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• フルタイトル：スマートエイジングのためのバーチャルコーチ「e-VITA」

• 期間は、2021年1⽉1⽇から2023年12⽉31⽇まで
• ⽬的：e-VITAは、欧州と⽇本において、⾼齢者の⾝体的・精神的・社会的に良好な状態を向上させ、活発で健
康的な⾼齢化を促進し、⾃⽴した⽣活に貢献し、⾼齢者の社会的排除のリスクを低減することを⽬的として
います。このプロジェクトに参加する学際的コンソーシアムは、⾼齢者の⽇常⽣活における⾝体的、認知的、
⼼理的、社会的領域の微妙な変化を検出するための⾰新的なICTベースのバーチャルコーチングシステムを開
発します。このようにしてe-VITAバーチャルコーチは、家庭でのスマートな⽣活環境における持続可能な⾝体
的・精神的・社会的に良好な状態維持のために、パーソナライズされた提案と介⼊を提供いたします。
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国際協⼒

e-VITAコンソーシアムは、ヨーロッパと⽇
本の両地域から22の学際的な機関で構成さ
れている。
• ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イタリ
ア、ベルギー）からの12機関

• ⽇本（仙台・東京・名古屋）から10機関
このコンソーシアムは、それぞれの分野で
リーダー的な地位にある複数の研究グルー
プを統合したものです。このプロジェクト
の成功は、学際的な専⾨知識、パートナー
間の相乗効果、そして既存の国際共同研究
の経験に基づいています。
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図1：欧州と⽇本のe-VITAパートナー



背景

⽇本と同様に欧州でも、⼈⼝動態の変化は社会経済的
な課題をもたらし、医療制度への負担が増⼤していま
す。そのため健康の⾃⼰管理、社会的つながり、⾝体
的・精神的・社会的に良好な状態の向上のためのコー
チングシステムと基礎構造は、欧州と⽇本の⾼齢化社
会にプラスの影響を与えることが期待されています。

バーチャルコーチングは、スマートな⽣活環境でのリ
スクの早期発⾒とオーダーメイドの介⼊を通じて、活
発かつ健康的な加齢を維持する上で重要な役割を果た
すことができる。しかし、現在のテクノロジーは、個
⼈のニーズに合わせてカスタマイズすることが容易で
はなく、限られたやりとりしか提供されず、押しつけ
がましいことが多い。
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⽬的

社会技術の卓越した「メイド・イン・ヨーロッパ」と技術
の卓越した「メイド・イン・ジャパン」を組み合わせるこ
とで、以下のような具体的な⽬標を実施し、探求していき
ます。ヨーロッパと⽇本での3年間の⻑期プロジェクトの中
で現実的な成果を上げられるように設計されています。
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提案

開発

提供

向上

実施

探検
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⾼齢者の⽇常⽣活の中でどのようにテクノロジーが⽀援すべきかを決定するため
に、エンドユーザーやステークホルダーと⼀緒にICTツールを提案し、共同でデ
ザインする。

スマートリビングテクノロジー、⾼度なAI、カスタマイズされた対話ややりとり
をシームレスに統合した先進的な異⽂化間のバーチャルコーチを開発します。

ヨーロッパと⽇本のコミュニティ居住型⾼齢者のためのウェルビーイングサポー
トとスマートな健康状態のモニタリングとコンパニオンシップのための新しいコ
ンセプトを提供します。
ヨーロッパと⽇本の⾼齢者の主観的な⾝体的・精神的・社会的に良好な状態、個⼈の
健康、社会的なつながりを向上させ、それによって⾼齢者の⽇常⽣活の質を向上させ
る。

国や⽂化的背景の異なる実⽣活環境での⽣活実験を通して、コーチの妥当性を検
証し、ユーザーのニーズや受容性を評価するための「概念実証」調査を実施する。

AHAコーチングの問題を引き起こすイノベーションのための新しいエコシステム（中
⼩企業、主要な利害関係者、NGO）の実現可能性を探り、市場分析を確⽴する。



アプローチ

e-VITAパートナーは、提案されたソリュー
ションが⾼齢者の⽇常⽣活における真のニー
ズと実践に対応している場合にのみ、エンド
ユーザーの受け⼊れが確保されることを知っ
ている。したがって、e-VITAの研究開発は、
最終的なソリューションが優れたユーザー体
験とニーズを満たすことができるように、技
術から直接ではなく、ターゲットグループ
（ヨーロッパと⽇本のコミュニティに住む⾼
齢者）のニーズと⽇常⽣活の実践から始める
ことになります。
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Figure 2: e-VITA will support the fulfillment of needs for older people through socially embedded technology in Europe and Japan



⽅法論

その⽅法論は、国や⽂化の異なる様々なエン
ドユーザーや、その周りのステークホルダー
（在宅での介護者やコミュニティのソーシャ
ルサービスなど）を巻き込んだ、実⽣活の場
での参加型・価値観に基づいたデザインアプ
ローチに基づいている。

これらを踏まえた上で、e-VITAの重要な側⾯
は、欧州や⽇本で新たな社会技術的アプロー
チ（および関連政策）を確⽴し、それをコ
ミュニティに住む⾼齢者やその周辺のステー
クホルダーの実⽣活の場や実践の場で実⾏す
ることである。
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Figure 3: e-VITA socio-technology approach of participatory design and stakeholder engagement which will be deployed
via real-life living labs build around everyday practices of the older adults (adapted from Japanese Ministry of Internal
Affairs and Communication and e-VITA methodology).



バーチャルコーチの
形状と様式

e-VITAバーチャルコーチの形状や様式は、実践
に基づいた選択プロセスの中で、ユーザーの
好みや個々のニーズに応じてカスタマイズす
ることが可能である。ここで検討されるデバ
イスは、図4に⽰されています。
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図4：欧州と⽇本のコミュニティ居住型⾼齢者向けコーチングシステムの異なる利⽤コンテキストに対応
したe-VITAデバイス（個⼈の嗜好やニーズに応じて、1⼈1台のみを選択し、設定する）
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期待される影響

• e-VITAは、欧州と⽇本において、⾼齢者の⾝体的、
認知的、精神的、社会的な良好な状態を維持・
向上させるためのスマート・リビング・テクノ
ロジーの利⽤を拡⼤し、社会参加、健康、⾃律
性、安全性の⾃⼰管理を向上させる。

• e-VITAは、⾼齢者の主観的な⾝体的・精神的・社
会的に良好な状態に向上させる新しい実践を奨
励します。

• e-VITAは、社会技術⾰新の観点から活⽤されるた
め、欧州や⽇本の関連産業や中⼩企業、そして
社会全体に強い社会経済的影響を与えることに
なります。
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連絡先
• Dr. Rainer Wieching – University of Siegen 

rainer.wieching@uni-siegen.de

• オガワ淑⽔ Toshimi Ogawa – Tohoku University 
toshimi.ogawa.e6@tohoku.ac.jp
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https://www.e-vita.coach/
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