令和元年６月７日

中部の「異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業計画）」
令和元年度第１回認定について
中部経済産業局は、「中小企業等経営強化法」に基づき、令和元年度第１回の認定と
して、「異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業計画）」７件の認定を行いました。
１.本事業では、連携する中小企業者等が創意工夫のもと、それぞれの強みを持ち寄るこ
とにより、新事業の創出及び新市場の拡大を目指す取組を支援しており、令和元年度
第１回として異分野連携新事業分野開拓計画（新連携事業計画）を７件認定しました。
（認定計画の概要は別紙のとおり）
２.中部経済産業局では、これまでに２１１件の事業計画を認定しており、今回の認定に
より当局認定件数は２１８件となります。
３．認定案件については、独立行政法人中小企業基盤整備機構の専門家により、事業化ま
でのフォローアップが実施されます。
４.事業計画の認定を受けた事業者は、事業計画に基づく新しいサービスモデルの開発や
販路開拓に関する補助金、政府系金融機関の低利融資、信用保証の特例、中小企業投
資育成株式会社の特例、専門家によるアドバイス等の各種支援施策を受けることが可
能となります。

（お問合せ先）
中部経済産業局 産業部 経営支援課長 加藤
担当：田中
電話：０５２－９５１－０５２１（直通）

異分野連携新事業分野開拓計画 認定一覧
【認定数：7件】
番号

地域名

法人番号

株式会社MTI.Network

岐阜県
大垣市

8200001034738

大建産業株式会社

静岡県
浜松市

5080401002863

株式会社ヘルスケアシステムズ

愛知県
名古屋市

5180001070417

株式会社トライエッティング

愛知県
名古屋市

7180001123734

株式会社ITAGE

愛知県
名古屋市

7180001056397

株式会社IT工房Z

愛知県
名古屋市

7180001101913

株式会社エスケイワード

愛知県
名古屋市

3180001042277

株式会社クララオンライン

東京都
港区

2010401089786

株式会社テラ・ラボ

愛知県
春日井市

2180001113450

株式会社ブレインワークス

愛知県
春日井市

3180001074881

愛知県
知立市

6180002088168

合同会社氏原モールド設計

静岡県
浜松市

9080403003006

有限会社カツミ製作所

愛知県
小牧市

3180002023037

TOTALMASTERS株式会社

三重県
桑名市

4190001013342

株式会社一中

三重県
桑名市

7190001012028

事業者名

1

2

3

4

5

株式会社ウチダ製作所
6

7

事業テーマ

事業概要

自動車部品等の製造に利用され レーザ加工を必要とする自動車部品メーカー等のために、ＡＩ及びＩｏＴを活用し
るレーザ加工技術の実用化のた て、レーザ加工の方法・条件の検証および顧客が求める加工に適した加工
めの技術支援サービス事業
ヘッドの設計・製作を行う独自のレーザ加工技術支援サービスを提供する。

①自宅で測定可能なヘルスケアデータと②調剤薬局に設置した計測器データ
ＩｏＴ技術を活用したヘルスケア製
をクラウド管理し、ヘルスケア製品の使用前後のデータをAI解析することによ
品の機能性評価およびマーケティ
り、大規模かつ低コストな機能性評価と評価に基づくマーケティングを組み合
ングサービス事業
わせたハイブリッドサービスを提供する。
施設園芸農家（ハウス栽培農家）や農業関連機関向けに、①ハウス内の作物
ICTを活用した施設園芸作物の生
発病リスク予報サービス②ハウス内の作物生育状況を見える化するサービス
育環境と生育状況の評価・診断
を提供する。これらのサービスを展開することにより、適正な環境制御及び栽
サービス事業
培管理による作物の収量・品質向上と計画出荷が期待できる。

企業が保有している紙やデータ等の様々な企業資料を「企業アーカイブ」として
企業アーカイブのデータベース開
クラウド上で安易に利用できるデータベースを構築し、企業の歴史や風土、経
発による企業価値向上クラウド
験、実績等の情報を有効活用するサービスを提供することにより、企業価値の
サービス展開事業
向上を図る。
大規模な災害発生時に、自治体や省庁等向けに無人の垂直離発着型固定翼
垂直離発着型固定翼機に搭載し
機により被災地情報を収集・分析し、広域三次元データを生成するサービスを
たLidarによる高密度地表サンプリ
提供する。また、本技術は建設・土木分野を初めとした幅広い分野においても
ングを実現する広域三次元モデ
活用できるため、平時はこうした分野で稼働させることで運用スキルの蓄積と
ル生成サービスの開発・展開事業
収益の確保を図る。

