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研究開発成果実装⽀援プログラム 低エネルギー消費型製品の導⼊・利⽤ならびに市⺠の省エネ型⾏動を促進するシステムの実装 吉⽥ 好邦 2016 JPMJRX16A1
研究開発成果実装⽀援プログラム 被介護者の状態から得られる情報に基づく質の⾼い介護サービス⽀援システムの実装 神成 淳司 2016 JPMJRX16A2
研究開発成果実装⽀援プログラム エビデンスに基づいて保護者とともに取り組む発達障害児の早期療育モデルの実装 熊 仁美 2016 JPMJRX16A3
研究開発成果実装⽀援プログラム 熊本地震被災地の復旧・復興のための広域連携した情報活⽤⽀援体制の実装 鈴⽊ 進吾 2016 JPMJRX16A4
研究開発成果実装⽀援プログラム 熊本地震被災地の仮設住宅で暮らす⾼齢者の⾏動分析データと医師、保健師、⽣活⽀援相談員から得られる情報を統合化したケアシステムの実装 ⽩⽔ ⿇⼦ 2016 JPMJRX16A5
研究開発成果実装⽀援プログラム ⼩学校におけるメンタルヘルスプログラムの実装 ⽯川 信⼀ 2017 JPMJRX17A1
研究開発成果実装⽀援プログラム 災害時における動物管理に関わる⽀援システムの実装 ⽻⼭ 伸⼀ 2017 JPMJRX17A2
研究開発成果実装⽀援プログラム 市⺠と共に進める災害医療救護訓練プログラムの実装 依⽥ 育⼠ 2017 JPMJRX17A3
科学技術イノベーション政策のための科学 先端⽣命科学を促進する先駆的ＥＬＳＩアプローチ 三成 寿作 2016 JPMJRX16B1
科学技術イノベーション政策のための科学 コストの観点からみた再⽣医療普及のための学際的リサーチ ⼋代 嘉美 2016 JPMJRX16B2
科学技術イノベーション政策のための科学 政策過程におけるエビデンス記述・解釈に関する調査研究 梶川 裕⽮ 2016 JPMJRX16B3
科学技術イノベーション政策のための科学 レジリエンス強化のための省エネルギー機器導⼊制度設計 上道 茜 2017 JPMJRX17B1
科学技術イノベーション政策のための科学 先端医療のレギュレーションのためのメタシステムアプローチ 加納 信吾 2017 JPMJRX17B2
科学技術イノベーション政策のための科学 多様なイノベーションを⽀える⼥⼦⽣徒数物進学要因分析 横⼭ 広美 2017 JPMJRX17B3
科学技術イノベーション政策のための科学 スター・サイエンティストと⽇本のイノベーション 牧 兼充 2017 JPMJRX17B4
科学技術イノベーション政策のための科学 家族を⽀援し少⼦化に対応する社会システム構築のための⾏動科学的根拠に基づく政策提⾔ ⿊⽥ 公美 2018 JPMJRX18B1
科学技術イノベーション政策のための科学 ⼦どもの貧困対策のための⾃治体調査オープンデータ化⼿法の研究 阿部 彩 2018 JPMJRX18B2
科学技術イノベーション政策のための科学 医学・医療のためのICTを⽤いたエビデンス創出コモンズの形成と政策への応⽤ 加藤 和⼈ 2018 JPMJRX18B3
科学技術イノベーション政策のための科学 病床の減床と都市空間の再編による健康イノベーション 伊藤 由希⼦ 2018 JPMJRX18B4
科学技術イノベーション政策のための科学 科学的エビデンスに基づく社会インフラのマネジメント政策形成プロセスの研究 ⾙⼾ 清之 2019 JPMJRX19B1
科学技術イノベーション政策のための科学 市⺠科学とパーソナルデータを基盤とした発達障害⽀援の臨床の知の共財化 熊 仁美 2019 JPMJRX19B2
科学技術イノベーション政策のための科学 研究⼒の『厚み』分析による社会インパクトの予測と政策評価⼿法の開発 ⼩泉 周 2019 JPMJRX19B3
科学技術イノベーション政策のための科学 脱炭素社会の構築に向けた科学技術イノベーションの社会的受容性と価値創造の評価 ⾼嶋 隆太 2019 JPMJRX19B4
科学技術イノベーション政策のための科学 イノベーションを⽀えるデータ倫理規範の形成 横野 恵 2019 JPMJRX19B5
科学技術イノベーション政策のための科学 研究公正推進政策のための電⼦ラボノート実装ガイドライン作成を通したガバナンス研究 飯室  聡 2020 JPMJRX20B1
科学技術イノベーション政策のための科学 医療情報化推進に向けた課題解明と2020年代における政策基軸の形成 奥村  貴史 2020 JPMJRX20B2
科学技術イノベーション政策のための科学 農林業⽣産と環境保全を両⽴する政策の推進に向けた合意形成⼿法の開発と実践 ⾹坂  玲 2020 JPMJRX20B3
科学技術イノベーション政策のための科学 ⽣態系サービスの⾒える化による住⺠参加型制度の実現可能性評価と政策形成過程への貢献 乃⽥  啓吾 2020 JPMJRX20B4
科学技術イノベーション政策のための科学 シビックテックを⽬指した気候変動の「⾃分事化」に基づくオンライン合意形成⼿法の開発と政策形成プロセスへの実装 ⾺場  健司 2020 JPMJRX20B5
科学技術イノベーション政策のための科学 幼児教育の「質」が⼦供の学⼒や⾮認知能⼒に与える効果の検証 中室 牧⼦ 2021 JPMJRX21B1
