
わたしたちのウェルビーイングのための
ハッカソン２０２１

便利なしおり
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自分らしくある自主提案をする全員が手を動かす全員が教師であり生徒
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ウェルビーイングハッカソン概要

名称 わたしたちのウェルビーイングのためのハッカソン２０２１

目的 ウェルビーイングについて考え、それを実現するアイデアの進化・共創を通じて、「生き生きとした豊かなくらし」の糸口を探る

プログラム
内容

① メンター陣による事前オンラインセッション（全3回）

② オンラインハッカソン（全2日）

※プログラム内容はメンター／アドバイザーと調整の上最終決定となります。上記は現時点の内容となり、変更となる可能性があります。

開催形式 オンライン（メンバーで集まりたい場合は）

10月6日（水）

19:00～21:00

「関係性のウェルビーイングについて」（仮）

「日常の発見から発想するメディア・装置」（仮）

ドミニク・チェンさん

橋田朋子さん

10月15日（金）

17:30～19:30

「未来の暮らし」

「データポータビリティとプライバシーについて

藤井靖史さん

富士通株式会社

10月26日（火）

17:30～19:30
「進化思考」（仮） 太刀川英輔さん

DAY1(11/6） 開発／メンタリング／フィールドワーク（予定）

DAY2(11/7） 発表準備／最終発表／評価（予定）

主催
ウェルビーイングのためのハッカソン実行委員会
主催：パナソニック株式会社、富士通株式会社

済



（参考）ハッカソン参加要件

課題

あなた個人だけではなく、あなたとあなたに関係する誰か（一人でも複数でも）との関係性を良好にする

プロダクト（製品）かサービスを構想してください。初対面の出会いの関係、家族や友人のようにすでに

永い関係、遠距離の恋人の関係、地域コミュニティの関係など、さまざまな関係が考えられます。

その際、それが快楽的なウェルビーイング（短期的）よりも持続的なウェルビーイング（長期的）を

志向するように考えてください。

応募条件

1. チーム参加、個人参加が可能です。事業性は問いません。

2. 事前セッションを受講（リアルタイムもしくは録画視聴）、11月6日～7日開催のオンラインハッカソンに終日参加できることが参加条件となります。

3. テーマに即したアイデアである必要があります。

4. 何等かの形でデータ活用と紐づけることができるアイデアを推奨します。

特別

応援企画

本ハッカソンでは下記の特別応援企画として、下記の賞をご用意しています。

パナソニック D + I O 賞 富士通 つながる豊かさ賞

受賞基準

D+IOの大切にしたい三箇条（以下）を満たすプロダクト
1. 誰かに使ってほしい、と思い、つくってプレゼントし

たくなるようなプロダクト
2. 届けたい誰かのためを思ってカスタマイズ・アップ

デートできるプロダクト
3. 今まであまり目をつけてこられなかった「ニッチな」

ニーズにアプローチしているもの

特典 ・アイデアをレシピ化し、D+IO サイト掲載

D＋IOについて：panasonic.co.jp/design/flf/works/doing_io/

受賞基準

生活者が安心してデータを提供することで

社会・生活が豊かになるアイディア・プロダクト

・価値創出において複数のステークホルダが

データでつながれている。

・自身の意思で個人のデータを安全に流通させる

仕組み（データ基盤）を活用している。

特典
・今後サービス/プロダクトを社会に出していく上で

事業としての成立に向けた観点でのメンタリング

データ基盤について：P11～13参照『データ基盤について』
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https://panasonic.co.jp/design/flf/works/doing_io/


ハッカソンチェックリスト

 宿題の提出 →P7

 当日のスケジュール確認 →P9

 DAY1、DAY２のメンタリングの時間の確認 →P11

 バーチャルフィールドワークの時間の確認 →P13～15

 中間発表の準備 →P19

 DAY1アンケート記入 →P24

 最終発表の準備 →P20

 展示の準備 →P22

 DAY２アンケート記入 →P24

 【重要】終了後の確認書の記入 →P25

 【重要】終了後面談の予約 →P26
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今回の参加チーム

No アイデア概要

1
Cat-being

猫と人のウェルビーイングを向上させる

2
Itoma Stories

精神疾患を患う中高生のための体験談掲示板

3
くらしのリズムを音楽に変換して家族内で共有する
毎朝目覚まし時計から生成される音楽を通じて前日の生活リズムを同居家族内で感じる、など

4
チャレンジしたい会社員と地域コミュニティのニーズを結ぶパラレルキャリアマッチングサービス
自分の保有するスキルやノウハウを、本業ではなく、必要としている社会に活かすことのできるマッチングサービス

