
OpenAppLabとは？
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学生の「やりたい」を支援する考え方のこと
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Introduction
暗号通貨の技術を使った地域通貨

江戸時代の古民家改修（賃貸）

IoT農業

VR部

避難解除区域における小売のあり方

ICTオフィスビル
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Introduction
日産自動車さんとモビリティ活動

楽天さんと新しい購買体験

空き家活用

農業との連携、百姓プロジェクト

教育格差解消課題 
IRT(項目反応理論）

喜多方でラーメンチケット
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社会を(楽しく)泳ぐコツは３つ
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Framework

散逸構造論
フレミングの法則など

難易度

能力

フロー

フロー理論

時代を楽しく泳ぐコツはこの３つ



やる気の管理について
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Framework

難易度

能力

フロー

フロー理論
退屈

不安

自分をフロー状態に置くこと
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参考：人間の基本的な１６の欲求

• 力　　　：他人を支配したい 
• 独立　　：人に頼らず自力でやりたい 
• 好奇心　：知識を得たい 
• 承認　　：人に認められたい 
• 秩序　　：ものごとをきちんとしたい 
• 貯蔵　　：ものを集めたい 
• 誇り　　：人としての誇りを求める 
• 理想　　：社会主正義を追求したい

スティーブン・リースという心理学者は「人間には１６の基本的な欲求がある」と主張しています。
6000人以上を対象に研究をした結果、人間の行動を分類していくとの次の16種類の基本的な欲求に集約さ
れる、というもの。

• 交流　　：人とふれあいたい 
• 家族　　：自分の子供を育てたい 
• 地位　　：名声を得たい 
• 競争　　：競争したい、仕返ししたい 
• ロマンス：性や美しいものを求める 
• 食　　　：ものを食べたい 
• 運動　　：体を動かしたい 
• 安心　　：心穏やかでいたい

所詮、人間はこの程度の欲求 
（されどその欲求に縛られる）



体のスイッチが入ったら、脳は追随する。
つまり起きる。

そうすると目が覚めるじゃないですか。
そういうことで、面倒なことが
だいぶ楽になるんですよね。
やる気にならなくても、

やりはじめればそのうち気分乗ってやるでしょ、
みたいな感じを持ってると、
たぶんすごく楽になるんです。
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ほぼ日刊イトイ新聞
脳の気持ちになって考えてみてください

より

参考：脳科学者 池谷裕二先生



やる気は動くから出る
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学生時代、やりたいことやりましょう 
それを支援するのがOpenAppLab



世の中はお味噌汁

13



Discover Japan 4月号掲載 

地方創生ニュータイプ特集

まちてん（地方創生展覧会）＠渋谷ヒカリエ 
オープンイノベーション編登壇 
※内閣府、東京大学、郵便局、IBM等共催

Google主催Internet for Local＠渋谷ヒカリエ 

Geek in Local編登壇

TheWave掲載 

2200いいね!獲得

総務省主催 ICT Startup 2015登壇

Media

経済産業省事業（IPA委託） 

IT起業家等教育モデルカリキュラムに選定
14
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Media



お味噌汁の中に現れる構造と、その死
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Framework



対流 対流

温度高い

構造

温度低い

お味噌汁でおこっていること

散逸構造論　1977年ノーベル化学賞 
カオスに向かっているはずの世界で 
０から１へ構造が生まれる法則
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Framework



③構造ができる 
⬆ 

②対流が起きる 
⬆ 

①温度差がある

熱力学の法則で決まっている 

0から1が創生される順番
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Framework



構造が沸き起こる状態

多種多様なネットワークづくり

プロジェクト プロジェクト +Technology

Network

Conversation

Output

温度差を 
見つける

対流する 
⬆

構造化する 
⬆

プロジェクトプロジェクト
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+Technology

Network

Conversation

Output

西会津国際芸術村 
開発合宿

避難区域　南相馬小高 
帰還支援ハッカソン

グロービス連携 
開発合宿

ハードウェア、Iot Unity AOIチーム VRコースアウトプット

禅とIT 

グラフィックデザイン

山本特許法律事務所 
権利関係相談会

トーマツベンチャーサポート社 
事業計画策定サポート

ペッパー開発拠点認定

■受賞実績 

数々のアワードやコンテストで受賞
２年間で３０以上の賞を獲得 

■関連起業、商標登録、特許等申請中

オープンカフェ会津 
ごみ問題、空き家問題、除雪問題等

データで見る 
会津若松市の観光

カオスから構造へ

Maker女子最前線

GClue、会津ラボ、デザイニウム、プライズ、For our Kids、FaBo、会津若松市、金山町、只見町、日産自動車、トヨタ、Google、TOTO、Panasonic他



+Technology

Network

Conversation

Output
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技術者がフィールドに出て 
お味噌汁に飛び込む活動