①金型メーカーの選定、②金型の設計、③品質保証・メンテナンスサービスを
連携体で行うことで地理的に離れていても金型をワンストップで調達できる
ＩｏＴ技術を用いた高難易度プレス
サービスを提供する。地理的に離れている金型メーカーから発注した製品に対
金型の最適手配サービスの構築
しても品質保証、メンテナンスサービスを行うことで金型ユーザーが安心して発
注できる仕組みを構築する。

本事業では、建設事業者に対して、①ドローン等の無人航空機による３次元測
位技術を活用した「測量・設計サービス」②建機の半自動施工による「ICT施工
ＩｏＴを活用した造成工事の生産性
支援サービス」③遠隔操作型のカメラ機器やロボットを活用した「施工管理支
向上支援サービス事業
援サービス」の３つのＩｏＴ を活用したサービスを提供することで、造成現場の測
量・設計・施工・施工管理といった一連の業務を効率化を図る。

地域

岐阜県大垣市

事業分類

認定日

製造 (その他の製造業)

令和元年６月７日

テーマ分類

４－０１－２２３
その他

事業名：自動車部品等の製造に利用されるレーザ加工技術の実用化のための技術支援サービス事業
○事業概要（新規性、市場性等）
• 自動車部品メーカー等では部品の軽量化や精密加工技術への要求に応えるため、ファイバーレーザ
加工機の導入を検討する企業が増えているが、自社製品に合ったレーザ加工が行えないという問題
を抱えている。その原因は海外製のファイバーレーザ加工機を使っているため、カスタマイズが難しい
からである。本事業は、これらの問題を解決するためのサービス事業である。
• 本事業は自社に合ったレーザ加工を必要とする顧客のために、独自のレーザ加工技術支援サービス
を提供する。具体的には、レーザ加工の方法・条件の検証および顧客が求めるレーザ加工に適した
加工ヘッドの設計・製作を行い、顧客のレーザ加工技術の実用化と加工品質の向上に寄与するサー
ビスを提供する。
• 本事業はファイバーレーザ加工を補填するために半導体レーザ加工も行う。
• 本事業はＡＩやＩｏＴを活用することで効率的にサンプルトライが実行できるため、加工評価に関する加
工条件・加工方法等の情報を迅速に顧客に提供することができる。

連携体の構成
事業推進体制
企画・サービス管理・販路開拓
市場先

コア企業：㈱ＭＴＩ．Ｎｅｔｗｏｒｋ
（岐阜県大垣市）

自動車部品メーカー
医療部品メーカー

・本事業の企画・開発
・加工、評価サービスの提供
・販路開拓

技術支援

計測システム開発・運用
光産業創成大学院大学

支援予定メニュー
補助金

大建産業㈱
（静岡県浜松市）
・ 加工ヘッドの設計、製作
・ 加工サービスの技術支援

加工システム開発・運用

JAPANTESTINGLABORAT
ORIES ㈱
（岐阜県大垣市）
・特殊評価サービスの提供

地域

愛知県名古屋市

事業分類

認定日

サービス(医療・福祉)

令和元年６月７日

テーマ分類

４－０１－２２４
健康・福祉

•事業名： IoT技術を活用したヘルスケア製品の機能性評価およびマーケティングサービス事業
○事業概要（新規性、市場性等）
• これまで、ヘルスケア製品メーカーでは商品がどのような人に効果があるのかといった直接販売に結
び付くエビデンスを得ることが難しく、広く一般に向けた宣伝広告などのイメージ戦略に頼らざるを得な
い状況となっている。一方で、消費者は自分に効果のあるヘルスケア製品を求めているが、それを見
つける術を持っておらず、もっぱら直感と体感により購入と継続を決めており、結果として商品が効果
の発揮される消費者に対して届かないというミスマッチが発生している。
• そこで、本連携事業では、ヘルスケア製品の販売に必須である「効果が期待されるターゲットの特定」
と「継続的に使用可能な顧客の特定」という２つの命題を解決するための機能性評価マーケティングサ
ービスを提供し、エビデンスのあるヘルスケア製品を効果の期待される消費者につなぐことを目指す。
• 具体的には、オンライン登録した参加者の①自宅で測定可能なヘルスケアデータと②調剤薬局に設置
した計測器データをクラウド管理し、ヘルスケア製品の使用前後のデータをAI解析することにより、大
規模かつ低コストな機能性評価と評価に基づくマーケティングを組み合わせたハイブリッドサービスを
提供する。

