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第１章 調査の背景・目的 

 

１ 背景 

世界最高水準の高齢化率や社会保障費の増大等が課題となっている日本では、「健康寿命

の延伸」や「生涯現役社会の構築」に向け、新しい価値観や世界観で「暮らしのあり方をイ

ノベーション」していくことが必要である。 

政府の「未来投資戦略 2018」においては、「次世代ヘルスケア・システムの構築」が重点

分野として掲げられているほか、経済産業省においても「次世代ヘルスケア産業協議会」に

おいて議論を重ねながら、「食・農」、「観光」、「スポーツ」といった地域資源と「健康」の

組合せにより「地域に根ざしたヘルスケア産業」の創出等を図ろうとしているところである。 

四国は全国に先駆けて高齢化・過疎化等が進む「社会課題先進地」である一方、IT で医

療連携を図る全国初の「K-MIX （香川県）」の取組や、高齢者の生き甲斐創出によって医療

費削減につながった「葉っぱビジネス（徳島県上勝町）」等の先進事例が生まれるなど、日

本のモデルとして「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」を創出するポテンシャル

を有していると考えられる。 

しかしながら、これらは特定の個別事例にとどまっており、多種多様な取組が自律的・自

発的に生まれるようなムーブメントになっているとは言い難い状況にある。 

なお、上記の「新しいヘルスケア・ライフスタイル」、「新しいヘルスケア・ライフスタイ

ルビジネス」とは、まったく新しいライフスタイルやビジネスを意味するのではなく、既存

のモノ・コト等であっても、現代のライフスタイルやビジネスにあわせて再編集・リニュー

アルすることで新しい価値を持つようなことも含んでいる。 

 

 

２ 目的 

上記の背景を踏まえ、本事業においては「新しいヘルスケア・ライフスタイル」のコンセ

プトのあり方等の検討を行いつつ、「社会課題先進地・四国」をフィールドにした「新しい

ヘルスケア・ライフスタイルビジネス」モデルの仮説の立案および実現可能性に関するケー

ススタディ等を行うことにより、地域における多種多様な事業者やステークホルダー等が

ヘルスケア関連分野に関心を高め、「社会課題先進地・四国」から、日本全国のモデルとな

るような「健幸支援産業」に関する新事業や創業等のイノベーションを興していく地域の確

立を目指すことを目的とする。 

なお、ここでいう「健幸支援産業」とは、四国経済産業局において定義されているように、

「体と心が共に健康で幸せな社会の実現に貢献する産業」のことを指すものである。 

 

事業全体のプログラムは図表 1 に示すとおりである。 
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図表 1 全体プログラム 
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第２章 実施内容・考察等 

１ 研究会の開催 

有識者及びイノベーター等、６名の委員で構成する研究会（「結果、健康。」研究会）を開

催し、調査全体の方針や「新しいヘルスケア・ライフスタイル」に係るコンセプトのあり方、

「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の振興に係る効果的な普及啓発方法等につ

いて検討を行った。 

研究会委員等、開催に必要な事項については、四国経済産業局と日本総合研究所において

協議のうえ決定し、以下のとおり３回開催した。 

 

図表 2 「結果、健康。」研究会メンバー 

 所属 役職 氏名（敬称略） 

研
究
会
委
員 

国立研究開発法人産業技術総合研究所四国センター 所長代理 大家 利彦 

綾川町国民健康保険陶病院 病院長 大原 昌樹 

設計事務所岡昇平 代表 岡 昇平 

紫牟田伸子事務所（SJ） 主宰 紫牟田 伸子 

特定非営利活動法人グリーンバレー 事務局長 竹内 和啓 

特定非営利活動法人アーキペラゴ 代表理事 三井 文博 

事
務
局 

四国経済産業局 

地域経済部次世代産業課 

ヘルスケア産業室 

室長 川井 保宏 

室長補佐 濱田 康次 

係長 長谷部 文子 

(株)日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門 マネジャー 志水 武史 

 

図表 3 研究会開催日時・場所 

 開催日時 開催場所 

第 1 回「結果、健康。」研究会 平成 30 年 11 月 29 日（木）15:00～17:00 
四国経済産業局 

602 会議室 
第 2 回「結果、健康。」研究会 平成 30 年 12 月 13 日（木）15:30～17:30 

第 3 回「結果、健康。」研究会 平成 31 年 1 月 31 日（木）13:00～15:00 
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（１） 第１回「結果、健康。」研究会 

第１回「結果、健康。」研究会は図表 4 に示す次第に沿って実施した。 

冒頭、研究会の目的、方向性、進め方の共有を図るため、四国経済産業局から説明した。 

ブレーンストーミングでは、四国経済産業局から、政府全体や経済産業省の方針、コミュ

ニティナース等の先進事例、四国の TOPICS等について話題提供を行い、コンセプトのあり

方や四国らしい事業モデルについて意見交換を実施した。 

意見交換における発言要旨は図表 5 に示すとおりである。 

 

  

図表 4 第１回「結果、健康。」研究会 議事次第 
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図表 5 第１回研究会のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「四国こどもとおとなの医療センター」 

：アートが看護師さんたちの主体性の扉を開いている 

 

 

 

 

 

 

 

※「芸術士」：芸術士のいる保育所（香川県高松市） 

※「コミュニティデザイナー」：世話好き住人の呼称（埼玉県幸手市） 

 

 

※「輪島カブーレ」：まちぐるみのごちゃまぜ施設 

（社会福祉法人 佛子園（石川県）） 

 

意見交換 発言要旨 

意 見 交 換

（健康・幸

福感の捉え

方等） 

 身体機能は加齢により誰でも衰える。その中で誰もが健やかに暮らす

ということが基本的な考えである。 

 健康への意識改革を中心に考えると、孤立を防ぐとか、一生施設で暮

らさない、といったことが健康につながるが、日常生活の中での身体

機能の低下を意識しなくても良いような、歳を取ったから健康でなけ

ればならないといった話ではないところで捉えることが大事。 

 一人で経済的に自立して生活するということでなく、シェアする暮ら

しがあってもいい。 

 自然を生かすという観点、生涯教育、街づくりの観点、家族のあり方

も変わる中で家族を中心とした健康という考えもある。 

 地域ごとに幸福のレベルがあったとすると、それを共通の価値観で上

やりたいことを 

妨げられない環境 

建築でも、空間の中で 

選択肢を狭められないことが 

メンタルを含めた居心地のよさに 

自分の人生を肯定でき

るような仕組み 

（健康よりも） 

 

妨げられない環境 

医療の世界 

思いはあるが 

つながっていない 

人が多い 

特定の分野で「つなぐ人」に 

名前をつけると育成しやすい 

「人」だけでなく「場所」も 
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げていくことが幸せにつながるとは限らない。その地域ごとに幸せが

あってもよい。 

 コミュニティに囲まれているのが幸福とも限らない。一方で個々人の

多様な幸福感に対応しようとしてもできない。ある程度のパターン別

にまとめていく必要があるのかもしれない。 

 包括的に幸福を捉えない方が良い。幸福の定義も、個人的なものであ

り難しい。あまり幸福の中身に入り込まないようにした方が良い。 

 在宅／終末期医療の中で尊厳死を望む人もいる。「老春（老人になって

からの春）」にお金をかけてもよいという考えもある。看護師は検査デ

ータを重視するが、高齢者になれば（医療介入の）基準を緩くしても

よい。 

 便利になったことで身体機能が低下する。健康であるためには、脳内

改革も必要。 

 土佐町では、子供がいつでも参加できるように、コミュニティスペー

スを開設しているが、そこでもっと勉強したい子供がいたら、それを

サポートする取組が始まっている。 

 「やりたいことを妨げられない環境づくり」がキーワードではない

か。 

 空間の中で選択肢を狭められないということは、建築を考える上でも

重要。それはメンタルを含め居心地のよさにつながる。 

 取組には楽しさが必要。上勝町のように高齢者と子供が集まる場も必

要。 

 取り巻く環境が変わっている。温故知新なのかもしれないし、ある程

度、かけ算を作っていかなければならない。異分野をつないでいく場

をどう作っていくかということもある。仏生山温泉もそのような場で

ある。 

 不健康を煽らないと人は健康を意識しない。それよりも旅行やピクニ

ックに行くと、最終的に健康になるというのが良い。 

 自分をマイナスの方にもっていかない思考が重要。病院に通っている

人よりも病院に行かない人が結果、長寿になっている場合もある。病

院に行くことでネガティブな気持ちになる。健康を考えることが不健

康になる感じである。 

 健康でいることが目的ではないということを前提にする必要がある。

健康ということではなく、自分の人生を肯定できるような仕組みや施

設があればよい。精神とか肉体とかの話ではなく、どう生きるか、人

生を肯定できる仕組みが四国にはいっぱいあるということの方が幸

せである。 

 子どもの教育は主体的な学びがテーマになっている。主体的にやりた
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いことができることが幸せのベースである。 

 四国こどもとおとなの医療センターでは、アートを介在させること

で、看護師さんたちの主体性の扉を開いている。主体的になりやすい

状況づくりが重要。 

意見交換 

（ も の さ

し、価値） 

 現状、健康を考えるときに医療、建築等の分野ごとにそれぞれの立場

からしか考えていない。それをつなげていくのが芸術や音楽などであ

る。 

 30 分労働やワークシェア等の新しくて面白い働き方はいろいろある

のではないか。何か「四国のものさし」で考えていくべき。 

 健康のものさしを例えば、コミュニティナースの数で捉えるとか、子

供を支える活動等の実績でみていくべきではないか。 

 血圧など従来の健康のものさしではなく、ヘルスケア、健康さえも新

しいものさしが必要ではないかという声もある。 

意 見 交 換

（ つ な ぐ

人・場につ

いて） 

 キーワードはあるが、普遍的な言葉になっていないし、皆に周知でき

る形にもなっていない。そこを今回の事業で作ることが必要である。

自分たちの活動では、保育所にアーティストが行っているが、保育士

等が取組の内容に気づいてくれることが必要。活動等の内容について

理解してくれる人が増えると現場の雰囲気が変わる。それがアート側

の役割でもある。 

 医療の世界では、いろいろな思いはあるがつながっていない人が多

い。こうした人同士をつないでいくことが重要。 

 特定の分野でつなぐ人に名前を付けて育成すれば良い。 

 芸術士という仕事を作ったが、20年前にはそうした呼称は無かった。 

 埼玉県幸手市では、世話好きの住民を「コミュニティデザイナー」と

呼び、そうした人が集まる場には必ずソーシャルワーカーにきてもら

っていた。そうすると、各地域に「暮らしの保健室」が組成されるよ

うになった。地域の世話役にも新しい名称があったら良い。 

 ジャンルで考えるより、現実にいる人から考えた方が良い。 

 役割として「人」を探すのもあるが、「場所」がそうした役割を果たす

というところも必要ではないか。 

 石川県にある社会福祉法人佛子園では、輪島カブーレという町ぐるみ

のごちゃまぜ施設を始めている。 

 バリアを無くすということを考えるときに、どこにバリアがあるのか

見せてくれるのは建築家である。神奈川県藤沢市の介護施設「あおい

けあ」の設計士はまず塀を壊し、施設の敷地に地域住民が通行できる

道を作った。設計士は抽象的な概念ではない場を空間的に見せてくれ

る。 

 



8 

図表 6 第１回「結果、健康。」研究会の様子 
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（２） 第２回「結果、健康。」研究会 

第２回「結果、健康。」研究会は図表 7 に示す次第に沿って実施した。 

冒頭、事業全体のプログラムについて、四国経済産業局から説明、先進事例調査の実施状

況について、日本総合研究所から説明した後、ブレーンストーミングを行った。 

ブレーンストーミングでは、まずは「四国らしい事業モデルのあり方」についての議論の

参考として、竹内委員から「アルス・エレクトロニカ（Ars Electronica）」について話題提

供をいただいた後、各委員から、前回の研究会で議論となった「つなぐ人・場」に関して話

題提供をいただいた。 

その後、四国経済産業局から、意見交換のテーマである、「コンセプトのあり方、コンセ

プトブックについて」、「四国らしい事業モデルのあり方」について説明した。 

特に「四国らしい事業モデルのあり方」については、四国らしい事業モデル仮説として、

「かけ算の新しい視点」、「ラボそのもののあり方」、「新しい職能・人材」、「新しい場」の４

つの事業モデル仮説を提案するとともに、そのうち、「かけ算の新しい視点」及び「ラボそ

のもののあり方」の２つの事業モデルについては、ケーススタディ（四国ライフスタイルデ

ザイン・ラボ）を実施し、事業モデルの実現可能性や課題等について具体的に検討を行うこ

とを説明した。 

また、４つの事業モデル仮説に共通するキーワードとして「余白」の考え方や必要性につ

いても問題提起を行った。 

話題提供および意見交換における発言要旨は図表 8 に示すとおりである。 

 

図表 7 第２回「結果、健康。」研究会 議事次第 
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図表 8 第２回「結果、健康。」研究会のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話題提供等 発言要旨 

竹内委員  オーストリアのリンツで開催された芸術祭「アルス・エレクトロニカ」

の往訪目的は、教育におけるテクノロジーとアートの融合方法と 10年

続いている神山のアートの取組の今後を考えること。 

 リンツに行って感じたのは、「アートがやばい、面白すぎる」というこ

と。 

 特にガイドツアーが面白い。ガイドが一方的に説明するだけでなく、

例えば、人工子宮の展示を見ながら、「人工子宮から生まれる人間は人

間らしくなるのか」等、ガイドから投げかけられるいろいろな質問に

対してガイドと参加者が意見交換を行う。 

 面白かったのは心臓の展示。病院がアーティストに委託して豚の心臓

を加工・展示していた。欧米ではタトゥーのように外見で個性を出す

ことが流行っているが、将来的には内側（心臓）も個性を発揮する時

代になるのではないか。 

 アートは面白く、圧倒的に「伝える力」がある。最先端の研究をして

いる人たちは、自分たちの世界だけで閉じている。倫理的なことも踏

まえて一般の人に伝えていかないと、その技術は一般的なものになら

ない。こうした取組はビジネスになる。 

 アルス・エレクトロニカにフューチャーラボというメディアアートの

研究所ができており、ビジネスとサイエンス、アートの橋渡しを行う

機能を持っている。 

「余白」 

余白がないと動かない 
医療・介護の制度の中でいると 

型にはまってしまいがち 

産総研四国センターの 

「歩行計測」は 

余白から生まれたテーマ 

住居の中の「居間」 

唯一役割のない場所 ／ 余白 

そこで人は居心地良く過ごす 

「余白」こそ中心 
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 エレクトロニカセンターという未来の美術館は、様々な年齢層、近隣

社会へ伝える役割があり、イタリア等、近隣の国からいろいろな人が

視察等に来ている。学校の先生がアート、最新技術を学ぶ場となって

いる。 

 神山ではアートは儲からないということになっているが、実はいろい

ろな可能性があるのではないか。 

 NPO 法人グリーンバレーはビジネス感を持たないまま、アートのこ

とをやってきた。今後やりたいのは、神山でのアートセンター、フュ

ーチャーラボのような場づくりである。テクノロジーやアートを社会

に融合させる場が必要。企業や大学と共同研究できるような場にした

い。 

三井委員  ドイツ軍の遺棄戦車を屑鉄として売ったお金で幼児学校を作り、そこ

で失職したアーティストを雇う活動が、イタリアのレッジョ・エミリ

アという町で始まった。それをヒントにして、10 年前に高松市で芸術

士派遣事業の取組を始めた。 

 アーティストの働く場所を幼児教育の場に創っていく事業モデルは

高松では完成している。全国から見学者がくるようになったので、ノ

ウハウを伝授していきたい。 

大原委員  地域包括ケアシステムの中で医療や介護が必要と言われているが、最

近はボランティアが重要といわれている。 

 綾川町の介護予防サポーター制度では、ボランティア活動が活発に行

われている。地域の保健師がつなぎ役となって企画し、平成 18 年か

ら、「まなびあい講座」という関係者が毎月集まって意見交換する場を

設置している。 

 平成 20 年から実施している「転倒予防班」、認知症カフェに近い内容

の「いっぷく広場班」などの班活動は、もともと住民組織でやってい

たものが発展したものである。 

 認知症の人を対象に個別訪問している「お話しボランティア班」は、

家族の人に非常に喜ばれる。往訪する介護予防サポーターは話を引き

出すのもうまいし、話を聞くのもうまい。 

 男性中心の「ニュースレター発送班」もある。地域情報や活動情報を

まとめて地域に発信することで、新しい活動の担い手の発掘につなげ

ている。 

 活動を行うのは地域住民だが、お金のかかることや調整を要すること

は地域包括ケア支援センターが対応している。 

 ボランティア活動量に応じてポイントを付与する「支えあい手帳」も

発行（貯まった「ポイント」に応じて換金できる仕組み）。 
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大家委員  産業技術総合研究所四国センターでは、人の歩行について測定・分析

