
01beta
ver.1.0.0 抜粋版

1



多様な人材の集合知
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SPIKE（スパイク）とは「始まりを生み出すプロジェクトプラットフォーム」です。

社会に良い変化を生み出したい、イノベーティブなプロジェクトを企画して進めたい。

そのような思いを持ったメンバーが会社の垣根を越えて集い

ワクワクする未来像を洞察·創造し、実現したい未来に向けてプロジェクトが次々に立ち上がっていく。

始まりを生み出す、成果物や価値観共有型の R&D 活動を行う「出島」のようなプラットフォームです。

短時間で急上昇するスパイクカーブのように、

短期間に集中力を高めて一気にアウトプットを噴出する。

小さなクサビを打ち込むことで、大きなソーシャルインパクトを生み出す。

そのような活動を行なっていきます。

SPIKEとは何か？
SPIKE は、マルチクライアント形
式で、組織の外に飛び出し未来社
会を長期で見据えた創造的な思考
と議論に集中できる、理想的なプ
ロジェクトワークの機会を提供し

ます。複数社・多様な専門人材の

集合知と、これまで i.lab が培って

きた創造的なプロジェクトやワー

クショップの設計・運営のノウハ

ウを用いて、社内では通常数カ月
かかるようなプロジェクトを３～
５日間のスピード感で遂行し成果
物を出します。

「未来社会の考察」「新事業アイデ

ア創出」「ビジョン / ブランド戦

略の設計」など、創造的な成果物

が求められる業務に関して幅広い

テーマを各回取り扱います。

これらのテーマは、長期視点の企

業活動において重要度は間違いな

く高いものの、社内メンバーだけ

では議論が後回しになりがちなも

のでもあります。

SPIKE では、毎回の成果物はすべ
て言語およびビジュアルを用いて
冊子化し、参加した各社が自社に
持ち帰り社内で共有することが可
能です。その成果物を起点として、

各社がそれぞれ、中長期の経営計

画策定や研究戦略策定、サステナ

ビリティ戦略策定、事業機会探索、

新規事業開発、ブランド戦略策定

など、思考と議論を進め、幅広く

活用することができます。

新事業アイデア創出

未来社会の考察

現在 将来
- フューチャーマップ作成
- ソーシャルフィクション作成 
- 機会領域探索

- 事業構想の設計
- ビジョン / ブランド策定

- 人間中心のアイデア創出
- 技術起点のアイデア創出

ビジョン / ブランド戦略の設計

SPIKEの概要

各回で扱うテーマ

短期集中プロジェクト

筋の良いアウトプットをとにかく速く閃き、モーメンタムを形成

冊子のイメージ

3ヶ月

3 日
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組織の中で、前例のない取り組みを開始することは、容易ではありません。

一方で、全てのイノベーション は、その前例のない状況から、

始まりとなるアイデアや人材がいたことで発生しています。

とにかく沢山、強さのある「イノベーションの始まり」を作りたい、

それが SPIKE 構想の原点です。

自社内での R&D を通じたイノベーション、

そして近年話題となっている特定他社との協同によるオープンイノベーション、

それらに続き、イノベーション・マネジメントの第三形態として

プラットフォーム型の取り組みとなるのが「SPIKE」です。

創造的な思考能力は誰もが持っているものですが、

残念ながら今の企業組織の中にはそれを十分に発揮出来る環境がありません。

それを解決するのも大事ではありますが、

今回の SPIKE では、敢えてその状況から積極的に脱出し、理想的な思考の場、議論の場を、

企業組織の外に生み出します。

i.lab はその理想的な場をプラットフォームとして運営する役割、

そして複数のプロジェクトを設計しマネジメントする役割を担います。

そのプラットフォームでは、組織の垣根を越えて、「始まり」を生み出したい専門人材が集い、

理想的な思考・議論のプロセス上で、超短期間だからこそ到達できる高度に研ぎ澄まされた集中力で、

まだ世界中の人が目にしていない未来社会像や製品・サービスアイデアを生み出します。

構想と想いを理解し共感いただける組織の皆さんと、

まずは実証実験「SPIKE beta」を一緒に行えること、大変心強く感じています。

また、これこそが、イノベーションの始まりとなることを確信しています。

横田幸信
i.lab マネージングディレクター

SPIKEの狙い
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サイエンスフィクション (SF) が示す科学的な空想は、

