Japan Creativity Society

NEWSLETTER 2017.2.25

Feb 2017

№１

日本創造学会第13期（2017年1月～2019 年12月）役員抱負
■■■ 田村新吾 理事長
第13期の理事長を拝命致しました田村新吾と申します。今日の世情は、政治面では
東アジアの緊張、米国主導に新たな局面、中東の緊張と余談を許さず、経済面では
欧州のユーロの一極体制の変化、環太平洋のTPP協力体制の変化などの懸念があり
ます。一方、東南アジア・アフリカ経済の伸長、情報通信業界ではIoT、AIなど第4次
産業革命が胎動し、機を同じくして、教育面では100年続いた教科書授業から自発を
促すアクティブ・ラーニングの薦めなど大きな改革が求められ出しております。
この機にあたり、我々日本人は、日本人特有の自然観、器用で工夫する特性、高い品質を生む創造
的姿勢を大いに発揮し、世界の文化、教育に貢献する役目があると考えます。振り返りますと、アクティ
ブ・ラーニングは、古く寺子屋の学習にも見ることが出来ますし、米国で注目されているコンセプト立案と
プロトタイピングの事業会社は、日本型製品開発の技法を参考にしたとも聞いています。日本創造学会は、
1979年、創造性に関する研究者たちによって創立された創造性研究の中心的学会です。今期は、世界
情勢も俯瞰しながら新たな時代を創るイノベーションに寄与する実践的方法を研究し、教育界、実業界の
理論的基盤作りをめざします。教育面では、アクティブ・ラーニングの主体的研究団体の一つとして、学生
の自発力を高める方法を研究開発し、各教育関係者に提供します。実業面では、発想を促すデザイン思
考や、創造的経営、永続経営の基盤になる目的工学など、クリエイティブワークの技法を多角的に研究し、
企業に公開、提供して参ります。すでに、隔月で、クリエイティブサロンと呼ぶ一般企業、教育関係者対象
にした公開講演、ワークショップを続けております。さらに今後は、海外の創造関連学会との共同研究大
会や、関連学会との連携を深める他、遠隔会員のためにICTネットワークを活用した、講演の配信サービ
スなども鋭意取り入れて参ります。

■■■徐 方啓 会長

歴史に記載されることの実現へ向かって

会員の皆様のご信任を得て第10代会長を拝命しました。ここで、まず皆様に深く感謝
致します。同時に、光栄と責任を感じております。光栄とは、日本創造学会はアメリカの
創造教育財団（CEF）に次ぎ、世界で２番目に歴史が長い創造学会です。その代表者
になることに言うまでもなく誇りを感じます。外国出身の学者で初めてこの職に就いた
のでなおさらです。一方、責任も重く感じます。日本創造学会の歴史に記載されること
をやらなければ、この席に座る資格はないでしょう。
振り返ってみると、日本創造学会の歴史には、海外創造性研究調査団の派遣、Sidney Parnes教授の
招待講演、科学技術庁記者クラブでの記者会見、NHKのニュース番組による放送、日本経済新聞の後
援によるシンポジウムの開催など、歴史に残るイベントが多くありましたので、私も先輩たちの業績に匹敵
するようなことを学会の歴史に残したいです。実は、これまで何回も任期中国際会議をやろうと考えてい
ましたが、いずれも条件が整っていないため断念せざるを得ませんでした。それにもかかわらず、挑戦す
る気持ちは一向に変わっていません。毎年、海外の関連学会が主催する国際会議に参加したのは、人
脈作りと国際会議の運営ノウハウを習得しようとしたからです。
来年は、日本創造学会設立40周年という意義ある年を迎えるので、それを機にして本格的な国際会議
を大阪で開催することを公約します。まだ構想段階ですが、理事会から承認を得たので、早速準備を進
めていっています。また早くもアメリカ創造学会（ACA）とヨーロッパ創造とイノベーション協会（EACI）から
前向きの返事を頂きました。詳しい情報は確実になり次第、ホームページに公開しますので、会員の皆
様もぜひ参加していただきますようお願い申しあげます。
国際会議の他に、学会の運営面において、田村理事長をサポートすることを公約します。
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■■■前野隆司 副理事長 第39回研究大会実行委員長
副理事長を仰せつかりました慶應義塾大学の前野隆司です。今年は、9月9日（土）〜10日
（日）に開催いたします第39回日本創造学会研究大会の実行委員長として、研究大会を盛り上
げていきたいと思います。今年度の大会では、『イノベーションと創造性〜アイデアをいかにイノ
ベーションにつなげるべきか！？〜』をテーマとし、斬新なアイデアをイノベーションにつなげて
きたデザイナーや実践家・研究者の方にお集まり頂き、「アイデアをいかに革新的・破壊的イノ
ベーションにつなげるか」についての分野横断型の議論を深めたいと思います。また、学会組織
拡大担当として、他の学会との連携や、創造性に関連した様々な教育活動・実践活動・研究活
動との連携を進めていきたいと思います。さらに、私は、幸福学の研究も行っていますが、幸せ
な人は創造的であるという研究成果もあります。幸せと創造の関係についても探求していきたい
と思っています。

