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Peace Tech Foundation

PeaceTech Lab

Token Platform 
for

“ Learn to Earn”
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⑦ 収益モデルと事業計画

④ PeaceTech Lab 各事業内容

ー 世界各国のエンジニア AIによる個別最適化学習システム提供 Arbert

ー 人材ジョブマッチング Alan

⑤ 技術力の向上・教育の質向上への取り組み

⑥ 寄付

ー 格差に配慮した学習コンテンツ・環境の提供
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①PeaceTech Labが目指すもの



AIやIT革命は
本当に人を
幸せにしているのか？
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戦争や飢餓は、なぜ無くせない？

シリコンバレーでもない、
中国でもない
日本の役割とは？
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飢餓・貧困や
戦争の原因を
テクノロジーで
除去すること

Peace Techとは



Mission

Peace Techにより世界から戦争と飢餓を失くす。

2045年までにあらゆるヒトが

精神的・物質的・経済的にも自立できる社会を。

Peace Tech Foundation ーミッション、ゴール、目的

Goal

Objective

飢餓・貧困・戦争の原因を究明し、
先端技術を活かし、それらを根絶する。
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GAFAとの比較

GAFA Peace Tech Foundation 

個人 GAFA

企業

個人
PeaceTech 

Lab

企業

21世紀の石油といえる「個人情報」のモデルで

大儲けしたが、個人の利便性は上げても貧困は
なくせていない。

教育の提供を通じて真面目に努力する人の信用
力を自立の機会につなげる。
教育により雇用を創出し貧困と飢餓をなくす。

無料サービス

個人データ購入

個人データ 個人データ

教育サービス

マネーマネー
雇用

購入



XAIによる透明性の高い先端技術による

新たな個人信用評価エンジンを開発。

収入・資産とは異なる観点で、

世界中の人々の真面目さを見える化（信用提供）し、

社会とつなぎ、

教育、職業訓練、就労機会等を提供する。
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PeaceTech Lab 概要
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教育で得たものがトークンを通じて社会に還元・循環される「恩送りの仕組み」

Pay-Forward Token

世界中の社会課題解決志向の人材と教育コンテンツがトークンコミュニティを通じて

集まること

Solving Social Issues to Earn

PeaceTech Labの価値の源泉

1．
世界中の共感と信頼に基づいた教育の無償提供を実現する
「ブロックチェーン技術とトークンシステム」

Learn to Earn

2．

3．
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②運営組織について



運営組織 1 一般社団法人 Peace Tech Foundation  日本法人・（シンガポール法人 / 設立予定）

役員
代表理事：金野索一（多摩大学大学院・特任教授）
理事 ：藤原洋 （株式会社ブロードバンドタワー・CEO）

株式会社Gaia Tech

①教育・人材プラットフォーム「PeaceTech Lab」の提供:   無償教育提供（オンラインTeacher、デジタル教育コンテンツ、学生のマッチン
グ）と同時に、本人承諾済み個人データ収集（教育進捗状況、日常の学習態度等が中心）

②個人信用評価エンジン開発>:  本人承諾済み個人データから個人信用評価を行う

③技術諮問委員会の設立・運営：世界各国から技術専門家・大使を中心に技術諮問委員を選定・依頼し委員会を運営する

①企業と連携し、教育プラットフォーム「PeaceTech Lab」におけるマーケティング広告プラットフォームとジョブサービス「Alan」を運営する

運営組織 2 役員 代表理事：金野索一
理事 ：藤原洋

藤原洋

Peace Tech Foundation理事

株式会社Gaia Tech役員

株式会社ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長 CEO

株式会社インターネット総合研究所（IRI）代表取締役所長

一般財団法人インターネット協会理事長

日本アイ・ビー・エム株式会社に入社後、日立エンジニアリング株
式会社（現・株式会社日立産業制御ソリューションズ）、株式会社
アスキーを経て、動画像符号化方式の研究・標準化活動を行い
MPEG（エムペグ）の創設に参画。1996年に株式会社インターネッ
ト総合研究所（IRI）を設立し、代表取締役所長に就任。2012年から
現職。2015年、一般財団法人インターネット協会理事長に就任。

京都大学理学部卒業、東京大学工学博士号（電子情報工学）取得。

金野索一

Peace Tech Foundation代表理事

株式会社Gaia Tech代表取締役社長
NPO法人Edo Tech Global代表理事
日本政策学校学長
多摩大学大学院特任教授
公益財団法人東京コミュニティ財団評議員
大前アンドアソシエイツ・パートナー、ビジネスブレークスルー取締
役、ネットキャピタルパートナー（ベンチャーキャピタル)取締役、政策
学校・一新塾（運営会社ブレークスルー）代表取締役、起業家養成学校
アタッカーズビジネススクールビジネス（運営会社ブレークスルー）代
表取締役等を歴任、日本初のNPOへの寄付ポータルサイト「ガンバNPO

ネット（現・ギブワン）」を設立するなど企業セクター、行政セクタ
ー、NPOセクター等のセクターを超えて知見を持つ。
コロンビア大学国際公共政策大学院修士課程修了。
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運営組織 概要
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教育の活動実績

2015年9月7日 NPO法人エドテックグローバル設立

2016年9月5日 ルワンダ

2017年3月5日 ヨルダン

2017年3月29日 ルワンダ

2017年8月9日 ルワンダ

2017年10月16日ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

2018年9月18日 ルワンダ

2015年から新興国（紛争地域）の教育を実施。



大学生に向けた教育の活動実績 (抜粋)
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・ブロックチェーン導入のためのスキル
・ブロックチェーン環境の構築、導入実験のためのスキル

分散技術（ブロックチェーン）

・.Excel,R等のデータ分析ツールの活用法や、
AI（人工知能）、機械学習の手法の習得など

AI ・データサイエンス

Unitiyを用いた3Dアプリケーション作成
iOS, Androidでのアプリ配信等

VR(仮想現実)・AR(拡張現実)

リーダーシップスキル（ロジカルシンキングなど）や
ストラテジー構築スキル（ビジネスポートフォリオ）など

グローバル・リーダーシップ

技術を生かす心構え
「ピースフルマインド」の醸成

ピースフルマインド

メディアやコンテンツが社会に与える影響力を読み解く
リテラシー論や、他社の視点を学ぶロールプレイングなど.

