
２０２０年８月２７日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト２０２１」の実施について 

○大阪商工会議所（大商）は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（産総研）の人工知能技術コンソー

シアム（ＡＩＴｅＣ）の協力を得て、人工知能技術（ＡＩ）を活用した新ビジネスの創出を支援するた

め、「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト２０２１」を実施する。本日から１１月２７日まで応募を受

け付け、２０２１年２月１２日に最終審査（公開プレゼンテーション）を行う。提案を募るため、コン

テストの概要説明会（９月１０日）、デザイン思考を用いて現状のビジネスからＡＩを活用したビジネス

を創る方法を体得・実践するワークショップ（９月２８日～２９日）もオンラインで開催する。

○同コンテストは、ＡＩを活用したプロジェクトのアイデアを募集し、優秀な提案を表彰するととも

に、その事業化を支援する。自由提案とテーマ提案の２部門がある。書類選考と最終審査を経て、

大商会頭賞（賞金１００万円）、ＡＩＴｅＣ会長賞（来年度のプロジェクト活動権、活動費付き）

のほか、スポンサー賞（東急エージェンシー賞・大阪地下街「ONthe UMEDA」賞、それぞれに副賞

あり）が授与される。

○同コンテストは４回目だが、アイデアの事業化に向けた手厚いフォローが特徴。今回は、内閣府知

的財産戦略推進事務局が作成した経営デザインシートをもとにエントリーシートを刷新し、シート

に沿ってアイデアを整理しながら記載していくことで、革新的なアイデアの創出を導く設計とした。

前回のコンテストには１６件の応募があり、受賞者はその後、ＡＩＴｅＣと連携しながら、アイデア

の事業化に向けた実証実験などを行っている。

○大商は、大阪府、大阪市とともに、「実証事業推進チーム大阪」を設置し、「未来社会の実験場」をコンセ

プトとする２０２５年大阪・関西万博を見据え、ＡＩやＩｏＴ、ドローンなど先端技術を活用した新ビジ

ネスを創出するための実証実験を支援している。また、ＡＩＴｅＣ関西支部の事務局としてＡＩのビジネ

ス活用、社会実証も支援している。今回のコンテストは、こうした取り組みの一環として実施する。

＜概要＞ 

■テ ー マ ＡＩを活用したビジネスアイデア(自由提案とテーマ提案の２部門)

①自由提案部門  どのような提案も可能  

②テーマ提案部門 Ａ: 風邪に関する各種データを活用した感染拡大対策に資するビジネスアイデア 

Ｂ: 未来のヘアサロンに資するビジネスアイデア 

Ｃ：ＡＩ自動販売機Reco!を活用したビジネスアイデア 

■応募期間 ２０２０年８月２７日（木）～１１月２７日（金）

■主  催 大商、ＡＩＴｅＣ   ■共  催 都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 

■後  援 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、内閣府知的財産戦略推進事務局（予定）

■協  力 大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム（予定） 

■応募方法 応募サイト（http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202008/D22190829018.html）から、所定の

エントリーシートをダウンロードし、メールで大商（sangyo@osaka.cci.or.jp）へ送信する。 

以 上 

＜添付資料＞ 資料１：ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト２０２１ アイデア募集チラシ 
資料２：ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト２０２１ 募集要項 
資料３：ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト２０２１ エントリーシート 
資料４：ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト２０２１ キックオフイベント 案内状 
資料５：ＡＩビジネスデザインワークショップ 案内状 

〔問い合わせ先〕大阪商工会議所 産業部 (野間、玉川) 
TEL０６－６９４４－６３００ 

記 者 配 布 資 料 



募集期間

8月27日～11月27日 17時

最終審査

2月12日 15時45分～

2021年2020年

各賞

①大阪商工会議所会頭賞

賞金（１００万円）
②人工知能技術コンソーシアム会長賞

２０２１年度のプロジェクト活動権（活動費付き）
③東急エージェンシー賞

Target Finder（顧客データ等のビッグデータの
分析ツール）の３カ月使用権

④大阪地下街「ONthe UMEDA」賞

大阪梅田の駅チカコワーキングスペース
「ONthe UMEDA」30時間×3ヶ月無料利用権

■下記のほか、副賞として、受賞者が提案したビジネスアイデアの実現に向けた支援（企業間連携のためのマッチン
グ、プロモーション支援等）を行います。

応募サイトはこちら

資料１



応募テーマ

①自由提案部門
ＡＩを活用したビジネスアイデアであれば、どのような提案でも可能です。

②テーマ提案部門
以下３テーマに関するビジネスアイデアをご提案ください。
Ａ：風邪に関する各種データを活用した感染拡大対策に資するビジネスアイデア
風邪に関するSNSやOTC（一般用医薬品）のPOSデータなどを活用し、風邪の感染拡大抑止に貢献で

