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北海道デザインマネジメントフォーラム 

第６期（平成 25.9.25～26.9.17）事業報告書 
 

◆ 第６期の方針 

１．山村塾の実施 

２．オープン参加型セミナー等の検討・実施 

３．情報発信や交流の促進 

４．デザインマネジメントトライアル事業の検討 

 

◆ 第６期の活動結果 

１．会議の開催 

１）Ｈ２５年度定時総会 

○開 催 日：平成２５年９月２５日(水) 

○開催場所：札幌市立大学サテライトキャンパス 

○参加人数：総議決件数３９に対し２６名（委任状提出者を含む）参加で総会成立 

○内  容 

次のような内容について討議し、承認を得る。 

・議決方法について 

      ・第５期事業報告、決算報告について 

・第５期監査報告について 

・規則の一部改正について 

・第５期役員の一部改選について 

・第５期の活動方針・事業計画(案)と収支予算(案)について 

  

 ２）役員会 

・学びの深化プログラム「山村塾」関連の取組として、第５期山村塾フィードバック会や

山村塾 2014 の開催、知財セミナー企画に当たっての会員アンケート調査の実施、アンケ

ート調査結果を踏まえた３回に渡る知財連続講座の開催、デザイントライアル事業の進

め方や具体的なプロジェクト案についての意見交換、北海道デザイン協議会との交流会

の開催、メルマガ（19～25号）発行準備、総会や６周年記念講演会の準備など、本会の

運営について検討するため合計１２回の役員会を開催した。 

・その他、役員会で提示される提案内容や資料作成などを目的に、一部の役員を構成メン

バーとする山村塾企画会議やデザインマネジメントトライアル事業検討会議を開催した。 

 

・第 1回役員会(H25.10.23)  道工試デザインライブラリー 

・第 2回役員会(H25.11.20)  道工試デザインライブラリー 

・第 3回役員会(H25.12.19)  道工試デザインライブラリー 

・第 4回役員会(H26. 1.20)  道工試デザインライブラリー 

・第 5回役員会(H26. 2.26)  道工試デザインライブラリー 

・第 6回役員会(H26. 3.27)  道工試デザインライブラリー 

・第 7回役員会(H26. 4.24)  道工試デザインライブラリー 

・第 8回役員会(H26. 5.27)  道工試デザインライブラリー 

・第 9回役員会(H26. 6.25)  道工試デザインライブラリー 

・第 10回役員会(H26. 7.24)  道工試デザインライブラリー   

・第 11回役員会(H26. 8.19)  道工試デザインライブラリー 

・第 12回役員会(H26. 9.11)  道工試デザインライブラリー 
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２．例会活動 

１）発足５周年記念講演会 

・北海道の食産業を支えるデザインと知財の活用をテーマに、農業コンサルタントとして

活躍されている(株)リープス代表 鈴木善人 氏と、商標をはじめ知財全般の活用に詳しい、

あさかぜ特許商標事務所所長 中山俊彦 氏をお迎えした。  

・パート１の鈴木氏による講演では、デザインや知財の効果的な活用は、「食」や「農」

に対する正しい理解を促し、ブランドづくりに貢献できるとの視点から、分かりやすい解

説があった。  

・パート２の中山氏による講演では、人材、技術、組織力、ブランドなどの目に見えない

資産を見える化し、これを活用する「知的資産経営」の重要性や、一次産業における「知

的資産経営」の取り組みなどについて、興味深い解説があった。  

・アンケート調査結果からは、「食におけるデザインの大事さが分かった。」「消費者を

育てて行く、という視点が興味深かった。」「知的資産経営に興味を持った。」などのコ

メントがあり、好評価をいただいた。 

 

○開 催 日：平成２５年９月２５日(水) 

○開催場所：札幌市立大学サテライトキャンパス（アスティ45、12F） 

○参加人数：３５名 

○内  容 

テーマ：『北海道の＜食＞に今求められる経営視点のデザイン・知財活用とは』  

  【パート1】演題：畑と食卓をもっと近づけるデザインマネジメント  

        講演者：(株)リープス代表取締役  鈴木善人 氏  

 【パート2】演題：デザイン・知財活用のキモとなる“知的資産の見える化”  

              講演者：あさかぜ特許商標事務所 所長 中山俊彦 氏 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ＨＤＭＦセミナーの実施 

 ・第６期総会記念講演会でお招きした「あさかぜ特許商標事務所」所長 中山俊彦氏を再

度お迎えし、会員等への知財関連アンケート調査結果を踏まえた３回に渡る知財関連

の連続講座を、北海道デザイン協議会の後援を得て開催した。 
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◆第１回知財セミナー「知財マインド編」 

・知財に対するデザイン業としての心構

えを話題に、豊富な事例を織り交ぜつつ

事業の中での知財のケアの仕方と活かし

方について詳しい解説があった。  

・講義の途中では、数回にわたりグループ

ディスカッションも組み込まれ、参加者

の様々な考え方に触れたり、得られた知

識を深掘りする機会となった。 

・後半の質疑応答では、参加者が普段の業

務で直面している切実な悩みなど、たくさんの声が上がり、講師から有効な対応策な

どのコメントがあった。 

・参加者のアンケート調査結果からは、「具体的なケースを元にした講演で大変勉強に

なりました」などのコメントがあり、大好評でした。 

 

