
第43回日本創造学会研究大会

オンライン開催（Zoom）

１

開催日：2021年10月2(土)～10月3日(日)

「100年間をどう生きるか」大会テーマ：
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大会実行委員長

川路崇博

副実行副委員長

古川洋章

北九州市立大学久留米大学

副実行副委員長

古川洋章

国際担当委員長

井上奈美子

福岡県立大学

2020年より世界的に流行している新型コロナウイルス感染症ですが、 ペストやコレラ、スペ
イン風邪など疫病の類が約100年ごとに人類を脅かしていることが分かっています。 約100年ご
との疫病の流行が帰納的に推論できるのであれば、2120年頃を見据えた対応を“創造”しておく
ことは当然といえます。 なにより、これからの100年は、今後100年間に何をすべきかを探究す
るために最大に残された時間です。 本研究大会を、その探究のキックオフ大会と位置付けます。

研究発表に加え、昨年に引き続きデジタルポスター発表のセッションを設け、新しいアイデ
アの提案や問題の提起、研究萌芽段階の論議などアイデアレベルの内容の発表の場を提供致し
ます。さらに、参加の方法として「聴講専用ボリュームパック」を用意いたしました。多くの
皆さんの参画をお待ちしております。

大 会 要 項

【参加申込締切】 会員、一般の参加申込は10月1日まで受付いたします。

参加方法 :  大会HPより申込書をダウンロードご記入の上、学会事務局アドレスに送付して

ください。参加方法等必要な情報をお知らせいたします。

大会HPはこちら⇒ http://www.japancreativity.jp/conference/43rd/index.html

発表申込 : 発表申込みは締め切りました。

日 程 : 2021年10月2日（土）～10月3日（日） 会 場 :オンライン（Zoom)

内 容 : 講演会/パネルディスカッション/総会報告/研究発表（日本語・英語）デジポス発表

2,500円 3,000円 4,000円 8,000円

学生
（会員・非会員同額）

正会員 非会員
聴講専用ボリュームパック

（人数制限なし、代表者

が申込）

【大会参加費】

http://www.japancreativity.jp/conference/43rd/index.html


◆基調講演◆ 10/2（土） １3:10-14：10
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【後藤俊夫氏プロフィール】
1942年生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後NEC 入社し、1974年ハーバード大学ビジネススクー
ルにてMBA取得。1997年から1999年まで(財) 国民経済研究協会・常務理事(兼) 企業環境研究センター
所長。1999年静岡産業大学国際情報学部教授、2005年光産業創成大学院大学統合エンジニアリング分
野教授を経て、2011年より日本経済大学渋谷キャンパス教授に就任し、同経営学部長を経て、2016年4
月から現職。経営戦略(企業の持続的成長) を専門分野とし、日本における長寿企業、ファミリービジネ
ス研究の第一人者。国内外の大学における教育活動及び大手企業など各方面での講演・セミナーを精力
的にこなしている。

－講演概要－
民間企業で33年間勤めた後、1999年の大学転職以来20年余、長寿経営を一貫した研究テーマと

してきた。長寿企業の絶対数について、日本の52,328社を筆頭として、世界136ヵ国・地域の分布
状況を確認した後、各国経済規模に比した相対値では、1位日本に続き、2位をドイツ文化圏が占
めると判明し、研究の焦点は長寿経営の要因と共に国際比較に移りつつある。

今回のCOVID-19パンデミックに関して、長寿経営から見える要点は次の3点である。第1に、
典型的な長寿企業は今回のリスクを未曾有とは認識していない。大規模の自然災害や社会経済的
危機の定期的発生を彼らは経験知として察知し、日頃の手堅い経営で蓄積した手元流動性で備え
ている。

第2に、大規模危機への対応は地域共存が効果的と教訓が伝わり、1995年関西淡路大震災、
2011年東日本大震災と同様、今回もコミュニティを基盤とした早期レジリエンスが特徴的である。

第3に、ポストコロナ時代の経営は長寿企業にある。長寿企業は「三方良し」の理念、並びに従
業員、顧客、地域社会、そして地球の限られた資源を大切にしてきたからこそ、長期継続してき
た。

