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大会テーマ：「体験と
体験と創造」
創造」
豊田貞光
実行委員長

－どのようなキッカケが
どのようなキッカケが
閃きの扉を開けるのか－
けるのか－
開催日：
開催日：10/25（
10/25（土）26（
26（日）

会場：産業能率大学自由が丘キャンパス６号館

201４年度の研究大会は、10月25日（土）から26日（日）に産業能率大学で開催されます。体験を通じ
て得た知見や身体知は、どのようなキッカケがあれば、新たな創造物や新発見に通じていくのか、この
大会では探求しています。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

〈基調講演〉
基調講演〉10/25 13:10～
13:10～14:10 ６号館６２０３
講演者： 前野隆司

日本創造学会理事・慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科
委員長・教授

どのようなキッカケが閃
どのようなキッカケが閃きの扉
きの扉を開けるのか

閃き × 協創 × 幸せ

チームでのイノベーションは幸福
チームでのイノベーションは幸福と
幸福と創造に
創造につながる

講演者はイノベーション教育や幸福学の研究を行っている。新しいアイデアを出してイノベーション
を創出するためには協創が不可欠である。このため、どのような時に協創が重要であるか、いくつかの
研究結果を紹介する。まず、協創においては、メンバーが多様な場合の方が、アイデアの質の平均値
は下がるものの標準偏差は大きくなる結果、斬新なアイデアが生じやすいことを述べる。また、協創す
るチームにおいて、協調性の高い者が多いほど協創の効果が出ることを述べる。女性が多いほどアイ
デアが良いことも知られている。また、全体俯瞰的な視点を持っている人は楽観的で幸福な傾向があ
ることについても述べる。次に、講演者らの幸福研究の結果について述べる。すなわち、心的な幸福
は以下の4つの因子で表されることについて述べる。①自己実現と成長、②つながりと感謝、③前向き
と楽観、④独立とマイペース、である。これらの結果は、協創の条件とよく似ている。つまり、クリエイティ
ブ・イノベイティブなアイデアを出すために協創することは、そのメンバーが幸福になることでもあると言
えそうなのである。創造学＝幸福学である。
✿講演者プロフィール✿

東工大卒、東工大修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、ハーバード大学客員教
授、慶應義塾大学理工学部教授等を経て、現在、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科委員長・教授。
博士（工学）。ロボティクス、ヒューマンマシンインタフェースから、イノベーション教育、地域活性化、哲学・倫理学、共感学・幸
福学まで、人間に関わる社会・技術デザインの研究に従事。

１

NEWSLETTER 2014.9.25

Japan Creativity Society

■ 大会要項 ■

№3

参加方法 : 学会事務局までメールまたはFAXで参加申込書をご送付ください。（送付先：巻末参照）
（添付の参加申込書または、学会ホームページからもダウンロードできます。）
日 程 : 2014年10月25日（土）～26日（日）
会 場 : 産業能率大学 自由が丘キャンパス ６号館 （受付は６号館入口に設置）
内 容 : 講演会・パネルディスカッション・懇親会・研究発表など
参加費 ： 事前振込 正会員3,000円/学生会員2,500円/非会員4,000円
当日払 正会員4,000円/学生会員3,000/非会員5,000円
1日目のプログラムのみ参加の場合は資料代のみで参加できます。

資料代 事前振込/1,000円 当日払1,500円
懇親会 ： 参加費6,000円（希望者） 会場：和食レストラン木曽路
申込書の懇親会欄よりお申込み下さい
※資料準備の都合上、９月中のお申込みをお願い致します。（最終締切：１０/１０）

パネルディスカッション

１０月２５日（土）１４：３０～

６号館６２０３

テーマ：「どのように扉
どのように扉をくぐり抜
をくぐり抜けたか」
けたか」
司会進行：田村新吾

気！つく ～体験の
体験の中からの発見
からの発見～
発見～

大武美保子氏
大武美保子氏 千葉大学大学院工学研究科准教授

認知症の祖母との会話をヒントに、写真を見てほのぼの会話をする共想法を考案。2007年、研
究拠点ほのぼの研究所を設立し、翌年NPO法人化、代表理事に就任。2010年より、JSTさきが
け「大規模会話データに基づく個別適合型認知活動支援」研究代表。2003年、東京大学大学
院工学研究科修了、博士（工学）。主著は、介護に役立つ共想法（中央法規出版、2012）。

