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三大感染症の一つ「マラリア」。世界保健機関（WHO）によると、2020年世界での全死亡者数は約62万7千人に
上りました。新型コロナウイルス感染症のパンデミックを機に、さらに人々の命と健康を脅かす地球規模の課題と
して指摘されています。
認定NPO法人 AfriMedico（アフリメディコ）は、「医療を通じてアフリカと日本をつなぎ健康と笑顔を届ける」を
ミッションに、2016年からアフリカ・タンザニアで、日本発祥の「置き薬」をビジネスモデルとして、医療問題の
解決に取り組んでいます。代表理事であり、2016年9月、Forbes JAPANの世界で闘う「日本の女性」55に選出
された、薬剤師の町井恵理さんに最新の支援状況と今後の医療について伺いました。

“セルフメディケーション” と
“テクノロジー”で
命と健康を守る

S p e c i a l  I n t e r v i e w

認定NPO法人 AfriMedico

町
ま ち い

井 恵
え り

理さん
代表理事 (Founder/CEO)、薬剤師。青年海外協力隊としてアフリカのニ
ジェール共和国で2年間、感染症対策のボランティア活動に従事。ニジェー
ルでの経験から、どうすればアフリカの医療を改善できるかを考え続け、
グロービス経営大学院へ進学。「違いがあるからこそともに学ぶものがあ
る。アフリカと日本の両方を良くしたい」という想いから、２０１４年にNPO

「AfriMedico」設立に至る。

2016年、タンザニアで初めて置き薬事業を開始した頃（写真左）。「OKIGUSURI」の中身は、
解熱剤、咳止め、ばんそうこう、下痢止め、消毒薬などの一般的な常備薬（写真右）。
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アフリカでは医療資源が不足しており、病気にかかっても容
易に医療サービスを受けることができません。特に農村地域で
は病院へのアクセスが悪く、行けたとしても待ち時間は長く、
薬不足のうえ、偽薬も出回っています。治療費も庶民にとって
は非常に高額です。そのため、病院に行かずにいる間に病気
が重症化して、最悪の場合は死に至ることもあります。このよ
うな状況を少しでも改善するために私たちに何ができるだろう
かと考えたとき、思い付いたのが「置き薬」の活用でした。　
　置き薬は、江戸時代に全国へ広まったものです。実は、当
時の「インフラが未整備」「大家族が多い」「皆保険制度がない」
という特徴は、現在のアフリカ農村部にそのまま当てはまるの
です。また、置き薬は「先用後利」といって、先に使って後から
代金を支払うシステムです。これは、収入を得るタイミングが
作物の収穫期に限られるアフリカの農村部の人々にも、喜ば
れるだろうと考えました。
「OKIGUSURI」の内容は、現地で調達した解熱剤、ばん
そうこう、下痢止めなどの一般的な常備薬です。よく「置き薬
で命を救えるのか？」と言われることがありますが、農村地域は
水環境がかなり悪く、実際に下痢で人が亡くなることがあるの
です。
「OKIGUSURI」の配置件数は、ここ数年、200世帯ぐらい
で推移しています。現地の人々の間では「子どもが夜中に熱を
出してもすぐに使える」「後払いなので手持ちのお金がなくても
使える」と好評です。薬の値段は、現地の薬局で手に入る値段
とほぼ同じに設定しています。安すぎると転売の問題が出てし
まい、反対に高すぎると使ってもらえません。現在は、地方だ
けに薬を置いているので輸送費などのコストが響いていますが、

持続可能な体制にしていくために収益化を目指し、今後は街
の中心部にも「OKIGUSURI」を広め、そこで得た利益を地方
の輸送費として補填する――そんなやり方を模索中です。
現在、タンザニアで本当に置き薬が功を奏しているのか、き

ちんと裏付けを取ることに注力していきたいと考えています。
現地のムヒンビリ大学の薬学部と共同研究を進めており、置き
薬を置いた群と置いていない群に分け、その効果を比較検討
しています。統計学的に置き薬の利点がはっきりしたら、タン
ザニアに限らず、アフリカ中の医療が不足している地域に置き
薬を広げていきたいですね。アフリカは全部で54カ国あるので、
それぞれ現地に合うかたちで展開していきたいと考えています。
WHOでは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体
の不調は自分で手当てすること」を“セルフメディケーション”と
定義していますが、置き薬の役割はまさにそこにあります。置
き薬を通して、セルフメディケーションの重要性を伝えていくこと。
そして、置き薬を使わないで済むように正しい予防知識を広め
ていくことが、私たちの大事な役割だと考えています。

アフリカの人々の命を救う、
現代版「OKIGUSURI」

① 現 地 ス タッフ が タン ザ ニ ア の 地 元 住 民 に、
「OKIGUSURI」の仕組みを説明している様子。  
②③利用者の皆さんとの撮影、親交を深めることが
重要。 ④現地スタッフが利用者の「OKIGUSURI」
の在庫を確認している様子。 ⑤タンザニア奥地の
ウォーターポイント。インフラ整備が求められる。

利用者にお届けするための
「OKIGUSURI」を現地ス
タッフが用意している様子。

“置き薬を通して、セルフメディケーションの重要性を伝えていく”
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置き薬は日本発祥で300年前の江戸時代からある仕組みで
す。アフリカで進めるにあたり、置き薬の重要なポイントは残
しつつ、“アフリカ版”“現代版”に改変していく必要があり、その
“現代版”にはテクノロジーの活用が必須だと考えています。

また、団体内でのテクノロジーの活用としては、ビデオ会
議ツールをよく使うようになりました。現在、コロナにより
渡航ができないため、現地スタッフとのやりとりは、オンライン
がほとんどです。以前は渡航しないとコミュニケーションが深ま
らないと言っていたのですが、コロナ以降、オンラインで気軽に
何度もやりとりをするようになって、かえってコミュニケーション
の質は上がったと感じており、今では欠かせないツールです。

薬代の支払いには、「M-Pesa（エムペサ）」というモバイルマ
ネーのサービスを活用しています。タンザニアでは銀行口座を
つくるのはとても難しいですが、携帯電話を持つことは比較的
容易で、1家庭に1台は必ずあります。このサービスなら、携
帯電話さえあれば、誰でも簡単に送金ができるので、現地の
実情に適しています。結果的に、薬代回収の手間も省け、盗
難に遭う危険性も減らすことができました。

薬の在庫管理については、もともと紙への記入式によるオペ
レーションでした。しかし利用者の情報のほか、どの薬を誰が、
いつ、どれだけ使ったかを把握するために、2年ほど前からリ
アルタイムで更新されるスマートフォン向け専用アプリを新たに
構築しているところです。AfriMedicoのITチームを中心に、Ｕ
Ｉの最適化に向け、何度もオンラインミーティングで話し合い、
マニュアルの改訂を重ねている段階で、現地テストを実施して
います。以前、薬が使用された前後の画像を比較し、どの薬
が使われたかを判断する画像認識技術の導入やICタグによる
商品管理も検討しましたが、ネットワーク環境やコストの観点
から現地の環境に最も適した、アプリでの運用に決めました。
現地の人に受け入れられやすいかたちで、運営に必要なテクノ
ロジーを順次取り入れている状況です。

私たちの活動以外でもテクノロジーの活用は進んでおり、
ルワンダの医療業界では、すでにドローンが使われています。
アメリカのZipline社が、ルワンダの政府とタイアップして、血
液などをドローンで運んでいるのです。血液製剤など、すぐに
必要なものを基地から現地に飛ばし、以前は数時間かかってい