世界中が同時に危機的状況を経験したことで、経済的な営みの本質に対する反省、社会木活動
への哲学的考察が進むのではないか。株主を第一に考える米国流の「株主資本主義」も揺らぎ、
多くの企業が明日の経営の姿について悩む中、長寿経営の意義を学ぶ重要性が従来以上に増すと
思われる。

大会プログラム(予定）

講演者：後藤俊夫氏

日本経済大学大学院特任教授

一般社団法人１００年経営研究機構代表理事

「長寿企業に学ぶポストコロナの経営」

13:00-13:10 開会挨拶              実行委員長 川路崇博 9:30 アクセス開始

13:10-14:10 基調講演　　後藤俊夫氏　

「長寿企業に学ぶポストコロナの経営」

14:30-16:50 パネルディスカッション 12:30-13:30 昼休み

「むこう100年のわたしたちへ

　　～デザイン・生活の場・技術～」

パネリスト：

一條  厚氏、山下裕子氏、白坂成功氏

17:00-17:40 会員総会報告・表彰等

17:45 終了 16:30 終了

13:30-16:00

研究発表

　　（発表20分+質疑7分入替3分）

デジタルポスター・動画発表

　　（発表7分+質疑5分入替3分）

全オンライン開催

第１日目　2021/10/2(土） 第２日目　2021/10/3（日）

研究発表

　　（発表20分+質疑7分入替3分）

デジタルポスター・動画発表

　　（発表7分+質疑5分入替3分）

10:00-12:30



◆パネルディスカッション◆ 10月2日（土）14：30～16.：50

司会： 藤原由美

■パネリスト紹介■
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むこう100年のわたしたちへ
～デザイン・生活の場・技術～

一條 厚氏 元㈱GK ダイナミックス 代表取締役社長、道具学会理事

1948年岩手県盛岡市産まれ。1970年東京藝術大学美術学部工芸科入学、1977年
同大学院染織専攻修了。同年、株式会社GK インダストリアルデザイン研究所入
社。1980年~1983年 (米国LA)出向。元株式会社GK ダイナミックス 代表取締役
社長、道具学会理事。
USを旅し初代Vmaxを、日本を旅しSRX600を創造。自然の力学が生み出す美と
カタチを探り、ヤマハ発動機の様々なビークルやショーモデルに反映しました。

山下裕子氏 広場ニスト／ひと・ネットワーククリエイター

2007年よりグランドプラザ運営事務所勤務。2009年（財）地域活性化センタ
ー第21期全国地域リーダー養成塾修了。2011年よりNPO法人GPネットワーク
理事。2013年より全国まちなか広場研究会理事。2016年よりまちなか広場研
究所として活動開始。八戸・酒田・豊田・神戸・明石・姫路・久留米をはじめ
とする地域のまちなか広場づくりの伴走者的立ち位置で関わる。著書に『にぎ
わいの場 富山グランドプラザ－稼働率100％の公共空間のつくり方』（学芸出
版社）、『生きた景観マネジメント』（共著・鹿島出版会）、『コンパクトシ
ティのアーバニズム』（共著・東京大学出版会）。

白坂成功氏 慶應義塾大学大学院教授・日本創造学会理事

東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻 修士課程修了。その後、三菱
電機株式会社にて宇宙開発に従事。技術試験衛星VII型（ETS-VII）、宇宙ステー
ション補給機（HTV）等の開発に参加。特にHTVの開発では初期設計から初号
機ミッション完了まで携わる。途中1年8ヶ月間、欧州の人工衛星開発メーカに
駐在し、欧州宇宙機関向けの開発に参加。「こうのとり」（HTV: H-II Transfer

Vehicle）開発では多くの賞を受賞。内閣府革新的研究開発推進プログラムのプ
ログラムマネージャーとしてオンデマンド型小型合成開口レーダ衛星を開発。
2004年度より慶應義塾大学にてシステムズエンジニアリングの教鞭をとり、
2010年度より同大学院システムデザイン・マネジメント研究科准教授。2017年
度より同教授。
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《研究発表スケジュール予定 A～Cグループ》
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時間 氏名 発表タイトル 所属