■■■櫻井敬三 副会長
私は当学会に入会し早３０年余が経ちました。直近９年間は評議員長、副理事長、理事長を
拝命しその役を誠心誠意全うしてきたつもりでございます。今後はこれまでの当学会での経験を
踏まえ新理事長の基、新施策の早期実現を支援していく所存でございます。
「他の組織との連携推進担当」では、① 従来実施の他学術団体主催研究大会の後援や協賛を
継続し、当会員の参加可能条件作りの実現を図るとともに、今後はさらに② 当学会主催の研究
大会やクリエーティブサロンなどへの後援を依頼し当学会の認知度アップを実現します。また③
異なる学術団体と具体的テーマを決め、シンポジウムなどのイベントを共催し当会員のためにな
る行事を実施します。コラボできる学術団体がございましたら学会事務局へご連絡ください。コラ
ボを検討し理事会に図り、採択された場合には、その実施のために邁進いたします。今後ともど
うぞよろしくお願い申しあげます。

■■■川路崇博 理事
主にインターネットを活用した広報活動に加えまして、特に九州地区へのアプローチ
を担当することになりました。昨年より西日本支部大会も開催されるようになり、いわゆる
地方での実践・研究活動が活発化しつつあります。その中で、意外にも柔軟な考えを持
つ人材が多いように感じる九州の血・知を、日本創造学会に吹き込む一助となれるよう、
力を尽くしたいと考えております。

■■■國藤進 理事
クリエイティブ・サロン担当理事として理事に復活した國藤です。今年はアクティブ・
ラーニング元年と言われています。そのための方法論が創造思考＊デザイン思考＊
プロトタイピングです。サロンではアクティブ・ラーニングやイノベーションの実践者を
中心に、講演会とワークショップを併設して推進します。また地方会員の便宜を図る
ため、地方でのサロン創設にも努めます。楽しくわくわくするサロンを開催しますので、
徐 方啓 副会長 兼国際担当理事
会員各位のアクティブなご参画を期待しています。

■■■高橋誠 理事
1974年に日本創造学会は誕生し（当時名称は東京創造性懇話会79年より学会として創
立）同時に私の主宰する㈱創造開発研究所も設立されました。今年で創造学会も当社も43
年の歴史ということになります。創造学会には設立の時から関わってきました。両組織とも創
造性ということでは共通で、私にとっては、創造学会は創造性の研究（ライフ）の場、創造開
発研究所は実践（ライス）の場の位置づけです。私は「真行院遊創誠諦居士」という、生前
戒名を持っています。長年の友人で学会員でもある富山の永田円了和尚から『私が貴方の
戒名に、誠を諦（悟るの意味）で「誠諦（じょうたい）」を授けるから、道号は自分で考えなさ
い』と言われました。そこで私は死んでからも「創造の世界で遊びたい」と思い、「遊創」としま
した。というわけで私は生きている間も、死んでからも「創造性」をラーフワークとライスワーク
にしてゆきます。これからも創造学会の高橋をどうぞよろしくお願いします。

