次世代イノベーター育成講座

技術革新から新たな価値を創造するビジネスプロデューサーを目指して（全6回）
開講にあたって

研究開発により、新しい技術を生み出したとしてもそれだけでは新たな事業を成功させ、世の中に新しい価値
を提供しイノベーションを起こすには至りません。新たな技術を如何に新たな価値に変え、社会を変革（イノ
ベーション）していくか。それには技術、人、市場、知財、など新事業に関わるあらゆるモノ・コト、ソトと
ウチを、分野を超えてプロデュースする人材、即ちビジネスプロデューサーが求められるのです。
本講座は、講師に高分子学会フェローをはじめ企業で実際に新規事業立ち上げを指揮してきたトップマネー
ジャー達を迎え、講師と共にビジネスプロデューサーとしての思考を身につけ次世代のイノベーターはいかに
あるべきかについて考える講座としたいと企図しております。
高分子学会としても、次世代のビジネスプロデューサーの育成が、高分子科学を基盤とした高分子産業に役立
つものと考えて、人材育成を図る公益事業として実施致します。
各回、受講者同士、講師を交えたディスカッションも予定しております。学習のみならず人的ネットワーク形
成の貴重な場になることでしょう。この機会を逃さず、是非ご参加ください 公益社団法人高分子学会
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公益社団法人高分子学会

講座概要

開催期間 ：
会
場：
定
員：
対
象：
参加 費：
主
特

2017年4月〜10月（全6回、5月除く） 各回 13:30〜17:30
CMC+AndTech Forum セミナールーム【東京都千代田区】
２５名 （定員になり次第、締め切らせていただきます）
企業・研究機関に所属する研究開発・事業企画を担うイノベーター候補生諸氏
高分子学会員
一名につき240,000円（消費税別・テキスト代込）
会員外
一名につき290,000円（消費税別・テキスト代込）
催 ： 公益社団法人高分子学会
セミナー運営： (株)AndTech
典 ： 講義全回にご出席された参加者には修了証を高分子学会より授与
【スケジュール】
第一回 4月21日（金）開講 「テーマ創出/市場創出までの仕掛けづくり」
第二回 6月16日（金）開講 「製品化をにらんだ研究テーマ選定」
第三回 7月21日（金）開講 「事業化への道筋」
第四回 8月25日（金）開講 「大規模市場創出へのステップ」
第五回 9月29日（金）開講 「イノベーションと知財戦略」
第六回 10月20日（金）開講 「先端技術と未来予測」
※各回の講師・内容は裏面に記載。各回、参加者をグループ分けによるグループ討論と発表会を予定

 本セミナー運営は（株）AndTechに委託しております。
 セミナー詳細、申し込みは（株）AndTechサイトをご覧ください
http://ec.techzone.jp/products/detail.php?product_id=4412
【お申込み欄】

□次世代イノベーター育成講座

詳細・お申込み

クリックするとAndTechサイトに飛びます

参加予定講座にチェック✔

所属名

参加者名

部署名

ご役職名

ご住所 〒
ＴＥＬ

e-mail

（個人情報の取り扱い・利用目的）
・お預かりした個人情報は本講座に係る受付・事務手続き、業務、セミナーに関する連絡、お
問い合わせに対する回答、高分子学会、又は(株)AndTechが主催、又は共催する展示会、セ
ミナー、その他イベントに関するご案内、回答について以外の目的では使用いたしません。
個人情報の取り扱いは下記URLからご確認いただけます。
http://ec.techzone.jp/user_data/privacy.php
（最少催行人員）
・本セミナーは参加申し込み者が5名に満たない場合は開催いたしません。その場合既にお
支払いいただいた参加費は無利子で返却いたします。

【主催団体】 公益社団法人高分子学会
〒104-0042 中央区入船3-10-9 新富町ビル6F
Tel 03-5540-3777
【本講座に係る受付・事務手続き・各種講座内容へのお問い合わせ】
株式会社AndTech Tel :044-455-5720
email: info@andtech.co.jp

〜講座の内容詳細・講師のご経歴等は、専用ホームページよりご確認いただけます。順次、内容も更新予定です〜

第1回
第1部

日程：4月21日(金)

