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モバイル液晶はいかにして世界市場に広められたのか。
モバイル液晶の世界展開戦略の立案、生じた課題、それを如何
に乗り越えながらビジネスに仕立て上げたか、順風と逆風の中
で中核として活動してきた講演者の生の声をお届けします。

日程：2014年10月23日（木） 17時30分～ 19時頃～懇話会

場所：京都大学デザインイノベーション拠点
（京都リサーチパーク9号館5階）

テーマ：ユビキタス社会の要、端末ディスプレーの世界展開は
いかにして成し得たか

－開発、事業化、グローバルビジネスを振り返る－

講師：村松 哲郎（大阪大学産業科学研究所特任教授、
元シャープ（株）執行役員本部長）

概要：
・ 講演者らは、21世紀の幕開けにあたり、次代を大胆に予測

し、ユビキタス社会は益々進化し、人々の生活を主導する
という仮説をたて、「繋ぎたい、繋がる。液晶は心の窓」
とするビジョンを描いた。そのビジョン実現にあたり、
様々な観点から施策を練った。

・ライフラインからエンターテインメントまで、携帯電話/携
帯端末の普及の波に乗せるにはどうするか、普及活動・拡
販・ビジネス戦略。

・国、地域の文化や歴史の差、国民性を知り、必要な機能を抽
出。果たしてそれは実現できるのか、足りないものは何か、
どう補充するか、その精査と新規技術戦略。

・市場規模推移、然るべき価格トレンドの予測。それに基づく、
必要な生産規模と製造コストの試算。これらを管理・運
営・実践できる営業、開発、設計、調達、生産、配荷、品
質サポート体制など、バリューチェーンの構築と実行。

・講演者の実体験をもとに「これからのユビキタス社会」、ビ
ジネス最前線で活躍する「真のグローバル人材」の要件な
どについて議論しましょう

参加費： 無料（懇話会参加者は、参加費1,000円）

申込先：http://designinnovation.jp/topics/2014/08/-vol-2-
10231730.html
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プロフェッショナル・デザインキャンプのご案内

「プロフェッショナル・デザインキャンプ」は、参加いただくコンソーシアム会員の価値協創
の場です。今回は、日本電信電話株式会社様及びダイキン工業株式会社様にリードカンパニーと
なって頂き、提案頂いたテーマ「2025年 300m×300m空間の暮らし方を考える」について、会
員企業からの参加者がチームを組み、株式会社博報堂イノベーション・ラボ様の協力を得て、未
来洞察手法を活用し、イノベーションの創造による新たな価値の創出に取り組みます。

様々な業種の様々なバックグラウンドを有するビジネス人財による取組みにより、それぞれの
会社単独では得られない視点や発想を得ることができます。デザインキャンプ終了後には、他社
との議論で得た気づき・知識・経験を参加者が所属組織に持ち帰り、研究開発や事業化に活用し、
より本格的な検討を行うために参加企業との協業へと発展することが期待されます。

以下の通り開催を予定しておりますので、ご参加をご検討頂きますよう、お願い申し上げます。

日程： 2014年11月18日(火)～20日(木)

場所： （株）博報堂 本社 セミナールーム 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー

テーマ： 「2025年 300m×300m空間の暮らし方を考える」

テーマ提供（リードカンパニー）： 日本電信電話株式会社、ダイキン工業株式会社

あなたはどんな街に住みたいですか？ ～都会への一極集中から地方における魅力的な街創りへ
の転換の重要性が叫ばれています。それではいったい、魅力的な街とはどのような街のことで
しょうか。それぞれの家が快適で住みやすいのはもちろん、家を取り巻く社会や環境のあり方も
重要となってきます。そこには便利、快適、安心、安全、コミュニティ、省エネルギー、公共機
関の充実など、様々なキーワードが考えられます。また、ICTを活用したスマートタウン、様々な
行政や商業施設が集中するコンパクトシティなどの新しい概念も提案されています。本デザイン
キャンプでは、誰もが5分で歩ける300m四方の生活空間に着目し、そこに住む人の視点から、自
分が本当に住みたくなる10年後の街のあり方を参加者全員で考えていきます。さまざまな業界か
ら参加者が集まり、各業界のプロフェショナルの知見を融合して、コミュニケーション、エネル
ギー、健康といった観点から問題発見と解決策の立案に当たることで、既存の概念にはない新た
なブレークスルーを生み出すことを目指します。