科学技術イノベーション政策のための科学 ⼤学発シーズの上市に関わる価値連鎖診断プロトコルの開発と実装 坂井 貴⾏ 2021 JPMJRX21B2
科学技術イノベーション政策のための科学 感染症対策と経済活動に関する統合的分析 仲⽥ 泰祐 2021 JPMJRX21B3
科学技術イノベーション政策のための科学 ライフサイエンスにおける誠実さの概念を共有するための指針の構築 ⽥中 智之 2021 JPMJRX21B4
科学技術イノベーション政策のための科学 研究分野の多様性を踏まえた研究公正規範の明確化と共有 中村 征樹 2021 JPMJRX21B5
科学技術イノベーション政策のための科学 ⽊質バイオマス熱エネルギーと地域通貨の活⽤による環境循環と社会共⽣に向けた政策提案 豊⽥ 知世 2021 JPMJRX21B6
科学技術イノベーション政策のための科学 デジタルツイン都市を活⽤した危機管理下での政策決定⽀援 佐々⽊ 邦明 2021 JPMJRX21B7
科学技術イノベーション政策のための科学 スポーツ参加の促進要因の探索と⽀援政策の評価研究 ―国・⾃治体・個⼈レベルの重層的アプローチ 近藤 克則 2022 JPMJRS22B1
科学技術イノベーション政策のための科学 原⼦燃料サイクル政策の受容に対する熟議的アプローチ︓感情と技術の作⽤機序に着⽬して 林 嶺那 2022 JPMJRS22B2
科学技術イノベーション政策のための科学 政策形成過程における科学的知⾒の活⽤最⼤化のための中間⼈材の可能性について ―成育医療・⺟⼦保健領域を事例とした分析と実証― 千先 園⼦ 2022 JPMJRS22B3
科学技術イノベーション政策のための科学 新興感染症に対する⾮特異的対策のための⾏動変容と科学コミュニケーションに関する合理化および最適化研究 ⻄浦 博 2022 JPMJRS22B4
社会技術研究開発 ⾼齢社会課題解決に向けた共創拠点の構築 辻 哲夫 2016 JPMJRX16C1
問題解決型サービス科学研究開発プログラム 未来の安⼼のための災害避難所に関するレジリエンスアシストサービス実装の可能性調査 綿貫 茂喜 2016 JPMJRX16D1
問題解決型サービス科学研究開発プログラム 豊かなコンテクストのある超スマート社会のサービス・デザイン 鈴⽊ 智⼦ 2016 JPMJRX16D2
問題解決型サービス科学研究開発プログラム 集合知メカニズムを埋め込むことによるサービスイノベーション ⽔⼭ 元 2016 JPMJRX16D3
問題解決型サービス科学研究開発プログラム つなぐ技術による豊かな共空間創造サービスの開発 ⽩肌 邦⽣ 2016 JPMJRX16D4
問題解決型サービス科学研究開発プログラム 社会厚⽣を拡⼤する共創型プラットフォームサービスの可能性調査 原 ⾠徳 2016 JPMJRX16D5
問題解決型サービス科学研究開発プログラム コンテキストと時間変化を考慮したサービスシステムのフレームワークの導出と検証 澤⾕ 由⾥⼦ 2016 JPMJRX16D6
問題解決型サービス科学研究開発プログラム ⽇本製造業のサービス化における阻害要因とその解決のための研究課題に関する調査 下村 芳樹 2016 JPMJRX16D7
問題解決型サービス科学研究開発プログラム 超⾼齢・定常型社会における分散型サービスの展開に向けた調査 藤⽥ 卓仙 2016 JPMJRX16D8
持続可能な多世代共創社会のデザイン 多世代哲学対話とプロジェクト学習による地⽅創⽣教育 河野 哲也 2016 JPMJRX16E1
持続可能な多世代共創社会のデザイン ソーシャル・キャピタルの世代間継承メカニズムの検討 要藤 正任 2016 JPMJRX16E2
持続可能な多世代共創社会のデザイン 地域を持続可能にする公共資産経営の⽀援体制の構築 堤 洋樹 2016 JPMJRX16E3
持続可能な多世代共創社会のデザイン ⽣業・⽣活統合型多世代共創コミュニティモデルの開発 家中 茂 2016 JPMJRX16E4
持続可能な多世代共創社会のデザイン 空き家活⽤によるまちなか医療の展開とまちなみ景観の保全 後藤 春彦 2016 JPMJRX16E5
持続可能な多世代共創社会のデザイン 寄付を媒体とした多世代共創モデルの提案 岸本 幸⼦ 2016 JPMJRX16E6
持続可能な多世代共創社会のデザイン 漁業と⿂⾷がもたらす⿂庭（なにわ）の海の再⽣ ⼤塚 耕司 2016 JPMJRX16E7
持続可能な多世代共創社会のデザイン 農⼭漁村共同アトリエ群による産業の再構築と多彩な⽣活景の醸成 ⼤沼 正寛 2016 JPMJRX16E8
フューチャーアース 環境・災害・健康・統治・⼈間科学の連携による問題解決型研究 ⽮原 徹⼀ 2016 JPMJRX16F1
フューチャーアース 持続可能な社会へのトランスフォーメーションを可能にする社会制度の変⾰と設計 ⻄條 ⾠義 2016 JPMJRX16F2
フューチャーアース 貧困条件下の⾃然資源管理のための社会的弱者との協働によるトランスディシプリナリー研究 佐藤 哲 2016 JPMJRX16F3
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 多様化する嗜癖・嗜虐⾏動からの回復を⽀援するネットワークの構築 ⽯塚 伸⼀ 2016 JPMJRX16G1
