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最先端技術の可能性を

社会に正しく届けるための

プロフェッショナル集団

” 最高峰 ” を目指す私たちが

社会に真にインパクトを与え続ける

最高峰の先端技術を活用し、ビジネスの最高地点「Ridge」を同僚・クライアントと目指します。最先端技術と

ビジネスが融合した最高のソリューションを提供することで、新しい未来を切り開く、エンジニアとしての技

術追求と社会インパクト創出の両立を目指す、様々なプロフェッショナルが同僚同士に限らずクライアント

とともに研鑽しあう、Ridge-iはそのような想いのもとに立ち上げられた会社です。

ビジネスニーズや課題と先端技術がぶつかりながら高みに登ることで、そこから新しい未来の展望へとつな

がっていく、まるで山の稜線「Ridge」に立つことで、次に登るべき山々がみえてくる、そのようなイメージか

ら社名に「Ridge」をつけました。

技術の可能性を共に考え 、プロフェッショナル同士で切磋琢磨しながら、社会にインパクトを与え続けてい

きます。

"Ridge to Ridge"
― 最高峰の先端技術とビジネスニーズがぶつかり
　 クライアントと共に最高地点 “Ridge” を目指す

代表取締役社長
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ごみ焼却場のごみを自動識別し
ピットクレーンの運転を自動化

荏原環境プラント(株)との共同開発により、カメラに映るごみ
の種類を自動で識別し、ごみピット内のクレーン稼働時間の
約9割を自動化することに成功。現在も、千葉県船橋市のプラ
ントで2019年2月より無事故で稼働中。

剪定枝
ごみ袋

汚泥

光学衛星画像を用いて
土砂崩れ箇所を瞬時に自動検出

©Airbus DS / Spot Image(2018)

JAXAより受託を受け、光学衛星データから土砂崩れ箇所を自
動で検出するシステムを開発。これまで熟練の検査員が数十
分かけて見つけていた作業を、約80%の精度を担保しながら、
1分前後で検出することに成功。
内閣府主催 第4回宇宙開発大賞 経済産業大臣賞を受賞。

AI 解析

ドローンの空撮画像から海岸の
漂着ごみ種別と分布場所を識別

海洋ごみ削減を実現するビジネスを創出する「プロジェクト・
イッカク」に参画し、ドローンの空撮画像に映る海洋ごみの種
別・分布場所・面積推定モデルを開発。30枚の画像を用いて、高
い精度のごみ識別を実現。ごみ収集実施判断の支援に活用。

発泡スチロール

漁業ブイ

人工木

流木

漁業網

凡例

直観的な操作で世界の変化を
見つける『GRASP EARTH』

合成開口レーダー（SAR）で取得した衛星データを用いて、地球
上のどこに変化があったのかを視覚的に確認するサービスで
す。ある期間で、地表面にある人工物の識別や増減を判断する
ことができます。

燃焼・粘性・液体の監視を自動化
即座に異常(予兆)を検知

人間が24時間体制で監視していた燃焼・粘性・液体などの状態
変化を、動画をもとにAIが的確に解析し、自動で異常・異常予兆
を検知することが可能。人によってばらつきがある判断を自動
化することで、人的負荷の軽減や、品質向上の実現を支援。

カメラ映像から密集度を自動計測
人物照合で発症者の追跡も可能

ネットワークカメラの映像を解析し、リアルタイムでカメラ
に映る人数・位置を推定し、人との距離、密集度合い、群衆の人
流統計を行う映像解析ソリューションを開発。人物トラッキ
ング機能により発症者を追跡することも可能。

環境・社会活動モニタリングに最先端技術の導入事例多数！
失敗できないプロジェクトで選ばれている会社です

エネルギー需要を常時予測し
運転状況を最適化

エアコンなどの空調設備の運転を最適化するため、AIが過去
の需要実績を学習。見込まれる需要を常時予測することで、空
調設備の過度な運転を防ぎ、エネルギー効率を最大化するこ
とが可能。

実績 予測

往時の白黒映像を自動で彩色し
当時の暮らしを鮮明に蘇らせる

(株)NHKアートとの共同開発により、白黒映像の自動カラー化
を実現。これまで全フレームを膨大な時間をかけて行ってき
た彩色作業を、数枚のフレームのみ彩色するだけで、残りのフ
レームを自動で彩色。放送品質を維持しながら全体の作業工
程を削減し、作業効率を高めることに成功。

建物内から街並みを
3Dスキャンでバーチャル再現

高精度な「3Dスキャン」技術により、町全体や建物内外の様子
をデータ化し、コンピュータ上に再現します。
クモノスコーポレーションの計測技術と、Ridge-iのAI技術の
組み合わせで、早く高品質なデータを提供。

Space
Industry

SDGs
Environment

Infrastructure
Energy

Smart
City &

Life

Smart
Factory

衛星画像から駐車スペースを検出
新たな駐車場候補地の開拓を支援

駐車場シェアリングサービスを運営するakippa(株)と共同で、
駐車スペースの候補を自動で検出するモデルを開発。
これまで現地に赴いて探していた駐車スペースを、衛星画像
を使って約75％の精度で検出することが可能。

