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LIDEE（リデー：Life Innovation by Design & Engineering Education）

は、2012年度よりはじまった、お茶の水女子大学生活

科学部人間・環境科学科が企画運営する、ワークショッ

プ型の教育プログラムです。

近年、デザインというものは、物理的な造形行為を超えて、

技術や社会、生活を含めたイノベーションの核として位置

づけられ、また、“デザイン思考”によって、新しい解決

策やこれまでにない面白い選択肢を生み出すことが、社

会で求められるようになってきました。そのような流れに

対応するかのように、すでに、アメリカのスタンフォード

大学や東京大学などでは、「d.school」 や「i.school」と

いった“デザイン思考”にもとづく問題解決型の創造的プ

ロセスを持った先進的な教育が試みられています。

そこで、お茶の水女子大学生活科学部人間・環境科学科

では、社会や生活に対して、新しい価値の創造を目指す、

文理融合・問題解決型の新しい教育プログラムを立ち上

げました。学生たちが、共同で演習課題に取り組みなが

ら、科学技術に関する知識を用いて、人間の行動や生活

を中心にしたライフイノベーションを創造していくプロセス

を学べるよう、実践的な学習の機会を提供します。

欧米を手本に明治期に導入されたわが国の工学は、土木、

機械、電気、建築、化学など主要な分野からはじまり、

日本の近代化に大きく貢献してきました。その後、これ

らの分野は、時代とともに細分化され、現在の大学は、

何十もの学科から構成されるまでになりました。

工学の使命は、究極的には「人々の生活の向上」「福祉

への貢献」にあります。しかし明治以降、豊かな国を構

築するため、主にインフラ整備を主眼としてきた工学は、

人々の生活の向上よりも、むしろ効率化と大量生産を目

指して発展してきました。もちろん、最終的には人々の役

に立つことなのですが、対象となる人 と々は、多数を占め

る平均的人間（若～中年の健常男性）しか捉えられていません

でした。

近年、社会整備が進んだ先進諸国では、これまで焦点

が当てられてこなかった子どもや女性、高齢者、障碍者

などに対して、技術の目が向きつつあります。しかし、こ

れまで工学が対象としてこなかったユーザーに対しては、

重厚長大を旨とする工学の手法は、必ずしも有効とは言

えないようです。そこで、これからの工学では、あらゆる

人を視野に捉え、どこでも誰でも使える技術が必要とさ

れます。すべての人々が質の高い暮らしを送ることができ

ることをめざす工学、これが「生活工学」です。

すべての人々を対象とし、生活する人の視点から技術を

開発する「生活工学」では、技術をとらえなおし、新しい

価値を創造し、人と暮らしを中心としたものづくりを実践

します。科学技術にライフスタイルを合わせるのではなく、

ライフスタイルに合わせた科学技術を創造します。たとえ

ば、住民の目線で取り組む街づくりや、高齢者の一人ひ

とりの状況に合わせた器具の開発、生活習慣にとけ込ん

だ医療技術などが挙げられます。そこでの主役は、人な

のです。人を中心とした「生活工学」は、安心・安全で豊

かな未来の社会・生活を創造します。

これからの「生活工学」は、専門分野に特化された技術

開発ではなく、まず生活そのものを見つめ直す作業から

入る必要があります。場合によっては、技術を新規開発

することよりも、既存の技術を適切に選び出し組み合わ

せることで解決可能な課題も、あるかもしれません。生

活の問題を広く捉え、さまざまな科学技術を用いて解決

する方策を創造する。それが、LIDEEと名付けられたワ

ークショッププログラムの目指すところです。

これまでの工学技術
●大量生産・経済性・

  産業振興・社会基盤整備
●健常成人男女のための技術
●科学技術がライフスタイルを先導

MASS PRODUCTION SYSTEM UNIVERSAL PRODUCTS DESIGN

これからの工学技術
●生活のための工学
●Human Centerd Engineering

●すべての人を対象とする技術
●どこでも誰でも使えるもの

About LIDEE

お茶の水女子大学LIDEEプログラムとは？
すべての人を対象とする「生活工学」から誕生したLIDEE

●これまでの技術革新を中心とした工学教育には、生活価値を創造する視点が多くありません。

   LIDEEプログラムでは、人々のQOL（生活の質）の向上を目指したライフイノベーションを考えます。

●専門知識を用い、創造的に問題を解決する能力、社会的価値を生み出す能力を養成します。

●社会を観察し、問題を発見し、様々な技術を応用しながら、創造的にイノベーションを

   実現させるプロセスを実践的に学ぶことができます。

これまでの教育研究フィールド
技術革新を中心とした工学教育

社会基盤、インフラや
生産技術への展開

科学技術の進歩

生
活
に
お
け
る
新
し
い
価
値
の
創
造

生活への展開
Life Innovation

理系の専門知識＋デザイン思考

LIDEEによる
ライフイノベーション
教育プログラム

QOLの向上
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世界に偏在する問題は、ひとつの専門領域で解決できる

ことはありません。さまざまな専門性と経験などそれぞ

れの得意分野を持ち寄ったときに生じるマジカルな相乗

効果こそが、現実世界の問題を解決し、新たな未来をつ

くりだすために、もっとも大切なことだとわたしたちは確

信しています。

そのため、LIDEEでは学部・学科にとらわれない、分野

横断的なスタッフによってプログラムが作成されています。

プログラムの内容もディスカッションやグループワークは

もちろん、からだを動かすことによる身体性の再確認や

企業の最新技術の体験、たとえば被災の現場を経験した

方などの実際の体験談をうかがうなど、参加者の知識や

これまでの経験の枠組みからは、できるだけ予想もつか

ないような斬新な内容を企画しています。

LIDEEには下記３つの目的があります。

LIDEEの３つの目的

LIDEEプログラムの６つの特徴

幅広い分野横断性こそが、新たな未来を創りだす

３人のディレクターがLIDEEを企画・運営しています

 

プロジェクトマネジメントスキル

人的・物理的
リソース
●ともだち

●Web情報・
  素敵サイト

●情報収集スキル

●おはなしスキル

●所属の違う
  ひとびと

●好奇心
（まず参加！）

●深く考えない
（とりあえず楽しむ）

●こだわらない
（ひとの発想を知る）

●アドリブ感
（予想もしない出会いや
気付きをほのかに期待する）

LIDEEで大事にしたいことがら

●ユーザーの声

●大学図書館

●企業の
  ショールーム

●Webによる
   情報収集

●現場での観察

●家族に
  聞いてみる

●ブレインストーミング
  技術

●雑談スキル

●プレゼンテーション
  技術

●各種機材
  （3Dプリンタなど）

●実務視点の
  クリティーク

●アイディアアソン

●外部講師

●専門家としての
  ディレクター

●LIDEEに関係
 していない教員

●大学内の専門家
  （職員）

●企業の現場のなやみ

●企業の現場の
  なやみ

●現場の一線で
  活躍する卒業生

●最先端企業で
  活躍する
  ひとびととの出会い

プログラムが提供する各種リソース

LIDEEへの参加に、特に学科や学部、学年などの条件は

ありません。これまでのLIDEEでは、学内のさまざまな

学科から、また学部1年生から修士1年生まで（修士は聴講

になります）多くの学生たちが参加してくれました。多様性

あふれる参加者の中から、ディレクターや外部講師の期

待を上回る創造性が、これまで何度も生み出されています。

どんな学生が参加しているの？

お茶の水女子大学人間
文化創成科学研究科准
教授。専門は、建築計
画、特に福祉施設計画。
趣味は、読書、ビール

松田雄二
MATSUDA Yuji

お茶の水女子大学人間
文化創成科学研究科准
教授。専門は、建築設
計、建築歴史・意匠。
趣味は、絵画、眼鏡

元岡展久
MOTOOKA Nobuhisa

太田裕治 
OHTA Yuji

お茶の水女子大学人間
文化創成科学研究科教
授。専門は、人間工学、
福祉工学。
趣味は、テニス、料理

グループ作業
4～6名でチームを編成し、チームごとで課題に取り組
みます。チームでの共同作業は、多様な価値観からアイ
デアを生み出すための重要なプロセスとなります。1

デザインの発想法
ブレインストーミング、マインドマップ、ブランドマトリクス、
強制発想法、フィールドワーク、インタビュー、ロールプ
レイといった具体的なデザインの発想の手法、創造の手
法、プレゼンテーションの手法を学んでいきます。

4

発想のプロセス
それぞれのワークショップでは、「 1 日常を観察する：Ob-

serving」「 2 課題を発見し理解する：Understanding」
「 3  解決のアイディアを出す：Creating」「 4 アイディアを
具体化する：Realizing」というプロセスにそって、問題
の解決を進めていきます。 （下図参照）

3

ふりかえり
最後にテーマや課題にどのような意図があったのかを改
めてふりかえり、その回の学びを客観的に理解します。ワ
ークショップの成果を、次のイノベーションへとつなげて
いきます。

6

Programme Schedule

Obserbing
日常を観察する

課題を発見し理解する
Understanding

解決のアイディアを出す
Creating

アイディアを具体化する
Realizing

R
ea

lit
y

4
3

2

1

特別講師のレクチャー
ワークショップのはじめに、テーマに関する各分野の専門
家を講師として招き、テーマに関する講義を受けます。特
別講師を交えて、ディスカッションしながら、イノベーシ
ョンにつながる発想を探っていきます。

