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札幌市立大学を中心
にＡＩ技術による公共
事業の最適化を推進
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社会に新しい価値を生
み出すスタートアップ
企業の創出を支援

NoMaps

クリエイティブな発想や
技術で次の社会・未来
を創るコンベンション

札幌市IoT 
推進ラボ

先端技術を活用したイ
ノベーションの創出

ＳＡＲＤ
一般社団法人 札幌圏地域 

データ活用推進機構

官民データの利活用で、
地域のイノベーションを
促すプラットフォーム

space360
open hub-

産学官連携を促す「ハブ機能」
を持ったコワーキングスペース

産学官連携によって地
域社会におけるイノベ
ーション機会を創出

一般社団法人

さっぽろ 
イノベーション 

ラボ

先
端技術を活用し、次世代交通システムの構築やエネルギーの効

率利用を目指すスマートシティ構想。街の魅力を輝かせ、暮らし

の質を高め、持続可能な社会を実現するものとして世界の各都市が研

究や実証実験に取り組んでいます。

スマートシティ構想において鍵となるビッグデータやＩｏＴ、クラウドソ

リューション。それらを活用する技術として特に注目を集めているのが

ＡＩです。

人口197万人を擁する北海道の中心都市、札幌。この街には今、多く

のＡＩ研究者やＡＩを積極活用する企業が集積し、さらに技術者同士を結

ぶ「ハブ機能」を持った拠点が誕生するなど、産学官連携による次世

代型のまちづくりが加速しています。

北海道らしい大らかな風土のもと、多種多様な知見が融合するオープ

ンイノベーション。その主役たちを本書では紹介していきます。

きを放つ 
SAPPORO

シ ョンから生まれる、 
しやすさ
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秋元 克広
札幌市長

札幌に集積する世界レベルの知見
オープンなイノベーションが
まちづくりの原動力

Message
巻頭メッセージ
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発行によせて

札
幌市では、1970年代という早い時

期からIT産業の振興に努めてきま

した。産学官連携の施策によって、大学発

の先駆的なベンチャー企業やJR札幌駅北

口を中心としたIT企業の集積が進み、一

帯の企業群が「サッポロバレー」と称される

など、地方都市における産業創出の成功

例としても高い評価を受けました。

当時、このような成果を上げられた背景

には、北海道大学を中心とする高等教育

機関から優秀な人材が多数輩出されたこ

とや、利便性の高い公共交通機関、首都

圏に比べて安いオフィスの賃料など、設立

間もないベンチャー企業にとってチャレンジ

しやすい環境が整っていたことなどがあり

ます。

「Society 5.0」が到来していると言われる

ように、近年、IoT、クラウド、AIなどの先端

技術を活用した新たなサービスが急速に

市場を拡大しています。そうした中、高度

な技術を扱える「人材」が価値の源泉と見

なされ、技術を持った企業と学術研究機

関が集積する札幌の強みを最大限に生か

すことで、この街が今以上に世界の中で

存在感を示していけると考えています。

平成28年には「札幌市IoTイノベーショ

ン推進コンソーシアム」を設置してICTの

普及促進を進めるとともに、AIの専門部会

である「札幌AIラボ」を創設しました。「札

幌 AIラボ」では、高い技術力を有する札

幌のIT企業群と北海道大学を中心とした

学術研究機関、IT産業施策を進めてきた

札幌市とが協力してAIの社会的な利用を

推進しています。

また、官民に蓄積されたデータの利活用

を推進すべく、「札幌市ICT活用プラットフ

ォーム」を構築し、札幌発のスタートアップ

企業など、新たなサービスの創出を目指す

若者への支援を拡充しています。

本書でご紹介するような世界レベルの

技術者や研究者の集積も進んでおり、彼

らを中心とした自由闊達なイノベーションは、

札幌らしい、これからのまちづくりを進める

上で、力強い原動力となっていくはずです。

札幌は、豊かな自然と充実した都市機

能が見事に調和した世界にも例を見ない

都市です。

超スマート社会へと向かっていく時代の

潮流を捉え、持続的な成長へとつなげて

いくため、今後も積極的にIT産業の振興

に努めていきたいと考えています。

AI俳句に挑戦する秋元市長

Smart AI City Sapporo
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企業との積極的な共同研究で 

最先端のAIテクノロジーに挑む川村教授。 

産学官連携による札幌AIラボを率いて、世界に誇れる技術集積を目指す。

社会と調和する
AI技術を追求していく

北海道大学 大学院情報科学研究院 
調和系工学研究室
教授

川村 秀憲
かわむら・ひでのり●2000年北海道大学大学院博士後期課程修了。同大学助手、准教授を経

て2016年同大学教授。2007年～2008年、日本学術振興会海外特別研究員、ミシガン大学客員

研究員。2017年6月より産学官の組織「札幌AIラボ」の座長に就任。釧路市出身。

interview 1

オープン 
イノベーションの
主役たち

札幌AIラボ
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̶研究室の特徴を教えていただけますか？

ディープラーニング、ニューラルネットワークなどの技術を

もとに、AIを活用するさまざまな研究を行っています。企業

との共同研究の数が北海道大学内でトップクラスであり、企

業が直面する課題やニーズに対して、AIをどのように活用し

ていくかが研究のテーマになっています。研究成果から（株）

調和技研のようなベンチャー企業も誕生していて、卒業生は

幅広い分野で活躍しています。

AIはハサミと同じ。 
大切なのは「どう使うか」

̶「調和系工学」とは聞き馴染みのない名称ですが。

北大にしかない名称の研究室だと思います。AIは、例え

るなら「ハサミ」のように、使い方次第で便利なものにもな

れば、危険なものにもなり得ます。この研究室では技術とし

てのAIを研究するだけでなく、「どう使うか」まで踏み込ん

で考えることを重視していて、技術を活用した先にある“ 社

会と人との調和 ”を目指すという思いから「調和系」という

名前が付けられているんです。

̶研究事例を紹介していただけますか？

最近の事例には、AIで川柳を作るプログラムの開発があ

ります。札幌 AIラボのプロジェクトにもなっていた「AI俳句」

を発展させたもので、NHKのニュース番組で、その日に話

題となった言葉をお題に川柳を詠むAIレポーター・川柳ヨミ

子の頭脳に私たちの技術が活用されています。

そのほか、公営ギャンブルである競輪の予想をするAIの

研究に運営会社と共同で取り組み、過去のレース結果や選

手情報を学習させ、期待値の高い車券を予想するというプ

ログラムを開発。この予想 AIはすでに実用化され、Webサ

イトから誰でも見ることができます。

現実的な課題に向き合うからこそ 
チャレンジングな研究が可能

̶印象深かった研究にはどのようなものがありますか？

ファッション業界のマーケティングにAIを活用するという研

究を行いました。ファッションに詳しい女性たちにアイテムご

との印象を「かわいい」「ガーリー」「“とろみ ” がある」な

どのラベル付けをしてもらい、それをディープラーニングで学

習させ、AIがアイテムの特徴を数値化できるようにする、と

いうものです。

̶ファッションの「ものさし」をAIで作るということでしょうか？

その通りです。ただ通常、AIによる画像認識を行う時は、

ひとつの物に対してラベルが明確であることが前提です。鉛

筆は「鉛筆」、カメラは「カメラ」といったように。一方、洋

服が「かわいい」かどうかは、個人の“ 見方 ”にも依存しま

す。一般的な研究室であれば、こうしたものを研究テーマ

に選ぶことは少ないと思います。

しかし、企業と共同研究を行うと、ニーズに対してどのよ

うにAIを活用するかという視点になるので、いわゆる研究室

的なセオリーにとらわれないチャレンジングな研究に取り組む

毎週月曜～金曜 午後4時50分から放送中の「ニュース シブ5時」に登場する川柳ヨ

ミ子。その日の話題を川柳で披露する。（資料提供＝NHK）

KDDI総合研究所、はこだて未来大学との共同研究。AIによる学習で人間のような

「譲り合い走行」をするRCカーのデモ映像。

川村教授が率いる調和系工学研究室では、人工知能を実現する上で重要な技

術の研究と社会システムへの応用、具体的なサービス開発に取り組んでいる。
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ことも多いんです。実際にこの研究では、AIがファッション

に詳しい女性と同程度の判定ができるようになり、そういう意

味でも、とても印象深い事例となりました。

̶川村先生は札幌AIラボの座長もされています。

ディープラーニングの技術が発達し、AIの時代が来ると言

われていますが、実際に「使えるレベル」にするには、課

題を整理して、実験を重ねて、具体的なシステムに組み込

むといった、いくつものプロセスが必要です。ただ、それら

を一貫してできる企業や研究機関は、まだ多くありません。

そこで札幌 AIラボがその機能を担って、1社では実現でき

ないことを産学官の連携で可能にすれば、「AIに強い札幌」

というブランドイメージを作ることができます。経験やノウハ

ウの集積も進むでしょう。札幌 AIラボが中心になることで、レ

ベルの高い仕事を国内外から請け負うことも可能になるはず

です。

博士号を持った研究者が多く活躍する札幌。 
技術が集積する環境は整っている

̶AIやIoTの分野で札幌の強みはなんでしょう？

AIの分野で博士号を持った研究者が多くいるというのが

強みだと思います。また、北海道出身者は地元への愛着が

強く、一度は東京に就職しても、再び札幌に帰ってくるケー

スが多い。その時に受け皿となる企業も増えつつあり、技術

が集積しやすい環境は整っていると感じています。

̶札幌市のスマートシティを目指す動きも加速しています。

スマートシティ化は世の中にあるさまざまなムダを無くして

効率性を高めることであり、AIやIoTを土台にしたまちづくり

を進める取り組みです。ただ、個別的に取り組んでいては

古い仕組みや価値観が温存されてしまう懸念があり、時に

は破壊的に取り組むことも必要だと考えています。

だからこそ産学官によるディスカッションが不可欠なのです

が、幸い札幌にはみんなで議論を重ねる場も整っています。

街をリデザインするという視点に立ち、そのために今、何を

するかを考えていかなければなりません。

世界とつながるエコシステムを 
札幌で

̶川村先生が実現したい札幌の未来はどのようなものでしょう？

産学官が連携し、世界ともつながるエコシステムが構築で

きればと考えています。札幌で人材が育ち、新しい技術に

取り組み、その技術を使って世界で活躍する。さらに、世

界で得た知見を札幌にフィードバックして、また新しい人材

が育つ。こうした循環が生まれれば、札幌がもっともっと魅

力的な街になると考えています。

1

札幌AIラボでは、AI技術をテーマにしたセミナーやワークショップを開催。

「ガーリー」「とろみ」の特徴を表す画像の代表例

ガ
ー
リ
ー

ガ
ー
リ
ー
で
な
い

と
ろ
み
が
あ
る

と
ろ
み
が
な
い

「企業からの依頼は多いですが、学生が論文のテーマにもできるような息の長い案

件を選んで共同研究に取り組んでいます」と川村教授。

北海道大学 大学院情報科学研究院
調和系工学研究室

札幌市北区北14条西9丁目 北海道大学大学院

情報科学研究院 9階 調和系工学研究室 

TEL 011-706-6499

http://harmo-lab.jp/

interview 
オープンイノベーションの主役たち
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「北大発認定ベンチャー企業」として注目を集める株式会社調和技研。