AIが正しく
検出したエリア

検出できなかった
エリア

間違えて検出した
エリア

凡例

衛星データ：NEC Corporation Distributed by PASCO



6 7

迅速に多様なプロジェクトを実現させる

環境・社会活動モニタリングAI

定点カメラで撮影した
動画を簡単に解析 Ridge BI

作業員の行動を見える化し、客観的な実態把握と課題発見を
支援します。PCやタブレット上で操作・設定ができます。

●検知したい行動を選択
進入する・かがむ・挙手するなどの行動を選択する。
●検知するエリアを指定する
どこでその行動を検知したらアラートを出すか、カメラ映像
で直接エリアを入力し指定する。
●KY活動レポートや安全日報を出力
不安全行動を検知した際に、パトランプで警告するほか、あ
とから検知履歴を確認・レポート出力することが可能です。

人間が目視で行ってきた状態の判定・分類を、AIが動画をも
とに自動で実施。カメラ映像のAI監視により、異常や設備内
変化を自動で検知し、人的負荷の軽減や運転の効率化、品質
向上の実現を支援します。

 ● 火力発電所やごみ焼却施設の燃焼室で、燃焼の様子から
異常燃焼や有害物質などの排出を予測することで、操業
効率化や稼働率向上が見込まれます。

 ● ベテランの職人が目視で確認していた発酵状態や練り状
態を解析することで、安定した品質を担保しつつ、職人の
技を継承できます。

 ● 工場の水処理設備における水質を、浮遊物、泡、波、色など
の変化から自動で判定することで、人的負荷の軽減が見
込まれます。

異常

正常

異常

正常

炎・煙・液体など
動態の監視 Deep Fire

ネットワークカメラの映像を解析し、リアルタイムでカメラ
に映る人物の数・位置を正確に検知することで、人と人との
距離や密集度合など群衆の人流解析を行うことができます。
新型コロナウイルス感染拡大抑止策に有効な、ソーシャル・
ディスタンシングおよび密集・密接度合いをネットワークカ
メラの映像とAIを活用しリアルタイムで解析し、回避を促す
ツールとしても活用が可能です。
公共施設やイベント会場、商業施設、オフィスビルなどの屋
内空間においても精度の高い解析ができます。また、混雑状
況を正確に把握し、一部映像を公開すること
で、密集・密接を喚起し、感染拡大を防止する
施策にもご活用いただけます。

昼夜・屋外にも強い
人数・物体カウントAI Ridge Count

社会課題×最先端技術がぶつかって生まれる

プロダクト一覧

万引き防止
(顧客の動作識別)

在庫数カウント

会場の混雑状況
把握

河川氾濫予測

浸水地域の特定

鳥獣駆除自動化

来客動線分析

海洋ゴミ
漂着状況監視土砂崩れ地域特定

重油流出検出

森林資源の把握

農地用途把握

環境
モニタリング

AI

光学衛星
データ

SAR衛星
データ

ドローン
カメラ

河川
カメラ

光学衛星
データ

ドローン
カメラ

社会活動
モニタリング

AI

光学衛星
データ

ドローン
カメラ

倉庫
カメラ

工場
カメラ

ライブ
カメラ

店舗
カメラ

AI
for

SDGs

ひび割れ検出
(設備保守) 安全行動監視

水質管理自動化

駐車スペース
新規開拓

太陽光パネル
敷設状況監視

イベントの
人流計測・最適化



8 9

資金調達累計

15.3億円

売上年平均成長率
( 前年比 )

+130%

年間プロジェクト数
(2020 年度 )

25件

契約継続
クライアント率

(2 回以上の契約対象 )

82%

従業員数
( 役員・パートタイム含む )

46名

メディア掲載回数
(2021.04~2022.03)

約60回

論文発行数

12本

特許出願数

17件

グローバル
エンジニア比率

38%

エンジニア比率

56%

計算環境

DGX-Station ： 2台

DGX-2 ： 2台  +α

数字で見るRidge-i
※2022年6月現在

研究からビジネスまで横断的な人材だから
バランスの取れた最適解を提案できる

「課題設定力」「設計力」「実現力」の
バランス感覚の鋭さ

フルカスタマイズで最適なソリューションを提供

Ridge-iが選ばれる理由

技術
追求力

インパクト
実現力

リサーチエンジニア
卓越したリサーチ力をもち、最新の
研究成果を素早く実装する。

 ビジネス
 ストラクチャリング

お客様の課題を的確に設定し、
技術課題に落とし込む。

リサーチャー
機械学習や信号処理などの専門性を
有し、最新の研究動向を熟知している。

  テクニカルソリューション
 エンジニア
ビジネスとエンジニアリング双方の
視点から最適な技術を選択し提案する。

  エンジニア
(機械学習エキスパート)