ピースコミュニケーション

IT（情報技術） Social Good Method×

・ロボティクス／ドローンの基本スキル
/ 機体制御など

ロボティクス

ITが社会貢献のために使われたケースを学び、
より実践的な知識・ノウハウを習得

IT for Social good (ケーススタディ)
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③PeaceTech Lab 方針・全体像



１）学ぶ人は、学習すればするほどNFTを得られ、特に優秀で真面目であれば、さらにトークンが得られる
２）学ぶ人だけでなく、教える人、学校、仕事を提供する企業/人、寄付をする人などコミュニティ内の貢献度、

活動に応じて人や企業にトークン、NFTを付与される
３）NFTは、お金では得られない。お金以外の貢献で付与される（寄付者、仕事を出す企業/人は除く）
４）寄付者と仕事を出す企業/人は、トークンを購入する
→銀行口座を持たない人も含めた、貨幣/マネーだけに依拠しない共感・信用の経済圏
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雇用する企業
仕事を提供する人

教える人

学校

コンテンツ
提供者

学ぶ人

寄付する人

教育提供
サービス

トークン
システムJOB

マッチング
サービス

人材評価
エンジン

Sullivan AlanNoguchi

PeaceTech

Token
（PT Token）

クラウド
ファンデ
ィング
Mpata

働く人

教育・人材プラットフォーム PeaceTech Lab

人の信用・共感でつながる、Peace Tech経済圏全体像

PeaceTech

トークンと
貢献度NFT

NFT

システム

技術者
自学自習

Arbert

各NFT

コミュニティ参加者
は、

「学ぶ」「教える」
「働く」などの

ソーシャルグッドに
対してトークンやNFT

が付与される

↓

共感によって
つながる経済圏
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Peace Tech Token と各NFT 全体図 （１）

修了NFT

優秀性

　
●講座修了後、優秀だと割増トークン
を得られる（Learn to Earn）

学ぶ人
●基礎講座（講座A)は無償、応用講座
（講座B)はトークン購入

●応用講座（講座B)を修了すると、
トークンが返還される

教える人

●教えることでトークンを得る ●データ記録 ●データ記録 ●学ぶ人からの評
価がある水準を
超えたら教育
NFTを得られる

●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●データ記録

●寄付をトークンでもらう

●学んだ人から、恩返しでトークンを
もらう

●データ記録

学校

●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●学ぶ人が自立して、仕
事をする人になった人
数がある水準を超えた
らGood学校NFTを得ら
れる

●データ記録 ●データ記録

Good学校NFT Good企業NFT 職業NFT

●講座を修了すると、
サーティフィケートNFT

を授与される

●真面目な修了生に
は、成績優秀とは別の
観点で、真面目NFTを
得られる

●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●データ記録

PT Token 真面目NFT Good先生NFT Good教材NFT 寄付NFT
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Peace Tech Token と各NFT 全体図 （２）

修了NFT

優秀性

寄付する

人

●トークン購入して、寄付をする ●寄付NFTが得られる。
寄付者履歴が見える化
される

手伝う人
●寄付以外の貢献によって、トークン
が得られる

●寄付をしたVIPとの繋
がりが記録される
●寄付者のコミュニティ
に参加

企業/
●トークン購入して、人材に支払う

仕事を出

す人

●先生を派遣して、教育の報酬として

トークンを得る

仕事をす
る人

●給料をトークンでもらう ●データ記録 ●データ記録 ●就職するたびに職業
NFTが得られる

コンテン

ツ提供者

●トークンが得られる ●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●講座修了者数が
ある人数を超え
たらGoodコンテ
ンツNFTを得ら

●データ記録 ●データ記録

Good学校NFT Good企業NFT 職業NFTPT Token 真面目NFT Good先生NFT Good教材NFT 寄付NFT

●データ記録

●データ記録 ●発注した仕事量、雇
用した人数がある水準
を超えたらGood企業
NFTを得られる

●データ記録

●データ記録 ●データ記録 ●データ記録 ●データ記録



大学生/院生

２つのモデル
①B2C 学ぶ人に直接教育を届ける ②B2B2C 世界中の教育機関を通じて教育を届ける

高校生技術者 社会人 小学生

各教育会社/

機関
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世界中の学ぶ人に直接届ける 世界中の教育機関にプラットフォームを提供して教育を届ける

大学生/院生 技術者 社会人

大学/

小学校他

①B2C ②B2B2C



B2B2C 教育パッケージの例
・大学においては、フルパッケージでの導入も、自校独自の教育を生かすことも可能。

JOB

マッチング
サービス

Alan

技術者
自学自習

Arbert

人材評価
エンジン
Noguchi

教育提供
サービス
Sullivan

クラウド
ファンデ
ィング
Mpata

人材評価
エンジン
Noguchi

大学・
大学院など

小学校

自校の
教員・

カリキュラム
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教育提供
サービス
Sullivan

JOB

マッチング
サービス

Alan

クラウド
ファンデ
ィング
Mpata

技術者
自学自習

Arbert

人材評価
エンジン
Noguchi

PeaceTech Labの
教育コンテンツを提供。
寄付講座の提供なども
含めたフルパッケージ

自校の教育をPeace Tech

の評価エンジンで可視化。
ジョブマッチングへ。
技術に関する学生の
自学自習も支援

JOB

マッチング
サービス

Alan

人材評価
エンジン
Noguchi

自校の教員・
カリキュラム

自校の教育をPeace Tech

の評価エンジンで可視
化。

ジョブマッチングへ。

PeaceTech Labの
教育コンテンツを提供。
学校の指導の評価可視

化。
寄付により、ICT環境の

整備が実現



・最初にIDとしてのウォレットを持つ
・講座を修了すると、サーティフィケートNFT

を授与される

・真面目な修了生には、成績優秀とは別の観点
で、真面目NFTを得られる

・講座修了後、優秀だと割増トークンを得られ
る（Learn to Earn）
・応用講座（講座B)を修了すると、PT Tokenが
返還される
・講座AのサーティフィケートNFTで、講座Bを
受けられる
・ジョブ募集先行型の講座→修了で雇用が確約

PT Token・NFTの享受と提供 ①学ぶ人・教える人

学ぶ人 ・基礎講座（講座A)は、無料受講

・応用講座（講座B)を受ける際は、
最初にPT Tokenを購入し預ける

・低所得者は、寄付金からなる奨学トークン制
度よりトークンを付与され、預けた上で、
応用講座（講座B)を受講する

教える人
・学ぶ人からの評価がある水準を超えたら教
育NFTを得られる

・教えることで、PT Tokenを得る

・より良き教育を提供する

Take Give
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・先生を派遣して、教育の報酬として
PT Tokenを得る

・発注した仕事量、雇用した人数がある水準
を超えたらGood企業NFTを得られる

PT Token・NFTの享受と提供③雇う人・仕事を出す人・仕事する人・学校

雇用する企業
仕事を

提供する人

・PT Tokenを購入し、人材を雇い入れる

・給料、発注費はPT Tokenで支払う

仕事する人・給料をPT Tokenでもらう

・就職するたびに職業NFTが得られる

・PT Tokenで応用講座（講座B）を受ける

・教える人、コンテンツ提供者、学校へ、恩
返しで、PT Tokenを返す

Take Give

学校
・寄付をPT Tokenでもらう

・学ぶ人が自立して、仕事をする人になった
人数がある水準を超えたらGood学校NFTを得
られる
・学んだ人から、恩返しでPT Tokenでもらう

・教育を提供する

・より良き教える人を育成する

・教育環境、教育コンテンツを整備する



・法定通貨・PTトークンで、NFT購入、寄付

・NFTが転売された場合、その都度、
NFTの売買額の99%が自動的に寄付になる

・卒業生は、恩送り専用の寄付NFTで寄付を
することができる

・寄付NFTが得られる。寄付者履歴が見える化さ
れる
・寄付をしたVIPとの繋がりが記録される

・寄付者のコミュニティに参加できる

・寄付以外の貢献によって、PT Tokenが得られる

PT Token・NFTの享受と提供②寄付する人、コンテンツ提供者

コンテンツ
提供者・受講者の中の修了者の人数をNFTで記録

・講座修了者数がある人数を超えたらGoodコ
ンテンツNFTを得られる

・PT Tokenが得られる

・教育コンテンツを提供する

・寄付講座を提供する

寄付する人
手伝う人

Take Give
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Sullivanの教育の届け方と対象者

