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概要(200字) 

 最近,数多くのアドバンスTRIZ手法が開発・提案されているが,この事が,逆にTRIZの初学者に

とっては、TRIZ導入の“大きな壁”になっている面もある．そこで本解説では,アルトシュラー

が体系化したTRIZの基本思考を改めて整理・考察することによって,企業の多様な問題解決(特に

技術的課題の解消や次世代技術戦略など)にTRIZマインドがいかに有益な手段に成り得るかにつ

いて、最近の主要国(日本、欧州、米国、韓国など)のTRIZ導入の現状を踏まえながら解説する． 

 

 

 
 



「ブレイクスルー思考のすすめ」 

・・・物真似からの脱却・・・ 
中京大学・大学院教授 

日比野省三 
 

 
 激しい競争に打ち勝つには、「物真似思考」から脱却して、人類未踏の新しい世界を切り

開くことです。その急所は、新しい創造的思考をインストールすることです。 
 この講演では、超創造的思考として知られている「ブレイクスルー思考」を紹介します。

「ブレイクスルー思考」は、５０年以上の歴史を持ち、哲学、アプローチ、道具論を装備

し、世界で使われてきています。その特徴は、他社事例を物真似することなく、「物事の根

本」から、「あるべき姿」を考え、現状を打破していく思考です。トヨタ、三菱の事例や、

この思考を援用した「パパママ創造理論」、TRIZ との関係についてもお話します。この理

論は、システム観の認識論に基づいた全く新しい思考・創造理論です。 
 

 



溶接レス・パイプ構造体を実現するジョイント構造 
 

横内 稔（株式会社タカノ代表取締役社長） 
 
概要： 

従来、半導体製造装置などのフレームは、複数の SUS 角パイプを溶接して製作していた。しかし、

溶接には職人技術が必要であり、法規制（粉塵障害防止総合対策）及びグリーン調達（CO2 削減）等の

環境対策が求められている。これらの課題を解決するために、溶接レス・パイプ構造体を実現するジョ

イント構造開発を目標に設定し、アイデア出しから構想設計、試作・評価、特許調査を行い、重要技術

課題を克服するために TRIZ を活用して開発を実践してきた。この結果、サイコロジョイント構造やタ

カナット構造といった新ジョイント構造が生まれ、設計・試作・客先提案を通じて、自社ブランド製品

実現に結びつけることができた。特許も 5 件出願し、国の助成金制度にも本年度採択された。 
受託型から提案型企業への転身が求められている中小企業にとっては、TRIZ を活用した発想法は効

果があり積極的に取り入れるべきであると考える。 
 

説明： 
 １．現状の課題 

特願５件出願済 

ﾀｶﾅｯﾄ 

ﾀｶﾉｻｲｺﾛｼﾞｮｲﾝﾄ 
半導体等の製造装置などの SUS 製フレーム構造を

製作するための手段であった溶接加工は、職人技術が

必要であるだけではなく、粉塵障害の大きな要因の一

つであり、また環境保護対策からも CO2 削減のため

にもできる限り無くしたい作業であった。 

２．開発目標 
以上のような状況から、①職人技術を必要としな

い、②仕上げ工程不用、③社内組立が簡単、④ﾕｰｻﾞｰ

組立が可能、⑤バラシのしやすいという課題をクリア

するための新規構造アイデアとそれを実現する技術

力（精度、等）を構築することを目標とした。 
 

３．開発フロー 
初めての自社ブランド製品の開発であったが、右の

フローにより開発を進めた。重要技術課題解決のた

め、アイデア会議を実施し、そこで TRIZ 理論とそれ

を効果的に適用できるソフト「TechOptimizer」を積

極的に活用した。 
 

  ４．実現した製品 
  以上の結果、溶接構造に対して、溶接・研磨が不要

となり、環境保護の面からも CO2 の削減にもつなが

る「サイコロジョイント構造」と「タカナット構造」

という新ジョイント構造を実現した。この新構造は、

商品価値が上がるとともに、30%以上の原価低減が可

能となり、50%以上の納期短縮が可能となった。 

 
 



 
NEC における TRIZ 推進活動 

 

○鈴木 岳大、木村 貴志、神山 敏廣、江本 真一 (NEC) 

高井 辰明、渋澤 和世 (NEC 特許技術情報センター) 
 

概要： 

NEC では 2002 年より TRIZ の推進活動を展開しているが、2005 年度は TRIZ をより一層 NEC

グループに浸透させるべく様々な研修・イベントを企画・開催した。また、新規商品・サービスを

企画する際に TRIZ の発想法を適用する試みとして、ユーティリティコンピューティングにおける

新規ビジネス、当社 BIGLOBE 事業における中小企業向けの新サービス等をテーマとしてアイ

デア検討を半年にわたって行なった。 

本発表では、当社における推進活動の概要と今後の展望をご紹介する。 

 

説明： 

 

1)  eラーニングコース「TRIZ早わかり」

TRIZ の研修は、従前より集合研修を月に 1～2 回の割合で開催していたが、日程の都合

がつかない、会場が職場から遠い等の理由により受講生の数が伸び悩んでいた。また、実

習を行なうにあたって、TRIZ の基礎的な概念を事前に学習していることが望ましいという事

情から、e ラーニングコースを開発し、2005 年 10 月～2006 年 3 月の期間で開講した。受講

者数は 1,200 名を超え、続編を望む声も多かったことからも、TRIZ に代表される発想法をテ

ーマとした研修に対するニーズが多いことを確認した。 

 

2) 管理職向けTRIZ紹介セミナー「Invitation to the TRIZ World」

一般技術者の間では TRIZ の評判は決して悪いものではなく、研修を受講した社員からは

高い評価をいただいている。しかし、現場で TRIZ を適用して課題解決を行なう、コンサルテ

ィングを行なう段階までは思うように進まない。この最たる原因は、「上司の理解が得られな

い」ことであった。この点に注目し、管理職をターゲットとして TRIZ の概要、TRIZ 導入に関す

る他社の動向等を紹介するセミナーを開催し、一定の理解を得られた。 

 

3) 製品・サービス企画分野へのTRIZ適用

TRIZ をハードウェア技術以外の分野で適用する試みとして、約半年にわたり製品・サービ

ス企画の場において TRIZ をベースとした手法を用いて新規事業のアイデア検討を行なった。

ビジネス分野向け TRIZ として最終的な方法論を確立させるには至っていないが、ある程度

の方向性を見出すことができた。 

 

     
 

 



学生プロジェクト教育への CAE・実製作と連動した TRIZ の応用 

石濱 正男（神奈川工科大学） 

 

概要： 

新入生が基礎科学ばかりの初年度教育に飽きて、大学に興味を失ってしまう現象を改善す

るために、製品開発プロジェクトを中心としたカリキュラムに変更した。体験を通して基礎

科目の必要を感じさせつつ、知識の応用能力の開発をしている。その中で、レーシングカー

エンジン吸気系のコンパクト化と性能向上の両立、歩行支援機の段差乗り越し性能向上サス

ペンションに学生が TRIZ を応用した例を紹介する。 CAE と実製作の能力をつけさせる

ことにより、学生にとって発明がしやすくなった例である。 
説明： 

第一の例は、学生レーシングカー開発競技 FormulaSAE 用のエンジン開発への応用であ

る。吸気抵抗減少、各気筒への空気分配の均一化、低い回転速度でのトルク増大などの性能

向上には、長い吸気管と大きなコレクター容量や各気筒への流れ分配管が必要になる。しか

しこれらの項目は、軽量化、安全確保のための小型化とはトレードオフの関係になっている。

これを、「入れ子構造」、「機能の多重化」により解決した。（図１、２、３） 
第二の例は、屋外でも使える歩行支援機開発への応用例である。一般的な住宅地周辺で使

えるように、高さが 50mm の段差を、軽く押して乗り越えられる前輪機構が必要である。

体重の支え、手に対する衝撃軽減とのトレードオフが解決すべき問題であった。これを、「直

線から曲線へ」、「作用の事前準備」などの原理で解決した。（図４） 
いずれの例も、従来構造のパラメータ変更では解決困難であるという｢問題の認識｣、発明

が定量的にも問題解決になっていること、を CAE での計算予測で確認できたことが TRIZ
学習に向かわせた。また、実設計製作体験を持っている学生だけが具体的な構造案の創出が

できている。TRIZ 教育には CAE、設計製作体験学習の併用が重要である。 

 

図 1. 従来の吸気系 

 
図２. 改良吸気系断面 

 
図３. 改良吸気系内の流線 

（計算流体力学使用による。2
番気筒吸い込み時）

 
図４. 歩行支援機の前輪サス

ペンション(多輪包絡線によ

る仮想大径車輪の実現、ねじ

りばねによる段差乗り越え前

のエネルギー蓄積利用) 



INNOVATION of the  
INTEGRATED PRODUCT and PROCESS DEVELOPMENT 
by WOIS – Contradiction Oriented Innovation Strategy 
Hansjürgen Linde*, Gunther Herr*, Andreas Rehklau; WOIS INSTITUT Coburg 
 
Abstract: 
Especially for maintaining leadership, company’s require strengthening the innovation power. 
Consequently companies necessitate a clear picture of the company’s competitive situation in 
future as well as reliable innovation processes for heading towards this future in a focused way.  

The innovation strategy WOIS combines in the unique Contradiction Oriented Innovation 
Strategy elements of known successful methodologies such as the German Design Theory, 
TRIZ , Synectics and others with new aspects of encouraging a challenging innovation culture, 
designing highly competitive value creation chains and realising successful innovations for 
integrated product and process developments. 

Profile of the Speakers:  

Prof. Dr.-Ing. Hansjuergen Linde, WOIS Innovation School Coburg, Germany 
is founder of the "WOIS-INSTITUTE", a consultant company for innovation research and business development with 
partners in many different branches, including companies such as BMW, Siemens, Bosch, as well as SME’s.  
He is professor for innovation theory, development and design at the University of Applied Sciences in Coburg. 
There Professor Linde founded the WOIS Innovation School that offers an Executive MBA “Strategic Innovation”  
He studied mechanical engineering and focused his PhD on invention theory. Subsequently he worked in industry for 
more than 15 years. When being promoted in 1991 he started researching, especially focusing on Direction Finding 
Processes and Integrative Innovation Development Models.  
In parallel he started to work as partner in more than 100 product, process, organization and new business 
development workshops for industry. He is involved in many innovations and patents. Prof. Linde is author and co-
author of numerous publications. 
 
Gunther Herr, PhD, WOIS INSTITUT Coburg, Germany 
studied mechanical engineering at the University of Applied Sciences in Coburg, Germany and the University of 
Huddersfield, England. Subsequently he worked as a PhD student for the innovation management department of 
BMW in Munich. He focused his research on Strategic Management Processes. He joined the WOIS INSTITUTE as 
Partner in 2001.   
 
Extended Abstract: 
Especially for maintaining leadership, company’s require strengthening the innovation power. 
Consequently companies necessitate a clear picture of the company’s competitive situation in 
future as well as reliable innovation processes for heading towards this future in a focused way.  

In particular fundamental decisions throughout the earliest phases of innovation processes 
define the achievable output later on. Therefore, it is crucial to generate an as strong 
argumentation basis for early strategic decisions as possible, even though these need to be 
taken in diffuse situations always. This requires severe innovation knowledge, the availability of 
strategic orientation tools and an innovation technology that enables efficient and effective 
innovation management process. 
Efficient in a manner that not all employees that need to be involved in innovation processes can 
be trained to become innovation experts first. Consequently, processes need to be in place that 
provide a proven innovation technology.  
Even more important, this innovation technology needs to foster an effective innovation 
philosophy that focuses on generating future benefits and therefore competitive advantages and 
differentiation potentials.  
Accordingly three essential key elements exist for mastering strategic innovations: 
- Innovation Knowledge for strengthening the innovation power. 



- Direction Finding Models for increasing the prognosis effectiveness. 
- Innovation Technology for supporting the realisation efficiency.   

The innovation strategy WOIS combines these elements in a unique Contradiction Oriented 
Innovation Strategy by integrating key elements of known successful methodologies such as the 
German Design Theory, TRIZ , Synectics and others with new aspects of encouraging a 
challenging innovation culture, designing highly competitive value creation chains and realising 
successful innovations for integrated product and process developments. 

Partners that have already applied this innovation theory successfully are companies such as 
BMW, Bosch, Braun, Linde, Melitta, Nestlé Schöller, Ergoline, Grohe, Hilit, Siemens, Tesa and 
many others.  

This paper will give an overview on the key elements of the innovation technology of WOIS that 
can be used for generating a sustainable decision basis for future development directions: 
- Superior Target Definitions 
- Market Orientations,  
  searching for currently weak signals with later on strong impacts 
- Company Orientation,  
  searching for latest developments that can improve the network performance from  
  suppliers, throughout the own company, towards the consumers.   
- System Analysis,  
  investigating the company internal, customer and consumer processes  
  as well as the system design itself for innovation potentials. 
in combination with Strategic Orientation Tools for inspiring innovative solutions and ideas for 
new business models according to the weaknesses identified.  

The combination of the innovation strategy WOIS with the company management throughout the 
value creation chain can offer the chance to unveil an extraordinary innovation power.  

