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2013国際ロボット展 コミュニティ共創ロボティクス 
〜当事者達に評価させるロボット化事業プロジェクト〜 

 
ロボットサービスを普及させるため

の 
イノベーションエコシステム 

 

〜大阪でのロボットを社会に浸透させる取り組み〜 

平成25年11月9日 
 

宮下 敬宏 
 

株式会社国際電気通信基礎技術研究所 
社会メディア総合研究所 研究企画部長 
知能ロボティクス研究所 室長（兼任） 
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ロボットが生活を変える が… 

• 多くのロボットが研究開発されているが、 
ロボットが社会に浸透した成功例は希。 

• ほとんどのサービスロボットは米国発。 

Roomba 

ファービー ロボサピエン 

RP-Vita 

KIVA-System 日本発が 
圧倒的に 

少ないのは 
なぜ？ 

My Keepon 
(製品は米国で…) 
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ロボットが社会に浸透するために 
必要なモノ 

• 挑戦的な科学技術 

• システム信頼性と国際標準化 

• 法的整備 

• 自治体と連携したサービス連携・統合 

• ユーザの欲しいサービスと実証実験 

• 利用者のフィードバックと受容性 

• 馴染ませる教育 

• 地域産学連携（経済団体含む） 

• コストパフォーマンス ここが弱い！ 
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本日のコンテンツ 

• ロボットサービスを普及させる 
  イノベーションエコシステムの構
築 

–エコシステム構築のための大阪の取り組み 

• 大阪の成長戦略 

• 関西イノベーション国際戦略総合特区 

• グローバルイノベーション創出に向けた環境
整備 

–グローバルイノベーション創出支援事業 

• まとめ 
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ロボットを社会に浸透させる 
エコシステムがまだできていない 

• 研究開発、製品開発、資金調達、マーケティング等を 
ユーザも巻き込んでできる仕組みが必要 

大学・研究機関 

ベンチャー企業 

２ndステージへ！ 

新技術・新ロボット開発 

製品・サービス開発 

製品・サービス販売 
マーケット開発 

メンター 
（ベンチャー成功者） 

エンジェル・キャピタリスト 
（ベンチャー成功者） 

アントレプレナー 
コミュニティ 

ユーザ 
コミュニティ 

メンタリング 

投資 



Copyright 2013 (C) ATR, Kyoto, JAPAN All rights reserved. 

グローバル企業の対内投資促進や成長分野等での企業集積、 
世界から人材、資金、情報を呼び込むグローバルイノベーション 
創出に向けた環境整備を図り、アジアでの都市間競争を勝ち抜 
くための国際競争力を強化する。 

大阪の成長戦略 
（大阪府・大阪市、平成25年1月版 抜粋） 

主な取り組みの工程イメージ 

関西イノベーション国際総合戦略特区 

グローバルイノベーション創出拠点形成 
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関西イノベーション国際戦略総合特区 

  SPring-8 
SACLA 

  彩都LSP   大阪大学 

 京都大学先端医療機器 
開発・臨床研究センター 

うめきた 

地区 

 KIX Medica 

 医薬品専用共同定温庫 

播磨科学公園都市地区 

神戸医療産業都市 

北大阪地区 京都市内地区 

けいはんな学研都市 

関西国際空港 

夢洲・咲洲 

阪神港 

うめきたを各エリアのハブとして機能させる 
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グローバルイノベーション創出拠点 

「大阪イノベーションハブ」を構築し、 

イノベーションにつながるプロジェクトを 

創出・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イノベーション 
支援事業 
 

潜在的なニーズを発
掘するとともに、企
業と大学等のオープ
ンイノベーションを
促進 

国際展開・ 
人材発掘事業 
 

世界から人材を集め、
グローバルなビジネ
スネットワークを構
築するとともに、イ
ノベーション人材を
発掘 

グローバルイノベーション創出支援事業 グローバルイノベーションファンド
への出資 

・世界での投資を通じ大阪での成功事例の創出 

・うめきたでのイノベーションエコシステム実現 

 に貢献 

ベンチャー企業の成長を支える 

ファンド組成推進（25年7月12日から） 

グローバルイノベーション創出に向けた 
環境整備 （大阪の取り組み） 
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大阪市委託事業 

グローバルイノベーション創出支援事業 

目標：３年後に、大阪が世界にイノベーションを生み出す 
   拠点として認知される 
 

– 本拠点の趣旨に賛同し活動に参画またはSNS等で繋がる人数 10万人 

– グローバル展開を見込まれるプロジェクト創出支援 100件 

受託者： 共同事業体 
（株）国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）【代表機関】 

（株）サンブリッジグローバルベンチャーズ 

（公財）大阪市都市型産業振興センター 

（公財）都市活力研究所 
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グランフロント大阪（外観図） 

(88,000㎡) 