國廣愛彦氏 ㈱フルハートジャパン代表
㈱フルハートジャパン代表取締役
代表取締役 東京都ボブスレー・スケルトン連盟 会長
東京蒲田地区にある業務用機器の電子系・機械系設計とシステム開発企業。地域活性化の一環で
区の職員の提案を受けて、下町ボブスレー開発のプロジェクトメンバーとして延110社の企業を統括、
オープンイノベーション活動を通して、体験による課題解決、ノウハウの獲得、各社新規事業のきっ
かけ発掘そして社員のモチベーションアップに寄与し、地域の団結による活性化、地域のPRなど多
くの効果を上げている。
松坂たか
松坂たかよし
たかよし氏
よし氏 英国王室
英国王室芸術
王室 芸術・
芸術・商工業振興フェロー
商工業振興フェロー ㈱インターリード顧問
インターリード顧問

東大文学部心理学科卒。電通入社、ロンドン支局長、中国マーケティング総監などを経験、東京成
徳大・前橋国際大でマーケティング論など担当。また、英国のToy Libraryの活動をヒントに、日本お
もちゃ図書館財団設立に貢献。玩具療法士、こども支援士などの資格を活かし次世代の教育支援。
世田谷区豪徳寺２丁目とロンドンのバーンズ町の姉妹村、母校時習館高校とバーンズ町のSt.
Paul’s高校の交換留学創設に貢献。Barnes英語学校顧問。

前野隆司氏 慶應義塾大学大学院SDM
慶應義塾大学大学院SDM研究科委員長・教授
SDM研究科委員長・教授 日本創造学会理事

学問分野の枠を超え「人間にかかわるシステムであれば何でも対象にする」「人類にとって必要なも
のを創造的にデザインする」という方針で研究・ 教育を行っている。研究分野は、ヒューマンインタ
フェース、イノベーション教育、地域活性化、幸福学と幅広い。著書に『幸せのメカニズム―実践・幸
福学入門』（講談社現代新書、2013）『システム×デ
ザイン思考で世界を変える』（日経BP・2014）な
ど多数。
２
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大会全体スケジュール
大会全体スケジュール(予定）
予定）
10月
10月25日（土）
25日（土）1
日（土）1日目

時間
１２：００～１２：５０
１２：００～
１３：００～１３：１０
１３：１０～１４：１０
１４：３０～１６：５０
１７：００～１７：３０
１８：００～２０：００

10月
10月26日（日）
26日（日）2
日（日）2日目

プログラム
合同役員会
参加者受付開始 6号館
開会挨拶
6号館6203
基調講演
パネルディスカッション
インタラクティブセッション
総会・ 学会賞表彰式
懇親会 （レストラン木曽路）

９：４５～

時間

１０：００～１２：３０
１２：３０～１４：００
１４：００～１６：３０

受付開始
研究発表

プログラム

（発表２０分・質疑・交替１０分）
6号館 ６２０２，６３０１

昼食
研究発表

（発表２０分・質疑・交替１０分）
6号館 ６２０２，６３０１

10月
10月2５（土）
５（土）1
土）1７時より、会員総会
会員総会が行われます。 総会に出席出来ない方は、出欠葉書の委任欄を
忘れずに記入し、必ずご返送くださるようお願い致します。⇒７P会員総会案内記事参照
[総会の出欠について]
総会の出欠について]

【大会会場
【大会会場へのアクセス
会場へのアクセス】
へのアクセス】
産業能率大学自由が丘キャンパス6
産業能率大学自由が丘キャンパス6号館

※東京都世田谷区等々力6-39-15

電車で
電車での行き方
東急東横線・大井町線「自由が丘駅」下車徒歩15分 ※ 駅前より東急コーチ（バス）が利用できます。
3番目の停留所「等々力7丁目」で下車してください。（乗車時間約5分）
※大学内に一般用駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

１０/
１０/２５（
２５（土） 第一日目

１０/
１０/２６（
２６（日） 第二日目

３
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１０月
１０月２６日（日） 研究発表スケジュール（予定） A会場
A会場

時間

（発表20分、質疑/交替10分）

発表者

会場：６号館 ６２０２

発表タイトル
(CrePS) の構築：
10：00～10：30 中川 徹 創造的な問題解決・課題達成の一般的な方法論
いろいろな適用事例と技法を「6箱方式」で整理する
10：30～11：00 高橋 誠 発想タイプを「静型と音型」別に分析した試行研究
11：00～11：30 水嶌友昭 小中学生の学力と学習意欲に関する調査研究