未来の科学技術に対する人の好奇心や想像力を掻き立

て、その活用に対し多くの示唆をもたらしてくれます。

そんな SF に対し、現在とは性質として異なる社会構造

や、その社会の根底にある人々の価値観にフォーカスし

た空想があっても良いのではないか。その想いが今回の

SPIKE beta で「ソーシャルフィクション」を取り扱う

きっかけでした。

未来の事業機会を探索する上で、未来の社会やそこに暮

らす生活者のリアルを想像するソーシャルフィクション

の創作は、有用なアプローチであると言えます。一方で、

確かな事実情報に基づき、社会変化の根底にあるメカニ

ズムやパターンを把握した上で取り組まなければ、当て

ずっぽうかつ思いつきの創作に終始してしまいます。

今回の SPIKE beta では、マクロトレンドと呼ばれる、

さまざまな分野に今後高い確率で多大な影響を及ぼす、

いわば今後の社会を形作ると言っても良いトレンドを起

点に未来の考察を深めます。そして、それらマクロトレ

ンドの因果関係・相互作用の先にある 10 年後の未来社

会像を捉えた上で、小説のような独自の世界観と具体性

を持った文章としてソーシャルフィクションを創作しま

した。

目的

3日間を通して、メンバー 1人 1人が今と性質変化す

る10年後の未来社会の輪郭を捉え、その社会におけ

る事象や人の生活 ·価値観をソーシャルフィクショ

ンとして創作することが、SPIKE beta の目的です。

参加企業 · 団体

SCSK株式会社 /SHIBUYA QWS/ 積水化学工業株式会

社 / 全日本空輸株式会社 / 東北大学 / ピジョン株式会

社 / 株式会社 明治 / i.lab

参加人数

20 名

(うち 5 名 i.lab メンバー )

実施日程

2022 年 6月30日、7月6日、7月7日（合計 3日）

実施場所

SHIBUYA QWS クロスパーク（東京都渋谷区） 

10年後の
ソーシャルフィクション
をつくる

SPIKE beta 実施概要
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Theme
5 つのテーマ

島田怜南・高橋寛行・田中陽子・山口臨太郎

テーマ
事前に事務局で設定した、未来を検討する際に注目すべき領域

石渡健輔・遠藤敦子・高岡捷人・丸本正彦

井上麻由・宇都宮広嗣・金珠暎・仁木章博

青木京介・宇津木翔吾・永田彩乃・吉村友子

島村祐輔・出川久美子・松浦祐子・松田雪妙

環境意識の高まりが個人やその集団としての社会に起こり、環境を守る行動が当たり
前と認識される時代が来る。その時、企業と個人の間で起こる生産活動、消費活動の
関係性をどのように再定義できるのか？ミクロな視点ではどのような行動の変化が現
れるだろうか？

人生１００年時代、ロールモデル無き世代は漠然とした不安との付き合いを余儀なく
され、自殺者数の増加などの社会課題に繋がっている。一方その変化をあえてポジティ
ブに捉えるならば、固定観念化していた「成功」ではなく、より善い生き方（＝ウェ
ルビーイング）を一人一人が定義・追求しやすい時代であると言える。人はウェルビー
イングをどのように定義し、どのように目指すのだろうか？

働き方や暮らし方の変化、加えて新しいテクノロジーの出現が、「なぜそこに住むのか」
を改めて様々な意味で私たちに問いかける。短期、長期の両視点で住まいと人生の関
係性を捉えるとき、人が住まいに求めるもの、求めないものとは何か？人生を通じた
これからの住まい方の描像とは？