きるビジネスアイデアを募集。

Ｂ：未来のヘアサロンに資するビジネスアイデア
全国30万軒以上、定期的に来店、長時間滞在といったヘアサロンの特性を活かし、少子高齢化の中で

最先端の科学技術を用いて心身の健康に美容側面からアプローチするなど、インフラとしての新しい

ヘアサロンの在り方の実現につながるビジネスアイデアを募集。

Ｃ：ＡＩ自動販売機Reco!を活用したビジネスアイデア
ＡＩを搭載できるデジタルサイネージつき自動販売機「Reco!」を活用したビジネスアイデアを募集。

評価ポイント

人工知能技術コンソーシアムの役員、大阪商工会議所の役員、学識者、ベンチャーキャピタル等で構成
される選考委員により、エントリーシートの内容、添付書類、公開プレゼンテーション（最終審査の
み）に基づき審査します（詳細は募集要項をご確認ください）。

審査プロセス

エントリー

シート

2020年11月27日

17:00 必着

書類選考結果

2021年1月15頃

通知

事前

トレーニング

2021年1月27日

17:00～19:00

最終審査
(公開プレゼン)

2021年2月12日

15:45～19:00

応募方法
下記ＵＲＬまたは表面ＱＲコードから応募サイトにアクセスし、募集要項をご確認の上、ご応募ください。
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202008/D22190829018.html

主催

国立研究開発法人産業技術総合研究所人工知能技術コンソーシアム
大阪商工会議所

共催
都心型オープンイノベーション拠点「Xport」

後援
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
内閣府知的財産戦略推進事務局（予定）

協賛
大阪地下街株式会社
株式会社東急エージェンシー

協力
大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム

（予定）

問い合せ先
大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当
TEL：06-6944-6300 E-mail：sangyo@osaka.cci.or.jp



 

 

 

ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 

２０２１ 

募集要項 

 

 

募集締切 ：２０２０年１１月２７日（金）１７：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年８月 

(国研)産業技術総合研究所 人工知能技術コンソーシアム 

大阪商工会議所 

 

 

資料２ 
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１．目的 

人工知能技術（ＡＩ）を活用できるプロジェクトのアイデアを募集し、優秀な提案を表彰

するとともに、その事業化を支援することで、ＡＩの社会実装、ビジネス活用を推進す

る。 

 

２．主催 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能技術コンソーシアム 

大阪商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料（動画）：http://www.ai-tech-c.jp/movies/】 

次世代人工知能技術のニーズ調査に基づき２０２３年頃の次世代ＡＩで広がる未来を描

いています。ビジネスアイデアを検討する際の参考資料としてご活用ください。 

 AI for your life ～暮らしに広がる人工知能～（６分１２秒） 

 AI: Dynamic value creation（４分３９秒） 

 AI for the Future（８分３９秒） 

 AI for Society 5.0（１４分２６秒） 

 また、人工知能技術コンソーシアム関西支部の活動内容や一昨年度の第１回ＡＩビジネ

ス創出アイデアコンテストの様子をご紹介した動画もございます。あわせてご覧くださ

い。 

 ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 紹介動画（４分４６秒） 

 

 

 

 

 

【人工知能技術コンソーシアム】 

会長：本村 陽一（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） 

会員：１６８社・団体（２０２０年８月２４日現在） 

設立：２０１５年５月 

概要：企業・大学・研究機関の技術交流の場を提供することにより、ＡＩに関連する情

報の共通認識形成を図り、ＡＩ全般の一層の技術向上及び普及を促進していま

す。活動の一環として、具体的なテーマを設定したワーキンググループ（ＷＧ）

を設置し、ＡＩとビッグデータ活用を推進する目的で実証プロジェクトの立案、

試行、協業に取り組んでいます。 

【大阪商工会議所】 

会頭：尾崎 裕（大阪ガス株式会社 代表取締役会長） 

会員：２万９６１１件（２０２０年７月２０日現在） 

設立：１８７８年８月 

概要：商工会議所法に基づく地域総合経済団体で、幅広い業種・規模の会員が加入し、

商工業の発展、地域の振興に資する様々な事業を展開しています。近年は、先端

技術を活用した産業振興とその社会実証・実装に注力しており、２０１６年１１

月からは人工知能技術コンソーシアムの関西支部事務局も担っています。 
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３．共催・協賛 

