
株式会社あわえ

『デジタルを活用するクリエイティブ・シニアが

溢れる街作り！』 プロジェクト

ー ヒストリーフォトストックゴエン ー

⑤



プロジェクトの位置づけと目標

n 重点戦略

・アクティブ・シニアが活躍する地域社会の実現

・地域資産の”保護・管理・利活用”を実現するプラットフォームづくり

n プロジェクトの目標（KGI）

Ø デジタルを活用できる高齢者の創出（クリエイティブ・シニア）

Ø クリエイティブ・シニアの活躍による地域の活性化

Ø 劣化・廃棄・災害などからの地域資産（主に写真）の保護・継承

Ø タブレットやSNS等を用いた地域資産の活用（観光案内等）

Ø 地域コミュニティー・教育・福祉等のツールとしてのシステム利用
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①サービスの運営体制の整備・強化および周知・啓発活動

② クリエイティブ・シニアの育成（タブレットやSNS等を使ったシステム活用）

③多世代・多地域間でのコミュニケーションツールとしてのシステム活用

④資産利活用の拡充（地域アーカイブ・観光・イベント・福祉・教育など）

⑤地方（特に沿岸部）を中心としたサービスの拡散

⑥サービス利活用件数：20件（平成30年度末まで）

2

具体的な目標



プロジェクト概要 ー 全体像 ー
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GPSマッピング

素材提供者

あわえ
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プロジェクト概要 ー ゴエンの使い道 ー

地域コミュニティ形成

高齢者の活躍

文化・歴史の保存 / 減災

教育・研究

医療・福祉（認知症予防）

観光資源・地域PR

イベント アーカイブ 素材

写真や情報が多く集まる中で生まれる新たな活用法
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プロジェクト推進体制図
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プロジェクトリーダー

竹内基（株式会社あわえ）

管理責任者

プロジェクト・システム：竹内基
デジタル化：竹内基

システム開発・運用

（株）サイエンスインパクト

デジタル化アドバイザー

(株)あわえ

広報支援

(株)あわえ



プロジェクトの成果の評価指標

n サービス周知・啓発
Ø 各種イベント等への参加

Ø セミナー開催

n 継続性
Ø サービス利活用件数（行政・企業・教育機関など）

n 横展開
Ø 福祉・医療・教育分野との連携

n 総合評価
Ø 以上全てを考慮しオンリーワン/ナンバーワンを達成
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①
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ＫＰＩ

② セミナー開催数

7

① イベント等への参加数

③ サービス利活用件数

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

イベント参加数

（件）

設定
実績

3
3

6
5

9
18(20)

12
-

15
-

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

セミナー開催数

（件）

設定
実績

2
4

6
8

8
10(11)

10 12

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

サービス

利活用（件）

設定
実績

1
2

5
3

7
6(7)

12
-

20
-

注:上段は設定値（KPI），下段は実績値。括弧内は年度内見込み数



実施スケジュール（平成２８年度）
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平成26年度 平成27年度
平成28年度

29年度 30年度
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

システム

関連

システム

開発

デジタル化

業務

サービス

活用

（事例構築）

美波町

美波町

以外

導入

拡大

周知・啓発

各分野との

連携

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化
ﾏﾆｭｱﾙ作成

④認知拡大のためのプロモーション活動

GOEN活用セミナーの実施

システム運営・メンテナンス

地方議員との連携

ｼｽﾃﾑ開発

機材・技術
整備、ﾃｽﾄ

美波町への
導入

大学との連携・アクティブラーニングとの連携

地域おこし協力隊による写真収集とセミナー
実施

③文京探索委員会との連携
(東京都文京区)

