䜹䝔䝂䝸Top20ᅜ㝿㆟ㄽᩥ䠄21௳䠅–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Schuldt, CRYPTO’16
ᒣᕝ, ᒣ⏣䠄⩧䠅, ⰼᒸ, CRYPTO’16
ᒣ⏣䠄⩧䠅, Eurocrypt’16
Attrapadung, Asiacrypt’16
⋤, ᯇ⏣, ⰼᒸ, Asiacrypt’16
ཪ, ᒣ⏣䠄⩧䠅, Asiacrypt’16
ရᕝ, ⦭⏣, ⰼᒸ, Asiacrypt’16
Attrapadung, PKC’17
ᮧୖ, ICPR’16
ᮌ, ሯ, ISASSP’17

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

↷ᒇ, ISITA’16
Schuldt, ⰼᒸ, ISITA’16
Schuldt, ⰼᒸ, ISITA’16
㧗Ᏻ, ISITA’16
ရᕝ, ⦭⏣, ⰼᒸ, ISITA’16
ᒣ⏣䠄⩧䠅, Attrapadung, ᯇ⏣, ⰼᒸ, ISITA’16
㎞, ISITA’16
ᆏ, ᯇ⏣, ⰼᒸ, ISITA’16
䕿㧗Ᏻ, Eurocrypt’17
䕿▼⏣, AsiaCCS’17
䕿ရᕝ, Schuldt, AsiaCCS’17

•

Google䝃䝤䜹䝔䝂䝸Top20&IF䝆䝱䞊䝘䝹䠄8௳䚸ḟ䝇䝷䜲䝗䛸㔜」䠅

•

– ᆏ, Schuldt, ⰼᒸ, Theor. Comp. Sci.
– ⦭⏣, J. Comb. Theory
– ΎỈ, ⦭⏣, Bioinformatics
– ᮧୖ, IEEE TIFS
䛭䛾᭷ຊㄽᩥ
–
–
–
–

–
–
–
–

䕿ᮧୖ, IEEE TIFS
䕿Ώ㑓, Design, Codes, Crypt.
䕿ᒣᕝ, ᒣ⏣䠄⩧䠅, ⰼᒸ, Algorithmica
䕿ᒣ⏣䠄ᮅ䠅. Computer&Security

䛝䝆䝱䞊䝘▼⏣, ᆏ, ⰼᒸ, IEICE Trans.

Attrapadung, ᒣ⏣䚸↷ᒇ䚸ⰼᒸ, ACNS’16
ᯇ⏣, ᮧୖ, ⰼᒸ, ACNS’16
⋤, ᯇ⏣, ⰼᒸ, SCN’16
ᒣᕝ, ᒣ⏣䠄⩧䠅, ⦭⏣, ⰼᒸ, SCN’16

–
–
–
–

㧗Ᏻ, ACISP’16
Ώ㑓, ⰼᒸ, ICITS’16
㧗Ᏻ, CT-RSA’17
Ώ㑓, CT-RSA’17

ܖဃ

䕿䠖᮶ᖺᗘฟ∧ணᐃ

49

H.29.2.18Ⅼ䜎䛷䛾ㄽᩥᴗ⦼
䠄IF䛝䝆䝱䞊䝘䝹䠅
•

•

IF䛝䝆䝱䞊䝘䝹ㄽᩥ䠄24௳䠅
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ᆏ, Schuldt, ⰼᒸ, Theor. Comp. Sci.
⦭⏣, J. Comb. Theory
ΎỈ, ⦭⏣, Bioinformatics
ᮧୖ, IEEE TIFS
ᮧୖ, Elsevier Information Fusion
ᯇ⏣, Attrapadung, ⰼᒸ, Int. J. Info. Sec.
ᯇ⏣, ᒣᕝ, ⰼᒸ, SCN
ⰼᒸ, SCN
⏿, SCN
⋤, SCN
Zhang, SCN
Schuldt, ⰼᒸ, IEICE Trans

IF䛝䝆䝱䞊䝘䝹ㄽᩥ䠄9௳䠅.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
䇵
䇵

ရᕝ, Schuldt, ⦭⏣, ⰼᒸ, IEICE Trans.
ⰼᒸ, IEICE Trans.
㧗Ᏻ, IEICE Trans.
᳃⏣, Schuldt, ᯇ⏣, ⰼᒸ, IEICE Trans.
Ώ㑓, IEICE Trans.
䕿ᮧୖ, IEEE TIFS
䕿Ώ㑓, Design, Codes, Crypt.
䕿ᒣᕝ, ᒣ⏣, ⰼᒸ, Algorithmica
䕿㎞, IEICE Trans
䕿ᒣ⏣䠄ᮅ䠅. Computer&Security
䕿᳃⏣, Schuldt, ᯇ⏣, ⰼᒸ, IEICE Trans.
䕿ᒣ⏣, ᒣᕝ, ⰼᒸ, IEICE Trans.

ܖဃ
䕿䠖᮶ᖺᗘฟ∧ணᐃ
50
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ཷ㈹➼䠄H.29.1.19Ⅼ䠅
•

䝗䝁䝰䝰䝞䜲䝹䝃䜲䜶䞁䝇㈹䠄ඛ➃ᢏ⾡㒊㛛䠅
–

•

CREST᥇ᢥ
–

•

ܖဃ

ཪ, “䝷䞁䝎䝮䜸䝷䜽䝹䝰䝕䝹䛷䛾᱁Ꮚ䛻ᇶ䛵䛟⥭ᐦ䛻Ᏻ䛺 ID 䝧䞊䝇ᬯྕ”

Ꮫ≉ู◊✲ဨ᥇⏝
–

•

㧗Ᏻ, “CRT-RSA䜢ᨷᧁ䛩䜛᱁Ꮚ䛾᪂䛯䛺ᵓᡂἲ”

SCIS 2015ㄽᩥ㈹
–

•

ᯇ⏣, IEICE Trans.ㄅ䛻䛚䛡䜛ᖺ㛫ᰝㄞ௳ᩘ䛜᭱ୖ

CSS 2015Ꮫ⏕ㄽᩥ㈹
–

•

ⰼᒸ, ྠሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱◊✲ᑓ㛛ጤဨᖿ䛸䛧䛶䛾㈉⊩

㟁Ꮚሗ㏻ಙᏛ⦅㞟άືឤㅰ≧
–

•

⦭⏣, ΎỈ, “Secure String Pattern Match Based on Wavelet Matrix”

㟁Ꮚሗ㏻ಙᏛ㈉⊩㈹
–

•

㧗Ᏻ, “Partial Key Exposure Attacks on RSA with Multiple Exponent Pairs”

➨5ᅇ⏕་⸆ሗᏛ㐃ྜ ◊✲ዡບ㈹
–

•

ⰼᒸ䠄௦⾲䠅, Attrapadung, ⦭⏣, ᒣ⏣䠄⩧䠅, ↷ᒇ, “Ᏻ䛺⛎༏䝕䞊䝍ฎ⌮䜢ᐇ⌧䛩䜛ỗ⏝౫㢗ィ⟬ᢏ⾡”

ACISP 2016 Best Student Paper Award
–

•

ⰼᒸ, ᮧୖ, ᯇ⏣, “Ᏻᛶ䜢ᬯྕᏛⓗ䛻ಖド䛧䛯ḟୡ௦⏕యㄆドᇶ┙ᢏ⾡䛾ඛ㥑ⓗ◊✲䛸ᐇ⏝”

▼⏣䠄DC2䠅, ཪ䠄DC2䠅, ရᕝ䠄DC1䠅

⏘⥲◊⌮㛗㈹䠄◊✲䠅
–

ⰼᒸ, ΎỈ, ⦭⏣, ↷ᒇ, Attrapadung, ᯇ⏣, “㧗ᶵ⬟ᬯྕ䛸䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾⛎༏᳨⣴ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ”

51

2. ┠ⓗᇶ♏◊✲
䛂䝔䞊䝷䞊䝯䜲䝗䜢┠ᣦ䛧䛯
䝙䝳䞊䝻䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛾◊✲䛃
ሗ䞉ே㛫ᕤᏛ㡿ᇦ
ே㛫ሗ◊✲㒊㛛
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䝙䝳䞊䝻䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁
• 䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁
– ⎔ቃ䛻㐺ᛂ䛩䜛䛯䜑䛾カ⦎䛺䛹㞀ᐖ⪅ಶே䛾≧ែ䜢ᨵၿ䛧䚸㞀ᐖ⪅
䛾♫ⓗ⤫ྜ䜢㐩ᡂ䛩䜛䝥䝻䝉䝇 㻔㼃㻴㻻ᐃ⩏ᢤ⢋㻕

• ⬻ᦆയᝈ⪅䛾㐠ືᶵ⬟ᅇ⒪ἲ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻ྥ䛡䛶
– 䛖䜎䛟⢓䜚ᙉ䛟య䜢ື䛛䛫䜀ᚎ䚻䛻Ⰻ䛟䛺䜛䛸䛔䛖⤒㦂ㄽⓗ䝤䝷䝑䜽䝪䝑
䜽䝇ᆺ⒪ἲ䛛䜙䚸⬻ෆ䛷㉳䛝䛶䛔䜛ኚ䜢䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛧䛺䛜䜙㐺ษ䛺
䜽䝇ᆺ
䛶䛔䜛ኚ䜢䝰
≧ែ䛻ྥ䛛䜟䛫䜛⒪ἲ䜈
≧ែ䛻

㻫

㻍

䛥䛑䚸㡹ᙇ䛳䛶
ື䛛䛧䜎䛧䜗䛖

䛰䜣䛰䜣 ⬻䛾୰
䛰䜣䛰䜣䚸⬻䛾୰
䛜⧅䛜䛳䛶
䛝䛶䜎䛩䜘䟿
53

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

ၥ㢟タᐃ
• ᦆയ๓䛾㻭≧ែ䛜ᦆയ䛻䜘䛳䛶䚸㻭䇻≧ែ䛻䛺䛳䛯
• 䝸䝝䝡䝸䝔䞊䝅䝵䞁䛻䜘䛳䛶䚸ᦆയ๓䛸䛿␗䛺䜛䛜ᶵ⬟䜢௦᭰䛷䛝
䜛㻮≧ែ䛻㑄⛣䛥䛫䜛
– 㻮≧ែ䛸䛿䛹䛖䛔䛖䜒䛾䛛䜢▱䜛◊✲
– 㻭䇻䊻㻮䛾≧ែኚ䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᢏ⾡
– 㻭䇻䊻㻮䛾≧ែኚ䜢ᨭ䛩䜛ᢏ⾡

ᦆയ๓㻭

ᦆയᚋ㻭䇻

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
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⬻ᦆയ䝰䝕䝹
ホ౯ᢏ⾡
ධᢏ⾡

ᅇ┠ᶆ㻮

54

䝔䜲䝷䞊䝯䜲䝗䜢┠ᣦ䛧䛯䝙䝳䞊䝻䝸䝝䝡䝸
ᅇຠᯝ䛾᳨ド
⬻ᦆയ
/HVLRQ

ධᢏ⾡

⬻ᦆയ䝰䝕䝹
䠄Murata et al., 2015䠅

ᅇ䛾ᶵᗎゎ᫂
䛾䛯䜑䛾⬻༞୰ື≀䝰䝕䝹

ᅇ䜢ಁ䛩䛯䜑䛾
ᢕᥱ㐠ືカ⦎䠇
⬻㟁Ẽ่⃭䝅䝇䝔䝮

ホ౯ᢏ⾡

⬻άື䛾ホ౯
ື䛾ホ౯

ධ㔞䜢㐺ṇ䛻䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽
䛩䜛䛣䛸䛷䝸䝝䝡䝸ຠᯝ䜢᭱
ධ䞉カ⦎䛾⬻άື䜢䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛷䛝
䛭䛾⤒᪥ⓗኚ䜢ᐃ㔞䛷䛝䜛㼒㻺㻵㻾㻿⨨

55

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

ᖺᗘ䛾ᡂᯝ䛾㐍ᤖ
ᐇ㦂ᐊ

2015FY

⮫ᗋ

䝃䝹䛾⬻ᦆയ䝰䝕
䝹䞉ᅇ≧ែ

⬻ᦆയ䝰䝕䝹
ホ౯ᢏ⾡

䝠䝖䛾㼒㻺㻵㻾㻿

ධᢏ⾡

䝃䝹䛸䝠䝖䛷ඹ⏝䛷䛝䜛㼒㻺㻵㻾㻿ィ
䞉ಙྕฎ⌮ᢏ⾡

2016FY

⬻ᦆയ䝰䝕䝹

(1), (2), (3)
ホ౯ᢏ⾡
⸆≀ධ
㐠ືධ

ධᢏ⾡

(2), (4), (5)
ᐇ㦂ᐊ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
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⮫ᗋ

56

ලయⓗ䛺◊✲㛤Ⓨᡂᯝ 㻔㻝㻕

㞧㡢ᙉᗘ

ග㔞⿵ṇᶵᵓ

⿵ṇᚋ

ẟ㧥䛻䜘䜛ග㔞ῶᑡ䜢⿵ṇ䛧䛶䝕䞊䝍୰䛾㞧
㡢䜢ᖹ‽䛩䜛⨨䞉䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜢ヨస䛧䛶䚸
ཎ⌮᳨ド䜢⾜䛳䛯䚹

