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都合ルーレットによる人間行動の都合ルーレットによる人間行動の都合ルーレットによる人間行動の都合ルーレットによる人間行動のLatent 

Dynamicsの表出化の表出化の表出化の表出化

大澤大澤大澤大澤幸生幸生幸生幸生

※※※※資料にミスがありますので、あとで資料にミスがありますので、あとで資料にミスがありますので、あとで資料にミスがありますので、あとでWebページを見て下さい。ページを見て下さい。ページを見て下さい。ページを見て下さい。
現在、差し替え依頼中です現在、差し替え依頼中です現在、差し替え依頼中です現在、差し替え依頼中です

発足前を振り返って（・・・というかお詫び）（・・・というかお詫び）（・・・というかお詫び）（・・・というかお詫び）

2

• 情報の価値化・知識化協議会WG2（LDWの前身）の主旨は、「構
造化」ではなく「構造をいちど破壊する、 あるいは構造が破壊され
るダイナミクス」である（2008.7）

• 公に発表者を募る会議（ＬＤ研究会オープン）を年に 一度程度開
き、ＬＤという視点が学術と社会に貢献するよう 発展させることを
目指す。（2008.7・大澤のメール）

• 上記のようにすることで、ＬＤという新しい「視点」（現状では 新し
い技術を必ずしも意味しない）を学術・社会と活発に 連動して開

拓することができ、新しい視点から生まれる新しい手法（ＬＤの数
理モデルと計算アルゴリズム、ＬＤ理解のためのシステム思考プ
ロセスなど）を社会に示せる （2009.2・大澤のメール）
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Latent Dynamics

（（（（潜在ダイナミクス）の潜在ダイナミクス）の潜在ダイナミクス）の潜在ダイナミクス）の
理論、把握手法研究理論、把握手法研究理論、把握手法研究理論、把握手法研究

市場市場市場市場, SNSにおけるにおけるにおけるにおける
コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティの崩れの崩れの崩れの崩れ
発生、再構成発生、再構成発生、再構成発生、再構成

地震活動の理解と地震活動の理解と地震活動の理解と地震活動の理解と
予測予測予測予測

ネットワーク障害検知ネットワーク障害検知ネットワーク障害検知ネットワーク障害検知
自動車等故障の検出と自動車等故障の検出と自動車等故障の検出と自動車等故障の検出と
診断診断診断診断

認知過程の計測と認知過程の計測と認知過程の計測と認知過程の計測と
可視化可視化可視化可視化

だまし絵からのだまし絵からのだまし絵からのだまし絵からの
シナリオ認知シナリオ認知シナリオ認知シナリオ認知
�不可逆なインパス不可逆なインパス不可逆なインパス不可逆なインパス

から、洞察によりから、洞察によりから、洞察によりから、洞察により
補助線発見補助線発見補助線発見補助線発見

相転移モデル相転移モデル相転移モデル相転移モデル

自己組織化自己組織化自己組織化自己組織化

くずれ検出くずれ検出くずれ検出くずれ検出

結晶化、結晶化、結晶化、結晶化、
液状化液状化液状化液状化

WG2の現有技術の現有技術の現有技術の現有技術
LD実現への実現への実現への実現への
サブゴールサブゴールサブゴールサブゴール

WGの到達目標の到達目標の到達目標の到達目標

新しい応用領域新しい応用領域新しい応用領域新しい応用領域

応用領域応用領域応用領域応用領域

Latent Dynamics研究会により
見えてくると期待される部分

Latent Dynamics WG （（（（2008.7.18）議事録から）議事録から）議事録から）議事録から

Latent Dynamics の初心からの初心からの初心からの初心から

Latent Dynamics の初心から（の初心から（の初心から（の初心から（II））））
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潜在的な人間活動の視点＝都合潜在的な人間活動の視点＝都合潜在的な人間活動の視点＝都合潜在的な人間活動の視点＝都合
（意図・前提制約・派生制約）の表出化（大澤、久代ほか（意図・前提制約・派生制約）の表出化（大澤、久代ほか（意図・前提制約・派生制約）の表出化（大澤、久代ほか（意図・前提制約・派生制約）の表出化（大澤、久代ほか2010））））

