3 パーソンセンタードデザイン

地域と企業が新しい形で関わり合う
リビングラボによる社会課題解決の実践
SDGs、Society5.0 などの社会的要請や、企業の新規ビジネス開発の観点から、企業が社会課題解決に取り組む必要性が
高まっている。しかし、従来の企業主導によるビジネス開発では、地域や住民の視点での課題解決やビジネス創出は難しく、
住民・自治体・企業が共創するリビングラボ※ 1 の手法が注目を集めている。NTT サービスエボリューション研究所（以下、
EV 研）のイノベーティブサービス研究プロジェクトでは、地域と住民の視点で新たな課題を設定し共創による解決を促
すアプローチとして、パーソンセンタードリビングラボ※ 2 やデータ循環型リビングラボ※ 3 に取り組んでいる。その手法
と具体的な取り組み、および、グローバルな社会実装を目指すオーストラリアとの共同プロジェクトを紹介する。

̶社会課題解決ビジネスの必要性
高齢化や環境問題などの社会課題
が深刻化する中で、NTT グループは
中期経営戦略として、パートナーと
ともに社会的課題の解決に取り組む
ことを宣言している。NTT に限らず、

EV 研 イノベーティブサービス研究プロジェクト
主幹研究員

多くの企業が社会課題解決に取り組

西川 嘉樹氏

主幹研究員 深山 篤氏

む理由には大きく二つある。一つは、

主任研究員 木村 篤信氏
研究主任 赤坂 文弥氏

社会的要請である。SDGs、Society

研究主任 林 瑞恵氏

5.0 などのビジョンが社会的に共有
されることで、企業の活動で社会課

や住民の未来に向けて課題設定でき

ス開発プロセスと異なり、 住民と関

題への寄与が問われるようになっ

ている例は少ない。企業は多くの場

係性を築きながら、 住民とともに課

た。もう一つは、企業の新規ビジネ

合、自社の戦略やリソース活用に目

題設定やアイデア創出からプロトタイ

ス開発の観点である。機能的価値が

が奪われ、自治体は縦割り組織の中

プ検証のサイクルを通して価値を創

飽和してきた社会において、ビジネ

で計画された政策を限られた人員で

出し、実生活の中での社会実装を行

スとして社会に真に意味ある価値を

実施することに追われている。

う。 欧 州を中心に世界で 400 以上

提供することが、企業の存続に必要
となっている。
̶共創の仕組み：リビングラボ

そこで、住民・自治体・企業が共

の取り組みがあると言われており、日

創する仕組みであるリビングラボが、

本でも経産省・厚労省の事業で活用

近年、社会課題解決の方法論として

され、70 以上の活動が見られる。

注目を浴びている。 企業内のビジネ

社会的に意味ある価値創出のため

一般的なリビングラボ

には、社会システムとそこに暮らす

パーソンセンタードリビングラボ

住民

住民

住民の現状を理解し、地域社会の持
続可能性や住民の幸福追求の観点か

場を運営する
ファシリテータ

のようだが、本当の意味で地域社会
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企業

地域のソーシャル
ワーカー等

図１

自治体

企業

パーソンセンタードリビングラボの特徴

は途上にあり、その
実践も玉石混交であ
る。 極 端な例では、
住民と企業が数時間

真に解くべき課題を
探索・設定できる主体

ら課題設定する必要がある。
このように書くと当たり前のこと

しかし、リビングラボの方法論研究

のワークショップを行
自治体

い、企業の技術を紹
介して住民からフィー
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特 集

社会課題を解決する革新的サービス創出に向けた研究開発に取り組む
NTTサービスエボリューション研究所

ドバックを得る「リビングラボ」がある。

ビジネス開発を両立する

これまで利用者の声を聞いてこなかっ

パーソンセンタードリビ

た企業であれば、この機会は彼らのビ

ングラボ（図１）の取り

ジネス開発にとって有益かもしれない

組みを進めている。

が、社会に意味のある価値を生み出
すことからは程遠い。

取り組みのポイントの
一つ目は、住民との関係

地域・住民
・大牟田市 保健福祉部
・地域包括支援センター
・地域の介護サービス事業者等

共創

大牟田未来共創センター

性構築に慣れていて、か