5
履歴書ポータビリティ
今までの履歴書の概念をウェルビーイングを軸にアップデートする

6
繋がる地球儀
幼児期よりに多様な国の文化に触れ、体験することができるプラットフォーム

7
富士通チーム
例えば観光で訪れる人と地元住民などをニーズでマッチングするサービス

8
元気UPVR
働きづめでやる気をなくしている会社員などがTOO MUCHな関係を薄める／間引くことで自発的にやる気を出すためのVR

9
本を通して交流できるようなサービス
本棚やコミュニティ図書館のようなスペースが存在する地域に限定されず、遠隔地（都市と田舎）でも本を通して交流できるサービス

10
地域向けの回覧板
新天地で新しく生活をする人と、その地に長く住んできた人をマッチングするサービス

11
恩返し・恩送り
関係人口を含む、地域コミュニティに関わる人の恩返し・恩送りの気持ちを通してウェルビーイングを向上させる



宿題：進化思考の３つのワーク

進化思考に基づき、「進化の対象 」を決め、関係性の把握のために

を書き出して、【11月5日（金）】までにチームで１つ、miroに貼りつけてください。
https://miro.com/app/board/o9J_lsnB3Y4=/

PW：WBH_2021

・解剖図 ・系統樹 ・生態系

Xの主要なパーツを書き出し、それらが必要な理由や欠点
を書き出すことで、重要なパーツ／不要なパーツについ
て考える。

Xに近いもの（進化の対象Xの前に台頭していた手段、派
生したプロダクト／サービス、類似するプロダクト、代
替可能なプロダクト、競合、他）を書き出し、それらを
時系列で結んでみる。そのデザインの裏にある、古代か
ら現代まで変わることのない「不変の願い」は何かを考
える。

Xの周囲にいる思いつく限りの登場人物の種類（WHO）
を徹底的に書き出し、それぞれの登場人物が持っている
願い（WHY）や、関係のあるモノ（WHAT）を書き出し
てみる。見えない敵は誰だろう。味方は？
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https://miro.com/app/board/o9J_lsnB3Y4=/


発想法の一つとしてデザイン思考が注目されています。アイデアを発散的に出すにはよい方法ですが、実はスクリーニング機能が弱いために、最終的に実現可能なアイデアがどれぐらい

残るか、については疑問視する声が学会からもあがっています。

「進化思考」とは、生物の進化のプロセスを発想のためのメソッドに応用して、人の創造性を高め、社会が変わるような新しい価値を生み出す人を増やそう！という考え方です。

そもそもヒトは、自分の身体を進化させることができません。その代わりにヒトは道具を進化させてきました。例えば、私たちは千里眼を持てませんが、望遠鏡やビデオ通信などを生み

出して、遠くのものを見られるようにしてきました。また、皮膚を進化させる代わりに衣服を発達させたり、胃を進化させるために調理をしたり。人間はそうやって自分を進化させるた

めにさまざまな発明をしてきました。

そう考えると、デザインもまた状況によって進化のように自然発生するものであって、誰もそこに「意図した」人なんていないんじゃないかと思えてきます。

それならば、他の生物の進化のプロセスをもっと意識して、そのプロセスである「関係性→変異化」のループをメソッド化することで、僕たちはほんとうの意味で優れたアイデアを生み

出すことができるようになったり、文字通り私たちを進化させる「かたち」を生み出せるのではないか。そうした考えが、進化思考のベースにあります。

出所：生物進化を参考にして、アイデアを「かたち」にしよう！ ――「進化思考」入門、DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー

①関係性の把握

進化の対象
ｘ

解剖図

系統樹

生態系

②変異で対象ｘを進化
させ無数のアイデアを生み出す

③淘汰で持続性がある
アイデアに絞り込む

未来の
新ｘ

＼新しいアイデア！／

xを理解

参考：https://twitter.com/tetsurokondoh/status/1050010505455124480

進化思考の考え方

（参考）進化思考について
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http://cocre.jalan.net/cocre/lab/shinkashikou/
近年、発想法の一つとしてデザイン思考が注目されている。アイデアを発散的に出すにはよい方法であるが、実はスクリーニング機能が弱いために、最終的に実現可能なアイデアがどれぐらい残るかは疑問である。そこで本稿で提唱するのが、生物の進化プロセスにヒントを得た「進化思考」である。過酷な環境を生き延びてきた生物の世界には、系統（文脈を把握して適切な形態を選ぶ）、共生（生態系を把握し周囲と共生する）、淘汰圧（よいアイデアに絞り切るために捨てる）といったさまざまな知見がある。これらはアイデアを生成し、スクリーニングする思考プロセスに大いに活用できる。
https://twitter.com/tetsurokondoh/status/1050010505455124480


1 1月 6日～ 7日の基本的なスケジュール ※可変
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8:30から朝会！
Spatial Chatに集合
して他チームと交流し