（１）共催 

都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 

 

（２）後援 

 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

内閣府知的財産戦略推進事務局（予定） 

 

（３）協賛 

 大阪地下街株式会社 

株式会社東急エージェンシー 

 

（４）協力 

大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム（予定） 

 

４．応募資格・テーマ  

（１）応募資格 

日本人、日本の法令に基づいて設立された法人、または日本での事業の実施を予定して

いる方（企業・団体及びそれらに所属するプロジェクトチーム、個人事業主、学生等）

で、自らビジネスの創出・実現を目指す方（グループでの応募も可能 ）。 

【留意事項】 

 未成年の方は、成年の方とグループでご応募ください（未成年の方で、成年のグルー

プメンバーを募集される場合は、事務局までご一報ください）。 

 ２０２１年１月２７日（水）の事前トレーニング、２月１２日（金）の公開プレゼン

テーションにご参加ください（書類審査通過者が対象です）。 

 反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係がないことを条件とします。 

 上記に関わらず、主催者が不適切と認めた応募者については、主催者の判断により応

募資格を取り消しとさせていただく場合がございます。 

 

（２）応募テーマ 

ＡＩを活用したビジネスアイデアを①自由提案部門、②テーマ提案部門の２部門で募集し

ます。複数の部門、テーマへの提案も歓迎します（表彰対象は両部門から横断的に選定し

ます）。 

① 自由提案部門 

ＡＩを活用したビジネスアイデアであれば、どのような提案でも可能です。 

② テーマ提案部門 

以下のテーマに関するビジネスアイデアをご提案ください。 

Ａ：風邪に関する各種データを活用した感染拡大対策に資するビジネスアイデア 

  風邪に関するSNSの投稿データやOTC（一般用医薬品）のPOSデータなど

を活用し、風邪の感染拡大抑止に貢献できるビジネスアイデアを募集。 

Ｂ：未来のヘアサロンに資するビジネスアイデア 

  全国 30万軒以上、定期的に来店、長時間滞在といったヘアサロンの特性を活

かし、少子高齢化の中で最先端の科学技術を用いて心身の健康に美容側面から
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アプローチするなど、インフラとしての新しいヘアサロンの在り方の実現につ

ながるビジネスアイデアを募集。 

Ｃ：ＡＩ自動販売機Reco!を活用したビジネスアイデア 

  ＡＩを搭載できるデジタルサイネージつき自動販売機「Reco!」を活用したビジ

ネスアイデアを募集。 

 

５．応募プロセス 

（１）応募期間 

２０２０年８月２７日（木）～１１月２７日（金）１７：００必着 

 

（２）応募方法 

応募サイト（http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202008/D22190829018.html）か

ら、所定のエントリーシート（エクセル形式）をダウンロードして、必要事項を日本語で

記載のうえ、下記メールアドレスまでご送信ください。提案内容を補足する資料があれ

ば、添付してください。 

 メールの件名は、「【ＥＳ】（企業・団体名）」とし、エクセル形式のまま（pdf ファイル

等には変換せず）ご送信ください。 

 メールの容量が５ＭＢを超える場合には、受信が出来ない場合があります。ファイル

共有システムをご案内しますので、必ず事前にご連絡ください。 

 

（３）エントリーシートの提出先 

大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当 

E-mail：sangyo@osaka.cci.or.jp 

 

（４）応募説明会 

以下の日程で、応募説明会を兼ねたキックオフイベントを開催します。 

「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト２０２１ キックオフイベント」 

【日 時】２０２０年９月１０日（木）１６：００～１８：３０ 

【場 所】オンライン（YouTube Liveを利用） 

【参加費】無料 

【申込み】下記ホームページからお申し込みください。

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202007/D22200910019.html 

 応募にあたっては、本応募説明会への参加有無は問いません。また、審査にあたって

も本応募説明会の参加有無は無関係です。 

 

（５）ワークショップ 

以下の日程で、ＡＩ活用に関するアイデアをビジネスプランにまとめるポイントを学ぶワ

ークショップを開催します。 

【日 時】２０２０年９月２８日（月）１３：００～１６：３０ 

２９日（火）１３：００～１６：３０【２日間の連続開催】 

【場 所】オンライン（Zoom とMiroを利用） 

【参加費】コンソーシアム会員、学生：無料 

コンソーシアム非会員・大商会員 :３,０００円／人（税込） 
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コンソーシアム非会員・大商非会員:５,０００円／人（税込） 

【申込み】下記ホームページからお申し込みください。 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202008/D22200925020.html 