⿵ṇ๓

启吹吇呄吪呉ኚ

┠ⓗ䠖ẟ㧥ୖ䛛䜙䛾㼒㻺㻵㻾㻿ィ 䛷䛝䛥䛾␗䛺䜛ẟ
㧥㞧㡢䜢ྵ䜐䝕䞊䝍䜢䛔䛛䛻䛧䛶ᐃ㔞ẚ㍑䛷䛝䜛䜘
䛖䛻䛩䜛䛛䠛

ホ౯ᢏ⾡

⿵ṇ๓
䜀䜙䜀䜙

⿵ṇᚋ
ᖹ‽

ヨస⨨
ẟ㧥䝣䜯䞁䝖䝮

ᡂᯝ䠖ග㔞⿵ṇᶵᵓ䜢⏝䛔䛶㞧㡢䜢ᖹ‽䛧䚸␗䛺䜛䝏䝱䞁
䝛䝹䞉᪥䛾䝕䞊䝍䛜⤫ィẚ㍑ྍ⬟䛻

䝋䝣䝖䜴䜵䜰

ᖺᗘ䛾ᡂᯝ䠖㻼㻯㼀ฟ㢪≉チ䛾ཎ⌮᳨ド䛻ᡂຌ
ィ 䝥䝻䞊䝤
㓄⨨

㻔䠍᭶㻿㻼㻵㻱ᅜ㝿㆟䛻䛶㻼㼞㼛㼏㼑㼑㼐㼕㼚㼓㼟䛸ే䛫䛶Ⓨ⾲ணᐃ䠅

ᚋ䠖ᖹ‽⢭ᗘྥୖ䞉⮬ື䜈䛾⨨ᨵⰋ
57

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

ලయⓗ
ⓗ䛺◊✲㛤Ⓨᡂᯝ 㻔㻞㻕

ホ౯ᢏ⾡
⬻ᦆ
⬻ᦆയ䝰䝕䝹

┠ⓗ䠖䝸䝝䝡䝸䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸㼒㻺㻵㻾㻿ಙྕ䛾䛹
䜣䛺ሗ䜢ぢ䜜䜀䜘䛔䛾䛛䠛
䞉䝃䝹䛜ᕥ㻛ྑᡭ䛷㣵䜢䛴䜎䜣䛷㣗䜉䜛䚹
䞉䛴䜎䜏䛾㛤ጞ㛫䜢䝉䞁䝃䞊䛷グ㘓
䞉䝤䝻䝑䜽ຍ⟬䝕䞊䝍䛛䜙㈿ά⨨䜢ㄪ䜉䛯䚹

ྛ䝏䝱䞁䝛䝹䛾ಙྕἼᙧ

ҐԾͲͺ2[\+EΊනࣖ

ᕥ㻛ྑᡭ䛷㈿άᕪ䛾䛒䜛㒊

ᕥᡭᢕᥱ䛾㈿ά

䠄୍ḟ㐠ື㔝䠅

ཱྀ䛾ື䛝䛻క䛖㈿ά
䠄┤᥋ཱྀ䛻⤥㣵䠅

㼠್ 㻔㼜㼍㼕㼞㼑㼐㻌㼠㻙᳨ᐃ㻕

ྈଈӣಊ

ӊҲ࣏ӣಊ
घҮ

ྈଈҲ࣏ӣಊ
Ү

8
䝦䝰䜾䝻䝡䞁ኚ㔞 㻔䃛㻹㻕

30

-8

-30
ᡂᯝ䠖୍ḟ㐠ື㔝䞉㐠ື๓㔝䛾㈿ά䜢✵㛫ⓗ䛻᫂☜䛻㆑ู䛷䛝䛯䚹
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
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58

ලయⓗ䛺◊✲㛤Ⓨᡂᯝ 㻔㻟㻕
㼒㻺㻵㻾㻿ಙྕἼᙧ䛛䜙䚸㛵㐃㡿㔝䛾
✵㛫┦㛵䜢ゎᯒ䛩䜛᪉ἲㄽ䛾㛤Ⓨ
t=0

ͯΉΊॶགྷ࣎ؔ
࣮ Oxy-Hb
࣮ Deoxy-Hb

Wˤ

ホ౯ᢏ⾡
⬻ᦆ
⬻ᦆയ䝰䝕䝹
カ⦎ᚋ

カ⦎๓

㻞㻡䠂㼟㼜㼑㼑㼐

䞉 ྠ䛨ᐇ㦂䛷䚸㣵─䛾䛝
䛥䜢ኚ᭦䛩䜛䚹
䞉 㣵䜢䛴䜎䜐ᡤせ㛫䛾
⇍⦎䛻䜘䜛ኚ䛸㐠ື㔝
䛾㼒㻺㻵㻾㻿 㼠್Ἴᙧ䛾ኚ
䜢ẚ㍑䛧䛯䚹

ϒʖέ࣎ࠃ

୍᪦ቑ䛘䛯ᡤせ㛫䛿
カ⦎ᅇᩘ䛸䛸䜒䛻ῶᑡ䛩䜛䚹

ㅖ≉㛗䛾୰䛷䝢䞊䜽้䛜
䛸䜚䜟䛡㧗䛔┦㛵䜢♧䛧䛯䚹

含呎吆้ ⛊㻔 㻕

叅叟叠ᡤせ㛫 ⛊㻔 㻕

r = 0.78

カ⦎䝉䝑䝅䝵䞁ᅇᩘ

ᖺᗘ䛾ᡂᯝ䠖
䐟ྛ㐠ື㛵㐃㡿㔝䛾ಙྕ≉ᐃ
䐠ಙྕἼᙧ䛾㛫ሗ䛾ᢳฟ
䐡ෆໟ䜈䛾ᦆയᑟධ䛻ᡂຌ䊻ୖ⫥㐠ື㯞⑷
ᚋ䠖⬻ᦆയᚋ䛾䝸䝝䝡䝸䛷䛾⚄⤒ᵓ⠏䜢✵
㛫ゎᯒ䛷ホ౯

䛴䜎䜏ᡤせ㛫㻔⛊㻕

59

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

ලయⓗ䛺◊✲㛤Ⓨᡂᯝ 㻔㻠㻕
γϩ಼ใ伹࠻Ϡυϩ

ධᢏ⾡
⬻ᦆ
⬻ᦆയ䝰䝕䝹

䞉䝸䝝䝡䝸䛻䛚䛔䛶ᅇ䛜㞴䛧䛔ᕦ⦓ືస䛾⏕⌮䚸
ศᏊⓗᇶ┙䜢ゎ᫂ 㻔㻴㼕㼓㼛㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻘㻌㻼㻸㻻㻿㻌㻻㻺㻱㻘㻌㻞㻜㻝㻢㻧㻌
㼅㼍㼙㼍㼙㼛㼠㼛㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻘㻌㻮㼞㼍㼕㼚㻌㻾㼑㼟㻘㻌㻞㻜㻝㻣㻕
䞉ෆໟ᱾ሰᚋ䛻⏕䛨䜛ᕦ⦓ືస㞀ᐖ䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛
⚄⤒⣽⬊Ḟⴠ䜢ྠᐃ 㻔㻹㼡㼞㼍㼠㼍 㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻘㻌㻼㻸㻻㻿㻌㻻㻺㻱㻘㻌
㻞㻜㻝㻢㻕

ӣಊܗਈࡋܨ๖ܿཚ

౦༂܊

᪂⸆䛸䛺䜚ᚓ䜛
ྜ≀䛜ᣢ䛴㐠ື䝸䝝䝡䝸ಁ㐍ຠᯝ

αϱφϫʖϩ܊

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
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60

ධᢏ⾡
⬻ᦆ
⬻ᦆയ䝰䝕䝹

䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍

ලయⓗ䛺◊✲㛤Ⓨᡂᯝ 㻔㻡㻕

ዲ䜎䛧䛔㌟య䛾ື䛝䜢እຊ䛻䜘䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛩䛣䛸䛜᭷ຠ䛺䛾䛷䛿䛺䛟䚸ዲ䜎䛧
䛔㌟య䛾ື䛝䜢⏕䛨䜛䜘䛖䛺⚄⤒⣔䛾άື䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䛣䛸䛜㔜せ

A

B

Ș

Ș
Ș

Ș

⮬Ⓨᛂ⟅䠄㻭䠅䛸ྠᵝ䛾⚄
⤒άື䜢䝺䝞䞊㥑ື䠄㻮䠅
䛻䜘䛳䛶ㄏⓎ䛧䛶Ꮫ⩦䜢
ಁ㐍

ឤぬ㐠ືᏛ⩦䜈䛾ືస䜰䝅䝇䝖ᶵჾ䛻䜘䜛ධຠᯝ䜢
䝷䝑䝖ᐇ㦂䝰䝕䝹䛷ᐇド
㻔㻷㼍㼚㼑㼗㼛㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻘㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌㻒㻌㻮㼑㼔㼍㼢㼕㼛㼞㻘㻌㻞㻜㻝㻣㻕

レバー

ྠᵝ䛾ຠᯝ䜢ᣢ䛴ᢕᥱ㐠ືカ⦎⨨䜢ヨస䚹
䝃䝹䛷ຠᯝ䜢᳨ド 䊻 ⮫ᗋᛂ⏝䜈䚹
䜏ືస䛻ᣦ䜢㛤䛝䚸
ᑕ⤒㊰䜢㏻䛨䛶⚄⤒⣔䜢
㈿ά

Ⲉᇛ┴❧་⒪Ꮫ㝔䛷ධ⨨䛜䜒䛯䜙䛩ຠᯝ䜢᳨ド䠄㻴㻞㻥㻚㻠䡚㻕䚹
61

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

◊✲ᶵ㛵䛸䛾䝧䞁䝏䝬䞊䜽
• 䝃䝹䜢⏝䛔䛶⬻ᦆയ䛸ᶵ⬟ᅇ䛾◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䜾䝹䞊䝥
¾ 㻺㼡㼐㼛䜾䝹䞊䝥䠄䜹䞁䝄䝇Ꮫ䠅
⮫ᗋ䛛䜙㐲䛔
¾ 㻰㼍㼞㼘㼕㼚㼓䜾䝹䞊䝥䠄䜰䜲䜸䝽Ꮫ䠅
⬻⓶㉁ᦆയ䝰䝕䝹

ධᢏ⾡

⬻ᦆയ䝰䝕䝹

¾ 㻾㼛㼡㼕㼘㼘㼑㼞䜾䝹䞊䝥䠄䝣䝸䝤䞊䝹Ꮫ䠅

⏘⥲◊䠖 ୡ⏺䛷᭱䜒⮫ᗋ䛾ែ䛻㏆䛔䛂ෆໟ⬻༞୰䝰䝕䝹䛃䜢☜❧
• ᑠື≀䠄䝷䝑䝖䠅⏝䝻䝪䝔䜱䝑䜽䝸䝝䝡䝸⨨䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛔䜛䜾䝹䞊䝥
ୗ⫥Ṍ⾜カ⦎
¾ 㻯㼛㼡㼞㼠㼕㼚㼑䜾䝹䞊䝥䠄䝏䝳䞊䝸䝑䝠Ꮫ䠅
¾ 㻳㼍㼟㼟㼑㼞㼠䜾䝹䞊䝥䠄䝇䜲䝇ᕤ⛉Ꮫ䠅
¾ 㻿㼘㼡㼠㼦㼗㼥䜾䝹䞊䝥䠄䝜䞊䝇䜴䜵䝇䝍䞁Ꮫ䠅

๓⫥䛾ᶵ⬟ホ౯

⏘⥲◊䠖 ๓⫥䛾䝸䝝䝡䝸カ⦎䛜ྍ⬟䛺⨨䜢ୡ⏺䛻ඛ㥑䛡䛶㛤Ⓨ
⌧ᅾ䚸䝃䝹䛸䝷䝑䝖䜢⏝䛔䛯䝸䝝䝡䝸ධ⨨䛾㛤Ⓨ䛜ྍ⬟䛺䛾䛿⏘⥲◊䛾䜏

䞉ᅜ㝿䝖䝑䝥䝆䝱䞊䝘䝹䛻䛚䛔䛶䚸⏘⥲◊㼒㻺㻵㻾㻿ᢏ⾡䛜㧗䛟ホ౯
䇾䈈㼛㼚㼘㼥㻌㼠㼔㼑㻌㼙㼑㼠㼔㼛㼐㼟㻌㼠㼔㼍㼠㻌㼑㼚㼍㼎㼘㼑㻌㼠㼛㻌㼞㼑㼐㼡㼏㼑㻌㼠㼔㼑㻌㼏㼛㼙㼜㼛㼚㼑㼚㼠䈈䇿㻔㻺㼑㼡㼞㼛㻵㼙㼍㼓㼑ㄅ䠅

ホ౯ᢏ⾡

䞉䝇䝨䜽䝖䝷䝔䝑䜽♫䜈䛾≉チᐇ
䝸䝝䝡䝸୰䛾⬻άືィ

ᢏ⾡䛷⏘⥲◊䛜ୡ⏺䜢䝸䞊䝗䞉ᐇ⏝䛻ྥ䛡᥎㐍

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
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62

䝬䜲䝹䝇䝖䞊䞁
2016

2017

ẟ㧥㞧㡢ᖹ‽
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䛾♫ᐇ䜢┠ᣦ䛧䚸ᚲせ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨ䚸♫ཷᐜᛶ䜔ᴗ㠃䛾᳨ウ➼䜢⾜䛖䚹
䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜䛾䜲䝯䞊䝆䠄㑹እᆅᇦ䛾ሙྜ䠅 䈜䛻䜒䚸ᕷ⾤ᆅ䚸ఫᏯᅋᆅ䚸ほගᆅ䚸
䐠↓ே⮬ື㉮
䐟⏝⪅㻔㧗㱋⪅➼㻕䛿↓ே⮬ື㉮
⾜㌴䜢␃ᡤ䛺䛹䛷䜃ฟ䛧㌴䚹 ⾜䠄䝗䝷䜲䝞䝺䝇䠅䚹