Contact:  
WOIS INSTITUTE, Am Hofbrauhaus 1,  D-96450 Coburg, GERMANY 
Tel.: + 49 9561 8363 240, www.wois-innovation.de, linde@wois-institut.de, herr@wois-institut.de
 

 

http://www.wois-innovation.de/
mailto:linde@wois-innovation.de
mailto:herr@wois-innovation.de


 
Re-Structuring TRIZ To Meet The Needs Of  

Software Engineers 
 
 
 

Darrell Mann 
Director, Systematic Innovation Ltd 

Phone/Fax: +44 (1275) 342960 
Mobile: +44 (7980) 864028 

E-mail: darrell.mann@systematic-innovation.com 
 
 

 

Abstract 
 
The high-level pillars of classical TRIZ can be shown to be fully applicable in the software 
engineering context. The working level tools found in Classical TRIZ or its derivatives, on 
the other hand, are frequently incapable of offering meaningful assistance to software 
engineers. The starting aim of the paper is to explore the main complementarities and 
contradictions between TRIZ and the needs of software engineers. During this discussion 
the paper describes how a re-configured and expanded version of the method has been 
developed. Particular aspects of these developments discussed in the paper include: 

1) implications emerging from the fact that software systems are capable of 
evolving at a considerably greater rate than their physical counterparts. While 
the word ‘self’ is often used as a theoretical evolution destination in physical 
systems, in the virtual world it is often a realistic and realisable design aim. 
Software systems that calibrate themselves, correct themselves, update 
themselves, and in some cases write themselves look set to have significant 
implications on the role of the software engineer and the design of effective 
software systems. 

2) progressing from here to the world of cybernetics, the paper discusses the Law 
of Requisite Variety and the implications that it carries for the effective 
management of variation attenuation between the real world and the software 
domains. Software engineers, in other words, are able to design systems to 
meet the requirements of today, but are then frequently incapable to anticipate 
and program for the requirements of tomorrow.  

3) cybernetics also connects the discussion to the Law of System Completeness 
and viable systems. During this part of the paper we examine how the TRIZ Law 
needs to be re-thought in order to make it meaningful in the software context. 
Having done this, we then show the likely impact on the successful integration 
between software and the sub-system and super-system domains that by 
definition it must interact and integrate with. 

4) finally, then, the paper moves on to examine the design of very high integrity 
software systems – systems with a failure rate of 10-8 or better – and how TRIZ 
can better help software engineers and system testers to manage the 
identification and elimination of rare and therefore difficult to identify failure 
modes. During this section we examine design and test strategies evolved from 
the subversion analysis tools found in technical TRIZ. 

A concluding section of the paper takes these four aspects and suggests how, collectively, 
there is considerable potential to transform the software art into a practical and reliable 
science.  



経営にＴＲＩＺを如何に生かすべきか？ 
山口 和也 (パナソニック コミュニケーションズ株式会社) 

 

製造業を主とする企業経営にとって、社会に役立ち、経営数字も良くしかも社員の満足を

同時に達成して行くという考え方は企業の使命として極めて重要である。この使命を達成

する為に技術関係者はＴＲＩＺを始めとする横断的基幹技術の存在とその重要性を認識し

且つ修得実践する事が必須である。この横断的基幹技術としてのＱＦＤ、ＴＲＩＺ、品質工学

をどの様に捉え、どの様に関連づけるかを再度明確にし、企業経営の中でＴＲＩＺを如何に

生かすべきかの考え方を述べる。又この様な活動を成功させる為の企業内での活動を考

察する。 

 



コニカミノルタ BT㈱における，TRIZ/USIT 活用実践 

○岡 建樹（コニカミノルタ BT） 

  沢田 茂（コニカミノルタ BT） 

 

概要： 

   製品開発において TRIZ/USIT を活用するための取組を，２年程前から WG として進めている。特に，

以下の３項目に関して重点的に行なってきた。 ①実際に活用する技術者が使いやすいように，

TRIZ/USIT の DB を整理，統合。 ②社内 USIT セミナーを実施し，問題分析の重要性を再認識。  

③社内的に普及が進んでいる品質工学とリンクした，問題分析に関する技術者教育の実施。 

   それらをもとに，使い勝手を考慮した複線型の TRIZ/USIT 活用フローを整備し，実使用を開始した。 

 

説明： 

    TRIZ が「超発明術」と言われていた時期に TRIZ ソフトの導入含めて活用を試みたが，あまり効果が 

   出ているとは言えない状況であった。最近の TRIZ/USIT の進展を HP 等で学びつつ，新たに WG を

起こして，活用するための取組を開始した。基本的な考え方は，TRIZ の各種手法＆USIT ｵﾍﾟﾚｰﾀを

「道具」と理解し，その道具を整備するとともに，その道具に合った使い方を教えるということである。 

    具体的な活動としては，以下の３項目を重点的に行なって来た。 

   ①実際の技術者が使いやすいように TRIZ/USIT の DB を整理・統合した＜道具の整備＞。 

     ・TRIZ の各種手法と USIT ｵﾍﾟﾚｰﾀの関係を分かりやすく示した。 

     ・アイデア検討会等で使いやすいように，よく使われる手法，ｵﾍﾟﾚｰﾀを抽出して資料化した。 

   ②社内 USIT セミナーを実施（３テーマ）し，問題分析の重要性を再認識した＜道具の使い方＞。 

     ・絞り込んだ問題の分析に関しては，系統的で現状と理想系の両方から出来るので有効な方法。 

     ・問題を絞り込むまでの過程（機能分析，機能展開，なぜなぜ展開等）は，更なる工夫が必要。 

   ③品質工学とリンクした社内教育の実施＜道具の使い方＞。 

     ・問題分析（展開と絞込み）は，品質工学における機能展開とそれをもとにした対象機能の絞込み

と共通の考え方。両手法に共通する教育すべき課題と位置付けて推進中。（図１） 

    上記の活動結果をもとに，複線型の TRIZ/USIT 活用フロー（図２）を整備し，問題の種類，技術者の

ﾚﾍﾞﾙ等に合せて活用出来るようにしているが，実際の成果が出るのはこれからである。 

（図１）                                      （図２） 
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・入出力特性
・評価方法
・因子の設定

直交実験
（パラメータ実験）

問題解決
プロセス
（TRIZ)

問題
定義

問題分析
・なぜなぜ展開
・ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ展開
・ｻﾌﾞﾌﾟﾛｾｽ展開
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・ＵＳＩＴパラメータ
・ＴＲＩＺ各種ＤＢ

○「展開する」という点で共通。 ○展開し絞り込んだ現象、機能に対して、２次
元的表現やモデルによる「分かり易い表示を行
う」という点で共通部分が多い。

  

 



「機能ダイアグラム」 による特許解析 

正木 敏明 (日東電工)     

                                                       

 

概要:                                                   

研究・開発の初期段階においては、既存特許の調査を行い、既に発明・考案されている技術との重

複を避けなければならない。 研究・開発の成果が特許として成立するためには進歩性が問われる。

従来の技術に対し、新しい機能を加えることにより進歩性があるといえる。先行特許の機能分析を行

なうことにより、どのように機能を加えれば良いかが明らかとなり、新たな研究・開発の方向を見出すこ

とが出来る。この解析手段として、「機能ダイアグラム」が有効であると考えられる。 

 

説明:                       

特許公報明細書には、発明者がその発明の

特許性を証明するために、技術的な説明が詳

しく行なわれている。【産業上の利用分野】と

か【発明の属する技術分野】には、何に関す

る発明なのかを簡単に書いてある。【背景技

術】，【従来の技術】や【発明が解決しようと

する課題】の欄には、その発明に関わる従来

の技術や、どんな課題に着目しているか、発

明者の思考が示されている。【作用】や【効果】

欄があれば、発明者がどんなことを考えたか

が書かれており、知恵を得る宝庫になる。こ

の欄がないときは、【課題を解決するための手

段】の「これにより・・・」や、「・・・する

ので」のあとに作用を書いている場合が多い

ようである。 

 このように、特許明細書には

「機能ダイアグラム」を描くた

めに必要な技術の論理展開のほ

とんどの情報が書かれている。 
  
 



 
題名：「「現象－属性分析」の「額縁掛け問題」への適用トライアル」 

：USIT における進め方の工夫 
 

著者： 古謝 秀明（富士写真フイルム㈱） 
〒２５０－０１９３ 神奈川県南足柄市中沼２１０  

                富士写真フイルム㈱神奈川工場足柄サイト  
                経営企画部 

富士フイルムウエイ推進室 
TEL：０４６５－７３－７５１０ E-mail：hideaki_kosha@fujifilm.co.jp 

 

概要：（219 字：参考文献除く） 

当社で開発された USIT ツール「現象－属性分析」を活用すると「知見の少ない技術」に取り組む場合でも

「問題の発生メカニズムや根本原因(主原因)推定」が容易に出来る(第一回シンポジウムで発表)。「現象－

属性分析」は、特に知見の少ない技術分野で活用することを念頭に開発したが、誰でも理解し易い一般的

な事例「額縁掛けの問題」*でも有効かを検証した。その結果、「現象－属性分析」を適用することで、問題

発生の状況がより自然に想定出来ることがわかった。 

*参考文献：Ed Sickafus (Ford Research Lab. & Ntelleck): "Unified Structured Inventive Thinking: 
How to Invent", Ntelleck, 1997, pp. 439-442. 

中川  徹,  「「額縁掛け問題」への解説」, ＴＲＩＺホームページ, 2001 年 7 月 (和・英)。 

中川  徹,  「額縁掛けの問題」, ＴＲＩＺホームページ, 2001 年 3 月 (和)。 

 

説明： 

前回報告で、「知見の少ない技術に取り組むときや経験の浅い技術者の場合、あるいは極端にミクロなシス

テムの場合、全体の機能関係が明確でないため、USITのO-A-F（Object(構成要素)－Attribute(属性)－

Function(機能)）という基本概念によるモデル化が難しい場合があること」、及び「初めから「機能」を求める

のではなく、そこで起きている「現象」をまず明確にする「現象－属性分析」の進め方とその有効性」につい

て紹介した。今回、この「現象－属性分析」を誰でもよく理解出来る一般的な事例「額縁掛け問題」に適用

した場合でも、何らかの有効性が得られるかを確認した。 

その結果、通常無意識に因果関係を飛ばしている空白部分に気付くきっかけが得られ、適用前には

強く意識されていなかった「振動」と「摩擦」の関係や、「ひもによる振動吸収」「釘とひも間の摩

擦」等の「単位現象」が自然に想定出来ることがわかった。通常の技術問題解決において、ここま

で詳細な考察が必要になることはあまりないかも知れないが、根本原因追及等に詰まったときには

「現象－属性分析」が強力な支援ツールとなる可能性が期待できる。 
 

Copyright.

「現象－属性分析」適用の効用「現象－属性分析」適用の効用

技術問題の発生メカニズムを推定したいとき、
①A→Bという因果関係が直観的に想定出来る。この範囲のことがわかれば

　解決策も出せることが多い。
②「現象－属性分析」を適用すると、
　赤い点線で囲った部分の現象（①(→②)→③→④）のイメージが湧きやすくなる。

　その結果、解決策の焦点が絞りやすい。

A:A:衝撃衝撃((や振動や振動))

①接触面積①接触面積

　の減少？　の減少？

B:B:額縁の傾き額縁の傾き

③摩擦力③摩擦力

　低下　低下

額縁－壁額縁－壁

釘－ひも釘－ひも

額縁－壁額縁－壁

②② 振動振動

吸収吸収

額縁－ひも額縁－ひも

④張力差④張力差

　による回転　による回転

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図１．「額縁掛け問題」に「現象－属性分析」を適用したときの大まかなイメージ     

 
 



TRIZ で学ぶ 100 件の米国精選特許 

～ 三菱総研 知識創造研究会創造手法分科会 WG 成果中間報告 ～   

池田 理（㈱ニコン）、石井正之（住友電気工業㈱）、勝木陽一（アンリツ㈱）、川面恵司（芝浦工

業大学専門職大学院）、後藤一雄（㈱リコー）、進藤裕二（エム・アール・アイ リサーチアソシエ

イツ（㈱）、中川 徹 (大阪学院大学)、〇宮井迅吉（東亜ディーケーケー㈱）、矢澤宏明（ブラ

ザー工業㈱）   [五十音順] 

 

概要:    

TRIZ の実際の適用事例は、各企業の秘密保持のために発表されないことが多い。この状況の下で

TRIZ を学ぶ場合、公開された特許明細書情報はやはり貴重な資料である。優れた特許を TRIZ の観点

に立って学ぶことにより、「TRIZ で特許を学び、同時に、特許で TRIZ を学ぶ」ことができるに違いない。

このような観点から、われわれは、Darrell Mann が Matrix 2003 の検証に用いた「100 件の精選米国特

許」 (2004 年 7 月) を対象に、共同研究を開始した。そのポイントは、特許から発明者自身の思考を読

み取り、Mann の分析結果を客観的にトレースし、さらにわれわれ自身が特許明細書情報が提起してい

る技術的課題を TRIZ の方法で分析し、適用、考察することである。この意図に沿った統一書式を作り、

約 20 件の精選米国特許について分析・記述して、WG で討論した。まだ中間成果でしかないが、特許

を通じて TRIZ を学ぶやり方を、共同で作ることができた。 

説明:      