 応募にあたっては、本ワークショップへの参加有無は問いません。また、審査にあた

っても本ワークショップの参加有無は無関係です。 

 

（６）事前相談会（サロン） 

以下の日程で、提案内容に関して、人工知能技術コンソーシアムの役員が相談に応じる事

前相談会（サロン）を開催します。未成年の方で、成年のグループメンバーを募集された

い場合、異業種企業とチームを組んで応募されたい場合などには、ご利用ください。 

 

【日 時】２０２０年１０月 ２回程度 

【場 所】オンライン 

【詳 細】詳細は、開催１カ月前を目途に、下記ホームページでご案内します。 

http://www.osaka.cci.or.jp/event/ 

 応募にあたっては、本サロンへの参加有無は問いません。また、審査にあたっても本

サロンの参加有無は無関係です。 
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６．審査方法 

（１）評価ポイント 

人工知能技術コンソーシアムの役員、大阪商工会議所の役員、学識者等で構成される選考

委員により、エントリーシートの内容、添付書類、公開プレゼンテーション（最終審査の

み）に基づき、下図のポイントからビジネスアイデアを評価します。 

 

※本コンテストでビジネスアイデアを評価する要素は、①価値観の革新性、②システム のデ

ザイン性、③共感・共創・融合性の３要素です。これらすべてを満たすビジネスアイデア

は、周囲を納得させ、共感を得ることで、自然と仲間を増やし、実現性も高まることから、

これを「“この指とまれ”力」と呼び、本コンテストの根幹となる指標としています。 

※エントリーシートの一部（経営デザインシート①②）は、内閣府知的財産戦略推進事務

局の経営デザインシートをもとに作成したものです。 

 

（２）審査プロセス 

ご提案されたビジネスアイデアは、①書類審査、②事前トレーニング、③公開プレゼンテ

ーション（最終審査）で審査します。 

① 書類審査 

【結果通知】２０２１年１月１５日（金）頃 

 エントリーシートに記載された連絡先にＥメールで通知します。 

 書類審査通過者（５件程度）には、②事前トレーニング、③公開プレ

ゼンテーションの詳細を併せてお知らせします。 

② 事前トレーニング（書類審査通過者のみ） 

【日  時】２０２１年１月２７日（水）１７：００～１９：００ 

【場  所】オンライン 

 人工知能技術コンソーシアムの役員等の有識者が、公開プレゼンテー

ションに関するアドバイスを行います。 
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③ 最終審査（公開プレゼンテーション・書類審査通過者のみ） 

【日  時】２０２１年２月１２日（金）１５：４５～１８：００ 

【場  所】大阪商工会議所（大阪市中央区本町橋２－８） 

 趣旨説明、事業提案プレゼンテーション、審査、表彰式・記念撮影、

講評等のプログラムを予定しています。 

 最終審査は会場での実施を予定しています。 

 

（３）各賞 

公開プレゼンテーション（最終審査）の審査結果に基づき、①大阪商工会議所会頭賞、②

人工知能技術コンソーシアム会長賞のほか、スポンサー賞として、③東急エージェンシー

賞、④大阪地下街「ONthe UMEDA」賞を授与します。 

① 大阪商工会議所会頭賞 

賞金（１００万円、１件） 

② 人工知能技術コンソーシアム会長賞 

２０２１年度のプロジェクト活動権（見込み）・活動費付き 

※２０２１年度は特別会員として活動でき、ビジネスアイデアを実現するための

新しいプロジェクトを設置できます（プロジェクト活動費：２０２０年度実績

は１００万円） 

③ 東急エージェンシー賞 

【副賞】Target Finder（顧客データ等のビッグデータの分析ツール）の３カ月使用権 

④ 大阪地下街『ONthe UMEDA』賞 

【副賞】大阪梅田の駅チカコワーキングスペース「ONthe UMEDA」30時間×3ヶ月無料利用権  

 審査の結果、各賞が該当なしとなる場合、また受賞者が重複する場合もございますの

で予めご了承ください。 

 この他の副賞として、受賞者が提案したビジネスアイデアの実現に向けた支援（企業

間連携のためのマッチング、プロモーション支援等）を行います。 

 スポンサー賞については、追加が決まり次第、順次応募サイトに掲載します。 

 

７．知的財産権、個人情報の取り扱い 

（１）知的財産権の取り扱い 

 ご提案いただいたビジネスアイデアに関する著作権その他の知的財産権は応募者に帰

属しますが、最終審査は、公開プレゼンテーションとなりますので、秘密事項は記

載、発表しないようにご注意ください。 

 ご提案いただいたビジネスアイデアは、第三者の著作権その他知的財産権を侵害して

いないものに限ります。万一、ビジネスアイデアが第三者の権利を侵害している場合

または侵害する恐れがあると主催者が判断した場合（応募後に侵害となった場合を含

みます）、受賞発表後でも受賞を取り消すことがあります。 

 