たのが、30分以内に現地に届くようになっています。ドローン
の活用法としては、とても意義ある事業だと感じています。この
ように、タイムリーに飛ばす必要があるもの、現地で保管でき
ないものの運搬についてはドローンを活用し、それ以外は通常
の運搬方法を使うなど、うまく組み合わせていくべきでしょう。

今後、タンザニアでは、遠隔医療や個人のデータ化なども、
日本より早く進む可能性もあると思います。アフリカにおける
医療テクノロジーの一環として、「OKIGUSURI」を確立で
きれば、 日本の遠隔医療としても活用していけるはずです。リ
バース・イノベーション※のようなかたちで、いつか「OKIGUSURI」
を日本の地方の遠隔医療に改めて役立て、日本国内の医療にも
貢献できる日がくるかもしれません。また、そのようにテクノロジー
は、医療格差や貧困、人材不足といったさまざまな課題を克服し、
多くの人々の命と健康を守ってくれるのではないでしょうか。もち
ろんそこには、医療教育・予防啓発といった部分も抜けてはいけ
ないと考えています。

※リバース・イノベーション：新興国で生まれた技術革新（イノベーション）や、
新興国市場向けに開発した製品、経営のアイデアなどを、先進国に導入し
て世界に普及させるという概念。

紙芝居やリーフレットなど、人々にわかりやすいツールを作り、「OKIGUSURI」
の正しい使い方を説明している様子（写真左）。最も多い疾患は、マラリア。蚊
に刺されることで感染する一番身近な病気（写真右）。

課題を解決するために、
現地の環境に合わせてテクノロジーを活用する

Gift chance to meet Africa !

簡単なアンケートにお答えいただいた方の中
から5名様に、AfriMedicoからのグッズをプ
レゼントさせていただきます。

※応募期間：2022年4月11日（月）～5月31日（火）
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
　生産状況により代替品の発送とさせていただく可能性がございます。
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さまざまな産業においてDX（デジタル・トランスフォーメーション）が進展するなか、
ヘルスケア産業においても、デジタル技術やデータを活用し、

個々の状況に応じた顧客価値を生み出す新たな取り組みが始まっています。
国としても、社会保障制度の持続可能性の観点から、新たなヘルスケア産業の創出が課題となっています。

その解決策として、個人の健康意識の向上や健康寿命の延伸につながると期待される
「テクノロジー活用」の貢献度は大きく、今後の動向が注目されます。
本特集では、ヘルス＆テクノロジーに関わる新たな取り組みを紹介し、

個人に最適化した見守りや健康増進サービスのような多様な生活と未来を拓くソリューションをご紹介します。

Special 
Feature ヘルス＆テクノロジー
多様な生活と
未来を拓く

66



「健康寿命の延伸」は国民全体の重要課題

平均寿命と健康寿命の推移 社会保障給付金の推移と生産年齢人口の推移

ヘルスケア産業の市場拡大

未来を拓くヘルス＆テクノロジー

次世代ヘルスケアで注目される分野・サービス

「健康寿命延伸」が叫ばれるには大きく二つの課題があります。
一つは平均寿命と健康寿命の差が開いていることによる社会保
障費の増大です。健康寿命を延伸し差を改善することで、社会保
障費の削減に加え、個人のQOLが改善するといわれています。

ヘルスケア産業は、健康保持・増進と患者、要支援・要介護者の生活支援の両軸があり、
いずれも市場規模拡大が見込まれています。予防・進行抑制・共生型の健康・医療システムの実現には、

公的保険制度とヘルスケア産業の連携が重要といわれており、自治体や企業が一体となってヘルスケアへ取り組む必要があります。

本特集では、デジタル技術やデータ活用により変容するヘルスケア市場を「次世代ヘルスケア」として注目しています。
また、企業経営、住宅・建設、サービス業など多様な分野での応用も想定され、私たちの未来に貢献すると考えられています。

もう一つは生産年齢人口の減少です。少子高齢化により減少
傾向にありますが、健康寿命を延伸させることによって、高齢
者であっても社会の基盤を支える担い手となり、生産年齢人口
の減少改善が期待されています。

出所：経済産業省

出所：WHO 出所：国立社会保障・人口問題研究所

※地域包括ケアシステム：重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、
　　　　　　　　　　　　医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制のこと

ウェアラブルデバイス開発

健康増進アプリ開発　

メンタルヘルス

オンライン診療・服薬指導

感染症情報管理

医療現場でのAI活用

高齢者見守り

介護ロボットの開発・普及

データ活用による
介護サポート

健康・予防（未病） 医　療

地域包括ケアシステム※

介　護
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約9.2 約10.3

健康保持・増進に
働きかけるもの
例）健康経営・衣食住
　 運動・睡眠 など

患者／要支援・要介護者の
生活を支援するもの
例）民間保険・患者向け商品
　 介護支援サービスなど

（年）

約12.5

2016 2020 2025

約15.8 約17.3

（年）

約20.6

2016 2020 2025

（単位：兆円）（単位：兆円）

ヘルスケア産業

公的保険制度
（医療・介護）+
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超高齢社会の課題を
テクノロジーで解決する

小林　「2025年問題」と呼ばれる超高
齢社会の到来で、ヘルスケア業界が抱
える課題、そこにウェルモ様が提供さ
れる価値についてご紹介ください。
鹿野　一番の課題は「人材の確保」だ
と思います。2040年には2019年より
介護人材が69万人不足するというデー
タもあり、これが最も深刻で、正面か
ら向き合わなくてはなりません。介護
人材の不足が懸念されるなか、当社は
在宅医療介護領域で、介護の地域資
源情報を集約するプラットフォーム「ミル
モネット※1」や、ケアプラン作成支援AI
「ミルモぷらん」等の事業を展開してい
ます。これらのケアテックと呼んでいる
事業により、介護現場の負担を軽減し、
本来、人にしかできない業務に注力で
きるようにすることで、介護の質・量
の双方の向上を目指しています。そし
て利用者本位の介護をケアテックで支
え、持続可能な少子高齢社会を実現し
たいと考えています。
山﨑　介護の質と量、双方の観点でICT
を活用するというのがポイントですね。
鹿野　はい。例えば介護の現場でICT
機器の活用状況について調べたところ
「グループウェア等のシステムで事業所
内の報告・連絡・相談を行っている」と
回答したのは16.1％※2という調査結果
があります。新型コロナウイルス感染拡
大の影響でオンライン会議ツールの利
用が増えたとはいえ、介護の現場では
ICT化が浸透していない状況が推察さ
れます。
山﨑　それは国家課題としての取り組
みが急務ですね。
鹿野　そうです。医療・介護は準市場
の考え方が採用されているので、ICT

化に対する意識を高めることについて
は国の旗振りが必要ですし、そのうえ
で国と民間の協調が大切です。
小林　具体的にテクノロジーが人を助
けている事例はありますか？
鹿野　コロナ流行によって対面でのや
りとりが難しくなり、オンライン会議ツー
ルの活用が一気に増えてきました。複
数でのディスカッションが非対面ででき
る、使ってみたら便利だということが
わかり、現場がICTの意義を理解する
機会になったと思います。当社の「ミル
モネット」の毎月の新規登録ユーザーも
コロナ発生当初と比べると、約1,000％
となっています。ほかにも、介護ロボッ
トなどに使うセンサ技術等が現場で活
用される動きが促進していると感じてい
ます。

