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テーマ：「創造性で実現するWell-beingな社会」

白坂成功
実行委員長
（慶応義塾大学）

第４4回日本創造学会研究大会

前野隆司
副実行委員長
（慶応義塾大学）

当麻哲哉
プログラム委員長
（慶応義塾大学）

１

開催日：2022年11月12日(土)～13日(日)
会場：慶應義塾大学日吉キャンパス
ハイブリッド（会場×オンライン）開催

講演者プロフィール
1967年東京都出身。1990年通商産業省入省。IT政策に長らく携わった後、
クールジャパン戦略の立ち上げ、COP15,16等の温暖化国際交渉、再エネ
の固定価格買取制度創設等に従事。2014年より内閣官房・内閣府で、地方
創生業務や国家戦略特区業務に従事し、2020年7月より中小企業庁経営支
援部長。2021年9月より現職。

基調講演

村上敬亮氏 デジタル庁統括官

参加方法 :  学会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下さい。

発表申込 : 申込書の発表申込欄にご記入ください。発表要項をお送りします。

開催方法 ：ハイブリッド開催（会場×オンライン（Zoom)）※申込時に参加方法を選択

内 容 : 講演会/パネルディスカッション/会員総会/研究発表/デジポス発表

大 会 要 項

【発表申込締切】 9月15日 【研究発表論文/レジュメ提出締切】 9月末日（厳守）

【発表のない参加申込締切】 11月10日

【参加費】

【研究発表論文掲載料】4頁まで2000円、1P追加ごと1000円8Pまで※書式はテンプレートに従うこと

【デジポスレジュメ掲載料】A4/1頁500円追加頁不可 ※書式自由（A4サイズ）

学生

会員/非会員同額
正会員 非会員 当日参加

事前振込 事前振込 事前振込 現金払い

2,500円 3,000円 4,000円 5,000円

※発表論文の査読はありません。研究発表はテンプレートに従った書式で投稿してください。
デジポス発表は学生は非会員でも発表可オンライン発表のみ。研究発表は会員資格が必要。
研究発表/デジポスともに仮説のままや実験途中の研究でも構いません。
論文・レジュメ提出後の事務局への訂正の依頼等は受け付けられません。
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スマートシティ・インスティテュート 専務理事
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング専務執行役員
地球環境と市民が共存し、誰もが幸福になれるグリーン＆デジタルなまちづくりと国づくり
に従事。デジタル庁田園都市Well-Being指標委員会委員、内閣府規制改革推進会議等
の国の審議会委員、自治体・民間企業のアドバイザー、世界経済フォーラム第四次産業
革命日本センターフェロー、IPAデジタルアーキテクチャ・デザインセンター・アドバイザリ
ーボードメンバー、京都大学経営管理大学院客員教授、タリン工科大学客員教授、金沢
工業大学客員教授、東海大学客員教授、国際大学GLOCOM上席客員研究員、ロイヤ
ルメルボルン工科大学シニア・フェロー等を兼任。

南雲岳彦氏

高尾真紀子氏

法政大学大学院政策創造研究科 教授
東京大学文学部社会心理学科卒業。長銀総合研究所に入社、経済調査、産業調査
（流通産業・ヘルスケア産業）を担当。価値総合研究所主任研究員（民間企業の
コンサルティング、官公庁の受託調査に従事）を経て、2015年4月より現職。地
域ウェルビーイング・プログラム担当。現在の研究テーマは地域政策と幸福度、
シニア世代のウェルビーイングなど。

前野隆司氏

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 教授
東京工業大学卒、東京工業大学修士課程修了。
キヤノン、慶應義塾大学理工学部教授などを経て
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教授・ウェル
ビーイングリサーチセンター長。博士（工学）

ファシリテーター

白坂成功氏

■パネリスト■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

大会プログラム（予定）
会場＋オンラインのハイブリッドプログラム

「創造性で実現するWell-beingな社会」

パネルディスカッション

13:00〜13:10 開会挨拶

13:10〜14:10 基調講演 10:00〜12:30 研究発表/デジポス発表

14:30〜16:00 パネルディスカッション 13:30〜16:00 研究発表/デジポス発表

16:15〜17:20 会員総会・表彰等

17:20 終了

第1日目 第２日目

※発表時間は全体発表数により時間が短縮される場合も

あります。

研究発表20分質疑7分（予定）

デジポス発表7分質疑5分（予定）
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▲▼▲第72回クリエイティブサロン（2022年4月16日）開催報告▲▼▲
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『自分だけの問いや答えが

