金沢大学

INNOVATION SYMPOSIUM 2020

イノベーション
シンポジウム
日

［参加費］

無料

テーマ

時

開 催 形 式

11月17日（火） オンライン開催

２年

令和

2020

14：00−17：40

※接続方法は後日お知らせいたします。

イノベーションを実現する人材／組織づくり、
働き方改革

14：00〜14：10

開会の挨拶

14：10〜15：40

基調講演

「イノベーションに挑戦する「人」を育てる
〜ニューロマネジメント・リーダー育成プログラム〜」
大久保 孝俊氏

早稲田大学大学院商学研究科 非常勤講師
元スリーエムジャパン株式会社 執行役員
（技術、
コーポレート・プロセス・イノベーション、品質保証担当）

数々のイノベーションや15％カルチャーで知られる3Mでの30年以上にわたる研究開
発や業務改革での取り組みとイノベーションを創出する人材と組織づくりについて、人
間の本質や脳科学の原理を交えてご紹介いただきます。

15：50〜16：35

特別講演

「プロフェッショナル人材とリーダーシップ
〜改革推進リーダーを育成する〜」
大久保 孝俊
西山 公人氏 株式会社パワフルブレーンズ 代表取締役社長
［Takatoshi Ohkubo］
合同会社HSJ 代表社員
株式会社スマートフィットネス 取締役

16：45〜17：30

早稲田大学大学院商学研究科 非常勤講師
元スリーエムジャパン株式会社 執行役員
（技術、コーポレート・プロセス・イノベーション、品質保証担当）

研究発表

▼ お申込みはこちら

「現在の若者のモチベーション構造とチャレンジ精神の源」
金間 大介氏 金沢大学 人間社会研究域経済学経営学系 教授
17：30〜17：40

閉会の挨拶

https://39auto.biz/kyouryokukai/
touroku/entryform9.htm

申込締切日：令和2年11月4日（水）

主催 ● 金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会 ● 金沢大学先端科学・社会共創推進機構
お問合わせ先

金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会
TEL：076-264-6109 FAX：076-234-4019

U R L：http://www.innov-kyouryokukai.com/
E-mail：kyouryokukai@adm.kanazawa-u.ac.jp

講演概要

金沢大学

イノベーション
シンポジウム2020
11月17日（火）14:00〜17:40

日 時 令和２年

形 式 オンライン開催

基調
講演

「イノベーションに挑戦する
「人」
を育てる
〜ニューロマネジメント・リーダー育成プログラム〜」
大久保 孝俊 氏
早稲田大学大学院商学研究科 非常勤講師
元スリーエムジャパン株式会社 執行役員
（技術、
コーポレート・プロセス・イノベーション、品質保証担当）

（内容）
ポジティブに働く人間の本質の出現を強化し、ネガティブに働く人間の本
質の出現を抑制する視点から、
イノベーションに挑戦するモチベーションを
マネジメントできる人材（ニューロマネジメント・リーダー）の育成について
お話いたします。

※接続方法は後日お知らせいたします。

お申込みは
以下のフォームよりお願いします。
申込締切日：令和2年11月4日（水）

https://39auto.biz/kyouryokukai/
touroku/entryform9.htm

［お問合わせ先］

金沢大学先端科学・イノベーション推進機構協力会
〒920-1192 金沢市角間町
TEL：076-264-6109 FAX：076-234-4019
E-mail：kyouryokukai@adm.kanazawa-u.ac.jp

特別
講演

「プロフェッショナル人材とリーダーシップ
〜改革推進リーダーを育成する〜」
西山 公人 氏
株式会社パワフルブレーンズ 代表取締役社長
合同会社HSJ 代表社員、
株式会社スマートフィットネス 取締役

（内容）
仕事をこなすだけの受け身社員ではなく、自らがリーダーとなり業務改革
を推進していく
「改革推進リーダー」
を育成する方法について、他社事例を
踏まえてお伝えさせていただきます。
考え方をお話するだけではなく、明日からの行動に結びつく
「具体論」
をお
話いたします。