◆②日和佐谷家古写真説明会

◆⑤インターンシップ＠海陽町（フェリス女学院）

◆①アルバムスキャナ「Omoidori」の導入



平成２８年度における取組内容

n ２８年度の取組
Ø システム運営・メンテナンスの実施

Ø 美波町におけるGOEN活用イベントの実施

Ø 美波町における写真収集活動の立ち上げ

Ø 二十世紀市民アーカイブズ研究会との連携

Ø 認知拡大のためのプロモーション活動

Ø 大学との連携によるインターンシップ等でのGOENの活用
（教育分野への横展開）

n ２８年度予算（千円）
Ø 1,000千円

• システム追加開発 ：250千円

• システム運用保守費 ：500千円

• 営業・イベント・PR費 ：250千円
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進捗状況・課題 (As Of H29年2月17日)
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n 進捗状況
① システム関連

□システム開発

・システム運営・メンテナンスの実施

□デジタル化業務

・アルバムスキャナ「Omoidori」の導入

② サービスの活用（事例構築）

□ 美波町

・地域おこし協力隊による写真収集

→日和佐谷家古写真説明会の開催

□美波町以外

・二十世紀市民アーカイブズ研究会の立ち上げ、参画

・文京探索委員会との連携

③導入拡大

□周知・啓発

□教育・研究分野での連携

・フェリス女学院によるインターンシップ（海陽町）に「ＧＯＥＮ］を活用
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進捗状況・課題 (As Of H29年2月17日)

n 課題
①システム関連

□システム開発

・外部システムとの連携APIの開発

・写真登録システムの簡便化

□デジタル化業務

・住民個人が持つ写真を収集・デジタル化する作業をシステム導入先で

準備できない
・あわえで作業する場合も費用負担が困難

②サービス活用（事例構築）

□美波町

・美波町内全域の写真収集作業のリソース不足

・美波町での活用イベント実施リソース不足

③導入拡大

□周知・啓発

・他地域への展開（先ずは徳島県内の沿岸部に対し提案）

・サブスクリプション型の課金と年度別自治体予算のギャップ



平成２９年度における取組予定

n ２９年度の取組
Ø 美波町におけるGOEN活用イベントの実施

Ø 美波町における写真収集活動の継続実施

Ø 文京探索委員会との連携

Ø 二十世紀市民アーカイブズ研究会との連携

Ø 大学との連携によるインターンシップ等でのGOENの活用
（教育分野への横展開）

n ２９年度予算（千円）
Ø 1,000千円

• システム追加開発 ：250千円

• システム運用保守費 ：500千円

• 営業・イベント・PR費 ：250千円
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案件種別

n 「vs東京」案件として （ ☑該当あり・ □該当なし）

Ø 該当あり場合の理由

・地域コミュニティ
GOENの仕組みは地域密着型のサービスであるため、効率化を求められる都市部の企業では取り組

みづらい。また地域特有のコミュニティの強さがあり、情報収集がしやく、イベント等をつうじてさらに地

域コミュニティが強固になる。

n 「オンリーワン」案件として （ ☑該当あり・□該当なし）

Ø 該当ありの場合の理由

・写真と情報による資産価値の向上
写真をアーカイブするだけでなく、その写真にまつわる情報（いつ／どこで／誰が／何を／どうした な

ど）を収集・データベース化し写真とリンクさせることで、文化・歴史をより具体的に伝えられるだけでな

く、様々な地域サービスや観光資源として有効活用するなど、資産の活用範囲の拡大および活用頻度

の向上を図る取り組みはGOENだけです。

n 「ナンバーワン」案件として （ □該当あり・ ☑該当なし）
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【参考情報】
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[参考]具体的な取組内容（平成２８年度）
－①アルバムスキャナ「Omoidori」の導入－

