
ご入会までの流れ

本コンソーシアムご入会は、問題意識をもつことが端緒と
なります。製品やサービスに関わる設計・デザイン・経営・
取引先・ユーザなど様々な視点からの思考・議論を深め
ながら、ご入会される企業のベネフィットと目的を見定め
ていただき、各社各様のプロセスでご入会までのお手伝

いをさせていただきます。また、コンソーシアム入会後、企
業の成長発展に関わる秘匿性の高い個別課題が想起さ
れた場合は、国立研究開発法人としての幅広い知見や高
度な機能サービスを提供する技術コンサルティング制度
をご活用いただく事も可能です。
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問題意識の事例

・研究開発及び設計をより良く商品
化に結びつけるための人材育成
に活用したい。

・上流下流連携のよりスマートなア
ジャイル型の開発スタイルを模
索したい。

・構想力を上げて自主的に新規開
拓させる。マネージメントの問題
意識で参加させたい。

・構想設計段階で工程設計側から
意見を入れる仕組みと仕掛けに
興味がある。

・顧客とワークショップを開催して、
効率良く、抜け漏れなく、決めて
行く、手法と道具に興味がある。

・属人的な設計開発マネージメン
トのシステム化が必要との問題意
識がある。

・属人性に左右されないワークショ
ップの道具と手法に興味がある。

効果の事例

・コンソーシアムでの知見展開によ
り、複数部署との協業に効果を発
揮している。

・複数名で参加することで、人材育
成として活用し、アクションへと繋
がっている。
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デザイン・経営・技術、三位一体の
活動方針で、構想設計プロセスの問
題解決・協業に資する議論・交流
の機会を創出しています。

構想設計コンソーシアムの主な講演内容と対象領域
経 営

技 術

デザイン

構想設計プロセスでは、顧客側（使い手）と技術側（作り
手）の意思疎通と、上流チーム（企画、デザイン、設計）と下
流チーム（調達、製造、販売）の問題意識の相違点を理解・
認識して協業に持って行くことが理想と言われています
が、企業レベルでは問題意識が高い反面、問題解決のた
めのアクションにまで至っていないのが現状です。
本コンソーシアムでは、デザイン（企画）・経営（ビジネス）・
技術（開発）の第一線で活躍されている方々を講師に招
き、構想設計プロセスにおける課題について議論を重ね、
複数企業の共通要素と自社との差分要素を認識した上
で、研究開発プロトタイプを具体的に活用しながら、会員
各企業のアクションに繋げる活動をしています。

　　　　　　　　　　　　　　

ワークショップ

合宿・チーム議論

構想設計の手法と道具プロトタイプ

嶋田一義
科学技術振興機構
調査役
講演：フューチャー
センターについて
2015.05.14

槇 徳子
（株）エムシーストラテジー
代表取締役
講演：伝えるということ／世の
中をよくするための情報発信
2015.03.17

江渡浩一郎
産業技術総合研究所 
主任研究員
講演：ニコニコ学会β、
COI 構造化チームの活動
2017.08.08

上田義弘
富士通デザイン（株） 
代表取締役社長
講演･見学：富士通のトータル
UXデザイン活動 “HAB-YU”
2015.07.29

兎洞武揚
（株）博報堂 
ブランドデザイン ディレクター
講演：インタラクティブな顧客対話
の意味と効果
2015.10.21

大本 綾
（株）Laere（レア）  共同代表
講演･WS：U理論左バンクの疑似体験  
2015.12.16
講演･WS：構想設計の手法と道具の組
織内展開  
2017.11.07

石井吉太郎
コンサルタント、
（元）日立アプライアンス（株）事業主管
意見交換：人間中心型生産システムとIoT
 2016.03.03、2018.01.18
講演：「モノづくり」のリーダーを志す人へ  
2019.02.15

坂倉忠夫
キリン（株）
お客様相談室 室長
講演：お客様対応と
お客様の声の活用
2014.12.16

栗山幸久
東京大学 
人工物工学研究センター 
教授
講演：匠の技のDBM適用
2015.01.20

古谷 純
（株）日立製作所 主管デザイナー 
講演：日立における広義のデザイ活動
2014.10.24
講演：デザイン思考の「来し方行く末」
2017.04.26

