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あ ら ま し

「ソーシャルイノベーション」は，人間中心設計のアプローチにより，社会問題を解決

する新しい社会システムをデザインしようとする富士通研究所の取組みであり，社会領

域での富士通の新しいビジネス創造を目指したものである。この取組みは，地域の現場

に入り込み，地域の人々と協働で，社会問題解決に向けたありたい姿や具体的な施策を

検討するもので，著者らは，震災復興，高齢化対策，地域農業再生などをテーマに日本

各地で実践を行ってきた。これまでの実践により，既存の多くの施策は経済的持続可能

性に課題があり，社会問題の解決には複数施策の統合と地域高齢者の参画が必要である

ことが分かった。

本稿では，ソーシャルイノベーションの概要と実践事例を述べるとともに，社会問題

解決のための新たな関係性の実現を目指した「価値循環モデル」と，ICTの活用により新し
い住民共助を実現する「住民参加型スマートコミュニティ」のコンセプトについて述べる。

Abstract

“Social innovation” is a series of activities by which we intend to design a new 
social system to solve social issues via the Human Centered Design approach and to 
create new businesses for Fujitsu in the social domain.  In these activities we enter a 
region, in cooperation with the local residents, and examine their vision and specific 
measures toward solving social issues.  We have done this in several areas of Japan 
with the themes of earthquake recovery, anti-aging, re-vitalization of local agriculture 
and so on.  Through our efforts so far, we have found there is a problem of economic 
sustainability with many of the existing measures that aim to solve specific social 
issues.  Hence we have concluded that it is necessary to have the participation of the 
elderly people in the community and to integrate multiple measures.  In this paper, 
we describe an outline of our social innovation activities and some practices.  We also 
describe the concept of a Community-based Value Chain, which we devised to build 
a new relationship towards solving social problems, and the Residents-participated 
Smart Community, which provides mutual assistance in the community when using 
information and communications technology (ICT).
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イノベーション」（4）の考え方を社会領域に展開した
もので，その目的は，社会現場でのフィールドワー
クや関係者とのワークショップなどにより地域や
社会の現状と解決すべき課題を把握し，社会課題
の解決に向けたビジョンと具体的な施策を導出す
ることにある。このような活動によって，地域社
会に価値をもたらしつつ，富士通の新しいビジネ
スを開拓しようとするものである。
このような目的のため，著者らは，人間中心設
計（HCD：Human Centered Design）や参加型デ
ザイン手法（Participatory Design）（5）の方法論を
活用し，高齢者対策や地域農業の活性化，震災復
興などのテーマを軸に様々な地域での実践活動を
行ってきた。
社会問題の解決や新ビジネス開拓という意味で
は，現状の取組みはまだまだ途中段階であるが，
地域社会での課題を把握し，地域関係者と協働で
ありたい姿や具体的な施策を導出するという観点
では一定の成果を得ることができた。また，これま
での実践を基に，目指すべき社会のコンセプト「住
民参加型スマートコミュニティ」とそのベースにな
る考え方「価値循環モデル」を得ることができた。
本稿では，社会領域での問題解決と新ビジネス
創造を目的としたソーシャルイノベーションの取
組みについて，概要と実践事例，これまでの実践
により得られた知見と課題，それらを踏まえた持
続可能な地域社会システムを実現するための「価
値循環モデル」の考え方と「住民参加型スマート
コミュニティ」のコンセプトを紹介する。

社会領域での新ビジネス創造

スマートフォンの普及やクラウド技術の進展，
LTE（Long Term Evolution）など高速通信網の
普及などにより，ICTの活用可能領域が企業，組織，
家庭の内側から社会領域全般に広がっている。日
米欧など先進諸国では，既存領域でのICT活用は頭
打ちの傾向にあり，新興国への展開やICT未活用領
域でのビジネス開拓が求められている。

ICTの適用が進んでいない領域として，教育や農
業，医療・介護といった分野でのビジネス開拓の
努力が続けられており，近年注目されているのが，
スマートシティと言われる社会そのものを対象と
したICTの活用である。一般的なスマートシティは，

