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「エスノ＆Tech」 企画書 

2016年 6月 吉日 

IoT時代に、ヒトが欲するもの、隠れた欲求を探る“知のバトル！”実践 

Societal Leaders プロジェクト 荒木 
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本企画に至る背景① ～新時代の商品・サービス開発～ 

其の１．ありとあらゆるモノがインターネットでつながり（＝IoT）、 
    人工知能（＝AI）がヒトに代わりその情報を処理・判断することで、 
    より便利で快適な生活をもたらすサービス開発が進もうとしている 
 

其の2．すなわち、生活・しごと・暮らしに関わるさまざまなモノの側が、 
    ある行動のための知性（＝認知し、考え、判断する能力）を持つことを意味する 
 

其の３．では、一体、ヒトと日常的に接するどのような物体に、どういう認知・思考・判断 
    が備わると良いのだろうか 
 

其の４．これを解くカギは、そもそもヒトは日常生活において如何なる行動をしているのか 
    を粒さに外観し、またそこから何を欲しているか内観し、探ることにあると仮定 

 

其の５．実は、日常生活において当たり前として無意識に受入れ、諦めている事柄が多く潜 
    んでいる。これを対象観察と自己の心理描写を行き来し、実感しながら潜在欲求を 
    洗い出し、モノへの転換を試みるなかで、次期商品・サービス開発に資するものと 
    したい 
 
 

     「ヒトの暮らしの進化にむけた着眼点・切り口を得る」 

思考の進化 

モノの進化 行動の進化 



© 2016 Fuji Xerox Learning Institute Inc. All rights reserved. 

2 

本企画に至る背景② ～デザイン思考WSの場への問題意識～ 

其の６．オープンな機会はたくさんあるが、 
    「ちょっとやってみた」「かじった」では、もはやモノ足りない 
 
其の７．中途半端ではなく”徹底的に考えた納得性（論理的飽和）“が重要である 

 
其の８．知識・スキル獲得から、より実践的なアウトプット試行へ  

    例：アクセラレーションプログラム 
 

    そのためにも（だからこそ）根本・深い真理探究が求められている  
 

其の９．アイデアがありきたり、斬新なものが出てこない。工夫が必要 
 

其の10．ビジネス系だけの視点では、そもそも創造に限界がある 
     （異業種といえども、同じ穴のムジナ…） 
 

     例：心理学、社会科学、アート 、哲学…etc 

 
其の11．その場限りで、可視化・共有が困難 
 

     （何故、そうなったか、どういうプロセスを経たか、何が影響を及ぼしたのか） 
 
 

「多様な知性・感性の徹底バトル」「思考変化の記述」 
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前述の背景を踏まえた企画のキーワード 

ヒトの欲求について徹底的（！）に考える 
 ものの見方・考え方のバトル 
 
 ・ビジネス系以外の知性／感性を織り交ぜたディスカッション・分析 
   例：エスノグラファー、エンジニア、マーケター、サイエンティスト、サイコロジスト… 
 

思考変化と影響要因の記述 
 
 ・内観の記述と可視化 
 

フィールドに出る前の共体験 
 

 ・深い洞察、真理探究を図るためにも、事前段階での露払い、他者との関係を育む等の準備をする 
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企画趣旨 

時間の制約 
自然の制約 
身体の制約 
   ＋ 
意識の制約 – 心理学、行動科学、脳科学として発展してきたものの、本格的商用化はいよいよこれから… 
（社会的制約） 

問い：「ヒトは、日常生活において、一体何を欲しているのだろうか…」 

日常に潜む“とほほ～”“あるある～”なことを足掛かりに、 
 
 「これは、もっと、こう出来たらいいのに・・・」 
 
という隠れた欲求（心の声）に意識を振り向け、 
 
これをもとに「物体（対象）に宿すべき判断（≒知性）」としての転換を試みる 
 
 例：自動ドア、車体ブレーキの自動制御、車庫の自動照明感知、エアコンの温度センサー …etc 

道具と使いこなす技術やルールをつくり出すことで、制約を乗り越えてきた 
 例：通信技術、環境技術、移動体技術、ロボット技術… 

「ヒトは、今を当たり前として、無意識に疑問を持たず受入れている 」 

“物体に知性を宿す” 



© 2016 Fuji Xerox Learning Institute Inc. All rights reserved. 

5 

実施概要 

 テーマ：「物体に宿す知性を考える」 
 

      ～ ヒトの暮らしの進化に向け、人間が欲する知性、省略したい判断を探る ～ 
 

 日時/期間：2016/7末～2016/12 全6回+ホームワーク 
 

 場所：都内近郊または地方 例：住食空間/移動空間/商業空間/日常的/非日常的 
 

 実施方法：エスノグラフィーを核とした異知交流によるフィールドリサーチと分析WS 
         例：共体験、フォトエッセイ、ホーム/施設/ロケーション観察・インタビュー               

 