テーマ創出/市場創出までの仕掛けづくり 会場：CMC+AndTech Forum

業態転換を求められたメーカーの技術経営とイノベーション戦略

●講師:Office EAGLE NEST 代表 鷲巣 信太郎 氏
（元富士フイルム(株) R＆D統括本部 統括マネージャー）

〜現場で進めた研究開発の変革の取り組みと新規事業開拓の進め方〜

第2部

研究開発に求められるテーマ創出/市場創出までの仕掛けづくり

●講師:三菱ケミカル（株）
横浜研究所高分子材料研究室長 高橋 英樹 氏

〜新しいテーマの発掘から創出まで〜

第3部

総合討論会 〜当回のテーマについてのグループ討議後、グループ発表・講師を交えての討論会〜
●討論会 司会（ファシリテーター）: 高分子学会 平坂 雅男 氏

第2回
第1部

日程：6月16日(金)
会場：CMC+AndTech Forum

製品化をにらんだ研究テーマ選定

製品開発期間を短縮するための研究開発テーマ選定
〜 Serendipity によって生まれた新規ポリマーとその事業化例〜

●講師:公益社団法人新化学技術推進協会 部長研究員 石原 伸英 氏
（D.Phil 、高分子学会 フェロー）

第2部

製品化には山あり谷あり
〜失敗から学んだ開発テーマ設定と製品化への道筋、新規事業の立ち上げ〜

第3部

総合討論会 〜当回のテーマについてのグループ討議後、グループ発表・講師を交えての討論会〜

●講師:ダブル・スコープ(株) 取締役（社外） 升野 勝之 氏
（日本材料技研 顧問、元（株）トクヤマ取締役 常務執行役員）

●討論会 司会（ファシリテーター）: 高分子学会 フェロー 今井 昭夫 氏 ((株)ＡｎｄＴｅｃｈ 顧問、元住友化学(株)理事)

第3回
第1部

研究開発から事業化への道筋とその取り組み
〜Ｒ＆ＤをReality & Dreamsへと導く要因とその具体例〜

第2部

日程：7月21日(金)
会場： CMC+AndTech Forum

事業化への道筋

●講師:三菱ケミカル(株) 研究開発戦略部 工学博士 林 省治 氏
(高分子学会 フェロー)

新規製品開発における事業化への道筋とそのビジネスモデル、成功例
〜製品概念・事業モデルの設定と 技術開発の進め方〜

第3部

●講師： （株）AndTech 顧問 今井 昭夫 氏
(高分子学会 フェロー、元住友化学(株)理事)

総合討論会 〜当回のテーマについてのグループ討議後、グループ発表・講師を交えての討論会〜
●討論会 司会（ファシリテーター）: （株）AndTech 顧問 古藤 健二郎 氏 (元 スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー（株） 代表取締役)

第4回

日程：8月25日(金)
会場：CMC+AndTech Forum

大規模市場創出へのステップ

第1部

既存市場製品を、新市場（未踏分野）に進出し開拓していく
大規模市場創出へのステップ論とDiversified Company戦略

第2部

『脱成熟(de-mature)』を合言葉にした革新技術と
●講師:グローバルビジネスコンサルタント 妻鳥 正樹 氏
（元花王(株)研究開発部門 ハウスホールド研究所 所長）
製品開発への取り組み、大規模市場創出への進め方、成功事例

第3部

総合討論会 〜当回のテーマについてのグループ討議後、グループ発表・講師を交えての討論会〜

●講師： （株）AndTech 顧問 古藤 健二郎 氏
(元スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー(株） 代表取締役)

●討論会 司会（ファシリテーター）: 高分子学会 平坂 雅男 氏

第5回
第1部

日程：9月29日(金)
会場： CMC+AndTech Forum

イノベーションと知財戦略

イノベーションのための知的財産戦略

●講師:王子ホールディングス(株) 研究開発本部
顧問 宗定 勇 氏
（元三菱化学(株) 知的財産部長 執行役員）

〜何故、知的財産権制度が欧米で生まれたのか？西欧が世界を支配する文明力を具備したのか？〜

第2部

ビジネス戦略との徹底した連携にイノベーションを見出す
●講師:技術コンサルタント 鈴木 俊昭 氏
知財戦略の要諦と業態変革期の知財マネジメント、新事業開発成功例 （元富士フイルム（株）取締役執行役員 知的財産本部長）

第3部

総合討論会 〜当回のテーマについてのグループ討議後、グループ発表・講師を交えての討論会〜
●討論会 司会（ファシリテーター）: （株）AndTech顧問 今井 昭夫 氏 (高分子学会フェロー、元住友化学(株)理事)

第6回
第1部

企業の持続的成長に果たす将来予測の役割
〜将来予測の重要性及び方法論、先読み活動事例〜

第2部

企業における先端技術の研究開発
〜オープンイノベーションを活用した研究所の設立とプロジェクトの発展〜

第3部

日程：10月20日(金)
会場：CMC+AndTech Forum

先端技術と未来予測

●講師:(株)ブリヂストン 主幹フェロー 鈴木 薫 氏
●講師:ソニー(株) メディカル事業グループ 研究開発部門
技監 工学博士 安田 章夫 氏

総合討論会 〜当回のテーマについてのグループ討議後、グループ発表・講師を交えての討論会〜
●討論会 司会（ファシリテーター）: （株）AndTech 顧問 古藤 健二郎 氏 (元 スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー（株） 代表取締役)