■■■豊田貞光 理事
昨年、IT技術の発展により、グローバル化が加速すればするほど、英国EU離脱、米国
のトランプショックなど、先進国でさえリージョナルの抵抗が幾何級数的に増殖する現実を
垣間見ました。やはり、目の前の日々の生活が幸せになることが重要なのだと痛感しまし
た。さて、本年、研究会/教育副担当として理事を拝命いたしました豊田貞光です。今年
の抱負としてクリサロ、研究大会を積極的に盛り上げます。また、自己の研究領域としては、
ナレッジマネジメントの発展系と位置づけた『組織風土変革メソッド』を探求したいと思いま
す。よろしくご支援、ご鞭撻願います。
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■■■永井由佳里 理事
研究のアウトカムとして「論文」があります。研究を通じて創造された「知」の結晶だといっても
よいでしょう。この結晶から他の研究者は、メッセージを読み取り、さらに新たな結晶を作って
いきます。「知」のコミュニティが創出するプロセスの一番コアになる「ディスカッション」を可視
化したものだとも言えるでしょう。本学会の強みは、個々の会員がメッセージを発していること
だと思います。メッセージを集結した特集や、社会と連動した企画によって、発信力を活かし
３
た創造的なフォーラムの持続的発展が第一の目標です。
今日、人工知能ブームともいわれ、高度な科学技術がどんどん生活の中に浸透してきてい
ます。また、国際社会は激動の中にあるといわれています。「今」をつくりながら次の時代の舵
取りをすることも「創造」ではないでしょうか？本学会がその役割を担っていることは間違いな
いでしょう。１つ１つの論文がその証だと思っています。

■■■西浦和樹 理事
昨年度まで3年間の論文編集委員長の仕事を終え、論文の電子化への道筋をつけることが
できたのが最大の成果と考えています。また、「アクティブ・ラーニング」に関するSIG活動の成
果を論文として掲載することができました。論文編集の方針として、「本学会のキーコンセプトで
ある創造性が一般の人でも分かりやすく読めることを目指す」ということを掲げていました。形式
的な部分では、印刷会社との連携を密にし、フォントサイズや行間の微調整を行い、論文テン
プレートの作成を行いました。内容についても、査読者への依頼の仕方が影響する部分が少
なからずあるとの考え、論点を絞った査読をお願いしました。これらの工夫に対する評価は、学
会員の皆様に委ねることとします。さて、今期は学会誌の出版に向けて、編集委員長を支える
立場となりました。2020年の教育改革の大きな動きに合わせて、創造性教育の分野では、エビ
デンスに基づいた論文が数多く掲載されることを期待しております。論文作成に不慣れな学会
員の皆様を支える仕事ができればと思います。

■■■奥正廣 監事
前期役職時の宿題の達成をめざしつつ、第三者の立場で学会の運営を監査していく
所存です。
創造性研究の根拠となる諸領域の研究エビデンスは1990年代以降劇的に変化しまし
た。最新のエビデンス・研究知見を会員で共有できるようにし、それをベースにした学会
活動になるよう尽力したいと思います。

■■■澤泉重一 監事
本学会全体の活動を広く、長い視野で把握し、その中での気づきを有用なものにして行きた
いと考えます。そのためにも会員の皆様のお話に耳を傾けることが基本となります。また、日本
創造学会の活動の場の１つは、世に出ていない発想や研究の立ち上げに努力している研究者
を評価し、優れた研究を支援することと理解しています。このためには論文誌や研究大会など
の評価システムにおいて多様性が求められますが、これは広く産官学の観点から検討できる本
学会の長所でもあり、新規性をともなう創造性の評価などについて多角的な視点から課題と取
り組み、潜在的構想をも前向きに捉えて創造性開発に立ち向かっている研究者を支援できる
学会として尽力したいと考えています。

