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１．はじめに

　平成28年版高齢社会白書によると、平成27（2015）年10月１日現在の
日本の総人口は１億2,711万人で、うち65歳以上の高齢者人口は昨年よ
り約90万人増加して3,392万人となり、高齢化率も上昇を続けている。
懸念されるのは、高齢者人口に占める75歳以上人口が1,641万人にまで
増加していることであり、これは総人口の12.9％にあたる。平成26（2014）

年時点で団塊の世代（昭和22年から24年の出生者）がすべて65歳に達した
ことにより、平成27（2015）年の65～74 歳人口の対前年増加数は減少
に転じたが、しかしそれは人口ピラミッドの頂上が75歳以上に移行して
いく前兆でもある。
　一方、日本の総人口は長期の減少過程に入り、このまま推移すれば平
成60（2048）年には１億人を割る見通しになっている。しかし高齢者人
口は平成54（2042）年頃までは増加を続ける。
　注視すべきなのは、高齢者人口がピークを過ぎて減少に転じたとして
も、その数は総人口の減少率を下回るため高齢化率は上昇し、平成72（2060）
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年には40％近くにまで達すると推計されていることである。それは国民
の約2.5人に１人が65歳以上の高齢者になる社会の到来を意味する。し
かも４人に１人は75歳以上の後期高齢者になる。
　さらに昭和55（1980）年からの世帯構造の変化を眺めれば、当時半数
を占めた三世代世帯の割合は徐々に減少し、平成26（2014）年には夫婦
のみの世帯と単独世帯の合計が半数を超えるような状況になっている。
この現実は従来型の家族介護の限界を意味している。とりわけ65歳以上
の一人暮らし高齢者の増加が社会的リスクとなって、将来不安を煽って
いるのである。したがって、加齢とともに虚弱になっていく高齢者への
ケア体制の充実や、増加傾向にある認知症患者への具体的な対策が、喫
緊の課題となっている。
　そこで政府は地域包括ケアシステムすなわち地域住民が可能な限り、
住み慣れた地域で介護サービスを継続的・一体的に受けることのできる
体制の実現を目指して、地域密着型サービスの充実や、サービス付き高
齢者向け住宅等の整備、そして特別養護老人ホームや介護保険施設の適
切な運営等を推進するため、全国の自治体に「地域ケア会議」の設置を
促している。いずれにしても、高齢者ケアに関する全国共通の課題は、
介護人材の安定的な確保と介護サービスの質の向上である。
　地域ケアを担う高齢者施設では、介護サービスそのものが介護保険を
財源とする公的市場の内部に組み込まれているため、費用の設定を含め、
柔軟な事業を展開するには多くの制約がある。したがって事業環境は依
然として厳しく、介護職員は恒常的に不足している。しかし介護を必要
とする高齢者の増加は不可避であるため、介護に従事する者の労働環境

（賃金や勤務時間など）の改善と、介護サービスのさらなる質の向上が強
く求められるようになり、介護事業を取り巻く環境は厳しさを増してい
る。このままでは悪循環に陥る可能性も否定できない。
　いま必要なのは高齢社会に適した社会構造への変革であり、産官民が
一丸となって取り組む新しい関係づくりと環境づくりではないだろうか。
日本社会は、その移行期的混乱のなかにあるようにも思える。
　以上のような社会背景を踏まえて、食品メーカーである「味の素株式
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会社」、「カゴメ株式会社」、衛生関連を提案する「花王プロフェッショ
ナル・サービス株式会社」の３社は、超高齢社会というネクスト・ソサ
エティにおいて求められる、来るべきビジネスモデルの探求をはじめた。
それは「よりよき介護の実現」を目指した企業連携の取組みである。「シ
ルバー市場に向けた新しいウェルネスビジネスの創造」をテーマに、介
護施設関係者、利用者、企業のパートナーシップで社会的課題を超克し
ていくための、新しいビジネス環境の創造にむけた活動が、2013年１月
に渋谷でスタートしたのである。このような異業種協働の舞台を提供し、
その実践的な研究活動を支えるのが「シダックス株式会社」である。
　そこで本稿では、介護施設および介護の現場が抱える多くの課題の解
決にむけて、ソーシャル・マーケティングという新しいマーケティング
理論に、CSV（Creating Shared Value：共有価値の創造）という概念を試
験的に導入することで、介護職員の負担の軽減と施設利用者の満足度向
上、さらには持続可能な施設経営にも貢献するような、高齢社会に適し
たマーケティングのあり方を企業協同で探求したプラグマティックなア
クションリサーチについて報告する。