し、それをうまく使って、意識しない健康活動ができないかというこ

とを考えている。 

 四国センター内に歩行計測のシステムを導入したラボを設置して、地

元企業、大学、支援機関と連携して、歩きやすい靴、躓きにくい靴の

開発等を行っている。 

 歩行を研究していくといろいろなことが分かってくる。躓きが転倒の

一番のリスク要因となるので、靴は思った高さまで上がるよう、特に

つま先がきちんと上がることが重要になってくる。一方で、転びやす

い歩き方も見えてくる。転びやすい人は同じように歩いているつもり

が一回一回の動作のバラつきが大きくなってくる。 

 こうした調査を地元で測定できるようにして、よりよいライフスタイ

ルに活かすために拠点整備を行っているのが四国センターのラボに

なる。 

 高齢者の歩行速度とその後の生存期間との関係を見ると、歩くスピー

ドの速い人はその後、長く生きられている。歩き方は、筋肉量が減っ

ていくサルコぺニアの診断基準の歩行速度と筋肉量の二つの情報を

含んでおり、普段の生活の中でそれらを早く測定できれば、その後の

ライフスタイルを長く維持できるのではないかと考えている。 

 BIA 体組成計やトレッドミル等もラボに導入し、測るデータの量を増

やしていき、最終的にはヘルスケアからウェルネスケアの方に持って

いきたい。 

 歩くことを考えると、歩きたくなる街づくりがあってもよい。歩くた

めのいろいろな動機づけができると良い。アートや緑、雰囲気、仲間

も動機づけ要因である。病気は共通のマイナスの価値である。そこに

歩くことを付け加えると、いろんな価値が見えてくる。 

 より良い価値を求めて、普段の生活の中で価値を考えていると健康に

なってくる。そのベースが歩くということではないか。 

岡委員  暮らしの豊かさ、健康について、いろいろ見ていると、人と場所の関

係、環境、状況の組合せで変わってくる。それらは４つに分類するこ

とができる。「将来への期待」、「楽しみと健康の一石二鳥」、「老化また

は健康の解釈」、「人と人」ということである。 

 「将来への期待」としては、最近、大分県では「大分で会いましょう。」

というキャッチコピーを掲げている。これはすごく良い。会うことは

なにかの始まりを予感させる。何かの期待感を抱かせる。これは健全

で健康である。「土用丑の日」という言葉は見ると鰻が食べたくなる不

思議な力を持つ言葉である。鰻も美味しいし、食べると健康になる。
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すべてのことに「あわよくば」ということがあり、すべての奥に何か

を期待させるものがある。 

 「楽しみと健康の一石二鳥」について、端的なのは温泉である。温泉

は健康のためだけでなく娯楽等の楽しみもある。楽しいことと健康が

セットになっているとさわやかである。温泉やスポーツ、歩く楽しみ

と健康がセットになっていると良い。 

 「老化または健康の解釈」については、楽しい老化を人の側できちん

と定義した方が良いのではないか。例としては、老人力や病人同士の

病気自慢（自慢する本人は嬉しそう）、それは前向きな解釈なのではな

いか。要は物事の見方である。 

 「人と人」、どういう関係であると幸せになれるか、健康になれるか、

これは多様すぎる。 

 「人と場所」の関係については、少し工夫するだけで、素敵な暮らし

と健康が手に入るのではないか。例えば、かき氷のおいしい食べ方は、

夏に食べることである。かき氷自体は変わらないが、環境や状況が価

値を決めていく。夏にかき氷を食べても一杯目と三杯目では受け取り

方も変わってくる。 

 物事には３つぐらいの評価軸があるのではないか。「環境・状況」、「自

分」、「相手・対象」である。健康だけを考えるのではなく、セットに

して考えるべきではないか。 

紫牟田委員  年齢によってストレスを感じる状況が変わる。年齢によるストレスの

流れ、変化を考える必要がある。悩みは多様であり、一つの方法だけ

では解決できないため、ソーシャルデザイン的観点から、どのような

アプローチが有効なのかを考える必要がある。 

 地域で考えるときには、全年齢的なストレスを環境や状況等でなくし

ながら、暮らせる地域でありうるのかということが大きい。 

 高知県土佐町にある NPO 法人 SOMA は「学び」が活動の中心で、幅

広い年齢の人たちの学びが阻害されないよう ICT を活用して支援し

ている。田舎には知ること学ぶことを支援する場がないから、そうし

た誰でも参加できる場を構築したということ。IT を使った遠隔教育を

学校教育等とつなげながら取り組んでいる。 

 神奈川県藤沢市の介護施設「あおいけあ」は環境のデザインが良

い。認知症ケアには環境が重要であるという認識である。敷地内に

は塀がなく、グループホームや小規模多機能施設等が分散してい

る。居住環境には医学的エビデンスに基づく配慮があり、外と内の

連続性が保たれ、介護者がそれとなく見守りができて、ほかの人た

ちと一緒にいられる開放的な環境になっている。床も認知症に影響
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を与える情動刺激に配慮して無垢材を使用。情動刺激が快適になる

よう、環境の側からのアプローチが重要である。まわりが良い情報

で埋められていると幸せホルモンが出る。 

 認知症になっても人間的に暮らせる場所は、豊かな環境でもある。

認知症に配慮した街づくりは、誰にとっても優しいのではないか。 

意見交換  「余白」がないと動かないというのは良い。四国らしい事業モデルと

いうものが、「余白」があってどのように事業を動かすのかということ

の指針になると良い。 

 産業技術総合研究所四国センターにおけるラボは、いつアーティスト

が入ってくるのかという感じである。最初に技術と医療の現場の２者

で話をしても、あまりうまく行かないのではないか。 

 ものをつくる人、困っている人だけでは「余白」がない。第三者とし

てどういう人が入るべきか、そこがポイントになる気がする。そのあ

たりの設計をやっておいた方が良い。 

 医療・介護保険の中で制度に縛られて仕事をしていると、型にはまっ

てしまう。新しい考え方に接することが新しい発想につながる。 

 歩行計測というテーマは、まさに「余白」から生まれてきたテーマで

ある。スペース的にも（産業技術総合研究所の施設内に）余剰があっ

たから出てきた話であり、研究者も「余白」があることでまわりから

サポートするように関係者が集まってきている。 

 パナソニックの友人が渋谷で 100 年後の未来をつくる 100 の面白い

プロジェクトを儲からなくても良いからやってみようという、

「100BANCH」という企画をやっている。それらは「余白」があっ

てこそできる取組である。 

 「余白」こそ中心と思っている。例えば、設計の観点からいうと、居

間（リビング）は「余白」である。何の役割もないところだが、そこ

で人間は居心地良く過ごしている。 

 「余白」の部分がアーティストという思いがある。その「余白」を広

げるため、芸術士派遣事業などの活動をしている。それを支える側の

視点からすると、応援する仕組みづくりといったことが次のテーマに

なっていくのではないか。 
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図表 9 第２回「結果、健康。」研究会の様子 
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（３） 第３回「結果、健康。」研究会 

第３回「結果、健康。」研究会は図表 10 に示す次第に沿って実施した。 

冒頭、これまでの研究会における検討内容等について、四国経済産業局から説明した後、

先進事例調査の調査状況について、日本総合研究所から説明した。 

ブレーンストーミングでは、「事業モデルのブラッシュアップ」について意見交換を行っ

た後、「効果的な広げ方」の議論の参考として、岡委員から大分県で行っている「大分で会

いましょう。」の取組について話題提供をいただきながら、意見交換を実施した。 

話題提供および意見交換における発言要旨は図表 11 に示すとおりである。 

 

図表 10 第３回「結果、健康。」研究会 議事次第 
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図表 11 第３回「結果、健康。」研究会のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話題提供等 発言趣旨 

意 見 交 換

（事業モデ

ルのブラッ

シ ュ ア ッ

プ） 

 「結果、健康。」のテーマ自体は時代そのものである。 

 コミュニティナースの活動で、おじいさんの買い物が、菓子パンから

食パンになっていたことは、成果としてはささやかであるが、これか

らの時代はビジネスになりうると感じた。 

 捉えようとする事業規模の範囲が広すぎるので、そこをもう少し考え

て発信することも必要ではないか。 

 郵便局員等も見守り機能を有し始めているが、そういうふうに職能に

付随する機能と分けてしまって良いのか。 

 命の現場にいる医療関係者の感性は高いと感じた。働きかけ方によっ

ては広がりやすい。 

 地域の人と何かやりたいなど、まちづくりに関心を持った医療関係者

は多い。 

 ラボの参加は、産業技術総合研究所としてはユーザー側の考えを知る

良い機会になった。 

 研究者の方がいろんな顔をもって、二股、三股、四股となると面白い。 

余白 

輪郭（外側）をしっかりつくる 

ことで、健康を浮き彫りにする 

「原っぱ」の再生 

今あることに価値を付ける 

新しい小さなモデルの価値循環や経済活動が

地域で生まれてくるように 

グッドデザイン賞に 

応募するような社会実験を 

誰も健康の話をしていない 

これからやることを 

社会実験として位置づける 
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 誰も健康の話をしていないというのが印象的。健康という言葉の不思

議さを改めて感じる。輪郭をきちんと作ることで健康を浮き彫りにす

ることが正しい順番ではないか。白身を作ると黄身が初めて見えてく

るように、外側をしっかり編集することが一つの方向になる。 

 ４つの事業モデル仮説の本質は、すべて「四国こどもとおとなの医療

センター」の取組に濃縮されている。そこから事業モデルだけでなく、

「結果、健康。」のコンセプトや理念も見えてくるのではないか。 

 昔は「余白」をわざわざ作る時代ではなかった。コミュニティナース

も「昔の保健師さんはそうだったよね」と、上の世代の人はわかる。

完全に新しいものを生み出すのとは違う。物事が細分化、合理化され

てしまったなかで、ごちゃまぜにするには、枠を取り払い、意識的に

「余白」を作らなければならない。 

 「余白」というキーワードには賛成である。「余白」が核心であること

を伝えるためには、「余白」という言葉では想像しにくいかもしれな

い。 

 芸術士の活動を最初に始めたとき、行政のトップが理解してくれた。

閉塞的になっている保育の環境には変な人が入っていかないといけ

ない。芸術士の作るアートは、ホッとする時間と空間をつくってくれ

る。まさしく「余白」である。 

 四国こどもとおとなの医療センターの取組は、ヘルスケア分野だけに

限らない、社会の教科書になるようなものである。 

 病院のパンフレットにある「理論的かつ合理的に組織された病院内に

創造的で柔軟な問題解決の場、自由に発言できる「原っぱ」をつくる。」

の「病院内」は、「会社組織」においても言えること、「田舎（地域）」、

「ヘルスケア産業」、「医療」、すべてに置き換えられることではないか

と考えている。 

 「原っぱ」という言葉が良い。 

 お風呂場、お手洗いや寝室とか、機能があるところではなく、リビン

グとか「余白」みたいなところでないと、人は気持ちよく過ごせない。

この「余白」、“リビング”が主役である。 

 「原っぱ」の再生が必要なのではないか。囲われた空き地しか知らな

いことが貧しさの原因であり、社会の問題でもある。「広場」とは違う。

プレイパークのように、囲われた場所ほど悲しいものはない。いかに

囲いを無くしていくのかが大事。 

 コミュニティナースも、おせっかいおばさんだと若い人たちはついて

こないので、言い方を変える必要はある。今の時代にフィットした名

前を付けることが必要。 

 「新しい職能・人材」を生み出すこと自体、また、新しい存在として、
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わくわくするようなコミュニケーションデザインでどう名称を変換

させるか。 

 職能と機能の話はとても大事。名前を付けると同時に、そこの役割や

概念をきちんと定義する必要がある。 

 イタリアの芸術専門の教師であるアトリエリスタは、子供たちの個性

を育む役割もある。単なる絵の先生ではない。 

 小さい機能ではビジネスにならない。「余白的ビジネス」は短期間では

職能として事業化できない。療育の中でアーティストが雇われている

というより、療育と合わさるから機能する。職能が何かにくっつくこ

とによってものすごく機能を強化させる、そういった新しい職業があ

るのではないか。 

 芸術士がまさにそうで、美術館や学校にいるのではく、社会のあちこ

ちに点在することが求められていて、それぞれが職能を持って機能化

するという、何か新しい状況があらわれている。これは事業というよ

り働き方の問題かもしれない。 

 今後、外国人労働者が入ってきて、工場の人材不足解消だけではな

く地域にも入ってくる。異文化をどういうふうにサポートするかと

いうことが必要になってくる。新しい役目として、○○コーディネ

ーターとかコミュニティ○○を作る必要がある。点在する機能みた

いなものが必要。 

 個人に小額かもしれないが、お金が付与できる、何らかの機能を作

っていくことが必要。給与のあり方が変わってくる。副業、投げ銭

の世界。 

 欧米ではチップの文化があって、完全に経済の中に組み込まれてい

る。日本の思いやりの心とは別。 

 サーキュラーエコノミーは、会員制のコミュニティネットワークを

構築して、そこで稼いでいる。 

 インスタグラムを 1 回見せて 100 円というビジネスがこれから始ま

る。 

 コミュニティナースの根底は人に何かしてあげたいという気持ちか

らスタートしているが、お金を取り始めると変質していく。 

 四国こどもとおとなの医療センターのアートの取組は、病院にお世話

になってお礼がしたい人たちにも入口を作っていて、寄付やボランテ

ィアとして関わる人もいる。 

 大阪の西成区にある「ココルーム」で、習字の時間に今まで行ったこ

とのある場所を書いてもらっている。言葉を発しなくても、それを芸

術の力で表現してもらっている。 

 表現の質、一対一のコミュニケーション、白か黒のコミュニケーショ



20 

ンが多い。「余白」であるグレーの部分をどう表現として共用できるの

か、それが新しいビジネスの場だと思う。 

 機会というのは、「場」もあるけど、ツールでもある。職能にも関わっ

てくること、その人がいることによって機能が生まれてくる、音楽や

アート、ボランティアの人のありがとうという気持ちがツールとして

入ってくる。ビジネスを生み出す要素ではあるが、それ自体がビジネ

スになるわけではない。 

 知り合いの若い人たちが考えているのは、思いを寄せていくことを価

値に替えて、資本としてまわしていけるような仕組みをつくりたい。

新しい市場、ナスダックではなく、価値ダックのような、気持ちが事

業に対する投資になっていくような市場ができないかというもの。 

 ヘルスケアを考えていくときに、資本の価値をどこに置くのかが重

要。文化資本、社会的資本のあり方を考えるべきなのではないか。 

岡委員から

の話題提供 

（「大分で

会いましょ

う。」） 

 「広め方」はいろいろある。その先の未来と期待を考えるのが良い。 

 「大分で会いましょう。」という言い方が秀逸。会う気はずかしさの先

に何か期待感があるという思いがこの言葉に込められている。未来へ

の「余白」がこの言葉から見えることが素晴らしい。文字も「大きく

分かれる（大分）」という文字の後に、「会う」という文字が使われて

いる、ここ 10 年で一番素晴らしいコピー。 

 土用丑の日も未来への期待が見える。誰も鰻と書いてないが、暑い夏

の日の先に鰻が見える。このあたりは「あわよくば」という期待が心

理的に働いている。未来への期待を言葉からビジュアルにもっていっ

て見せるというのが素晴らしい。 

 欲望に直接訴求する。誘目性を取っ掛かりにして伝える。食べ物の写

真とかは意外と見てしまう。 

 メロディが記憶に定着することもある。広め方のテクニックはいろい

ろある。 

 本当に良い事柄は、時間がかかるけど、ちゃんと広がる。情報空間を

操作しない方が本質的な伝わり方と長期的な価値を維持できる。広め

ない方が広まるかもしれない。 

意 見 交 換

（効果的な

広げ方） 

 「結果、健康。」という Facebook を立ち上げてはどうか。 

 省庁間の取組をつなぐことで、新しい価値循環を作り出すことができ

るのではないか。 

 次世代ヘルスケア産業協議会のアクションプランにも医×農商工連

携が示されている。 

 新しい小さなモデルの価値循環や経済活動が地域で生まれてくるこ

とが重要。四国はミニマム単位の取組がやりやすいフィールドであ
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る。 