グローバル人材や主婦が働くダイバーシティ経営と、

大学との連携による最先端のAI技術を強みに急成長している。

企業が抱える難題を
AIエンジンでスピーディに解決

株式会社調和技研
代表取締役

中村 拓哉
なかむら・たくや●銀行に勤務後、大手ソフトウェア企業に転職。人事に携わり、東京以北の

大学のリクルーティングを担当。その縁から2011年に株式会社調和技研に入社、その後代表

取締役に就任。2019年6月に経済産業省「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞。

interview 2

オープン 
イノベーションの
主役たち

札幌AIラボ

09



̶調和技研が生まれた背景を教えてください。

まずは原点とも言える北海道大学調和系工学研究室のご

紹介から。この研究室は当社の取締役でもある川村教授が

率い、人工知能をはじめとする先端的な研究に長く取り組ん

でいます。ただ、かつてはその研究成果を生かす場がなく、

今とは違って大学と企業との共同研究も冷え込んでいた時

代。どうせなら学生たちの取り組みを論文発表にとどめず、

社会で試してみようと調和技研を立ち上げました。

一方、当時の私は大手ソフトウェア企業の人事や地域振

興策の仕事に携わり、さまざまな大学の先生と親交がありま

した。北大もその一つで、川村教授の研究室を訪ねるたび

に調和技研設立の話を聞いていたんです。そのころは企業

人として優秀な若手社員の中にも大学の研究成果を生かせ

ず、社会の現実に悩む人がいると肌で感じていました。私

自身、会社で好きなことにトライし、パフォーマンスを高める

働き方ができないかを模索していたんですね。そこで、調

和技研の若者がチャレンジする姿を見て「彼らの縁の下の

力持ちになろう」と2011年に会社に参加することにしました。

私自身もベンチャーやテクノロジーの可能性に興味がありまし

たし、純粋に面白そうだと思ったのも本音です（笑）。

社員の自由な研究と 
事業がリンクする社風

̶その後、仕事の獲得は順調に進みましたか?

正直なところ、しばらくの間は我慢の時期。社員が研究し

ている技術を専門的な用語で説明すると難解に聞こえるため、

私たちが手掛けたい事業をお客様に伝えるだけでも苦労の

連続でした。ところが、4年ほど前にAIという言葉が世の中

に浸透するに従って状況が一変。当社の提案が具体的にイ

メージしてもらいやすくなりましたし、東京の企業や研究所か

らAIに関する依頼が急増しました。

同時に札幌を盛り上げたいという思いがあり、AIを強みに

した産業創出を目的に草の根的なイベントを行ってみました。

すると、講演者や協力者も含めて約100名がアッという間に

集まり、AIへの関心の高さに驚くばかり。その後、札幌市

や産業振興財団によって、AI産業の活性化を目指す「札幌

AIラボ」の立ち上げまで進みました。いよいよ、AIがリアル

に使える時代となり、これからが勝負だと考えています。

̶実際にどのようなサービスをリリースしていますか?

当社は予測エンジンや推測エンジンなどの「数値系 AI」、

文章要約エンジンや会話生成エンジンといった「言語系 AI」、

画像分類エンジンや物体認識エンジンに代表される「画像

系 AI」を、お客様の課題に合わせてカスタマイズしていま

す。

たとえば、権威のある医師の診断内容を学習した画像処

理を開発し、現場への応用を目指していたり、文章の中か

ら違和感のある部分を抽出してアラートしたり、実際に企業

や社会で活躍しているサービスも少なくありません。

ただし、当社は会社の成り立ちから個性的な社員ばかり。

どちらかというと、一人ひとりが自由に取り組んでいることを

お客様の課題解決に結び付けることが多いんです。スタッフ

の中には顔写真を取り込んで、浮世絵に変換するユニーク

な研究を続けている人もいます。一見、遊びのようですが、

こうした研究で培われたものが実は当社の大切なノウハウと

なっています。私としてはAIとアートと日本文化という観点か

ら、まったく新しい事業に昇華できないか考えているところで

す。

1.社内のミーティング風景。日本人の社員が英語を駆使したり、外国人が日本語を話したり、楽しそう

な雰囲気。　2.人の顔写真を浮世絵風の画像に変換する研究の途中経過。画像がジワジワと浮世

絵のようになっていくのが実にユニーク。　3.自分の興味がある研究に打ち込める環境だからこそ、社

員は仕事中も生き生き。

1

2 3
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外国人、お母さん、シニア… 
多様な人材が活躍するオフィス

̶外国人の方も働いているのですね。

アジア圏を中心にドイツやブラジルなど7カ国の出身者9名

が働いています。今後、ますます拡大するAIのマーケットで

国内の人材だけに固執していては成長はないと考え、いち

早く外国人の採用に着手しました。とりわけ、海外ラボの立

ち上げも予定するほど力を入れている国がバングラデシュ。現

地ではAIやIoTの勉強も盛んになり始め、研究することで社

会を変えたいという気概を持った方が多いからです。

一方、日本人の採用についても、年齢や家庭の事情に関

わらず才能のある人材を積極的に採用中です。当社ではす

でに子育て中のお母さんが、時短や在宅の勤務によって仕

事と家族との時間を両立させています。最近は大手企業で

ペットロボットを手掛けていた67歳のシニアを採用したところ、

驚くべきスピードで会社に貢献してくれました。こうした多様

な人材を取り入れることがお互いの刺激になり、会社の成長

にもつながると思います。

̶AI企業が切磋琢磨する中、目指す立ち位置は?

当社には博士号取得者も多く、AIの最先端のロジックや

知識を身に付けた研究者がそろっています。ただし、GAFA

（Google、Amazon、Facebook、Apple）に代表される巨大

プラットフォーマーを目指しているわけではありません。技術

がオープン化されるAI市場において、社会の共通課題を解

決するサービスを提供するスタイルとは対照的に、私たちは

一社一社の課題を高度なAI技術で解決する独自のポジショ

ンを目指しています。

少子高齢化による人手不足が叫ばれる一方、多くの企業

では手作業による処理もまだまだ多いはずです。そんな「人

の仕事」を補うカギとなるのも私たちが研究するAIです。た

とえば、食品製造の機械にAIを組み込むことで、圧倒的な

効率化を進める研究が実用化の一歩手前です。これまでの

SFチックなイメージではなく、リアルな企業活動にAIが活用

され始めた今、個社ごとの経営課題を解決できる私たちの

能力が最大限に生かせます。それは高い品質を真摯に生み

出す日本のモノづくりだと考えています。

価格競争に飲み込まれない、 
ビジネスモデルづくりへ

̶調和技研にあえて課題を課すとしたら?

今はラボ的な環境の中で、スタッフ一人ひとりが自由に研

究と向き合っています。ただ、それができるのもスタッフの数

が総勢30名程度という小さな会社だからです。次のステー

ジでは、自由な雰囲気を残しつつ、どう組織を作るべきかが

経営者としての責務。また、道内 IT企業の多くはいつしか

価格競争に飲み込まれ、縮小していった印象です。そのた

め、社員がトコトン研究した成果に対し、正当な対価が得ら

れるビジネスモデルを構築することを課題に掲げています。

一人ひとりが好きなコトを続けた結果、ワクワクした未来を創

造できることを当社が示していきたいですね。

株式会社調和技研

札幌市北区北21条西12丁目2

北大ビジネススプリング 305号室

TEL 011-717-7017

https://www.chowagiken.co.jp

北海道の環境に憧れ、同社でAIを研究する外国人も多い。

2interview 
オープンイノベーションの主役たち
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北海道大学発ベンチャー企業として創業したテクノフェイス。 

人工知能の研究者たちが中心となり、 

オープンソースによるシステム開発とAI研究を事業の両輪として取り組む。

AIの研究開発を軸に
新しいまちづくりに貢献する

株式会社テクノフェイス
代表取締役

石田 崇
いしだ・たかし●北海道大学工学部精密工学科を卒業後、同大学院工学研究科システム

情報工学専攻で博士課程修了。2002年、株式会社テクノフェイスの設立と同時に入社。

2010年に代表取締役に就任。さっぽろイノベーションラボ代表理事。札幌市出身。

interview 3

オープン 
イノベーションの
主役たち

一般社団法人

さっぽろ 
イノベーション 

ラボ
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̶テクノフェイスは大学発ベンチャーとして設立されたそうです