10:00

　-10:30
國藤　進　他 混沌学　事始め：　混沌から創造学へ 北陸先端科学技術

大学院大学

10:30

　-11:00 高橋　誠 AI時代の 「 創造 」 の定義を考える
㈱創造開発研究所

11:00

　-11:30 髙橋定孝
我が国の民俗学生誕にかかわる創造性について  柳田国男・南

方熊楠・折口信夫

K.C.I.ドゥ創造性

研究所

11:30

　-12:00 小粥幹夫 　他 探求から創造へ　思考力の深化で創造力 を育成する
ひとつなぎの会

13:30

　-14:00 藤井宏樹
創発プロセス適用による組織開発に向けた行動変容の評価に関

する一手法　─トランスセオリティカルモデルの観点から─

三菱電機エンジニ

アリング㈱

14:00

　-14:30 佐藤徳紀  他
従業員のチーム創造性を 支える 行動 に おけ る 仮説 構築

～事業 アイデア ソンのプロセス分析～

㈱ベネッセコーポ

レーション

14:30

　-15:00 平沢洸　他 個人の概念生成特性と共創の関係
九州大学

15:00

　-15:30
中田泰子　他 コロナ禍におけるオープンイノベーションの「場」の形成

北陸先端科学技術

大学院大学

15:30

　-16:00 中川　徹
科学技術の「抽象化の4箱方式」から、創造的問題解決の「6箱

方式」へ 大阪学院大学

時間 氏名 発表タイトル 所属

10:00

　-10:30 國枝佳明　他
ブレンド型授業の試み　－実習前後のオンデマンド授業の効果

－ 東京海洋大学

10:30

　-11:00 豊田貞光
Withコロナ時代における創造の場づくり（オンラインクリエイ

ティブサロン）の実践と可能性 産業能率大学

11:00

　-11:30 脇田健一
講座オンライン化 による創造 ワークショップ への影響の一考

察

三菱電機エンジニ

アリング㈱

11:30

　-12:00 野中朋美　他
トマトを通じて世界を学ぶ小学生向け創造性教育オンライン

ワークショップの開発(仮） 立命館大学

12:00

　-12:30 石井力重
オンラインとリアルのブレストの比較実験 ～社会的促進の観点

から～ アイデアプラント

研究発表：A _創造の源泉（発表20分+質疑7分入替3分）

司会進行：高橋 誠

研究発表：B_創造プロセス（発表20分+質疑7分入替3分）

司会進行：杉原麻美

研究発表：C_インターネットと創造性（発表20分+質疑7分入替3分）

司会進行：川路崇博
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《研究発表スケジュール予定 D～Fグループ》