事業推進体制

連携体の構成

市場先

ヘルスケア製品企業
自治体
助言支援

椙山女学園大学
慶応義塾大学

事業企画・開発・運営・販売
コア企業：
㈱ヘルスケアシステムズ
（愛知県名古屋市）
・データシステムの開発・保有・運営・管理
・本サービスの営業・販売・運営

機械学習プログラム開発
㈱トライエッティング
（愛知県名古屋市）
・機械学習プログラムの
開発・運営・管理

連携

全国の調剤薬局

支援予定メニュー
①補助金

サービスの流れ

連携概念図

地域

愛知県名古屋市

事業分類

農林水産

認定日

令和元年６月７日

テーマ分類

４－０１－２２５
農工連携

事業名： ＩＣＴを活用した施設園芸作物の生育環境と生育状況の評価・診断サービス事業
○事業概要（新規性、市場性等）
• 本連携事業は、施設園芸農家（ハウス栽培農家）や農業関連機関向けに、ＩＣＴを活用した作物の最適
な生育環境を構築支援するサービスである。
• 本事業のベースとなる環境モニタリングサービスは、既に「あぐりログ（本連携体企業：株式会社ＩＴ工
房Ｚが開発）」という製品名で国内1100件以上のハウスに導入されている。本事業では、このモニタリ
ングサービスをベースに、既存ユーザーや農業関連機関からニーズが高かった「ハウス内の作物発病
リスク予報サービス」「ハウス内の作物生育状況を見える化するサービス【国内初】（作物生育状況の
評価・診断」という２点のサービスを新たに展開する。
• 作物発病リスク予報サービスは、ハウス内の「温度」、「湿度」、「二酸化炭素濃度」を計測し、その蓄
積された環境情報から環境要因に基づく作物の発病リスクを予測して注意喚起を提供する。
• 作物生育状況を見える化するサービスは、作物の画像情報から画像解析により「茎径」、「葉色」、「着
果状態」、「繁茂状態」などの生育状況を数値化して施設内作物の健康状態、生育状況を評価してアド
バイスする。
• これらのサービスを展開することにより、点在する栽培施設における作物の生育状況を農業者がリア
ルタイムかつ集約的に把握することができ、さらにモニタリングした環境情報と画像解析情報の連結に
より、適正な環境制御及び栽培管理による作物の収量・品質向上と計画出荷が期待できる。

事業推進体制

連携体の構成

市場先

全国ＪＡ
施設園芸農家
農業関連研究機関等
事業推進支援

農研機構
愛知県農業総合試験場

支援予定メニュー
補助金

画像解析・診断システム開発・販売

コア企業：㈱ＩＴＡＧＥ
（愛知県名古屋市）
・ディープラーニングによる
画像診断プログラムの開発
・生育見える化サービスの運営
・ＰＲ・販売

環境モニタリングサービス開発・販売

㈱ＩＴ工房Ｚ
（愛知県名古屋市）
・発病リスク予報サービスの
開発・運営
・ＰＲ・販売

地域

愛知県名古屋市

事業分類

認定日

サービス (その他)