（２）個人情報の取り扱い 

 エントリーシートに記載された個人情報及びビジネスアイデアに関する情報は、本コ

ンテストに関連する目的（審査、エントリーに関する各種連絡のほか、主催者からの

各種情報提供（Ｅメールでの事業案内含む））のために使用します。 

 本人の同意なしに他の目的で利用および第三者へ提供いたしません(ただし、裁判所か
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ら提供を求められたときなど、法令に基づく場合は除きます)。 

 最終審査対象者のビジネスアイデアのテーマ、お名前、年齢、ご所属（企業の場合は

創業年も含む）は、参加者名簿や各種広報媒体（機関誌、ホームページ、メールマガ

ジン等）に掲載するとともに、報道機関に公表いたします。 

 最終審査対象者以外の個人情報は審査終了後、適切に廃棄いたします。 

 ご提出いただいたエントリーシート、補足資料は返却いたしません。 

 

８．事務局 

大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当（野間・玉川） 

  所在地：〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8 

  ＴＥＬ：06-6944-6300  ＦＡＸ：06-6944-6249 

  E-mail：sangyo@osaka.cci.or.jp 

 

ご参考：募集開始から最終審査までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご参考：過去の受賞提案と評価ポイント 

本コンテストでビジネスアイデアを評価する要素は、①価値観の革新性、②システム 

のデザイン性、③共感・共創・融合性の３要素です。これらすべてを満たすビジネスア

イデアは、周囲を納得させ、共感を得ることで、自然と仲間を増やし、実現性も高まる

ことから、これを「“この指とまれ”力」と呼び、本コンテストの根幹となる指標として

います（５ページ（１）評価ポイントご参照）。「“この指とまれ”力」は、以下の２種類

に分類されることから、過去の受賞提案についてもこの２分類で再評価しています。 

  ・トップダウン型“この指とまれ”力 

    ：強力なリーダーシップで周囲を引き付け、自ら未来像を切り拓いていく 

  ・ボトムアップ型“この指とまれ”力 

    ：周囲が自然と共感し、関心を持って集まってくることで賛同者が増え、次第に

未来像が実現されていく 

 

 第１回大商会頭賞「人工知能を用いた女性向けアパレルトレンド発信と Eコマース」 

 ○「服を捨てない」発想から「無駄になる服を作らない」発想への転換（価値観の革新性）  

 ○洗練されたアプリＵＩ（システムのデザイン性） 

 ○業界全体の課題解決に資するビジネスモデル（共感・共創・融合性） 

 ○徹底した市場調査がなされている（共感・共創・融合性） 

募
集
開
始 

最
終
審
査 

（
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

応
募
説
明
会 

（
キ
ッ
ク
オ
フ
セ
ミ
ナ
ー
） 

事
前
相
談
（
サ
ロ
ン
） 

書
類
審
査
結
果
の
通
知 

9/28-29 

(ｵﾝﾗｲﾝ) 

事
前
ト
レ
ー
ニ
ン
グ 

8/29 

募
集
締
切 

9/10 

(ｵﾝﾗｲﾝ) 

10月中下旬 

(ｵﾝﾗｲﾝ) 

1/15 11/27 1/27 2/12 

（会場） 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 
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  ⇒トップダウン型“この指とまれ”力 