ਈఞകಉ
᭱ᐤせ㏻ᶵ
㛵㥐䚸┠ⓗᆅ➼

⚾᭷ᆅ䛺䛹䛷䛾ά⏝䛜ᐃ䛥䜜䜛
䐡⏝⪅䛿᭱⤊┠ⓗᆅ㻔⮬
Ꮿ㏆㎶␃ᡤ➼㻕䛷㝆㌴䚹

ਈી৯
᭱⤊┠ⓗᆅ
ঽ୧ಉ
㐲㝸᧯స䞉┘ど 䠄⮬Ꮿ㏆ഐ䠅➼

䐢↓ே⮬ື㉮⾜㌴䛜⮬ືᅇ㏦䚹

ᑠᆺ䜹䞊䝖
ᑠᆺ䝞䝇

䈜Ṍ⾜⪅➼䛜䛔䛺䛔⮬ື㉮⾜㌴ᑓ⏝䛾✵㛫䛷䛾㉮⾜䚹
Ᏻ☜ಖ䛾ᢏ⾡䛻ᛂ䛨䛶䚸බ㐨䜢ྵ䜐䜿䞊䝇䜒᳨ウ䚹

䛆ᴗෆᐜ䛇

㌴୧䜲䝯䞊
䝆

⟶ไ䝉䞁䝍䞊

䕿䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜䛜䝡䝆䝛䝇䛸䛧䛶ᡂ❧䛩䜛
ᴗ䝰䝕䝹䛾᳨ウཬ䜃᫂☜
䕿䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜䛾ᐇ⌧䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡㛤Ⓨཬ
䜃ᐇド
䕿䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜䛻ᚲせ䛺ᢏ⾡䛾ไᗘⓗྲྀᢅ
䜔ᴗ⎔ቃㄢ㢟䛻㛵䛩䜛㛵ಀ┬ᗇ䛸㐃ᦠ䛧䛯᳨ウ
70
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䠘䝇䜿䝆䝳䞊䝹䠚
㻞㻜㻝㻢ᖺ
䞉ᐇドሙᡤ䜢බເ䛻䜘䜚㑅ᐃ
䞉ᴗ䝰䝕䝹䛾᳨ウ䜢㛤ጞ
䞉せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ䜢᥎㐍
㻞㻜㻝㻣ᖺᗘ௨㝆
䞉㛤Ⓨ䛧䛯ᢏ⾡䛾ホ౯䚸Ᏻᛶ䛾᳨ド䜢ᐇ
䞉㛵ಀ┬ᗇ䛸㐃ᦠ䛧䛶ไᗘⓗྲྀᢅ䛻䛴䛔䛶᳨ウ
㻞㻜㻝㻤ᖺᗘ
䞉ᐇドᐇ㦂䜢ᐇ
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ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯᳨ウ≧ἣ䠖䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜ᐇド
䛆ᐇ⏝䛻ྥ䛡䛯ㄢ㢟䛇
㐠Ⴀ䝁䝇䝖䛾ᢚไ䜔䝗䝷䜲䝞䞊㊊䜈䛾ᑐᛂ䛛䜙䚸⮬ື㉮⾜ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯᪂䛯䛺⛣ື䝃䞊䝡䝇
䜈䛾ᮇᚅឤ䛜Ꮡᅾ䚹
ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶௨ୗ䛜ᚲせ䚹
䕿ᴗ䝰䝕䝹䛾᫂☜
䝡䝆䝛䝇䛸䛧䛶ᡂ❧䛩䜛ᆅᇦ䛻ྜ䜟䛫䛯㐠⾜ᙧែ䚸㌴୧ෆ䛻㐠㌿ᡭ䛜䛔䛺䛔㌴୧䛸䛾㌴୧䜔Ṍ⾜
⪅䛜ඹᏑ䛷䛝䜛⤌䜏䛾᳨ウ➼

䕿ᢏ⾡㛤Ⓨཬ䜃ᐇド䠄ᢏ⾡ⓗ䛺ㄢ㢟䛾ゎỴ䠅
㌴୧ෆ䛻㐠㌿ᡭ䛜䛔䛺䛟䛶䜒Ᏻ䛻㉮⾜䛩䜛䛯䜑ᢏ⾡㛤Ⓨ➼

䕿ไᗘཬ䜃ᴗ⎔ቃ䛾᳨ウ
㌴୧ෆ䛻㐠㌿ᡭ䛜䛔䛺䛔⮬ື㉮⾜䛻㛵䛩䜛ไᗘⓗྲྀᢅ䛾㛵ಀ┬ᗇ䛸㐃ᦠ䛧䛯᳨ウ➼

䛆㻞㻜㻝㻢ᖺᗘ䛾㐍ᤖ≧ἣ䛇
䠘䛣䜜䜎䛷䛾≧ἣ䠚
䞉ᐇドᴗ䜢᥎㐍䛩䜛యไ䜢ᵓ⠏
䞉ᐇド䛻ྥ䛡䛶䚸ไᗘ䜔䜲䞁䝣䝷㠃䛾᳨ウ䜔ᐇドሙᡤ䛾㑅ᐃ䜢⾜䛖䛯䜑䚸㛵ಀ┬ᗇ䛸䛾㆟ㄽ䜢㛤ጞ
䞉ᢏ⾡ⓗ䛺᳨ウ≧ἣ䜢㛵ಀ┬ᗇ䛻ඹ᭷
䞉ᐇドሙᡤ䜢㑅ᐃ䛩䜛䛯䜑䛾බເ䜢㛤ጞ䠄㻞㻜㻝㻢ᖺ㻝㻝᭶㻣᪥䠅
䠘ᚋ䛾ணᐃ䠚
䞉ᴗ⪅䝙䞊䝈䜢Ὑ䛔ฟ䛧䚸䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛾᳨ウ䜢᥎㐍
䞉ᐇドሙᡤ䜢㑅ᐃ䠄බເ⥾ษ 㻞㻜㻝㻢ᖺ㻝㻞᭶㻞㻢᪥䚸ᐇドሙᡤ䛾බ⾲ ᖹᡂ㻞㻥ᖺ㻟᭶୰䜢ணᐃ䠅
71
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䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜ᐇド䛾ᐇయไ
⤒῭⏘ᴗ┬䚸ᅜᅵ㏻┬
యྲྀ䜚⧳䜑䚸୍㒊◊✲㛤Ⓨ䚸
ᐇド᥎㐍➼䚸㻼㻸䠖ຍ⸨ 

⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ

ᑠᆺ㟁ື䜹䞊䝖ᛂ⏝䞉㛤Ⓨ䝏䞊䝮䠄䠝䠅
䛆䝇䝬䞊䝖䠡䜹䞊䝖䛇
䝲䝬䝝Ⓨືᶵᰴᘧ♫
ᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤ
ᛂ⩏ሿᏛ㻿㻲㻯◊✲ᡤ
ᑠᆺ䜹䞊䝖

ᑠᆺ䝞䝇ᛂ⏝䝏䞊䝮䠄䠞䠅
䛆䝇䝬䞊䝖䝞䝇䛇
㻿㻮䝗䝷䜲䝤ᰴᘧ♫

㇏⏣㏻ၟᰴᘧ♫
䝲䝬䝝䝰䞊䝍䞊䝟䝽䞊䝥䝻䝎䜽䝒ᰴᘧ♫
㟁ືᑠᆺ䜹䞊䝖䜔㐠⾜⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ
䝅䝇䝔䝮せ௳ᩚ⌮䚸ᴗᛶホ౯䜔ᐇド᥎㐍➼

䝘䞁䝞䞊ྲྀ
ᚓ᭷

㻞㻜㻝㻢ᖺ㻝㻝᭶㻝᪥䠖➃ᮎ㏻䝅䝇䝔䝮
◊✲䝷䝪䜢Ⓨ㊊

ᰴᘧ♫᪥ᮏ⥲ྜ◊✲ᡤ

ᑠᆺ䝞䝇

⮬ື㉮⾜ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯ᑠᆺ䝞䝇䛾☜❧
ᴗᛶホ౯䜔ᐇド᥎㐍➼

බເ䛷㑅ᐃ
⮬య䠄ᕷ⏫ᮧ䠅
ᆅᇦ䛾බඹ㏻㐠⾜ᴗ⪅䠄䝞䝇ᴗ⪅䚸䝍䜽䝅䞊ᴗ⪅➼䠅
ᐇドሙᡤ䛾ᥦ౪䚸ᆅᇦ㛵ಀ⪅䛸䛾ㄪᩚ䚸㌴୧䛾㐠⾜➼
72
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➃ᮎ㏻䝅䝇䝔䝮䛾⏝䛜ᐃ䛥䜜䜛ᆅᇦ≉ᛶ
䠄䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜䠅
䝷䝇䝖䝬䜲䝹⮬ື㉮⾜䛾⏝䛜ᐃ䛥䜜䜛ᆅᇦ䞉⏝㏵
೧

ਂ્भਹ৷

્भਹ৷

রੱඌ
রୠ

⋇ୠ
ং५

রੱඌྦྷعਗ
ྦྷਗعরୠ

⋈ଡ଼ং
५भ৻౹

⋊৾ૅؚ੫ؚ
୰ૣؚකਝ
भଛಶ
⋋প৾شॸؚঐ
ঃشॡಉഢ
पउऐॊ

⋉௴
षभ


䕿➃ᮎ㏻䛾ᑗ᮶䜲䝯䞊䝆㻔䝇䝬䞊䝖㻱䜹䞊䝖㻕

䐠
䐢
䐟
୰ᚰᕷ⾤ᆅ
⾤ᆅ

䐡

䐣

㑹እ
୰ᒣ㛫ᆅᇦ

ᑐ㇟ᆅᇦ䛾䜲䝯䞊䝆



;



ষ೧

عNP্

৺عNP্

Í

ষச২

NPK

NPK

Í

ఃஈଡ଼भ
ใଡ଼

ఃஈଡ଼द
ભਔप৽ଡ଼ଡണ

ষఝ
થয ૮য
થમ ૮મ

ಕ॥ش५

ق؞న؞ଡ଼ડఝك

થয૮য

યदNPK

ق৸૰ଳযசଛৎك

ق೫࿒૰ଳؚ౪ك

૮য

Í

થમ٭૮મ

ৄऊऐ૮મ

Í
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➃ᮎ㏻䝅䝇䝔䝮䛻㛵䛩䜛ᅜෆእ䛾㛤Ⓨືྥ䛸┦㐪Ⅼ
 ⮬ື㐠㌿ᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛯䝷䝇䝖䝬䜲䝹䝰䝡䝸䝔䜱䛿≉䛻Ḣᕞ䛜ඛ⾜䚸ᐇ

ド䜒ከ䛔䛜䚸䝁䝇䝖䛜ၥ㢟䛷ᐇドᚋ䛾ᐇᑟධ䛻䛿㧗䛔䝝䞊䝗䝹䚹
 䠖CityMobile2䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄PJ䠅䠖2012ᖺ9᭶䡚2016ᖺ6᭶
z 15ⓒ䝴䞊䝻䠄ෆ9.5ⓒ䝴䞊䝻䛜EU 䛾㈨㔠FP7䠅䚸䠐䠑䛾䝟䞊䝖䝘䞊
z Ḣᕞ䛾」ᩘ䛾㒔ᕷ䛷䚸Ỵ䜑䜙䜜䛯㊰⥺䜢ప㏿䠄⣙10km/h䠅䛷㉮⾜䛩䜛⮬ື㉮⾜

㌴䛷ᐇド䜢⾜䛔䚸ᐇ⌧ᛶ䚸ඹ㏻ᵝᐃ⩏䚸ἲไᗘ䛸ㄆྍ䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䜢᳨ウ

䚓 䛣䛾䜘䛖䛺PJ䜢ཧ↷䛧᪥ᮏ∧䝷䝇䝖䝬䜲䝹䝰䝡䝸䝔䜱䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛩
 ᴗᛶ䠄ึᮇᢞ㈨䚸䝷䜲䝣䝃䜲䜽䝹䜢ྵ䜑䠅䚸䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䛺䛹䛜㔜せ

э ᐇドᆅᇦ䛻䛒䛳䛯㧗䛔ཷᐜᛶ䚸ᴗᛶ䚸⥅⥆ᛶ䛾䛒䜛䝰䝡䝸䝔䜱䛜┠ᶆ

㧗㢠䛺㌴୧䠖
䝁䝇䝖ῶ䛜ㄢ㢟

 䠠䡁䠪䠝䛂㻾㼛㼎㼛㼠㻌㻿㼔㼡㼠㼠㼘㼑䛃䛸䛾ẚ㍑
 䜲䜸䞁䝰䞊䝹ᖥᙇ᪂㒔ᚰ㞄᥋䛾䛂㇏◁බᅬ䛃䛻䛶2016ᖺ8᭶1᪥䡚11᪥ヨ㦂㐠㌿
z
z

⌧≧䠖⚾᭷ᆅ䜔ᑒ㙐䛥䜜䛯බ㐨䠄≉༊䜢⏝䠅䛻䛚䛡䜛⮬ື㐠㌿䛾䝺䝧䝹䠏䠄⥭ᛴ➼䛾సᴗဨ䛜
㌴䛧䛶㐠⾜䠅䛷䛾ᐇ㦂䝺䝧䝹
㏻ಙ䛻䜘䜛ືసไᚚ䜔⟶ไᶵ⬟䛿↓䛔

䚓 බ㐨䛷䛾ᴗ㐠⾜䜢┠ᣦ䛧䛯⟶ไ䝅䝇䝔䝮䠄㐲㝸┘ど䜔ไᚚ䠅
䜔㐃⤖ไᚚ䛾ᑟධ䚸㐨㊰䜲䞁䝣䝷䠄ㄏᑟ⥺➼䠅䛾⏝䛻䜘䜛
䝁䝇䝖ῶ䜔ಙ㢗ᛶ䛾ྥୖ䚸䝺䝧䝹䠐䜢┠ᣦ䛩Ⅼ䛜䛝䛟␗䛺䜛䚹