変革の時代における昨今、モビリティの持つ様々な可能性が各所で提示されている。
それらの可能性がインストールされるとき、私たちの暮らしや街の仕組みに起きる変
化とは何だろうか。暮らし・街の質や魅力を上げるモビリティとは何だろうか。

オンライン化は会社のコミュニティとしての役割を希薄化させた。一方で SNS やメ
タバースの登場が、新たなコミュニティの台頭を引き起こしている。このような時代
において、性質変化するコミュニティのあり姿とは何だろうか？人はコミュニティに
何を求め、どう向き合っていくのか？

A. 経済活動と環境

B. 仕事とウェルビーイング

C. 住まいと人生

D. モビリティと暮らし

E. コミュニティとアイデンティティ

ソーシャルフィクションの検

討は、右の 5 つのテーマにお

いて進められました。

テーマは事前に事務局の方で、未

来の質的変化を検討するにあたり

重要と思われる領域として設定し

ました。いずれのテーマも単語の

並列関係になっており、主に「左

の単語の未来を、右の単語の切り

口で考えてみる」という意図のも

と配置しています。

「経済活動と環境」では個人や社

会の環境意識の高まりに伴い変化

する生産・消費行動の変化を、「仕

事とウェルビーイング」では固定

観念化していた従来の成功像から

脱却した、ウェルビーイング視点

での働き方・キャリアの未来を、

「住まいと人生」では、ライフス

タイル、ライフステージの多様化

に伴い変化する住まい方や住まい

に対する価値観の変化を、「モビ

リティと暮らし」では、次世代モ

ビリティがインストールされた街

に起きる暮らしの変化を、「コミュ

ニティとアイデンティティ」では、

コミュニティが乱立する世界にお

けるコミュニティへの向き合い方

の変化を考察していきました。

注目すべき問い
未来を検討するにあたり、各テーマで特に注目すべき問い

環境・循環正義時代の勝ち組企業のタグライン、キャッチコピーとは ?

環境・循環正義時代の生活者が、購買時に気にする観点や尺度、比較の仕方は ?

国 / 企業 / 周囲の環境意識の高まりに伴う、個人消費に関する価値基準や行動の変化とは？

循環経済が正義と認識される時代における、生産活動と消費活動のあり方とは？

人は「環境を守る」ことに対しどのようなモチベーションを持っているか？どのような形で環境意識は浸透しているか？

「仕事」がいつでもどこでもできる時代において、人は仕事との心地よい距離感をどうとるのか ?

人生 100 年時代に、仕事へのモチベーションの性質はどのように変化したり、どのように扱っていくのか ?

人生 100 年時代、ロールモデルなき世代のキャリア設計とは？重要になる価値観とは？

「成功」と異なるオルタナティブなゴールとして目指される「ウェルビーイング」の具体像とは？

人生 100 年における「緩急」の付け方とは？

不確実な時代を生き抜くために、仕事やキャリアに求められるメンタリティとは？

（消費の対概念としての）生産は、ウェルビーイングへの重要なキーワードとなり得るか？

住み替え難易度が下がる時代に、住まい ( 住居や住む場所 ) は人生においてどんな意味を持つようになるか ?

人生の選択肢が多様化する中で、それでも、多くの人が強く惹かれる住まいや住まいか方の描像とは ?

暮らしのスタイルの変化によって再定義される、住まいの機能・役割とは？

仕事が暮らしや住まいに溶け込んだ状況の中で生まれる課題とは？それを解決する出口とは？

住まい選びの意思決定に影響を与える因子とは？

従来の価値観に捉われない、これからの住まい方の描像とは？

次世代のモビリティによって置き換えられるものは何か？その代わりに、何が生まれるか？

次世代のモビリティが暮らし・街に浸透することで、新たに生まれるルールとは何か？

次世代のモビリティが高める私たちの暮らしの質、街の魅力とは何か？

自らに平穏を与えてくれるコミュニティーはどんなものか、また付き合い方はどんなものか ?