小林　トッパンでは2021年9月に資本
業務提携を行い、11月からウェルモ様
との本格的な協業を始めています。
山﨑　トッパンとしてはもともとセンシ
ングデバイスを使ってヘルスケア業界と
の接点を探していましたが、ウェルモ様
となら一緒にいろいろな課題を見つけ
ていけると確信しました。2021年１月
には、“センシング×AI”で高齢者を見
守る介護業務支援サービス「LASHIC+
（ラシクプラス）※3」をサービスインしてい
ます。将来的にはセンシングデバイスを
使って集めたさまざまなデータを、アル
ゴリズムなどを使って分析し、超高齢社
会への情報発信や課題解決に役立てて
いきたいと考えています。
小林　鹿野さんがトッパンとの協業で
期待されていることはどんなことでしょ
うか。

「人材不足」による負担を
ICTで軽減する

データの組み合わせで
個人の行動変容を起こす

株式会社ウェルモ代表取締役CEO

鹿
か の

野 佑
ゆうすけ

介さん

凸版印刷株式会社
事業開発本部 戦略投資センター 課長

山
やまざき

﨑 英
え い じ

二

凸版印刷株式会社
事業開発本部 戦略投資センター

小
こばやし

林 祐
ゆうすけ

介

S p e c i a l  T a l k
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　日本の人口は2010年を境に減少を続け、2025年には国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上と
いう超高齢社会を迎えます。雇用、税制、医療、福祉など、さまざまな分野に影響を与えることが予想され、な
かでも年金や医療費・介護費の増大、それらに伴う現役世代の負担の増大が喫緊の社会課題となっています。
　トッパンは、AIやICT技術を活用した福祉プラットフォームサービスを提供する株式会社ウェルモ様と2021年
11月より本格的に協業を開始しています。今回、戦略投資センター 山﨑英二と小林祐介がウェルモ代表取締役
CEO 鹿野佑介さんとともに、ICT活用で描く今後の構想について語り合いました。

鹿野　当社はソフトウェア会社なので、
トッパンさんにはハード面で期待してい
ます。例えば、アクティブシニアやフレ
イル層※4に対して、トッパンさんのセン
サを組み込んだ建装材を使えば、介護
予防の視点で生活に溶け込んだ住まい
づくりができると思います。外出しなく
ても、家で健康状態や生活リズムを測
定できるということがまちづくりの一環
として取り入れられれば、予防や早期
発見という観点からも理想的です。

また、今後は在宅介護の対象となる
高齢者の医療依存度が高まり、これま
で以上に地域医療と介護の連携の重要
性が増していくことから、国や自治体
などが持つ予防・医療データと組み合
わせた「健康・医療・介護データベース」
の構築という面でも期待しています。
小林　医療データにウェルモ様が開発
したアルゴリズムを組み合わせて分析
すれば、健康長寿社会を創る地域包括
ケアシステムの構築につながっていきま
すね。
鹿野　はい。医療データだけでは生活
履歴までは追えないのですが、介護側

がもつ生活履歴のデータを組み合わせ
ることで、どのような生活スタイルがど
ういった疾患になりやすいかを結びつけ
ることができ、一人ひとりに適した健康
アドバイスができるようになります。例
えば、お酒をよく飲む人がこういう疾患
になりやすいという統計データを見せて
説明するより、その人の生活習慣に当
てはめて説明することで、リアリティが
出て納得されやすい。医療と生活履歴
の両方のデータを使うことで、個人の
行動変容を起こしたいと思います。
小林　ウェルモ様と一緒に、日本で仕
組みづくりをして、世界にも出ていくよ
うなビジネスを創っていきたいですね。

小林　ところで、医療と介護の連携は
以前から求められてきましたがなかな
か進まない。どのような課題があるの
でしょうか。
鹿野　まず「共通言語がない」というこ

とが一番大きいでしょう。介護現場で
は医療や病気のことがわからない、で
も確認する場も時間もないというのが
現状です。症状が出る前、あるいは軽
いうちに予防していくためには、ここの
連携が重要です。医療機関がもってい
るレセプトデータの連携ができていない
という問題もありますが、介護は医療
と違ってさまざまな法人形態があるので、
システムをどう構築するかなど、これを
解決するのは難しい問題です。
小林　やはり行政があらゆるデータを
集約して提供し、医療、介護、製薬な
どの現場を回していくテクノロジーが必
要ですね。
鹿野　そうですね。ICTが発達して、
言葉の壁がなくなったように、「共通言
語」の問題はICTで解決できる。そこに
AIを使い、これまでの情報や知識を活
用していくのが良いのではないかと思
います。
小林　これからともに「健康長寿社会
の実現」を目指していきましょう。貴重
なお話をありがとうございました。

健康長寿社会の実現に向け、
健康・医療・介護のデータ連携
が課題

■ 介護職員の必要数

不
足
人
材
数

※1　「ミルモネット」：ケアマネジャー等の専門職向け介護サービス情報プラットフォームのこと。
※2　出所：公益財団法人 介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査　事業所における介護労働実態調査 結果報告書」
※3　「LASHIC＋」：プライバシーに配慮した簡易センサを用い、高齢者一人ひとりの行動データを取得。AIが学習を重ねることで状況を理解し、介護者側にその情報を素早

く提供できるサービス。詳しくはP.20をご覧ください。
※4　フレイル層：健康な状態から要介護になるまでの中間的な段階。

出所：厚生労働省「第
８期介護保険事
業計画に基づく
介護職員の必要
数について」

2019年度

約211万人

約233万人

約

22
万
人

約

32
万
人

約

69
万
人

約243万人

約280万人

2040年度2023年度 2025年度
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“テクノロジー”で
変容するヘルスケアビジネス

健康長寿社会の実現に向け、
「健康・ライフサイエンス」領域における事業拡大を推進しています。

トッパンは、ヘルスケア領域を多角的な視点でとらえ、
デジタル技術やデータを活用したヘルスケアソリューションに取り組んでいます。

予防（未病）や健康増進、地域包括ケアのほか、介護・医療、さらに社会保障と連携した「健康な社会づくり」を通して、
一人ひとりのライフスタイルに革新を起こしていきます。

長年にわたり培ってきた商品の販売や店舗への送客促進、CRMな
どのノウハウを活かし、生活者の行動変容の促進・習慣化を促すコ
ミュニケーションを展開します。

トッパンは有価証券の製造、金融系カードの発行、個人情報管理など
セキュア領域のビジネスに携わっています。 健康増進事業において
も個人情報や健康関連データなどを国内最高レベルのセキュリティ
設備や運用体制で堅牢に管理します。

社会が複雑化するなか、一企業だけで地域の課題解決にあたるのは
難しいケースもあります。トッパンは全国3万社以上の企業や業界団
体との取引があり、幅広い分野の有識者とのネットワークを有して
います。必要な機能や人材を見出し、つなぎ、プロデュースすること
で、確実な成果へと結びつけます。

私たちは多様なニーズに応えるため、多彩な商品・サービスの
提供により培ってきたノウハウを、ヘルスケア領域の課題解決に
も活かしています。顧客視点に立った最適なコミュニケーション
設計や、課題解決のために必要な技術、強固なセキュリティ設備・