 想定アウトプット：フォーカスエリア及びラフアイデア 
 

 募集人員：9～15名 
 

 参加費用：20万円/人  ＊税別 
 

 参加者像： 
 

 ・R＆D、生活研究者、事業開発担当者 
 ・エンジニア（例：IoT/M2Mサービス開発） 
 ・マーケター 
 

＜ゲスト参加者像＞ ＊4～6名程度 
 

 ・サイエンティスト（専門家/ポスドクなど） 
 ・サイコロジスト（同上） 
 ・デザイナー 
 ・フォトグラファー/アーティスト 
 ・コック/パティシエ 
 ・ダンサー 
 ・学生（社会学系/工学系など） 
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全体プロセス  
“人の欲するもの、人の予期せぬ形で現われる”（「非予期的偶然共時設計」） 

1日 1日 3日 ２日 1日 

7/22（金）-23（土） 9/13（火） 10/13（木）-10/15（土） 11/17（木） 
-18（金） 

FW 
デブリ 

ノーツ 

ビデオ
解析 

フォト 
エッセイ 

“とほほ” 
“あるある” 
“へぇぇ～”   

ﾌｫｰｶｽ 
ｴﾘｱ 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 
共有 

討議 

ﾌﾞﾗｯｼｭ 
ｱｯﾌﾟ 

【WS1】 【WS3】 【WS4】 【WS5】 

・住食空間 
・移動空間 
・商業空間 
・日常潜在心理 

ﾌｫｰｶｽ 
ｴﾘｱ 

ﾗﾌ 
ｱｲﾃﾞｱ 

ﾗﾌ 
ｱｲﾃﾞｱ 

ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰ 
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ

ﾂｱｰ 

【オプション】 

1月 
（5日間） 

•ドローンを飛ばす 
•fab lab体験 

1日 

【WS2】 

•ありきたりじゃない体験 
•対象を見る眼を養う 
•心の動きに意識を向ける 
•童心に帰る 

知っているようで知らなかったこと体験 

“豊かな実感を宿す” 
“他者を知る” 

【WS6】 

12/13（火） 

•エスノの今 
•深層表現力 
（メディア思考）   

“特異点を探る” 

“即興” 

“異なる専門性/感性を加える” 

動物/自然
生態観察 

エピソー
ド共有 

ハイテク 
体験 

趣旨説明 

ｲﾝﾌﾟｯﾄ 

8月 

【ホームワーク】 

日常
内観

共有＆
共体験Ⅱ

オリエン
インプット

共同
観察

分析Ⅰ
分析Ⅱ
ゲスト

ジョイント

精査
まとめ

共体験Ⅰ

思考ダイアリー（思考変化の描写/変化に影響を与えた要因把握・特定） 
思考 

ノート 
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想定アウトプット（本WSのゴールイメージ） 

観察実態情報 
・行動実態（住食空間/公共移動空間/商業空間） 
・行動欲求（どのような行動を欲しているか） 
 
フォーカスエリア 
・欲求テーマ（ 着眼点/切り口） 
 
ラフアイデア（実現イメージ） 
・物体知性（どのようなモノに、どのような認知・思考・判断力が備わると良いか） 
・世界観（これにより何がもたらされるか 例：暮らし・生活・働き方…） 
 
思考ノート 
・自身の思考変化の描写/変化に影響を与えた要因把握・特定 

ストラクチャー・ドローイング 思考タイムライン 

インプット、アウトプット、その間で起きた考え・変化を、 
その時々の率直な感想や思いつきなどを交え、時系列でプロット 

SAMPLE 

http://agu-az.jp/2014/
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ワークショップ１～６ 



© 2016 Fuji Xerox Learning Institute Inc. All rights reserved. 

9 

【WS1】オリエンインプット①エスノの今 

◇予定講師：PARC 日本代表 伊賀氏 
 
イノベーションを生み出す手法の一つとして注目されるエスノグラフィーについての、 
国内有数コンサルタントである同氏より、エスノの必要性についての社会的考察・問題意識、 
及びイノベーションを取り巻く現状認識のインプットを得る 

☝ エスノを活用したいビジネスパーソンの問題意識例： 
 
 その１．「ちょっとやった」「かじった」では、もはやモノ足りない・・・ 
     （デザイン思考、フィールドリサーチ＞素養を身に付けるレベル） 
  
 その２．出てくるアイデアがありきたり。斬新なものが出てこない・・・ 
 
 その３．自社だけでは創造に限界がある 
 
     →異業種、異なる視点・思考を持ち込む必要がある 
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【WS1】オリエンインプット②深層表現力 ～メディア思考～ 

◇予定講師：AZホールディングス 津田氏 
 

メディアとは、言葉の力 
発信と受信の中間に立ち、客観視しながら言葉を精査する 
言葉の表現力をもって、価値創造を見える化する 

☝ ワークショップ/ブレストの問題意識例： 
 
 その１．出てくるアイデアがありきたりで面白くない 
 その２．よく聞く言葉、Biz用語で済ましてしまっていることに原因がある 
 その３．そもそも、他者との共有においてはそれが正解だと誤解している 
 その４．整理・共有を重視する結果、尖った意識を言葉で丸めてしまっている 
 その５．深層にあるものをいかに率直に表現できるかの訓練が必要である 
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【WS２】共体験①動物・自然生態・自己観察 