13:30

　-14:00 川路崇博　他
A Sense of Being in the Same Room through Video Chat Systems

Provide Social Facilitation 久留米大学

14:00

　-14:30 久野敦司
発明経験の無い教員が生徒の発明創造教育を実践するための具

体的方法

PatentIsland株式

会社

14:30

　-15:00
杉山文子　他 折り紙による創造性教育の基本設計

京都大学

15:00

　-15:30 尾澤知典　他 ストーリー構想力を伸ばすための創造性教育の試み
北陸先端科学技術

大学院大学

15:30

　-16:00 西野涼子　他 未来ビジョンを創出する学生の起業意識に関する研究
北陸先端科学技術

大学院大学

時間 氏名 発表タイトル 所属

10:00

　-10:30 末吉進太郎　他 イノベーターの創造的動因と社会規範
九州大学

10:30

　-11:00 小出　実
海外特許出願動向と審査のためのPPH活用に関する考察

　―海外庁における特許審査ハイウェイの実効性―

（株）オプトクリ

エーション

11:00

　-11:30 田村新吾 創造企業における社員の創造的振る舞いの用語化
㈱ワンダーワーク

ス

11:30

　-12:00 丸山一芳
イノベーション普及プロセス と オープン ファクトリー

―DESIGN WEEK KYOTO の事例分析― 京都橘大学

12:00

　-12:30 櫻井敬三 日本の中小製造企業の立ち位置別行動相違分析
日本経済大学

13:30

　-14:00
東海林慶祐　他 隠れマルコフモデルを用いた共創時創造的心理状態の推定

九州大学

14:00

　-14:30 赤木真由 他
デザインプロジェクト受講者を対象にした発散的思考と収束的

思考に関する分析

慶應義塾大学大学

院

14:30

　-15:00 森　進太郎　他 地域資源がもつ知識の価値創造手法に関する研究
北陸先端科学技術

大学院大学

15:00

　-15:30 神谷 泰史  他
イノベーションの起点となる企業における集団と個人の間の創

造性に関する一考察

情報科学芸術大学

院大学

15:30

　-16:00 片岡敏光 グーパーチョキ発想から始める知財創造教育の提案
株式会社パットブ

レーン

研究発表：D_教育と創造性（発表20分+質疑7分入替3分）

司会進行：豊田貞光

研究発表：E_産業と創造性（発表20分+質疑7分入替3分）

司会進行：丸山一芳

研究発表：F_創造技法（発表20分+質疑7分入替3分）

司会進行：國枝佳明
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《デジポス発表スケジュール予定 G～Hグループ》

時間 氏名 発表タイトル 所属

10:00

　-10:15 SUN YIWEN　他
The Effect of Mindmap on Problem Solving　 —From the

degree of completion and accuracy (Problem-solving ability) 北海道大学

10:15

　-10:30
Ferdi Trihadi Raharja他 類似性認知によるナッジデザイン：プラスチック消費行動

九州大学

10:30

　-10:45 Karolina Cicenaite他 Nudge Design Strategy for Inclusive Society
九州大学

10:45

　-11:00 Quentin Ehkirch他
Estimation and modeling of intersubjective cognitive states

during co-creation using objective indicators 九州大学

11:00

　-11:15
青木万由子　他 素材と形状の組み合わせで作られる印象

九州大学

11:15

　-11:30 七條花恋　他
共創ワーク中の音声コミュニケーションと「響きあい」発現と

の関係 九州大学

11:30

　-11:45 杉原麻美 取材・編集のプロセスで多面的な学びを誘発する協働学習
淑徳大学

時間 氏名 発表タイトル 所属

13:30

　-13:45 中島琢郎 財務諸表を起点とした 新事業 案の仮説生成法
清泉女学院短期大

学

13:45

　-14:00
井上奈美子 博多阪急とのオンラインPBL設計教育

福岡県立大学

14:00

　-14:15 石原来美　他
食べものに対する意識変革を通して食品ロスを削減するための

ワークショップ設計 立命館大学

14:15

     -14:30
西浦和樹

タッチケア介入に及ぼす脳波トポグラフィへの影響に関する予

備的研究 宮城学院女子大学

14:30

    -14:45
川路 崇博　他 建築物のデジタルアーカイブ手法の検討

久留米大学

14:45

    -15:00 安松健
トップアスリートの身体知の表出化　サイバーフィジカル時代

のフィールドワークのあり方の一例

大阪教育大学、

オージス総研

デジタルポスター発表：G_共創とデザイン（発表7分+質疑5分入替3分）

司会進行：井上奈美子

デジタルポスター発表：H_パイオニア研究（発表7分+質疑5分入替3分）

司会進行：古川洋章



2021年 7月10日開催

第68回クリエイティブサロン報告（オンライン開催）

「思考力の深化で創造力を育成する」
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【 第１部講演会 】