  統一書式の中心点は以下の通りである。【本発明の概要】では発明の概要を分かり易く簡潔に示し、

解決点、発明のポイントを明確にし、代表図を示した。【発明の把握】では発明のポイントを考察し、発明

者の立場でその思考プロセスを推考した。【Mann による把握】では、Mann が矛盾マトリックスを適用した

結果を示し、彼が発明をどのように理解し、発明原理を導いたかを考察した。【分析者自身による発明

原理の応用と考察】では、分析者自身が、発明の課題を理解し、矛盾パラメータを選択し、発明原理を

導いた経過と内容を記載し、考察を加えた。矛盾パラメータの選択は複数あっても良いものとした。 

この検討作業において明細書の提起している解決すべき技術的課題に含まれる矛盾をどのように捉

え、矛盾パラメータを選び、あてはめるのかが決定的に重要であり、この捉え方により、発想の方向が異

なってくることが示唆された。例として下記のような表により、整理した。（製氷機の例） 

パラメータ 改善特性 悪化特性 発明原理 
パラメータの選択

過程 
要求どおりの形状の

氷を作る時間 
捨てられる水の量  

古典マトリックス

からの選択結果 
移動物体の動作時間

１５ 
物質の損失 ２３ ２８，２７，３， 

１８ 
新マトリックスか

らの選択結果 
移動物体の動作時間 
１２ 

機能の効率 ２４ １３，１，１９ 
１２ 

 この共同研究を通じて、「各発明の本質が何であったか?」「何がすばらしいのか?」の解釈と討

議が、最も興味深いものであった。 



 

 

Using TRIZ Tools for Eco-Innovative CAD Software 
Development 

 

 

Hsiang-Tang Chang*  (Shu-Te University) 
Ya-Chuan Ko         (Shu-Te University) 

 
Abstract 

In this paper, the new edition Chinese eco-innovative CAD software “Eco-Design Tool V.1.0.0 CHT” 

will be proposed.  Different from other TRIZ software, Eco-Design Tool focuses on eco-innovative 

design.  After couple of times of updating, the software became more conducive to development of 

eco-product.  The software composed of seven worksheets, including Design Strategy Making, 

Estimation for Product, Recommended Design Parameters, Problem Resolutions, Inspiration by 

Animations, Eco-Product Examples, and Solution by Su-Field Modeling.  A designer could make a 

proper strategy through AHP (Analytic Hierarchy Process), and then find out some feasible principles 

through the match of recommended parameters.  Next he could be inspired by the detailed solutions, 

fascinating animations, and eco-product examples.  Finally his idea of new eco-product would be 

completed.  If his design problem is still perplexing, the Su-Field Modeling could assist him to obtain 

some clues for resolution. 

 

Profile of the Speaker:  

Hsiang-Tang Chang is an assistant professor at the Department of Product Design, Shu-Te University, 

Kaohsiung, Taiwan.  As well, he is the member and on the academic committee of Taiwan TRIZ 

Association.  He received his B.S. degree in Mechanical Engineering from Chung Hua University, 

Hsingchu, Taiwan in 1998, M.S. degree and Ph.D. degree in Mechanical Engineering from National 

Cheng Kung University, Tainan, Taiwan in 2000 and 2004, respectively.  His major fields of research 

interest are structural optimization, eco-innovative design, design-around, and software development.  

He proposed a series of eco-innovative design processes, which integrate TRIZ tools with Extension 

Method, in his Ph.D. dissertation.  He published English papers about TRIZ on international journals, 

e.g. The TRIZ Journal and Advanced in Engineering Software.  Furthermore, he joined the 

International Conference of Eco-Design 2005 in Japan and presented a paper about the improving 

application of Su-Field Modeling.  

 



Case Studies From A Breakthrough Innovation 
Product Design Programme For Local Industries 

 
 
 

Darrell Mann 
Director, Systematic Innovation Ltd, UK 

Phone/Fax: +44 (1275) 342960 
E-mail: darrell.mann@systematic-innovation.com 

 
 

Joseph Poon 
Director, Hong Kong Productivity Council 

E-mail: jpoon@hkpc.org 
 
 

Matthew Driver 
Director, Network China Ltd, UK 

E-mail: networkchina@btinternet.com 
 
 

Abstract 
 
Starting in August 2004, the Hong Kong government began sponsoring a deployment of 
TRIZ to a cluster of eight local companies. Over the course of the next 15 months, each 
company was invited to assemble a team of between 5 and 8 engineers and designers 
each of whom would be exposed to a series of six three-day TRIZ education and utilisation 
sessions. The aims of the programme were for each company to realise new products, 
patents and tangible financial benefits, and to measure the extent to which TRIZ allowed 
companies to accelerate their rate of innovation. 
 
This paper describes a collection of some of the success stories emerging from the 
programme. The case studies cover a range of different industries and the deployment of 
a TRIZ tools. They include the following: 

• resolution of manufacture quality problems in a paper manufacturing company, 
utilising the contradiction elimination part of the TRIZ toolkit 

• identification and then evolution of a novel technology-leap suitable from a 
consumer audio-equipment company, using a combination of knowledge 
database searches and the TRIZ trends and Evolution Potential tools 

• identification and then evolution of a novel technology-leap suitable from a 
consumer electronics company, using a combination of knowledge databases 
and the TRIZ contradiction elimination tools 

• application of a variety of TRIZ tools to design patent-free design solutions in a 
computer hardware products manufacturer 

• conceptualisation and realisation of a novel air-conditioning control system using 
a combination of Contradiction and Evolution Potential tools 

• conceptualisation through to realisation of a novel consumer electronics product 
using Trimming and Trends tools, and successfully culminating in a $2M order 
received while the programme was still running 

 
A final section of the paper draws together some of the overall conclusions reached during 
the programme. In this section we will report on the applicability of TRIZ to the Hong Kong 
and China industry context, and on the planned future activities. 
 

©2005, DLMann, all rights reserved. 



 
Changing the Paradigm in Business English Learning Using TRIZ 

 
Manoj Kumar Jaiswal (Infosys Leadership Institute) 

Padma Rajeswari Tata (Infosys Leadership Institute) 
 
 
Abstract  
Infosys Technologies Limited (NASDAQ: INFY) being a global organization has clients 
and offices across   geographies.  For the success of the organization, communication 
and mastery in Business English was identified as one of the crucial competencies for all 
the employees.  
 
The learning challenge was to show high effectiveness in training Infoscions* in 
Business English. The learning intervention was expected to be scalable and with 
minimum instructor dependency. The existing paradigm was that a lot of instructor time 
is required for developing Business English competency.  
 
Using TRIZ principles, Infosys Leadership Institute** redefined the approach to the 
problem and developed a scalable learning intervention. The intervention was deployed 
on a pilot group of over 500 Infoscions* and the intervention has been validated.   
 
 
Profiles of Authors  
Manoj Jaiswal  
Manoj Jaiswal is working as a Principal consultant at Infosys Leadership Institute**; 
Infosys Technologies Limited.  He is responsible for Managerial Development of 10,000 
people and Leadership Development of Hi Potentials for his business units.  
 
He specializes in Innovation and Creativity and has trained several business leaders in 
Infosys as part of Leaders Teach.  He has also helped business units solve strategic and 
operational problems using creativity tools and techniques. He was exposed to ITRIZ 
and he found it extremely useful.  He played a crucial role in implementing the TRIZ 
solution designed for Finishing School in the organization. His vision is to start a Center 
of Excellence in TRIZ as part of Infosys Leadership Institute**.  The center is expected to 
provide consultancy to the business units with real life problems.       
 
He holds a Masters Degree from The London School of Economics and Political Science 
and has more than 1.5 decades of experience in Human Performance Improvement, 
training, organizational development and teaching. 
 
Padma Rajeswari Tata* 
Padma Rajeswari Tata is working as a Senior Consultant with Infosys Leadership 
Institute**; Infosys Technologies Limited. She holds a Bachelors degree in Electronics 
Engineering and Masters degree in Management. She has 15 years of work experience, 
out of which she spent 10 years in the domain of training and learning.  
 
She has helped organizations develop a long-lasting competitive edge by designing and 
implementing structured learning and training interventions aimed at achieving mission-
critical goals focused on leadership and managerial development. 



 
She has used TRIZ methodology to solve the learning solution design and 
implementation related challenges faced by Infosys Leadership Institute**. She has also 
worked with several Business Units within the organization and helped them adopt TRIZ 
principles to design innovative solutions for challenging / difficult situations.  
 
This solution was first implemented on a pilot group of more than 500 people. Based on the 
success of the initiative, it has been rolled out across the organization.  
 
 
 
 
 
 
 
*Infoscions – All the employees of Infosys Technologies are referred to as Infoscions. 
**Infosys Leadership Institute – This is a group within Infosys Technologies Limited. It takes care of the     
managerial and leadership competency development of all Infoscions.  
 



＜題名＞ 

山口大学における「造形ものづくり教育維新プロジェクト」とTRIZ教育の挑戦 

 

＜著者名(所属)＞ 

粕谷 茂（山口大学／富士ゼロックス(株)） 

E-mail: skasuya@x.email.ne.jp 

TEL: 090-1856-1082 

 

＜概要＞ 

大学においても、産業界における具体的な「ものづくり」とリンクさせた「創造性育成

教育」に取り組むことが望まれている。山口大学の造形ものづくり教育維新プロジェクト

では、デザイン手法を用いた「ものづくり教育」により学生の興味、目的意識を高めて

いる。それとともに、創造性発揮のための方法論（マーケティング、QFD、TRIZ など）を

体系的に学習する。 

その結果、ＰＤＣＡサイクルによる創造性啓発と創造体験を積ませ、学生の自立的

成長の基盤を育成している。本報告では、そのプロジェクトの中の、「グローバルデザ

イン工学」講座の概要と TRIZ を中心とした実施結果について紹介する。 

 

＜説明＞ 

目的 

地球規模での環境保全や様々なニーズに対応した価値の高い製品コンセプトを創

成できる広い視 野、デザインを含めた感性の涵養、独創性および問題解決能力、知

識を持った学生を育成する。 

講座の概要 

1.開発設計プロセスと思考法の基本 

2.アイデア伝達法 1 

3.発想法 

4.仕様のレビュー 

5.アイデアの具現化デザイン 

6.課題解決 

7.デザインコンセプトレビュー 

8.アイデア伝達法 2 

9.具現化 

10.発表会 
 



CONCEPTION OF APPLICATION OF TRIZ TO THE UNIVERSITY 
EDUCATION 

 
Victor D.Berdonosov 

Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
E-mail: ktriz@knastu.ru

 
Anatoliy R.Koudelko 

Komsomolsk-na-Amure State Technical University 
E-mail: prorector-1@knastu.ru  

 
Application Purpose – to increase professional standard of specialists at the 
expense of: 

- teaching the methodology of solving technical problems; 
- forming and developing of culture of powerful creative thinking; 
- transferring knowledge in compact, short-cut form. 

 
The Heart of Conception  
TRIZ must become a basic subject (like mathematics, physics, and information 
science) which all other subjects rely on. 
Four conception realization stages 
The task of the first stage – to work out a system of involving students in active 
study. 
The task of the second stage – to collect and prepare materials for remaking 
courses according to TRIZ methodology. 
The task of the third stage – to work out the methodology of giving courses 
remaking according to TRIZ. 
The task of the forth stage – to apply widely TRIZ in learning process. 
 
Author’s CV: 
1965 - 1971 – St.Petersburg University of Aircraft Instrument Technology.  

 Graduate degree. 
1973 - 1977 - St.Petersburg University of Aircraft Instrument Technology. 

  PhD in Engineering (Radio Location and Navigation). 
1983 – 1984 - St.Petersburg University of Aircraft Instrument Technology. 

Senior Research Associate. 
1984 – present. Komsomolsk-na-Amure State Technical University.  

Associate Professor. 
1999 – present. Project Leader for "Application of TRIZ at Higher School". 
2000 – present. Chair of “Design and TRIZ” Department. 
2004 - Founder of "TRIZ-Amur" public organization aimed at introducing TRIZ to community 
(up to date about 1,000 student members). 
 