運用体制の整備のほか、高度な専門性をもつ企業・有識者を“つ
なげる力”を駆使し、ヘルスデータマネジメント、保健支援、介
護予防支援、オンライン薬局、ヘルスケアデバイス開発、研究
の6つの視点から、支援しています。

医療機関不足や通院が困難な高齢者の増加が問題と
なる自治体が増えています。
「とどくすり」は、薬局に行かずに処方せん薬を受け取れ
るサービスです。薬局・薬剤師へのアクセスを容易にす
ることで、外出が困難な患者さんの利便性向上に寄与
するだけではなく、一人ひとりへの最適な服薬フォロー
により、患者さんの治療継続に貢献します。

「とどくすり」の仕組みは？
患者さんは医療機関で診察を受けた後
に、住所、決済方法、服薬指導の時間など
の情報を「とどくすり」（Webサイト）に登
録。処方せんは医療機関から登録薬局に
送られるため、患者さんは予約した時間
に電話などで服薬指導を受けるだけで、
処方せん薬を宅配で受け取れます。

処方せん薬宅配サービス「とどくすり」
患者さんと医療機関、薬局を結ぶ

ヘルスケアソリューション Pick Up！

強固なセキュリティ設備と
運用体制

Ⅰ
Ⅲ

行動変容を促すコミュニケーション

地域の課題解決に向け、
企業・有識者をつなげるプロデュース力Ⅱ

※「とどくすり」は、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時
限的・特例的な取扱いについて」（0410事務連絡）に基づいて提供しています。
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01
02

0305

06

04オンライン
薬局事業

保健支援
事業

介護予防
支援事業

研究

ヘルスケア
デバイス
開発事業

ヘルスデータ
マネジメント事業

●医療ビッグデータ解析

●製薬会社向け事業

トッパン
ヘルスケアソリューション

全体図

●北海道大学寄付講座
　データヘルスイノベーション分野

●保健事業の行動変容モデルと
　ナッジ理論の活用研究

●特定健診

●将来疾病予測モデル研究

●介護データ解析

●スマートミラー

●スマートウオール

●スマートメーター

●オンライン服薬指導

●治療継続支援

●介護系デバイス

●特定健診受診勧奨
●データ分析BIツール
●健康支援（健康ポイント事業）
●オンライン健康相談

●健康支援アプリ
PASS-CODE P.12

P.16aruku&

P.16たまると

・ センシングウェーブ
・ あんしんライト

P.10処方せん薬宅配

P.18健康ステーション

P.18健康ステーション

P.17セルフケア動画コンテンツ

P.173Dストレスチェック&ケア

P.20LASHIC+

P.18オンライン通いの場

P.14ID-Watchy Bio

TOPPAN
Healthcare
solution 

Ⅲ
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01

ワクチンの接種履歴・抗原検査結果の管理と
それらの表示機能を1つに集約。スマートフォン
で誰でも使用できる無料のWebアプリ（ダウン
ロード不要）。

アプリと連携した「ユニークQR連動抗原検査
キット」をキットメーカーと共同提供。検査結果を
スムーズにアプリで表示可能。

ユーザーがアプリでアップした接種証明書と本
人確認書類を事務局でしっかり確認。なりすまし
等の不正な利用を防ぐ。3回目以降のワクチン
接種情報にも対応。

店舗やイベントで使用する際に、チェックインロ
グ機能を実装。クラスター発生時などに連絡が
できる仕様とし、運用面の安全性を強化。

PASS-CODE®の４つの特長

ワクチン接種履歴・検査結果を 
1つのアプリに格納

アプリと連携した
抗原検査キットを準備

ワクチン接種情報を事務局で
しっかり確認

利用時にユーザーログを取得し
安全性を強化 

医療機関をはじめとして、飲食業や観光業、イベント業等は、
今なお新型コロナウイルス感染症の流行により大きな影響を受
け続けています。トッパンでは「生活者・事業者・国」が一体となっ
て安心・安全に経済活動を維持していくための基本インフラと
なるよう「PASS-CODE®」を開発・提供しています。

自治体には、「命と経済の両輪をDXで推進」することを支援
し、事業者には「就業者やお客さまの安心・安全の確立」に向
けて、そして生活者には「感染症時代の新たなヘルスケア管理」
として「PASS-CODE® 」を提案しています。各事業者や自治体

が「PASS-CODE® 」を活用することで、来店および来場者の
ワクチン接種履歴や各種検査結果を確認することができると同
時に、QRコードの読み取りによるチェックインログ機能も実装。

2022年2月からは、抗原定性検査キットと「PASS-CODE®」
を連携させ、検査をデジタル化。検査結果をより迅速に受診者
へ通知できるようになりました（P.13参照）。

安心・安全に経済を回すツールとして、ウィズ／アフターコ
ロナ時代の社会経済の活性化に貢献していきます。

個人のワクチン接種履歴や検査結果をデジタル管理
安心・安全に経済を回すためのツール

「PASS-CODE® （パスコード）」は、新型コロナウイルスワクチ
ンの接種履歴、検査結果などの情報を一元管理できる感染症
情報管理アプリケーション（以下、アプリ）です。2021年12月
より提供を開始しました。ユーザーは、飲食店やイベント会場
などに掲示された QRコードを読み取ることで、接種履歴等を
スマートフォンの画面に表示できます。
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受診者
個人向け
アプリを

使用

検査実施
管理者

検査センター
向けアプリを

使用

検査キットの
テストプレート

札幌市とトッパンは、2021年12月6日～2022年11月30日まで新型コロナウイル
スの感染対策と日常生活の両立を目的に「PASS-CODE®」を飲食店やイベント
等で活用する実証事業を共同で推進しています。

実証事業の内容
飲食店等の店舗ごとにユニークQRコードを設置。来店者は「PASS-CODE®」でQR
コードを読み取り、ワクチン接種済み証明を店舗へ提示することで、割引や特典など
のインセンティブを得られる。このインセンティブによる来店促進効果を検証する。

大手抗原定性検査キットメーカーと連携し、検査キットにユ
ニークQRコードをつける新たな取り組みを開始しました。課題
であった検査キットの個体管理を、アプリを使うことで解決し、
検査を行う人たちの検査工程の業務を効率化するほか、検査
結果もアプリで迅速に受診者へ通知することができます。

さらには、個人のスマートフォンに結果を入れることで、い
つでも気軽に検査結果の提示が可能となり、経済での活用も
期待ができます。

これまでの検査における課題をデジタル化で解決し、より安
心・安全な社会づくりに貢献していきます。

「抗原定性検査キット×アプリ」で、アナログだった検査結果管理をデジタルに

検査受診者と検査実施管理者ともにスマートフォンで検査工程・結果の管理が可能

「さっぽろ連携中枢都市圏」※で『さっぽろ PASS-CODE®事業（試行）』を実証

※さっぽろ連携中枢都市圏：札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩
市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町の 8 市 3 町 1 村のこと。

