その発想に未来はあるか？
新事業や
経営を担う
次世代
リーダーへ！
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出所：
『メガトレンド2016-2025
［全産業編］』

技術のライフサイクル曲線と電装化の関係

第1回

第 3回

メガトレンドから見た日本産業の未来全像

人工知能
（AI）
が変革する2030年の姿

Internet of Things
（IoT）
が変革する
2030年の姿

2016年10月7日
（金）13：00〜17：00

2016年10月26日
（水）13：00〜17：00

2016年11月1日
（火）13：00〜17：00

講師

講師

講師

株式会社 盛之助 代表取締役社長

メタップス 代表取締役社長CEO

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

川口盛之助氏

未来を正確に知ることはできません。そこで必要に
なるのが
「未来予測」
です。ただし、未来予測には注
意が必要です。講師の川口氏は、
「 分野を超えた相
互作用こそが未来を決める大きな要因」
といいま
す。講演では、
「分野間の相互作用」
を見通し、
長期的
な変化を読み切ることでまとめた、戦略策定の基礎
となる社会と注目産業分野の未来像を解説します。
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第2回

佐藤航陽氏
岡田陽介氏

ABEJA 代表取締役社長CEO

武田秀樹氏

森川博之氏
泉田良輔氏

GFリサーチ 代表

FRONTEO 取締役 最高技術責任者 行動情報科学研究所 所長

日本における数々のIoT関連プロジェクトに携わる

人工知能
（AI）
の研究開発が凄まじい勢いで進んで

します。そしてIoTが変革する事業構造や都市構造

います。AIを活用した画期的な事業を展開する第一
人者が、
AIが切り開く今後の世界を解説します。

東京大学 森川氏が、
IoTが切り開く今後の姿を解説
の例として、
GFリサーチの泉田氏がビジネスに大き
な影響を与える自動運転のインパクトを紹介します。

あなたの会社は

存在していますか
競争環境ががらりと変わる、多分野を巻き込んだ大きな変革が起ころうとしています。
この変革の波に、
あなたは乗りますか、抗いますか、
あるいは退散しますか…
2030年には決着がつく可能性は高いですが、“2030年までは時間がある”と考えるのは危険です。
勝者になる道を選択する時期は“まさに今”です。
時代の変革に抗うのは簡単ではありません。
そもそも退散する選択肢もありません。
潮流に乗って攻める以外に手はありません。
攻める“武器”はいくつもあります。
キーワードは、人間の英知を凌駕する人工知能（AI）、
世の中のあらゆる情報を集めるIoT、
そして能力を強化した超人類やロボットです。
日経ビジネススクール「テクノロジーインパクト2030」では、
こうした武器の可能性を理解できるだけでなく、
時代の変革を予測し乗り切る羅針盤となる戦略も伝授します。

第4回

第5回

第 6回

ロボットが変革する2030年の姿

シナリオプランニング
〜未来の不確実性を考察し、戦略立案する〜

新規事業戦略、事業転換
〜自社戦略への落とし込み〜

2016年11月18日
（金）13：00〜17：00

2016年12月7日
（水）13：00〜17：00

2016年12月21日
（水）13：00〜17：00

講師

講師

講師

東京大学大学院情報学環 教授
ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長

Strategic Business Insights,Inc. Vice President/Intelligence Evangelist

ミレニアムパートナーズ代表取締役／一橋大学商学大学院
MBAコース講師／グロービス経営大学院講師／NPO法人
ヘルスケアリーダーシップ研究会理事

暦本純一氏
石黒 浩氏

大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 教授（特別教授）
国際電気通信基礎技術研究所 石黒浩特別研究所 客員所長
（ATRフェロー）

昨今、ロボットの開発は急速に進んでいます。講演
は、人間社会とロボットが共存する社会に焦点を合
わせます。

高内 章氏

徳重桃子氏

Strategic Business Insights,Inc. Director of Tokyo Oﬃce

未来予測をするだけでなく、当初予測と異なること
に備えておくとで、未来の不確実性に対峙して長期
的な経営企画や事業開発に取り組めるようになりま
す。この
「未来に備える」
ための手法が、
シナリオプラ
ンニングです。
「未来に備える」
手法を解説します。

秦 充洋氏

市村雄二氏
コニカミノルタ 執行役 事業開発本部長

新しい発想を生み出すための基本的理論と具体的ア
プローチ、
アイデアを事業モデルに進化させるステッ
プとポイントについて解説します。さらに新規事業を
創出している企業の事例も紹介します。
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崩壊する社会秩序、AIの覚醒、
未曾有の変化。陳腐な言い方です。またか。そ

