
サステナブル建築物等先導事業

（次世代住宅型）

国土交通省補助事業

応募ガイド

令和4年4月
（令和4年度・第1回）



1．事業の概要 -1

事業の概要

・IoT技術などを活用して、住宅の市場価値を高め、居住・生

産環境の向上を図る取り組みを支援する国土交通省の補

助事業です

・IoT技術を導入した住宅の整備や、住宅に実装するIoT技

術の検証などに対して、補助金を交付します

・「健康管理の支援」「家事負担の軽減・時間短縮」など、住宅

や住生活の質の向上に向けたテーマ（本書4ページ参照）に沿った

提案を募集します

公募スケジュール（令和4年度・第1回募集）

公募期間 令和4年4月２６日（火）～6月７日（火） １３：００ 必着

募集要領 19ページ参照

募集要領 1ページ参照
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1．事業の概要 -2

公募対象の事業

①住宅（住宅設備機器を含む）において、IoT技術等を活用

するもの

②住宅・住生活の質の向上に向けたテーマ（本書4ページ参照）に

該当する住宅・サービスを実現しようとするもの

③実用化に向けた課題・効果等の実証を行うもの

募集要領 3～4ページ参照
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提案された事業のうち、モデル性、先導性が高いものとし

て選定されたものを補助対象とします

※普及性の高い提案は、普及に向けた課題の検証を実施する場合、モデル性を高く評価します

以下の①～③のすべてに該当する提案を募集します。



1．事業の概要 -3

公募対象事業の種類

・「IoT技術等を活用した住宅の新築」＋「技術の検証」

・「IoT技術等を活用した住宅への改修」＋「技術の検証」

・「技術の検証」のみ

公募対象に関する注意事項

・「新築」「既存改修」「戸建住宅」「集合住宅」いずれもOK

・有料老人ホームや認知症高齢者グループホームなどもOK

・実用化段階の技術を住宅等に実装するプロジェクトが対象

・基礎的な技術開発を目的とする提案は原則不可

・「①モデルハウス等で実証→②その実証内容を受けて実住宅で実

証」という「2段階実証」を行うことも可能（本書5ページ参照）

募集要領 3～4ページ参照

募集要領 4ページ参照

以下の3パターンで、提案を募集します。
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以下の（1）～（7）のテーマに沿って提案してください。複数のテーマを組み合わせた提案も可能です。

