業種・職域を横断したAIビジネス創出を⽀援
AIB協会の設⽴目的︓

グローバル企業だけが主導している人工知能(AI)ビジネスをもっと身近なものにし、さまざまな企業が自
らの手でAI技術を活用したビジネスを創出することを支援する目的で、様々な業種・業態の企業や団体、
大学が発起人となり2016年9⽉に設⽴されました。

AIB協会の活動︓

会員企業がAI技術を活用した新たなサービス・製品や既存のサービスの利便性向上などに関するアイデア、
これに必要となるビックデータ、技術、ソリューション、専門的知⾒などを持ち寄って、AIビジネス創出
を支援します。
 AI ビジネス専門セミナー（最新AI技術情報、AI法務・知財動向）
 AI 体験セミナー（マイクロソフト Azure、アマゾン AWS など）
 AI ビジネスマッチング(BM)
 AI ワークショップ(WS)
 AI 個別相談、プロトタイピングプロジェクト（PTP)
 AI テーマ別ビジネスワーキンググループ（BWG)
 Slack Facebook などによる情報共有、セミナー資料共有
 セミナーなどのライブ中継
また、特別会員・⾦沢工業大学の支援を得て産学連携を加速させ、会員企業のAIビジネス創出を⼒強くサ
ポートしています。

AI利⽤の課題
AIの学術的・技術的疑問





AIは、そもそもどんなモノなの︖
AIは、何から出来ているの︖
AIは、何を知ると理解できるの︖
AIは、実際に使える段階なの ?

AI利用の課題










AIは、何に使えるの︖
AIは、何から使い始めれば良いの︖
AIは、使うために何が必要なの︖
AIは、ビジネスに有効なの︖
AIは、誰に相談すればよいの︖
AIは、どのような要求仕様をまとめれば良いの?
AIは、どのエンジンや、ソフトを使うと良いの︖
AIは、どのくらいの期間と、どれだけの費用をかけると良いの︖
AIは、どこに頼めば良いの︖ベンチャー企業でも大丈夫なの︖

解決の視点
Axis.1

AIを知る・学ぶ︕

Axis.2

AIを使ってみる︕

Axis.3

先進事例と共に︕
AIビジネス創出を
⽀援する︕

AIB協会の特⻑︓

【独⽴した⽀援組織】

AIB協会は会員の「AIビジネス創出」を支援するために設⽴され、特定の企業・団体に依存しない独⽴した組
織です。このため、各AIプラットフォーマー、各通信キャリア、各ITベンダーなどから、広く公平に最新情報
の提供などの支援を受けています。

設⽴記念フォーラム
（2016/12/6 ベルサール東京日本橋）

設⽴説明会（2016/7/26 ⾦沢⼯業⼤学⻁ノ門キャンパス）

【意欲的な会員】

多くの方がAIに関する技術情報のみならず、AIビジネスの情報を求めています。当協会にはAIビジネス創出に
意欲的な会員が集まっており、「AIビジネスを始めたいが、何から、どうしたら良いのか判らない」と⾔う、
経営者、新規事業企画部門の方々を支援いたします。当協会のセミナーには非会員もゲストとして参加可能で
すが、有償での参加のため、真剣な方々の集まりとなっております。
AI関連情報全般の収集
AIビジネスに関する情報収集
AI技術情報の収集
人脈構築
ビジネスマッチング
AI法務・知財情報の収集

セミナー参加の目的

ひろく新規市場開拓のための情報収集

（複数回答・N =177)
２０１７年度下期７回のセミナーのアンケート集計より

営業情報の収集
営業活動
AI教育に関する情報収集
その他
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Interop Tokyo 2017 展示ブース（2017/7/7-9 幕張メッセ）

AIと法務
（2018/1/10 山王健保会館）

専門セミナー風景
（⾦沢⼯業⼤学⻁ノ門キャンパス）

ビジネスマッチング
（⾦沢⼯業⼤学⻁ノ門キャンパス）

AIと知財
（2017/10/3 ⾦沢⼯業⼤学⻁ノ門キャンパス）

AIB協会の組織︓

AIB協会は以下の組織で構成されています。

理事会︓

運営委員会(SC: Steering Committee)︓

事務局

BWG/PTP 推進担当︓

代表理事︓佐々⽊賢⼆（株式会社ISP Networks）
理事︓久次昌彦（アラスジャパン合同会社）
理事︓泉屋利明（⾦沢工業大学）
理事︓細野昭雄（株式会社アイ･オー･データ機器）
理事︓前⼀樹（ジャパンマネジメントシステムズ株式会社）
理事︓藤間秋男（ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社）
理事︓早川真崇（渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）
理事︓町⽥能章（特許業務法人磯野国際特許商標事務所）
事務局⻑︓斎藤英之（株式会社システム計画研究所）
嶋⽥駿太郎（株式会社システム計画研究所）
秋元勝（株式会社システム計画研究所）