■NTTサービスエボリューション研究所 主幹研究員 大野 健彦 さん

NTTは、安全性が高く、高速で、安定したネットワークの提供を目指してこれまで研究開
発を行なってきました。今や自宅やオフィスには光のブロードバンドネットワークが張り
巡らされ、屋外ではLTEに対応したスマートフォンや携帯電話を通じて、様々な情報にアク
セスし、多様なサービスを利用できる世界が実現しました。その結果、10年前には想像で
きなかった多様なICTサービスが登場し、我々の日々の生活を楽しく便利にしています。一
方で、我々の前には、まだまだ考えるべき様々な社会課題が山積しています。

NTTはこれらの社会課題を見据え、人々がさらに豊かで楽しい生活を送れるようになるた
めの、人間中心のICTのあり方について研究開発を行っています。そして、ICTを活用してど
のようなサービスを提供すれば、よりよい日常生活が送れるかについて考えています。ICT
の力は、人やモノを相互につなぎ、そこから新たな価値を創造することです。本デザイン
キャンプでは、300m四方という空間において、そこに住む人や、そこにある住宅、モノ、
様々なインフラなどがどのように結合され、そこからどのような価値が創造されることで、
自分たちが豊かで楽しく暮らせるかを、皆さまと一緒に考えていきたいと思います。

リードカンパニーからのメッセージ

テーマ概要

開催要項

■ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター設立準備室
イノベーション企画担当課長 小沢 智 さん

ダイキン工業が提供したい快適空間は、家・オフィスにとどまらない生活空間全体です
が、その中でも、高齢者が増えていく街中、気軽に徒歩で出かけられる300m四方の生活空
間の品質が健康寿命を左右します。どんなモノ・コトがあれば安心してストレス無く出か
けられるでしょうか？暑い日には風の回廊や夕涼み長屋？...寒い日にはホット遊歩道やエア
たき火...などはいかがですか？身近な生活空間内で熱エネルギーの地産地消ができれば様々
な仕掛けが出来そうです。この300m四方の身近生活空間ユニットをいかに暮らしやすく出
来るか、是非いろいろな業種の方々と協創して、このユニットを世界中の街作りのキーブ
ロックにしましょう。



プログラム

※プログラムは暫定であり、変更となることがあります。

詳細・申込み http://designinnovation.jp/program/professional-design-camp/pdc01.html

DAY 1 11月18日（火）
10:00〜12:00 イントロダクション

・ プログラムの趣旨、概要、テーマ、スケジュール
・ オープニングトーク（リードカンパニー）
・ イノベーションの方法（ミニレクチャー）
・ 自己紹介

13:00〜18:00 スキャニングクラスターの策定
・ 生活者や社会の変化を探る

DAY 2 11月19日（水）
10:00〜12:00 未来イシューの策定

・ 参加企業によるインプット
・ 暮らしにおけるコミュニケーション、エネルギー、健康を中心に、

未来イシューを設定する

13:00〜17:00 インパクトダイナミクス
・ 未来イシュー×スキャニングクラスターの掛け合わせ

（強制発想）による機会抽出

17:00〜19:00 未来シナリオ創造とアイディエーション
・ 未来シナリオとサービスアイデア創造

DAY 3 11月20日（木）
10:00〜15:00 未来シナリオ・アイデアのプロトタイピング（可視化）

・ 未来シナリオ、アイデアのブラッシュアップとプロトタイピング
（街マップづくりなど）

15:00〜16:00   プレゼンテーション
・ 全体共有

16:00〜17:00   今後に向けて・レビュー
・ 各社ビジネスへのフィードバックや今後の可能性への視点抽出
・ プログラムレビュー

17:00〜19:00   懇親会

活用手法：未来洞察 様々な製品・サービス開発に活用できる未来予見手法が習得できます

未来洞察は、生活者視点からのアプローチを通じて未来を洞察し、
イノベーションの起点となる新しい機会を抽出する手法です

✔ディマンドサイド・イノベーション
生活者にとっての価値変化という視点から、イノベーションの機会を捉える

✔アウトサイド・イン発想
既存の枠組みからは見えない不確実性、想定外の社会変化を捉える

✔シナリオシンキング
新しい生活／ビジネス機会の実現イメージをコンテクストで捉える

既存の延長線上にある予測ではなく、
未来をより創造的に考えます

外部性の視点を含めることで
未来の新たな可能性を見出します

※博報堂イノベーションラボの未来洞察は、英国のBusiness Futures Networkとの提携により開発された独自のプログラムです。



デザインセミナーSeries2「ヘルスケアのデザイン」のご案内

世界で例を見ないスピードで高齢化が進展する我が国では、健康ブームの高まりもあり、ヘル
スケア分野が非常に注目されています。急激な成長が期待されるヘルスケア市場に注目が集まる
一方で、社会の成熟化などにより、疾病構造が急性疾患から生活習慣病などの慢性疾患へと大き
く変化し、医療・介護従事者の不足や増え続ける国民医療費が社会の大きな課題となっているな
ど、我が国のヘルスケアシステムは、多くの課題を抱えており、持続可能なシステムへの再構築
が求められています。

