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Executive Summary

未来研究トークとは、社会の永続的な発展に向け、将来の研究分野を発見・創造するために、産学官の
多様なセクタから若手メンバーが集い、継続的に議論を行うコミュニティである。多様なメンバーが互い
に信頼関係を築き、互いに問題俯瞰力と問題設定能力を鍛錬しあい、そこで得られた能力、着想、人脈を
自らの文脈で活かすという目標を掲げ、2012 年度から 2014 年度までの 3 年間を通じて定期的かつ継続的
な会合をこれまで 10 回開催した。これまで開催した会合のテーマは下記のとおりである。
１．BIG DATA トーク（2012/9/6）
２．パノラマ・バーチャルショップ関連ビジネスの俯瞰と問題設定（2013/3/27）
３．学習・教育分野で今後生まれる新たなビジネス（組織の連携から個の連携へ）
（2013/6/19）
４．新しい提案を企画し、社会に送り出す方法を考える
～地球マテリアル会議と知のコンピューティングを題材に～（2013/9/18）
５．スポーツの新しい可能性について考える（スポーツ×科学技術（IT）第 1 回）
（2013/12/2）
６．スポーツの新しい可能性について考える（スポーツ×科学技術（IT）第 2 回）
（2014/1/22）
７．パーソナルモビリティの登場と未来のライフスタイルに生じる変化（2014/7/9）
８．大学への要望の俯瞰と大学の新しい可能性（2014/9/17）
９．身の回りの格差と自分の研究やビジネスとの接続性（2014/11/12）
10．バブルの仕組みと、身近なバブルの存在（2015/2/18）
未来研究トークの成果は、形成されたコミュニティ、議論が深まるワークショップのデザインである。
形成されたコミュニティは、2015 年 1 月現在、アカデミアから 18 名、企業から 24 名、JST（日本科学
未来館を含む）から 12 名というバランスの人員構成となっている。数理科学やコンピュータ科学の専門
家を中心として、互選により順次メンバーを拡大し、物性・回路、センサ・ロボット、社会・政策、知財・
経営、メディア・デザインの専門家も参加し、メンバーの専門分野の多様性を広げられた。コミュニティ
は、俯瞰力と問題設定力を生み出す基盤である。メンバー間の自律的なコラボレーションや、持ち帰った
経験を各メンバーが自分の出身母体で活用する例も見られる。
議論が深まるワークショップのデザインは、話題提供の後にグループに分かれて議論をして議論の成果
をシェアするという枠組みを確立し、
「企画」
「ワークショップ設計」
「ワークショップ実施」
「レビュー」
という PDCA サイクルをまわすワークショップデザインのフローで運用してきた。また、GROW モデル
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を活用したワークショップの設計や、ワークショップ運営時における早期に議論を深めるためのルール、
専門知識を活かすためのルール、際立った意見も埋もれないためのルール等を作ってきた。
未来研究トークの活動を通じて、
「コミュニティ作り」に関して次のような重要な示唆が得られた。こ
の活動の最大の受益者は参加者である。信頼関係で結ばれ、自らが受益者として参加する人たちの集まり
こそが “ コミュニティ ” であり、それは自立しうる。このコミュニティを健全に発展させるためには、参
加者にとっての利益を増大させる努力を続け、受益者以外からの支援はむしろ受けないほうがよい。
以上の振り返りに基づき、今後は CRDS の活動の枠を超えて、ここで生まれたコミュニティを自立させ、
更に発展させることとした。
CRDS は、プロポーザルを作成する際などに、専門家をワークショップに招聘して議論する形式が主流
であり、研究開発戦略の立案に活用するためのコミュニティ作りに関する明確なプラクティスをもってい
るわけではない。この未来研究トークの発展は、CRDS の「場の形成」の一類型になりうるものと考える。
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1．未来研究トークとは何か

未来研究トークとは、社会の永続的な発展に向け、将来の研究分野を発見・創造するために、産学官の
多様なセクタから若手メンバーが集い、継続的に議論を行うコミュニティである。前身は、2011 年度の
電子情報通信分野俯瞰プロジェクトⅤに参加した若手有識者を中心に組織された、未来研究開発検討委員
会である。
本会の目的である、『将来の研究分野を発見・創造』のためには、大規模複雑な問題を俯瞰する能力、
その中で問題を設定する能力、多岐にわたる専門性をつなぎそこから英知を結集する能力が必要である。
そのため、メンバーである産学官の様々なディシプリナリ（専門性）を持った多様な研究者、起業家、専
門家は、本会への参加を通じ、この場で互いに問題俯瞰力と問題設定能力を鍛錬しあい、そこで得られた
能力、着想、人脈を自らの文脈で活かすという目標を掲げている。また CRDS は、そのミッションの一
つである「場の形成：科学技術政策・戦略の立案に携わる人たちと研究者との意見交換ができる場を形成」
のため、主催者として未来研究トークの活動を支援、運営している。
未来研究トークは、年間を通じ定期的かつ継続的な会合を開催している。これは、多様なメンバーが互
いに信頼関係を築き、未来の研究分野の発見、創造、そして実践への流れを作っていくコミュニティを形
成することを目指すためである。議論するテーマは、毎回参加者が持ち寄る。議論は小グループに分かれ
て実施し、問題俯瞰力と問題設定能力の鍛錬に向け、問題の構造化、発想の方法論を利用する。グループ
のファシリテーションを持回りで行い、多様な専門性をつなぎそこから英知を結集、新たな気づき（イン
サイト）を創造する能力を養う。参加メンバーは固定ではないものの、この趣旨を “ 粋 ” に感じ、継続的
に参画してくる若手メンバーと場を形成してきたいと考えている。
（座長：木浦寿朗、副座長：宇野毅明）
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2. 未来研究トークの成果

2-1．これまでの成果のエッセンス（コミュニティと手法）
「未来研究トーク」の定義は、1 章で述べたとおり “ 社会の永続的な発展に向け、将来の研究分野を発見・
創造するために、産学官の多様なセクタから若手メンバーが集い、継続的に議論を行うコミュニティであ
る。” となっている。本節では、この「未来研究トーク」という活動を通して、①どのようなコミュニティ
を形成してきたか、②議論をどのように深めてきたか、という観点から成果について振り返ることにする。
2-1-1．形成されたコミュニティ
（1）俯瞰力と問題設定力を発揮する基盤としてのコミュニティの形成
・多様なメンバーが視野を相補的に提供し合うことでより広い視野が得られ、問題設定の考え方を交換
することで深い洞察力が得られる。コミュニティは、俯瞰力と問題設定力を生み出す基盤である。
・2011 年度に研究開発戦略センターで実施された俯瞰プロジェクトⅤの若手メンバーを中心に、互選
によって順次メンバーを拡大。2015 年 1 月現在、アカデミアから 18 名、企業から 24 名、JST（日本
科学未来館を含む）から 12 名というバランスの人員構成（図 2.1）
。
・数理科学やコンピュータ科学の専門家を中心として、互選により順次メンバーを拡大し、物性・回路、
センサ・ロボット、社会・政策、知財・経営、メディア・デザインの専門家も参加し、メンバーの専
門分野の多様性を広げられた。
（図 2.2）
。
・継続的に参加するメンバーの間には信頼関係が育まれ、共同研究など様々なコラボレーションも生ま
れている。
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図 2.1

図 2.2
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2-1-2．議論が深まるワークショップのデザイン
未来研究トークでは、毎回異なるテーマを選択し、そのテーマを様々な専門分野からの視点を取り入れ
ることによって俯瞰し、課題設定を行う。この作業を約 2 時間という限られた時間で行っていく。これが
基本方針である。
【ポイント 1】ユースケース 1 を設定した上で科学技術を議論
・科学技術の研究は真理の探求という側面もあるが、現実の問題に適用されることで社会的価値を生む
という側面もある。特に情報技術のように実用的側面が強い分野は、どのように適用されるかという
ユースケースを想定し、検討していくことが有用。
・科学技術は、社会からのフィードバックを受けて新たな課題設定がなされ、さらに新しい科学技術の
創出へとつながることもある 2。そのことからも、ユースケースを想定し、技術と社会との関わりに
ついて検討することが将来の科学技術の発展を考える上で重要。
【ポイント 2】複数のソリューション 3 を意識して議論
・現実社会にある課題は単一の科学技術だけで解決されることはほとんどなく、複数のソリューション
が複合的に用いられる。例えば、携帯電話で今よりも無線高速通信を行いたいという課題を考えると
して、電波法制の検討抜きにして通信技術だけを議論しても実行可能な計画は立案できない。現実社
会に受け入れられる有益な問題設定のためには、複数のソリューションを意識して議論することが必
須。
【ポイント 3】情報技術をソリューション上のコアと意識して議論
・未来研究トークは、主に情報技術に関わる研究者・実務家が主に集まっている。従って、コアコンピ
タンスである情報技術を意識した議題設定を行い、テーマ設定一貫性を持たせる。

1

例えば、医療や介護などの技術の使われ方のことを指す。

2 例
 えば、エンジン等の技術革新によって自動車ができ、交通の発達という社会的価値が生まれた。それによって、環境問題等が表出し、環境技術の発展な
どの展開がある。
3

科学技術だけにとどまらず、デザイン、マネジメント、会計、法律など、様々なユースケースに広く活用できる横串的な手段を指す
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図 2.3

ユースケースとソリューションの関係性の概念図

しかし、各分野の高い専門性を持つ人材が集まっているとはいえ、短時間で深い議論を行い、俯瞰と課
題設定にまで至るのは容易ではない。そこで、これまでワークショップの回を重ねることで、そのデザイ
ン手法を改善してきた。このデザインのノウハウが一つの成果となる。本項では、その成果について説明
する。
2-1-2-1．ワークショップデザインのフロー
はじめに、どのようにノウハウ蓄積を行ってきたかについて説明する。未来研究トークでは、
「7 人で
構成される幹事会」が組織されており、この幹事会が企画と運営に関して責任を持つ。企画・運営作業の
中で、次の図に示すような PDCA サイクルを回して改善点を毎回洗い出し、ノウハウとして蓄積してきた。

図 2.4

9

未来研究トークにおけるワークショップデザインのフローの概念図
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１．企画：どのようなテーマに対してワークショップを行うかという企画は、幹事会で議論して決定し、
そのテーマに適切な話題提供者を探して依頼を行う。
２．ワークショップ設計：話題提供者が決定すると、幹事会の中から選ばれた 1 名または 2 名がファシ
リテータとして話題提供者をサポートし、ワークショップを設計する。話題とするテーマに対してど
のような観点で議論を行うのか、当日議論をスムーズに行うために参加者に事前にどのような情報を
提供するか、また宿題としてどのような内容を事前に検討してきてもらうかについて検討を行う。
３．ワークショップ実施：ワークショップの実施は、話題提供者が中心となってテーマ説明を行い、事
前に設計した流れに従って参加メンバーの議論が進むようにに導く。
４．レビュー：ワークショップ終了後、ファシリテータがワークショップの実施結果を報告書としてま
とめる。
まとめる過程で、
うまくいった点と改善点を洗い出し、
幹事会でレビューを行う。このレビュー
を通して次回ワークショップでの運営面の課題設定を行う。
2-1-2-2．ワークショップデザインのノウハウ
ワークショップデザインの肝は、２つある。１つは毎回異なるテーマに対して、参加者が議論する視点
や切り口をどのように設定するか、という事前準備におけるノウハウである。もう 1 つは当日議論が深ま
るような場やルールづくり、という当日運営のノウハウである。
まず、1 つめの「参加者が議論する視点や切り口をどのように設定するか」について説明する。未来研
究トークでは、目標を明確化させるための手法である GROW（Goal, Reality, Obstacles, Options, Way
Forward）モデルを使ってテーマの現状整理を行い、議論する視点や切り口を抽出している。例えば、
「未
来科学館の企画提案プロセス」というテーマに対して検討した際には、次のような整理を行った。

Goal
This is the end point, where the client wants to be. The goal has to be deﬁned in such a way that it
is very clear to the client when they have achieved it.
●

未来研究トークのメンバーが、CRDS や日本科学未来館における提案プロセスに関する話題
提供に基づき、メンバーそれぞれが日常的に行っている提案を俯瞰的にとらえて見直し、相
互に学びあえること。
（Optional）研究開発戦略立案や展示開発の業務に関連して、未来研究トークのメンバーに

とって相互にメリットが生まれるような協働のプランが新たに得られること。

Reality
The Current Reality is where the client is now. What are the issues, the challenges, how far are
they away from their goal?
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●

参加者はそれぞれ自分の文脈でさまざまな提案活動を行っているが、そのプロセスのあり方
について俯瞰的に考える機会はあまりない。
CRDS の活動は、基本的には年に１回 CRDS 主導で発案し、科学の専門家と協力してユニッ
トごとに俯瞰活動を行い、ユニットを横断して戦略プロポーザルを作り、文部科学省情報
課＆戦略事業でプロジェクトを作り、関連アカデミアがプロジェクトに参加するという形
態で社会にインパクトを与えることを想定している。俯瞰（2 年）とプロポーザル作り（1 年）
で合計 3 年かかる。
日本科学未来館の活動は、基本的には年に 1 回未来館主導で発案し（外部から持ち込まれ
る企画もある）
、調査と設計を科学の専門家や、展示のデザイナーとともに検討して基本計
画を策定し、
実施設計を行い、
時にはプロトタイプを “ 友の会 ” の人たちに見せながらフィー
ドバックを受け、取材対応、サイエンススイッチの編集、ウェブの製作を通じて PR を行い、
展示やイベントを通じて来館者にメッセージを伝えることで社会にインパクトを与えるこ
とを想定している。アイデアの着想から常設展示ができるまでに通常２年かかる。

Obstacles
There will be Obstacles stopping the client getting from where they are now to where they want to
go. If there were no Obstacles the client would already have reached their goal.
●

未来研究トークのメンバーが、CRDS、日本科学未来館の業務について知らない。

● 「知のコンピューティング」の提案については、JST、文部科学省、アカデミア（情報系、認
知科学系）
関係者で 6 か月以上議論を続けてきているが、
提案の内容は完全に固まっていない。
Options
Once Obstacles have been identiﬁed, the client needs to ﬁnd ways of dealing with them if they are
to make progress. These are the Options.
●

CRDS や日本科学未来館の提案業務の具体事例で未来研究トークメンバーをインスパイアす
る。

●

CRDS や日本科学未来館の活動でもっと他のステイクホルダの関与がありえないか、当事者
以外の視点で見直してみる。
（CRDS の事例はまだ提案の内容が完全に固まっていない現在
進行中のテーマなので、リアリティを持って考えることができる。
）

Way Forward
The Options then need to be converted into action steps which will take the client to their goal.
These are the Way Forward.
●

CRDS が「知のコンピューティング」の検討経緯（現在進行形）をわかりやすく解説。

●

未来館の今泉さんが、未来館の展示の検討経緯（過去の事例）をわかりやすく解説。

●

二つの提案活動について、プロセスモデルやステイクホルダをマッピングしてみる（提案活
動の俯瞰）
。

未来研究トークのメンバーが、それぞれの立場から、CRDS や未来館の活動から学べることや改
善点、自分とどのような協働がありえるかを提案する（今まで見過ごされていた新しい問題の設
定）
。
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次に、
「当日議論が深まるような場やルールづくり」について説明する。こちらについては、GROW モ
デルのような、既存のフレームワークをベースにしたノウハウではなく、失敗を重ねてヒューリスティッ
クに蓄積された議論のためのルールである。以下、ひとつずつ説明していく。
（1）早期に議論を深めるためのルール
話題提供者には、議論の土台となるテーマやキーワードに対して厳密ではないにしても一定の定義付け
を行ってもらうようにしている。例えば、
「バブル」というテーマに対して議論を行う際には、「バブルと
は、本質的には価値が同程度と考えられるものに対して格差が生じる現象」という定義をした上で、バブ
ルに対する議論を行った。参加メンバーが多様であるため、このように一つの用語を巡って解釈が割れる
ことは頻繁に起きる。用語の定義を共有し、速やかに論点が認識できるよう工夫する。
（2）専門知識を活かすためのルール
参加メンバーが検討・発言する際に、各自の専門領域で考えるという制約を課している。毎回テーマと
する題材は、基本的には参加者の専門外の領域であり、ゼロベースで検討を始めることになる。そのため、
設定されたテーマの土俵で検討したとすると、ほとんどの場合は話題提供者の想定の範疇に収まってしま
う。そこで、より深い議論となるように、一度自分の専門領域の話に置き換えて検討を行い、アナロジー
としてワークショップテーマに展開することにしている。
例えば、
スポーツのセカンドキャリアというテー
マであれば、大学の教職員はポスドク問題といったように自身の領域で検討を行うようにする。
（３）際立った意見が埋もれないためのルール
未来研究トークでは、全員が同意する意見よりも、何割かの人からは反対や批判が出るが革新的な意見
こそ尊重しなければならない。このような際立った意見が埋もれないために、試行錯誤中であるが、ワー
クショップのグループ分けを行う際に、類似した専門性を持つ参加者を固めるというアプローチがよいの
ではないかと考えている。このアプローチは、マルチディシプリな参加メンバーを集めて議論を行う趣旨
と一見、背反しているように見えるが、実はそうではない。グループ内では類似した専門性のメンバーが
意見を出し合うことで比較的狭い視野での意見集約となってしまう一方、奇抜な意見もその価値をわかる
参加メンバーがいることから拾われる可能性が高くなる。そして、最終的にグループ間で意見交換するこ
とで多様な視点を導入できることになり、ここでマルチディシプリな参加メンバーを募ったメリットを享
受できる。短時間でできるだけ深い知見を参加者から引き出すには、分野やセクタの違いを段階的に取り
払っていくアプローチが有効だということである。

CRDS-FY2014-XR-09

006-014_02章.indd 12

独立行政法人科学技術振興機構

研究開発戦略センター

12

2015/03/26 18:18

未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

2-2．その他の成果（個別に生まれたコラボレーションなど）
未来研究トークは、多様な専門性を持つメンバーから構成されるコミュニティである。そのため、各参
加者は、ワークショップに参加することで異なる専門的知見を吸収することができ、自身が持つ課題意識
がそこで解決の兆しを見せることもある。本節では、このような流れによって参加者間で生まれたコラボ
レーションについて紹介する。
2-2-1．事例１：教育×データマイニング
第 1 回目のワークショップ「Big Data トーク」で取り上げられたビッグデータ分析を、現実社会の課
題に適用する試みを話題提供者の宇野（国立情報学研究所）と参加者の小川（弁理士）で開始した。
１）コラボレーションの目的
弁理士は、5 年で 70 単位分の研修を受講する義務があるが、日常業務に追われて思うように受講が進
まない者も多く、支援策が課題となっていた。そこで、ビッグデータ解析を用いた講座推薦などを行い、
新たな支援策の提供ができないかについて専門家である研究者と当事者である弁理士で協力して検討を行
うことにした。
２）課題
受講状況を見て、単位取得が進んでいない会員にアラートを挙げるなどは容易である。しかし、意欲を
高めて受講促進を図ることが理想であり、その点でどのような解決策をなしうるかということが課題で
あった。
３）検討内容
当初は協調フィルタリングを用いた簡単な推薦の検討から開始したが、宇野の提案により、受講履歴か
ら各会員の嗜好について本質的な理解を行い、その上で推薦を行うという手法の検討を行うことにした。
その結果、会員が 9 タイプの受講パターンに分かれることがわかり、それらのタイプに応じた推薦を行う
手法を確立した。また、この結果を用いると各会員に自身の嗜好性を示せるようになり、長期的な学習の
方向性を考える際の参考データとして使えるなど、更なる応用についても検討を行った。
４）成果
・日本弁理士会 会報「パテント」誌 2013 年 8 月版に論文が掲載
・日本弁理士会 研修所にて招待講演を実施（2013/8/22 ＠霞ヶ関ビルディング）
・2014 年度から日本弁理士会関東支部で、2014 年末から日本弁理士会研修所で、上記講演を踏まえた
受講データ分析のプロジェクトが開始されている。
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2-2-2．事例２： 所内の交流促進＠国立情報学研究所
国立情報学研究所では、宇野が未来研究トークで培われたノウハウを持ち帰り、所内の交流促進を目的
としたワークショップを設計し、年 5 回の開催を行った。事務系研究系を横断して交流を図る、飲み会な
どではないイベントという斬新なもので有り、他の研究機関で類を見ないものである。
お題を身近なものに設定し、話のきっかけを作り安くすると共に、自分の意見を言いやすく、実際に言
うことで、交流の効果の促進を狙っている。
年 4 回、いろいろなテーマで行ったが、参加者、参加できなかった者を問わず非常に好評で有り、もっ
と続けて欲しいという意見が目立った。
未来研究トークのような場が、形と目的を変えて有効に活用される、副次的な展開が可能であることを
見せているものと考えている。

図 2.5 国立情報学研究所で実施されている交流促進を目的としたワークショップの様子
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3. 次の世代の研究者に向けて