よう

チーム別メンタリングはチームごとに参加時間が異なります。詳細は次ページご参照ください

11月6日 11月7日

メンターのいる時間帯
Adhocでメンタリング
を依頼できる時間帯

その他

太刀川さんメンタリング

更新しました！



本ハッカソンはなるべく多くの人の話を聞き、多様な視点からウェルビーイングを考えることができるよう

様々な方にご協力をいただいています。

メンタリング・バーチャルフィールドワークは時間をしっかりと確認し、遅刻しないように参加しましょう。

詳細は次ページ以降をご参照ください。

多くの方々のご協力で成り立っているハッカソンです

Work illustrations by Storyset

https://storyset.com/work


オンライン集中メンタリングの時間

https://panasonic.zoom.us/j/91203899491 ミーティングID: 912 0389 9491 パスコード: 590439

https://panasonic.zoom.us/j/98028300993 ミーティングID: 980 2830 0993 パスコード: 975414
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• メンタリングの時間になったらZoomに入室。ブレイクアウトルームに移動してください。

• 遅刻しないように気を付けましょう。

更新しました！

https://panasonic.zoom.us/j/91203899491
https://panasonic.zoom.us/j/98028300993


橋田朋子さん

早稲田大学

基幹理工学部教授

• ヒューマンインタフェース、イ

ンタラクションの研究者

• よく知っているはずの自然物や

人工物の知らない一面を引き出

す仕組み・メディアや，人に違

和感・興味・思いがけない気持

ちを生起させ思考を広げるよう

なメディアに取り組む

ドミニク・チェンさん

早稲田大学

文化構想学部准教授

• 情報学からみたWell-Beingの第

一人者。一貫して人とテクノロ

ジーの関係について研究

• 「Well-Beingの設計論」監訳

• 「未来をつくる言葉」、「わた

したちのウェルビーイングをつ

くりあうために」他多数の著作

を手掛ける
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メンター／アドバイザー

太田直樹さん

Newstories代表

Code for Japan理事

• ボストンコンサルティンググ

ループ、テレコム・メディア・

テクノロジー、アジア地域の

リーダー、総務大臣補佐官を経

てNewStories設立

• 地方創生とICT/IoTの政策立

案・実行に精通

太刀川英輔さん
NOSIGNER 代表
進化思考家

デザインストラテジスト
JIDA理事長

• グッドデザイン賞金賞（日本）

など100以上の国際賞を受賞、

自身も多くの賞の審査委員を歴

任

• 「進化思考」提唱者であり、デ

ザインを通した、文化や認知の

可視化・パターン化に精通

藤井靖史さん

CODE for AIZUファウンダー

西会津町ＣＤＯ

• 複数のスタートアップ立ち上げ、

会津大学特任准教授を経て西会

津町CDOに就任

• ブロックチェーンを用いた仮想

通貨基盤をはじめ複数の産学官

連携PJを推進

• Code for Aizuを立ち上げ、シ

ビックテックを推進

【メインメンター】
• 履歴書ポータビリティ
• 地域向け回覧板

【メインメンター】
• 本を通して交流
• つながる地球儀

【メインメンター】
• Cat-Being
• Itoma-Stories
• 元気UPVR

【メインメンター】
• 暮らしのリズム
• 恩返し・恩送り

【メインメンター】
• パラレルキャリアマッチ
ング

• 富士通チーム（人と人が
ニーズでつながるチー
ム）



13:00

14:00

15:00

16:00

（参考）バーチャルフィールドワークの時間

【フィールドワークのルール】
• 必須チーム（黄色四角内に記載）は必ず出席。チームメンバー全員が参加する必要はありません。
• 必須チーム以外も事務局に参加する旨連連絡を入れた上で、希望するフィールドワークに参加できます。

※「恩返し・恩送り」チーム、「暮らしのリズム」チームは現在フィールドワーク先を調整中

6日（土） 7日（日）

Mimmy
守屋さん

ADDress
宮原さん

LIVA
伊藤さん

精神保健福祉士
矢野さん

9:00

10:00

11:00

12:00

元気UPVR

私設図書館「い
となみ」館長
佐々木さん

本を通して交流

電通
なかのさん

Cat-being

パナソニック
芦澤さん

履歴書
ポータビリティ
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繋がる地球儀

キャリアマッチ ItomaStories

会津市役所 渡
部さん

地域向けの回覧板

富士通チーム

空ルーム庭ルーム 空ルーム庭ルーム

アルテマイスター

山口さん

くらしリズム

更新しました！



14:00－15:00
＠Spatial Chat 

空ルーム

㈱会津の暮らし研究室
代表取締役

矢野 睦さん

宮城県生まれ。精神保健福祉士。
小中学校のスクールカウンセラー、短期大学学生相談室、児
童相談所、精神科ソーシャルワーカーを経て現職。地域の智
恵を継承し、現代の暮らしにアップデートするため、下級武
士の家をリノベーションし、生活している。３児の母。
http://www.aizu-lsds.com/blank-1