社会領域での新ビジネス創造

ま　え　が　き

世界規模での人口増大や都市化の進展，地球温
暖化への対応などを背景に，様々な企業が未開拓
の巨大ビジネス領域として社会領域に参入してい
る。国内でも2011年3月11日の東日本大震災を契
機に，少子高齢化への対応，地域再生，震災復興，
原発から再生可能エネルギーへのシフトなどを目
指して，政府や大学などが社会領域でのイノベー
ションに注力している。経営戦略の面でも，従来
の利益至上主義の経済への反省から，社会貢献を
企業目標達成の手段ではなく，企業活動の目的そ
のものと捉える考え方（1），（2）が提唱されている。
このような背景の中，富士通研究所では，富士
通の中長期ビジョンである「ヒューマンセントリッ
ク・インテリジェントソサエティ」の実現を目指し，
2010年より社会領域での新しい価値創造とビジネ
ス開発を目指した「インテリジェントソサエティ」（3）

の研究開発（図-1）を行ってきた。インテリジェ
ントソサエティでは，各種センサやSNS（Social 
Networking Service）など，いわゆるビッグデー
タを対象とした分析・予測・最適化などの要素技
術の開発，これらを容易に活用できるようにする
「インテリジェントプラットフォーム」の研究開発，
これらを活用してエネルギー，交通，防災，教育
といった社会領域での新しい価値創出を目指した
「ソーシャルソリューション」の研究開発に加えて，
現実の社会の現場からICTにより解決すべき課題を
発見して解決施策を検討する「ソーシャルイノベー
ション」の取組みを進めてきた。
ソーシャルイノベーションは，富士通が企業や
組織の現場を対象に取り組んでいる「フィールド

ま　え　が　き

実世界の課題（社会問題）

ソーシャルイノベーション：社会領域から課題発見と施策検討

ソーシャルソリューション：社会システム分析・マネジメント
防災 教育

社会領域での新ビジネス開拓

インテリジェントプラットフォーム（テンプレート化など）

ビッグデータ活用要素技術（分析・予測・最適化など）
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エネルギー 交通 そのほか

図-1　インテリジェントソサエティの研究全体像
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HCDの考えに基づくアプローチを適用することを
考えた。
これらのやり方は，まず，対象となる顧客（こ
の場合は社会システムの構成要素となる地域住
民や行政など地域関係者）を現地調査やインタ
ビュー，アンケートなどで定性・定量の二つの観
点で調査し，その結果を地域関係者や社内，協力
企業関係者と共有・共感しながら，表面的な課題
の奥に潜む真の課題や構造を発見（洞察）し，解
決策を導いていこうとするものである。このとき
単なる魅力ある商品やサービスの設計だけでなく，
実現のための関係者の「合意形成」や持続可能な「ビ
ジネスモデル」も重要になる。
このようなアプローチによって，社会問題を解
決する新しい社会システムを考案し具体的な施策
を導出する活動を，富士通が企業や組織の現場の
継続的な改善を目指して取り組んでいるフィール
ドイノベーションの社会領域への拡張と考え，ソー
シャルイノベーションと呼んでいる。
ソーシャルイノベーションは，社会領域で，現

在存在しない新しい関係性を構築してビジネスを
作る活動と捉えることもでき，「ビジネスモデル・
イノベーション」（9）を社会領域に対して実現しよう
としたものとも言える。

ソーシャルイノベーションのプロセス

図-2は，著者らが実践を進めているソーシャル
イノベーションのプロセスを表したものである。
最初のステップは，調査や検討を行うための「場
づくり」である。対象となる地域との信頼関係を
構築し，各種調査やワークショップを実施するた
めの活動の「場」を構築したり，または既存の「ま
ちづくりの場」に参画したりする必要がある。
このような場を行政との関係性だけで作る/入る
ことは困難な場合もあり，住民やNPOなどの地域
関係者とCSR（Corporate Social Responsibility）
的な側面から信頼関係を築くことも必要である。
著者らは，住民やNPOなど民間サイドから地域と
の信頼関係を構築するために，まちづくりを行っ
ている団体や個人の連携を支援するフリーサイト
「まちばた.net」（10）のサービスを開発し，これを活
用した「市民記者養成講座」（11）と呼んでいる活動を
行っている。