㈱創造開発研究所
共立女子短期大学

11：30～12：00 伊藤純子 看護職者が用いる承認（ほめる）技術向上を目的としたワークショップの検討

聖隷クリストファー大学

12：00～12：30 弓野憲一 議論を通じてPISA型読解に関する授業スキルを高める

弓野教育研究所

12:30～14:00

所属
大阪学院大学

休憩・昼食

14：00～14：30 柴山盛生 イノベーションに向けた創造性開発について

放送大学

14：30～15：00 國藤 進

W型問題解決学によるイノベーションデザイン教育の試行

北陸先端科学技術大学院大学

15：00～15：30 小出 実

特許情報を活用したトリプルへリックス分析法適用の事例研究

東北大学大学院

15：30～16：00 古川洋章 モチベーション維持に着目したフィードバック視覚化機能をもつ
分散ブレインストーミング支援システムの提案

北陸先端科学技術大学院大学

16：00～16：30 村井陽介 アイデアマラソンとモチベーション向上と精神疾患の予防効果について

ＴＡＣ株式会社

１０月２６日（日） 研究発表スケジュール（予定） B会場
B会場

（発表20分、質疑/交替10分）

会場：６号館 ６３０１

10：00～10：30

小野ゆき子

高齢者の社会参加について

日本大学

10：30～11：00

徐 方啓

欧米日中における創造教育の文献に関する歴史的考察

近畿大学

11：00～11：30

冨田雅史

高等専門学校における創造力育成プログラムの有効性の検討

サレジオ工業高等専門学校

11：30～12：00

林 美都子

論理力と創造力

北海道教育大学

12：00～12：30

竹村 哲

主体的な学びの学習観を持たせるためのコラボレーション型授業の実践

富山大学

休憩・昼食

12:30～14:00
14：00～14：30

櫻井敬三

中小製造企業の技術醸成期における有効な情報源分析

日本経済大学大学院

14：30～15：00

片岡敏光

発明価値評価と次世代商品の予測

日本TRIZ協会/日本経済大学大学院価
値創造型企業支援研究所 / ㈱パットブ
レーン

15：00～15：30

王 珊珊

起業に向かう動機および必要とされる知識と能力に関する研究

日本経済大学大学院

15：30～16：00

佐藤政行

トヨタ協力会の研究部会活動の変遷

日本経済大学大学院

16：00～16：30

姜 理惠

アートでのクリエイティブ都市政策

新潟薬科大学

４
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▲▼▲ ７月5
７月5日クリエイティブサロン開催報告▲▼▲
クリエイティブサロン開催報告▲▼▲
講演会： 「画像」
画像」その役割と発想
その役割と発想
講演者：英
講演者：英 真一

SERENDIPITY株式会社代表取締役
SERENDIPITY株式会社代表取締役

「本講演は、通常の学会発表では見たこともないような、色鮮やかな写真スライドを多用した魅
せる講演であった。講演者の英(はなぶさ)氏は、コニカミノルタで約20年間、センサー技術と画像
に関する研究開発に従事した後、独立してSERENDIPITY株式会社を設立した。この会社は、画像、
映像のコンサルティングから、映像機器の開発、医療用装置の研究開発まで手がける。主な業務は、
色管理(カラープロファイル)を作成することで、色を正確に再現すると同時に人が心地よいと思う
画を作ることである。氏のこれまでの仕事の例として、8世紀から9世紀頃の羊皮紙にイカ墨で書か
れた文字を復元する技術が紹介された。この古文書は、元の状態ではほとんど真っ白で、何か書い
てあるかさえ見えないが、特殊な光源と吸収スペクトル分析によって古文書の文字を写し出すこと
に成功している。他にも、レントゲン等を使わずに人の外皮から内部の血管を写す技術が紹介され
た。これは、たまたま特殊な光源を用いた際に、体の内部が少し見えたことがヒントになっている。
氏によれば、自身が過去にいろいろな状況で撮影を行ってきて、そこで培われた経験が発想として
頭に浮かんだ結果だという。氏の講演から、セレンディピティについて重要な示唆を得ることがで
きた。それは、セレンディピティは偶然のきっかけや出来事の方に着目されがちだが、むしろ重要
なのはそのきっかけを自分のこれまでの豊かな経験、体験と結びつけられるかどうかであるという。
そのため、氏はむしろ人間は晩年になってからの方が多くの経験を活かせるので、セレンディピテ
ィと遭遇しやすいのではと言っていた。とても興味深い講演であった。
(記事 : 評議員 石川大介）
ワークショップ： 『実践！セレンディピティの
実践！セレンディピティの活用
セレンディピティの活用～
活用～ 偶然を
偶然を活かすメソドロジー～
かすメソドロジー～』
講師： 澤泉重一 SAM(Society for Advancement of Management) Director