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 ⾃殺リスク低減にむけたネットパトロール技術活⽤の可能性調査 吉冨 康成 2016 JPMJRX16G2
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 情報管理・共有システムを活⽤した地域包括ケア⽀援に向けた調査 ⾦井 秀明 2016 JPMJRX16G3
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 地域住⺠が⾼齢者を⾒守る「新しい親密圏」に向けた情報基盤の検討 村井 祐⼀ 2016 JPMJRX16G4
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 妊娠期から虐待・ＤＶを予防する⽀援システムの確⽴ 藤原 武男 2016 JPMJRX16G5
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 都市における援助希求の多様性に対応する公私連携ケアモデルの研究開発 島薗 進 2016 JPMJRX16G6
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 発達障害⻘年成⼈を⽀援するアプリケーション開発の検討 辻井 正次 2016 JPMJRX16G7
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 ⾼齢者の詐欺被害を防ぐしなやかな地域連携モデルの研究開発 渡部 諭 2017 JPMJRX17G1
(⽋番) JPMJRX17G2
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 未成年者のネットリスクを軽減する社会システムの構築 ⿃海 不⼆夫 2017 JPMJRX17G3
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 アプリを活⽤した発達障害⻘年成⼈の⽣活⽀援モデルの確⽴ 辻井 正次 2017 JPMJRX17G4
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 ⾼齢者⾒守りコーディネータ育成による地域⾒守り活動の有効化 村井 祐⼀ 2017 JPMJRX17G5
安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築 トラウマへの気づきを⾼める“⼈-地域-社会”によるケアシステムの構築 ⼤岡 由佳 2017 JPMJRX17G6
⼈と情報のエコシステム 法・経済・経営とAI・ロボット技術の対話による将来の社会制度の共創 新保 史⽣ 2016 JPMJRX16H1
⼈と情報のエコシステム 多様な価値への気づきを⽀援するシステムとその研究体制の構築 江間 有沙 2016 JPMJRX16H2
⼈と情報のエコシステム 未来洞察⼿法を⽤いた情報社会技術問題のシナリオ化 鷲⽥ 祐⼀ 2016 JPMJRX16H3
⼈と情報のエコシステム ⾼度情報社会における責任概念の策定 松浦 和也 2016 JPMJRX16H4
⼈と情報のエコシステム ⽇本的Wellbeing を促進する情報技術のためのガイドラインの策定と普及 安藤 英由樹 2016 JPMJRX16H5
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⼈と情報のエコシステム 社会システムと情報システムの相互作⽤を促す共進型社会実験プロジェクト管理⼿法の検討〜ITS（⾼速道路交通情報システム）の実⽤化を事例に ⼿嶋 茂晴 2016 JPMJRX16H6
⼈と情報のエコシステム ⼈間と情報技術の共進化を⽬指す共創コミュニティALife Lab. の構築 岡 瑞起 2016 JPMJRX16H7
⼈と情報のエコシステム 「内省と対話によって変容し続ける⾃⼰」に関するヘルスケアからの提案 尾藤 誠司 2016 JPMJRX16H8
⼈と情報のエコシステム 分⼦ロボット技術に対する法律・倫理・経済・教育からの接近法に関する調査 ⼩⻑⾕ 明彦 2016 JPMJRX16H9
⼈と情報のエコシステム 多種ステークホルダーが関与した教育・育児⽀援ロボット技術の開発⼿法に関する調査 ⽥中 ⽂英 2016 JPMJRX16HA
⼈と情報のエコシステム リアルタイム・テクノロジーアセスメントのための議題共創プラットフォームの試作 標葉 隆⾺ 2016 JPMJRX16HB
⼈と情報のエコシステム 情報アクセスリテラシー向上のための不便益的視点からの⽅法論に関する調査 川上 浩司 2017 JPMJRX17H1
⼈と情報のエコシステム ⼈とAIシステムの協働タスクモデルの構築に向けた調査 ⼭本 勲 2017 JPMJRX17H2
⼈と情報のエコシステム ⾃律機械と市⺠をつなぐ責任概念の策定 松浦 和也 2017 JPMJRX17H3
⼈と情報のエコシステム ⾃律性の検討に基づくなじみ社会における⼈⼯知能の法的電⼦⼈格 浅⽥ 稔 2017 JPMJRX17H4
⼈と情報のエコシステム 冪則からみる実社会の共進化研究 -AIは⾮平衡な複雑系を擬態しうるか- ⽯井 久美⼦（⽥中久美⼦） 2017 JPMJRX17H5