2

プレゼンテーション
ワークショップの最後には、必ず、成果物の発表会を行いま
す。開発したプロトタイプを披露したり、新しいサービスを演
劇風に再現したり、さまざまな方法で、発想したアイデアを
人に伝えていきます。学生同士がそうした経験や情報を交換
しながら、全員で、問題意識や発見、アイデアを共有します。

5

［H27.1 現在］

About LIDEE

2

デザイン・
スキル教育
問題解決のための調査手法、
立案のためのエスキス、モッ
クアップ制作、プレゼンテー
ション手法を学ぶ。人に伝え、
人を説得するための技術を高
める。

1

問題解決型発想法と
創造力の育成
人間を中心としたデザインに
よるイノベーション（Human 

Centered Design Innovation）

の過程を学ぶ。
3

デザイン・
マネジメントの理解
デザイン・プロジェクトを具体
化していくための、デザイン
開発体制（組織）、社会・経済
システム（制度）、デザイン経営

（戦略）についての講義により、
デザインの社会的役割と可能
性について理解を深める。
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LIDEE

 2012 
Programmes

日時  2012年10月19日
場所  お茶の水女子大学

どこで行う？
（場所や会場）

企画・イベントをいつ行う？
（期間、日時）

Workshop 1

プログラム［2012 年度］

Observing

O
Creating

C
Realizing

R

Under
standing

U

Workshop 3
特別講師：田中元子＋大西正紀（チームけんちく体操）

子どもの遊び
11月2日［13：20～16：30］ 講演会＋「けんちく体操」実践、

課題の発見と理解

O U

Workshop 4
特別講師：猪野正浩（株式会社タニタ広報室長）

健康をデザインする
12月7日［13：20～16：30］ 講演会、課題の発見と理解 O U

Workshop 2
特別講師：横田幸信（東京大学 i-school）

高齢者の外出を支援する
10月26日［13：00～17：30］ デザインの思考のプロセス O U C

Workshop 1 お茶の水女子大学をアピールする
10月19日［13：20～16：30］ ガイダンス＋観察、ブレスト、企画立案 O U C

12月14日［13：20～16：30］ アイデアの具体化 C

11月30日［13：20～16：30］ 観察調査の発表、アイデアの具体化、

成果発表

U C R

ゲスト：横田幸信（東京大学 i-school）、長澤夏子（早稲田大学） 
　　　  内山朋香（タニタ）

12月21日［13：20～16：30］ プレゼンテーション作業、講評会 C R

ファシリテーター  松田雄二（担当）／太田裕治／菅沼麻結美

ガイダンス＋観察、ブレスト、企画立案 O U C

生活に新たな価値を創造する、ライフイノベーションのワ

ークショップ型プログラム、LIDEEのはじまり。記念すべ

き第1回目のテーマは「お茶の水女子大学の魅力をアピー

ルする」。いきなり難問に取り組むよりは、まずは身近な

第一歩からはじめることとし、イノベーション創出の考え

LIDEEのはじまりは、身近なものを再考するところから
方やグループワークの進め方を身につけるものとした。ラ

イフイノベーションは、なにも壮大な社会・経済・環境の

問題にのみ、あるわけではない。身の回りを良く観察す

ることで、これまで思ってもみなかった価値を見いだすこ

とができるかもしれない。

ここでは、グループごとに企画立案に取り組み、共同作

業によるイノベーションのプロセスを学ぶ。身の回りの環

境をよく観察して、面白いと思ったことに、価値を与える

方法を考えていく。第1回目は、以後7回にわたって行

われるLIDEEプログラムのガイダンスをかねて、簡単なワ

ークショップを体験してもらった。ブレインストーミング

イノベーションの基本プロセスを学ぶ
や、5W1Hといったアイデアを見いだす手法を、実際にも

ちいて、グループで企画立案を行った。5W1Hは、上記

のような項目にそって、アイデアをまとめていった。参加

学生各自から、さまざまなアイデアが生まれ、その後の

ワークショップにつながる、体験となった。

hat

なぜアピールしたい？
（企画意図や目的）

hy
誰にに向けて行う？

（ターゲット）

ho

hen here
何をアピールする？

（テーマ）

お茶の水女子大学をアピールする

どのように行う？
（手段や企画内容）

ow
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少子高齢化社会への対応は、これからの日本では避けて

通ることのできない問題だ。現在65歳以上の人口は、

総人口の4分の1を占めていて、今後はますます、高齢

者の健康、生活、サービスは、イノベーションの大きな

テーマとなっていくだろう。しかし若い学生たちにとって、

高齢者との交流の機会はさほど多くないと予想される。

今回のテーマは、「高齢者の外出を支援する」。お年寄り

が、どのような生活をしているのか、何を不便に感じてい

るのかなど、身のまわりの環境の観察から見いだし、問題

解決の方策をイノベーションしていく。日本のみならず、

まず、4～5人の受講生に i.school出身者のテーブルサ

ポーター1名を加えたグループに分けた。最初の課題は、

「○○な私です！」と自分を表すキーワードを入れておこな

うi.school式自己紹介。グループ内で順番に自己紹介を

おこない、3分間で何周できるかを競争した。

次に受講生に、巣鴨で撮影された高齢者の写真が配布さ

れた。写真から見いだした「気づき」を次 と々ポストイットに

書き出し貼っていき、普段は当たり前だと見過ごしているこ

とに目を向け、高齢者を支援するためのヒントを探していく。

i.school 版ワークショップの体験を通じて

写真やインスピレーションカードを駆使したアイデアの発想

たつ」や「ルンバ」、「一輪車」など高齢者の外出には全く

関係がないことばかりが描かれたインスピレーションカー

ドが配られた。インスピレーションカードと各チームが設

定する機会領域で類似性を見いだし、アイデアを強制発

想していく。インスピレーションカードから「そのアイデア

の何が面白いのか？」「そのアイデアの何が高齢者に活か

せそうか？」を繰り返し問い、アイデアを捻り出していく。

高齢者がショッピングカートを引きながら買い物をする場

Workshop 2 Workshop 2

高齢者の外出を支援する 日時  2012年10月26日
場所  お茶の水女子大学

ゲスト・ファシリテーター  横田幸信（東京大学）／新隼人（東京大学）
サポート 東京大学 i.school 出身の方々

先進国が直面する高齢化社会において、高齢者の外出を

支援するような製品やサービスを創出することを目指した。

ゲスト・ファシリテーターとして、イノベーションワークシ

ョッププログラムの先駆者、東京大学 i.schoolの横田幸

信氏を招き、i.school版ワークショップを体験するプログ

ラムを行った。学生たちは、人間中心イノベーション、ラ

イフイノベーションの概念と方法論を、体験とともに理解

を深め、さらにグループワークによるワークショップを通

じて、イノベーション教育そのものを楽しんでいった。 

次に写真をグループピングして、まとまりごとに概念化し

たタイトルをつける。同じ写真でもチームによって着眼点

が異なり、チームの視点の違いを知ることで各自の視野

が広がっていく。具体的な場面から抽象的なテーマやコ

ンセプトを収斂させていき、その中で、新たなサービス

や製品が対象とする場面（機会領域）を各チームで議論し

設定していった。

収斂させた抽象的なコンセプトから、次は具体的な製品

やサービスのアイデアを出していった。各グループに「こ

面とロボット掃除機「ルンバ」をかけあわせた「後ろをつい

てくるショッピングカート」など、ユニークなアイデアが生

まれていった。チームメンバーは、アイデアのよい点をポ

ストイットで貼っていき、全員のアイデア紹介が終わった

ところで、グループとして発表するアイデアを選抜した。

アイデアが決まったら、よい点を考慮しながらアイデアを

ブラッシュアップさせ、より具体的なもの、リアリティあ

るものにつくり込んでいった。

1：巣鴨で撮影された高齢者の写真から「気づき」を見出していく　2：各グループに入っていただいた i.school出身者のテーブルサポーター　 3：インスピレー
ションカードと各チームが設定した機会領域から類似性を見いだし、アイデアを強制発想していく

1 3

2

提案された６つのアイデア

1

デザイン思考のプロセス O U C

2012Workshop 2Workshop22012

らくらくカエル
買い物をしたものをひとつのロッ
カーにまとめて入れておいてくれ
るサービス。買ったものを持ち歩
かなくていいので、らくらくショッ
ピング。

2

暮らしのカギ
鍵もカードも携帯もひとつの「カ
ギ」に。これを持つだけで暮らし
がバリアフリー。若い人と同じよ
うに、情報技術を使いこなすた
めの高齢者支援機器。

3

お出かけコンシェルジュ
テレビで近隣のイベントをサーチ
して紹介してくれるサービス。高
齢者の外出の動機づくりに。

4

家庭菜園ベンチ
高齢者が集まる場所の提供。野
菜作りという共通の話題で会話の
きっかけにも。

5

座るときもあったかコート
おしり部分にクッションが内蔵さ
れているコート。椅子がなくても
どこでも座れて疲れ知らず。

6

PLUS わん歩計
GPSやおしゃべり機能のついた
万歩計の提案。高齢者が、毎日
歩いて、健康増進だけでなく、人
とのコミュニケーションを支援す
る万歩計。
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「からだでイノベーション」これは、LIDEEのワークショッ