・生きづらさを感じている人々
に手を差し伸べるとはどういう
ことか。どのようなサービス／
プロダクトが求められそうか、
など。

ItomaStories

バーチャルフィールドワークの時間

6日（土）

14:00－15:00
＠Spatial Chat 

庭ルーム

㈱ADDress
家守事業部
カスタマーサクセス本部

宮原優哉さん

・他拠点居住という新しいライ
フスタイルについて。例えば、
リモートワークが定着した中、
未来の働き方、暮らし方はどう
変わっていくか、など。

チャレンジしたい
会社員と地域コ
ミュニティのニー
ズを結ぶパラレル
キャリアマッチン
グサービス

ADDressが日本各地で運営する家に定額で住めるサービス
を展開。多拠点居住という新しいライフスタイルを提案し、
豊かな社会の実現を目指す。https://address.love/

15:00－16:00
＠Spatial Chat 

空ルーム

㈱リヴァ
代表取締役

伊藤崇さん

・うつ病予防にはどのような施
策が効果的か、うつ病の方の社
会復帰には何が重要か、など。

元気UPVR

• うつ病の方への再発予防訓練、職場復帰・再
• 就職支援（リヴァトレ）
• 企業向け休職者支援（リヴァBiz）
• 福祉事業者向け業務効率化支援（LACICRA）
• 宿泊型転地療養サービス（ムラカラ）
https://liva.co.jp/about

時間と場所 フィールドワーク先 サービス紹介／詳細など 聞けそうなこと 必須チーム

13:00-14:00
＠Spatial Chat 

空ルーム

会津若松市

渡部博之さん

会津生まれの会津育ちの市役所職員。
『愛する福島・会津をもっと「面白い」場にしたい！』
そんな夢を実現させるため、日々精力的にいろいろな人と関
わりながら活動。

・地域コミュニティについ
て

地域向けの回覧
板
富士通チーム

• 必須チーム（黄色四角内に記載）は必ず出席してください。チームメンバー全員が参加する必要はありません。
• 必須チーム以外も事務局に参加する旨連連絡を入れた上で、希望するフィールドワークに参加できます。

14:30－15:30
＠Spatial Chat 

庭ルーム

㈱Mimmy
代表取締役&COO

守屋亮さん

・オンラインを使って子どもた
ちにグローバル体験をさせると
いうことについて。ビジネスモ
デルの設計の仕方など。

つながる地球儀
自宅で過ごす時間が長くなった子どもたちを、オンラインで
世界の冒険旅行へ。海外とリアルタイムでつながることで、
挨拶や質問をしたり、コミュニケーションを体験できるのが
最大の魅力。https://mimmy.world/adventure/

https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
http://www.aizu-lsds.com/blank-1
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537
https://address.love/
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://liva.co.jp/about
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537
https://mimmy.world/adventure/


バーチャルフィールドワークの時間

7日（日）

9:20－10:20
＠Spatial Chat 

空ルーム

パナソニック㈱
新入社員

芦澤 匠さん

2021年パナソニックに入社。
最近就職活動をしたばかり。

・就職活動、履歴書に
ついて

時間と場所 フィールドワーク先 サービス紹介／詳細など 聞けそうなこと 必須チーム

履歴書ポータビ
リティ

• 必須チームはかならず出席してください。チームメンバーが全員参加する必要はありません。
• 必須チーム以外も希望するFWに自由に参加できます。事務局に参加する旨連連絡を入れた上で、該当時間になったら会場にお越しください。

10:30－11:30
＠Spatial Chat 

庭ルーム

㈱電通
CDC
クリエーティブ・テクノロジスト

なかのかなさん

インターネット広告会社勤務を経て2009年より電通。 AR
（拡張現実）と位置情報を利用したクーポンアプリ
「iButterfly」、脳波によるコミュニケーションツール
「necomimi」など、テクノロジーを用いたちょっと未来の
コミュニケーション体験を企画している。

・耳の動きなど、猫の
非言語の感情表現を人
間が行うことについて
・テクノロジー×コ
ミュニケーション

Cat-being

11:00-12:00
＠Spatial Chat 

空ルーム

アルテマイスター

山口真人さん

本ハッカソンの「恩返し・恩送り」チームのメンバーでも
ある山口さん。会津若松市の仏具メーカー
「アルテマイスター」の社員。昨年開催のハッカソンで
念をモノにこめれる「NENシール」を開発。

・ハレとケについて
・祈る事、想うことに
ついて

くらしのリズム
を音楽に変換し
て家族内で共有
する

9:00-10:00
＠Spatial Chat 

庭ルーム（暫定）

私設図書館いとなみ館長

佐々木雄介さん

福島県の西会津町・上野尻集落で、ゲストハウス「ひとと
き」を運営。21年6月、ゲストハウスから徒歩3分の距離に私
設図書館、多世代向けワークプレイス「いとなみ」をオープ
ン。