デザインセミナーSeries2は、以下の日程で開催を予定しており、ICTの力でヘルスケアシステ
ムの改革に取り組んだe-Health先進国エストニアの状況及び我が国の健康医療政策の動向を専門
家から講義頂いた後、日頃接することが少ない様々な立場・領域のステークホルダーの知恵を融
合させて、我が国の文化、技術、制度などに根ざしたヘルスケアシステムを共にデザインし、そ
の成果を参加各組織のヘルスケア関連業務にお役立て頂けるよう、京都大学医学部附属病院・病
院長補佐の黒田知宏教授をはじめ、京都大学医学部附属病院の教員陣と現在企画を進めておりま
すので、参加をご予定おき頂けますと幸いです。

詳細につきましては、announce mailにより追ってお知らせ致します。ご期待下さい。

日程：2015年2月4日（水）～6日（金）

場所：京都リサーチパーク（予定）

日程：2014年10月25日（土） 13時～17時

場所：京都大学デザインイノベーション拠点（京都リサーチパーク9号館5階）

テーマ：グラフィックレコードで行うUXデザインワークショップ

登壇者：清水 淳子氏 （Yahoo! JAPAN UXデザイナー / Tokyo Graphic Recorder）

概要：議論をビジュアルで可視化し、共有することで、よりクオリティの高い議論や結果に導く
ことが可能になります。このワークショップでは、ミーティングでグラフィックレコー
ディングを取り入れ、チームを団結させるテクニックを学びます。

1.ビジュアルランゲージを体験する （アイコン、関係性、文脈）
2.ビジュアディスカッションを体験する
（良い議論とは何か、バイアスの壊し方、議論の構造化手法）

こんな人にオススメ
・議題を時間内に解決し、プロジェクトをもっと効率的に進めたい
・クライアントの要望をアウトプットに反映し顧客満足度をアップさせたい
・コミュニケーション改善、チームビルディングに興味があり何か実践したい
・インフォグラフィックや図示化に興味がある
・イベントやカンファレンスなどでグラフィックレコーディングがやってみたい

「グラフィック・レコーディング」は、議論をビジュアルで可視化し、共有する手法です。
目的のひとつは「限られた時間での議論をより良い結果に導くこと」です。曖昧で答えが出
にくい議論も、ビジュアル化し進めると、メンバー全員の思考が明確になり、新たな問題や
解決策が浮かび上がる確率が高まります。グラフィックレコードの使用シーンは、簡単な打
ち合わせから、固い社会的議論がなされるイベント、経営戦略会議、はたまたパーティまで。
会話が生まれる場所ならば、何処でも使用可能です。「グラフィック・レコーディング」は、
絵が苦手だと出来ないと思われることが多いですが、そんなことはありません。漢字やひら
がなのように覚えれば誰でも使える言語と同じで、グラフィックも一定のルールを覚えてし
まえば誰でも使用可能な言語のひとつです。今回のフォーラムではファシリテーショングラ
フィックと題しまして、1日間で、グラフィックの基本的なルールを習得し、ミーティングで
グラフィックレコーディングを取り入れてみる流れをお伝えしたいと思います。