 相談窓口をつくることで、点で面白いことを企てている人たちを集め

られると良い。 

 事業モデルを作りたいのか、「結果、健康。」の理念の広げ方なのか。

事業モデルをするなら、今あるものに価値を付けることと、これから

やることを社会実験として位置づけることの２つをやらないといけ

ない。理念やコンセプトを広げたいのであれば、プロモーションの方

法になる。プロモートすることによって、そこで事業が生まれるチャ

ンスをつくるということであれば、例えば、今年実施した「お話し会」

のような企画を繰り返して、キーパーソンが本当にやりたいと思って

いることを社会実験化すればよい。 

 多様な人が集まる場づくりもあるが、意図的にハブになってくれそう

な行政向けの場づくり（お話し会のようなもの）があれば良い。 

 結局、地域づくりと同じ。そこに行政は絶対に必要。 

 昔は保健師さんが各地に点在していた。だんだんと役場に集約され

て、分業化が進んできた。 

 「結果、健康。」の健康のところのデータ取得は厚労省、ビジネス創出

は経産省がサポートするといった役割分担が必要なのではないか。ヘ

ルスケアは医療に偏りがちである。 

 事業というものを何か単体の商品を開発するということから開放し

ないと、そこから先にはいかない。「結果、健康。」になるということ

はどういう状態なのかということを社会実験的に行えるようなプロ

セスを踏まないといけない。Ai ロボットを開発するところで止まって

いる。 

 デザインやアートという言葉をうまく使った取組に経産省がしては

どうか。 

 社会実験が工学的なものに寄り過ぎていると思われる。もう少しアー

ト的な意味とどうやって人を鼓舞することができるのかも含めて社

会実験してはどうか。感性価値が重要。 

 全国のお寺の「おそなえ」を集めて生活に窮する世帯へ「おすそわけ」

する活動（おてらおやつくらぶ）もグッドデザインの金賞を取った。

お寺の新しい機能になっている、昔やっていたものの再編成で、そこ

に新しい名前と仕組みをつけていかないといけなくなっている。 

 推薦する仕組みをつくっていかないといけない。 

 ヘルスケアでグッドデザイン賞を目指すというのはわかりやすい。G

マーク（グッドデザイン賞）に応募することを奨励したり、それをサ

ポートすること自体をメッセージとして打ち出すのも良い。 
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図表 12 第３回「結果、健康。」研究会の様子  
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２ 先進事例調査 

全国でも取組が広がりつつある「リビングラボ1」のように、多種多様なステークホルダ

ーにイノベーションを興す＜場づくりのあり方＞について、国内外の先進事例を調査のう

え、取組概要をとりまとめた。 

調査対象となる先進事例については、四国経済産業局と協議のうえ、本事業で実施した研

究会の委員から提示された情報等に基づき、文献調査等から以下の企業・団体を選定した。 

調査にあたっては、各種文献等公開情報を基にとりまとめた。 

 

図表 13 先進事例調査対象一覧 

 

 

（１） 調査の概要 

 多種多様なステークホルダーにイノベーションを興す＜場づくりのあり方＞について、

国内外の先進事例を調査したところ、現状、国・自治体、大学・研究機関、民間等の様々な

                                                   

 

 
1 「リビングラボ」とは、心と身体が共に健康で幸せな暮らしを実現するサービス、商品

の開発・改善や社会的課題の解決に向けて、地域の関係機関、事業者、エンドユーザー

等、様々なステークホルダーが参加し、異なる価値を提供し合える場づくりのことをい

う。 

設立・運営主体 場の名称 活動地域

①神奈川ＭＥ-ＢＹＯリビングラボ 神奈川県

②ビンテージ・ソサエティ・ラボ
神奈川県川崎市、山形県鶴岡市、埼

玉県所沢市、埼玉県狭山市

③松本ヘルスラボ 松本市

④大阪イノベーションハブ 関西地域

⑤ミズベリング 全国

①信州リビング･ラボ 長野県

②センター・オブ・イノベーション 全国

③Give & Take Project デンマーク・フレゼリクスベア市

①リビングラボ事業の推進にかかる協力覚書 ー

②ウェルネスオープンリビングラボ 大阪

③ともに育むサービスラボ（はぐラボ） 横浜

④WISE Livig Lab 横浜市（たまプラーザ駅の周辺地区）

⑤鎌倉リビング・ラボ 鎌倉市今泉台

⑥三浦を元気にするリビングラボラトリー 神奈川県三浦市

⑦子育てママ・リビングラボ 東京、大阪等

⑧BABAラボ 埼玉県さいたま市

⑨ロフトワーク 東京、京都、台北、香港等

⑩輪島KABULET（カブーレ） 石川県輪島市

⑪地域包括ケアシステム「幸手モデル」 埼玉県幸手市、杉戸町

⑫DMM.make ー

⑬ワイズプレイス（WISE PLACE） 全国

⑭生き方のデザイン研究所 主に北九州市

国・自治体

大学・研究機関

民間企業、NPO

等
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主体が場を開設していることが判明した。ただし、開設・運営主体の違いによって、活動や

成果の違いが少ないことも判明した。 

 また、図表 14 に示すように、活動のキーマン、活動継続につながる「人」の部分の手当

てが充分にできていない状況であることも判明した。 

このほか、イノベーションを興す＜場づくりのあり方＞に影響を及ぼす考え方・手法とし

て、「インクルーシブデザイン2」についてもヒアリング調査を実施した。 

 

 

  

                                                   

 

 
2 インクルーシブデザインとは高齢者や障がいのある人など、特別なニーズを抱えた消費

者をデザインプロセスの上流工程へと積極的に巻き込んでいく手法です。インクルーシブ

デザインの世界的研究センターを抱えるイギリスの英国王立芸術学院（Royal College of 

Art）では、市民団体や NPO らと積極的に協創的関係を築き、特別なニーズを抱えた消費

者が引け目を感じることのないよう、市場のメインストリームを占めることができるデザ

インへと結実する相互学習過程として期待されています。（出典：京都大学情報学研究

科：http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/inclusive/） 
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図表 14  先進事例調査対象の活動状況等 

 

  

設立・運営主体 場の名称 活動のコンセプト
活動のキーマン（コーディネイター、プ

ロデューサー等）
活動資金 活動拠点

①神奈川ＭＥ-ＢＹＯリビングラボ 未病対策 △（自治体、県知事） 自治体（神奈川県） △（恒常的拠点なし）

②ビンテージ・ソサエティ・ラボ
介護×イノベーション、温泉地×ヘルスケ

ア、ニュータウン×起業、大学×起業
△（地域により異なる） 国（経済産業省） △（地域により異なる）

③松本ヘルスラボ 健康づくり △（自治体、市長） 自治体（松本市） ○法人（財団法人）設立

④大阪イノベーションハブ メンター等複数配置 自治体（大阪市） ○

⑤ミズベリング 水辺に関わるまちづくり
△ミズベリング・アドバイザリーボードを

設置
国（国土交通省） △（地域により異なる）

①信州リビング･ラボ 健康生活、防災減災 大学関係者 大学（信州大学） ○地域内の既存施設活用

②センター・オブ・イノベーション

少子高齢化先進国としての持続性確

保、豊かな生活環境の構築、活気ある

持続可能な社会の構築

△（地域により異なる） 国（文部科学省） ○各大学

③Give & Take Project
高齢者の社会参加を促すシェアリングエコ

ノミーシステムの開発・実験
不明 EU 不明

①リビングラボ事業の推進にかかる協力覚書
高齢者等の生活者・ユーザー起点での

商品開発やまちづくり
不明 民間（コンソ企業） ×

②ウェルネスオープンリビングラボ 健康課題の解決による健康寿命延伸 不明 民間（コンソ企業） ○法人（合同会社）設立

③ともに育むサービスラボ（はぐラボ） 子育て UXデザイナー 民間（NTTテクノクロス） 都度設定

④WISE Livig Lab 次世代郊外まちづくり 不明
自治体・民間（横浜市、東急電

鉄）
○

⑤鎌倉リビング・ラボ 高齢化対策 不明 国（各種事業予算） ○

⑥三浦を元気にするリビングラボラトリー
健康増進、転倒予防、介護予防、介

護・リハビリロボットの研究開発
不明 国（地域創生補助金） ○（風の谷リハビリデイサービス）

⑦子育てママ・リビングラボ 子育て ソーシャルビジネスデザイン研究所
民間（ソーシャルビジネスデザイン

研究所）

△（東京、大阪等でアイデアソン

等を開催）

⑧BABAラボ シニア世代の生活等支援 サポーター 民間（シゴトラボ合同会社） ○

⑨ロフトワーク
主にものづくり（企業や社会にとってイノ

ベーションを生み出すプラットフォーム）

ロフトワーク内にクリエイター、デザイ

ナー、ディレクター等を配置
民間（ロフトワーク） ○

⑩輪島KABULET（カブーレ）
高齢者支援、障害者支援、子育て支援

を核としたまちづくり
不明 民間（社会福祉法人佛子園） ○

⑪地域包括ケアシステム「幸手モデル」 地域包括ケア、地域住民の健康づくり
コミュニティデザイナー、「菜のはな」開

設者（中野智紀氏）

自治体ほか（幸手市・北葛北部

医師会）

○（在宅医療連携拠点「菜のは

な」）

⑫DMM.make
デジタルコンテンツ配信、ものづくり支援、

太陽光発電等
DMM.com社員 民間（合同会社DMM.com） ○（DMM.make AKIBA）

⑬ワイズプレイス（WISE PLACE）

特になし（人生100年時代の社会シス

テム、エネルギー保安政策、バイオエコノ

ミー戦略、研究開発の産学連携エコシス

テムほか、省庁と多岐にわたるテーマ）

各テーマに興味のあるオーナーがリー

ダーシップ

民間（一般社団法人Future

Center Alliance Japan）
○

⑭生き方のデザイン研究所 高齢者・障がい者等の福祉
九州大学大学院芸術工学研究院

平井准教授

民間（一般社団法人　生き方の

デザイン研究所）
○

国・自治体

大学・研究機関

民間企業、NPO等
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（２） 個別事例の内容（国・自治体主導によるもの） 

① 神奈川ＭＥ-ＢＹＯリビングラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 神奈川ＭＥ-ＢＹＯリビングラボ 

設立年 2018 年 5 月（公募開始時期）、実証事業開始は 11 月 

活動地域・範囲 神奈川県全域 

運営主体 神奈川県、実証事業応募団体 

活動分野 健康に関する意識・行動変容、生活習慣、生活機能、認知機能、メ

ンタルヘルス・ストレスの未病分野 

参加者 神奈川県、（株）クリエイトエス・ディー、学校法人東海大学、平

塚市、アサヒ飲料（株）、カゴメ（株）等の実証事業応募団体 

事業費負担主体 神奈川県 

 

（活動内容） 

 神奈川県では、県民がより安心して未病改善の実践に取り組めるよう、未病関連商品・サ

ービスの機能・効果等を検証する「神奈川 ME-BYO リビングラボ」に取り組んでいる。県

は、市町村や CHO 構想（健康経営）を実践する企業、アカデミア等と連携し、実証フィー

ルドを提供するとともに、実証結果についての客観的評価を行っている。 

実証事業において採択されたクリエイトエス・ディーにおいては、薬局の健康サポー

ト機能を活用したサービスを提供し、国民健康保険加入者の特定健診受診率向上の効果

を明らかにする取組を実施した。本事業における参加主体の役割分担としては、東海大

学健康学部健康マネジメント学科が研究責任者、東海大学大学院医学研究科ライフケア

センターが研究の全体的支援及び運営管理、平塚市が市民への広報、アサヒ飲料および

カゴメがインセンティブの提供である。 
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図表 15  神奈川ＭＥ-ＢＹＯリビングラボの概要 

（資料）神奈川県政策局資料より抜粋

（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f536433/documents/labocho.pdf） 

図表 16  採択事業の概要 

（資料）神奈川県政策局ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/prs/r0080801.html） 
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② ビンテージ・ソサエティ・ラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 ビンテージ・ソサエティ・ラボ 

設立年 2017 年 9 月 

活動地域・範囲 神奈川県川崎市、山形県鶴岡市、埼玉県所沢市、埼玉県狭山市 

運営主体 経済産業省および各地域のラボ運営主体 

活動分野 川崎ラボが「介護×イノベーション」、鶴岡ラボが「温泉地×ヘル

スケア」、所沢ラボが「ニュータウン×起業」、狭山ラボが「大学

×起業」 

参加者 経済産業省、各地域のラボ運営主体、ラボ参加主体 

事業費負担主体 経済産業省「平成 29 年度ビンテージ・ソサエティ・プラットフォ

ーム形成事業」、「平成 30 年度ビンテージソサエティ構築実証事

業」 

 

（活動内容） 

経済産業省では、産業構造審議会「2020 未来開拓部会」報告書で、日本の高齢化社会を

「ビンテージ」な人生にあふれる社会にしていこうというコンセプトを示しており、これを

可能にするサービスイノベーションを生む場として、都市や地方等の生活現場を舞台にし

た４つのリビング・ラボ（川崎・鶴岡・所沢・狭山）による取組を進めている。 

事業実施期間を 5 年間と設定し、第一段階（1〜2 年目）では、幅広い産業界の巻き込み

を図り、超高齢社会対応に向けた実証実験を進めるため、参加企業、研究機関等の数（500

以上）及び実現したプロジェクト数（30）を⽬標としている。第二段階（3〜5 年目）にお

いては、各地のリビングラボの組成（全国 20 ヶ所程度）と取組を促すとともに、それぞれ

の取組の自走を目指すとしている。 

川崎ラボは「入ると自立度が上がる、世界一生産性の高い介護施設」をテーマとし、入居

者の残存能力を引き出して自立・自由・出番を増やし、同時に高齢スタッフの活躍機会を増

やし、結果として施設としての介護の生産性向上を追求している。 

鶴岡ラボは「Well-being プラットフォームとしての温泉旅館・温泉街」をテーマとし、地

域における温泉旅館の多面的機能（高齢者の仕事の場、ヘルスケア・リカバリー拠点）を追

求し、長期滞在型ツーリズムやバイオイノベーションの可能性を拡大している。 

所沢ラボは「“やとい”の再生を通じた多世代交流型の学び・遊び・仕事づくり」をテー

マとし、多世代交流・モビリティの拡大を意識したニュータウン地区のコミュニティ・イン

フラの再デザイン、不動産の新たな活用の在り方等を追求している。 

狭山ラボは「農福連携・リカレント教育・起業の場として大学」をテーマとし、高齢化社

会のアクティブ・シニア層が「ただ学ぶ」だけではなく、埼玉西部地域の資源を活用して新

たな「仕事」を生み出していくきっかけを生むリカレント教育の場づくりを追求している。 
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③ 松本ヘルス・ラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 松本ヘルス・ラボ（https://m-health-lab.jp） 

設立年 2015 年 9 月 

活動地域・範囲 松本市 

運営主体 一般財団法人松本ヘルス・ラボ  

活動分野 ヘルスケア、健康づくり 

参加者 松本市、長野県、松本商工会議所、地域住民、地域内外の企業等

（帝人、第一興商、イオン等が協賛企業） 

事業費負担主体 松本市 

 

（活動内容） 

 社会課題を考える企業と「健康づくりのソリューション創りに参加したい」、「いつ

までも健康でいたい」という思いの市民を結ぶ、健康づくりと産業創出の両面を実現し

ようとする取組である。 

具体的には、共創の場(リビング・ラボ)の提供による健康ニーズの把握支援、実証の

場（テストフィールド）の提供によるテストマーケティングの支援、相談の場の提供を

通じた専門機関とのコーディネートを行っている。 

松本市内には地域住民の交流の場、各企業間のマッチングやワーキングスペースとし

て、健康に関する情報発信、製品・サービスの展示など幅広く活用できる拠点も設置し

ている。 

 多様な参加者を巻き込むための工夫、事業創出を促進するための工夫として、クラブ

メンバーの健康増進を図る会員制の「健康パスポートクラブ」の仕組みを導入している。

これは、定期的な健康チェックと健康増進プログラムへの参加、そして地域の健康産業

のイノベーションを推進する活動など、自身の健康づくりと豊かで健康的な社会の実現

を目指す地域住民の参加を促す取組である。半年に 1 回の無料健康チェック、健康イベ

ントの実施、ヘルスケアに関連する製品やサービスを優待で利用できる特典の提供など

がある。「健康パスポートクラブ」には、すでに 400 名を超える地域住民が参加してい

る。なお、健康パスポートクラブの入会者からは年会費 3,000 円を徴収している。 
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図表 17 「健康パスポートクラブ」の仕組み 

（資料）松本ヘルス・ラボホームページ（https://m-health-lab.jp/club） 

 

④ 大阪イノベーションハブ 

（場の概要・属性） 

場の名称 大阪イノベーションハブ（https://www.innovation-osaka.jp/ja/） 

設立年 2013 年 4 月 

活動地域・範囲 関西地域 

運営主体 大阪市（経済戦略局）が設置し、（公財）大阪市都市型産業振興セ

ンターが運営 

活動分野 イノベーション創出支援 

参加者 起業家、技術者、支援者 

事業費負担主体 公益財団法人大阪市都市型産業振興 

 

（活動内容） 

 「大阪から世界へ」をテーマに、新たな事業の創出やスケールアップにつながるイベ

ント・プログラム（年間約 200 回）を開催している。新たな事業を生み出そうとする

「プレイヤー」会員や「パートナー」会員が中心となり、大阪イノベーションハブにお

いて、イベント開催などの活動をすることで、国内外から多様な人々が集まり、交流し、

化学反応を起こして、イノベーションを創出する取組である。 

起業家向けにはメンタリングサービス等も提供する。自治体が活動資金を拠出し、活

動拠点となる施設も保有している。 

 年間 200 回以上のイベントを開催し、国内外から多様な人材をひきつけ、投資機会や

大企業とのコラボレーション等をサポートしている。 
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 事業創出を促進するための工夫として、成功者が次の成功者を生む環境の構築を推奨