動物観察（チーム観察） 

 【ねらい】 
 

  ①対象にじっくり視点を注ぐ行為と思考の訓練 
 

  ②他者と自己への発見 
 

   ・他者との違いを知る “えっ、全然見てなかった…”“そんな風に考えるんだ…” 
 

   ・そこから自身の思考のクセを知る “自分って結構○△□…” 
 

  ③チームビルディング 
 

   ・事前の共通体験を持つ 
   ・健全な思考バトルを行う上で、各々が童心にかえり、メンバーの人となりを知る 

 
 
 ＊都内近郊の動物スポット訪問想定 
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日常内観（ホームワーク） 

SAMPLE 

※今回企画とは必ずしも一致するものではありません 
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【WS３】共体験②ハイテク体験第一候補先【ドローン】 

SEKIDO×たちかわ創造舎 STORY 
フィルムコミッション、インキュベーション・センター事業を提供するたちかわ創造舎とSEKIDOは、
2016年4月1日よりドローンを始めとした、最新テクノロジーの活動・情報発信を立川の廃校にてコラボ
レーションしていくことになりました。ドローンによる空撮が身近になりつつある今、撮影場所誘致や支援
に力を入れる、たちかわ創造舎とのコラボにより、もっと多くの皆さまに気軽にドローンの魅力や可能性ま
た空撮の楽しさを知ってもらえれば嬉しいです。 

所在地：東京都立川市富士見町6-46-1 旧多摩川小学校 

http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/ 
 

http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/
http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/
http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/
http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/
http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/
http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/
http://sekidocorp.com/sekido-dji-experience-store/
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【WS３】共体験②ハイテク体験第2候補先【ファブラボ】 

fab lab Japan Network    
http://fablabjapan.org/ 

 
・ FabLab Kamakura 
http://fablabkamakura.com/ 
fablabkamakura@gmail.com 
神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-10-6 
結の蔵 壱号室 
 
・ FabLab Shibuya 
http://fablabshibuya.org/ 
info@fablabshibuya.org 
東京都渋谷区宇田川町42-6 
co-lab渋谷アトリエ1-3 
 
・ FabLab Kannai 
http://fablab-kannai.org/ 
神奈川県横浜市中区相生町3-61 
泰生ビル2F さくらWORKS<関内> 
 
・ FabLab Fujisawa 
http://fablabfujisawa.org/ 
神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目20番-1 
湘南T-SITE 1号館 2階 
 
・おおたFab 
http://otafab.jimdo.com/ 
東京都大田区蒲田2-10-1 
大田区産学連携施設202 
 
・FabLab Hiratsuka 
http://www.mgmt.kanagawa-u.ac.jp/fablabhiratsuka/ 
神奈川県平塚市土屋2946 
 

http://fablabjapan.org/
http://fablabkamakura.com/
http://fablabshibuya.org/
http://fablab-kannai.org/
http://fablab-kannai.org/
http://fablab-kannai.org/
http://fablabfujisawa.org/
http://otafab.jimdo.com/
http://www.mgmt.kanagawa-u.ac.jp/fablabhiratsuka/
http://www.mgmt.kanagawa-u.ac.jp/fablabhiratsuka/
http://www.mgmt.kanagawa-u.ac.jp/fablabhiratsuka/
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【WS４】共同観察＆分析 

◇想定フィールド ※チームに分かれて3カ所を想定 

 
１．住食空間   例：家庭 

２．公共移動空間 例：電車内 

３．商業空間   例：イベント会場 

 
 

◇観察ポイント例 
 
行動と意識情報/定性：どのような行動をとり、何を感じているか 
無意識情報/定性：無意識に諦めていること “とほほ…” 
位置情報/定性：どのような位置をとっているか 
分布情報/定量：どのような分布が見られるか 

問い：「ヒトは、日常生活において、一体何を欲しているのだろうか…」 

・
・
・ 
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【WS５】ゲスト参加候補者 

 サイエンティスト 
 サイコロジスト 
 デザイナー 
 フォトグラファー/アーティスト 
 コック/パティシエ 
 学生（社会学系/工学系）  
 
 
◇候補例： 
 

• 発達心理学/国立大准教授 
• 社会心理学/明学大 
• 高分子化学研究/東工大 
• 僧侶①兼小説家・風来坊 
• 僧侶②兼人事コンサルタント 
• 尼僧 
• リトミックダンサー 
• ブリキアーティスト 
• 元日産カーデザイナー/IAUD移動空間プロジェクト 
• 人工知能ワトソン事業関係者 
 

以下領域を例に、専門家を加えたブレスト、ブラッシュアップを行う 
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本企画の実行体制と手順 

◇実行体制 
 
主催：富士ゼロックス総合教育研究所（FXLI） 
共催：太陽誘電 
後援：マーケティング共創協会 
協力：PARC、AZホールディングス 

 

◇実行手順 
 

募集案内（6/10～） 
説明会開催 
 ・第1回6/28（火）15:00-17:00 ＠FXLIセミナールーム3 
 ・第2回6/29（水）  同上    @FXLIセミナールーム１ 
募集〆切：7/20（火） 

 
 
 
 



Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 
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コンセプト 