■■■樋口健夫 評議員長
この度、評議員長を仰せつかりました樋口健夫です。現在の日本は激しい国際的変
化と競争の嵐を受けており、創造学会の役割は学問的にとどまらず、ものづくりや、教育
全般にて重大な責任を負っていると考えます。今後、他の評議員の方々と一緒に、でき
るだけのことをしていく所存です。よろしくお願い申し上げます。

■■■澁谷貞子 副評議員長
今年度からこのような役割を仰せつかってさらに緊張しております。昨年度まで櫻井理事長と
タッグを組んで3年間副理事長の役割をさせていただきました。まだ、学会に対する貢献度が足
りないということでさらに3年間務めさせていただくことと認識しております。
新学習指導要領には生きる力の育成を掲げて、知識や技能、思考力・判断力、表現力、学び
への意欲、人間性を養うことを目指しています。また、主体的に学ぶアクテイブ・ラーニングの考
え方や取り組みが全教科に反映されています。当学会でも日々それぞれの会員が創造性を高
める方法についての探求を進めています。今後の会の発展のために貢献できるように努めさせ
ていただきます。

【任命理事】 水嶌友昭 ※水嶌氏は１月２８日理事会にて任命理事に指名されました。
【評議員】（50音順）小粥幹夫 片岡真吾 片岡敏光 兼田麗子
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第３９回日本創造学会研究大会

イノベーションと創造性
〜アイデアをいかにイノベーションにつなげるべきか！？〜

開催地：慶応義塾大学
日吉キャンパス
来往舎1階・2階

日程：２０１７年
９月９日（土）～
１０日（日）

前野隆司
大会実行委員長

日本創造学会は、1979年の創立以来、組織や社会の創造性を育成するために、様々
な創造技法開発など、創造性に関する学術研究分野をリードしてきました。近年では、
単にアイデアを出すだけではなく、出て来た斬新なアイデアをいかに革新的・破壊的イノ
ベーションにつなげるかが問われつつあります。このため、今年度の大会では、『イノ
ベーションと創造性〜アイデアをいかにイノベーションにつなげるべきか！？〜』をテー
マとします。具体的にアイデアをイノベーションにつなげてきたデザイナーや実践家・研
究者の方にお集まり頂き、次世代をいかに創造すべきかについての分野横断型の議論
を深めたいと思います。会員の方も、非会員の方も、ふるってご参加ください。

【発表論文掲載料】
①原稿（A4,1680字)×4枚：2000円
②1枚追加ごとに1000円 １論文上限８枚

【大会参加費】

正会員 学生会員 非会員
事前払込み／ 3000円
2500円
4000円
当日払い ／ 4000円
3000円
5000円
※どちらか1日のみ参加希望の場合は参加費無料、
資料代のみで参加できます。
資料代：事前払込み／1500円 当日払い／2000円

【申込締切】

発表申込締切：６月末日、
発表論文の締切 ：７月末日（厳守）
発表のない方の参加申込：７月末（第１次時締切）

※開催日程が例年より早いため、発表希望者は締切日ご注意下さい。

【内容】講演会・研究発表・ワークショップ・懇親会など
スケジュール（予定）
9月9日（土）研究発表、基調講演1 パネルディスカッション 総会、懇親会など
基調講演1は「創造とコラボレーション」濱口秀司（Ziba Executive Fellow, Monogoto CEO)を予定
9月10日（日）研究発表、基調講演2 ワークショップなど （内容・スケジュール詳細は次号Newsletterに掲載）

日本創造学会西日本支部第２回研究発表会
開催日：２０１７年６月３日（土）１３：１０～１７：３０
開催地：東大阪市小若江３－４－１ 近畿大学経営学部２１号館
（近鉄大阪線長瀬駅より徒歩12分）