しているため、プログラムに登壇する講師として世界で活躍している起業家を招き、指

導者に迎え入れている。 

 

⑤ ミズベリング 

（場の概要・属性） 

場の名称 ミズベリング（https://mizbering.jp/） 

設立年 2014 年 

活動地域・範囲 全国 

運営主体 ミズベリングプロジェクト事務局、国土交通省 

活動分野 まちづくり 

参加者 市民、行政、企業 

事業費負担主体 国土交通省 

 

（活動内容） 

 都市の中などで生まれた空間を生かしていこうという発想の下、とくに川や海辺とい

った「水辺（ミズベ）」の可能性に着目し、そのエリアを中心に暮らしやすい豊かな社

会づくりをしていこうという活動である。 

水辺に対する社会の関心を高め、様々な立場から参画を得るため、全国でワークショ

ップやイベントを開催している。現状、各自治体・企業が各々ミズベリングと連動した

イベント等を開催している。 

 

（３） 個別事例の内容（大学・研究機関主導によるもの） 

① 信州リビング･ラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 信州リビング･ラボ 

（https://www.shinshu-u.ac.jp/project/livinglab/） 

設立年  

活動地域・範囲 長野県 

運営主体 国立大学法人信州大学 

活動分野 「健康生活」分野（Health & Wellbeing）と「防災減災」分野

（Disaster Privention）の 2 分野が中心 

参加者 信州大学、自治体、連携パートナー（松本ヘルス・ラボ等）、企業、

地域住民等 

事業費負担主体 国立大学法人信州大学 
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（活動内容） 

 次世代の研究や教育におけるイノベーションを進めるため、信州大学が提案、推進す

る取組である。 

地域住民と連携し、健康増進につながる研究や商品開発、政策づくりを行う「健康生

活の達人教室」、長野県が育種･栽培を進めるもち性大麦の新品種「ホワイトファイバ

ー」の機能性評価や商品開発を目的とする「ホワイトファイバープロジェクト」、「防

災キャンプ」等、プロジェクトベースでの事業創出の取組を実施している。 

 信州リビング･ラボは、特定の関係者だけで構成するクローズ型（あるいはセミクロ

ーズ型）とせず、オープンネットワークとすることで、より広範囲な人々・多様な主体

の巻込みを図っている。具体的には県内各地に展開されるコワーキング･スペースを始

め、フューチャー･センターやリビング･ラボの地域拠点と連携し、ネットワークを形成

している。 

 既存の施設、ネットワークを活用することで、新しい施設を建設したり、ゼロから人

を集めたりするコストを軽減している。 

 

図表 1810 信州リビング･ラボの枠組み 

（資料）「信州リビング・ラボ」ホームページ 

（https://www.shinshu-u.ac.jp/project/livinglab/about/vision.html） 
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図表 19 信州リビング･ラボにおけるサービス等の創出の流れ 

（資料）「信州リビング・ラボ」ホームページ 

（https://www.shinshu-u.ac.jp/project/livinglab/about/about.html） 

 

② センター・オブ・イノベーション 

（場の概要・属性） 

場の名称 センター・オブ・イノベーション（center of innovation:COI）

（http://www.jst.go.jp/coi/index.html） 

設立年  

活動地域・範囲 全国 

運営主体 文部科学省、国立研究開発法人科学技術振興機構、採択先大学 

活動分野 ビジョン 1：少子高齢化先進国としての持続性確保：Smart Life 

Care, Ageless Society 

ビジョン 2：豊かな生活環境の構築（繁栄し、尊敬される国へ）：

Smart Japan 

ビジョン 3 ：活気ある持続可能な社会の構築： Active 

Sustainability 

参加者 大学により異なる 

事業費負担主体 文部科学省 

 

（活動内容） 

 10 年後の目指すべき社会像を見据えたビジョン主導型のチャレンジング・ハイリス

クな研究開発を最長で 9 年度支援する、文部科学省のプログラムである。国内１拠点当
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たり年間１億円～１０億円程度の研究開発費（間接経費を含む）を支援している。 

 ヘルスケア関連分野では、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、川崎市産業

振興財団、立命館大学、京都大学が採択され、活動展開中である。特に弘前大学におい

ては、既存のヘルスケアビッグデータを活用し、ベネッセや花王等の企業と連携したサ

ービス・商品の開発に取組中である。 

 大学がプラットフォームの役割を果たすとともに、イノベーションに必要なシーズ提

供を行うほか、サービス等の効果検証を実施。参画企業は各種サービス・商品、マンパ

ワー等を提供している。 

 

図表 20 ＣＯＩ拠点の推進体制 

（資料）「センター・オブ・イノベーションプログラム」ホームページ 

（http://www.jst.go.jp/coi/outline/outline.html） 
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③ Give & Take Project 

（場の概要・属性） 

場の名称 Give & Take Project（http://givetake.eu/） 

設立年 2014 年 5 月 1 日~2017 年 4 月 30 日 

活動地域・範囲 デンマーク・フレゼリクスベア市 

運営主体 3 国（デンマーク・オーストリア・ポルトガル）の 4 大学 

活動分野 高齢者の社会参加を促すシェアリングエコノミーシステムの開

発・実験 

参加者 3 国（デンマーク・オーストリア・ポルトガル）の 4 大学、地方自

治体、IT 開発企業、フレゼリクスベア市民 

事業費負担主体 Give & Take Project には EU から資金（1,601,762 ユーロ）が出

ており、課題も期間（3 年間）も予め EU サイドから設定 

 

（活動内容） 

 当該プロジェクトの目的は、高齢者の社会参加を促すシェアリングエコノミーシステ

ム（高齢者同士のマッチングシステム）の開発・実験である。日常生活の中で助けてほ

しいことがある人と、そのタスクを助けてくれる人を、ICT システムを使ってマッチン

グするものである。助けてもらった人は、次は自分が助けられる人を探していく。ギブ

とテイクを交互に行うことで、高齢者の社会参加やヘルスケアにつながるという仕組み

を構築している。 

実験の手法としては、アンケートやデータログ、聞き取り調査などが行われる。 

 多様な参加者を巻き込むための工夫として、高齢者が集う散歩会に、リビングラボプ

ロジェクト Give & Take Project のメンバーが同行する。散歩会を通じ、参加者と歩き

ながら会話をするなかで、普段の生活の様子や抱えている悩みなど、高齢者が置かれて

いる状況や潜在的ニーズを引き出している。散歩という参加者の生活の場を実験場にし

ている点が特徴と言える。 

 このほか、プロジェクトメンバーによる定期的なワークショップに高齢者が参加する

取組を行なっている。高齢者と専門家とが対話を重ね、ICT システム制作者も積極的に

ユーザー（高齢者）と関わり、高齢者の受け止め方などを観察していく仕組みができて

いる。 
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図表 21  Give & Take Project の概要 

 

（資料）「The Give&Take project」ホームページ（http://givetake.eu/about_2015/） 

 

（４） 個別事例の内容（民間企業、NPO等主導によるもの） 

① リビングラボ事業の推進にかかる協力覚書 

（場の概要・属性） 

場の名称 未定（リビングラボ事業の推進にかかる協力覚書締結の段階） 

設立年 2017 年 9 月 21 日 

活動地域・範囲  

運営主体 （一社）高齢社会共創センター、三井住友銀行、日本総合研究所 

活動分野 高齢者等の生活者・ユーザー起点での商品開発やまちづくり 

参加者 （一社）高齢社会共創センター、三井住友銀行、日本総合研究所 

事業費負担主体 同上 

 

（活動内容） 

 高齢者会共創センター、三井住友銀行、日本総合研究所が提携し、高齢者等の生活者・

ユーザー起点で商品開発やまちづくりを推進する取組である（現状はリビングラボ事業

の推進にかかる協力覚書締結の段階である）。 共創センターは、リビングラボによる

共創活動の企画・設計および運営全般をリード。また、リビングラボの社会技術として

の効果性・有益性について専門家チームによる検証を実施する。 

三井住友銀行は、シニア市場におけるオープンイノベーションに関心を持つ企業や自

治体を発掘し、リビングラボ事業への利用機会の開拓、推進を実施する。 

日本総合研究所は、シニア市場におけるオープンイノベーションに関心を持つ企業や

自治体に対するアドバイスや、リビングラボ事業の基本モデルの検討への協力を実施す
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る。 

具体的な事業計画は以下のとおりである。 

 

図表 22 事業計画の概要 

日本版リビング

ラボのネットワ

ーク化 

全国各地で展開されるリビングラボと運営上の課題や工夫等の共

有を図る有機的な協力関係の構築。2018 年 3 月には、リビングラ

ボの実践者を招集する「日本版リビングラボ・ネットワーク会議」

を開催する予定 

鎌倉市における

リビングラボ事

業 

鎌倉市において、2018 年度末までを目処に、住民、自治体、企業

それぞれの課題・ニーズに基づく共創活動（「長寿社会にふさわし

いワークスタイルと住宅・地域環境の開発」、「IoT を利活用した

鎌倉観光の複線化とシニア活躍事業の開発」、「新たな長寿社会向

け商品サービス開発」）を実施することで、リビングラボのビジネ

スモデル確立を目指す。 

スウェーデンと

の国際共同事業 

海外のリビングラボや企業・研究機関等との連携を強化するため、

スウェーデンのリナウス(Lennaeus)大学による産学連携組織との

共同研究を通じてノウハウの統合化を図る。 

 

② ウェルネスオープンリビングラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 ウェルネスオープンリビングラボ（WOLL）（https://woll.co.jp/） 

設立年 2017 年 4 月 

活動地域・範囲 大阪市 

運営主体 合同会社ウェルネスオープンリビングラボ 

活動分野 医療、健康関連分野 

参加者 企業中心 

事業費負担主体 エーザイ、大阪市立大学、NTT データ関西、（株）アシックス、

（株）E-DESIGN、小野薬品工業（株）、（株）カレントダイナ

ミックス、（株）シグナルトーク、新和商事（株）、（株）ダイセ

ル、（株）タカゾノ、塚喜商事（株）、ニプロ（株）、阪和興業（株）、

（株）マンダムの合計 15 の企業等が出資 

 

（活動内容） 

 認知症などの健康関連課題を解決し、健康寿命の延伸をめざすことを目標に、新たな

研究領域を開拓し製品やサービス等を開発・提供すること、データの利活用による健康
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の増進と地域・産業の活性化を行うこと、人材育成に寄与すること、さらに、健康科学

関連の課題に応じた知の創出、開発、実証あるいはコンサルティングを推進することに

より、大学、企業、行政、住民等が連携し、モノやサービス、行政施策等を共創してい

くことを理念としている。 

 産学連携による課題発見と課題解決方法の検討、実証を通じたエビデンスの蓄積等を

実施しているほか、企業出資による合同会社（運営主体）を設立している 

具体的な事業内容は、以下のとおりである。 

 

 健康科学に関連する企画の募集、選定、推進及び運営管理の事業 

 健康科学に関連する事業関係者の相互コーディネーションの事業 

 健康科学に関連するデータの収集・解析、研究支援、研究コンサルテーションの

事業 

 健康科学に関連する新たな研究領域の開拓、開発、実証、事業化支援の事業 

 健康科学に関連する勉強会や研究会の設置及び運営の事業 

 前各号に附帯する事業 

 

③ ともに育むサービスラボ（はぐラボ） 

（場の概要・属性） 

場の名称 ともに育むサービスラボ（はぐラボ） 

設立年 2017 年 

活動地域・範囲 横浜市 

運営主体 NTT テクノクロス（株）、NEC 

活動分野 子育て分野 

参加者 育児中の親（ユーザー）、企業、UX デザイナー 

事業費負担主体 NTT テクノクロス（株）、NEC 

 

（活動内容） 

 育児中の親（ユーザー）、企業、UX デザイナー（ユーザーの「体験」に着目してサ

ービスを設計するデザイナー）らが対話しながら、生活をより良くするためのサービス

を創出する取組である。 

 多様な参加者を巻き込むための工夫として、ユーザーとの共創を円滑に進めるために、

コミュニティや場づくり、手法開発に取り組んでいる。子育て世代参加者の参加は随時

受け付けている。子育てママパパに話し合って貰いたいテーマ、意見を貰いたい開発中

または販売中のサービスについても随時募集している。 

 事業創出における各参加主体の役割として、NTT テクノクロスと NEC は、この「は

ぐラボ」を活用し、育児中の親の「過ごしたい理想の時間」を実現する新サービスの検

討をゼロからスタートしている。 
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NEC の UX デザイナーは、テーマの提案、育児中の親（ユーザー）との共創を円滑

に進めるための仕掛けやツールづくり、記録などを担当し、NTT テクノクロスの UX

デザイナーは、当日のファシリテーションなどを担当している。両社はニーズやアイデ

アの評価から、進め方、手法に関する様々な知見を蓄積している。 

 事業創出を促進するための工夫として、企業が主導し、反復してユーザーの声を聞き

ながら、参加者全員でいいサービスや製品を考える仕組みを構築している。 

 現状、ユーザー視点のアイデアは出てくるが、まだそれを次の事業に結びつける段階

には至っていない。 

 持続可能性を高めるため、企業向けプロジェクトのコンサルティング（ニーズ抽出、

サービス・商品の評価等）を有償で提供している。 

 

④ WISE Livig Lab 

（場の概要・属性） 

場の名称 WISE Livig Lab（http://sankaku-base.style/） 

設立年 2017 年 1 月 

活動地域・範囲 横浜市（たまプラーザ駅の周辺地区） 

運営主体 横浜市、東急電鉄 

活動分野 子育て、コミュニティづくり等 

参加者 横浜市、東急電鉄、地域住民 

事業費負担主体 横浜市、東急電鉄 

 

（活動内容） 

 横浜市と東急電鉄がリビングラボ拠点となる施設（コミュニティ施設「WISE Livig 

Lab さんかく BASE」）を開設し、そこで高齢者や子育て世代に向けたセミナーやワー

クショップを実施している（リビングラボについての啓発セミナーも開催）。 

「WISE Living Lab」（ワイズ リビング ラボ）は、「次世代郊外まちづくり」の情

報発信や活動拠点として整備された施設であり、当該施設は「次世代郊外まちづくり」

が目指すまちの将来像「WISE City」（ワイズシティ）の体現に向けた機能が導入され

る 3 棟の建物から構成されている。 

いきなりリビングラボを立ち上げても、市民が集まらないおそれがあるほか、集まっ

た市民から自由な意見が思うように出てこないおそれもある。そこで当該プロジェクト

では、まずは地域の人々が集まることのできる場を提供し、市民の参加意識を高めるよ

うなコミュニティづくりを目指している。 

WISE Living Lab ではセミナーやイベントを開催するためのスペースを設けている

ほか、市民が集まるカフェも併設されている。 

事業創出の実績はないが、一部健康に関する市民向けモニタリング活動は始まってい

る。リビングラボとして本格的な活動はこれからの段階である。活動の持続性担保の工
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夫として、活動拠点の確保、施設自体の事業性確保といったことが挙げられる。 

 

図表 23  WISE Livig Lab さんかく BASE の施設外観 

（資料）「WISE Livig Lab さんかく BASE」ホームページ（http://sankaku-base.style/） 

 

⑤ 鎌倉リビング・ラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 鎌倉リビング・ラボ 

設立年 2016 年 11 月～。NPO の活動メンバーを呼び込むとともに、運営

資金を調達するための一手法として鎌倉リビング・ラボをスター

ト 

活動地域・範囲 鎌倉市今泉台（鎌倉市における高齢化進展地域、約 2,100 世帯、

5,140 人が居住、高齢化約 45％） 

運営主体 リビングラボ自体の運営サポートは主として NPO 法人タウンサ

ポート鎌倉今泉台が担当。リビングラボ自体は法人格なし 

活動分野 高齢化対策 

参加者 鎌倉市、NPO 法人タウンサポート鎌倉今泉台、東京大学高齢社会

総合研究機構、三井住友フィナンシャルグループ、連携高齢社会

共創センター、今泉台町内会 

事業費負担主体 当面の活動資金は東京大学が JST（国立研究開発法人科学技術振

興機構）を通じて獲得した資金（戦略的国際共同研究プログラム

国際産学連携「日本-スウェーデン共同研究」及び「戦略的創造研

究推進事業における平成 28 年度研究開発成果実装支援プログラ

ムの新規実装プロジェクト」）を活用 

 

（活動内容） 

 様々な主体が連携した本格的なリビングラボとしては国内でも極めて先進的な事例

であり、ヨーロッパのリビングラボとも国際的な連携体制を構築するなど、行政が中心

となり地域の課題解決を目指した取組を行っている。商品の試作品や新商品を実際に使
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ってもらい、その様子を観察したり、感想を話してもらうテスト、テーマに応じた生活