蓄積された実用的ノウハウを
もとにシステムを実装する。

技術とビジネスの両面で最適な手法を
選び、プロジェクトを設計・推進する

効果的なアプローチ設計力

世界で認められる研究成果を上げ、
課題に合わせて理論から応用する

期待を超える実現力

クライアントが継続して検討すべき
トピックを選定し、クリスタライズする

正しい目標・課題設定力 ◎◎

◎◎

◎◎

SIer

○

◎

△

AIベンチャー

△

○

◎

コンサル

◎

○

△

(比較イメージ)
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経営メンバー紹介

受賞歴
• 第4回宇宙開発利用大賞 経済産業大臣賞　(土砂崩れ解析AI)
• 第5回宇宙開発利用大賞 環境大臣賞　（GRASP EARTH）
• 日経ディープラーニング活用アワード　(ごみ識別AI　荏原環境プラント)
• 経済産業省 2018 VFX大賞　(カラー化AI　NHKアート)
• Mizuho Innovation Award 2019年4-6月期 受賞

参画団体

会社概要

会社名 株式会社Ridge-i（リッジアイ）

英名 Ridge-i Inc.

設立 2016年7月29日

所在地 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1　大手町ビル438

資本金（資本準備金含む） 15億3,500万円

社員数 46名（2022年6月現在）

経営メンバー

創業者　代表取締役社長   柳原 尚史
取締役　プロフェッショナルサービス事業部　事業部長　市來 和樹
取締役　プロフェッショナルサービス事業部　コンサルティング部長　小松 平佳
取締役　管理部長   中井 努
社外取締役    西村 竜彦
社外取締役（常勤監査等委員）  松本 範平
社外取締役（監査等委員）   櫟本 健夫
社外取締役（監査等委員）   斎藤 友紀
執行役員　CPO　プロダクト部長　 吉江 彰洋
執行役員　CTO プロフェッショナルサービス事業部　開発部長　西野 剛平
CRO     牛久 祥孝
技術顧問    田丸 健三郎

株主

株式会社 INCJ　
株式会社荏原製作所
オリックス株式会社
グローバル・ブレイン株式会社

スパークス・グループ株式会社
株式会社バルカー
株式会社リコー
役職員

主要取引先

柳原 尚史

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に入社し、新規事業企画に携わる。その後、エンジニアとしてHSBC、
ブラックロック・ジャパン株式会社など大手金融機関にて、高頻度取引、証券リスク管理システムなどを構築。最先端の技
術・理論をビジネスに活用する提案力と実現力が強み。2016年 ディープラーニングを中心とした先端技術の可能性を、ビジ
ネス・社会に提案・適用し、新しい社会像を創ることをミッションとして Ridge-iを創立。３人娘のパパ。トレイルランニン
グが趣味。富士山1日3往復、UTMB(モンブラン一周 170Km) 45時間を無睡眠で完走。

創業者　代表取締役社長

Takashi Yanagihara

小松 平佳

富士重工株式会社（SUBARU）、ボストン コンサルティング グループを経てRidge-iに参画。重工業・プラント・運搬
機器メーカー等の様々なクライアントにAIを始めとした先端技術戦略・ロードマップの策定支援や、AIの実ビジネ
ス・実運用への導入支援に従事。趣味はアートコレクション、茶道、子供用の洋裁に編み物。

取締役　プロフェッショナルサービス事業部　コンサルティング部長

Takayoshi Komatsu

吉江 彰洋

NTTデータ、アクセンチュア、データ分析企業の執行役、フリーランスVCを経てRidge-iに参画。データ・AIを活
用した事業企画、コンサルティング、企業との共同事業開発、プロダクト開発に従事。事業企画から、システム
開発・販売運用までを見据えた幅広い視野での問題解決サポートおよびPJ推進を得意とする。

執行役員　CPO　プロダクト部長

Akihiro Yoshie

市來 和樹

大学卒業後、ベンチャー企業にてAI部門の立ち上げ時のエンジニアとして画像認識プロジェクトを経験。Ridge-i
ではプロジェクト責任者として、ビジネスニーズを正しく理解し、最適な先端技術を正しい使い方でクライアン
トに提案し、要件定義から運用までワンストップで従事。

取締役　プロフェッショナルサービス事業部　事業部長

Kazuki Ichiki

西野 剛平

DeNAにてRPGゲームのリードエンジニア、新卒エンジニアの研修講師、人物認識や動作認識などのAI研究開発
などを経てRidge-iに参画。現在はプロジェクトにおける開発品質の改善や生産性向上のための横断的施策、およ
びエンジニアチームの組織運営に従事。

執行役員　CTO　プロフェッショナルサービス事業部　開発部長

Kohei Nishino

牛久 祥孝

東京大学 大学院情報理工学系研究科で博士号を取得後、Microsoft ResearchやNTT基礎研究所、オムロン サイニ
ックエックス株式会社で機械学習・画像認識・自然言語処理の研究に従事。Ridge-iでは技術戦略、技術アドバイ
ザリー、要素技術開発・プロダクト開発に従事。趣味は猫とお酒と講演。

CRO

Yoshitaka Ushiku




