
NISTEP 連続セミナー「世界のフォーサイトの動向」 
 (NISTEP Seminar Series “International Foresight Trend”) 

第３回セミナー (3rd NISTEP Seminar)  
 

日時：2022 年 1 月 20 日（木） 16：30～18：30 
Date and time: Thursday, January 20, 2022 (16:30-18:30) 

 
第 3 回目は、フォーサイトにおける共創 （多様なステークホルダーをいかに巻き込むか）と創造性 （ 
想像力、インスピレーション、ナラティブ、ストーリー・テリングをいかに活用するか）をテーマとして、欧州に

おける取組についてご紹介いただきます。 
The third seminar will focus on co-creation – involving the diverse stakeholders – and creativity – 
use of imagination, inspiration, narratives, and storytelling – in foresight activities, presented by 
experts from Europe. 
 

講演者名/ lecturer's name 講演タイトル/ Title of lecture 
Prof. Dr. Kerstin Cuhls 

 
 
 
 

フォーサイト活動における協創〜欧州フォーサイトにおける多様なアプロ

ーチ〜 
Co-creation in Foresight Processes - different approaches from 
European Foresight Processes. 
 

略歴/ Curriculum Vitae 
ケルスティン・クールズ教授は、1992 年よりフラウンホーファー・システム・イノベーション研究所（ISI）にて科学

プロジェクトマネージャーを務める。日本学、中国学、経済学・経営学を専門とする。ハンブルグ大学にて、日本に

おける技術フォーサイト研究で日本学の博士号を取得し、それらの知見を未来研究に応用している。現在、ハイ

デルベルク大学東アジア・トランスカルチュラル研究センター（CATS）の日本学教授でもある。 
クールズ教授は、東アジア地域研究と、未来コンセプト・未来研究、フォーサイト研究、時間研究の手法を融合

させた研究活動を行なっている。2011 年から 2012 年の間、ハイデルベルク大学東アジア研究センターの日本学

の特任教授として、東アジアの歴史、経営における文化的問題、日本のイノベーション、東アジアの時間概念と人

口動態の変化などについて講義やセミナーを行った。その後、ハイデルベルク大学で教鞭を執る（人口動態、時

間概念）。 
2007 年から 2009 年の間、BMBF Foresight の第 1 サイクルのプロジェクトマネージャーを務めた。2008 年か

ら 2010 年の間、フラウンホーファーISI のビジネスユニット「フォーサイト・未来研究」の責任者を務めた。国内外

及び地域における政府当局の調査プロジェクトにおいて、膨大なレパートリーのフォーサイト手法を開発し、ベルリ

ン自由大学、フランスのストラスブール大学、ドイツ安全保障政策アカデミー（BAKS）などで関連のセミナーを行っ

ている。 
クールズ教授は、欧州委員会の EFFLA（European Forum for Forward-Looking Activities）、RISE ハイレベ

ル専門家グループ、”Strategic Foresight”専門家グループのメンバーである。また、欧州委員会の第 5 回 SCAR 
Foresight を実施した SCAR Foresight の専門家メンバーでもある。様々な論文誌（”Technological Forecasting 
& Social Change”、”Journal of European Futures Research”、”Futures & Foresight Science”など）の国際編

集委員や諮問委員を務めており、ドイツの Zeitschrift für Zukunftsforschung の共同編集者も務める。 
 
Prof. Dr. phil. Kerstin Cuhls, M.A.  
is a scientific project manager at the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) since 



1992. She studied Japanology, Chinese Studies and Economics/Business Administration. She finished her 
Dr. phil. at the University of Hamburg in Japanology about Technology Foresight in Japan and now combines 
this knowledge with methods from Futures Research.  
Kerstin Cuhls is Professor for Japanology at the University of Heidelberg, Center for East Asian and 
Transcultural Studies (CATS). She combines East Asian studies with Futures concepts, Futures Research/ 
Foresight and time research. From 2011 to 2012, she was already interim professor for Japanology at the 
Centre for East Asian Studies, University of Heidelberg with lectures and seminars about East Asian history, 
cultural issues in the context of management, Innovation in Japan, Time Concepts in East Asia and 
Demographic Change. Teaching assignments (Demographic Change, Time Concepts) in Heidelberg 
followed.  
From 2007 to 2009 Kerstin Cuhls was the project manager of the first cycle of the BMBF Foresight. From 
2008 to 2010 she was head of the business unit "Foresight and Futures Research" in Fraunhofer ISI. In 
national, regional and international studies for different contracting authorities she built up a huge repertoire 
of methods in Foresight applied in projects and taught in seminars at the Freie Universität Berlin 
(Masterstudiengang Zukunftsforschung), University of Strasbourg, France, as well as the Bundesakademie 
für Sicherheitspolitik (BAKS). 
Kerstin Cuhls was member of the European Forum for Forward-Looking Activities (EFFLA) of the European 
Commission, the High Level Expert Group RISE and the expert group “Strategic Foresight”. She was 
member of the SCAR Foresight expert that conducted the 5th SCAR Foresight for the European 
Commission. Kerstin Cuhls is in the International Editorial and Advisory Boards of different Journals (e.g. 
Technological Forecasting & Social Change, Journal of European Futures Research, Futures & Foresight 
Science) and co-editor of the German Zeitschrift für Zukunftsforschung. 

講演者名/ lecturer's name 講演タイトル/ Title of lecture 
Ms. Tanja Schindler 

 
 
 
 
 

未来を理解し共に形作るための参加型未来予測の事例 
Examples of participatory futures processes to understand and 
shape the future collaboratively. 

略歴/ Curriculum Vitae 
タ二ア・シンドラー氏は、精力的かつ国際的に活躍する様々な賞を受賞したフューチャリストであり、フォーサイト、

イノベーション、リーダーシップ、戦略といった分野で 7 年以上の実績を有する。オーストラリアのメルボルンのス

ウィンバーン工科大学で、MBA および Master of Strategic Foresight の学位を優秀な成績で取得している。グロ

ーバルなコミュニティである Futures Space の創設者であり、様々な国のメンバーと共に未来を探求している。ま

た、欧州委員会における参加型の未来デザインに焦点を当てたフォーサイト・プロジェクトを主導している。2021
年 1 月からは、Association of Professional Futurists の副会長も務めている。 
 
Tanja Schindler is a passionate, international and award-winning Futurist for more than seven years and 
has international experience in foresight, innovation, leadership and strategy. She holds a double 
MBA/Master of Strategic Foresight with distinction from the Swinburne University of Technology in 
Melbourne, Australia. She is the founder and guardian of the global community Futures Space, where she 
explores the future with members from all over the world. She also leads foresight projects for the EU 
Commission, particularly with a focus on participatory future design. Since January 2021, she is also Vice-
Chair of the board of directors of the Association of Professional Futurists. 

 


