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会社概要
会 社 名：株式会社エブリプラン

設 ⽴ 時 期：1996年4⽉

所 在 地：【本社】島根県松江市 【中国⽀社】広島県広島市 【四国⽀社】⾹川県⾼松市

資 本 ⾦：1,000万円

登 録：建設コンサルタント登録（国⼟交通⼤⾂登録：建28第5768号）

測量業登録（国⼟交通⼤⾂登録：第4-26280号）

地質調査業登録（国⼟交通⼤⾂登録：質27第2724号）

プライバシーマーク付与【(財)⽇本情報経済社会推進協会：27000140】

認 定：平成22年 島根県企業⽴地計画認定企業

平成28年 ⾼松市企業誘致条例認定

平成29年 地域未来牽引企業

有 資 格 者：⼯学博⼠2名，経営情報学博⼠1名

技術⼠ 総合技術監理部⾨3名

建設部⾨（都市及び地⽅計画4名，道路3名，⼟質及び基礎1名）

環境部⾨ (環境保全計画1名，⾃然環境保全1名)

関 連 会 社：株式会社ERISA（資本⾦ 8,250万円）
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経営理念

地域の未来への挑戦を⽀え

輝く地上の星々を共創する
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広域観光連携

バイオマス
利活⽤

ローカル グローバル
ODA活⽤

地域交通
課題解決

中⼩企業
海外進出⽀援

ビジネスマッチング
⽀援

⼈⼯知能活⽤

地域資源
活⽤

福祉計画
策定

業務領域

データ
統計・解析



5

ローカルビジネス
1. バイオマス利活⽤事業の推進

2. 地域資源を活⽤した新商品・新サービス開発

3. 三江線沿線の広域観光推進事業

4. 設計による地域の交通課題解決
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1.バイオマス利活⽤事業の推進 島根県雲南市における森林バイオマス利活⽤システム(H24~)

平成24年6⽉に弊社他6社による「合同会社グリーン
パワーうんなん」を設⽴。島根県雲南市を舞台に【①林
地残材の収集・管理→②チップ化⼯→③チップボイラー
の運営】を⼀体的に⾏うバイオマス事業を展開。

平成26年度からは、雲南市とともに材の搬⼊量に応じ
て地域通貨を⽀払う「市⺠参加型収集運搬システム」を
実施している。
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「出雲國神仏霊場」開創⽀援2.地域資源を活⽤した新商品・新サービス開発

島根県・⿃取県の20社寺によって設⽴された
｢出雲の国『社寺縁座の会』｣の⽴ち上げから、
｢出雲國神仏霊場」の開創に⾄るまでの取り組み
を⽀援。⽇本初の神社・仏閣が連携した巡拝路
の開設により、毎年多くの巡拝客が訪れている。
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2.地域資源を活⽤した新商品・新サービス開発

島根県松江市出⾝のインド哲学の巨匠、故中村元
⽒を業績の顕彰と⼭陰地域の学術、⽂化の振興を図る
ことを⽬的とする「中村元記念館」の設⽴を⽀援。
「NPO法⼈中村元記念館東洋思想⽂化研究所」の⽴
ち上げを⾏うとともに、事務局として同NPOの運営を⽀
援する。

中村元記念館開所・運営⽀援
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3.三江線沿線の広域観光推進

平成30年3⽉末をもって廃線となったＪＲ三江
線の鉄道資産を新たな地域資源と捉え、⾃治体、
観光事業者、ＮＰＯ等とともに島根県・広島県
をまたぐエリアにおいて広域観光事業を推進。この
中で、江の川流域エリアを対象に「アドベンチャー・
ツーリズム」に注⽬した外国⼈向け旅⾏商品開発
を進めている。

アドベンチャー・フェスティバル企画運営業務（H30:島根県）
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4.設計による地域の交通課題解決

地元⾃治会からの要望を受け市道⽐津国屋線の歩
道改良設計を松江市に提案し、現地調査・測量結果
をもとに歩道詳細設計を実施。歩道の凹凸を解消、幅
員を拡張することで、安全な歩⾏空間を確保し、地域の
交通課題解決に貢献。

市道⽐津国屋線測量設計業務（H25:松江市）
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グローバルビジネス

1. コンポスト製造技術導⼊普及に関する調査

2. ⽶加⼯品の現地⽣産体制構築・ビジネス化に
関する調査

3. ⾼強度コンクリート製造の為の⾼品質な⼈⼯砂
製造に関する調査

（ODAを活⽤した中⼩企業の海外進出⽀援）
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ODAを活⽤した中⼩企業の海外進出⽀援

ケララ州
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1.コンポスト製造技術導⼊普及に関する調査

コンポスト製造⾼速化技術導⼊普及・実証に関する
調査を⽀援。インド国ケララ州では⼈⼝増と都市化によ
り産業廃棄物排出量が急増しており、廃棄物を処理す
る技術・場所の獲得やリサイクルに関する意識の醸成が
課題となっている。有機性廃棄物処理を促進するととも
に、環境教育や事前分別の徹底によりリサイクル産業の
振興・雇⽤創出が期待される。