プに共通する基本的な考え方だ。頭で考えるだけでは、

新しい発想は、なかなか生まれてこない。なによりも、

自らがからだで体験することを通じて、イノベーションは

生まれるものだ。そこで、今回のテーマは「子どもの遊び」

として、遊びそのものを自ら体験することで、そこにある

価値や意義を、「からだ」で感じ、「からだ」でイノベーショ

ンしていくものとした。

子どもたちが、自由に遊ぶのを見ていると、彼らの豊か

な創造力に驚かされる。遊びには、子どもの好奇心を刺

激し、社会性を身につけるさまざまな契機に満ちている。

しかし近年、遊び場が減り、ビデオやコンピュータゲーム

「からだ」で感じ、「からだ」でイノベーションしていく

Workshop 3 Workshop 3

子どもの遊び 日時  2012年11月2日、11月30日
場所  お茶の水女子大学

ファシリテーター  元岡展久（担当）／太田裕治／松田雄二
講師  田中元子＋大西正紀（チームけんちく体操）　ゲスト  長澤夏子（早稲田大学）

が増えてきたことで、子どもたちの生活からからだを使っ

た遊びが減ってきている。からだをつかった子どもの遊び

に新たな価値を見いだし、遊具、場所、教材、体験など、

「子どもの遊び」を子どもと同じように自由に発想して提

案する。

具体的には、からだを使った遊びを体験し、またインタビ

ューや身の回りの調査から、アイデアを発想するプロセス

を学ぶ。具体的な遊びのアイデアをシミュレーションし、

リアリティある提案を行う。提案の際は、1：対象、2：場

所や場面、3：製品や活動のイメージやシナリオ、4：意義

と効果の4点を明確にすることとし、具体的な遊びを実

際におこなうこととした。

特別講師の大西正紀氏、田中元子氏をお招きし、全員
で「けんちく体操」を体験。

1日目 2日目

「けんちく体操」とは、建物の形をからだでマネをする体操。プロ
ジェクターに映し出された建物を観察し、即座に自分のからだで
その形をマネる。形ができあがった瞬間、建物になりきりじっと
する。小さな建物は一人で、複雑で大きな建物は、グループで
作り上げる。観察と思考と身体表現によって、建築や造形を学ぶ。

13：20　成果の共有
身の回りから遊び要素を取
り出すインピレーションカー
ドを各自作成（授業前課題）。
そのインスピレーションカー
ドを各自もちより、チーム内
で発表。成果を共有する。

14：10　アイデアの強制発想
身の回りのものの遊び要素
に、機会や対象を掛け合
わせて、アイデアを広げる。

15：00　遊びの具体化／シミュレーション
誰に提供するか（遊びの対
象）。どのような場面か。
製品や活動のイメージ、遊
びの意義や効果を検討。

15：40　成果発表
提案の発表には、❶対象 、❷場所/場面、❸製品 /活
動のイメージやシナリオ、❹意義 /効果の４点を必ず含
むものとする。
多くのグループが、提案の具体的イメージをロールプレ
イイング形式で発表。みんな子供になりきって熱演した。

13：30　けんちく体操の体験

16：00　ターゲット、シチュエーション設定

15：00　気づきの抽出
けんちく体操の「ねらい」や、
「意義」「発想の原点」など
講師の先生にインタビュー。
「けんちく体操」から気づき
を抽出。遊びのヒントを探る。

15：20　遊び要素にもとづく遊びのグルーピング
道具や遊びの写真から、「遊
び要素」を抽出し、ポストイ
ットに記載、張りまくる。
類似した遊びをグルーピン
グする。

各チームの提案において、
ターゲット（対象）や、シチ
ュエーション（機会）を検討。

■マトリクスの例

15：40　遊びのマトリクス
遊び要素に対応する軸を設定。マトリクス上に各種遊
びをマッピング。

上：リサイクル品を用いて新しい場所をつくる
下：「あわてんぼうの 洗濯ロース」うたって洗濯のおてつだい

計算

意志

脱意志

競争系

運系

模擬系

めまい系

混沌

講師による「けんちく体操」のレクチャー ふくわらいでみんなとなかよくなる遊び

講演会＋「けんちく体操」実践、課題の発見と理解 O U ／観察調査の発表、アイデアの具体化、成果発表 U C R

2012Workshop 3Workshop 32012
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今回のテーマのはじまりは、「タニタ食堂」。タニタは、「健

康づくり」を会社の理念にあげ、体重計や血圧計などさ

まざまな計測機器を製造するメーカーである。そのタニ

タが、「タニタ食堂」をプロデュースし、そのレシピ本まで

も出版した。このことは、「健康」に関わる課題の解決に

は、計測器をつくることのみならず、さまざまなアプロー

チがありうるのだということを示している。

今回のワークショップは、誰でもが関心のある「健康」

をテーマとして、健康に関する「もの」「こと」をデザイン

することが求められた。インタビューや調査、観察を行い、

それらの結果をグループで検討し、健康に関する具体的

1.健康に関するデザインを提案するにあたって、タニタ 

広報室室長の猪野正浩氏の講演を聴き、デザインのヒン

トを得る。

2.タニタ社員の方へのインタビューや身近なひとたちの観

察を通じて、課題を発見し、デザインのターゲットと場

面を設定する。

3.ブレインストーミング、マインドマップ、強制発想、

GROWモデル＊などの発想の手法を駆使して、問題解決

人間・環境科学科だからこその知識や経験を活かして

健康をデザインする５つのアイデア

アイデアの発想、５段階のプロセス

Workshop 4 Workshop 4

健康をデザインする 日時  2012年12月7日、12月14日、12月21日
場所  お茶の水女子大学

ファシリテーター  太田裕治（担当）／元岡展久
講師  猪野正浩（タニタ広報室室長）／内山朋香（タニタ開発部）　ゲスト  長澤夏子（早稲田大学）／横田幸信（東京大学）

な問題についてターゲットを定め、その問題の解決をは

かる。問題の発見（Observing）から、その問題に対する

解決策（Realizing）にいたるまで、3回にわたってイノベー

ションプロセスを学んだ。

お茶の水女子大学人間・環境科学科で対象としている研

究分野のひとつは、人の健康や福祉のための科学技術

だ。通常の授業を通じ、人間、福祉、健康について、

学生はかなりの専門知識を持っているからこそ、その知

識やこれまでのワークショップの経験を生かして、最終

提案では、必ずデザインした「もの」や「サービス」の実

現可能性を追求することとした。

の方策を検討する。

4.プロトタイプのモックアップ、あるいは、サービスのシ

ミュレーションを検討し、アイデアの実現性を追求する。

5.プレゼンテーションをおこない、アイデアを有効に人に

伝える。
＊GROWモデル：G（GOAL 目的）、R（Reality 現状）、R（Resource 資源）、O（Option 

選択肢）、W（Will 意志）

へるすにっき
睡眠、体温、簡易体調項目チェックなど
がはいった携帯アプリ。マチキャラがア
ドバイスをくれる。

ゲストからのコメント
Twitterや外部機器などと同期、連動し
たら面白いかもしれません。

2

G. M. B
“Good Morning Breakfast”
略してG.M.B.睡眠に着目し、イケメン
や美女が温かい朝食を届けてくれること
で生活リズムを矯正するというサービス
イノベーション。

ゲストからのコメント
コスト面を考えると、店舗型にしたほう
が効率的ではないか、自分の健康のた
めにいくら出せるかといった議論が起こ
った。イノベーションが生み出されるよう
なアイディアは賛否両論が激しく起こる
ものであり、展開が期待できるのではな
いでしょうか。

3

しゅーぞー
大学生による受験生支援サイト。勉強＋
息抜きの両方を提供、また連携させるこ
とで受験生のモチベーションをサポート
する。

ゲストからのコメント
大学生側のメリットを設けられると良い
ですね。それもお金という報酬以外だと、
素敵です。4

家楽＊美膳
忙しい人への料理素材サポート。1人暮
らしに着目し、材料や調味料が1人分の
セットになっている。移動販売車が来て
くれるというもの。

ゲストからのコメント
料理の楽しさを伝えるにはOKですが、
自炊を促すにはもう一歩必要かも…？

5

iiNE
デスクワーク時に正しい姿勢を保つ姿勢
改善器具。折りたたんでどこにでも持っ
ていけることにこだわったデザインになっ
ている。

ゲストからのコメント
紹介VTRが凝っていて面白かったが、素
材についてはもう少し工夫が必要かもし
れません。しかしプロトタイプを実際に
制作したのは、とても評価できます。1

講演会、課題の発見と理解 O U ／アイデアの具体化 C ／プレゼンテーション作業、講評会 C

Workshop 4Workshop 4 20122012
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Workshop 4 スポーツを科学する
10月26日［13：20～16：30］ 実技＋ビデオ撮影、身体の顧客化 U C