取組テーマ

（1） 高齢者・障がい者

等の自立支援

（2） 健康管理の支援 （3） 防犯対策の充実 （4） 家事負担

の軽減、時間短縮

（5） コミュニティ

の維持・形成

（6） 物流効率化への貢献 （7） その他

［取組例］

・高齢者や障がい者にとって

自立的な日常生活（建具の自

動開閉や自力での入浴・排泄

など）ができる住宅

・高齢者や障がい者に対する

災害情報の通知、避難のた

めの経路確保などを可能と

する住宅・サービス

［取組例］

・センサーなどを利用して、身

体の異常の兆候を早期発見

できるサービス

・バイタル情報を基に居住者

にアドバイスを行い、長く健

康かつ自立的な生活を送る

ことを可能とするサービス

［取組例］

・プライバシーを確保しつつ、

子どもの安全を確保する住

宅・サービス

・HEMSとセキュリティーシス

テムを連動させ、外出中のド

アの解錠を検知し、映像等で

記録できるシステム

［取組例］

・住宅のレイアウト変更や掃除、

メンテナンスの容易性を確

保しつつ、家事負担を軽減で

きる住宅

・センサーなどの活用によっ

て、親不在時の子どもの見

守りを容易にするサービス

［取組例］

・高齢者等が地域のサポートや

つながりといった共助を得ら

れる仕組み

・マンション居住者同士でのサ

ポートやつながりといった共

助を促す住宅・サービス

［取組例］

・宅内のインターホンやスマート

フォンなどを活用し、不在時の再

配達の削減を可能にするシステム

・宅配事業者との情報連携によっ

て、不在時の再配達の削減を可能

にするシステム

［取組例］

・上記のテーマ沿った住宅や住生活の質の向上につ

いて、モデル性や先導性が高いもの

1．事業の概要 -4

防災、省エネ化、健康増進、

子育て支援、維持管理の効率化、

新たな日常（テレワーク等）の実現 など

募集要領 3～4ページ参照
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1．事業の概要 -5

2段階実証

・最初にモデルハウスなど、居住用以外の住宅等で実証を行い（第1段階）、その後、実際の

住宅で実証を行う（第2段階）仕組みです

・第1段階と第2段階は、別々の事業として提案します。初年度に第1段階について提案し、

その実証終了後、実証の結果を踏まえて第2段階について提案します

・「いきなり実住宅で技術を検証するのはハードルが高い」と感じる事業者でも、応募しや

すい仕組みになっています

第1段階

5

令和3年度から、新たな制度「2段階実証」を選択することが可能になりました。通常の事業に比べて、より

応募しやすい仕組みです。ぜひご活用ください。

（1） 制度の特徴

（2） 事業の流れ

事業を
提案

採択
実証を
実施

モデルハウス等での実証

事業を
提案

採択
実証を
実施

実証結果を
踏まえる

［初年度］

第2段階 実住宅での実証

［第1段階終了後］

募集要領 4ページ参照



以下の（1）～（4）のすべてを満たすことが必要です。

事業の要件

（1） ＩｏＴ技術の活用に関する要件

［イ、ロの両方を満たす］

イ）ＩｏＴ技術等を活用し、住宅や住生活の質の

向上への効果や課題等を検証するもの

ロ）ＩｏＴ技術等を活用した住宅（住宅設備機器

を含む）の整備の場合は、ポータブルやウェ

アラブルの機器を活用した取組よりも、効果

的かつ合理的であること（※）

※ポータブル・ウェアラブル機器のみを活用す

る場合でも、住宅において活用・実証するこ

とで住宅の新たな価値を見いだしたり、住生

活産業の発展に資するなど、実証の意義が

あると認められる提案は対象となります

（2） 住宅に関する要件

①新築住宅の場合 ［イ～ニをすべて満たす］

イ）平成28年省エネ基準（※）を満たす

ロ）バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に配慮

ハ）リフォームが容易になるよう配慮

ニ)電気や情報通信の回線数や容量増に対応可能

②既存住宅の場合 ［イ～ハをすべて満たす］

イ）耐震性を有すること

ロ）平成28年省エネ基準（※）に適合

ハ）バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化に配慮

（3） 個人情報保護への配慮

（4） 令和4年度中の事業着手

2．事業の内容 -1

※建築物省エネ法に基づく「建築物のエネル
ギー消費性能確保のために定める基準」

募集要領 5～6ページ参照
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なお、「技術の検証」のみを行う提案は住宅の整備を伴わ

ないので、住宅に関する要件は適用されません



学識経験者で構成する「評価委員会」で、以下の6つの視点によって総合的に評価し、採択の可否を決定します。

評価の視点

① 住宅や住生活の質の向上の

内容とその実現方策、実現した

場合に想定される効果の明示

［評価される提案例］

・住宅や住生活の質の向上の内容、ＩｏＴ

技術の使い方などが明記されているも

の

・期待される効果（住宅や住生活の質の

向上、介護・家事の負担軽減など）が定

量的に記され、算出根拠が明記されて

いるもの

② 実証しようとする課題・方法

等の明確性

［評価される提案例］

・実証内容、実証方法、実施体制が具体

的に示され、かつ妥当性があるもの

・取得するデータの内容やサンプル数、

それらの根拠が妥当なもの

・データ分析について、第三者性や学識

者の関与などが示され、かつ妥当性が

あるもの

③ 先導性・創意工夫

［評価される提案例］

・ＩｏＴ技術の活用によって、技術的に困

難なことを解消したり、効率的・効果的

にサービスを提供したりするもの

・先導的な提案や創意工夫（新たな機能

の先行事例と異なる使い方など）を含

むもの

④ 実現可能性 ⑤ 波及効果・普及可能性 ⑥ 多様な事業効果

［評価される提案例］

・実施するサービスや導入する機器につ

いて、技術、安全性、提供体制、実証に

必要な事業規模、事業スケジュールな

どの面で実現可能性が高いもの

［評価される提案例］

・ＩｏＴ住宅を社会に普及させる効果が期

待されるもの

・システムやデータフォーマット、ＡＰＩ等

がオープンであるなど、他の事業への

波及効果が期待されるもの

・既存住宅ストックへの普及の可能性が

高いもの

［評価される提案例］

・地域の活性化、新たな雇用の創出など、

多様な事業効果が期待されるもの

・懇談会とりまとめ（※）で挙げられた課題

解消に役立つ効果が期待できるもの

2．事業の内容 -2

募集要領 6～7ページ参照
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※ＩｏＴ技術等を活用した次世代住宅懇談会とりまとめ