• 目的：目的：目的：目的：

– システムのステークホルダー（設計・開発・管理者、およびユーザとこれ
に関わる人々）前提・制約を表出化することにより、設計者の想定外シナ
リオへの気付きを促進し、安全性、リスクを弾き返す力（レジリアンス）の
高い人工物システム、社会システムの設計手法を確立する。

• 研究の背景：研究の背景：研究の背景：研究の背景：

– 制御対象が広範囲に分散し、人・物理環境と直接インタラクションする実
現には、 “生活スタイルの変化”“安全性”などを含む非機能要求、さらに

それをブレークダウンした都合、背景にある視点を統合した設計・管理の
手法が不可欠である。

– 上記視点を獲得できれば、その先には要求の初期説明時に想定されて
いなかった想定外シナリオを認知する可能性が生まれる。

• アプローチアプローチアプローチアプローチ：：：：想定外のデザイン想定外のデザイン想定外のデザイン想定外のデザイン/ユースコンテキストを掘り起こすユースコンテキストを掘り起こすユースコンテキストを掘り起こすユースコンテキストを掘り起こす

1) システムおよび構成要素の挙動の「都合」にかかわる情報を表出化し、
これを補う情報を外部から収集する手法の確立

2) 上記情報を用いた、新たなシステム設計・運営戦略の創造

要求の潜在的漏れの検出支援（久代要求の潜在的漏れの検出支援（久代要求の潜在的漏れの検出支援（久代要求の潜在的漏れの検出支援（久代2012））））
類推的アブダクション（阿部ら）の推論機構も非常に有益

A’実現’(‘車’;‘永年使用する’） A’実現’(‘カーマフラー’;耐久性高い’） A’作る’(‘カーマフラー’;’ステンレス’）

S(‘ステンレス’;’腐食に強い’）

A’壊す’(‘砂’,’ステンレス’)

⇒¬S(‘ステンレス’;’腐食に強い’）
砂

風雨

S(‘カーマフラー’;’耐久性が高い’）

否定
（反例探索）

類推

A’壊す’(‘岩石’,’剛鉄の門’)

⇒¬S(‘鉄’;’耐久性が高い’）

A’作る’(‘替え歯’;’セラミック’）
⇒S(’セラミック’; ‘腐食に強い’）

類推

A’壊す’(‘小石’,’カーマフラー’)

⇒¬S(‘カーマフラー’;’耐久性が高い’）

否定
（反例探索）

小石

A’作る’(‘カーマフラー’;’セラミック’）
⇒S(’セラミック’; ‘腐食に強い’）

A’作る’(‘カーマフラー’;’強化ゴム’）
S(‘腐食に強い’∧’機械的に強い’;’耐久性が高い’）

A’壊す’(‘日射’,’強化ゴム’)

⇒¬S(‘強化ゴム’;’腐食に強い∧機械的に強い’）

反例
日射

アーバンユース デザートユース
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Tsugoes：都合ｓ

Intention I ： The aimed effect, behind action A

Pre-constraint P ： Constraints which may restrict or 

urge action A. 

Post-Contsraint D ： Constraints on other actions, as 

a result of action A.  These constraints may disturb 

others’ progress, but also accelerate innovations.