世の中には、さまざまな「大学グッズ」が溢れているが、

目的があやふやなまま、つくられているものも少なくない。

2013年度最初のワークショップは、「新たなお茶大グッズ

を考えよう！」をテーマに、コンセプトを持った「お茶大

グッズ」を企画するものとした。

私たちの大学のグッズとは！？ 大学という自分たちの日常を見直すところから

新たなお茶大グッズを考えよう！ 日時  2013 年 5月18日
場所  お茶の水女子大学

ファシリテーター  太田裕治／松田雄二

学生に身近なテーマとすることで「日常の見直し」という

視点を確認する。ワークショップ形式での学びに慣れる

ことを主眼に、ブレインストーミングから問題の設定、解

決策のプレゼンテーションまでを、短時間で行うことが

求められた。

以下の5つの事柄がはっきりとわかるように、「お茶大グッ

ズ」を考案して説明することとした。

1.「お茶大グッズ」の名前（商品名）

2.誰に向かっての「お茶大グッズ」なのか（企画のターゲット）

「お茶大グッズ」を考案するための５つのポイント
3.何を目的とした「お茶大グッズ」なのか（企画の意図や目的）

4.どのような場所や機会に「お茶大グッズ」を販売するか

　 （企画の具体的な実行方法）

5.それが「お茶大グッズ」である必然性（企画の独自性）

発表された３つのグッズ

Workshop 1

プログラム［2013年度］

Observing

O
Creating

C
Realizing

R

Under
standing

U

お茶娘♡着
お茶大ロゴ入りスウェット。対象
はお茶大生で、お茶大への愛着
を高める日常着を提供。お茶大
生だけで無く、老人ホームや入院
している人にも販売し、お茶大の
元気と明るさを伝える。

3

Workshop 1 新たなお茶大グッズを考えよう！
5月18日［13：30～16：30］ ガイダンス＋観察、ブレスト、企画立案 O U

ガイダンス＋観察、ブレスト、企画立案 O U

Workshop 2
特別講師：高坂友理恵（凸版印刷株式会社）

特別講師：高坂友理恵（凸版印刷株式会社）

買い物×シニア×未来の印刷

5月25日［13：30～16：30］

6月8日［13：30～16：30］ アイデアの具現化、プレゼン、講評

講演会講、まちあるき、課題の発見、

ブレスト、解決策の発想

O U

U C R

Workshop 5
特別講師：木村博之（株式会社チューブグラフィックス）

インフォグラフィックス
11月16日［13：20～16：30］ 講演会、制作、アイデアの具現化、講評 U C R

Workshop 6
特別講師：大和田茂（ソニーコンピュータサイエンス研究所）

オフィス家電

12月21日［13：20～16：30］ 講演会＋制作＋講評 U C

Workshop 3 避難所運営ゲーム

9月25日［10：00～17：30］
特別講師：安斎善和（宮城県総合教育センター）

講演会、避難所運営ゲーム、

アイデアの具現化、成果発表

U R

LIDEE

 2013 
Programmes

2013Workshop 1Programmes2013

1

お茶大生を発見できるゴム
お茶大オリジナルデザインの、お
茶大の校章がつけられたヘアゴ
ム。対象は卒業生で、ネット販
売や生協にて販売、同じヘアゴム
をつけた人からお茶大生であるこ
とがわかる。

2

働く女性のための
オフィスパンプス
卒業生の働く女性のためのパン
プスの提案。働きやすさを追求し
た機能的なデザインを、大学内で
開発。カラーバリエーションやア
クセサリーを充実させることで、
仕事の空間に癒やしを提供する。



18 19LIDEE 2012-2014 Annual Report LIDEE 2012-2014 Annual Report

5年前、私たちは、どのように「買い物」をしていただろう。

そして、今の私たちが日頃行う「買い物」は、当時と比べ

てどれくらい変わったのだろうか。たとえば書籍や音楽な

どは、リアルなショップよりも、インターネット上のお店を

利用する人も増えてきているだろう。しかし、特にインタ

ーネットによる「買い物」の変化は、インターネットの情

報に接続することができる世代に偏っている面もあるだろ

う。

今回は、自分たちとは違う主体、特に「シニア」に焦点を

あて、シニア世代の買い物行為が、未来の印刷技術によ

って、どのように新しく変化させることができるかを提案

するものとした。よりリアリティを持たせるために、ゲス

トに凸版印刷の方を招き、その可能性を模索した。最終

的なアウトプットは、下記の3点をゴールとして設定した。

1.「シニア」の買い物の把握と問題点の抽出

2.凸版印刷さんの技術を参考とした、新たなシニアの買

い物行為の提案

3.皆さんが提案する「新たなシニアの買い物行為」の、わ

かりやすいプレゼンテーション

その他にも、孫世代の店員に最新技術の使い方を聞くことができる
「Mago café」や、映像投影技術を使って簡単に試着ができる洋服
ショップ「シニア×おしゃれ」など、楽しいアイディアがいくつも提案
された。

未来の印刷技術を起点にシニア世代の
新しい買い物・サービスを考える

買い物×シニア×未来の印刷、から誕生した２つのアイデア

Workshop 2 Workshop 2

買い物×シニア×未来の印刷 日時  2013 年 5月25日、6月8日
場所  お茶の水女子大学、その他

ファシリテーター  太田裕治／松田雄二
ゲスト  高坂友里恵＋今津秀紀＋大谷智子＋三嶋晃浩＋安間光（凸版印刷株式会社）

初回のワークショップでは、まちあるきとブレインストー
ミング、そして発表が行われ、ゲスト講師から今後のすす
め方とアイディアの広げ方についてアドヴァイスを頂いた。

学生たちの、現実的とは言いがたい部分を残しながらも、ある意味では斬新な提案に、ゲスト講師の方 （々写真右上：今
津秀紀氏、写真右下：右側手前より奥に向かって高坂友里恵氏、大谷智子氏、三嶋晃浩氏）との白熱した議論が行われた。

2回目のワークショップでは、それまでのリサーチや観察
の結果を踏まえ、プレゼンテーション作成と発表を行った。

健康居酒屋
シニアを対象とした居酒屋の提案。昼過ぎから開店。店員
はシニアから主婦、お年寄りに接し慣れている若者、孫世
代のほしいものがわかる人など。レジャー系チケットを販売
したり、恒例行事を開催するなど、シニアの外出行動を促
すイベントを開催。シニアにもひとりで参加できる、他人と
の交流と新しい出会いの場を提供。「友人からの口コミ」を
利用した集客を行うことで、売り上げ増を実現。

／アイデアの具現化、プレゼン、講評講演会講、まちあるき、課題の発見、ブレスト、解決策の発想 O U U C R

Workshop 2Workshop 2 20132013

1

できなかったお仕事体験
やってみたかったけれどできなかった仕事を、シニアが体
験することができるテーマパーク。例えば「消防士」となり、
実際の火がついて、消火するところまでをリアルに体験で
きる。施設内では専用のタブレットを配布し、地図や情報、
紙幣まで、すべてをタブレット内で操作可能に。新たな技
術を簡単に体験できる。

2
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ファシリテーター  長谷川直子（担当）／小田隆史／桑名杏奈／太田裕治／松田雄二
講師  安齋善和（宮城県総合教育センター 教職研修班 主幹）

ファシリテーター  新名謙二

東日本大震災の記憶はまだまだ新しいが、その実際の体

験は、たとえば東北と関東では、全く異なるものだ。体

験したことのない災害というものは、日常から想像するこ

とは難しい。そこで、今回はまず、特別講師に安齋善和

氏（宮城県総合教育センター 教職研修班 主幹）を招き、発生時

に東北で何が起こっていたのかということをうかがい、そ

スポーツにおけるスキルは、どのように獲得されるものな

のだろうか。「頭」で考えることと、考えた結果を「からだ」

の動きとしてアウトプットすること、その両者を結びつける

ことを、今回のテーマとした。

比較的、誰もが楽しむことができるバトミントンを題材に、

バトミントンの簡単な練習をビデオによる撮影とチームワ

ークによる「教え合い」から、私たちが普段無意識に行っ

ている「スポーツのスキル獲得」について意識的になり、

スキル獲得時の適切なフィードバック方法を体験しながら

考えた。自分の動きを動画を使って客観的に眺め、他者

からのフィードバックを積極的に取り入れることによる上

達の早さに、どの参加者も驚かされた。

講義とカードゲームから引き出す、災害時の避難所をリアルに想像する力 自分の動きを客観的に眺め、
スポーツのスキル獲得のポイントを知るの次にカードゲーム方式で避難所の運営をシミュレートで

きる「避難所運営ゲーム（HUG）」を使いながら、実際に避

難所を運営する際にどのようなことが生じるのか、模擬

体験をした。災害時に想像力をフルに働かせ、避難所運

営という体験を擬似的にチームで協力し合うことをゴール

として設定した。

参加学生たちの感想

避難所運営ゲーム スポーツを科学する
Workshop 3 Workshop 4

日時  2013 年9月25日
場所  お茶の水女子大学

日時  2013 年10月26日
場所  お茶の水女子大学

授業は体育館で行われた。いつもとは異なり、からだを動
かすワークショップに、最初は学生たちに戸惑いも見られ
たが、フィードバックでスキルが上がる度に、声が上がった。