⼈と情報のエコシステム 情報技術・分⼦ロボティクスを対象とした議題共創のためのリアルタイム・テクノロジーアセスメントの構築 標葉 隆⾺ 2017 JPMJRX17H6
⼈と情報のエコシステム ⼈間とシステムが⼼理的に「なじんだ」状態での主体の帰属の研究 葭⽥ 貴⼦ 2017 JPMJRX17H7
⼈と情報のエコシステム ⼈⼯知能と労働の代替・補完関係 川⼝ ⼤司 2017 JPMJRX17H8
⼈と情報のエコシステム ⾒守り技術の実装のための現場変容ライブラリの構築 北村 光司 2017 JPMJRX17H9
⼈と情報のエコシステム 分⼦ロボットELSI研究とリアルタイム技術アセスメント研究の共創 ⼩⻑⾕ 明彦 2017 JPMJRX17HA
⼈と情報のエコシステム ⼈と情報テクノロジーの共⽣のための⼈⼯知能の哲学2.0の構築 鈴⽊ 貴之 2018 JPMJRX18H1
⼈と情報のエコシステム パーソナルデータエコシステムの社会受容性に関する研究 橋⽥ 浩⼀ 2018 JPMJRX18H2
⼈と情報のエコシステム ⼈と新しい技術の協働タスクモデル︓労働市場へのインパクト評価 ⼭本 勲 2018 JPMJRX18H3
⼈と情報のエコシステム データポータビリティ時代におけるパーソナル情報のワイズ・ユース実現⽀援プラットフォームに関する研究 柴崎 亮介 2018 JPMJRX18H4
⼈と情報のエコシステム 過信と不信のプロセス分析に基づく⾒守りAIと介護現場との共進化⽀援 北村 光司 2018 JPMJRX18H5
⼈と情報のエコシステム 想像⼒のアップデート︓⼈⼯知能のデザインフィクション ⼤澤 博隆 2018 JPMJRX18H6
⼈と情報のエコシステム ⼈⽂社会科学の知を活⽤した、技術と社会の対話プラットフォームとメディアの構築 庄司 昌彦 2018 JPMJRX18H7
⼈と情報のエコシステム ヘルスケアにおけるAIの利益をすべての⼈々にもたらすための市⺠と専⾨家の関与による持続可能なプラットフォームの設計 ⼭本 ベバリーアン 2019 JPMJRX19H1
⼈と情報のエコシステム PATH－AI:⼈間-AIエコシステムにおけるプライバシー、エージェンシー、トラストの⽂化を超えた実現⽅法 中川 裕志 2019 JPMJRX19H2
⼈と情報のエコシステム 法制度と⼈⼯知能 ⾓⽥ 美穂⼦ 2019 JPMJRX19H3
⼈と情報のエコシステム AI等のテクノロジーと世帯における無償労働の未来:⽇英⽐較から 永瀬 伸⼦ 2019 JPMJRX19H4
⼈と情報のエコシステム マルチ・スピーシーズ社会における法的責任分配原理 稲⾕ ⿓彦 2019 JPMJRX19H5
⼈と情報のエコシステム 都市における感情認識AI 〜⽇英発倫理的⽣活設計に関する異⽂化⽐較研究 Peter  Mantello 2019 JPMJRX19H6
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 障害情報の電⼦化による次世代地域・福祉サービス連携の創出 巖淵 守 2019 JPMJRX19I1
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） ⽔素技術を活⽤し、住⺠参画を⽬指したクリーンエネルギープロシューマーモデルの開発 ⽜房 義明 2019 JPMJRX19I2
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 包括的な災害リスクのプロアクティブアラートに基づくインクルーシブ防災の実現 ⼩野 裕⼀ 2019 JPMJRX19I3
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 性暴⼒撲滅に向けた早期介⼊とＰＴＳＤ予防のための⼈材育成と社会システムづくり  ⻑江 美代⼦ 2019 JPMJRX19I4
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 誰⼀⼈として⽔に困らない社会へ︓⼩規模分散型の⽔供給・処理サービスの開発・可能性検証 ⻄⽥ 継 2019 JPMJRX19I5
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 「住み続けたい」を⽀える離島・へき地医療サポートモデルの構築 前⽥ 隆浩 2019 JPMJRX19I6
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 共創的⽀援を促進する視覚障害者のための３Ｄ造形物配信・出⼒エコシステムの構築  南⾕ 和範 2019 JPMJRX19I7
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 福祉専⾨職と共に進める「誰⼀⼈取り残さない防災」の全国展開のための基盤技術の開発 ⽴⽊ 茂雄 2019 JPMJRX19I8
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 新⽣児のための診療⽀援システムの拡充を通じた重症化予防プロジェクト 北東 功 2019 JPMJRX19I9
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 亜熱帯島嶼の持続可能な⽔資源利⽤に向けた参画・合意に基づく流域ガバナンスの構築 安元 純 2019 JPMJRX19IA