ね？

北海道大学情報科学研究室で人工知能の研究をしてい

たメンバーによって2002年に設立されました。私は立ち上げ

メンバーではないのですが、社員第一号として採用され、創

業時からこの会社で働いています。

大学時代に私が携わっていたのは人工生命やマルチエー

ジェントといった分野の研究です。コンピューターの中に、あ

たかも意志を持った人のような存在がいて、私たちとコミュニ

ケーションするという…。ある意味、今主流のAI技術よりもっ

と未来的なものをテーマにしていました。

当社が設立された背景には、北大で学んだ学生を始めと

する「優秀な人材の受け皿」を作るという意味合いもありま

した。当時の北海道には先進的なITを活用している企業は

少なく、優秀な人材はたいてい首都圏の大手企業に就職し

ていました。しかし、そのままでは地元で技術者が育たない。

そんな危機感から、高いスキルを持った若者が、存分に活

躍できる場を北海道に作るということも会社設立の目的だっ

たんです。

AI導入の実証実験からシステム開発まで 
一貫してできるのが当社の強み

̶事業の中心や強みとしている分野を教えてください。

基本的には受託による開発業務がメインです。OSS（オー

プンソースソフトウェア）を活用した業務システムやクラウド

上で動作するシステム開発、スマートフォン向けのアプリ開

発なども行っています。

最近では、マルチビジョンなどのデジタルサイネージを直

感的にコントロールできる「テクノヴィジョン」という自社製品

も開発しました。もともとは受託案件で取り組んだ業務でし

たが、社内の技術者が興味を持ったことで開発を継続しま

した。この頃は首都圏の展示会にも出展し、製品をアピー

ルしています。

受託業務のうち、AIを活用したものとそうでないものの割

合は半分ずつといったところ。AIが顧客企業のビジネスに使

えるかどうか「当たりを付ける」作業は、試行錯誤の繰り返

しで時間もかかります。しかし、そのような「研究室的な実

証実験」を経て、実際の業務システムに組み込むまでを一

貫して手掛けられる会社は全国にも少なく、それが当社の強

みであると自負しています。

̶AIを活用した開発事例にはどのようなものがありますか？

画像認識の分野では、地面の状況を撮影した画像を分

析し、雪が積もっているか溶けているかを自動で判別する降

雪監視システム、建築現場の工程判定システムや鉄筋判別

システムを開発しました。

災害情報など、24時間365日放送の可能性がある領域に合成音声の活用が期待さ

れている。

映像を補正し、わん曲した黒板などにもきれいに投影できるシステムを開発中。

離職率が低く、長く活躍する社員が多いのもテクノフェイスの強み。
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自然言語の分野では札幌市と共同で、交通機関の乗り換

え案内を行うチャットボットの開発を行ったほか、ビジネスと

はやや異なりますが、人工知能による機械学習でオリジナル

俳句を作り出す「AI俳句」のプロジェクトにも参画しました。

最近では、放送業界のニーズに応えて音声合成エンジン

の開発にも取り組んでおり、日本語の音声を深層学習させる

ことで、自然な発声を実現する研究も行っています。

コストに見合った成果を 
AIが出せるかが重要になっていく

̶AIをビジネスに活用したいというニーズは増えていますか？

AIブームが始まったころは、企業の話題づくりのために「よ

く分からないけどAIを使ってみたい！」といった依頼も多かっ

たのですが、今はもう少し具体的な課題があって、機械学

習のもとになるデータも用意した上で当社に依頼が来るケー

スが増えています。

ただ、現時点でAIが直接的な利益につながっている例は、

業界全体を見てもまだまだ少数という印象です。データはあ

るけれど不十分だったり、AIを導入できたけれど思ったほど

の成果が出せず、開発費用のほうが高く付いてしまったり。

少子化や人口減少の影響で人手不足になり、AIで省力

化や効率化を図りたいというニーズは今後も増えていくと思

います。だからこそ、AI導入ありきではなく、コストに見合っ

たパフォーマンスを得られるものにしていくことが、重要にな

ると考えています。

̶石田社長はさっぽろイノベーションラボの代表も務めていらっ

しゃいますね。

札幌には幅広い分野で、独自性があって尖った技術を持っ

た企業がたくさんあります。さっぽろイノベーションラボはそう

した企業の強みを組み合わせたり、また不足している部分

を補完し合いながら、地域の発展のためのイノベーションを

起こすことを目的としています。

当社はもともと研究者の集まりなので、正直、営業力には

長けていません。だからこそユーザー側に強い企業とタッグ

を組むことで、当社の技術力を生かすことができるんです。

札幌の魅力を発信することが 
高度な技術集積につながる

̶これからの札幌についてどう思われますか？

私は札幌出身で、これまでの人生のほとんどを札幌で過

ごしています。愛着もありますし、この街の自然の豊かさや

生活コストの低さなどは世界に誇れるものだと思います。だ

からこそ、技術を持った人材に向けて、札幌の魅力をアピー

ルしていくことの重要性を感じているんです。

最近は札幌 AIラボ（space360）のような拠点ができたこ

とで、オープンなイノベーションが生まれたり、若い人たちに

よるスタートアップが生まれやすい基盤が整いつつあります。

高いスキルを持った人たちが、東京と変わらないくらい面白

い仕事ができそうだと思ってくれれば、札幌が高度な技術の

集積地になっていく可能性があります。実際当社にも、AI研

究ができる企業として道外の学生が注目し、入社してくれる

ようにもなりました。

今後も自社の技術力を磨きながら、地場に根ざした企業

として地域に貢献していきたいと考えています。

札幌駅前通りにオフィスを構えるテクノフェイス。外国人材も活躍。

株式会社テクノフェイス 
　

札幌市中央区北1条西3丁目3番地

敷島北一条ビル 6階

TEL 011-242-6606

https://www.technoface.co.jp/

「機械学習によって、人間の想像を超えた答えが出ることもあるのがAIの面白さ」

と石田氏。

3interview 
オープンイノベーションの主役たち
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※平成27年3月市内大学卒業者8692人に調査

※出典：総務省統計局「平成28年経済センサス活動調査」 ※出典：総務省統計局「平成27年国勢調査」

産業構造
第三次産業がおよそ9割を占めるという、

大都市の象徴的な産業構造です。

教育機関と
地元就職志向
教育機関もその半数が札幌圏に集

中。地元就職志向が高い一方、希

望が叶わない就活生も多く、道外企

業の積極的な進出が待たれています。

オフィス賃貸料
都市中心部の賃料は全国主要都市の中でも最も低廉。

BCP対応ビル、地下歩行空間直結など多彩なオフィスがそろいます。

人材供給力
北海道総人口の45％が集中し

約250万人の都市圏を形成しています。

●人口
●生産年齢人口

道内就職を希望する札幌の大学生

道内で
就職を希望

61.3%

道内で
就職を希望

83.9%

理系 文系

実際に道内で
就職する割合46% 71.6%

採用の
ポテンシャル

石狩市

当別町

江別市

北広島市

17,278人

10,453人

120,636人

74,253人

59,064人

34,586人

95,648人

61,908人

57,436人

32,732人

121,924人

65,317人

1,952,356人

1,235,516人

69,702人

42,897人

千歳市

恵庭市

札幌市

小樽市

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

15,438円

41,520円

19,086円

20,219円

16,408円

※出典：三幸エステート株式会社「office Market」（平成30年11月30日現在）

87.8%

12.1%
0.1%

札幌

東京

名古屋

大阪

福岡

事務所の産業別割合（札幌市）

第三次産業

第ニ次産業
第一次産業

一坪あたりのオフィス賃料

37校

大学

16校

短大

4校

高専

171校

専修

北海道の学校数

このうち半数が札幌圏に

Sapporo Dataデータで見る札幌
ビジネスに関する札幌のデータを集めてみました。

全国のIT企業が注目する理由が見えてきます。

ビジネス編

新千歳空港
札幌駅から新千歳空港まで37分。国内の主要空港の他海外15 路線の定期便や

国際チャーター便が就航する国際線ターミナルも備えています。

※平成30年9月現在
※利用者数出典:国土交通省 東京航空局 新千歳空港事務所「新千歳空港の航空概況速報」（平成29年現在）

＊平成29年 航空輸送統計年表

JR快速
エアポート

37分

全国NO.1
＊

東京
（羽田）100分 55便/日 年間約975万人利用

名古屋
（中部）115分 19便/日 年間約146万人利用

 大阪
（関西）135分 12便/日 年間約123万人利用

ソウル

北京

香港

バンコク

シンガポール

毎日運航

毎日運航

毎日運航

毎日運航

週4便

国際線 主要路線

など17路線

札幌 新千歳空港

出典:札幌市経済観光局産業振興部 「NEXT SAPPORO　企業進出総合ナビ」
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人工知能研究の第一人者であり未来型AI公共交通サービス「SAVS」の実験では

世界で初めてリアルタイムの都市型フルデマンド公共交通運行に成功。

中島学長が思い描く未来の交通とは。

AIを活用した公共交通サービスで
スマートモビリティ革命を

公立大学法人 札幌市立大学
理事長・学長

中島 秀之  
なかしま・ひでゆき●1983年東京大学大学院情報工学専門課程修了。工学博士。産業技術総合研

究所サイバーアシスト研究センター長、公立はこだて未来大学学長（現在は名誉学長）、東京大学先端人

工知能学教育寄付講座特任教授を経て、2018年より現職。専門は人工知能、デザイン学、サービス学。

interview 4

オープン 
イノベーションの
主役たち

札幌市立大学
AIラボ
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̶中島学長が長年研究に携わってきた未来型AI公共交通