創発とは、個々が互いに相互作用をしあい、複雑に組織化することで、個々の要素の振る舞いからは予
測できないような性質が全体として現れることです。例えば、高い知性をもたないアリが、群れとしては
創発的な共同作業（巣作り、仲間の墓作り、ゴミ捨て場作り）をすることが知られています。群れること
は、決して悪いことではなく、創発的な場の形成につながるのです。物理学に「強相関電子系」という言
葉があります。相互作用が強い「ちょいワル」的な電子の集団のことを意味しますが、そのような創発的
な場において予想をはるかに超えた特性（高温超伝導）が創発的に発現することが知られています。同じ
ように「ちょいワル」的な人間集団でも創発的特性の発現が期待されます［1］
。
ハーバード・ビジネス・レビューに掲載された論文［２］には、多様性のある人々が一緒に考えること
の重要性が指摘されています。また、イノベーションを生むための必要条件は、多様性のある環境にずっ
と身を置くことであるとも言われています。
『未来研究トーク』メンバーも、性別に関係なく、相互作用
が強そうな「ちょいワル」的な個性を持っており、多様性のある人々からなっています。したがって、創
発的な場としての『未来研究トーク』からは、予想をはるかに超えたイノベーティブなアイデアが創発的
に発現することが期待されます。
我々『未来研究トーク』メンバーは、相互作用が強い「ちょいワルおやじ」的な人間集団でありたいと
思います。世間にへつらうことなく、そして世間を恐れることなく、各人が独立自尊の精神を持つととも
に互いに協力しあうことで、大きなコトを成し遂げたいと願っています。そのために、我々は、
「自我作
古（じがさっこ：われよりいにしえをなす）
」の勇気と使命感を持って、
古いしきたりや習慣にとらわれず、
未来を先導する「前人未踏の新しい領域」の開拓に挑戦したいと考えています。たとえ想像を絶する困難
や試練が待ち受けていても、
「未来への先導者」として、それらを乗り越えていきたいと思います。
若い皆さんも、
「未来への先導者」たらんとして、
「自我作古」の気概を持って、新世代『未来研究トー
ク』に参加してください。未来は、皆さんのイノベーティブな活躍を期待しています。
（幹事メンバー：的場正憲）
参考文献
［1］的場正憲，電子の創発的な舞台を設計し、創発機能を発現させる，
「塾」No.274, 26,  （2012）.
［2］Lee Fleming, Perfecting Cross-Pollination, Harvard Business Review, Vol. 82, Issue 9, 00178012,
（2004）
.
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4．3 年間の総括と今後の方針

未来研究トークの活動は、コミュニティ作りの試行錯誤である。CRDS のミッションの一つである「科
学技術政策・戦略の立案に携わる人たちと研究者との意見交換ができる場の形成」の活動の一環として、
産官学からできるだけ多様な人材を募り、コミュニティ作りに取り組んできた。
このコミュニティ作りの発端は、2011 年度に電子情報通信ユニット（現・情報科学技術ユニット）で
企画された俯瞰プロジェクト V4 まで遡る。研究開発戦略立案に若手の発想を活かすため、気鋭の若手を
学術界や産業界から集めて新しい委員会を構成した。そこに集まった若手は、提案したアイデアが年長者
の創造性の範疇を越えられない苦い経験を味わった。俯瞰プロジェクトⅤ終了後、この委員会のメンバー
の有志が集まり、年長者を驚かせるような斬新な視点の提供ができなかったことを真摯に受け止め、その
理由について議論し、以下のような結論に達した。
・年配の有識者と比べ、経験や知識が相対的に不足することにより各人の視野が限られていること
・議論に不慣れであること
・率直な意見をぶつけ合わせるために必要な参加者間の信頼関係の構築が未熟であること
有志メンバーは、現状を大きく発展させる新しい視点が提供できる力を自らに備えたいという考えを持
ち、引き続き、この問題に取り組むための行動を始めた。
各人の視野が限られる問題に関しては、
経験の少ない若手個人の力では如何ともしがたい部分はあるが、
多様なメンバーが集まることにより互いの視野を補完し合うことができる。ただし、補完し合うには、メ
ンバーそれぞれが議論を効果的に進める手段を体得する必要がある。そのためには回数を重ねて訓練する
のが効果的であろう。参加者間の信頼関係の構築はついては、山籠り形式で長時間起居を共にすることで
深める方法がある。一方で、短時間の会議を継続的に開催し少しずつ信頼関係を構築することもできる。
有志メンバーは後者を現実的と考え、その場限りの信頼関係ではなく、継続的な信頼関係を築く方法を採
用した。
すなわち、
「創造的な議論を通じて斬新なアイデアを生み出す場の形成には、多様な専門家が、一定レ
ベルの議論の作法を体得し、かつ信頼関係を持ってつながっているコミュニティをつくる必要がある。単
に会議室を用意して有識者を招聘するだけでは十分ではない。
」と考えた。
コミュニティ作りには目的の共有が不可欠である。有志メンバーは議論を重ね、コミュニティ作りの目
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的を「俯瞰力と問題設定力の鍛錬」とした。提案力の高いコミュニティにおける重要な要素を明確化する
ために、一義的には CRDS が担うべき「研究開発戦略の立案」とせず、参加者全員が必要としている「俯
瞰力と問題設定力」の切磋琢磨を目的とし、その活動がひいては CRDS の研究開発戦略立案にも役立つ
という位置づけにした。
未来研究トークのメンバーは、俯瞰プロジェクトⅤのメンバーを中心に互選によって少しずつ多様性を
高めながら増えていった。話題提供とワークショップ形式の対話という設計で 2 時間という短い時間を有
効に使える方法論を設計した結果、人は確実に集まるようになった。
2014 年度に、3 年間の活動を振り返る機会を設けた。その際、この活動の最大の受益者は参加者である
ことに気づかされた。参加者は、議論の方法を学び、日常では得られない多様な人たちとの議論の経験を
蓄積し、お互いの信頼関係を築いていくことに手応えを感じていた。したがって、今後は CRDS の活動
の枠を超えて、ここで生まれたコミュニティを自立させ、更に発展させたいとメンバーは考えた。
ここでメンバーは「コミュニティ作り」がどのようなことかについて重要な示唆を得た。信頼関係で結
ばれ、自らが受益者として参加する人たちの集まりこそが “ コミュニティ ” であり、それは自立しうる。
コミュニティとは、参加するメンバーにとって利益があるものであり、メンバーにとっての利益が、メン
バーの負担よりも大きい場合にコミュニティは産まれる。
このコミュニティを健全に発展させるためには、
参加者にとっての利益を増大させる努力を続け、受益者以外からの支援はむしろ受けないほうがよい。こ
のことは、メンバーが得られる利益が低くなってもコミュニティが持続してしまうモラルハザードを避け
るためにも重要である。
最後に、コミュニティ作りと CRDS がミッションとする「場の形成」との関係について整理する。
未来研究トークは、熟議を通じて新しい視点を提供するにはコミュニティ作りが必要だという立場を
とった。これは、
その場限りの会合を否定するものではない。あくまで、
「場の形成」
の一手段としてコミュ
ニティ作りがあるということである。この 3 年間の活動を通じて、当初の問題提起に対する一定の知見・
示唆が得られたこと、このコミュニティが自立性を持って活動を続けられる目処がたったことから、
CRDS としての支援は終了することとした。今後はむしろ、自立して成長していけるようにコミュニティ
をつくるべきであろう。CRDS においては、プロポーザルを作成する際などに、専門家をワークショップ
に招聘して議論する形式（俯瞰プロジェクトⅤもそうであった）が主流であり、研究開発戦略の立案に活
用するためのコミュニティ作りに関する明確なプラクティスをもっているわけではない。この未来研究
トークの発展は、CRDS の「場の形成」の一類型になりうるものと考える。
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趣意書
「未来研究トーク」は、研究開発に関わる様々なステイクホルダが集まり、自律的に運営される、研究
の展開力を鍛錬する場である。
私たちの新しい未来を切り拓く研究を展開するには、科学技術や社会の動向を俯瞰し、取り組まなけれ
ばならない問題を深く洞察する必要がある。これには、広い視野（俯瞰力）と深い洞察による問題の設定
（問題設定力）が不可欠である。この二つの能力は、相互に密接な関係を持つ。社会は、一人の視野・視座・
視点ではとらえきれない複雑なシステムであり、私たちは、日々俯瞰力と問題設定力の研鑽に努め続けな
ければならない。
JST 研究開発戦略センター（CRDS）は、研究開発戦略の提案業務を行うにあたって、俯瞰力と問題設
定力が不可欠であると認識しているところ、アカデミア、企業、パブリックセクタ等で研究開発に携わる
あらゆる人たちにとっても、
その必要性の認識は強く共有されるものである。このため、
「未来研究トーク」
を企画・実施し、その自律的な運営を主導しつつ、自らの研鑽の場と位置づける。こうした場は、個人、
社会いずれの資産としても貴重である。また、こうした場を作ることは、CRDS の主要任務の一つである。
「未来研究トーク」は、今はまだ社会でリーダーとしての重責を担っていない若者を多く含む場として
スタートする。将来、メンバーが社会で重責を担って判断をしなければならない立場になった時、ここで
の持続的な活動によって生み出された「信頼関係」
、鍛錬された「俯瞰力」
「問題設定力」により、新しい
未来が描かれ実現されることを目指す。
参加者は、アカデミア、企業、パブリックセクタなどから募る。各回にホット・トピックス（科学技術、
ビジネス等に関する）を設定する。対話を原則とし、ホット・トピックスの現状や動向について、参加者
が視野を相補的に提供し合うことでより広い視野を得るとともに、問題設定の考え方を交換することで深
い洞察力を得る。
この俯瞰力と問題設定力の鍛錬の場とコミュニティの形成は、個々人の鍛錬という目的に加えて、主催
する CRDS にとっては、戦略立案のための若手人材プールの形成（会議や委員会に招聘する若手人材を
的確に把握）として有意義であり、メンバーにとっては、
「仕事のテーマ探し」
「人脈へのアクセス」とし
て有意義である。
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（参考資料） 未来研究トーク 2014 の運営方針
未来研究トークのテーマは、スポーツ、医療、教育のような、IT の適用分野（応用分野）か、ビッグデー
タ、デザインといった、IT に関する技術分野（技術分野）からホットなものを選んで設定される。設定
されたテーマの全体像を俯瞰し、問題設定を行う。
俯瞰とは、偏らない視点で全体を把握することである。多様な専門分野からの参加者を確保し、多様な
視点（ものの見方）の提供を得ることで、毎回設定されるテーマについて多角的な視野を確保する。有効
な俯瞰を行うためは、的確な軸の設定やファシリテーションによるところも大きい。
問題設定とは、実現可能な理想を描き、他者の共感を引き出すことである。様々な価値観を持った参加
者が対話を通じて学び合い、止揚を通じ相互にとって新しい理想像を共有するに至るのが理想である。
話題提供者は、未来研究トークの場で、自分が持ち込むテーマについて、自分の視野より広い視野を得
ることを期待し、また、自分の視点と違った視点からの問題設定を期待する。話題提供者以外の参加者は、
当日だけでなく、事前や事後に未来研究トークでの経験を自らの活動に活かす努力を通じて、俯瞰力と問
題設定力の鍛錬を期待する。
未来研究トークは、これまでの試行錯誤を通じて、これら多様な専門家の協働の方法を検討してきた。
参加者は、特定の応用分野の専門家である場合もあれば、特定の技術分野の専門家である場合もある。応
用分野と技術分野は、織物を構成する縦糸と横糸のごとく組み合わさって全体像を形作っている。未来研
究トークの参加者は、それぞれの業務を通じて蓄積された専門性を持つ。これを軸にして、自分の専門外
の分野に自分の見識を敷衍するとともに、他者の専門分野から学ぶことで、あるテーマの全体像を把握し、
新しい理想像を共有することができる。こうした協調的な思考の鍛錬こそ、俯瞰力と問題設定力の鍛錬に
他ならない。
参加者は、自らの専門分野で蓄積された知見からの発言が求められ、そこで得られた発見や気づきは、
自らの専門分野に役立てられなければならない。
（フォローアップ調査をこの観点から実施する）
未来研究トークでは、自分の専門分野とは違った分野のテーマが設定される場合がほとんどであるが、
参加者には常に自分の専門分野に立脚した発言を求める（素人としての素朴な発言は、ほとんどの場合、
話題提供者にとっては当然考えたことのあるものであり、有意義である可能性は低い）
。
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ワークショップの記録

1-1．Big Data トーク（2012/9/6）
■ 日時：2012 年 9 月 6 日（木）18:30-19:45
■ 場所：JST 東京本部別館 4 階会議室 A
■ テーマ：Big Data 宇野トーク＋全員自己紹介
目的：
・近年多くの研究者、ビジネスパーソンが興味を持っている「ビッグデータ」に関する視野を相補的に
提供し合う。
・ビッグデータの分野における問題設定の考え方を共有する。
背景：
・今回は初めての試みということもあり、参加者の多くが興味を持つであろうトピックを選び、自然な
流れでどのような議論や意見交換が起るかを実験する。
■ 話題提供者
・宇野毅明：国立情報学研究所
・清家綾

准教授

SEIKE CONSULTING

Patent Consultant

■ 参加者（8 人）
・宇野、蓮尾、小川、沙魚川、清家、鈴木（慶）
、高島、的場
■ Keyword：Big Data
活動の概要：
・宇野毅明（国立情報学研究所）が、
「ビッグデータについて

－私見－」と題してビッグデータの概

念と研究の基本戦略について講演。
・清家綾（SEIKE CONSULTING）が、ビッグデータ時代に向けての重要技術課題について、話題提供。
（成果）
・ビッグデータは、世間で騒がれている割にはその正体がよく分かっていない。どのようなものがビッ
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グデータであり、ビッグデータでの困難は何かが共有されていない。共有されていることは、近年の
社会・経済・研究環境がビッグデータを生み出しているというところだけ。ビッグデータの生成過程
に鑑み、ノイズ・粒度の違い・初等性・疎性・多様性という困難性が共通に存在し、中でも多様性の
研究が最も遅れている。
多様性がなければビッグデータはスモールデータに損失無く縮約可能であり、
多様性の獲得こそが、ビッグデータをそのまま使うことの大きなメリットの一つになっている。ビッ
グデータ活用に有用な共通基盤技術開発は、
多様性獲得のための基本的な計算モデル開発戦略である。
・膨大なデータの中から意味のあるデータを抽出するのが、現在の主流。①交通情報のデータ処理、②
再生可能エネネルギーの利用状況ネッットワーク、③ SNS 利用状況からの顧客管理・商品トレンド・
Preference のピックアップ、④医療・創薬・保険情報の管理・データベース化による難病の特定、
等が試みられている。膨大なノイズデータを除去し、意味のあるデータを残す技術開発と精度向上が
重要。確率統計学により「何が意味をなし、何が意味をなさないのか」を数理的に表現することへの
期待が高まっている。
振り返り：
・参加者にとってある程度有益ではあったが、この回はディスカッションの仕掛けを何も行わなかった
ため、質問は散発的であり、あるテーマに沿って議論を行うという方向には進まなかった。
・最近のホットトピックについて、先端事例に触れられた。
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1-2．パノラマ・バーチャルショップ関連ビジネスの俯瞰と問題設定（2013/3/27）
■ 日時：2012 年 3 月 27 日（水）17:00-19:00
■ 場所：JST 東京本部別館 2 階会議室 A-1
■ テーマ：パノラマ・バーチャルショップ関連ビジネスの俯瞰と問題設定
目的：
・カディンチェ株式会社の事業の一つ、パノラマ・バーチャルショップ（※）関連事業について、新し
い発展の可能性を見つける。
※ 実店舗と Electric Commerce サイトの連携により、新しいショッピングの体験を消費者に提供し、
新しい販売促進方法を小売店に提供するサービス
背景：
・実際にビジネスを展開している人に、メンバーの多様なバックグラウンドを生かしたインターディシ
プリナリな議論で新しいビジネスチャンスを提供することを試みようとした。
http://www.kadinche.com/
http://www.nii.ac.jp/faculty/informatics/uno_takeaki/
■ 話題提供者：
・青木崇行：カディンチェ株式会社
・宇野毅明：国立情報学研究所

代表取締役社長

准教授

■ 参加者（14 人）
：
・宇野、栗木、坂上、立本、蓮尾、浜中、青木、小川、木浦、相良、清家、沙魚川、嶋田、的場
■ Keyword：パノラマ、バーチャル、電子商取引、Cyber Physical System
■ アジェンダ
17:00-17:10

座長あいさつと進め方の説明（木浦）
【5 分】

17:10-17:25

パノラマ・バーチャルショップの紹介（青木）
【20 分】

17:30-17:50 Stakeholder mapping と Customer Value Chain Analysis（グループ）
【15 分 +5 分】
※例提示
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17:50-18:10

Causal Relation Diagram 作成（グループ）
【15 分 +5 分】 ※例提示

18:10-18:20

ビックデータ研究の観点からインプット（宇野）
【10 分】

18:20-18:30

問題設定（グループ）
【10 分】

18:30-19:00

シェアセッション：発表と討議【30 分】

活動の概要：
・カディンチェ株式会社の青木社長より、自社のパノラマ・バーチャルショップ関連事業の紹介をして
いただき、グループワークで Stakeholder mapping と Customer Value Chain Analysis を実施（例
えば、カディンチェに関連しそうな業者を俯瞰し、リアリティが必要な業種と不要な業種に分類）
。
その後、Causal Relation Diagram を（できる範囲で）を作成。
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（成果）
・モデルから演繹してデータを解釈するのが常套手段だが、それには限界がある。データから出発して
それを解釈しうるモデルを作るという帰納的手段の研究開発が求められている。モデルを作るために
は、良いデータを見つけ出すかがポイントであり、カディンチェで取得している様々なデータのどの
部分に注目すれば面白いことができるのかを考えるのが興味深い。
・様々な店舗について蓄積した知識の中で、カディンチェにしか持ちえない消費行動に関するモデルを
見つけられると面白い。
➢実は、バーチャルショップ用のパノラマ写真にどんな情報が映っているのか、カディンチェでも全
て認識できていない。書店であればどんな本がどう並べられているか、そういったこと一つ一つに
ノウハウがある。写真からどういう情報を読み取るのか、いろいろな店舗を撮影しているからこそ
わかることを見つけることが、今後のビジネスを考えるうえで重要。
（青木社長）
・バーチャルのみの店舗もありうる。
バーチャルショップは、
リアルなショップとは違ったキュレーショ
ンが適している可能性がある。
・本屋は、においとか、音とか、かわいいポップとか、そういったリアル店舗でないと味わえない実感
もある。
・（カディンチェの事業には）現場感が必要で、
かつ単価が高くても成り立つビジネスフィールドに入っ
ていくべき。軍とか防災はそういうカテゴリのビジネス。とんがったニーズを目指すべきではないか。
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振り返り：
・Stakeholder mapping と Customer Value Chain Analysis、Causal Relation Diagram の作成といった
アジェンダを詰め込んだが、2 時間で精緻な分析はできない。
・２時間でもかなり視野は広げられるとの手ごたえ。中立な人たちと話すことも有意義。
・議論の方法そのものも、メンバーにとって参加のインセンティブになる。

バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza��
For	
  JST	
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バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza」�
Webショッピングにおける問題点�

バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza��
Webショッピングにおけるリアルとサイバーの融合�

・⼀一覧性や操作性が⾼高い反⾯面、どれも似たような「店構え」に�

•

Google  お店フォト：お店の中を回遊可能�

•

Playstation  Home:  3D仮想空間での買い物�

•

Luminate:  芸能⼈人が着ている服の購⼊入�

・ブランドの世界観や雰囲気が伝えにくい�
・実際のショッピングのような偶発的な発⾒見見が起こりにくい？�

バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza��

バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza��

バーチャルショップの狙い・ECサイトの魅⼒力力UP！�

バーチャルショップの狙い・送客効果の相乗�

バーチャルショップ�

オンライン（ECサイト）�

通常のECサイト�

オフライン（実店舗）�

�����E�
���
������E�
・店舗の雰囲気や陳列列をそのまま再現�

・⼀一覧性の⾼高い画⾯面�

・ショッピングのわくわく感�

・商品検索索やレコメンド機能�

ECサイトだけでは伝えきれない、付加価値や魅⼒力力を補完�

これまで別だったECと実店舗の商品陳列列、雰囲気やブラン
ド、顧客、（スタッフやキャンペーン）を共有することで、�
双⽅方からの送客効果を⾼高める�

バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza��

バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza��

・パノラマ写真を⽤用いてバーチャル空間を構築�

・クラウド上のWebサービスから簡単にショップ構築�

・バーチャル店舗空間からオンラインショップへ誘導�

・お客様ご⾃自⾝身で、ショップの管理理運⽤用が可能�

店����

�����

��構築�

360°�����
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バーチャルショップ制作サービス「PanoPlaza��
・⽤用途に応じた様々なパノラマ撮影機材�
⼿手��

��ー��

画質・���

iPhoneアプ�で撮影�

・画質（低）�
・誰でも簡単に撮影�
・アプ��で⾃自動合成�

Girocam�

・画質（中）�
・ボタン⼀一つで簡単撮影�
・専⽤用ソフトウェアで合成�

⼀一眼レフ+⿂魚眼レンズ�

・画質（⾼高）�
・⿂魚眼レンズで18枚程度度撮影�
・⼿手動でHDR合成�

Gigapan�

・画質（超⾼高精細）�
・望遠+⾃自動雲台で100枚程度度撮影�
・⼿手動で合成�

©M·¼¹°ÌšƵţ

��������������

バーチャルショップ・��紹介�
⼤大丸松坂屋百貨店  様    事例例ご紹介�

・⼤大丸松坂屋百貨店  様  �
・��センス�イ��ン��� 　様�
・丸善丸の内店 　編集⼯工学研究所  松丸本舗  様�
・東急百貨店ヒカリエShinQs  様�
・イセタン⽻羽⽥田ストア 　様�
�
お持ちのPCやiPad/iPhoneから、デモコンテンツがご覧頂けます。�
URL：http://www.panoplaza.com/demo�

Link	

バーチャルショップ・デ�紹介�

ニッセン 　スマイルランド渋⾕谷様    事例例ご紹介�

編集⼯工学研究所  松丸本舗  様    事例例ご紹介�

バーチャルショップとリアルショップの融合�

丸善東京  4F  松丸本舗をバーチャルショップ化�

・直営店のアピール�

・コンセプト型ブックショップの特徴を可視化�

・店内検索索機能（「店員を呼ぶ」の実現）�

・デジタルサイネージとしても活⽤用�
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・売上⾼高：前年年同四半期⽐比  600%、サイト滞在時間：30%増�
・バーチャルショップは2ヶ⽉月間で10万アクセスを達成�

�

バーチャルショップ・��紹介�

オフラインマーケ・ECサイト・バーチャルショップの相乗効果�
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�ー��ル��ッ�・デ�紹介�

Link	

�ーチ�ル��ップ・��紹介�

Link	

東急百貨店ヒカリエ 　ShinQs様    事例例ご紹介�

イセタン 　⽻羽⽥田ストア様    事例例ご紹介�

開店前のShinQs内のレストルームのアピール�

⽻羽⽥田空港チェックイン後ゾーンの店舗紹介�

・⼀一般のお客様だけでなく、メディアへのアピールにも�

・ウェブサイトとAndroidアプリの併⽤用�

・ネットで中を⾒見見せることで、集客効果にも�

・空港内で貸し出しているタブレットへのプリインストール�

�ー�����ッ�������

�ー��ルショッ�・�����

お客様の声�

オンラインでの反応（Twitter・Facebook）�

・社内外で⼤大きな話題となり、2ヶ⽉月ほど取材や問い合わせが絶えなかった�

・ちょっと新しいECサイトの形。これはなかなか良良いのでは。�

・ECサイトへ「新しく出店したい」とご検討頂くきっかけとなった�

・次世代ショッピング。リアルとの垣根がどんどんなくなりそう�

・オンライン／オフラインでの反響、⼝口コミによる情報拡散で、アクセス増、�

・ネットでもウィンドウショッピング体験できる時代が！！（感動）すごい。�

 　売上増に寄与できた�

・商品情報がタグ付けされたパノラマ写真というのがGood！ECサイト�

・直感的な操作ができるスマートフォンやタブレットとの相性がよいと話題�

 　での体験が変わる�

・画質が⾮非常に良良く、実際の店舗よりもキレイに⾒見見えた�

・実際のショッピング感覚に近い。店舗⾃自体に魅⼒力力があるときにはいいと思う。�

・コンテンツに奥⾏行行きがあり、実際の現場よりも広い空間を表現できている�

・新しいUIぽく良良い感じです。新規顧客はもとよりいいね！と思った�

・パンチ⼒力力と新しさがあり、話題性の⾼高さが功を奏した�

 　既存顧客をリピーター化するツールとしても。�
・すごいおもしろいサービスですね。ECサイトと連動した事例例もあって、�
 　ユーザとしては視覚的にわかりやすくなるし、�
・うまく世界観を訴求できれば実店舗に⾜足を運んでもらう効果もありそう。�

バーチャルショップ  ��の���
タブレット端末での利利⽤用�
・営業マンによるプレゼン利利⽤用�
 　（不不動産物件案内）�
・ローカルで動作するアプリ�

バーチャルショップ  ������

・iPad:  iBooksウィジェット対応済み�
・Android:  アプリ対応済み 　（例例：イセタン⽻羽⽥田ストア）�
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未来研究トーク 実施報告書
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バーチャルショップ  ��の���

バーチャルショップ  ������

タブレット端末での利利⽤用：イセタン⽻羽⽥田ストア�

����  ���e  �����e  ��  �e�ai��  �
����  �e�e��e  �e�e�a���  ��  ���  ��gi�e��

・イセタン×ドコモの共同企画�
・イセタン⽻羽⽥田ストアや伊勢丹丹新

未来の⼩小売店：販売所から研究所へ�

宿店にてAndroidタブレット利利⽤用�

1. �����������������������������������������������������
消費させる場所から�

•

・店舗紹介やニュース配信�

インスピレーション発⽣生の場所へ 　→バーチャルショップの強み�
2. �����������������������������������������
知識識豊富な説明員から熱狂者へ 　→ソーシャル共有�

•

3. ��������������������������������������������
お客様からオーナー様へ 　→持っている商品の関連商品の検索索�

•

売上やPage  View数だけではない、オンラインショップへ�

バーチャルショップ  ��の���

ご導⼊入の流流れ�

あらゆる空間を対象に 　（下線の事例例があります）�
・お店：オンラインショップ、O2O、店舗管理理�
・不不動産：マンション販売サイト、物件ポータル�
・ホテル：オフィシャルウェブ、ホテルポータル�
・飲⾷食店：オフィシャルウェブ、飲⾷食店ポータル�
・観光地：観光地案内、観光局�

ご導⼊入の流流れ�

店舗撮影�

・撮影／合成に約2⽇日間�

画⾯面�
デザイン�

・お客様のご要望により、オリジナルデザインを作成�

ショップ
構築�

・バーチャルショップを構築し、店内に商品を配置�

実空間が持つ⼒力力をオンラインに。リアルとバーチャルの融合！�

ご�⼊入の�れ�

・店舗のパノラマ写真を撮影�

設置�
���

・デザイン作成に約1週間�

・構築と商品のヒモ付け作業に約2⽇日間�
・バーチャルショップのURLを発⾏行行�
・お客様のWebサイトに埋め込むことができます�

まと��

継続的にご利利⽤用頂く場合の運⽤用例例�

お客様のECサイトをもっと⾯面⽩白く、楽しくします！�
実店舗の雰囲気・商品陳列列のノウハウを、�

��撮影�

��撮影�

��撮影�

ネット上でも是⾮非活⽤用しましょう！�
http://www.panoplaza.com/�
�

画⾯面�
�����
ショップ
���
設置�
���

ショップ
���

・商品の⼊入れ替え時や改装時には再撮影を実施�
・商品登録作業や⼊入れ替え作業はお客様にて対応可�
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

1-3．学習・教育分野で今後生まれる新たなビジネス（組織の連携から個の連携へ）
（2013/6/19）
■ 日時：2013 年 6 月 19 日（水）18:30-20:30
■ 場所：JST 東京本部別館 4 階会議室 F
■ テーマ：学習・教育分野で今後生まれる新たなビジネス （組織の連携から個の連携へ）
目的：
・最近注目を浴び、企業の製品企画等で使われるようになってきた「ビジネスエスノグラフィ」を取り
上げ、プロダクトデザインにおける課題をアカデミック分野の参加者も含めて認識する。
・実際にエスノグラフィを用いて商品・サービス企画をロールプレイすることで、ユーザ視点で考える
デザインの難しさ、重要性を認識する。
（俯瞰的視点）
・アカデミア（大学）とエンジニア（企業）の新たな関係性、イノベーションの民主化の進展について
視野を広げます。
（問題設定）
・今後、アカデミアとエンジニアがどのようにビジネスに関わり、日本の発展に貢献していけるか。学
習・教育分野を事例に、現状認識と目標について議論します。
背景：
・研究テーマ
（シーズ）
の応用先となるニーズの発掘は今や研究サイドでも一緒に考えていく時代となっ
ている。例えば研究機関の XEROX PARC では、エスノグラフィという手法を用いて研究機関自身
がニーズを発見する努力を行っている。物が豊かになった現代社会においては顕在化しているニーズ
は少なく、ニーズを持った人がシーズを持った人を探してアクセスするというスキーム自体が成立し
にくくなっているためである。今回、シーズを作る側と使う側が協力して潜在ニーズ発掘を行うとい
うカルチャー作りを課題意識として持つこととし、ワークショップ開催に挑んだ。
■ 話題提供者：
・小川延浩：弁理士
■ 参加者（13 人）
：
・一宮、宇野、蓮尾、満倉、小川、木浦、相良、清家、奥山、山内（真）
、山野、嶋田、的場
■ Keyword： ビジネスエスノグラフィ、教育ビジネス、イノベーションの民主化
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活動の概要：
（エスノグラフィのテーマ）
参加者には大学の研究者が半数以上いることを意識して、
「教育ビジネス」をテーマにエスノグラフィ
を実施することにした。具体的には、教育に関するエクストリームユーザ（極端な生徒の例であり、例え
ば全く勉強しないのに成績が良い生徒や、独自の勉強法を持っている生徒等）を観察・インタビューする
ことで未来の勉強法や教育ビジネスをグループ毎に考案することを目標とした。
（事前課題）
学習・教育というテーマを取り上げ、そのテーマに関して身の回りで「理解できない」と思うことを最
低 1 つ挙げ、その原理を可能な範囲で理解した上で（推察ではなく、観察を通じた客観的情報収集が必要
です）1 つあたり 2 ～ 3 分で説明できるように準備。
・新たなビジネスは未解決な顧客ニーズに取り組むことから始まる場合が多々あります。普通の人では
思いつかない視点で課題を発見し、
取り組んでいる極端なユーザ（エクストリームユーザ）に着目し、
その行動を観察することで最前線の課題は何かを突き止め、そこをヒントに新しいビジネスについて
考えていきたいと思います。
＜理解できないことの例＞
例 1）全然研究してないように見えるのに、すごい論文を書く人
例 2）とても優秀なのに、研究業績は平凡な人
例 3）話が支離滅裂なのに、いつも成績トップの学生
例 4）大変真面目で努力家なのに、成績が伸びない学生
＜参考＞
エスノグラフィーを行う場合には、対象者のインタビューや行動観察を通じて、①その人の学習・教育
に対する考え方（例えば、大学に入るための手段と割り切っているなど）
、②人間関係（コミュニティで
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学習しているのかなど）
、③愛用している道具、④ライフストーリー（どういう過程でそのような取り組
み方になったのか）などを洗い出し、その上で原理解明のロジック構築を試みる。
http://adv.yomiuri.co.jp/ojo/tokusyu/20101005/201010toku1.html
（当日の進行）
最初に課題のシェアを行った後、全事例について共通点やコントラストを抽出する作業を行った。その
上で、フォーカスすべきポイントを明確化し、ユーザ行動のモデル化を試みた。その後、最終的にはモデ
ルの重要部分を差異化ポイントとしたビジネスプランを検討した。

（成果）
テーブル A（一宮、蓮尾、小川、相良、山内、〇山野）
・「やる気スイッチ発見サービス」
インタビュー結果の共通項として自分のスイッチの場所、
押し方をわかっている人は強い事実を抽出。
個人によってスイッチは異なり、偶然見つかるケースが多く、有効期限もある。
見つかるようにコーチングできるサービスを作れないかについて議論した。
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テーブル B（宇野、立本、満倉、奥山、〇清家、的場）
・「情報の非対称化を解消するビジネス」
地方の理系志向の低さは、情報の地域格差が原因の一つと捉え、都市部にある大学の学生と地方の高
校生をつなぐサービスについて検討した。例えば都市部の大学や地方公共団体が出資者で、学生は情報
をアップするごとに情報提供料を受け取ることができるなど
振り返り：
最後に第 1 回目のテーマから生まれた協業事例（あとの成果の章で詳しく紹介）について紹介すること
で、未来研究トークという場をきっかけとした個人ベースの協業提案を行った。特に「イノベーションの
民主化」でも取り上げられている、専門知識を身近な課題に生かすことでイノベーションが起きるという
例を紹介し、個人ベースの小規模な取り組みでも社会に大きな影響を与える可能性がある点について強調
した。

自己紹介
未来研究トーク2013 （第1回）
学習・教育分野で今後生まれる新たなビジネス
学習・教育分野
（組織の連携から個の連携へ）
2013/6/19（水）

•

弁理士☯ソフトウェアエンジニア

•

電気メーカーにてR＆D戦略、知財戦略の立案に従事

•
•

主に他社の動きを特許・論文・ＩＲ情報から分析し、自社戦略に活用する
最終的にはＣＴＯに対して提案を行う

(focus area探索)

(license fee低減)

小川延浩（弁理士☯ソフトウェアエンジニア）

転換期にいるエレクトロニクス・ICT産業
転換期

なぜこういうことが起きるのか
なぜ

•

•

263人の会社が2万人の会社の時価総額とほぼ同じになる時代

次々となくなる参入障壁
フェーズ

CRDS-FY2014-XR-09
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障壁

変化

具体例

開発段階

開発費
専門知識
スキル

開発ツールの低価格化
ライブラリによる高度な技術の隠ぺい
ノウハウ情報のオンライン拡散

生産段階

製造費
部品調達
ノウハウ
歩留り

ソフトウェア実装が主体に
サービスプラットフォームの出現

販売段階

販促費
販路
在庫管理

低価格なネット広告の出現
オンラインストアの出現
ソフトウェアビジネス

独立行政法人科学技術振興機構

無料開発環境Unity, Eclipse, …
無料の物理エンジン
Developerコミュニティ

AdMob、Google Adwords
AppStore、Google Play
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転換期にいるエレクトロニクス・ICT産業
転換期
技術

転換期にいるエレクトロニクス・ICT産業
転換期
技術

日本企業

日本企業

スタート
アップ
企業

規模

新興国
企業

規模

新興国
企業

企業規模によるPros/Cons

企業規模によるPros/Cons

• なだらかな変化が長期間続く場合は大企業が圧倒的に優位
なだらかな変化
• 急激な変化が起きる場合は大企業は対応できない
急激な変化

•
•

既存ビジネス１

既存ビジネス２

なだらかな変化が長期間続く場合は大企業が圧倒的に優位
急激な変化が起きる場合は大企業は対応できない

既存ビジネス１

新規ビジネス１

既存ビジネス２

新規ビジネス１

企業規模によるPros/Cons

提言：今何が大切か

•
•

•
•

かつての大企業優位の時代ではない
産学連携というスキーム自体が時代遅れではないか

•
•

研究者とエンジニアという個の連携
専門性を身近な分野で使い、ニーズに応える（イノベーションの民主化）

なだらかな変化が長期間続く場合は大企業が圧倒的に優位
急激な変化が起きる場合は大企業は対応できない

専門知識

既存ビジネス１

35
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これから大きく変わる教育ビジネス

個の連携をやってみた
•

弁理士向け研修検索システムに対して推薦システムの提案 ｗｉｔｈ 宇野先生

フューチャースクール

無料のオンライン教育

まとめ
•
•

研究者とエンジニアという個の連携
未来研究トークはきっかけ
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1-4．新しい提案を企画し、社会に送り出す方法を考える
～地球マテリアル会議と知のコンピューティングを題材に～（2013/9/18）
■ 日時：2013 年 9 月 18 日（水）18:30-20:30
■ 場所：JST 東京本部別館 4 階会議室 F
■ テーマ：新しい提案を企画し、社会に送り出す方法を考える
～地球マテリアル会議と知のコンピューティングを題材に～
目的：
・未来研究トークのメンバーが、CRDS や日本科学未来館における提案プロセスに関する話題提供に基
づき、メンバーそれぞれが日常的に行っている提案を俯瞰的にとらえて見直し、相互に学びあえること。
（Optional）研究開発戦略立案や展示開発の業務に関連して、未来研究トークのメンバーにとって相互
にメリットが生まれるような協働のプランが新たに得られること。
背景：
・参加者はそれぞれ自分の文脈でさまざまな提案活動を行っているが、そのプロセスのあり方について
俯瞰的に考える機会はあまりない。提案するということがどういうプロセスで行うのが最適なのか、
二つの事例を起点に「提案活動」というものを俯瞰し、その発展のための問題設定を行う。
➢ CRDS の活動は、基本的には年に 1 回 CRDS 主導で発案し、科学の専門家と協力してユニットご
とに俯瞰活動を行い、ユニットを横断して戦略プロポーザルを作り、文部科学省情報課＆戦略事業
でプロジェクトを作り、関連アカデミアがプロジェクトに参加するという形態で社会にインパクト
を与えることを想定している。俯瞰（2 年）とプロポーザル作り（1 年）で合計 3 年かかる。
➢日本科学未来館の活動は、基本的には年に 1 回未来館主導で発案し（外部から持ち込まれる企画も
ある）
、調査と設計を科学の専門家や、展示のデザイナーとともに検討して基本計画を策定し、実
施設計を行い、時にはプロトタイプを “ 友の会 ” の人たちに見せながらフィードバックを受け、取
材対応、サイエンススイッチの編集、ウェブの製作を通じて PR を行い、展示やイベントを通じて
来館者にメッセージを伝えることで社会にインパクトを与えることを想定している。アイデアの着
想から常設展示ができるまでに通常 2 年かかる。
■ 話題提供者：
・茂木強（研究開発戦略センター

フェロー）

研究開発戦略センターで、研究開発戦略立案業務に従事。現在進行中の提案「知のコンピューティン
グ」について話題提供。
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・今泉真緒（日本科学未来館

プランナー / 展示デザイナー）

日本科学未来館で、展示の企画・製作業務に従事。過去の企画展示「地球マテリアル会議」の事例に
ついて話題提供。
■ 参加者（18 人）
：
・一宮、宇野、栗木、橋本、原木、青木、石垣、小川、野田、沙魚川、奥山、上鶴、山野、今泉、嶋田、
的場、茂木、鈴木（慶）
■ Keyword： 提案、企画、検討、アウトリーチ、エンゲージメント
★宿題★ （考えてきて下さい！）
仕事や生活のシーンで、
「提案する」ことを考える時、あなたは提案をどのように着想し、どのような
人たちと議論を深め、誰に提案していきますか？どんなツールを使いますか？「提案」にまつわる物語を
考えてきて下さい（プレゼン資料を作る必要はありません）
。
■ アジェンダ
18:00

受付開始 （東京本部別館

4 階会議室 F）

18:30

集合（時間がタイトなので、時間厳守して下さい）

18:30-18:45

趣旨説明・自己紹介

18:45-19:05

話題提供（1）+Q&A
研究開発戦略センターからの提案「知のコンピューティング」の今
研究開発戦略センター

19:05-19:25

フェロー

茂木強氏

話題提供（2）+Q&A
日本科学未来館企画展示「地球マテリアル会議」の振り返り
日本科学未来館

プランナー / 展示デザイナー

19:25-19:30

休憩

19:30-20:00

グループワーク（提案プロセスのモデル化）

今泉真緒氏

話題提供（1）
（2）と、メンバーの経験をふまえて、グループごとに「提案」プロセスの
モデル化を試みます。複数パターン作成しても構いません。
※話題提供を聴きながら打ち込んだメモを全員でシェアしながら作業します。
20:00-20:15

グループワーク（ココいただき！、ココ一緒にやりたい！）
グループで作った提案プロセスのモデルをふまえて、日本科学未来館や研究開発戦略セン
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ターでの提案プロセス（ここでは、着想から社会へのインパクトまでを広く提案プロセス
と言っています）の中で、
「ココは自分の仕事につかえる」
「ココは自分の業務と重なるの
で協力できる」といったアイデアを案出します。たくさん出して下さい。
※話題提供を聴きながら打ち込んだメモを全員でシェアしながら作業します。
20:15-20:30

成果のシェア

20:30-21:00

会場撤収

21:00-22:00

懇親会

活動の概要：
・CRDS 茂木氏が「知のコンピューティング」の検討経緯（現在進行形）を解説。未来館の今泉氏が、
未来館の展示「地球マテリアル会議」の検討経緯（過去の事例）を解説。具体的な事例でメンバーを
インスパイア。日本科学未来館や CRDS の活動でもっと他のステイクホルダの関与がありえないか、
当事者以外の視点で見直した。
・二つの提案活動について、プロセスモデルやステイクホルダをマッピングし（提案活動の俯瞰）
、未
来研究トークのメンバーが、それぞれの立場から、CRDS や未来館の活動から学べることや改善点、
自分とどのような協働がありえるかを議論した（今まで見過ごされていた新しい問題の設定）。
（成果）
グループ 1（○奥山、原木、青木、茂木）
・発案、調査、設計、発信というフェーズがある。CRDS の戦略提案と未来館の展示企画との共通点と
相違点を分析。
・調査段階で CRDS は専門家から話を聞いているのに対して、未来館は来場者（エンドユーザー）の
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意見を聞いている。これは素晴らしい。生の声を聴くことで、様々なフィルターやバイアスが外れ、
当たり前だと思っていたことがそうでないことに気付くことができる。CRDS も専門家とは違った人
たちとの対話があってよいのではないか。ネットを活用してもよい。
・設計も違う。CRDS は自ら内容を作りこんでいるが、未来館は専門家に任せて、自らはファシリテー
タの役割を担っている。
・展示が終わってからも、本を出したりして活動をフォローしていくところがよい。
グループ 2（〇小川、今泉、栗木、上鶴、的場）
・提案のゴールは承認を得ること。①シーズを作る、②提案内容を詰める、③フィージビリティチェッ
ク、④提案というプロセスで、気合と根性の純日本的プロセスを考えた。
・起点は違和感の発見。作るプロセスはトップダウンとボトムアップがある。ボトムアップは机の下で
予め進めておくといった具合。トップダウンは交渉。お客さんとの繰り返しのやり取りも大切。
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・当初想定していた提案先を変更すべき場合がある。変えるリスクをとれる気合が必要。
・内部では誰に、外部では誰に、と提案の相手を吟味する。密談やルール変更、仲間づくりも大切。
・新しい提案は、それがそうと見えるように形にする。
グループ 3（〇山野、鈴木、橋本、一宮）
・提案のプロセスは多様。
決まった良いプロセスがあるわけではなく、
各ステップで様々な選択肢を持っ
ておくしかない。
・抽象的なアイデアは空中分解のリスクがある。そこを避けずに挑戦する勇気が必要。
・自分が提案を作るという観点と、多くの人にアイデアを出してもらうという観点がある。
・メンバーの想いをつなげていくプロセスでは、お酒を飲んだり（宴）
、勉強会の後の交流会もよい。
・デザインの段階から研究者やデザイナーが入る未来館のプロセスはいい。研究の提案と似ている。
グループ 4（〇野田、宇野、石垣、沙魚川）
・目的を設定し、議論をし、合意する。
・提案には「－を＋にする」
「＋を＋＋にする」の 2 タイプがある。前者は受け入れられやすいが、10
個に 1 つは後者も入れたい。
・知識よりパッション。
・提案は意思決定者に決定してもらうためにしてもらうもの。
「誰に」
「何を」明確に。外や内からの見
え方を考えながら提案する。“ 決裁されるため ” を意識。
・抽象的な気づきだが、提案は心の動きに関係している。心のありようがどのように変わっていくか。
それを考えるのが大事だということだ。
振り返り：
・テーマ設定まで CRDS 側でやることになると、
負担が大きくなりすぎるだけでなく、
参加者が自らテー
マを持ち込むことができることを周知できなくなっていく。テーマ持ち込みの方法をわかりやすく周
知し、会の自律性を高めるようにしたい。
・デザイン系の分野の参加者が加わり、視点に広がりが出てきた。
・ウェブ上のブレインストーミングツールを使おうと試みたが、アクセスできないトラブルが続発し、
あきらめた。
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研究開発戦略センター(CRDS)の活動