Tsugo (A)=(I, P, D)

I (intension)

cpr1(prior constraint)

A (action)

（Mr. X is away from office 

after 5PM）

The section should change the constraint cpr’1 and decide to change the rule (start the meeting 

without Mr. X), or call Mr. X to have him recollect the budget plan meeting. 

ci1(intended 

constraint)

ci2

I ‘

cpr’2

A’

(Plan the budget 

immediately)

(a budget plan meeting)

(All staffs stay 

at the office)

cpr’1

The Tsugo of the budget 

committee in the company
The Tsugo of Mr. X

Inconsist

cps  (posterioir 

constraint)= spr’1

(The meeting room 

has  been reserved)

(Go out for 

drinking at a bar)

(The bar is open)

(Have money)

(The boss is away)
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I (intension)

cpr2

A (action)

(Go out for 

drinking at a bar)

(Leave office 

by 5PM)

(Do not consider any  

meeting in the evening）

The budget committee called Mr. X to have him recollect the budget plan meeting, and Mr. X noticed 

there has been prior constraints he did not consider so far. 

ci1(intended 

constraint)

ci2
ci2

(The bar is open)

(Have money)

I ‘

cpr’2

A’

(Plan the budget 

immediately)

(a budget plan meeting)

(All members 

stay at the 

office)

ci'1

(consensus  is 

achieved in the 

meeting)

cpr’1

(The meeting room 

has been reserved)

The extended Tsugo of Mr. X

Inconsistency

The Tsugo of the budget 

committee in the company

spr

(Remember the 

budget plan meeting)

Case 1: 

Cancel Action A

Case 2:  Mr. X Do action 

A, violating cpr2  

Inconsistency

cps =spr’1
cpr1(prior constraint)

(The boss is away)

What is Information Stickiness? 

Why is it serious?

Successful anticipation, avoidance, and solution, of 

problems would require that a very large amount of 

information about the use environment be transferred to 

the development lab (Rosenberg 1982, von Hippel and 

Tyre 1994, Collins 1982).



2012/9/24

6

Why is Information Unsticking Hard?

Legal reason: Arrow (1962) In the absence of special legal protection, 

the owner cannot, however, simply sell information on the open market 

- any one purchaser can destroy the monopoly.

Cognitive reason: Polanyi (1958) "the aim of a skillful performance is 

achieved by the observance of rules not known as such to followers"

Information characteristics: 

Rosenberg (1982) Technologically useful information involves not just 

theoretical knowledge also "inside the black box" of phenomena.

Nelson (1982) argues technological knowledge is on

• "a set of specific designs and practices," relatively costly and difficult 

to diffuse, and thus can be private to its creators in certain respects 

(Nelson and Winter 1982, Nelson 1990).

• "a body of generic knowledge that surrounds these and provides 

understanding of how things work. Generic knowledge is created 

anywhere, relatively costless to communicate (Nelson 1990).

That is, 

“Stickiness involves not only attributes of the information itself, 

but attributes of and choices made by information seekers and 

information providers.” (von Hippel 1994)

Knowledge of all kinds applied dynamically in the real use site tends 

to be stuck on the place. But... what are such pieces of But... what are such pieces of But... what are such pieces of But... what are such pieces of 
knowledge?knowledge?knowledge?knowledge? Technologies, use conditions, social/natural 

environments, all may appear dynamically on all ways!

What are they really?
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A Scene of the Innovators Market Game

Why don’t you

create an idea

onto that empty

space?

Investor, are you

suggesting me to

use this basic idea?

How much is this

idea ? I would like

to use this for the

purpose of …

Shall I 

additionally 

by basic 

ideas?。

Consumers(s)

Inventors

10: Satellite 
technology

31: Data 
intensive 
infrastructure

7: CAD 
system 
integration

5: Hyper air 
suspension

31+10+5+7: 31+10+5+7: 31+10+5+7: 31+10+5+7: 
Safe landing Safe landing Safe landing Safe landing 
systemsystemsystemsystem
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Different kinds of IMGs for the experiments

Case (a) I:3, C:7 Case (a) I:3, C:6 

Case (a) I:22, C:15 
Case (a) I:8, C:14

Fig.2 . The map of KeyGraph for words and participants for case (a): Hereafter, I_xxx stands 

No, not in case (a): the sharing of words are not enhanced – inventors  Red 
and Blue are not linked with any others via words, although inventor Red 
created ideas the most frequently bought, and evaluated the most highly by 
evaluators who do not know the ideas (nor their birthplace/day)