・初等教育は、小学校や教育NPO団体等と協働し、先生や保護者､子ども自身に教育を届けるBtoBtoC中心。
・高等教育は、大学を通じ、自校在校生に働きかけいただくBtoBtoCと、大学生と直接つながるBtoC。

初等教育段階
（小学生）

高等教育段階
（⼤学⽣・⼤学院⽣）

24

先生の指導力強化

保護者の意識改革

授業実施

教員

保護者

小学生

大学生

小学校・NPO団体

大学
講義実施・オンライン授業

PF活用の働きかけ



PeaceTech Lab 事業概要

・学ぶ人の熱量や真面目さをテクノロジーで評価。
・その評価を経済的な自立・就業につなげる。企業や働く人は、教育の支援者になるという好循環を目指す。

「学んだ人」を
「働く人」へ

「働く人」を
「教える人」へ

企業

学んだ人の

人材DB

学ぶ人の

真面目さの

評価

ブロックチェーン
テクノロジーによる
評価・マッチング

教育
支援

就業
支援

テクノロジーによる
最適化学習

PeaceTech Lab
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教育提供サービス

Sullivan

Noguchi

人材サービス

Alan

技術自学自習システム

Albert



「教育支援」の対象とデリバリーストラテジー
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経済的に豊かな国

経済的に貧しい国

通
信
環
境
が
整
っ
て
い
る

通
信
環
境
が
不
備

学習ロードマップの提示

無料・有料の個別学習コンテンツの提供

有料コンテンツを無償提供
集合学習コンテンツの提供
現地学習支援者の育成

例えば、
アフリカの
大学生

例えば、
アフリカの
小中学生

加えて、
通信環境
整備を支援

PeaceTech Lab

Sullivan

Albert

Mpata



PeaceTech Labの設計思想・方針

・Peace Techの思想に基づき、人材教育と採用のプラットフォームづくりを行う。

PeaceTech Labの設計思想・方針

ブロックチェーンによる、
学習者中心の、

自律分散型コミュニティ

個人の努力を
トークンとして授受する、
循環型 “ペイフォワード”

社会のどこかに
歪みを起こさない、
社会課題解決型の志向

１ 2 3

Peaceのためにテクノロジーを
使い、社会のどこかに歪みを

起こさない
システムの在り方をめざす。

またその考えに共感する学習者や
組織が集まる場をめざす。

ブロックチェーン技術を活用し、
ネットワーク内で情報を分散管理。
透明性高く、情報改ざんも困難。

さらにXAI により、
人間本位のシステムとする。

ブロックチェーン技術によって、
教育によって得たトークン

（PeaceTech Token）が有効に社
会に還元・循環する。

マネー至上主義ではない、
トークンエコノミーを形成する。

独自の評価軸・評価方法（アルゴリズム）

27



Peace Tech Foundation が考える教育の評価とは

・「成績の良し悪し」でなく「真面目さ」を重視。その真面目さを評価し「個人の信用力」につなげる。
・真面目に学ぶプロセス、真面目に学びを重ねて修了したことを可視化し、トークンやNFTの形で提供する。

→経済的自立や就業機会の獲得へ

成績の
良し悪し
を重視

学ぶ
真面目さ
を重視

コツコツ学ぶ
プロセス

コツコツ学び重ねた
成果（修了）

PeaceTech 

トークン
NFT

学習時間や

ログイン回数、
集中度などに応

じて付与

特定の講座を最
後まで学び終え

たら付与

真面目さ
NFT

講座修了
NFT

（サーティフィ
ケート）

28

テクノロジーにより真面目さを客観的に判断

従来の評価 PeaceTech Lab

真面目に学ぶほど

トークンが付与さ
れ、

真面目に
学び終えたら

NFTが発行され
学習歴が証明される

↓

経済的自立
就業機会



学ぶほど、個人に付与される「PeaceTech Token」

・「努力して学ぶ人」の熱量や成長度合いを「個人信用評価エンジン｣の独自アルゴリズムにより評価・可視化。
・その評価に応じて、ブロックチェーン技術により、学んだ個人にトークンが付与される。（Learn to Earn)

学ぶ人の

真面目さの
評価

・修得スキル
・ログイン回数・時間
・成長度合・プロセス

・単位

などを

AIによって評価・可視化

学ぶ
（Learn）

PeaceTech 

Tokenを得る
（Earn）

学ぶ人

・アフリカの学生

・世界中のエンジニア

29

努力して学ぶ人ほど、PeaceTech Tokenを得られる

Learn to Earn
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・学ぶことだけでなく、コミュニティ内の貢献度、活動に応じて人や企業に付与される。
（学ぶ人、教える人、仕事を提供する人、仕事をする人、寄付をする人など）
・人と人、人と企業の間で流通させることが可能。

→銀行口座を持たない人も含めた、貨幣だけに依拠しない経済圏。

雇用する人
仕事を提供する人教える人

コンテンツ提供者

学ぶ人 働く人

寄付する人

PeaceTech

トークンと
貢献度NFT

コミュニティ参加者
は、

「学ぶ」「教える」
「働く」などの

ソーシャルグッドに
対してトークンやNFT

が付与される
↓

共感によってつながる
経済圏

コミュニティへの参加貢献度に応じてPT Token、NFTを付与

PeaceTechToken

NFTの付与・活用が
参加者間で行われる

人の信用・共感でつながる、Peace Tech経済圏

学校



Peace Tech Foundation が実現する「Web3」について
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DAO（自律分散型組織）の拡大
組織のリーダーというものが

基本は存在せず、
階層構造がなくなる

Web3の世界

●特定企業に個人情報が集約されるのではなく、
個人ウォレット上に、
個人のデータ（学習、業務など）が蓄積される

Peace TechのWeb3

●PeaceTech Labを通じて、
「学ぶ人」が「働く人」に。
「働く人」が「教える人」に。
階層や上下のない、透明性の高いコミュニティ

●個人が、主体的にPeace Techのコミュニティ
に参加・貢献。その度合いに応じPeaceTech 

Tokenを獲得、活用することができる

オーナーシップの
在り方が変化

サービスの拡大に寄与した人など、
より多くのメンバーへ

オーナーシップが分散化される

分散型の台頭と躍進
データ個人主権

中央集権型プラットフォームではなく、
分散型が台頭し拡大する

データを自分で管理し、利用できるように
なる

・ブロックチェーン技術を活用した分散型ウェブの世界「Web3」を教育・人材を軸に実現する。
（｢学ぶ｣や｢働く｣のデータの個人主権と、個人の主体的貢献とトークン付与で成立するコミュニティ）



トークン上場によりPeace Techの社会的意義向上を追求

32

・PeaceTech Tokenの上場により、「テクノロジーによる社会課題解決＝Peace Tech」に対する期待や
共感度の高い投資家や企業から広く資金調達を実現し、社会的意義を高めることを目指す。

