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２ ０ ２ １ 年 １ 月 ８ 日

ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 2021 ファイナリストの決定について
〔問い合わせ先〕大阪商工会議所 産業部 (浅田、野間、玉川)
TEL０６－６９４４－６３００
○ 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２月１２日、オンラインにて、
「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 2021
最終審査会」を開催する。人工知能技術（ＡＩ）を活用した新ビジネスの創出を目指すもので、優秀な提案
を表彰し、その事業化を支援する。
○ 今回で４回目となる同コンテストは、昨年８月２７日から１１月２７日まで提案を受け付け、１３件の応募
（４府県から、大企業１件、中小企業４件、ベンチャー３件、ＮＰＯ１件、高校生１件、個人３件）があっ
た。書類審査の結果、最終審査会で公開プレゼンテーションを行う５名を以下のとおり決定した（企業・団
体名五十音順、敬称略）。
・「お店選びのコンシェルジュ e-Label(えらべる)」 大阪ガス株式会社 片山 智史 氏
・「いつまでも健やかに！美容院から」 株式会社テルミーソリューションズ 山本 光平 氏
・「AI が医療画像診断をテレワークで指導する“画像診断ナレッジサービス”の開発」
特定非営利活動法人メディカル指南車 笹井 浩介 氏
・「AI を用いて睡眠から活動能力を推定し最適な健康増進方法を提案できる SAA システム」
Rehabilitation3.0 株式会社 増田 浩和 氏
・「Agriculture Intelligent」 勝山 翔紀 氏
○ 最終審査会では、大商会頭賞として尾崎裕会頭から賞金１００万円、ＡＩＴｅＣ会長賞として本村陽一会長
から２０２１年度のプロジェクト活動権（活動費付き）を、それぞれ１件授与する。スポンサー賞として東
急エージェンシー賞、大阪地下街「ONtheUMEDA」賞も贈る。
○ 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・関西万博を見据えてＡＩや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を活用したビジネスの社
会実装も支援しており、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。
＜開催概要＞
■日
時 ２０２１年２月１２日（金）１５：４５～１８：００
■場
所 オンライン（Youtube Live 配信）
■主
催 大商、ＡＩＴｅＣ
■共
催 都心型オープンイノベーション拠点「Ⅹｐｏｒｔ」
■プログラム
15：45 開会挨拶：大阪商工会議所 会頭 尾崎 裕（大阪ガス株式会社 取締役相談役）
15：50 「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト」趣旨説明：
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
15：55 ファイナリスト５者によるプレゼンテーション
17：00 昨年度受賞者による成果発表：「AI 自動販売機「Reco!薬局」の実証実験について(仮題)」
大阪工業大学 中野 薫 氏（昨年度「人工知能技術コンソーシアム会長賞」受賞）
17：30 受賞者発表・表彰式：
大商会頭賞／ＡＩＴｅＣ会長賞／東急エージェンシー賞／大阪地下街「ONtheUMEDA」賞
17：45 講評・閉会挨拶：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
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 最終審査会 案内状
資料２：ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 2021 概要、ファイナリスト一覧

(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１

ＡＩビジネス創 出 アイデアコンテスト２０２ １
最終審査会(公開プレゼンテーション)
大阪商工会議所は、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と
ともに、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」を実施しています。
このほど、今年度のコンテストの最終審査会を開催し、書類審査を経たファイナリスト５者による公開
プレゼンテーションで優秀者を表彰いたします。また、昨年度の受賞者による成果発表も行います。
ＡＩの具体的なビジネスアイデアや、最新のＡＩ活用事例に触れていただける機会と存じますので、ぜひ
ご参加くださいますよう、ご案内申しあげます。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン配信での開催とさせていただきます。

【日 時】２０２１年２月１２日（金）１５：４５～１８：００
【場 所】オンライン配信【Youtube Live を使用いたします】※お申込みいただいた方に、別途アクセス方法をご案内いたします。
【主 催】産総研 人工知能技術コンソーシアム（ＡＩＴｅＣ）、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
【協 力】大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム
【協 賛】大阪地下街株式会社、株式会社東急エージェンシー
【参加費】無料
【プログラム】（予定）
① 主催者挨拶
大阪商工会議所 会頭 尾崎 裕（大阪ガス株式会社 取締役相談役）
② 「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 2021」趣旨説明
ＡＩＴｅＣ 会長 本村 陽一（産総研 人工知能研究センター 首席研究員）
③ ファイナリスト５者によるプレゼンテーション
【ファイナリストの詳細は HP をご確認ください】
④ 昨年度受賞者による成果発表
「 AI 自動販売機『Reco!薬局』の実証実験について（仮題）」
大阪工業大学 中野 薫 氏（昨年度「人工知能技術コンソーシアム会長賞」受賞）
⑤ 受賞者発表・表彰式
大阪商工会議所会頭賞、人工知能技術コンソーシアム会長賞、東急エージェンシー賞、大阪地下街「ONtheUMEDA」賞
⑥ 講評・閉会挨拶
ＡＩＴｅＣ 会長 本村 陽一（産総研 人工知能研究センター 首席研究員）
【ホームページ】https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202012/D22210212011.html
【お申込み】ホームページまたは、下部の「参加申込書」でお申し込みください。
【お問合せ】大阪商工会議所 産業部 浅田・野間・玉川（TEL：06-6944-6300）
ＦＡＸ送信先：０６-６９４４-６２４９