Is Information Unstuck for Creating Good Ideas?
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Z_pre
X_pre Z_int Z_pre
U_pre X_int Z_pst X_pre
X_pre U_int X_pst U_pre X_int Z_pst
U_pre X_int U_pst X_pre U_int X_pst
X_pre U_int X_pst U_pre X_int U_pst
… … … … … …

DDDD: the times of : the times of : the times of : the times of 
utterancesutterancesutterancesutterances

dDdDdDdD: pre: pre: pre: pre---- and post constraints and post constraints and post constraints and post constraints 
of the utterances of the utterances of the utterances of the utterances 

Mr.X’sMr.X’sMr.X’sMr.X’s utterance makesutterance makesutterance makesutterance makes

the prethe prethe prethe pre----constraint for constraint for constraint for constraint for 
Mr. U, and is also Mr. U, and is also Mr. U, and is also Mr. U, and is also 

The postThe postThe postThe post----effect effect effect effect 
of of of of Mr.U’sMr.U’sMr.U’sMr.U’s utteranceutteranceutteranceutterance

D’ ＝

Yes: e.g. Case (a): 
• The “best” idea by the top I_Red (inventor Red)  “reflect human body 

temperature to automatic air conditioning” was bought by medical workers
(early half), energy-industry, aged people (late half). He used to be linked with 
ones of medicine at first (early half), then with aged people and energy industry 
workers (late half).

• The “best” idea by I_Green ranked No.2 “a transportation system enabling 
customers to call taxies and buses to pick at any place and carry by the most 
efficient route” was bought by transportation industry and energy industry. He 
used to be linked with ones of energy industry at first (early half), then with 
transportation company (late half).

Are Tsugoes Unstuck for Creating Good Ideas?
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C

I

I

I

C

C

CC
C

C

C

C
C

CC

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C
C

I

C

C

Early half of  Case (d):Early half of  Case (d):Early half of  Case (d):Early half of  Case (d):
The consumers are overwhelming, whereas inventors The consumers are overwhelming, whereas inventors The consumers are overwhelming, whereas inventors The consumers are overwhelming, whereas inventors 
make a calm groupmake a calm groupmake a calm groupmake a calm group

Yes!: evidence (2)Yes!: evidence (2)Yes!: evidence (2)Yes!: evidence (2)

C

I

I

I

C

C

CC
C

C

C

C
C

CC

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C
C

I

C

C

I I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

C

C

C

C

I

C

C

C

C

C

I

I

Later half of  Case (d):Later half of  Case (d):Later half of  Case (d):Later half of  Case (d):
The consumers and inventors The consumers and inventors The consumers and inventors The consumers and inventors 
have got mixedhave got mixedhave got mixedhave got mixed

Yes!: evidence (2: Yes!: evidence (2: Yes!: evidence (2: Yes!: evidence (2: cntdcntdcntdcntd))))
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Case
Number of

ideas in the

10 top of Sa,

i.e. the “best”

ideas

Number of

ideas in the

10 top of Sb,

i.e. the

“worst” ideas

No. ideas

within the

10 top of Sc

No. consumers buying “good”

ideas who came to be linked

with corresponding inventors in

the period (early/late) of

purchase

(a) 3 0 4 4/6 (66.7 %)

(b) 2 5 0 1/7 (14%)

(c) 1 2 0 0/14 (0%)

(d) 2 2 2 3/15 (20 %)

(e) 2 2 3 3/6 (50 %)

11 evaluators chose the best and the worst 5 ideas among 

38 listed ideas taken from the five games, on 

novelty ([1, 5]) + utility ([1, 5]) + feasibility ([1, 5]). 