令和元年６月７日

テーマ分類

４－０１－２２６
IT

事業名：企業アーカイブのデータベース開発による企業価値向上クラウドサービス展開事業
○事業概要（新規性、市場性等）
• 本事業は、企業が保有している紙やデータ等の様々な企業資料を、「企業アーカイブ」としてクラウ
ド上に管理し、『いつでも、どこでも』『正確に、適切に』誰もが簡単に利用できるサービスである。
• 企業の歴史や風土、経験、実績等の情報が「紙」であることで、検索性や保存コスト(スペース)性
が悪いため、企業内でも放置され有効活用されていない問題点に着目した。これまでにもあった
アーカイブ化は、単なる紙媒体をデジタル化するだけのものが多く、中堅企業を含めた中小企業で
は、周年や事業承継といったタイミングをきっかけに社内資料はもちろんのこと外部への資料
（ホームページや提案書、講演資料）など様々な活用ニーズがあり、企業価値の向上に繋がる。
• そこで、既にノウハウを有しているアーカイブ化の手順や仕組みを活用できる強みを生かし、中堅
企業をメインターゲットにクラウド型サービスで企業アーカイブのデータベース化をリーズナブルに
提供し、データ活用のコンサルティングまでを含めたサービスの展開を図る。データベースに蓄積
されたデータは、ＡＩ等の技術を活用して検索することで様々な媒体によるアウトプットが可能とな
り、企業価値の向上や人材獲得に繋がる。

事業推進体制

連携体の構成

販売先
大企業、中堅・中小企業
サポート機関
岐阜女子大学
デジタルアーカイブ研究所

支援予定メニュー
補助金

【本事業のイメージ】

サービス企画・販路開拓・運営

【コア企業】
㈱エスケイワード
（愛知県名古屋市）
•本サービスの企画・運用
•資料のデジタルデータ化
•アウトプット物の製作
•販路開拓

システム構築・運用アドバイス

㈱クララオンライン
（東京都港区）
•データベース構築
•サーバ運用
•システム保守、改良
•セキュリティ確保

地域

愛知県春日井市

事業分類

情報通信

認定日

令和元年６月７日

テーマ分類

４－０１－２２７
検査・計測

事業名： 垂直離発着型固定翼機に搭載したLidarによる高密度地表サンプリングを実現する広域三
次元モデル生成サービスの開発・展開事業
○事業概要（新規性、市場性等）
• 本事業では、衛星通信を活用した長距離無人航空機による大規模な災害発生時における広域三次元
データの取得、解析するサービスを提供する。
• 昨今、世界的に地震や津波、洪水などといった大規模自然災害が頻発しており、日本においてもこれ
らの災害に対して防災体制を強化することは喫緊の課題となっている。大規模自然災害の発生直後に
は人命救助や最適な救援・復旧支援策を講じるために、正確で迅速な情報把握が不可欠となる。
• そこで、無人の垂直離発着型固定翼機を用いて被災地情報を収集・分析し、広域三次元モデルを生成
することで、迅速な人命救助や救援、復旧活動に役立てることができる。
• また、本事業で開発する技術は、大規模災害発生時だけでなく、建設・土木や環境調査、設備点検な
ど多様な分野において活用できる技術であることから、平時はこうした分野においてサービスを稼働さ
せて収益を得つつ、来る有事に向けての運用スキル向上を図る。

事業推進体制

連携体の構成

販路開拓協力

中日本航空株式会社

市場先

自治体・省庁等
研究開発支援

中部大学国際GISセンター

サービス企画・実証試験・販路開拓

コア企業：㈱テラ・ラボ
（愛知県春日井市）
• 本サービスの企画
• 市場ニーズの調査
• 販路開拓
• 運用テスト
• 実証試験

システム開発・保守・改良

㈱ブレインワークス
（愛知県春日井市）
• 本サービスの企画
• システム開発、保守、改良

支援予定メニュー
補助金

広域３次元モデルの活用イメージ

システム概要

地域

愛知県知多市

事業分類

認定日

製造 (金属・同製品)

令和元年６月７日

テーマ分類

４－０１－２２８
基盤技術

事業名： IoT技術を用いた高難易度プレス金型の最適手配サービスの構築
○事業概要（新規性、市場性等）
• 消費者のニーズを汲み、①金型メーカーの選定、②金型の設計、③品質保証・メンテナンスサービスを
連携体で行うことで地理的に離れていても金型をワンストップで調達できるサービスを実現する。
• 具体的には、提携金型メーカーの生産設備にＩｏＴデバイスを取り付け稼働時間や仕事量を集積し、
集積データを元に機械学習を行ったＡＩにより繁忙度を予測することで提携金型メーカーの選定を行う
システムを開発。
• 金型設計においては、3次元CADとCAE解析を併用して設計を行い、金型製造手順書を作成すること
で連携体と提携金型メーカー間で設計の標準化を図るとともに、オンラインミーティングを用いて設計
や加工指示を伝達することで遠方の提携金型メーカーであっても円滑に製造できる仕組みを構築。
※CAE解析：コンピューター上で疑似的に再現した製品の設計問題をシミュレーションすること
• 地理的に離れている金型メーカーから発注した製品に対しても品質保証、メンテナンスサービスを行う
ことができる体制を築くことで金型ユーザーが安心して発注できる仕組みを構築する。