山村真一
（株）コボ 代表取締役社長
講演：デザイン支援コンサル
ティングの事例紹介
2016.08.05

佐宗邦威
（株）biotope 代表
講演：ビジネス現場
のデザイン思考活用
2016.04.25

近藤玄大
exiii（株） 代表取締役
講演：「HACKberry」の
開発プロセスと手法
2016.06.07

日高青志
北海道立総合研究機構･
工業試験場 
講演：地域のデザイン活動
「山村塾」のデザイン思考ツール
2016.09.15

濱口秀司
Ziba Design Inc. フェロー
講演：イノベーション思考の
バイアスとその破壊方法
2016.10.25

川本誓文
大阪府産業デザインセンター 
主任研究員
講演･WS：「こどもOS」を
使ったアイデア発想手法
2016.12.08

生明弘好
（株）良品計画 
事業開発担当部長
講演：ビジネスとデザイン･
顧客起点･社会との繋がり
2017.02.24

マエキタミヤコ
（株）サステナ  
代表取締役
講演：ことばのデザイン
2017.02.03

吉川弘之
科学技術振興機構（JST）
最高顧問
意見交換：一般設計学からデザインまで
2016.03.04
意見交換：構想設計コンソーシアムの活動
2017.07.04

敬称略、職位・職歴は実施当時

浦島邦子
科学技術予測センター 
上席研究官
講演･WS：2030 年理想
社会実現のための戦略
2014.12.9

油科壮一
特許庁意匠審査企画官
講演：研究開発における
意匠制度の活用
2015.03.15

櫻井 稔
takram design engineering
講演：RESASプロトタイプの
可視化効果
2016.04.15

井田幸彦
カシオ計算機（株）デザイン
センター  チーフデザイナー
講演：CASIO のデザイン展
開活動
2017.09.26 立本博文

筑波大学大学院 
ビジネス科学研究科  教授
講演：経営工学からみた事業承認に
関わる議論
2017.12.18

日比野浩典
東京理科大学 経営工学科 
准教授
講演：Cyber Physical Production 
System議論の現状
2017.05.19

やまざきゆにこ
グラフィックファシリテーター
講演･WS：グラフィックファシ
リテーションの現場から見え
ること
2018.02.27

岩本隆
慶應大学 大学院 
経営管理研究科 特任教授
講演：ロボティック･プロセス･オー
トメーションと構想設計プロセス
2017.06.30

豊田義博
リクルートワークス研究所
主幹研究員 
講演：若手とより良い関係
で仕事をするために
2018.06.13

鈴木克幸
東京大学
人工物工学研究センター 教授
講演：人との相互作用を考慮し
たスポーツ用具の最適設計
2019.1.25

大西正輝
産業技術総合研究所 
人工知能研究センター
講演：AI の避難誘導
知識処理への応用
2018.10.04

岡本和也
山口大学大学院 
技術経営研究科 教授
講演：企業における事業
戦略と研究開発戦略
2018.06.08

川端悠一
プランナー（フリーランス）
講演：見る→観る 開発する→
耕す 考える→感じる
2018.07.17
講演：組織開発≒システム開発
2019.08.02

長屋明浩
ヤマハ発動機（株） 
執行役員 デザイン本部長
講演：経営･組織･ブランドとデザイン
を有機的に繋げる「経営デザイン」
2018.12.06

宮森千嘉子
ホフステード•インサイツ•ジャパン
講演：ホフステードの 6次元モデル
と日本の組織への実装論
2018.08.28

重本祐樹
富山国際大学現代社会学部
講師
講演：デザイナーの意図に
対する消費者認知の定量化
2018.09.20

多田充徳
産業技術総合研究所 
人工知能研究センター
講演：デジタルヒューマンとIoT
が切り拓く新たな人間計測
2019.03.26

田辺エリー
（株）サステナ  イラストレーター 
ビジュアルアーティスト、
講演：グラフィックノート
テイキング
2019.05.27

村上 存
東京大学大学院
工学系研究科 教授
講演：設計／デザインの上流段階
での革新的発想の創出支援技術
2019.04.22

田代清久
（株）共同通信社
講演：インターネット時代
のジャーナリズムの行方
2019.06.21

青山和浩
東京大学大学院
人工物工学研究センター 教授
講演：MBD実行における
製品情報間の関係構造
2019.07.19

稗方和夫
東京大学大学院
人間環境学専攻 准教授　
講演：システムズアプローチ
によるモデルベース意思決定
2019.09.12

野村直之
メタデータ（株） 
代表取締役社長
講演：知識処理の過去･
現状･近い未来
2020.02.25

住田孝之
住友商事（株） 常勤顧問
（元）内閣府知的財産戦略推進事務局長
講演：構想設計のツールとなる経営デザ
インシート
2020.01.31

木村茂樹
（株）スティミュラス  
代表取締役
講演：仕事人的役人生活の
個人的ケーススタディ
2019.12.19

古川慈之
産業技術総合研究所
製造技術研究部門グループ長
講演･見学：中小製造業の IT 化・
IoT 化支援（つながる工場）
2019.10.18




