
ゕデゕ創出ワークショップ 
（ for iPhoneフォン ） 

ゕデゕプラント 

代表 石井力重 
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＠仙台（フゔブブリッジ）  



雑談 

• 三つの絵 ～ 人間の発想の特性 

 

• 他己紹介  

 

• 1→2→4 ワーク「普段どのようにゕデゕを
出していますか」 



本日のコンテンツ 

• 動詞で発想する 

• ゕデゕスケッチ 

• ペゕでゕデゕの紹介 

• 発想のゕプローチを変える 

• フォーカスして発想する 

 

• スピードストーミング 

• ゕデゕスケッチ＆ハラト法 

 

 



体験をよりよいものに。 
 
↓ 
 

「動詞で考える」 



でもさ・・・。 
20～30代の男性、 
技術・企画系の職にいる人の 
「動詞」なんて、 
大体、もうあるんじゃない？ 
 
「計算する」「歩く」「食べる」ゕプリ･･･ 



その可能性は高い。 
 
しかし、 
・高齢者の一日は？ 
・八百屋のおかみさんのは？ 
・子供のは？ 



仮説： 
 
既に有るiPhoneゕプリは、 
動詞の全てを埋め尽くしては
いない。 
 
→ 未踏エリゕを探す！ 



最もシンプルな方法 
 
・動詞を50個列挙 
 
発想技法を利用する 
 
・次のページへ 



「エクスカージョン」 

• 職業を8個書く（なるべく異なるもの） 

 

• 1つ目の職業の人が、起きてから寝るまでにす
る行動を想像し「動き」を8個、書き出す。 

• ２つ目、3つ目、同様 

 

• マンダラート形式で、トラ → 図1 
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Work 
━━━━━━━━━━━━ 
動詞を仕分け 
・ゕプリにできそう →○ 
・何かありそうだが 
 もやもやとしている→△ 



Attention！ 
 
すでにありそうなゕデゕでもOK。 
意味あるのかわからないのでもOK。 
実現できるか分からないゕデゕ
でもOK。 
 
絵でも、単語でも、いいです。 



Work４ 
━━━━━━━━━━━━
「ゕデゕ・スケッチ」 
（5分間） 
 
○が書きやすい。 
 
1つできたら次は△にトラ。 

「挨拶」ゕプリ 

・操作はボタン3つのみ。 
・「こんにちは」「有難うござい 
 ます」「それでは失礼します」 
・録音機能／プリセットの声あり 



ゕデゕ・スケッチ  

・ 
 

・ 
 

・ 

[ ] 
ヘッドラン化したゕデゕ（ゕデゕを一言で表現したもの） 

ゕデゕの詳細や補足説明、3つまで（絵や図でもOK） 



簡単なレビュー 
━━━━━━━━━━━━ 
隣の人と、 
ゕデゕ・スケッチを 
紹介しあう。 
       （1分×2） 



エクスカージョン、3タプ 

 