解体されるコミュニティと、新たに生まれるこれまでと性質の異なるコミュニティとは？

中央集権的なものに代わるスモールスケールで離散的なコミュニティの可能性とは？

新しいコミュニティが、都市と地方の関係性、地方創生をどのように再定義する？

人は何にために、どんなコミュニティに所属するようになる？
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フューチャーマップの作成を通して、社会の質的変化の根底にあるメカニズム、パターンを掴む。
それらを通して、今と質的に変化する 10 年後の未来社会像（トピック）を創造的に考察する。

鈴木斉 = 文
text : Hitoshi Suzuki

Day 1Process

Day

Day

Day

Day1 では未来社会の質的な変化を捉える第一

歩としてフューチャーマップを作成しました。

フューチャーマップは様々な領域において蓋然

性が高く、かつ多大な影響を与えるマクロトレ

ンドを時間軸に沿って配置し、それらマクロト

レンドの間にある因果関係や相互作用といった

関係性をマップ上に整理したものです。フュー

チャーマップ作成の肝は、社会の変化の根底に

あるメカニズムやパターンを掴むことにありま

す。ここでのメカニズム・パターンとは、たと

えば働き方においては、少子高齢化という大き

な波が労働力の不足につながり、それを補うた

めの外国人労働者の受け入れ、定年の延長に繋

がっていく、というような、マクロトレンドの

関係性が作り出す社会変化の根底にあるロジッ

クのようなものです。手触り感のある未来予測

を行う準備として、蓋然性の高いインプットを

もとに、未来を過去〜現在の連続として捉え、

変化の根底にあるメカニズム・パターンを掴む

思考作業が必要とされます。

フューチャーマップを作成した後は、実際にト

ピック ( 未来社会像 ) の仮説を考えていきまし

た。先述のメカニズム・パターンを踏まえ、未

来社会ではこんなことが起きているのではない

か、ということを具体的に想像することから始

め、それら具体的なピースを抽象化する形で、

未来社会の輪郭としてのトピック仮説を創出し

ていきました。

用語説明

❶ マクロトレンド
世界の在り方を形作る大きな潮流のことで、政府による統

計や、各種調査会社による資料などから集めた蓋然性の高

いマクロな未来予側のこと。

❷ フューチャーマップ
様々な分野のマクロトレンドと、それらの因果関係・相互

作用によって生じる未来の事象を体系的に整理した「未来

を洞察する地図」のこと。テーマ毎に時系列に並んでいる。

❸ テーマ
未来の質的変化を検討するにあたり重要だと思われる領域

のこと。SPIKE beta では 5 つ設定。詳細は前ページ。

❹ ソーシャルフィクション
技術の進歩を想像して描くサイエンスフィクションのよう

に、社会の変化を想像して描いた未来社会の姿のこと。ト

ピック・シナリオ・ハイライトシーンで構成される。

❺ トピック（未来社会像）
2030 年の社会のあり姿（＝社会像）であり、今との変化

の方向性を指し示すもののこと。

❻ シナリオ
トピックの社会における一般的な特性、傾向、システム等

を記述した「未来社会のシナリオ」生活者一人一人の具体

的な価値観・行動を記述した「生活者の価値観・行動」。

❼ ハイライトシーン
生活者の価値観・行動の中でも、特にトピックを象徴する

ようなもののこと。

抽
象

具
象

過去

❷ フューチャーマップ

❻ シナリオ
❼ハイライトシーン

❺トピック

❹ ソーシャルフィクション

❶ マクロトレンド

現代 未来

はじめに、社会 / 技術 / 経済 / 環境 / 政治の各領域に大きな影響

を与える事象としての「マクロトレンド」をテーマ別、時系列に

並べ、因果関係・相互作用をもとに体系的に整理した「フュー

チャーマップ」を作成し、社会の質的変化の根底にあるメカニズ

ムやパターンを掴みます。その後、それらのメカニズムやパター

ンを踏まえ、シナリオ執筆の端緒となりうる、未来社会の輪郭 ( タ

イトル ) としての未来社会像 ( トピック ) を考察しました。

最終日は、二日目のエクストリームユーザーインタビューから得

られた示唆、これまでの議論過程での気づき、一人一人の参加者

がこれまでの仕事や生活の中で得た知識・経験など、さまざまな

