シナリオ創出フェーズ
令和 3 年度採択

福祉

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
むけたシナリオの創出
研究代表者

協働実施者

北原 秀治（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 特任准教授）

宿野部 武志（一般社団法人ピーペック 代表理事）

■会えなくても対話の場を創造する
コロナ禍で危機に陥っている、がんなどの患者や障害
者らが互いに支え合う「ピアサポート」の活動をデジ
タル技術で乗り越える研究をおこなっています。従来
の患者・当事者活動の継続だけではなく、さらに空間
を超えて繋がり、対話、支援する場の創造を目指します。
シナリオ創出フェーズ

仮想空間でのピアサポート可能性試験の様子

■仮想空間でのピアサポートの可能性を探る
デジタル化することによる、データの蓄積が可能とな
ります。そのデータをもとに、ピアサポートの価値を
正しく評価できます。病気や障害があっても使いやす
いバーチャル空間の構築をめざすことで、ピアサポー
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トそのものの普及、そして自律を促し、新しい当事者
参画医療社会モデルを構築するためのシナリオを作成

プロジェクトの全体図

します。
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福祉

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
研究代表者

協働実施者

塚田 義典（摂南大学 経営学部 准教授）

大川 良利（株式会社オートバックスセブン DX 戦略部）

■データを障がい者や要介護者等と協働構築
AI（人工知能）やロボティクス技術の発展により、形
式的作業の自動化が急速に進むことが予想されます。
これにより、障がい者が従事できる仕事の選択肢が縮
小し、働く機会の損失に直結する懸念があります。本
プロジェクトでは、AI 等の機械学習に有用な教師デー
タを障がい者や要介護者等と協働構築できるプラット
フォームと運用モデルを開発し、その社会実装のため
のシナリオを創出します。

口マウスを用いた画像アノテーションの実証実験の様子

■働く機会と、創造的な就労機会を提供する
目的は、これまで働くことが困難であった人々に働く
機会と、創造的な就労機会を提供することです。将来
アノテーション
システム体験会
とヒアリングの
様子

的には、アノテーションの作業結果から認知・身体能
力をはかる新しい評価スケールを設計し、単なる作業
に終始しない社会システムの構築を目指します。
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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
環境

研究代表者

協働実施者

林 英治（九州工業大学 大学院情報工学研究院 教授）

清野 聡子（九州大学 大学院工学研究院 環境社会部門 准教授）

■海ごみ問題の新たな共創モデルの実現に向けて
近年、地球規模で広がる海洋プラスチックによる海洋・海岸汚染を、人と共
にある AI テクノロジーを利用し、海ごみ問題の新たな解決方法を産み出す
共創モデルの構築を目的として、地域海岸清掃に関わる多様な社会環境・活
動パターンに応じたコミュニティごとに利活用できるシステムの社会実装に
ついて検討しています。
シナリオ創出フェーズ

KOIKEYA JAPAN PRIDE プロジェクト
『Save the Sea ～地島ビーチクリーン～』

■地域社会の多様な人と活動を繋ぐ DX システム
少子高齢化の地域社会では、より効率的な活動が求めら
れ、自律ロボットと連動したクラウド・エッジシステム
によって、地域社会の多様な人と活動を支える人的資源
をつなぐコミュニティの形成（人とテクノロジーとの協
働・定着）を実現する技術モデルを開発しています。
人と情報を繋ぎ発信するクラウド・エッジシステム
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環境

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
研究代表者

協働実施者

森 章（東京大学 先端科学技術研究センター 教授）

中西 将尚（公益財団法人知床財団 保護管理部 参事）

■自然再生事業の持続可能な運営を検討
北海道知床半島は、生物多様性の高さゆえにユネスコ世界自然遺産に登録され
ています。しかし、当地では、土地改変やエゾシカの過剰な植食害などの多く
の課題があります。本プロジェクトでは、
「しれとこ 100 平方メートル運動の森・
トラスト」の森林生態系を対象に、科学に根差した自然再生事業の持続可能な
運営検討を行っています。
プロジェクト概要図

■多様性に富んだ自然の摂理の働く天然林の復元
森林生態系からの数多の恩恵を享受するためには、多様性に富んだ
自然の摂理の働く天然林の復元が必須です。本プロジェクトでは、
世界に先んじて知床で実施している森林生態系の再生の取り組みを
さらに長期的に持続可能な事業へと昇華させるとともに、他地域展
開可能な自然再生シナリオの策定を目指しています。
しれとこ 100 平方メートル運動の森・トラストのホームページより
（100m2.shiretoko.or.jp）
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ソリューション創出フェーズ
令和 3 年度採択

防災

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
研究代表者

協働実施者

小野 裕一（東北大学 災害科学国際研究所
2030 国際防災アジェンダ推進オフィス 教授）

橋本 尚志
（株式会社富士通総研 公共デジタル戦略グループ グループ長）

■すべての人を災害から守るために
本プロジェクトでは、地域の災害リスクの包括的な評
価に基づき、個人・世帯単位で予防的な被害予測・避
難行動を促すコミュニティアラートシステムを開発す
ソリューション創出フェーズ