事業推進体制

連携体の構成

技術支援

サービス全体の総括

大同大学

コア企業(株)ウチダ製作所
(愛知県知多市)
・金型設計、製造、プレス加工
・本事業の企画、開発、運用

製造元
提携金型メーカー

品質保証・メンテナンスサービスの構築

提供先
金型ユーザー

(有)カツミ製作所
(愛知県小牧市)
・金型設計製造
・人材育成、メンテナンス
・鋳造CAE所有

金型設計サービスの構築

(同)氏原モールド設計
(静岡県浜松市)
・3次元CAD金型設計
・プレス成型CAE所有

支援予定メニュー
補助金

機械学習スキーム

サービスの流れ

地域

三重県桑名市

事業分類

建設

認定日

令和元年６月７日

テーマ分類

４－０１－２２９
検査・計測

事業名： ＩｏＴを活用した造成工事の生産性向上支援サービス事業
○事業概要（新規性、市場性等）
• 本事業は、建設事業者に対し、ＩｏＴ を活用して、造成現場の測量・設計・施工・施工管理といった一連
の業務を効率化させるサービスを展開する。具体的には下記のようなサービスである。
• ３次元測位技術を活用した「測量・設計サービス」。ドローン等の無人航空機で撮影した地表画像や衛
星情報を基に現場を３次元位置データ化し、そのデータと設計基データの差異を解析して造成現場に
応じた最適設計を提供する。また、遠隔で現場でのＵＡＶ測量をサポートするサービスを状況に応じて
提供する。
• ＩＣＴ施工を支援する「独自のＩｏＴ建機半自動施工アシストサービス」。建設事業者には、独自システム
による建機の半自動施工を実施してもらう。その運用と施工フォローを、遠隔操作機器等を利用して実
施する。
• 施工管理支援として、「ＩｏＴ活用による施工管理業務支援サービス」。遠隔操作型のカメラ機器やロボ
ットを利用して、現場監督者等が別の場所にいながら現場の施工状況や作業員状況を把握してもらい
、施工管理業務の軽減化をサポートする。
• 本事業では、「ＩＣＴを活用して測量から施工まで自社完結できる工事業者」であるコア企業の強みを生
かし、他社にはできない造成現場の一連業務に関する基盤技術と施工手法を提供していく。本事業で
実現する施工手法を提供していくことで、建設業全体の業務改善を促す。

事業推進体制
市場先

全国の建設事業者
施工事業者等
研究開発支援

三重大学

支援予定メニュー
補助金
ＵＡＶ測量等

UAV等で撮影し
た地表画像を基
に現場を３次元
位置データ化

連携体の構成
サービス開発・システム開発・施工

市場調査・営業・販売

コア企業：TOTALMASTERS㈱
（三重県桑名市）
• 本事業の企画・ＰＲ
• ドローン測量・取得情報の三次
元化・設計データとの差異を即
座に 検出する解析技術
• 独自のＩＣＴ施工システム
• 現場施工管理システム

㈱一中
（三重県桑名市）
• 本事業の企画・ＰＲ
• 施工事業者の販路開拓
• 建設事業者のネットワーク構
築
• 全国の現場ニーズ収集・調査

3次元設計

測量データと設計基
データの差異を即座
に解析して造成現場
に応じた最適設計を
提供

ＩＣＴ施工支援サービス

測量・設計に基づいた
ＩＣＴ施工実施、および
、IoT 測位による建機位
置制御の支援

造成現場のトータルソリューション提供

施工管理支援サービス

現場監督者等が別の場
所にいながら現場の施
工状況や作業員状況を
把握し、施工管理業務
の軽減化をサポート