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house
/jutakukentiku_house_tk4_000134.html

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000134.html


提案できる者

・ＩｏＴ技術等を活用した住宅を供給する事業者（住宅の建設業者、販売業者、リフォーム業者など）

・ＩｏＴ技術等を活用して住生活関連サービスを提供する事業者（エネルギー供給事業者、小売事業

者、医療法人、介護事業者、警備業者など）

・1社単独の提案、グループでの提案のいずれも可能

・補助の交付ではなく、評価のみを目的とする応募は認めません

［注意事項］

2．事業の内容 -3

補助の限度額

・採択プロジェクト当たりの補助限度額は原則5億円

・技術の検証のみを行う場合、補助限度額は５千万円

・交付申請可能額は、評価委員会の評価に基づき総合的に考慮して決定するので、要望額についてすべ

て対応するとは限りません

・予算の状況に応じて、年度別の補助額などを調整することがあります

・他の補助金の対象となっている事業は、本補助金の対象にはなりません

［注意事項］

募集要領 7ページ参照

募集要領 8ページ参照
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2．事業の内容 -4

補助対象となるのは下記の費用ですが、事業の種類や整備する住宅の形態によって対象額が異なります。

補助対象となる費用

（1） 建設工事等に係る補助額

①調査設計計画費 → IoT技術の活用などに必要な設計費など

②建設工事費 → 標準仕様の工事に比べて多くかかる費用（掛かり増し分）

③マネジメントシステムの整備費 → マネジメントシステムを整備する場合のみ

④技術の検証費 → 検証にかかる費用 ＋ 検証用の施設整備費の「減価償却に要する費用」

（2）附帯事務費 → 人件費、旅費、消耗品費など

募集要領 8～10ページ参照

・「（1）＋（２）」の限度額が5億円

・（１）の補助額について、

［共同住宅の新築の場合］

「①～④の合計」×1/2以内 かつ 「マネジメントシステムを含めた建設工事総額」の5％以内

［共同住宅の改修、戸建て（新築・改修）の場合］

「①～④の合計」×1/2以内 かつ 1戸あたり300万円以内

［補助額のルール］
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3．事業の流れと手続き

提案
評価委員会で
の評価

採択通知
補助金の
交付申請

6月７日（火）締切

・令和４年度中に事業着手（補助事業の期間は原則3年以内）

・事業着手時期は原則として交付決定後

（なお、本事業では、採択決定以降は事業着手可能ですが、その場合は補助金の

交付を約束するものではないことに留意してください）

・計画変更などの際は事務局に相談する

［提案から事業着手まで］ （事業が採択される場合）

事業実施

完了報告 完了検査 補助額の確定 補助金支払い

［事業完了から補助金支払いまで］

補助金の
交付決定

事業者の手続き

事務局等の手続き

7月ごろを予定

募集要領 11～15ページ参照
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公募期間

4．応募方法

［評価事務局］ （応募書類の送付先・問い合わせ先）（※）

募集要領 19～22ページ参照
11

提出先、問い合わせ先、資料の配布

日経ＢＰ 総合研究所 社会インフラ ラボ

ホームページ：https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/

※問い合わせは電子メール（jisedai@nikkeibp.co.jp）でお送りください

・質問・相談については、原則として、電子メールでお願いします

・募集要領・応募様式等は下記のホームページからをダウンロードしてください

提出方法

※応募に当たっては、本資料のほか、募集要領を必ずご確認ください

令和4年4月２６日（火）～6月７日（火） １３：００ 必着

・応募書類（電子データ）を評価事務局宛にお送りください。ただし、評価事務局宛に直接、

応募書類を電子メールで送付することはご遠慮ください

・提出に当たっては、募集要領19ページの「提出方法」をご覧ください。データのアップロー

ド等に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持った提出をお願いいたします

https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/
mailto:jisedai@nikkeibp.co.jp