「深い学び」に関する私的・試的・詩的考察
～探究的学びを通して～

「創造の知とは何か？
－それは探求の知と何が違うのか？－」

下町壽男氏：元花巻北高等学校
校長、教育改革コンサルタント

原島博氏：東京大学名誉教授
東京大学情報学環元特任教授

ゆとり教育の延長のアクティブラ
ーニング（AL）と詰め込みの延長
の学力主義との闘いの中で、前
者の目指した深い学びは後者の
deep戦略に飲み込れた！

学校システムや教員文化
の中の“deepな戦略的な
学び”を、探究的・創造
的学びに転換することが
必要である。

谷を超える階段やエスカレータ
ーなどの“手段”が開発されてい
るが、これら“成果”を創造とする
限り、人は人工知能に劣る。 AIに
できない人の“行為”が本当の

創造であり主体による

“身体知の外化行為が

創造の知”であり、学び

を言語化して話すことが

創造の原点である。

岩手県の高校で40年勤務された下町先生と東大に45年超通わ

れた原島先生が体験を通した私的な変化を「学校／大学の中の

私」から「私の中の学校／社会へ」として詩的に「探究と創造」を語

られた。下町先生はdeep learningでの教科学力強調に警鐘を鳴ら

し、先生の“深い”「探究」の必要性を訴えられた。原島先生ご指摘

の”深い谷“は「探究」通して這い上がることで創造への道が開ける

ようです。

【 第２部トークセッション 】

冒頭、國藤先生から「正答のない問題を主体的・協調的に解決できる探究力」育成を目指すSSHプロ
グラムにおける主体性評価についての報告があった。続いて討論に。
Art、評価、創造が話題に。「人工知能の作品（成果）を見て感動した主体が言語や評価で意味づけす
ると、コンセンサス、価値が生まれる。これを創造（Art）と見なしてよいか？」との下町先生の質問に原島
先生は「ArtをOutput（作品）で定義するのでなく、人の営みへの感動がベースであり、リアルなもの言
葉で説明してもリアルなもの説明にはならない。（例：100m10秒は、速さでなく人の限界挑戦に感動す
る）優秀な学生は評価すべきでない。」と答えられた。
途中から創造学会永井理事長も加わり、OECD Learning Canpus2030 が問題解決のPDCAのでなく
探究と同じAAR（見通し・行動・振り返り）重視を紹介、脳の活動＝創造と協働を学会として推進させる
決意を語られた。主催の創造学会は、共感を定義に加え、創造力育成を継続検討することになった。

参加者数：61名（約20名がフェイスブック繋がりの高校関係者）
「探究で深い谷を這い上がり創造に至る道」を探した。
司会：齋藤みずほ（キャリア・クエスト/JAIST学生）企画記録：小粥幹夫（ひとつなぎの会）
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長期化しているウイルスとの戦い。人類は
100年後、どこで何をしているのか。歴史を見
ると過去の感染症の大流行は、その後の人々の
考え方や行動様式を劇的に変えるきっかけとな
った。人と気軽に会えなくなり、対面で議論し、
共感しあうことの大切さを知った。

今後の100年が、技術の進歩による豊かさに
加え、分断のないより幸福で創造的な世界とな
っていくことを願いたい。 （事務局：比嘉）
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◆◆◆新入会員紹介◆◆◆

日本創造学会 論文賞（Vol.24）

日本創造学会論文賞は、学会賞委員会による審査の結果、次の方が受賞されました。

氏名：石田 泰博, 前野 隆司, 井原 くみ子, 北村 勇気
論文タイトル：感動ストーリーの発掘・共有ワークショップによる組織開発の有効性検証

氏名：大島 裕市, 保井 俊之, 谷口 尚子, 当麻 哲哉
論文タイトル：共分散構造分析による地場産業製品のイノベーション実現に対するアク
ターとの連携並びに媒介の寄与の因果関係特定
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氏名 会員種 所属 住所 専門分野

杉山文子 正会員 京都大学 京都府
折紙工学

衝撃工学

藤井宏樹 正会員 三菱電機エンジニアリング㈱ 兵庫県
電子回路

基板設計

東海林慶祐 学生会員 九州大学 福岡県
創造性

創造工学

平沢　洸 学生会員 九州大学 福岡県 創造性

野中朋美 正会員 立命館大学 京都府
生産システム工学

サービス工学

会員総会について

2021年度日本創造学会総会は昨年度と同様に新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、
参集による総会を行いません。会員の皆様へメールによる書類送付を実施、その返信
をもって決議といたします。

メールによる総会の評決結果は10月2日に開催されるオンライン研究大会の総会報
告の時間に、理事長より報告致します。学会賞の表彰についても総会報告時に表彰者
を理事長が発表致します。

本年度も“書面による総会”を実施


