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目標

本研究は、
「TRIZを中小企業に普及させるには
どうするべきか？」の
議論を巻き起こすことを願っている。

私たちは、ベルガモにおける
TRIZ普及のための長期プロジェクトの
経験と成果を、皆さんと共有したいと思う。



ベルガモ大学の 研究グループ と スピンオフ
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ベルガモ大学



世界におけるTRIZ ・・・ いくつかの考察

• 世界のTRIZコミュニティ内で、TRIZの標準を育て強化していくための
単一の国際組織を、われわれは持っていない。

• TRIZの方法自体が、共通のバージョンとして普遍的に受容されていない。

• 保守派と進歩派との間に、いまなお論争がある。

• 独立した第三者による認証をわれわれは持っていない。

• TRIZ知識体系として普遍的に受容されたものを、われわれは持っていない。

• Altshullerの1985版のTRIZは、複雑な問題に十分に対応できない。

後継者たちは、30年以上にわたって、古典的TRIZを改訂・統合してきた。
（すなわち、インターネット上の知識、オープンソース、

技術進化などを探索してきた。)

• 文化的・地政学的要因が、異なった国々での、
TRIZの教え方や学び方に影響を与えている。



Ilevbare ら (2013)

Cavallucci (2009) Spreafico and Russo (2015)

ETRIA TFCとTRIZ Journalに発表された全事例の調査結果

TRIZコミュニティにおいてさえ、

TRIZユーザたちは、

TRIZ方法論の全体でなく、

ごく少数のツールしか使っていない。

世界におけるTRIZ ・・・ いくつかの考察



世界におけるTRIZ ・・・ いくつかの考察

道具箱としてのTRIZ

• 矛盾マトリックス

• 40 発明原理

• 76 発明標準解

• 多画面法

• IFR （究極の理想解）

• 進化の法則

• リソース

• ARIZ

問題解決プロセスとしてのTRIZ

• 枠にとらわれないで思考する

• 抽象化する

• 機能の観点から分析する

• 問題を分割する

• パラメタの選択

• 矛盾を見つける

• 創造性を刺激する

• アイデアを生成する

結局、TRIZは主として大きな道具箱として使われていて、
どんな具体的な状況に対してもその中の個別ツールを取り
出し、自由に適用できると考えられている。



イタリアにおける TRIZ

• 少数の大学で、TRIZの公式のコースがある
(ミラノ、ベルガモ、フィレンツェ、ボルツァーノの各大学)

• イタリアTRIZ協会は2015年に解散した。

• 地域的な活動だけが行われている。
地域の通商協会、職業人協会、商工会議所、
公共／私的研修センターなどが推進している。

• 零細企業が全生産拠点の95%を占める。

• 製造業に関係するのは、
12% に過ぎない。

• (従業員250人以上の) 大企業は、
全企業の 0.1% である。



研究開発投資
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イタリアの産業

• イノベーションのテーマに敏感で、工業的所有権の問題に特別の注意を払っている、
革新的な企業の割合が非常に高い。

零細企業が
420万社、
労働者全体の 47%

革新的な
企業がある
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ベルガモにおける TRIZ

すべての関係者による協働作業

• 大学・商工会議所・諸企業による
協働TRIZプログラム

• ベルガモ商工会議所が、中小企業のために
TRIZ活動に資金提供する。

• ベルガモ大学は、TRIZに習熟した「卒業生」を
教育し、大規模な企業コンサルティングを
（中小企業と大企業に）行う。

• 企業が教育に参画する

ベルガモ

製造業の企業が 11,000社以上

ベルガモでは、
中小企業が大部分であるが、
（半径 50 kmの）比較的狭い地域に
非常に高い密度で集中している
ことが、特徴。



ベルガモにおける TRIZ

• ベルガモ大学は、TRIZの正規コース（80時間）を教え、
毎年50人の学生たち（機械工学の5年生）を卒業させている。
• 企業は、未解決の問題を学生たちに提供して、期末試験に関与して

いる!

• また、「製品ライフサイクル管理」コースでTRIZセミナーを導入している。

• われわれはまた、高等教育コース（社会に向けた教育コース）でも
TRIZを教えている。
「中小企業の国際化のための、起業家精神とイノベーション： Go.In'
（国際的に出ていこう、イノベーションを目指そう！）」コース、
中小企業40社／年。

• ベルガモ大学はまた、大企業との間に、TRIZと知的財産管理に関する、
コンサルティングとトレーニングの緊密な協力関係も創り出してきた。



ベルガモにおける TRIZ： 大企業だけでなく



ベルガモ プロジェクト

プロジェクトの趣旨：
中小企業のイノベーションと競争力を支援するための
知的財産の保護と推進

1. 知的財産に関する指導と、個別の技術サポートサービス。
毎月2回の会合があり、最大6社まで。各社は知的財産のエキスパート
から45分間の無料コンサルティングを受けられる。
6年間で600件以上の参加あり（中小企業または発明家）。

2. 知的財産とイノベーションに関する教育・普及活動。
「特許をイノベーションのために活用する方法」。
セミナーとコースへの参加者が毎年増大している。
さまざまな産業分野から、また、社内でいろいろ異なる役割を持った人々
が来ている。