Address:  
Dr. Victor Berdonosov 
Apt. 5, # 59 International Av. 
Komsomolsk-na-Amure 681024 
Russia  
E-mail: ktriz@knastu.ru 

mailto:ktriz@knastu.ru
mailto:prorector-1@knastu.ru


知財戦略ツールとしてのＴＲＩＺ活用 

片岡  敏光 (パットブレーン)   

概要: TRIZ による問題解決の結果、発明が多く生まれ、特許出願件数が増加するという考えで、TRIZ を導

入する場合がある。しかし、出願件数の増加だけでは、知的財産戦略が強化されたとは言い難い。問題発

見から知的財産権の取得に到るまで、各プロセスで TRIZ を効果的に活用してこそ、強い知的財産権の取

得が可能となる。TRIZの特徴を生かしながら、知財戦略ツールとして、知的財産業務の各場面で、TRIZを

いかに活用すべきか考察する。 

説明: 企業における TRIZ 導入を担当する部門は、大別すると２つある。一つは、直接部門である研究開発

部門や生産部門などが主導する場合で、TRIZ 導入目的は、新製品開発のスピード UP、技術的問題解決

やコストダウンなどの効率化を図ることにある。他の一つは、間接部門である知的財産部門や教育部門な

どが主導する場合で、特許出願件数の増加や特許のレベル UP を目指して導入することが多い。 

後者の知財部門が主導して TRIZ を導入する場合、TRIZ 導入の成果を測定するのが難しい。 

TRIZ による問題解決は、研究開発部門、生産部門など直接部門の技術者が行なうことになるにも関わら

ず、TRIZ 推進者は、具体的課題や課題解決に必要な固有技術についてのスキルが十分でなく、具体的

問題解決については、間接的であなた任せにならざるを得ない。したがって、知財部門における TRIZ 導

入効果は出願件数増加など直接部門の成果のダブルカウントの様相を呈することになり、TRIZ 活動成果

を疑問視される場合も少なくない。 

このような状況に陥る原因の一つとして、知財部門は法律重視の傾向が強いことが影響している。 

すなわち、発明創出に関わる仕事は、研究開発部門の担当、知財部門は、生まれた発明を出願し権利化

し、知的財産としてライセンス活動や係争事件処理等を行なうのがメインの仕事であるとの心理的惰性に

囚われていることが多い。技術的問題解決や発明創出に口出しするのは、むしろ越権行為と判断され、

TRIZ 活動の阻害要因ともなっている。 

こうした TRIZ 活動上の問題を解決するには、知財部門の担当者自らの直接的な業務に TRIZ が役立ち、

知財戦略ツールとして使えることを認識する必要がある。ＴＲＩＺは特許分析の中から生まれてきた技術的

問題解決のツールであるが、これを法律絡みの非技術問題解決のツールとして見直すことを提唱したい。    

つまり、法律知識と同様に、TRIZ も知財業務を遂行する上で、必要なスキルの一つである。そこで、TRIZ

の４０の発明原理、矛盾分析を中心に、知財戦略ツールとして使い方について、発表者の知財分野での

経験と照らし合わせながら、ＴＲＩＺ活用について考察する。 

 

 

 

 

         



TRIZ as the new product concept development tool 
 

IkCheol  Kim  (Tecinfo/Korea TRIZ Association) 
 
Abstract:  

There are two kind of new product development method.  "Needs intention" that 
comes from market demand, and "Seeds intention" that comes from new technology. 
These are useful but have serious problem. That is these methods are too risky. 
The major reason of failure is that engineers do not understand what is real 
problem. They chose the wrong problem, and they try to find the right answer. 
What does that mean? Their time and money are wasted.  
New product is thing that solve the problems of present product by improving the 
performance, reduced the cost, modifying the function. Therefore, it is necessary to 
concentrate on the problem to generate the concept of a new product.  
"Problem intention new product concept development" finds the problem for the 
new product development by 31 categories. To analyze the current product by these 
31 categories, you can generate the concept of new product. In this paper, example 
is showed through the vacuum clean machine. 

 
Profile of Speaker: IkCheol Kim  

CEO of Tecinfo, Chairman of Korea TRIZ Association. He started TRIZ from 1996. 
Introduce, educate, and consult the TRIZ for Samsung Advanced Institute of 
Technology, Samsung Electronics, Samsung SDI, Samsung Electro-mechanics. He 
educated TRIZ more than 200 times in Korea, Thailand, China at Company, 
Government and University. Invent the inkjet printer head by using TRIZ and have 
patent of that. Publish 3 books of TRIZ and paper is put on TRIZ journal.  
 



 Explanation: 
The new product development is very important for continued growth of the 
company. If company failed new product development, it stands at weak position in 
the competition. Therefore, most of companies are investing a lot of money, time, 
people in the new product development. 
There are two kind of new product development method.  "Needs intention" that 
comes from market demand, and "Seeds intention" that comes from new technology. 
These are useful but have serious problem. That is these methods are too risky. 
The major reason of failure is that engineers do not understand what is real 
problem. They chose the wrong problem, and they try to find the right answer. 
What does that mean? Their time and money are wasted.  
New product is thing that solve the problems of present product by improving the 
performance, reduced the cost, modifying the function. Therefore, it is necessary to 
concentrate on the problem to generate the concept of a new product.  
"Problem intention new product concept development" finds the problem for the 
new product development by 31 categories. To analyze the current product by these 
31 categories, you can generate the concept of new product. In this paper, example 
is showed through the vacuum clean machine. 
 

 



｢発明･発創支援システム入門｣教育プロジェクト
－創造的な発明の仕方を教えるための－

○森久光雄 川上浩司 片井 修 塩瀬隆之
（京都大学大学院 情報学研究科 システム科学専攻 共生システム論 片井研究室）

【概要】

本学工学部物理工学科では、「物の設計（改良）をシステマティックに、あるいは計算機支援で行う」演習ゼミを 1998

年より、TRIZ 理論にもとづき実施してきた。その結果 5項目の課題が明らかになったが、演習開始 6 年目、大学法人

化初年度の2004年にあたり、課題解決策を共生システム思考で検討した。その策とは演習に特許明細書作成指導を

併用するものである。この発表は 2005 年度を中心にその実施結果を示すもので、特許明細書作成はアイデアから実

現への一貫したプロセスをシステマティックに教育する有力な手段であること、また TRIZ との併用効果も大きいことが

認められた。なお 2006 年度については総演習時間を倍増し、TRIZ 演習の効果の増大を目指す。

【説明】

本研究室では、図 1 に示すように、諸々の存在の“関係”のあり方に注目して研究を進めている。一方が他方に対して

負担をかけ利益を得る『寄生』ではなく、相互扶助することで新たに価値を創発する『共生』へ。これを本研究室の基

本理念としている。共生のシステム理論を構築するためには、関係を単に数量化して扱うという議論だけではなく、関

係の意味や意義をシステム論的な立場から扱っていく必要があり、関係の量だけでなく質も重要なポイントになる。

ところで、本研究室では1998年以来、「物の設計を経験やひらめきだけにたよるのでなく、システマティックにまたは計

算機支援により行う」 試みとして毎年学部学生に向け正課ゼミにて物理工学演習 2「発明・発創支援システム入門」を

担当しているが、数年間の実践のなかで、図２に挙げた思想的課題 2 点とプラクティカルな課題 3 点の計 5 点の課題

が浮かび上がっていた。折りしも 2004 年 4 月国立大学法人化により、本学においても研究者の発明が原則大学帰属

となる等、知的財産が重要な課題になってきた。そのため 2004、2005 年度より TRIZ 思想と併せて特許明細書作成指

導を実践したところシステム共生の効果を確認した。本稿ではその 2004、2005 年度の報告とともに、2006 年度以降の

演習への進化を目指した､共生システム論の観点にもとづく演習のありかたにつき提言する。

環境

人システム

本研究室の 共生システム論

ｚ

システムと環境：人工物の活動の場となる実世界は
非常に複雑で、設計どおりの性能を発揮できない。
そのため、従来、人工物と環境を隔絶するアプロー
チが取られていたが、本研究室では逆に人工物と
環境とを共生させるシステム論を追及している

人とシステム：人工物に人間
が合わせるだけでなく、
両者が無理なく付き合える
共生的な関係の構築が急務

人と人：人間関係の希薄化を各個人の性質
に帰因させるだけでなく、よりよい関係を築
けるコミュニテイーとは何かを探る

思想的
課題

当該技術専門家
（Subject Matter
Expert）サポートを得ら
れる体制検討

人 学生 : 9人 max
インストラクター : 2 or 3人

共生シス
テム論
思考

2006年度2004‐2005年度1998‐2003年度

TRIZ 指導の強化明細書重視のため
TRIZ 指導時間が不足

教える側のTRIZ
経験不足

インストラクター

同左: 計18時間 （1.5
hrs x 12 wks)

ゼミ演習時間: 計9時間 （1.5 hrs x 6 wks)環境

特許庁DBの活用先行技術調査が
できていない

先行技術調査は
可能か

実試作はなくとも、特許
明細書の実施例で図面
等で可能な限り表現を
試み、試作に替える

試作が困難で発
案に終わる

試作は可能か

発明Level Upの為に：
インストラクターは学生
が自らの興味ある技術
分野の学内の専門家
（SME）を自らさがし訪
問し、指導を受けるよう
学生にアドバイス

実務経験者が参加実務経験者の不
足

実務経験ある指
導者の存在プラクティ

カルな
課題

実発明につながるTRIZ
の賢明な活用方法の習
得

特許明細書をアイデア
発想から具現化への一
貫プロセス習得に活用

画一化（TRIZ以
外を考えられない
態度)

学生

TRIZ 指導の強化TRIZ に加えて、特許明
細書作成実習

TRIZ実習のみシステム

第3ステップ第2ステップ第1ステップ

課題

共生システム論思考によるステップバイステップ進化にもとづくゼミ計画

図 1：京都大学片井研究室の共生システム論 図 2：2005 年度ゼミ実践結果を中心にした進化計画
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SOLVING PHYSICAL CONTRADICTIONS WITH MODELING 
 

Valery Krasnoslobodtsev, Richard Langevin 
 

Technical Innovation Center Inc.,  
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ABSTRACT:  
 
This paper is devoted to consideration of formulating physical contradictions during problem 
solving process and their mathematical modeling with application of simple expressions and 
schemes. It is well known, the transition from stated ideal final solution with physical 
contradiction to specific solution concepts is a difficult part of solving process even for 
experienced specialist. Application of the separation principles and functional analysis, applied 
for resolving physical contradictions, acts like bridge between the model of the solution and the 
real solution does not always give desirable results. Utilization of presented approach provides 
increases the efficiency of separation principles and functional analysis. Modeling helps with 
building the additional interaction between a model of the solution and the real solution by using 
scientific phenomena. The operation of the developed approach for problem solving is presented 
through specific industry examples and cases studies with schemes and pictures of proposed 
solutions. 
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TRIZ 体系的創造プロセス実践 《栗の皮剥き器の事例》

上田 宏、㈱創造開発イニシアチブ SKI

《概要》

㈱創造開発イニシアチブ SKI はダレルマン著中川徹監訳「TRIZ 実践と効用-体系的技術革新」

を昨年発刊した。本書は TRIZ 実践教科書として豊富で深い内容を持っている。

SKI では本書に書かれている TRIZ 体系的創造プロセスを実践活用するために、各プロセスの

概説と簡略化したステップ（ワーク）シート集を作成し、問題解決の課題に応じてこのステッ

プシートを選択的に使用し、実際の発明に適応する実践創造活動のセミナーを学校、企業オン

サイトで行っている。 この体系的創造プロセス実践事例として,最近発明創案した“栗の皮剥

き器”の事例を紹介する。

０《始めに》
Ⅰ-１．TRIZ体系的創造プロセス体系的創造プロセス問題定義
Ⅰ-２．TRIZ体系的創造プロセス体系的創造プロセス問題解決
Ⅱ‐１．手動栗の皮剥き器の現状
-２．公知特許調査と特許一欄マップ作成
‐３.ステップシート①効用分析②問題階層探索③技術リソース

④ビジネス的制約⑤理想性⑥根本矛盾分析と矛盾表
⑦40の発明原理とサブ原理⑧物理矛盾⑨⑩技術トレンド
⑪⑫発明標準解１３⑭物理効果⑮リソース⑰ツール選択

Ⅲ‐1 《栗剥き器ー手動》TRIZ創造プロセス適応事例ー問題分析１
《栗剥き器ー手動》ー問題解決①

-２.《栗剥き器ー自動》TRIZ創造プロセス適応事例ー問題分析２
《栗剥き器ー手動》ー問題解決②③④⑤

‐3．《栗剥き器の例》コンセプト一覧（と評価）

TRIZ体系的創造プロセス実践
《栗の皮剥き器の事例》 ステップシート使用①

ⅠⅠ--１．１．TRIZ体系的創造プロセス体系的創造プロセス問題定義 (ダレル・マン著「体系的技術革新」より「体系的技術革新」より))

ステップ ツール
問題探索問題探索 ①効用分析 ②問題階層探索③④技術・知識リソ‐ス⑤⑥技術・知識制約⑦根本矛盾分析

機能と機能と 属性の機能モデル 時間・空間の機能システムオペレータでの過去、現在、未来の概念を取入れる。

属性分析

ＳカーブＳカーブ Ｓカーブ上 競合企業数

の位置と の間の相関
発明の焦点

理想性理想性
／究極の／究極の

理想解理想解

①最終目的は何か？
②究極の理想解は？
③実現を妨げているのは何か
④ なぜ妨げているのか？
⑤どのように消滅させられるか？
⑥ どんなリソースが利用できるか？
⑦ 誰かが既にこの問題を解決しているか？

究 極 の 理 想 解

自 分 を き れ い に
す る 衣 服

も し こ れ が 達 成
で き な い な ら.