インプットを総動員し、未来社会のシナリオを創作していきまし

た。その際、個人で沈思黙考したり、チームでディスカッション

をしたりを繰り返しながら、最終的には 1 人 1 つ、トピック、シ

ナリオ、ハイライトシーンで構成されるソーシャルフィクション

を完成させました。

小説のような独自の世界観と具体性を持ったシナリオを執筆する

ためには、その未来社会で起きている現象や、そこに住む人の価

値観・行動などの妄想を具体的に膨らませる必要があります。二

日目は、その妄想の足掛かり、材料を得るために、各トピックに

おける暮らしを既に先行的に体現している「未来の先行者」とも

言えるエクストリームユーザーに対しインタビューを実施し、彼

ら彼女らの暮らしや活動の背景にある価値観や行動様式について

深掘りしました。

フューチャーマップをつくる

エクストリームユーザーインタビュー

ソーシャルフィクションを妄想する

1

2

3

3 日間で「フューチャーマップ」 と「 ソーシャルフィクション」 
を作成しました。
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Day 2 「未来の先行者」とも呼べる人への取材を通して、
未来社会のシナリオの具体的な妄想を膨らませる。

Day1 で創出されたトピックは、これから描く

シナリオのタイトルのようなものであり、未来

社会の輪郭を示すものです。Day2 以降は ( 輪郭

の対概念としての ) 中身、具体的なシナリオを

描いていきます。といっても、トピックだけで

シナリオを描くにはかなりの妄想力を求められ

るため、今回は「未来の先行者」とも呼べるエ

クストリームユーザーへインタビューを通して、

シナリオの妄想を膨らませていきました。ここ

での「未来の先行者」とは、トピックが示す暮

らしを既に体現している人、という意味です。

実際のインタビューでは、エクストリームユー

ザーに対しシナリオ執筆のための取材をする感

覚で、トピックに関連した一つ一つの具体的な

行動と、その行動の裏にある考え方、価値観を

深掘っていきました。

インタビュー終了後は、次のステップとしてイ

ンタビューの分析に入りました。i.lab ではこの

分析作業を非常に大切にしており、発言内容を

文字通り解釈するのではなく、その裏にある真

意とは何か ? その真意がトピックとどう関連す

るか ? ということを丁寧に分析します。その結

果として、シナリオの妄想が膨らむことはもと

より、多くのチームで当初設定していたトピッ

クそのものが表現、方向性共にアップデートさ

れていきました。

Day 3 これまでの議論結果を総動員し、
小説のような独自の世界観と具体性を持った文章でソーシャルフィクションを表現する。

未来社会の輪郭としてのトピック、およびその

中身を妄想する材料が揃った Day3 では、いよ

いよソーシャルフィクションの創作に入りまし

た。ソーシャルフィクションはトピック、シナ

リオ（未来社会のシナリオ）、ハイライトシーン

の３つの要素で構成されます。３要素で１つの

ソーシャルフィクションなので、要素間の整合

性、調和を意識しながら各要素を創作していき

ました。

ワークとして特徴的だったのは、チームで 1 つ

ソーシャルフィクションを作るのではなく、1

人 1 つオーナーシップを持って作ったことです。

私は事務局として創作を見守る立場でしたが、

各自が Day1 〜 2 でのアウトプット、および個

人の人生経験、創造性など持てる全てを総動員

してソーシャルフィクションの創作をしていた

ように感じました。一方で、創作の過程でチー

ムメンバーのシナリオに対しフィードバックを

しあっていた場面も印象的で、3 日間の総決算

として、チームとしての一体感を持ってワーク

に取り組んでいただけたと感じています。

鈴木斉 = 文
text : Hitoshi Suzuki

鈴木斉 = 文
text : Hitoshi Suzuki
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最終成果物 最終成果物はフューチャーマップ等の精緻化 · ビジュアル化を行った上でブッ
クレットにまとめて、参加者に配布しました。 参加メンバーに事後アンケートを取りました。参加者の声