研究
発表

「現在の若者のモチベーション構造と
チャレンジ精神の源」
金間 大介 氏
金沢大学

人間社会研究域経済学経営学系

教授

（内容）
若者といえば「指示待ち」
「上昇志向の欠如」
といった言葉で揶揄される昨
今ですが、彼らはどんなモチベーションを持っているのでしょうか。本発表で
は、若者や世代によって異なるチャレンジ精神の源泉に関する研究成果を
整理するとともに、
コロナ禍におけるイノベーション戦略の変化や、別途実
施した「地域イノベーション・サーベイ」の速報結果をご紹介いたします。

講演者紹介

大久保 孝俊

（おおくぼ

たかとし）

早稲田大学大学院商学研究科 非常勤講師
元スリーエムジャパン株式会社 執行役員
（技術、
コーポレート・プロセス・イノベーション、
品質保証担当）

▼Proﬁle
（略歴）
長崎県出身
●1980年3月、
九州大学大学院工学研究科応用化学専攻修士課程修了
●1983年3月、
住友スリーエム
（株）
（現スリーエム ジャパン
（株））
に入社
●1987年7月、
米3M社メモリーテクノロジーグループ研究員
●1999年10月、
山形スリーエム
（株）
（現スリーエムジャパンプロダクツ
（株）
山形事業所）デコラティブ・グラフィックス技術部長
●2003年、
米３M社、
アジア・太平洋地域担当シックス・シグマ・ダイレクター
●2005年、米３M社、
コーポレート・リサーチ・研究所上席技術部長

●2007年、
スリーエムジャパン
（株）、
執行役員、技術担当
●2016年、
スリーエムジャパン
（株）、執行役員、
コーポレート・プロセス・
イノベーション及び品質保証担当
（社外活動）
●2015年から早稲田大学ビジネススクール非常勤講師として、
『Business Systems Design for Innovation』の講義を担当
（雑誌・書籍）
●『感動でイノベーションを引き出すグローバルリーダー』、2009年秋号
57（2）、
一橋ビジネスレビュー、東洋経済新報社
●
『3Mで学んだイノベーションの設計図』
、
2015年2月号第1回〜2018年
3月号第38回、
月刊誌「日経ものづくり」、
日経BP社
●『3Ｍで学んだニューロマネジメント』、
日経BP社、2017年9月25日書籍
発売

▼Proﬁle
（略歴）
（にしやま まさと）
神奈川県出身
1992年 上智大学 経済学部 経営学科卒業
株式会社パワフルブレーンズ 代表取締役社長
同年
株式会社日本エル・シー・エー入社
合同会社HSJ 代表社員
2001年 株式会社リンク・ワン設立 取締役就任
株式会社スマートフィットネス 取締役

西山 公人

金間 大介

金沢大学 人間社会研究域経済学経営学系 教授

（かなま だいすけ）
▼Proﬁle
（略歴）
北海道出身
●2004年3月横浜国立大学大学院工学研究科 物理情報工学専攻 博士
後期課程修了 博士（工学）
●途中、Virginia Polytechnic Institute and State University（米国
バージニア工科大学大学院）Visiting Scholar
●2004年4月 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
●2005年4月 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 研究員

2004年 株式会社リンク・ワン 東証マザーズ上場
2006年 株式会社パワフルブレーンズ設立
代表取締役社長就任
（現任）
2018年 合同会社HSJ 代表社員就任（現任）
2019年 株式会社スマートフィットネス 取締役就任
（現任）

●2010年4月 北海道情報大学 経営情報学部 准教授 兼 通信教育部
准教授
●2015年4月 東京農業大学 国際食料情報学部 准教授
●2018年4月 金沢大学 人間社会研究域経済学経営学系 准教授
研究・イノベーション学会編集理事、
日本知財学会事務局・編集委員、組
織学会会員、
日本マーケティング学会会員
（主な書籍）
●金間大介「イノベーションの動機づけ：アントレプレナーシップとチャレン
ジ精神の源」
中央経済社 2020/9
●金間大介、山内勇、吉岡（小林）徹「イノベーション＆マーケティングの経
済学」中央経済社 2019/4
● 金 間 大 介「 モチ ベ ーションの 科 学：知 識 創 造 性 の 高 め 方 」創 成 社
2015/4