ソーシャルイノベーションのプロセス

都市で発生する様々な情報をICTで制御・最適化す
ることで，有限な資源であるエネルギー，水など
の効率的な利用や交通渋滞の解消，災害への迅速
で適切な対応などを実現しようとするものである。
スマートシティは，特に新興国での安定したエ
ネルギー確保と低炭素化への対応を目的に，世界
各地で様々な取組みが進められており，国内でも
2010年より横浜・豊田・京阪奈・北九州の4地域で，
電力の需給予測やデマンドレスポンスによる需要
制御（ピーク電力削減）などの検証が進められて
いる。
グローバルな観点では人口増大・都市化・化石
燃料の枯渇・地球温暖化への対応がスマートシティ
の背景となっているが，国内では少子高齢化に伴
う人口減少と世界トップの高齢化社会を背景に，
地域再生や少子高齢化への対応が期待されている。
特に東日本大震災を契機に，脱原発や大規模災害
への対応も含めた「持続可能なまちづくり」への
期待が高まっており，このための手段としてのICT
の活用を考えることが求められている。
様々な社会問題を解決し，持続可能な「まちづ
くり」を実現するためには，「既存の社会システム
の効率化」では限界がある。著者らは，社会問題
の解決には，従来の役割分担を越えた「新しい関
係性」の構築が必要であると考え，この関係性（社
会システム）をデザインすることが必要と考えた。
社会を構成する新しい関係性を実現し，そのシス
テムを効果的に運用するためにICTが必要であり，
そこに富士通の新しいビジネスが存在すると考え
たためである。

新しい社会システムのデザイン

社会問題を解決し，「持続可能なまち」を実現す
る新しい社会システムの設計図はまだ存在しない。
このような社会システムを，誰かが作るのを待つ
のではなく，富士通自身が主体となって，地域住
民や行政，地場企業やNPO，協力企業など，様々
な関係者とともに協働でデザインすることが必要
である。
このような新しい社会システムをデザインする
ために，著者らは，社会システムの中心になる「地
域住民」の視点が最も重要と考え，デザイン思考（6）

やペルソナ法，（7）体験戦略によるデザイン（8）などの

新しい社会システムのデザイン
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である。ここでは地域関係者や社内外の専門家な
どとワークショップなどを行いながら，ありたい
姿（ビジョン）を描き，具体的な施策の検討を行う。
最後のステップは，「施策の評価」である。考案
された施策は，様々なレベルのプロトタイピング
によりその妥当性と実行可能性が検証されること
になる。
最終的には，「国家プロジェクト」などによって
資金を調達し，実システムによって検証すること
になるが，それ以前の段階で新たな関係者を巻き
込み，実践プロセスを繰り返す必要がある。

実　践　事　例

著者らは，これまで下記のようなテーマに基づ
いて地域でのソーシャルイノベーションを実践し
てきた。
（1） 地域農業再生（長野県A市）
（2） 地域福祉連携（埼玉県B市）
（3） 観光起点まちづくり（長野県C市）
（4） 震災漁村復興（宮城県D市）
ここでは（1）の地域農業再生の事例について概
要を説明し，そのほかのプロジェクトに関しては，
それぞれの特徴のみを紹介する。