・経済産業省・ＮＥＤＯによる平成２９年度補正予算ＡＩベンチャー支援プログ

ラム（ＡＩシステム共同開発支援事業）に採択 

・Ｇ２０大阪サミット２０１９では同社の技術が広報展示 

・世界経済フォーラムダボス会議２０１９大連に参加 

・アパレル業界に限らず、デベロッパーやインフラ、行政を含む多様な業種を対

象として、ＡＩ・ＩｏＴを活用したソリューションを提供 

 第１回ＡＩＴＣ会長賞「咽頭画像の深層学習による診断機器開発」 

 ○診療を喉の画像で行う独自の発想（価値観の革新性） 

 ○ＡＩを有効に用いることができるビジネスモデル（システムのデザイン性） 

 ○元救急救命士ならではの発想（共感・共創・融合性） 

 ○有力なチームメンバー（共感・共創・融合性） 

 ○社会全体に大きな課題解決価値を与えるビジネスモデル（共感・共創・融合性） 

  ⇒ボトムアップ型“この指とまれ”力 

・人工知能技術コンソーシアムで「医用画像ＷＧ」を立ち上げ 

・コンソーシアム、産総研と共同で診断制度向上に取り組む 

・ＮＥＤＯによる科学研究費助成事業に採択 

・経済産業省によるスタートアップ企業の支援プログラム「J-Startup」に選出 

 第２回大商会頭賞「ねこのＩｏＴトイレ toletta の開発と蓄積データ解析による異常検知」  

○「猫の未病予防」という斬新なアイデア（価値観の革新性） 

 ○利用可能なデータが自動的に蓄積していく仕組み（システムのデザイン性） 

 ○飼い主の愛猫心に訴えるビジネスアイデア（共感・共創・融合性） 

 ○いまや家族の一員であるペットの健康寿命を維持する提供価値の高さ（共感・共創・融合性）  

  ⇒トップダウン型“この指とまれ”力 

・受賞後に、猫の尿量を実際に測定できる機能を開発・実装 

・コンソーシアム会員企業を含む複数企業から２億円を調達 

・コンソーシアムと共同でＡＩによる未病診断開発に取り組む 

 第２回ＡＩＴＣ会長賞「針を刺さずに歯周病チェックできる Dental Check」 

 ○治療のハードルを下げることで重症予防率を向上させるアイデア（価値観の革新性） 

 ○スマホで撮るだけ、分かりやすいＵＩ（システムのデザイン性） 

 ○ＡＩの有効性の検証が容易な仕組み（システムのデザイン性） 

○ほぼすべての歯周病に起因する重篤な疾患の抑制に寄与する社会的意義の高さ（共

感・共創・融合性） 

○レコメンド等、他のビジネスと組み合わせやすいビジネスモデル（共感・共創・融合

性） 

  ⇒ボトムアップ型“この指とまれ”力 

・コンソーシアム会員企業と実証実験を経て技術を導入 

・他の企業とも大規模な実証実験の実施に向けて調整中 

・大学と共同で、歯周病のほか舌診（舌の状態による疫病の診断）にも取り組む 
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 第３回大商会頭賞「コストを掛けない新築住宅耐震強化ＡＩ化プロジェクト」 

 ○人的および資金的コストで見送られていた問題をＡＩで解決する発想（価値観の革新性）  

 ○ＡＩに求められる要件が明確（システムのデザイン性） 

 ○プラットフォームとして、今後大きく発展していく可能性のあるビジネスモデル（共

感・共創・融合性） 

 ○台風や豪雨などの自然災害による被害が深刻化する中、社会的ニーズに応えるアイデ

ア（共感・共創・融合性） 

  ⇒トップダウン型“この指とまれ”力 

・国土交通省「令和２年度住宅生産技術イノベーション促進事業」への採択 

・コンソーシアムとも共同でＡＩによる分析エンジンの開発に着手する予定 

 第３回ＡＩＴＣ会長賞「ＡＩメンテくん（サーモグラフィー画像による異常検知）」 

 ○技術よりもニーズ主導で発想されたビジネス（価値観の革新性） 

○収集されたデータから新たなモデルを作れる仕組み（システムのデザイン性） 

○幅広い分野で展開できる汎用性の高いビジネスモデル（共感・共創・融合性） 

○完成度が高く、すぐにビジネス展開できる技術力（共感・共創・融合性） 

⇒ボトムアップ型“この指とまれ”力 

・コンソーシアム内の複数のプロジェクトと共同 

・保有技術の実証実験実施に向け調整中 

 第３回ＡＩＴＣ会長賞「Reco!薬局」 

 ○規制の壁があるものの、確かなニーズはあり、今後の規制緩和のきっかけになる可能

性があるアイデア（価値観の革新性） 

 ○ユーザーが抵抗感なく使える自販機のインターフェース（システムのデザイン性） 

 ○駅やコンビニ、野外施設など広く展開しやすいビジネスモデル（共感・共創・融合性）  

 ○他ビジネスとの連携がイメージしやすい、分かりやすい未来像（共感・共創・融合性）  

  ⇒ボトムアップ型“この指とまれ”力 

・コンソーシアム内で複数企業と連携しプロトタイプ開発中 

・異業種とも連携し、アイデアをさらに応用したビジネスも検討中 

 

以 上 



募集締切：２０２０年１１月２７日（金）１７：００
提出先：sangyo@osaka.cci.or.jp(大阪商工会議所　産業部　産業・技術振興担当)
※ファイル名を「【ＥＳ】（企業・団体名）」とし、エクセルファイルのまま送信ください。