サービス「SAVS」について、まずは教えてください。

はい。SAVS（サブス）とはSmart Access Vehicle Service

の頭文字をとったもので、最先端のAI技術を実装した未来

型の公共交通サービスです。イメージとしては、お客さんの

デマンド（要求）に応じて運行するタクシーの利便性と、低

価格で運行する路線バス（乗り合い交通）の良さを融合し

た、「路線バスより便利で、タクシーより安い」公共交通で

す。

利用客がスマートフォンなどで乗る場所と行きたい場所を

設定すると、クラウド側で最適な車を見つけて配車し、AI

（人工知能）が最適な走行ルートを決定します。われわれ

のサービスの大きな特徴は、リアルタイムでデマンドを受け

付けることにあります。つまり、従来のデマンド交通のように、

複数の利用客を事前にマッチングしてから走行ルートを決め

るのではなく、クラウドが全車両の現在地、都市の地図を把

握した上で、乗車要求に応じて配車を決定し、走行中に異

なる乗車要求が発生した場合にも、AIがリアルタイムにルー

トを再計算してドライバーに伝えます。

2013年には函館で実車両と模擬乗客を用いた最初の運

行実験を行い、マルチデマンド（多様な乗車要求）に対応

して乗り合いを成立させながら、リアルタイムで完全自動配

車する公共交通の運行実験に、世界で初めて成功しました。

2016年にはNTTドコモと提携して、彼らは「AI運行バス」

と呼んでいますが、首都圏での過密デマンド実験も行いまし

た。その後も全国各地で運行実験を実施し、「まもなく有料

運行が始まる」というところまできています。

「デマンド交通は大都市に不向き」 
という概念をAIが覆す

̶研究に取り組むことになった経緯を教えてください。

研究を始めたのは2001年ごろです。当時私は産業技術

総合研究所（産総研）にいて、ある時高知県中村市（現

在は四万十市）で実用化されていたフルデマンドバスの見

学に行きました。中村市というのは人口3万5000人ぐらいの

小規模都市で、それまで市バスは赤字続きでした。そこで

フルデマンドバスを導入することになったわけです。その結

果、以前より赤字は減ったものの、黒字転換とまではいきま

せんでした。話を聞いたところ、実は大都市の高知市でも

導入が検討されたそうです。しかし実験の結果、大都市で

は回り道が多すぎて実用にならないと判断され、中村市だけ

で実用化されました。私はこの「大都市にフルデマンドは不

向き」という結果に疑問を感じました。そこで産総研に戻っ

てから野田五十樹（現・産総研人工知能研究センター総括

研究主幹）に、マルチエージェント・シミュレーション（※）

による実験を持ちかけました。結果は、私の直感が正しく、

人口が多いほど効率が良いことが分かりました。翌2002年

に研究論文を書いて発表し、その後は縁あって公立はこだ

て未来大学に移りますが、2011年に松原仁（現・公立はこ

だて未来大学副理事長）らと研究プロジェクトを立ち上げて、

SAVSの本格研究が動き出しました。運行実験の傍ら実用化

に向けた事業を開始するため、2016年には公立はこだて未

来大学発のベンチャーとして株式会社未来シェアを設立し、

松原が社長に、私は会長に就任して、現在に至っています。

札幌市との共同プロジェクト始動 
除排雪とごみ収集の効率化を図る

̶その後、2018年に札幌市立大学の学長に就任されました。

札幌市との連携による研究もスタートしたと聞いています。

※マルチエージェントシミュレーション…行動主体をエージェントとして個 に々モデル化し、

人や組織のインタラクションの連鎖を計算するシミュレーションの方法

SAVS実証実験はタクシー会社の協力のもと、2013～15年に掛けて函館市で実施さ

れた。

SAVS（Smart Access Vehicle Service）のイメージ。乗り合い車両の最適な配車決

定を自動で行う。（資料提供=未来シェア）
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札幌市の大きな課題である除排雪とごみ収集を、AIを活

用して業務効率化しようというプロジェクトです。3人の研究

者に集まってもらい、2019年6月に始動しました。3年計画で、

これからさまざまなデータを集めてシミュレーションを走らせ、

業務の効率化を図ります。

実はこのプロジェクトはちょっとした会話から生まれました。

ある晩、副市長と食事をする機会があり、その中で私が、AI

でこんなこともできるかもしれませんねと話をしたんです。普

通ならそのまま何もなく終わるところですが、次の日すぐ市役

所から大学の事務局に電話がかかってきてプロジェクトが誕

生しました。あぁ、このスピード感は素晴らしいなと思いまし

たね。全国で SAVSの実証実験をやるたびに思うのですが、

それまでのシステムを変えるというのはとても難しいものです。

たとえば SAVSなら、多くの自治体が地元のバス事業者やタ

クシー事業者に遠慮して、実用化に二の足を踏んでしまい

ます。行政の評価システムを考えれば無理もないことなのか

もしれません。でも、それでは世界標準は生まれない。札

幌市のスピード感には期待を寄せています。

̶民間事業者との連携という意味ではいかがでしょうか。

もっと横のつながりを強くして、お互いが持つ要求、お互

いの使える技術を共有できるようになるといいですね。

space360はそのための場にしたい。たとえば、私たちはこれ

から除排雪やごみの問題に取り組むにあたっていろいろな壁

にぶつかるでしょう。「収集所のごみの量のデータを取りたい

けど、カメラを設置するのは住民感情として難しい。どうし

たらいい？」と投げた時に、「だったらこうしたら？」というア

イデアや技術を誰かが持っているかもしれない。そういう場

があることで、全体の底上げにつながると思います。

公立はこだて未来大学との連携で 
新しいプロジェクトが始動

̶市立大学の学長として、今後は何に取り組みますか。

開学当初から市立大はデザインと看護の連携をテーマに

掲げていますが、今取り組んでいるのが「理想の病院をデ

ザインする」というプロジェクトです。看護学部には病院に

対する課題認識があり、デザイン学部は課題解決のための

「絵を描くこと」ができます。でも、これだけでは課題は解

決できません。「つくる」人がいないからです。そこで2018

年に市立大学は公立はこだて未来大学と学術交流協定を結

びました。公立はこだて未来大学はITに長け、システムを

つくるのが得意です。今後は学外も巻き込んでプロジェクト

を進めていきます。よく私はいろいろな人から「AIで世の中

はどう変わるの？」と聞かれます。でも、本当に大事なのは

「あなたがどう変えたいか？」なんです。言い換えれば、テ

クノロジーを使って未来をどうデザインするか、です。学生

たちにはプロジェクトを通してそんなところも考えてもらいたい

と思います。

公立大学法人 札幌市立大学

〈芸術の森キャンパス〉

札幌市南区芸術の森1丁目

TEL 011-592-2300

〈桑園キャンパス〉

札幌市中央区北11条西13丁目

TEL 011-726-2500

http://www.scu.ac.jp/中島学長は根っからの乗物好きで自動車のほか、船舶や飛行機（陸上単発）の免許も取

得している。

札幌市立大学桑園キャンパス。隣接の市立札幌病院を舞台に「理想の病院」プロジェ

クトが進行中。

4interview 
オープンイノベーションの主役たち
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「社会の役に立ちたい」と独立開業し 

IoTを専業に垂直統合型ビジネスモデルで社会問題の解決に挑むエコモット。 

入澤社長の視線の先にはITで活気づく北海道の未来が広がる。

IoTインテグレーションで 
安全＆環境に優しい社会を創造

代表取締役

入澤 拓也
いりさわ・たくや●2002年に米国留学から帰国後、クリプトン・フューチャー・メディア株

式会社入社。07年、同社を退社しエコモット設立。IoT用デバイス、通信インフラ等の業

務のワンストップサービスを展開。北海道IT推進協会会長。札幌市出身。

interview 5
エコモット株式会社

オープン 
イノベーションの
主役たち

札幌市立大学
AIラボ

札幌市 
IoT 

推進ラボ
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̶エコモットの主な事業、強みについて教えてください。

当社はIoT専業のソリューションベンダーとして、IoTをお

客様のビジネスに活用するお手伝いをさせていただいており

ます。一番の強みは、開発から営業、運用、管理までを垂

直統合的に一気通貫で行える社内体制が整っていることで

す。AIは人間でいうところの脳です。でも、脳だけでは何

もできません。触ったり、見たり、聞いたものが五官から入っ

て脳に伝わるわけですが、当社ではIoT（五官）とAI（脳）

の双方をセットで手掛けています。具体的には、不動産業

界向けロードヒーティングの遠隔監視、建設現場の安全のた

めのソリューションなどです。中でも近年伸びているのは車の

IoTです。

ドラレコでヒヤリハットを検知し 
危険運転の抑止に役立てる

̶車のIoTとは、どのようなサービスでしょうか。

通信機能を搭載した高性能ドライブレコーダーを契約法

人の車両に取り付け、急加速や急減速などのヒヤリハットを

検知した際に自動的に動画を送信します。管理者はリアルタ

イムで社員の危険運転を把握し、指導に生かします。ハイ

ンリッヒの法則をご存じでしょうか。1件の重大事故の背後に

は29の軽微な事故が隠れていて、さらにその背景には300

の異常（ヒヤリハット）が隠れているという法則です。大事

故を未然に防ぐにはこうしたヒヤリハットを把握し、的確な対

策を講じることが不可欠です。私たちはヒヤリハットの「見え

る化」を通して安全運転に貢献したいと考えています。

こうしたヒヤリハットのデータをAIに蓄積することで、運転

者の運転傾向をパーソナライズし、一人ひとりに応じたアド

バイスを行うことも可能となります。また過去の事故発生地

点や天候、累積走行データを重ね合わせることで、事故リ

スクのある地形特性を分析して高事故リスク地点を抽出する

こともできるようになるでしょう。今後、日本においてもMaaS

（Mobility as a Service）の普及が見込まれています。個人

がスマホで自動運転の車をチャーターして街中を自由に移動

するようになる日も近いかもしれません。そうした中で、ドラ

イブレコーダーで培った私たちの技術が、自動運転の車の

監視や、特に安全面で寄与できるのではないかと想定して

います。

社員ゼロ、資本金は10万円 
IoTで「社会に役立ちたい！」

̶ドライブレコーダーや融雪システムの遠隔監視など、エコモッ

トのソリューションは暮らしに密着したものが中心です。その背景

にはどんな思いがあるのでしょうか。

私は前職で携帯電話向けコンテンツの企画・開発をして

いました。寝食を忘れるほど熱中しましたが、携帯市場に

次 と々企業が参入して飽和状態になる中で、自分はやりきっ

たなと感じ始めていました。次にやるなら「世のため、人の

ために仕事がしたい」。そう思って27歳で退職し、資本金10

万円でこの会社を立ち上げました。最初に手掛けたのが融

雪装置の遠隔制御代行サービスです。これはマンション等

の積雪状況をカメラで監視し、ロードヒーティングを遠隔操

作するシステムです。最適なボイラー制御が可能なので大

幅な燃料費削減につながり、化石燃料の過剰な使用を抑制

できます。当時、私の中で環境問題は大きなテーマでした。

環境の次に私が取り組んだテーマは安全でした。きっか

けは東日本大震災です。会社を立ち上げて5年目の当時、私

たちは建設現場のソリューションを手掛け始めたばかりでした。

土木現場で川の水位を測定したり、津波警報の回転灯の開

発に携わっていました。そんな時東日本大震災を目の当たり

にして、「危険を知らせることが人命救助に貢献する。IoT

ドライブレコーダーが収集したデータをLTE回線を通じてクラウドサーバーに送信、

保存する。

札幌市の中心部にあるオフィス。従業員数は108名。東京、仙台、名古屋、大阪

等に拠点がある。
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が救える命ってあるよな」と確信しました。それからは人の