・地域の日常、コミュ
ニティ運営、交流につ
いて

本を通した交流

更新しました！

https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537


Sp a t i a l C h a tについて：入り方

• Spatial Chat 庭ルーム：SpatialChat

• Spatial Chat 空ルーム：SpatialChat

ご参考：【2021年版】参加する側用 – Spatial.Chatの使い方基礎マニュアル

をクリックするとログイン画面のようなポップが表
示されます。

名前とプロフィールを埋めて
ボタンをクリックします。

カメラとマイクを任意で 設定します。
ボタンをクリックしてログインします。

Spatial Chatはいつでもご自由にお入りいただけます。
操作が不安な場合は事前に入ってみてください。

【Spatial Chatの入り方】
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https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://pc-hanoji.com/archives/893
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Sp a t i a l C h a tについて

①
④ ⑤

【基本操作】

①「＋」ボタンを押すと画像／Gifアニメ／動画／テキストやリンク／iframeを画面内にシェアできます

②画面シェアができます。ただし、別ブラウザが立ち上がってしまうため、操作に工夫が必要です。慣

れていない場合は画面シェアは使用しないことをおすすめします。かわりに、ファイルリンクをシェア

して各自に確認してもらった方がやりやすいです。

③アイコン横にフキダシでコメントを表示させます。（吹き出しは一定時間たつと消えます）

④カメラ・マイクのON／OFFを操作できます

⑤メガオンを使うと、その場にいる人全員に自分の声を届けることができます

画像シェア

Gifアニメシェア

動画シェア

テキストやリンクをシェア

Iframeでシェア

自分

近い人の声は
大きく聞こえます

遠い人の声は
聞こえません

Spatial Chat（スペイシャルチャット）は自由に動き回って、話している人
に近づけば声が聞こえてくるという「距離感」が存在するウェブ会議です。

自分のアイコンを画面上で自由に動かせます。

ここでルームを
移動できます

ここで掲示板に
メモが残せます

② ③

退出

②の画面共有はとっても使いづらいです！
画像シェア・動画シェア・リンクシェア機能を代替案と
しておすすめします。
どうしても使いたい場合は事前に練習されることを
おすすめします。



運営事務局からはごく簡単なハッカソンの概要のみ伝えております。

自己紹介をしたら、

インタビューは各チームで自由に行ってください。

自分たちのアイデアコンセプトをどう思ったか？

実現可能そうな部分は？社会実装するとき、どのようなハードルがあるのか？

相手がどのような想いで、現在の生業を行っているのか？

など…

第3社の意見を取り入れる貴重な機会です。

なるべく多くのインスピレーションを受け、アイデアに活かしましょう

バーチャルフィールドワークについて

18
Work illustrations by Storyset

https://storyset.com/work


中間発表要件
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• 今のチームの気持ち

• アイデアが誰と誰の関係性を対象にしているのか？どう関係性を良好にし、それがどんな持続的（長期的）ウェルビーイング

を実現するのか（下記の課題にどうこたえているのか）をBefore／Afterで示し、教えてください。

課題

あなた個人だけではなく、あなたとあなたに関係する誰か（一人でも複数でも）との関係性を良好にする

プロダクト（製品）かサービスを構想してください。初対面の出会いの関係、家族や友人のようにすでに

永い関係、遠距離の恋人の関係、地域コミュニティの関係など、さまざまな関係が考えられます。

その際、それが快楽的なウェルビーイング（短期的）よりも持続的なウェルビーイング（長期的）を

志向するように考えてください。

• 気づきや困っていること具現化したい最終目標など自由にコメント

＊順不同で構いません

中間発表では、
この部分は6日AMの
ワークをもとに

発表していただきますので
資料作成は必要ないです。



最終発表要件
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• デモによるアイデアの披露（リアルタイム・ムービーどちらでもOK。デモに対する要件はP26）