るとともに、平常時から自治体・民間などとのネット
仙台市内で開催した災害・地域ごとのリスクを考える座談会
立木教授による別府市の優良事例に関する講演風景

ワークを活用した共助の仕組みを構築することで、「誰
一人取り残さない防災」の実現を目指します。

■防災科学リビングラボによる共助コミュニティ
との連携
災害リスク、経験、防災教育の観点を共助コミュニティ
において複合的に取り入れ、持続的な地域防災力を強
化するために包括的災害リスクアセスメント技術の
パッケージ化を目指します。また、防災科学リビング
ラボの展開を通じて、地域特性や課題に適した防災活
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わたしの防災情報

動を促す仕組みや、実際に活動を行うアクターの育成・

周りのみんなはどうしてる？

連携の仕組みを構築し、他地域展開を行っていきます。

コミュニティアラートの画面例
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福祉

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
研究代表者

協働実施者

長江 美代子（日本福祉大学 看護学部 教授）

片岡 笑美子（一般社団法人 日本フォレンジックヒューマンケアセンター 会長）

■すべての性暴力に悩む人々を救済するために
本プロジェクトでは、病院拠点型ワンストップ支援セ
ンター（OSC）をベースに、シナリオ創出フェーズで
構築した「被害直後から中長期の性暴力被害者の救援
シ ス テ ム：NGM4S（NAGOMI for Survivors）救 援
システム」を展開し性暴力被害者の PTSD 予防・治療・
回復を確実にする仕組みを確立していきます。特に支
援に繋がりにくい、DV・虐待・自殺等の問題を抱えた
児童・生徒・大学生の支援に取り組みます。

被虐待児診察技術研修

R4 年度第 1 回 愛知県性犯罪・性暴力被害者支援連
絡会議（なごみ、NFHCC、県内連携センター、被害
者サポートセンターなど）

■NGM4S 救済システムの全国展開へ
NGM4S 救援システムをコアとして、愛知県との協働
で救命救急センターへの OSC 拡充に向けた事業展開
を図り、人材育成と関係機関の連携を促進する体制の
構築を行います。特に多くの性暴力被害者が苦しむト
ラウマ・PTSD のケアのために、トラウマインフォー
ムド・ネットワークによる、被害の予防・早期発見の
ための相談・支援・治療体制を構築し、これらの事業
展開、人材育成、連携構築、情報共有の方法をパッケー
ジ化して全国展開を目指します。
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環境

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
研究代表者
西田 継（山梨大学 大学院総合研究部
附属国際流域環境研究センター センター長・教授）

協働実施者
日原 美希彦
（甲州市上下水道課 課長）

■誰一人として水に困らないための小さなサービス

共創の場の形成イメージ

■水の共体験を通して自立共生する地域の共創へ
地域とともに小さな水サービスを開発しながら、地域
の親水、水環境の理解や教育、水源保全等の「あそぶ」
共体験も進め、水・自然という共有財の利用を目的に
関係者がゆるやかに「つながる」段階へ発展させます。
生命の源である水をきっかけに大学、行政、企業、NPO
等が市民と一緒に望ましい暮らし、地域における自立
と共生のバランスを考え、社会全体の効用を創出しま
す。プロジェクト終了時までに、山梨県甲州市で始め
た試みを全国や海外に展開することを目指しています。
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福祉

「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
研究代表者

協働実施者

南谷 和範（独立行政法人大学入試センター 研究開発部 教授）

渡辺 哲也（新潟大学 工学部 教授）

■視覚障がい者へリアリティーのある情報を
本プロジェクトでは、図示表現へのアクセスがいまだ
厳しく制約されている視覚障がい者に対して、リアリ
ティーをもたらす模型（３Ｄモデル）の提供サービス
を実現します。
３Ｄモデルに関心を持つ視覚障がい者と研究者、支援
団体やカジュアルボランティアが協働し、「視覚障がい
者が知りたい物をいつでもどこでも自由に手に入れ触
れられる社会」の確立を目指します。

旧国立競技場

新国立競技場

3D プリンタで印刷した新旧国立競技場

■３D モデルを必要とする全ての人にサービスを
サービス事業の全国展開のために、３Ｄプリンター運
用の技術的課題の解決、ノウハウの習得、音声出力を
用いた操作ユーザーインターフェイス、視覚障がい者
が自立的に活用できる物体認識技術等のボトルネック
を克服し、ユニバーサルデザイン志向の「生活者３Ｄ
プリンター」を開発します。最終的には、視覚障がい
者に限らず、全ての人が「知りたいもの、必要なもの
をいつでもどこでも自由に手に入れ触れられる」エコ

新型コロナウイルスの模型の触察

システムの全国浸透・国際発展を目指します。
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水サービスを実現する技術シーズ

ソリューション創出フェーズ

本プロジェクトでは、超少子高齢化による人口分散と
災害等へのレジリエンスの向上に対応するため、現在
一般的な集中管理により利便性と信頼性が高められた
水サービスと、小規模な配置と管理の効用が再評価さ
れた分散型の水サービスが共存する社会の構築を目指
します。小規模水源の安定・安全・安心性の評価（さ
がす）、自立式水再生技術と技術選択のユーザー支援シ
ステム（つくる）、これらが生み出す経済的・情緒的な
効用の測定（はかる）が私たちが提案する「小さな水サー
ビス」です。