◯◯●プログラム● ◯◯

発表資格：日本創造学会正会員、学生会員
発表費：正会員¥3000、学生会員¥1000
・いずれもレジメ4枚まで、4枚以上の場合、
1枚につき¥500を加算
・発表論文書式は研究大会の基準と同じ
支払方法：日本創造学会事務局へ事前振込
参加費：無料
申込みとレジメ送付先：
fqxjo@bus.kindai.ac.jp 徐方啓
締切：参加申込みは前日まで、
レジメ送付は5月20日まで

特別講演：塚田真也教授
（中国職業能力開発大学校校長）
13：10～14：20
会場：21号館４階424教室

演題：創造力育成の方法
～アクティブ・ラーニング手法による
創造力の評価と増進～
14：30～17：30 研究発表 会場：21号館8階会議室
17：35～19：35 懇親会（オプション、希望者のみ）
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▲▼▲第4７回クリエイティブサロン（201７年 １月28日）開催報告▲▼▲
第１部講演会： 「 多重知能理論から芸術思考へ 」
」
講師：有賀三夏 （東北芸術工科大学 創造性開発研究センター研究員・講師）

今回、『多重知能理論から芸術思考へ』というテーマで、皆様にアートの使い方についてお話する機会を頂
きました。通常「アートの話をします」と始めると、多くの方々が頭に思い浮かべるのが、美術的な、または技術
的なものであるようで、「自分はその世界に疎いから・・」とか、「小さい頃から絵を描くのは苦手で・・・」とか、ま
たは「美術館に行くのが趣味ですよ」とおっしゃってくださる方もいらっしゃいますが、私の話はそれとはちょっと
違うかもしれません。多重知能理論（Multiple Intelligences＝MI）とは、ハーバード大学のハワード・ガードナー
博士が提唱した理論で、人間には誰にでも8領域の知能があり、それは生活する環境や文化によって人ぞれ
ぞれで使い方が異なるという考え方です。 MI理論は現在、世界中の教育の場、ビジネスの場で用いられてい
ますが、私はこの理論をお借りして「芸術思考」という思考プロセスをご紹介しています。頭の中に浮かび上
がってきたアイデアや妄想を、アートを創り出すように現実化していくと、「その過程が楽しかったり、美しかった
り未来的である」と定義しています。アートは、私たちの8領域の知能を更に強化したり、横断的に統合させたり、
融合させたりする創造の「きっかけ」を作ります。この度はアートセラピーやヒーリングアート、ホスピタルアートな
ど、アートが創造される過程やアートに影響される環境変化の実践をいくつかご紹介させていただきました。芸
術領域はともすれば理解されにくい一部の者の創作活動と思われがちですが、このような場でお話をさせてい
ただくことにより、芸術思考の用途をご紹介することができ、今後“創造力と想像力が必要とされる創作活動”の
必要性を革新できるのではないかと考えています。果然、講演終了後に沢山の先生方から未来に向けての芸
術思考の活用方法をご提示していただき、アートが学際領域の繋ぎに成り得るものだと実感いたしました。
（記事：有賀三夏）

第2部WS： 「 2時間でできる創造的グループ思考：交流制約法TCoM』と、そのワークショップ「アク
ティブ・ラーニングが日本の教育システムに根付くには何をなすべきか」への適用 」
講師：阪井和男（明治大学教授） 問題提起者：小粥幹夫（日本創造学会評議員）