  ○開 催 日：平成２６年４月１８日(金) 

○開催場所：札幌市立大学サテライトキャンパス（アスティ 45、12F） 

○参加人数：２２名 

○内  容 

   1)知財／知財法をめぐる情勢 ～世はまさに「大改正時代」！？～ 

   2)「新しい〇〇」が生まれるとき、知財アンテナを立てる。 

   3)ケーススタディでセオリーを知る 

 

◆第２回知財セミナー「知財ナレッジ編」 

・実際に起こりがちな事例をＱ＆Ａ形式

で取り上げ、知財上のキモとなる知識に

ついて詳しい解説があった。 

・まず、知財関連の事例と問いが提示され、

参加者が答えを考え、一部の方が披露す

る。講師は披露した回答案に触れつつ、

正しい考え方を解説する。会場からの質

問を受け、補足解説がなされる。このス

テップを２０事例について行った。 

・参加者が普段の業務で直面している課題

など、たくさんの質問の声も上がり大変充実したセミナーとなった。 

・参加者のアンケート調査結果からは、「実務に基づく事例、問題を受講者が考える形

式が良かったと思います」などのコメントがあり、大好評でした。 

 

  ○開 催 日：平成２６年６月２７日(金) 

○開催場所：札幌市立大学サテライトキャンパス（アスティ 45、12F） 

○参加人数：２６名 

○内  容 

   1) 創作法関連の事例 

   2) 表示法関連の事例 

   3) 著作権法関連の事例 

 



4 

 

◆第３回知財セミナー「知財テクニック編」 

・前回、前々回のセミナーで触れた内容

を簡単に復習しつつ、これまで学んだ内

容が、知財に関与する者にとって身につ

けておくことが望ましい知識の全体像の

中でどのあたりをカバーしているのか、

また、今後身につけておくべき知財スキ

ルは何か、について解説があった。 

・その後、より具体的な状況設定を組み

込んだ、仮想ストーリー「(株)明訓にお

ける新商品開発」を題材に、適切な「デ

ザイン委託契約書」、先行する類似知財の

調査方法、適切な商品開発の進め方などについてグループ討議を行い、その結果を取

り上げながら正しい考え方の解説があった。こうした演習を通じて、依頼者、デザイ

ナー、支援者といった異なる視野からの考え方を身につける良い機会となった。 

・参加者のアンケート調査結果からは、「一貫性のある３回シリーズのセミナーが良

かった。今まで参加した知財セミナーで、一番解りやすかったです。」などのコメ

ントがあり、大好評でした。 

 

  ○開 催 日：平成２６年８月２５日(月) 

○開催場所：札幌市立大学サテライトキャンパス（アスティ 45、12F） 

○参加人数：１８名 

○内  容 

   1) 過去 2回の知識のおさらい 

   2) 仮想事例を題材とするグループ演習 

 

３．会員等を対象とする知財関連アンケート調査 

・「デザイン業等に向けた実践的な知財セミナー」を企画するに当たって、HDMF会員並びに

北海道デザイン協議会の方々を対象とするアンケート調査を実施し、知財セミナープログ

ラム検討の参考とした。 

 

【知財関連アンケート調査結果概要】 

○回答数：24件 

○知財トラブル経験有り：11 件 

○知財面での課題ベスト３ 

  １位：知財関連の基礎的な知識修得(14件) 

  ２位：デザインを活用した知財戦略に係わる知識修得(13件) 

  ３位：トラブルの防止や適切な対応のための知識修得(12件) 

○知財セミナーで取り上げてもらいたい内容ベスト３ 

  １位：デザイン業務の中で知財トラブルを未然に防止するための留意点(15件) 

  ２位：創作物に応じた知財面での“落とし穴”に係わるチェックポイント(14 件) 

  ３位：（悪い例）顧客ニーズ一辺倒で開発した結果、 

販売不可能になった事例の紹介(13件) 

  ３位：アウト？セーフ？ 判例/審決例/実務上実際に相談を 

     受けた事案から抽出した２０事例の紹介(13 件) 
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４．山村塾の実施 

１）第５期山村塾のフィードバック会の開催 

・2013年8月に実施した「山村塾2013夏季集中

ワークショップ」の内容を振り返りながら、

学びの深化と定着を図る「フィードバック

会」を実施した。具体的には、夏季ワークシ

ョップの様子を記録した動画を鑑賞したの

ちに、参加者各自が商品開発やデザイン活用

に関する気づきを文章化し、発表した。また、

今後の山村塾の活動アイデアをグループ討

議により検討した。 

 

○開催日 ：平成２６年１月３０日（木） 

○開催場所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト 

○参加人数：１２名 

 