• アイデアが誰と誰の関係性を対象にしているのか？どう関係性を良好にし、それがどんな持続的（長期的）ウェルビーイング

を実現するのか（下記の課題にどうこたえているのか）をBefore／Afterで示し、教えてください。

課題

あなた個人だけではなく、あなたとあなたに関係する誰か（一人でも複数でも）との関係性を良好にする

プロダクト（製品）かサービスを構想してください。初対面の出会いの関係、家族や友人のようにすでに

永い関係、遠距離の恋人の関係、地域コミュニティの関係など、さまざまな関係が考えられます。

その際、それが快楽的なウェルビーイング（短期的）よりも持続的なウェルビーイング（長期的）を

志向するように考えてください。

• チームメンバー（資料に氏名を記載するのみでOK）

＊順不同で構いません

Work illustrations by Storyset

https://storyset.com/work


最終発表時間は1チームあたり

5分
です

発表のあと、SpatialChatの会場で

40分
展示会をします。



展示方法

PPTを画像にしたもの

Youtubeに限定公開で
アップした動画

・Spatial Chat上で展示を行います。

・Spatial Chat上では、画像もしくはYoutubeの動画（公開設定を限定公開にするように注意してください）を

シェアできます。

No アイデア概要 発表会場／URL

1 Cat-being
庭ルーム
WBH2021 / SpatialChat

2 Itoma Stories
庭ルーム
WBH2021 / SpatialChat

3
くらしのリズムを音楽に変換して家族内で
共有する

庭ルーム
WBH2021 / SpatialChat

4
チャレンジしたい会社員と地域コミュニ
ティのニーズを結ぶパラレルキャリアマッ
チングサービス

空ルーム
SpatialChat

5 履歴書ポータビリティ
空ルーム
SpatialChat

6 繋がる地球儀
空ルーム
SpatialChat

7 富士通チーム
空ルーム
SpatialChat

8 元気UPVR
湖ルーム
SpatialChat

9 本を通して交流できるようなサービス
湖ルーム
SpatialChat

10地域向けの回覧板
湖ルーム
SpatialChat

11
恩返し・恩送りの気持ちを通してウェル
ビーイングを向上させる

湖ルーム
SpatialChat

https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=253537
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=274956
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=280356
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=280356
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=280356
https://spatial.chat/s/wbh2021?password=hffdX&room=280356


このハッカソンだからこそできる、煮詰まった時の対処方

① メンタリングの時間以外でメンターに相談したい場合は「Adhocにメンタリング」の時間を使ってください。
チームのメインメンター以外に相談したい場合も同様です。

② 他チームのフィールドワークに参加することも、違った視点を取り入れる方法としておすすめです。

• 【①～②をやる方法】Slackの＃generalで「@パナソニック角南」、「 @パナソニック片山（事務局）」をメン
ションして 希望するメンターやフィールドワークを送ってください。

他にも・・・

③ Miroで他チームのワークを覗いてみる

④ 立ち上がってストレッチ

⑤ 糖分摂取

⑥ 事務局にDMしてみる

参加している皆さんも
ウェルビーイングで
関係性が向上する
体験にしましょう

Work illustrations by Storyset

https://storyset.com/work


【お知らせ】 I DYX ユーザーアプリのU Iお試し

2回目の事前セッションでデモをご紹介した

データ基盤(IDYX)のユーザーアプリについて、

希望者はUIを体験可能です。

お試しできるのは紹介資料のP.9で紹介した

「ユーザー向けお財布WEBアプリ」です（右図参照）

貴重な機会なので、参加者はぜひ試してみてください。

希望者はSlackで @中山貴祥さんまでご連絡ください。

※参加同意書提出済であることが条件となります

出典：富士通 紹介資料より

その他、 I DYXに関するお問い合わせはS l a c kで

@飯塚祐介 @Toru Katagiri @中山貴祥までお気軽にお問合せ下さ

い。一緒に考えましょう！

https://youtu.be/XDZN5HtyNmQ?t=180
https://wb-hackathon2021.slack.com/archives/C02G38V7NR5/p1634279043018400
https://wb-hackathon2021.slack.com/team/U02HMEC8EPP
https://wb-hackathon2021.slack.com/archives/C02G38V7NR5/p1634279043018400
https://wb-hackathon2021.slack.com/team/U02GW2B8TM2
https://wb-hackathon2021.slack.com/team/U02GQS8CZ6Z
https://wb-hackathon2021.slack.com/team/U02HMEC8EPP


アンケート
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11月6日 アンケート
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1vVjSGBHiUW-

nEL4LgdXOU-

Bv5y37CVNoiJwgIzSnkFURUpYRUcwU1dQRVNETEhIS1FMQzczMVAxNS4u

11月7日 アンケート
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1vVjSGBHiUW-

nEL4LgdXOU-

Bv5y37CVNoiJwgIzSnkFUN04yWk9IWEY3TU8xVDBVSDc0T1JGNzhUMi4u

• 1日の終わりにアンケートを記入しましょう。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1vVjSGBHiUW-nEL4LgdXOU-Bv5y37CVNoiJwgIzSnkFURUpYRUcwU1dQRVNETEhIS1FMQzczMVAxNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1vVjSGBHiUW-nEL4LgdXOU-Bv5y37CVNoiJwgIzSnkFUN04yWk9IWEY3TU8xVDBVSDc0T1JGNzhUMi4u


【重要】終了後の確認書
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1. 件名「【重要】わたしたちのウェルビーイングのためのハッカソン」でメールが届きます。
Slackの場合は「＃重要」に投稿します。

2. 文面内のURLを開くとMicorsoft Formsが開きます。

3. 利用規約をよく読んだ上で、承認をお願いします。終了後の確認書は1チームにつき1枚の
提出となります。必ずチームの総意を得た上でご記入をお願いします。

【注意】
不安な点、参加に関する懸念点は承認前に事務局にご相談ください。

【発送期間】
11月7日～11月8日

【提出〆切】
11月19日（金）23:59



【重要】終了後面談
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Calendly - Yuki Sunami