Q2 Q3Q1
脳みそのフルマラソンを体験させていただ
いたことで、頭を使う際の持久力はもちろ
ん走り方のコツ、スピード・ペース配分な
ど以前よりうまく脳を使えるようになった
気がすること。
それが漠然としてはいるが確固とした一つ
の自分の自身につながり、日々の業務にお
いてもより良くするにはどうしたらよいか
を楽しんで考えられるようになったこと。
普段そこまで関心の高くない分野において
もトレンドを構造的に知ることが出来、そ
れについて考えるきっかけをいただけたこ
と。（SHIBUYA QWS 山口）

普段の業務とは比べものにならないほど
の、非常に濃密な時間だったように感じま
す。限られた時間の中で最大のアウトプッ
トにつながるような、時間効率が非常によ
いプログラムでした。準備された良質なイ
ンプットを元に、普段お取引のないような
業種の方とチームを組み議論を重ねること
で、新たな学びや気づきがたくさんありま
した。プログラムに含まれていたエクスト
リーマーへのインタビューでは、未来を感
じる多くの発見があり、地続きになってい
る未来を垣間見られたように思います。

（ピジョン 田中）

これまでも「未来予測」に関連する様々な
セミナーやワークショップへ参加してきま
したが、また新しい手法を経験することが
できたことです。SPIKE の特徴は、根拠の
ある未来予測であることだと思います。マ
クロトレンドカードに目を通すだけでもわ
くわくしましたし、エクストリームユー
ザーへのインタビューからはこれまで自身
になかったバリエーション豊かな予測のヒ
ントを得ることができました。社内議論で
ありがちな「漠然としている」という感想
は、しっかりとした根拠を添えることで解
決できると学びました。（全日空 吉村）

普段、身の回りで起きる少し先の未来まで
しか考えられないまま仕事を進めてしまっ
たり、目の前の仕事に没頭してしまいがち
ですが、今回のように 2030 年以降の未来
の姿を描いてからバックキャストして世の
中の動きを考察していくことが、目まぐる
しく変化していく社会の中で未来の姿を考
えていくうえでは非常に重要だと感じまし
た。改めて関連書籍などを読むことによっ
て自分の中にインプットしたりそこから新
しい着想を得るきっかけにするなど、普段
生活しているだけでは得られない経験が出
来たと感じています。（SHIBUYA QWS 出川）

短期的に詰め込むことで前回の復習から
始まらず、一連の流れで没頭することが
できました。また、複数社でかつ、本業の
ビジネスの中では考えたことがない「仕事
とウェルビーイング」というテーマに取り
組んだためポジショントークもなく、純粋
にどんな未来になるかをトレンドカードか
ら関連づけて考えられたのは新鮮でした。
VUCA 時代だからこそ、多様な場所で過ご
している人が様々な周囲の課題を持ち寄っ
て物事を見つめていく必要性があるので、
今回の開催形態が今後、必然的に求められ
るように感じます。( 全日空 高岡）

参加前は、時間が足りないのでは？複数社
では、発散し抽象度が高いものになってし
まうのではないか、と不安でしたが、脳み
そに汗をかきながら集中力を高く取り組む
ことで、かなり研ぎ澄まされた時間になり
ました。良い事業アイデアを生むには、良
いお題＝テーマが必要と思っていますが、
そのお題が自社の狭い価値観だけではなか
なか出すことができず、そのために苦労し
てきました。複数社合同で多様なバックグ
ラウンドの中で生み出される議論は、自分
たちの狭い価値観を拡げてくれるものだと
実感しました。(SCSK 遠藤）