命を守るためのIoTを生み出すことが、私たちの使命と考え

るようになりました。通信機能を備えたドライブレコーダーの

開発の背景にはこうした思いがあったんです。

車の安全ということでいえば、人間が運転する限り事故は

避けられません。自動運転には賛否両論ありますが、私は

車社会の北海道こそ最初に自動運転に取り組むべき地域だ

と考えています。たとえば雪によるホワイトアウトはドライバー

にとって非常に危険な状況ですが、前が見えなくても座標

が取れれば、事故を起こす可能性はグッと低くなります。安

全面において非常に大きな効果が期待できるのです。

IT人口を増やし、産業を活性化 
「食と観光とITの北海道」に

̶入澤社長は2019年6月に北海道IT推進協会の会長に就任

されました。協会の舵取り役として、北海道のIT業界はこれから

どう進むべきだとお考えでしょうか。

ITで北海道を豊かにする、というのが私のビジョンです。

ITで豊かになった国といえばお隣、中国ですよね。アリバ

バ、HUAWEIなど、絶大な影響力を誇る企業が数多くあり

ます。一方で日本はITで世界に後れを取っています。原因

はさまざまでしょうが、古くからの慣習や業界の反発で新し

いサービスや制度がなかなか実用化できないことが要因の

一つに挙げられます。そうであれば、北海道という「5％経

済圏」の中で試したらいいと思うんです。自動運転もそうだ

し、電子政府、遠隔教育、遠隔医療など、ITが力を発揮

する分野はまだまだあります。北海道をIT 先進地にするた

めの基盤づくり、風土づくりを政策的に推し進める必要があ

るでしょう。一つは、ITに携わる人を増やすことです。北海

道の現在のIT人口は約2万人といわれています。それを4万

人にすれば単純に考えて売上が倍になります。現在は4500

億円ぐらいの規模ですが、これが1兆円規模の産業になった

らいいですよね。そういう意味では教育に期待しています。

これから小学校や中学校でプログラミング教育が必修化され

ます。これにより、ITに興味を持ち、プログラミングの下地

のある学生が増えていくでしょう。彼らが積極的にIT業界に

進み、ゆくゆくは北海道に集まるようになったらいい。イメー

ジはアメリカ西海岸の最北に位置するワシントン州、シアトル

です。このまちにはMicrosoftや Amazonがあり、IT人材が

世界中から集まってきます。北海道もこうでありたい。ベトナ

ムを始めアジア圏の優秀な人材が、アメリカではなく北海道

を選ぶ。そのためにはIT産業の発展もさることながら、まち

そのものの魅力を高めることも不可欠です。せっかくなら憧

れのまちで働きたいじゃないですか。人を集めるためにはま

ちがエキサイティングじゃないといけません。

北海道がITで一番進んだまちになる。その北海道で、私

たちエコモットがナンバーワンになる。それが目標です。

エコモット株式会社

札幌市中央区北1条東2丁目5-2

札幌泉第1ビル 1階

TEL 011-558-6600 

https://www.ecomott.co.jp/

東日本大震災の時には救援物資を積み込んだ軽トラで被災地へ。「有事に

役立つ企業でありたい」と入澤社長は話す。

屋外に設置したセンサーやネットワークカメラのデータで建設現場を見える化

する「現場ロイド」。

IoTプラットフォームサービス「FASTIO」がMCPC award 2015 プロバイ

ダー部門でグランプリ受賞。
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学生時代を北海道大学で過ごし「札幌のファン」を公言する神岡教授。

マーケティング研究の第一人者として

札幌のデータプラットフォーム活用推進に尽力。

札幌らしいデータ活用で
世界とつながる魅力的な都市に

一橋大学 経営管理研究科
教授

神岡 太郎  
かみおか・たろう●北海道大学大学院 博士課程（行動科学専攻）単位取得退学。主な

研究テーマは、マーケティングマネジメント、ITマネジメント、CMO、CIOなど。札幌市データ利

活用促進検討委員会座長。工学博士。

interview 6

オープン 
イノベーションの
主役たち

ＳＡＲＤ
一般社団法人 
札幌圏地域 

データ活用推進機構
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̶マーケティングで日本企業が後れを取っていると言われます。

日本の企業はもともとモノづくりが得意で、その技術力を

武器に戦後大きく成長してきました。良いものを作れば売れ

るという考えはユーザーのニーズともマッチし、高機能、多

機能な商品の開発に力を注いできました。しかし、社会が

成熟してくると、企業がどれだけ高機能を謳っても、それだ

けではモノが売れなくなります。いわゆる「ガラケー」が良

い例です。

一方、GAFAをはじめとする世界企業の多くは早くから顧

客視点、ユーザー視点で商品やサービスの開発に取り組み、

特にデータを活用したマーケティングによって成功を収めて

います。目まぐるしく変化する市場ではユーザーのニーズを

的確に捉えることが必要であり、その点で日本がやや後れを

取ったのは否定できません。今やデータ・マーケティングは、

世界のあらゆる企業にとって最重要課題と位置付けられて

います。

マーケティング的な視点は 
まちづくりにも不可欠

̶まちづくりにおいてもマーケティングは重要なのでしょうか？

企業におけるマーケティングの基本がユーザーを起点とす

るように、まちづくりにおいても市民が何を求めているかが議

論の出発点になります。市民のニーズを明らかにするには、

人々がいつ、どのように行動しているのか… といったデータ

の分析が不可欠で、データは行政が意思決定をする際のエ

ビデンスにもなります。

̶意思決定のエビデンスとはどういうことでしょう？

たとえば札幌市が新しい行政サービスを始める際、それ

が経験やカンに頼ったものでは説得力がありません。そして

もし取り組みが失敗した場合、その理由を明らかにすること

もできません。

一方、データに基づく取り組みであれば、たとえ失敗して

も、データそのものが間違っていたのか、データの見方が間

違っていたのかなど、さまざまな検証ができます。

Uberや Airbnbなど、海外のスタートアップ企業はそうした

データの活用に長けていて、ユーザーが求めるサービスを

次 に々生み出しています。完璧でなくてもスピード感を重視

して市場に投入し、ユーザーのフィードバックを改良に生か

していく。そうしなければ変化の速さに対応しきれないから

です。

官民データの統合プラットフォームは 
世界的にも先駆的なチャレンジ

̶データ活用の一歩となるプラットフォームが札幌に構築され

ました。

「DATA-SMART CITY SAPPORO」というデータプラットフォー

ムが構築されたことは、非常に画期的であると言えます。と

りわけ行政が保有する人口や世帯数など「パブリック（公的

な）データ」と企業が持っているユーザー購買歴など「プラ

イベート（民間の）データ」を統合させることは、世界経済

フォーラムでも「これからの課題」と言われており、それを

先駆的に実現できた札幌市は最先端であると言っても過言

ではありません。

また、札幌市にはデータの活用を推進するSARD（札幌

圏地域データ活用推進機構）が組織され、私も立ち上げに

協力させてもらいました。このような団体が組織されることも

他都市では例がなく、注目に値するものです。

一方これからは、プラットフォームに置かれたデータをどう

「日本の企業や行政は完璧を目指そうとするため、変化のスピードに追いつけない」

と神岡教授。

テクノロジーとの向き合い方について解説した神岡教授の著作「デジタル変革とそ

のリーダーCDO（チーフ・デジタル・オフィサー）」（同文館出版）。
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活用するかが重要です。データを分析するのは必ずしも専

門家である必要はありません。一般市民が自分たちの暮らし

を良くするためにデータを活用する「データの地産地消」が

進めば、札幌の魅力がもっと高まっていくはずです。

̶今後、世界的な都市間競争が加速すると言われます。

先進国はどこも人口減少に直面しつつあり、都市の活力

を維持するための人口獲得競争が、国を超えて本格化して

いくでしょう。現在、その競争で一歩リードしているのが都

市国家シンガポールです。シンガポールでは「One Government

（ひとつの政府）」をスローガンに、官民が一体となってデー

タのオープン化を進めるなど、地元の人 が々暮らしやすく、さ

らに、海外から見ても魅力的に映るまちづくりに取り組んで

きました。世界のハイテク企業やヘッドオフィスの誘致も積極

的に行い、今、アジアの多くの若者がシンガポールで働くこ

とに憧れを抱いています。

戦略的なブランディングに 
「One Sapporo」で取り組んでいく

̶スマートシティを目指す札幌に必要なものは何でしょう？

札幌は自然が豊かで食べ物がおいしく、ワークライフバラ

ンスが適切であるなど、高いポテンシャルを持っています。ま

た、行政のトップである市長が、データやマーケティングの

重要性をしっかり認識していることも、今後のまちづくりを進

める上で大きな強みと言えるでしょう。

ただ、札幌がスマートシティを目指すためには、意識レベ

ルでもトランスフォーメーションが必要です。たとえば、官民

共に組織の風通しを良くしてデータの共有化をさらに進めた

り、小さな失敗を恐れずにリスクを取って新しいサービスに

チャレンジしたり。あるいは東京の下請け的な考えを止めて、

海外の人たちと直接つながっていくという発想も大切です。

これまで北海道の人たちは、外から指摘されて初めて自

分たちの良さに気付くことが少なくありませんでした。地元の

人が目を向けていなかった飲食店や観光スポットに外国人が

押し寄せているのに理由が分からない。後になって海外の

SNSで話題になっていたことを知り、ようやくアピールを始め

る… つまりデータを生かせていないんです。

しかし、これからはデータを活用した戦略的なブランディ

ングが不可欠です。札幌が札幌らしく輝くにはどうしたら良

いか、まさに「One Sapporo」で挑んでいくことが重要にな

ると考えています。

一橋大学

東京都国立市中2-1

https://www.hit-u.ac.jp/

国際的なハブ空港や港湾を整備することで成長を加速させているシンガポール。

四季折々の美しさを見せる北海道大学のキャンパス。「札幌はまだまだポテンシャル

を生かす余地がある」と神岡教授。

6interview 

2017年11月に札幌で開催された「人工知能＆ビッグデータフォーラム」に登壇。人工知

能技術戦略会議議長 安西祐一郎氏、北海道大学 長谷山美紀氏と共にパネルディス

カッションにも参加。

オープンイノベーションの主役たち
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Sapporo Data

※平成24年から平成27年1月末～5月までの累積平均値
※出典：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課

※出典：不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME’S家賃相場（平成30年9月14日現在）　1LDK・2K・2DK