防災に専門分野はない、それぞれの分野にできることがある、何ごとも他人ごと

ではない、と安齋先生の話に気づかされました。

「教育」という視点からの防災の話は、「個人・地域」という視点の防災の話と比べて、

今まであまり見聞きする経験がありませんでした。生きる上で重要な項目のひとつ

である防災というものを、新しいベクトルから知識を得ることができて良かった。

カードゲームをする中で、「どうして緊急時にペットをつれてくるの？」「車で来て車で過

ごすとか迷惑」「屋外のテントで過ごすのは寒いよね？」「プライバシーをそんなに気

にする必要ある？」などの意見が出てきました。避難所の運営側にも関わらず、避難

する人たちの気持ちを考えて、上手く対処することができなかった点を反省しました。

実技＋ビデオ撮影、身体の顧客化 U C講演会、避難所運営ゲーム、アイデアの具現化、成果発表 U R

Workshop 4Workshop 3 20132013
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ファシリテーター  椎尾一郎ファシリテーター  伊藤貴之
ゲスト  木村 博之（株式会社チューブグラフィックス 代表取締役 千葉大学工学部・東洋大学ライフデザイン学部・東北工業大学ライフデザイン学部 非常勤講師） ゲスト  大和田茂（株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所）／樋口美由紀（コクヨ株式会社）／秦秀彦（パナソニック株式会社）／山口麻衣（オリンパス株式会社）

東日本大震災後に、「眠っている携帯ラジオを集めて被災

地に届ける」キャンペーンが実施された。ここには、被

災者の「情報がほしい」というニーズと、被災ラジオ局の

「放送を止めたくない、届けたい」というふたつのニーズが

あった。しかし、このようなニーズを被災経験のない人た

ちにわかりやすく届けるには、文章だけでは無理がある。

そんなときに有効となるのが「インフォグラフィックス」。

言葉では伝わりにくいモノ・経験・概念などの「見えにく

い情報」を、ダイアグラムやチャート、ピクトグラムなど

を使って「直感的にわかりやすい」形にデザインしたも

の。今回のワークショップでは、ニーズに込められたメッ

一見つながりのないように思える「オフィス」と「家電」に

ついて、少し考えてみよう。「家電」とは、家庭で使う電

化製品のことだが、「オフィス」とは本当に関係がないの

だろうか。「オフィス」を、家庭生活の日常から切り離して

考えると、関係が薄れるのかもしれないが、「オフィス」と

は、多くの働く人にとって、人生の中でも長い時間を過

ごす場所。「家庭」と切り離されてしまっては、いけない

言葉では伝わりにくい情報を、ひとつのインフォグラフィックスで伝える技とは？ 家庭とオフィスはひとつづき、大切な生活の一部だからこそ発想できる家電
セージを考え、それを自分なりに理解し、わかりやすく

説明することができる「インフォグラフィックス」という手

法をどのようにして活用できるのかを考える。

ゲストとして招いた木村博之氏が手がけた「支援地に眠

っている携帯ラジオを集め、被災地に送る」のインフォグ

ラフィックスを通して、伝えたいメッセージからデザインコ

ンセプトを考えることや、伝えたいメッセージを明確化す

ること、見る人の目と心を引きつける表現、目の流れに

沿うレイアウト、言葉が無くても理解できること、などに

ついて、観察やブレインストーミング、リサーチなどを行

い、最終的にひとつのインフォグラフィックスを作成した。

場所なのかもしれない。

今回は、「オフィス家電」という聞き慣れない単語を架け

橋として、「オフィス」と「家庭」の関係を見直し、両方を

素敵にする未来のデバイスを考える。単に商品だけを考

えるのではなく、「テーマ（状況設定）」「提案するサービス全

体」「使ったときの効果」「今後の課題」などを多面的に

提案するものとした。

伝える、伝わる、つなぐデザイン インフォグラフィックス オフィス家電
Workshop 5 Workshop 6

日時  2013 年11月26日
場所  お茶の水女子大学

日時  2013 年12月13日
場所  お茶の水女子大学

今回は基本は個別での作業が中心となったが、作業の合間にそれぞれの作品についてのディスカッションを
行い、意見を共有する時間を設けた。「被災地に携帯ラジオを送る」という実感にあふれた課題ということや、
震災という痛切な記憶を呼び起こす主題であったことで、参加学生たちは、没頭して作業に打ち込んだ。

３つのオフィス家電

講演会、制作、アイデアの具現化、講評 U C R 講演会＋制作＋講評 U C

Workshop 6Workshop 5 20132013

Monitter
既婚で子どもが３人、千葉から東
京に仕事に来ていて、妻が出て行
ってしまった「追い込まれた夫」
が対象。子どもの体調管理、栄
養管理、生活管理をみんなで協
力して行うため、子どもの状態を
モニターして大切なことだけ効率
的に伝えるモニタリングデバイス
の提案。

1

コミュニケーション型
Smart 冷蔵庫
同じく忙しく働きこどもを持つ共
働き夫婦が対象。スマートフォン
から何が入っているのかをチェッ
クでき、冷蔵庫が目的に応じたメ
ニューを考案、期限と原産国を読
み取って生産者の見える食材の安
全性を確保。

2

Smart 洗濯乾燥アイロン機
（通称 WDPF）
洗濯・乾燥・アイロン・畳み機能
を備えた次世代型洗濯機。遠隔
操作が可能で、24時間どこでも
使用することができる。使用者は
共働き世代が対象、どちらもこど
もが忙しく、こどもの世話が課題。
オフィスからのアクセスが可能で、
いつでも洗濯ができる。取り込み
や畳みなど、すべてをこの1台が
解決。

3
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「開かれた大学」という言葉をよく耳にするが、それは何

に対して開かれていることを指すのだろうか？　今、お茶

の水女子大学は、開かれているのだろうか？　迷ってい

る人や入りづらいと思っている人はいないのだろうか？

2014年度LIDEEの第1ワークショップは、「お茶大コンシ

ェルジュ」。お茶の水女子大学や大学の周辺に来た「誰

か」に対して、お茶の水女子大学の「何か」を案内、サポ

ート、おもてなしをする「お茶大コンシェルジュ」を考え

ることをテーマとした。提供する「もの」「サービス」「環

境」のいずれかを提案することが求められた。

このワークショップでは、サービスを受ける人の立場で考

自らが「お茶大コンシェルジュ」になったとき、誰に、どんな魅力を、どう伝えるのかプログラム［2014年度］

お茶大コンシェルジュ 日時  2014 年 6月21日、7月5日
場所  お茶の水女子大学

ファシリテーター  元岡展久（担当）／太田裕治／松田雄二／鈴木禎宏

えることが訓練される。自分の大学のことはよく知ってい

るが、周りには、お茶水女子大学をよく知らない人たち

が多い。日常、「普通」と思いがちな自分の環境を、改め

て見方を変えて、外部からの視点で、自分たちの環境を

見直すと、不思議でかつ、面白いものが見つかるのでは

ないか。お茶の水女子大学に馴染みのない人たちの具体

的な対象者を定め、対象者の立場から、環境をリサーチ

し、お茶の水女子大学の問題点や魅力を見いだしていき

ながら、お茶の水女子大学を案内するサービスや環境を

提案する。

Observing

O
Creating

C
Realizing

R

Under
standing

U

Workshop 1

ガイダンス風景

＊2014年度は、1回目の授業でワークショップ2のガイダンスを行ったため時系列を優先して表記しています。

ポストイットを使ったブレインストーミング

アイデアの発想、アイデアの具体化、

中間発表
7月30日［13：20～16：30］ U C

アイデアのブラッシュアップ、

成果発表講評会
8月30日［13：20～16：30］ C R

プレゼン
（一次審査通過グループによる発表演習会、講評会）

10月29日［17：00～18：30］ R

Workshop 2 日経テクノルネサンス・ジャパン

7月12日［13：20～16：30］ グループ分け、気づき調査、インタビュー、

ブレスト、課題選択

O

7月5日［13：20～16：30］ アイデアの具体化、成果発表、講評会 U C R

／アイデアの具体化、成果発表、講評会 U C R

特別講師：中村豊四郎（REI industrial designers inc. ）

Workshop 1 お茶大コンシェルジュ
講演会、ブレスト

講演会、ブレスト

O U

O U

6月21日［13：00～17：30］

Workshop 2＊ 日経テクノルネサンス・ジャパン［ガイダンス］

参加企業の課題説明、

参加企業各社へのインタビュー

O U6月13日［16：40～18：10］

U C

特別講師：志村真介（Dialog in the Dark Japan 代表）

講演会、アイデアの具体化、

成果発表講評会
11月29日［13：20～16：30］

Workshop 3 感覚を刺激する
11月15日［13：00～15：30］ Dialog In The Dark の体験 O

LIDEE

 2014 
Programmes 講師  中村豊四郎（アール・イー・アイ株式会社 代表）

2014Workshop 1Programmes2014
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2014年度最初の課題は、身近なところから、アイデアを