… こ れ ら の
ど れ か に 後 退 す る

洗 剤 な し で
衣 服 を き れ い
に す る

-再 使 用 が 可
能 な 洗 剤

コストを最小化する

作動させる
協合企業の数

引退

着想

信頼性
効率
性能最大

ツール選択
特許調査 ①特許強化②特許回避のための公知資料調査

①Sカーブ分析②機能と属性分析の作用③④システム･機能･問題、狙い不明確⑤機会探査等

解決策解決策 問題解決ツール

①発明原理

[ 技術的矛盾]

[物理的矛盾]

②発明標準解
物質・場分析・

技術進化の
トレンド

③知識ベース

・物理的効果
・ リソース

4040の発明原理の発明原理

４８のパラメータ４８のパラメータ

①空間の分離（ある場所に有り、別な場所にはない）：両刃鋸､立体交差道 ２重焦点目がね
②時間の分離（ある時は有り、別な時はない）：飛行機の車輪、交通信号
③条件の分離（ある状況で存在し､別な状況で存在しない）ざる、エアーカーテン
④システム分離（システムでは有り､部分ではない）チエーン，ユニバーサルジョイント

物質・場(Ｓu-Field )モデル 標準解 場のタイプ

①機能を提供する既知の諸手段：曲げるー圧電効果、冷却するーペルチェ効果など
② 「属性値」を変更する既知の手段：表面積ーメビウスの輪，強度ーアニーリングなど
③特許データベース

Ⅰ-２．TRIZ体系的創造プロセス体系的創造プロセス問題解決（Ｍａｎｎ体系的創造プロセスより）Ｍａｎｎ体系的創造プロセスより）

１ 分割原理 ２分離原理
３局所性質原理 ４非対称原理

５組合わせ原理 ６汎用性原理など１
移動物体の重量 ２静止物体の
重量、３移動物体の長さなど

矛盾マトリックス矛盾マトリックス

S1 S2

F Field ::場エネルギー

物質(もの：thing）

①不完全な物質‐場モデルを完成させるタイプ標準解
②物質，場を変更するタイプ標準解、
③新しい物質、場又は組合せを追加するタイプ標準解
④上位または下位の階層レベルに移行するタイプ標準解

力学的、熱的、圧的，
化学的、電気的、生物
学、光学的，磁気的場

単一の

固体

中空構造 複数

空洞構造

細管/

多孔質

構造

活性要素を入れた

多孔質構造

１低価格低価格//豊富なリソース：岩，石、水など ２ 特殊な性質と性質の変化のリソース：泡，強磁性、豊富なリソース：岩，石、水など ２ 特殊な性質と性質の変化のリソース：泡，強磁性、
３人間に関するリソース：体重，大便，熱など ４ 環境のリソース：太陽、密度、音速など３人間に関するリソース：体重，大便，熱など ４ 環境のリソース：太陽、密度、音速など

技術進化のトレンド例
制 御 性

エ ネ ル ギ ー

境 界 (界 面 )

作 用

リズ ム

ダ イ ナ ミッ ク 化

幾 何 学 的 （線 形 ）

幾 何 学 的 （体 積 ）

表 面 分 割

空 間 分 割
制 御 性

エ ネ ル ギ ー

境 界 (界 面 )

作 用

リズ ム

ダ イ ナ ミッ ク 化

幾 何 学 的 （線 形 ）

幾 何 学 的 （体 積 ）

表 面 分 割

空 間 分 割

技術進化の
トレンドの
レーダーチャート

④ARIZ
⑤その他

①最小問題定義②空間と時間定義③技術矛盾④物理矛盾⑤究極の理想開⑥X構成要素を定義
⑦ ⑧リソース分析・修正⑨物理矛盾⑩技術矛盾解消に発明原理使用⑪知識ベース /物理効果⑫戻る
トリミング（機能属性分析より探索）SLP（小さな賢人の振る舞い） ９画面システムオペレータ
STICツール（サイズ・時間インターフェース・コストの心理的惰性打破ツールで4次元の極端例を考察）

ステップシート使用⑥
ステップシート使用②



問題名 栗剥き器問題分析２．
人が指で栗の皮をガイド板で支え、刃先で栗の皮を剥いで
切っていた。

①問題の
機能モデル

②問題の
概要図

③問題の
根本原因

④理想解
の展開

Ⅲ‐２．《栗剥き器ー自働》TRIZ創造プロセス適応事例

問題の
従来技術

能登機械金属部

Ⅱ-２．公知特許調査と特許一欄マップ作成《栗剥き器》
特許（公開/公告）番号 出願日 発明名称 抄録 備考

１ 特開昭59-207115 S58．5.10 栗の皮むき器

特公昭62-10642 （1983．5.10）

2 特開平03-155810 H1.11．10 栗の皮むき器

（1989.11.10）

特開平11-113763 H9.10．13 栗の皮むき器

（1997.10.13）付きスプーン

特開2003-53059 H13.8．20 栗の皮むき具

（2001.5.10）

第1の歯

第２の歯

自働復帰の開口部にある
第１の歯は栗の外皮を、
握り本体の内側の第2の歯
は渋皮を剥く栗の皮剥き器

栗の平らな部分に栗押さえ
爪２をあて皮むき爪1で皮
剥く皮剥き器と、スプーンを
合わせた専用スプーン

先端を面取りして上向きに折
り曲げたガイド板1に皮の出口
用孔５をあけ、1の先端より短
い刃２で皮剥く栗の皮剥き器

へら１の握り部２に渋皮
を痛めない外皮切り刃物
３を突設しその握り部２に
カバーを設けたくりの皮
むき器

5

6

外皮と
渋皮剥

きが別

外皮と
渋皮剥

きが別

剥くだけでな
く、食べる道
具にもなる

3 特開平11-18924 H9.7．01 栗の皮むき具

（1997．７.1）

4 特開2003-53059 H9.7．１ 栗の皮むき具

（1997.７.1）

柄1の上部に切り刃２と押
さえ板３を感覚を解して対
面するように設けた栗の
皮むき具

①発明原理

・根本矛盾
分析と矛盾表

・物理矛盾

②技術トレンド

と発明標準解

③知識ベース

・物理効果
/リソース

＊発明の
特許請求
の範囲

問題名 《栗剥き器》問題解決④
① .分割
②分離
③局所性質
④非対称
⑤併合
⑩先取り作用
⑮ダイナミック
24仲介
28代替
29空気と水圧
34排除と再生
35パララメータ

栗を容器に入れ、容器に空気圧
を与え圧力発熱装置を併設し過
熱加圧で皮と実をはがした後に、
急激に圧力減少して皮を破裂さ
せ栗の皮を剥く装置及び方法

新しい物質と場を導入する。

空気圧利用
栗

空気

圧力発熱

Ⅱ－３.《栗剥き器の例》コンセプト一覧（と評価）
案の内容 概要図 機能ﾓﾃﾞﾙ
栗の外皮形状の刃をつけた
上型、下型で栗を挟み栗の
皮だけを剥く装置及び方法

１

２

３

４

５

６

多数の栗の切り皮をがはが
しやするために、栗を１列に
並べ順にレーザーメスで半
分に切る使用の栗剥き方法

容器内の小部屋に入れ
た栗に山形刃を回転させ
て栗の皮を剥く装置

栗を容器に入れ熱で外皮
と実をはがし、空気圧で
栗の皮を破裂させて剥く
装置および方法
栗を磁性流体の入った容
器に入れ、磁性流体を磁界
発生器で発熱させて皮をと
かせて剥く装置

能登機械金属部の自働
くりの皮むき器
加工テーブルで切り刃を
回転させる。

米の
ポン
と同
様に
破裂

サイズ品室 生産性コスト 評価

S S S S S

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

‐

‐ ‐ ＋ ＋ S

ー ＋＋ ＋＋２

４

ピューのコンセプト比較表

＋ ＋‐ ‐ ‐ ‐１

＋ ＋＋S

栗



TRIZ のドグマを疑う 

黒澤愼輔 （産業能率大学） 
〒158-8630 世田谷区等々力 6-39-15 

学校法人産業能率大学総合研究所 TRIZ センター 
KUROSAWA_Shinsuke@hj.sanno.ac.jp

 
概要： TRIZ の歴史は TRIZ の方法が社会（市場）に受け入れられるための奮闘の歴史だ

った。このため、TRIZ が従来の方法と異なることを示すために、特徴的な考え方のうちの

幾つかの点が必要以上に強調されてきたことを否定できない。TRIZ という方法が人類の知

的資産に新たに加える本当の価値を正しく評価するためには、技術システムの進化の歴史

に学ぶ TRIZ 理論の本質と、これに対して歴史が付け加えることを強いた夾雑物とを区別す

ることが必要である。本論では、TRIZ が与える基本的教訓の中から「理想性/最終理想解」、

「矛盾」および「技術進化のパターン」の構成を巡って TRIZ のドグマを再検証する。 
 
説明：  
TRIZ を学ぶと下例のような考え方が絶対的な真実であるように教えられ、これらの考え方

こそが TRIZ の真髄であるという説明を受ける。TRIZ 初心者の一部はこのような謎めいた

教説に惹かれて TRIZ の魅力の虜になるが、多くは一方的なドグマを嫌って TRIZ から離れ

てゆく。本論ではこれらの教説について、その本来的な狙いと、意味的な限界を明らかし

て TRIZ が客観的で誰にでも納得できる普遍的な方法であること示すことを試みる。 
 
ドグマ１： 
「TRIZ は高度な解決策を得るための方法である。技術者は常に理想性を目標とし、質の低

い解決策に安んじてはならない。」 
ドグマ２： 
「技術上の難問を解決するためには矛盾に着目しなくてはいけない。発明は矛盾を発見し

それを解決することによって生まれる。」 
ドグマ３： 
「TRIZ の技術進化のパターンは歴史を支配する法則である。全ての技術システム（製品や

技術）は技術進化のパターンに基づいて進化する。」 

mailto:KUROSAWA_Shinsuke@hj.sanno.ac.jp


A Simple Theory Underlying Structured Problem-Solving 
Methodologies – ASIT, TRIZ, USIT (and others) 
 
 
Ed. Sickafus (President, Ntelleck, LLC, Grosse Ile, MI, USA) 
 
Abstract: 
 

Structured problem-solving methodologies, such as ASIT, TRIZ, USIT and others, 
are made easier to learn and practice through a simple theory. They have a 
common basis in creative thinking but engage various forms of structure to 
achieve their goals. They have a common starting point – an unsolved problem. 
And they have a common end point – innovative solution concepts. Furthermore, 
they use the same machinery to advance from one end point to the other – our 
two cognitive engines (our brain hemispheres).  This talk is not about variations 
in methodology. It is a theoretical discussion of how we think as we progress 
along the path from problem definition to innovative solution concepts. It will be 
seen that our two brain hemispheres provide near instantaneous insights that are 
both logical and intuitive. By understanding their fortes we can best use our 
cognitive resources. Some surprising insights are presented. The theory is 
relevant to understanding and practicing all problem-solving methodologies. 

 
Profile of the speaker: Ed. Sickafus, Ph.D, P.D. 
 

Ed Sickafus is President of Ntelleck, LLC, a Fellow of the American Vacuum 
Society, and former research scientist and manager in the Scientific Laboratories 
of Ford Motor Company. He introduced systematic inventive thinking (developed 
by Dr. Roni Horowitz) into the Ford Motor Company in 1995 and taught it until his 
retirement in 1999. During this period he developed USIT and published a 
textbook on the methodology. He maintains a website (www.u-sit.net) and 
publishes the “U-SIT and Think” Newsletter containing mini-lectures on USIT. 
The mini-lectures are translated into three languages and are available free of 
charge. (Professor Toru Nakagawa and Mr. Hideaki Kosha provide Japanese 
translations.) He teaches on-site USIT courses in companies around the world.  



Computer-Assisted Problem Analysis via Semantically Extracted 
Experience 

 
 

*Isak Bukhman   (Invention Machine Corporation) 
Stephen Brown   (Invention Machine Corporation) 

 
 

Abstract: 

To identify the right problem and solve it quickly engineers must be able to find appropriate 
concepts from among thousands of scientific effects and from tens of millions of articles, 
patents, and other sources of information.  Although Altshuller identified this “informational 
fund” as an essential component of the TRIZ methodology, little could be done until the 
sources became digitized and readily accessible. Traditional keyword search methods 
return documents rather than concepts.  
Through new breakthroughs in computational linguistics, it is now possible to generate, 
from virtually any digitized information source, a Cause-Effect Experience Base of 
semantically extracted concepts that aggregates and generalizes patterns of effects, or 
failure signatures, and their causes.  Over 15 million patents have already been analyzed 
and integrated into a Root Cause or FMEA workflow. Altshuller’s “information fund” is now 
a usable reality. 
 
 
 

Profile of the Authors: 

Isak Bukhman 
TRIZ Master, Chief Methodology Specialist, Invention Machine Corp., Isak has spent 7 
years at IMC and currently serves as their Chief Methodology Specialist.  He is a TRIZ 
Master, Value Methodology and 6Sigma certified specialist with over  30-years experience 
in product/process development and manufacturing optimization, and has guided 
innovation projects at many leading companies such as Philips, Shell, Samsung, POSCO, 
Medtronic, Henkel, Delphi, Clorox, bioMerieux, Westinghouse, et al. He has delivered 
numerous basic and advanced seminars (some together with Genrich Altshuller), and 
educated and trained more than 600 Managers, Engineers, and Researchers in TRIZ, 
Value Methodology and Process & Product Development.  

Stephen Brown 
Vice President Strategic Marketing, Invention Machine Corp., Steve is responsible for 
product marketing activities including the positioning and future evolution of the company's 
market strategy. He is a frequent symposium speaker on automated techniques for 
knowledge extraction and innovative problem solving. Prior to Invention Machine, he spent 
10 years at Vality Technology, a leading supplier of data quality software for the ERP, CRM, 
and business intelligence markets where he served as Vice President of Product Strategy 
until its acquisition by Ascential Software. At Ascential, he served as Executive Director of 
Product Management and Marketing for Ascential's suite of data-integration products. 
Previously Steve had served 20 years in technology management and development 
capacities at Legent Corporation, Cullinet Software and Honeywell. He is a graduate of 
Harvard College. 
 