【PFU社 アルバムスキャナ「Omoidori」とは】

①Wスキャンで、テカらずキレイ

独自の機構で２方向からフラッシュ撮影。反射していない部分を瞬時に合成してキレイな画像にします。（特許出願中）

②アルバムスキャン対応

アルバムに貼ったままでもテカらずキレイにスキャンできます。

③日付認識

写真に印字された日付を自動で認識し、当時の日付情報にExifデータを変更します。写真整理が簡単になります。

④ 2L判モード

集合写真など大きいサイズの写真は写真を半分ずつスキャンし、1枚の画像に自動で合成するので、大きな写真もキレイに残せます。

⑤自動トリミング＆顔向き補正

写真のサイズに合わせて自動トリミング。さらに顔の向きを自動で検出して写真を回転するので、大量スキャンもらくらく。

古い写真のデ
ジタル化作業の
効率化が可能
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[参考]具体的な取組内容（平成２８年度）
－②「日和佐谷家古写真説明会」＠徳島県美波町初音湯－

【日和佐 谷家】

谷 温之家（廻船問屋） 日和佐浦184 日和佐の厄除け橋の東、日
和佐浦の碁盤目に街区を形成している町並みの中に、南北の道路
に渡る大きな敷地を持つ屋敷がある。幕末ごろここで海運業を始め
、明治末まで営んでいた谷家で、初代は元禄14年（1701）生まれ、相
生から出てきて天秤（びん）棒一本で名を成したそうである。現在の
当主は九代目になるが、現在商売は行われていない。屋号はタニヤ
（タンニヤ）といい、敷地北側の道路に面して北向きの「タニヤのお地
蔵さん」が、敷地に食い込んでいる。

引用：阿波学会研究紀要

http://www.library.tokushima-ec.ed.jp/digital/webkiyou/43/4318.html

日和佐 谷家の古い写真をデジタル化

→「日和佐谷家古写真説明会」
＠徳島県美波町初音湯
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[参考]具体的な取組内容（平成２８年度）
－③文京探索委員会との連携〜文京区再発見お散歩の会〜－

【文京探索委員会とは】〜文京区再発見お散歩の会〜

文京探索委員会とは文化と歴史に恵まれた文京区気になるところに寄り道しながら、見て、食べて、勉強してぶらぶら散策しながら文京
区を丸ごと足で楽しむ活動文京区が好きな人、文京区に住んでいる人、老若男女みんなでわいわいしませんか。気になるところを見つ
けては寄り、見つけては寄りそんな寄り道のお散歩の会です。

文京探索委員会との連携

→「文京区再発見お散歩の会」で
GOENを活用
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[参考]具体的な取組内容（平成２８年度）
－④認知拡大のためのプロモーション活動－

【代表吉田基晴の主な講演】

2017年2月18日 地方創生チャレンジミーティング ＠福岡県福岡市「相思相愛？過疎地とベンチャー企業」

2016年12月18日 南伊豆町にて講演

2016年12月10日「まちてん2016」 ＠東京都渋谷区 テーマ：居住

2016年12月7日「日本の地方を元気にするサテライトオフィス誘致セミナー」 ＠静岡県静岡市 テーマ：美波町の地方創生事例

2016年11月10日「I T 経営フォーラム2016 in 焼津」 ＠静岡県焼津市 テーマ：ICT企業が担う地方創生

2016年10月26日「全国シティプロモーションサミット」 ＠福井県坂井市

2016年10月15日「地方創生の最先端がわかる リーサス普及フォーラム」 ＠徳島県徳島市 テーマ：あわえ紹介、パネルディスカッション参加

2016年10月1日「四国クラウドお遍路」＠香川県高松市 テーマ：相思相愛!? 過疎地とIT

2016年8月29日「トップセミナー2016inSummer～デジタル情報革命の未来を拓くBBAのトップが語る～」＠東京テーマ：相思相愛!? 過疎地とIT

2016年8月20日「あわぎん創業スクール」＠徳島県徳島市 テーマ：創業スクール体験講座として、オープニング講演



【インターンシップ概要】

日本の各地で人口減少、産業後継者の流出が問題となっている。

海陽町には特徴的な産業や文化が存在するにも関わらず、同様の問題に直面している。

今後の産業を支える若者にこそ、地域の産業の魅力を体感してもらい、愛着を持ってもらう必要がある。

そこで当インターン事業では、若者が海陽町の産業を体験し、海陽町の文化や産業の歴史、守り続けているものを自らリサ
ーチすることで、地域が抱える課題と産業の魅力を深く理解してもらい、この地でこそ挑戦してみたいと考える担い手を生み出
すことを目指す。