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 発達障害の特性に関連する対処法を多様な脳特性に対応して⾃動提案する情報配信サービスの可能性検証 佐々⽊ 銀河 2020 JPMJRX20I1
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 低消費電⼒・遠距離通信プラットフォーム構築による安全安⼼な林業労働環境の創出と地域⼭林資源活⽤の可能性評価 森部 絢嗣 2020 JPMJRX20I2
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 災害感応度の⾼い都市圏の災害連鎖の動的予測を可能にするシナリオ策定 渡辺 研司 2020 JPMJRX20I3
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 地域の医療・保健・福祉・教育が連携して⾃殺ハイリスクの⼦どもを守る社会システムのシナリオ創出 ⽴花 良之 2020 JPMJRX20I4
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 認知症包摂型社会モデルに基づく多様な主体による共創のシナリオ策定 内⽥ 直樹 2020 JPMJRX20I5
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 温泉地域における超分散型エネルギー社会を実現するためのシナリオ策定 佐々⽊ 壮⼀ 2020 JPMJRX20I6
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） ⼩⽔⼒エネルギーを活⽤した災害復興時における主体形成と持続的むらづくりのシナリオ形成 島⾕ 幸宏 2020 JPMJRX20I7
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） ⽔⼒発電事業の好適地である神通川⽔系における流域治⽔に資する動的運⽤ルールの共創⼿法の構築 沖 ⼤幹 2020 JPMJRX20I8
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） コミュニティ防災⼈材育成システムの全国展開に向けた実証プロジェクト 三⽥村 宗樹 2020 JPMJRX20I9
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 幼児から⻘少年までのレジリエンス向上を⽬指したプログラムと⼈材育成体制づくり ⽯川 信⼀ 2020 JPMJRX20IA
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） ジェスチャインタフェースを活⽤した運動機能障害者のための就労・教育⽀援モデルの構築および⼈材育成 依⽥ 育⼠ 2020 JPMJRX20IB
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 個別化したデータに基づく健康寿命延伸を実現するモデルの構築〜いのち輝く社会を⽬指して〜 宮⽥ 裕章 2020 JPMJRX20IC
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） ピアサポートのＤＸ化による、新しい当事者参画医療社会モデルの構築に向けたシナリオの創出 北原 秀治 2021 JPMJRX21I1
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） ⼈⼯知能を⽤いた障がい者の就労可能性の向上に資する、ＤＸ協働基盤の開発と社会実装のためのシナリオ創出 塚⽥  義典 2021 JPMJRX21I2
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） ⼈とシステムの協働による海岸清掃共創シナリオの構築 林  英治 2021 JPMJRX21I3
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 科学と実践が駆動する「地域ガバナンス」に基づく、未来志向型の森林⽣態系の適応的管理に関するシナリオ開発 森  章 2021 JPMJRX21I4
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 「誰もが知りたいもの、必要なものを⾃由に⼿に⼊れ触れられる社会」の創成に向けた、３Ｄモデル提供体制の開発と実装 南⾕  和範 2021 JPMJRX21I5
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 性暴⼒を撲滅する社会システム構築に向けた、早期介⼊とＰＴＳＤケア迅速化の⼈材育成および全国展開に向けた体制づくり ⻑江  美代⼦ 2021 JPMJRX21I6
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） ⼩さな⽔サービスの導⼊を軸とした互助ネットワークの形成による、社会的効⽤創出モデルの開発と展開 ⻄⽥  継 2021 JPMJRX21I7