社会課題解決への
意識が高い企業

格差や貧困の解決
に関心が高い投資家

STO

トークン上場

資金調達

• 志と技術・マネーを結びつける

テクノロジーで
貧困や飢餓の原因をなくす
ことを目指した事業運営



Algorandとの提携

Algorand（チューリング賞を受賞した暗号学者・ MIT教授のシルビオ・ミカリによって設立され、世界各国の取引
所で上場している暗号資産、時価総額ランキング30位前後）の関係大学・企業と、PeaceTech Lab が協業する。

Algorandの日本語教育コンテンツにより、日本人もブロックチェーン技術教育が受けられる
↓

Algorandの日本語一般向けコンテンツをPeaceTech Lab上で展開する

PeaceTech Labプラットフォームが、世界各国のAlgorand提携20大学と約100の教育
機関へ提供され、その先の学生に教育が提供される

33

PeaceTech Lab

ピーステックトークンとAlgorand のDeFi

貧困をなくすための科学技術と金融包摂、教育包摂の共同研究

世界各国のAlgorand提携20大学と約100の教育機関の教員による教育やカリキュラム
が、PeaceTech Lab上での学ぶ人に広く提供される



運用システム開発者：市原祐一郎のプロファイル

• 東京大学 理科一類で工学領域を学び、 金融について独学する中で、FXトレーダーとなる。
再受験し、横浜市立大学医学部医学科に進学、卒業。

• 横浜市立大学医学部在学中の約4年間、国立研究開発法人 理化学研究所でデータサイエンス業界の研究・開発に
従事し、医学知識に基づき、AIを用いた医療データの解析研究を行う。
日本における人工知能のトップ研究室である、東京大学松尾研究室にて「深層強化学習」「自然言語処理」を修了。

• 共同研究として横浜市立大学医学部附属病院の遠隔医療システムであるTele-ICU の開発に携わり、クライアントへ
のヒアリング、要件定義など担当。

• また、千葉大学 医学部附属病院の研究用AppleWatch, iPhoneアプリ開発に携わり、要件定義から実装開発まで行う。

• 現在、内視鏡のAIで世界一のベンチャー企業である、AIメディカルサービスにて、AIエンジニアとして新規的な高精度
AIモデルを開発し、XAIを実現する新規的AI学習データセット作成アルゴリズムを開発中である。また、医師との研究
のコンサルティング業務も行なっている。

運用システム開発の優位性

34
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ー 格差に配慮した学習コンテンツ・環境の提供 Sullivan

ー 世界各国のエンジニア AIによる個別最適化学習システム Albert

ー 人材サービス Alan

④PeaceTech Lab 各事業内容
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ー 格差に配慮した学習コンテンツ・環境の提供 Sullivan

ー 世界各国のエンジニア向け AIによる個別最適化された技術の自学自習システム Albert

ー 人材サービス Alan

④PeaceTech Lab 各事業内



これから求められる優秀な技術者とは？

✓ 最先端の技術・知識
✓ 主体的に学ぶ意欲
✓ 学びを継続する力
✓ コミュニティ形成力、組織に依存しない力
✓ メタ認知

✓ 過去の業務経験
✓ 過去のプロジェクトの規模
✓ 在職企業の規模や業績
✓ 最終学歴

経験・スキル・実績 社会課題の解決への意思
最新の情報を自ら獲得する向上心・主体性
学び続ける力、変化対応力

経験からの形式知によって
問題が解決できる世の中

社会課題が複雑化・多様化
予測困難で、過去の正解が通用しない世の中

これまで 今～これから

社会の変化

人材の
価値基準

・社会課題に向き合う意思・志向を持ち、その解決に向け最新情報を学ぶ「向上心」や「主体性」を持つ技術者。

AIによる個別最適化自学自習システム【Albert】

社会課題解決志向の「向上心や学習意欲の高い技術者」の教育・育成・支援を目指す
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技術者向け：AIによる個別最適化自学自習システム Albertとは？

・最新技術の構造を可視化し①教育の効率化 ②業務のパフォーマンスアップを実現。課題解決を最大化する。

最新技術の
キャッチアップが

必要な
世界中の人々

課題解決の
最大
効率化

自学自習・AIによる個別最適化学習システム
【Albert】

業務

コーディング支援・コード
のリコメンドが得られる

コミュ
ニティ

世界中の優秀な技術
人材のコミュニティに
アクセスできる

学習

キャリアに即した、学習
ロードマップがわかる

検索

最新の情報・論文などを
構造化して検索できる

教育効率化＆業務パフォーマンス向上

Albert 詳細機能
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Arbert 詳細機能

＜検索＞最新の情報を構造化して可視化・検索できる
・最新の技術情報が得られる、論文や大学研究室・企業のサイトをメインにデータベースを作成
AIや機械学習などの「多次元解析」と「3次元ビジュアライズ」にり、
「最新技術の知識ネットワークを構造化」する。最新情報をスよムーズにキャッチアップできる。

検索

最新技術の知識ネットワークの構造化・ 3次元ビジュアライズ
ビジュアライズデザインはイメージです

個別最適化
自学自習システム

【Albert 】
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Albert 詳細機能

＜学習＞自身のキャリアに即した学習ロードマップがわかる

・最新IT技術のキャッチアップのための学習ロードマップを、アカウント情報と紐付けることで、
個人に自動カスタマイズして生成。

学習

学習ロードマップの自動作成
ビジュアライズデザインはイメージです

個別最適化
自学自習システム

【Albert 】
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Albert 詳細機能

＜業務＞コーディング支援･コードのリコメンドが得られる

・GitHubなどの動く公開コードを解析し、エンジニア・プログラマーのエラー解決のためのレコメンド機能を搭載。

⇒最新技術をより早く・効率的に社会実装することが可能になる。

プログラムコード レコメンド機能
ビジュアライズデザインはイメージです

業務

個別最適化
自学自習システム

【Albert 】
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＜コミュニティ＞最新の情報を構造化して可視化･検索できる

・課題解決志向×最新技術を身に付けることに対して意欲的なエンジニア同士が、ネットワークを通じてつな
がり、さらなる学び合いにより、課題解決を加速させる

個別最適化
自学自習システム

【Albert 】

同じ課題の解決に向き合う技術者同士がつながり、学び合う

コミュ
ニティ

THEME

A

THEME

B

THEME

C

Albert 詳細機能



プログラミング
初学者 中級エンジニア

上級エンジニア

Before After

〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇

中級エンジニア 上級エンジニア

業務効率UP

創造性UP

43

・プログラミングの初学者レベルから、上級エンジニアまで、幅広く活用が可能。
・自身のレベルに合う学習ができることで、次のステージに成長することができる。

Albertの活用モデルケース



企業人事におけるタレントマネジメントのためのAlbert活用

・企業が、「Albert」を自社の人材マネジメントに導入することにより、
自社のエンジニアの技術力を向上と、自社のエンジニアの技術レベルの把握が可能になる。

企業が自社のエンジニアの
能力開発

タレントマネジメントを目的に導入

企業

●所属するエンジニアに対する
最新かつ個別最適化された
学習機会を提供できる
→企業全体の技術レベルの向上
→優秀なエンジニアの従業員満足度向上
→コミュニティ機能による学習の自走

●自社のエンジニアが保有する
技術レベルをタイムリーに把握できる
→プロジェクトへの人材アサインが適正化
→自社内に不足している人材、
採用を強化すべき人材の要件がわかる