全く異なった事業分野、職種、バックボー
ンをお持ちの方と短い時間ではあったが、
集中して種々の討議でき、社会課題やその
影響範囲に対する自分自身の見方が広がっ
たことは大きな価値だと感じました。例え
ば、討議の中で「関係人口」という言葉を
実は初めて聞きました。全く知らない概念
だったのですが印象的な言葉だと感じまし
た。地域創成や、町おこしの世界では当た
り前の言葉だったようで、ワークの後でも
少し調べて、知らない世界はまだまだある
ことを実感しました。

（積水化学工業 仁木）

全３回という実施回数でしたが、１週間と
いう期間での実施は、意識を SPIKE にもっ
ていきやすく、集中的に取り組みをする上
で価値があったと感じています。特に当日
は終日 SPIKE の内容についてのみ考え、没
頭することができました。また、他業種の
複数社様が参加されたことで、同一会社内
メンバーでの実施では得られなかった視点
が加わり、検討の幅が広がったことでプロ
セスやアウトプットに大きな影響を及ぼし
たと思います。
( 明治 高橋）

当社は、プロダクトアウトの思考が強く、
マーケット導入時の障壁における高い。過
去の事象やマクロトレンドから因果関係を
紐解き、未来社会を洞察するという本プロ
グラムの手法については、是非、日頃の業
務でも活用し、自社内へ広く還元していき
たいと感じた。また、成果物を通し、未来
では業界・業種の分け隔てがなくなり融合
するであろうという世界線を改めて想像・
実感することができた。今後は、自社知財
に限らず、よりオープンに様々な企業様と
連携・協業し、知見を持ち寄ることで明る
い未来を築いていきたい。（SCSK 宇津木）

まず第一には今回のファシリテートやイン
タビュー等の WS 全般は、今後の社内の
WS 開催にも非常に有用です。インタビュー
は実際の開発者やマーケッターにも使える
スキルでもあり、更にもっと学んでみたい
と思いました。また成果物は、社外のお客
様との共創の中でお互いの未来感を整理す
るためのツールとして活用したいと思って
います。成果物が冊子の状態にまとまって
いる点もポイントで、お客様にも手に取っ
てご覧いただきやすいと感じています。

（積水化学工業 青木）

SPIKE でのワークを通して、これから先の
未来をどのように予測し、自分たちにどう
いった変化が必要か、また世の中が何を求
めているか、を考察する効果的な手法を学
べたように思う。特にエクストリーム・ユー
ザインタビューはどのテーマの内容も非常
に興味深く、これからの時代を予測し、自
社の業務を考えていく上でも大変参考にな
ると感じた。大多数の意見のみにフォーカ
スすることなく、これまでとは異なる着眼
点をもち、良質な仮説の元、次のアクショ
ンに繋げていきたい。

（全日空 松浦）

大学の研究活動をより社会に求められるもの
に磨き上げていく上で、未来社会をなるべく
具体的に描きバックキャストで活動のあり方
や進め方を検討することが、有効な方法の一
つではないかと思います。SPIKEβでは、じっ
くり腰を据えてかつ短期集中的に社会のト
レンドや未来像を深く検討でき、日頃の活動
が社会のどの位置にあるかを俯瞰して捉えら
れたと同時に、急速に変化し続ける社会や環
境の中にあって、それとは必ずしも一致しな
い時間軸で進む研究活動をより価値あるもの
にするには？という新たな問いも得られまし
た。（東北大 松田）

SPIKEに参加して
良かったことは何ですか。

短期集中かつ
複数社合同での実施に、

どのような価値が
あったと思いますか。

経験や成果物を、
自社の業務にどのように

活かせそうですか。
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