未来洞察 を活用した 新規事業・研究開発テーマの創り方
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“未来洞察”を活用した

㈱日本総合研究所 未来デザイン・ラボ
シニアマネージャー

株 式会社博報 堂でマーケティングリサーチ＆プラニングに従事した後、英国Business
Futures社のライセンスを得て、2003年博報堂フォーサイト／2007年博報堂イノベー
ションラボを発足。不確実な未来を洞察することを源泉とした新規事業・新技術開発支援
に従事。また、米国IDEO社との協業も開始し、エスノグラフィックリサーチを活用した
デザインイノベーション支援に従事。
2015年日本総合研究所に新設された未来デザイン・ラボに合流。

お申込みについて

1

幹生

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。
広告会社にて、幅広い業種のマーケティング戦略、ブランド戦略、イノベーション
創発支援に携わったのち2015年より現職。
専門は未 来 洞察、デザインリサーチに基づくイノベーション創発支 援コンサル
ティング。

c

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

2

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで
セミナーID（半角数字） JMA 100112

スマートフォン
タブレットから

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/

新規事業・
研究開発テーマの
創り方
知らなかったことを、知りに行く！

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合わせください。
TEL：03（3434）6271

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

参加料 （消費税抜）
一般社団法人
日本能率協会法人会員
上

記

会

員

外

90,000円/1名
100,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はJMAマネジメントスクールのWebページ（https://school.jma.or.jp/）に
掲載しておりますのでご確認、ご同意のうえお申込みください。

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

特

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

E-mail：seminar@jma.or.jp

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

会

期

TEL：03（3434）1410（直通）

開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

参加定員 15 名（参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止に

会

場

日本能率協会 研修室（東京都港区芝公園）

対

象

・新規事業開発・事業企画部門のスタッフの方
・技術戦略・技術企画部門のスタッフの方
・新たな事業機会をみつけたい方
・これまでの延長でしかアイデアを出せず、困っている方

講

師
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シニアマネージャー

未開拓領域を花開かせる

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング、営業、開発・設計・技術、生産、
購買・調達など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を開催
しています。また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援も行っています。

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習・ディスカッション

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

2019年 8月27日（火）〜28日（水）
12月 3日（火）〜 4日（水）
各回2日間とも 10：00〜17：00

させていただく場合がございます。）

これから求められる経営モデルの提唱

KAIKA Awardsは、全社的な
変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

・各グループに内容を熟知したコンサルタントをファシリテータとして配置。
自社で展開する際のイメージが湧きやすくなります。
・業種、性別、年齢などが違う多様なメンバーとのディスカッションで、
異なる思考や考え方を得やすく、学びが促進されます。

TEL：03（3434）6271

月〜金曜日9:00 〜 17:00

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター

参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。

長

申込に関する問い合せ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

プログラム内容に関する問い合せ先（企画担当）
キャンセル規定

・頭と手をフルに動かすワークショップ型研修。

日本能率協会 研修室

（敬称略）

100112

未来洞察 を活用した

新規事業・研究開発テーマの創り方

◆ 重要課題は、5〜10年後の事業機会の発掘。実際は…
■

環境がグローバルでスピーディに大きく変化するなか、将来の不確実性に備え、持続的な
成長を図るため、5〜10年後の事業機会を発掘しつづけることが重要な課題になって
います。
その一方で、取組みについてお悩みを聞くことが増えてきました。
視野狭窄・短期志向に陥って、
既視感のあるアイデアしか出せない

イノベーション経営を迫られているけど、
やり方がわからない！

そもそも、うちの社員にイノベーションを
求めるのは難しいのでは？？

改良は得意なのに、ほんとうの意味で
新製品が出せていない

◆「未来予測
■
（Forecast）
」に取り組んでぶつかる新たな壁

これらの悩みを解消しようと、未来を予測して現状からの変化の中に新たな事業機会を
見いだそうとする取組みが多くの企業で進められています。ところが、
「現在の延長線上の
未来を考える」
「定量データ・確定要素を重視する」アプローチでは、また新たな課題に直面
するのです。