（H27,28:⺠間企業）
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2.⽶加⼯品の現地⽣産体制構築・ビジネス化に関する調査

インドのケララ州及びタミル・ナードゥ州を調査対
象地とし、現地の加⼯⾷品のサプライチェーンに関
する現状、⾷品加⼯産業に関する法規制などの
現地事業環境を調査するとともに、技術移転先
となる現地ビジネスパートナーの選定を実施。また、
調査後のビジネス展開に向け、競合となる加⼯
⾷品や消費者ニーズに関する調査などを⽀援。

（H29:⺠間企業）
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3. ⾼品質で持続可能な⼈⼯砂製造に関する調査（H29:⺠間企業）

⾼強度コンクリート製造のための⾼品質⼈⼯砂製造
装置普及を⽬指した調査⽀援。

インドではコンクリートの原料として川砂が利⽤されてお
り、河川環境悪化が問題となっている。また、川砂の代
替品である⼈⼯砂は品質が悪く、コンクリートの強度向
上・寿命延⻑が課題となっている。⾼品質な⼈⼯砂に
よって川砂使⽤量減少、コンクリート構造物の強度向上
及び⻑寿命化が期待される。
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新たな事業への挑戦
1. 株式会社ERISA設⽴

2. AI等を活⽤した医療・健康分野への参⼊

3. 進⾏性MCI識別技術に関する特許取得
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株式会社ERISA（エブリプラン統計解析研究所）
Everyplan Research and Institute of Statistics and Analysis

1.株式会社ERISA・沿⾰

連携

経営

2017

APR JUN NOV MAR MAY JUN JUL AUG DEC MAR

設⽴ 島根県
委託事業

島根⼤学
共同研究

MCS
共同研究

滋賀医⼤
共同研究

滋賀医⼤
特許共有

増資
1.45億円調達

OnLab
採択

島津製作所
共同研究

東京都健康⻑寿
医療センター共同研究

シリーズＡ
特許取得

2018 2019

設 ⽴ 時 期：2017年4⽉
所 在 地：島根県松江市
資 本 ⾦：8,250万円
代表取締役：河原 ⼋郎
事 業 内 容：データの統計・分析・解析業務
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パイプライン 概要 開発状況 開発計画

進⾏性MCI※１識別
PMS (Progressive MCI 
Screening)

MCI患者のT1画像※３より
3年以内にAD※２へ
進⾏するかどうかを予測

⽇本特許成⽴（19年2⽉）
製薬企業と提携協議中
島根データで検証中

ʻ19 論⽂発表
ʻ20 医療機器

承認取得

アルツハイマー病スコア
ADS (Alzheimerʼs Disease 
Scoring)

T1画像より撮影時点の
ADの罹病リスクを算出

商⽤にソフト改修中
クラウド搭載準備中

ʻ19 解説書籍出版
ʻ19 出雲の脳ドックにて

解析サービス開始

AD遷移リスク
Deep Survival Analysis

T1画像より今後数年間における
個⼈のADへの進⾏確率を算出

論⽂・学会
発表準備中

特許出願準備中

ʻ19 ⽇本特許成⽴
ʻ19 出雲の脳ドックにて

解析サービス開始

脳内Aβ検出
Amyloid Beta Detection

アミロイドPET検査の陽陰性を
MRIのT1画像で予測

論⽂発表済み
プログラム開発中
製薬企業と提携協議中

ʻ19 東京都健康⻑寿研究
センターとの共同研究開始

ʼ21 医療機器承認取得

fMRI認知症マーカー
Preclinical AD detection by 
fMRI

fMRI※4画像により
超早期にADを検出

提携企業と共同臨床研究さ
いたま市にて進⾏中

AMED応募準備中

ʻ20 プログラム完成

※１ MCI:軽度認知障害（ADの前段階といわれる） ※２ AD:アルツハイマー病 ※３ T1画像:MRIの構造画像の１つ ※4 fMRI:脳の機能を計測する⼿法の1つ

2.AI等を活⽤した医療・健康分野への参⼊
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3.進⾏性MCI識別技術に関する特許取得

【特許概要】
機械学習を利⽤して開発された画像解析プログラム。
3年以内にアルツハイマー病へ進⾏するMCI患者を、精度約85％という⾼い正確さで脳MRI画像、
年齢、性別のみから予測。

独創性の⾼い本技術を創薬分野で活⽤することを⽬指している。今回の特許成⽴で当社独⾃技
術が知的財産として保護されたことは、当社事業の拡⼤につながる⼤きな⼀歩である。今後は、⽇
本のみならず、事業展開を計画する海外においても、本技術の権利化を進めて⾏く。

⼭陰経済ウィークリー（平成31年3⽉14⽇）
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事業領域

ライフサイエンス

⼈⼯知能活⽤

環境政策

エネルギー政策

産業振興

観光振興

都市・交通計画／⼟⽊設計

地域振興

定住促進

⼈材育成

中⼩企業
海外進出⽀援

社会福祉政策
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挑戦を⽀える
スタッフ