２．異業種協同のプラットフォーム

　シダックスグループは、1960年に給食事業を主体とするシダックスフ
ードサービス株式会社を設立し、50年余りが経つ。2004年には、「母な
る地球がはぐくんだ豊かな大地と海の恵みを、すべてのお客様に母親の
ように真心を込めてお届けする」という想いを、「マザーフード」とい
うメッセージに込めて、基本理念とした。さらに2011年には、「大切な
ことを提供しつづけることで社会に貢献したい」という想いを、「はぐ
くむ、大切なことのすべて」というメッセージに託し、企業理念とした。
さらに現在は、人々の健康で幸福な人生の実現に寄与するため「運動・
栄養・休息・心・美」へと事業領域を拡大し、事業活動をつうじて、さ
まざまな社会問題を解決したいと考え、すべては未来の子供たちのため
に、「健全・健康な社会の実現」と「社会問題解決」の２つをミッショ
ンとする「ソーシャル・ウェルネス・カンパニー」を目指している。
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　シダックスが運営
するウェルネス・ラ
イフサイエンス（以

下、WLS）研究所は、
社会を健全・健康に
発展させる「ソーシ
ャル・ウェルネス」
を実現させること、
そのための価値創造
機関として、理念に
賛同した企業による
協同研究機関として2013年に設立された。WLS 研究所では、企業コン
ソーシアムを形成し、各企業の持ち味を活かしてシナジーを生む実践的
なリサーチ・研究・開発に取り組んでいる。
　研究手法として、「ソーシャル・マーケティング（持続可能な未来のため、

社会の健全・健康な発展を事業活動によって実現するためのマーケティング）」
及び、「プロセス・マーケテイング（IT 社会の発展に対応し、生活者と企

業の間での多方向情報交流によって、サービス・商品の開発から販売までが

循環する構造を作り上げるマーケティング）」を用い、21世紀型の未来創
造を可能にする企業活動のモデルを生みだすことを目的としている。企
業連携と異業種協働の取組みは、この WLS 研究所を拠点に展開される
ことになった。

３．異業種による話し合い

　WLS 研究所内における異業種連携活動は、初めに複数のテーマが提
示され、関心のあるテーマごとにグループ編成することからスタートし
た。味の素㈱、カゴメ㈱、花王プロフェッショナル・サービス㈱の各社
の共通点は、「シルバー市場をターゲットにした新しいビジネスの構築」
への関心だった。異業種連携による活動は、プラットフォームとなるシ
ダックスグループも含めてどの企業も初めてのことであった。

WLS研究所の組織
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　誰のための、どのような課題やニーズに応えるために活動を行うのか、
丁寧な意見交換をした結果、もっとも身近な問題として考えられるのは、
介護施設利用者の家族ではないかと思われた。入所者の家族の心配ごと
は、入所前であれば「できれば、まだ施設には入れたくない」という予
防措置に関すること、施設を選ぶ段階であれば、施設の環境やサービス
に関すること、既に入所している場合であれば、その施設での安心安全
な暮らしに関する心配や悩みが存在しているのではないかと考えたから
である。そこで入所者家族の実情を把握するため、シダックスグループ
の受託先となる高齢者施設で実際にヒヤリングをした上で、具体的なテ
ーマ、活動に踏み込むことにした。
　2014年に高齢者施設３か所（K 特別養護老人ホーム、S 特別養護老人ホ