• ハッカソンの内容、開発継続に関して、事務局と面談を行っていただきます。

• 1チームにつき最低1回の面談を行います。下記より予約を行ってください。

• 面談には極力メンバー全員が参加してください。どうしても参加が難しい場合は、出席メンバーが残りメ

ンバーの意向を代表するものとさせていただきます。

①面談を申し込み
たい日にちを選択

②面談を申し込みた
い時間を選択して
「Confirm」を押す ③打合せ詳細を入力して

「Schedule Event」を押す

予約者の名前

予約者のメールアドレス

他出席者のメールアドレス

チーム名

【基本操作】

https://calendly.com/wbh2021/60min


各オンライン会場＆ツール 参加・利用URL一覧

使用可能日時 ツールの種類 URL パスワード

10月6日（水）19:00-21:00 ビデオミーティング https://panasonic.zoom.us/j/91692641644 ミーティングID: 916 9264 1644
パスコード: 832412

10月15日（金）17:30～19:30 ビデオミーティング https://panasonic.zoom.us/j/94292885772 ミーティングID: 942 9288 5772
パスコード: 311489

10月26日（火）17:30～19:30 ビデオミーティング https://panasonic.zoom.us/j/93058586099 ミーティングID: 930 5858 6099
パスコード: 978990

11月6日（土）9:00～ ビデオミーティング https://panasonic.zoom.us/j/91203899491 ミーティングID: 912 0389 9491
パスコード: 590439

11月7日（日）9:00～ ビデオミーティング https://panasonic.zoom.us/j/98028300993 ミーティングID: 980 2830 0993
パスコード: 975414

期間制限なし チームとコミュニケーション https://join.slack.com/t/wb-
hackathon2021/shared_invite/zt-wlfvtvmu-
drhYOFizpv_KLg9HIwaBRA

なし

期間制限なし オンラインホワイトボード https://miro.com/app/board/o9J_lsnB3Y4=/?invite_link
_id=14251911791

PW: WBH_2021

期間制限なし オンライン休憩・他チームや
メンバーとの交流・ぶらぶら

https://spatial.chat/s/wbh2021 なし

※期間制限のないオンラインツールについては、11月7日以降に予告なく削除する場合がございます。あらかじめご容赦ください。

※画像にハイパーリンクしてます。編集禁止！

28

https://panasonic.zoom.us/j/91692641644
https://panasonic.zoom.us/j/94292885772
https://panasonic.zoom.us/j/93058586099
https://panasonic.zoom.us/j/91203899491
https://panasonic.zoom.us/j/98028300993
https://join.slack.com/t/wb-hackathon2021/shared_invite/zt-wlfvtvmu-drhYOFizpv_KLg9HIwaBRA
https://miro.com/app/board/o9J_lsnB3Y4=/?invite_link_id=14251911791
https://spatial.chat/s/wbh2021
https://panasonic.zoom.us/j/91692641644
https://panasonic.zoom.us/j/94292885772
https://panasonic.zoom.us/j/93058586099
https://panasonic.zoom.us/j/91203899491
https://panasonic.zoom.us/j/98028300993
https://join.slack.com/t/wb-hackathon2021/shared_invite/zt-wlfvtvmu-drhYOFizpv_KLg9HIwaBRA
https://miro.com/app/board/o9J_lsnB3Y4=/?invite_link_id=14251911791
https://spatial.chat/s/wbh2021


Appendix

わたしたちのウェルビーイングのための
ハッカソン２０２１

ハッカソン最終発表に向けてT IPS

ウェルビーイングのためのハッカソン実行委員会 29



最終発表時間は1チームあたり

5分
です

発表のあと、SpatialChatの会場で

40分
展示会をします。
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最終発表に含める要素

• デモによるアイデアの披露

• アイデアが誰と誰の関係性を対象にしているのか？どう関係性を良好にし、それがどんな持続的（長期的）ウェルビーイング

を実現するのか（下記の課題にどうこたえているのか）をBefore／Afterで示し、教えてください。

課題

あなた個人だけではなく、あなたとあなたに関係する誰か（一人でも複数でも）との関係性を良好にする

プロダクト（製品）かサービスを構想してください。初対面の出会いの関係、家族や友人のようにすでに

永い関係、遠距離の恋人の関係、地域コミュニティの関係など、さまざまな関係が考えられます。

その際、それが快楽的なウェルビーイング（短期的）よりも持続的なウェルビーイング（長期的）を

志向するように考えてください。

• チームメンバー（資料に氏名を記載するのみでOK）

＊順不同で構いません

Work illustrations by Storyset

https://storyset.com/work
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デモに対する要件

