ISO56002 発行記念

J INイノベーション・マネジメントシステム フォーラム
日時
場所

10 月16 日

2019 年

日本橋ホール（日本橋髙島屋 三井ビルディング 9 階）

水

15: 00

19:00（ 開場 14 : 30）

東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号

企業経営者、企業内イノベーション推進責任者

主催

対象

参加費

無料

一般社団法人

Japan Innovation Network

 策定メンバーが日本に集結！
本業を持つ既存の組織からイノベーションを興せないというのは、日本に限らず世界各国の共通の悩みです。創業者
が思いを持って事業を立ち上げるスタートアップとは違い、本業の慣習の縛り、既存の顧客、既存の生産ラインなど
を持つ企業がイノベーションを興すのは常に困難が伴います。
そのような悩みを抱えた国が 59 カ国集まり、5 年の歳月をかけて産業史上初のイノベーション・マネジメントの国際
規格 “ IS O 56 0 0 0シリーズ ”が今年、発行されました 。その規格作りの議長国フランス、そして深く関与してきた
スウェーデン、アメリカの責任者が来日し、
国際規格策定の背景や内容について解説します（ 同時通訳付き）。
主なスピーカー

Alice de Casanove（フランス）

Magnus Karlsson（スウェーデン）

Rick Fernandez（アメリカ）

エアバス社北米拠点のイノベーション責任者。

スウェーデン国立研究所（RISE）イノベーション・

Advent Group 社の Managing Principal。調達

イノベーション創出でキャリアを積んだ後 、2013 年

スウェーデンを代表して、ISO56002策定において

フランスの通信、映像、ゲーム機器などの分野での

からISO56000シリーズ策定審議会の議長を務める。

マネジメントシステム・プロジェクト責任者。

やサプライチェーン・マネジメントにおける

中心的な役割を果たした。

として、ISO56000 シリーズ策定に携わってきた。

イノベーションの専門家。
アメリカ代表のエキスパート

プログラム
15 : 00-18 : 00 フォーラム
1. イントロダクション「イノベーション・マネジメントとは？」Japan Innovation Network 代表理事 紺野 登
2. ご挨拶 経済産業省 産業技術環境局長 飯田 祐二 氏（予定）
3.「ISO56000 シリーズ策定の背景と経緯」Alice de Casanove , ISO TC279 Innovation Management Chairperson
4.「ISO56002：イノベーション・マネジメントシステムについて」
Magnus Karlsson, Project manager, Innovation management system, RISE Research Institutes of Sweden
5.「イノベーション・マネジメントシステムにおけるアメリカの動向」
Rick Fernandez, Managing Principal, Advent Group Inc.
6.「ISO56002 発行に対応した日本政府の動き」 経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課長 今里 和之 氏（予定）
- 休憩 -

7. パネルディスカッション

パネリスト：沖電気工業 執行役員 経営基盤本部長 Chief Innovation Oﬃcer（CINO）横田 俊之 氏、Alice de Casanove 氏、Magnus Karlsson 氏、

Rick Fernandez 氏 ファシリテーション：Japan Innovation Network

専務理事 西口 尚宏

8. クロージング「J IN のイノベーション・マネジメントシステム・アクセラレーションプログラム（I MSAP ）について」
Japan Innovation Network 専務理事 西口 尚宏

18 : 00-19 : 00 ネットワーキング
ISO56002 : イノベーション・マネジメントシステムについて
イノベーション・マネジメントの国際規格化が求められるように

組織の状況

外部及び内部の課題、
文化、
協力

なってきた背景は次の 2 つです。

リーダーシップ

コミットメント、
ビジョン、
方針

１ . 世界各国で既存組織からイノベーションを起こす必要性が高まり、
問題意識が醸成されてきたこと。

２. 各国が持ち寄ることができる実践的な知恵が蓄積されてきたこと。

機会に
関する意図

コンセプトの
創造

コンセプトの
検証

機会の特定

これを受け、世界 59 カ国の知恵を総動員して、極めて実践的な国際

ソリューション
の開発
ソリューション
の導入

イノベーション
による価値

DO

活動

規格ISO56002 シリーズがこの度発行されるに至りました。
その中で

PLAN
計画

も、ISO56002は中核となる「イノベーション・マネジメントシステムの

支援体制

資源、力量、その他の支援

CHECK

パフォーマンスの
評価

ACT
改善

ガイダンス規格」です。

イノベーション・マネジメントシステムのフレームワーク

イノベーション・マネジメントシステム・アクセラレーションプログラム（IMSAP）
ISO56000 シリーズの策定審議会の日本代表を務めてきた Japan Innovation Network(JIN) が、ISO の内容を解説し、アセスメントツールを
提供するとともに、日本企業へのイノベーション・マネジメントシステム導入を支援するプログラムです。

ISO56002 集中講座

平日 2 時間

IMS アクセラレーションスタジオ

毎月開催中
月例 1 年間

お申込みは下部記載のPeatixで（下記の QR コードからアクセスください）
2019 年10月31日開講：56000シリーズの詳細と海外先進事例を学びイノベーション

活動を加速する

I MS 推進者キャンプ

4か月間

2020年1月開講予定：56000シリーズに準拠したイノベーション・マネジメントシステムの原案を作成する

※スタジオとキャンプについての詳細とお申込みは im s @ ji- n e tw o r k . o r g まで

お申し込み

下記、

より、
お申し込みください。

ht t p s :/ / ims-jin. peatix. c om

一般社団法人 Japan Innovation Network
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー 8 階

QR コードからも
アクセスできます

Tel : 03-5510-7188 URL : https : // ji-network .org E-mail : ims@ji-network.org

