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先見力を高める方法 

分類 原理・原則 解説・例 ＊ 

はじめに ・本資料は、ビジネスパーソンの「イノベーション」の実践的な推進力となるスキルである「先見

力」について定義し、その増進方法を整理したものです。主要論点は新事業や新商品を自社で

開発することを前提にします。 

・本資料では、経営者やマネージャーとして知っておくべき「イノベーションと先見力」「先見力

のとらえ方」「先見力の増進方法」の３部に分けて原理や原則を中心に説明します。 

・本資料の後に「創造力（第１３話）」「企画力（第１５話）」「提案力（第１６話）」「実現力（第

１７話）」をお読みになることをお勧めします。 

イノベーションと先見力 

イノベーション

とは 

イノベーションとは生

産手段の新結合であ

る 

・「イノベーション」とは、経済活動において旧方式からブレークスル

ーして「生産手段の新結合」による新方式を導入することである。

（シュンペーター） 

○バリューイノベーション ：会社や商品の価値を飛躍的に高める 

○プロダクトイノベーション：革新的な事業や商品を創る 

○プロセスイノベーション ：革新的な業務改革を行う 

 

イノベーショ

ンと先見力 

イノベーションの実現

には先見力がまず必

要である 

・イノベーションにおいては、市場・顧客や技術の動向を先読みし、

画期的な新価値のアイデア創出や、それを実現する資源やプロセス

を決定権者や関係者が確信を持って行動し、目的の成果を達成する

ためにはまず「先見力」が必要である。 

 

先見力の原点は「新ビ

ジネスモデルの創造」

である 

・「先見力」は、イノベーションに直結する新ビジネスモデルを具体的

に創造するために不可欠の能力であり、先見力を発揮することで革

新的に価値あるモノやサービスを具体的に開発することができる。 

・ビジネスモデルは、技術・商品開発に限らず、製品の材料調達手段

から生産方法、顧客への販売・フォロー方法、組織のあり方などま

で含まれるシステム全体を指す。 

 

先見力の位置付けを

理解する 

・先見力を磨くことにより、引き続く創造力、思考力、企画力、提案

力等の後工程のスキルと組み合わせ、確実に目的・目標を達成する

確率を高めることができる。 

 

先見力で競争力を高

める 

・先見力を発揮し、企業が市場競争に勝ち抜く基盤を構築する。 

①先端技術や新商品による「商品価値力」 

②競合企業との商品間の「コスト競争力」 

③新ニーズを喚起する「商品選択競争力」 

 

先見力のとらえ方（１） 

先見力の定義 将来起こりうる現象を

予測し的確な行動を

促す能力である 

・先見力とは、さまざまな事象や現象から将来を見通して予測し会社

レベル・事業レベルの成功に向かって的確な行動を促すためのスキ

ルである。 

・先見力により、既存事業の発展、新規事業の開発、新商品の開発と

いった会社の将来を担う事業の成功の確率を高めることができる。 

 

先見力の向上

による効用 

精度の高い予測がで

きるようになる 

・先見力を向上させることの効用は、何よりも正確な予測ができるよ

うになることである。 

・その際、根拠のある客観的な予測をすることで、予測結果を活かす

ときに自信を持つて対策を打ち出すことができるようになる。 

 

的確な意思決定がで

きる 

・先見力により将来の市場動向や技術動向を見据えた上で、そのつど

的確な意思決定を行い事業を成功に導くことができるようになる。 

・トップが先見力による方向性を明確に打ち出すことにより、組織の

メンバーからの信頼性も高まる。 

 

とるべき行動がタイミ

ングをとらえて着実に

実行できる 

・確かな先見力に基づいた戦略策定により、タイミングが明確になり、

現時点ですべき行動・すべきでない行動が明確になる。 

・日々の業務において、すぐれた先見力にもとづいた理念や戦略・戦

術を常に検討することにより、問題や課題に直面した際にも迷わず

すみやかに効果的な対策を打ち出すことができる。 
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先見力を高める方法（２） 

分類 原理・原則 解説・例 ＊ 

先見力のとらえ方（２） 

先見力のある

べき姿  

予測の時期を明確に

する 

・現代の特徴の一つに、長期予測と短期予測とで一見相反する結果が

出るということがある。 

・したがって、予測の範囲を長期・中期・短期のどれにするかを明確

に意識した上で予測にかからなければならない。予測の範囲によっ

て、そこから導き出す戦略や戦術が変わってくるからである。 

 

 客観的・論理的に予

測する 

・「予想」があくまでも主観的なものであるのに対し、先見力による

「予測」は客観的かつ論理的なものである。 

・単なる思いつきではなく他者が聞いても納得のいくような根拠があ

って初めて人を動かす先見力になる。 

 

先見力の対象 将来の社外現象を予

測する 

・社会動向の変化、市場や競合他社、顧客の特性、新たに生まれるニ

ーズや消滅するニーズなど、将来の社外現象を予測する。 

 

