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会社紹介

株式会社 HACARUS

sales@hacarus.com
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会社概要
代表取締役 藤原健真

設立年月日 2014年1月14日

経営陣

藤原健真（代表取締役CEO）
染田貴志（取締役CBO）
今邑恭裕（取締役CFO）
岡橋寛明（社外取締役）
岡本伸一（社外取締役）
北條明宏（監査役）
川音聡 （社外監査役）

従業員数 77名

主要株主

みやこキャピタル株式会社
大阪ガス株式会社
イノベーション・エンジン株式会社
株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ
大原薬品工業株式会社
株式会社ＰＡＬＴＥＫ
加賀電子株式会社
中信ベンチャーキャピタル株式会社
池田泉州キャピタル株式会社
京銀リース・キャピタル株式会社
住友ファーマアニマルヘルス株式会社など

2020年10月 J-Startup KANSAI

経済産業省が推進するスタートアップ企業育成支援プログラムJ-

Startup KANSAI に、関西発のロールモデルとなる有望なスタートアッ

プ企業の一社として選出。

2020年2月 Japan Venture Awards 2020 中小機構理事長賞

Japan Venture Awardsは、革新的かつ潜在成長力の高い事業や、社会

的課題の解決に資する事業を行う、志の高いベンチャー企業の経営者

を称える表彰制度で、HACARUS は中小機構理事長賞を受賞
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ビジネスで使える AI を

コア AI 技術 アカデミアとの連携 豊富な実績

京都大学、東北大学、滋賀大学から

アドバイザーを招聘。最新の技術の

知見を事業展開に活用。その他、東

京大学、慶応義塾大学との共同研究

も進行中。

少量データでの学習、高い説明性、

省電力といった特徴をもつスパースモ

デリングを活用した AI 開発技術を保

持。画像分野の用途で特許を取得。

国内外で100件を超えるAIプロジ

ェクトを手がけ、製造業、エネル

ギー・インフラ、医療分野のお客

様のデジタルトランスフォーメー

ションを支援。
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事業内容

医療 製造業 インフラ

・創薬支援 AI

・診断支援 AI

・外観検査 AI

・予知保全 AI

・地中探査 AI

・安全管理 AI

少量データで高精度な AI を構築できる「スパースモデリング」を活用した AI の社会実装
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HACARUS の AI の特徴

ビッグデータ不要

AI の判断の理由がわかる

高速かつ低消費電力

AI 導入におけるよくある課題

AI を作るためには数万件のデータを準備しないと作ることができない

と言われた。そのデータを集めるには数年かかるのですが...

高い精度で予測ができるけれど、その判断の理由が全くわからない。

AI は間違うこともあると聞いているのですが...

高い精度の AI ができた。ただ、現場に導入しようとしたら、高価な

ハードを購入しないといけないと言われて...

・・・

・・・

・・・
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コア技術・スパースモデリング

高い解釈性

少量データで良い推定

細胞画像の異常判定結果および
、判定結果に対する要素 (細胞の
大きさなど) の影響度を可視化

スパースモデリングに
よるブラックホール推定

データにスパース性を仮
定し少量データから良い
推定を実現

少量データから重要な特徴を見つけ出し、

AI を作るために活用
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消費電力の比較

https://www.nature.com/articles/d43747-021-00040-y

https://www.nature.com/articles/d43747-021-00040-y
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医療：薬物探索の高速化

AI 導入の効果

・解析プロセスの 56 倍以上の効率化

・薬物スクリーニングへの応用により、

プレシジョンメディシンへの貢献に期待

対象業務と課題

・画像を用いた薬物作用の判別・解析

・深層学習を用いると薬物の影響の評価・

判別に時間がかかる
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製造業：検査コストの削減

AI 導入の効果

・従来比で検査速度が 6 倍に

・検査や検査員の育成コストを今後 2〜3 

年で 50% ほど削減できる見込み

対象業務と課題

・化学原料の製造工程の水分含有量の検査

・検査や検査員の育成に時間がかかる
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インフラ：探査プロセスの改善