「パーソンセンタード」 のアプローチ

（例えば、ソーシャルワー

（域内）
・大牟田医師会

ほか

きる地域の福祉専門職

総合政策課

このような現状に対し、EV 研では

財政課

を適切に捉えることがで

産業振興課

ーソンセンタードデザイン

市民協働部

つ、住民の暮らしの課題

共創

（域外）
民間企業、大学、国

中立的な地域ビジョンの共有
・大牟田商工会議所
縦割りの打破に向けた政策展開 ・帝京大学 等
都市整備部

̶NTT 研究所のアプローチ：パ

共創

大牟田市
図２ 大牟田未来共創センターと住民・自治体・企業等との関係

で社会課題解決に取り組んでいる。

カー等）との連携である。

パーソンセンタードとは、福祉の分野

福祉で培われた住民本人（パーソン）

員不足に悩む 「交通」 の政策を住

で大切にされている、
「どんな人であっ

を捉える人間観の深さが、本人の幸

民の 暮らしを中 心にリフレームした

ても周りとの関係性や場の中でその

福追求を指向する新しい課題設定を

「移動」 のプロジェクト、建物（ハー

本人の可能性が引き出され、その人

可能にする。

ド）だけでなくコミュニティや生活支援

ポイントの二つ目は、その真に解

（ソフト）も含めてコンセプト転換した

くべき課題設定の主体となり、住民、

「住まう」プロジェクトなどに取り組ん

このような価値観で現代社会やそ

自治体と企業の共創を進めていく主

でいる。 本稿では、介護予防におい

こに暮らす人々が抱える問題をリフ

体の存在である。大牟田市では、地

て、本人が心身の状態をセンサで受

レームし、人々の幸福を追求してい

域社会に意味のある価値を生み出す

動的に 「知らされる」 ユーザ体験で

くことが、社会課題を解決し、誰も

意思を持った地域関係者が集まり一

は予防的な行動が促進されない状況

が社会参加できる共生社会の実現に

般社団法人大牟田未来共創センター

を踏まえて、本人が主体的に自分の

繋がると考えている。

※4

らしい暮らしをすることができる」とみ
なす人間の捉え方である。

これらの具体的な取り組みとし

ことを「知ろうとする」 ユーザ体験

を設立した。

大牟田未来共創センター（図２）

に転換するプロジェクトを紹介する。

て、地域の社会課題解決とビジネス

は、地域社会の持続可能性や住民の

開発を両立する「パーソンセンター

幸福追求の観点から中立的な地域の

ドリビングラボ」と、そこで生まれ

ビジョンのために課題を設定し、活

たプロジェクト「わくわく人生サロ

動する地域の民間組織である。住民

一般的に、介護予防の行政施策で

ン」を紹介する。さらに、
地域コミュ

組織・自治体・企業が単独ではコミッ

は、高齢者が要介護状態か、その前

ニティ活性化のための「データ循環

トできない課題を彼らとの対話の中

段の状態であることを、もの忘れ検診

型リビングラボ」
、最後に社会課題

で見出して設定し、共創を促してい

などで早期に発見して、 本人に知ら

解決ソリューションのグローバルな

く。自治体職員には縦割りの構造を

せ、 予防体操や機能回復訓練、 社

共創と社会実装を目指す日豪パート

乗り越えて地域のために役立てるよ

会参加などを促すことにより、地域の

ナーシップについて紹介する。

うに促し、企業担当者には自組織の

社会保障コスト削減を目指している。

イノベーションに繋がる新しい価値

しかし、このような方法では、予防に

̶大牟田市・NTT 西日本とのパー

を地域の暮らしの中から見出す示唆

関心がない人や認知症等の疾病の可

ソンセンタードリビングラボの取り

を示すことで、その地域の住民がそ

能性を受け入れることに戸惑いがある

組み

の人らしく生きることができる暮ら

人にリーチできず、また、知らされた

しを見出していく。

後も行動の変化が進まない。これは、

EV 研 で は、 福 岡 県 大 牟 田 市、
NTT 西日本と共同で社会課題解決と
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具体的には、減便、路線廃止、人

̶参加者がリラックスして話す
「わくわく人生サロン」

企業が疾病の早期発見を目的とした
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センササービスを提供する場合も同