技術者

＜企業のメリット＞

44
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ー 格差に配慮した学習コンテンツ・環境の提供 Sullivan

ー 世界各国のエンジニア AIによる個別最適化学習システム提供 Arbert

ー 人材サービス Alan

④PeaceTech Lab 各事業内容



Sullivan プラットフォームの全体像
・アフリカ等の銀行口座を持たない24億人の人々と、先進国の企業や個人を結ぶ無料の「教育プラットフォーム」
・AIとブロックチェーンを活用した新しい個人信用評価エンジンを開発。まじめさを可視化し、先進国につなげる

46

教育システム = 学ぶ人 x 教える人（オンライン）x 教育コンテンツ

Real-time matching Online lessons

学ぶ

Student

46
教える

Online Teachers

スコアリング

個人信用評価エンジン

AI ＆ブロックチェーン技術

基礎教育ITスキル

プログラミングWebマーケティング

学びの内容

キャリアデザイン SDGｓ

起業・
アントレプレナー

教育コンテンツ

学んだ人の
人材DB

AIによる
学ぶ人の
真面目さの

評価

・修得スキル
・ログイン回数・時間
・成長度合・プロセス

・単位 など



Sullivan 教育コンテンツ ラインアップ
・初等教育の生徒と高等教育の学生にとって必要な教育をICTを活用して提供し高い学修成果の実現を目指す。
・高等教育での学習者のうち、所定の教育を受けた学生に対して大学卒・大学院卒資格を授与する。

初等教育段階
（小学生）

高等教育段階
（⼤学⽣・⼤学院⽣）

個人所有の
端末で学ぶ

現地の学校や
NPOの教育施設
等の集合教育

SDGs教育

ITスキル教育

補習

キャリアデザイン

起業のための教育

ITスキル教育

キャリアデザイン

教材・
カリキュラム

学修成果の
把捉や

教材提供の
しくみ

指導・育成支援
ノウハウ

対象者 教育内容 提供手段学ぶ場所

自国の小学生のオンライン教師に
なるための講座

47



Sullivan 教育コンテンツのゲーミフィケーション化

・楽しく自ら学びに向かってもらうために、ゲーミフィケーションの要素を一部のプログラムに取り入れていく
ことを検討中。

•楽しみながら学べる
•モチベーションが向上する
•目標や課題が明確になる
•言語の壁を超えやすい

課題

報酬

交流

ゲーミフィケーション

48



参考）教育コンテンツ 特徴的なプログラム例①
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（以下、金沢工業大学HP説明より）
SDGsアクションカードゲーム「X(クロス)」は、トレードオフカードとリソースカードの2種類のカードで構成されるカ
ードゲームです。トレードオフカードにはSDGsの17の目標に関する課題がそれぞれ1つずつ、リソースカードには
AIやロボットなどの技術、製品やサービスなど、課題を解決するために使えるリソースが1つずつ描かれていま
す。
共同プロジェクトについては、SDGs時代を担う学生の視点を重視し、金沢工業大学（KIT）のオリジナルSDGs専
門教育カリキュラムを履修した学生によるプロジェクト団体「SDGs Global Youth Innovators」が企画・制作・運営
を担当しています。また、専門的な立場から、KIT地域活性化・イノベーション研究所SDGs推進センター、デザイ
ンの立場から、株式会社リバースプロジェクトが企画・制作に参画しています。17カ国300名の方にβ版Xを使っ
た実証実験を体験していただき、「SDGsの具体的な行動イメージがつかめた」「難しい社会問題をどう解決する
か議論しているのに笑いが絶えないのが素晴らしい」「オリジナルのカードゲームを考えられるのが斬新」と、高
い評価をいただいています。また、すでにSDGs未来都市に選定されている自治体の産官学連携研修に正式採
用され円滑な連携に活用されています。

カードゲーム「X(クロス)」を活用したSDGｓ教育

●ファシリテーター役
●学習者

●ゲーム教材
（英語版あり・
金沢工業大学WEBサイトから入手可能）

SDGs達成に不可欠な「イノベーション」を生み出す
ために必要な「既存の考え同士をかけ合わせ、新
しい考えを生み出す」ための教育プログラム。

金沢工業大学が開発した「X(クロス)」は、「SDGｓ教
育で大事なことは、難しい顔をしながら知識を覚え
ることではなく、楽しみながら実践し世の中を少し
ずつでも変えていくこと」という視点に立脚したゲー
ミフィケーション教材である。

初等教育段階
（小学生）



参考）教育コンテンツ 特徴的なプログラム例②
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Peace Tech ＆ Social Good Method
●オンラインによる

双方向授業
ICTを社会課題解決や世界の平和実現
の目的に活用する「PeaceTech」について、
専門家から様々な観点から知識として得
るとともに、学生自身が議論し、考えをま
とめるアクティブラーニング形式の講座。

高等教育段階
（⼤学⽣・大学院生）

＜詳細プログラム＞
・なぜ、peace techなのか？貧困とunbanked populationから考える

・DAOの概念を理解する

・ID Verification を誰でもどこでも実現するしくみ

・blockchainを使った資金調達ネットワークで、
social impact案件に寄与できる

・学生によるDiscussion＆Presentation



Sullivanの教育の届け方と対象者

・初等教育は、小学校や教育NPO団体等と協働し、先生や保護者､子ども自身に教育を届けるBtoBtoC中心。
・高等教育は、大学を通じ、自校在校生に働きかけいただくBtoBtoCと、大学生と直接つながるBtoC。

初等教育段階
（小学生）

高等教育段階
（⼤学⽣・大学院生）
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先生の指導力強化

保護者の意識改革

授業実施

教員

保護者

小学生

大学生

小学校・NPO団体

大学
講義実施・オンライン授業

PF活用の働きかけ



Sullivanの先生役・学習者

Ghana － Joanna age:7

コロナウイルスのせいで、
お父さんの仕事がなくなって
うちの手伝いをしなければならないので、
学校にあまり行けませんでした。
学校が再開してから、
苦手な算数を勉強し分からないことをなくしたい。

Ruwanda － Paul age:10

小学4年生です。
学校でパソコンが配られたけど、
先生も授業であんまり使わないので、
少し前までは、ゲームして遊んでいました。
プログラミングの授業では、ゲームを自分で作って。
将来は、世界中に自分の考えたゲームを広めたい。

Etiopia － Ahmed age:20

都市部は経済的に成長してはいますが
私の出身地の地方ではまだ貧富の差があります。
今後の発展は、
私達tの世代が新しいビジネスを作り出せるかに
かかっていると思っています。
起業につながる実践的な学びに期待したい。

Kenya － Zawadi age:20

大学で学んでからの就職が難しいのですが
そもそも
どのような職業の選択肢があるのかを知りたい。
そしてその仕事のプロフェッショナルになるために、
必要となる知識やスキル、考え方にを学びたいです

Djibouti － Mohammed age:20

これからの社会では
ITに関する力は欠かせないと認識しています。
学べる場や機会が少ないのですが、
幅広いITスキルを学んで身に付け、
将来のキャリアに役立てていきたいです。