未来研究トーク(2013/9/18)

成果の活用

活 動

研究開発
の俯瞰

2013年9月
科学技術振興機構
研究開発戦略センター
電子情報通信ユニット
茂木強

社会的期
待の俯瞰

重要テーマの選定

「知のコンピューティング」
戦略目標への長い道のり

戦略プロ
ポーザル
作成
10件/年程度
累積９６件

国際動向の調査分析等

総合科学技術会議

科学技術基本
計画等

文部科学省

戦略創造事業
の戦略目標

各府省
日本学術会議
研究者ｺﾐｭﾆﾃｨ 等

その他の施策

JST

イノベ戦略室戦
略創造事業等

広く活用

ユニットにおける特定領域の調査研究
2

知のコンピューティングの背景

「知のコンピューティング」の検討経緯

①

• 活動状況
– 2013年度戦略プロラム候補として電子情報通信ユニットから提案
（3月）
– 戦略プロポーザル作成チーム発足（4月）
– 有識者ヒアリング（6月～７月）
– 文科省参事官（情報担当）にH26年度戦略目標案として提案
– Wisdom Computing Summit 2013開催（7/25・26)
– 文科省にてH26年度戦略目標案に残る(8月)

②
③

このような問題意識から
知のコンピューティングを
右記の構造を持つものと
して検討

• 今後の予定
–
–
–
–

専門知識の生成が加速度的に進んでいるが、社会へ充分に還元されていない
₋ 知を社会へ速やかに伝播させるための仕組みが必要
集団（専門家、多数の市民）の力が科学的発見に大きく貢献
₋ 集団の力を効果的に引き出す仕組みが必要
コンピュータのみ、人間のみで取り組める領域は限られている
₋ コンピュータと人間をうまく組み合わせる仕組みが必要

Wisdom Computing Summit 2013報告書発行（9月末）
個別課題に関するミニワークショップ開催(10月～1月)
戦略事業の具体化に向けた活動（～12月）
戦略プロポーザル発行（2014年3月）
3

4

Wisdom Computing Summit 2013

プロポーザルの内容

• 平成25年7月25日（木）～26日（金）
ホテルKSP（川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパーク内）

1. 人々が賢く生きたり、人々の暮らしを賢く変えるための、要素技術、統合化技術、応用化技術の実現
2. 社会的な価値を生み出し、負の側面の発生を防ぐ（ヒューマニティ、ELSI ※）ための枠組みの構築
※ELSI: Ethical, Legal and Social Issues)

全体システムイメージ
z 社会へ影響を与えるレイヤー
助言、合意形成
（CPS、ロボティクス、認知科学）

• 知のコンピューティングという新しい分野を作り出し、日本発のイニシアチブとする
ため幅広い分野から公募により参加者を募集し、応募者47名から35名が出席
• サミットでは、知のコンピューティングのゴール、方向性、研究分野の抽出を狙う
• 今後も継続的に分野の深堀と研究者のコミュニティ醸成を図っていく
• 招待講演３名、話題提供７名、参加者35名、プログラム委員会10名、JST ８名
招待講演

話題提供
グループワーク

z 知の集積・伝播のレイヤー
自律分散知的情報処理システム

z 情報・状況を把握するレイヤー
知識の抽出・構造化
（自然言語処理、推論・学習、認
知科学、クラウドソーシング）

講演
5
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Wisdom Computing Summit 2013参加者

Wisdom Computing Summit 2013 講演者

参加希望者からポジションペーパーにもとづきプログラム委員が選考して参加者を決定
講演者

公募による参加者

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

安西祐一郎
喜連川優
吉川弘之
萩田紀博
黒田昌裕
鈴木忠
菊池尚人
藤山知彦
清水伸幸
的場正憲

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

日本学術振興会
国立情報学研究所
科学技術振興機構
ATR知能ロボティクス研究所
科学技術振興機構
白百合女子大学
慶應義塾大学
三菱商事
Yahoo! Japan研究所
科学技術振興機構

プログラム委員会
1
2
3
4
5
6
7

徳田英幸
中澤仁
山口高平
森田武史
石田亨
村上陽平
岩野和生

慶應義塾大学
慶應義塾大学
慶應義塾大学
青山学院大学
京都大学
京都大学
科学技術振興機構

サポータ
1
2
3

大越匡
玉川奨
後藤真介

慶應義塾大学
慶應義塾大学
京都大学

知のコンピューティングチーム (CRDS)
1
2
3
4
5
6
7

鈴木慶二
岡山純子
嶋田一義
島津博基
高島洋典
的場正憲
茂木強

科学技術振興機構
科学技術振興機構
科学技術振興機構
科学技術振興機構
科学技術振興機構
科学技術振興機構
科学技術振興機構

有本建男
黒田雅子
花岡宏亮

科学技術振興機構
科学技術振興機構
文部科学省

オブザーバ
1
2
3

一杉裕志
栗木一郎
山川宏
渡邊淳司
岡野原大輔
溝口理一郎
津本周作
澤谷由里子
鹿島久嗣
栗原聡
井庭崇
諏訪正樹
金川誠
城戸隆
芦川将之
大澤幸生
松原仁
江渡浩一郎
橋本昌宜
松原繁夫
稲邑哲也
乾健太郎
來村徳信
石村源生
馬場雪乃
小山聡
清木康
森嶋厚行
脇田玲
鳥澤健太郎
阿部秀尚
松尾豊
角康之
櫻井祐子
丸山宏

産業技術総合研究所
東北大学
（株）富士通研究所
NTTコミュニケーション
（株）Preferred Infrastructure
北陸先端科学技術大学院大学
島根大学
早稲田大学
東京大学
電気通信大学
慶應義塾大学
慶應義塾大学
（財）福岡県産業･科学技術振興財団
理研ジェネシス
（株）東芝
東京大学
公立はこだて未来大学
産業技術総合研究所
大阪大学
京都大学
国立情報研究所
東北大学
大阪大学
北海道大学 高等教育推進機構
東京大学
北海道大学
慶應義塾大学
筑波大学
慶應義塾大学
情報通信研究機構
文教大学
東京大学
公立はこだて未来大学
九州大学
統計数理研究所

趣旨説明「知のコンピューティ

PC委員⻑「知のコンピューティ

話題提供「これからのロボット

ングのねらいとサミットの位置

ングに向けて」徳⽥英幸（慶應

サービス研究」萩⽥紀博（ATR

づけ」岩野和⽣（JST/CRDS）

義塾⼤学）

知能ロボティクス研究所）

話題提供「ビッグデータとパー

話題提供「材料設計における知

ソナルデータ」

のコンピューティング」

菊池尚⼈（慶應義塾⼤学）

的場正憲（JST/CRDS）

話題提供「職業としての⼈間」

話題提供「⽣涯発達とwisdom」

藤⼭知彦（三菱商事）

鈴⽊忠（⽩百合⼥⼦⼤学）

話題提供「ITが知識資本の形成

（企業：5名、大学：24名、大学共同利用機関：2名、独法・財団：4名）

にもたらしたもの－その影響と

話題提供「クラウドソーシン

課題」⿊⽥昌裕（JST/CRDS）

グ」清⽔伸幸

基調講演「知のコンピューティ

招待講演「情報科学者の社会の

招待講演「知のコンピューティ

ング－視座と展望」

中での役割」

ングへの期待」

安⻄祐⼀郎（⽇本学術振興会）

吉川弘之（JST/CRDS）

喜連川優（国⽴情報学研究所）

7

推進方法と時間軸

(Yahoo!)

8

Behind the scene

推進方針、方法
–
–
–
–

知のコンピューティングという新しい流れを世界に興す
本提案はイニシアティブとして複数の戦略目標を包括したものとする
統合化、社会適用、ELSIを考慮したプロジェクトの推進を行う
プロジェクト完了後も市民が利用できるプラットフォームとする

上席フェロー交代によるペレストロイカ
ゴール設定：「知のコンピューティング」を来年度戦略目標に
既定の壁の打破（その1）プロセスの短縮化
既定の壁の打破（その2）技術部門主導の提案
既定の壁の打破（その3）合宿形式のワークショップ

時間軸

仲間づくり（その1）「有識者」インタビュー
2014

プロジェクト

2015

2016

戦略目標1
1

インフラ

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

仲間づくり（その2）プログラムコミッティ組織

戦略目標2
2

戦略目標3
3

仲間づくり（その3）サミット

知のコンピューティングのインフラ

合意形成（その1）CRDS

質問応答サービス
発見支援サービス

サービス

合意形成（その2）JST

提案・助言サービス

合意形成サービス

教育・訓練サービス

合意形成（その3）文部科学省

最適データ提供サービス
最適制御サービス

9

10

What to do next
研究者コミュニティの育成
ビジネスコミュニティの醸成
社会へのインパクト
世界的な潮流へ

11
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

企画提案
プロセス

日本科学未来館
「デザイン×科学
地球マテリアル会議」の場合

JST 研究開発
戦略センター

様々 な
メ デ ィアの 企画

2013.
09.18

[未来研究トーク2013]

今泉真緒 [日本科学未来館

プランナー/展示デザイナー]

企画提案

常設展

………訪れる来場者に向けて…………………5年間

企画展

………館内／館外施設の来場者に向けて……数ヶ月

イベント

………館内／館外の参加者に向けて…………30分～2時間

オンライ
ン・出版

………どこからでも、ユーザーに向けて……数日～数年間

基本プロセス

調査
文科省

企画

（基本構想）

基本計画
館内

基本設計
実施設計
製作・施工

来場者

公開・実施

2010年～2011年

これからの“正しい”モノづくりとは？
「人間にとっての課題」
どのように解決するか？
を考える専門家

解決方法を、
どのように実現するか？
を考える専門家

どのようにつくり、
流通させるか？
を考える専門家

何を選ぶか？
を考える人々

デザイナー

エンジニア

メーカー

消費者

まず、デザイナーから巻き込み、拡げ
ていくことで、密な議論を巻き起こす。

参加者：ものづくりに携わる人々

CRDS-FY2014-XR-09
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

抽象的な
メッセージ

専門家の
主 体的な参加

ク ローズド

共有するメッセージ

「大きな時間」の
モノづくり

未来館で 公開
来場者に 提案
具体的な
提案

オープン

社会に
拡散

議論のテーマ
「大きな時間のモノづくり」
→これからの“正しい”ものづくりとは？
●科学者とデザイナーの役割
◎ モノづくりとは、地球上に存在する物質を、社会の中で濃縮・拡
散する行為。
◎ デザイナーは、「どの物質を」「どのくらいの配分で」「どのく
らいの時間」濃縮するかを決める役割を担う。
◎ 科学者は、それぞれの物質の適切な配分と時間について、判断す
る基準を提供する役割を担う。
STEP 1 勉強会 [2010年1月～4月 ]

中村 崇氏 [金属]（東北大学 多元物質科学

科学者から、「大きな時間」の見方が提示。

舩岡 正光氏 [木]（三重大学大学院）
吉岡 敏明氏 [プラスチック]（東北大学大

“正しい”モノづくりについて意見交換。
参加デザイナー：64名

研究所）

協力研究者
中村 崇（東北大学 多元物質科学研究所 教授）
舩岡 正光（三重大学大学院 生物資源学研究科 教授）
吉岡 敏明（東北大学大学院 環境科学研究科 教授
出展デザイナー
熊谷 彰博 (ALEKOLE)
佐藤 淳 (佐藤淳構造設計事務所＋東京大学佐藤研究室）
坪井 浩尚 (Hironao Tsuboi Design)
中村 竜治 (中村竜治建築設計事務所)
鳴川 肇 (AuthaGraph株式会社)
成瀬 友梨 (東京大学 助教) / 猪熊純 (首都大学東京 助教)
野末 壮 (株式会社 日立製作所 デザイン本部)
東泉 一郎 (Higraph Inc.)
福島 加津也 (福島加津也建築設計事務所)
参 [松尾 伴大 / 甲斐 健太郎 / 下山 幸三]
山口 誠 (山口誠デザイン)
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参加デザイナーから、それぞれの“正しい”モノづくりを提案

学院 ）

研究開発戦略センター

STEP 2
公開イベント
[2010/5/19～6/7]

公開ブレインス
トーミング
[2010/5/30]

参加デザイ
ナー：11組
参加者：214名
展示来場者：
1万8千人
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）
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福島 加津也さん

福島 加津也さん

成瀬友梨さん＋
猪熊 純さん

成瀬友梨さん＋
猪熊 純さん

鳴川肇さん＋

鳴川肇さん＋

平井正司さん

平井正司さん
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

参[松尾伴大＋

参[松尾伴大＋

甲斐健太郎＋
下山幸三]さん

甲斐健太郎＋
下山幸三]さん

中村竜治さん

中村竜治さん

STEP 3
アウトプット
[電子書籍]

VISION

どんな世界を実現したいか

<BCCKS版>
[2013/7/31～]

037_048_04章.indd
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→誰に向けて、誰と共に

[2011/7/31～]

デザイン・制作：
東京藝術大学美術学部
デザイン科
[藤崎圭一郎、松下 計
櫻井 稔、山口幸太郎、
庄司さやか]
ロゴデザイン：
野老 朝雄
(TOKOLO.com) +
三星 安澄

独立行政法人科学技術振興機構

「方向」＝意思を示す

<iPad版>
76カ国から、3万以
上のDL

47

企画提案の内容を、構造化する

研究開発戦略センター

MISSION

そのために何をするか＝目的
※誰に向けて／誰と共に

TOOL

目的を達成するためにどんな手法を選ぶか
※どこで・何を
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

企画提案の内容

基本プロセス…………課題

調査
文科省

VISION
どんな世界か
→持続可能で豊かな世界

企画提案

企画

（基本構想）

提案プロセスの課題

基本計画
基本設計

「“だれ“にするか？」

館内

MISSION
そのために何をするか
→科学とデザインの対話の場

「どこまで設計するか？」

実施設計

「柔軟さ、終了後につなげ
ていく仕掛けは？」

製作・施工

CRDS-FY2014-XR-09
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公開・実施

来場者

TOOL
そのためにどんな手法を選ぶか
→「大きな時間」のメッセージを
深化型プロジェクトで探求
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（2012 ～ 2014 年度）

1-5．スポーツの新しい可能性について考える（スポーツ×科学技術（IT）第 1 回）
（2013/12/2）
■ 日時：2013 年 12 月 2 日（月）18:30-20:30
■ 場所：JST 東京本部別館 4 階会議室 E
■ テーマ：スポーツの新しい可能性について考える（スポーツ×科学技術（IT）第 1 回）
目的：
・未来研究トークのメンバーが、スポーツに関する視野を広げ、その新しい可能性にそれぞれの立場で
気付くこと。
・今回は 2 回シリーズの 1 回目とし、次回（第 4 回）は、新しい可能性と現状のギャップを見つけ、問
題設定を行い、自分の活動をスポーツの分野に広げるきっかけをつかむ。
背景：
・私たちは日常業務や生活の中で、スポーツと様々な接点を持っている。大会に出場して好成績を収め
る、健康になる、体を動かすことを楽しむ、選手を応援する、子供の成長を促す等スポーツの意義は
様々な観点からとらえられる。
・2020 年に東京でオリンピックが開催されることが決まり、日本中でどのような取り組みができるか
議論が始まっている。
未来研究トークの多様なメンバーで、
スポーツとは一体私たち個人や社会にとっ
てどんなものなのか、視野を広げる機会を作ることについて、アスリートソサエティ事務局長の青木
氏より提案をいただき、為末氏を話題提供者に迎えて議論することとした。
■ 話題提供者：
・為末大：元陸上オリンピック日本代表・株式会社 R.project 取締役
為末さんは、日本のスポーツ文化をもっと科学的で幅広いものにしていきたいという問題意識を持っ
ておられ、多様な専門性を持った中堅・若手が集まる未来研究トークで、新しい気づきを共有すること
を楽しみにされています。
※為末さんの主な実績：2000 年シドニー・2004 年アテネ・2008 年北京オリンピック 3 大会連続出場。
400m ハードルの日本記録保持者。2001 年世界陸上エドモントン大会・2005 年世界陸上ヘルシンキ大
会銅メダル。
■ 参加者（22 人）
：
・一宮、江間、橋本、浜中、原木、三木、青木、石垣、大城、小川、竹内、野田、沙魚川、奥山、上鶴、
鈴木（謙）
、山内（一）
、山野、嶋田、的場、根本、為末

49

049_065_04章.indd

独立行政法人科学技術振興機構

49

研究開発戦略センター

CRDS-FY2014-XR-09

2015/03/26

12:33:03
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■ Keyword： スポーツ、ＩＴ、楽しみ、鍛錬、ビジネス、健康、教育
■ アジェンダ
18:00

受付開始 （東京本部別館

4 階会議室 E）

18:30

集合（時間がタイトなので、時間厳守して下さい）

18:30-18:45

趣旨説明・自己紹介（15 分）

18:45-19:15

話題提供（30 分）
「スポーツのとらえ方を広げてみたい」
元陸上オリンピック日本代表 為末大 氏

19:15-19:30

Q&A と宿題の簡単な紹介（15 分）

19:30-19:35

休憩（5 分）

19:35-19:50

グループワーク（宿題のシェア）
（15 分）
グループごとに「IT を使うことで、引き出されるスポーツの価値」について、宿題のシェ
アをする。
※付箋と白板を使って整理していきます。

19:50-20:05

グループワーク（どんな可能性が見えるか？）
（15 分）
宿題で持ち寄ったアイデアを、個人の視点／社会の視点、一般的な視点／特殊な視点に分
けて整理して、新しい可能性について話し合います。

20:05-20:30

成果のシェア・意見交換（25 分）

20:30-21:00

会場撤収・店に移動

21:00-23:00

懇親会

活動の概要：
（事前課題）
2020 年に向けて、“IT を使って ” スポーツの可能性を広げる方法を考えてくる。
（観点）
①手としての日本人を強くする、
②楽しみ方を広げる、
③ 1 兆円産業を創出する、
④医療費を半減させる

CRDS-FY2014-XR-09
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（当日の進行）
チャンピオンスポーツの第一人者であり、スポーツを幅広い視点でとらえている為末さんが「スポーツ
のとらえ方を拡大する（課題）」というテーマで話題提供。5 チームのグループワークで、事前課題の共
有と「“IT を使って ” スポーツの可能性を広げる」という制約を加えてアイデアを出しやすくした。
（成果）
・グループ 1（○小川

一宮

根本

為末）

■視点
・スポーツに取り組む主体としての視点／観客としての視点
・個人的な視点／社会的な視点
■楽しむという意義
・「楽しい」という要素は深い。やる側の楽しみとみる側の楽しみがある。
・やる側（選手側）
：しんどい思いをして特定の成果を上げる「楽しみ」
。
・みる側（観客側）
：競技の観方を変えることによる「楽しみ」
。
➢例えば阪神戦を見るときは

関東のテレビで見るのと、よみうりテレビで見るのとで違う。

■健康管理という意義
「このまま太く生きていけばいい」と考える人もいる。そういう人に「健康
・不健康な人の中には、
になるためにスポーツをしましょう」と言っても響かない。他のインセンティブでスポーツにとり
くめる工夫があって、結果として健康にもなるとよい。
・グループ 2（○沙魚川

江間

奥山

三木）

■視点
・話題はスポーツ人口を増やしたい／ファンを増やしたい
■積極的な人の支援
・一緒にプレイする人たちのマッチングシステム
・スポーツのハードルを下げる
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■消極的な人の支援
・お散歩しなければならないロボットを作る（散歩のために外に出るきっかけができる）
・スポーツで発電（売れる、節電、エコ）
■ファンを増やす
・選手の鼓動等をテレビ越しにやスタジアムで観戦しているファンに届ける（選手が感じている感覚
の共有）
・放送カメラの視線をスポーツ選手の目線に合わせる
・スポーツ器具の視線（ホームランで飛んでいくボールの視点）で中継
・選手のモーションデータの公表（サブカルチャーの人たちを引き込みたい）
➢昨年、パフュームがモーションデータを公開した。そのデータを使った作品がメディア芸術祭に
出典されたり、カンヌ広告際のサイバー賞をとったりして話題に。
・AR で誰もが選手と走れるように
➢カール君
（天才たけしの元気が出るテレビでカールルイスと同じ速度で走る人形が話題になった）
の AR 版があれば、誰もがカールルイスと走ることができる。
・選手の人間性がわかってくると、共感が深まる。
➢例えばトレーニング方法やプライベート情報の共有で
・選手や観客が儲かる要素を作る
➢例えば、優勝したら一生食べていけるような仕組み、企業が儲けられる仕組み、（toto や課金シ
ステム）等
・グループ 3（○青木