Sa(p) :  The no. of evaluators, who put idea p in the “best”

Sb(p) : The no. of evaluators, who put idea p in the “worst”

Sc(p) : Sa(p) – Sb(p)

Evaluation of ideas

最初に提案し
ていた

シナリオは廃
案に

意図

前提

代替案
を採択

行動

前提

最初に提案して
いたシナリオ

行動

意図

前提 前提

見落として
いた前提

代替案
（見落としていた方法）

重要な
前提

不整合

都合学における遡源
（アブダクション）の意味

※※※※配布資料では配布資料では配布資料では配布資料ではp.16
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都合とは： 潜在ダイナミクス予測・分析の
基盤としての「表現」の枠組み

23

意図（人の場合）
効果・作用（人工物の場合）

動作

前提制約

派生効果

意図（人の場合）
効果・作用（人工物の場合）

動作（鉄門の配置）

前提制約

派生効果（鉄門の流出）

意図（人の場合）
効果・作用（人工物の場合）

動作（津波）

前提制約

派生効果

意図（人の場合）
効果・作用（人工物の場合）

動作

前提制約

派生効果

前提（建家亀裂）

ハザード

故障モード

影響

前提制約

共感性共感性共感性共感性

注意力注意力注意力注意力

洞察力洞察力洞察力洞察力

内部（業務）プロセスの視点
戦略目標

アクションアクションアクションアクション

測定/評価指標

数値目標

リソース管理（財務）の視点
戦略目標

測定/評価指標

数値目標

競合者（代替商品等）の視点
戦略目標

アクションアクションアクションアクション

測定/評価指標

数値目標

味方（顧客・投資家・提供
者）の視点
戦略目標

アクションアクションアクションアクション

測定/評価指標

数値目標

知識獲得（顧客の）の視点
戦略目標

アクションアクションアクションアクション

測定/評価指標

数値目標

知識獲得（組織/構成員の）の視点
戦略目標

アクションアクションアクションアクション

測定/評価指標

数値目標

知識獲得（競合/支援者の）の視点
戦略目標

アクションアクションアクションアクション

測定/評価指標

数値目標

外部（環境・社会・経済・世
論等）プロセスの視点
戦略目標

測定/評価指標

数値目標

意
図

都合ルーレット

前提

派生制約

前
提

意図意
図前
提

意意意意
図図図図

前
提

意意意意
図図図図

意意意意
図図図図

前
提

前
提

意意意意
図図図図

意意意意
図図図図

アクションアクションアクションアクション

アクションアクションアクションアクション

意
図 意意意意

図図図図

ビジネス版ビジネス版ビジネス版ビジネス版

ここに何か書くここに何か書くここに何か書くここに何か書く
と・・・と・・・と・・・と・・・

（付箋） Why: 

深化型質問

（付箋） How: 

デザイン生成型質問

（付箋）No: 

理由付き批判

意図を意図を意図を意図を
追加追加追加追加

前提制約前提制約前提制約前提制約
を追加を追加を追加を追加

派生制約派生制約派生制約派生制約
を追加を追加を追加を追加

「都合ルーレット」への記入とこれに基づく意見交換により互いの意「都合ルーレット」への記入とこれに基づく意見交換により互いの意「都合ルーレット」への記入とこれに基づく意見交換により互いの意「都合ルーレット」への記入とこれに基づく意見交換により互いの意
図・制約をフィードバックし合い、見落としていた要素を表出化する。図・制約をフィードバックし合い、見落としていた要素を表出化する。図・制約をフィードバックし合い、見落としていた要素を表出化する。図・制約をフィードバックし合い、見落としていた要素を表出化する。
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Q2) Why: なぜ、こんな
ことする？（意図を問う）

Q3) How: とうやって行動
を実現する？（方法を問う）

・・という行動をとる・・という行動をとる・・という行動をとる・・という行動をとる

・・・（客）がお金を払うほど・・・（客）がお金を払うほど・・・（客）がお金を払うほど・・・（客）がお金を払うほど
喜ばせる喜ばせる喜ばせる喜ばせる

Q1) Why: なぜ、お客が
喜ぶの？（理由を問う）

・・・という行動・・・という行動・・・という行動・・・という行動
によって客にによって客にによって客にによって客に
・・・という機会を与える・・・という機会を与える・・・という機会を与える・・・という機会を与える