＊ 「QR コード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

検査前に、個人情報
や顔写真を登録

自分で検査を実施

キットのQRを読
み取ったら15分
後の結果を待つ

アプリにログイン

テストプレートの
QRコードを読
み取り

テストプレートの
QRコードを読み
取り

15分後もう一度
QRコードを読み
取り

結果の登録 結果登録完了

店頭 ポスターのQR
コードを読み取って
提示。店舗で特典を受
けられる。

結果の表示QRコードの読み
取り準備

Case
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02

「ID-Watchy®」シリーズは、 BLEセンサ※とBeaconタグ※に
よる検知・識別機能と監視カメラの映像（動画）を組み合わせ
ることで、「誰が」「いつ」「どこで」「どのような状態にあるか」
を確認できるサービスです。人やモノの動きを可視化するこ
とで、「従業員の入退室チェック」や「遠隔での現場状況の把
握」といった精度の高い労務管理や「屋内でも、屋外でも使え
る可視化サービスがほしい」といった見守りなどの安全面の
強化にお応えします。また、「トラブル発生時に、現場に誰が
居たのか知りたい」といった不正・事故発生時の証跡をたど
ることにも活用いただけます。例えば、危険エリアにセンサ
を設置し、不正な侵入が発生した場合には、管理者へ不正侵

入アラート（メールやパトライト）を通知します。
その中でも「ID-Watchy® Bio」は、健康状態をリアルタイム

にデジタルデータ化することで、疾病やけがの予防・早期発
見に貢献するサービスです。人間関係や行動・健康状態を可
視化することで、組織力低下の予防や業務の最適化にも寄与
します。

取得したデータ活用に関してお困りの際は、データ分析専門
チームがオプションサービスをご用意しています。

「誰が、いつ、どこで、どのような健康状態に
あるか」を見守るIoT可視化サービス

Bio
「ID-Watchy® Bio（アイディーウォッチー バイオ）」は、
「MEDiTAG®（メディタグ）」と呼ばれる腕時計型生体センサ
を装着した人のバイタルデータを取得するIoT可視化サービス
です。これにより、その人の脈拍や血圧測定、歩数検知、カ
ロリー計算、転倒検知、ストレス度測定など、クラウド上に蓄
積されたデータの分析・活用が可能です。健康管理や労務管
理など、働き方改革への活用が期待されます。

「ID-Watchy®」シリーズは、さまざまな活用シーンを想定しています。なかでも「ID-Watchy® Bio」は、主に「ストレス・健康管理」
のほか、「安心・安全の見守り」機能として活用されています。

ID-Watchy上で、BLEカードと監視対象
（人・モノ）との紐づけを行います。

監視対象（人・モノ）の行動履歴の閲覧
や、勤怠データ等に活用できるデータが
ID-Watchy上でダウンロードできます。

カメラおよびBLEセンサを設
置した現場・工場にて作業を
実施し、映像とBLEカードの
ログがID-Watchyに連携さ
れます。

ID-Watchy上で監視対象（人・モノ）の
映像をPC/スマートフォンなどで遠隔地
から閲覧できます。

※BLEセンサ：Bluetooth Low Energy の略。Bluetooth技術を使いBluetooth
通信機能をもつモバイル端末の位置情報を特定し情報配信する
技術。

※Beaconタグ：BLEセンサに位置情報を発信する端末。

ID で紐づけられた人やものを連想させるロゴ aの部分に瞳をイメージしたオブジェクトを

配置することで　サービスの特徴を表現

　　　　

労務管理

管理者 機能

監督・責任者 機能

閲覧者（現場監督等） 機能

ストレス・健康管理 不正侵入アラート 移動経路表示 感染症対策

管理者

■ 管理者が使用できる機能

モニタリング対象
（人・モノ）
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“人の目や経験だけに頼らない保育”を実践する保育園。「親子の時間」と
「保護者と保育士とのコミュニケーション」を支えていたのはIT活用でした

千葉県内で認可保育事業「キートスチャイルドケア・キートスベビーケア」13園を運営する株式会社ハイフライヤーズ様。
2021年秋には「ID-Watchy® Bio」を利⽤した園児の⾒守りの実証実験を行いました。保育園内での園児の居場所や、健
康状態を可視化する実証により、園児の安全を検証するとともに、データ活⽤の有⽤性を示す機会になっています。
今回、ハイフライヤーズ社の広報部（⽯

い し い
井 渚

なぎさ
さん）と保育運営本部（濱

は ま の
野 順

あ り ほ
帆さん）に詳しいお話を伺いました。

Case

腕時計型生体センサ「MEDiTAG® （メディタグ）」を付けた園児。これにより個人のバイタルデータ（脈拍・転倒検知・ストレスレベル）をリアルタイムに取
得し、健康状態を把握します。

心拍

ストレス

左：⽯井渚さん　右：濱野順帆さん

石井：昨年、福岡県の保育園のバスに園
児が置き去りになって亡くなるという痛まし
い事故がニュースになりました。当社が運
営する保育園でも、園児の姿が一時確認で
きなくなった例がありました。最終的に子
どもは無事に保護されましたが、保育士の
目や経験だけに頼ることに恐怖を覚え、
ヒューマンエラーを補う子どもの安全を守る
対策をしなければならないと考えたのが始
まりでした。

濱野：保護者の方には、目的を理解してい
ただいていたので、一切ありませんでした。
石井：保護者からは「人の目だけでなく機
械にも頼って子どもを守ってくれるので安心
できる」「ニュースで事件を見るたびに不安
になっていた。安全につながるのであれば
保護者負担があってもいいから導入してほ
しい」と好評をいただきました。

濱野：園内に設置しているカメラを見守り
カメラと呼んでいますが、何かトラブルが
あったときに自分たちのことを守るものだ
という点を職員には伝えています。客観的
なデータを活用していくことで、子どもはも
ちろん、職員を守ることにもつながると実
感しています。また、当社では 6 年前に、
お便り帳をノートからアプリに切り替えまし
た。ノートだと手元に無いと見られないので、
お迎えに来た保護者の方はまずノートを読
んでから子どもの顔を見ていました。しかし、
アプリに替えたことで、事前に一日の子ど
もの様子を写真とともに見ることができるよ
うになり、園の玄関で保護者の方が「ただい
ま！」と一番に子どもの顔を見て抱きしめてあ
げている光景が見られるようになりました。

石井：子どもの命や安全を見守るために
行った取り組みですが、まだ気持ちを言葉
にすることが難しい子どもの感情の波を知
ることにつながることがわかりました。実証
実験では、お友達が目の前で嫌なことをさ

れてしまっているのを目撃したときに子ども
のストレス値が上がるということがありまし
た。また、喜怒哀楽のいずれかを感じた際
にもストレス値が上がるといわれています
が、実際に子どもがおやつをもらって、う
れしくなったときにストレス値がぐんと上
がったことがデータと映像を通してわかり、
子どものことをより理解することができまし
た。今までは子どもを表面上で把握すること
しかできませんでしたが、「ID-Watchy®Bio」
と園内のカメラの映像を照らし合わせるこ
とで、もっと子どもたちや保護者に寄り添っ
て対応できるようになるのではと可能性を
感じます。今後は、移動履歴やバイタルデー
タに異常が検知された際にアラートが鳴る、
または職員が携帯している社用端末にプッ
シュ通知が出るようになったらいいなと考え
ています。

―実証実験に取り組まれたきっかけを教
えてください。

―保育園運営を積極的にICT化されてい
ますが、良い点を教えてください。

―実証実験を終えて、気づきはありまし
たか？

―子どものプライバシーを気にされる保
護者はいなかったのですか？
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賞品が当たる