浜中

橋本

上鶴）

■視点
・やる／みる
・アマ／プロ
■やる×アマ
・アマチュアとしてプレーする人も、プロと同じように、自分のプレーに関するデータが得られる時
代が来る。
・自分をより客観視し、自分の技術を磨く機会が得られるようになる。
■みる×アマ
・プロの試合と同じレベルの観戦（多点カメラなど）が、アマチュアの試合で実現する。
・その結果、アマの試合観戦の楽しみが増大する。
■プロとアマの相対化
・アマチュアもプロもプレーに関するデータがクラウドに集積されていくことで、誰もが自分の立ち
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位置・レベルがわかるようになる。
・プロのプレーを見るだけでなく、プロのレベルと自分たち（アマ）のレベルの違いを実感しながら
楽しめるようになることで、やる＆みるの境目が少しずつ無くなっていく。
・自分の成長の過程が見えることで、スポーツの楽しみが増す。人との勝負だけでなく、自分との勝
負になる。ポジティブな見せ方も重要。子供だけでなく大人にも有効。
・身体能力だけでなく、
技術力（ゴルフのスイングのような）のようなものもビジュアライズできるとよい。
・写真をとってアップロードすると、赤点先生みたいにプロから指導がもらえるとか（笑）。
■保険とのリンク
・身体能力のデータに合わせて保険料が変わるようにするとビジネスになるかもしれない。
・モチベーションが得られるのは重要。
（グループ 4 は人数不足で解体）
・グループ 5（○石垣

竹内

山野

原木、鈴木（謙）
）

■視点
・センシング技術を十分に生かして楽しむ方法
■選手をもっと身近に
・選手の動きをデータベース化し、それを選手のプロフィール情報とともに紹介する。
・選手の動きを AR でビジュアライズ。銀座の中央通で AR のボルトと一緒に走る。
■感覚代行
・筋肉の動きを音にして感覚的に伝える。スポーツ選手が動いている時の音と自分が動いている時の
音とかがどう違うのかを音で比較。珍プレーや好プレーなどを音で伝える。
■医療用スポーツ
・多様な（マイナースポーツを含む）データが蓄積されると、治療行為につながるスポーツを同定で
きるかもしれない。
「これは認知症に効く競技」等。
■人間の理解
・人間の極限の姿を描き出す。情報技術が新しいダビンチを生み出す。
・グループ 6（○的場

大城

野田

山内（一）
）

■視点
・プレーする、観る、健康になる。
■ AI コーチ（人間とコンピュータの助け合い）
・プレーヤーの動きを認識して、AI コーチが指導。限界直前まで引き上げる。
・新原理トレーニング法が生まれる。

53
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■脳内スポーツ
・心を元気にしてくれる脳内スポーツ。超高臨場感バーチャルスポーツシアターでは、やっているの
と同じくらい気持ちよくなれる。リフレッシュ法としてのスポーツがいつでもどこでもできる。日
本国中元気に。仕事も効率化。
・トレーニングとしても、脳のトレーニングを独立にいつでもどこでもできる。
■ AR で楽しむ
・ラグビーのプレーヤーの顔が AKB に変換されてしまうようなソフトウェアと中継とのコラボも可能。
・為末氏の感想
➢・スポーツをもっと楽しめるようにと言ったが、選手を強化するために IT を使うのも重要。
➢・日本のスポーツ界は IT 化が遅れている。軟弱なやつはスポーツなんかやるんじゃないみたいな風
土があり、IT を駆使している国にやられてしまっている。
➢・FI は技術的にも様々な波及効果がある。FI のようにアスリートを使ってほしい。パラリンピアン
のサイボーグ化も興味がある。
➢・脳内スポーツのやばそうな感じはとても面白かった。
振り返り：
・事前課題を徹底し、参加者からアイデアを広く収集した。ウォーミングアップという観点ではよかっ
たが、全てのアイデアに十分言及できなかった。短時間で認知できる情報量は意外に少ない。
・参加者のプロフィールを事前に作成して配布。どのような人が参加するのかを予めメンバーに周知し
ておいた。
・ワーキングの開始時と終了時の差分を実感できるようにしたい。
（課題の確認＋αが見えにくかった）
・ずっとこのテーマを考え続けている為末さんの考えの範疇を越えたアイデアが出せたかどうか疑問が
残る。どのようなテーマで議論する場合も、参加者の専門領域にある深い話を引き出す工夫が今後必
要になる。
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ＩＴを活用することで、スポーツの新しい可能性をどれだけ広げられるか （2013/12/2 の成果まとめ）
※事前課題とグループワークで得られた視点を全てリストアップしたもの
価値

目的

手段

1

新ビジネス

スポーツをすることと保険料率を連関する

センシング・データベース・解析

16

新ビジネス

身体能力のデータと保険料率をリンクさせ センシング・データベース・解析
ることで運動を促す

35

新ビジネス

活動量に食欲、金銭欲等のインセンティブ センシング・データベース・解析
を付与

32

新ビジネス

データ販売、アプリ販売、メディア運営、 センシング・データベース・ソフトウェア
アスリート派遣

76

新ビジネス

スポーツ選手のキャラクター化やゲーム化 センシング・データベース・ソフトウェア
によるスポーツ愛好家以外の巻き込み

80

新ビジネス

コンテンツサービスの創造

77

新ビジネス

スポーツくじのリアルタイム化による、つ センシング・データベース・解析・ソフト
ぎのプレー予想など対象を細分化
ウェア

5

新ビジネス

スポーツで発電する

床や器具に発電機

48

新ビジネス

運動することを電気に変換

床や器具に発電機

78

新ビジネス

クラウドファンディングで資金だけでなく マッチング
モノも募る

79

新ビジネス

資金収集方法の多様化（クラウドファン マッチング
ディング等）でスポーツへの直接出資を喚
起

26

プレイする

マイナースポーツコミュニティの SNS を SNS
作る

54

プレイする

マイナースポーツのプロモーション

センシング・データベース・マッチング・
レコメンデーション

2

プレイする

一緒にプレイする人のマッチング

マッチング

55

プレイする

いつでもどこでもだれでもどんなスポーツ マッチング
でも参加できるマッチングシステム

66

プレイする

適性の高いスポーツとのマッチング

60

プレイする

個人にテーラーメイドされたスポーツの推 センシング・データベース・マッチング・
薦
レコメンデーション

3

プレイする

未熟な人に技術的に下駄をはかせる

65

プレイする

運動が苦手な人のアシスト（スキルや体力 センシング・データベース・ＡＩ・アクチュ
のデータ化と補てん）
エーション

18

プレイする

選手の動きを AR でビジュアライズ

センシング・AR

10

プレイする

AR で選手と疑似的に一緒にプレイする

センシング・AR

55
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44

プレイする

ＶＲ型競技場でトップアスリートと対戦

センシング・データベース・ＡＩ・アクチュ
エーション

52

プレイする

ロボットと対戦する

センシング・データベース・ＡＩ・ＡＲ・
アクチュエーション

53

プレイする

ゲーミフィケーションによるスポーツの定 ソフトウェア
着率向上

39

プレイする

集合知でコンピュータチェスに勝つ

56

プレイする

どうせ走るならおばあちゃんの電球も交換 マッチング
してきてね！

9

楽しむ

選手のモーションデータのオープンソース センシング・データベース
化

69

楽しむ

アスリートのモーションデータの公開によ センシング・データベース
る二次創作の喚起

43

観る

6

観る

選手の鼓動を観客に届ける

71

観る

プレイヤーの鼓動や緊張感の共有により マイクロセンサ・無線ネットワーク
ファンを巻き込む放送

19

観る

筋肉の動きを音にして動きの感覚を伝えや センシング・無線ネットワーク・信号処理
すくする

34

観る

動きを様々な感覚器に伝える

センシング・信号処理

21

観る

人間の極限を描き出す

センシング・ビジュアライゼーション

74

観る

選手のバイタルサイン、話し声、心音、視 マイクロセンサ・無線ネットワーク
線、等各種五感情報を共有し、観客も選手
と一緒に頑張る

7

観る

選手の視線を観客に届ける

マイクロセンサ・無線ネットワーク

45

観る

選手の目線でスポーツを観戦

マイクロセンサ・無線ネットワーク

62

観る

アスリート視点からの画像撮影

マイクロセンサ・無線ネットワーク

37

観る

選手のビジョンで試合を見る

マイクロセンサ・無線ネットワーク

47

観る

観たい選手のみに着目した観戦

センシング・解析・マッチング

70

観る

応援チームに寄った放送の選択（偏向放送 センシング・解析・マッチング
のテーラーメイド）

46

観る

ボールや弓矢の視点でスポーツを観戦

8

観る

ボールのような器具から見た光景を観客に マイクロセンサ・無線ネットワーク
届ける

11

観る

トレーニングや日常生活に関する選手の情 センシング・データベース
報を共有する

31

観る

観戦者に豊富なデータを提供
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33

観る

テレビ、ネット、新聞・雑誌を連携した新 メディア連携
しい観戦スタイルの確立

72

観る

アスリートのパフォーマンスデータの公開 センシング・データベース
による今後の競技の予測、友人との意見交
換促進

36

観る

定量化できない組織的な動きを測る

24

観る

選手個人を芸能人に入れ替えて映像を楽し センシング・画像処理
む

27

観る

スーパーハイビジョンによるライブビュー ビジュアライゼーション
イング

38

観る

パブリックビューイング会場からスタジア AR
ムへのフィードバック（バーチャル 100 人
スタジアム）

17

アマも鍛える

選手のモーションデータをデータベース化

73

アマも鍛える

アスリートのパフォーマンスデータの公開 センシング・データベース・解析
による自分のパフォーマンスの客観視

61

アマも鍛える

アスリートのモーションを追体験（マリオ センシング・データベース・ＡＩ・ＡＲ・
カートのトライアルモード）
アクチュエーション

50

アマも鍛える

選手のフォームデータを蓄積し、繰り返し センシング・データベース
見られるようにする

51

アマも鍛える

選手のフォームと自分のフォームを比較で センシング・データベース・解析
きるようにする（一部課金）

12

アマも鍛える

アマが自分のプレースタイルを詳細に観察 センシング・データベース・解析
する

13

アマも鍛える

アマが自分のプレースタイルをプロのそれ センシング・データベース・解析
と比較する

14

アマも鍛える

自分の体力や技術のレベルがわかる

25

アマも鍛える

自分のモーションデータや他人のモーショ センシング・データベース・解析
ンデータを使って自分の欠点を克服する

29

アマも鍛える

自分の筋肉量や質を可視化、ランキング

センシング・データベース

30

アマも鍛える

競技力向上

センシング・データベース・解析

67

アマも鍛える

自分（アマ）の客観視・アクチュエーショ センシング・データベース・ＡＩ・アクチュ
ンデバイスによるフォーム矯正
エーション

64

アマも鍛える

アスリート用トレーニングデータの階層定 センシング・データベース・マッチング・
義によるレベルに応じた適切なトレーニン レコメンデーション
グプランの提供

15

アマも鍛える

自分のスキルにあった指導が受けられる

28

アマも鍛える

運動メニューのパーソナライズドレコメン センシング・データベース・ＡＩ
デーション

82

プロを鍛える

科学的トレーニングによる効果的選手育成

57
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40

プロを鍛える

ロボットコーチによる究極の鍛錬

22

プロを鍛える

自分の肉体の限界まで負荷をかけるＡＩ センシング・データベース・ＡＩ・アクチュ
コーチ
エーション

63

プロを鍛える

トレーニング強度のリアルタイム計測と科 センシング・データベース・ＡＩ・アクチュ
学的制御による故障予防
エーション

75

プロを鍛える

トップ選手の知識を形式化してシェアする センシング・データベース・解析・ビジュ
ことで、選手強化の知識を共有する
アライゼーション

42

プロを鍛える

ロボット栄養士による世界最高水準の栄養 センシング・データベース・ＡＩ
管理

57

マネジメント

指導者の判断の研究

41

マネジメント

ロボット監督による世界最高水準のチーム センシング・データベース・ＡＩ
運営

68

けが予防

準備・整理体操指導、疲労度診断、リハビ センシング・データベース・ＡＩ・アクチュ
リ指導によるけが予防と医療費削減
エーション

81

けが予防

スポーツや医療のデータの相互活用による センシング・データベース・ＡＩ
けが予防と医療費削減

58

疾病克服

疾患別にスポーツをテーラーメイド

20

疾病克服

事例を蓄積し、治療行為に使えるスポーツ センシング・データベース・マッチング
を抽出する

4

健康増進

外に出るきっかけを与える

ロボットペット（お散歩ロボット）

49

健康増進

人間が散歩する時のお供に

散歩用ロボット

59

教育

教育やグローバルコミュニケーションのた センシング・データベース・解析
めのスポーツデザイン

23

リフレッシュ

脳内スポーツ（脳だけで行うスポーツでリ センシング・BMI・ＡＩ
フレッシュ）
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!
!
!

!
sports
!
!

教育

Sportsの可能性

将棋はスポーツ？

のど自慢はスポーツ？

Sportsの定義
Deportare!
!

【意味】憂いを持ち去る、発散する

１、ルールがある!
２、ゴールがある!
３、体を動かす
４、楽しい
Sportは遊び

59

049_065_04章.indd

独立行政法人科学技術振興機構

59

研究開発戦略センター

CRDS-FY2014-XR-09

2015/03/26

12:33:05

未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

!
!
!

旧sports
!
sports
!
!

1964 tokyo

教育

東海道新幹線
国立競技場
東京モノレール
85％

２４６
代々木公園
首都高速
環七通り

～2013
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1998年

google!

2001年

wikipedia!

2004年

facebook!

2006年

Twitter!

2012年

五輪でのソーシャルメディア解禁

2013～

1964年 6.2%

約500/一年

2012年 22.5%

2060年 39.9%

スポーツ観の変化
2060年 8000万人!
インド※21億

中国16億!

※パキスタン、バングラディッシュ含む!
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教育→娯楽と学びへ!

✤

根性→科学的思考へ!

✤

国威発揚→社会問題解決へ
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Sports × 社会

Sport × 観光

!
!
!

台湾自転車!
ツーリズム

!

旧sports
!
!
!
!

観光

Sports × 地域

新sports

地域
コミュニティと
運動会

01
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!

音楽と
国立競技場

パラリンピック
都市計画

01

地域

01

!
!
!
!

Sports × 医療

旧sports
!
!
!
!

観光

新sports

地域

!

医療

!
!
!

旧sports
!
!
!
!

観光

新sports

Masters
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国際ボランティア育成

Sports × 教育

Sportsから学ぶもの
地域

✤

!

Communication!

!
!

旧sports
!

✤

Rule!

✤

Control my self!

!

✤

Surprise!

✤

Hope

!
!

観光

地域

観光
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スポーツの価値
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1-6．スポーツの新しい可能性について考える（スポーツ×科学技術（IT）第 2 回）
（2014/1/22）
■ 日時：2014 年 1 月 22 日（水）18:30-20:30
■ 場所：JST 東京本部別館 2 階会議室 A-1（市ヶ谷駅より徒歩 3 分）
■ テーマ：スポーツの新しい可能性について考える（第 2 回）
目的：
・未来研究トークのメンバーが、幅広いスポーツのとらえ方の中から、研究要素とビジネスの可能性を
含む目標を設定すること。
・今回は 2 回シリーズの 2 回目であり、前回との連続性の中で、新しい可能性と現状のギャップを見つ
け、自分の活動をスポーツの分野に広げるきっかけをつかむ。
背景：
・前回の未来研究トークでは、元陸上オリンピック日本代表の為末大氏を話題提供者に迎え、スポーツ
とは一体私たち個人や社会にとってどんなものなのか、視野を広げた。今回は、拡大されたスポーツ
観から見えてくる新しいビジネスチャンスについて話し合う。
・今回は、メンバーの “ 自分ゴト ” を考えてきてもらい、ワークショップの場で発想したものを提供す
るという従来のアプローチを変更することとした。日々メンバーが考えて掘り下げてきているイ
シューこそ、メンバーの味が引き出せると考えたため。
■ 話題提供者：
・山内一樹氏：
（株）大学スポーツチャンネル

取締役

株式会社大学スポーツチャンネルの共同創業者
http://dsc-web.com/index
大学スポーツの活性化を目指したビジネスプランで 2008 年に東京都学生起業家選手権で優秀賞を獲
得。この賞金を資本金として 2009 年 3 月に同社を設立した後、インターネットメディア事業、インター
ネットサービス事業、映像制作事業、キャリアサポート事業、体育会学生のキャリア支援、スポーツマー
ケティング事業等を立ち上げ現在に至っています。
■ 参加者（14 人）
：
・一宮、江間、立本、原木、青木、大城、竹内、野田、沙魚川、上鶴、山内（一）
、山野、嶋田、的場
■ Keyword： シーズンスポーツ、指導者との縦関係、早生まれ、顧問制度、ピークの若年化、肖像権管
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理、ライセンス、プレーヤーファースト、選手のセルフプロデュース、医療行為とのグレーゾーン、品質
保証、投資額、村社会
■ アジェンダ
18:00

受付開始 （東京本部別館

2 階会議室 A-1）

18:30

集合（時間がタイトなので、時間厳守して下さい）

18:30-18:45

趣旨説明・自己紹介（15 分）

18:45-19:15

話題提供（30 分）
「スポーツビジネスの課題～大学スポーツビジネスを事例として～（仮題）
」
山内一樹氏（
（株）大学スポーツチャンネル

19:15-19:30

Q&A と宿題の簡単な紹介（15 分）

19:30-19:35

休憩（5 分）

19:35-19:50

グループワーク（宿題のシェア）
（15 分）

取締役）

グループごとに「自分の分野（研究・ビジネス）でイシュー度の高い課題」について宿題
をシェアする。
※白板を使って整理していきます。
19:50-20:15

グループワーク（どんなビジネスチャンスが見えるか？）
（25 分）
宿題で持ち寄った課題を組み合わせ、取り組むことで新しいビジネスになっていきそうな
ものを吟味し、現実と目標を明示することで問題を設定します。

20:15-20:30

成果のシェア（15 分）

20:30-21:00

会場撤収・店に移動

21:00-22:00

懇親会

活動の概要：
（事前課題）
自分の分野でイシュー度の高い（答えを出す必要性の高い）課題（自分だからこそ知りえる課題：技術
的なものでなくても OK）の中で、スポーツビジネスの課題と対比して考えられそうな事例（1 つだけ）
を検討してくる。
※ここで「イシュー」とは、
”vital or unsettled matter that is in dispute between two or more parties”
と定義されます。よいイシューとは、答えが出るとその先の検討に大きな影響が及ぶ本質的な選択肢
であり、深い仮説があり、答えが出せるものです。
（出典：
「イシューからはじめよ」安宅和人 英知出版）
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【宿題検討方法】
・自分が日々取り組んでいる仕事や学問を振り返り、イシューをいくつかリストアップ。
・前回の成果（拡大したスポーツ観：添付）を見直す。
・リストアップした自分のイシューを、拡大したスポーツ観でとらえられるスポーツ現場のイシューに
変換。ありえる問題設定（現状認識と理想）を吟味。
・スポーツ現場のイシューそうな自分のイシューを 1 つだけ選ぶ。
（当日の進行）
大学スポーツの活性化を目指したビジネスを立ち上げ、
経営している山内氏より話題提供をいただいた。
一方で、スポーツとは関係が無い分野で日々研究やビジネスに取り組んでいるメンバーにとってのイ
シューをよく考えてきてもらい、
それを 3 グループに分かれたグループワークでシェアをした。その次に、
どのイシューが（あるいは複数のイシューの結合が）スポーツビジネス業界に深い問題を提起しうるかを
検討し、グループごとに発表した。
（成果）
・日本の大学のスポーツビジネスは、米国と比較すると非常に小さい。株式会社大学スポーツチャンネ
ルでは、魅力的な選手がたくさんいるのにどうして活性化しないのかという点に着目し、大学から情
報発信の支援受託、大学の運動部に食べ物等を差し入れることがきるポータルサイトの運営などでビ
ジネスを展開している。ビジネスを進めるうえで肖像権の取り扱い、商標等のライセンシング、縦関
係で進むビジネス慣行、医療行為との線引きのグレーゾーン等、ビジネスの円滑な運営の障害になる
いくつかの問題がある。
「スポーツを通じて得られる爽快感や感動が社会を健康にする」という信念
に基づいてビジネスに取り組んでいる。
（山内氏からの話題提供）
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グループ 1（〇一宮、原木、竹内、的場）
「通にしかわからない楽しみを伝える」
質的なものをわかりやすく、相手に合わせて、持続的に伝えるむずかしさは、スポーツの世界にもあ
るのではないか。後輩の指導という観点でも、相手を知り、相手に伝えられるようにしたい。
グループ 2（〇野田、江間、青木、山内）
「文化を変える」
ビジネスモデルを変えたい。ファンの観戦力、愛校心、帰属意識といったものも、競技連盟のバック
アップなどで高めたい。情報の開示のレベルは重要。開示はつながりやすさを高めるが、
リスクもある。
きついことを好んでやるスポーツの特性を新人教育に生かせないか。
グループ 3（〇大城、立本、沙魚川、山野）
「目標が定義しにくいものに向けて、長期的に取り組む」
将来の新ビジネス開拓、見えないサービス価値の創造、大学のビジネススクールのブランド化、政府
による基礎研究への投資等、企業でも大学でも、目標が定量化できなかったり、初めから明確にできな
いようなものに継続的に取り組む必要性がある。目標が明確であればそこから逆算できるが、それがや
りにくい。
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振り返り：
・事前課題（宿題）の意図がメンバーに十分に伝わっていなかった。幹事メンバーからも指摘を受けて
宿題の検討事例や前回の議論や当日の議論とのつながりについての説明を追加したが、十分でなかっ
たようだ。
・自分のイシューを語ってもらう試みはおおむね成功。個々人が抱える深い問題意識が垣間見られ、そ
の場のイシューに合わせて発言するよりも効果的であった。

「スポーツの新しい可能性を考える」

株式会社大学スポーツチャンネル  
取締役COO  
山内一樹

山内一樹（Kazuki  Yamauchi）  
株式会社大学スポーツチャンネル取締役COO  
H1.02/15      24  years  old
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ion
vis