 
 



Explanation: 

To achieve the TRIZ goal of lowing the problem’s complexity, we will apply a root cause 
analysis, assisted by semantic access to a world-wide informational fund, to rapidly 
develop a comprehensive understanding of the potential etiology of the situation.  Figure 
1 shows the roadmap. Through a series of successive iterations the computer is called 
upon to “walk the causality chain” while a fault-tree diagram is dynamically developed.  At 
each step in the process, the engineer’s existing skill and expertise is both stimulated and 
extended by suggestions retrieved from scientific effects, patents, web sites and shared 
corporate information sources. 
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Figure 1. Roadmap for Knowledge Enable Root Cause Analysis 
 
Using the improvement of artificial bone scaffolds as a case study, this presentation 
illustrates how such a Cause-Effect Experience Base can be easily generated and then 
tapped to leverage technical insights. 
 

 



創造的問題解決の新しいパラダイム (3) 

USIT の「6 箱方式」の使い方と意義 

中川  徹 (大阪学院大学)      

 

概要:       

創造的な問題解決のための基本的な方式として、科学技術一般および TRIZ において従来、抽象化

レベルでの解決を目指す「4 箱方式」が推奨されてきたが、知識ベースの拡大と共に「モデル選択を

先行させる (強制) 類比思考」に陥っていた。著者は新たな基本方式として、USIT (統合的構造化発

明思考法) に基づく「6 箱方式」を提唱する。この方式の各「箱」で要求される情報の内容と性格が規

定されていると同時に、それらの変換のしかた (すなわち、問題解決のプロセス) が USIT として具体

的に樹立されている。USIT の 2 日間トレーニングでの実地適用事例を示しつつ、その意義を述べる。 

 

説明:             

  著者が提唱している「USIT の 6 箱方式」を、下図に示す。この図は必要とする/生成する「情報」を各

箱で規定したデータフロー図である。この図の矢印部分 (すなわち、処理プロセス) を主にして記述し

直したものはフローチャートで表現され、USIT での問題解決法としてすでによく樹立されている。 

  この「6 箱方式」の特徴は、問題を定義して分析する過程 (すなわち、抽象化過程) が、汎用で標準

的な方法として明確に説明されていることである。すなわち、まず、問題を設定し、問題を生ずる原因を

考える。また、現在のシステムの機能分析と属性分析を行い、空間と時間に関する特性を分析する。さ

らに、理想のシステムのイメージを考え、その望ましい振る舞いを全体から細部へと考察する。 

  解決策の生成には、まず、アイデアの断片を多数生成することを推奨している。この過程では「USIT

オペレータ」 (5 種 32 サブ解法) を繰り返し適用する。このオペレータ群は、TRIZ の知識ベースの諸解

法を再編成したものであり、システム要素の変換操作 (「オブジェクトの複数化」、「属性の次元的変化」、

および「機能の再配置」) とともに、解決策の高度化操作 (「解決策の対の組合せ」と「解決策の一般

化」) を含んでいる。 

  ついで、解決策を具体化する過程があり、核となる (上記の) アイデアを中心として、まず概念レベル

でのひとまとまりの解決策を構築し (ここまでが USIT 法の範囲)、その後、実世界での具体的解決策へ

の実現を図る。この具体化の過程では、その技術分野の素養が必須である。 

  実施例として、公募制の USIT2 日間トレ

ーニングで行なった実地事例「忘れものを

予防・防止するシステムの構築」の例を示

す。この事例は、既存システムの欠陥の改

良ではなく、新しいシステムを構想する問題

である。また、時間による変化/プロセスを

中心に含んでおり、ハードウェアとソフトウェ

アの両方の分野に跨がる問題でもある。こ

のような問題に、「6 箱方式」と USIT がスム

ーズに適用できることを示した。       
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題名：    「松下電工における USIT の推進活動」 

著者（所属）： ◯辻 公志（松下電工） 

           橋爪二郎（松下電工） 

著者代表連絡先：571-8686 大阪府門真市大字門真 1048 松下電工（株） 知的財産部 

                電話：06-6908-5591 Email：tsuji@corp.mew.co.jp 

 

概要： 

 特許出願による他社事業参入障壁（知財壁）の形成及び研究開発の効率化を狙いとし、TRIZ を簡易化・統合化した

USIT（統合的構造化発明思考法）の導入を推進中である。本社技術部門である知的財産部、技術管理部が共同で自主

運営により、本社研究所又は事業本部 R&D で開発中の１４テーマを対象にして USIT を実践した。実践後実施したアン

ケート結果から、USIT は機構系、電気・システム系、及び材料・生体系のテーマで適用できること、平均で２７件のアイ

デアが創出されて、テーマへの有効性もかなり良好であることをそれぞれ確認した。現在本社研の他、６事業本部中４

事業本部まで展開中。 

 

説明： 

１） 推進ステップと工夫点 

・ テキストの準備：大阪学院大学中川教授の作成事例「樹脂シートの発泡倍率の問題」をベースに、 

            図１の推進フローに適合するよう補足 

・ テーマの選定：合計１４テーマ、「機構系」,「電気・システム系」,「材料・生体系」の３つに分類し、 

           事前に問題の方向性を明確化 

・ メンバー決定（合計４名～９名）：開発メンバー、助っ人（素朴な質問をし別の切り口からアドバイス）、特許担当者 

・ テーマ実践：社内講師、２日間の日程 

・ フォロー：事後アンケートを実施し、運営にフィードバック 

２）発明創出及びアンケート結果（図２）

 各テーマについて平均で２７件のアイデアが創出された。またアンケート結果から、USIT はテーマの種別（機構系、

電気・システム系、材料・生体系）にかかわらず適用できること、大多数（９２％）の参加者が USIT の使用を勧めてい

ること、及びテーマへの有効性もかなり良好であることをそれぞれ確認した。 

３） 今後の展開：テーマ実践及び一般技術者研修開講により全社展開を目指す 

  USIT の定着化に当たり、推進課題は次の通りである。 

 ・「USIT 解決策生成技法」の運用方法改善 

・ テーマ適用領域の拡大 

問題定義

現ｼｽﾃﾑの分析

理想ｼｽﾃﾑの分析
【Particles法】

解決策生成

解決策評価

・「一つの問題」に焦点を絞る　・問題の根本原因を明確化

・ 小限のｵﾌ゙ ｼ゙ｪｸﾄ群

【機能分析】 【空間・時間分析】

ｵﾌ゙ｼﾞｪｸﾄB

ｵﾌ゙ｼﾞｪｸﾄA

ｵﾌ゙ｼﾞｪｸﾄC
機能2

機能1
縦軸：悪い効果（又は代替特性）

横軸：ｼｽﾃﾑの特徴を表す

　　時間・空間に関する座標

Particles
に託す行動

持って

ほしい性質

【オブジェクト：ｼｽﾃﾑの構成要素、　属性：ｵﾌ゙ ｼ゙ｪｸﾄの特性（性質）、機能：ｵﾌ゙ ｼ゙ｪｸﾄ間の作用】

【属性分析】

オブジェクトと属性

(減少関係)

(増大関係)
悪
い
効
果

現状及び理想のスケッチ

上記差異に×印

×印をParticlesとして設定
　　（任意の性質、行動）

理想解の記述

分節1 分節2

分析結果をベースに解決策（ｺﾝｾﾌﾟﾄ）を導出
（USITｵﾍ゚ﾚー ﾀを利用）

特許性、実施可能性、効果の観点から評価

閉世界法
機能・属性分析

空間・時間分析

理想解

エージェント

図１）USITの推進フロー 図２）発明創出及びアンケート結果

・ＵＳＩＴはﾃー ﾏの種別にかかわらず適用できる
・大多数の参加者（９２％）は他の人にUSITの使用を勧めている

・１テーマあたり、平均で２７件（８件～５４件）のアイデアが出た
・「テーマへの有効性」もかなり良好（３．６）

３．８

３．９

３．９

　　　　　項目

テーマ種別

機構系

電気・ｼｽﾃﾑ系

材料・生体系

USIT手法理解度
（５点法、平均）

テーマへの有効性
（５点法、平均）

USIT手法

お勧め度
（人数割合,％）

創出された
アイデア数

　（平均）
5.良くわかった、4.大体わかった

3.まあわかった、2.良くわからな
かった、1.全くわからなかった

5.大変役立った、4.かなり役立った

3.まあ、役立った、2.余り役立たな
かった、1.全く役立たなかった
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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 
―または Ball 氏の「階層化 TRIZ アルゴリズム」についてのコメント― 

高原利生 (所属なし) 

 

概要 :  

 従来の「問題解決｣に換えてこれを包括する，機能についての差異解消の過程の構造の枠組みを明らかにする．オ

ブジェクトは，システムオブジェクトとプロセスオブジェクトからなり，認識できる全てを網羅する．可能なオブ

ジェクト操作の型を網羅するオブジェクト操作表を考える．これによる機能の差異の型とオブジェクト操作の型の

関係付けは，差異解消の方法の指針となる．説明例は，Ball氏の「階層化TRIZアルゴリズム(HTA)」から取り，そ

れについてのコメントにもなっている． 
 
説明 :  
１．機能，オブジェクトのとらえかた 

存在(システムオブジェクト)と運動過程(プロセスオブジェクト)をともにオブジェクトと扱う意義は次のとおりで

ある．運動(力学的運動に限らず活動一般)過程をオブジェクトとして処理することは根本的に重要である． 
1．存在と運動過程をともに扱うことにより，世界の認識可能な全てをオブジェクトとして漏れなく扱うことがで

きる．また存在と運動過程を併せてはじめて一つの現象の全体が明確になる．  
2．2トン積みのトラックを5回使っても10トン積みトラック1回でも同じ量の積荷が運べる．これら相対性と相互転

換の可能性を意識的に処理するためには，両者をともに明示的に扱うことがよい．  
3．機能は，基本的に「運動過程のプラスの意味」であり，副次的に存在および運動過程の状態,属性がこの運動過

程のプラスの意味をもたらすと考えられるとき，これら状態,属性の意味をも機能という．機能実現のための変化を

外部からもたらすものは運動過程である．  
２．方法の枠組み 

基本的機能は．望ましくない機能をなくすためのプロセスオブジェクトの消滅，望ましい機能をつくるためのプ

ロセスオブジェクトの生成，変更によって得られる．副次的機能は，オブジェクトの属性,状態の変更によって得ら

れる．これは直接オブジェクトの全体属性,状態を変更するか，オブジェクトの構造を変更することにより行われる． 
これらは，あり得るオブジェクトの全操作を網羅したプロセスオブジェクト(運動過程)の構造図とオブジェクト

操作表によって行われる．いまのところプロセスオブジェクト生成に対するよい方法はない．  

 

プロセスオブジェクト，

システムオブジェクト，

その属性 

機能 

運動過程(プロ

セスオブジェク

ト)の構造図 

差 異 → 目

的 

目的に対するオ

ブジェクト操作表

原因-結果ダイヤ

グラム 

オブジェクト

操作 
解候補 矛盾 

解決 
解 

オブジェクト

操作 解 

プロセスオブジェクト生成の場合 

プロセスオブジェクトの削除，変更の場合，属性変更の場合 

差異の型，

解の型 

３．階層化TRIZアルゴリズム(HTA)へのコメント 

 Ball 氏の「階層化 TRIZ アルゴリズム」の訳をお手伝いする機会を得た．本書は，古典的 TRIZ の豊富な内容を

そのまま体系化した貴重な試みである．本稿では，同書全体の概要を述べる．前項までの説明に当たり，G 章，H
章の説明を例にとり，同章のコメントとする． 
 



題   名 ：「創造活動における技術的概念定義と特許請求の範囲」 

－ＴＲＩＺの普及を促進のために成果を早期に公開する方法－ 

著者（所属）：長谷川 公彦（佐野国際特許事務所） 

著者連絡先 ：〒104-0042 東京都中央区入船１－２－９ 佐野国際特許事務所 

       電話：03-3206-2731 Email：k-hasegawa@sanopat.jp

 