AI 導入の効果

・現場作業員の平均に比べ 10% 以上検出精

度が高い

・初心者でも埋設管の位置特定が可能に

対象業務と課題

・道路掘削工事前の地下埋設物の探査

・熟練作業員でないと地中レーダの画像か

ら適切な判定ができない
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補足
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藤原健真
代表取締役CEO

カリフォルニア州立大学でコン
ピューターサイエンス学位を取
得後、ソニー・コンピュータエ
ンタテインメントで
PlayStation2のGPUライブラリ
の開発等に従事。26歳で1社目
のITベンチャーを共同創業し、
以後、複数のテクノロジーベン
チャーで共同創業者兼CTOを歴
任。2014年1月にHACARUSを
創業。

染田貴志
取締役CBO

2016年10月にHACARUSに参
画。京都大学大学院情報学研究
科で統計学と情報学を専攻。情
報処理推進機構（IPA）が主催
する未踏ソフトウェア事業に採
択され起業。HACARUS参画前
は、サンマイクロシステムズで
ソフトウェア開発、シナジーマ
ーケティングでウェブアプリ開
発、ヌーラボでグロースハッキ
ングを担当。

木虎直樹
CTO

2018年4月にHACARUSに
Chief Data Officerとして参画
。関西大学工学部卒。以前は
、シナジーマーケティングで
プログラマおよびインフラエ
ンジニアとして勤務。2011年
からデータ分析や機械学習を
手掛ける。人工知能学会、言
語処理学会での論文発表も行
う。

今邑恭裕
取締役CFO / 公認会計士

2019年10月にHACARUSに参画
。名古屋大学卒業後、事業会社に
おいてシステムエンジニアとして
社会人をスタートするも、一念発
起して公認会計士試験へ挑戦。そ
の後、有限責任監査法人トーマツ
にて幅広い業種の上場会社等に対
する財務諸表監査/内部統制監査
に従事するとともに、IPO支援を
含む経営アドバイザリー業務に従
事。

経営メンバー略歴
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HACARUS Check の受賞歴

2021年6月 AI Breakthrough Awards

AI Breakthrough Awards は、AI業界において世界的に革新的なソリ

ューションおよび企業を認識するため、一年に一度開催されます。

ハカルスの提供するHACARUS Check 外観検査AIは、イノベーショ

ン、パフォーマンス、使いやすさ、機能性、価値の創造と社会的影

響の6つの審査項目からその革新性が評価され、「物体認識ソリュ

ーション最優秀賞（Best Object Recognition Solution）」を受賞しま

した。

2020年1月 inVISION TOP INNOVATION

ドイツの業界専門誌 inVISION と専門家によるマシンビジョン分野に

おける 2020 年のトップイノベーションとして、HACARUS とその外

観検査製品におけるスパースモデリングの活用が選ばれました。



14

著者

染田貴志、木虎直樹、宇佐見一平、増

井隆治、田辺広樹

内容

データ分析の手法の一つとして注目され

ているスパースモデリングについて、な

るべく複雑な数式は使わず、原理の説明

から、実際のデータに対してどのように

適用していくかまでを紹介する入門書。

スパースモデリングを活用して企業の問

題解決に貢献してきた株式会社

HACARUSのメンバーが、Pythonコード

を交えながら解説している。本書を活用

することで、スパースモデリングがどの

ようなところに有効で、実際にどのよう

に使えばいいのかという勘所がつかめる

ようになる。

出版物

著者

藤原健真

内容

DXの重要性が叫ばれる昨今、AIの導入

を考える企業は少なくない。しかしビジ

ネスの現場では、「導入したものの上手

く運用が出来ていない」「費用対効果に

見合わない投資になってしまった」「期

待していたような結果が出せない」とい

った声も聞こえる。2014年の創業以来、

AIソリューションの提供を通して様々な

企業の問題解決のお手伝いをしてきた株

式会社HACARUSの代表取締役CEO 藤

原が、現代の企業が抱える多角的な課題

を踏まえて「次世代AI活用術」を提案す

る。