「全てのヒトに⼤大学スポーツを」

ion
vis

「全てのヒトに⼤大学スポーツを」

動画制作

CRDS-FY2014-XR-09

066-078_04章.indd 72

メディア

サシイレ

動画制作

独立行政法人科学技術振興機構

研究開発戦略センター

72

2015/03/26 12:39

未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

“大学”をクライアントに、  
BS向けのテレビ番組制作
大学スポーツを活用したブランディング

メディア

サシイレ
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大学で体育会に所属している選手  
400部活20,000人にアプローチ可能な  
超ニッチかつディープなプラットフォーム

ion
vis

「全てのヒトに⼤大学スポーツを」
企業
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ここからは、  

「課題」を明確にすることで、  

事業を展開する上で経験した「課題」や  

そのギャップを生めるビジネス展開を  

今後起こりうる「課題」をお話します。

考えて行ければと思っています。

競技  
志向
競技志向

エンジョイ  
志向  
（生涯スポーツ）

Keyword
プロ野球統一契約書
①肖像権
大学陸上
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Keyword
ライセンス一括管理の欠如
②ライセンス
ライセンサーとライセンシーのパワーバランス

過度な保護

Keyword
③プレーヤーファースト

○○道
予測不可能性

Keyword
エンジョイ志向
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Keyword
ディフェンシブな業界
②グレーゾーン
絶対的な縦関係

医療行為とのグレーゾーン
ということで、  

品質保証

スポーツビジネスに関わる様々な課題を  

JADA（ドーピング）

課題が多い事は事実。
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スポーツで心身ともに健康に
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1-7．パーソナルモビリティの登場と未来のライフスタイルに生じる変化（2014/7/9）
■ 日時：2014 年 7 月 9 日（水）19:00-21:00
■ 場所：東京本部別館

4 階会議室 E

■ テーマ：パーソナルモビリティの登場と未来のライフスタイルに生じる変化
目的：
1．「パーソナルモビリティ」とは何かという定義をグループ毎で行い、
2．そのジャンルが確立・成長する為に自身の専門領域において生じる課題・論点がないかを参加者間
で共有し、議論することで、
3．「パーソナルモビリティ」という概念の俯瞰を試みる。
背景：
・近年、Robotics 技術が大きな注目を集めている。2013 年 12 月に Google が Boston Dynamics 社をは
じめとする Robotics 技術関連ベンチャー数社を買収したことや、Amazon が Drone を活用した配達
サービス Amazon Prime Air を将来実施することを発表したこと等、話題にことかかない。しかし、
このように盛り上がりを見せる Robotics 技術を現実社会の問題と結びつけ、ビジネスに活用するの
は容易ではない。
・2000 年のセグウェイの登場から始まり、近年、パーソナルモビリティという一人乗りの移動機器に
対する注目が出てきている。これは、自転車でもなく、車椅子でもない、新たなジャンルを定義づけ
しようとする動きと捉えることができる。
（テーマ設定の趣旨）
本ワークショップは「移動支援ロボット」をどのように社会へアプライさせるかについて議論すること
を中心に設計を行った。ただし、
「移動支援ロボット」という領域を、必ずしもロボットに限らないパー
ソナルモビリティという上位概念に広げて議論することにした。これは、
「移動支援ロボット」というテー
マにしてしまうと、技術シーズからフォアキャストに議論することになりやすいためである。
「パーソナルモビリティ」と、
議論対象の抽象度を上げ、
その言葉の定義づけから議論をはじめることで、
ユースケースや社会における位置づけといったニーズからバックキャストに議論が進行しやすくなる。そ
の結果、社会的課題と技術とを自然に結び付けて検討できるようになる。このバックキャストの議論を行
うべきという点については、NEDO の 2014 ロボット白書でも触れられている。
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■ 話題提供者：
長谷川誠：株式会社本田技術研究所スマートモビリティ開発室

主任研究員

■ 参加者（18 人）
：
・一ノ瀬、一宮、宇野、小川、上鶴、木浦、笹木、眞後、嶋田、野副、野田、蓮尾、長谷川、沙魚川、
的場、峯、宮下、山野
■ Keyword：
パーソナルモビリティ、移動支援ロボット、Robotics
■ アジェンダ
18:30

受付開始 （東京本部別館

4 階会議室 E）

19:00

集合（時間がタイトなので、時間厳守して下さい）

19:00-19:10

趣旨説明

19:10-19:30

話題提供
「事例紹介「UniCab」
」

19:30-20:00

グループワーク 1「パーソナルモビリティとは何か」
グループ毎に考える「パーソナルモビリティ」とは何かを議論します

20:00-20:05

休憩

20:05-20:35

グループワーク 2「パーソナルモビリティの課題、将来への提言」
グループ内で上がった課題や提言をリストアップし、まとめます

20:35-20:50

成果のシェア

20:50-21:00

会場撤収・店に移動

21:00-23:00

懇親会

活動の概要：
（事前課題）
①以下の URL を参考にして自転車でも車椅子でもない新たなジャンル「パーソナルモビリティ」とは
何かについて、200 字程度でご自身の定義づけを考えてきてください。
http://www.honda.co.jp/UNI-CUB/
http://blogs.itmedia.co.jp/isojima/2012/08/hondauni-cub-7031.html
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http://news.mynavi.jp/articles/2013/03/07/miraikan_honda/
②パーソナルモビリティはまだ普及には至っていません。今後普及に際して数々の課題が生じることが
予想されます。また、市場が成長する為に新たな技術革新が必要となる可能性もあります。ご自身の専門
分野（時間を費やしている趣味の分野でも構いません）で課題提起や提言を 2 ～ 3 考えてきてください。
（当日の進行）
1）プレゼンテーション「事例紹介：Uni-Cab」
長谷川氏から、パーソナルモビリティの一事例として Uni-Cab の紹介をしていただいた。
①Uni-Cab の紹介：ASIMO の技術をベースとしたモビリティプロトタイプの紹介
②技術概要の説明：倒立振子によるバランス制御等、ベースとなっている技術概要
③歴史：1989 年のアイデアコンテストで出た一球車を源流として 2009 年からプロトタイプの開発が始
まったなど
④実証実験：科学未来館での実証実験の状況など
2）グループワーク 1「パーソナルモビリティとは何かについての議論」
国土交通省によると、
「パーソナルモビリティ（Personal Mobility：以下 PM）は先進技術を用いた立
ち乗り電動二輪や町中での利用を想定した 1 ～ 2 人乗りの小型電動コンセプトカー等を包括する次世代自
動車の概念」と定義されている（
「超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」
（国土交通省都市局・自
動車局）より）
。しかし、現実に普及にも至っておらず、認知度も低いため、パーソナルモビリティに対
して瞬時にどのようなものかをイメージできる人は専門家を除き、
ほとんどいないと考えられる。そこで、
議論の土台を構築すべく、グループ内で、
「パーソナルモビリティ」とは何かについて議論し、一定のコ

長谷川氏による話題提供の様子
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ンセンサスを得るところから始めた。ここでの議論によって社会でどのようにアプライされるかがグルー
プごとにある程度明確化されることになる。
3）グループワーク 2「自身の専門領域において生じる課題・論点を共有し、議論」
未来研究トークのワークショップの最終目的は、各テーマに関する技術俯瞰である。そこで、グループ
ワーク 2 では、前のグループワークでグループごとに定義した「パーソナルモビリティ」という領域に関
して多様な観点（主に技術的観点）から課題を抽出することにした。
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・当日の会場風景
（成果）
1）グループ 1
メンバー：一ノ瀬、一宮、笹木、眞後、嶋田（リーダ）
、沙魚川
1 － 1）グループワーク 1
まず、「パーソナル」
、
「モビリティ」というそれぞれの用語に対して議論が行われた。
・「パーソナル」
無限にある個人個人のニーズに対応できること、というのが基本的な方向性であると確認された。その
上で、モビリティの場合には「移動手段としての自由度を高めること」がニーズの中心となるであるとい
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うことなどが議論された。
・「モビリティ」
移動手段ということになるが、その効用に着目すると、
①障害者支援（マイナスをゼロにする）
②歩行速度を向上させる（ゼロをプラスにする）
という 2 つに分類されるのではないかという議論がなされた。
また、いずれの場合であっても、
「今あるファンクションを邪魔しない」ことが重要であるということ
が指摘された。例えば、降車後に自動で消える、機器が存在を主張しないといったことが挙げられた。
さらに、そのような実用的な側面以外にも、自己表現としてのツール利用といった価値がありうるとい
う議論も行われた。
1 － 2）グループワーク 2
技術的な課題よりも、価格、販路、用途といった販売時の課題が多く挙げられた。
2）グループ 2
メンバー：木浦、野副（リーダ）
、野田、蓮尾、的場
2 － 1）グループワーク 1
まず、「パーソナル」
、
「モビリティ」というそれぞれの用語に対して議論が行われた。
その上で、
「パーソナル」とは「意思・欲望を満たすもの」
、
「モビリティ」とは「移動手段」というこ
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とが合意形成された。
その際、この「移動手段」という部分に関しては、移動プロセスが介在していることが重要であり、目
的地の方からやって来たり、どこでもドアのように瞬時に移動できるものはモビリティの対象外であると
いう指摘が行われた。
すなわち、欲望を満たすプロセスを伴った物理的移動（例えば風や揺れといった移動プロセスに刺激が
ある）を実現するものが「パーソナルモビリティ」であるとした。
2 － 2）グループワーク 2
①安全性に関わる課題
安全性が実用レベルに達するためには、1）数学的証明がなされるか、2）経験的に社会的認知がなされ
るかに大きく分けられ、いずれからのアプローチも必要である旨の議論が行われた。
②新たな付加価値に関わる課題
既存の移動手段が多くある中で、新たな価値を提供することが重要である。
より思い通りに移動できること以外に、歩くにリンクしたプラスαの価値が出せないかという点につい
て議論が行われた。
例えば、すれちがい時にデータ通信を行ってソーシャルネットワークとしての価値を提供する、コント
ロールを難しくすることで乗りこなす楽しさ、などが新たな価値としてありうるのではないかという議論
が行われた。
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3）グループ 3
メンバー：宇野、上鶴、長谷川（リーダ）
、峯、宮下、山野
3 － 1）グループワーク 1
屋内外に関わらず、パーソナルな空間をカバーする移動手段であり、楽しさ、自由さ、使いやすさとい
う価値を提供するものという定義が行われた。
3 － 2）グループワーク 2
①安全性に関する課題
スピードがでないこと、歩行者との折り合いをつけることなどの技術的課題がピックアップされた。
②実用性に関する課題
実用レベルに達するためには、自律的に制御が欠かせないということが指摘された。
楽に使える（乗っていて疲れない）こと、段差を乗り越えられることなどが、大きな課題として挙げら
れた。
また、荷物の運搬等、現在普及しているモビリティで行える機能も併せ持つ必要があるといった機能要
件に関する議論も行われた。
③付加価値に関する課題
新たな付加価値としては、
パーソナルな所有物としての価値があるのではないかという点が議論された。
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例えば、デコる、育てるといったような価値提供の仕方があるという提案がなされた。
また、「育てる」という観点では、クラウドソーシングによって地理的データや障害データ等を機器間
で共有していくことができるのではという点が議論された。
発表者およびゲストのコメント：
木浦さん（企画担当者）
最後に出たデコるなどのようにそれ自体がパーソナルというのは新しい視点だった。
パーソナルモビリティは、人間が乗っているという前提で考えていたが、それがバイアスであることが
今回のワークショップで気づけたのでよかった。
短時間にも関わらず中身の濃い議論ができたと思う。参加者に感謝したい。
野副さん（科学未来館ゲスト）
最初はモビリティが好きということで実証実験に関わったが、結果的にコミュニティも広がり、2 年間
もつづけてこれた。
乗り物という概念を超えたところに可能性があるならまだ広がると考えている。
このような場で出た新たな視点を吸い取って、別の方に還元するのが我々の立場である。これからもこ
のような議論を続けていきたい。
笹木さん（科学未来館ゲスト）
パーソナルとは何かについて議論できたのはよかった。
私たちは実機を既に体験していることで大きなバイアスがかかっている。
今後、もっと広げていくためには、乗ったことない人に対してどう広げるかを考えていく必要がある。
そういう意味では、まだ実機に乗っていない方の発想とぶつける必要があり、今回は貴重な経験がで
きた。
長谷川さん（発表者）
今回、実機を体験していただくかどうか大変迷った。
乗ってもらうと説明は非常に簡単である。
今回、あえて体験してもらわない状況で議論を行い、その結果、バイアスがかかっている自分に気づく
ことができた。
今回の内容は、クラウドソーシング等、目新しい案もあったが、多くは長年の開発の中で議論し尽くし
たことである。しかし、初心に戻る、思い出す、忘れてやらなくなったことを本当にやらなくてよいかを
考え直す、という点で、私たち開発者に大きな気付きを与えてくれたと考えている。感謝したい。
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振り返り：
ワークショップ運営に関する昨年からの課題について設計時に改善を試みた。ここれはその効果につい
てレビューする。
・昨年度の課題
1）議論が話題提供者のこれまで検討した範囲を出ない。
2）多様な専門家が集まっているにも関わらず専門性の高い議論やシナジー効果のある議論に発展す
ることが少ない。
3）ワークショップを機転とした具体的な成果（俯瞰プロジェクトへの貢献、協業など）への展開が
少ない。
・対策
1）前回から自身の専門性に立脚した意見を述べることをルール化した。
2）議論の前に、議論対象についてグループ間でコンセンサスを取る。
（パーソナルモビリティについ
て各人の考え方の違いを理解・調整した上で議論を開始）
3）チームメンバの専門性を分散させた上でグループワークを行い、結果を技術俯瞰へと繋げやすく
する。
・効果と残件
ファシリテータの主観的なレビューを以下に記す。
1）は不十分
グループワーク 2 の結果は、顧客価値のような抽象度の高い意見が多かった。
特に大学の先生方は、技術的観点で課題を議論しないともったいない
2）は一定の効果を得た
グループワーク 2 で議論が盛り上がりを見せた。2）の対策の効果ではないかと考える。
3）は不十分
グループワーク 2 の結果については、どういう専門性からどういう意見が出たという分類ができる
形で残せていない。次回からリーダにまとめてもらえるように頼む等の対策が必要例えば以下のよう
な形態
分野 1 から〜という課題提起
分野 2 から〜という課題提起
・・・
グループとしてまとめると〜というプライオリティ付け、または提言など
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1-8．大学への要望の俯瞰と大学の新しい可能性（2014/9/17）
■ 日時：2014 年 9 月 17 日（水）19:00-21:00
■ 場所：東京本部別館

4 階会議室 F

■ テーマ：大学への要望の俯瞰と大学の新しい可能性
目的：
・大学が行うべき未来の研究のスタイルや方向性について、参加者の多様な視点を通じて気づきあう。
背景：
・大学とは、知の創造と継承の場として貴重な機関である。しかし、その実態はあまりにも不可解であ
り、もはや大学で勤務している者ですらその実態や方向性について理解に苦しむ状況である。この現
況を虚心坦懐に俯瞰し、解決すべき問題を設定する。
■ 話題提供者＆ファシリテータ：
・宇野毅明：国立情報学研究所

教授

■ 参加者（13 人）
：
・一宮、宇野、原木、永野、青木、小川、相良、野田、加納、嶋田、的場、松尾、宮下※松尾は見学
■ Keyword：大学、研究、問題
■ アジェンダ
18:30

受付開始（JST 東京本部別館

19:00

集合（時間がタイトなので、時間厳守して下さい）

19:00-19:05

趣旨説明

19:05-19:20

話題提供

19:20-19:50

グループワーク 1「大学への要望の俯瞰」

19:50-20:00

休憩

20:00-20:30

グループワーク 2「大学の新しい可能性」

20:30-20:50

成果のシェア・まとめ

20:50-21:00

会場撤収・店に移動

21:00-23:00

懇親会
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活動の概要：
（事前課題）
特になし。大学の研究の可能性、大学の研究が見落としている点などについて、考えを巡らしておくこ
とを推奨。
（当日の進行）
入力として、話題提供者の宇野氏が、大学の研究が世間一般でステレオタイプ的に言われていることと
どれくらい違う物なのかを解説。
大学の研究者と、それ以外に分かれ、ゲーミフィケーション形式で議論。大学の研究者に対して、それ
以外の者が「なぜこうしないのか？」といった厳しくも建設的、
探索的な質問をする。大学の研究者の方々
は、そのことに対して、できるならなぜしないのかを、できないならその理由を説明することで、大学の
研究とはどのようなものかを明らかにしていった。
各グループの成果を共有する際、まとめると意見の面白さが消えてしまうため、全ての人の意見を含め
ることはせず、とんがって他のグループのメンバーに伝えたい物だけを解説した。

的場・原木 G

一宮・永野 G
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（成果）
・課題 1
→

研究の KPI 評価が論文数であるため、評価に結び付かない研究が行われにくい。

多様な評価尺度導入へ

・課題 2

KPI 評価を含め、大学研究に関わる制度に民意が反映されにくい構造となっているため、民

間の希望と大学研究がかい離。
→ 寄付金（財団や Kickstarter）を能動的に獲得し、旧来の評価制度に制約をうけないような研究
推進体制を自ら構築。制度のせいにしない。
→

税金の使途を選択できる制度の活用。

・課題 3

大学研究と民間研究の役割分担をはっきり理解している人がほとんどいないため、大学の研

究内容の是非を議論することが難しい。
→

成功失敗のリスクの大きさで線引き。企業ではあまりハイリスクの研究はできない。

振り返り：
・議論は比較的活発であったが、大学の研究者でない人たちが、大学研究者に同調してしまい、対決の
様相を外れてしまったところもあったが、それはそれで議論は上手にできたようだ。
・結果として「いいアイデア」のようなものは出てこなかったが、言葉にならない気づきは得られた実
感がある。
・対決型の話し合いは、意外とスムースに進められた。意見を言いやすかった。
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2015/2/4

大学での研究というもの
大学の研究というもの

＋ 大学は日本の知のエンジン。ここから新しい研究が生まれる
＋ 当然、社会を、日本を、世界を良くするべく、日夜研究が行われ
ている

宇野 毅明 （国立情報学研究所
＆総合研究大学院大学）

＋ 研究は、質の高い研究者により、堅実に行われている

http://research.nii.ac.jp/~uno/index-j.html
e-mail: uno@nii.ac.jp
● …というようなものでもありません
2014年9月17日 未来研究トーク

大学の研究体制
● 実は、研究の主体は学生。有名教授は手を動かさない
 本業は授業。研究は10%未満
● よって、全ての納期は4月
 質も追って知るべし

大学という組織
● 独立した研究者の群れ。上意下達はない
 よって、チームプレーもほぼなし
 みんなで代表を推すようなこともない
● お金は欲しいが、金額が大きいので国からもらいたい

● 研究費は、意外とない。スタッフは雇用できない
 でかいファンドを取れるのはごくわずか

● 評価は研究でされるので、優秀な研究は欲しい
 でも、こういう研究をしよう、と旗をふってもうまくいかない
 優秀な研究にインセンティブを与えるのも難しい

● 能力にばらつきが大きい、意外と視野が狭い
 アスリートみたいなものですから、それが普通です

学会という組織
● 意外と頭が固い。目線が内向き
 測りやすいように、自分専用の物差しを持っている
● 寄り合い所帯なので、主体的に動くことは少ない
 当然、世界や社会に対する戦略もない
● 研究の現場ではない
 人と情報が集まっているだけ

そうはいっても
• やはり日本の研究期間である以上、日本の役に立つ、日本が求
めている研究をして欲しい
 社会性、公共性、実用性の高い研究
 意味があり、興味深い研究
• そうしてみると、あまり進展のなさそうな研究や、自己完結型の
研究、どこが面白いのか分からない研究がずらずら
こんな研究している場合なんでしょうか？
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意味のある研究
• 必要がありそうな研究など、いくらでもある
＋ 老人を介護しやすいベッド
＋ 鬱病患者の数、生活弱者の実態と解決法
＋ 犯罪を検出する監視カメラ
＋ 健康食品の有効性
＋ 絶滅危惧種の人工飼育法
＋ STAP細胞の類似品、STOP細胞

2015/2/4

戦いの火ぶた
• さて、そこで戦いです。
● 大学以外の方、大学の人を問い詰めて下さい
ただし、論理的に。説明した大学の事情を鑑み、その上で説得力
のある理由を付けて、研究すべき課題を提示して下さい
※一つのトピックがあまり長くならないように

• 意味・意義がある。重要。役に立つ。社会的要請もある。
何より面白そう

● 大学の方、きっちりと、できない、難しい、意味が無い、大学で
やるべきことではない、価値がない、ということを説明して下さい
屁理屈をこねるのではなく、しっかりと芯がある反論をお願いしま
す

• 少しくらい環境要因悪くても、研究すべきじゃないですか？

• 評価者の方、両方の意見をしっかり判断して下さい

まとめ
● 大学の人が反論できなくなり、プロジェクトの価値が見いだ
せたら、民間側の勝ちです
● 大学の人が、きちんとなっとくできる理由を出せたら、大学
側の勝ちです
• この判定は、評価者の方にお願いします
そんなにきっちりやる必要はありません。感覚的に、主観に基
づいた判断をお願いします
※ 民間側に勝ってほしいですね。
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1-9．身の回りの格差と自分の研究やビジネスとの接続性（2014/11/12）
■ 日時：2014 年 11 月 12 日（水）19:00-21:00
■ 場所：東京本部別館

4 階会議室 E

■ テーマ：身の回りの格差と自分の研究やビジネスとの接続性
目的：
・参加者が社会に存在する様々な “ 格差 ” に目を向け、自分の研究やビジネスとの接続性やその可能性
に気づく。
背景：
・私達の社会には様々な格差が存在する。持てるものと持たざるものとの格差は、改めて身の回りに目
を向けると多く存在することに気づくはずである。将来この格差はどうなっていくのか、その格差の
拡大が私達の社会にもたらす影響はどのようなものか、私たちの研究やビジネスにおいて、こうした
ことを深く考える機会は限られている。今回、母国のバングラデシュを主なフィールドとして都市と
地方の格差、所得格差の縮小に挑戦している九州大学のアハメッド・アシル先生に話題提供いただき、
自らの研究やビジネスの方向性を、こうした格差と接続させて考える機会を持った。
■ 話題提供者：
・アハメッド・アシル：九州大学大学院システム情報科学研究院