のアイデア、課題、ニーズ等の意見を自由に話すグループインタビュー、アンケートな

どを実施している。 

 高い高齢化率を地域の強みとして、今後、日本が迎える超高齢社会・長寿社会に適応

した商品開発のフィールドとして提供している。 

 各参加主体の役割としては、対象となる商品等の調整は東京大学、リビングラボの運

営サポートは主として NPO 法人タウンサポート鎌倉今泉台が担い、鎌倉市が支援して

いる。住民は商品開発の場にかかわることで社会との繋がりを実感することができる。

一方、企業にとっては、潜在ニーズを発見する効果的な場となる。 

 事業創出を促進するための工夫としては、これまでの取組と検討した製品、今後の活

動を紹介する Open Lab Day を開催している。事業創出に関わる実績としては、ヨーロ

ッパの薬剤メーカーからの依頼を受けた薬剤パッケージの商品テストを実施している

（2016 年 11 月）。 

 将来的には、テスト等に参加することによって得られる対価が、鎌倉リビング・ラボ

のフィールドとなる地域活動の資金循環に寄与する活動となっており、活動の持続性を

高める工夫がみられる。 

 

⑥ 三浦を元気にするリビングラボラトリー 

（場の概要・属性） 

場の名称 風の谷プロジェクト（http://kazenotani-project.com/）、 

三浦を元気にするリビングラボラトリー 

（http://www.kuhs.ac.jp/livinglabo/） 

設立年 2015 年 6 月 

活動地域・範囲 神奈川県三浦市 

運営主体 施設運営は（株）風の谷プロジェクト 

活動分野 健康増進、転倒予防、介護予防、介護・リハビリロボットの研究開

発 

参加者 （リビングラボの運営に関する包括協定締結企業・団体） 

三浦市、三浦市立病院、三浦市社会福祉協議会、神奈川県立保健福

祉大学、神奈川県産業技術センター、よこはま TLO（株）、（株）

風の谷プロジェクト、湘南信用金庫 

（その他）デイサービスに通う高齢者 

事業費負担主体 地域創生補助金を活用 

 

（活動内容） 

 高齢者のリハビリデイサービス施設が主体的に動き、施設を場として様々なプロジェ

クトを産学官金連携事業として成立させている。神奈川県内の大学、企業、産業技術セ
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ンターなどが協働し、デイサービスに通う高齢者に当事者として参加してもらい、健康

増進、転倒予防、介護予防、介護・リハビリロボットの研究開発の場として機能してい

る。 

 参加者は研究開発に協力することで、収入を得ることが可能となっている。 

  

図表 24 リビングラボの枠組み 

（資料）「三浦を元気にするリビングラボラトリー」ホームページ（http://www.kuhs.ac.jp/livinglabo/） 

 

図表 25 リビングラボの製品開発の枠組み 

（資料）「三浦を元気にするリビングラボラトリー」ホームページ（http://www.kuhs.ac.jp/livinglabo/） 
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⑦ 子育てママ・リビングラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 子育てママ・リビングラボ 

設立年 2015 年 

活動地域・範囲 東京、大阪等 

運営主体 一般社団法人ソーシャルビジネスデザイン研究所 

活動分野 子育て分野 

参加者 行政、大学、企業（コクヨなどの企業が参加）、NPO、クリエ

イター、生活者（子育て中の母親） 

事業費負担主体 ソーシャルビジネスデザイン研究所 

 

（活動内容） 

 子育て中の母親の働き方と子育て、両面での支援のため、産学官が連携して子育て中

の母親と一緒に課題を共有、その課題解決に向けたアイデアを発見し具体化していくた

めの共創プラットフォームとして立ち上げられた。 

子育て世帯のニーズを探りサービスや製品の開発につなげるというのが目的で、主に

大阪や東京にてワークショップを実施している（コクヨ等はセミナー、ワークショップ

を開催）。 

 6 ヶ月程度の継続的なプログラムが想定された当該プロジェクトは、生活者である子

育て中の母親にも、リサーチ・インタビューの対象としてだけではなくすべてのプロセ

スに積極的に関与してもらい、アイデアソンの繰り返し、ブラッシュアップ、ハッカソ

ンという流れを基本に、企業の課題や技術シーズなどの要素も取り入れながら実施して

いる。 

 事業創出の実績はないが、企業がリビングラボを通じて従来の手法とは違ったニーズ

を探ることができる可能性があると考えられる。 

 

⑧ BABAラボ 

（場の概要・属性） 

場の名称 BABA ラボ（https://www.baba-lab.net/） 

設立年 2011 年 12 月 19 日 

活動地域・範囲 埼玉県さいたま市 

運営主体 シゴトラボ合同会社 

活動分野 シニア世代の生活等支援 

参加者 地域の子育て世代、高齢者、商品開発に係る大学、自治体、企業等 

事業費負担主体 シゴトラボ合同会社 
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（活動内容） 

 企業や大学とコラボレートした製品を開発・販売するなど、コミュニティ発のリビン

グラボとして注目されている。「100 歳になっても、わたしらしくはたらき、いきいき

と暮らしつづけられる社会」を目指し、以下の事業を実施している。 

 

 マーケティング事業（調査研究、情報受発信、コミュニケーションサポート等） 

 コラボレーション事業（課題解決型商品・サービスの開発・試作・販売、協働提

案等） 

 コミュニティ事業（場づくりの実践と支援、コンサルティング、人材育成、講

座・イベント運営等） 

 

 場づくり lab の取組を通じ、シニア世代が自分らしく働き、暮らし続けられるための

「場」づくりを街中で実施している。HP 上でもサポーター（参加者）を常時募集して

いる。 

 事業創出を促進するための工夫として、課題解決 lab の取組を通じてシニア世代のニ

ーズを集め、大学・自治体・企業等と適宜連携しつつ「あったらいいな」を商品・サー

ビスなどに具現化している。 

 事業創出の実績としては、高齢者が子どもの世話をする中で、ママ向けの育児グッズ

が使いにくいという課題発見から、足腰が弱くても赤ちゃんを抱っこしやすい毛布を自

作したり、企業や大学とコラボして老眼でも目盛りが見やすい哺乳瓶を開発。BABA ラ

ボ HP のオンラインストアで開発した商品を販売している。開発商品の販売等、収益事

業の実施により活動の持続性が高められている。 

 

図表 26  BABA ラボで開発した哺乳瓶 

（資料）BABA ラボ HP のオンラインストアより抜粋（http://baba-lab.shop-pro.jp/） 

http://baba-lab.shop-pro.jp/
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⑨ ロフトワーク 

（場の概要・属性） 

場の名称 ロフトワーク（https://loftwork.com/jp/） 

設立年 2000 年 2 月 17 日 

活動地域・範囲 東京、京都、台北、香港等 

運営主体 （株）ロフトワーク 

活動分野 Web、コンテンツ、コミュニケーション、空間などのデザイン 

参加者 企業、自治体、大学、クリエイター 

事業費負担主体 （株）ロフトワーク 

 

（活動内容） 

 ロフトワークでは、グローバルに展開するデジタルものづくりカフェ「FabCafe」、

素材と向き合うクリエイティブ・ラウンジ「MTRL（マテリアル）」、クリエイターとの

共創を促進するプラットフォーム「AWRD（アワード）」、クリエイティブな学びを加速

するプラットフォーム「OpenCU」を運営している。世界中のクリエイターコミュニテ

ィと共創することで、幅広いクリエイティブサービスを提供している。 

 多様な参加者を巻き込むための工夫として、FabCafe においては、カフェという空間

にレーザーカッターや 3D プリンター等を設置、クリエイティブなコ・ワーキングスペ

ースとしても利用できるようにしている。また、「マテリアル京都」のような、クリエ

イターから法人自治体まで、コラボレーションできる場所の設置しているほか、クリエ

イティブやビジネスに関する「学びあい」を促進するために、ユーザーが企画したイベ

ントを月に 7～8 回開催している。 

 このほか、森林再生とものづくりを通じた地域産業創出に向け、飛騨に飛騨市と共同

で会社を設立し、新しい形の官民共同事業を目指している。 

 

⑩ 輪島 KABULET（カブーレ） 

（場の概要・属性） 

場の名称 輪島 KABULET（カブーレ）（https://wajima-kabulet.jp/） 

設立年 2015 年 

活動地域・範囲 石川県輪島市 

運営主体 社会福祉法人佛子園 

活動分野 高齢者支援、障がい者支援、子育て支援を核としたまちづくり 

参加者 社会福祉法人佛子園、輪島市、地域住民 

事業費負担主体 社会福祉法人佛子園 
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（活動内容） 

 輪島 KABULET プロジェクトは、輪島の人たちと一緒に、街の歴史や文化を新しい

世代に受け継いでいく「人」を主役にした街づくりを目指している。温泉や交流施設、

新交通システムによって人が街に溢れ、関わることで地域住民を元気にすることを図っ

ている。 

輪島に住むすべての人たち－高齢者や障がいを持つ人、子育て世代や若者、移住者、

外国人などごちゃまぜの多世代多文化を構築している（国土交通省の空き家再生等推進

事業や都市再構築事業などの補助金を活用、施設用の空き家・空き地を取得）。 

また、輪島の新しい価値の創出を目指して商標登録（「輪島 KABULET®」）を申請

している。「商品づくり／催事づくり／景観づくり」をはじめ、輪島全体をより面白く

豊かなものへと導くことを目的に、総合的な視点から、みんなで創っていく街づくりを

推奨していくものであり、「輪島 KABULET®委員会」を設置し、取組を推進している。 

多様な参加者を巻き込むため、空き家・空き地を活用し、様々な人が集まるよう、輪

島市の中心部に、温浴施設やウェルネス施設、サービス付き高齢者向け住宅、子育て支

援施設など複数の施設を整備するといった工夫がみられる。 

 

⑪ 地域包括ケアシステム「幸手モデル」 

（場の概要・属性） 

場の名称 － 

設立年 2012 年 

活動地域・範囲 埼玉県幸手市、杉戸町 

運営主体 運営組織はなし。在宅医療連携拠点「菜のはな」は幸手市・北葛北

部医師会からの委託により運営。 

活動分野 地域包括ケア 

参加者 医療・介護専門職、地域住民 

事業費負担主体 幸手市・北葛北部医師会 

 

（活動内容） 

 在宅医療連携拠点である「菜のはな」においての住民の健康電話相談、「暮らしの保

健室」の出前、多職種連携や地域ケア会議の開催、市民イベントのバックアップ等、地

域コミュニティに向けた様々な活動を展開している。 

 市民オペラやマルシェ、サロン、寺子屋など、参加者が主体的に行っている様々なま

ちづくり活動に積極的に医療者が関与、支援しながら地域包括ケアシステムを実現して

いる。 

 医療介護連携や多職種協働へ向けた教育を目的としたワークショップの開催や、地域

で活躍する「コミュニティデザイナー」を育成・ネットワーク化し、情報提供や技術移
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転などの後方支援の事業を提供している。 

⑫ DMM.make 

（場の概要・属性） 

場の名称 DMM.make（https://make.dmm.com/） 

設立年 1999 年 11 月 17 日 

活動地域・範囲 － 

運営主体 合同会社 DMM.com 

活動分野 デジタルコンテンツ配信、ものづくり支援、太陽光発電等 

参加者 企業、クリエイター 

事業費負担主体 合同会社 DMM.com 

 

（活動内容） 

 合同会社 DMM.com では、「モノづくり」に関係する素材、ツール、人、情報等の提

供を行っている。Web でのサービスのみではなく、シェアオフィスやイベントスペース

など、ビジネスの拠点として利用できる施設「DMM.make AKIBA」を運営している。 

 また、事業創出に向けて、米国クラウドファンディングを利用した資金調達を支援し

ている。 

 

⑬ ワイズプレイス（WISE PLACE） 

（場の概要・属性） 

場の名称 ワイズプレイス（WISE PLACE） 

設立年 2012 年 

活動地域・範囲 全国（大阪、長野、富山、徳島、福岡、鹿児島など各地域で FC を

展開している NPO 等の各種法人が参加し、地域間連携や地域と

企業との連携などについて課題やアイデアを議論） 

運営主体 一般社団法人 Future Center Alliance Japan 

活動分野 特になし（人生 100 年時代の社会システム”、“エネルギー保安

政策”、“バイオエコノミー戦略”、“研究開発の産学連携エコシ

ステム”ほか、省庁と多岐にわたるテーマを取り扱い） 

参加者 － 

事業費負担主体 一般社団法人 Future Center Alliance Japan 

 

（活動内容） 

 フューチャーセンター、イノベーションセンター、リビングラボという 3 種類の「場」

が、共通テーマで連携することにより、リソースとナレッジの共有化が進み、イノベー

ションが継続的に興る状態になるとの認識に基づき、一般社団法人 Future Center 
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Alliance Japan （以下、FCAJ）は、こうした WISE PLACE 創出に努めている。 

「フューチャーセンター」は、1 社単独では解決できない複雑な問題や、中長期にわ

たる社会課題などに対し、通常の組み合わせでは生まれないような多様な観点の産学官

民の垣根を越えた関係者が集まり仮説を作る場である。 

「イノベーションセンター」は、主に企業が自社の技術やリソースをオープンにして、

試作を作り外部共創によってイノベーションを生み出す場である。 

「リビングラボ」は、企業や組織の中ではなく、実際に人々が暮らすまちのなかで社

会実験を行い検証する場である。 

上記３つの場が連携し、イノベーションを継続させるためのエコシステムとして、「ワ

イズプレイス」という概念を構築している。ワイズプレイスを推進するために、国内外

の先進動向や、構築運営するポイント、ワイズプレイスに関わる定量調査などを実施し

ている。 

 また、多様な参加者を巻き込むための工夫として、イノベーションを属人的な取組か

ら組織的な活動に広げるため、フューチャーセンターでは「これまでとは異なることを

明示すること」が有効との認識を有している。 

このため、フューチャーセンターについては、ワークショップを行うための開かれた

場である以上に、既存の概念にとらわれないような非日常で異質性があること、また、

実際に社会に実装させるまでのすべての活動を支援するしくみも有している。 

 

図表 27 ワイズプレイスにおける事業創出のエコシステムの考え方 

（資料）Future Center Alliance Japan ホームページ 

（http://www.futurecenteralliance-japan.org/innovation/wiseplace） 
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⑭ 生き方のデザイン研究所 

（場の概要・属性） 

場の名称 生き方のデザイン研究所 

設立年 2013 年 

活動地域・範囲 主に北九州市 

運営主体 一般社団法人 生き方のデザイン研究所 

活動分野 福祉分野 

参加者 健常者、障がい者等 

事業費負担主体 一般社団法人 生き方のデザイン研究所 

 

（活動内容） 

 九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 平井康之研究室との協働の下、障がいのある

人をリードユーザーとし、ともにデザイン提案を作り上げる体験・参加型のプログラ 

ムを提供（インクルーシブデザイン・ワークショップ事業）。 

 このほか、誰もが集えるサロンの運営、様々な障がいのある人を生き方のデザイナー

(講師)として企業や学校に派遣する事業等、５つの事業を実施。 

障がいのある人ならではの強みを活かして自分たちの仕事と役割をつくり出すと同

時に企業の接客や顧客満足度の向上につなげ、さらに社会のあり方を少しずつ変えてい

くという活動を実施。 

 事業創出を促進するための工夫として、後述するインクルーシブデザインの活用を図

っている。また、活動の持続性を高めるため、収益事業等も実施している。 

 

 

（５） インクルーシブデザインについて（ヒアリング概要） 

インクルーシブデザインについて、国内の有識者である京都大学総合博物館の塩瀬隆之

准教授にヒアリングを行った。その概要は以下のとおりである。 

 

ヒアリング対象者 京都大学総合博物館 准教授 塩瀬隆之氏 

ヒ

ア

リ

ン

グ

内

容 

インクルー

シブデザイ

ンを導入し

て継続して

いる場 

 東京の NPO 法人コラブル（http://collable.org/）が発達障がい

児を対象とした取組について、インクルーシブデザイン（以下、

ID）を導入して活動を継続している。 

 ID の考え方はイギリス発祥であり、日本における ID の第一人

者は、九州大学の平井先生である。平井先生との協働で、ID の

考え方に基づいて福祉関連のボランティア（及びワークショッ

プ等）を実施している北九州の団体もある（一般社団法人生き
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方のデザイン研究所：https://www.ikikatanodesign.com/）。 