参考資料1．過去の採択事業の概要 -1

採択事業一覧 （H29年度～R3年度）

12

※1 宅内オムツ処理による介護負担低減 ※2 管理スタッフや離れて暮らす家族の見守り負担軽減 ※３ 防災・危機管理・レジリエンス ※4 省エネ化・安全安心・働き方改革

※5 電流波形分析技術を活用した安心・安全な暮らしの提供



参考資料1．過去の採択事業の概要 -2
13

H29-1 採択テーマ ❸ ❹ ❻

事業者名 ZEH推進協議会

事業名 地域ビルダー次世代住宅先導プロジェクト

事業概要

・「ZEH推進協議会」加盟の地域工務店23社と、パナソニックを中核とするメーカー各社が連携し、IoT住宅を供給。協議会

のバックアップにより、地域工務店に対して、IoT住宅に関する施工能力や顧客への提案力を高め、啓発を図るプロジェクト

・パナソニックの「IoT操作モニター」を導入し、ECHONET Liteによって接続可能な家電機器を導入。カメラ付きドアホン

や宅配ボックスなどを、ハブを介してインターネット上のHEMSデータサーバーと接続する

参考URL https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_3/

H29-2 採択テーマ ❺ ❻

事業者名 東京建物

事業名 Brillia向ヶ丘遊園

事業概要

・82戸の新築マンションに、IoTインターホンとスマートフォンを連携させたシステムを導入。来客応対やロビーエントランス

の遠隔解錠を可能にし、各住戸にトランクルームを設置することで、宅配便の再配達の削減を図る。

・家族やマンション居住者の安否情報を共有できるWEBサービスをインターホンと連携させる。WEBサービスやIoTイン

ターホンを利用して繰り返し安否確認訓練を行うことで、災害時の自助と共助、防災を切り口にしたコミュニティ形成に役

立てる

参考URL https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_2/

H29-3 採択テーマ ❷

事業者名 芙蓉ディベロップメント

事業名 健康寿命延伸住宅

事業概要

・高気密・高断熱で外皮性能が高い「健康寿命延伸住宅」を建設。室内に設置した各種センサーやウエアラブルセンサーなど

で、温湿度、住人一人ひとりのバイタルデータなどを取得する。温湿度センサーはエアコンの自動制御に利用する

・見守り機能を持ち、バイタルデータの異常値を離れて住む家族にメールで通知する。健康状態の悪化を早期発見すること

で、健康寿命を長くすることを目指す

参考URL https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_1/

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_3/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_2/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_1/


参考資料1．過去の採択事業の概要 –3
14

H29-4 採択テーマ ❹

事業者名 三井ホーム

事業名 温湿度バリアフリーで「健康・安心・らくらく」ホーム

事業概要

・外皮性能を高めた住宅に、独自のダクト式セントラル空調とIoT技術を組み合わせ、温度・湿度・空気のバリアフリー化を図

るプロジェクト

・セントラル空調によってほこりの堆積を抑え、ハウスダストやPM2.5を「見える化」することで適切な掃除のタイミングを

知らせる。掃除の負担を低減することで、家事負担の軽減と時間短縮を実現する

参考URL https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_4/

H29-5 採択テーマ ❸ ❹

事業者名 LIXIL

事業名
建材メーカーと地域工務店協働による「省エネ・健康・快適」×「便利・安心・楽しい」暮らしを実現する住宅の普及
に向けたプロジェクト

事業概要

・LIXILの「スーパーウォール工法」を採用する全国の工務店を核に、IoTホームリンク「ライフアシスト」を導入した住宅を建

設。IoT住宅の中小住宅事業者への展開を図る

・「ライフアシスト」は、HEMSのホームコントローラーとセンサー類のリンクコントローラーを連携させたシステムで、1つの動

作をきっかけに様々な家電や機器が連動するのが特徴。設定済みの状態で工務店に納入し、工務店側の負担を軽減する

参考URL https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/02_1/

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/01_4/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/02_1/
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H30-2 採択テーマ ❶ ❷ ❸

事業者名 凸版印刷

事業名 居住者見守り訪問介護サービス

事業概要

・3種類のセンサーを使い、居住者（高齢者）のバイタルデータや行動を把握する。居住者の見守りを行う。センサーは、眠り

の質を把握する「センシングウエーブ」、行動を把握する「人感センサー」「ロケーションフロア」を使用する

・居住者の行動データの分析や、眠りの質の「見える化」などによって、ケアマネジャーなどの訪問介護者にケアに関するのア

ドバイスを行い、支援する

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/entry/jisedai180902.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/04_1/