日本創造学会では、第31回研究大会(2009年)を「セレンディピティと創造性」のテーマで開催し、
その後も北陸先端科学技術大学院大学と共催の第７回知識創造支援システムシンポジウム(2010年)
などで継続的にその活用についてとりあげてきましたが、このたびはクリサロの講演とワークショ
ップという形で「実践！」の段階に踏み込むことになりました。
第1部の講演は、その名もSERENDIITY株式会社の代表取締役社長英真一氏から「『画像』その役割
と発想」という演題で、技術面で飛躍的な発展を遂げたデジタル画像の将来的展望の知られざる役
割とそれを引き出す発想についての興味深い動向を、創造的開発研究に関わる最先端の立場からの
実情を交えて聞くことができました。
第２部のワークショップは、「実践！セレンディピティの活用、偶然を活かすメソドロジー」と
いう演題で、本学会員澤泉重一による活用方法論の紹介がありました。主なステップは、課題解決
のための「仮説」を立て、この検証段階で「察知」したことを１サイクルとする、「仮説」と「察
知」のサイクルを回しながらこれらを深めて、偶発的発見を迎えるというものです。仮説を関連付
けることは創造的行動であることを認識させる手段として、フォアサイト・カードを使い故事付け
のトレーニングをするなどして、「偶然の発見」は自然にやって来るものばかりではなく、日ごろ
からの些細な努力の積み重ねを活かせるシステム創りや、課題と観察事象間の関係性を創り出す創
造的精神の大切さが主張されました。大学院MOTで30時間ほどの演習を3時間に圧縮して行ったこと
や、個人の演習を6人×6グループの演習に切り替えるなどした無理はありましたが、ワークショッ
プ後には受講希望や本学会への入会希望も数名ありましたので、クリサロで取り上げた効果の手応
えを感じています。
(記事：監事 澤泉重一）
５
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▲▼▲ ９月1
９月13日クリエイティブサロン開催報告▲▼▲
クリエイティブサロン開催報告▲▼▲
講演会： 私が学んだ井深大の絶対創造価値論
私が学んだ井深大の絶対創造価値論・
価値論・・・創造の価値と1
・・創造の価値と1－10－
10－100
講演者：渡辺誠一 株式会社テックゲートインベストメント代表取締役、元ソニー中央研究所所長

渡辺氏がソニー中央研究所の所長をしていたころ、分所開設に際しソニーの創業者井深大の持論である
「創造の価値は不変である」という言葉をモニュメントに刻み、除幕式を行った。井深は車椅子で駆けつけ、
研究員の説明に耳を傾け、質問に答えた。研究成果は実用化出来ないものも多い。しかし、考え出した価
値は不変であると断言したのである。ちょうど著作権法では、たとえ個人であっても、商売にならなくても最初
に書いた人に著作権があるように。ゼロから有である創造の尊厳を井深は重く捉えていたのである。むしろ、
研究成果を実用にさせるにはそのプロセスをマネージするプロジェクトリーダーの手腕に負うところがあり、プ
ロジェクトリーダーは内外を問わず上等な人を招聘しろと井深は語っている。それが後日「研究は１、開発は
１０、事業化は１００の力を要することを肝に銘じて経営に望んで欲しい」という言葉として残っている。１、１０、
１００で経営するソニーにはやがて次のような風土が出来た。
１.自由な「発想主義」。２．言葉でなくまず作る「試作主義」。３．失敗を恐れぬ「実践主義」。４．実際に世に
問い批判も力に変える「経験主義」。５．言い出しっぺがやる「言行一致主義」。６．トップも巻き込む「上司活
用主義」である。
その結果、ソニー流経営が残したものは次のような姿勢であった。１．人づくりの重要性。２．高い志が多くの
社員の力を生み、結集させる。３．積極的な心が驚異的能力を引き出す。４．一人の感動が多くの人に伝搬
し、突き動かす。５．挑戦がリーダーをつくり、リーダーと行動することが人を育てる。６．リーダーの与える困
難な課題が人を育て、圧倒的な成功を生む。７．困難に挑戦する仕事が人をつくる。８．結果として「日本人
は創造性に乏しい」との批判を払拭した。つまり、予算や技術は付帯であって、奮い立つような人づくりが井
深ソニーの本質であった。最後に、日本創造学会に期待する点として「我が国の文化に根ざし、世界の行き
詰まりへの趨勢に反転攻勢する創造的経営の理論的構築」などを挙げて締めくくった。
(記事：理事 田村新吾）
ワークショップ： イノベーションと目的工学