概要： 

 ＴＲＩＺの成果を少しでも早く公開することは、ＴＲＩＺを推進・普及する立場にある

者またはＴＲＩＺを採用するか否かを検討している者にとって、有効なことであろう。最も

早く客観的評価の対象となる技術的成果を公表する手段は特許出願である。特許出願するた

めには、ＴＲＩＺによって得られた解決コンセプトを「特許請求の範囲」にまとめなければ

ならない。「特許請求の範囲」は技術的概念を定義したものであるとの立場から、ＴＲＩＺ

で使用されている技術的概念定義と「特許請求の範囲」とを比較し、「特許請求の範囲」を

効率的に完成させる方法を示す。 

 
説明： 
１． はじめに 
 ＴＲＩＺは今、古典的ＴＲＩＺに各種の管理技法（ＶＥ、ＱＦＤ、ＴＯＣ等）を併用する

ことによって、より強力な体系的問題解決手法へと進化させようという動きがあり、複雑化

が進んでいる。そのため、ＴＲＩＺは、より大きな問題への適用や人を構成要素とする非技

術的問題への適用という新しい道が開かれてきた。他方、ＴＲＩＺをより多くの人が利用で

きるやさしい問題解決手法（ＡＳＩＴ、ＵＳＩＴ、ＨＴＡ等）を提供するといった簡略化へ

の進化も見られる。ＴＲＩＺが複雑化と簡略化のいずれの進化をたどる場合であっても、創

造活動は言葉を操作する論理的思考とイメージを操作するイメージ思考とによって今まで

にない効果を生み出す新しい概念を確立することに変わりはない。 
 今までにない効果を生み出す新しい技術的アイデアが客観的評価の対象となり得るもの

に特許権がある。特許権を得るためには技術的アイデアが実用化される前に特許出願されな

ければならない。ということは、ＴＲＩＺを使用する者がＴＲＩＺの客観的評価の対象とな

る成果として最初に手にするものが特許出願に係る発明であるといえる。 

 
２．特許の世界の技術的概念定義 
法律で保護された特許権を手に入れるにはＴＲＩＺによって生み出された技術的アイデ

アを特許出願することが必要になるが、そのためには技術的アイデアを言葉で表現しなけれ

ばならない。技術的アイデアを客観的な言葉で表現としたものが技術的概念（発明の要旨）

であり、その概念の広狭が特許権の権利範囲の広狭を決定する。特許の世界で使用されてい

る技術的概念の表現方法は特許請求の範囲という書類で確認することができるが、技術的ア

イデアを客観的な言葉で表現する技術的概念定義は、創造活動のうちの言葉を操作する論理

的思考の部分であり、その手法を身につけることでＴＲＩＺの成果を知的資産化ないし知的

財産化することができる。 
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３． ＴＲＩＺの世界の技術的概念定義 
 ＴＲＩＺの世界では、問題定義段階で問題自体や問題の根本原因を一般化した言葉で表現

をすることによって、解決策を考えるに当たってより広い分野の知識を活用できる状況を作

り出すことが求められるが、その表現如何が問題解決の方向を決定づけることになるため、

そこで使用する問題自体や問題の根本原因の定義文には熟慮を要する。 
 ＴＲＩＺは問題分析段階でＶＥの機能分析を採用している。ＶＥの機能分析は、製品およ

びその製品を構成している構成要素について、それらの機能を明確にする機能定義をし、そ

れらの機能の目的と手段との関連を明確にするための系統づけをする機能整理をし、系統づ

けた機能を評価して改善の手掛かりをつかむ機能評価を行うといった手順を経ることにな

る。１） 
 ＶＥの機能定義では、対象とするモノやコトなどの構成要素の働きを明らかにし、他のモ

ノやコトとの違いを明確にすることで、必要機能を明確にし、不必要機能を省き、不足機能

を加えることを可能にする。その際、機能を一般的（抽象的）な表現とすることでアイデア

を出しやすくする。ＶＥの機能定義では、機能を名詞と動詞で「～（名詞）を～する（動詞）」

と表現し、名詞にかかる形容詞や動詞にかかる副詞等の修飾語は省略される。 
（例）「時刻（名詞）を表示する（動詞）。」 
 これに対して、ＴＲＩＺの機能分析や物質－場分析では、「物質１（名詞）が物質２（名

詞）をＦする（作用：動詞）。」といった形で構成要素同士の機能関係が定義され、機能モ

デルや物質－場モデルが作成される。２） 
（例）「硬い塩化ビニル（物質１：名詞）が端子（物質２：名詞）を保持する（作用：動詞）。」 
 ＴＲＩＺを簡略化したＵＳＩＴでは、問題分析段階で「構成要素（Ｏ）－属性（Ａ）－機

能（Ｆ）」宣言文を記述することで、構成要素同士の機能関係と問題となる効果に関係する

属性を明確にする。また、問題解決段階で解決コンセプトを一般的な言葉で表現することで

連想的に複数の解決策を得ようとすることで、より広範囲な解決コンセプトを集めることが

できるとしている。３） 
（例）「紙（物質１）の圧力（属性）とペン先（物質２）の弾性（属性）が作用しあって、

ペン先（物質１又は２）の間隙（物質１又は２の属性）を広げる（機能）。」 
 ＴＲＩＺの問題定義段階、問題分析段階、問題解決段階での言語表現としては、ＶＥと同

様に機能を一般的な言葉で表現することと、構成要素同士の機能関係だけでなく機能によっ

て影響を受ける属性にも注目することを提案している点が特徴的である。 

 
４．ＴＲＩＺ以外の技術的アイデアの表現方法 
 村上哲大氏の目的発想法では、モノやコトの働きを人間の狙いと達成方法といった観点か

ら発想するとの考えから、目的機能と手段機能とを定義することで、複数の機能の相互関係

を明確にする。４） 
（例）「誤記した文字を消す（目的機能）ために、修正液を塗る（手段機能）。」 
 品質機能展開（ＱＦＤ）では、顧客が求める機能をＶＥの機能定義と同じく名詞と動詞で

「～（名詞）を～する（動詞）」のように表現するが、名詞と動詞に機能の達成レベルを表

す品質に相当する修飾語をつけて表現する。５） 
（例）「正確な（名詞の修飾語）時刻（名詞）を正確に（動詞の修飾語）表示する（動詞）。」 

  



 等価変換理論（ＥＴ）では、技術とは一定の技術目的を実現するための行為の体系である

とし、「～（名詞）を～（形容詞・副詞句：状態表現語）で～する（動詞）。」が技術を表

す最小単位であるとしている。６） 
（例）「室内の空気（名詞）を気化潜熱によって（形容詞・副詞句：状態表現語）冷却する

（動詞）。」 
そして、名詞が行為対象に相当し、形容詞・副詞句が技術手段に相当し、動詞が行為目的

に相当することから、「行為対象（ａｉ）を技術手段（ｃｉ）で行為目的（ｅｉ）する。」

という形を等価変換言語処理法の原理であるとしている。 
 また、行為対象（ａｉ）の名詞を除いた、技術手段（ｃｉ）の形容詞・副詞句と行為目的

（ｅｉ）の動詞との組み合わせが技術本質要素（ｃｉ・ｅｉ）であるとして、この技術本質

要素（ｃｉ・ｅｉ）を言葉で表現する方法をｃε辞典法と呼んでいる。 

 
５．ＴＲＩＺの成果の技術的概念定義 
 ＴＲＩＺの成果を少しでも速く公開できることは、ＴＲＩＺを推進・普及する立場にある

者にとっても、ＴＲＩＺを採用するか否かを検討している者にとっても、非常に有効なこと

であろう。 
 ＴＲＩＺの成果を少しでも速く公開するには、ＴＲＩＺによって解決コンセプトが得られ

た直後に、それを特許出願できる発明（出願発明）にまで育てることである。それには、解

決コンセプトに基づいて発明の目的、構成、作用、効果の概念をまとめることが必要となる

（その方法には、私が第１回ＴＲＩＺシンポジウムで発表した「明細書発想法」７）が効果的

に使用できるので、そちらを参照のこと）。 
 特許出願に必要な特許明細書（国に提出する書類）またはそれ以前の発明提案書（会社へ

提出する書類）を作成する上で最も重要なのは、今までにない効果を生み出す新しい技術的

アイデアの客観的な技術的概念（発明の要旨）を定義することである。ここで、客観的な技

術的概念を定義するとは、他の発明と明確に区別できる発明の構成からなる特許請求の範囲

の記載を決めることを意味する。 

 
６．特許請求の範囲と技術的概念定義 
 春山丈夫氏は、特許発明（特許された発明）の特許請求の範囲の記載が技術本質要素（ｃ

ｉ・ｅｉ）を組み合わせたものに相当するとしている。 
 特許請求の範囲の記載形式としては、「・・・に・・・を設け、これに・・を接続し、・・・

とした・・・（発明の名称）。」という形式の書き流し方式と、「・・・と、・・・と、・・・

とからなる・・・（発明の名称）。」という形式の要件列挙方式と、「・・・において、・・・

を特徴とする・・・（発明の名称）。」という形式のジェプソン形式などがある。８） 
 ほとんどの発明が先行技術のある改良発明であるという事実と、創造は既存の構成要素の

組み合わせであるとする創造理論とに鑑み、以下、発明の特徴部分を明確にするジェプソン

形式と構成要素を列挙する要件列挙方式とを基本として考えると、特許請求の範囲は「・・・

と、・・・と、・・・とからなる・・・において、・・・を特徴とする・・・（発明の名称）。」

が標準的な形式であるといえよう。 
 この考え方に沿い等価変換理論のｃε辞典法を採用した特許請求の範囲の形式として、

  



「Ａ（対象）をＲ（条件、状態、手段）でＥ（動作）するＩ（発明の名称）において、Σ（ａ

ｉ（対象）をｒｉ（条件、状態、手段）でｅｉ（動作）する）ことによりＦ（作用・機能）

ができるようにしたことを特徴とするＩ′（発明の名称）。」なるものが村上忠良氏によっ

て提案されている。９）ここで、「ことにより」の前に記載されている前半部分が手段機能の

表現であり、「ことにより」の後に記載されている後半部分が目的機能の表現であると解釈

できる。 
 したがって、ＴＲＩＺの成果を客観的評価の対象となり得るものにするためには、（１）

ＴＲＩＺによって得られた解決コンセプトの構成要素について「行為対象（ａｉ）を技術手

段（ｃｉ）で行為目的（ｅｉ）する。」という技術的概念定義をすること、（２）それらの

構成要素の技術概念定義を組み合わせて「Ａ（対象）をＲ（条件、状態、手段）でＥ（動作）

するＩ（発明の名称）において、Σ（ａｉ（対象）をｒｉ（条件、状態、手段）でｅｉ（動

作）する）ことによりＦ（作用・機能）ができるようにしたことを特徴とするＩ′（発明の

名称）。」といった特許請求の範囲の標準形式にまとめることが必要であるといえる。また、

解決コンセプトをこの特許請求の範囲の標準形式にまとめたときが、発明が完成したとき

（知的資産が完成したとき）であると判断することができる。 

 
（事例）特許第２６２８４０４号、「半導体結晶膜の成長方法」の特許請求の範囲 
Ａ：加熱された基板表面に平行ないし傾斜する方向に向かう反応ガスに 
Ｒ：基板表面に垂直方向に向かうガスを供給して 
Ｅ：加熱された基板表面に半導体結晶膜の成長させる 

 Ｉ：半導体結晶膜の成長方法において 
ａｉ１：ガスを 
ｃｉ１：加熱された基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板板に対して実質的垂

直な方向から 
ｅｉ１：供給する 
ｉｉ１：反応ガス供給工程と 
ａｉ２：反応ガスを 
ｃｉ２：基板の表面に平行ないし傾斜する方向に 
ｅｉ２：供給する 
ｉｉ２：押圧ガス供給工程と 
ａｉ３：反応ガスを含まない不活性ガスを 
ｃｉ３：基板板に対して実質的に垂直な方向から 
ｅｉ３：供給する 
ｉｉ３：方向変更工程とによって 

Ｆ：（窒化物半導体等の半導体結晶膜を優れた結晶状態に成長できる）ようにしたことを

特徴とする 
 Ｉ′：半導体結晶膜の成長方法 

 
７．まとめ 
 ＴＲＩＺの成果を問われた場合に、通常は実用化された技術を説明することになる。しか

  



し、技術アイデアのうち実用化に至るのは千に三つといわれることや、新技術は着想から実

用化まで数年からそれ以上の時間を要するといわれるように、仮にＴＲＩＺを使用して生ま

れた解決コンセプトが運よく新商品として上市されたとしても、我々がそれを目にするまで

には数年からそれ以上の時間がかかることになる。そのため、実用化されたものだけがＴＲ

ＩＺの成果であると考えると、ＴＲＩＺの評価が先延ばしにされてしまう。ひいては、ＴＲ

ＩＺの評価を誤ることにもなる。 
 ＴＲＩＺの正しい評価を得るためには、以上のような技術開発が持つ特殊事情を考えなけ

ればならない。そこで、ＴＲＩＺによって生まれた特許出願件数ないし特許発明の件数をそ

の評価基準として採用することを提案する。合わせて、この評価基準に応えるべくＴＲＩＺ

で生まれた解決コンセプトを特許出願の対象となる発明に直結する特許請求の範囲という

技術的概念として定義するところまでを、発明者が取り組むことを提案する。 
 これにより、発明者自身の発明能力が確実に向上するといった効果も期待できる。 
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２）今野勤、井上清和、中野恵司、安部有正、林裕人、池田光司共著、「開発・設計の効

率化」、日科技連出版社 
３）シカフス著、川面恵司、越水重臣、中川徹共訳、「ＵＳＩＴの概要」、ｅＢｏｏｋ 
４）村上哲大著、「目的発想法」、都市文化社 

５）大藤正、小野道照、永井一志共著、「ＱＦＤガイドブック」、日本規格協会 
６）市川亀久彌著、「創造工学」、ラティス社 
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『学生による学生のための TRIZ ホームページ』 
～ 身近な問題解決で学ぶ TRIZ/USIT の理解 ～ 

 
○肥田真幸、下田 翼、林 尚也、大森瑞生、中川  徹 (大阪学院大学情報学部) 

 

概要:             