ランキングで
競える

キャラを
コレクション

様々な
ミッション

ランキングでランキングで 様々な

特徴となる“ポイントの付与方法”は、「アプリで自動的に付与」
「ユーザーにQRコードを読み取ってもらい付与」「CSVデータ
投入による付与」の3通りです。歩数や社内イベントへの参加等
に応じたポイントを付与することができ、社員はインセンティブ
を得ることができます。2021年に実施したトッパンの社員（約
1,300名）への実証結果では、アプリ導入前と比較し「イベント
参加率の向上」や「残業時間の減少」、「平均歩数の向上」など
従業員の行動にプラスの変化が見られました。

「aruku&forオフィス」では、個人戦やグループ戦といった、
「社内専用ランキング」をご提供しています。「競い方（個人orグ
ループ）×ルール（歩数or達成日数）×期間」を設定することで、
例えば、平均歩数を部署ごとに競い合う対抗戦など団体オリ
ジナルイベントが開催可能。参加率を上げるためのノウハウ提
供など、イベント担当者をサポートします。また、事例紹介や
社内告知用ツールもご用意しています。

™

健康経営の推進を全面バックアップ。
インセンティブでモチベーションをUPさせるポイントアプリ

社員が社内活動や
健康増進活動をする

・歩数測定機能
・歩数履歴表示機能
・歩数ランキング機能

・感情登録機能
・ログインポイント機能

・インフォメーション機能
・目安箱機能
・サンクスポイント機能

・お知らせ機能
・社内販売機能
・データ収集機能
・アンケート機能

健康増進機能

モチベーションケア機能

コミュニケーション活性化機能

業務効率化機能

社員にポイントを贈呈

社内に
Goodサイクルを
生み活気をつくる！！

社員はポイントを
商品と交換することが
できる

健康にあまり関心がなくても
楽しく＆長く続けられるウォーキングアプリ

130万DLを突破した
ゲーム感覚で健康増進できるアプリ

テレワーク推進により懸念される、社員
同士のコミュニケーション不足や運動
不足。これらを解消し、社員のモチベー
ションケアを行うアプリとして開発され
ました。社内活動や健康増進活動に対し
て、会社がポイントを付与することで、
「福利厚生制度」の活用を支援します。 基本機能

「aruku&forオフィス」は、社内ウォー
キングイベントで従業員の健康増進とコ
ミュニケーション活性化を支援する、楽
しみながら続けられるアプリです。住民
コレクションなど独自コンテンツによっ
て利用者の継続率が高く、利用企業の
約92％が満足と回答しています。
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セルフケア動画コンテンツでは、
ビジネスパーソンとしてベストなコンディションを保つための

 24 時間の過ごし方を、朝・昼・夜の具体的な行動として、
アニメーションを用いてわかりやすく紹介しています。

「高ストレス×コンディション危険×環境変化の実感あり」の場合、
判定結果は高リスクになり、迅速なケアが必要です。トッパング
ループ社員24,000名のデータでリスクを検証済みです。

メンタル不調のリスク判定に用いる3つの指標

プロスポーツチームのアドバイザーも務める根来教授。その
ヘルスケアの知見を取り入れ、コンディションのセルフケアを
支援する動画コンテンツを提供しています。第一弾は、「パフォー
マンスアップに導く24時間の過ごし方」、第二弾は、「呼吸法
と最適な運動・食事のとり方」です。トッパンは、根来教授と
2017年よりグループ全社員のコンディション管理・生産性向上
のため、人財開発施策を強化・推進してきました。そのコンテ
ンツを一般向けにも提供しています。

社員が回答したアンケートを元に、システム上で「ストレス」
「コンディション」「環境変化」の3つのリスクをそれぞれ自動判
定し、リスクに応じたケアの提供まで完結させることで、実
施企業は個人の判定結果を把握することなく、個別ケアが可
能になります。「高ストレス対象者」に対しては、医師面接や相
談窓口の案内、「コンディション要注意／危険」対象者には、
セルフケア動画コンテンツの案内、「環境変化を実感」する人に
は、その対処法などのアドバイスがシステムから自動配信され
ます。

パフォーマンスアップに導く
24時間の過ごし方

コンディション判定

ス
ト
レ
ス
判
定

環
境
変
化
の
実
感

な
し

非高ストレス

良好

POINT POINT

要注意 危険

高ストレス

あ
り

3Dストレスチェック＆ケア

ハーバード大学医学部、ソルボンヌ大学医学部客員教授の根
来秀行氏監修のもとトッパンが開発したセルフケア・アニ
メーション動画です。コンディションを整えるための具体的
な方法や、継続的なセルフケアの実践方法について学ぶこと
ができます。

トッパンは企業向けストレスチェックシステムを開発しました。
ハーバード大学医学部、ソルボンヌ大学医学部客員教授の根
来秀行氏の監修によるシステムで、メンタルヘルス不調のリス
ク判定の精度を向上させるとともに、個人向けケアの自動化を
実現しており、一般向けに提供する準備を進めています。

一日のパフォーマンスを最大化させるための、
セルフケア・アニメーション動画

「職場性のストレス判定」×「コンディション判定」×「環境変化の実感」
３つの軸で検証した、オリジナルの企業向けストレスチェックシステム

時間軸

+

3つの良い習慣　→　ベースコンディンションを整える

自律神経（交感神経・副交感神経）やホルモンが整う
自身のパフォーマンスを最大限発揮することができる

朝

昼

夜

❶睡眠

1日7時間

❷運動

1日9,000歩

❸食事

規則正しく
1日3食

呼
吸
法

高リスク

低リスク

メンタル不調のリスクを
細分化 個別ケアを自動化
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男性限定マージャン大会 管理栄養士監修の料理
教室

健康ステーション構築・運営支援サービス
北海道札幌市厚別区もみじ台地区の住民の人口減少と高齢化を背景に、2017年、

スーパーマーケットを展開するホクノースーパー様を運営主体として「ホクノー健康ス
テーション」を開設しました。トッパンは全体企画・運営支援を担い、運動プログラム
をはじめ、さまざまなコンテンツを提供しました。利用者には、ホクノーポイントカード
にポイントを付与する仕組みを導入し、買い物ついでに気軽に立ち寄れる場を提供。
コロナ禍以前は1日150名ほどが憩いの場として利用していました。

本事業のポイントは、「多職種連携による運営」であり、もみじ台エリアの住民組織、
自治体、公的機関、医療機関、大学、民間事業者が一体となって事業を運営していま
す。日々の運営には、シニア層の運営スタッフのほか保健師が常駐し、利用者へのき
め細やかな対応でコミュニティ形成に成功。地域住民と一体となった運営を行うことで、
健康への意識向上を目指しています。

「通いの場」と自宅をICTでつなぎ、高齢者のつながりとフレイル予防※1を支援するのが目的で
す。トッパンは、コンテンツ開発および運用、自治体での自走化へ向けたICTサポートを実施。LTE
回線付のタブレット端末を高齢者180名へ無償貸与し、「通いの場」と自宅をつなぐことで、高齢
者の活動をサポートしています。

「体調チェック機能」やボタンを
押すだけでカウンセラーなどと話
せる「繋がる機能」のほか、トラン
プを使ったチェック「のうKNOW
※2」（エーザイ様）も導入。脳の反
応速度、注意力、視覚学習および
記憶力を評価する4つのテストを
行い、脳の健康度を定量的に測定
するコンテンツです。

各種講座
食のリテラシー向上のため、管理栄養士監修の
料理教室・料理講座を実施するほか、企画コー
ディネーター講座、マージャン大会、料理教室な
どシニア男性に特化した講座・イベントも開催。
折り紙教室も人気。