出所：Illustration by Freepik Stories

動くプロトタイプをつかった、ライブデモ

プロトタイプの要件について、運営事務局から１つだけ要件があります。それは、動くプロトタイプを用いたライ

ブデモンストレーションであるということ。

プロトタイプにはペーパープロトやムービー、さまざまな種類のものがありますが、今回はより実践的なアウト

プットを出すため、世に出すための検証を最も行いやすいものを選択させていただきます。

過去には傘やドアノブ、ふすまやゴミ捨て場をつくった人もいます。

この世に現存しない、まったくあたらしいデバイスを創った人もいます。

動くプロトタイプによるライブデモンストレーションであること以外に条件はありません。

オンライン開催のため、事前にライブデモを撮影した
ビデオによるプレゼンテーションでもOK

https://stories.freepik.com/startup
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オンライン開催でどうやって開発するの？

あたりでしょうか。具体的にイメージができたら、①~③を用意するのにどのようなタスクが伴うか書き出し、役割分担をしてください。

ボタンの材料を購入する、ボタンをつくる、アプリのコーディングをする、アプリのインターフェイスをデザインする、ライブデモに必要なものをリス

ト化する、ライブデモを撮影してビデオをつくる…etc。

それぞれをいつまでに、誰がやるかをチーム内で協議し、お互いの進捗をSlack上で共有し合いながら開発を進めましょう。

ここでいうボタンの材料のような、購入物は早めに注文しておくて便利です。

出所：Illustration by Freepik Stories

① 困っている人が押すボタン ② 手伝いたい人が通知を
受け取るためのアプリ

③ ライブデモのための
準備

具体的に何をつくりたいか？と、どういう風にプレゼンしたいか？を

チームでイメージしてみてください。
例えば、“あらかじめ登録しておくと、近くで困っている人がいるときに通知してくれる助け合いデバイス「テツダイマスカー」”の

プロトタイプを作成し、ライブデモをするとします。ライブデモを行うにあたり必要そうなのは・・・

https://stories.freepik.com/startup
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開発物について

開発物に関しては、原則各チームgithubで管理することを推奨します。

その際、Collaboratorに必ず事務局(katayama.tomo@jp.panasonic.com / 

sunami.yuki@jp.panasonic.com / nakanishi.tadatoshi@jp.panasonic.com )を追加するようにしてく

ださい。

※「イベント終了後の合意書」に基づいて、開発物の取り扱いはきめさせていただきます。

※その他のツール等を使用するチームにつきましても、イベント終了後、開発物の提出をお願いすることがございます。

参考：最低限ハッカソンで困らないGitHubの使い方 https://ch-random.net/post/123/

mailto:katayama.tomo@jp.panasonic.com
mailto:sunami.yuki@jp.panasonic.com
mailto:nakanishi.tadatoshi@jp.panasonic.com
https://ch-random.net/post/123/
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エンジニアじゃない！コーディングができないと、ハッカソンでできることがないのでは？

コーディングなどの実装担当だけがハッカソンをつくりあげるわけではありません。
ヒアリングや市場調査を通してアイデアをブラッシュアップする役割、デモの見せ方を考える役割、プレゼンテーション資料を作成する役割、

進捗を管理する役割、など、チームが最高のアウトプットを出せるようにするためには様々な役割分担が考えられます。

一人ひとりの貢献で大きな一つのものを作り上げるイメージで、それぞれややりたいこと、やるべきことは何かを検討してみてください。

自分の役割（ロール）を見つけていく過程もハッカソンの醍醐味です！

プレゼン
資料

プロト
作成

フィールド
調査

アイデア
磨き上げ

進捗管理

出所：Illustration by Freepik Stories

https://stories.freepik.com/startup


© Panasonic Corporation 36

アイデアが壮大すぎて、作れない・・・作りやすいアイデアにした方がよさそう？

プロトタイプはその本質的な価値が体現すること
アイデアには作りやすさ／作りにくさはあります。でも、作りにくいという理由だけでそのアイデアを捨てないでください！

その価値の本質はなにか？その本質を最も手早く手触り感があるようにするには、どの部分を具現化するべきか？ということまでを考える

ことを含んでのプロトタイピングだと考えております。壮大なアイデアも身近な第一歩がきっとあるはず！

出所：Illustration by Freepik Stories

https://stories.freepik.com/startup
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アウトプットサンプル

アウトプットのまとめ方は自由です。

アイデアコンセプトがもっとも伝わりやすい方法をチームで考えてみてください。

参考： SORACOM Summer Challenge 2020 アウトプット

https://qiita.com/tik26/items/fab2d34eb3a533fa19a5

https://qiita.com/reomaru7/items/8276ab4dee1c8bdc1183

https://ryota2425.hatenablog.com/entry/2020/08/12/004357

https://udonnamerou.hatenablog.com/entry/2020/08/14/123352

参考：SORACOM Summer Challenge 2020出所：Illustration by Freepik Stories

https://qiita.com/tik26/items/fab2d34eb3a533fa19a5
https://qiita.com/reomaru7/items/8276ab4dee1c8bdc1183
https://ryota2425.hatenablog.com/entry/2020/08/12/004357
https://udonnamerou.hatenablog.com/entry/2020/08/14/123352
https://www.hello.soracom.jp/summer-challange-2020
https://stories.freepik.com/startup