 ID に似た概念としては、ユニバーサルデザイン（以下、UD）

があるが、UD はチェックリストで基準のクリアを確かめるこ

とが主眼になってしまうことと、全方位を優先しすぎて対象が

曖昧になってしまうおそれがある。特に欧州では一つのデザイ

ンですべてがうまく解決されるとは思われていないこともあ

り、表現も Accessible Design や Design For All など複数の言

い回しがある。 

 ID については、企業でも製品開発や社員教育の一環として導入

するところも増えている。コクヨ等が ID の考えに基づく製品

開発の取組を行ったり、DNP もノークライアントワークで新

規提案力の向上を図ったりしている。 

 ID については、障がい者と一緒に製品開発をはじめることが、

発想を飛躍させる仕掛けとして理解されず、少ない人数の市場

を狙っていると誤解されることも多いため、慎重に社内調整で

言葉を選択する必要もある。 

インクルー

シブデザイ

ンを導入す

るうえでの

ポイント・課

題 

（リードユーザーの発掘・巻き込み） 

 高齢者、障がい者、外国人など、従来、デザインプロセスから

除外されてきた多様な人をデザインプロセスの上流から巻き

込むデザインが ID であるが、一方で、どのような障がい者等

に入ってもらえばよいのかということは課題としてある。 

 障がいのある人の中でも、行政からのヒアリング等に慣れたプ

ロユーザーにまでなってしまうと、ID とは相性があまりよくな

い。「〇〇障がいとは…」のように一般化して語ってしまうと、

行動観察の対象として一緒に課題発見ができず、知識に頼って

しまい、従来の対応と変わらないものしか得られないため。 

 障がい者等を含むリードユーザーが、「私」という当事者視点

で語ってもらうこと、（一緒にデザインの）作り手に回って考

えてもらうようにすることが重要である。 

 ID に加わってもらう障がい者（リードユーザー）は、単独で旅

行したり、アウトドアに積極的だったり、行動的な人はコミュ

ニケーションもとりやすい。 

 リードユーザーは、障がい者関連施設に行っても、適当な人が

すぐ見つかるわけではない。リードユーザーを見つけるため

に、いきなりアイデアを出して製品やサービスを考えるワーク

ショップを開催するのではなく、研修や勉強会など集まる目的

を少しずらすことが必要である。そしてキーパーソンが集ま
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り、自ら動ける環境づくりを行っていくことも重要である。 

 ワークショップには、障がいのある人や高齢者とフランクな付

き合いに慣れた人もいれば、そうでない人もいろいろな人がい

る。見えない人には点字が、聞こえない人には手話がないとい

けないなど先入観が強い人がいるとコミュニケーションがう

まくいかない。見えない人に「ここを見てください」とふと発

言してしまうような小さなミスは誰にでも起こり得るが、その

一言だけでも叱責してしまうようなリードユーザーでは、他の

参加者も委縮してしまってよい関係が築けない。一番いい関係

は、うまく伝わらなかったときなどにも、「あ、ごめんなさい」

と一言言える関係が重要である。障がい者も含めて、皆で一緒

に考える場が必要である。 

 「聴覚障がい＝手話」という認識そのものも先入観の強い対応

イメージである。聴覚障がい者のために子供たちが手話で合唱

するイベントがあったとき、手話が分からない聴覚障がい者が

非常に悲しい思いをしたというケースもある。「聴覚障がい＝

手話」という先入観で、先生を含むまわりの大人には先に美談

が出来上がってしまっていた。何が通じて何が通じないかをそ

の場で確かめられることが重要。 

 この障がいにはこの対応、といったようにやり方を決めてしま

うことが問題である。ただし、物事は先入観を持って実施した

方が効率的に実施できる面もある。先入観を持たないように取

組を進めるのであれば、そこは非効率になるかもしれないが、

時間をかけるしかない。 

 島根県雲南市で実践されているコミュニティナースの取組は、

まさに ID の取組を行っている。コミュニティナースも ID も地

域毎にいろいろなパターンがある。コミュニティナースのフォ

ーマットは、地域で健康について聞ける人がいるということで

ある。魚屋さんがコミュニティナースの場合もあるし、飲食店

関係者がコミュニティナースの場合もある。日常生活の中で、

体や健康のことを聞きたいと思ったときに、すぐ近くにいてく

れる人が対応してくれる仕組みである。 

 リードユーザーを育てることも含めて時間をかける必要はあ

るが、リードユーザーはどんな地域にも必ずいる。リードユ

ーザーを見つけるには、地域のキーマンなど、多種多様なス

テークホルダーが参加する、リビングラボのようなワークシ

ョップを繰り返す必要がある。 
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（場づくりについて） 

 ID に関心のある企業も増えており、そうした企業対象にワーク

ショップを開催する機会も増えている。企業向けには参加者向

け講義もセットしたレクチャー・ワークショップを行うことが

多い。商品開発を目的としたワークショップでは、参加するリ

ードユーザーと企業間で秘密保持契約（NDA）を結ぶこともあ

る。 

 ヘルスケアのワークショップは、医療関係者等の参加がメイン

で外部に対しては閉じてしまいがちである。介護用品の製造会

社は医療機関以外に話す場がないことが多い。 

 滑らないスリッパ開発等には、看護師も参画してもらった。医

療現場の課題からいろいろな製品アイデアが出てくる。 

 行為そのものをデザインする方がやりやすい。企業から依頼

を受けた活動量計のリデザインには苦労した。そこで、「活

動量を測る」行為についてデザインした。リードユーザー

に、毎日頑張っても１万歩は歩けない妊婦、いろいろなもの

を忘れてきてしまう研究者を設定した。前者は、距離を歩か

なくても階段の上り下りに特化する形で運動量を把握できる

し、後者は計測デバイスを小型化し、あらゆるものにくっつ

けて Bluetooth でデータを飛ばすことで、活動量計を忘れて

もどこかで運動量を把握できる仕組みなどのアイデアに結実

した。 

その他  ID は、障がい者用のサービス・製品を作ることを目的としてい

ると誤解を受けやすい。サービス・製品を作る側のバイアス、

先入観をなくすための取組である。障がい者の捉え方も表現と

ともに変わってきていて、以前は disable person(できない人)

と呼んでいたものが、disabled person（できなくさせられてい

る人）という表現に変わった。製品やサービスから排除されて

しまっているという考え方で、逆に言えば製品やサービスの作

り方、提供の仕方でできない人をなくせる力を秘めていること

になる。 

 かつては、自社製品等が使えない、使い方が分からない人がい

ると、そうした人の方に問題があるという認識する企業等が多

かった。そうした企業は自社製品等のインターフェースの悪さ

を反省していない。できない人をＰＣリテラシーがないと断罪

しようとしていたが、例えば、アップルのタブレットなどが実

現したタッチパネル仕様のインターフェースは、まさに直観と



53 

移動方向が同じため、2 歳の子どもでも 90 歳の年輩の人でも使

うことができ、結果として製品等が広く普及する。 

 自分たちのサービス・製品を「使わない人」、「使えない人」、

「使おうと思わない人」を集めて意見等を聞くことが必要であ

る。闇雲に新しい市場を探すのとは違って、結果としてもっと

もロジカルに市場開拓できるのが ID であると認識している。 

 通信教育教材メーカーも自社サービス（お母さんが子供と遊べ

る仕組み）について、子育て中の母親を対象にヒアリング等を

頻繁に行うが、対象者層がどうしても類型化してしまう。そこ

で出てくる意見等もほとんど同じになってしまい、ヒアリング

する側にとっても回答は予想通りになってしまうので、ユーザ

ーの巻き込みは効果が薄いまま頓挫してしまう。 

 大学がうまく各地域での仲介者になれるのではないか。大学が

もっと企業と地域（リードユーザー等）との仲介者としての役

割を果たしてはどうかと考える。地方の国立大学であれば、教

育という長い視座の取組の一環として、場の設定や関係者の仲

介を継続して実施することを考えるべきである。大学はもとも

と知の体系化、再配布が役割でもあるため、社会課題などにど

のように向き合うか、継続的に蓄積できる可能性がある。 

 自身が属する京都大学で ID の取組を実施していると、京都大

学にはもっと大きく強いテーマなど別の役割があるといった

意見も出てくるが、京都大学でこのような小さな声に光をあて

る取組を行うことに意味があると感じている。京都大学の卒業

生が、就職先の企業や地域で小さな声に光をあてる力をもっ

て、それぞれの現場で取組を増やしてくれれば十分である。 

 大阪大学にはコミュニティデザインセンターがあり、地域と企

業との連携等を図っているほか、山口大学でも地域連携がカリ

キュラムに落とし込まれているものがある。卒業要件を地域課

題解決とつなげているが、３年生までのグローバルなカリキュ

ラムと必ずしも連続しているわけではないので、４年生になっ

て急に地域課題解決といわれても難しい面もある。もう少し持

続的に関係構築からスタートできるとよいかもしれない。 

 地域企業の存在も重要だが、産業技術総合研究所や地方大学で

地域とつながる人が必要である。大学は「教育」ということで

あれば、長い時間軸で動けるというのが事業を継続できる一つ

の鍵になる。 

 産業技術総合研究所のような研究レベルの高い国研の研究者
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が地域と一緒に汗をかいて、そこで使える技術等を考えるよう

な流れになれば素晴らしい。産業技術総合研究所所属のコーデ

ィネーターや足繁くいろいろなところに通ってネットワーク

をメンテナンスしている役所の人と連携することによって、目

の前で地域課題を解決するために動いている人がみえてくる

ようになる。 

 企業の側でも、何か製品等をデザインするとき、外部に発注し

てしまう。確かに外注すれば、デザインは変わったように見え

るかもしれないが一過性のものである。本当の意味でのオープ

ンイノベーションになっていない。新しい視点でモノをつくる

プロセスやチーム、評価手法改革を残さなければ持続しない。

ただの外注であればやめたほうがよい。 
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３ 事業モデルの仮説立案及び実現可能性等に係るケーススタディ 

「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」に係る事業モデルの仮説を４件立案する

とともに、そのうち２件について、多業種（地域のキーマン、医療介護関係者、事業者等）

で構成するワークショップ等、交流の機会を設けたケーススタディ（四国ライフスタイルデ

ザイン・ラボ）を実施し、事業モデルの実現可能性や課題等について具体的に調査・検討を

行った。 

 

（１） 事業モデルの仮説立案 

事業モデルの仮説立案にあたっては、経済産業省「次世代ヘルスケア産業協議会」におけ

るこれまでの検討状況の内容、本事業における研究会のコメント等を参考とし、四国の実態

に即した「実現可能性」や「モデル性」等を総合的に勘案しながら 4 件立案した。 

具体的には、「健幸産業」分野の事業モデル創出につながる四国モデルの構成要素として、

①かけ算の新しい視点、②ラボそのもののあり方／場（機会、状況）、③新しい職能・人材

④場（空間、環境）の４つが挙げられた。 

また、４つの事業モデルをつなぐ、共通のコンセプトとして、「余白」というキーワード

が抽出された。４つの事業モデル仮説の内容は以下のとおりである。 

 

① 「かけ算の新しい視点」 

「かけ算の新しい視点」は余白ビジネス的発想であり、当該事業モデルについての基本認

識としては、「結果、健康。」につながるには、「健康な暮らし」を取り囲む複数領域の複合

的つながり・支援が必要であり、それには「アートや楽しさ等のコミュニケーション」が重

要となり、つなぐところのデザインのあり方、コミュニケーションのあり方のところに、イ

ノベーションが起こる、つまり、余白的ビジネスが生まれる可能性があると考えられる。 

取組の内容としては、例えば「アート」とのかけ算によって、地域や組織において質的な

変化が生まれる取組や、質の指標や非効率なものをあえて作るといった新たな視点や四国

ならではの「ものさし」に基づく新しいサービス・商品、ライフスタイル（人生を肯定でき

る仕組み）の開発・提案につなげることが考えられる。 

具体的事例としては、後述するように本事業において実施した「四国ライフスタイルデザ

イン・ラボ～アート×健康～（四国こどもとおとなの医療センターにおけるケーススタデ

ィ）」等が挙げられる。 

 

② 「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」 

「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」は余白の場づくりであり、医療介護福祉の

現場や地域で活動する方々、企業など、多様なステークホルダーが集まって、四国らしい「結

果、健康。」の実現につながる取組等を検討するには、リビングラボのような具体的な「場

づくり」が必要になるというものである。 

取組の内容としては、特定のテーマ（「歩く」を考える等）について、大学・研究機関等
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と連携し、医療介護福祉の現場や地域で活動する方々、企業など、多様なステークホルダー

が参加する、リビングラボのような＜場づくり＞を企画・開催することが考えられる。 

具体的事例としては、後述するように本事業において実施した「四国ライフスタイルデザ

イン・ラボ～「歩く」を考える～」のように、「歩行計測ラボ」を設置している、産業技術

総合研究所四国センターと連携した取組等が挙げられる。 

 

③ 「新しい職能・人材」 

 「新しい職能・人材」は余白を担う人材であり、既存の役割・職業分類には収まらない新

しい職能を担う人材（複数分野のつなぎ手）を発掘し、活動しやすい環境を整備していくこ

とが必要であり、つなぎ手のあり方も考えることが必要である。 

取組の内容としては、どのような人が新しい職能を担う存在になるのか、そうした人材が

どこに存在したらいいのかを検討したうえで、新しい職能を担う人材を発掘・育成し、固有

の名称を付与するなどの環境整備が考えられる。 

具体的事例としては、島根県雲南市の「コミュニティナース」、四国こどもとおとなの医

療センターの「ホスピタルアートディレクター」のほか、幸手モデルの「コミュニティデザ

イナー」のような人材が挙げられる。 

 

④ 「場（空間、環境）」 

 「場（空間、環境）」は余白を担う場そのものであり、基本認識としては、やりたいこと

を妨げられない環境づくり、考え方が重要である。すなわち、選択肢を狭められないことが

居心地の良さ等、「結果、健康。」につながるものと考えられる。 

取組の内容としては、まちや建物、働き方等について、物理的・心理的障壁を減らすこと

で、居心地の良さ、人生を肯定できる仕組み等の構築を図ることが考えられる。 

具体的事例としては、まち全体を旅館に見立てる（仏生山町ぐるみ旅館）取組を行ってい

る「仏生山温泉」のほか、環境デザインに配慮した介護施設「あおいけあ」、まちぐるみで

日本版 CCRC 的取組を行っている「佛子園（輪島 KABULET）」等が挙げられる。 

 

（２） ケーススタディの実施 

上記で設定した４つの事業モデル仮説のうち、「かけ算の新しい視点」及び「ラボそのも

ののあり方／場（機会、状況）」の２つの事業モデルについては、多業種（地域のキーマン、

医療介護関係者、事業者等）で構成するワークショップ等、交流の機会を設けたケーススタ

ディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）を実施し、事業モデルの実現可能性や課題等に

ついて具体的に検討を行った。 

また、それぞれのケーススタディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）の実施にあたっ

ては、その前後等適当なタイミングで、地域のキーマン・医療介護関係者・事業者等へのグ

ループヒアリング調査を実施し、四国における「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネ

ス」の創出に係る可能性や課題等について実態把握を行った。 
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なお、ケーススタディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）の実施にあたっては、講師

として有識者やイノベーター等を 1 名招聘したほか、開催会場については、参加者の利便

性に配慮しつつ、ワークションプ等の開催に相応しい会場を設定した。 

 

① 四国ライフスタイルデザイン・ラボ ～アート×健康～ 

 事業モデル仮説の「かけ算の新しい視点」について、「アート×健康」をテーマに、ホス

ピタルアートの取組を行っている、四国こどもとおとなの医療センターにおいて、ワークシ

ョップを開催した。 

アートが介在するプロセスによって、健康経営や地域づくりの本質にも通じる、組織の質

的な変化（「結果、健康。」の実現）の可能性や課題等について、健康経営など社内のコミュ

ニケーション向上に取り組む企業、医療現場、地域で活動されている方等との意見交換を実

施した。 

 具体的な実施内容は、図表 28 及び図表 29 に示すとおりである。 

 

 

（開催日時） 

平成 31 年 2 月 7 日（木）13:30～16:30 

 

（開催場所） 

四国こどもとおとなの医療センター（香川県善通寺市仙遊町２丁目 1－1） 

 

（プログラム） 

① 自己紹介（参加の目的等） 

② ホスピタルアートの取組説明 

③ 病院内見学 

④ 意見交換等 

  

（ファシリテーター）  

特定非営利活動法人アーキペラゴ 代表理事 三井 文博 

 

（参加状況） 

医療関係 3 名 

企業 6 名 

地域関係 1 名 

行政等 2 名 

当日参加者合計 12 名 

※事務局等は除く。 
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図表 28 案内チラシ 
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図表 29 開催結果の概要 
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図表 30 アンケート用紙  
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図表 31 アンケート回答結果 

アンケートの項目 主な意見等 

１． 得られた 

気づき、発⾒、感

想 

 以前、背中を押す言葉（ペップトーク）について、学んだこと

がある。例えば、「関係者以外立入禁止」とするのではなく、「関

係者の方はお入りください。」と肯定的にするだけで、雰囲気が

よくなるということ。今回も同じような課題にアートで解決す

るという発想を教えてもらい、様々なところで、当社の事業活

動に落とし込めると思った。 

 個人の違いを尊重できる、自分らしい表現が見つかる、地域交

流のきっかけになる。課題は動力と費用。 

 「対話」と「余白」がキーワードだと感じた。アートが人とつ

ながり、対話するきっかけとなり、余白が様々な人が思いをも

って参加する余地を作る。物事を進めていく上で必要だけれ

ど、実は難しいことを実現できる手段として、企業や行政の現

場でも応用しうるのではないか。 

 何より、一部の職員だけが取り組むのではなく、患者やその家

族、職員全体が取り組んで、アートが形成されていることに感

銘を受けた。ひとりひとりの思いが形になることも、アートの

良さではないか。 

 組織のトップと志あるスタッフが同じ思いを持ち、始めること

ができれば、多数の方が同じ方向を向き前進することができ

る。 

 会議が開かれることが多いが、意見を募るには匿名が効果的と

のことで、そういった手段を取り入れ、質的変化を生み出して

いきたい。 

 自分が思っている「対話」とは全く異なる「対話」を理解する

ことができた。 

 アートを通じて通い合う気持ちが、看護の本質と極めて似てい

ると感じた。 

 良いサービスを提供することと、楽しく働くことは共存し、融

合できると気づいた。 

 アートそのものがコミュニケーション手段であること、そして

その力に計り知れないものを感じた。加えて、アートが人と人

との関係を創造し場を形成し、そこからまたアートが生まれて

きている、その善循環のサイクルを実感した。  
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 アートの力を改めて感じる機会となった。  