本ワークショップでは、交流制約法TCoM(Transactional Constraint Method)の考案者である明治大学阪井和
男氏がファシリテート、評議員小粥幹夫氏が課題提起者の任務を担った。最初に収束思考セッション、ついで
発散収束セッションというのが、このワークショップの特徴である。
阪井氏によるグランドルールの説明の後、小粥氏が課題発見と解決への努力の経緯を説明した。参加者は質
問のみが許され、課題提起者は簡潔に答える。1時間この繰り返しで、多様な質問がランダム出るが、その整理
も方向づけもしない。質疑応答を通して理解を深める形式なので、配布資料なしとした。課題提起者は思考の
過程を振り返り、質問者の表情を伺いながらソフトムードで回答を楽しむ。全体としてはランダムでまとまりを欠く
ように見えるが、質問する個人は他の質問に惑わされることなく自分の中での思考が進み、構造化、再構築が
行われている。講演会での説明は一方通行になり易いが、自分に身近な質問を軸に展開するので、インタラク
ティブな対話に繋がる。
後半は、24名の参加者を4名からなる6グループに分け、2段のワールド・カフェを実施した。参加者は質疑を思
い出しながら、気づきや意見を語りながら、テーブル中央の模造紙に書き込む。15分の自由討論の後、組み合
わせを変えて自由討論を続ける。これに続いてグループ毎に3から4のキーワードを選び、その関係性について
討論して発表に備えた。最後の発表内容は、教員の理解を深める研修、教員や地域など各種コミュニティの活
動、評価の工夫、成功例の共有などに加えて、面白さ含めて子供の学ぶ道筋の理解、生徒が自主的に学びの
内容を決めるなどの新しい視点も紹介された。特に社会との繋がりの中で主体的に学ぶ子供の支援、コミュニ
ティとの連携について共感を得たことは心強い。生徒のシラバス立案への参画、過去の総合学習の政策展開
の失敗回避法などの多様な視点を補足していただいたことは有意義であった。
（記事：国藤進）
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第４８回クリエイティブサロン開催のお知らせ
研究会担当理事 国藤進・豊田貞光
201７年度のクリエイティブサロンは1月（開催済）、3月、5月、7月、10月（地方開催）、12月の6回の開催を予
定しています。クリエイティブサロンは2部構成で、主に第1部は講演会、第2部はワークショップが行われます。
会員・非会員を問わず、どなたでも参加できる開かれた研究会となっています。各回の日程等詳細は学会HP
でご案内しています。

開催日：２０１7年３月１1日（土）１３：００～１７：００ 会場：近畿大学東京センター大会議室
第1部
講演会講師：岡部聰氏

第2部
WS講師：國藤進 氏
北陸先端科学技術大学院大学
名誉教授、客員教授

東海東京フィナンシャル・ホール
ディングス㈱顧問、
川崎汽船㈱ 社外取締役

WSテーマ: フェイクＫＪ法から本物のＫＪ法へ

講演テーマ：

新興国への事業展開のポイント

ＫＪ法シミュレーションで学ぶ

科学では、理論で仮説をたてる「書斎科学」と、そ
れを実証するための「実験科学」とが大変進んでい
るが、世の中でどんなことが起こっているかという「野
外科学」、すなわちフィールドサイエンスが欠如して
いる。この野外科学の考え方を手法として体系化さ
せたものが「KJ法」である。
私はトヨタ自動車で新興国を担当させて頂いたが、
この「KJ法」をベースとしてアジアを中心に約75カ国
の新興国開拓を行ってきた。その経験から培った
「新興国への事業展開のポイント」を具体的な事例を
もとに解説する。
新興国を中心とした海外展開ビジネスから何を学
んできたか、『道を創る仕事（パイオニアワーク）』に
ついてお話したいと思います。企業人であれ、個人
であれ、新興国でなくとも、新しいことにチャレンジし
たい、自分で道を拓きたいと願う人にとって、私の実
体験はなんらかの参考となると考えています。