◆応募者概要

ビジネスアイデア名

西暦　　　　年　　月　　日

エントリー代表者
役職※

所在地・電話番号 TEL：

連絡担当者名
連絡先E-mail

企業・団体名 氏名 電話番号 ホームページＵＲＬ

＊欄内の※の項目は、個人で応募される場合は、無記載で結構です　　　　　＊未成年の方は、成年の方とグループでご応募ください

グループ構成
＊グループで応募される
場合は、右欄をご記載く

ださい

応募テーマ
　　風邪に関する各種データを活用した感染拡大対策に資するビジネスアイデア

ＡIビジネス創出アイデアコンテスト2021　エントリーシート

企業・団体名※

エントリー代表者名
生年月日

主な事業内容
企業規模　※
創業年　　※
ホームページ

〒

　　①自由提案部門

　　未来のヘアサロンに資するビジネスアイデア

　　ＡＩ自動販売機Reco!を活用したビジネスアイデア

　　②テーマ提案部門

（ふりがな）

（ふりがな）

資本金※：
ＵＲＬ：

従業員数※：
創業年※：

E-mail：

資料３
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◆経営デザインシート①

価値

外部調達資源（誰から）

データ

提供先へのアクセス方法

社会・市場状況

何をデータ

ステークホルダー（誰と）

誰と組んで

(+)　　　将来像実現までの外部環境　　　（－）

移行のための課題 データ

必要な資源

　　（＋）　　　従来の外部環境　　　（－） 課題（弱み）

どんな相手と組んで

提供先へのアクセス方法

データの果たす役割

解決策

社会・市場状況

資源

外部調達資源（誰から）

データ

データの果たしてきた役割

ステークホルダーから得てきたもの

自社・自身の立ち位置・役割

提案代表者

従来 将来　　( )年後

内部資源

ビジネスアイデア名

ビジネスモデル
資源をどのように用いて価値を生み出してきたか

資源価値
これまで生んできた価値 内部資源

ビジネスモデル
資源をどのように用いて価値を生み出すか ステークホルダー

（どんな相手と）

データ

自社（自身）の目的（野望・世に問いたい価値観） 事業概要

戦略（将来像に向け、今からなすべきこと）
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◆経営デザインシート② アイデア名 作成者

価値

外部調達資源（誰から）

データ

将来　　( )年後

リスク（ステークホルダーに発生しうる危険

どんな相手と組んで

データ

提供先へのアクセス方法

ステークホルダー

（どんな相手と）

内部資源 資源をどのように用いて価値を生み出すか 共創する価値

（何を）

ベネフィット

（ステークホルダーにもたらす恩

データの果たす役割

ステークホルダーから得られる

確立（大小） 影響（大小） もの データ

資源 ビジネスモデル

自社・自身の立ち位置・役割

金額（大小） 人（大小）

コスト（ステークホルダーにもたらす弊

自社（自分の組織）の目的・（野望・世に問いたい価値

観）

事業概要
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◆評価ポイントの整理

　ビジネスアイデアの「良さ」「強み」を整理しましょう。
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◆事業計画
①５年間の見通し
　＊市場規模やニーズの変動を予想したうえで、５年間の事業計画を記載してください 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

年度別アクション

売上高（千円）
営業利益（千円）
必要資金（千円）

②１０年後の目標
　＊１０年後にどのような事業になっていたいか、自由に記載してください

◆誓約事項
　　下記に記載する事項を誓約します

◆補足資料
　　補足資料を添付します

以　上

このビジネスプランについては、ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト2020募集要項の「４応募資格・テーマ」の「（１）応募資格」と【留意事項】、「７知的財産権、
個人情報の取り扱い」について、十分確認したうえで応募することを表明・確約します。また、必要な資格を満たしていないこと、留意事項や知的財産権、個
人情報の取り扱いについて確認できていないこと（グループで応募する場合は、全構成者が対象です）が判明した場合には、応募のあったビジネスプランが
失格になっても意義を申し立てません。
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日時 2020年9月10日

場所

大阪商工会議所（大商）と、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（産総研）の人工知能技術コンソーシ
アム（AITeC）は、「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト2021」の一環として本キックオフイベントを
開催します。昨年度コンテストの受賞者から受賞アイデアを報告いただくほか、今年度のテーマ提案の概要
について、各テーマ提案者からご説明いただきます。また、コンテストを通じた新ビジネスの創出方法や、
ビジネスの価値をより高めるための事業評価の考え方などについて、産総研人工知能技術コンソーシアムの
本村陽一会長、内閣府「経営デザインシート」の起草者である内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
総括参事官補佐 バリューデザイナーの宇津木達郎氏、主客一体の「価値創造」を研究されている大阪教育
大学特任准教授の安松健氏より、それぞれの視座からご講演いただきます。
コンテストにご関心の方はもちろん、新ビジネスの創造に挑戦されている方、既存事業の価値を高めたい方
など、ぜひ積極的にご参加ください。