参加費： 無料（懇親会に参加される方は、懇親会費1,000円）

申込方法：http://wsdesign3.peatix.com/ （注) 満員の場合がございますので、ご容赦下さい。

デザインフォーラム ワークショップデザインシリーズのご案内



コンソーシアムの動き

デザインセミナーSeries1 「サービスデザイン」開催報告

9月3日(水)～5日(金)に、京都リサーチパー

クにおいて、デザインセミナーSeries1

「サービスデザイン」が開催されました。

当日は、最初に京都大学経営管理大学院の

教員陣によるサービスに関する理論、サービ

スを理解するための観察手法、サービスデザ

インの方法論などの専門知識の講義が行われ

ました。

その後、サービスデザインを実践するワー

クョップが行われました。ワークショップは、

世界的に有名なデザインコンサルティング会

社であるIDEO及び博報堂イノベーションラボ

による独自のノウハウを持ったプロフェッ

ショナルなファシリテーションにより進めら

れました。京都市内の数カ所に分かれて実施

されたフィールドワークにより自分の体験を

通じてインサイトを得た上で、その内容を可

視化し分析しつつ、創出すべきサービスに

とっての新たな機会が発見され、新たなサー

ビスのアイデアが様々な手法を用いて可視化

されていきました。さらにその内容を様々な

手法を用いて共有する中で、創発が生じ、ア

イデアのブラッシュアップが進められた後、

プロトタイピングによりアイデアが形となっ

ていきました。更にフィードバックを得て、

ブラッシュアップし、サービスストーリーを

作り上げ、発表が行われました。

最後に再び京都大学によるサービスデザイ

ンの最新研究動向と新しいマーケティング理

論として注目されているサービス・ドミナン

ト・ロジックの概要の講義が行われた後、同

ロジックの提唱者であるハワイ大学Vargo教

授による「サービスドミナントロジックから

見たデザインとイノベーション」の招待講演

が行われました。

本セミナーは、京都大学に蓄積された学際

的デザイン理論、世界的コンサルティング会

社による実践的なワークショップ、世界的第

一人者の国際招待講演を組み合わせたもので

あり、京都大学デザイン学大学院連携プログ

ラムの履修者を含め、参加者が、他では得ら

れない深い理解と実践的な能力を身に付けら

れる機会となりました。



京都大学サマーデザインスクール2014開催報告

9月24日(水)～26日(金)の3日間にわたり、

京都リサーチパークにおいて「京都大学サ

マーデザインスクール2014」が開催されま

した。20テーマが実施されましたが、参加募

集開始早々にほぼ満員御礼となる大人気で、

3日間にわたって熱い議論が交わされました。

今年で4回目でしたが、本コンソーシアム

が設立されて初めての開催となり、本コン

ソーシアムも主催に加わり開催されました。

このため、実施テーマの半数は、コンソーシ

アム会員企業の方に実施者として協力頂いた

ものであり、また、参加者としてもコンソー

シアム会員企業等から多数参加頂きました。

これにより、大学と産官の相互学習の場が形

成され、様々な立場の知見を融合させて取り

組むとともに、学生が社会の実問題に触れつ

つ、産官の実践性を備えた教育を受ける貴重

な場となりました。

参加者の投票で選ばれた最優秀賞には、

<不便駅>をデザインした「フィールドベース

の不便益システムデザイン」が選ばれました。

ご協力頂いた方々ありがとうございました。

産学デザインシンポジウム開催報告

サマーデザインスクール期間中の9月25

日(木)に京都リサーチパークにおいて、産学

デザインシンポジウムが開催されました。

当日は、京都大学からの活動報告として、

林康裕教授から「大地震に備えた都市・建築

物の保全再生デザインの取り組み」、松原厚

教授から「デザインを科学する～機械工学領

域からのチャレンジ～」、若林靖永教授から

「製品デザインから事業デザインへ」と題し

た講演が行われた後、サマーデザインスクー

ルの見学が行われました。

その後、産業界からの招待講演として、日

建設計 山口義雄氏から「キャンパスづくり

のPlanning&Design～創発をテーマとして～」、

クラウドワークス 吉田浩一郎氏から「クラ

ウドソーシングが産み出す企業経営と個人の

働き方のイノベーション」、NTT西日本相談

役で本コンソーシアム会長の大竹伸一氏から

「文化経済大国を目指して～新しい価値を創

造するサービス・ものづくり～」と題して貴

重なお話を頂きました。

最後に、本コンソーシアム副会長の門内教

授の司会で、本日の講演を総括しつつ、「産

学連携によるデザイン型人材の育成」につい

てのパネルディスカッションが行われました。



フェロー会合開催報告

推進委員会開催報告

8月1日(金)に、京都大学デザインイノベー

ション拠点において、フェロー会合が開催さ

れました。当日は、正会員Ａの方の推薦を受

け、フェローが決定した方に京都大学学際融

合教育研究推進センターデザイン学ユニット

デザインイノベーション拠点フェローの委嘱

通知書の交付が行われた後、各フェローから

自己紹介を頂くとともに、フェローの活動、

京都大学デザイン学大学院連携プログラム及