・先生 ：エンジニアや実務のスペシャリスト､ビジネスパーソン､学生等あらゆる人が国境を越え、教育提供者に。
・学習者：｢紛争｣や｢虐殺｣｢抑圧｣が存在した国々、その後の｢貧困｣や｢格差｣の中で生きる子供達が教育を受ける。

デジタル
クリエイター

IT技術者

企業の
ビジネスパーソン

研究機関の研究者

先生役 学習者イメージ

ITスキルを
学んだ大学生

学校の先生
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Sullivanにおける学習システム

・Onstreamをオンライン教育のシステムとして利用することで、
教育システム全体の安定性のメリットに加えて、新規開発システムに注力することができる。
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学習者側の機能

53

ブロックチェーン
トークンシステム

学習者・先生の
評価エンジン

AIによる
学ぶ人の
真面目さの

評価

・修得スキル
・ログイン回数・時間
・成長度合・プロセス

・単位 など

Onstream
の仕組みを
活用して学ぶ

トークン
システム

PeaceTech Token

（PT Token）



貧困から自立する選択肢としての“Play to Earn”

・ゲームすることでトークンを得る「Play to Earn」という選択肢を、経済的自立の道筋の一つとして提案。
・学生はゲームを進める際に、富裕層からNFTのアセットを借り受けてプレイ。
→ゲームで稼げるようになったら、仮想通貨の報酬から返済する「スカラシップ」も自立への道につながる。
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寄付者

学生

（ゲームプレイヤー）
ゲーム提供者

②NFTを活用してゲームをプレイ

④報酬分配

③ゲーム報酬

①アセット貸し出し
（NFT）

Play to Earnによる経済的自立の選択肢を提案

―スカラシップの仕組み

― 通常のPlay to Earn

自立の選択肢
職業教育の

一環として提案
②ゲーム報酬

スカラシップとは、NFT（Non-fungible token、以降 NFT）を保有するユーザーが、他のユーザーに対してNFTを貸し出し、
そのNFTを使ったゲームプレイで得た報酬をシェアする仕組み。

①ゲームをプレイ



Axie Infinity／ Axie Infinity

NFTのアクシーを借りて無料でゲームを始める。
アクシー(NFT)を3匹以上購入しているオーナーから、
アクシーを借り受けてプレイ
スカラーシップでゲームをプレイした場合、稼いだ仮想通貨
の一部を報酬としてゲット可能。
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アクシーインフィニティで稼ぐ手順
•アクシーインフィニティにてゲームをプレイ
•プレイによってSLP・AXSなどのトークンが配布
•獲得したトークンを何らかの取引所で売却
•売却時に得た仮想通貨を国内取引所で売却し日本円に

「JobTribes」へのスカラーシップ機能の追加により、「JobTribes」
でNFTに対応するゲーム内アセットを保有しているユーザーは、他
のユーザーに対して、そのアセットを貸し出すことができるように
なります。また、スカラーシップ機能の導入と同時に、NFT保有者
のみが参加できる特別なゲームモード（NFT限定クエスト）の公開を
予定しています。

JobTribes／Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd.（以降、DEA 社）が運営する
GameFiプラットフォーム「PlayMining」の第１弾タイトル。

職業をテーマにしたトレーディングカードバトルゲーム

あらゆる職業が擬人化された個性豊かなキャラクターが登場しま
す。ゲーム内で獲得したポイントは、DEAPcoinに交換が可能

仮想通貨(トークン)が稼げる、ブロックチェーン上に構築されたNFTゲームの例



アフリカ各国の大使との連携について

・本国政府と、世界のセレブに対し、「大使からの積極的な働きかけ」のご協力を要請。
PeaceTech Labの取り組みのダイナミックな実現を目指す。

①教育行政の省庁をはじめ、
アフリカ各国の本国政府との連携

②世界各国の要人、セレブへの協力要請、働きかけ

●クラウドファンディングを通じた寄付への要請

●NFTを付与したデジタル資産の提供
クリエイターや著名人の作品・所有物等を流通

●SNS等での積極的なメッセージ発信など、全世界への
PeaceTech Labに関する協力要請

● 現地教育機関における教育のスムーズな実施の後押し
（学ぶ場所の開発、教員への協力など）

アフリカ各国
の

大使の方々

● その他、現地における様々な協力要請
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プロモーション

●寄付する人
・クラウド
ファンディング

・NFT

●学ぶ人
(アフリカの
子供、若者)

●教える人

●先進国のインフルエンサー
社会課題に対しての関心が高い層
多くのフォロワーをもつ人

「PeaceTech Labで
学ぼう」

「PeaceTech Labの
先生になろう」

「寄付をしよう」

●アフリカのインフルエンサー
発信力、影響力のある著名人

SNSを通じた
取り組みの意義の発信
行動の働きかけ

アフリカ各国
の

大使の方々

・アフリカ各国の大使から、影響力のあるインフルエンサー（アフリカ、先進国）に協力を働きかける。
現地の子供達に対してPeaceTech Labでの学びの魅力を伝える。ステイクホルダーに対しては認知と行動喚起を促す発信し、
①NFT・寄付への協力を促す ②PeaceTech Labにおける先生役としての協力を促す。
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参考）NFTについて

・ NFTとは、Non Fungible Tokenの略語。非代替性トークンと言われる「偽造不可な鑑定書・所有証明書付きの

デジタルデータ」のこと。現在、その市場は急拡大している。

偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ

●暗号資産（仮想通貨）と同じく、

ブロックチェーン上で発行および取引される

NFT（ Non Fungible Token）とは NFT市場の拡大

●2025年に「800億ドル（約9兆1000億円）」になると予測。
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スマートコントラクト企業のAntier Solutions社のレポートによ
ると、デジタル世界とリアル世界が融合化が進むにつれ、NFT

の市場規模は年々増加しており、2022年は「350億ドル（約4兆
円）」2025年に「800億ドル（約9兆1000億円）」になると予測
されている。
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④PeaceTech Lab 各事業内容

ー 格差に配慮した学習コンテンツ・環境の提供 Sullivan

ー 世界各国のエンジニア AIによる個別最適化学習システム提供 Albert

ー 人材サービス Alan



人材ジョブマッチング事業「Alan」 全体像
・技術者は、社会課題解決につながるスキルの向上と、より良い就業機会を得られる。
・企業は、雇用者の能力を高められる。また自社が求める社会課題解決志向の人材を採用する。
→世界で唯一の、AIによる、学習履歴や真面目さの情報を軸にした、人材教育・マッチングを実現する。

・何を得られたのか
のアウトプット
・作品など
・成長カーブ
・授業態度
・時間、回数
・その人の物語
・希望職種､意向

学んだ人・働く人

人と仕事の、「学習履歴や真面目さ」を軸とした採用・雇用

社会課題解決への向上心あるエンジニアが、信頼され、就業の機会を得る社会

企業（雇用者・求人企業）
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・企業情報
・業種
・ジョブ
・ポスト
・待遇 求人企業

技術者を雇用
する企業

学習

求職

人材開発

求人

AIによる、学習履歴や真面目さの情報を軸にした、
人材教育・マッチング

AIによる
学ぶ人の
真面目さの

評価

Noguchi

学んだ人の
人材DB

連携



人材ジョブマッチング事業「Alan」 事業内容

＜自学自習＞
・最先端の技術が効率的に学べる
個別最適化学習システム「Albert」を
活用できる

＜就職、起業＞
・就職情報の検索、応募
・求人に関するリコメンド、
スカウトなど
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学習者・エンジニア・研究者への提供