ーム、K 有料老人ホーム）を訪問し、介護職員および管理栄養士に業務
上の悩みについてヒヤリングを実施した。その結果、入所者の食事およ
び介護スタッフの業務に関する共通の課題が見出された。入所者の食事
に関しては、水分の摂取不足と残食による栄養不足の課題が見出された。
　介護職員によるヒヤリングでは、ケアに関する業務の多忙さ、疲労感
を非常に感じた。例えば、おむつ交換は５－６回／日で、夜間は、介護
スタッフ２名で１時間半程かけて47名の交換が行われる。入浴は週２回
行われており、介護の中で一番の重労働とのことであった。超高齢社会
を迎えて、今後はますます介護難民も増えると考えられるため、介護職
員の職場環境の改善なくして、介護現場は立ちいかなくなるのではない
かと懸念された。介護職員に仕事上の喜びを尋ねたところ、「入所者に『あ
りがとう』と言われることが一番うれしい」との言葉がとても印象に残
った。良好な介護環境とは、美味しくて栄養のある食事をしっかり食べ
て、生活を楽しみ、快適な睡眠、休養を通じて、健康な体、健康な心を
育むこと、これがベースになるのではないかと我々は感じた。
　食事の改善と介護の負担軽減は、各企業の商品（機能性のある商品や

ケア製品）を組み合わせることにより、解決が可能だと考えられた。入
所者に楽しみながらしっかりと食事をして頂き、高品質ケア製品の活用
により介護士の負担軽減と入居者の睡眠を確保することで、みんなを笑
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顔にしたいと考えた。「介護される人」「介護する側（施設）」「企業」、
この三方がすべて「笑顔」にならなければ、真の問題解決に至らないの
ではと考え、「３者の笑顔＝（三方よし）」を企業連携で創造する活動に
したいとの思いから、「スリースマイル・プロジェクト」と名付けられ
た（命名者は味の素㈱の N 氏）。

４．企業連携による共同活動

　S 特別養護老人ホームでの食事の課題は、残食が多くて栄養不足であ
ることで、その原因は、肉や魚の硬さが、咀嚼力が低下した入所者には
硬く食べにくいこと、また葉物野菜やブロッコリー、ピーマン、にんじ
んなどを残すのは、嗜好的要因、食べにくさによるものと考えられた。
　水分摂取の不足の原因は、朝食に出している牛乳にとろみ剤を加える
とおいしくなくなるため、これが水分摂取を拒む理由の一つとカゴメ㈱
は考えた。そこで、野菜ピューレを肉料理や魚料理にかけるソースとし
て用いることや、おやつの時間に出すスイーツの材料として用いること
で、野菜を意識せず食べることができ、また料理の彩りをきれいにして
入所者の「食べたい」という意欲をアップさせることにより、無理のな
い方法で野菜摂取量の向上が図れると考えた。さらに、カルシウムが添
加されたカゴメ㈱の野菜飲料を牛乳の代わりに提供することで、野菜飲
料にとろみをつけてもすっきり飲みやすく、牛乳と同程度のカルシウム
の補給が可能となると考えた。
　高齢者の加齢に伴う身体的な変化の一つとして、咀嚼力の低下が挙げ
られる。咀嚼力の低下は、このように食事摂取量の低下や便秘を引き起
こし、下剤が必要になる。味の素㈱では、「献立さん®」（肉や魚をやわら