び本コンソーシアムの活動について説明及び

意見交換が行われました。

さらに、9月27日(土)にも開催され、サ

マーデザインスクールにおけるテーマの実施

や産学デザインシンポジウムへの参加を受け、

その感想を伺うとともに、来年の実施に向け

て意見交換が行われました。

また、フェローの活動や今後のコンソーシ

アムの活動全般についての活発な意見交換が

行われました。

10月8日（水）に、コンソーシアム推進委

員会が開催されました。当日は、推進委員会

の構成員全員が参加し、デザインセミナー

Series1など、上半期に実施された多くの活動

や上半期会計状況の報告が行われ、意見交換

が行われました。また、プロフェッショナ

ル・デザインキャンプやデザインセミナー

Series2などの今後の活動や会務の執行体制に

ついて活発な意見交換が行われました。

デザインフォーラム ビジネスデザインシリーズ開催報告

8月1日(金)に、京都大学デザインイノベー

ション拠点において、デザインフォーラム

ビジネスデザインシリーズが開催されました。

本シリーズの初回にあたり、企画者である貫

井孝特任教授から、日本の製造業の成り立ち、

隆盛を極めた日本のエレクトロニクス産業が

衰退した原因、バリューチェーンをなす商品

企画・研究開発・生産・販売などに関する分

析と留意点、今後の再興に向けた提言、求め

られる人材像などについて、長年のビジネス

経験から得られた豊富で実践的な内容の講演

を頂きました。

これを受けて、参加者との活発な意見交換

が行われました。



会員紹介

三菱電機株式会社

株式会社野村総合研究所

サマーデザインスクール2014にて

三菱電機グループは、技術、サービス、創造力の向上を図り、
活力とゆとりある社会の実現に貢献することを企業理念とし、重
電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバ
イス、家庭電器などの製造・販売を行ってきました。グループの
経営方針は、(1)「成長性」「収益性・効率性」「健全性」の3つ
の視点によるバランス経営を継続することにより、もう一段高い
レベルの成長を可能とする財務体質を得るとともに、(2)「強い事
業をより強く」「新たな強い事業の継続的創出」「強い事業を核
としたソリューション事業の強化」することを目指す成長戦略に
基づき、グローバルに事業を展開・拡大してゆくことにあります。

一方で、この成長戦略を推進するためには、強い事業を支える
顧客ニーズの本質を把握すること、新たな事業を必要とする社会

動向を感度良く察知すること、強い事業を取り巻くビジネス・サービス環境を広い目で体系化すること
などが求められます。しかし日本の製造業の多くは、バブル期の成功を牽引したシーズ指向（技術の深
堀）による機能強化・充実化に引きずられ、同じ新機能であっても、顧客がワクワクするような新たな
価値を提供するニーズ発掘型の機能の提案で、欧米の後手に回ってしまったとの感が否めません。この
遅れを取り戻すには、ビジネスの全体像および社会のあるべき姿を描き出し、それを現実的なサービス
や製品へと落とし込んでくる「デザイン力」と「リーダーシップ」を持った人材育成が必要です。

京都大学デザイン学大学院連携プログラムは、まさにこう言った問題意識に立って、将来をデザイン
し、それを牽引できる「十字型人材」を育ててゆこうとされています。三菱電機は、同プログラムのプ
ログラム担当者としてこの教育活動に微力ながら協力するとともに、サマーデザインスクールのテーマ
提案やコンソーシアムでの活動を通して、産業界でのデザイン思考の実践と普及に取り組んでゆきたい
と考えています。

野村総合研究所は、2015年に創立50周年を迎え
ます。この間、リサーチ、コンサルティング、情
報システムサービスを柱に事業を進めて参りまし
た。ここ数年は、プロジェクトの成果に独創性が
より強く求められるようになり、デザインアプ
ローチやオープンイノベーションの方式を採用す
るケースが急速に増えてきました。

特に、商品・サービス企画や新規事業開発に取
り組む場合、戦略の差別性、新規性が不可欠とな
ります。多様性の高いチーム編成、実証実験によ
る裏付け作り、クリエイティブなアイデア表現な
ど、様々な工夫を凝らして斬新な構想作りに取り
組みます。こうして、最近注目度上昇中のイノ
ベーション手法を採り入れる局面が、社内でしば
しば見かけるようになりました。

我々が活動している野村総研未来創発センターは、野村総合研究所のシンクタンク機能の中核であり、
社会課題やメガテーマを探究し、その方向性を提言する活動をしています。テーマ領域は、経済・資本
市場、金融・産業、政策・制度、2030年社会像を基本としています。これら研究には、まさしく独創
性、斬新性が必須となるので、社内でもデザインアプローチを積極的に採り入れている急先鋒の組織と
なっています。

今後、京都大学デザイン学大学院連携プログラム及びデザインイノベーションコンソーシアムの活動
を通じて、デザインアプローチ手法に磨きをかけて行こうと考えています。プロフェッショナル・デザ
インキャンプを始めとして、機会があれば、セミナーやフェローの制度を積極的に活用していきたいと
思っています。

（左から）木村（戦略企画）、三浦（センター長）、磯崎（経営研究）、
寺田（未来予測）、佐々木（経済研究）