※出典：日系BP総合研究所
　「新・公民連携最前線」

将来住んでみたい
自治体
都市機能が発達しているのに、近隣には

豊かな自然が広がる札幌。食べ物もおい

しく人間らしく暮らせるのが第一位の理由。

花粉の総飛散量
スギ・ヒノキ花粉の量が圧倒的に少ない札幌。

春先の憂鬱な時期も快適に過ごすことができます。

住宅費

0分 2分 4分 5分 7分 9分

18.93万円 15.83万円 13.34万円 13.67万円 11.83万円

新宿 大久保 東中野 中野 高円寺

6.50万円 6.20万円 5.64万円 5.26万円 4.69万円

大通 さっぽろ 北 12 条 北 18 条
4.88万円

北 24 条 北 34 条

東京
中央線

札幌
南北線

札幌第1位 （563pt）

京都第2位 （442pt）

横浜第3位 （412pt）

通勤時間とラッシュ
通勤時間が短い上に、ラッシュ最大混雑率は日本の大都市圏の中で

最も低いのも札幌。

年間真夏日
関東・関西圏の真夏日は増える

一方ですが札幌はわずか10日。

梅雨もなく夏の気候はこのうえ

なく爽やか。

※出典：国土交通省
　「平成29年度混雑率データ」

※出典：総務省統計局
　「平成28年 社会生活基本調査」

「大通」まで地下鉄で10分でも住宅費は5万円前後。東京と比較すると手頃感は一目瞭然です。

◎ラッシュ時の最大混雑度◎通勤時間

※気象庁のデータから独自作成
　（平成21年～平成30年の平均値）

札幌

東京

名古屋

大阪

福岡

10.8日

0 10 20 30 40 50 60 70 80

56.2日

74.6日

74.6日

65.1日

0 2,500 3,000 3,500

札幌

東京

名古屋

大阪

福岡

3,737個/㎠

2,336個/㎠

2,220個/㎠

3,684個/㎠

30個/㎠
35.5分

札幌圏

49分

関東圏

データで見る札幌
働く街は、暮らす街でもある。

数値やデータで見ると札幌の魅力がよく分かります。

くらし編

128%札幌

199%東京

出典:札幌市経済観光局産業振興部 「NEXT SAPPORO　企業進出総合ナビ」
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フュージョン株式会社はデータの分析や解析に、

クリエイティブ力をかけ合わせたダイレクトマーケティング企業の旗手。

最近はAIを使った「予測モデル」の活用が耳目を集めている。

データ×AI×マーケティングで、
札幌にイノベーションを起こしたい

代表取締役会長

花井 秀勝
はない・ひでかつ●AMAマーケティングスクール応用研究科修了。北海道大学勤務後、印刷会

社に入社。1991年に知識融合化法の適用による全国初の企画・情報加工サービス企業としてフュ

ージョン株式会社を設立。2017年札証アンビシャス上場。

interview 7
フュージョン株式会社

オープン 
イノベーションの
主役たち

ＳＡＲＤ
一般社団法人 
札幌圏地域 

データ活用推進機構
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̶「データ」に着目したきっかけを教えてください。

私は1970年代にアメリカに渡り、企業が消費者に直接ア

ピールするダイレクトマーケティングを学ぶうちに、日本でも

その必要性が高まる予感を抱きました。当時はインターネット

がありませんから、商品の紹介や販売には紙媒体が不可欠。

最初のうちはダイレクトメールに力を入れていました。

ただし、どのエリアにどんな人が住んでいるのか分からな

ければ、「無駄打ち」も多くなりますよね。そのため、たとえ

ば持ち家が多い地域、賃貸物件に住む学生さんが集まる場

所というような地域分析を進めてきました。

1984年ごろになると、オフィスコンピューターが登場。各

種統計書やデータ集が印刷物で報告されてはいるものの、出

版後は活用されることもなくそのままの状態でした。これらを

コンピューターに取り込めば、将来的にデータの集計や分析

がしやすいのではないかと着目したんです。

実際、通産省（現経済産業省）の事業としてデータベー

ス構築の補助金委託研究を北海道の民間企業で初めて受

けることになりましたし、1991年にはコンピューター高度化事

業の研究開発として日本で初めて知識融合化法人の認定を

受けて当社を設立しました。

データの読み解きから、 
若者に響く紙媒体も制作

̶かなり早い時期からデジタル化を見据えていましたね。

そうですね。創業当初の1990年代初頭はスーパーマーケッ

トの出店調査や POSレジ（お客様の販売情報を管理するシ

ステムが搭載されたレジ）のシステム開発に乗り出しました。

数年後にはAmazonが登場し、ECサイトや通販において顧

客分析がポイントになりそうとも感じたんです。

私たちはPOSレジを導入した各店舗のデータをオンライン

で結ぶ独自のシステムを築いたところ、ありがたいことに評

判は上々。その顧客や購買のデータを分析・解析し、ダイ

レクトメールをはじめとする多彩なセールスプロモーションに

活用しました。

我が国には多くの調査会社がありますが、当社の強みは

何と言ってもデータの扱いに長けたクリエイターやプランナー

が在籍しているところ。この「データ×クリエイティブ」を生

かし、ドラッグストアや百貨店、化粧品メーカーなど多くの

顧客を獲得しました。

̶最近の紙媒体の反応はいかがですか?

今の10代、20代の方はデジタル社会の中で育ってきてい

ます。恐らく、ご自分宛てにダイレクトメールが届くという経

験も少ないはずです。だからこそ、紙媒体は新鮮に感じら

れるように思います。

当社は大学のオープンキャンパスや入学案内資料のダイレ

クトメールを制作していますが、最近はSNSなどのデータを

読み解きながら、若者の心をつかむユニークなデザインや加

工を施しています。手紙を開くと立体的な造形が飛び出した

り、週刊誌調の目を引くデザインに整えたり、「インスタ映え」

の分析データに基づいたクリエイティブを行った結果、1万

8,000通のダイレクトメールがSNSで16万人に拡散されました。

もっと身近な例で言えば、ECサイトで商品をカートに入れ

たものの、購入まで至らずに放っておいていることはありま

せんか？ その「放置状態」を分析し、１～2日以内に紙のダ

イレクトメールを届け、約3割の人がカート内に残っていた商

品を購買したという業界事例も出てきています。

こうした取り組みからも、紙媒体の果たす役割はまだまだ

大きいと言えるでしょう。

同社は2017年に上場し、翌年札幌駅前にオフィスを移転。内装も実におしゃれ。

同社が制作したダイレクトメールの数々。一つひとつのデザインもユニーク。
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フュージョン株式会社

札幌市中央区北4条西4丁目1番地

伊藤ビル4階

TEL 011-271-8055

https://www.fusion.co.jp

過去の顧客行動データから、 
未来の購買・需要を予測

̶ここ最近はAIを使ったサービスも開発中だとか。

当社に集まっている顧客や購買のデータは国内随一と自負

しますが、通常のシステムでは膨大過ぎて解析に時間がか

かります。そこでAIを利用して簡素化を図れば、レシートを

はじめとする過去の顧客行動から未来の購買・需要予測が

立てられると考えました。

実際、3年ほど前から北海道大学のAIの研究者である川

村教授や、北海道大学発のベンチャー企業の株式会社調

和技研とディスカッションしながら活用方法を探りました。AI

によって商品の需要や来店の予測を立て、どういう商品を置

くべきかプランを練るという実証実験でも大きな結果が出て

います。

笑い話ではありませんが、売れ行きが悪い商品を棚から

省いた結果、それを目当てにたくさんの買い物を楽しんでい

たロイヤルカスタマーを逃すというケースもあるんです。AIを

活用することで、そんな機会損失も防げると思います。

̶今後の札幌のAIにおけるポイントは?

札幌にはAIに取り組む優秀な企業や大学研究室がたくさ

んあります。それらの取り組みを点で終わらせるのではなく、

連携して大きなグループになることができれば、東京にも負

けない競争力を得られるはずです。現に北海道大学と札幌

市立大学、当社を含めるIT企業5社がAIビジネスを創出す

るための経済産業省のプログラムに取り組んでいます。私自

身は医療データを分析し、顧客に検査を促すなど予防医療

型のサービスにAIを活用できないか模索中です。

こうした人と人との接点を生み出してくれるのが「札幌 AI

ラボ（space360）」。先日もシリコンバレーから来たエンジニ

アが3日間 AIの教育やアメリカのIT業界の状況を話してくれ

ました。ここはAI 企業や産学官連携の拠点になると思いま

す。

マーケティングを科学し、 
新しいビジネスシンボルを

̶最後に今後の展開を教えてください。

札幌や北海道は「素材は良いのに、売り方が弱い」と多

くの分野で言われます。とはいえ、自社データを読み解くの

も一朝一夕の勉強では難しいところ。そこで、当社が AIに

よって将来の需要予測や購買予測のプランを立て、新商品

の開発やプロモーションを提案することで札幌の企業に役立

ちたいと考えています。マーケティングを科学する… つまり

「データ」×「AI」×「マーケティング」によって札幌の市場

にイノベーションを起こし、新たなビジネスのシンボルを作る

のが今後の目指す姿です。

7interview 

「札幌AIラボ（space360）で幅広い世代の人と接するのも刺激になります」と花井

さん。

オープンイノベーションの主役たち
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スマホゲームの開発を中心に、ここ最近はVRやAIにも 

事業を広げるインフィニットループ。 

遊び心と高い技術力から生まれた、先進的なサービスに定評がある。

「遊び心」を大切に、 
世界に通じるコンテンツを

株式会社インフィニットループ／
株式会社バーチャルキャスト
代表取締役

松井 健太郎
まつい・けんたろう●北広島市出身。北海道東海大学電子情報工学科卒業。フリーランスの

ITエンジニアとして活動後、2007年6月に「株式会社インフィニットループ」を設立。現在は株式

会社ドワンゴと共同で立ち上げたVR事業会社「株式会社バーチャルキャスト」の代表も兼務。

interview 8

オープン 
イノベーションの
主役たち

札幌市 
IoT 

推進ラボ

一般社団法人

さっぽろ 
イノベーション 

ラボ
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̶インフィニットループを立ち上げたきっかけを教えてください。

