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7 更なる共創に向けて

お客様との DX 推進に向けた LINKSPARK
（共創ラボ）の設立と共創事例について
昨今のデジタルトランスフォーメーション（DX）への期待の高まりを受け、NTT 西日本では、お客様の DX を加速させ
る LINKSPARK（共創ラボ）をグランフロント大阪に設立。LINKSPARK 設立の背景、DX 共創事例について紹介する。
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共創事例
LINKSAPRK 開設後、取り組んで
きた共創事例は 100 件を超える。そ
の中で、地方観光局、地方自治体と
実 施したデザインシンキングワーク
ショップ事例について紹介する
（図 2）。
LINKSPARK では、ビジネスを具現
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化するためのツールとして、デザイン
シンキング手法を用い、お客様とアイ
ディア創出を行うことができる。 実施
する上では、訓練を受けた NTT 西日
本の社員が、 現 場 へのヒアリング、
他社事例の調査など 1 か月程度かけ
て準備を行う。当日もファシリテートを
行い、参加者のアイディアを引き出す。
本事例では、地方観光局の「イン
バウンド観光客の周遊を促し、地域
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さらに、蓄積したデータに、カレ

デザインシンキングワークショップの模様
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今後の展開
LINKSPARK は現在大阪に設立し
ているが、今後、西日本の主要地域

ンダー情報（時間、曜日、

に展開予定である。地域が抱える課

イベント等）や、天気、
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のデータサイエンティ

また、企業間・業界間のマッチン

ストによる高度な混雑
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予定である。
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