【GOEN活用】

産業を支えてきた方々から産業にまつわる古い写真をお借りし、産業の歴史や伝統を調査する。古い写真を産業従事者ち若
者の間に昔の写真をおくことで、昔の話を自然と聞き出すことができる。
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[参考]具体的な取組内容（平成２８年度）
－⑤海陽町インターンシップ（フェリス女学院大）－

海陽町ならではの産業体験と歴史を知り、魅力を若者自ら掘り起こす4日間
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[参考]具体的な取組内容（平成２８年度）
－二十世紀市民アーカイブズ研究会との連携－

【二十世紀市民アーカイブズ研究会】〜近未来への社会資産を蓄積し継承するために〜

近代国家になってから、様々な事物や文化が次々に生まれて行き、私たちの社会は成長してきました。しかし残念ながら、その過程において、
都市部を中心に過去の様々なものは、ほとんど顧みられることなく消えていきます。特に戦後の高度成長期は、現在の私たちの生活を形作る
様々な物事が生まれて来た、重要な時代であり、未来社会を考えるにおいては、決して無視することができません。しかしその時代の記録は、
全てアナログベース（un-born digital）であり、デジタルをベースとした（born digital）現代とは大きく切断されています。さらにその時代を特徴づ
ける、市民、大衆の姿は、主に個人の記録として残されており、公文書や公的資料には殆ど記録されていないと言っても過言ではありません。
つまり大げさに言えば、時代の記憶、記録が大きく欠落するため、その時代は「無かった」ことにもなってしまいます。「老人を失うことは、図書館
を失うのに等しい」アフリカには、こうした意味の言い伝えがあるそうです。これはまさにこの時代の、個人に属する市民、大衆の記録にも当て
はまります。今年、平成28年、2016年は、昭和で換算すれば91年です。高度成長の時代からは、既に5，60年が経過し、少しづつ「図書館」が失
われて来ています。近年、予想される地震、津波のような災害はもちろんですが、都市部では老朽化という、何も起こらない災害が押し寄せて
来ています。それらを避けることはできないでしょうが、私たちは、それを乗り越えねばなりません。折れない社会、レジリエントな社会を目指す
ためには、今の社会が成立した時代の、人々の記録を蓄積し、分析し、継承していく必要があると思っています。

https://www.facebook.com/ca20th/about/

近未来への社
会資産を蓄積し
継承するための
研究会



参考情報URL等

n ヒストリーフォトストック ゴエン http://goen.photo
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PC用ビューアー



参考情報URL等

n ヒストリーフォトストック ゴエン http://goen.photo
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スマートフォン・タブレット用ビューアー
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n ヒストリーフォトストック ゴエン ※URLはセキュリティの側面から非公開

アーカイブシステム・管理システム

参考情報URL等
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[参考]具体的な取組内容（平成２７年度）
－新規サービス採用－

n 海陽町 インターンシップ向けGOEN
漁業や農業の課題を主催者側からインターンシップ参加学生にプレゼンテーショ
ンするために、GOENを利用して1960年〜2010年代の宍喰久尾地区・鞆浦漁港
の写真で当時の状況と現在を説明した。



【イベント概要】

模造紙に大きく年表を書き、ちょうさ（八幡神社秋祭のみこし）にま
つわる写真を並べるワークショップ。

若者がお年寄りに写真についてお話を聞き、年表に並べる。聞い
たお話をマーカーで模造紙に書き込む。

どうしてこの年代と分かったのか、風景で今と違う点などを聞いて
いくと話が盛り上がる。

仕上がりが大きくインパクトがあるものであるため、達成感のある
イベントとなる。
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[参考]具体的な取組内容（平成２７年度）
－写真を囲んであの頃を語る会－