 医療スタッフそれぞれが言葉を発することのできる環境づく

り、「自分がしたい、これならできる」という参加型の病院づく

りに至るまでの大変さはもちろん、スタッフ一人一人が参加し

ているという気持ちを持ちながら働くことなど、モチベーショ

ンを高める仕事のあり方が大切だと改めて思った。 

２．アートが介在

するプロセスによ

って、組織に＜質

的な変化＞が生ま

れることは、健康

経営や地域づくり

の本質にも通じる

ものがある、その 

可能性や課題 

 当社としては、工場や鉄工所というイメージから脱却し、採用

や定着、働く社員の「心のゆとり」につながるのではないかと

思っている。また、アートからコミュニケーションや人となり

を知るということが生まれ、チームワークがよくなり、生産性

や効率につながる。やはり、楽しく仕事ができる環境づくりの

一つだと思う。 

 前提として、ホスピタルアートのような取組は数字として結果

が出るようなものではない。また、健康経営は風通しの悪い職

場では難しく、コミュニケーションが大事であり、地域づくり

ではコミュニティが大事であることから、両者は本質が共通し

ている。そこに相手のことを考えながら作成されるアートが介

在することにより、思いやり、コミュニケーションが更に深耕

されると思う。今後、新たな製造工場としてのあり方、イノベ

ーションを起こすような組織の素地となるように努力してい

きたい。 

 アートの導入によって「対話」が生まれることでコミュニケー

ションが円滑になったり、組織内での協力体制や新たなアイデ

アを生み出すきっかけになる可能性があると感じた。まず、ど

ういった部分にアートを取り入れるか、その端緒となるテーマ

を発掘し、活動を軌道にのせるための助言やコンサルタントが

必要か。 

 職員が一丸となって取り組むことで一体感が生まれる。楽しく

いきいきと働くことができる。 

 離職率の低下が期待でき、さらに協力したいという人財が集ま

ってくる。 

 過疎化が進む地域でも若い人の UI ターンが期待できる。 

 底上げが進み、新たなものを生み出そうというエネルギーが生

まれ、地域全体が活性化する。 

 アートや新しいものを創造する人財が必要。 

 閉鎖的な地域では、新しいものを取り入れ、受け入れるのに段

階を踏む必要がある。 
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 新しい価値の創造に、地域に雇用が生まれ、企業にはサービス

の多様化が期待できる。 

 人材育成の手法として取り入れることができる（社会基礎力

等）。人事考課等、人材に対する評価の新しい基準ができるので

はないか。 

 課題は質的変化を顕在化していくこと。 

 一定の方向性やテーマに従って人を巻き込んでいき、また、

個々人が参加していく様子を拝見した。アートのみならず、ど

のようにこれらを組織の中に起こしていくのかが課題である。

様々な手法、そして、個々の人格と力量を含めて、それが問わ

れると思う。 

 多くの人にとって、唯一の正解があるわけでもなく、ある意味

わけのわからない“アート”を持ち込むことで、組織やコミュ

ニティに共通の話題が生まれる。それは課題ではないので、対

立軸にはなり難く、対話が生まれ、やがて共感、協働につなが

っていく。また、そういうことを可能にするには、やはり院長

のような強力なリーダーシップに支えられているということ

も、再認識した。硬直化した組織に変化を確実にもたらすこと

ができると思う。 

 課題も明確であり、まずは中心となって実践するものの存在、

そしてそれを組織的にサポートする体制づくりが必須である

こと。本気で実践する人達の存在。結局、多くの人、組織は自

分事として行動しないので。 

 アートなどが介入することにより、スタッフ一人一人のがんば

ろうと思う意識・意欲が高まり、自分らしく働くスタッフが増

える。 

 コミュニケーションが高まり、問題に対しても解決しやすくな

る可能性がある。 

 メンタルヘルスを訴えるスタッフの軽減にもつながる。 

３．今後、自社（地

域、団体等）の取組

に、どう活かして

いきたいか 

 ホスピタルアートの役割として挙げられた「理念の顕在化」「業

務改善」「社会包摂」の 3 つは、病院と工場という異なるフィー

ルドにおいても通ずるものである。例えば、「業務改善」であれ

は、工場内の案内表示等、少しでもアートというエッセンスを

加えることで、我々社員が心の余裕を持って、ものづくりに励

むことができると思う。また、工場内に花とベンチがある癒し

の空間があっても面白い。  

 業務を行う環境に常にアートがあって、そこで働く職員や来訪
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者などがそれを見たり触れたりすることで、心が和んだり、元

気づけられたりリ、やる気が出たりすると思うので、それが組

織の健康経営につながり、業務効率化やさらに組織のイメージ

アップも図れるのではないか。 

 保健師として、ホスピタルアートの精神を参考に、いきいきと

働くことができる病院づくりに関わっていきたい。まずは当院

の質的変化を目指し、地域の中小企業の支援についても取り組

んでいきたい。  

 地域とつながるということは、単にサービスを提供するだけで

なく、提供する側にとっても良い効果を得られるという状態と

理解した。地域の協力も得られるように、想いを何らかの形や

文字にして、伝えていくことを始めたいと考えている。 

 新しいものにチャレンジしていく姿勢を持ちたいと思う。  

 ボランティアを活用し、地域にも発信でき来院しやすい病院を

作っていきたい。  

４．その他 

 

 

 新たに行動できそうな何かを感じている。 

 地域づくりに貢献できれば良いと考えている。  

 今回、この企画に参加でき、とても勉強になり良かった。 

 看護師をしていた時の気持ちを改めて感じることができた良

い機会だった。 

 

 

② 四国ライフスタイルデザイン・ラボ ～「歩く」を考える～ 

 事業モデル仮説の「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」について、「『歩く』を考

える」をテーマに、「歩行計測ラボ」を設置している、産業技術総合研究所四国センターと

連携して、ワークショップを開催した。 

医療介護福祉の現場や地域で活動する方々、企業など、多様なステークホルダーが参加す

る、リビングラボのような＜場づくり＞で、新たな気づきやアイデアの創出につながる機会

を提供した。 

 具体的な実施内容は、図表 32 及び図表 33 に示すとおりである。 

 

 

（開催日時） 

平成 31 年 1 月 28 日（月）13:00～16:30 

 

（開催場所） 

産業技術総合研究所四国センター（香川県高松市林町 2217-14） 
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（プログラム） 

① アイスブレイク「かっこいい歩き方」＋「測る」研究デモ 

水の入ったコップの運び方から「かっこいい歩き方」についての考察や産業技術総合

研究所による「歩き方を測る」デモを実施。 

② 極端思考で「街歩き」をデザインする 

「極端思考（最低最悪の街歩きを考える）」から発想を広げ、街歩きを促すアイデア

を検討。 

③ 「まちなか研究所」を考える  

「まちなか研究所（≒リビングラボのような場）」の機能の可能性等について、産業

技術総合研究所・大学がアドバイザーとなり意見交換を実施。  

④ 振り返り＋アンケート 

 

（ファシリテーター）  

京都大学総合博物館 准教授 塩瀬 隆之 

 

（参加状況） 

医療関係 4 名 

企業 5 名 

地域関係 14 名 

研究機関等 4 名 

行政等 11 名 

当日参加者合計 38 名 

  ※事務局等は除く。 
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図表 32 案内チラシ 
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図表 33 開催結果の概要 
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図表 34 アンケート用紙  
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 図表 35 アンケート回答結果 

アンケートの項目 主な意見等 

１． 得られた 

気づき、発⾒、感

想 

 人は視野が狭く、伝聞はあいまいなものであること。 

 環境や条件によって歩き方は大きく変わること。 

 様々な分野の方と交流できて良かった。 

 色々な方の話を聞く中で、本当に色々な価値観があること。 

 ファシリテーターの進行については勉強になった。 

 歩くことを楽しむための仕掛けについて、考えるきっかけにな

る。 

 当初のイメージとはずいぶん違っていたので、先入観を取り払

うことの大切さに気づいた。 

 結果、健康になるには「楽しさ」が不可欠。 

 最悪な要素も逆転の発想で、プラスに出来る。 

 楽しく発想を広げる事ができた。 

 ワークショップのやり方も学べた、地元の住民さんとやってみ

たい。 

 伝聞と想像から生まれるバイアスについては、今の仕事をして

いてもストップしてしまうことが多く、観察と思考から生まれ

る「仮説」を改めて立てられるような動きや場づくりをしてい

かなければと思った。 

 「歩く」ことに関して、街中でも中山間地域でも人とのつなが

り接するきっかけ、楽しむことが大事。 

 広い視野で「考える」ことの楽しさを知ることができた。 

 自分達でも取り入れることができそうなので、社内でやってみ

たい。 

 「考える」ということが楽しく感じられる良い機会となった。 

 多職種から歩く視点を学び、どのように解決すべきか流れをつ

かむことができた。 

 様々な主体が参加して、多様なアイデアが出る中で、他者のア

イデアを共有化しながら、ある程度の１つの方向性が見えてき

たように思う。 

 どこかから持ってきたモデルや方法ではなく、地域の事情をよ

く知る地域の人材で、考え実行することの必要性を再認識でき

た。 

 極端思考の考え方がユニークで大変参考になった。 
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 研究内容を社会実装する方法について、その可能性は多様であ

ると感じた。 

 いわゆる研究者のアイデアよりも現場に近い方のアイデアの

方が実生活に沿ったものが多いと感じた。 

 先入観がアイデアを邪魔していること、自分の頭が堅いこと。 

 ワークショップの進め方がすばらしい、みんな楽しく意見を出

せた。 

 参加者のそれぞれの視点が勉強になった。 

 やはりキーワードは「仲間つくり」「健康」などが多く出た。 

 固定概念でこれはダメだと考えるだけではなく、極端な案でも

アイデアを出すことが大切だと感じた。 

 いろんな視点から歩くということを考えられた。 

 自分の考え方だけだと、アイデアがなかなか出ないが、班の人

たちの意見を聞いて発想が広がった。 

 自分の中の棚卸ができた。 

 多種異業種の方々と一緒にワークショップをすることで、自分

以外の意見が織り交ぜられ、歩く事が別の角度から再発見でき

た。 

 単に「歩く」ことであるにもかかわらず、様々な視点から色々

な課題や方向性を考えることが効果的であると思った。 

 皆で考え、まとめていくインクルーシブな手法がとても有効と

感じた。 

 悪い（最低最悪の）街歩きから発想の転換をしたのがおもしろ

かった。 

２．多様なステー

クホルダーが参加

する、リビングラ

ボのような＜場づ

くり＞についての

可能性や課題 

 「場づくり」は世代によって入りやすさとか居やすさがちがう

と思うので、幅広い世代が気軽に通えて、混ざり合う場があれ

ば自分も行きたい。例えば、学校帰りにリビングラボに寄った

ら、そこに来てたおばあちゃんに Y シャツのボタンを直しても

らったとか・・・。ひとつの目的だけじゃなく、いろいろつい

てきたら広がりそう。 

 多様な分野、感性、個性のメンバーで、有効な場づくりの可能

性を感じる一方で、個々の地域課題に即した落とし込みや掘り

下げのための相互交流が必要。 

 想像力のある人が必ず入っているのがいい。 

 特別な研究者だけでなく、誰もが楽しく参加出来るラボならお

もしろい。 

 今回のように、アイスブレイクタイムがあると場に共有感が生
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まれて良い。 

 ある程度、同じ思いがある人が集まると、ワークショップも効

率的になる。 

 お互いをあまり知らない方が、本音の話し合いが出来る。 

 課題としては、深めることのハードル、言語の共有。 

 可能性としては化学反応による新しい発想や具体的展開につ

ながる期待。 

 いろんな立場からの参加者がいると、自分の発想の中にはなか

った発想が生まれたり、広がったりしていくことがあり、ある

１つのテーマが自分の中でも何かしらの形を帯びていく可能

性を感じる一方で、ふくらみ始めた話が、この場限りで収束せ

ざるを得なかったり、実際の動きにつながる前の段階で終わっ

てしまう可能性もあるのではないか。 

 多角的に１つの課題について検討することができる。 

 次につなげる具体的な行動・ステップをどうするか。 

 参加している方の、この会参加の目的がもう少しわかるような

システムがあれば良い。 

 仲間づくりとしては、有効であった。 

 出会いの場は非常に重要だが、いずれは、民が主体的で開催し

ていくべき。 

 １回で絡むのではなく、継続していくことが重要。キーマンと

なる方、仲間が必要。 

 一つのアイデアに対し、多くの人の協力が得られ、規模が大き

くなっていく可能性を感じる一方で、アイデアの奪い合いにな

る可能性もある。 

 自分の立場だけでは実現できないことも、この場に参加してい

るみなさんと協力できれば、可能な感じがした。 

 異業種の方と知り合える場になり、有難い。 

 様々な切り口、視点で「歩く」を考えることで、今まで考えた

ことのない案も聞け、非常に参考になった。 

 普段、出会えない人達と出会える機会は重要、これを継続して

いくことが重要。 

 新しいアイデアなどを出し合える場は、今後も設けるのが良

い。 

 視野の広さ、視点の多様性が加わり、幅広く、柔軟な話し合い

ができた。 

 お互いの知識・経験・人脈を使って、新しいことが一気にでき
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るかもしれない。 

 意外なひらめきが出てくるかもしれない。 

３．その他  直接仕事に関係がないので、より楽しかった。 

 定期的に、このようなワークショップを開催してほしい。 

 貴重な体験ができた。 

 行政にとってもこのような機会は有難い。 

 手法的な内容が主だったが、結局は自分たちで考えることが大

切。 

 講義、講演会では気づきがあっても、自分たちが次にどう動き、

活動するかが分からないが、今回は違った。 

 実践に対し、研究の必要性と実践から研究が深められるという

関係性の理解を深められた。 

 場をつくることの難しさ、そして面白さ、自分自身の今と共に

考えたり感じたりの時間だった。 

 普段、関われない様な方たちと出会えた。 

 別の業種でも、課題や悩んでいることは共通すると思った。 

 今回の集いが何か新しいことのきっかけになったら良い。 

 楽しく参加でき、刺激をたくさんいただいた。 

 たいへん勉強になった、手法としての活用、可能性を感じた。 

 

 

 

③ 地域のキーマン・医療介護関係者・事業者等へのグループヒアリング調査 

 ケーススタディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）の前後等適当なタイミングで、地

域のキーマン・医療介護関係者・事業者等へのグループヒアリング調査を実施し、四国にお

ける「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の創出に係る可能性や課題等について

実態把握を行った。 

 この結果、「四国ライフスタイルデザイン・ラボ」という仕組み自体に対する関心の高さ

や、テーマとした「アート×健康」や「『歩く』を考える」についても、参加者の高い関心

が感じられた。また、参加者においては、個別具体的な事業アイデア・事業プランを検討し

ていることも判明したほか、ラボそのものの持続可能性の確保方法について考えているこ

とが判明した。 

 グループヒアリングの結果からは、ラボを通じた四国における「新しいヘルスケア・ライ

フスタイルビジネス」の創出に係る可能性やその課題が検証できたと思われる。 

 ヒアリングの要旨は以下のとおりである。 
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図表 36 ヒアリング調査要旨 