◆◆◆
貴社名
所在地
お名前
T E L
メール
アドレス

【HP はこちら】

産業部 産業・技術振興担当 浅田 行

「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 2021 最終審査会｣ 参加申込書
(ﾌﾘｶﾞﾅ)

会員区分

◆◆◆
大商会員・非会員・

人工知能技術コンソーシアム会員

〒
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部署・ご役職名
）

F A X

（

）
※メールにて視聴 URL をお送りします。

＠

※複数名でお申込みの方は、本状をコピーの上、ご使用下さい。
※ご記入いただいた情報は、ご記入いただいた情報は、主催団体間で参加者名簿として共有するほか、主催団体からの各種情報提供（E メールでの事業案内含む）のために利用させていただきます。また、大商（データ管
理者）が産学官技術相談窓口で連携する大学や公設試験研究機関、行政機関の各種情報（大商後援事業含む）について、大商からご案内（E メールによる案内を含む）する場合にも利用させていただきます。

資料２
「ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 2021」
概要、ファイナリスト一覧
大阪商工会議所
１．目的
人工知能技術（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ことで、ＡＩの社会実装、ビジネス活用を推進する。
２．主催
大阪商工会議所
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(ＡＩＴｅＣ)
＜人工知能技術コンソーシアムの概要＞
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：２２３社・団体（２０２０年１２月１０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社会実装を促進している。
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を設置し、実証
プロジェクトの立案、試行、協業に取り組んでいる。
３．共催
都心型オープンイノベーション拠点「Xport」
４．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
５．協力
大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム
６．協賛
大阪地下街株式会社、株式会社東急エージェンシー
７．各賞
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（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「ONtheUMEDA」賞
(大阪梅田の駅チカコワーキングスペース「ONtheUMEDA」３０時間×３ヶ月無料利用権)
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８．ファイナリスト一覧
２０２０年８月２７日～１１月２７日まで、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、計１３件の応募があった。書類審査を
通過した５者が２月１２日の最終審査会で公開プレゼンテーションを行う。
応募件数：１３件
（属性）大企業１件、中小企業４件、ベンチャー３件、ＮＰＯ１件、高校生１件、個人３件
（地域）大阪府９件、奈良県１件、愛知県１件、神奈川県２件
提案部門：①
自由提案部門
②－Ａ テーマ提案部門・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－Ｂ テーマ提案部門・未来のヘアサロンに資するビジネスアイデア
②－Ｃ テーマ提案部門・ＡＩ自動販売機 Reco!を活用したビジネスアイデア
（敬称略、企業・団体名五十音順）
企業・団体名
（地域・属性）
大阪ガス株式会社
（大阪府・大企業）
株式会社テルミーソリューションズ
（大阪府・中小企業）
特定非営利活動法人メディカル指南車
（大阪府・NPO）
Rehabilitation3.0 株式会社
（大阪府・ベンチャー）
（神奈川県・高校生）

発表者

テーマ名

片山 智史

お店選びのコンシェルジュ e-Label(えらべる)

山本 光平

いつまでも健やかに！美容院から

笹井 浩介

増田 浩和

勝山 翔紀

AI が医療画像診断をテレワークで指導する
“画像診断ナレッジサービス”の開発
AI を用いて睡眠から活動能力を推定し
最適な健康増進方法を提案できる SAA システム
Agriculture Intelligent
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提案部門
①

②-Ｂ

①

①

①

【参考：第１回ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 概要】
最終審査会・表彰式：２０１８年２月１６日（金）
応募件数：２２件
大阪商工会議所会頭賞：
「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」
ファッションポケット株式会社 代表取締役社長 重松 路威 氏
人工知能技術コンソーシアム会長賞：
「咽頭画像の深層学習による診断機器開発」
アイリス株式会社 代表取締役 沖山 翔 氏
【参考：第２回ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 概要】
最終審査会・表彰式：２０１９年２月１５日（金）
応募件数：２３件
大阪商工会議所会頭賞、ＮＴＴデータ数理システム賞：
「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」
株式会社ハチたま 堀 宏治 氏
人工知能技術コンソーシアム会長賞、マクロミル賞：
「針を刺さずに歯周病チェックできる Dental Check」
歯っぴー株式会社 小山 昭則 氏
東急エージェンシー賞：
「ＡＩ自動販売機」
大阪工業大学「Automaat」 上野 隼義 氏
【参考：第３回ＡＩビジネス創出アイデアコンテスト 概要】
最終審査会・表彰式：２０２０年２月１４日（金）
応募件数：１６件
大阪商工会議所会頭賞：
「コストを掛けない新築住宅耐震強化ＡＩ化プロジェクト」
株式会社適正地盤構造設計 一級建築士事務所 大山 雅充 氏
人工知能技術コンソーシアム会長賞：
「AI メンテくん（サーモグラフィー画像による異常検知）
」
関西電機工業株式会社 渡邉 巌 氏
「Reco!薬局」
大阪工業大学「R.IT」中野 薫 氏
東急エージェンシー賞：
「ココロも若返る 美しく、健康な人生をかなえよう。
」
タカラベルモント株式会社 森本 隆志 氏
以 上
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