䝧䞁䝏䝱䞊䛾㧗㢠㌴୧䜢⏝

䝇䝬䞊䝖䝰䝡䝸䝔䜱䝅䝇䝔䝮◊✲㛤Ⓨ䞉ᐇドᴗ㻙ㄝ᫂㈨ᩱ 㻞㻜㻝㻢㻛㻤
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ᵕᵒ

㛤Ⓨ䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛸ᶆ‽➼䛾䝻䞊䝗䝬䝑䝥
2016࠰ࡇ

2017࠰ࡇ

䝔䝇䝖㌴䞉ᐇド㌴䞉⟶ไ䝅䝇
䝔䝮➼䛾㛤Ⓨ

Უݱᩓѣ
ǫȸȈࣖဇȷ ᐇドᆅ䛾බ
ເ䚸ㄪᰝ䚸㑅ᐃ
ႆȁȸȠ

ཷᐜᛶ➼
䛾᳨ウ

2018࠰ࡇ

ணഛ᳨
ド䛸ᨵ
ၿ䚸⎔
ቃᩚഛ

ᐇドᐇ㦂

ᲣݱȐǹ
ࣖဇȁȸȠ

⌧ᆅ
ヨ㦂

せ⣲ᢏ⾡㛤Ⓨ䠄㻭㻵㻘ᆅᅗ㻘㻌㞀ᐖᑐᛂ䠅
ᐇドᆅ䛾බເ䚸
ㄪᰝ䚸㑅ᐃ

㐲㝸┘ど䞉ไᚚ
ᢏ⾡㛤Ⓨ

2020࠰ˌᨀ

㐠⾜ᴗ⪅䛾☜ಖ䛸
䝡䝆䝛䝇ᒎ㛤
㐃⤖ᆺ⛣ືᨭ
䝃䞊䝡䝇䛾ᐇ⏝

ᢏ⾡᳨ド䞉ホ౯ヨ㦂䛾᳨ウ
ᐇ㦂㌴䞉⮬ື㐠㌿䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ

2019࠰-20࠰

䜲䞁
䝣䝷
ᩚഛ

ᐇド
ᐇ㦂

↓ே㐠⏝䛾
䝃䞊䝡䝇ᛶ䛾
ᐇド

⮬ື㐠㌿䝁
䝭䝳䝙䝔䜱䝞
䝇䝃䞊䝡䝇䛾
ᐇ⏝

ᢏ⾡ᣦ
㔪䞉ᇶ
᧙ᡲƢǔСࡇŴ
ᅜෆእ䛾ἲไᗘㄪᰝ
‽➼䛾 ➃ᮎ㏻䝅䝇䝔䝮
ᙹŴแ҄
ᛶ⬟䞉Ᏻᛶᣦ㔪䚸ᢏ⾡ᇶ‽༠㆟ ⟇ᐃ
䛾ㄆྍ
ሁƷ౨᚛
≉༊➼䛾ㄪᰝ
㐠⏝➼䛾
䝸䝇䜽䜰䝉䝇䝯䞁䝖
Ტʙಅٳǋԃ
䜺䜲䝗䝷䜲䞁
ǉᲣ
㛵㐃ᶆ‽䛾ㄪᰝ
ᇶ‽つ᱁䚸ᶆ‽㡯┠䛾᳨ウ ᶆ‽➼䛾‽ഛ䛸ᥦάື
㻱㼁➼䛾ඛ⾜ㄪᰝ

䝅䝇䝔䝮せ௳䚸ᶆ‽ᵝ䚸Ᏻ
ᇶ‽➼䛾ᥦ䛸༠㆟
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4. 「橋渡し」前期研究
「価値の創出と向上に資するコンテンツ技術」
情報・人間工学領域
情報技術研究部門

76
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「文化の成長産業化」へ向けて
• Society 5.0 時代のコンテンツ技術の重要性
‒ 日本再興戦略２０１６（２０１６年６月閣議決定）
• 『コンテンツを軸とした、新たな技術・手法を用いた
文化発信・市場拡大戦略』

‒ 技術戦略マップ２０１５（経済産業省）
• 『コンテンツ産業の発展には、個人がクリエイティビティを発揮し、
他とコラボレーションするなかで、その価値が認められ、
経済化されていくことが欠かせない。』
• 機械に任せる自動化技術、自分の思ったようにできる自在化技術

‒ 第５期科学技術基本計画（２０１６年１月閣議決定）
• 『サイバー空間の積極的な利活用を中心とした取組を通して、
新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主体たる人々に
豊かさをもたらす「超スマート社会」を未来社会の姿として共有』
77

次世代のクリエイティブ産業創出を目指す
• 従来のコンテンツ産業
‒ 生産者が創作したコンテンツを
消費者が受動的に鑑賞する枠組みが中心
‒ コピー可能な受動的体験の
産業上の価値は失われつつある
生産者
専門家が創作

消費者
コンテンツ

受動的に鑑賞

78
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次世代のクリエイティブ産業創出を目指す
• 次世代のクリエイティブ産業
‒ コンテンツの能動的な創作・鑑賞体験を
可能にすることで新たな価値を生み出す
‒ コピー不可能な能動的な体験は高い価値を持つ
• 本人しか味わえないパーソナルな体験

プロ
創作・鑑賞を
誰もが能動的に
楽しめる

一般の人々
コンテンツ

創作・鑑賞を
誰もが能動的に
楽しめる
79

次世代のクリエイティブ産業創出を目指す
• 「価値の創出と向上に資するコンテンツ技術」
‒ コピーが不可能な能動的体験に基づく
新たな産業上の価値を生み出すことを狙う
• 「コンテンツの蓄積と自動解析」で新たな価値を生む
• 単なる自動生成とは違う「能動的体験を生む支援」

‒ 「橋渡し」前期研究としての位置づけ
• 将来のコンテンツ産業・クリエイティブ産業を切り拓く
• 企業から資金提供型共同研究を獲得し
基礎研究と応用研究（社会実装）をバランス良く推進
• 大型公的外部資金 (CREST+ACCEL) を獲得・活用して研究実施
80
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今年度：JST CRESTに基づいてACCELが採択
• 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 CREST
‒ 研究領域「共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築」
‒ 平成23年度 採択研究課題
「コンテンツ共生社会のための
類似度を可知化する情報環境の実現」
‒ OngaCRESTプロジェクト 2011/10〜2017/03

• 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 ACCEL
‒ 平成28年度 採択研究課題
「次世代メディアコンテンツ生態系技術
の基盤構築と応用展開」
‒ OngaACCELプロジェクト 2016/08〜2021/03
語源: 音画ACCEL (おんが あくせる) プロジェクト
81

今年度：ACCEL採択後にプロジェクトユニット設置
• メディアコンテンツ生態系プロジェクトユニット
‒ Media Content Ecosystem Project Unit
‒ 2016/10/1〜2021/3/31
‒ 代表者：後藤 真孝
‒ 構成員１４名：
後藤 真孝、濱崎 雅弘、中野 倫靖、深山 覚、加藤 淳、
佃 洸摂、尾形 正泰、Jordan Smith、Tian Cheng、
中村 裕美、川崎 裕太、石田 啓介、井上 隆広、田中 一大
‒ 2016年8月より開始したメディアコンテンツ技術に関する
大型公的プロジェクト (JST ACCEL / 研究期間 4年8カ月) を、
領域や研究部門を問わずに集中的に実施するために設置
82
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今年度：JST CRESTに基づいてACCELが採択
• 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 CREST
‒ 研究領域「共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築」
‒ 平成23年度 採択研究課題
「コンテンツ共生社会のための
類似度を可知化する情報環境の実現」
‒ OngaCRESTプロジェクト 2011/10〜2017/03

• 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 ACCEL
‒ 平成28年度 採択研究課題
「次世代メディアコンテンツ生態系技術
の基盤構築と応用展開」
‒ OngaACCELプロジェクト 2016/08〜2021/03
語源: 音画ACCEL (おんが あくせる) プロジェクト
83

OngaCRESTプロジェクトの主要な研究成果

‒ 音楽コンテンツを対象に独自の基礎技術を開発しつつ、
エンドユーザ向け応用サービスも開発して一般公開
鑑賞支援技術

TextAlive Songmash公開
プレス発表 Songroid公開
事後
評価

Songrium
プレス発表
中間
評価

Songle
プレス発表

創作支援技術

2012

2013

2014

2015
- 64 -

2016

2017
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コピー不可能な能動的体験の創出
プロ

一般の人々

創作・鑑賞を
誰もが能動的に
楽しめる

コンテンツ

創作・鑑賞を
誰もが能動的に
楽しめる

膨大なコンテンツがある状況下で
いかに鑑賞を支援するか？

人々が気軽に楽しめる形で
いかに創作を支援するか？

鑑賞支援技術

創作支援技術

Songle
プレス発表

2012

Songrium
プレス発表

2013

TextAlive Songmash公開
プレス発表 Songroid公開

2014

2015

2016

2017
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情処学論, IEEE ICSP 2014 Keynote, CrowdMM 2012 Keynote, IEEE ISM 2015, インタラクション2012ベストペーパー賞等

Songle（ソングル）
• 能動的音楽鑑賞サービス (http://songle.jp)
‒ 代表的な音楽的要素（サビ、ビート、メロディ、コード）を自動解析
‒ 105万曲以上を自動解析済み
‒ 解析誤りを訂正して保存・共有可能なインタフェースを提供
‒ デジタルコンテンツが持つ潜在的な可能性を引き出すことに成功

86
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情処学論, IEEE ICSP 2014 Keynote, CrowdMM 2012 Keynote, IEEE ISM 2015, インタラクション2012ベストペーパー賞等

Songle Widget（ソングル ウィジェット）
• 音楽連動制御のためのブラウザベース開発フレームワーク
(http://widget.songle.jp)
‒ Web API (JavaScript API) を公開中
‒ 音楽理解技術を持っていない人々でも
音楽に連動した世界を実現可能にする
ことに成功
‒ 利用例
• 人型ロボットがダンス「 V-Sido × Songle 」
[アスラテック株式会社と共同開発]

• 音楽に連動した照明機器の制御
• 音楽に連動した三次元ＣＧ
87

産業界との連携事例：Lyric Speaker
• 産総研の音楽理解技術によって音楽と同期して
歌詞が表示される次世代型スピーカー製品
「Lyric Speaker」[博報堂 子会社のSIX社と共同開発]
価格：324,000円（税込）
三越伊勢丹が国内先行販売
2016/11/14 に出荷開始

88
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国際会議SMC 2015, WWW 2014, ACM OpenSym 2013, 査読付き国内会議WISS 2012, 招待出展5件

Songrium（ソングリウム）
• 音楽視聴支援サービス (http://songrium.jp)
‒ Webマイニング技術と音楽理解技術で多様な関係性を俯瞰
‒ オリジナル楽曲 14万曲 から派生作品 61万動画 が
誕生していたことをSongriumが解明
‒ 派生関係 (円の数と色) から楽曲の
コンテンツ生成力がわかる

VOCALOID
オリジナル楽曲

踊ってみた 歌ってみた 弾いてみた

派生作品
踊った派生
動画が多い

歌った派生
動画が多い

演奏した派生
動画が多い

我々が「Webネイティブ音楽」と命名

‒ 膨大なコンテンツを俯瞰的に鑑賞可能にすることに成功

89

Songrium：今年度公開した新機能
• Songrium コメント分析
‒ コメントを利用して
直感的に音楽動画を検索

• Songrium 生成力ランキング
‒ コンテンツを生み出す力のランキング
‒ 派生作品が多く作られる楽曲を発見

90
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Songrium：今年度公開した新機能
• Songrium サマリー
‒ YouTube上の派生動画を俯瞰できる
‒ 毎日いくつの派生作品が投稿されていたのか？

PPAP

恋ダンス

91

Songrium：今年度公開した新機能
• Songrium サマリー
‒ YouTube上の派生動画を俯瞰できる
俯瞰できる
投稿されていたのか？
‒ 毎日いくつの派生作品が投稿されていたのか？

PPAP

恋ダンス
- 68 -
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ACM CHI 2015 Honorable Mention Award, SIGMUSベストプレゼンテーション賞, WISS 2014 ベストペーパー賞等

TextAlive（テキストアライブ）
• 歌詞アニメーション制作サービス (http://textalive.jp)
‒ 音楽に合わせ歌詞が動く動画を容易に制作・共有できる
‒ 音楽理解技術で歌詞発声タイミングを自動解析
‒ プログラミング環境技術で動画を瞬時に合成
• スタイル選択やテンプレート編集で自分好みに編集・共有可能

‒ 過去のコンテンツが新たなコンテンツを育む
「コンテンツ循環」の仕組みを実現することに成功

93

産業界との連携事例：コンサート
• アイドルグループ「BELLRING少女ハート」の
ライブステージでTextAlive の歌詞映像が登場
‒ 2016/10/16 に Zepp Sapporo で開催

94
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英文論文誌Intʻl. J. of Semantic Computing、国際会議IEEE ISM 2015、ISMIR 2016