見つけ出す方法を学んだ。LIDEEの全体を通じて共通す

LIDEEはじまって以来の対外試合にチャレンジ。これまで

のワークショップで試みてきた手法は、本当に学外でも通

用するのだろうか？　そんな一抹の不安とともに、2014

年度の２つめのワークショップは、日経新聞が主催するテ

クノルネサンス・ジャパンに参加するものとした。

テクノルネサンス・ジャパンは、全国の大学、大学院、高

等専門学校の理工系学生を対象とし、参加企業（スリーボ

身近なところからアイデアを見つける方法を学ぼう

産学協同にチャレンジ！ リアリティのあるライフイノベーションの提案
ンド、大日本印刷、デンソー、東レ、藤森工業）が示す各社の募

集テーマと技術情報をもとに、「企業に研究開発してほし

い未来の夢」を提案するアイデアコンテスト。

複数の学生チームは、5つの参加企業から提示された課題

テーマをセレクトし、それぞれに人々の生活や社会に関わ

る課題を見いだし、その課題を解決するためのリアリティと

夢のあるライフイノベーションを提案することが求められた。

全国の強豪校が多数参加する中、初出場ながら、お茶の

水女子大学から参加した2チームが、大日本印刷の「未

来の本のカタチ」のテーマで最優秀賞を、藤森工業の「未

来の「包む」価値とは？」のテーマでリケジョ賞を受賞し

た。その他にも、牛乳の中からアレルギー物質を取り除

く膜、雨の日に体を包む傘（除湿、エアコン付き）、本の物語

の世界観から広がりとつながりを見いだすサービスアプリ

ケーション「meet 本と旅」、など興味深いアイデアがたく

さんエントリーされた。

大日本印刷「未来の本のカタチ」 最優秀賞 

「LERTシステム」
木村詩穂（4年）・沙魚川遥（1年）・小川由夏（3年）

捧美玖莉（2年）・本城のぞみ（2年）

「LERTシステム」では、拡張現実の技術を用いた眼鏡を使用し、こ
れまでの紙の本に新しい情報を付加することで、未来の読書の楽し
み方を提案した。

藤森工業「未来の「包む」価値とは？」 特別賞Rikejo賞
「ゲラップ―包もう！こみ上げる熱いAUTO」 
河内あゆ（4年）・服部佑香（3年）・喜多祐奈（1年）・牛房奈菜子（1年）

「ゲラップ」では、嘔吐物を迅速容易に包みこみ、殺菌消毒するシート
を提案した。公共のスペースや医療福祉施設で、感染症を予防し、
健康的で衛生的な環境を実現するというアイデア。

「お茶大コンシェルジュ」３つのアイデア

日本経済新聞 テクノルネサンス・ジャパン 最優秀賞とリケジョ賞を受賞

Workshop 1 Workshop 2

日本経済新聞 
テクノルネサンス・ジャパン　

日時  2014年6月13日（日本経済新聞によるガイダンス）、7月12日、7月30日、８月30日、
発表演習会講評会１：10月29日、発表演習会2：11月5日、発表演習会3：11月12日

場所  お茶の水女子大学、その他

ファシリテーター  元岡展久／太田裕治／松田雄二
発表演習会講評会  日本経済新聞担当者／テクノルネサンス・ジャパン参加企業担当者／鷹野景子（お茶の水女子大学副学長）

STEP1：自己紹介（5つのWHY）

自分の好きなモノ・コトをグループの他のメンバーに紹介。他のメ
ンバーは、それについて、「どうして○○なの」と質問し、さらにそ
の答えに対し、「どうして○○なの」と質問を5回続けて展開して
いく。自己紹介する自分自身も自分をより深く知ることができる。

STEP3：専門家の話を聞く
サイン計画、デザインの専門家、中村豊四郎氏の講演を聞き、疑
問や課題を見い出す。

STEP2：ブレインストーミング
写真やイメージに対し、気づいたことを次々に書き込んで貼ってい
く。それらに対し、さらに別のグループメンバーがコメントを足し
ていく。情報を共有し、アイデアの相乗効果を楽しみながら、み
んなで議論する。

STEP4 ：アイデアの強制発想
インスピレーションカードを用いて、アイデアをとにかく絵に描い
て出していく。

る、共同作業の進め方、アイデアの見つけ方、発表のまと

め方を、短期間に効率よく経験できるワークショップとした。

アイデアの発想、アイデアの具体化、中間発表 U C ／アイデアのブラッシュアップ、成果発表講評会 C R R／プレゼン
／グループ分け、気づき調査、インタビュー、ブレスト、課題選択 O参加企業の課題説明、参加企業各社へのインタビュー O U

Workshop 2Workshop 1 20142014

イスアドベンチャー
新入生に対するサービス。全学
に配置されたイス（名作椅子）を探
す。まだ慣れない新入生に安心し
て過ごせる場所を探す機会を提
供するとともに、大学が、良い椅
子、居心地良い空間を設置するイ
ンセンティブとなる。

1

お茶大ツアーガイド
お茶大生（ボランティア）によるキャン
パス案内。高齢者、外国人、障
害者といった人たちのニーズに合
わせて対応。正門や本館前の主
要な場所に、お茶大生呼び出し
ボタンを設置。人と人とのコミュ
ニケーションを重視。プレゼンテ
ーションの寸劇が、注目を浴びた。

2

Chadokawa書店
『お茶大WALKER』 
お茶の水女子大学内の情報web

サイト。お茶の水女子大学のゆる
キャラ、おちゃネコをデザイン。
大学内のルート検索やオリジナル
グッズ、ボランティアの案内を発
信。

3
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18世紀の哲学者ルソーは、こどもの教育について、豊か

な感覚をみにつけさせたいなら「夜のゲームをたくさんさ

せること」と説いた。暗闇では感覚が普段よりもはるかに

敏感になるからだ。20世紀後半から21世紀に渡る情報

技術の発達により、ヴァーチャルな環境は、私たちにより

身近になってきた。子どもたちは毎日コンピュータを通し

たゲームを楽しみ、また多くの大人たちも、1日のほとん

どをスマートフォンやタブレットなどの画面を見つめて過ご

している。そのような時代だからこそ、ヴァーチャルから

得られるものではない、リアルな感覚を研ぎ澄ますことで、

新たな気付きを得て、豊かになることはないだろうか。

STEP1：Dialog In The Darkを体験
発想するには、何事も体験が重要。まずは、みんなで「Dialog 

In The Dark」へ行き、真っ暗闇を体験した。暗闇のなかで、玉入
れや二人三脚、玉転がしにチャレンジ。視覚以外の感覚をフルに
つかって運動した。

STEP2：感覚の気付きをカードにまとめる
ワークショップ2日目に先立ち、参加者は、感覚が刺激されたと
思ったこと、身体が、面白い、心地よいと感じたことについての
気付きを見つける。その写真、あるいはスケッチをはりつけたイ
ンスピレーションカードを各自5枚程度準備し、これをもとに、
ワークショップ2日目をスタート。

STEP4：「感覚」×アイデア＝？
掛け合わせるテーマをきめて、そのテーマと「感覚」との掛け算で、
アイデアを強制発想。10分で各自が5つのアイデアを発表。アイ
デアはスケッチで！

STEP5：ターゲットとシチュエーションの検討
多くだされたアイデアについてグループで討論。特徴を挙げなが
ら案をブラッシュアップ。
誰に対する提案か。またどのような場面やケースを想定している
のか。そのターゲットにとっての「感覚」を再定義した。

STEP3：アイデアマトリクスから課題を探る
たくさん集まったインスピレーションカードについて、互いに感想や
気づきをコメントしながら、グループ全員で情報共有を行った。出
たアイデアについて、似たものや関係あるものをグルーピングした
り、マトリクス上に位置付けたりしながら、課題を探り出していく。

五感を研ぎ澄ますところから、新しいデザインやサービスを考えてみよう

実体験からアイデア発想へのプロセス

「感覚」についてのモノ・コト、こんなアイデアが発表されました

2014年度LIDEEの最後のワークショップのテーマは、

「感覚」。感覚を刺激するモノやコトを提案する。身体や

感覚に関するデザインを提案するにあたって、まず真っ暗

闇のエンターテイメント「Dialog in the Dark」の暗闇を体

験した。また、Dialog in the Dark Japan代表を務める

志村真介氏の講演を聴き、デザインのヒントを得た。暗

闇の体験、講演会、そして日常の観察から、アイデアを

見出し、グループ作業によって提案をまとめていくプロセ

スを学びながら、最終的に「感覚」を刺激するデザイン

やサービスのアイデアを提案した。
STEP6：４つのポイントを意識して発表
発表は、以下の4点を明確に示すこととした。
1.注目した気づき　2.ターゲットとシチュエーション
3.解決すべき課題　4.提案とその効果

Workshop 3 Workshop 3

感覚を刺激する 日時  2014 年11月15日、11月29日
場所  Dialog In The Dark 東京外苑前、お茶の水女子大学

Dialog in the Dark体験後、感想を書く。 志村氏によるワークショップ。目を閉じて手をつなぎ、
握りを隣へと伝えていく。

ファシリテーター  元岡展久（担当）／太田裕治
講師  第２回 志村真介（Dialog in the Dark Japan 代表）

U C／講演会、アイデアの具体化、成果発表講評会Dialog In The Dark の体験 O

Workshop 3Workshop 3 20142014

料理をださない料理店
匂い、音、食感のみで、人の飲
食の感覚を刺激し、人があたか
も食べたような満足感を味わうと
いうアイデア。ダイエット効果があ
ることが考えられた。（F班）