ＫＪ法は文化人類学者川喜田二郎によって創生され
た。1970年代はＫＪ法のブームであったが、日本ではＴ
ＱＣ運動の一環として、ＫＪ法を基礎とするＷ型問題解
決学が普及していった。ＴＱＣ運動ではＫＪ法は親和技
法と名前替えされたが、普及した人々はＫＪ法を分類技
法として紹介し、その本質である発想技法としてのＫＪ法
を忘れてしまった。海外の方も日本の自動車メーカ等に
日本的ＴＱＣ活動を学びに来たが、残念なことにフェイ
クＫＪ法である親和技法を学んで帰っていったので、海
外ではＫＪ法が普及しなかった。
本ワークショップでは川喜田二郎の基本文献及び三村
修の修士論文をもとに、本物ＫＪ法の真髄を学ぶワーク
ショップを行う。限られた時間の関係で、ワークショップ
では本物のＫＪ法の手作業によるシミュレーションを行う。
この方式は形式知であるラベルのみならず、暗黙知の
一部である写真でも適用できる。本物のＫＪ法ではイノ
ベーションにつながる洞察を得るため、「次元の発見が
最後」に起こることを体験していただければ幸いである。

《スケジュール》
12：30
開場
13：00-14：00 第1部講演会
14：00-14：15 質疑応答
14：15-14：30 休憩・開場整備
14：30-16：50 第2部ワークショップ（質疑応答含む）
16：50-17：00 片付け
17：20～
別会場にて懇親会
会 場： 近畿大学東京センター 大会議室
（定員36名）※先着受付
所在地：東京都中央区八重洲1丁目8番16号
新槇町ビル13階
参加費： 会員/無料 非会員/参加費1000円
※懇親会（希望者）は4,000円程度の実費

※参加希望の方は、学会ホームページより、メール
でお申し込み下さい。
［氏名/所属/会員or非会員/懇親会参加の有無］
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ＪＲ「東京駅」八重洲中央口 徒歩1分
八重洲地下街 地下18番出口
東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」 徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線線「東京駅」 徒歩10分
都営浅草線「日本橋駅」 徒歩7分
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新刊 「ファジーフロントエンド活動による技術革新創成」
－100社の事例を実証データで検証－
櫻井敬三著 （文眞堂） 3456円（税込）

技術革新を生み出すことは容易ではない。開発前段階に「市場・技術情報収集、長期ト
レンド洞察、事業戦略と技術戦略との整合」を明確化し「アイデア発想と製品コンセプト形
成」を行い、その後「フィジビリティ―＆プロジェクト計画設定」を行ってから開発活動を行う。
本活動をファジーフロントエンド活動と呼ぶ。本書はこの活動の中核をなす創造的チーム
マネジメントと創造的技術者を生み出すセオリーを、技術革新を実現した企業内プロジェ
クトチーム行動と技術者特質の両面から実証データに基づき検証している。その結果、例
えば真に革新的な製品・サービスの多くはマーケットインや最先端技術獲得からは生み出
されていない。どのようなマネジメント差から革新と漸進の差が生まれるか？ どのような資
質を持つ技術者を迎えると特許が飛躍的に生み出せるか？の回答が得られる。
７年前から本活動を実践され、同業他社と比較し図抜けて良い業績を上げている企業が
存在している。

日本創造学会論文誌Vol.1-19 全19巻（1996年～2015年）
研究大会論文集15巻（2002年～2016年）は学会事務局にて販売しています。
◆論文誌バックナンバー
◆研究大会論文集

DVD
DVD

価格２,000円（送料別）
価格1,000円（送料別）

各号論文誌・論文集に採録された論文タイトルは学会HPで確認できます。
日本創造学会会員の方でご自身の著作を紹介したい方は『著作紹介希望』とお書きの上、著作名・刊行年
月・出版社名・税込価格・紹介文（300字程度）・書籍画像を事務局までお送り下さい。
学会機関紙でとりあげることが可能な書籍であるか検討の上、該当書を紙面で紹介させていただきます。
（書籍は創造性関連の他、学術・教育・啓蒙関連書籍を受付けいたします。）