3. 中小企業のための、TRIZコース（40時間）と
チュータリング（12時間）。
商工会議所の資金提供により、毎年10社の中小企業。

特許

TRIZ



達成した実績

• 地域の新聞での推奨記事：
中小企業へのインタビューで、
TRIZトレーニングや社内の日常
活動でTRIZを使った経験などが
報告されており、大変貴重。

（それらはTRIZの方法とトレーナーた
ちに対して信頼性と権威を与えてお
り、他のいかなるコミュニケーションよ
りもずっと有効である。）

• 専門職の協会がTRIZを推進する
ことは、独立した第三者認証の
一種としての効果がある。 • 大企業で成功した実事例：

各企業の公式ホームページで公表された



達成した実績

• 中小企業が申請した特許、および
ベルガモ大学が大企業と共同で申請した特許
の件数が、有意義な達成実績である。

• もう一つの指標は、
毎月の知的財産の指導サービスに参加する
企業と発明家の数が増加していること。

• また、彼らが提示するアイデアの質と提示法が
進歩していること。アイデアを持っている人たちは、
それに関する先行技術だけでなく、正確な研究をす
でに行っていることが多い。

• もう一つの事実は、
企業が、大学でTRIZコースを取った学生たちに、
より強い関心を示すようになったこと。



われわれのTRIZ プラットフォームは SPARK

われわれは、初心者のTRIZ適用を支援するために、イノベーションツールを開発した。
また、エキスパートたちが必要情報を迅速に検索するための高度なツールも創り出した。



1980 2015

2002
HITACHI

EP1128409: Reduce energy consumption
by forming the magnetic  path

2009
WUXI LANHONG ELECTRIC

CN201392767: As the utility model adopts
monostable  permanent magnet mechanism and the power 
supply module, he contactor is maintained by permanent 

magnetic fo rce without power consumption

2011
CN202332711

ZHEJIANG XINANJIANG
SWITCHGEAR MANUFACTURING
Reduce energy consumption 

with a closing holding mechanism

1987
PANASONIC ELECTRIC  WORKS

JP01140607: Reduce of energy consumption by forming the
 magnetic path of a closed loop including no permanent magnet 

by a sec ond yoke and  an  armature on excitation 
and extending a side‐fac e opposed  
section f rom a second  armature

2004
ABB bistable Contactor

2013
HITACHI

JP2013152891: Reduce power consumption. 
Use permanent magnet to  reduce the holding force.

Two coils are mounted, only one is used during holding 

2012
SHANGHAI ZHIYUAN YACUUM ELECTRIC

CN202585232U & CN202205647U: 
A permanent magnet mechanism is in the base 

and is connected with the bottom plate.

1982
LA TELEMECANIQUE ELECTRIQUE 

JP1767438: active‐position removable latching device

2003
MITSU BISHI

US6882515 & DE10339214: A contactor with
a bistab le actuation is patented

2011
ZHEJIANG XINANJIANG SWITCHGEAR MANUFACTURING
 CN202332710: After the clos ing coi l is electrified, the lock 

catch connecting rod can loc k the final 
moving state of  the armature.

2009
WUXI LANHONG ELECTRIC

CN201392767U: Due to the adoption  o f the permanent
 magnet mechanism, the position of  the vacuum

 contacto r can be kept, and electric energy can be saved.

1994
HITACHI

JP08045398: Reduce power consumption, 
providing a mechanical latched bistab le mechanism

 Latched mechanism
 Electromagnet optimization
 Bistable actuation
 Permanent magnet holding

Energy savingPATENTS TIMELINE

特許ツールとマーケティングアプローチによるTRIZの改良

TRIZツール群
(一部改良)

マーケティング
諸側面

特許情報
KOMPATサーチエンジン

SPARK

ARIZのステップ0 を再編し、
組織化した枠組みSPARKに統合した

問題の
定式化

問題同定

イノベーション
戦略

聞き取り 新製品

機能概要 問題の解決



問題解決 -- SPARK

SPARK 方法論は、
企業の製品とプロセスを革新するための、
TRIZを基礎にした方法である。

この方法論は、技術者たちが、
問題解決と知的財産保護の活動を
体系化することを支援する。
5ステップからなる。

問題の
定式化

問題同定

イノベーション
戦略

聞き取り 新製品

機能概要 問題の解決



おわりに

TRIZは、そのままで広く普及でき、すぐに使えるという方法ではない。
中小企業でも大企業でも、うまく使えるように組み込むには、カストマイズする必要がある。
われわれは、TRIZを非常に硬い枠組みに入れ、
マーケティングについても知的財産についても話せるものにした。

残念ながら、われわれはまだこの方法の伝道期にいる！
いつのときにも、われわれはTRIZが提供できる良さと効用を相手に説得しないといけない。
大企業での成功事例は重要だけれども、十分ではない。
特に、95%が中小企業であるイタリアにおいてはなおさらである！

われわれのプロジェクトが実証したのは、
大企業においてはTRIZを既存の方法（FMEA、リーンなど）と統合することが成功の鍵だったのと
同様に、中小企業においては特許が「トロイの木馬」として役立つ、ことである。

特許に関するすべての活動を使って、特許を保護する方法だけでなく、
発明家になるために、またすでに考えついたアイデアをより良くするために、
その方法（TRIZ) がいかに大切かを説明すると、効果がある。

中小企業にTRIZを普及させるには、長期プロジェクトを計画し、
企業だけでなく、審判の役割をする（公的）組織（われわれの場合の商工会議所）を
巻き込むことが必要である。

測定可能ないくつかの指標が、「ベルガモで何かが起こっている」ことを示している。
このモデルは他の場所でも使えるであろう。


