
第 3回 TRIZシンポジウム, 2007    プログラム詳細 

 

                

 

  プログラム (最終計画案)  詳細                        2007年 8月 21日 TRIZ協議会   (中川  徹)  

    時:     2007年 8月 30日(木) ～ 9月 1日(土)  

    所:     東芝研修センター (横浜市)  

    (敬称略。一部変更の可能性もありますので、ご了承下さい。) 

第 1 日 8 月 30 日 (木)  

 9:30 -  .  受付開始 .(チュートリアル受付) . 

10:00- (120

分)  

ダブ

ル 

B414 

前古 

チュートリア

ル1  I05 

永瀬 徳美   (パナソニック

コミュニケーションズ) 

ベーシック・チュートリアル: TRIZ思考プロセスの活

用と問題解決の実践方法 

B415 

片岡 

チュートリア

ル2   I06 

澤口 学  

          (産業能率大) 

アドバンスド・チュートリアル: 技術進化に基づい

た次世代商品企画～イノベーションのすすめ～ 

 

12:10 -  .  受付開始 .(シンポジウム受付) . 

13:00- (20分)  開会 B414 開会挨拶 林 利弘 (TRIZ協議会代表) 第3回TRIZシンポジウムの開催にあたって 

13:20- (40分) 招待 B414 

中川 

特別講演1 

     I03 

林 利弘   

     (林技術士事務所) 

開発・設計プロセス工学とTRIZ－開発・設計技術

者のためのMOT手法 

14:00- (40分) シン

グル 

 〃 一般発表1 

     #20 

古賀 陽介  (パナソニックコ

ミュニケーションズ) 

TRIZの製造への応用 「プリンター完成工程にお

ける慢性不良撲滅の取り組み」 

14:40- (20分) 休憩     

15:00- (60分) 招待 B414 

片岡 

特別講演2 

     I04 

玉井 誠一郎   

       (松下電器産業) 

知識経済社会に対応した新しい知的財産モデ

ルの提唱－知財によるブランド価値創造モデル- 

16:00- (40分) シン

グル 

 〃 一般発表2 

     #30 

樋口 健夫   

 (アイデアマラソン研究所) 

TRIZの発想インフラを創るアイデアマラソン発想

法 

16:40- (20分) 休憩     

17:00- (40分) シン

グル 

B414 

水野 

一般発表3 

     #22 

深津 邦夫   

  (東芝ソシオシステムズ)  

紙搬送機構設計のUSIT活用による技術伝承 

17:40- (40分) 招待  〃 特別講演3 

     I07 

奥住 直樹 

            (東芝)  

東芝におけるイノベーション活動紹介 - シックス

シグマ、タグチメソッド、QFD、TRIZ など各種手

法の東芝での活用状況紹介 

18:20- (20分) 休憩     

18:40- (110分) . レストランB1 [三原] 夕食 & 交流会  (立食、レセプション、自由交流)  

 

第 2日  8月 31日 (金) 

 8:30 -  .  受付開始 . . 

9:00 - (40分) 会合 B414 

林 

会合 日本TRIZ協会 説明会 

 

いままでの(日本TRIZ協議会)活動経過、 

これからの日本TRIZ協会について 説明 

[協会会員/非会員に関わらず出席下さい。] 

 9:40- (20分) 休憩     
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10:00- (80分) 招待 B414 

林 

基調講演1 

     I01 

Larry Ball  

      (Honeywell、米国)  

Hierarchical TRIZ Algorithms 

11:20- (40分) シン

グル 

 〃 一般発表4 

     #19 

黒澤愼輔 

       (産業能率大学) 

TRIZの有効性の方法的背景について 

12:00- (20分) . B414 

前古 

ポスター紹

介 A 

ポスターセッションA  

発表者全員 

ポスター発表の概要紹介 

12:20- (60分) . レスト

ランB1 

昼食 . . 

13:20- (80分) ポスタ

ーと

デモ 

A 

B314 

前古 

ポスター

A1 

    #09 

Victor Berdonosov  

 (Komsomolsk-na-Amure State 

Tech. Univ.、ロシア)   

IQ increase under the influence of TRIZ 

ポスター

A2 

    #10 

柘植昌一、山田 修、岡 建樹 

(コニカミノルタビジネステクノロ

ジーズ) 

コニカミノルタ BT (株) における TRIZ/USIT

活用実践 (2)  

ポスター

A3 

    #11 

[MRA 知識創造研究会]  

笠井 肇 (アイデア)、石井正之

(住友電工)、大島栄作 (RCS研

究所)、片岡敏光(パットブレー

ン)、菊池史子(パイオニア)、熊

坂 治 (パイオニア)、津金浩典

(アンリツ)、長谷川公彦(佐野国

際特許事務所)、福村三樹郎

(創造開発イニシアチブ) 

経営・管理分野へのTRIZの適用  

- MRA知識創造研究会の活動成果－ 

ポスター

A4 

    #12 

庄内 亨(日立製作所)、河辺 

峻 (明星大学)、濱中直樹(日立

製作所)   

コンピュータ分野におけるTRIZ矛盾表の適用 

ポスター

A5   #21 

高原 利生  

     ( )  

機能とプロセスオブジェクト概念を中心にした

差異解消方法 その2 

ポスター 

A6   #24 

Jae-Hoon Kim, Joon-Mo Seo, 

Young-Ju Kang, Byoung-Un 

Kang   (LS Cable、韓国)  

Improvement of Material Properties of 

Printable Adhesive 

ポスター

A7  #28 

池田 和康  

    (積水エンジニアリング)   

積水化学グループにおけるTRIZ活動の歩み 

ポスター

A8  #32 

[DPAM研究会] 

福岡 邦親       (富士通)    