監事︓

⻘島信吾（Cenxus 税理⼠法人）

委員︓佐々⽊賢⼆（株式会社ISP Networks）
委員︓早川真崇（渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）
委員︓町⽥能章（特許業務法人磯野国際特許商標事務所）
委員︓前⼀樹（ジャパンマネジメントシステムズ株式会社）
委員︓中⼭幹之（リコノミカル株式会社）
委員︓脇坂隆之（テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社）
委員︓藤⽥勝貫（ユニアデックス株式会社）
委員︓⻲⼭幹雄（株式会社・ネオテックス ）
早川真崇（渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護⼠）
町⽥能章（特許業務法人磯野国際特許商標事務所 弁理⼠）
前⼀樹（ジャパンマネジメントシステムズ株式会社）
中⼭幹之（リコノミカル株式会社）
池⽥拓史（テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社）
⼭平哲也（ユニアデックス株式会社）

AIB協会の⼊会について︓

当協会はAIビジネス創出を目指す正会員、AIビジネス創出を支援する賛助会員を募集しております。 また、
特別会員を含めて、３つの会員種別があります（個人での入会は受け付けておりません）。
 正会員︓
「AIビジネス創出」を目指す法人
 賛助会員︓
「AIビジネス創出」を支援する法人（AIプラットフォーマーなど）
 特別会員︓
「AIビジネス創出」を支援する法人（教育機関など）
会員種別ごとに入会⾦、年会費を以下のように定めております。年会費は申込⽇から１年間有効です。

正会員︓
入会⾦（22,000円）、年会費（132,000円）

賛助会員︓
入会⾦（44,000円）、年会費（264,000円）

特別会員︓
入会⾦（なし）、年会費（なし）
AIB協会入会希望の方は、協会ホームページよりお申込下さい。
最新の情報は、協会ホームページ、Facebook、slack などを参照して下さい。

AIB協会の活動実績︓

設⽴以来20回を超えるセミナー/イベントを開催、延べ1,000名を超えるご参加を頂きました(2018/3末)。

（AIビジネスの進め方）

AIB協会 設⽴説明会 基調講演「AIにとりかる前に」 NII 国⽴情報学研究所・宇野毅明教授
AIB協会 設⽴説明会 AI事前相談会（会員予定4社参加）
AIB協会 第１回専門セミナー「データサイエンスをビジネスに生かすための組織づくりと進め方」
池⽥拓史⽒（テクノスデータサイエンス・エンジニアリング）
AIB協会・設⽴記念フォーラム「人⼯知能技術の最新動向 〜人⼯知能技術の現状とビジネスへの応⽤の可能性と課題〜」 基調講演・宇野毅明教授
AIB協会・設⽴記念フォーラム「AIB協会が目指すものと主要なアクティビティのご紹介〜AIB協会と会員企業によるAIビジネスの早期共創への挑戦〜」
早川真崇弁護⼠、宇野毅明教授、・上野光陽代表取締役（ウエノテックス株式会社）によるトークセッション
AIB協会 第６回専門セミナー「AIを始めるには準備と心構えが必要です」 宇野毅明教授
Interop Tokyo 2017 セミナー「人⼯知能ビジネスを早期に始めるために」 前⼀樹⽒（ジャパンマネジメントシステムズ）
Interop Tokyo 2017 セミナー「足元から始まるAI 〜 AIBによる現場からの活動 〜」 宇野毅明教授
AIB協会 第９回専門セミナー「非専門家のためのAI活⽤体制の知識」 池⽥拓史⽒

（最新AI技術動向）

AIB協会 第３回専門セミナー「DeepLearningとIoTビジネス」稲荷和典⽒（システム計画研究所）
AIB協会 第５回専門セミナー「Pythonによる機械学習⼊門〜人⼯知能技術の現状とビジネスへの応⽤の可能性と課題〜」
鶴英雄⽒（システム計画研究所)