H30-3 採択テーマ ❼（宅内オムツ処理による介護負担低減）

事業者名 LIXIL

事業名 破砕・回収型紙オムツ処理による介護負担と環境負荷低減

事業概要

・介護施設などで発生する紙オムツの宅内処理等に関する提案。「破砕・改修タイプ」（国土交通省が設定する「Bタイプ」）の

仕様を検討し、それをコンパクト化した「Baタイプ」の装置を開発し、実証実験を行う

・Baタイプは、紙オムツの破砕装置と分離回収装置をパッケージ化したもの。Bタイプで必要な回収用専用配管を不要にし、

コストを抑え、大掛かりな工事をせずに導入できるシステムとした

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/entry/jisedai180902.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/04_2/

参考資料1．過去の採択事業の概要 –4

H30-1 採択テーマ ❼（宅内オムツ処理による介護負担低減）

事業者名 パナソニック

事業名 分離型紙オムツ処理による介護負荷低減

事業概要

・介護施設などで発生する紙オムツの宅内処理等に関する提案。「固形物分離タイプ」（国土交通省が設定する「Aタイプ」）の

処理装置を開発し、介護施設で実証実験を行う

・処理機に使用済み紙オムツを投入すると、塩化カルシウムの働きで固形物（汚物）を減容・減量し、袋詰めまでを自動的に行

う。臭気も抑えられる

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/entry/jisedai180602.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/03_1/

https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/entry/jisedai180902.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/04_1/
https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/entry/jisedai180902.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/04_2/
https://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/entry/jisedai180602.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/03_1/
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R1-2 採択テーマ ❷ ❹

事業者名 芙蓉ディベロップメント

事業名 科学的指標をもって健康管理できる家

事業概要

・H29年度採択の「健康寿命延伸住宅」で得られた課題を踏まえ、バイタルデータの異常値の検出方法などをブラッシュアッ

プした提案。5つのバイタルデータをトータルで判断する「AIスコアリング法」を用いた健康管理などを新たに導入。データ

の計測・記録の負担を減らすユーザーインターフェイスも導入する

・健康支援への取り組みも強化し、自動照明調光機能による睡眠の質の向上にも取り組む

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/101000012/jisedai191002.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/06_1/

R1-3 採択テーマ ❸ ❼（防災・危機管理・レジリエンス）

事業者名 大五

事業名 住ま〜とテクノ防災レジリエンス住宅プロジェクト

事業概要

・地震対策、停電対策などの機能・設備を持つ「レジリエンス住宅」を建設。既存のHome IoTを組み合わせ、それらの機能・

設備をコントロールする

・住宅は、大五が組織する約20社の住宅会社・工務店と、IoTプラットフォームを提供するパナソニックが協力して施工する。

実際の施工事例を核にセミナーなどを実施し、地域工務店への普及・啓発を図る

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/101000012/jisedai191002.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/06_2/

参考資料1．過去の採択事業の概要 –5

R1-1 採択テーマ ❼（管理スタッフや離れて暮らす家族の見守り負担軽減）

事業者名 サンヨーホームズ

事業名 シニアマンションへのIoT機器導入による管理スタッフや離れて暮らす家族の見守り負担軽減プロジェクト

事業概要

・新築のシニアマンションにIoTシステムを導入し、入居者の見守りを行い、マンションスタッフや離れて暮らす家族の見守り

負担を軽減する

・見守りには「エネルギーセンサー」を活用。「真夏にエアコンがついていない」「夜中に掃除機をかけている」といった生活上

の異常を把握し、マンションの管理人に自動でアラートを発する。インターホンで高齢者自ら緊急通報するシステムも装備

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/20190701/jisedai190702.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/05_1/

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/101000012/jisedai191002.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/06_1/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/101000012/jisedai191002.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/06_2/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/20190701/jisedai190702.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/05_1/
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参考資料1．過去の採択事業の概要 –6