准教授

■ ファシリテータ：
・嶋田一義：JST 科学コミュニケーションセンター

副調査役

■ 参加者（12 人）
：
・江間、小川、橋本、野田、野副、嶋田、アハメッド、一ノ瀬、一宮、宇野、笹木、宮下
■ Keyword：ICT for Development、BOP、Inequality gap
■ アジェンダ
18:30

受付開始 （JST 東京本部別館

19:00

集合（時間がタイトなので、時間厳守して下さい）
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19:00-19:05

イントロ
・目的・議論の方法の共有

19:05-19:35

話題提供（アハメッド・アシル先生）

19:35-20:00

グループディスカッション
・私の周りの格差と、私ができそうなこと・課題」

20:00-20:05

休憩

20:05-20:30

グループディスカッション
・メンバーを入れ替えて議論継続

20:30-20:55

成果のシェア・まとめ
・グループごとに事例と検討結果を選んで発表

20:55-21:00

アシル先生から一言・会場撤収・店に移動

21:00-23:00

懇親会

活動の概要：
（事前課題）
①身の回りにある気になる格差を一つ見つける
②その格差がなぜ気になるのか、どう対処したいかを考える
③自分の研究やビジネスがそれにどう接続可能かを考える
の 3 課題に取り組む。
（当日の進行）
アハメッド・アシル先生の話題提供を全員で聴き、ICT を途上国の開発に活用する研究をしているア
シル先生からの話題提供を起点に、メンバーの身の回りに存在する「格差」を俯瞰し、それを自分の研究
やビジネスに接続させることを念頭に問題設定を行う。
2 つの小グループに分かれて身の回りの格差について議論。具体的には、事前課題として各自が考えて
きた格差について話し合い、それを問題としてとらえたときにどのような課題が設定できるかを、2 ラウ
ンドのワールドカフェ方式で検討し、最後に全員で成果を共有した。
（成果）
グループ 1（江間、小川、橋本、野田、野副、嶋田）R1
（江間、小川、嶋田、アハメッド、宇野、宮下）R2
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気になる格差：「得られる情報の格差」
（グループ 1 で決められず、グループ 2 のものを共有）
・認識の違いは、埋めるべきものとは限らない。ただし、同じ目標を共有してチームでそれを達成しよ
うという場合に、その目標の共有ができないと、無駄な労力をたくさん使うことになる。チーム内に
得られる情報の格差があると、目標の認識がそろいにくい。
・対症療法（目の病気に対して病因や薬）ではなく、格差が生まれる経緯を把握して解消する（目の病
気に対してビタミンＡ）ほうがよい。目に見える事実を積み上げてわかるものもあれば、個人個人の
精神活動を把握しなれば経緯がわからないものもある。精神活動の把握は困難であり、格差への対処
を考える上で新しい課題になるだろう。
（共有された身の回りの格差）
◇

家庭の事情による経済格差（教育サービスの健全化とあわせて解消できるかもしれない）

◇

同じチーム内での目標認識の違い（目標認識の違いが無駄な仕事を増やす・参加を通じた解消が本
質的）

◇

便利なものへのアプローチ（使いこなそうとしないことへの疑問・もちつもたれつか）

◇

プライバシーに対する人工知能研究者と人文社会科学者の意識の違い（技術を作ってから後付けで
ELSI を検討することに違和感）

◇

対話に対するアプローチの違い（文章化しないと話せないなど）

◇

企業の利益率の格差（儲かるポジションを押さえられない企業・自分のポジションを数字で自覚す
べし）

◇

仕事に対するモチベーションの違い（もっとフレキシブルに働けるような労働のかたちに）

◇

国際的な意識の格差（おかれた環境によってまったく違い、話題が合わない・関わりあう場を若い
ころから持つ）

グループ 2（アハメッド、一ノ瀬、一宮、宇野、笹木、宮下）R1
（一ノ瀬、一宮、笹木、橋本、野副）R2
気になる格差：「得られる情報の格差」
・違う意見を聞きに行く場所（リアルな場）を作るとか、情報の取りに行き方のトレーニング（例：
Google で検索するキーワードの入れ方）など、情報へのアクセス方法が多様に考えられる。
・情報共有の際、
「情報にずれがあること」を知らないことがある。必要な情報を探したあとに、見つ
けたものが正しいかどうかをどのように判断するかが問題。正当性を担保するようなシステムを作る
のか、システムに頼らず、個々の情報リテラシー（反証能力、健全な批判精神等）の育成に取り組む
のか、手段は多様に考えられる。
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（共有された身の回りの格差）
◇ 医療を受ける格差（適正に病院に行く：余計なことで病院に行かない）
◇

子どもの教育の格差（親と子の間の納得感について、ずれがないようにする）

◇

省庁内の身分格差、ヒエラルキー、同じ身分内の格差（他部署を上から攻める）

◇

研究会等での、熱意の差、良心の差（ファシリテーション技術を上げる、上から押しつけではなく
下から支援する術を身につける）

◇

結婚できる／できないの格差（単身赴任、TV 電話等遠隔コミュニケーションの発展）

◇

大学間格差（G 型、E 型、など）

◇

情報の共有の格差（ある事項に対して持っている情報が全然違う（例：イラク戦争、を各国留学生
に尋ねると、持っている情報や共有できている情報がばらばら）
）

アシル先生の感想：
Thank you very much for the opportunity to share our activities with the Mirai-Talk audiences. The
topic “inequality” was easy to discuss but was difficult to conclude. My research interests have been
to identify the “unconnected (information don’t have)” people by providing “information”. Therefore, it
was nice discussing within the group about “inequality in terms of information access”. However, we
highlighted on “misconnected (people with wrong information)” people. I can assume that the impact
of mis-information is way worse than the no-information. Wrong information leads to a wrong
decision.
振り返り：
・格差の語義が共有されていなかった感あり。本来異質であるものがそろわないことは格差ではなく、
また格差を埋めるべきか否かでも議論の余地は残される中で、問題設定は困難を極めた。話が抽象的
になる傾向もあり、現実に格差を感じることの難しさを実感した。
※格差：同類のものの間における、価格・資格・等級・水準などの格付け上の差（大辞林）
・ファシリテータがグループワークに入り、
タイムコントロールが甘くなった。ファシリテータはグルー
プワークに入るべきでない。
・俯瞰と問題設定を行う枠組みとして「格差」は抽象度が高すぎる感あり。通常の研究の方向性やビジ
ネスチャンスの議論とは違った観点ではあるものの、焦点を結ぶ議論がしにくい。
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援助よりビジネスを。。。。。
Developing
Countries

ICT to bridge the divides
バングラデシュの発展に果たすICTの役割

¥

Japan

Can we change this scenario to-

Developing
Countries

Ashir Ahmed

Associate Professor, Kyushu University, Japan
Director, Global Communication Center, Grameen Communications,
Bangladesh

Japan

Culture, Philosophy, Technology, Business..

九州大学大学院システム情報科学研究院 情報知能工学部門 准教授
グラミン・グローバルコミュニケーションセンター ディレクター

New Power of Asia!!!!!

ashir@grameen.com
www.gramweb.net/xturp

© Ashir Ahmed, 2014

Agenda

（講演内容）

1. Bangladesh at a glance
（バングラデシュについて）
2. ICT initiatives in Government and Private Sectors
（情報通信技術の取り組み紹介）
3. Business (BOP, Inclusive, Social) Opportunity
（ビジネスチャンスはあるのか）
4. Social ICT R&D activities in Kyushu University and
Grameen
（九大•グラミン取り組み紹介）

ABOUT BANGLADESH

2
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バングラデシュの概要

バングラデシュの概要

面積
人口
人口密度
国旗

1947年 東パキスタンとなる。
1971年 バングラデシュとして独立。

GDP

144,000km²
（日本の約 1/3）

1億4000万人
982人/km²
（日本の約3倍）

1615ドル

（PPP）1人当り （日本の約 1/21）
CIA world factbook, 2008

PPP=購買力平価

© Ashir Ahmed, 2014
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Bangladesh: Country Profile

バングラデシュの概要:気候 (Temperature)
11-34 degrees

•Population: 161,083,804 (July 2012 est.)
•Area: 143,998 sqkm (land: water::10:1)
•Sea port: Chittagong, Mongla (coastline: 580KM)
•Language: Bangla
•Natural Resources: Gas, land, timber, coal
•Rural: Urban Population: 73::27
•Principal industries: Garments, pharmaceuticals, leather,
jute, ship building.
•Cell Phone Network: 97%
•GDP(in PPP): USD 1700 (agri: 18.4%, industry: 28.6%,
services: 53%)
Indicator

Japan

Bangladesh

India

Vietnam

GDP (2011 est.)

$5.855 tr.

$115 b

$1.843 tr

$123.6 b

GDP growth Rate

4%

6%

7.8%

5.8%

Population
density (per
sqkm)

351

1117

368

259

Literacy

99%

47.9%

61%

94%

Source: http://www.weather-and-climate.com/average-monthly-RainfallTemperature-Sunshine,Dhaka,Bangladesh

Ref: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html,
Statistical Pocket Book Bangladesh-2010, Bangladesh Bureau of Statistics
© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

バングラデシュの概要:気候 (Rainfall)
10-320 mm

バングラデシュの概要:気候 (Rainy days)

Source: http://www.weather-and-climate.com/average-monthly-RainfallTemperature-Sunshine,Dhaka,Bangladesh

Source: http://www.weather-and-climate.com/average-monthly-RainfallTemperature-Sunshine,Dhaka,Bangladesh

© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

バングラデシュの概要:気候 Humidity

Source: http://www.weather-and-climate.com/average-monthly-RainfallTemperature-Sunshine,Dhaka,Bangladesh

© Ashir Ahmed, 2014
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BOPの特性

BOP/URP とは
• Base of the Pyramidの略。
所得階層を構成する「経済
ピラミッドの底辺層」。
• 開発途上国の約40億人と
推定。
• BOPの人々がもつニーズは
潜在的な巨大市場としてみ
なされる。

ドル換算の購買力平価

満たされていない大きなニーズ

金融サービス、電話、水道、衛生サー
ビス、保険医療サービスなどの欠如。

インフォーマル・セクター依存あるいは
自給自足生活

市場へのアクセスができず地主や高利
貸しの搾取にさらされ、誰にも保護され
ない。

BOPペナルティの打撃

生活に基礎的な商品、サービスを得る
ために富裕な消費者よりも多くのコスト
を払う。

7500万～
1億人

2万ドル以上

15億人～
17億5000万人

1500～2万ドル

40億人

1500ドル未満

BOP層

世界の年間所得ピラミッド
『ネクスト・マーケット』（2005）より作成

『THE NEXT 4 BILLON ― 次なる40 億人』

URP: UnReached People
© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

高品質(Quality, Luxury)

Trade-off between Quality and Price
Rich People
Small Population size
Expensive Services

• Affordable
• Usable
• Profitable

グラミン銀⾏とグラミン・ファミリー
•ムハマド・ユヌス氏が1983年にグラミ
ン銀行を創設。
•グラミンとは「農村の」という意味。
•主に農村部で貧困層を対象に無担保で
融資をおこなうマイクロ・クレジット
を実施。
•グラミン銀行を中心に様々な分野で事
業を展開。グラミン・ファミリーと呼
ばれる。

購買力(Purchase Power) Æ
Poor people
Big Population
Poor quality (No) Services
© Ashir Ahmed, 2014

グラミン銀⾏とマイクロ・ファイナンス
•
•
•
•
•

貧しい人々による、貧しい人のための銀行。
銀行の運営はあくまでビジネス。チャリティー
頼りではない。
無担保の少額融資。
利用者の97％は女性。
返済率は98％。

•
•
•

BOPの人々に金融サービスへのアクセス機会を提供。
BOPの人々がローンを借り、ビジネスを開始する機会を提供。
BOPが「ローンを組み、返済できる」ことを証明。

•

2006年、グラミン銀行とムハマド・ユヌス氏はノーベル平和賞を受賞。

© Ashir Ahmed, 2014

社会課題、社会ニーズ、市場ニーズとは？
-形式的な課題形式的な課題認識でも多くの効果的
な取り組みが行われているが。

見えていない根本的な課題

-暗黙的な課題-

BOPは未知な世界である
© Ashir Ahmed, 2014
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

ビジネスチャンスだと思う前に
氷山の上に出ている部分

氷山の下に潜んでいる真の課題
真の要因（グラミン
流）

症状
目の病気に罹っている子供が多い
が眼科医が不足していて治療を受
けられない

対策
眼病における医薬品及び診療施設
が必要である

真の原因はビタミンＡの不足だっ
た

真の対策（グラミン
流）
食習慣改善のためにほうれん草を
栽培し、ビタミンＡ不足を解消し
たことで目の病気が減った

BOP/Inclusive/Social ビジネス
BOPビジネスは
CSR？チャリティー？利益？開発協力？
ソーシャル・ビジネス？
BOPに対する正しい知識の欠如
間違った情報、偏見
BOPビジネスを成立させるために
ビジネス・コミュニケーションの重要性
言語の問題
ビジネス・スキルの差異
商習慣の違い（例：バングラデシュでは休日が金曜日）

© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

Grameen
Himager

Grameen
Knitwear

Grameen
Fisheries

Grameen
Bank

Grameen
Trust

Rural Health
Programme

Grameen
Kalyan
Grameen
Telecom
Grameen
Krishi
Foundation

Grameen
Shamogree
Packages Co.
Limited.

GRAMEEN:
CREATED MILLIONS OF MICRO
ENTREPRENEURS
© Ashir Ahmed, 2014

Grameen
Uddog

Grameen
Shakti
Tulip Dairy

Grameen
Phone

Grameen
Fund

Grameen
Communications

Gonoshastho
Grameen Textile
mills

Grameen
Shikkha

More the 54 companies in the areas of banking, IT, Telecom, Agriculture, Healthcare etc
© Ashir Ahmed, 2014

Traditional Assumptions about BOP (URP)
Low income/property
– Not credit worthy

Low literate

– Cannot use advanced technology

GRAMEEN’S RESPONSES: PROVED
THE TRADITIONAL WISDOM TO BE
WRONG

Low purchase power
– Not market worthy

© Ashir Ahmed, 2014
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

Grameen Bank:
Concept of Micro-credit

Traditional Assumptions
Fact: Low income/property

No banks provided
loans to poor people

– Assumptions: Not credit worthy

Low literate
– Cannot use advanced
technology

Low purchase power
– Not market worthy

• 8.4 million borrowers
• Owned by the poor
• 97% of them are
women
• 98% repayment rate
• Business. No charity
Poor are credit worthy

Nobel Peace Prize 2006
© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

How does it work? The Cow and Milk Model
Milk

3

2
Cow
1

4
Rural
Poor

Income is the
best medicine
for the poor

$Loan + $Interest

Village
Market
1

5

$Loan
Gramee
n Bank

Grameen Model Worldwide: India

© Ashir Ahmed, 2014

Grameen Model Worldwide: South Africa

© Ashir Ahmed, 2014

Grameen America

© Ashir Ahmed, 2014
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

Micro-credit world wide demand

Traditional Assumptions
Low income/property
– Not credit worthy

Do we consider
their requirements?

Fact: Low literate

Assumption: Cannot use advanced
technology

1 billion people

Low purchase power
– Not market worthy

Loan demand of $250

billion.

© Ashir Ahmed, 2014

GrameenPhone

© Ashir Ahmed, 2014

How does it work? Village Phone Lady Concept

Concept of village
phone lady
Grameen
Bank

Since 1996

Phone Lady

Nokia

Users

$200

Not only use mobile
phone but do
business too

$200

$200 + $y

40 million subscribers
now

$Y

Poor people can use advanced technology if
it brings income for them
© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

Village Phone Lady Statistics
Yea
r

Village Phone Lady in almost every corners of
villages

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ladies
28
179
1,114
3,273
9,222
23,159
47,297
94,003
190,659
281,143
296,922
416,712
417,261

New
28
151
935
2,159
5,949
13,937
24,138
46,706
96,656
90,484
15,779
119,790
549

• Small Profit. But good
enough for a jobless
woman
• Situation changed. Phone
became widely affordable.
• VPL business decreased.
• Entrepreneurship skills

Source：GrameenPhone 2009

© Ashir Ahmed, 2014
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（2012 ～ 2014 年度）

Tele-center Business Opportunity

New Business: Tele-center Operation

Internet Café
Internet service business
Area
Dhaka
Rajshahi
Chittagong
Khulna
Sylhet
Barisal
合計

# of Telecenters
590
519
487
264
122
86
2,068

Considering the social needs
• Agriculture information
• Remote Healthcare Consultancy
• Education Contents
• Mobile Money

Source: BTN,2009
© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

Traditional Assumptions

Grameen Shakti

Low income/property

•
•
•
•

– Not credit worthy

Low literate

Concept of solar home system
Poor people buy 3000 SHS per day
1 Million people already bought
Local maintenance by poor women

– Cannot use advanced
technology

Fact: Low purchase power
Assumption: Not market worthy

© Ashir Ahmed, 2014

© Ashir Ahmed, 2014

Grameen Proved
Grameen
Himager

Low income/property

– Not credit worthy
– Poor people are credit worthy

Grameen
Knitwear

Low literate

– Cannot use advanced technology
– Poor people use technology, they do business too

Grameen
Trust

© Ashir Ahmed, 2014

Rural Health
Programme

Grameen
Kalyan
Grameen
Telecom

Packages Co.
Limited.

Tulip Dairy

Grameen
Phone

Grameen
Krishi
Foundation
Grameen
Uddog

Grameen
Shakti

– Not market worthy
– Poor purchase usable products if usable

095-110_04章.indd 106

Grameen
Bank

Grameen
Shamogree

Low purchase power

CRDS-FY2014-XR-09

Grameen
Fisheries

Grameen
Fund

Grameen
Communications

Grameen
Shikkha

Gonoshastho
Grameen Textile
mills

More the 54 companies in the areas of banking, IT, Telecom,
Agriculture, Healthcare etc
© Ashir Ahmed, 2014
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

Collaboration with Grameen Since 2007

Kyushu University- Grameen Projects
xTurp: Technologies for UnReached
People

• Development of Technologies based on Social Needs
• Social Business to provided social services to the target
community in a business way
• Healthcare is a focused area of joint-research

© Ashir Ahmed, 2014

社会情報基盤再構築に向けて
Health

GramWeb

Business
communic
ation

Government
Education

Device Capability
Adaptor

Market Driven

Other Adaptors..

Internet (WiFi,
WiMax, BB..)

Smart Devices

TV
TV,
Radio,.
.

Less Intelligent
Devices

URP

Big gap between the society and technology/product developers
© Ashir Ahmed, 2014

学際的な研究

Affordable
Devices

Mobile
(2G,
3G..)

Society needs
Driven

Adaptation
Layer

Human
Capability
Adaptor

Performance
Driven

Social Services

Technology Development: the drivers, the barriers

© Ashir Ahmed, 2014

(c) Ashir Ahmed 2012

社会サービス開発
コンテンツ作成
ユーザやデバイスにふさ
わしい技術

社会情報の作成、
アクセス

社会ニーズの取得
© Ashir Ahmed, 2014

産・官・学・社会（コミュニティ）連携
医学部
システム
LSI研究セ
ンター

ePassbook
One Family One Card

Portable Clinic
One Community One Clinic

Portable Health Clinic

GramWeb
One Village One Portal

農学部
Income Generation Project for Farmers (IGPF)
One Farmer One Vegetable

Doctor in a Box

Social Services on Wheels(SSW)
One Area One SSW

Preventive Healthcare Service at
your Doorstep

Academia: Dept. of Engineering, Agriculture, Medicine, Business (Multi-disciplinary)
Industries: Toyota, Sharp, Grameen
Government: JICA, JETRO, METI
© Ashir Ahmed, 2014
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

Technology to solve the gap

Why unreached?

Remote Health Consultancy
over mobile phone

The facts for healthcare situation

CDR

• Doctors don’t want to stay in rural/remote
areas

GSM
Net

• Quality hospitals don’t sustain without a

Patient @Home

stable income

A patient calls a hotline number.
The call is redirected to a call center doctor.
The patient-doctor conversation starts.
The doctor provides three types of services.
The conversation is archived in CDR

1.
2.
3.
4.
5.

• Transportation cost is bigger than treatment
cost

The prototype used in field

Village Healthcare Lady, a micro-entrepreneur
Healthcare
Service

Portable
Health Clinic

Thermo
meter

4

Urine tester tape
（protein, sugar）

Training
Finance

Blood sugar meter

Blood pressure

Mobile modem

Paper
and pen

Weight scale

Android terminal

New Social
Business Venture

Pulse oximeter
(Oxygen in
blood)

Buttery

Village
Healthcare
Lady

Maintenance

Measure
(Height, Waist, Hip)

Name cards
with barcode

Rural/Urban
Patients

1

Low cost vs. Accuracy

Barcode reader

3

2

Doctors @Call Center

Partly BAN supported

Opportunity to build thousands of microentrepreneurs

Experiment in Bangladesh

51

Results: Analyzed from clinical data
Area wise health status
Sample Characteristics

Triage

Area wise health status
2.4%

Health care
Guideline

2. Health
checkup

Triage

1.7

90%

17.1

Urban
, 34.9

16.9% 16.3%

50%

63.9

65.6

63.3

40%
30%
20%

64.3%

10%

21.9

15.7
Urban

4. Prescription
& Suggestion

Urban

Sub Urban

Rural

Color Status

Frequency

3032

2890

2728

Red

1419

34.9%

33.3%

31.4%

Orange

5588

Yellow

1471

Green

212

8690

Total

11.2

8690

About experiment: in Bangladesh, over 10,000 patients, in 2012

52

Sub urban

Rural

Color
Status

Urban

Sub Urban

Rural

Red

51

25

135

Orange

518

387

560

Yellow

1987

1846

1727

Green

476

632

306

Total

3032

2890

2728

Total

095-110_04章.indd 108

4.9
20.5

70%

0%

3. Tele
Consultancy

Total
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0.9
13.4

80%
60%

Sub
urban,
33.3
Rural,
31.4

1.
Registration

100%

Total 8690
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Why GramWeb?