２）山村塾中期計画の作成 

・第５期山村塾フィードバック会の後半プログラムの中で、山村塾の中期的な展開を念

頭においた今後の事業アイデアについて、ワークショップ形式で抽出した。 

・山村塾企画チームでは、ワークショップで抽出した今後の事業アイデアを踏まえなが

ら、中期的な展開方向を検討した。 

・なお、今期においては、要望の多かった「実プロジェクトでの山村流デザイン思考の

活用」を優先し、夏季ワークショップを企画した。 

・来期は、これまでの山村塾で得られた知見を取りまとめた冊子（テキスト）を作成す

る活動期間とし、８期以降は作成したテキストを活用した山村塾事業を展開する計画

とした。 

 

３）山村塾２０１４夏期集中ワークショップの開催 

・「山村塾２０１４夏期集中ワークショップ」と

題した二日間に渡るワークショップを実施し

た。 

・初日は（株）コボ山村塾長の講義から始まり、

参加者同士のディスカッションを通じて、講義

内容をさらに深く掘り下げて商品開発の成功

プロセスを導出するグループワークを行った。 

・二日目は、事前に２名の参加者から提供して頂

いた、実際のものづくりの取り組みを題材とし

て、山村流デザイン思考のプロセスを意識しながら、新たな事業アイデアなどを考案

するグループワークを行った。参加者アンケートでは、全ての回答者から「ためにな

った」との回答を頂くなど、非常に高い評価を得られた。 

 

○開催日 ：平成２６年７月２９日（火）・３０日（水） 

○開催場所：札幌市立大学サテライトキャンパス会議室 

○参加人数：初日３２名、二日目２９名 
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５．会員向け情報発信事業など 

１）メルマガの発行 

・当フォーラム主催のイベント等の開催案内や結果報告などを伝える会員向け情報発信媒

体として、メールマガジン１９～２５号を発行した。 

 

２）二つのサイトによる情報交流 

・「公式サイト」では、メルマガ内容等をコンテンツとする情報発信を１０回行った。 

・「公認ファンページ」（facebook）では、参考となるデザイン関連書籍やＷＥＢサイト上

の記事、イベントのお知らせなどを計１６回発信するなど、活発に活用されている。 

なお、ＨＤＭＦへの共感指数と読み取れる「いいね！」を示している人は、平成２６年

９月１２日現在、計７５名となっている。 

 

６．デザインマネジメントトライアル事業の検討 

１）情報収集活動 

・東京都墨田区の(株)クルーを訪問し、(株)クルー

が統括している「ハウスインナー」事業について

ヒアリング調査を行った。 

・具体的には、(株)クルーと燕三条の企業で開発し

た「ハウスインナー」の実物を視察し、北海道に

おける展開の可能性について意見交換した。 

 

○訪問日：平成 26 年 3月 19 日（水） 

○訪問先：株式会社クルー（東京都墨田区） 

○訪問者：高橋（利）理事、及川理事、(株)ファシオネ 村上、HDMF事務局 印南 

 

２）ハウスインナープロジェクトの検討 

・トライアル事業のテーマとして、(株)クルーが

開発した自立式空間構成フレームシステム「ハ

ウスインナー」を活用した北海道におけるホビ

ーライフ支援デバイス等の創出を取り上げ、プ

ロジェクト構想案の検討を進めた。 

・具体的には、本プロジェクトに関心のある役員

メンバー３名が中心となり、プロジェクトの進

め方や具体的な開発アイデアを探った。 

 

・発足７周年記念講演会では、(株)クルー代表の馬場氏を迎え、ハウスインナーを活用した

地域での展開事例や北海道の取組への投げかけを行っていただく予定。 

 

７．その他 

１）北海道デザイン協議会との交流会の開催 

・平成 26年 4 月 4日、北海道デザイン協議会

との交流会を開催し、先方理事３名、当会よ

り６名が参加した。 

・両会におけるこれまでの歩みや主な取り組

み、今後の課題についての報告等を行った後、

今後の連携可能性について意見交換を行っ
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た。知財連続講座の共同開催が決定する等、実りある内容となった。 

・今後とも機会を見つけ、情報交換を行うなど交流を継続させていくこととした。 

 

２）「デザイン思考マスタークラス」体験ワークショップの開催 

・デザイン思考は、社会に新たな価値を提供するイノベーションを起こすための手法として

注目を浴びている。スタンフォード大学 d.schoolで行われているデザイン思考カリキュラ

ムの概要を二日間で学べるセミナーが、(一社)デザイン思考研究所主催のセミナー「デザ

イン思考マスタークラス」として提供されている。 

・日高理事は、このセミナーを受講する機会を得たことから、その内容を紹介する目的で、

役員メンバーに向けた体験ワークショップを開催した。 

 ・共感、問題定義、創造、プロトタイプ、テストという５つのプロセスの進め方を体験し、デ

ザイン思考のエッセンスの一端を知る有意義な機会となった。 

 

○開催日 ：平成２５年１１月１６日（火） 

○開催場所：工業試験場 デザインライブラリー 

○参加人数：５名 