基礎研究も推進：類似度・ありがち度推定
• 確率的生成モデルに基づく推定
‒ 音楽要素がどういう風に出現しやすいかという生成確率を計算
• 「ボーカル声質」「楽曲中の音色」「リズム」「歌詞」 LDAで算出
• 「和音進行」 可変長Pitman-Yor 言語モデル (VPYLM)で算出

‒ 情報理論おけるタイプ(ユニグラム、多項分布)を共有する
系列集合の確率を求める重要性を明らかにし、認知心理学に
おける典型性(typicality)に基づくありがち度の評価に成功
楽曲集合の
生成モデル

楽曲の「ありがち度」
= 楽曲集合の生成モデルから
各楽曲の音楽要素が生成される確率

楽曲

楽曲

楽曲

生成モデル

生成モデル

生成モデル

楽曲間の「類似度」
= ある楽曲の生成モデルから
他の楽曲の音楽要素が生成される確率95

今年度の社会実装成果
• 2016/07 V-Sido × Songle × JOYSOUND（Pepper World 2016）
‒ 音楽連動ロボット制御システム「V-Sido×Songle」をアスラテック社が活用
‒ 介護施設向け総合ソリューションの試作機能としてPepper のダンスを展示

• 2016/10 アイドルライブ × TextAlive （Zepp Sapporo）
‒ アイドルグループ「BELLRING少女ハート」のライブステージに
TextAliveによる歌詞アニメーション映像が登場

• 2016/10 国際コンベンション No Maps 2016 Trade Show 招待出展
‒ Songle + Songrium + TextAlive + Songmash を展示

96
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今年度の社会実装成果
• 2016/10 コンテンツ投稿サイト「ピアプロ」× TextAlive
‒ ピアプロと連携してTextAliveの背景画像指定と動画ダウンロードを実現

• 2016/11 次世代型スピーカー製品「Lyric Speaker」発売
‒ 産総研の音楽理解技術によって音楽と同期して歌詞が表示される
次世代型スピーカー製品を SIX社 (博報堂 子会社) と共同開発
‒ 324,000円 (税込) で三越伊勢丹が国内先行販売をし、2016/11/14に出荷開始

• 2016/12 超歴史プレーヤ「ニコニコ動画10周年記念版」
‒ 「ニコニコ動画」の動画投稿の１０年間の歴史を振り返る機能を
2016年の年末企画として公開

97

今年度：JST CRESTに基づいてACCELが採択
• 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 CREST
‒ 研究領域「共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築」
‒ 平成23年度 採択研究課題
「コンテンツ共生社会のための
類似度を可知化する情報環境の実現」
‒ OngaCRESTプロジェクト 2011/10〜2017/03

• 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 ACCEL
‒ 平成28年度 採択研究課題
「次世代メディアコンテンツ生態系技術
の基盤構築と応用展開」
‒ OngaACCELプロジェクト 2016/08〜2021/03
語源: 音画ACCEL (おんが あくせる) プロジェクト
98
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JST ACCELプログラムの概要
• 科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 ACCEL
‒ 平成25年度に開始された新制度（ERATO規模、産業応用重視）
• 戦略的創造研究推進事業で創出された世界をリードする顕著な研究
成果のうち有望なものの、すぐには企業などではリスクの判断が
困難な成果を抽出し、プログラムマネージャー(PM)のイノベーション
指向の研究開発マネジメントにより、技術的成立性の証明・提示
(Proof of Concept: POC)および適切な権利化を推進することで、企業や
ベンチャー、他事業などに研究開発の流れをつなげることを目指す

‒ 25年5件、26年5件、27年3件、28年3件（高倍率とのことだが倍率非公表）
‒ 情報系は過去に3件のみしか採択されていない
• H26: 舘 暲「触原色に立脚した身体性メディア技術の基盤構築と応用展開」
• H28: 石川 正俊「高速画像処理を用いた知能システムの応用展開」
• H28: 後藤 真孝「次世代メディアコンテンツ生態系技術の基盤構築と応用展開」
99

OngaACCELプロジェクト
• 「次世代メディアコンテンツ生態系技術
の基盤構築と応用展開」
‒ CRESTプロジェクトの成果を最大限に生かして
2016年8月から開始
‒ 研究代表者: 後藤 真孝（産業技術総合研究所）
‒ プログラムマネージャー: 伊藤 博之（科学技術振興機構）
‒ 研究分担者: 森島 繁生（早稲田大学）
中村 聡史（明治大学）
吉井 和佳（京都大学）
佐々木 渉（クリプトン・フューチャー・メディア(株)）
100
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OngaACCELプロジェクト
• コピー不可能な能動的体験による
価値創出の実現を狙う

101

OngaACCELプロジェクト
• コピー不可能な能動的体験による
産業界をはじめとする様々な方々と連携して
技術の力で未来を切り拓くことを目指す
価値創出の実現を狙う

大規模なメディアコンテンツの蓄積に基づいて
新たな価値を生む技術
新たなコンテンツを生み出し育む生態系
を実現するための技術
102
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ACCELでは学術成果を産業界での価値に変えていく

103

平成28年度の実績
• 学術的・社会的インパクト（論文・社会実装・実証実験）の両立に成功
• IF付き・Google Scholar Top 20 の論文 9 本採択
‒ 論文誌（査読あり）
‒ 国際会議（査読あり）

5件
10 件

• IF付きが 2 件 (IEEE 1件：IFが1.115 と 0.213) ／ Google Scholar Top 20 が 7 件

• Web上のサービス 2 つを公開して実証実験開始
‒ 既に公開中のサービスの機能向上・対外的な連携も推進

• 複数の企業から資金提供型共同研究を獲得
‒ 製品発売開始

1件

• 大型公的外部資金を獲得
‒ JST ACCEL (2016/08〜2021/03)、プロジェクトユニット設置

• 招待講演 9 件 (国際会議 3 件、国内会議 6 件)
• 特許 2 件出願、5 件成立 (国内：出願 1 件・登録 1 件、国外：出願 1 件、登録 4 件)
104
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২ਔઓৠૼ

ਯAI३५ॸ
৹ତૼ

উছথॺ
ઈૡ੍ର
फ़ॖॲথ५

টॵॺ
ੈ৹
েਓੵৃ

৬

ਓૢ৷
ଢ଼৫

ୠभዖॎः
॑ৈीॊ
३ॼজड़ৄ
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ളਯभਏ؞৯ऋ൪िग़জ॔ଵ৶पउःथؚnपऍॎः|धnਹ
ਙ|॑য়खؚඌ॑ଵ৶घॊੁ॑যੵੴચऋয়੧
,R7दઽૐखञੲਾ॑සखथؚણਙ২ൊृॺঝॿॵॡ॑३গঞش३ঙথ
শपॎञॉୠણਙ॑؞घॊੁ॑੧ؚඌभર৲प൴
ग़জ॔ৱ౺
๘ؚਚऩन
ग़জ॔ৱ౺
๘ؚਚऩन
ग़জ॔ৱ౺

๘ؚਚऩन

ਁુઐৢੲਾ
ਁુઐৢੲਾ
ઐৢઈষੑ
ઐৢઈষੑ
ੲਾ
ੲਾ
१ॖॿش४
ੲਾ
१ॖॿش४
१ॖॿش४

য३গঞॱشपे
ॊฉষীෲ

ਃ༊৾ಆपेॊ
ঔॹজথॢ؞ఊਫ
ളਯभ१থউঝੁभ
३গঞش३ঙথટ

ঔॹঝ؞ঃছওૅॱشਫ

ਃ༊৾ಆपेॊ
ൊ؞ਏীෲ

,R7ੲਾ
ઽૐ3)

ളහऩঢ়બਙ॑
ৄइॊ৲खؚ৸৬॑ਈి৲

যभৰॹॱش

ฉਙؚ૨ؚਹਙ॑घॊু॑য়੧
૨ ਹਙ



3- ڮൌহ३গঞش३ঙথ॑৷ःञ೫ྰਝੑ੍ର
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َഊق०ش५ॺُ॑كযੵੴચऋ૨पർดखৄ
ਃ༊৾ಆૼ॑৷ःथؚ३গঞش३ঙথટऊैઃभ३গঞش३ঙথ੯॑ৠ؛
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ܒਝੑৎ॑ಢೠ؞ৈःਦਙ॑؞శ࿃ಫਝੑभਝੑ੍॑ର
⋈౺ਈి৲
ഊभਉधऩॊ౺॑
૨पർด؞ৄ
⋇ঔॹঝලറ৲
ॹ
ੰෲ॑ઍಔपघॊञीप'&$'ঔॹ
ঝ॑৾ঔॹঝपලറ৲

ଡୗ৾؞ਝੑ
ଡୗ

৾ਝੑ

ਃ༊৾ಆपेॊ
૨ർด
ด

ੰෲ

३গঞش३ঙথ੯
ق౺ਜ਼઼্ؚك

ટ
قীഘؚਘ২ك

৾
३গঞش३ঙথ

⋉টং५ॺਝੑ
ഊ॑েऔचऩःਝੑभ੍ର
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ਟؚৌ૪্ଉંಉ॑ষःؚযभਔઓৠ੍॑ର
ܒউছথॺؚॖথইছभ౮ଞীෲؚड़ঌঞش३ঙথ੍ରऩनपણ৷
ੑஓमؚਯ॑ੑॉؚਟ॑౪दऌॊऋؚजभਔ॑ੴैऩः؛
ઈૡ৩मؚ೫ਟभ৯ఏਝमघॊऋ૾ؚயཔृऊः౪मౙু؛
ܒযधھڶभযਕ࿄ऋਏ؟যऋੑੰ؞ؚਃ༊ऋ؞৹ත
ੑोथःॊभपؚ୦ु
ॎऩःਃ༊؛
ਟ॑ഭाघॊ३
গঞش३ঙথਃચऋ
ਏ

වྶभৈऔਜ਼઼

වྶभदആ২
ಊ؛टऋؚ३५
ॸम୦ुઔखऩ
ः؛
ऒभৈऔभആ২यऊ
ॉؚ॑ઈૡ৩म௴
؛टऋँؚऽॉ
৲खऩऊढञ؛ঐ
ॽগ॔ঝৢॉभষ
टऋ؛

ആ২

৹තऋౙুदؚ৸थ॑
ৄજोऩःয؛
ੑधੰषभ௧ऋ
ਏ



৬ध५ॣ४গشঝ
উট४ख़ॡॺঐॿش४ক(NEC)

㐃ᦠ◊✲ᐊ
ᐊ㛗

ਓଢ଼؞৩

NEC

๎ஏઇ౸(ਓଢ଼/ଚপ)

ๅળ(ਓଢ଼/ূপ)
িે(ਓଢ଼)
ెც(ਓଢ଼/NEC)

ᐊ㛗

উট४ख़ॡॺ1

উট४ख़ॡॺ3

উট४ख़ॡॺ2
๎ஏඤ(PJজ)شॲش

ๅળ(PJজ)شॲش

িે

ઢඕዥ

রিᆑ

ଅিਫ

ৣఙ

ਧળง

ਉ፴

ెც

ཟஂ

นিଝ੬

ળิื

পਧ

৵Ⴆ

ଯ

ম௯য

ির௵

⑤൦ ಇ

প

༲ਉඤધ

৩

2016/4
উট४ख़ॡॺ1
উট४ख़ॡॺ2
উট४ख़ॡॺ3

৬ତ؞
PD൳ૐ

2017/9
੦ຊਉ৶
ଢ଼
৬
ତ

PM

ਆিิื

াع

2016/8

PJজشॲش

2018/4
ૢ৷ଢ଼
৫

੦ຊਉ৶
ଢ଼
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ૢ৷ଢ଼
৫

2019/3

2020/3

5-2. 䛂ᶫΏ䛧䛃ᚋᮇ◊✲
䛂IoT䛾䛯䜑䛾䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᢏ⾡䛃
ሗ䞉ே㛫ᕤᏛ㡿ᇦ
ሗᢏ⾡◊✲㒊㛛

113

IoTǻǭȥȪȆǣƷྵཞ
z ܱᨥƷǛݣᝋƱƠƨȏȃǭȳǰʙ̊
– Jeep Cherokee 140ɢӨȪǳȸȫᲢ2015Უ

ϋƷᐯѣಅမưƸ
ǻǭȥȪȆǣ˳СƷૢǘ
Ƴƍ˖ಅƸӖදưƖƳƍ
ƱƍƏཞඞ

z ئǍǤȳȕȩƴݣƢǔૌએ
– ȉǤȄᙌᤧᲢ2014ᲣǍǦǯȩǤȊᡛᩓዡᲢ2015Უ

z ሥྸƞǕƯƍƳƍIoTೞ֥Ǜ៊ǈӨƴƠƨૌએ
– MiraiȜȃȈƴǑǔӪɥஇᙹٻƷDDoSૌએᲢ2016Უ

z ऀǕƯƍƨʙ७ƕྵܱƷǋƷƴ

বয়ଢ଼৫১যਓૼ়ଢ଼ਚ
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˰Ӑᩓ-ငዮᄂǵǤȐȸǻǭȥȪȆǣᡲઃᄂᆮܴ
z 2016࠰6உ1ଐ᧙ᙱǻȳǿȸƴႆឱ
– ˖ಅӸǛϛƠƨᄂᆮܴƱٻƷ੩̓ᲢϛȩȜСࡇᲣ

z ˖ಅƴƓƚǔǻǭȥȪȆǣࣖݣኵጢƷᇌƪɥƛૅੲ
z ܱᨥƷᙌԼǍᙌᡯྵئǛݣᝋƱƠƨσӷᄂᆮ
z ǻǭȥȪȆǣ᧙ᡲƷ২ᘐᆆ᠃ƱʴᏋ
z ࠝѮᎰՃ5ӸŴཎܭᨼɶᄂᆮᧉݦՃ4Ӹ
– ȗȭǸǧǯȈᄂᆮՃᲢ1ӸʖܭᲣŴȝǹȉǯᲢ1ӸʖܭᲣ

z ܖٻᡲઃ
– ್ාᇌٻŴᅕৎٻŴӸӞٻދŴٻ᧵ٻŴӸӞދಅٻŴ
ډᑣέᇢٻŴ҅ᨕέᇢٻ
115
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ᡲઃᄂᆮȆȸȞᲴǵǤȐȸૌએǁƷ᎑ࣱǛਤƭ
IoTᙌԼƷႆ২ᘐ
̛λ᬴ܱ
ᏣیЎௌ