R2-2 採択テーマ ❹

事業者名 良品計画

事業名 ロボティクス導入によるスマートインテリア検証プロジェクト

事業概要

・家庭内での自律移動可能なロボットを用いて、音声やスマートフォンなどからの直感的な指示により家庭内の家具などを

搬送・移動できるシステムを構築。ユーザーの生活の快適性や利便性を高める

・人の呼びかけに反応して自律的に移動するロボットをモジュール家具の足元に組み込むことで、家具を自在に移動させ、

家事負担を軽減する

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/071600014/jisedai200822.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_2/

R2-3 採択テーマ ❶ ❷ ❸ ❹ ❼（省エネ化・安全安心・働き方改革）

事業者名 三菱地所ホーム

事業名 「全館空調付IoT住宅」の普及型モデルケースのトータル提案

事業概要

・新築住宅に全館空調システムを導入。HEMSのほか、照明システムや調理器具、シャッター、テレビドアホン、宅配ボックス

など各種のIoT機器と全館空調システムを連携させてコントロールする

・家族一人ひとりの好みに合った温度コントロール、光熱費の「見える化」のほか、照明やシャッターの自動オン・オフなどで、

在宅勤務時の“勤務モード”と“生活モード”の切り替えをサポートする

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/071600014/jisedai200822.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_3/

R2-1 採択テーマ ❹

事業者名 日興タカラコーポレーション

事業名 住宅供給事業における「サステナブルな社会」づくりへの新たな貢献

事業概要

・部屋に設置したコミュニケーションロボット「BOCCO emo」と3種類のセンサー（振動センサー、人感センサー、部屋セン

サー）を組み合わせる。親の不在時などに、ロボットの発話機能により状況に応じた子供への声かけなどを行い、見守りを

支援する

・発話サービスによる子供の生活習慣の改善、知識向上、自発性を養うことで、子育てをサポートし親の負担を軽減する

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/071600014/jisedai200822.pdf

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_1/

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/071600014/jisedai200822.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_2/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/071600014/jisedai200822.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_3/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/071600014/jisedai200822.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_1/
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参考資料1．過去の採択事業の概要 –7

R3-1 採択テーマ ❶ ❷

事業者名 LIXIL

事業名 スマートホームシステムを活用した住宅内の熱中症対策と空気質管理の有効性を実証するプロジェクト

事業概要

・住宅内に設置した温湿度センサーで測定したデータを「スマートホームシステム」が暑さ指数（WBGT）へ変換。「警戒レベ

ル」以上になると、自動的に採風・冷房することで環境を改善し、熱中症対策を行う

・住宅内に設置したCO2センサーで測定したデータを基に、「スマートホームシステム」が空気質を判断し、CO2濃度が高い

場合はアラートを出し、自動的に採風・換気することで空気質を改善する

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/072600018/jisedai210722.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/08_1/

R3-2 採択テーマ ❶ ❹ ❺ ❻

事業者名 ちば地域再生リサーチ

事業名 IOTホームファシリティ・マネジメントのある暮らしと普及計画

事業概要

・IoTを活用した「ホームファシリティ・マネジメント」システムを開発し、団地の高齢者などの居住者を対象に、生活用品の配

達・管理などを支援する

・IoTによる生活用品の在庫・所在状況の管理によって不足や過剰をアドバイス。注文の個別対応もサポートする。また、宅

配ボックス未設置の集合住宅に適した宅配ボックス・スペースの機能などを検証する

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/102600021/jisedai211102.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/08_2/

R3-3 採択テーマ ❶ ❼（電流波形分析技術を活用した安心・安全な暮らしの提供）

事業者名 東京電力ホールディングス

事業名 宅内IoTを活用した防災・減災サービス

事業概要

・各住戸の分電盤内に電力センサーを取り付ける。電力センサーで測定した電流波形情報を分析し、電気設備の異常予兆と

して発生する微弱なノイズ波形を検知し、電気火災の発生を防止する

・電力センサーを通信ハブとしても活用する。行政からの防災情報を東京電力のサーバーで受け取り、電力センサーを介し

てモニターの住宅内に設置するタブレット機器へと転送する

参考URL
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/entry/102600021/jisedai211102.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/08_3/

https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_3/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_3/
https://project.nikkeibp.co.jp/atcljsdj/case/07_3/