かくする酵素剤）を用いることで、咀嚼力が低下した入所者にも肉や魚
を食べやすいやわらかさにして提供できるため、食事摂取量が増え、排
便が順調になり、下痢が減ることも期待できると考えた。
　また夜間に何回も起きる入所者には眠剤を取らせるため、それにより
便秘がちになり、３日くらい出ないと次は下剤を入れることになる。下
剤を入れると下痢をおこしてしまい、オムツ交換だけではなくてシーツ
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から寝巻まで変えなけ
ればならない。介護ス
タッフの負担も増えて
くる。また下痢という
のは酸性になるので、
肌トラブルにもつながる。
　花王プロフェッショ
ナル・サービス㈱では、
高機能オムツのリリー
フを用いることで安眠
させる環境づくりに貢
献できると考えた。特
に夜間のオムツ交換の回数が減ることにより、入所者が精神的に安定し、
元気になることで、それは家族の笑顔につながる。また介護スタッフの
負担も軽減されることから、介護職員の離職率の低下も期待できる。介
護スタッフが辞めると再び採用してトレーニングするのに莫大なコスト
がかかるため、それは経営にも寄与する。さらに洗濯代などのコストと
ゴミの削減により、施設管理者も笑顔になる。つまり、みんなが WIN-
WIN になる、スマイルになるのではないかという仮説が立てられた。
　これらの取組みをスリースマイル・プロジェクトとして S 特別養護
老人ホームに提案したところ、「今まで抱えていた問題を改善すること
が期待できそうなので、ぜひ協力させて欲しい」と快諾をいただいた。
　食品企業と衛生関連企業が共同して介護環境の改善に取り組むことは、
おそらく業界初の試みであり、S 特別養護老人ホームの責任者から多大
な期待を寄せられたことは、とても光栄なことであり、関係の深化とい
う意味において、それはプロジェクトの成果であった。

５．各社商品の特性・機能

⑴　味の素株式会社
　味の素株式会社の創業にまつわる話として、1908年に、池田菊苗博士

スリースマイルプロジェクトの活動目的
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が昆布だしの味成分がアミノ酸の一種、グルタミン酸であることを発見
したこと、それを「うま味」と名づけ、その製造方法を特許化し、事業
家の二代 鈴木三郎助がうま味調味料「味の素®」を発売したことは、メ
ディアでも紹介されている。この二人には「うま味を用いて栄養を改善
し国民を健康にする」という強い思いがあった。
　味の素グループはこの創業以来の志を引き継ぎ、食品やアミノサイエ
ンスといった幅広い事業を展開し、バリューチェーン全体でグローバル
な社会的課題の解決に貢献してきた。味の素グループは、事業を通じて
解決に取り組むべき「21世紀の人類社会の課題」を「地球持続性」「食
資源の確保」「健康な生活」の三つとしている。グループならではの食
とアミノ酸の技術や知見を中心とした「スペシャリティ」を活用してこ
れらの課題解決を図り、社会価値を実現することで新たな経済価値を創
出し、事業の成長加速を目指している。
　「健康な生活」では「おいしく食べる」ことで健康な社会を築くこと
を目指し、栄養不足や栄養過剰、高齢化に代表される人類の健康問題に
対して、味の素グループが創業以来培ってきた「食」と「アミノ酸」の
知見・技術を活かして取り組んでいる。今回のスリースマイル・プロジ
ェクトで用いた商品「献立さん®」は前述の想いから生まれている。「献
立さん®」には、高齢者の方に毎日の食事をおいしく、楽しんで食べて
もらいたいという想いが込められている。ほかにも、塩分ひかえめの献
立、やわらかくした献立、季節の彩りのある献立があり、食材のこと、
コストのこと、バラエティのこと…、いろいろなことに配慮しながらメ
ニューを作っている栄養士さんによって商品開発が行われている。ひと
つのメニューで使う調味料は少量かもしれない。しかし上手に使って、
作る人も食べる人も笑顔にする調味料、「献立さん®」はそんな調味料を
目指している。
　今回の活動で、味の素株式会社では、「献立さん®」やわらかアップお
肉・お魚用という商品を使用し、「主菜を食べやすくすることによる『残
食率』の変化」について調査を行った。同一の献立の主菜について、２
パターンを実施し比較検討した。ひとつは通常通りの方法で調理したもの、
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もうひとつ（２週間後の献立）は、「献立さん®」で下ごしらえをして調理
を行った。結果、「鮭の野菜あんかけ」提供時に、主菜の残食率が16.5％
から8.3％に減少した。加えて喫食にかかる時間が１人平均23分30秒から
18分12秒へと約５分短縮された。このことから「献立さん®」を使用す
ることによる残食量の削減、喫食時間の短縮による食事介助時間の短縮
が確認され、介護負担の軽減に繋がるという結果を得ることができた。