2008 2012 

うめきた ナレッジキャピタルで 
商業施設・来訪者と連携する拠点構築 

連携 

ナレッジキャピタルの主要施設 

タワーC ７階にイノベ拠点構築 

うめきた まちびらき 
2013年4月26日 
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大阪イノベーションハブ 施設の紹介 

名称：Osaka Innovation Hub 
      (大阪イノベーションハブ) 
住所：グランフロント大阪 
   タワーＣ ７階 
開館：月〜金 10:00〜21:00 
   （祝日、年末年始を除く） 
広さ：総面積 ５４０㎡ 
主な機材：3Dプリンタ、レーザカッター、

イス、机、プロジェクタ、 
可動ステージ、ホワイトボー
ド、マイク、マイクアンプ 

備考：Osaka Hackers Club会員が 
   施設・機材を使用可能 
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大阪イノベーションハブ 施設の紹介 
コラボレーションスペース 

面積 150㎡ 
想定収容人員40～60人程度 

備え付け備品（事前予約不要） 
  テーブル 5、チェア 25、ホワイトボード 1、 

  ３Ｄプリンタ 1、レーザカッター 1 
 
 
 
 
 
 
 

ワークショップ・研究会スペース 
面積 90㎡ 

想定収容人員36～45人程度 
備え付け備品（事前予約不要）   テーブル 18、

チェア 36、プロジェクタ 1、 
  ディスプレイ 1、音響設備 1、ステージ台 4、 

  フラットライト 1、ホワイトボード 2 
 
 
 
 
 
 
 

相談室 
面積35 ㎡ 

想定収容人員10～15人程度 
備え付け備品（事前予約不要） 

テーブル 2、チェア 12、ディスプレイ 1、 
ホワイトボード 1 

受付 

３Ｄプリンタ ・ レーザーカッター 

大阪市 
都市計画局 

Innovate!osaka 
事務所 



Copyright 2013 (C) ATR, Kyoto, JAPAN All rights reserved. 

事業推進に向けたプラットフォームづくり 

プロジェクト創出に向けたプロセス 

情報発信 
コミュニティ 
形成・連結 

プロジェクト創出 

○国際プロモーション 
○ウェブサイト 
○face book 
○メールマガジン               
等 

○多様なワークショップ 
  （シリコンバレー） 
 等 

○ものアプリハッカソン 
○アイデアワークショップ 
○オープンイノベーション 
○リーンローンチパッド 

 等 

○国際イノベーション会議 
 （Hack Osaka） 

プロジェクトの 
ショーケース 

・プロデューサー、起業人材、中間人材、連携パートナー等の発掘 
・積極的な連携・共催事業の実施によるプラットフォームの形成 

・会員制度 ”Osaka Hackers Club”の立ち上げ 
 

Osaka Hackers Club 

H25年度での取り組み 

大阪イノベーションハブを中心とした「プロジェクト創出支援」と「プラットフォームづくり」 
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日本人起業家のポテンシャルを引き出す！ 

プロジェクト創出に向けたプロセス (事例①) 

グローバルイノベーションプロジェクト（Silicon Valley Tour）2013年3月4日〜9日 

ビジネスプランデモ in Silicon Valley 2013年3月8日 
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Osaka Hackers Club 

H25年度での取り組み（再掲） 

大阪イノベーションハブを中心とした「プロジェクト創出支援」と「プラットフォームづくり」 
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ものアプリハッカソン 

ICT×ものづくり で、大阪の強みを生かした新事業創出！ 

プロジェクト創出に向けたプロセス (事例
②) 

• ハッカソンとは、ハックとマラソンの混成語。 

• 従来、ソフトウェアの世界で行われてきたハッカソンを、 

ものづくり（ハードウェア）の世界に拡大 
 

【開催日時】 

第1回 2013年1月26日〜27日 （44名参加） 

第2回 2013年7月6日〜13日 （36名参加） 

（年間を通じて継続的に実施予定） 
 

【参加者】 

ものづくり系技術者、Web系プログラマ、デザイナ、 

マーケティング担当 
 

【プログラム】 

1日目： アイデアソン、ビジネスモデル検討、 

      プロトタイプ作製 

2日目： プロトタイプ作製、審査・発表 
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「顧客開発モデル」実践プログラムで新規事業開発を体得！ 