1

My つり革
満員電車では、他人が触ったつり
革には触りたくない人も少なくない
という。一人ひとりが自分のつり革
をもつことを提案。つり革は、コミ
ュニケーションツールとしても機能
し、色の変化によって妊婦、高齢
者、体調不良を周囲に伝える。（B班）

2

匂いの出る
スーパーマーケット

『香レシピ』
最近食品売り場から匂いが消え
た！そこで本提案は食材や料理の
香りを出す機器を設置。スーパー
でメニューが決められない人の助
けにもなる。（C班）

3
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――受賞おめでとうございます。まず今回受賞された

「LERTシステム」は、どのようなものなのかお聞かせ下さい。

捧――「LERTシステム」は、未来の読書システムの提案

です。大きな特徴は、AR技術や音声再生技術、文字を

読み取るOCR技術といったものを備えているグラス（眼鏡）

を使うところです。　

　まず、このグラスをかけて本を見ると表紙を認識して、

次に背景や音声の演出を選択することができます。本を

読みはじめて、文章をなぞると、そこにある文章に合わ

せて、本の世界に飛び込んだかのような映像が周りに見

えながら、本を読むことができます。たとえば星空のシー

ンを描いた文章を読んでいると、グラスには星空に囲ま

れた風景が写ります。さらにあらかじめ組み込まれた音声

がBGMとして流れてきす。つまり「LERTシステム」はこ

れまでにないワクワクするような新しい読書体験ができ

る。「LERT」は、「Letʼ s Enjoy Reading Together」の略

したものでなのです。

　このシステムがさらに面白いのは、解釈する分、演出

が生まれることもあります。他人の演出にも触れることが

できる。たとえば私自身が、ある本に対して、背景や音声

の演出を加えることができる。だから、映画監督や小説

家のように、「LERTシステム」による演出家という新しいプ

ロも登場するのだとプレゼンテーションしました。

――既存の本が使えるということなのですね。「LERTシステ

ム」を使って読むことで新しい本の楽しみかたができると。

捧――そうです。グラスの方に、あらゆる技術やデータが

入っているので、本は今のままで、楽しめるという提案です。

――LIDEEの中で、このアイデア・コンテストへの参加は

どのように進んでいったのですか。

木村――このコンテストは、いくつかの企業が参加してい

て、企業ごとにテーマが発表されていました。LIDEEでは、

先生方ができるだけいろんな学年の人たち同士が組める

ように最初にグループをつくって、そのあとグループごと

に興味あるテーマを選びました。

本城――私たちのチームは、みんな読書好きだったので、

満場一致で、このテーマを選んだんです。

――最終審査のときは、どんな点が評価されたのですか。

本城――このプロジェクトを通して、私たちがいかに本が

好きだってことが伝わったことが大きかったと思います。

世の中の流れは電子書籍へと進んでいますが、私たちは

紙の本が好きだったから、未来の本といっても、私たち

にとってはやっぱり紙の本でした。だから、紙の本を読む

ことをもっと楽しめる何かをつくろうと思ったのです。他

の大学のチームの提案はどれもすごかったです。特に工

学系の大学の提案は、技術的なところがすごかった。けど、

私たちは、そこにはない魅力を伝えられたと思います。

――工学系大学の提案には技術の話がつまっていて現実

味があるかもしれないけど、皆さんのアイデアは、より人

間味があって、未来の人々がリアルに楽しめそうな臨場感

があったのかもしれませんね。

捧――私たちが、ワクワク感を持って、どんどん楽しみな

がらつくっていったことが審査員にも伝わったみたいで、

本を楽しもうという姿勢そのものが嬉しいという感想を審

査員の方からいただきました。

――実際にLIDEEの中でチームをつくり取り組みはじめて

から、どれくらいの期間で最終審査に臨んだのですか。

2014年度のLIDEEでは、日本経済新聞が主催する理工系

教育支援企画「テクノルネサンス・ジャパン第7回―企業に

研究開発してほしい未来の夢アイデア・コンテスト―」への

参加をプログラムに組み込んだ。このコンテストは、参加

企業の募集テーマに対し、理工系の学生（高専生～大学院生）

を中心としたチームが、企業の技術や事業と、自分たちのア

イデアの融合を図る本格的なコンテストで、毎年多くの学

生たちがユニークでリアリティの高いアイデアを競い合う。

LIDEEを通じて応募した6チームのうちが4チームが一

次審査を通過。そして、最終プレゼンテーションを経て、

2チームが受賞した。中でも「Team ボルボックス」が

提案した「LERTシステム」は、DNP大日本印刷の募集

テーマ「未来の本のカタチ～次世代の情報コミュニケー

ションを考える～」において、最優秀賞を受賞した。今

回は、チームメンバーの木村詩穂さん（4年生）、捧美玖莉

さん（2年生）、本城のぞみさん（2年生）に話をうかがった。

Special Interview ［木村詩穂／捧美玖莉／本城のぞみ］

第７回テクノルネサンス・ジャパン
大日本印刷株式会社 最優秀賞
受賞記念スペシャルインタビュー

私たちが LIDEE を体験して感じたこと

本城――LIDEEの授業では、3回でつくりあげました。

各回の授業では、特にエスキスがあるわけではなく、皆

で話合っている中に先生が来てくださって、その都度アド

バイスをもらいながら進めていきました。授業が終わった

後も、審査に備えてチーム内で集まれる人だけで何度も

集まって、打合せや作業をしました。共同作業だけど、な

かなかメンバー全員の都合が合うことが少なかったので、

大変なこともありました。一次審査を通過した後は、最

終発表へ向けて、何度もプレゼンの指導を先生に協力し

ていただきました。

――LIDEEのような分野を横断したワークショップ型の授

業は、外から見ていても本当に面白そうです。講師の人た

ちも、外部からいろんな方が来るから、実践的かつ内容

がとても社会と接続していますよね。実際に体験してみて

どうでしたか。

木村――LIDEEは、学年も学科も越えて参加できるプロ

グラムです。他の学年や他の学科の人と話合いながら、

ひとつのものをつくって、さらに達成することで、自分の

凝り固まった思考が少しでも広がればという想いで受けて

みました。参加してみて、他の学年の人たちと話している

と、あぁ、そんな考え方があるのか！ってことが、たくさ

んあったんです。それが良かったですね。きっと、もっと

いろんな学科の人が参加すると、より面白くなると思いま

した。

捧――本当に面白かったです。考え方も、発想の仕方も、

先生がいろんなゲストを招いてくれて、いろんな方法を体

験させてくれるんです。自分ひとりでは思いもつかないよ

うなことも、いろんな人と一緒に考えることで、こんなに

も楽しくなるのかって。体験したことのない過去のプログ

ラムを見ても、楽しそうに見えるし、来年のプログラムを

見たら、また受けたくなると思います。

本城――正直、あまりこの授業について知らなくて、先輩

から楽しかったよって聞いただけで、何となくトライしてみ

たんです。それが、やってみたら、いろんな人と話して何

かをつくっていく今までにない経験が、毎回楽しくて。チ

ームのメンバーの個性もどんどん出てくるんですよね。

「LERTシステム」のプレゼンをつくるときも、捧さんだっ

たら絵を描くのが上手くて、木村さんはパソコンを使える

からパワーポイントを綺麗に仕上げていく。そういう武器

が自分もあればなと思っていました。

Special InterviewSpecial Interview
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最終プレゼンテーションで使用されたパワーポイントの一部。５人
のメンバーそれぞれが、得意なことを分担し合い、仕上げた力作。

1992年生まれ。2011年豊島岡女
子学園高等学校卒業。2011年お
茶の水女子大学生活科学部人間・
環境科学科入学。現在4年生。趣
味は、読書や音楽など。大学卒
業後は、大学院人間文化創成科
学研究科へ進学し、居住環境学
の研究室で、建築の勉強を続ける。

1994年鳥取県生まれ。2012年県
立鳥取西高等学校卒業。2013年
お茶の水女子大学生活科学部人
間・環境科学科入学。現在２年生。
趣味は、読書やショッピングなど。
将来は、インテリアコーディネー
ターなど、空間プロデュースする
仕事に就きたい。