健康管理サービス
健康ステーション内に体組成計・血圧計などを
設置。住民は血圧・体温・体重等を測定し、「ホク
ノー健康手帳」に記入。バイタルデータは、健康
ステーション内での健康相談や、医療機関と共
有し診療に役立てている。

地域の企業・団体と連携し、
住民の健康増進・維持を推進するコミュニティ支援

北海道庁高齢者「通いの場」ＩＣＴ活用推進モデル事業

地域に関わりのある
団体・企業と連携

自治体

住民組織

公的機関

医療機関

学術機関

民間企業

ヒアリング

地域の企業・団体と連携し、住民の健康増進・維持を推進します。

構築プラン
提案 運営支援構築支援

健康ステーション構築支援 健康ステーション運営支援

構築場所の
選定・アドバイス

スタッフの
募集・教育

各種データ
分析支援

関係団体調整

・ 自治体
・ 住民組織
・ 公的機関
・ 医療機関
・ 学術機関
・ 民間企業

コンテンツ支援

・ 動画プログラム
・ オンライン通い
　の場支援
・ 健康相談支援
　（オンライン）
・ 認知機能測定

健康ステーション
構築アドバイス

運営ルールの
策定

集客施策
・ 各種イベント
・ 各種情報発信

定例
ミーティング

全体会議

繋がる

・カラオケ
・ゲーム
・地図

・カメラ
・天気
など

脳トレ

お知らせ

体調チェック

ネット動画

見守り機能

Case

健 康 ス テ ー ション 全 体 図

※1 フレイル予防：早期からの介護予防のこと
※2 のうKNOWは医療機器ではありません
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利用者がボタンを
２回押すと、生活
支援サービスの
注文としてステー
ション窓口に通知
される。また、自動
的に必要な情報

（天気・災害、くらし、健康ステーション情
報、薬を飲む時間）が発信される仕組み。

健康相談 保健師による健康講座

健康ポイントサービス

健康相談・健康に関する情報発信
保健師を配置し、利用者の健康づくりや病気に対する悩み等の相談に対
応。医療機関の紹介、健康状態に関する悩み、医療機関の診断結果に対
する不安・悩み等の相談が多い。

運動プログラム

健康ポイントサービス

これまでに制作した動画コンテンツは70以上。健康ステーションに講師を
お招きして実施するほか、動画コンテンツをモニターで投影してエクササイ
ズを行うことも。椅子呼吸ヨガ、椅子太極拳、簡単エアロビクス、体操教室
などを毎日開催。

アクティブシニアを活用した生活支援サービス
生活支援サービス対象者宅には、「MAGOボタン」を設置。買い物代行や
清掃などの生活支援サービスの注文を受け付ける。また生活に必要な情
報を自動的に発信し、生活・外出支援も実施。

ポイントカードを活用し、健康ステーションへの来店でポイントを付与。スー
パーの買い物で利用できる仕組みを構築し提供している。また、ウォーキン
グアプリ「aruku&（あるくと）」を活用し、モニターの歩数に応じてポイントを
付与するサービスも実施した。

主にシニア層を対象とした、日常生活圏内に身体的・精神的・社会的な“健康づくり”のための持続可能な健康拠点を構築するサー
ビスです。地域の住民団体をはじめ、自治体、医療機関、大学、地域のヘルスケアサービス事業者と連携し、運営を支援します。
国が掲げる「地域包括ケアシステムの構築」「高齢者の保健事業と介護予防の一体化」「データ利活用の推進」に貢献します。

健 康 ス テ ー ション 全 体 図

各種データ分析（一部開発中有）

上記データを活用し地域課題を把握、地域に合ったコンテンツを提供

医療
レセプト 健診 認知症

リスク ライフログ

健康関連商品・サービス
の紹介のほか、テスト
マーケティングの場所と
して活用中

連
携
・
運
営
支
援
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導入された介護施設ケアマネジャー様からは、「ス
タッフが普段見ることのできない『お部屋の中の様
子』をデータとして蓄積し、共有いただくことで、
その人に最適な介護サービスの根拠ある提案がで
きるようになりました」と高い評価をいただきました。

高齢者様をささやかに見守り、状況理解を通して最適な通知を届ける「LASHIC+」。介護スタッフ様の“業務負荷軽減”と“施設の価値向上”を両
立するサービスでご支援します。地域包括ケアや在宅介護を見据えて、工事不要・後付け可能な設計としています。また、自治体、警備会社、防災
関連会社、介護福祉用具レンタル・販売会社などでもご活用いただけます。

高齢者様のお部屋

温度・湿度・照度・人感・ドア開閉など
データ送付

アラート通知

アラートの正誤情報の入力

簡易センサを使用 クラウドＡＩ 介護スタッフ様

介護現場では、介護需要の急増により、深刻な人材不足に
悩まされています。業務効率化を目的としたICT化が進みまし
たが、介護スタッフ様と入居者様の間でコミュニケーションエ
ラーが発生しています。具体的には、センサの過度な通知によ
り、介護スタッフ様の負荷が増大し、入居者様もプライバシー
が守られないストレスに悩まされています。

そこで「LASHIC+」は、個人に最適化された情報によるアラー
トで、必要時のみ介護スタッフ様へ通知する設計としました。入
居者様の部屋に簡易センサを設置し、一人ひとりの行動データ

を取得します。蓄積されたデータにより、ＡＩが入居者様の“普
通の状態” を把握し学習。 そのうえで、入居者様の“いつもと違う”
状況を検知し、介護スタッフ様にアラートを通知する仕組みです。
「LASHIC+」は、介護度が「自立・要支援～要介護2」程度

の高齢者様が入居する介護施設に適しています。
「入居者様の便失禁や夜間徘徊を検知したい」「センサを設置

したものの、設定や頻繁な発報で、むしろ業務負荷が増えて
いる」「ご家族様に介護サービスの提案をしても、なかなか成
約に結びつかない」といった課題解決に適しています。

センシング×AIで人をささやかに見守り、
“状況理解”を実現するサービス

「LASHIC+（ラシクプラス）」は、介護度が低い方を対象とした
見守りサービスです。AIがアラートを最適化することで、介護
スタッフ様の業務の負荷を軽減する点とデータによる居室内の
見える化により、施設の価値向上を実現する点が最大の特長
です。入居者様の部屋に設置されたプライバシーに配慮した簡
易センサが得たデータでAIが学習を重ね、一人ひとりに合わ
せた「いつもと違う」行動のみを正確に検知することでアラート
を最適化し、介護現場の人手不足問題に寄与します。

「ご家族との面談時に、
データに基づく提案が可能になりました」

ささやかな見守り 状況理解 最適な通知

入居者様のお部屋のレポートにより、生活
リズムに対する「傾向と対策」のアドバイス
や、施設内外出（ドア開閉回数）の推移、日
別運動量の推移が把握できます。

普段、22時に就寝するAさんと24時に就寝するBさんが
それぞれ23時に出歩いた場合、Bさんにはアラートは鳴
らないが、Aさんにはアラートが鳴る。

センサ情報を統合し判断

個々人の“普通”を把握

“いつもと違う”ときにお知らせ

Case
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トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

NEWS & INFORMATION

「可能性アートプロジェクト」、障がい者アート作品でSDGsに貢献

「可能性アートプロジェクト」は、障がいのあるアーティストの
自立支援と経済的事業活動を両立したビジネスモデルの構築
を通じて、次世代リーダーの育成を目指す取り組みです。