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 最後の⼀⼈を救うコミュニティアラートシステムのモデル開発および実装 ⼩野  裕⼀ 2021 JPMJRX21I8
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） ⾼速データ通信とAI技術による豪雪中⼭間地における新しい健康づくりのためのシナリオ創出 菖蒲川 由郷 2022 JPMJRS22I1
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 市⺠のSDGs取組に向けた⾏動変容のためのミュージアム活⽤シナリオの創出 佐々⽊ 亨 2022 JPMJRS22I2
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 離島の発達障害児医療におけるアバターロボットの活⽤⽀援体制の構築 永⽥ 康浩 2022 JPMJRS22I3
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ） 性虐待などの被害児が⼼⾝の回復につながる医療機関をハブとするCAC(Childrenʻs Advocacy Center)モデルの構築 ⽥上 幸治 2022 JPMJRS22I4
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 地域の医療・保健・福祉・教育・市⺠等が連携して⾃殺ハイリスクの⼦どもを守る社会システムのソリューション創出 ⽴花 良之 2022 JPMJRS22I5
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 神経多様性に応じたチャットボットの地域連携モデルの構築および他対象・多地域展開 佐々⽊ 銀河 2022 JPMJRS22I6
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） 流域治⽔に資する動的運⽤ルールの共創⼿法の構築と展開 沖 ⼤幹 2022 JPMJRS22I7
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（ソリューション創出フェーズ） ソーラーシェアリングを活⽤した⾃⽴型脱炭素スマート農地の確⽴と展開 倉阪 秀史 2022 JPMJRS22I8
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 脱炭素化技術の⽇本での開発/普及推進戦略におけるELSIの確⽴ 江守 正多 2020 JPMJRX20J1
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 萌芽的科学技術をめぐるRRIアセスメントの体系化と実装 標葉 隆⾺ 2020 JPMJRX20J2
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 現代メディア空間におけるELSI構築と専⾨知の介⼊ ⽥中 幹⼈ 2020 JPMJRX20J3
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ELSIを踏まえた⾃動運転技術の現場に即した社会実装⼿法の構築 中野 公彦 2020 JPMJRX20J4
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 携帯電話関連技術を⽤いた感染症対策に関する包括的検討 ⽶村 滋⼈ 2020 JPMJRX20J5
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム Social Distancingによる社会の脆弱性克服・社会的公正の回復と都市の再設計 林 良嗣 2020 JPMJRX20J6
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ヒト由来情報利活⽤の信頼性確保に向けた制度設計と研究者によるアウトリーチの検討 明⾕ 早映⼦ 2020 JPMJRX20J7
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 「空⾶ぶクルマ」の社会実装における社会的課題解決についての基礎的検討 ⼩島 ⽴ 2020 JPMJRX20J8
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム パンデミック対策の国際⽐較と過去の事例研究を通じたELSIアーカイブ化 児⽟ 聡 2020 JPMJRX20J9
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 医療におけるトランスサイエンス問題の政策史研究とアーカイブズ構築 後藤 基⾏ 2020 JPMJRX20JA
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 分⼦ロボット技術の社会実装に関するRRIコミュニケーション実践の企画調査 ⼩宮 健 2020 JPMJRX20JB
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ⼤学・地域密着型リビングラボを通じた「転倒しない街」の共創に向けた企画調査 島 圭介 2020 JPMJRX20JC