「設計プロセス評価指標」に関するDPAMの

取り組み 

14:40- (20分) 休憩     

15:00- (40分) シン

グル 

B414 

岡 

一般発表5 

    #02 

Ik Cheol Kim  (Korea TRIZ 

      Association、韓国) 

TRIZ application for new product concept 

development 

15:40- (40分) シン

グル 

 〃 一般発表6 

    #13 

中川 徹、藤田 新 

        (大阪学院大学) 

オートロックドア方式のマンションで不審者の

侵入を防ぐ方法 －身近な社会&技術問題へ

のTRIZ/USITの適用事例 - 

16:20- (20分) 休憩     

16:40- (40分) ダブ

ル 

B414 

海野 

一般発表7 

    #18 

井越 昌紀 (東京都立大学 & 

ACP研究会) 

リアルとデジタルの対比による PBL ベースの

モノづくり教育の実践 

B415 

正木 

一般発表8 

    #01 

Darrell Mann  (Systematic 

Innovation、英国)  

[代読予定 Paul Filmore] 

Systematic Innovation For Business & 

Management: Experiences 1994-2007 

17:20- (5分) 休憩     

17:25- (40分) ダブ

ル 

B414 

海野 

一般発表9 

    #26 

片岡 敏光  

         (パットブレーン) 

カプセル内視鏡の知財創造戦略 - TRIZ に

よる考察 - 



第 3回 TRIZシンポジウム, 2007    プログラム詳細 

 

B415 

正木 

一般発表

10  #03 

Gil Su Yoon (Pukyong National 

Univ.、韓国)、児玉晴男 (メディ

ア教育開発センター)、Young 

Won Park (東京大学) 

How to apply TRIZ to the e-learning from 

invent, patent to IP for SME 

18:05- (15分) 休憩     

18:20- (120分) . レストランB1 [黒澤] 夕食 & 交流会  (立食、レセプション、自由交流)  

 

第 3日  9月 1日 (土)  

 8:30 -  .  受付開始 . . 

 9:00 - (60分) 招待 B414 

中川 

基調講演2 Simon Dewulf  

   (CREAX、ベルギー) 

Variation of System Properties for New or 

Improved Functions 

10:00- (40分) シン

グル 

 〃 一般発表

11   #15 

Paul Filmore  

  (Univ. of Plymouth、英国)  

Developing Highly Effective Engineers  

10:40- (20分) 休憩     

11:00- (40分) シン

グル 

B414 

玉井 

一般発表

12 

    #14 

[日本VE協会関西支部 TRIZ 普

及・活用研究会] 

松田信英 (松下電器産業)、池田

和康 (積水エンジニアリング)、海

野 誠 (川崎重工業)、他  

開発型TRIZ手法の研究 

11:40- (20分)  B414 

池田 

ポスター紹

介B 

ポスターセッションB  

発表者全員 

ポスター発表の概要紹介 

12:00- (60分) . レスト

ランB1 

(昼食) . . 

13:00- (80分) ポスタ

ーと

デモ 

B 

B314 

池田 

ポスターB1 

    #07 

井坂 義治 

           (アイデア)  

TRIZ技術進化のコンセプトマイニングへの

適用 

ポスターB2 

    #16 

古川 祐一 

            ( )   

TRIZで感じたこと 

ポスターB3 

    #23 

吉井 映滋、橋爪二郎  

             (松下電工)  

松下電工におけるUSITの推進活動 

ポスターB4 

    #25 

有坂寿洋、津波古 和司、 

鈴木博之 (日立グローバル 

 ストーレッジテクノロジーズ)   

日立GSTにおける開発エンジニアのための

TRIZ推進活動とその実務適用例 

ポスターB5 

    #27 

森久光雄、川上浩司、片井 修、

塩瀬隆之  (京都大学)   

「発明・発創支援システム入門」教育プロジ

ェクト2007 - 学生への創造的な発明の仕

方の教育 -  

ポスターB6 

    #29 

[宮城ＴＲＩＺ研究会]  石井力重 

(デュナミス)、伊藤利憲(宮城県産

業技術総合センター)   

TRIZのユーザを増やすにはどうすればいい

か？に挑む～宮城ＴＲＩＺ研究会の独自開

発ツール「智慧カード」 ～  

14:20- (20分) 休憩     

14:40- (40分) ダブ

ル 

B414 

長谷川 

一般発表

13   #06 

桑原 正浩 

          (アイデア)  

技術システム進化の法則による次世代シス

テム発想法 

B415

仲畑  

一般発表

14 

    #08 

Victor Berdonosov  

(Komsomolsk-na-Amure State 

Tech．Univ.、露)  

TRIZ-Fractality of Knowledge 

15:20- (5分) 休憩     

15:25- (40分) ダブ

ル 

B414 

長谷

川 

一般発表

16 

    #31 

安達 隆男  

       (産業能率大学)  

事業経営に資する技術問題解決 - TRIZ

理論の拡張による事業戦略と技術的問題

解決の論理の一元化についての研究 
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B415 

中川 

Position 

Paper セッ

ション  

 

#33, 

#34, 

#35        

Kritaya Suparnpongs and Saranya 

Chandravat (Siam Cement PLC, 

Thailand); 

Chiraphon Rayakaeo (Thai Paper 

Co., Thailand); and  

Yuthapong Matejitkul (SCG Paper 

PLC, Thailand)  

Introducing TRIZ into Thailand 

 

 (3件から、10分ないし 5分の発表;  

  その後討論)  

 

(なお、ウガンダからの参加を受け付けてい

るが、来日未確定。参加する場合には、この

セッションで同時に発表、討論する予定。) 

16:10- (10分) 閉会. B414 閉会挨拶 三原祐治 (TRIZ協議会副代表)  

     16:20 終了 