生まれる学びの場』

※第72回クリエイティブサロンでの末永
幸歩氏の講演は下記のURLからオンデマ
ンド視聴できます。

https://youtu.be/TqsS-oCMQso

▲▼▲第73回クリエイティブサロン（2022年5月15日）開催報告▲▼▲

講師：末永幸歩氏
浦和大学こども学部講師、東京学芸大学個人研究員

『JCS研究大会発表賞/論文誌Vol.24論文賞受賞者講演会』

『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の特定:陶磁器及び刃物産業を実証フィールドとして』

講師：大島裕市氏
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所研究員／日本創造学会会員

※第73回クリエイティブサロンでの大島裕市氏の講演は下記のURLからオン
デマンド視聴できます。

https://youtu.be/nt2nbzWMy6M

講演１論文賞

『個人の概念性特性と共創の関係』

講師：平沢洸氏
九州大学芸術工学府松前研究室（学生）／日本創造学会会員

※第73回クリエイティブサロンでの平沢洸氏の講演は下記のURLからオンデ
マンド視聴できます。

https://youtu.be/_qGuVbrCKCM

講演２ 学生発表賞

『食を通じて世界を学ぶ創造性教育オンラインワークショップGAstroEdu』

講師：野中朋美氏
立命館大学食マネジメント学部准教授／日本創造学会会員

※第73回クリエイティブサロンでの野中朋美氏の講演は下記のURLからオン
デマンド視聴できます。

https://youtu.be/8NlTqCefdlE

講演3 発表賞

https://youtu.be/TqsS-oCMQso
https://youtu.be/nt2nbzWMy6M
https://youtu.be/_qGuVbrCKCM
https://youtu.be/8NlTqCefdlE
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▲▼▲第74回クリエイティブサロン（2022年7月10日）開催報告▲▼▲

『ティール組織と創造性』

講師：嘉村賢州氏
東京工業大学リーダーシップ教育院特任准教授／コクリ！プロジェクトディレクター
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※第74回クリエイティブサロンでの嘉村賢州氏の講演は下記のURLからオン
デマンド視聴できます。

https://youtu.be/ddDt9AFABBY

第１部 講演会

『コ・クリエーション（コクリ！）と創造性』

講師：三田愛氏
「コクリ！プロジェクト」創始者／株式会社リクルートじゃらんリサーチセンター研究員

※第74回クリエイティブサロンでの三田愛氏の講演は下記のURLからオンデ
マンド視聴できます。

https://youtu.be/WQsu-lphVZc

第２部 講演会

https://youtu.be/ddDt9AFABBY
https://youtu.be/WQsu-lphVZc
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DCON2022 -高専制度創設60周年記念
第3回全国高等専門学校
ディープラーニングコンテスト2022-

理事 國枝佳明

DCON2022本戦会場

4月29日（金）に日経ホールで開催されましたDCON2022の本戦を
高専機構理事として観戦する機会をいただきました。技術とアイディ
ア、さらにプレゼンの素晴らしさは、高専生のポテンシャルの高さを
実感し、「スゴイゾ！KOSEN！」と思わせる大会でした。DCON（
ディーコン）は、高専生が日頃培った「ものづくりの技術」と「ディ
ープラーニング」を活用した作品を制作し、その作品によって生み出
される「事業性」を企業評価額で競うコンテストです。
ディープラーニングによる課題解決策を事業案として提出する一次

審査、プロトタイプを制作し技術面での実現性を審査する二次審査を
経て、本選出場10チームが決定されます。
本選出場チームは、事業経験豊富な先輩起業家が1名ずつメンター

として参画し、開発した作品の「事業性」を磨き、本選審査員であ
るベンチャーキャピタストから企業評価額を勝ち取るためのプレゼン
テーションに臨みます。

最優秀賞の一関高専

チームが開発した製品

事業評価額10億円、投資額5億円で、見事最優秀賞を勝ち取った
のは岩手県の一関高専のチームで、足圧センサを組み込んだイン
ソールを靴に挿入してスマートフォンと組み合わせて認知症を早
期発見し、認知症予防につなげるシステムの開発でした。事業と
しては、保険会社をターゲットにし、本システムにより保険料の
支払いを低減させることによって得られる利益から事業を展開す
るものでした。
第2位は事業評価額10億円、投資額3億円と評価された大島商船