捧――そんなことない。本城さんは、大事な存在だった

んです。いつも話合いが停滞しそうなときに、必ずポッと

良いことを言ってくれる。それでまた一気に話が展開しは

じめるんです。本当に必要なムードメーカーでした。

――なるほど。つまり、LIDEEのような授業では、普段

教室で行われる講義型な授業では、なかなか表に出てこ

ない個人の長所が随所に出てくるのですね。

捧――私もそれまでは、苦手意識のほうが強くて、自分

には何も能力がないと思っていました。けど、こうしてみ

んなと一緒につくっていって、さらにアイデア・コンテスト

の期限にも迫られて、どこかで自分がやらなきゃって気持

ちが起こってきました。結果、意外と自分の思っていた以

上に“自分のできること”について認識ができました。自

分にも能力があるんだって気付かされたんです。

――そういう気付きは、講義型の授業ではなかなか経験

できなそうですね。そもそもお茶の水女子大学の生活科

学部人間・環境科学科は、どんなことが勉強できる学科

なのですか。

木村―― 人間・環境科学科は、基本わたしたちの生活

を中心として、それをとりまく身近な課題に対して、人間

工学や環境工学、建築学、材料物性学、自然人類学な

どの理工学的なアプローチから解決方法を探っていく、

ユニークな学科です。

――皆さんは、どうしてこのようなユニークな学科を選ん

だのですか。

木村――高校時代は美術部にいたので、デザインに興味

がありました。やがて建築に興味が出てきたけど、大学

受験の際には、まだこれだ！という目標がなかったので、

建築を中心に、いろんなことにトライできそうなお茶大の

この学科を選びました。

捧――高校3年生の夏前までは、美大を目指していたの

ですが、勉強も好きだったので、美術だけで良いのかな

と思いはじめて。私の母は靴をつくっているのですが、あ

るとき「歩行」について研究している人間工学の先生がお

茶大にいることを知って、興味を持って、それがきっかけ

になりました。でも人間・環境科学科に入ったら、建築

も楽しくて、その他のことも楽しく学べて、どんどん興味

が広がってきています。すごく良い環境です。

本城――私は小さいころからインテリアに興味があって、

でも建築士の資格も取りたくなりました。工学部の建築

学科に行くと、建築だけしか勉強できないと思って悩ん

でいたときに、お茶大のことを知りました。お茶大なら住

居学という分野が中心なので、建築も勉強できて、生活

を考えながらインテリアも勉強できると思い、選びました。

――お茶大での大学生活は楽しいですか。

本城――お茶大は、規模が小さいことが、とても良いです。

人間・環境科学科は、各学年が約25人です。他の大学

と比較すると少ないと思いますが、少ないからこそ自由だ

し、先生はもちろん、学生同士で密なコミュニケーション

が取れるんです。

　それに積極的な子が多いんですよ。コミュニケーション

ひとつとっても、LIDEEのような授業でも自分で積極的

に発言する子が多いし、留学する人も多い。あと、たと

えば女性の働き方を学ぶ取り組みなどを調べて、ボラン

ティアの活動をしている人もいたり。だから、本当に大学

生活は、毎日刺激が多いです。

――いろんな物事に出会わせてくれる人間・環境科学科

には、さらにそんな秘密があったのですね。私がこれま

で持っていたお茶大に対するイメージも、今日、お話をう

かがって、とても変わりました。これからの時代は、ひと

つの分野だけに精通した人よりも、さまざまな分野につ

いて見識があることで、それぞれの分野をつなげたり、

膨らませることができる人が、ますます求められる時代だ

と思います。今日は、ありがとうございました。

2015年2月25日（水）お茶の水女子大学にて収録／
インタビュイー――田中元子/mosaki

木村詩穂
1994年東京都生まれ。2013年東
京成徳大学高等学校卒業。2013

年お茶の水女子大学生活科学部
人間・環境科学科入学。現在２年
生。趣味は、読書や陶芸、美術
館巡りなど。将来は、建築やデザ
インの事務所で働いてみたい。森
の中でパン屋を開くのも密かな夢。

捧美玖莉 本城のぞみ

Special InterviewSpecial Interview



横田幸信  Yukinobu Yokota / 2012 Workshop 2, 4

1980年生まれ。イノベーション・サイエンティスト、東京大学

i.schoolディレクター、イノベーション・コンサルティング会社

i.lab, CEO。小学生向けの教育系NPO法人 Motivation 

Maker ディレクター（代表理事）。九州大学大学院理学府修士

課程修了後、野村総合研究所、東京大学大学院工学系研

究科博士課程中退を経て現職。

モサキ：大西正紀＋田中元子
mosaki : Masaki Onishi + Motoko Tanaka

/ 2012 Workshop 3

mosaki（モサキ）は建築を中心に専門分野と一般の人 と々とを

つなぐことを探求、実践するクリエイティブ・アクティビスト・

ユニット。主にイベントづくりやメディアづくりを行っている。

2010年よりチームけんちく体操を結成。活動を、全国、そ

して世界へと広げている。

猪野正浩  Masahiro Ino / 2012 Workshop 4

1961年生まれ、宮城県出身。1984年大学卒業後、業界

紙を経て、1989年株式会社日刊工業新聞社入社。編集局

科学技術部、第二産業部、流通サービス部、第一産業部

記者、北東京支局長、第一産業部副部長を経て、2006年

株式会社タニタ入社、広報室長に就任。

長澤夏子  Natsuko Nakazawa / 2012 Workshop 4

早稲田大学理工学術院総合研究所次席研究員、早稲田大

学建築学科渡辺仁史研究室。建物の中の人間の行動と生理・

環境心理について実験・調査を行い、負担やストレスを軽

減し、健康で居心地のよい空間を設計するための研究を行

う。渡辺研究室では、都市・公共空間での群衆行動から、

個人にとっての健康な住まいまで、人間と建築空間との理

想的な関係を研究している。

内山朋香  Tomoka Uchiyama / 2012 Workshop 4

株式会社タニタ開発部、お茶の水女子大学人間文化創成科

学研究科博士後期課程修了。

2012年より毎年LIDEEは、さまざまな分野の専門家を招いて、

ワークショップを開催してきました。

下記は特別講師として協力いただいたゲストの方 （々一部）です。

LIDEEは、2015年度以降も、下記の3点に重点を置きながら、さらにパワーアップして、

実施していく予定です。

1.多彩なワークショップ

生活科学部人間・環境科学科、文教育学部人文科学科地理学コース、芸術・表現行動

学科舞踊教育学コース、理学部情報科学科の共同企画により、より多彩なワークショッ

プを展開していきます。

2.多様な学生の参加

文教育学部、理学部、生活科学部のどの学科の学生でも参加が可能です。また、1年生

から4年生まで、どの学年でも履修可能とし、学生同士の新たな出会いを創出します。

3.刺激的なゲスト講師の招聘

外部の専門家を招いて、さらに刺激的な講義を企画します。

4月下旬にガイダンスを行います（日程は、webページhttp://www.eng.ocha.ac.jp/  ならびにポス

ターで告知）。履修希望者は必ずガイダンスを受講してください。定員数をオーバーした場

合は、できるだけ多様な学生が集まるよう、セレクションを行います。その年度に履修で

きなくても、次年度以降に受けることが可能です。

ワークショップに関する情報は、お茶の水女子大学、人間・環境科学科のホームページ

に掲載します。http://www.eng.ocha.ac.jp/にアクセスし、LIDEEのページにアクセスし

てください。LIDEEは、大学内の活動にとどまるものではありません。当プログラムは、

産学連携の試みでもあります。ワークショップにご協力いただける企業、団体等、ござい

ましたら、下記連絡先までご連絡ください。

連絡先

〒112-8610　東京都文京区大塚2-1-1  お茶の水女子大学

総合研究棟８階　802室LIDEE事務局

mail : lidee@cc.ocha.ac.jp　http://www.eng.ocha.ac.jp/

平成 28 年度、お茶の水女子大学は、
大学院に「生活工学共同専攻」（仮称）を設置予定

お茶の水女子大学と奈良女子大学は、理工系の高度な専門知識をもつ女性人材の育成を目指し、

平成28年度より大学院に生活工学分野の共同専攻を開設する予定です。募集人員は、博士前期

課程14名（各大学7名）、博士後期課程4名（各大学２名）。

＊設置認可申請中（上記の内容は予定であり、変更する場合があります。）

高坂友理恵  Yurie Kousak / 2013 Workshop 2 　
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部、トッパ

ンアイデアセンター R&D推進本部 消費行動研究室、お茶の

水女子大学人間文化創成科学研究科博士前期課程修了。

安斎善和  Yoshikazu Anzai / 2013 Workshop 3

宮城県総合教育センター 教職研修班 主幹。東北大学理学

部地学科地理学教室卒業後、高等学校教員、教育研修セ

ンター指導主事を経て宮城県仙台西高等学校在職時に東北

地方太平洋沖地震を経験。

木村博之  Hiroyuki Kimura / 2013 Workshop5

1956年宮城県女川町生まれ。株式会社チューブグラフィッ

クス代表取締役。明治大学卒業（地理学）。1986年、株式会

社チューブグラフィックス設立。1998年、競技インフォグラ

フィックスをコンセプトとした「長野オリンピック公式ガイド」

を企画作成。千葉大学工学部、東葉大学ライフデザイン学

部、東北工業大学ライフデザイン学部非常勤講師。

大和田茂  Shigeru Owada / 2013 Workshop6 

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所

中村豊四郎  Toyoshiro Nakamura / 2014 Workshop1

アール・イー・アイ株式会社代表、インダストリアルデザイ

ナー。1973年千葉大学工学部工業意匠学科卒業。設計事

務所などを経て現職。化学分析機器のデザインや大規模公

共施設のサイン計画などを手がける。

志村真介  Shinsuke Shimura / 2014 Workshop 3

Dialog in the Dark Japan 代表。1962年生まれ、関西学

院大学・商学部卒業。コンサルティングファームフェロー等

を経て、1999年からダイアログ・イン・ザ・ダーク （www.

dialoginthedark.com）の日本開催を主宰。2009年東京外苑前

で常設開始。

多彩な特別講師陣 これからのLIDEE

履修法法

問い合わせ