■ お年寄りからヒアリングをする ■ 写真を年代別に仕訳する

【準備物】

模造紙3枚、写真20枚、新聞紙3セット、マーカー2箱付箋、セロファ
ンテープ2つ、紙コップ、紙皿、

西暦・和暦変換表3枚、お菓子、ジュース、パソコン3台、スキャナ
ー、プリンター、モニター、町内地図3枚

【開場セッティング】

模造紙3枚を縦につなげ、年代を書いた紙を貼り付ける（和暦の方
が良い）、裏移りを防ぐため、新聞紙を下に引き、

マーカー、付箋、ジュース、お菓子を机の各所に設置する。

PCをモニターに繋げ、GOENシステムを閲覧できるようにしておく。



【イベント概要】

美しい海を未来につなぐ 日和佐の魅力がつまった夢の五日間 〜わくわく漂着物展と謎解きまちあるき〜

開催場所：美波町日和佐地区各所 開催期間：2015年9月19日〜9月23日

主催：「海とともに生きる」まちづくり実行委員会
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[参考]具体的な取組内容（平成２７年度）
－ひわさ 海キラッ★祭り－

GOENに収録されている懐かしい写真を紙焼きにして展示



【共想法とは】

Co-imagination Method in January 2007「共想法」は、テーマを決めて写真などの素材と共に話題を持ち寄り、話し手と聞き手
が交互に交代しながら、会話する手法です。テーマは、好きなものごと、健康、食べ物、笑い、失敗談など、多岐に亘ります。認
知症予防に有効とされる認知活動（体験記憶、注意分割、計画）を支援することを通じ、認知症予防回復につなげることを目指
します。

【ふれあい共想法の誕生】

認知症は、筋力トレーニングのように繰り返し同じことをすれば防げるというわけではなく、体験記憶、注意分割力、計画力とい
った総合的な認知機能を活用し高めることが、予防回復に効果があることが知られています。このような中、認知症予防回復を
目的として、大武美保子（千葉大学准教授・NPO法人ほのぼの研究所代表理事・所長）が開発した新手法が「共想法」です。会
話は、認知症予防回復に効果的な認知機能を総合的に活用することから、画像を用いての会話が活発になるよう支援するシ
ステムを開発し、これを用いて認知症の予防回復に役立てる「ふれあい共想法」プログラムを考案しました。

【「GOEN」×「共想法」】

GOENによる過去の写真を年代別、地図による場所で閲覧する機能が共想法の写真を見ながら会話する手法と親和性が良い

ことから、当社吉田と共想法の開発者大武准教授とのコラボレーションによりイベントを実施しました。
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[参考]具体的な取組内容（平成２７年度）
－共想法イベント－

認知症予防にも効果！ 「GOEN」×「共想法」



【インターンシップ概要】

日本の各地で人口減少、産業後継者の流出が問題となっている。

海陽町には特徴的な産業や文化が存在するにも関わらず、同様の問題に直面している。

今後の産業を支える若者にこそ、地域の産業の魅力を体感してもらい、愛着を持ってもらう必要がある。

そこで当インターン事業では、若者が海陽町の産業を体験し、海陽町の文化や産業の歴史、守り続けているものを自らリサ
ーチすることで、地域が抱える課題と産業の魅力を深く理解してもらい、この地でこそ挑戦してみたいと考える担い手を生み出
すことを目指す。

【GOEN活用】

産業を支えてきた方々から産業にまつわる古い写真をお借りし、産業の歴史や伝統を調査する。古い写真を産業従事者ち若
者の間に昔の写真をおくことで、昔の話を自然と聞き出すことができる。
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[参考]具体的な取組内容（平成２７年度）
－海陽町インターンシップ（フェリス女学院大）－

海陽町ならではの産業体験と歴史を知り、魅力を若者自ら掘り起こす4日間
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[参考]具体的な取組内容（平成２６年度）
－導入事例 －