障がい者アート作品が商品に採用されると、アーティストやその
支援団体にアート使用料が支払われ、自立支援に役立てられます。

これまでに、建設現場の仮囲い、広報誌、ノベルティなど、多く
の企業様にアート作品をご採用いただいています。「可能性アー
トプロジェクト」を通じて、障がい者アート作品をご採用いただく
ことにより、SDGsに貢献することができます。

また、先日実施した「可能性アートプロジェクト2022」では、
146名のアーティストからご応募いただいた579作品から、新た
に50作品が選定されました。これにより、2次利用が可能な作品
は約200作品となりました。

そのほかにも、障がい者アート作品を額装した「プリマグラ
フィー」や、オンライン会議等に気軽に活用できる「バーチャル背
景」も販売しています。

ぜひ、障がい者アート作品でSDGsに貢献してみませんか。

展示アート「プリマグラフィー」と「バーチャル背景」ご購入のご案内

「プリマグラフィー」
購入ページはこちら

「バーチャル背景」
購入ページはこちら

SDGs 教育・人財育成

一般社団法人障がい者アート協会、NPO法人サポートセンターどりー
むと連携し、「無限の可能性・才能」をテーマとした障がい者アート作品
を額装しました。また、アート作品を背景にデザインしたバーチャル背
景は、オンライン会議などで気軽にご活用いただけます。

そのほかの最新情報はホームページをご覧ください  https://www.toppan.co.jp/

TOPPAN Professional Talkは、
トッパンがおすすめする
旬な情報やソリューションをお伝えする
オンラインセミナーです。
今後開催予定のセミナー情報はもちろん、
終了したセミナーについて、
開催レポートを公開しています。

「TOPPAN Professional Talk」
オンラインセミナーのご案内

https://www.toppan.co.jp/solution/seminar/

セミナー情報は
こちらからアクセス！

障がい者アート作品を採用した事例
（建設現場の仮囲い、広報誌）
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参加クリエイター

浅葉球・飯高健人・石井伶の
3人によるグラフィックデザ

イナーとして活動するデザインユニット。言語・思
考を超えた「ビジュアルコミュニケーション」を主
軸とし、さまざまな領域で創作活動を行っている。
主な仕事にISSEY MIYAKE、NIKE、Red 
Bull、BE AT TOKYOなどのグラフィック。東京
2020大会の公式アートポスター「Paralympian」
が、国際パラリンピック委員会（IPC）の選定によ
り、東京2020大会を象徴する「アイコニックポス
ター」に選出された。

同志社大学工学部および岐
阜県立国際情報科学芸術ア

カデミー卒業。2003年セミトランスペアレント・デ
ザイン設立。ウェブサイトの企画・制作から国内外
の美術館・ギャラリーでの作品展示まで、ウェブを
核として領域にとらわれない活動を行っている。
主な活動に「オープンスペース」、「セミトランスペ
アレント・デザイン 退屈」、「光るグラフィック展 1、
2」の企画・キュレーションなど。JAGDA新人賞、
JAGDA賞、亀倉雄策賞など受賞歴多数。武蔵野
美術大学造形学部基礎デザイン学科教授。

多摩美術大学グラフィック
デザイン科卒業後、日本デ

ザインセンター、atomを経てiyamadesign inc.
を設立。主な仕事に「mt—マスキングテープ」、
キャンドルブランド「倉敷製蠟」などのブランディ
ング、資生堂「ホリデーコレクション」、集英社文庫

「ナツイチ」キャンペーン、「東京大学医科学研究
所」、NHK大河ドラマ「龍馬伝」などのアートディ
レクション。D&AD最高賞、Cannes Lions金賞、
SPIKES ASIAグランプリなど受賞歴多数。

東京造形大学グラフィック
デ ザイン専攻領域を卒業

後、AWATSUJI designに7年勤務。2013年に
株式会社BULLETを設立。「手に触れて感じるこ
とのできるデザイン」を愛し、パッケージデザイン
をはじめ、グラフィックの枠にとらわれない制作
を行っている。German Design Award、One 
Show金賞、Pentawardsプラチナ賞、Cannes 
Lions、D&AD、グッドデザイン賞など受賞歴多
数。東京造形大学造形学部デザイン学科助教。

女子美術大学大学院デザイ
ン専攻修了後、2007年凸版

印刷入社。セキュア企画本部在籍。入社以来一貫
して、意匠性と偽造防止技術の両立を目指し、「社
会基盤の信頼を守るデザイン」に携わる。トッパン
の祖業である証券印刷の伝統を受け継ぎ、紙証
券の特色印刷から各国のパスポート、紙幣、ID
カードのホログラムを中心に、ハイセキュリティ商
材のデザインを手がける。微細印刷から特殊イン
キまで、進化しつづけるテクノロジーを、いかに美
しく魅せるかを常に思考している。

mt expo 2015

Paralympian
東京2020パラリンピックアイ
コニックポスター

東京ミッドタウン・デザイン
ハブ第52回企画展「日本のグ
ラフィックデザイン2015」

Crystagram:Evolved 2017 

今代司酒造「錦鯉」 

GOO CHOKI PAR
デザインユニット

田中 良治
ウェブデザイナー

居山 浩二
アートディレクター／グラフィックデザイナー

小玉 文
アートディレクター／デザイナー

増永 裕子
セキュリティデザイナー

（凸版印刷）

4月22日（金）にはクリエイター全員によるトークイベントも実施します！　詳細およびお申込みは公式WEBサイトをご確認ください。

会 場
会 期
開 館 時 間
休 館 日
入 場 料

主 催
企 画
後 援

グラフィックトライアル2022 －CHANGE－

グラフィックトライアルとは、「印刷表現」と「グラフィックデザイ
ン」の可能性を追求し、新しい表現を獲得するための試みです。色
数、用紙、インキなどに制限を設けず、第一線で活躍するクリエイ
ターとトッパンが協力して、さまざまな実験を通して印刷に秘めら
れた豊かな表現の世界を追求していきます。16回目となる今回
は、既存のグラフィックデザインの領域を拡張する取り組みを実
践している気 鋭 のクリエイター 5 組 に ご 参 加 い た だ き 、 

「CHANGE」というテーマで、技術の進化やメディアの多様化を
も取り込みながら、印刷表現の可能性を追求しました。会場では、
表現と技術のコラボレーションの先に見出した“CHANGE”のか
たちを昇華させたポスター作品とともに、完成に至るまでの試行
錯誤も展示し、思考の軌跡と作品に盛り込まれた印刷技法を紹
介しています。 

グラフィックトライアル2022いよいよ開催！

GRAPHIC TRIAL 2022 －CHANGE－

公式WEBサイトはこちら

： 印刷博物館 P&Pギャラリー（〒112-8531 東京都文京区水道1丁目3番3号 トッパン小石川本社ビル）
： 2022年4月23日（土）～7月24日（日）
： 10:00～18:00
： 毎週月曜日（ただし7月18日は開館）、7月19日（火）
： 無料（事前予約制）
   ※印刷博物館展示室にご入場の際は入場料が必要です
： 凸版印刷株式会社 印刷博物館
： 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター
： 公益社団法人日本グラフィックデザイン協会（JAGDA）
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この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13008

グリーン電力証書システムに
参加し、製造にかかる年間電
力3,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。