「四国ライフス

タイルデザイン・

ラボ～アート×

健康～」における

グループヒアリ

ング 

 アートの力はすごいと感じた。どうすれば、こうした場ができ

るのか、経営者の視点からも考えるきっかけとなった。 

 当社はものづくりの会社だが、社員と一緒に潜在化ニーズに真

剣に対応しながら、楽しく取り組める職場づくり、環境づくり

に取組みたい。 

 健康経営を担当しているが、会社では日々の業務に追われて、

課題に気が付きながらもできていない部分がある。リーダーだ

けでなく、全社員を巻き込む相互協力の仕組みに皆をどのよう

に巻き込んでいくかというところで参考になった。課題解決の

方策としてアートを使うという点は目からウロコだった。 

 皆が自分でもやりたいと感じる仕組みをつくることが、新しい

ことを始めること、続けることにつながると思う。 

 社員が元気であることが不思議とお客さんを呼ぶことにもつな

がる。単純に挨拶ができる、明るいということ 

 アートに携わっている人は人生を楽しんでいるのではないか。

アートによって心が豊かになるのではないか。心や体の健康に

もつながるのではないか。 

 最初から課題解決に向かうと意見が対立し、話が進まなくなる

おそれがある。アートに正解はなく、皆が好きなことを言え

る。それが皆の創造性を引き出し、対話を通じた相互理解につ

ながると感じている。自身、アートの対話力を実感している。 

 若いデザイナーがメンタルヘルスで長期間休むことになった。

現場の反発もあったが、丁寧にヒアリングをして現場との対話

を重ねていくことは、働き方にもつながってくると後で思っ

た。それが健康経営に出会ったきっかけでもあった。 

 患者に対し、医療職はサービスをするが、自分の思いの足りな

さを感じる。その足りなさを埋めてくれるのがアートという印

象を持った。 

 アートが病院のなかで「余白」を作っている。そこでかけ合わ

せができる。森さんは「余白」の人であるが、そうした人をど

う見つけるのか課題がある。 

 経営者として一番問題に感じるのは、従業員と課題を共有する

ことである。アートを使って課題認識、共有しようとしてもな



75 

かなかうまくいかない気がする。自分事としてやってもらうに

はどうしたらよいか。 

 行政の世界も常に痛みを抱えている。肩書、立場でなく、個人

としていきいきできる状況を作れるかが重要。 

 細分化された課題のヒントがあるのではないか。誰にもヒント

を与えるものが病院にはある。自分の組織の課題解決策検討に

もつながる。 

 働くスタッフ、誰かの困っていることをキャッチし、現場で改

善していく。まさに働き方改革である。 

 やりたいけどできない、つらいという気持ちを出すことが必

要。相談できる人は医師や看護師、ボランティア等、いっぱい

いる。「余白」となる場で、ヒントがありつながりもできる。 

 経営者が覚悟してくれるかどうかに関わっている。 

「四国ライフス

タイルデザイン・

ラボ～「歩く」を

考える～」におけ

るグループヒア

リング 

 高松市内では、歩きスマホをしている人が多く、トラブルの元に

なっている。街中で必要な情報を掲示できる仕組みを構築し、ス

マホを待たなくても必要な情報が街中では得られるような仕組

みができたらよい。 

 福祉系靴のモニターは近隣福祉施設の入居者に依頼しているが、

健常者でモニターになってくれる人が地域にいないのが問題。松

本市のヘルス・ラボのように、健常者のモニターを登録・ストッ

クしておき、必要に応じて提供してくれる仕組みがあると良い。 

 会社勤めをしていると、会社ではトイレに行く時ぐらいしか歩か

なくなってしまう。オフィス内で歩いたり、適度に運動したりす

ることが必要。 

 四国の場合、会社には大体、社員用の駐車場がついており、社員

は車で通勤して会社についてからも歩かない。会社同士で社員向

け駐車場を入れ替え、社員に極力歩かせる仕組みを入れてはどう

か。 

 高松の場合、すぐに車を利用してしまうなど、生活環境が健康ブ

ームについていっていないという問題もある。 

 福祉系の仕事をしている。低価格のアプリと高額な医療機器・デ

バイスの中間に位置するようなサービス・商品を考えるのが難し

い。産業技術総合研究所で蓄積されているような健康関連情報を

うまく活用したいという気持ちもあるが、敷居が高い。産業技術

総合研究所や大学等の研究機関と民間事業者の間に立って仲介・

コーディネートしてくれる人材がほしい。 

 今回のようなワークショップの取組を四国全体あるいは県レベ
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ルでの展開ではなく、市町村レベルでできないか。そのためには

コーディネーターや相談の窓口が必要である。通常、窓口があっ

たとしても、どこに行けば必要なコーディネーターや情報がある

のか分からないという問題がある。 

 今回実施したワークショップは非常に興味深いが、こうしたワー

クショップを継続させるには、活動の中心となるキーマンや事務

局が必要である。また、そうしたキーマンや事務局の活動費用を

どのように賄うのかという問題がある。キーマンや事務局が手弁

当で対応というのでは活動が長続きしない。 
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４ 「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の振興方策について 

 

（１） 振興方策の方向性と実現可能性 

本事業においては、前述のとおり、研究会を通じて「かけ算の新しい視点」、「ラボそのも

ののあり方／場（機会、状況）」、「新しい職能・人材」、「場（空間、環境）」の４つの事業モ

デル仮説を提示するとともに、４つの事業モデルをつなぐ、共通のコンセプトとして、「余

白」というキーワードを抽出した。 

上記の事業モデル仮説のうち、「かけ算の新しい視点」及び「ラボそのもののあり方／場

（機会、状況）」の２つの事業モデルについては、前述のとおり、多業種メンバーの交流の

機会を設けたケーススタディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）をそれぞれ実施し、事

業モデルの実現可能性や課題等について具体的に検討を行った。 

この結果、アンケート結果からもわかるように、四国地域においてビジネスモデル創出に

向けて活動を継続する可能性の高い人材の発掘と、そうした人材を取り巻くネットワーク

の構築を行うことができた。 

また、検討テーマも、四国においてビジネスモデルの創出を促す可能性のあるテーマであ

ることも確認できた。特に「健康×アート」に関しては、アートが介在するプロセスによっ

て、医療関係者だけでなく、地域や企業、行政においても、地域づくりや健康経営の本質に

も通ずる、質的な変化が生まれる可能性があることが確認された。 

以上のように、ケーススタディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）の実施により、「か

け算の新しい視点」及び「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」という事業モデルの

実現可能性を確認できたと言える。 

また、「新しい職能・人材」、「場（空間、環境）」という事業モデルの実現可能性について

は、四国内外地域において先行事例もあることから、可能性は高いものと考えられる。 

 

 

（２） 振興方策についての課題 

以上のような振興方策の実現可能性は高いと考えられるものの、課題としては、本事業の

研究会やケーススタディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）の実施を通じて明らかにな

ったように、ラボの継続性や余白を担う新しい職能・人材、すなわち、既存の役割・職業分

類には収まらない新しい職能を担う人材（複数分野のつなぎ手）をどのように発掘・育成す

るかといった課題が挙げられる。 

特にラボの実施にあたっては、継続性を確保するには、活動者の自己負担、無償活動だけ

では困難であり、行政等からの何らかのサポートが必要であるといった意見があったほか、

ラボの活動の担い手となる人材、リードユーザーとなる参加者（地域のキーマン等）をどの

ように探せばよいのかという声もあった。 

また、本事業において立案した４つの事業モデルをどのように広げていくかという問題

も研究会における検討課題の一つとなった。 



78 

 

（３） 振興方策の具体的な内容 

以上のことを踏まえたうえで、「社会課題先進地・四国」から「新しいへルスケア・ライ

フスタイルビジネス」の振興方策のあり方等についてとりまとめると、以下のようなことが

言える。 

本事業で提示した、「かけ算の新しい視点」、「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」、

「新しい職能・人材」、「場（空間、環境）」の４つの事業モデルが、今後の振興方策の柱に

なると考えられる。 

「かけ算の新しい視点」の事業モデルの具体的な内容、振興方策としては、前述したよう

に、例えば「アート」とのかけ算によって、地域や組織において質的な変化が生まれる取組

や、質の指標や非効率なものをあえて作るといった新たな視点、四国ならではの「ものさし」

に基づく新しいサービス・商品、ライフスタイル（人生を肯定できる仕組み）の開発・提案

につなげることが考えられる。 

「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」の事業モデルの具体的な内容、振興方策と

しては、前述したように、特定のテーマ（「歩く」を考える等）について、大学・研究機関

等と連携し、医療介護福祉の現場や地域で活動する方々、企業など、多様なステークホルダ

ーが参加する、リビングラボのような＜場づくり＞を企画・開催することが考えられる。 

一方で課題として挙げたように、ラボの持続可能性を高めるためには、行政等から活動費

用を賄うための予算を確保することも考えられるが、この方法も予算がなくなった場合に

は活動が停止してしまうおそれがある。 

行政等の予算に依存しない形でラボの継続性を担保するには、活動拠点となる大学や研

究機関等が地域住民とともに地域課題を解決するための方策、技術、サービス等を考えると

いう視点から、（独自予算に基づき）主体的かつ継続的にリビングラボのような形態で取り

組むことが考えられる。 

また、活動の中心となるようなキーマンの発掘等については、本事業におけるラボの実施

が活動の担い手となる人材の発掘や人的ネットワークの構築にもつながったと考えられる

ことから、ラボを単発的なイベントにせず、健康課題を含む地域課題の解決に向けた検討の

場とするとともに、活動のキーマンとなる人材の支援機能（人的ネットワーク構築、行政や

外部有識者等とのパイプづくり、他地域事例についての情報提供等）を持たせることにより、

人材の発掘や育成を図ることが可能になると考えられる。 

「新しい職能・人材」の事業モデルの具体的な内容、振興方策としては、前述したように、

どのような人が新しい職能を担う存在になるのか、そうした人材がどこに存在したらいい

のかを検討したうえで、新しい職能を担う人材を発掘・育成し、固有の名称を付与するなど

の環境整備が考えられる。 

また、「新しい職能・人材」を生み出すこと自体、楽しく、わくわくするようなコミュニ

ケーションデザインとともに、完全に新しいものを生み出すのではない、今の時代にフィッ

トするような名称にリ・ブランディングすることも考えられる。 
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このほか、「場（空間、環境）」の事業モデルの具体的な内容、振興方策としては、まちや

建物、働き方等について、物理的・心理的障壁を減らすことで、居心地の良さ、人生を肯定

できる仕組みの構築を図ることが考えられる。 
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第３章 まとめ 

本調査事業では、「新しいヘルスケア・ライフスタイル」のコンセプトのあり方等の検討

を行いつつ、「社会課題先進地・四国」をフィールドにした「新しいヘルスケア・ライフス

タイルビジネス」モデルの仮説の立案及び実現可能性に関するケーススタディ等を行うこ

とにより、地域における多種多様な事業者やステークホルダー等がヘルスケア関連分野に

関心を高め、「社会課題先進地・四国」から、日本のモデルになるような「健幸支援産業」

に関する新事業や創業等のイノベーションを興していく地域の確立を目指した。 

このため、本事業では、「新しいヘルスケア・ライフスタイル」のコンセプトのあり方等

の検討を行う「研究会の開催」、多種多様なステークホルダーにイノベーションを興す場づ

くりのあり方についての国内外の「先進事例調査」、さらに「社会課題先進地・四国」をフ

ィールドにした「事業モデルの仮説立案及び実現可能性に係るケーススタディ（四国ライフ

スタイルデザイン・ラボ）」を実施した。 

以下に、それぞれの事業の実施結果から得られる示唆をまとめる。 

 

１ 研究会の開催 

 有識者及びイノベーター等、６名の委員で構成する研究会（「結果、健康。」研究会）の開

催（３回）を通じて、調査全体の方針や「新しいへルスケア・ライフスタイル」に係るコン

セプトのあり方、「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の振興に係る効果的な普

及啓発方法等について検討することができた。 

研究会の検討を通じて、「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」に係る事業モデ

ルの仮説を４件立案することができたほか、４つの事業モデルをつなぐ共通のコンセプト

となる「余白」というキーワードを抽出することもできた。 

事業モデルの背景にある考えは、「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」を創出

するには、健康な暮らしを取り巻く様々な分野とのつながり、組合せが必要であり、そのた

めには異分野をつなぐ余白的な部分が必要というものである。 

このほか、研究会においては上記の事業モデル等の効果的な広げ方を検討する中で、国等

が実施するデザイン評価（グッドデザイン賞等）を取得することの有効性、意味についても

認識できた。具体的には、ヘルスケア関連分野において「結果、健康。」を実現する取組の

「グッドデザイン賞（G マーク）」取得が、今回の四国らしい事業モデルやコンセプトを全

国に向けて発信していくうえで、効果的であると考えられる。 

 

２ 先進事例調査 

 全国でも取組が広がりつつある「リビングラボ」のように、多種多様なステークホルダー

にイノベーションを興す場づくりのあり方について、国内外の先進事例を調査のうえ、取組

概要をとりまとめた。 

「先進事例調査」の事例をみると、現状、国・自治体、大学・研究機関、民間等の様々な
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主体が場を開設していることが判明した。ただし、開設・運営主体の違いによって、活動や

成果の違いは少ないことも判明した。また、活動のキーマン、活動継続につながる「人」の

部分の手当てが充分にできていない状況であることも判明した。 

本事業においては、ラボの継続実施を通じて、活動のキーマンとなる人材の発掘・育成を

図ることの可能性について言及しているが、全国的にはそうした人材発掘・育成につながっ

ている事例は少ない。全国先進事例における人材発掘・育成の仕組みづくりがどのようにな

っているのか（あるいはそうした仕組みがビルトインされていない可能性もある）について、

引き続き検討・調査が必要であると考えられる。 

このほか、先進事例として「インクルーシブデザイン」の考え方についてもヒアリングを

行ったが、高齢者や障がい者など、特別なニーズを抱えた消費者をデザインプロセスの上流

工程へと積極的に巻き込んでいくインクルーシブデザインの考え方、手法は、課題先進地域

である四国であるからこそ、今後、四国地域において実施するラボ等の場にも導入していく

ことが有効であると考えられる。 

 

３ 事業モデルの仮説立案及び実現可能性等に係るケーススタディ 

本事業においては、前述した研究会の開催等を通じて「新しいヘルスケア・ライフスタイ

ルビジネス」に係る事業モデルの仮説を 4 件立案し、そのうち、「かけ算の新しい視点」と

「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」という２つの事業モデルについて、ケースス

タディ（四国ライフスタイルデザイン・ラボ）をそれぞれ実施し、事業モデルの実現可能性

や課題等について具体的に検討を行った。 

「かけ算の新しい視点」については、「アート×健康」をテーマとする一方、「ラボそのも

ののあり方」については、「『歩く』を考える」をテーマとしてケーススタディ（四国ライフ

スタイルデザイン・ラボ）を実施した。 

なお、それぞれのケーススタディの実施にあたっては、地域のキーマン・医療介護関係者・

事業者等へのグループヒアリング調査を実施し、四国における「新しいヘルスケア・ライフ

スタイルビジネス」の創出に係る可能性や課題等について実態把握を行った。 

この結果、四国地域においてビジネスモデル創出に向けて活動を継続する可能性の高い

人材の発掘と、そうした人材を取り巻くネットワークの構築を行うことができたほか、ラボ

の検討テーマも、四国においてビジネスモデル創出を促す可能性のあるテーマであること

も確認できた。 

今後の取組の方向性としては、今回のラボを通じて発掘された人材の育成・支援、さらに

構築されたネットワークの維持・拡大を図ることが必要であるほか、ラボの持続可能性を高

めるため、ラボの活動拠点となる主体（研究機関等）の一層の主体的な関与を促す取組も必

要になると考えられる。 
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４ 「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の振興方策について 

「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の振興方策としては、研究会を通じて創

出され、ラボの開催を通じてその有効性が一部検証された４つの事業モデル、すなわち「か

け算の新しい視点」、「新しい職能・人材」、「ラボそのもののあり方／場（機会、状況）」、「場

（空間、環境）」という事業モデルを軸に取組を進めていくことが求められる。 

 

事業モデルの背景にある考えは、「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」を創出

するには、健康な暮らしを取り巻く様々な分野とのつながり、組合せが必要であり、そのた

めには異分野をつなぐ「余白」的な部分が必要というものである。社会構造が変化し、物事

が細分化され、合理化された時代であるからこそ、ごちゃまぜにするにはわざわざ「余白」

をつくることが求められている。 

また、ヘルスケア分野においては、地域包括ケアシステムにおいて地域づくりがベースと

なるように、行政においても、医療や企業といった職種においても分野横断的な取組が必要

とされており、今回、ケーススタディとして実施した多様なステークホルダーが参加するワ

ークショップ等の取組は、効果が期待されるものである。 

 

なお、「『結果、健康。』研究会」では、何度も「健康」そのものをテーマにすることへの

違和感が述べられた。 

「輪郭（外側）をしっかりつくることで健康を浮き彫りにする」との意見が出されたよう

に、「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の振興方策を考えることは、新しい価

値軸のライフスタイル、新しい価値循環、「結果、健康。」になるとはどういう状態なのかを

考えることでもある。 

そして、「新しいヘルスケア・ライフスタイルビジネス」の事業モデルをつくりだしてい

くには、キーパーソンがやりたいと思っていることを社会実験として繰り返すことが必要

である。 

その際、現在の社会実験は、工学的な色彩だけが強くなっているのではないか。 

今回、「アート×健康」をテーマにケーススタディを行ったが、研究会においても最後に、

デザイン、アート、感性価値、グッドデザイン賞といったキーワードが出された。 

明るいワクワクするようなイメージでの社会実験、クリエイティブ業界が参入した社会

実験、グッドデザイン賞に応募するような社会実験が繰り返されることが効果的であると

考えられる。 

 

四国はミニマム単位の取組を行いやすいフィールドである。 

「新しい小さなモデルの価値循環や経済活動」が地域で生まれてくるための社会実験が、

多様な者により継続的に行われていくよう、本調査がその試行のひとつとなるよう願って

いる。 
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