Panasonicとの連携



+Technology 
Data

Network

Conversation

Output

価値交換のデザイン

Block Chain

地域には課題（温度差）が山積 
価値交換の不具合という課題

イベント内通貨、学内通貨



新しい通貨を作ろう

2019年7月より一般利用のテストを開始 
毎日２0億円以上のお金が動くインフラに

カンボジアの中央銀行と 
お金を電子化してしまう取り組み

Bakong



未来はつくれる 
その基本は対話から繋がりへ
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学生時代、たくさんの人と対話しましょう 
それを支援するのがOpenAppLab
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市場ニーズ

会津大生

成果物 成果物 成果物 成果物

地域との信頼関係

・実践の場

地域ニーズ

情報交換

オープンカフェ会津の開催
地域課題ディスカッション

【先端ICT技術】
ブロックチェーン勉強会

2020年度実践ビジネス・テクノロジー教育事業

力
を
取
り
込
む

Deliverables

F&Aapartment

「スマートシティAiCT」との連携により、企業や地域の方々と会津大学の学生が地域の課題等を共有す
る機会を提供し、実践的な課題解決の手法を学ぶ場を提供する。

－会津大生とAiCT入居企業や地域企業が交流する場としての講演・ワークショップを実施。

－会津大生向けに先端ICT技術である「ブロックチェーン」技術を学ぶ講座を開催。

アプリ開発

会津若松市奨学寄附金事業

事業責任者

藤井靖史
株式会社AiYUMU
取締役 / 会津⼤学
産学イノベーションセン
ター客員准教授
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主なテーマ
・広域連携
・地域振興
・医療、福祉
・歴史 etc



現在地を知る
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３つ目はまた次回
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Food

Fun

Friends

人は世界を３つに分割して理解している
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Happiness=3F



行政

立法

司法
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三権分立

人は世界を３つに分割して理解している



電流

力

磁場

30

フレミングの法則

人は世界を３つに分割して理解している



電流

力

磁場
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共通点が見えませんか？

Food 行政

司法

Friends

立法
Fun

人は世界を３つに分割して理解している



電流

磁場
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Food 行政

司法

Friends

立法

流れ

相対関係

意志

力
Fun

人は世界を３つに分割して理解している
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DropboxのCEOドリュー・ヒューストン氏 
人生のコツはたったの３つ「テニスボール、サークル、30,000」 
・テニスに夢中になってボールを追いかけるような「没頭」できること（思い） 
・サークルは即ち仲間。自分の周りに刺激的な人間をたくさん持つこと（相対的関係） 
・30000はたった人生30000日しかない（流れ）

ビジョナリーカンパニー時代を超えて生存の法則の著者　ジムコリンズ氏 
針鼠の概念 
「情熱をもって取り組めるもの」（思い） 
「経済的原動力になるもの」（流れ） 
「自社が世界一になれる部分」（相対関係）

LINUXの生みの親　リーナス・トーバルズ 氏 
リーナスの法則　人生で大事な３つのこと 
第一段階は、生き延びること（流れ） 
第二段階は、社会秩序を保つこと（相対関係） 
そして第三段階は、「楽しむこと」（思い）

人は世界を３つに分割して理解している
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人間が生きている世界は立体なので「３方向」ある 
（それはxyz軸という表現もありますが） 
「流れ」「相対関係」「意志」という軸でも表現できる 

何か考える時は３つにわける。 
そうすると情報は立体的になり理解しやすくなる。 

ちなみに、３つのベクトルに加えて時間の t もある。 
時間の概念も大事

人は世界を３つに分割して理解している
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流れ

相対関係

意志

t

人は世界を３つに分割して理解している 
                 （と時間のt)
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情報が多い世の中での、情報の分割方法を知ることが大事 
埼玉県戸田市では思考ツールを教えるようになってきている

流れ 相対関係

意志



会社で迷った時、悩んだ時 
１つのベクトルではなく 

３つのベクトルに分解して考えよう 
会社の方向性は？ 

相手はどう思っているか？ 
自分はどうしたいか？
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地図とコンパス 
自分の状態や状況 
を分解して理解する
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流れ

相対関係

意志

t

今後の時代は「心」や 
目に見えないベクトルが大事に

情報化等により加速度的に増す流れの速さ

AIなどにより 
「AかBか？」という判断が 
自動調整される時代に

じゃあ、自分とは一体なんなんだ？ 
偏愛するものは？といった問い ココ



今後「祈り」が重要になる
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時代を楽しく泳ぐ３つのコツ

41

Framework

ゼロからイチが生まれる瞬間 
流れから構造が生まれる

世の中は立体的 
分割して理解する

散逸構造論
フレミングの法則など

難易度

能力

フロー

心理的なところ 
やる気はつくれる

フロー理論

流れ 相対関係 意志



流れ：対話や失敗で波を掴む

相対関係：物事を分解して考える

意志：まず泳ぐ→やる気

　　　さらに、祈りで自分を作る42

社会を楽しく泳ぐ３つのコツ