●●●●●2016年度論文誌の発送と論文推薦投票について●●●●●
会員の皆様のご協力により、2016年度日本創造学会論文誌Vol.20 が発刊の運びとなりました。
3月中に2016年度年会費納付済の会員の皆様のお手元に発送致します。メール便での発送となります。
転送はされませんので、住所変更のある方は事務局までお知らせ下さい。
【論文賞推薦用紙について】
論文誌に同封して、正会員の方に2016年論文誌の論文賞投票用紙を送付致します。（学生会員の方
には投票権はありません）掲載された論文の中から、独創的で学術的な価値があり、日本創造学会論文
賞 にふさわしいと思う論文２編を選び、推薦して下さい。推薦理由は、できるだけ詳しく記載して下さい。
【推薦投票の締め切り】 ４月末日
投票結果は学会賞委員会がとりまとめ、投票結果を参考に審議し、論文賞を決定します。

【投票方法】 事務局への郵送・FAXまたはPDF化してメール添付で送信
※論文賞受賞者は201７年度研究大会の総会学会賞表彰式にて表彰されます。
【２０１７年度学会賞委員メンバー】敬称略
川路崇博、國藤進、櫻井敬三、徐方啓、高橋誠、田村新吾、豊田貞光、永井由佳里、西浦和樹、
前野隆司、奥正廣、澤泉重一、樋口健夫、澁谷貞子
.

新年度 住所・所属等の変更はありませんか？
4月から卒業・転属等で住所・所属先等が変更される方は、お手数ですが学会事務局
まで変更についてご一報下さい。
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●●●● 入会者紹介

●●●●

正会員・学生会員 入会者（入会順）
氏名

会員種

所属

住所

専門分野

藤井拓也

正会員

㈱本田技術研究所

埼玉県

半導体（太陽電池）/
電気化学（燃料電池）

谷 博文

正会員

北海道大学
大学院工学研究院

東京都

分析化学/生物計測科学

村井 貴

正会員

北海道大学
科学技術コミュニケーション
教育研究部門

北海道

デザイン/科学技術コミュニケーション

当麻哲哉

正会員

慶應義塾大学大学院
SDM研究科

神奈川県

プロジェクトデザイン/遠隔医療

和田祐子

正会員

アラヤ株式会社

東京都

デザイン/人材育成

東京都

イノベーションメソドロジー/
デバイスでの発想のSHIFT

今泉 竜

K.I.T.虎ノ門大学院

学生会員 イノベーションマネジメント研究科

会費納入のお願い
201７年度の会費納入の書類は、論文誌VOL.20発刊に合わせ、３月中に論文誌とともに発送させてい
ただきます。
学術団体である当学会は、会員の皆様の会費により運営されております。より充実した学会活動を展開
するためにも、納入のご協力をお願い申し上げます。
なお、論文誌VOL.20（2016年度版）は、201６年度会費を納入している方に送付致します。会費納入済
みで論文誌が３月中に未到着の方は事務局までお問い合わせ下さい。
【郵便振替（郵便局窓口）の場合】

00160-6-126409 （加入者名：日本創造学会） ※同封の振替用紙をご使用下さい。
【銀行振込・インターネットバンキングでの振込の場合】
ゆうちょ銀行（金融機関コード9900）店番019 店名０１９店（ゼロイチキュウ店）
当座 0126409

ニホンソウゾウガッカイ

事務局メッセージ

日本創造学会 ニューズレター
2017年2月発行（№1）
日本創造学会事務局
発行人 ：田村新吾
編集担当：比嘉由佳里
〒272-0015 千葉県市川市鬼高
4－7－6－816
Tel 080－3465－6152
Fax 047－314－6380
e-mail：jcs-info@japancreativity.jp
http://www.japancreativity.jp/

●2017年度よりクリエイティブサロンは、近畿
大学東京センターを主軸に開催されます。東
京駅から徒歩1分のアクセスで大変便利になり
ました。
●2017年度研究大会は慶應義塾大学日吉
キャンパスで開催されます。例年より早い9月
開催となりますので、発表論文の締切も早まり
ます。発表される方は、早めの準備をお願い
致します。
（事務局：比嘉）
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