（1） 高齢者・障がい者等の自立支援 （2） 健康管理の支援

（3） 防犯対策の充実 （4） 家事負担の軽減、時間短縮

・自走式の車椅子とトイレの扉が連動して稼働するなど、高齢者や障がい者が

自立的な日常生活を送れて、災害時には自立的な避難が可能になる住宅

サービス

・プライバシーに配慮しながら居間や台所を定点観測し、高齢者の認知症の兆

しをとらえて早期対応できる技術

・入院患者や在宅で生活している高齢者・障がい者の自立的な排泄を支援を

する技術

・高齢者や障がい者の低栄養・脱水症状・孤食などを予防しながら注意喚起す

る、「食事」という切り口で健康管理や安否確認を可能にするシステム

・自らの状態を適切に表現できない高齢者等のニーズを的確に把握し、高齢

者等のサポートに生かせる技術

・ITによって、介護事業所で働く人の働きやすさや生産性を向上する技術

・病気の早期発見や、それによって長く健康

に生活を送ることが可能となる住宅サー

ビス

・バイタルデータを取得して健康管理をしな

がら、バイタルデータに合わせて温熱環境

を自動的にコントロールして調整し、熱中

症やヒートショックなどを予防をするシス

テム

・プライバシーに配慮しながら、精神的状態

の評価を含む個人の状態を把握し、その情

報を周辺関係者間で共有するための低コ

ストなツール

・防犯カメラを通じて不審者を画像認識等で覚知し、その情報を管理人のス

マートフォンに送信するといった、子どもをはじめとする居住者の安心・安全

確保を可能とする住宅サービス

・子育て世代の多い賃貸住宅でも利用できる、子どものための低額な安全対

策技術

・防犯機器からネットワークに流れる情報が悪用されないように、強固なセ

キュリティ対策が施された防犯技術

・子どもなどへの安全性に配慮しつつ、家事

負担の軽減を可能とする住宅サービス

・雨が降ると外に干していた洗濯物が自動

的に格納されるサービスや、ゴミを自動的

に分別する・ゴミを自動的に集積場に持っ

ていくといった、住民の負担を軽減できる

技術

19
参考資料2．今後、期待される提案 –1

「サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）」の評価委員会の場で出た委員のコメントや、毎年実施しているシンポジウ

ムの際に聞かれた意見などを基に、今後、応募者の皆さんに期待する提案の例を、「取組テーマ」ごとにまとめました。提案の

際の参考にしてください。



・高齢者等が地域のサポートやつながりなどの共助を得られる仕組みや、マン

ション居住者同士のサポートやつながりを実現できるサービス

・カーシェアリングのように、マンションの居住者同士がSNSなどを利用して、

お互いに持っている物をシェアリングする仕組みやサービス

・居住者のプライバシーやセキュリティを確

保したうえで、特定の宅配事業者を認識し

て住棟内に入れ、設置してあるボックスに

配達してもらうなどの再配達削減システム

・IoT技術の活用によって、在宅勤務をはじめとした「新しい生活習慣」への住民の対応をサポートするシステム

・「ニューノーマル」への対応に向け、ITの活用によって「非接触」で操作できる設備を取り入れた住宅

・ITの活用によって台風等の風水害の際に危険を知らせて、機器の操作などと連動して危険に対処できるシステム

・既存住宅の省エネルギー性や日当たりなどの住みごごちを、センサーを活用して明らかにする技術

・センサーによって、簡易・安価にシロアリや水漏れなどによる木部の腐食を早期に検知できる技術

・センサーによって、賃貸住宅や既存住宅の居住快適性（騒音、温熱環境、日当たりなど）を評価し、改善につなげるサービス

・住宅が部屋にいる人の雰囲気を把握し、それに合わせて部屋の色を変えるなど、生活に潤いをもたらす技術

・家庭内の充放電に EV（電気自動車）の車載バッテリーを利用した V2H（Vehicle to Home）システムを活用したサービス

20
参考資料2．今後、期待される提案 –2

（5） コミュニティの維持・形成 （6） 物流効率化への貢献

（7） その他

防災、省エネ化、健康増進、子育て支援、維持管理の効率化、テレワークの実現 など

・IT系の事業者単独ではなく、住宅メーカーなどをうまく巻き込んで、共同で提案してほしい

・創造的な取り組みに加え、より普及しやすいようにコストダウンやオペレーションが楽になる工夫をした提案があってもいい

・これまでは新築住宅を対象にした提案が多かったが、既存住宅への展開を想定した実証の提案も期待したい

各テーマ共通