実　践　事　例

二つ目のステップは，「問題状況の理解と共感」
である。初めに，行政やまちづくりNPOなどが過
去に実施した調査や地域の中長期計画などを踏ま
えつつ，現地調査や地域住民・関係者などに対す
るインタビューを実施する。この際，地域住民・
関係者の顕在的な要望や意見だけでなく，背景に
ある事情や地域の文化，価値観などの把握に努
める。
ここで重要なのが，調査やインタビューの結果
を理解するだけでなく，地域の関係者と「共有」し，
当事者視点で「共感」することである。このため，
著者らは，地域社会を構成する様々な関係者の想
いを，ペルソナという形で表現し共有することを
試みている。ペルソナ法は，複数の開発担当者が
共通の視点でぶれない設計を行うために仮想的な
ユーザを簡易なテキストやイメージ表現したもの
だが，これを社会サービス設計に応用したもので
ある。関係者の想いをペルソナで表現して共有す
るだけでなく，参加者が自身の視点ではなく，ほ
かのペルソナの視点でロールプレイを行う「ペル
ソナ活用ワークショップ」（12）など実践し，「共感」
に高めようとしている。
三つ目のステップは「ビジョンと施策の検討」

図-2　ソーシャルイノベーションの実践プロセス
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しいということが分かり，地域農業活性化という
原点に返って幅広い視点で議論を行うことにした。
特に，農業従事者の高齢化の問題や深刻な後継者
不足への対策など「持続可能な地域農業の実現」
が重要との認識に立ち，就農希望者を育成するプ
ロ農家，都市住民を地域に呼び込む体験観光業者
などに調査と検討の場を広げた（新たな関係者の
巻込み）。
このようなプロセスで作成したのが，図-3のウェ
ルネスエコファーム（12）の構想である。ウェルネス
エコファームでは，持続可能な地域農業を実現す
るために，プロ農家に対する施策だけではなく，
就農希望者，定年退職をしたシニア層など趣味や
生き甲斐として農業を楽しむ農的生活者，これら
を支える一般消費者の4階層の市民を想定し，これ
らそれぞれに対して実現目標と上の層に引き上げ
る施策を実施しようとしている（ビジョンの策定）。

（1） 地域農業再生（長野県A市）
ソーシャルイノベーションの最初の試行として，
再生可能エネルギーを活用した地域農業再生を
テーマにした取組みを行った。
実践を開始するに当たり，副市長を中心とした
キックオフ会議を開催したあと，地域で太陽光発
電を利用してハウスぶどうの通年栽培を検討して
いる地域研究会を紹介していただき，これを活動
の起点とした（場づくり）。
上記研究会に参加している，ハウス農家，地場
企業に加え，行政の各領域の担当者，農協などの
地域関係者に対してインタビューを行い，それぞ
れの想いをペルソナという形で表現した。また，
様々な関係者の想いを共有し，地域農業の現状と
対策を議論するワークショップを複数回実施して
いった（問題状況の理解と共感）。
この際，太陽光発電によるハウスぶどうの通年
栽培では受益者が限定的で地域内の合意形成は難

図-3　ウェルネスエコファーム構想
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しか本質的な解決策は存在しない。少子高齢化の
中でまだ元気に動ける「アクティブシニア層」を
社会システムに参加させることは，経済的持続可
能性を実現するために大変重要である。
また，高齢者を社会システムに参加させること
で，高齢者の肉体的・精神的健康を保ち，医療・
福祉など社会補償費を低減する効果も期待できる。
徳島県上勝村の「葉っぱビジネス」（14）はこのような
成功事例として有名である。
（2） 住民メリットの明確化
高齢者を中心とする地域住民の社会システムへ
の参画を実現するためには，住民メリットを明確
にすることが必要である。この場合，経済的なイ
ンセンティブだけでなく，生き甲斐や居場所の確
保，地域貢献意識といった，非経済的なインセン
ティブも重要である。活動の継続性のためには賃
金や地域通貨の付与なども必要となるであろうが，
地域の文化や高齢者の価値観を踏まえたデザイン
アプローチが必要である。
（3） 複数施策の統合
特定課題の解決を狙った単独の施策では，実現
に要するコストを事業収益だけで賄うのが困難で，
経済的に回らないものも多い。このため，防災，
交通，高齢者対策などの複数の施策を統合し，デー
タや資源の相互活用を図ることで総コストを抑え，
シナジー効果を発揮させることが考えられる。こ
のようなシステムを実現するには，様々な施策に
関係するステークホルダ（行政組織や地元商店，
農家，地場企業など）の連携が必要であり，各ステー
クホルダにとっての果たすべき役割と得られる価
値（メリット）を明確にすることが求められる。