私は小さなころからゲームが大好き。ソースコードからど

んなモノでも作り上げるプログラマーに憧れ、IT業界に進も

うと決心しました。

ところが、大学4年生の就職活動の時期は折しも「氷河

期」。優秀な同期は半数以上が仕事の場を求めて東京へと

出ていきました。誤解を恐れずに言えば、当時の札幌はIT

が今ひとつ盛り上がりに欠けていたことも要因だったと思いま

す。このままでは、業界が廃れてしまう… そんな危惧を抱き、

いつの日か地元の人にとって面白いと感じてもらえるようなIT

企業を作ろうという青写真を描いたんです。

AI事業に乗り出したきっかけは 
さっぽろイノベーションラボ

̶会社はどのように成長してきましたか？

インフィニットループを立ち上げたのは2007年。当初は私

を含めて2～3人でホームページやWebシステムを制作してい

ました。転機は数年後のこと。SNS内や Web上のゲームを

東京の企業と共同で作る仕事を請け負ったところ、時のブー

ムの勢いも手伝って一気に依頼が舞い込むようになりました。

札幌は情報技術系の学校教育やIT企業同士の横のつな

がりが盛んで、かつてのサッポロバレーのエンジニアもそれ

ぞれ活動していることから、技術者の素養が高い土地だと

思います。おかげでハイレベルなスキルを持った社員も増え、

それが新たな仕事を呼び込んだことも大きかったです。今は

グループ企業も含めるとスタッフは200名以上。当初の雇用

の受け皿となりたいという思いが、少しは達成できたのでは

ないかと自負しています。

̶AI事業に乗り出したのはいつごろですか？

当社は「電子工作部」や「オフィスパーティ部」など、部

活動が盛んです。勉強のためならIT技術の書籍を会社が

負担して購入する制度もあります。その理由は好きなことを

自ら進んで学び、自発性を高めてもらいたいからです。

AIブームが巻き起こった3年ほど前、その勉強会を開こう

という気運が高まり、社内でも少しずつ技術を習得しようと

する人が増えていきました。時を同じくして、産学官と連携

して事業を進める「さっぽろイノベーションラボ」が、ある大

学の研究室と私をつないでくれました。医療用画像から病

気を判断するAIサービスについて相談を受け、今は開発を

進めているところです。

具体的にはコンピューターに肺のCTスキャン画像を何千

枚と読み込ませ、健康な状態か病気かを学習させるんです。

私たちの役割は医療の特殊な画像形式をAIが読み込める

データに変換するプログラムを書くこと。まだ病院での実用

化に至っていませんが、それでも90％を超える確率で病気の

判断ができます。とはいえ、当社もAIサービスを事業として

広げていくのはまだまだこれからのことですね。

「遊び心」から生まれた、 
VRサービスのビジネス

̶では、VR事業を始めたきっかけは？

もともとは社内の遊びだったんです（笑）。当社は社員が

IT系の機材の購入を希望することが多く、VRのゴーグルも

面白そうだからと3年ほど前に取り入れてみました。すると、

仕事が終わった後に有志がVRに対応したプログラムを組み

始め、私にプロトタイプを見せてくれたんです。ゴーグルを

被ると、女の子のキャラクターになって踊れるバーチャル空

社内をセグウェイで移動する松井さん。やっぱりユニーク！

松井さんはクリエイティブで北海道を盛り上げる「No Maps」にも力を入れている。
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間が広がりました。コレはビジネスの可能性があると直感が

働き、すぐにVR事業の部署を立ち上げたんです。

私が大切にしているのはそんな遊び心。360度を一度で撮

影できるカメラも社員のリクエストから導入し、最初のうちは

皆で使って楽しむ程度でした。そこから、お客様が手軽に

VRパノラマツアーを作成できる「Groon（グルーン）」とい

うサービスを開発。最近はクルマの中の撮影が一度に済む

という理由から、中古車販売店のニーズが高まっています。

私たちは、中古車販売店の撮影した写真をシームレスにWeb

サイトへと登録できるサービスを手掛け、業務効率化に貢献

しているんです。

札幌から世界へ飛び出す、 
IT人材の輩出を見据えて

̶「Virtual Cast（バーチャルキャスト）」が人気ですね。

開発当時の3年ほど前は、2D・3Dのアバターを使って動

画投稿や配信活動を行う「Vtuber（ブイチューバー）」とい

う言葉もなく、時代を先取りし過ぎたかもしれません。まった

く売れる気配のない時期が続きました。それでも全国でデモ

ンストレーションを行うことで評判がじわりじわりと広がり、

Vtuberブームの到来とともにようやく火が付いたんです。

2018年には株式会社ドワンゴと共同で、バーチャルキャラ

クターになってVR空間のスタジオをリアルタイムで配信し、コ

ミュニケーションできるVRライブ・コミュニケーションサービス

「Virtual Cast」をリリースしました。その年の7月にはVR事業

を切り離し、「株式会社バーチャルキャスト」を株式会社ドワ

ンゴと共同で立ち上げたんです。

在籍エンジニアには日本で指折りの技術を持つスタッフも

いるので、VRの先進的なサービスを手掛ける自信がありま

す。先日も、日本で Virtual Castを利用する人の映像をアメ

リカでリアルタイムに合成し、海外メディアの取材を受けると

いう試みを行いました。こうした技術は世界でも私たちしか

作れないと思います。

私自身は札幌で起業家支援の活動を行っていますし、当

社のメンバーは子ども向けのプログラミング教育にも力を入

れています。こうした取り組みを通し、やがて札幌から世界

へ飛び出していけるIT人材を生み出すことにも貢献できたら

うれしいですね。

株式会社インフィニットループ

札幌市中央区北1条東4丁目1-1

サッポロファクトリー1条館 3階

TEL 011-271-1118 

https://www.infiniteloop.co.jp/

1.エンジニアは仕事に没頭しがち。コミュニケーションの機会も多

く設けています。　2.居心地の良い休憩室。鍋やたこ焼きを楽し

む社員も多いそうです。　3.「Virtual Cast」の3Dキャラクターを

制作中。

1

2

3
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社員一人ひとりの得意を生かし
札幌から新技術を発信する

株式会社バーナードソフト
代表取締役

苽生 淳史
うりゅう・あつし●上場ベンチャーの開発部長としてIP通信システム等のプロジェクト

を担当。2014年にバーナードソフトを起業。ネットワーク通信に関する製品開発のほか

ブロックチェーンやAIなど常に新しい技術にもチャレンジする。岩見沢市出身。

オープン 
イノベーションの
主役たち
interview 9

AIで音を「見える化」し音の監視を可能にしたバーナードソフト。

博学多才の技術者集団が互いに支え合う職場環境のもと 

独自技術の開発に力を注ぐ。

札幌市 
IoT 

推進ラボ

一般社団法人

さっぽろ 
イノベーション 

ラボ
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̶まずバーナードソフトの設立経緯について教えてください。

設立は2014年です。創業6年目のまだまだ若い会社です。

実は私たちはもともと札幌を拠点としていた上場ベンチャーの

技術者でした。2014年1月に会社が事業を東京に集約する

ことになり、札幌から離れたくなかったメンバー15人がスピン

アウトする形で会社を立ち上げました。

私たちはVoIP、つまりIPネットワーク上で音声通話を可能

にする技術開発に長年携わってきました。このため通信関

係に明るく、通信事業者とのつながりもあります。とはいえ、

前職と同じ土俵に立つわけにはいきません。そこで、リアル

タイムでネットワークを監視する「Tegnos（テグノス）」を開

発しました。簡単にいえば、ネットワークを流れるデータをモ

ニター上に「見える化」して不具合を検知するシステムです。

多くの監視システムはコンピューターや途中の機械が正常に

動いているかを監視しますが、「Tegnos」はネットワーク機

器同士が正しく通信できているかを監視するシステムなんで

す。その点がユニークだと評価いただき、「SAPPOROベン

チャーグランプリ2016」で大賞を受賞させていただきました。

AIで音の「見える化」に成功 
水力発電所の省力化に貢献

̶現在、力を入れている製品はどのようなものでしょうか。

「S-Kaleid（エスカレイド）」です。音をモニター上に「見え

る化」して、複数箇所を同時に監視できるシステムで、私た

ちは「リアルタイム音監視システム」と呼んでいます。

映像であれば、10箇所のカメラ映像を一人で監視できま

すよね。でも10箇所の音を一人でいっぺんに聞いたら、音

が混ざり合って何が何だか分かりません。そこで、音を分か

りやすいグラフに置き換え、異常音を検知した場合に視覚

的に分かるようなシステムをつくりました。モニターを見てくだ

さい（写真）。これは実際に水力発電所内に設置している

「S-Kaleid」のデータです。正常音の閾値を超えた場合にグ

ラフが緑色から黄色に、さらにそれが一定時間続くと赤色に

変わります。AIに正常時の音を覚えさせて、そこから外れ

た音を検知した時に「異常音」と判定します。

̶異常音ではなく、正常時の音を覚えさせたんですね。

そうです。そこが他社のアプローチと違うところです。同

じ故障でも条件が変われば音の響き方は変わります。いくら

研究室で異常音を覚えさせても、集音装置を現場に持って

いったら異常音として検知できません。そこで私たちは逆転

の発想で、正常時の音を覚えさせてAIに渡しました。グラ

フの黄色や赤色は、AIが異常音を検知したわけではなく、

「この音は知らない」と言っているだけなんです。誤検知を

することもあります。異常ではないのに異常と捉えてしまう

ケースです。そういう時は「この音は異常音ではないよ」と

AIに覚えさせます。それにより次回以降は異常音として検知

しなくなります。こうした積み重ねによって徐 に々精度を高め

ていきます。

音監視システムのすぐれた点は、映像では異常が分かり

づらい場合に音で検知できること、カメラに比べて設置費用

「SAPPOROベンチャーグランプリ2016」大賞を受賞したことが、会社にとっても大

きな転機に。

「S-Kaleid」の集音装置。24時間365日、音声を収集してクラウドに渡し、AIが

異常音を検知。
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を抑えられるといったことが挙げられます。水力発電所は今