⑵　カゴメ株式会社
　人と社会と地球環境が健康で、いつまでも持続できる社会の実現を目
指し、事業を通じて貢献していきたいと考えるカゴメ株式会社は、「共助」
の精神に基づいて企業理念を具現化し、事業活動と一体となって、個人
としても、企業としても、持続可能な「人・社会・地球環境の健康長寿
に貢献する」ことを目指している。今回の活動では、「野菜のことなら
何でもカゴメに」というキーワードのもと、今後増えていく高齢者に「彩
りよく、おいしく楽しい食事を通じて野菜摂取量向上により健康長寿を
実現」して頂けるよう、野菜摂取の支援やメニュー提案などのサービス
を行った。
　水分の摂取不足に対して、朝食に出したカゴメの野菜飲料（カルシウ
ム添加）は、全て摂取され、栄養士が計画した必要な水分と野菜摂取、
カルシウムを摂取することができた。また、野菜ピューレを使用した食
事やスイーツも全て食べていただけた。こちらの望み通り、野菜の形を
していないので野菜と気づかずに自然に食べていただいた結果、残食が
減り、検証の１週間で施設平均野菜摂取量260g から20g 増加させるこ
とに成功した。彩りの良いメニューを提供でき、おいしく楽しく食事を
とっていただけたこと、野菜ピューレを使用することで常食の方にもミ
キサー食の方にも見た目の変わらない一貫したメニューが提供できたこ
とで、利用者には全員が同じメニューを食べているという喜びを、調理
者には特別メニューを作る必要がないというメリットを提供することが
できた。食事介助の観点からも、野菜嫌いで常に野菜を残される多くの
利用者への声掛けの時間など、食事介助の時間の短縮ができたことで、
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利用者の野菜摂取量向上における健康増進効果のみならず、調理者・介
助者の負担軽減においても、有意義な検証結果を得ることができた。

⑶　花王プロフェッショナル・サービス株式会社
　花王グループは、心をこめた“よきモノづくり”を行ない、世界の人々
の喜びと満足のある豊かな生活文化を実現するとともに、社会のサステ
ナビリティ（持続可能性）に貢献することを使命とし、環境をはじめと
する社会的課題の解決に取り組み、社会への責任を全うしていくことを、
つねに探求している。この理念の延長上に今回の活動はある。
　介護施設では、おむつ交換の作業は従業員にとって大変な労務である。
一日の中で定時又は不定期に利用者にあわせたおむつ交換（個別ケア）

が行われている。この作業負担の軽減や利用者の快適性の向上のため、
花王では製品の開発とサービスの提供を行っている。「リリーフシリーズ」
のおむつは、通気性や吸収力の良さで快適性を保ちつつ、抗菌・消臭機
能で尿臭特有のニオイ課題も解決する商品である。吸収力・快適性が高
いため、夜間の安眠や、ゆとりある生活のため、ケアの見直しで交換回
数を軽減しても、利用者に快適な使用感を保ち続けることができるよう
提案をしている。ここには、使用者（職員・利用者）の笑顔が誕生し、
利用者の笑顔は QOL の向上につながり、彼らの家族の笑顔につながる
と考えられる。一方で、おむつを購入する施設経営者の立場では、おむ
つの使用枚数が直接的に経費につながるため、おむつ製品の単価が重視
されがちだが、高品質な製品を効果的に使用することで全体経費を抑え
られることもある。したがって消耗品の選択はとても重要である。
　超少子高齢社会の進展により介護現場の人材不足はますます深刻にな
ってくる。増え続ける被介護者のケアを、かぎられた担い手で効率的に
行うことが求められてくる。製品の価値というのは購入の単価に加え、
それを使用する際の時間や手間がプラスのコストとして考えられる。排
泄パターンを考慮しつつ、排泄ケアを見直すことで、職員の作業時間に
ゆとりを生み、施設利用者とともに余裕のある一日を過ごしてもらいた
い。職員の人件費（目に見える部分と見えない部分）まで考慮して製品の
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購入選定を判断することで、経営者、職員、利用者すべてにとって、満
足度の高い施設になると花王は考えている。