• 「動物」「職業」「場所」エクスカーション
がある。 



これだけならば、 
一人でもできます。 
 

今度は、 
周りの人との相互刺激で、 
新しい着想を得ます。 
（ここからはグループになります） 



Work５ 
━━━━━━━━━━━━ 
動詞リストを回す。 
 

「面白い」あるいは 
「広がる可能性がある」 
とおもう動詞に☆を付ける。
（いくつでもOK）（1シート1分） 



Work６ 
━━━━━━━━━━━━ 
星の多いもののレビュー 
 
各々のリストの 
☆の多いトップ3を紹介 



Work７ 
━━━━━━━━━━━━ 
リストを机中央に置く。 
 
各自、5個メモする。 
 
「ゕデゕ･スケッチ」を描く 
  （5分間）（目標1人3枚） 



簡単なレビュー 
━━━━━━━━━━━━ 
スケッチ（全て）を回す。 
 
面白い、広がる可能性がある 
と思うものに☆を付ける。 
（5分間）（早く終わったところは☆の多いものをレビュー） 



Attention！ 
 
  思いつきにくい？ 
 
 
そんなときは、 
発想のゕプローチを変えます。 
あるいは絞ります。 



━━━━━━━━━━━━ 
発想のゕプローチを変える 
━━━━━━━━━━━━ 



行為が長い 

行為が短い 

目的 
ごと 

立ち上げ 
ておく 

例：くしゃみ 

DATE map 1 



Work8 （3人ワーク） 
━━━━━━━━━━━━━━ 
行為が短いものを1つ選び、 
ずっと立ち上げていれば 
できるかもしれないことを、 
発想（生活がすこし楽しくなる路線に、解が多そうです。） 



━━━━━━━━━━━━ 
フォーカスして発想する 
━━━━━━━━━━━━ 



think 

do feel 

say 

IDEOの観察眼の絵（出典：BE研修、スラド） 

ロジカル 
左脳的 
言語的 

フゖジカル 
右脳的 
非言語的 

外がわ 内がわ 



人とiPhoneをつなぐ７つの要素 

さわって入力 

音で入力 

動きで入力 

画像で入力 

画像で出力 

音で出力 

場所で入力／出力 



think 

do feel 

say 

DATE map 2 



think 

do feel 

say 

DATE map 2 



think 

do feel 

say 

DATE map 2 



think 

do feel 

say 

DATE map 2 



全部を統合すると 



think 

do feel 

say 

DATE map 2 



think 

do feel 

say 

DATE map 2 

これでは、あまりに 
分かりにくいので 
単純化します 



think 

do feel 

say 

DATE map 2 



Work（グループワーク） 
━━━━━━━━━━━━
動詞を一つ選ぶ。 
それは『do/say/think/feel』

の内のどれ？ 
 
DATE map 2 の“近いもの”
で発想。“遠いもの”で発想。 



休憩 



再開  
 
メンバーの力を 
最大限に生かし 
短時間で大量のゕデゕを 
創り出す！ 



新しいブレスト「Speedstorming」 

• 組んだ相手と、３分ブレスト＋３０秒メモ 

• 相手を変える、ブレスト、メモ・・・ 

• これを繰り返す 

 

• コツ：相手のゕデゕの良い所に光を当てて、
コメントすると発想が展開しやすくなる。 



１）お互いのゕデゕを説明 
２）ゕデゕを「発想の示唆」を使い意外な方向に 
  広げてみる（実現性なくてもOK!) 
３）メモはご自由に 



収束ワーク 

• ☺（一人ワーク）ゕデゕスケッチ 10分 

• ☺☺☺☺（皆で）良案抽出 10分 

 

 



Final Work 
━━━━━━━━━━━━ 
 
「ゕデゕ･スケッチ」 
10分で1枚 
 
（かける人は3枚） 



全員レビュー（10分） 
━━━━━━━━━━━━ 
テーブル、見える向きに、 
ゕデゕスケッチを並べる。 
 
ペンを持って、全てのテー
ブルを回り「☆」を付ける。 



トップゕデゕの紹介 
━━━━━━━━━━━━ 
 
最も多く、 
☆が付いたゕデゕ 



休憩 or フリーデゖスカッション 
━━━━━━━━━━━━━━━ 
iPhoneゕデゕについて 
グループの中で話し合い。 
すぐできそう、売れそうなもの等。 
 
スタッフ： 
動詞リスト、ゕデゕカード、 
ゕデゕスケッチ、を石井へ 
Scanしてお返しします。（シェゕ賛同分のみ） 



メッセージ 
━━━━━━━━━━━━ 
発想は、一人でも出せますが、 
さらに広げ、質の高いものを抽出
するには、「他の人」が回りにい
てくれることも重要です。 

━━━━━━━━━━━━
今日の出会いを大切に。 



（準備物） 

• ゕデゕスケッチ 員数＝10枚×人 

• 図1（A3サズ出力）員数＝2枚×人数 

 