企業（雇用者）へのサービス技術者（学ぶ人・働く人）へのサービス

学習者・エンジニア・研究者への提供

＜人材採用＞
・自社が求める人材要件（スキル、学習履歴、
人物像）を明示した求人情報の公開

・人材の検索・リコメンド
・採用に向けたコミュニケーションフォロー

優秀な技術者を「採用」できる人材DB「Noguchi」
の活用

技術者としての能力を高めつつ、
理想の仕事に出会えるシステムの活用

＜技術者の育成、能力開発＞
・自社の技術者向けに学習システム「Albert」活用
・社員や関わるパートナーの技術力の把握

雇用する技術者を「育成」できる
学習システム「Albert」の活用

・学習者：学習システム「Albert」により技術者としての能力を効率的に高めつつ、理想の仕事に出会える。
・企業 ：優秀な技術者を育成できる＆採用できる人材DB「Noguchi」の活用。



人材ジョブマッチング事業「Alan」提供価値
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・「最新技術を自学自習できるシステム」と「就職・採用が実現する人材システム」の連携により、
優秀で向上心のある人材と成長志向の企業のみが集まる場となり、満足度の高い人材マッチングが実現できる。

●最新技術を身につけた人材を雇用・採用できる
●グローバルな規模で人材を採用できる
→自社の技術面の成長スピードが高まる

●優秀なエンジニアの条件＝学習・成長意欲の評価を
見たうえで採用できる
→採用ミスマッチの軽減・採用効率化

●自己最適化／最新の情報にアクセスしやすい
●優秀な人材とのコミュニティ形成
→仕事の効率性向上、自己成長のスピードが高まる

●意欲や学修履歴によって採用される
→国籍、前職規模、肩書等に縛られない、
実力本位・人物本位の就職機会を得られる

技術者として、早く成長できて、
活躍の機会につながりやすい

技術者の能力向上による事業成長
向上心ある技術者の採用の効率化

企業（雇用者）への提供価値技術者（学ぶ人・働く人）への提供価値

社会課題解決への向上心あるエンジニアが、信頼され、就業の機会を得る社会



Alanが選ばれる理由
・今後の社会に必要な技術を、理論とビジネスの最先端の知見・経験を生かして捕捉・分析。

・教育内容と人材評価の観点に生かし、｢ニーズが高い技術｣を持つ人材を輩出。

社会・企業からの
ニーズが高い技術を持つ人材

・最先端技術を身に付けた人材
・課題解決志向の高い人材

・スキルや意欲がよく見える人材

を輩出
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将来ニーズの高い
技術・スキル
人材要件を分析

評価の仕組みに反映

世の中のニーズを踏まえた、

アセスメント・評価を行う

教育内容に反映

世の中の流れを鑑みて

これからの社会で必要とされる

知識やスキルを

学習内容に反映する

技術予測・理論

最先端企業の
知見・開発経験

Alanの技術者が選ばれる理由



Alanが選ばれる理由

理由①今後求められる技術を先取りして捕捉・分析
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技術予測・理論

最先端企業の
知見・開発経験

ガートナーのハイプ・サ
イクル理論を参考に、テ
クノロジーライフサイク
ルの中で、
今ニーズのある技術と、
今後求められる先端技術
の経年予測を見極める。

株式会社システムシェアード、株式会社サンアスタリス
ク等、現在今ニーズのある技術について
課題解決志向のシステム関連企業との協業により、
見極め、Peace Tech Foundation が人材評価の要件を見
立てる

今現在のニーズ
これから求められる技術を
Peace Tech Foundation と
して見立てる

「将来のニーズ」と「今現在のニーズ」を理論と現場からとらえる

・｢理論的裏付け」から、テクノロジーの将来ニーズを捕捉。

・｢ビジネス現場・開発企業からの最先端の知見」から、今現在ニーズある技術・技術者の要件を見立てる。



Alanが選ばれる理由

理由②ニーズの高い技術を｢教育｣と｢人材評価｣に反映
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対アフリカ学生、
AIによる個別最適化学習システム
｢Arbert」による技術者教育
ともに、
ニーズある技術を学ぶことで、
就業機会やキャリアアップに繋ぐ

・ニーズある技術を評価の指標に
→採用ミスマッチの軽減・採用効率化

・求められる人材像の要件を
人事評価 (アセスメントシート)や
人材DB「Noguchi」に反映・活用

・AIによる学習履歴の評価と併せるこ
とで、その技術者の本来的な能力が
推測できる。
（自主申告では判らない力を把握）

教育内容
評価の仕組み

・教育サービスSullivanにおいて、市場ニーズを反映した教育を実施する。

・人材評価、管理のフレームにおいても、市場ニーズを踏まえた最新技術の要素を反映。

今現在のニーズ
これから求められる技術を
Peace Tech Foundation と
して見立てる



参考：協業する企業の例

株式会社システムシェアード

https://www.3sss.co.jp/index.html

株式会社サンアスタリスク
https://sun-asterisk.com/

「クリエイティブ & エンジニアリング」
→テック、デザイン、ビジネスの専門チ

ームによる事業を共創していく新規事
業・プロダクト開発支援

「タレントプラットフォーム」
→国内外におけるＩＴ人材の発掘・育
成・紹介

「IT支援」（クラウドサービス）
→CLOUD FLAT（AWS定額利用サービス）

WEEC（最短一週間立ち上げ可能なクラウドコールセンター）

「教育支援」（東京ITスクール）
→新人IT教育／キャリア研修／専門学校運営／採用支援

「開発支援」（システム開発）
→オンサイト開発 for AWS ENGUN（週1からのITプロ人材支援）

SDGsテックスクール SDGsテックインベストメント
01ラボ（最短1週間でシステムをリリース）
C･I for AWS（クラウドインテグレーションサービス）
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https://www.3sss.co.jp/index.html
https://sun-asterisk.com/
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⑤技術力の向上・教育の質向上への取り組み



技術諮問委員会の設立・運営
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●諮問委員の選定、依頼

●委員会組織の運営

●技術、研究への教育への接続
（最新技術トレンドを自学自習できるシステムの構築）

●PeaceTechLabにて、コラムを担当、
メッセージ発信。

●専門家による最先端の技術・研究に
関する評価

技術諮問委員とは＝（世界各国から技術専門家・大使を中心に技術諮問委員を依頼する）
・PeaceTechLabにて、技術で社会課題解決（＝PeaceTech)のメッセージを発信コラムを担当、メッセージ発信
・技術諮問委員会を運営
・専門家による最先端の技術・研究に関する評価
・技術、研究への教育への接続
（最新技術トレンドを自学自習できるシステムの構築）

人的ネットワーク

対：研究者、技術者

対：各国大使
技術諮問委員会



京都大学大学院との研究

研究テーマ

教育カリキュラムの中身や教育の方法と、
その学修成果に関するエビデンス・データを、
定量／定性調査によって把捉し、
貧困や格差の様態との関連性について分析を実施。
貧困や格差の解消につながる教育について明らかに
し、提唱する。
（Evidence Based Policy Making ）