後もさらに無人化、省力化が進みますので、音による監視

システムには大きな期 待を寄 せていただいています。

「S-Kaleid」はこのほか、自動車工場や大規模データセンター、

火力発電所、コンビナートでも実証実験が進められています。

技術者集団だからこそ 
製品への信頼が営業力

̶会社としての強みは、どんなところにあるとお考えですか？

社員は現在22名ですが、管理を担当する一人を除き、私

を含めて全員が技術者であることです。SIP（※）ができる人

間もいれば、AIが得意な社員もいる。それぞれが専門を持

つ技術者集団です。「博学多才であり、趣味を活かす」。こ

の言葉を経営理念に掲げています。みんなが得意なことを

仕事にしよう。売れるから作るのではなく、社員一人ひとり

が得意なことを突き詰めたところに、きっと要望があると考え

ています。

残業が非常に少ないというのも私たちの特徴ですし、強

みだと思います。少ない人は残業時間０、多い人でも年間

360時間を超えることはありません。なぜ少ないかといえば、

一人に負担を負わせるのではなく、みんなで協力するという

社内カルチャーができているからです。私は経営理念に「情

けは人の為ならず」を掲げています。人に手を差し伸べた

ら自分にも返ってくるよ、と。普通は経営理念にこんなこと書

きませんよね。

バーナードソフトを立ち上げる際にみんなに聞きました。「バ

リバリ稼ぐ会社がいいか、ある程度稼ぎながら自由も得られ

る会社がいいか」。すると後者がイイというので、後者にしま

した。でも、ただ「ユルい会社」ではいけない。品質と納

期を重視する、これは徹底しています。うちは技術者ばかり

で、営業を専業とする人がいません。そう言うと、営業力を

心配されますが、うちの営業力は品質の高さと納期の厳守

です。これを守ることで取引先のみなさまにリピートしていた

だいています。広告を一切出さない老舗のお寿司屋さん方

式です。

「下町の町工場方式」で 
横の連携を深めていけたら

̶取引先は全国にありますが、札幌を拠点とする理由は？

こう言うとおかしく聞こえるかもしれませんが、社員のみん

なは「バーナードソフトだから」働いているのではなく、「札

幌にあるバーナードソフトだから」働いてくれていると思うん

です。みんな北海道が大好きで、この気候と風土と人のつ

ながりの中で仕事がしたいと思っている。この環境がバーナー

ドソフトの原動力になっているのは間違いありません。

̶札幌のIT業界全体を俯瞰してみていかがでしょうか。

かつて「サッポロバレー」と呼ばれた時代、私たちの上

の世代は、北大を中心にしっかりと横の連携ができていまし

た。それぞれ得意分野が重なることなく、得意なことを得意

なところがやる。下町の町工場みたいに、ネジが得意な工

場はネジを、ピストンが得意な工場はピストンを、といった形

でビジネスを展開していました。そうした町工場方式を、今

の札幌でもできたらいいですよね。うちは音のAIが得意、Ａ

社はVRが得意といったように、市内で競合せず、それぞれ

の得意分野を突き詰めていく。「○○に関しては日本一得意

です」という会社が増えたら、札幌のIT業界全体が盛り上

がると思います。

「グイグイ引っ張る社長ではなく、みんなをまとめる幹事タイプ」と自らについて

語る苽生社長。

※SIP…IETF標準の通信プロトコル

株式会社バーナードソフト

札幌市中央区北2条東1丁目2-2

プラチナ札幌ビル 5階

TEL 011-776-6738

https://www.barnardsoft.co.jp/

2019年4月に6名を採用。若手を積極的に増やし、次代を担う人材の育成

にも努めている。
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Sapporo
Cityscape
働く街は、暮らす街でもある。 

緑豊かな街並みや美しい雪景色。

札幌が見せる四季折々の表情をご紹介します。

サッポロシティスケープ

冬
「ホワイト

イルミネーションと
テレビ塔」

北の都の
表玄関

「札幌駅」

市内から30分

「札幌藻岩山
スキー場」

札幌の奥座敷

「定山渓」

北海道料理の定番

「ジンギスカン」

歴史のロマン漂う

「北海道庁
旧本庁舎」

東北以北
最大の歓楽街

「すすきの」

夏の風物詩

「さっぽろ大通
ビアガーデン」

35



札幌市と 
IT産業

2016年度の市内IT関連産業の売上高は4,028億円と、札幌

の基幹産業となっており、高い技術力を持つ企業・人材を多く抱

えています。

また、教育機関も数多く集積しており、毎年、多くのIT人材が

輩出されています。

近年は、首都圏でのIT人材の確保が困難になっていることを受

け、札幌の優秀なIT人材の確保を目的に、札幌へ進出する企

業も増えています。

札幌市のIT産業振興

高い技術力を持つ企業と人材

ソフトウェア開発企業や北海道大学発のベンチャー企業などが札幌市内に相次い

で設立され、「サッポロバレー」と呼ばれるIT産業クラスターが形成されました。

札幌市が全国に先駆けて、先端技術産業団地「札幌テクノパーク」を整備したこ

ともあり、大手メーカーや首都圏のIT 企業の進出も活発化。国内有数のIT 企業

の集積地となりました。

映像・音楽などのクリエイティブ産業の振興にもいち早く着手。

コンテンツ系クリエイターのインキュベーション施設として、「インタークロス・クリ

エイティブ・センター（ICC）」を設置するなど、新たな産業の創出や人材育成等に

積極的に取り組んでいます。

札幌・北海道から、国内外で活躍する多くの企業・クリエイターたちが生まれてい

ます。

1980
前半

1985

2001

東京以北で唯一のIT産業クラスターの誕生

IT産業とクリエイティブ産業の融合へ

Sapporo IT

出典：（一般社団法人）北海道IT推進協会
（北海道ITレポート）

出典：総務省統計局　2016年度
経済センサス・活動調査

ＩＴ産業の売上高推移（札幌市）
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「まちに、未来を、インストール。」をテーマとして、札幌市内中心部を舞台に「会

議」「展示」「興行」「交流」「実験」の5つの事業を展開するクリエイティブコンベ

ンション「NoMaps」。先端テクノロジーの展示・体験やセミナー・ワークショップ、

札幌国際短編映画祭や音楽ライブイベントなどが一体的に開催されます。新たな

ビジネスを生み出し、加速させるために、産学官が一体となって、企業やクリエイ

ターのテクノロジーやアイデアの発表・交流の場、先端技術やサービスの実験の

場を提供します。

大学等の先進的な研究開発と、サッポロバレーの意欲的なIT 企業群という2つ

の札幌の強みを活かし、2016 年、「札幌市IoT イノベーション推進コンソーシ

アム（札幌市IoT推進ラボ）」を設立。

産学官が連携して、AIやFinTechなど先端技術を活用したイノベーションの創

出とエコシステムの構築に取組み、札幌発の新たなビジネス創出を目指します。

創業しやすいまち札幌の実現。

ITなどの先端技術を活用し社会に新しい価値を生み出す「スタートアップ企業」

の創出は、IT人材・理系人材の受け皿を作るとともに、創業しやすいまち札幌の

実現に繋がります。STARTUP CITY SAPPOROは、スタートアップ・エコシス

テムの構築を目指すとともに、未来を切り拓くためのアントレプレナーシップを育

み、革新的なアイデアを持つスタートアップと社会をつなぐプロジェクトです。

2016

2019

新たな挑戦を続ける札幌のIT・クリエイティブ

STARTUP CITY SAPPORO

NoMaps

札幌市
IoT 

推進ラボ

STARTUP 
CITY 

SAPPORO
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2018年春、札幌市中心部にあるジョブキタビル8階、9階に開設

されたオープンビジネススペースです。ニーズが高まるビジネス

マッチングやコラボレーションの発信地としての役割を担うほか、

さっぽろイノベーションラボ等、札幌の未来を担う複数のコンソー

シアムが活動拠点としています。AIやIoTといったテクノロジー

に限らず、観光、スポーツ、農業、人材育成など、あらゆる分野の

知見が集い、札幌の魅力を輝かせる、新たな価値創造が期待さ

れています。

札幌の未来を担う各分野の知見が集結

360度のテーマが語られる

価値創造空間

space360

一般社団法人
さっぽろイノベーションラボ
代表理事：（株）テクノフェイス代表 石田崇氏

先駆的な取り組みを行っている会員企業の知識や技

術を結集し、地域内外の課題解決や製品創造のため

のコラボレーションを推進。

理事長：札幌市副市長 町田隆敏氏

札幌市ICT活用プラットフォーム「DATA-SMART CITY 

SAPPORO」に蓄積される官民データの利活用を推進。

SARD 
（一般社団法人札幌圏地域データ活用推進機構）

札幌AIラボ

ラボ長：北海道大学教授 川村秀憲氏

札幌IoTイノベーション推進コンソーシアム（札幌IoT推

進ラボ）の専門部会として設立。実際の市民生活や企

業活動に役立つ具体的なソリューションの開発を支援。

札幌市立大学AIラボ

代表：札幌市立大学学長 中島秀之氏

中島学長が中心となり、除排雪やごみ収集、都市交通

など、AI活用による公共事業の最適化を目指す。
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札幌市 
エレクトロニクスセンター

インタークロス・ 
クリエイティブ・センター

IT、バイオ関連企業の

研究開発と人材育成を支援

クリエイティブを活用した

産業振興を目指して

IT関連企業、食・バイオ関連企業等の研究開発を支援する札

幌テクノパークの公共施設。貸し会議室や高セキュリティの

レンタルオフィス、ウェットラボを備え、人材の育成・企業間

マッチングの促進等の事業も実施しております。

札幌市の産業振興を大きな目的としたクリエイター支援施設

として、2001年に開設しました。2013年4月からは、札幌

市産業振興センター内に活動拠点を移し、クリエイティブ産

業の活性化を目指した取り組みを進めています。

札幌市中央区南1条西6丁目20-1 
ジョブキタビル8階・9階

TEL 011-206-9440

（運営：HAJエンパワーメント）

札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10

TEL 011-807-6000

札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1　札幌市産業振興センター内

TEL 011-817-8911

space360

Data

DataData
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発行

札幌市

一般財団法人 さっぽろ産業振興財団

制作・協力

HAJ 株式会社 北海道アルバイト情報社
https://www.haj.co.jp/

株式会社 HAJエンパワーメント
http://www.haj-emp.co.jp/

取材・編集

有限会社シーズ
http://www.cs-sapporo.com/

お問い合わせ

札幌市経済観光局国際経済戦略室 

IT・クリエイティブ産業担当課

札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階 
TEL 011-211-2379（内線:2379）
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