今後の社内対応を予

測する 

・企業において求められているのは、単に将来の社外現象を予測する

のみならず、予測された将来に向かって、今打つべき手は何である

かを明確にすることである。たとえば、将来における組織や人材が

どのようにあるべきかを考え、対策を決定する。社外と社内との関

係を的確に把握して、自らの行動のあるべき姿を明確にすることに

より、効果的な対策を講ずることができる。 

・現象全体を見渡しその内容や流れを把握する。その一方で、全体に

おける部分の動きに注目すると、個々の動きの予測も可能になる。

全体から影響を受けて行動する個々の動きと自分のするべき行動

を照らし合わせると、未来の方向性が見えるようになる。 

 

先見力の増進方法（取組み姿勢）  

心構え 会社の発展・持続を

実現する意欲を持つ 

・会社が発展・持続するために、自分がその方向性を予測するのだ、

という意識で取り組む。 

 

こういう未来をつくる

という意識で取り組む 

・予測するにあたって、自分自身の実現したい未来像を持って取り組

むことが望ましい。 

・これにより、予測すべき内容が明確になり、制度が向上する。 

 

問題意識を持つて対

象を観察する 

・どんな身近なものでも、それらがどうなるかを予測する習慣をつけ

る。日々繰り返すことによって先見力が磨かれる。 

・生活の中に変化を感じ取る観察力を磨くことも大切である。ライフ

スタイルや流行などの推移を観察し、未来を予測する。 

 

情報網を充実させる ・情報を収集するための人脈やネットワークを持ち発信・返信を繰り

返すことによって、いつも新鮮で良質な情報を収集する。 

・また様々な分野の知識人や権威といわれる人々と交流を持つことで

新しい知見を得ることができる。 

 

的を絞って現象を追

い続ける 

・ひとつの事柄について徹底的に追いかける。対象を調査・分析する

ことによって普段気づかなかった点が浮き彫りになる。そこに見出

した傾向を把握し、その延長線上で未来を予測する。 

 

自由に想像力を発揮

する 

・いつも将来に夢を持つことが、創造力の増進につながる。 

・自社や自分の現状や立場にとらわれない自由な心を持つことが多様

な発想を産み出す。 

 

変化を創造する姿勢

も持つ 

・将来の現象を予測するだけでなく、自社で変化を創造する姿勢を持

つのが良い。 

・変化を創造すれば戦略・戦術に先手が打て、成功の確率が高まる。 

 

予測は難しいことを前

提にする 

・予測してもそれが実現する可能性は低いことを認識する。 

・それでも予測しないよりも将来の現実に近づくことは間違いないの

で、予測を重視する。 

 

たえず予測の見直しを

行う 

・予測は一回すればよいというものではない。今日のように変化の激

しい時代にあっては、それこそ半年に一度は予想を最新化しビジョ

ンや戦略の見直しを行うくらいの覚悟でいても間違いはない。 
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先見力を高める方法（３） 

分類 原理・原則 解説・例 ＊ 

先見力の増進方法（実現方法） （１） 

準備段階 

 

予測の目的とテーマと

時期を決める 

・何のために未来を予測するのか、何を知りたいのかなど、予測の目

的を確定する。 

例）将来の現象を予測することは、予測された将来に向かって、今

打つべき手は何であるかを明確にすることであると認識する。 

・何を予測するのかのテーマを明確にする。 

 例）市場動向：マーケットセグメントの変化、ニーズの変化 

 例）技術動向：研究レベル、基礎技術、応用技術 

 例）自社動向：既存事業の拡大・縮小、新規事業への進出計画 

 例）世界動向：グローバル化の可能性の調査、現地動向の調査 

・予測の対象時期を長期・中期・短期のどれにするかを明確にする。 

 例）長期予測から中期・短期を予測する。 

 

予測体制を決める ・予測を担当する要員（プロジェクト）とテーマや役割を決める。 

 例）経営者の役割と予測担当の役割を明確にする。 

 

予測方法を決める ・予測の方法や技法を全社レベル・部門レベルで決める。 

例）既存の専門的な技法・ツールを用いるのか 

例）その場その場で最適なものを選択するのか 

 

収集段階 情報収集のテーマや

方針を決める 

・目的に沿って、どのような情報が欲しいかを決める。 

例）直接テーマと関連テーマを明確にする。 

例）「長期⇒中期⇒短期」の逆方向のアプローチで取り組む。 

 

社内情報やノウハウを

収集する 

・自社の情報や専門家を活用する。 

例）自社に蓄積されたデータから予測する。 

例）社内の経験者や有識者と情報交換する。 

・過去の経験から学ぶ。 

例）自社の過去の意思決定時の材料を参考にする。 

 

外部情報や有識者か

ら収集する 

・社外の情報や有識者を活用し、新たな価値を発見する。 

 例）外部書籍やデータベース等を活用する。 

例）先進的な顧客や分野別の有識者・権威に知恵を借りる。 

 