６．新たな取組み

　スリースマイル・プロジェクトの成功のためには、３社だけでは不足
する部分が多いと考えるようになった。高齢者施設では、レクリエーシ
ョンが生活の楽しみ、リハビリ目的として行われていることから、カラ
オケや体を動かすサービスが加わることで、新たなスマイルの創造につ
ながるのではという話も持ち上がるようになった。高齢者施設では入所
者に生活の楽しみ・喜びを提供するイベントが多く開催されていること
から、施設におけるイベント・パッケージ作りを、施設の皆様と一緒に
作っていきたいと考えている。現在は高齢者施設で「トマトの苗の育成
プログラム」を進めている。
　カゴメ㈱では、トマト飲料やトマト製品以外に、トマトの苗やトマト
を育てるための土を扱っている。「KAGOME トマトの土」は、袋の上
部を開けてプランターとしても使える仕様である。トマトの苗は、十分
な日光と水が補給されれば簡単に育つこと、土に触れることは、認知症
やうつ、身体機能の維持に効果的といわれていることから、介護施設の
利用者や入所者の笑顔を創る活動に良いと思われた。都内の Y デイサ
ービスに提案し、８月より秋採りトマトの栽培が始まっている。
　今年から新たにスリースマイル・プロジェクトに加わった株式会社
NTTPC コミュニケーションズは、「トマトの苗の育成」を通じた高齢
者の身体機能の維持や認知症予防活動を支援するため、「センサーや通
信を利用した IOT（Internet of Things）」サービスによる企業連携を目
指している。厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が2025年には
700万人を超えるとの推計値を発表しており、それは65歳以上の高齢者
の５人に１人が認知症に罹患している計算となる。田畑の世話がうつや
身体機能の維持、認知症の予防に効果的であるといわれていることから、
屋外でのトマト育成活動への期待が高まる。部屋に閉じこもりがちな高
齢者がリフレッシュを目的としたこれらの活動に安心して参加できるた
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めには、施設職員や地域ボランティア等が中心となった支え合いの活動
が必要である。
　株式会社 NTTPC コミュニケーションズ では、このような屋外での
活動を安心安全に見守るため、センサーや通信を利用した次の２つの
IOT を活用したサービスの提供に取り組んでいる。１つは、「屋外での
活動を安心安全に見守るためのウエラブル IOT（ビーコン）を利用した
認知症高齢者の徘徊対策支援」、もう一つは「前者の活動を支援する家族、
隣人、ボランティア等のサポータの養成を行うためのスマートフォン、
タブレット等常に身につけている IOT マルチデバイスを駆使したスナ
ックラーニング 技術を用いた知識開発支援」である。

〈ウエラブル IOT（ビーコン）を利用した認知症高齢者の徘徊対策支援〉
　自宅や施設から迷い出る「徘徊」は認知症特有の行動の一つで、年間
１万人が行方不明になっており、家族や介護事業者には見守りと捜索で
大きな負担となっている。100円玉程度の小型の発信器を衣服や靴など、
家族の同意を得て事前に取り付けておき、自宅に監視警報機を設置する。
高齢者が外出しようとすると、それを検知し、警報音や音声で知らせる
と同時に、あらかじめ設定したメールアドレス宛に外出を検知したこと
を通知する。一方で、関係者や近隣住民に説明会で協力を仰ぎ、捜索用
のアプリを入れたスマートフォンで捜索を行うことができる。このアプ
リは発信器の電波をキャッチすると、高齢者の個人情報が表示され本人
が確認できるとともに、位置情報が自動的に家族に送られ、居場所を把
握することができる。
　ウエラブルの特長として、従来の床マットや赤外線センサーでは不可
能であった、外出と帰宅を見分け、メール通知できるため、頻繁に外出
を繰り返したり、独居や昼間独居等の高齢者を遠隔で見守る場合に効果
が期待できる。また、利用する家族の経済的負担を減らすため、
NTTPC では本サービスに介護保険が利用できるよう、厚生労働大臣が
定める福祉用具貸与の認定を受けた。これによりレンタル費用の８～９
割を保険でカバーできるようになり、利用しやすい環境を提供している。
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〈高齢者の屋外活動を支えるサポータを養成するためのスナックラーニ
ングサービスの提供〉
　日々忙しく働く社会人や介護職員にとって、ただでさえ仕事がハード
なのに、まとまった学習の時間を確保することは容易ではない。近頃、
通勤途中や家事の合間といった「隙間の時間」にスマホやタブレット等、
高機能 IOT デバイス を利用して、短時間で学習効果を上げるスナック
ラーニング（スナック菓子を食べるような、短い時間を活用した学習）が
注目を集めている。米国などでは、「Bite size Learning」（簡単にわかる