情報学部の中川ゼミでの卒業研究の成果をまとめて、「学生による」「学生のための」『TRIZ ホームペ

ージ』を作成して公開した。ゼミでは、いろいろな事例を通じて TRIZ/USIT の共同演習をし、卒業研

究では、「裁縫で短くなった糸を止める方法」、「書店で万引きを防止する方法」、「電車の乗り降りを

快適にする方法」など、身近な問題で、TRIZ/USIT を使った問題解決をし、創造的な解決策を創り出

すことを経験した。これらのゼミおよび卒業研究でのやり方や内容をまとめて記述している。ホームペ

ージの記述では、学部学生として、「ありのまま」に、どのように学び、何をつかみとったと思っているか

を表現している。それが、TRIZ/USIT を学んだ学生から、これから学ぼうとする学生への、素直なメッ

セージになると考えたからである。 

 

著者プロフィル:  肥田真幸: 大阪学院大学情報学部情報学科 2006 年 3 月卒業。現在、和歌山県立日高

高校非常勤教諭、大阪学院大学情報学部研究生。中川徹ゼミで創造的問題解決の方法論を学んだ。 

 

説明:   私たちのゼミナールと卒業研究での成果を、『TRIZ 学生ホームページ』と言う形で作成した。 

  私が今までに見てきた資料の多くは、技術者向けのものばかりであり、私自身の経験からも、TRIZ

の読み物は難しく、とっつきにくいという印象を受けるのは避けられないと思う。その印象によって、学

習・習得しがたいものと感じてしまうこともあり、ビギナーや知識のないものには、TRIZ が「どのような分

野のものなのか」という方向性ですら、つかめないこともあると感じるほどである。しかし、私や他の学

生が、ゼミナール、卒業研究を通して得た TRIZ の印象や方向性は、「思っていたものより、もっとよい

もの」という印象であり、「研究者や企業の開発者だけの技法・思考法ではない」と感じるものであった。

そこで、もっととっつきやすく TRIZ を紹介するために、私たち学生が、他のみんなの学生に分かって

もらえるような、TRIZ のホームページを作成しようと考えた。 

『TRIZ 学生ホームページ』を作成するにあたって、「新しいもの」として何を作れるかについて、頭を

悩ませた。そして、私たちが「学生として、今だから残せるもの」をきちんと表現しようと考えた。「TRIZ

を実践的に学んできた経験」と、私たちそれぞれが何を思い、また、何を得てきたのかを書くことで、

「学生が TRIZ に対して持つ興味や関心」などをありのままに表現することにした。特にホームページ

の最初の部分で、「ゼミでの実践的学習の経験から私たち自身が何を学んだのか」、「私たち自身が

TRIZ の何に惹かれているのか」、について座談した内容を記録し、そのまとめとして「TRIZ のおもし

ろさ」について記述した。(卒業を直前にした) 私たち学生にとっての TRIZ の一番の関心点であった

のは、TRIZ での思考の方法であり、それが自分の「ライフスタイル」へ取り込めるという魅力であった。 

これらの記事が、「これからTRIZに触れ始める学生」、「学びはじめる学生」に、より一層の興味を引

き起し、TRIZ の持つ「素晴らしさ」や「可能性」 (＝魅力) をもっと知ってもらいたいと思う。また、魅力

のある「TRIZ 入門」として、学習・習得に役立つとよいと思う。さらに、「学生の目」から TRIZ を見ること

と、それを「ありのまま」で公表することで、技法やその専門的な方法にとらわれない、広く一般的にも

使われる、新しい TRIZ の可能性の一面が見えてくるだろうと思う。 



 
 Using TRIZ One Parameter Method to Solve Empty Cells 

Problem in TRIZ Contradiction Matrix 
 

Jahau Lewis Chen (National Cheng Kung University) 
 
 
Abstract :  
 
The 40 inventive principles and contradiction table of TRIZ method are a good 
approach for solving innovative design problem with system contradictions. 
However, designers may discover some empty cells in the contradiction matrix of 
TRIZ method without any suggested principles. This paper describes a method for 
designers to solve the empty cells problem by using a modified TRIZ technique 
without contradiction information. Some practical cases are illustrated to 
demonstrate the capability of proposed method. 
 
 
Profile of the Speaker: Jahau Lewis Chen 
 
He is a professor of mechanical engineering at National Cheng Kung University, 
Tainan, TAIWAN, standing trustee of TAIWAN TRIZ Association, and Chairman of 
organizing committee of the first TRIZ conference in TAIWAN, October 21, 2006.  
He received his B.S. degree in Naval Architecture & Marine Engineering from 
National Cheng Kung University in 1978, M.E. degree in Mechanical Engineering 
from Old Dominion University, Norfolk, Virginia, U.S.A. in 1984, Ph.D. degree in 
Engineering Mechanics from University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A. in 
1987.  His research interests are TRIZ method, eco-innovation, eco-design, 
structural optimization, and AI techniques in design. 
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Two papers in TRIZ Journal, several TRIZ-based eco-innovation papers in 
Journals and Conferences.  
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Giving training seminars on TRIZ/Eco-innovation at a number of SMEs in 
TAIWAN.  
Guest Researcher for developing eco-TRIZ method at National Institute of 
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題名：TRIZ と KT 法を融合した不具合分析法の提案 

著者（所属）： 有田節男、伏見 篤（（株）日立製作所 電力・電機開発研究所）、 
松宮章一（（株）日立製作所 情報制御システム事業部）、 
福崎孝治（（株）日立製作所 日立事業所）、 
林 利弘（（株）日立製作所 モノづくり技術事業部） 

 
著者連絡先： 319-1221 茨城県日立市大みか町 7-2-1 
       （株）日立製作所 電力・電機開発研究所 
       電話：0294-52-9141 E-mail: setsuo.arita.bx@hitachi.com  
 
概要： 

TRIZによる不具合分析では、システムに内在する問題の分析からスタートして不具合原因の

候補を抽出することが可能であるが、課題解決のアイディア出しと同様に、複数の原因候補が抽

出された後、その絞込みや特定するための判断が必要となる。これに対し、システムの不具合が

起きている現場の状況に関する情報（区別点/変化）を基に不具合発生の想定原因を絞込む

KT(Kepner-Tregoe)-PA（Problem Analysis）法１）が知られている。今回、TRIZの特徴である構

成要素とその作用に基づく不具合発生原因の候補抽出と、KT法の特徴である想定原因の絞込みと

を融合させることを試みた。融合方法として、①KT法に基づく想定原因の可能性判定とこの結果

を利用したTRIZによる不具合原因の抽出、②TRIZによる原因候補の抽出とKT法による原因絞込み

の２種類を提案し、前者を実務に適用してその有効性を確認した。 

説明： 
提案する TRIZ と KT 法融合による不具合分析法の内容を表１に示す。原因詳細化法は、KT 法に

基づく想定原因の可能性判定とこの結果を利用した TRIZ による不具合原因の抽出をする方法で

あり、事前原因想定法は、TRIZ により原因候補を抽出し、この抽出結果に対し KT 法により原因

を絞込む方法である。 

前者の原因詳細化法は、真の原因を特定することが困難な場合でも、まずラフな原因を想定し

て KT 法で想定原因を絞込み、次にこの絞り込んだ結果に対して TRIZ で機能グラフを作成し、真

の原因を抽出、確認する。後者の事前原因想定法は TRIZ で機能グラフを作成し、これに基づいて

抽出した複数の原因候補に対して、KT 法により区別点（IS/IS NOT）/変化の情報を基に原因候補

を絞込む。“IS”は起きた事実を示し、“IS NOT”は起きてもよさそうなのに起きていない事実を

示す。これらの処理フローを図１に示す。いずれの方法も TRIZ の機能グラフに従う原因候補の抽

出と KT 法の原因候補のシステマティックな絞込みのメリットを生かした点に特徴がある。このう

ち原因詳細化法については実務に適用し、その有効性を確認した。 

1)「新・管理者の判断力」PP35-65,C.H.ケプナー/B.B.トリゴー 上野一郎監訳,平成 14/12, 

産能大学出版部 

 



 
表１TRIZ と KT 法融合による不具合分析法の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前原因想定法原因詳細化法

原因候補の抽出については
比較的労力大

TRIZにより複数の不具合

原因を抽出することもある

→実験、シミュレーションン

で確認

原因の想定に飛躍が
必要（類似事象の経
験があると想定が容
易）

抽出された複数
原因候補からの
絞込みや選別が
困難

デメリット

原因候補抽出後の原因

絞込みが容易
想定原因がラフでも良い

想定原因の効率的絞
り込み

原因抽出（発想）
が容易、解決案
創生を支援

メリット

TRIZによる原因候補の抽出
とKT法による原因候補の絞
込み

KT法に基づく想定原因の
可能性判定とこの結果を
利用したTRIZによる不具
合原因の抽出

区別点（IS/IS NOT）
と変化点の分析に基
づく想定原因候補の
評価

機能グラフに基
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区別点（IS/IS NOT）と

変化の整理と確認

（ラフ）原因の想定

（ラフ）想定原因の絞込み

絞り込んだ想定原因
に対するTRIZ機能グ

ラフ作成

原因候補の抽出と確認

対象システムのTRIZ
機能グラフ作成

不具合事象に対する
原因候補の抽出

区別点（IS/IS NOT）と

変化の整理と確認

原因候補の絞り込みと確認

原因詳細化法 事前原因想定法

完了

完了

図1 TRIZとKT法の融合 による不具合分析処理フロー

 

 
 



９画面法へのＦＤＭＳサイクルの導入による技術予測とその評価 

深津 邦夫（東芝ソシオシステムズ） 

 

概要： 

ＴＲＩＺの９画面法を基本とするシステム・オペレータは、製品開発における技術予測や技術方針決定に有効である。

問題を時間と空間の中で考える方法論が、そのベクトルを発散させることなく議論や発想の幅を広げることができるか

らである。しかしながら、得られたアイデアや予測を、単なる理想性から評価して、次世代製品を企画すると必ずしも市

場がこれを受入れない場合が少なくない。筆者は携わっている製品領域での製品世代交代の分析から、世代毎の共

通特性を見出し、これを「ＦＤＭＳサイクル」と名付けた。本稿では多画面法にＦＤＭＳサイクルを導入することによって、

発想が容易になるだけでなく、得られた案を的確に評価しうることを、紙幣処理装置、郵便機械、自動改札機などの実

際の製品開発によって例証するものである。 

 

説明： 

 たとえばＡＴＭの通帳プリンタを対象にして、次世代製品の方針を議論すると、必ず「通帳を電子化してしまえば通

帳そのものが不要になる」という究極の理想解が提案される。この解は技術的には従来より可能であったし、近年シス

テムとして実用化しているが、現在でも新しい通帳プリンタは開発され製品化され続けている。ＦＤＭＳサイクルとは、

このようなパラダイム・シフトを含む製品世代交代の世代特徴を示すもので、製品はその誕生から成熟するまで「Ｆ：機

能実現」→「Ｄ：差別化」→「Ｍ：多機能化」→「Ｓ：標準化」の４世代を経過するという仮説である。その世代特徴を下図

に示す。 
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すなわち現在の製品がこの４世代のいずれに位置しているかを把握できれば、次世代以降の世代特徴が予想可能

となり、そのあるべき特徴をアイデアの評価関数として利用することができる。多画面法を利用する議論や発想で、下

図のように上位システムと下位システムで、その世代位置は同期しない場合、それぞれ評価関数は異なり、パラダイ

ム・シフトも一気には起こらない。未来を「次世代」と「次々世代」に２つに分離して多画面で考察する本方法は、現製品

での問題解決の議論が、次期製品の技術の方向付け、さらに次々世代の研究開発の可能性までを、システムの全階

層に渡ってコンカレントに考察しうるという特徴を有している。実例として本方法論による新たな紙葉取出し技術開発に

ついて紹介する。 
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アイデア流 工学的矛盾解決メソッド 

桑原正浩 （株式会社 アイデア） 

 

概要： 

TRIZ はアイデア出しを強力に支援するものとして、多くの企業で導入と普及が図られている。

TRIZ を使おうとしたときに最初にぶつかる壁は、個人の問題から工学的矛盾を定義し、発明原理

を抽出する部分である。これは、技術者が持っている課題を TRIZ 上の表現に置換え、解決策を考

えるという一連の流れが具体的でないからだと考えられる。我々は、その問題に関して、汎用的で

効果的なメソッドを作り上げたので、それを紹介する。 

 

説明： 

TRIZ が持つ多くのツールの中で、最も強力に技術問題解決をサポートするのは、工学的矛盾と

発明原理によるアイデアの創造である。しかし、一方では彼らが TRIZ を使おうとして最初につまず

くのも、発明原理を使った工学的矛盾の解決部分である。それは、自分自身が持っている課題を

TRIZ 上の表現に置換え、解決策を考えるという一連の流れが技術者にとって具体的でないからで

ある。 

 第 1 の問題は、技術者個人が抱える技術課題における工学的矛盾を定式化する部分、2 番目の

問題は、個人の工学的矛盾を39の特性パラメータを使って一般化する部分、最後に、発明原理か

らの発想アナロジーの方法である。 

 我々はこれまで多くの企業での技術的な問題解決をお手伝いしてきた経験から得られた知見か

ら、自分の問題から工学的矛盾を定義するときのポイント、自分の問題の工学的矛盾を一般化す

るときのポイント、更には発明原理でアイデアを出すときのポイントを明確にしたメソッドを作り上げ

たので以下に紹介する。 

 

解決したい技術問題

解決しなければならない工学的矛盾
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