ǳǹȈЎௌ
ݣሊሊܭ

᳃ᳩᙌԼǍᚨͳƴݣƢǔǵǤȐȸૌએ
 ۔ʩᡫǷǹȆȠƷʈƬӕǓƱᢒᨠદ˺
 ۔ᙌᡯᚨͳǁƷܹڳ
 ۔ᅈ˟ǤȳȕȩǁƷૌએ

ܱᘺ
ܱᚰ᬴ܱ

ǵǤȐȸૌએƷᘮܹǛ᧸ƙƨǊƷ২ᘐႆ
 ۔ૌએǷȊȪǪƷӷܭƱݣሊ২ᘐƷܱᘺ
ܱ ۔ᨥƷᙌԼȷᚨͳǛݣᝋƱƠƨܱᚰ

116
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φ˳ႎƳᄂᆮѣ
z ܱᨥƷᙌԼǍᚨǛဇƍƨܱᚰ
1. ǳȍǯȆȃȉǫȸƷǵǤȐȸǻǭȥȪȆǣ
2. ǹȞȸȈȕǡǯȈȪȸƷǵǤȐȸǻǭȥȪȆǣ
3. ᔛႆᩓǷǹȆȠƷǵǤȐȸǻǭȥȪȆǣ

z ২ᘐѣӼǍแ҄ǛᙸੁƑƨᙲእ২ᘐƷᄂᆮ
– ᠍Ӽƚଢ଼ӭ২ᘐᲢ᠉ଢ଼ӭŴ᭗ೞᏡଢ଼ӭᲣ
– ǷǹȆȠᚐௌ২ᘐᲢǽȕȈǦǧǢᚐௌŴᏤࢊࣱ౨ჷᲣ
– ᏣیЎௌ২ᘐᲢȄȸȫƷႆƱඥƷแ҄Უ

z ǻȟȊȸǍᛢ᫆፼ǛᡫƠƨ২ᘐƱჷᜤƷᆆ᠃

117
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ᄂᆮܴưƷܱᚰؾನሰ

ǹȞȸȈȕǡǯȈȪȸ

ǳȍǯȆȃȉǫȸ

ܱǹǱȫȈȳƱ
ɲǷȟȥȬȸǿȸ
Ǜဇƍƨ᠍ȍȃȈȯȸǯ౨ᚰ

ȑǤȭȃȈСࣂǷǹȆȠ
ǛဇƍƨǻǭȥȪȆǣ᬴ܱ

118
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5-3. žบƠſᄂᆮࢸ
ͤࡍឪ׆ʩᡫʙઞ๒ƷƨǊƷҔᡲઃᄂᆮႆ
ǳȳǽȸǷǢȠ (AMECC)
ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏
ᐯѣȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸᄂᆮǻȳǿȸ

119
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ͤࡍឪ׆ʩᡫʙઞ๒ƷƨǊƷҔᡲઃᄂᆮႆ
ǳȳǽȸǷǢȠ (AMECC)

ᅈ˟ႎᏑ

Ὧᡈ࠰Ŵᢃ᠃ɶƷ၌धႆၐƳƲƴǑǔ˳ᛦ࣯٭ƕ
Ҿ׆ưဃơǔžͤࡍឪ׆ʩᡫʙſƕفьŵ
Ὧ᭗ᱫᅈ˟ƷᡶᘍƴˤƍŴͤࡍឪ׆ʩᡫʙƷƞ
ǒƳǔفьƕʖेƞǕƯƍǔŵ
ὯםʩᡫႾƕᡶǊǔέᡶܤμᐯѣਖ਼ᡶᚘဒ
Ტ᳐ᲣƴƓƍƯǋŴȉȩǤȐȸီࠝݣ
ࣖǷǹȆȠƷ࣏ᙲࣱƕႮǓᡂǇǕƨŵ

AMECCƷಒᙲ
ὯȉȩǤȐȸ˳ᛦ࣯٭౨ჷ২ᘐႆƴ࣏ᙲƳ၌धႆၐȷႆ˺ƴ᧙ǘǔȇȸǿƕƳƘŴƜǕǛӕࢽ
ƢǔƜƱƕ࣯Ѧŵ
ὯငዮᄂŴሇඬޓ᧽ٻ၏ᨈŴிܖٻᢿŴᐯѣȡȸǫȸȷǵȗȩǤȤȸ˖ಅᲢ㻝㻜ᅈᲣƕǳȳǽȸǷ
ǢȠǛᚨᇌŵ
ὯݣᝋधᎍᲢᏯҡɶŴ࣎၌धŴƯǜƔǜᲣƷႆ˺ȷႆၐǇƨƸƦǕƴแơǔཞ७ưƷဃ˳ȷဃྸ
ȇȸǿŴᢃ᠃દ˺ȇȸǿŴ᫊ဒȇȸǿሁƷȇȸǿǛӓᨼƠƯȇȸǿșȸǹǛನሰƢǔŵ
120
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ͤࡍឪ׆ʩᡫʙઞ๒ƷƨǊƷҔᡲઃᄂᆮႆ
ǳȳǽȸǷǢȠ (AMECC)
AMECCƷφ˳ႎƳӕǓኵǈ
ݣᝋƱƢǔ၌ध

ƯǜƔǜŴᏯҡɶ

࣎၌ध

ᚘยႸ

• ሇඬޓ᧽ܖٻ၏ᨈƴȉȩǤȓȳǰǷȟȥ
ȬȸǿᲢ㻰㻿ᲣǛᚨፗ
• Ჾᢃ᠃Ʒၐཞႆၐ(แơǔཞ७)Ʒ
ɲਫѣŴ᫊ȷۋѬဒŴဃ˳ऴإሁᚘย

• ሇඬޓ᧽ܖٻ၏ᨈǫȆȸȆȫܴƴƯ
౨௹ȷၲưᘍƏɧૢᏦᛔႆƴŴ
ဃ˳ऴإŴ᫊ဒȇȸǿǛᚘย

⮴Ṛᛶᩚ⬦

㟁ᅗ

⮴Ṛᛶᩚ⬦Ⓨ⏕䛾ᚰ㟁ᅗ

⏕యሗ

Ŭ᬴ܱƸҔၲᘍໝƴʼλƷƍᚇܱݑ᬴ƱƠŴሇඬܖٻƓǑƼငዮᄂƷ͒ྸۀՃ˟ƴƯݙᜭƷɥܱᘍ
121
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ͤࡍឪ׆ʩᡫʙઞ๒ƷƨǊƷҔᡲઃᄂᆮႆ
ǳȳǽȸǷǢȠ (AMECC)
AMECCƷܱ˳С
ȇȸǿӓᨼ

ȇȸǿૢྸȷᚐௌ

ƯǜƔǜȷ
Ꮿҡɶ

ሇඬޓ᧽ܖٻ၏ᨈᏯᅕኺٳᅹ

AHFRCဃྸೞᏡᄂᆮȁȸȠᲦ˂

࣎၌ध

ሇඬޓ᧽ܖٻ၏ᨈࣅ֥ϋᅹ

ிʮܖٻܖٻᨈ㖗柿⟆≜ㇷ䦸⭍䟻
䩝䦸 ạ敺䒗⡪⭍⯩㔢

ͤࠝᎍ

AHFRCဃྸೞᏡᄂᆮȁȸȠᲦ˂

Ӌь˖ಅ(10ᅈ)ƔǒƷᢔᄂᆮՃ

Ӌь˖ಅƔǒƷ੩̓᫇ 15ႊɢό/ᅈg10ᅈ = 150ႊɢό (Əƪ 2016࠰ࡇЎ 90 ႊɢό)

ǹǱǸȥȸȫ

2017/4

2017/10

ȇȸǿӓᨼแͳ

2018/4

ȇȸǿӓᨼȷᚐௌ
᧓ኳʕࢸƷᚘဒ(ዒዓሁ)Ʒᜭᛯ

͒ྸۀՃ˟

Ţɶ᧓إԓ

Ţஇኳإԓ

*ᢃփ˟ᜭ (ҾЩƱƠƯ1ׅ/உ)Ღௐσஊ˟ᜭ(2017/9, 2018/3)

122
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5-4. žบƠſᄂᆮࢸ
SIPᐯѣឥᘍǷǹȆȠƷܱྵƴӼƚƨHMIሁƷ
ȒȥȸȞȳȕǡǯǿƴ᧙Ƣǔᛦ௹౨᚛
Ტϋ᧚ࡅۀᚠʙಅᲣ
ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏
ᐯѣȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸᄂᆮǻȳǿȸ

123
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ႸႎƱϋܾ
5+2ᐯѣឥᘍ */+ǿǹǯȕǩȸǹᲢ࠰ࡇᲣƴƓƍƯਁЈƞǕƨŴ˖ಅ᧓ңᛦ᪸؏ƱƠ
ƯΟέࡇƷ᭗ƍഏƷᲭƭƷᛢ᫆ƴӕǓኵǉƜƱŵ

ᛢ᫆#ᲴᐯѣឥᘍǷǹȆȠƷೞᏡȷཞ७ȷѣ˺Ʒྸᚐƴ᧙ǘǔᛢ᫆
ǷǹȆȠೞᏡ .GXGN ƴݣƢǔȉȩǤȐȸƷჷᜤऴإƱŴᐯѣឥᘍɶƷǷǹȆȠཞ७ƴ᧙Ƣǔѣႎ
ऴإƕŴᐯѣឥᘍƔǒѣឥᘍǁƷЏǓஆƑƴӏǅƢࢨ᪪ǛଢǒƔƴƠŴЏǓஆƑǛό๖ƴᘍƏƨǊƷ
ऴإǍ*/+ƷؕஜᙲˑǛଢᄩƴƢǔŵ*࠰ࡇƸჷᜤऴإƴȕǩȸǫǹƢǔŵ

ᛢ᫆$ᲴȉȩǤȐȸƷཞ७ƱᐯѣឥᘍǷǹȆȠƷѣ˺ƴ᧙ǘǔᛢ᫆
ᐯѣឥᘍ .GXGN ƔǒѣឥᘍǁƷЏǓஆƑƴࢨ᪪ǛӏǅƢȉȩǤȐȸཞ७Ტ4GCFKPGUUᲣǛਦ
҄ƠŴƜǕǛᡲዓႎƴᚘยӧᏡƳ᠍ȉȩǤȐȸȢȋǿȪȳǰǷǹȆȠƱƠƯᚾ˺ƢǔᲢ*࠰ࡇᲣŵ
ഏ࠰ࡇˌᨀƸ4GCFKPGUUƷ᧙ૠƱƠƯЏǓஆƑƴ࣏ᙲƳ᧓Ǜ൭ǊǔƜƱŴᐯѣឥᘍɶƴ4GCFKPGUUǛ
ᢘЏƴዜਤƢǔƨǊƷ*/+ሁƷؕஜᙲˑǛଢᄩƴƢǔŵ

ᛢ᫆%ᲴᐯѣឥᘍǷǹȆȠƱ˂ƷʩᡫӋьᎍƱƷǤȳǿȸȕǧȸǹƴ᧙ǘǔᛢ᫆
ȉȩǤȐȸ᧓ƓǑƼȉȩǤȐȸƱഩᘍᎍ᧓ƷȎȳȐȸȐȫƳǳȟȥȋǱȸǷȧȳǛྸᚐƠŴǳȟȥȋ
ǱȸǷȧȳǛӧᏡƱƢǔᐯѣᢃ᠃Ტ.GXGNᲣƷß˄ٳƚ*/+àƷؕஜᙲˑǛଢᄩƴƢǔŵ

Ŭ*࠰ࡇʖምᲴΕό
Ŭ࠰ᚘဒ
124
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ܱ˳С
5+2ᐯѣឥᘍǷǹȆȠܱဇ҄9)ƷǋƱƴŴငዮᄂǛ࠴ʙኵጢƱƠƨܖٻƱ˖ಅƔ
ǒನƞǕǔǳȳǽȸǷǢȠǛನƠƯܱŵ
ϋ᧚ࡅ