（AIビジネスと法務、知財の課題と動向）

AIB協会 設⽴説明会「ビッグデータの利活⽤や人⼯知能ビジネスをめぐる規制と法的な留意点」 早川真崇弁護⼠
第２回専門セミナー「人⼯知能ビジネスと知的財産 プロトタイピングプロジェクトを始める前におさえておきたい知的財産に関する基礎知識」
町⽥能章弁理⼠（特許業務法人磯野国際特許商標事務所）
AIB協会 第３回専門セミナー「AIビジネスを始めるに当たっての法的留意点(実践編・その１）〜ビッグデータの法的取扱いと留意点を中心に」
早川真崇弁護⼠
AIB協会 第８回専門セミナー「人⼯知能ビジネスと知的財産 学習済みモデル、データの保護の可能性を探る」 町⽥能章弁理⼠
AIB協会 第１１回専門セミナー「ユースケースで学ぶ、AIビジネスを成功に導くための法的留意点と心得」 早川真崇弁護⼠

（各社AIプラットフォームの紹介）

AIB協会 第４回専門セミナー
「人⼯知能の最新動向と実活⽤事例紹介」 藤本浩介⽒（⽇本マイクロソフト）
「アマゾンが変えていく︕IoT・AIがもたらす世界」 門⽥進⼀郎⽒（アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン）
「データ活⽤にビジネス創生をもたらす IoT ビジネスプラットフォーム」 ⼭平哲也⽒（ユニアデックス）
「世界初の実運⽤で必要なAI Platformのご紹介」 （アレグロスマート）
「日本マイクロソフトのAIビジネスへの取り組み」 清水豊⽒（⽇本マイクロソフト）
AIB協会・設⽴記念フォーラム
「AIのためのアマゾンウェブサービス(AWS)とパートナーの取り組みのご紹介〜AIの足元を⽀えるAWS〜」
荒⽊靖宏⽒（アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン）
「人⼯知能活⽤実例と実現方法〜日本および海外の事例を交えて〜」 大⽥昌幸⽒（⽇本マイクロソフト）
AIB協会 第７回専門セミナー「AIプラットフォーム最新動向2017と最新技術・最新事例紹介」
「AWSプラットフォームで実現するAIソリューション」 志村誠⽒（アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン）
「事例を通じて⾒るAIとIoTの最前線」 ⼭平哲也⽒・藤⽥勝貫⽒（ユニアデックス）
「Microsoftの人⼯知能テクノロジーの最新動向と活⽤事例」 佐藤直生⽒（⽇本マイクロソフト）

（AIビジネス先進事例と共に成⻑するための

AIビジネスマッチング）２０事例

AIB協会 第８回専門セミナー（BM-1)（⼤成建設、ブレインズテクノロジー社、オークネット・アイビーエス社）
AIB協会 第９回専門セミナー（BM-2)（ユニアデックス社、ゲッティイメージズジャパン社、アプリックス社）
AIB協会 第１０回専門セミナー（BM-3)（ユニアデックス社、スカイディスク社、LeapMind社、KSK社、システム計画研究所、
チャオ社、エクサウィーザーズ社）
AIB協会 第１１回専門セミナー（BM-4)（システム計画研究所、テクノスデータサイエンスエンジニアリング社）
AIB協会 第１２回専門セミナー（BM-５）(KDDI、リコノミカル社、エデュテックパートナーズ社、エーアイスピリッツ社）

（AIビジネス先進事例に学ぶ

AIワークショップ）2018年4月より開始

AIB協会 第13回専門セミナー（WS-1)（アベリオシステムズ社、コグニティ社、テレコメディア）

（AI体験セミナー・AIハンズオン）
AIB協会
AIB協会
AIB協会
AIB協会

第１回公開セミナー「Microsoft Azure ML トレーニング講座」池⽥拓史⽒（テクノスデータサイエンス・エンジニアリング）
第２回体験セミナー「AWSのAIサービス」（音声、画像分析など） 志村誠⽒（アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン）
第３回体験セミナー「MS Azure」（画像分析など）大森彩子⽒（⽇本マイクロソフト）
第４回体験セミナー「機械学習体験セミナー(無料) -AWSのAIトレーニング講座-」志村誠⽒（アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン）

名称
代表理事
所在地
設⽴
URL
Facebook
お問合せ

⼀般社団法人 人工知能ビジネス創出協会（略称︓AIB協会）
佐々⽊ 賢⼆
東京都渋谷区桜丘町2番9号 カスヤビル 8階 株式会社ISP Networks 内
2016年9⽉5⽇
http://aib.or.jp/
https://www.facebook.com/aib.or.jp/
AIB協会・事務局︓aib-office@aib.or.jp
© AI Business Creation Association. 2018, All Rights Reserved.