第一弾として2014年12月より、

徳島県美波町に導入開始！

美波町を始めとして、日本全国、

そして世界中に展開を進めていきます！
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[参考]具体的な取組内容（平成２６年度）
－ デジタル化作業風景－

■ 写真の借用＆インタビュー ■ スキャニング＆タグ付け

【取組み内容】
GOENの仕組みの中での主役は、古い写真を持っていて、そのエ
ピソードを語ることが出来る高齢者の方々で、その協力は欠かせ
ません。また、写真をお借りし、インタビューをするには、持ち主と
の信頼関係を築く必要があり、土地勘やコミュニケーション能力の
高さも求められます。とても地道な業務ですが、地域の方との大
切なコミュニケーションの場にもなり、話が弾むと大変喜ばれます
。

【取組み内容】
お借りした写真はとても古く、雑に扱うと劣化してしまう可能性も
あるデリケートなものです。様々な試行錯誤から、高解像度のス
キャナーでスキャニングする方法がベストであると導きだし、一
枚一枚丁寧にデジタル化をします。そしてインタビューで得られ
た情報を写真データにタグ付けします。独自のシステムを開発
し、作業効率をあげました。
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[参考]具体的な取組内容（平成２６年度）
－ イベント＆セミナー風景－

■ 住民説明会 ■ 大学での授業風景

【内容】
美波町にGOENを導入してもらい、地域住民の方々から写真を
お借りするため、事前に住民説明会を行いました。いきなり借り
には行かず、サービスをより理解してもらい、重要性や価値に気
づいてもらうことで、スムーズなサービスの浸透を目指します。
他の地域への導入の際にも、まずは住民説明会を最初に行う
予定です。

【内容】
研究課題として地域アーカイブを行っている大学のプラットフ
ォームとしてGOENを採用していただきました。GOENの特徴
である、地域ポータルという一つの地域だけで閲覧できる機
能を使い、地域活性のツールとして利用しています。
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[参考]具体的な取組内容（平成２６年度）
－ボランティアガイド日和佐－

■ 意見交換会 ■ タブレット導入支援

【議題】
同プロジェクトは、地元の高齢者による観光ボランティア「観光ボ
ランティアガイド会日和佐」に対して、タブレット端末やインターネ
ットなどITを利⽤した観光ガイド業務を⽀援すべく、あわえが主体
となり、株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）、インテル株式
会社、およびサイファー・テック株式会社の協⼒のもと、2013年10
月から地域観光ガイドへのIT利活⽤⽀援を実施しているものです
。

【支援内容】
あわえ：プロジェクトマネジメント・利活⽤に関する各種サポート
IIJ：移動体通信回線サービスの提供

インテル：Atomプロセッサー搭載タブレット・コンピューターの提供

サイファー・テック：観光ガイド業務に適したアプリ等のカスタマイズ
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■ 観光ガイドでの活用風景

【支援による効果】
・タブレット端末に地域の文化や歴史に関するデータを保管しておくことで、シーズン外に訪れた観光客に対し臨場感ある案内を実現

・タブレット端末に格納した英語による観光案内の⾳声データを⽤いることにより、外国⼈観光客にも対応可能に
・従来⼿話では表現が難しかった固有名詞などを、画像を活⽤することで、聴覚障害者に対する⼿話ガイド業務の円滑化を実現
この事業を通じて得られた知⾒を基に、「地域×IT」「高齢者×IT」による地域活性化の可能性を引き続き追求します。

【観光ユニバーサル大賞受賞】
あわえが主体となって、徳島県美波町の観光ボランティアガイド団体「観光ボランティアガイド会日和佐」に対して実施している「地域観
光ガイドへのIT利活⽤⽀援」の取り組みが、このたび「平成25年度観光ユニバーサル大賞・活動部門※」（主催︓徳島県、受賞対象者
︓「観光ボランティアガイド会日和佐」）を受賞いたしました。

[参考]具体的な取組内容（平成２６年度）
－ボランティアガイド日和佐－