オンライン
(※「YouTube Live」と「Zoom」を使用)

定員 なし 参加費

申込 以下URLまたは右のQRコードから、webページにアクセスいただき、
内容をご確認のうえ、お申込みください。
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202007/D22200910019.html

主催 大阪商工会議所、AITeC 共催 都心型オープンイノベーション拠点「Xport」

問合せ
大阪商工会議所産業部産業・技術振興担当 野間・玉川
TEL：06-6944-6300 E-mail：sangyo@osaka.cci.or.jp

～コンテストを通じて革新的なAIビジネスを創造！
“良いビジネス”とは何か？事業を評価する考え方とは？～

AIビジネス創出アイデアコンテスト2021 

キックオフイベント

無料

15時～16時：AITeC関西支部意見交換会 ※AITeC会員限定

16時～17時20分：キックオフイベント ※一般公開

17時30分～18時30分：懇親会 ※一般公開

プログラム（予定）

（１）AITeC関西支部意見交換会 ※（１）のみAITeC会員限定、以降のプログラムは一般公開
（２）「AIコンテストを通じた“PDEM”サイクルの実践による新ビジネスの創出（仮題）」

産総研 人工知能研究センター 首席研究員／AITeC 会長 本村 陽一
（３）AIビジネス創出アイデアコンテスト2021 募集概要説明
（４）コンテストテーマ提案部門 テーマ内容の紹介
①風邪に関する各種データを活用した感染拡大対策に資するビジネスアイデア
②未来のヘアサロンに資するビジネスアイデア
③ＡＩ自動販売機Reco!を活用したビジネスアイデア

（５）「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト」成果事例の発表
株式会社適正地盤構造設計一級建築士事務所代表取締役 大山雅充氏
（AIビジネス創出アイデアコンテスト2020大商会頭賞受賞）

（６）「～AIコンテストエントリーシートの作りかた～
未来のビジネス価値をデザインする”経営デザインシート”とは」

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局総括参事官補佐 バリューデザイナー 宇津木達郎氏
（７）「デザイン思考がAI活用に重要なのはなぜか？」

大阪教育大学特任准教授 安松健氏
（８）質疑応答・意見交換
（９）懇親会

資料４



日時 2020年9月28日13時～16時30分、29日 13時～16時30分

場所

～創造力を活かせる場！ ベンチャースピリッツを呼び覚ます！
デザインシンキングでＡＩビジネスを創ろう～

ＡＩビジネスデザインワークショップ

大阪商工会議所（大商）と、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（産総研）
の人工知能技術コンソーシアム（AITeC）は、「ＡＩビジネス創出アイデアコン
テスト2021」の一環としてＡＩビジネスデザインワークショップを実施します。
ユーザーサイドから発想する革新的なビジネスの創り方を体得いただける機会で
すので、ぜひご参加ください！

Day1

Day2

デザイン思考の体得 ～デザイン思考とは何ぞや？～

サービスデザインの実践 ～ＡＩビジネスを創ってみよう～

オンライン
(※「Zoom」と「Miro」を使用できることが条件)

定員 20名（申込先着順）

参加費 コンソーシアム会員・学生 無 料
コンソーシアム非会員・大商会員 3,000円/人(税込)
コンソーシアム非会員・大商非会員 5,000円/人(税込)

内容 デザイン思考の方法を学んだのち、「AIビジネス創出アイデアコンテス
ト2021」のテーマをもとに、ビジネス創出を実践いただきます。

申込 以下URLまたは右のQRコードから、webページにアクセス
いただき、詳細な内容を確認のうえ、９月１７日までにお
申込みください。
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202008/D22200925013.html
有料の方のみ、後日、「請求書」をお送りします。また、参加用URL等は９月
１８日頃に別途事務局からご案内します。

株式会社シグマクシスデジタルシェルパディレクター

田村浩二氏
コーディネーター

主催 大阪商工会議所、AITeC 共催 都心型オープンイノベーション拠点「Xport」

問合せ 大阪商工会議所産業部産業・技術振興担当 野間・玉川
TEL：06-6944-6300 E-mail：sangyo@osaka.cci.or.jp

※29日のプログラム終了後に自由参加のネットワーキングタイムを予定しています。
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