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム システム・デザインの⼿法による科学技術の社会インパクトの可視化と共創システムの基本設計 調 ⿇佐志 2020 JPMJRX20JD
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 遺伝⼦差別に対する法整備に向けての法政策の現状分析と考察 瀬⼾⼭ 晃⼀ 2020 JPMJRX20JE
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科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ⼈⼯主体の創出に伴う倫理的諸問題を分析・討議するプラットフォームの構築に向けた企画調査 ⽥⼝ 茂 2020 JPMJRX20JF
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 細胞農業技術をめぐる社会的価値観・政策・倫理のダイナミズムの検討 ⽇⽐野 愛⼦ 2020 JPMJRX20JG
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 「実験社会」における社会実験化の⼿法と影響に関する検討 ⾒上 公⼀ 2020 JPMJRX20JH
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 「技術構成主義」に⽴つ「⽣と死」をめぐる倫理の分析と社会的議論の啓発に向けた企画調査 渡部 ⿇⾐⼦ 2020 JPMJRX20JI
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ⼈⼯知能の開発・利⽤をめぐる⾃律性および関係性の理論分析と社会実装 宇佐美 誠 2021 JPMJRX21J1
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 「空⾶ぶクルマ」の社会実装において克服すべきELSIの総合的研究 ⼩島 ⽴ 2021 JPMJRX21J2
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム パンデミックのELSIアーカイブ化による感染症にレジリエントな社会構築 児⽟ 聡 2021 JPMJRX21J3
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 研究者の⾃治に基づく分⼦ロボット技術のRRI実践モデルの構築 ⼩宮 健 2021 JPMJRX21J4
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 持続可能社会に向けた細胞農業技術のELSI/RRIの検討 ⽇⽐野 愛⼦ 2021 JPMJRX21J5
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 責任ある研究とイノベーションを促進するSFプロトタイピング⼿法の企画調査 ⼤澤 博隆 2021 JPMJRX21J6
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 脳の越境と融合にまつわる倫理とその認識的ダイナミクスの検討 太⽥ 紘史 2021 JPMJRX21J7
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 学習データ利活⽤EdTech（エドテック）のELSI論点の検討 加納 圭 2021 JPMJRX21J8
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 「スマートシティ」の全体論的・個別的ELSIに関する企画調査 出⼝ 康夫 2021 JPMJRX21J9
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ⼈の意思決定を操る技術のELSIマッピング作成の企画調査 中澤 栄輔 2021 JPMJRX21JA
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ポリジェニック・スコアの社会受容性に関する企画調査 ⼭本 奈津⼦ 2021 JPMJRX21JB
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 教育データ利活⽤EdTech（エドテック）のELSI対応⽅策の確⽴とRRI実践 加納 圭 2022 JPMJRS22J1
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 「胎児-妊婦コンプレックス」への治療介⼊技術臨床研究開発に係るELSI 松井 健志 2022 JPMJRS22J2
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 医療・ヘルスケア領域におけるELSIの歴史的分析とアーカイブズ構築 後藤 基⾏ 2022 JPMJRS22J3