・・・という技術を・・・という技術を・・・という技術を・・・という技術を
学んで用いる学んで用いる学んで用いる学んで用いる

・・・（客）がお金を払うほど・・・（客）がお金を払うほど・・・（客）がお金を払うほど・・・（客）がお金を払うほど
喜ばせる喜ばせる喜ばせる喜ばせる

・・・億円もうかる・・・億円もうかる・・・億円もうかる・・・億円もうかる

客に・・・という機会客に・・・という機会客に・・・という機会客に・・・という機会
を与える競合は存を与える競合は存を与える競合は存を与える競合は存
在しない在しない在しない在しない

Q3へのへのへのへの答え答え答え答え

Q１への答え１への答え１への答え１への答え

Q２への答え２への答え２への答え２への答え

Q3へのへのへのへの答え答え答え答え

26

都合ルーレットの記入例
⇒記入後、マップをグループワークで修正
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27

初期マップ初期マップ初期マップ初期マップ(一部の専門家が描写一部の専門家が描写一部の専門家が描写一部の専門家が描写)

都合ルーレットを用いた「原子力安全に資する」都合ルーレットを用いた「原子力安全に資する」都合ルーレットを用いた「原子力安全に資する」都合ルーレットを用いた「原子力安全に資する」WS

（三菱総研、（三菱総研、（三菱総研、（三菱総研、Taya, Ohsawa2012））））

28

背景背景背景背景にある意図・制約へのにある意図・制約へのにある意図・制約へのにある意図・制約への気付き気付き気付き気付き

「都合ルーレット」への記入とこれに基づく意見交換により互い
の意図・制約をフィードバックし合い、見落としていた要素を表
出化する。
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29

都合ルーレットを用いた都合ルーレットを用いた都合ルーレットを用いた都合ルーレットを用いたWSの結果の結果の結果の結果 （（（（Taya and 

Ohsawa 2012））））

主に参加者以外の専門家に、着目すべきノードにチェックを入れてもらった。３
０カ所の内、１８カ所が新規のノード; 2人以上だと8カ所中、6カ所が新規の
ノード。被験者（原子力専門家）「本質的な問題を追加できた」で全員一致。

実数実数実数実数

比率比率比率比率

自発的に記述できる部分は、戦略、ビジョンのレベルに集中。自発的に記述できる部分は、戦略、ビジョンのレベルに集中。自発的に記述できる部分は、戦略、ビジョンのレベルに集中。自発的に記述できる部分は、戦略、ビジョンのレベルに集中。
そのための内部行動については、そのための内部行動については、そのための内部行動については、そのための内部行動については、Why, How質問によって補填される傾向。質問によって補填される傾向。質問によって補填される傾向。質問によって補填される傾向。

外界（顧客・社会・他システム・環境等）のダイナミクスへの具体的行動と外界（顧客・社会・他システム・環境等）のダイナミクスへの具体的行動と外界（顧客・社会・他システム・環境等）のダイナミクスへの具体的行動と外界（顧客・社会・他システム・環境等）のダイナミクスへの具体的行動と
目標を引き出すためには、他者からの質問が有効目標を引き出すためには、他者からの質問が有効目標を引き出すためには、他者からの質問が有効目標を引き出すためには、他者からの質問が有効

行行行行を見ると：を見ると：を見ると：を見ると：

列を見ると：列を見ると：列を見ると：列を見ると：

都合ルーレットにおける、都合ルーレットにおける、都合ルーレットにおける、都合ルーレットにおける、
質問（付箋適用）の前と追加分の質問（付箋適用）の前と追加分の質問（付箋適用）の前と追加分の質問（付箋適用）の前と追加分の情報量情報量情報量情報量

※※※※急いでまとめたので有効数字桁数はご容赦・・・急いでまとめたので有効数字桁数はご容赦・・・急いでまとめたので有効数字桁数はご容赦・・・急いでまとめたので有効数字桁数はご容赦・・・

