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私たちは日常、誰もが通信で繋
がった状態で、多くの人と関わり合
いながら暮らしている。リアルに会
うことや通信を介したコミュニケー
ションによって、心の豊かさがもた
らされているが、その関わりが、時
に負の影響を与えることもある。

 また、家族の多様化、少子高齢化、
単身世帯の増加から、血縁による家
族だけでは解決が難しい、孤独・孤
立の問題にも直面している。さらに、
リモートワークの普及により、通勤
時間の短縮など利便性が向上した一
方で、同僚や上司とのコミュニケー
ションが、リアルよりうまくできず、
職場でも孤独・孤立の問題により、
メンタル不調が増加している。
このような背景を踏まえ、本研究

プロジェクトは、これからの時代、
人々のよい関わり合いを作り出し、
それぞれの人にとって心地良いスタ
イルで集団に関われる状態を作り出
すことが重要だと考えている。そこ
で、個人を他者から独立した存在と
みなした Personal Well-beingではな
く、複数の個人の自律を担保しつつ
も、そのつながりから集団のよい状
態が実現されるWell-beingのことを
「Social Well-being」と呼び、どのよう
な仕組み／サービスがあれば、それ
を実現できるか研究している（図 1）。

個人は、多くの場合、家族や職場
／学校等、複数の集団に帰属してい
る。家族に対する価値観の多様化や、
働き方改革の流れを鑑みると、従来
の社会規範と現代社会の間にギャッ
プが生じており、家族でもない、職
場／学校でもない、第 3の場が求め
られているのではないだろうか。
このような Social Well-being研究
には、今後の社会的課題を深く理解・
分析し、どのような価値を創出すべ
きかの探索が必要なため、多様な専
門家と議論を通じ、人文・社会科学
系の分野と ICTを連携させた新た
な学際的アプローチで、研究を進め
ている。

リビングラボの推進
リビングラボとは地域と企業が協

通信技術の発展により、常に他者と繋がれる環境ができたが、その利便性の一方で、ときにはWell-being に負の影響を
与えることもある。そのような背景のもと、我々が注力するSocial Well-being という考え方と位置づけを述べた上で、
具体的な取り組みとしてリビングラボの推進、行動変容の支援技術について紹介する。
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図 1　Social Well-being の位置づけ

具体的な取り組み



13ビジネスコミュニケーション　2022  Vol.59  No.5

特 集

ICT により高度化する社会システムや人間社会の変革と発展に貢献する
NTT社会情報研究所

特 集

ICT により高度化する社会システムや人間社会の変革と発展に貢献する
NTT社会情報研究所

働して社会課題解決に取り組む場で
ある（図 2）。リビングラボの実践
を通じた価値創出を目的とし、生活
者、地域団体、自治体、企業と進め
ている 2つの取り組みを紹介する。
1つめは、人々の存在が肯定され、
意欲が温まる暮らしの実現を目的
に、老朽化した市営住宅の移転問題
に取り組んでいる。移転による引越
はアイデンティティの揺らぎに繋が
るため、地域課題の把握と有識者と
の対話によるアイデンティティと人
の暮らしの関わりの捉え直しを通
じ、よりよい社会の在り方を探索し
ている。
2つめは、共助を促進する社会環

境の実現を目的に、ICTサービスに
よる持続的な地域コミュニティ活性
化の仕組み作りに取り組んでいる。
住民との議論から生まれた地域情報
を配信するチャットボットや地域活
動のために使える地域通貨等を運営
し、その効果を検証している。
また、Well-beingな意識への変革
を目的としたワークショップや、本
取り組みのWell-beingへの影響を
調査することで Social Well-beingの
測定方法の検討などを行っている。
リビングラボの実践を通じて創出

で、内発的動機付けによる行動変容
を促す 2つの研究を進めている 。
（A）習慣変容技術（睡眠・歩行）
身体によいとわかっている健康行
動も、習慣化し継続することは容易
ではない。本技術では、AIで日々
のライフログを分析し、行動パター
ンのモデル化と生活スタイルに沿っ
た動的介入を行う。本技術は、無理
なく行動を続けられるサービスへの
適用を目指し、試作検証・ユーザー
実験にて適用可能範囲や介入効果を
事業会社と共に確認中である。
（B）ナラティブ型行動変容技術
　（保健指導）
本技術は、ナラティブと呼ばれる
人の語りに着目し、現状専門家が実
施している保健指導の対話プロセス
をモデル化することで、内面の価値
観に沿った目標設定・行動変容を促
すことを目指している。実際の保健
指導の分析や医師・保健師・管理栄
養士インタビューから、システム化
に向けたモデルを構築中である。
両技術共に、主に Personal Well-

beingの視点から開始した研究であ
るが、前述の Social Well-beingのコ
ンセプト実現に資する行動変容支援
技術へ発展させていく予定である。

した価値やノウハウを広く展開する
ために、サービス・ソリューション
化やWell-beingを支える仕組み・
サービスを創出するためのガイド
ブックなどのデザインフレームワー
ク化を行うとともに、さらなる価値
創出に取り組んでいく予定である。
行動変容の支援技術
我々はWell-beingに影響を与え

る基本的な要素の一つとして、心身
の健康に関する行動変容の支援技術
に取り組んでいる。（図 3）
個々人の中で蓄積された身体的・
社会的・心理的変遷から形成される
「その人らしさ」は、行動や振舞い、
対話などとして表出される。我々は
これに着目し、その収集・分析によ
り個々人に合った介入を行うこと
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図 2　リビングラボの実践を通じた価値創出の取り組み
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図 3　行動変容支援技術研究