高専のVRとロボットアームを組み合わせた農業作物自動収穫装置
でした。DCON2022本戦の模様は、5月29日NHKEテレ1で放映さ
れました。

熱気あふれる本戦プレゼン

2022年4月15日、日本創造学会会員有志8名が会宝産業株式会社(金沢市/近藤典彦会長)を訪問した。
会宝産業株式会社は、1969年創業の中古車解体業者である。新興国で基幹車両になっている日本製中
古車の修理業者からの注文を受け、解体車両のエンジンを含む修理部品をコンテナで出荷している。従
業員80名、輸出対象国は90ヵ国におよぶ。

そのビジネスモデルは、表面的な経済論ではなく、日本古来の心の経営が行き渡っている。二宮尊徳
の「たらいの譲奪」を実践されている。その意味は、二人で湯に入り、自分に湯を奪えば、相手が冷え
る。反対に先に相手に湯を譲れば、やがて湯が自分にも戻る」という理論で、ギブアンドテイクや、
WinWinという対人論を超え、関係者全員を幸せにする大和心である。

顧客が不便ならば、まず顧客の不便を除く。資源循環でゴミを残さないリサイクル技法を無償で譲る
べく77社のKRA(会宝リサイクルアライアンス)を作り、新興国の修理業者にも訓練学校を用意し徹底し
ている。その経営の健全性から、中小企業ではいち早く国連の「ビジネス行動要請（BCtA）」加盟承
認。経産省、外務省方からSDG s関連表彰を２回受賞している。

その精神は社員にも徹底し、工場の床にゴミひとつなく油汚れひとつない。その裏には、社員には命
令よりも、やりたいことは何でも許可する風土があり、社員が定年後も過去のノウハウを活かした自然
農法農園を活動の場として提供している。

会長 田村新吾会宝産業株式会社訪問

５
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事務局メッセージ

労働環境の見直しやコロナ禍での人々の価値
観の変化もあり、Well-beingの視点が今注目
されています。

第44回研究大会では『創造性で実現する
Well-beingな社会』をテーマに、基調講演や
パネルディスカッションを企画しています。

会場での対面開催と、その内容のライブ配信
の初のハイブリッド開催となります。

参加方法は申込の際に選択できます。多くの
皆様の参加・発表をお待ちしております。

（事務局：比嘉）

■ ■ ■新入会員紹介■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

書籍紹介

朝をひらく Light Peaking Into Life
著者：永田 円了（ながた えんりょう）

（曽洞宗真国寺 第十九代住職）
文藝春秋 232頁 定価1,500円（税込）

本書は、2009年から2019年まで、朝日新聞のコラム『朝をひらく』
で連載されたエッセイをまとめたものです。また、1996年、1997年に
北日本新聞に掲載された『自分化への旅』10編も含まれています。
人はどうして人前で緊張するのか。人はなぜ肩書きに固執するのか、

人生の伴侶を選ぶ基準とは？など日常的な疑問に筆者の豊富な知識と経
験から、解りやすく“答え”へと誘います。読む者にとって腑に落ちる内
容であるとともに、読者に、さらにその先を考えさせるような、そんな
魅力溢れるエッセイ集となっています。

６

２０２２年度会員総会について
２０２２年度の会員総会は研究大会と同様ハイブリッドで開催予定です。但し、オンラインで
参加の方は欠席する方と同様に委任状の提出が必要となります。総会についての詳しいご案内
は、次号Newsletter、メール配信でご案内致します。

氏名 会員種 所属 住所 専門分野

稲葉 理一郎 正会員 川崎市勤務 神奈川県
地方行政

システムデザイン・マネジメント

秋山 裕俊 学生会員 武蔵野美術大学 東京都
新規事業開発におけるデザイン・

アプローチの活用

布目 明弘 正会員 富山高等専門学校 富山県
教育工学

操船学

岡田 芳樹 学生会員 慶應義塾大学大学院 神奈川
教育学

システムデザイン・マネジメント

上田 将史 学生会員 慶應義塾大学大学院 神奈川県
起業・チームパフォーマンス

コーチング

森田 純恵 正会員 秋田県立大学 神奈川
情報通信・情報ネットワーク

ソフトウェア工学

入会者（入会順）