天気予報も未来予測ですが、多くのデータ蓄積があるのに正確にあてるのは
難しいです。
将来の社会像を描いたけど、
自社の事業機会に落としこめない！

競合他社と同じような未来しか描けない

差別性のある独自アイデアって
どうやって出すの？

プログラム

10：00〜17：00（昼食時間

演習
「不確実な未来」を洞察してみる■

１日目

未来洞察とは何か

(1) 洞察すべきテーマと未来イシューの策定
（インサイド・アウト発想）
・連続的な変化がもたらす未来を洞察する

(1) 企業が陥りやすい思考のワナ
・過去の成功体験が、革新的なアイデア・個人を「悪気なく」つぶす

(2) 代表的な未来予測の方法論

(2) スキャニングを用いた想定外変化仮説
（アウトサイド・イン発想）
・「知らないことすら知らない」変化の兆しに眼を向け、
想定外の変化を洞察する

・安定成長時代に適した未来予測（Forecast）
と、
不確実性の高い時代に適した未来洞察（Foresight）

(3) 未来洞察のフレームワークと実施プロセスの全体像
・「知らないことすら知らない」情報を取り込み、
不確実な未来を洞察する方法論

2日目

の続き

・「個人の資質に拠らない」アイデア導出プロセス

(3) 未来洞察マトリクスを用いた機会領域 / シナリオ創発

未来洞察と他の手法の比較

（強制発想）

「バックキャスト」により
「多くの選択肢をつくる」のための手法

・「多産多死」を前提としたアイデア量産法により
インパクトの大きな未来化を洞察する

未来から考える
（バックキャスト）
シナリオプラニング法
デシジョン
メイキング

未来予測

（有識者デルファイ法等）

未来洞察（スキャニング法）
インサイトリサーチ

未来洞察マトリクス

オプション
メイキング

・・・

◆「未来洞察」の実践にはコツの習得と実践が不可欠
■

あらゆる方法論がそうであるように、未来洞察をツールとして上手く活用するにはちょっと
したコツと日々の実践が必要です。そこで、本セミナーでは、方法論や導入事例の解説に
加え、参加者同士の対話を重視した演習を重ねていきます。
そして、体系的かつ実践的に「未来洞察を活用して新事業・新規研究開発テーマを創る」
ことを習得いただけるプログラムです。

・・・

・・・

・・・

・・・

現状から積み上げる
（フォーキャスト）

・
・
・

このような課題には、
「非連続な変化がもたらしうる未来」に目を向けることをおすすめ
します。
「未来洞察（フォーサイト）」は、非連続な未来からインスピレーションを得て、
中長期の経営･事業戦略策定や新規事業創造に活用することに適したアプローチです。

・・・

（エスノメソドロジー等）

・
・
・

◆「未来洞察
■
（Foresight）」で知らなかったことを知りにいく

12：30〜13：30）

導入・実施事例から学ぶ未来洞察
(1) 導入・実施事例の紹介
賃貸住宅大手・経営企画部門
❶ 長期視点で新規事業アイデアを導出 ■

❷「生活者視点」から更に視野を広げ、従来にはなかった
事務機器大手・新規事業開発部門
テーマを創出■

❸ オフィス空間を未来拠点化（未来年表の常設掲示）、

【アイデアは質より量！】
多産多死を前提として
アイデアの量を担保する
「未来洞察マトリクス」

企業で新規事業・研究開発テーマを創るには
・リフレクション
（振返り）
・企業内で未来洞察を活用するための留意点
・２日間のセミナーを通じた気付きの共有

自動車大手・新規事業開発部門
独自の未来シナリオを描く■

(2) 導入事例からみる、未来洞察活用時の留意点
・新規性が高い（説明しづらい）
アイデアの伝え方

(3) 未来洞察のアウトプット事例
参加者の声

・過去取組み事例（公的機関、
日本総研自主研究結果より）

◎ ワークで体験しながら学べたので、具体的な進め方が分かった。
◎ スキャニングの考え方・手法、バイアスの排除など、不確実性へのアプローチの仕方が
参考になった。
◎ 情報をどう料理するのか、その考え方や方法を知ることができた。ぜひ実践していき
たい。
◎ 未来イシューや社会変化などを掛け合わせながら、新しい発想をしていく手法がよく
わかった。
◎ 扱い方がよくわかっていなかった情報に対して、アウトサイドインの方法を学べたこと
で道が拓けた。

副教材として講師著「未来洞察の教科書」を配布します。
※講義内容は、多少変更となる場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

：未来洞察ってどのようなものですか？

：未来洞察はどんなところで活用されているのですか？

：① 未来を複数発想し、今を見る
② 不確定要素に着目する
③ シナリオを重視する
といった不確実性の高い現在の時代に対応できる
「予見・洞察」
スタイルで未来を考える方法論です。

：近年、「これまでにない事業機会を見いだしたい」とお考えの
大企業のみならず、イノベーション教育を進める東京大学、京都
大学の教育プログラムや、英国、シンガポール政府における政策
立案にもその考え方が活用されています。