・京都大学大学院 総合生存学館との共同研究により、本プロジェクトの目的ミッションである
「教育による貧困・格差の解消」に向け、科学的な解明を目指す。

貧困をなくすための
最適な教育内容に関する研究

方法

「Peace Tech 研究所」を設立、
当該テーマの研究を行う。

研究機関

京都大学
大学院

Peace Tech 

Foundation×

Peace Tech 研究所
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⑥寄付 Mpata



・ICTを活用した教育、Learn to Earnを実施するためには、ネット環境の整備が必須。

現状のアフリカにおける通信環境とICT教育の実施に必要なコスト

現状のアフリカにおける通信環境とICT教育の実施に必要なコスト1か月10時間程度のZoomレッスンを受けるための通信関連費用

(このほかに必要に応じて、PC、プロジェクターなどが必要。通信にかかる電力は含まない)。

ポケットwifiで、月間５GBの想定。

・月間5GBでフルHD10時間・月間5GBでHD20時間

・寄付想定は月間10GBでHD40時間

・ガーナ 初期費用 37USD 年間 96USD （GNI per capita 2340 USD)

・ケニア 初期費用 38USD 年間 48USD (GNI per capita 1840USD)

・ルワンダ 初期費用 34USD 年間 48USD (GNI per capita 780USD)

・ウガンダ 初期費用 34USD 年間 72USD (GNI per capita 800USD)

機材の価格はあまり差異がなく、通信料は 50-100USD程度
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教育に必要な通信環境

彼・彼女たちが当たり前にＩＣＴで学習できる環境を
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寄付Mpataにより、ICT環境を改善し、学びの機会を提供する

・ネット環境を整備するため、「PeaceTech Lab」にクラウドファンディング機能「Mpata」を併設し、
寄付を募る。

現状

ICT学習のための環境が脆弱

・インターネット環境がない
・通信コストが高い

・デバイス等の機器を持っていない、
あるいは台数が少ない、古い etc.

ICT教育を受けられない
貧困や格差からの脱却が困難

クラウドファンディング
機能

Mpata

寄付

Learn to Earnの実現
新たな教育機会を得て

貧困や格差から解消に近づける

寄付によって実現する世界

ネット環境整備、デバイスの充実

・双方向型の対話型コミュニケーション
・グローバルな知との出会い

・個別最適化された学びによる成長
・動画、ゲームなど、
多様なコンテンツの体験
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Mpataを通じた多様な寄付→多くの人が社会課題解決に参加

・多くの人が教育機会の提供に参加する世界をめざす。
・寄付講座のプログラムをNFT化。保有者に対するPeaceTechTokenを配布するなど、多様な寄付の形を実現。

有名人等による
NFTの発行
→購入金額を寄付

一般の寄付

寄付講座（冠講座）の提供

→小学校への寄付の証
としてプログラムに冠を付ける。
プログラムをNFT化。 寄付

恩送り
学んで社会へ

ｘ

Mpata

ｘ

奨学トークンの付与

→低所得者は、寄付金からなる奨学ト
ークン制度よりトークンを付与され、
預けた上で、応用講座を受講する
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⑦収益モデルと事業計画



PeaceTech Labの収益モデル

①ジョブサービス

による収益

②PeaceTech Labの
広告掲載による収益

・法定通貨、仮想通貨 ・NFT

PeaceTech

Lab

・企業 ・学習者

・広告
・ブランディング
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PeaceTech Labを通じて学ん

だ人材の就業機会創出を実現
し、企業の採用コストと育成
コストを収益源とする。

PeaceTech Lab上での広告や

ブランディングを目的とする
企業のマーケティング費用を
収益源とする。

・企業 ・学習者
・採用
・育成

③寄付・
クラウドファンディング

インフルエンサーをはじめ
寄付やNFTによる資金調達
を行う。

システム
開発・運用等
必要コストに
充当

教育現場の
ICT整備に
充当

・2つの収益モデルを導入することで、PeaceTech Labの持続的な機能と発展を図る。
①人材ビジネスによる収益 ②PeaceTech Lab上の広告による収益を柱とし、システム全体の開発・運用
コストに充てる。
③寄付については、その使途を「途上国の教育現場のICT環境整備」と位置付ける。



人材マッチング事業のマネタイズ方法
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・PTF単独での人材事業を実施、あるいは人材紹介会社との連携・協業によりマッチングを行う

人材紹介会社を通じた紹介
PF通過者が、求人企業から採用
された場合に、そのマッチング
成功報酬の中から、所定の割合
の金額を求人企業から得る。

求人企業

PTF

求人企業

PTF

人材紹介会社紹介

成約課金

成約課金
紹介

成約課金

①成約課金モデル

求人企業への直接紹介
PTFが直接企業にアプロー
チし送客（紹介）。
直接紹介料を得る。

求人企業

PTF

人材紹介会社

PF通過者を人材DBに送客す
ることによる、送客料を人材
ビジネス会社から得る。

②人材会社の送客料モデル

PTF

送客料
送客



プロジェクト単位を請け負い、人材のチーム編成
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・アフリカ等の大学で学んだばかりの初級エンジニアの場合は、

プロジェクト単位で仕事を契約し、複数人数のチーム体制で開発を請け負うことで、エンジニアとしての就業
と業務経験を踏む機会を広げる。

求人企業

PTF

紹介

成約課金

●開発案件単位での仕事を受託

●チームでの開発を遂行
（初級者、新卒のロースキル
エンジニアも含めたチーム体制）

個人ではスキル面で
マッチングしづらい
初級エンジニアも、
仕事の機会を得られる。

●プロジェクト内・チーム内
のメンバーの学び合い 業務を通じた

エンジニアの成長支援



・一般社団法人Peace Tech Foundation（日本法人）
・Peace Tech Foundation（シンガポール法人）：PeaceTechトークン発行法人
・株式会社Gaia Tech（日本法人）

●投資スキーム：

①トークン
Peace Tech Foundation（日本法人）へ寄付
PTトークンの配布：Peace Tech Foundation（シンガポール法人）設立後

②トークン&株式
株式会社Gaia Techに出資するかたちで、株式の取得
PTトークンの配布：Peace Tech Foundation（シンガポール法人）設立後

１枚１ドルとして、PTトークンの配布
ex) 10万ドルの出資で、10万PTトークンの配布

●資金提供先：Peace Techグループ

投資スキーム



Peace Techトークン全体概要



End of document



NFT購入の流れ

アルゴランドの
ウォレットを作る

アルゴランドで
Peace Techトークン、
NFTを購入する

アルゴランドが
上場する取引所に
行く

法定通貨で
アルゴランドを
買う
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ｚ

教育プラットフォーム

Peace Tech Foundation 

教育提供
サービス

トークン
システム

自学自習
サービス

人材
サービス

・医療
・その他

人材DB

Sullivan Alan
Noguchi

PeaceTech Token（PT Token）

Arbert

PeaceTech Lab

クラウド
ファンデ
ィング

Mpata

名称説明用
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名称説明用

Human 

Resource 

Service

Assess

ment

Engine

Education 

Service

Sullivan

Self-

Learning 

Service
Albert

Cloud 

Funding

Noguchi Alan

Mpata