学習）ともよばれ、短時間で単一テーマに絞り込んだ学習と確認テストに、
「判りやすく、簡単に解ける」ために、毎日無理なく継続できるといっ
た学習方法に、注目が集まっている。
　NTTPC では、このスナックラーニングに IOT とクラウド技術を用い、
これまでのｅラーニングに比べて価格破壊的な費用での利用を実現した。
加えてこのサービスには、学習の効果をあげるためのクラウドを利用し
た仕組みがいくつも取り入れられている。その一例として、毎日の学習
を習慣化することを目的に、学習時間を手元の端末に知らせるプッシュ
配信や、学習者同士が全員で交流できる SNS 機能、互いに競争意欲や
学習意欲を高めるランキング表示などの機能があげられる。
　株式会社 NTTPC コミュニケーションズは、「ケアを行う家族が知っ
ておくべき高齢者の身体や思考の特長といった介護の基礎から、地域づ
くりなど、介護福祉士を目指すプロフェッショナルまでカバーする教育
コンテンツを、このプラットフォームにあわせて提供することで、活動
を支援する方々に対する効率的で負担の無い知識の集積に貢献したい」
と考えている。

７．まとめ

　WLS 研究所に集まったメンバーは、施設経営者、介護スタッフ、そ
して被介護者と家族にとっての「三方よし」を実現するために建設的な
議論を重ね、そこから導き出されたひとつの仮説を行動すなわち実験的
な態度によって検証する「スリースマイル・プロジェクト」を実践した。
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「よりよき介護
の実現」という
目標を掲げ、そ
の実現のために
介護施設関係者
や施設利用者と
も協働しながら
展開した活動、
それは社会的課
題を超克するた
めの持続可能な
ビジネスのあり方と、新しいマーケティング技術の可能性を模索した純
粋経験であり、結果として内外に「信頼」という無形の価値を生み出し
た。社会的課題を超克するためのビジネス環境の改良と、新しいマーケ
ティング技術の可能性を模索した純粋経験は、マーケットからの信頼の
みならず自社への誇りや企業マンとしての志を、さらに高めることにも
寄与したものと思われる。プロジェクトメンバーは全員、思考と実践を
繰り返すプラグマティックな経験のなかで、新しいマーケットの存在と
マーケティング技術のあり方を、感覚的にではあるが確実に捉えはじめ
ていた。そして今回のアクションリサーチを通じて得られた最大の収穫
は、企業同士の連携を本格的に強固なものにすることで、解決できない
問題はないということを実感したことである。
　入所者が、朝起きてから、夜寝るまで、気持ち良く過ごしていただく
ために、スリースマイル・プロジェクトの役割と価値があると考えてい
る。今後はさらに、施設における実践で得られた知見や成果を土台とし
て、それを地域社会へと拡大していくアクションリサーチや、ポピュレ
ーションアプローチの方法なども検討しながら、断片的な「いまここ」
のサービスをシームレスに連続するものへと進化させていくことを、ひ
とつの目標にしていきたいと思う。

2016年スリースマイルプロジェクトの活動イメージ
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