SIPᐯѣឥᘍ
Program Director
SIPǷǹȆȠܱဇ҄WG

ငዮᄂ ᐯѣȒȥȸȞȳ
ȕǡǯǿȸᄂᆮǻȳǿȸ
ிʮᣃȓǸȍ
ǹǵȸȓǹȻ

ᢃփᙀя
ሇඬܖٻ

ᛢ᫆#

ငዮᄂ

অড፯ܖٻؽ

ᛢ᫆$

ᛢ᫆%
Ȼȇȳǽȸ

*/+ႆ
SIPᐯѣឥᘍǷǹȆȠƷܱྵƴӼƚƨHMIሁƷȒȥȸȞȳȕǡǯǿƴ᧙Ƣǔᛦ௹౨᚛ǳȳǽȸǷǢȠ
125
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ௐ
ᛢ᫆#
ȉȩǤȓȳǰǷȟȥȬȸǿ᬴ܱƴǑǓŴഏƷƜƱƕǘƔƬƨŵ
• ȉȩǤȐȸƷǷǹȆȠೞᏡᲢ.GXGNᲣƴ᧙ƢǔჷᜤऴإƷȬșȫƸŴᐯѣឥᘍƔǒѣ
ឥᘍǁƷЏǓஆƑƷȉȩǤȐȸȑȕǩȸȞȳǹƴࢨ᪪ǛӏǅƢŵ
• ȉȩǤȐȸƕǹȠȸǺƳЏǓஆƑǛᘍƏƨǊƴƸŴЏǓஆƑƕႆဃƠƏǔཞඞƷᛟଢƕ
ɧӧഎưƋǔŵ
• ᚾʈǍȉȩǤȓȳǰǷȟȥȬȸǿƴǑƬƯŴЏǓஆƑཞඞǛЭǋƬƯኺ᬴ƢǔƜƱƸŴ
ƦƷࢸƷܱᨥƷئ᩿ưƷǹȠȸǺƳЏǓஆƑƴஊјưƋǔŵ
• .GXGNƴƭƍƯƸ᬴ܱኳʕŵ࠰ࡇǇưƴᚐௌǛܦʕƢǔŵ

ሇඬٻȉȩǤȓȳǰǷȟȥȬȸǿ
ƴǑǔ᬴ܱ
126
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ᛢ᫆$
ȉȩǤȓȳǰǷȟȥȬȸǿ᬴ܱƴǑǓŴഏƷƜƱƕǘƔƬƨŵ
• ᐯѣឥᘍᲢ.GXGNᲣƔǒѣឥᘍǁƷЏǓஆƑƓǑƼЏǓஆƑࢸƷȉȩǤȐȸȑ
ȕǩȸȞȳǹƸŴЏǓஆƑЭƷᐯѣឥᘍɶƷȉȩǤȐȸཞ७Ტ4GCFKPGUUᲣƴ̔܍Ƣ
ǔŵ
• 4GCFKPGUUƸქႸᲢᙾᣧࡇƷਦᲣƱǵȃǱȸȉᲢᛐჷᒵǍǘƖᙸǛˤƏೞ֥દ˺
ᒵƷਦᲣƴǑƬƯܭ҄ӧᏡưƋǔŵ
• 4GCFKPGUUǛܱ᧓ưᚘยӧᏡƳȉȩǤȐȸȢȋǿȪȳǰǫȡȩǛᚾ˺ɶŵ࠰ࡇϋƴɟ
ഏᚾ˺ܦʖܭŵ

ငዮᄂȉȩǤȓȳǰǷȟȥȬȸǿ
ƴǑǔ᬴ܱ
127
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ᛢ᫆%
ܭໜᚇยŴӷʈᚇݑŴᦋᆰ᧓ϋᘮ᬴ᎍ᬴ܱƴǑǓŴഏƷƜ
ƱƕǘƔƬƨŵ
• ȉȩǤȐȸ᧓ƷǳȟȥȋǨȸǷȧȳƕٶƘǈǒǕǔǷȸȳ
᭗ᡮᢊᲴ૰ࢸӳ්
ɟᑍᢊᲴ̮ӭƠʩࠀໜƷӫႺŴͨ૾ƔǒƷӳ්Ŵᨦܹ
ཋƕƋǔƱƖƷݣӼ
• ȉȩǤȐȸƱഩᘍᎍ᧓ƷǳȟȥȋǱȸǷȧȳƕٶƘǈǒǕ
ǔǷȸȳ
ɟᑍᢊᲴ̮ӭƠ್ૺഩᢊ
• ǳȟȥȋǱȸǷȧȳƷٻҞƸßƓέƴƲƏƧàƱ”Thank
you”ŵ
• ǳȟȥȋǱȸǷȧȳെƱƠƯƸɲਫѣᲢᡮŴถᡮŴ
ͣഥᲣƱȑȃǷȳǰŵਰǓǍǢǤǳȳǿǯȈƴƭƍƯƸ
ʻࢸᚐௌʖܭŵ
• ܭໜᚇยƴƭƍƯƸဒϼྸƴǑǓɲਫѣƷܭ҄ƕӧ
ᏡƱƳƬƨŵʻࢸ᬴ܱኽௐǛወӳƠƯŴӲǷȸȳƷǳȟȥ
ȋǱȸǷȧȳǷȸǱȳǹǛܭ҄ƠƯǏƘŵ
128
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ഏ࠰ࡇˌᨀƷᚘဒ
ᄂᆮႆ
 H29࠰ࡇ
• ᛢ᫆A,BƴƭƍƯƸŴȉȩǤȓȳǰǷȟȥȬȸǿ᬴ܱƴǑǓŴസᛢ᫆ᲢHMIᚾ˺ᚸ̖ԃǉᲣ
ǛܱƢǔƱƱǋƴŴȆǹȈǳȸǹ᬴ܱƴƯǷȟȥȬȸǿ᬴ܱኽௐƷܱ౨ᚰǛᘍƏŵ
• ᛢ᫆CƴƭƍƯƸŴസᛢ᫆ᲢßٳӼƖHMI”Ʒᚾ˺ᚸ̖ᲣǛȆǹȈǳᲧǹƴƯܱƢǔŵ

 H30࠰ࡇ
• ᛢ᫆A, B, CƴƭƍƯŴSIPᐯѣឥᘍܱᚰ᬴ܱƴӋဒƠŴኽௐǛܱؾư౨ᚰƢǔŵ

ௐƷแ҄
 H28࠰ࡇ᳸
• H28࠰ࡇƴᇌƪɥƛƨᐯ˟ȷᐯ২˟ȷSIP ȒȥȸȞȳȕǡǯǿȸᡲઃ˟ᜭǛዒዓƠŴˌɦ
Ʒแ҄ƴᝡྂƢǔŵ
ᐯ˟ǬǤȉȩǤȳ
ISO TC22
ᡲᙹЩR79ોദǁƷᝡྂ
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5-5. žบƠſᄂᆮࢸ
ഏɭˊཋ්ǽȪȥȸǷȧȳʙಅǛૅƑǔέᡶ
ႎ২ᘐ˳ኒƷᄂᆮႆ
ऴإȷʴ᧓ܖ᪸؏
ჷᏡǷǹȆȠᄂᆮᢿᧉ
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ᝅဋᐯѣጢೞ-ငዮᄂ
ǢȉȐȳǹȈȷȭǸǹȆǣǯǹᡲઃᄂᆮܴ
žഏɭˊཋ්ǽȪȥȸǷȧȳʙಅǛૅƑǔ
২ᘐؕႴƷᄂᆮႆſ
ᄂᆮ᧓Ტσӷᄂᆮڎኖ᧓ᲣᲴ
28࠰10உ1ଐ
᳸ 32࠰3உ31ଐᲢ3࠰ҞᲣ

䝕䞊䝍ྲྀᚓ/ゎᯒ/ά⏝

$,䜰䝘䝸䝔䜱䜽䝇,R7
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嵕嵄崮崋崗崡

ੴચ৲ঽ৲

崯嵤崧

嵣ଵ৶
嵣ಠಛଵ৶

)& 崟崡崮嵈࿌ൗ

嵣ਏ৩ଵ৶

ᄂᆮՃᲴ

嵣崰嵑崫崗৴

ɲᎍӳᚘ10Ӹᆉࡇ

嵒崽崰峘য৲

嵣৸

嵣ঽ

嵣崐崵

嵣ঽઈૡŒঽ


嵣崗嵒嵤嵛
嵣&2 崽嵒嵤

嵣ဦଛ૽崊崟崡崰
嵣ඝ੍ର
崯嵤崧
嵣૨৲嵣ဌச৲嵣ਃஓଆ৳৸
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嵣ਝ嵣崟崡崮嵈峘ਈి৲
嵣ਝ嵣ਃஓ峘 ,R7ق崮嵔嵆崮崋崗崡岝༎ীෲك
嵣ૹષ岝য峘 ,R7 ৲
ঽಠಛ
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ᄂᆮಒᙲ
ŧငዮᄂƷAIȷȭȜȆǣǯǹ২ᘐǛဇƠƯŴˌɦƷᄂᆮǛᘍƏ
–
–
–

ཋ්ǽȪȥȸǷȧȳ᪃ૼƷƨǊƷᄂᆮ
ᐯࢷ˺ಅܱྵƷƨǊƷᄂᆮ
ૼƠƍǵȸȓǹ੩కƷƨǊƷᄂᆮ

ٶਓଢ଼भ৳થૼभ
অ४গ॔ঝ6/$0
৸্ਜ਼ҺӖӛभ્ඉਡྴলधҹӈӢӖӈӜप
ेॉؚऩ6/$0॑ৰਠघॊ؛

నষશ
ҺӖӛ൸ऊैӇӢҬҴӐӣӛҴӊӡҼӢदనষ
भ્ඉਡྴলधશ॑ষअ؛
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評価資料（主な業務実績等（年度末確定値））

議事１．領域の概要と研究開発マネジメント
各種指標
委員会説明
民間からの資金獲得額（億
10.5 億円
円）
リサーチアシスタント採用
45 名
数
イノベーションスクール採
0名
用数
大企業に対する中堅・中小
27.5%
企業の研究契約件数の比率
報道件数
（委員会で報告
なし）
企業からの問い合わせ・相
450 件
談件数

年度実績（確定値）
12.0 億円

備考

46 名
0名
31.8%
857 件
510 件

議事２．
（１）
「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
論文の合計被引用数
1,486 件
1,645 件
論文発表数
94 報
134 報
知的財産の実施契約等件数
173 件
197 件