講師： 紺野 登

KIRO株式会社
KIRO株式会社 代表 多摩大学大学院教授

紺野登多摩大学大学院教授は知識経営、デザイン思考の権威であるが、その延長で世紀経営
に向いたイノベーションに対峙するための方法論を目的工学として集大成した講演であった。イノ
ベーションにはより大きな目的に向けた手段＝技術の選択判断が求められる。目的工学とはより善
い目的に基づく経営、および社会・企業・個々人の目的を組織的に調整して結果を生み出すための
経営からなる。アポロ計画、ソニーのトリニトロン、東海道新幹線の例をもとに目的工学の方法論
やマネジメントが示された。
目的＝手段の関係性の推論としてはアリストテレスの実践的三段論法が採用された。具体的ワー
クショップの一つとしてオランダの国会で取り上げられたOne day chicksプロジェクトの考案が行われ
た。毎日のように殺されるたくさんの（食用にしてもおいしくない）ヒヨコの雄の国家的損失を防ぐにはどう
するかを、目的工学で考えようというプロジェクトである。三つの代替案が提示され、社会的視
点・文化的視点・経済的視点から評価がなされ、あっと驚く結論が示され、参加した一同笑いの連
続であった。
限られた時間であったが、講演およびワークショップともども参加した会員・非会員の満足度は
極めて高いワークショップであった。
（記事：評議員長 國藤進）
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◆◆◆新入会員紹介◆
◆◆◆新入会員紹介◆◆◆
◆新入会員紹介◆◆◆
(個人情報が含まれるため、Web版では削除いたしました)

● ● ● ● ● ２０１４年度会員総会開催
２０１４年度会員総会開催のお
年度会員総会開催のお知
のお知らせ ● ● ● ● ●

２０１４年度日本創造学会総会は研究大会の1日目、１０月２５日（土）午後５時より、大会会場であ
る産業能率大学自由が丘キャンパス６号館６２０３にて開催されます。
総会は全会員参加を基本とします。参加ができない場合は、郵送された総会出欠はがきの委任欄を
ご記入の上、投函期限を厳守の上、必ずご返送くださるようお願い致します。
（※恐れ入りますが返信用葉書には5２円切手をお貼りください）

論文誌への
論文誌への投稿募集中
への投稿募集中

論文誌・
論文誌・研究大会論文集
DVD販売中
DVD販売中

日本創造学会論文誌への投稿を募集してい
ます。
HPの「論文を投稿したい方へ」をご確認の
上、論文投稿要領に沿った形式の論文を投稿
して下さい。
当学会は、通年査読を行っております。電
子投稿（PDF）も受付ています。
問合せ・投稿先は下記まで。
〒981-8557
宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1
宮城学院女子大学 発達臨床学科
西浦和樹
(電子投稿時 nishiura@mgu.ac.jp）
事務局メッセージ
今大会のパネリストである、千葉大学の大
武美保子先生が出演されたTV番組『夢の扉』
では、工学博士である大武先生が医療技術で
はなく、工学の力で生み出された認知症の予
防法が紹介されていました。まさに夢の扉。
今大会のキーワードも『扉』です。未来に向
け、扉が開かれる時は今かもしれません。そ
れを体感できる大会となりそうです。
（事務局：比嘉）

◆論文誌新刊（２０１３年版Vol.１７） 価格3,000円
論文誌バックナンバー
価格2,000円
◆研究大会論文集バックナンバー
価格2,000円
発送の際にはメール便送料270円（実費）がかかり
ます。
各号論文誌・
各号論文誌・論文集に
論文集に採録された
採録された論文
された論文タイトルは
論文タイトルは
学会HP
学会HPで
HPで確認できます
確認できます。
できます。

大会参加申込書について
大会参加申込書について

このNewsletter配信時に大会参加申込書
（Excel File）を添付致しました。
参加予定で、まだお申し込みがお済みで
ない方は、申込書をご記入の上、お早めに
事務局までお申込み下さるようお願い致し
ます。
（送付先は下記↓参照）
日本創造学会 ニューズレター
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