プロジェクト創出に向けたプロセス (事例
④) 

 Lean Launch Pad Osaka リーンローンチパッド実践ワークショップ 

• 第１シーズン 平成25年6月29日（土）〜8月17日（土） 計4回 （28名/回） 

• スタンフォード大学 Steve Blank教授が提唱する顧客開発モデルの実践プログラム

「リーンローンチパッド」に基づき、起業家や企業の新規事業担当者が事業開発

スキルを磨くためのワークショップを開催 
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Lean Launch Pad Osaka 修了者が事業開始！ 
海外向け（βリリース）： http://www.furicle.jp/  

日本語サイト： http://release.furicle.jp 
国内のタンスに眠る８億枚とも言われる着物をはじめ、 

日本の伝統文化に根ざした商品や情報を海外の着物愛
好家に届けるサービス「FURICLE」（フリクル） 

http://www.furicle.jp/
http://www.furicle.jp/
http://www.furicle.jp/
http://www.furicle.jp/
http://www.furicle.jp/
http://www.furicle.jp/
http://www.furicle.jp/
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国際的なネットワークの構築・拡大 
〜世界に大阪の取り組みを発信し、人財、情報、資金を呼び込む〜 

プロジェクト創出に向けたプロセス (事例
⑤) 

Global Innovation Conference 2013 “Hack Osaka” 
主催：大阪市 

後援：大阪府、公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、大阪商工会議所、一般社団法人ナレッジキャピタル 

2013年2月14日開催 
 

● 開会挨拶 佐藤道彦（大阪市計画調整局長） 
● ビデオメッセージ John Victor Roos 氏（駐日米国大使） 
● 基調講演 Dave McClure 氏（500 Startups 代表） 

「世界のイノベーション先進地域と大阪」 
● パネルディスカッション 「グローバルイノベーションに挑む」 

・ 岩佐 琢磨氏（(株)Cerevo 代表取締役） 
・ George Kellerman氏（500 Startups 投資担当） 
・ 徳重 徹氏（Terra Motors(株) 代表取締役） 

・ Allen Miner氏（(株)サンブリッジ 代表取締役会長 兼 グループCEO） 
（司会進行）校條 浩氏（大阪市特別参与） 
● 対談： 橋下 徹氏（大阪市長） × 校條 浩氏 
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プレイヤー 
 

アイディアや技術を保有し、 
自ら起業や事業化に向けた 

プロジェクト創出等をめざす個人 

オーガナイザー 
 

さまざまな分野において、起業や 
事業化に向けたプロジェクト創出の 
支援を行うコミュニティの主催者 

Osaka Hackers Club 

アドバイザー 
 

プレイヤーやオーガナイザーへの 
アドバイスや投資等のサポートを行う 

投資家・元起業家・元企業経営者等の個人 

パートナー 
 

本事業の趣旨に賛同した上で、 
イノベーション創出に向けて連携する 

大学、企業、経済団体等の法人 

世界に挑戦するために必要な情報・人財・資金を得る 
機会が見つかるプラットフォーム 

Webから登録！ http://www.innovation-osaka.jp/ja/ohc/ 
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オフィシャルウェブサイト 

Global Innovation Osaka 

http://www.innovation-osaka.jp/ja/ 

 

オフィシャルFacebookページ 

https://www.facebook.com/InnovationOsaka 

 

グローバルイノベーション 大阪 

InnovationOsaka 

イベント情報や活動情報はこちらで！ 

http://www.innovation-osaka.jp/ja/
http://www.innovation-osaka.jp/ja/
http://www.innovation-osaka.jp/ja/
https://www.facebook.com/InnovationOsaka
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今後の展開 

• 大阪市民やグランフロント大阪来訪者を巻き込んで
イノベーションにつながるプロジェクトを創出 

• 大阪市や他の企業が実施しているイノベーション
創出に関連する事業と連携 

– 例：大阪市委託事業「トップランナー育成事業」 

• 国際イノベーション会議を今年度（2月19日）に 
実施予定 
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まとめ 

• ロボットサービスを社会に浸透させるエコシステ
ム構築に関わる大阪市の取組みとして、グローバ
ルイノベーション創出支援事業を紹介。 

• この事業で構築されるイノベーション・エコシス
テムによって、ロボットをはじめとする様々な新
技術が社会で使われるようになることを期待。 

• みなさん、 
本事業にプレイヤーとして参加してみませんか？ 

本事業は、大阪市の委託事業として実施しています。 