戦略目標

行動計画

評価指標
数値目標

戦略目標

行動計画

評価指標
数値目標

戦略目標

行動計画

評価指標

数値目標
戦略目標

行動計画
評価指標

数値目標

前

追
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質問とそれに対する回答の方向質問とそれに対する回答の方向質問とそれに対する回答の方向質問とそれに対する回答の方向
（質問（質問（質問（質問←回答：一回を矢印一本で表示）回答：一回を矢印一本で表示）回答：一回を矢印一本で表示）回答：一回を矢印一本で表示）

行動についての記入は、最初から行動を問いかける問、および戦略につ行動についての記入は、最初から行動を問いかける問、および戦略につ行動についての記入は、最初から行動を問いかける問、および戦略につ行動についての記入は、最初から行動を問いかける問、および戦略につ
いての疑問に対しての回答として補填される傾向。いての疑問に対しての回答として補填される傾向。いての疑問に対しての回答として補填される傾向。いての疑問に対しての回答として補填される傾向。

内部プロセスに内部プロセスに内部プロセスに内部プロセスについての問いかけに応じてついての問いかけに応じてついての問いかけに応じてついての問いかけに応じて、外界、外界、外界、外界（顧客・社会・他システ（顧客・社会・他システ（顧客・社会・他システ（顧客・社会・他システ
ム・環境等）をム・環境等）をム・環境等）をム・環境等）を記入する傾向記入する傾向記入する傾向記入する傾向。。。。← 論文と逆、こちらが正しい論文と逆、こちらが正しい論文と逆、こちらが正しい論文と逆、こちらが正しい

行行行行を見ると：を見ると：を見ると：を見ると：

列を見ると：列を見ると：列を見ると：列を見ると：

戦略目標

行動計画

評価指標

数値目標

原子力安全（保安院・原子力安全（保安院・原子力安全（保安院・原子力安全（保安院・MRI）：）：）：）：
都合ルーレットにおける質問付箋利用前前前前
の記述を可視化した結果
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原子力安全（保安院・原子力安全（保安院・原子力安全（保安院・原子力安全（保安院・MRI）：）：）：）：
都合ルーレットにおける質問付箋利用後後後後
の記述を可視化した結果

「安全な街づくり」（「安全な街づくり」（「安全な街づくり」（「安全な街づくり」（授業）：授業）：授業）：授業）：
都合ルーレットにおける質問付箋利用前前前前
の記述を可視化した結果
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「安全な街づくり」（「安全な街づくり」（「安全な街づくり」（「安全な街づくり」（授業）：授業）：授業）：授業）：
都合ルーレットにおける質問付箋利用後後後後
の記述を可視化した結果

36

結論：結論：結論：結論：

・都合は、イノベーションのために「粘着性」を軽減すべき情報の本質である。・都合は、イノベーションのために「粘着性」を軽減すべき情報の本質である。・都合は、イノベーションのために「粘着性」を軽減すべき情報の本質である。・都合は、イノベーションのために「粘着性」を軽減すべき情報の本質である。

・都合ルーレットを用いた言語的コミュニケーションが、人間行動の潜在ダイナ・都合ルーレットを用いた言語的コミュニケーションが、人間行動の潜在ダイナ・都合ルーレットを用いた言語的コミュニケーションが、人間行動の潜在ダイナ・都合ルーレットを用いた言語的コミュニケーションが、人間行動の潜在ダイナ
ミクスを表出化させ、具体化させる。特に、大きなシステムを視野に入れたときミクスを表出化させ、具体化させる。特に、大きなシステムを視野に入れたときミクスを表出化させ、具体化させる。特に、大きなシステムを視野に入れたときミクスを表出化させ、具体化させる。特に、大きなシステムを視野に入れたとき
に重要となる課題と、それに対応するための行動を生み出す力を持つ。に重要となる課題と、それに対応するための行動を生み出す力を持つ。に重要となる課題と、それに対応するための行動を生み出す力を持つ。に重要となる課題と、それに対応するための行動を生み出す力を持つ。