価値循環モデル

前述したように，地域の問題を解決する新しい
施策（社会システム）の実現には，高齢者を中心
とした住民と様々な地域関係者の参画と複数施策
の統合が必要である。このとき，住民を含む社会
システムへの参加者（プレイヤ）の役割や提供で
きる資源，得られる価値を明確にする必要があり，
これらを表現したものを「価値循環モデル」と呼
ぶことにした。価値循環モデルのイメージを図-4
に示す。
価値循環モデルは，いわゆるビジネスモデルを

価値循環モデル

（2） そのほかの実践の特徴
埼玉県B市での高齢者福祉に関する取組み（13）で
は，コペンハーゲン大との共同研究により参加型
デザイン手法を適用している。長野県C市との観光
起点まちづくりの実践では，調査主体が共同研究
を実施している大学の学生であり，宮城県D市での
実践では被災地に入っているボランティアグルー
プが中心になっている。現地調査は学生やボラン
ティア団体の方が地域住民や関係者との信頼関係
の構築が容易な場合もあり，大学やNPO団体と協
力関係を作ることは大変効果的である。

社会問題解決に向けた課題と指針

ソーシャルイノベーションの実践は，各領域で
の問題状況の把握の工程を終え，具体的な施策の
検討を行っている段階である。社会問題の解決と
新しいビジネス創造という目的の上ではまだ道半
ばであるが，これまでの実践によって，今後に向
けての課題と指針を得ることができた。
●　得られた知見と課題
（1） 様々な社会問題に対して，全国各地で行政や

NPOなどによる様々な試みが実施されている。
他地域の模範となるような優れた取組みも多い
が，多くは資金や人的リソースの不足に悩んで
いる。

（2） 取組みの多くは行政の支出や補助金に依存し，
補助金がなくなると事業が継続できなくなる。

（3） 特定の社会問題の解決を狙った施策の多くは
単独では経済的に回らず実証実験を越えた事業
になるのは稀

まれ

である。
●　課題解決に向けた指針
これらの社会問題を解決する新しい社会システ
ムを実現することは容易なことではない。しかし，
課題を裏返せば，解決への指針になり得る。これ
までの実践から得た課題解決に向けての指針は以
下のとおりである。
（1） 住民（高齢者）の参画
第一の指針が，新しい施策（社会システム）へ
の地域住民，特に高齢者の参画である。少子高齢
化の進展により，様々な社会サービスを公的負担
（公助）で行うことはもはや限界にきている。地域
住民，特に高齢者が単なるサービスの受益者では
なく，サービスの提供側として主体的に参加する

社会問題解決に向けた課題と指針
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する価値循環モデルを描き，合意形成を図るプロ
セスと呼んでもいいであろう。

住民参加型スマートコミュニティ

戦後の社会システムの変化により，それまで大
きな役割を占めていた共助（地域住民間の相互の
助け合い）の割合が低下し，自助（自身あるいは
商業サービス）や公助（行政などの公共サービス）
へ依存する割合が増加した。ところが，現在では，
少子高齢化によって公助の継続が危うくなってお
り，自助に頼ることも限界がある。持続可能な社

住民参加型スマートコミュニティ

社会システムに拡張したものということもできる。
利根川（15）によれば，ビジネスモデルとは，「ビジネ
スの特徴をモデルとして表現したもの」と定義さ
れており，プロセスモデル，価値相互関連モデル，
収益性構造モデル，運転フロー・キャッシュフロー
などにより表現される。価値循環モデルは，この
中の価値相互関連モデルに近いが，対象とする顧
客が不明確，非経済的な価値の交換を含むといっ
た特徴がある（表-1）。
ソーシャルイノベーション活動は，地域や社会
の現場に入って，関係者と協働で社会課題を解決