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ヒト脳改変の未来に向けた実験倫理学的ELSI研究⽅法論の開発 太⽥ 紘史 2022 JPMJRS22J4
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム コミュニティのスマート化がもたらすELSIと四次元共創モデルの実践的検討 出⼝ 康夫 2022 JPMJRS22J5
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 公正なゲノム情報利活⽤のELSIラグを解消する法整備モデルの構築 瀬⼾⼭ 晃⼀ 2022 JPMJRS22J6
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム FemTech（フェムテック）のELSI検討に関する企画調査 標葉 靖⼦ 2022 JPMJRS22J7
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム ELSI研究における法学的アプローチの探究に向けた基礎的検討 笹岡 愛美 2022 JPMJRS22J8
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム メタバースが拓く新しいサービスとELSIに関する企画調査 永井 由佳⾥ 2022 JPMJRS22J9
科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題（ELSI）への包括的実践研究開発プログラム 埋め込み型⾝体機能補完技術をめぐるELSI/RRIの検討基盤の構築に向けた企画調査 ⼤沼 雅也 2022 JPMJRS22JA
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 孤独・孤⽴のない社会の実現に向けたSNS相談の活⽤ 上⽥ 路⼦ 2021 JPMJRX21K1
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 社会的孤⽴の⽣成プロセス解明と介⼊法開発︓健康な「個⽴」を⽬指して 太⼑川 弘和 2021 JPMJRX21K2
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 新⽣活に伴う孤独リスクの可視化と⼀次予防 柳澤 邦昭 2021 JPMJRX21K3
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 職場における孤独・孤⽴化過程の分析―総合的予防プログラムの開発に向けて― 松井 豊 2021 JPMJRX21K4
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 演劇的⼿法を⽤いた共感性あるコミュニティ の醸成による孤⽴・孤独防⽌事業 ⾍明 元 2021 JPMJRX21K5
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 地域とつくる「どこでもドア」型ハイブリッド・ケアネットワーク 近藤 尚⼰ 2021 JPMJRX21K6
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） すべての⼦どもの社会的孤⽴・孤独・排除を予防する学校を中⼼としたシステムの開発 ⼭野 則⼦ 2021 JPMJRX21K7
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） いきいき・つながり職場づくり︓孤⽴・孤独を予防する包摂組織の社会実装 川上 憲⼈ 2022 JPMJRS22K1
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） ⽣きがいボランティアシステムの構築による社会的孤⽴・孤独の持続的な予防 島⽥ 裕之 2022 JPMJRS22K2
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） シチズンサポートプロジェクトによる社会的孤⽴・孤独の⼀次予防 伊藤 ⽂⼈ 2022 JPMJRS22K3
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） オールマイノリティプロジェクト︓発達障害者を始めとするマイノリティが社会的孤⽴・孤独に陥らない認知⾏動療法を⽤いた社会ネットワークづくり ⼤島 郁葉 2022 JPMJRS22K4
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 社会的養護経験者（ケアリーバー）の社会的孤⽴を防ぎ、⽀援と繋がりながら⾃⽴を⽀える仕組みを創る 宮地 菜穂⼦ 2022 JPMJRS22K5
ＳＤＧｓの達成に向けた共創的研究開発プログラム（社会的孤⽴・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築） 都市集合住宅⾼齢者の社会的孤⽴を予防する持続可能なコミュニティ構築 ⽚桐 恵⼦ 2022 JPMJRS22K6
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