がある。横浜市郊外地区（たまプラー

様であり、単純に心身の状態を受動

ザ）では、地域コミュニティ活性化

的に「知らされる」だけでは主体的

の取り組みを横浜市・東急・NTT

な利用者の行動は生まれない

。

※5

ドコモと共同で進めている

※3

。当

決を実現する上で重要である。
̶高齢者の自立した生活を ICT で
実現する日豪パートナーシップ

そこで、どのようなユーザ体験であ

該地区は、地域コミュニティの活動

社会課題解決のための革新的 ICT

れば企業のセンササービスが住民の

が比較的活発ではあるものの、若い

ソリューションのグローバルな共創

暮らしで活用され、かつ、住民が主

世代の参加が少なく世代の偏りが生

と社会実装を目指し、高齢化・認知

体的に社会参加等の行動に向かうこ

じてきており、地域活動の担い手が

症の増加といった社会課題を共有す

とができるのかを模索するために、わ

少ないという課題があった。

るオーストラリアとの連携を推進し

くわく人生サロンを企画した。

そこで、この課題を解決するため

ており、NTT、NTT オーストラリア、

わくわく人生サロンは、介護予防

の ICT サービスを、住民と共に探索・

ディーキン大学、西シドニー大学の

を直接の目的とはせず、たとえ病気

創出する「データ循環型リビングラボ」

間で、
「高齢者が健康で自立し安全

や生きづらさを抱えていても、誰も

を開始した。このリビングラボでは、

な生活を送ることのできる社会」を

が持つ潜在能力に着目し、やりたい

住民参加の場（共創ワークショップ等）

ビジョンとした包括的パートナー

ことや大切にしたいこと等を育んだ

と企業が集中検討する場（サービス

シップ協定を 2019 年度に締結した。

り気づいたり、それを生かすような

企画等）を交互に繰り返す 「長期的

ディーキン大学は AI や VR など

道筋を立てる取り組みとなっている。

な共創プロセス」 を実践し、住民の

の応用研究と産官学連携による社会

プログラムでは、65 歳以上の要

課題感・想いと企業の技術を擦り合

実装に実績があり、西シドニー大学

介護認定を受けていない住民を対象

わせた。さらに、そこで生まれたサー

は人の脳・行動・発達などの学際的

としている。前後の時間も含め、参

ビスコンセプトを素早くプロトタイピン

研究機関を持ち、高齢者や認知症を

加者が安心した気持ちで、これまで

グし、住民に実生活環境の中で使っ

対象に研究している。

の人生や日々の生活を振り返りなが

てもらいながら、フィードバックを得て、

ら、自分のことを互いに話して、知

サービスの改善と洗練を行った。 昨

れている現状に着目し、
認知症があっ

らなかった自分に気づいたり、これ

年度は、このような長期的共創の結

ても尊厳を持ち自分らしく生きられ

からの人生に思いを馳せることがで

果、ローカルな地域情報をインタラク

る社会に向けた課題と解決策の探究

きる場を提供している。また合わせ

ティブに提示し、地域への関心を高め

に日豪で協力して取り組んでいる。

て、住民の暮らしで活用され得るセ

るチャットボットサービス「たまプラボッ

ンササービスのユーザ体験を調べる

ト」 を創出し、900 名以上に利用さ

ため、自宅でのデータ測定とサロン

れるに至っている。

※ 1 木村 , 赤坂 ,(2018) 社会課題解決に向けたリビ
ングラボの効果と課題, サービソロジー , 5 巻 , 3
号 , p. 4-11.
※ 2 大牟田市、大牟田未来共創センター、NTT西日
本、NTTによる地域と住民の視点での統合的な
課題設定と社会課題解決に取り組む、新しいリビ
ングラボの方法論
https://www.ntt.co.jp/news2019/1908/
190830a.html
※ 3 横浜市、東急電鉄、NTT ドコモ、NTTが、住民
主体のまちづくりの活動を ICT・IoT 技術で加速
する新たな取り組み「データ循環型のリビングラ
ボ」共同実証実験を開始
https://www.ntt.co.jp/news2019/ 1906/
190607a.html
※ 4 大牟田未来共創センターについての紹介は、
Sustainable Smart City Partner Program の記事が
詳しい
https://digital-is-green.jp/initiative/humancentered/001.html
※ 5 実際、疾病の早期発見を目的としたセンササー
ビスを開発中の企業が、施設の利用者や地域の住
民にサービスを使ってもらえず、大牟田未来共創
センターに相談している事例がある

での振り返りを行った。

また本リビングラボでは、たまプ

このように、参加者が自ら自分の人

ラボットを通じて地域データ（住民

生を考え、話す機会を持つことで、自

のボットへの質問内容など）を収集

分の大切にしたい想いや、やってみた

し、住民にフィードバックする「デー

い活動があることに気づき、それが主

タ循環」の仕組みを組み合わせてい

体的に自分の心身の状態について「知

る。地域のデータを活用することで、

ろうとする」 行動に繋がるのである。

住民の新たな気づきや課題意識を引
き出すことができ、サービスの改善

̶地域コミュニティ活性化のため

や住民の主体的な活動につながる。

のデータ循環型リビングラボ

これは従来のリビングラボにはない

現在の日本社会が抱える課題のひ

新たな仕組みであり、今後のスマー

とつに、地域コミュニティの希薄化

ト社会において、住民主体の課題解
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今年度は、認知症の当事者が置か
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