備考

合計値

議事２．
（２）
「橋渡し」研究前期における研究開発
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
知的財産の実施契約等件数
173 件
197 件 合計値
公的資金獲得額
－*
26.1 億円
*
委員会説明では、定義（一般管理費の扱い等）の異なる値を用いていたため、本表には示さ
ない。
議事２．
（３）
「橋渡し」研究後期における研究開発
各種指標
委員会説明
年度実績（確定値）
備考
民間からの資金獲得額(億
10.5 億円
13.4 億円
円)
知的財産の実施契約等件数
173 件
197 件 合計値
連携研究室・連携ラボ
3件
4件
・[製品化実績：ビッグデータから価値を創造する人工知能技術の開発に関する課題]株式会社
東急エージェンシー、株式会社ロジックデザイン、産総研人工知能研究センターと共同開発
した購買・行動分析ツールを活用した商業施設向け顧客行動解析型ソリューションの販売を
開始（3 月 13 日）
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【総括表：領域全体の年度実績】
（一部再掲、目的基礎、
「橋渡し」前期、
「橋渡し」後期の重複なし）
評価指標/モニタリング指標
年度実績（確定値）
領域としての目標値
民間からの資金獲得額
13.4 億円
9.7 億円
論文の合計被引用数
1,645 件
750 件
論文発表数
134 報
110 報
リサーチアシスタント採用数及び
46 名
40 名
イノベーションスクール採用数
知的財産の実施契約等件数
197 件
170 件
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評価委員コメント及び評点
１．領域の概要と研究開発マネジメント
（評価できる点）
・当初設定した評価項目について、高い達成度を示している。また、各研究部門を連携して行う戦略的研
究プロジェクトのファンドや、民間との連携研究の研究要素支援、連携のための専門的人材の確保など、
考慮されている。
・来年度予定されているエンジニアリングリソースを外部と連携するのは良いアイデアだと思う。
・研究テーマが産業界が必要としているテーマとフィットしている。
・数値目標をクリアしている。特に、民間資金の獲得が増えており評価できる。
・課題解決型の提案という新たな取り組みが奏功し、民間獲得資金が目標額を超えたことなど、各種の数
値目標を大きく達成したことが評価できます。
・設定した目標に対して組織が疲弊するまで頑張って高いレベルで達成している点は評価できます。
・また、外部資金獲得などの目標がこの１年大幅に伸びていることや、前年度比ではどの評価軸でも大き
くレベルアップしているのは、領域一丸となった成果として大きく評価できます。
・民間資金の獲得と、連携研究の推進によって、より産業界への研究還元が可能であるフレームワークに
なっている点。
・論文数や引用数が目標を上回っており、研究内容とともに、論文投稿へのマネジメントとしての支援が
（おそらく）効果があったのかと考える
・数値目標がすべてクリアできている点。
（改善すべき点及び助言）
・戦略に対して、現在のファンドの仕組みがどのように対応しているのか、全体図のコンセプトの説明が
あるとわかりやすい。
また、その設定した戦略に対して、各プロジェクトがどのような位置づけなのか、どのような評価なの
か、可視化してあるとわかりやすい。
・研究評価を内部でどのように実施しているのか？論文数だけでは不十分だと思われる。たぶん多様な観
点から実施しているのだと思うが、それがよくわからなかった。
・世界最高水準を目指すにあたっては、世界レベルをもっと意識してベンチマークしてはどうかと思う。
・テーマ選択などの優先順位の考え方などの全体戦略を、もっと強化してはどうかと思う。
・世界レベルの卓越した研究を目指すための戦略策定、新たな数値目標の設定が求められます。
特に AI 分野における民間企業のオープンイノベーションのニーズの高まりに対して、組織が疲弊しない
形で、リソースを戦略的に投下するための具体策の策定と実行が求められると思います。
・世界最高水準の研究所になるための上位の研究所の戦略があって、その結果として評価指標がでて、そ
れに対してのマネジメントの話があるとわかりやすいと思いました。
その結果として、他の研究機関（情報・人間工学領域の世界トップ研究所・部門）とのベンチマークも
必要。質的な評価も必要。どのような領域に予算を配分するのか、というような話になるような気がし
ます。まとめると，上位の（領域）戦略に基づいた、位置づけの説明を加えて頂くとさらに、評価とし
ては適切にできるということと思います。その意味で絶対的な成果は十分ですが、この評点は A/B と致
しました。
・研究マネジメントの結果とともに、プロセスを提示していただくことで、その結果を評価できると考え
ます。
・各領域２テーマの内容を見ることで全体の評価をするのは、時間的に厳しいのではないでしょうか．
・会議でも発言しましたが、CPS という概念はより大きな範囲を対象とすると考えます。個々の領域にお
いて、その概念を理解することで、各領域の連携が推進できると考えます。
・企業との連携を推進するのは好ましいが、知財の扱いについて慎重にならざるをえないと考えます。パ
ブリックな成果とする場合の知財に扱いについて検討されていると想像しますが、そのような取組につ
いてもご説明いただけるとよいかと考えました。
・企業との連携研究などは、開始されたばかりであり、ぜひ成果を上げることを期待しています。
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２．「橋渡し」のための研究開発
（１）「橋渡し」につながる基礎研究（目的基礎研究）
（評価できる点）
・世界最先端の暗号研究を実施している。研究成果も TopJournal および SVP チャレンジにおいて定量的に
も示されている。研究グループのベンチマークも実施しており、戦略も明確だ。人材も集まってきてお
り、今後期待が持てる。
・ＳＶＰチャレンジでＴＯＰ８。
・ニューロリハビリについては、世界レベルでも進んでいる。医療研究を先導し、早く実用化することを
期待している。
・説明いただいた暗号技術、ニューロリハビリテーションともに、領域の目標に沿ったテーマ設定であり、
IF 付論文数や他の大学や研究機関の連携の面でも、前年度と比べて大きな進捗がありました。
・暗号については、トップ研究者集団を構成し、そこに世界から研究者が集まる状況が形成され、定量的・
定性的に世界トップの拠点であり、AIST の代表テーマになっている。
・ニューロリハビリは、特に計測技術は唯一無二のものがあって、基盤としての競争力は高い。
・それぞれの領域についてマイルストーンが示されていた点。
・世界的な成果を出している点
（改善すべき点及び助言）
・リクルーティングでは、国内の学生だけではなく、海外の大学生の獲得も目指すとよいのではないか。
コンソーシアム設立による病院の現場知収集としての仕組みの早期構築の可能性もあるのでは？
・セキュリティ分野では、サイバーアタックによる誤作動や停止を狙ったものが大きな脅威になっている。
暗号化の高度化より優先順位の高いテーマがあるのではないか。IoT のソフト対策などの緊急性が高い
のではないか。
・ニューロリハビリについて、基礎研究とはいえ、マイルストーンの中にもっと応用との連携を増やして
緩急成果を活用してはどうか。
・暗号、ニューロリハビリテーション以外にも、IF 付論文数などで成果を訴求できる基礎研究テーマを広
げていただきたいです。
・30 年実用化にかかる技術を研究所としてどのようにマネージしていくのかがもう少しわかると良いと思
いました。たとえば、競争力の高いコア技術を利用した周囲の技術をパッケージした戦略など。
・ニューロリハビリとしての応用のインパクトを示す活動が少し少ないように感じられました。リハビリ
現場を含むような活動など。こういう分野では現場と研究者の間の乖離がよく発生する経験もあり、早
めの議論が必要に思いました。
・全体としては，この領域についての戦略（リソース配分）も含めた位置づけなどをもう少し話していた
だくとわかりやすいと思いました。
・暗号研究についての成果（技術の良しあし）をみるには、暗号の運用フェーズまで踏み込んで検証する
必要があると考えます。可能であればそのような取り組みを進めるとよいのではと考えます。
（QA の中で、戦略についてご回答をいただきました）
・暗号研究は、国立研究開発法人としての産総研がすべき領域である点を強調するとよいかと考える。企
業などで投資ができない領域であるが、産業界に将来的に役立つ領域である。
・セキュリティ領域全体における暗号学とサイバーセキュリティの位置づけがわかる図をいれていただく
とよいと思います。
（２）「橋渡し」研究前期における研究開発
（評価できる点）
・運転支援技術開発を１９６０年代から行っている点。
・コンテンツの開発はすでにビジネスに直結している点が素晴らしい。どんどん進めてほしい。
・ラストマイル自動走行について、世界レベルの技術を開発している。
・コンテンツ技術について、個人が発信する喜びを追求する方向で進めていて、素敵な取り組みだと思う。
・自動運転とコンテンツの研究はテーマは全く異なりますが、国の基幹産業、新たな戦略産業に関連して
おり、テーマ設定として適切だと考えます。
・自動走行の社会実装については、技術、法制度、地域の社会課題をよく理解した上で、事業化、サービ
ス設計を考える役割は産総研でなければ担えない役割だと考えます。
・音楽の内容を自動的に解析、データ化する技術は、既存のコンテンツ産業、ネット産業が直面している

- 92 -

課題を解決するものであり、高く評価できます。
・これまでの AIST 的なコア技術を作ってそれを応用するという研究ではなく、社会的な技術の実用化や、
またコンテンツ技術のようにコア技術と応用を同時に進める展開などが評価できる。
・まさにリニアーモデルとは異なる、コア技術創出とアプリの同時進行であり、これまでの産総研のイメ
ージとは異なる新しさが感じられました。
・リーダやメンバーの士気も高く、研究環境の醸成も大変よいと思いました。
・コンテンツ技術：価値を創出している点
（改善すべき点及び助言）
・長年行ってきた運転支援研究での成果はあまりよくわからなかった。実際の産業創出に対してどのよう
なインパクトがあったのか？むしろ事業化までやった方がいいのではないか。世界にも技術を持ってい
ってほしい。
・世界の自動車メーカーの自動走行技術との関係を明確にしていくことも必要かと思う。
・コンテンツ技術を、ぜひ、小中学校の教育にも取り入れることを期待している。
・自動運転については、目標とする地域の交通新システムの実現の実証はこれからということで、具体的
な研究成果の面では来年度以降に期待したいと思います。
・コンテンツ研究のポテンシャルを考えると、早期に研究後期、事業化への移行を期待したいところです。
・自動運転については、新しい分野である社会研究をどんな戦略で進めるのかについて、もう少し説明が
あるとよいと思いました。社会実装研究という意味で、コストだけでない海外とのベンチマークももう
少し説明が必要と思います。
・コンテンツ技術は、コア技術は現在競争力があるように思うのですが、ビジネスモデルとして、日本が
サービスをリーディングできるようになるための戦略についてももう少し説明があるとわかりやすい。
サービスプラットフォームの話などがそれに当たると思いますが、キーワードはプレゼン資料にありま
したが、戦略としての説明もして頂けるとさらによいと思われます。
・自動走行：社会的受容性についての検討・研究は、工学的アプローチではなく社会科学的アプローチが
必要ではないか、と考える。たとえば、リスクの受容や制度設計がある。差別化に、そこを強調されて
いましたが、どのように進めるかを示していただくとよい。
・自動運転も含めて、自動車業界は、サービス事業となる、といわれています。この点についての産総研
の情報技術の観点からの取り組みがわかるとよい。
（３）「橋渡し」研究後期における研究開発
（評価できる点）
・立ち上げてから短いがすでに成果が表れ始めている。
・多くの会社との連携が進んでいる。
・目標の 2 倍以上となる 13 億 4000 万円の民間からの資金獲得を達成したこと。
・企業との連携研究室の設立において、事前または豊田自動織機のような設立後の共創コンサルティング
により企業の課題を深堀したことが功を奏しているのではないでしょうか。
・年間１億円×３年というコストに対して複数の成果（冠研究室の設立）を出していることは評価できま
す。バリューの証拠です。
・複数の連携研究室を設置できたこと
（改善すべき点及び助言）
・産業全般に提供する技術と、企業個別技術との切り分け、特許の保持の仕方など、今後仕組みを作って
いってほしい。
・ＩＣの活躍が必須だと思うので、ＩＣのさらなるご活躍を期待したい。
・連携研究室やコンソーシアムが実現していますが、実際の成果はこれからであり、現段階では研究後期
としては評価がしにくい面があります。今後は、研究リソースの最大活用につながるように成果を生み
出していただきたいです。
・国の研究機関としては、一社との連携で知財を生み出すだけでなく、協調領域においての知財の公開や、
民間の人材育成による国全体の産業発展への成果も期待しています。
・連携研究室型とコンソーシアム型のどちらを選択するかという考え方がよくわからなかった。
・代表例の研究が昨年と重なりが多く、ほかの研究テーマがどうなのかも少々気になりました。
・企業との直接研究（連携研究室など）において、エフォートやそこで行う技術レベルなどについてどの
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ような判断基準を持っているのかが気になりました。AIST のコア技術があるものの実用化という形でな
い場合は、企業へのリソース提供にもなり得るので何らかの基準が必要と思われた。
・企業のリソースを入れて行うというだけで、橋渡し後期という分類になることには違和感があります。
フェーズを示す定義が必要かと思います。
・
（自分の経験では）企業との連携を大きく評価すると、
「御用聞き」的なアプローチも出てきてしまう（そ
れが必ずしも悪いとはいえませんが）ケースもあり、ポリシーが必要と思いました。体制構築の成果は
十分ですが、以上の気がかりを感じたため，評点は B としました。
・業界領域についての特性を柔軟に考えて知財についてのポリシーを確立していくとよいと考えます。

３．領域全体の総合評価
（評価できる点）
・若手研究員が自身が TopResearcher となり、人材を集め先進的なプロジェクトを実施している点に感銘
した。また、多様な研究フェーズでいろいろな仕組みを作り、支援している点が評価する。
・設定した評価指標に対してもミートしており、これから世界最先端の研究所として進んでいってほしい。
・研究者のみなさんが元気で活気があり、素晴らしいカルチュアを作られていると思います。
・数値的には目標を達成している。さらなる活躍を期待したい。
・論文関連指標、民間からの獲得資金など目標値をすべてクリアしていました。
・橋渡し後期の案件が増えており、産業競争力の強化というミッションの実現へ進展している点が評価で
きます。
・個別の研究は研究者も優秀でレベルも高く申し分ないと思われます。
・成功のモデルケースといえる良い人が集まってきている活動ができていて、よい流れがでてきている。
・定量評価目標もほぼすべてクリアできていて、昨年との相対的なレベルアップは目を見はるものがある。
・産業界との連携を広げ、社会経済への貢献をひとつの目標におき、連携研究室などを実現したこと。ま
た、新たな価値創造に向けた取り組みも進んでいることは今後の研究体制、研究テーマ選定などに向け
ても、好影響を期待できると考える。
（改善すべき点及び助言）
・各研究センター等に研究の戦略は任せるにして、全体の研究戦略・ビジョンはもっと出してもいいので
はないか。その全体の戦略と、ファンドの仕組み、全体の研究ポートフォリオ設定は、研究マネジメン
トとしてまだ実施できることがあると思われる。
・研究自体の戦略そのもの、プラン、優先順位の考え方などを議論したい。
・農業、介護など、多くの産業をカバーする大きな研究所に飛躍することを期待したい。
・プレゼンしてくださったみなさんが、自身の研究に誇りを持ち、成果を上げていることに感銘を受けま
した。
・昨年 10 月に特定国立研究開発法人になったことを受け、世界の中でも卓越した研究を進めることを期待
されます。人材や資金に限りがあるであろう中で、今後どんな戦略を立て、具体的な戦術をどうしてい
くかに注目しています。
・若手の抜擢、民間イベントでの露出などの新しい PR 戦略も重要ではないでしょうか。
・この領域の世界最高水準の研究所に近づくためにギャップがどこにあるのか、人材育成、評価制度、リ
ソース配分などの対策についてももう少し時間を取って説明・議論していただけるとよいかと思いまし
た。
・このイベントの研究マネジメントについての時間配分を増やしていただいたほうがよいと思います。
・マネジメントについてもう少し中身を入れてもらうという意味で A/B の評価としました。
・たとえば、外部のコンサルティングによる世界最高水準に向けての研究所の外部評価を一度しっかりや
ってみるというのはどうでしょうか。
・以上のこの評価会のマネジメントと研究コンテンツのバランスで、見直すべき点があるという意味で、
評点は A/B と致しました。
・橋渡し研究のフェーズ分けについては、再考が必要ではないか。特定のテーマの中に、各フェーズそれ
ぞれの段階の研究があると考える。
（たとえば、自動運転の研究や、暗号・サイバーセキュリティの研究についてなど）
・とがった研究者の名前を冠とした研究室を作ってはいかが。
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４．評点一覧
評価委員（P，Q，R，S，T）による評価
評価項目
領域の概要と研究開発マネジメント
「橋渡し」のための研究開発
「橋渡し」につながる基礎研究 (目的基礎研究）
基礎研究)
「橋渡し」研究前期における研究開発
「橋渡し」研究後期における研究開発
領域全体の総合評価

P
A

Q
A

R
A

S
A/B

T
S/A

S/A
S/A
S/A
S/A

A
A
A
A

A
A
A/B
A

A
S/A
B
A/B

A
S/A
A
S/A

５．その他のコメント
・せっかくお越しいただいたのですが、事前レクは、あまり必要性を感じません。同様の文書をお送りい
ただくことで、十分と考えます。
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