予測段階 顧客視点でアプローチ

する 

・予測のターゲットである顧客のニーズ（顕在、潜在）を想定する。 

例）顧客視点で要望を洗い出し、 それを解決する手段を探索し実

現する「ソリューションアプローチ技法」を活用する。 

 

社内外の頭脳を活用

し想像させる 

・将来の具体的なイメージを自分で想像することによって現実との違

いを読む。 

例）立場や役割に捉われない自由な発想をする。 

・関係者に自由に想像力を発揮させる。  

 例）全社アンケートによりアイデアコンテストを行う。 

 例）特別プロジェクトに将来予測をさせる。 

 

先進事例から予測す

る 
・同業や異業態の先進事例から学ぶ。 

例）他社の事例を参考にする。（異業態ベンチマーキング） 

例）先行している国や社会の市場や技術の発達を学ぶ。 

 

先行指標から予測す

る 
・社会の動向から変化の徴候を読み取り、予測をする。 

例）事業と関連する事象の動きを観察しながら、「先行指標、同時

指標、遅行指標」を見分け、それぞれに対応策を講じる。 

 

因果関係から予測す

る 
・因果関係を把握し次に何が起こるかを判断する。 

例）指標には因果関係が現れることが多い。 

 

回帰現象から予測す

る 
・時系列の変化の中で、回帰現象に着目する。 

例）人間には根本的な要望があり、ある程度のスパンで同様のもの

の流行や同じ形態の回帰が見られる。（スカートの長さ等） 

例）メインフレーム（集中）⇒クラサバ（分散）⇒クラウド（集中） 
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先見力を高める方法（４） 

分類 原理・原則 解説・例 ＊ 

先見力の増進方法（実現方法） （１） 

予測段階 

（続き） 

将来の全体予測と部

分予測の整合性を取

る 

・外部環境全体を見渡しその流れを把握する。その一方で、全体にお

ける部分の動きに注目し、個々の動きを予測する。 

例）全体から影響を受けて行動する個々の動きと自分のするべき行

動を照らし合わせ、未来の方向性を見通す。 

例）市場動向として顧客の特性、顧客構造の変化、新たに生まれる

ニーズや消滅するニーズなど、将来の市場現象を予測する。 

例）研究者や競合他社の技術動向を予測する。 

 

客観的・論理的な根

拠を示す 

・第三者が聞いても納得のいくような客観的・論理的な根拠を示す。 

例）単なる思いつきではない根拠を示す。 

 

活用段階 

  

 

予測結果を基にビジョ

ンを構想する 
・予測の結果としての方向性をビジョンとして「見える化」する。 

例）関係者がわくわくするビジョンに仕上げる。 

 

自社の経営の方向性

を決める 

・自社の経営方針や戦略のあり方を決める。 

 例）経営者の目指す方向を決める。 

 例）長期・中期・短期の戦略を、タイミングを図って策定する。 

 

社内で共有し活用す

る 
・会社や自事業部門の構成員がビジョンを共有し活用する。 

例）日常の様々な局面において、そのビジョンに基づいて思考・行

動を起こすようにして、組織のベクトルを一致させる。 

例）事業部門にまたがる新商品企画に活用する。 

例）自社の資源と他社の資源を組み合わせて付加価値を高める。 

例）将来事業を担う人材を早期に発掘し育成する。 

 

社外にもビジョンを公

開する 
・社会に対しても、会社がいかなるビジョンに基づいていて活動し

ているか公開する。 

例）外部評価は、会社や組織を評価するにあたって、現在の経営資

源よりも、その会社が持っているビジョンに高い価値を置く。 

 

予測を基に戦略立案

する 
・予測に基づいた事業や商品の戦略や戦術を的確・適時に立案する。 

例）既存事業の発展・持続（エンハンス） 

例）新規事業の開拓（イノベーション） 

例）人材育成の新方式（ＡＩ人材等） 

 

先見力の成果を享受

する 
・先見力による予測の成果を得る。 

例）新規事業が順調に立ち上がった。 

例）新商品がヒットした。 

例）新事業を担う人材が早期に揃った。 

例）市場に新しい価値を他社に先駆けて提供できた。 

 

評価段階 実現した成果を評価す

る 

・予測に基づいた成果を評価する。 

 例）今回の予測の成果と従来予測の成果を比較する。 

例）イノベーション価値を実現することできたかを評価する。 

例）お客様や社員・パートナーの成果や満足度を評価する。 

 

先見のプロセスを評価

する 

・先見力を持ってアプローチしたプロセス（手順や方法）を評価する。 

 例）今回のプロセスによる成果と従来のプロセスによる成果を比較

する。 

 

対策段階 予測と実際の相違を

評価し今後につなげ

る 

・先見に基づいてアプローチした評価を次につなげる。 

例）より精度の高い予測手法を採用する。 

例）さらにレベルアップするための各種工夫を加える。 

 

ナレッジを蓄積する ・先見力に関する独自の「スタイル」を磨くために、今回の経験を「見

える化」して「ナレッジ化」する。 

 

 