© Ashir Ahmed, 2014

SSW Project Site Profiles

SSW Project Architecture

Bheramara
(24° 1′ 0″ N, 88° 59′ 30″ E,
24.016667, 88.991667)

Grameen Communications
Records

Back-end
Data
Cloud (ICT Infrastructure)

Gramweb/Health servers
GramHealth database in Dhaka

Area: 153.72 (SqKm), Union:6
Population: 0.20 Million
Population Density: 1301
Household: 47,586
Age Above 20 years: 59.7%
Literacy Rate: 61%
Muslim: 97.76%
Community Clinic: 18
Private Clinics: 8
Road Facility:
Total: 467.87Km, Earthen: 287.60Km,
Pavement: 180.27
Major Occupation: Agriculture &
agricultural labor

Kyushu University

Internet Connection

Front-end
Smart
Community
Service

College Run

Portable
Health
Clinic

Vehicle
SP Run

Entrepreneur
SP6
Sun

Service
Point 2
Tuesday

SP1
Mon

Vehicle visits
Service Point

SP5
Sat

SP2
Tue

Local
Healthcare
worker

SP3
Wed
SP4
Thu

Purchasing
Online
catalogue

Land Area: 60.22
SqKm
Union Coverage: 5
Population reached:
74200

Kalihati

24° 22′ 59.88″ N, 90° 0′ 29.88″ E
24.3833, 90.0083)
Area: 301.22 (SqKm) , Union: 14
Population: 0.371 Million
Population Density: 1231
Household: 89349
Age Above 20 years: 60.4%,
Muslim: 92.72%
Community Clinic: 53
Private Clinics: 30
Road Facility: Total: 660.48Km,
Earthen: 510.87Km, Pavement:
149.61
Major Occupation: Agriculture
& agricultural labor

Area Reach: 30%
Land Area: 46.1 SqKm
Union Coverage: 4
Population reached:
60000

Vehicle

College

Area Reach: 20%

Blood
Grouping

Learning
IT skills
Etc..

HELP: Healthcare, Education, Learning and Purchase

57

GramCar daily operation per week:
Service point: Fixed 5, On Demand 1
College Bus Route: 1, Site: 2
SP1: Sun

SP2: Mon

5. Social
Information
Service
through ICT
6. Emergency
& Social
Service

---

College

SP6: Sat

SP3: Tue

Social
busin
ess

4. Social
Goods
delivery
Service

Emplo
yment

2. Portable
Health Clinic
and
3. Blood
group
identification
Service
Social
Impac
t

1. College
Bus Service

sustai
nabilit
y

SIX SOCIAL SERVICES

Portable
P
t bl H
Health
lth
Clinic

SP5: Thu

109

---

College Bus Route
Service Point Route
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Blood Grouping

College Bus

Social Goods

Internet Service

Emergency

SP4: Wed
58
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地域名
人口
人口密度
総合病院数
コミュニティクリニック数
高校数
コミュニティ周囲

Uttar Matlab
170,000
1198/km
1
4
5
52 Km

Service Points
College Bus Stops

実証実験環境

Where to start? How to start?

SSW タイムテーブル
07:00

Starts with students

07:50

Arrives College

08:30

Starts for trip2

09:00

Arrives College

•

Execute Operation

JICA/JETRO/NEDO
ビジネス調査支援金

09:15

Starts for Service point (1…6)

10:45

Arrives at Service Point

11:00

Campaign work

12:00

Starts for College

12:30

Return Trip: Route 1

01:30

Return Trip: Route 2

3:30

At Service point

5:30

Campaign

6:30

Back to garafe

調査

•
•
•
•

検証

Social Problem identification
Technology Selection
Market Size Estimation
6 months

•
•
•
•
•

Revisit assumptions
Carry out experiment
Site selection
Partner selection
6-12 months

60
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実行
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まとめ
• BOP 特徴
• BOP ビジネス推進に⼤学の役割
• グラミン•九⼤の取り組み
•
•
•

Recommended Reading

情報基盤構築(GramWeb)
医療分野(GramHealth)
農村モビリティ（GramCar)

• 今後
•

THANK YOU

ビジネス化

62
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Collaboration between Grameen and Kyushu University

63

© Ashir Ahmed, 2014

九⼤内外の取り組み

Joint Research Agreement

Yunus Centre, GCL,…

Fukuoka as a social business city

Grameen Family

GTL
Collaboration

UN

MOU of GTL and GCL@KU

Industries

Academic Impact,
Global Compact, MDGs

NTT, Toyota, Sharpl,…

Kyushu
University

Birth of GYM

SBRC

Government
Agencies

Academia
Collaboration

HEC, NUS, EBS, Glasgow Univ..

Research Team in KU Formed

Government

Opened the window

2007

MOFA, MEXT, METI, JICA, JETRO, Local
Governments,…

NGO/NPO

Fukuoka City, Prefecture

2008

2009

2010

2011

KU: Kyushu University; GTL: Grameen Technology Lab; GCL: Grameen Creative Lab
GYM: Grameen Yukiguni Maitake ; SBRC: Social Business Research Center

UN: United Nations; MDG: Millennium Development Goals; NUS: National
University of Singapore; UoG: University of Glasgow; MOFA: Ministry of
Foreign Affairs, MEXT: Ministry of Education, Sports and Culture; METI:
Ministry of Economy, trade and Industry; GTL: Grameen Technology Lab

© Ashir Ahmed, 2014
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未来研究トーク 実施報告書
（2012 ～ 2014 年度）

1-10 ．バブルの仕組みと、身近なバブルの存在（2015/2/18）
■ 日時：2015 年 2 月 18 日（水）19:00-21:00
■ 場所：東京本部別館
■ テーマ

4 階会議室 F

バブルの仕組みと、身近なバブルの存在

目的：
・参加者が社会に存在する様々な “ バブルのようなもの ” に目を向け、みなでその様子を広く眺め、自
分の研究やビジネスとの関係性やその功罪や検知・制御可能性を考える。
背景：
・バブルとは、投機により地価、株価などの資産価格が適正価格から大きくかけ離れて上昇する状況を
いう。より抽象的には、外観と実態の乖離をいう。
・近年、ビッグデータの登場とその解析技術の進展により、バブルや暴落が起こるときに何が起きてい
るのかが、データの側面から理解されるようになってきた。経済に大きなダメージを与えるバブルの
検知を可能とする可能性がある。また、バブルそのものが持つメカニズムに深い理解を与え、世の中
の流れを今までに無い方向から把握できるようになる可能性がある。
・バブルは金融に限られません。
「バブルのようなもの」は、世界のあらゆる場所に発生し、社会に大
きな影響を与えている可能性がある。
・今回、バブル発生のメカニズムを研究されている国立情報学研究所の水野貴之先生に話題提供いただ
き、自分の研究やビジネスとの関係性を考える機会を持った。
■ 話題提供者
・水野 貴之：国立情報学研究所情報社会相関研究系 准教授
■ ファシリテータ
・宇野毅明：国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系 教授
・小川延浩：弁理士
■ 参加者（14 人）
：
・野田、鶴本、備後、沙魚川、笹木、江間、小川、宇野、一宮、嶋田、永野、的場、水野、宮下
■ Keyword：バブル、検知、不動産、金融、ビッグデータ
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■ アジェンダ
18:30

受付開始 （JST 東京本部別館

4 階会議室 F）

19:00

集合（時間がタイトなので、時間厳守して下さい）

19:00-19:05

イントロ ※目的・議論の方法の共有

19:05-19:35

話題提供（水野貴之先生）

19:35-20:00

グループディスカッション
・参加者の身の回りで「実はこれはバブルなんじゃないか」というもの
・そう思う理由

20:00-20:05

休憩

20:05-20:30

グループディスカッション
・そのバブルは良いものか、悪いものか
・警鐘の鳴らし方や制御方法
成果のシェア・まとめ

20:30-20:55

・グループごとに事例と検討結果を選んで発表
・議論を平均化せず、面白い意見を出した人がその意見を解説
20:55-21:00

水野先生から一言・会場撤収・店に移動

21:00-23:00

懇親会

活動の概要：
（事前課題）
・身の回りにある「実はこれはバブルなのではないか」というものを一つ見つける
（例）東北復興予算
・どうしてそう思ったか（どこがバブル的か）
・そのバブルは良いことか・悪いことか、見つけられるか、制御できるかを考える
（当日の進行）
水野貴之先生に、金融や不動産のバブルの仕組みや検知方法を解説してもらう。バブルが起きていると
きに何が観察されるのか、その背景は何か、人間の心理はどう影響し、どう影響されるのか、バブルを検
出し、警報を鳴らすにはどうしたらいいのか、バブルを制御することはできるのか。そもそも、バブルは
存在していいものなのか、そうでないのか。様々な観点から話題提供をしていただく。
「実はこれはバブルなのではないか」というものを
その後、3 つの小グループに別れ、身近なもので、
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あげ、それについてバブル的なところ、バブル的でないところを洗い出し、問題点や警報・制御の方法に
ついて議論する。約 30 分の議論を 2 回行い、主に前半でバブルと思われる物の提示とその理由、後半で
善し悪し、警鐘の鳴らし方と制御の方法について議論する。最後に、各グループでの議論の中で、1-3 名、
面白い意見や視点を出した人に、その意見を解説してもらうこととする。
（成果）
グループ 1（一宮、宇野、江間、小川）
■身の周りのバブル
ドローン、通信技術、ビッグデータ、雇用、タブレット
人の盛り上がり、アラブの春、ディズニーランド（はじけていない）
キリスト教（はじけていない）
アイドル市場（アーリーアダプタとマジョリティ：定性）
（特徴）
情報が足りない（偏っている）とバブルが起こる。
経済、政策、雇用のような定量的に測れるもののバブル（公・価値単一）
世論、社会、趣味、宗教のような定性的なもののバブル（私・価値多様）
多様性であるところに価値観の単一化（あるべき方向）が導入されてバブルができる。
カンブリア爆発のように、制御できないがフィードバックがかかるもの。定量的。
バブルを再定義した。価値観の単一化が起こる現象とポジティブフィードバックがかかる現象をバブ
ルとすると、はじけていないものも例として挙がった。
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■良し悪し
バブルは夢を与えてくれる。崩壊すると、価値観が変わる。
定量的なものは、はじけないほうがよい。格差を広げすぎないように制御したい。
Jane Jacobs 市場の倫理・統治の倫理

参照

■制御
定性的なバブルはよいバブル。ふくらませてはじけされるとよい。
価値観で測るものは、はじけたかどうかもわからない。急激には変わらない。
グループ 2（笹木、野田、沙魚川、備後、鶴本）
■身の周りのバブル
株、スマホ向けのソリューション、速くなる水着の開発
大学の知財補助金とやる気、政府系の予算・補正予算
ブーム（アパレル、ゲームなど）
（特徴）
波はいつか落ちることは皆わかっている
■良し悪し
ひっかきまわされて、困る。
バブルはネガティブなイメージだが、ブームはポジティブ。
■制御
波はいつか落ちることは皆わかっている
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終息は別の動きの始まりでもある
ブームを起こした人は初動したから。格差は時間差を切り取ったスナップショットであって、時間全
体で見れば格差ではない。
適正価値が評価できれば、バブルは起こらない。
ブームを小出しにすると、制御できる
大きくしすぎず、小さなものを繰り返す
ipod の波は終わっているが、それが iphone に。製品レベルでバブルはある。ただ、社会ではそれを
制御しているとも言える。
グループ 3（宮下、的場、嶋田、永野、水野）
■身の回りのバブル
売れるお菓子の味、健康食品
妖怪ウォッチ、たまごっち、ドラゴンボールの戦闘力
年俸や先発メンバーのような個人評価、売れる芸能人の顔の好み、一発芸人
研究テーマ
片思い（そして結婚）
（特徴）
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人の動きとの相互作用がないとおきない
価値がわかりにくいもの。
（生物的には、他人の判断に便乗するのは合理的）
■良し悪し
バブルは悪いことではない。良い塩梅に制御するのがよい。
格差が全く無い世界は誰もがんばれない。
格差が大きすぎる世界は一部のものに富が集中して他の人が根絶やしに。
■制御
格差を可視化して、広がり過ぎる前に検知する。
情報をシャットアウトして、人の動きとの相互作用を起こさせない。
真の価値との格差を、代替不可能な価値で埋めれば、それはもはや格差ではなくなる。
水野先生の感想：
情報が大切なのだということはわかった。情報を全部出せば、うまく制御されるかはわからない。情
報を全部だされても人間は処理しきれない。だからマスコミが情報を集約するのだが、そこにみんなの
「興味」が働いてひっぱられるので、バブルは起こる気がする。
定性的なバブルの話で多様性が失われていくという話があったが、株も特定の銘柄が買われるように
なるので、多様性が失われていくという点では同じだ。年俸、アイドル、宗教、政党、など事例はたく
さんある。情報の制御をどうすればよいかが、キーになるのかもしれない。
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第4回未来研究トーク2014
東京本部別館 4階会議室F, 2015/02/18 19:00-21:00
バブル, 金融危機









国立情報学研究所，JSTさきがけ
水野貴之




チューリップバブル (1634-1638)
南海バブル (1720)
ミシシッピ鉄道バブル (1719-1720)
ブラックマンデーを含む金融バブル (1922-1929)
日本のバブル景気
◦ プラザ合意(1985)→不動産売買の総量規制(1990)
IT(.com)バブル (1995-2001)
◦ EC(1995)→FRBによる低金利による優遇政策(1998)→金利上昇(2001)
サブプライムローンバブル (2008)
日本国債バブル(2009-Present)
◦ ユーロ債務危機(2009)→貿易赤字(2012)→消費税 5⇛8%(2014)→


連絡先：mizuno@nii.ac.jp

中国バブル(2000-Present)
◦ →人民元の切り上げ(2005, 2010)→

1

2

バブルとは，資産価格が実体経済（ファンダメンタル）の成長以上のペースで
過剰投機により高騰し続ける経済状態
計測不能：「実体経済（ファンダメンタル）」や「過剰投機であるか」
「急激な資産価格の上昇＝バブル経済」かのように表現されることもあるが、ある資産
価格の上昇がバブル経済であったか否かの判断は、投機による下支えが不可能な状
態となって初めて可能となる。すなわち、俗に言うバブル崩壊が起こって初めてそれま
での経済がバブル経済であったということが分かる。

共同研究者
• 大西立顕（東大情報理工）
• 清水千弘（麗澤大学経済）
• 渡辺努（東大経済）

Alan Greenspan（元FRB議長）
ジャクソンホールの会議（2002年）

T. Ohnishi, T. Mizuno, C. Shimizu, T. Watanabe: International
Journal of Modern Physics:Conference Series 16, 61, 2012.

バブルは崩壊して初めてわかる！

4

3

例えば，紫色の耳のうさぎ と 普通のうさぎ

明治初期，藩を失った金持ち大名は，こぞって紫色の耳のうさぎを珍しがって買
い，うさぎバブルが起きた．食用肉としてのうさぎの価値は同じであるから，投機
熱が冷めると暴落した．
2013年
第一四半期 １月~３月
第二四半期 ４月~６月

ファンダメンタルの世界＝一物一価
ほぼ同じ物の価格が大きく異る⇐バブル
例えば，築年数も間取りもほぼ同じ，駅までの距離も10mしか変わらない物件
AとB（Bの方が10m近い）
不景気の時代
物件AとBの価格は同じ
金余りの時代
物件Bが高騰することがある
5
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マンションの平均価格
5440万

累積分布：ある価格以上の物件がある割合

べき分布：𝑃𝑃𝑟𝑟 (≥ 𝑝𝑝) ∝ 𝑝𝑝−3

3640万
2440万

特徴：安い物件から高い物件まで格差が大きい

Post-bubble

Bubble

1640万

同品質の物件ではないから
格差はあるのは当然です！！

7

8

決定木による物件の要因分解

物件を同質にするには

まずは
物件の広さ！
広くなれば付随して豪華になっていく
次は立地

５０ｍ２広くなるたびに価格が２倍

物件の格差と，個人資産の格差は一緒
金持ちは物件にお金を注ぎ込む
9

人間の身長のバラツキが「ほぼ同じ」の基準

リンドベルグの中心極限定理
お互いに独立で，それぞれ有限の平均𝜇𝜇𝑖𝑖 と分散𝜎𝜎𝑖𝑖2 を持っているランダムな
変数𝑋𝑋𝑖𝑖 を足しあわせた値𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑋𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑋𝑛𝑛 の分布は，リンドベルグの条件
1
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐵𝐵𝑛𝑛2
lim

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 −𝜇𝜇𝑖𝑖 ≥𝜏𝜏𝐵𝐵𝑛𝑛

10

𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑖𝑖

2

１７２ cm

1

𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 0

2

3

4

を満たすとき，正規分布になる．ここで，𝜏𝜏は𝜏𝜏 > 0の任意の定数，𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 は𝑋𝑋𝑖𝑖
の確率密度関数，𝐵𝐵𝑛𝑛2 = 𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜎𝜎𝑖𝑖2 である．

正規分布

噛み砕いて言うと

物件A
間取り 53
築年数 9
立地
池袋北1
階数
16
:
金額
2610万

物件B … 平均
56
50
11
10
池袋北2
北緯35.7東経139.7
17
18
2630万

𝑓𝑓 ℎ =

全体の６８％は

各物件の要素（属性）が平均から
大きくズレていなければ，金額の
分布は正規分布になる．

111_120_04章.indd 118

1

2𝜋𝜋𝜎𝜎 2

±6.5cm以内

全体の９５％は

172cm

2620万
11
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・・・

exp −

ℎ− ℎ
2𝜎𝜎 2

2

±13cm以内

身長
12
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現在

バブル：強者が牽引する世界

面積調整済み価格：
𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 0.013𝑠𝑠
𝑖𝑖
𝑒𝑒
面積立地調整済み価格：
𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : 物件𝑖𝑖の近接𝑛𝑛物件
の平均価格

サブプライム・バブル

経済成長：皆が成長する世界

バブル崩壊後

14

1988→1990
都心で発生したバブルが南西に波及
1992→1995
南西部からバブルが終息
2002→2006
大宮周辺でバブルが発生

θが大

15

共同研究者
• 大西立顕（東大情報理工）
• 渡辺努（東大経済）
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関連研究の紹介
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バブルのときに所得格差が最大になった

[W. Souma: Fractals 9, 463, 2001]

コンビニエンスストアにおける一回の支出金額
[T. Mizuno, et al.: Physica A 387, 3931, 2008]

支出にも大きな格差があり，バブルのとき
のデパートでは，１日に1000万円以上使
うお客が何人訪れるかを数えるだけで，
その日の売上予測ができたそうである．
23
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（幹事メンバー

7 名）

木浦寿朗

株式会社本田技術研究所汎用Ｒ＆Ｄセンター

宇野毅明

国立情報学研究所

青木崇行

カディンチェ株式会社

小川延浩

弁理士

嶋田一義

JST 科学コミュニケーションセンター

的場正憲

JST 研究開発戦略センター

フェロー

宮下哲

JST 研究開発戦略センター

フェロー

（メンバー

研究員（座長）

准教授（副座長）
代表取締役社長
副調査役

石垣陽

41 名）

一ノ瀬彩美

ヤグチ電子工業株式会社

技術顧問

デザイナー

一宮尚志

岐阜大学大学院医学系研究科

今泉真緒

日本科学未来館

江間有沙

京都大学白眉センター

大城裕太

トヨタ自動車（株）東富士研究所

奥山知洋

優和特許事務所

上鶴あきこ

准教授

プランナー / 展示デザイナー
特定助教

所長代理

NHK エデュケーショナル

主任プロデューサー

公野昇

マイクロソフトリサーチ

栗木一郎

東北大学電気通信研究所

笹木一義

日本科学未来館事業部展示展示企画開発課 調査企画担当

坂上貴之

京都大学大学院理学研究科

相良毅

株式会社情報試作室 InfoProto Co., Ltd.

杉山将

東京工業大学

鈴木謙二

NHK エデュケーショナル科学健康部

清家綾

SEIKE CONSULTING

高玉圭樹

電気通信大学院情報理工学研究科

竹内均

テルモ（株）知的財産統括部

立本博文

筑波大学ビジネスサイエンス系

加納愛

カクタス・コミュニケーションズ株式会社

田中文英

東京大学大学院情報理工学系研究科

田中剛

カディンチェ株式会社

鶴本祥文

正林国際特許商標事務所
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准教授
スタッフ（一般）

教授

准教授
専任部長

Patent Consultant
教授
准教授
グローバルブランディング

シニアマネージャー

特任准教授

弁理士
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永野惇

京都大学生態学研究センター

南郷市兵

文部科学省生涯学習政策局

野副晋

日本科学未来館事業部展示企画開発課 調査企画担当

野田慶伺

連携研究員

広島大学社会連携・情報政策室

野水昭彦

JST 戦略研究推進部

橋本昌宜

大阪大学大学院情報科学研究科

蓮尾一郎

東京大学大学院情報理工学系研究科
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このロゴマークは、メンバーの一人である原木万紀子さんが
未来研究トークのためにデザインしてくださったものです。
星のモチーフが集まってダイヤモンドのブリリアントカットになる構成は、
未来研究トークのメンバーがお互いの力を引き出し合って
輝く未来を作り出す様子をイメージしたものです。
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