図-4　価値循環モデルのイメージ

地域住民
（高齢者）

都市住民地域農家

再生可能
エネルギー施設

地域行政

¥会費

¥地域
通貨

¥初期投資
（補助金）

観光・商業
事業者

農業指導

観光体験
物品販売¥対価

管理
作業

¥地域通貨

施設見回り

乗合交通

体験農園
施設

エネルギー供給 ¥利用料移動
手段

¥補助金

熱電
供給 ¥対価

¥指導料

熱電
供給

¥対価

農業体験

○市民交流

○農業後継者の発掘

温浴・物品

○健康増進
医療・介護コストの低減

¥地域通貨

○は非経済的価値

表-1　ビジネスモデルと価値循環モデル
ビジネスモデル 価値循環モデル 

目的 ビジネス（収益＝経済性の確保） 社会課題の解決（社会性と経済性の両立） 
顧客 想定する顧客は明確 誰が顧客かは不明確 
価値 モノ（商品，サービス），金 モノ，金，コト（体験価値），内面的価値 
主な主体 企業，顧客（市民，企業） 自治体，機関，民間企業，住民，NPO 
主体数 2以上 3以上 
動作原理 市場原理 市場原理＋価値観，理念，満足感 
基準 収益性 持続可能性，社会的価値
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会を実現するには，もう一度共助の役割を見直し，
自助，共助，公助のバランスを図る社会システム
を実現する必要がある。
著者らはICTの活用によって，様々な形で新しい
共助が可能になると考えている。社会システムへ
の住民参画は，新しい共助を実現することとほぼ
同義である。新しい価値循環モデルを実現し効率
的に回すためには，ICTが大きな役割を果たし得る
と考えている。
著者らが提案する住民参加型のスマートコミュ
ニティ（図-5）は，ICTを活用して地域社会（住民，
地場企業など）の新しい関係性（関わり合い）を
作り，
・ 人にとっての価値（利便性，希望）
・ 地球にとっての価値（温暖化対策，生物多様性）
・ 社会にとっての価値（安心安全，地域再生）
を実現しようとするものである。言い換えると，
個人にとっての快適で便利な都市ではなく，人と
人のリアルな結び付きを強化し，強いコミュニティ
を実現することで，持続可能な21世紀型社会を実
現しようとするものである。
このような住民参加型のスマートコミュニティ
を実現するために「価値循環モデル」があり，その
モデルを実現するために様々な施策（ソリューショ
ン）をICTで統合し，その活動を支えるのである。

む　　す　　び

本稿では，社会問題の解決と社会領域での新ビ
ジネス創造を目的としたソーシャルイノベーショ
ンの試みについて述べた。ソーシャルイノベーショ
ンは，人間中心設計の考え方を社会システムのデ
ザインに活用し，地域の現場に入り込んで，地域
関係者と協働で新しい社会システムのビジョンと
実現のための施策を導出しようとするものである。
これまでの実践により，社会問題の解決には単
独の施策では経済的持続可能性に問題があり，高
齢者を中心とした地域住民の参画と複数の施策の
統合が必要であることが分かった。また，このた
めには，住民や行政，地場企業など様々な地域関
係者の役割と得られる価値を明確にして，資源を
共有し価値を循環させる「価値循環モデル」が必
要と考えた。
現在，各地域での実践に基づいて地域の実情に
合った価値循環モデルの作成とそれに基づく具体
的な施策の検討を行っている。今後は，社内外の
専門家や技術チームと連携して施策の具体化を進
め，地域関係者の合意形成を図り，国家プロジェ
クトなどを活用した実証実験を進めていきたいと
考えている。
このような活動によって，ICTを活用した新しい

む　　す　　び

防災高齢者ケア

病院

農林業
交通

観光 環境保全

エネルギー

ビッグデータ ビッグデータクラウド

分析・予測

ダイナミック
最適化

人と社会の
モデル

統合
シミュレーション

統合ソリューション

図-5　住民参加型スマートコミュニティ
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住民参画により，強いコミュニティを作り，社会
課題の解決と持続可能な社会を実現する，「住民参
加型スマートコミュニティ」の実現を目指してい
きたい。
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