本は世界に先駆けて、
ここでも
「人類がこれまで

う思われる方が多いかもしれません。けれど、実

経験したことがない」
少子高齢社会を体験するこ

際にいま進行していることは、そうとしか表現し

とになるでしょう。

ようのないものなのです。
改めて言います。いま人類は、少なくとも近世

ます。例えば韓国はすでに人口減少の局面に

以降は経験したことがない、大きな変化のなか

入っており、中国がこれに続きます。つまり、成長

にあります。例を挙げてみましょう。一つは、先進

の順を追って少子高齢化が襲い掛かってくるわ

国から新興国へのパワーシフトです。

けです。注目すべきは、経済成長も少子高齢化

19、20世紀を通じてずっと、欧米などの
「先進
国」
が世界の富を独占してきました。2000年時

も、あとになるほど変化の度合いが急激になって
いくということでしょう。

点においても、世界のGDPの約8割はG7を中心

恐ろしいのは、
こうした未来は確実に訪れると

とした先進国が稼ぎ出していたのです。この構造

いうことです。人口予測は、まず外れない。その

が顕著に変わり始めたのはリーマン・ショックあ

結果として、世界は様相を一変させるほどの変化

たりでしょうか。新興国の急速な経済成長によっ

を私たちは体験する。それは確実に起こることな

て、相対的に先進国の力が弱まりつつあります。

のです。

この傾向はさらに加速し、2030年には世界の富
の半分は新興国が生み出すことになるでしょう。
この裏付けとなっているのが、人口推移です。

既存産業とICTの融合、
そしてAIの覚醒

いま世界は人口爆発期ともいえる状況にありま

こうした変化に対応する手段として、極めて重

す。前の東京オリンピックが開かれた1963年の

要なのが
「科学技術」
の力です。そもそも欧米へ

世界人口は32億人ほどでした。それが、2000年

の富の集中は、産業革命がもたらしたものだとも

ころには60億人を突破し、現在は73億人ほど、

いえます。つまり、科学技術の進化によって引き

2020年には77億人、2030年には84億人に達

起こされる変革は、それ単体でも世界の様相を

しているでしょう。

一変させるほどの破壊力を秘めているのです。

世界の様相は一変する
その人口爆発を牽引しているのが新興国で

その大変革は、すでに準備されつつあります。
主役は、広い意味でのICT
（情報通信技術）
になる
でしょう。

す。つまり、新興国は人口ボーナスを背景に急速

歴史を振り返れば、人類の繁栄を支えてきた

な経済成長を続けているわけです。結果として

のは生産性の向上であり、近世の急成長は
「工業

深刻に懸念されるようになったのが、食糧、エネ

化」
によって達成されたといえるでしょう。人手頼

ルギー、水などの不足と奪い合いです。もちろん

りの手工業から少ない人手で量産を可能にする

それは氷山の一角で、あらゆる地域、分野で激烈

装置産業へのシフトを果たし、
ロボット、ICTなど

な変化による歪みが生まれ、社会問題が噴出す

を導入しつつその高度化を進めてきたわけで

るであろうことは想像に難くありません。

す。繊維、機械、電子など多くの分野でこれが進

一方で、先進国は軒並み人口を減らし続けて
います。いわゆる少子高齢化ですが、
日本のそれ
は、欧州諸国などよりはるかに急激なのです。日

4

実は、新興国にもその影は忍び寄ってきてい

行し、そのことが社会に大きな影響を与えてきま
した。
けれど、見渡せば
「人手頼り」
の産業分野はま

そして私たちの未来
だまだあります。医療、農業、金融を含むある種

に追われ、駐車代、ガソリン代、保険代、税金、車

のサービス業、職種では、経営、教育、物流/運輸

検・整備代と、
ことあるごとに出費を強いられるこ

などがそれに該当するでしょう。

とは、もうなくなるのです。代わりに活躍するの

ほとんど確かなことは、
これらの分野でかつて

が、格安の無人タクシーでしょう。運転手という

ないほどの生産性向上が達成され、そのことが

「人手」が不要になることで、タクシー料金は数

全産業に影響を及ぼしていくということです。そ

割、ひょっとしたら1/10以下になっているかもし

の推進力となるのが、いわゆるICTでしょう。

れません。

クラウドの出現、
ビッグデータの誕生、それを

事故も減るでしょう。
「人間の」
運転手はすべて

糧としたAIの覚醒。科学技術が進展しAIが人類

手練れというわけではありません。運動能力が低

の知能の総和を超える
「シンギュラリティ」
と呼ば

下した高齢者、やんちゃな若者、休日にしか運転

れる水準に近づいていくことで変化は加速し、波

をしない人もいるでしょう。優れた運転手であっ

及する範囲は劇的に広がっていくはずです。あら

ても、居眠りをしてしまうかもしれない。きちんと

ゆるビジネスの成否は、
この変化にどう対応し、

運転できていたとしても、死角から子供が飛び出

直面する社会課題の解決に結びつけていくかに

してくることもある。実際、事故原因の９割は人間

かかっているのです。

の認知ミスや判断ミス、操作ミスだといいます。

「パンドラの箱」
は開いた

この問題は、自動運転車でほとんど払拭でき
るはずです。死角から飛び出してくる人を自車や

例を挙げてみましょう。ほんの一例です。

周囲の車のセンサーで捉えることは容易です。

昨今、新聞紙上を賑わすようになったテーマの

運転技能も、AIを組み合わせることで格段に進

一つに、自動運転があります。機械が人に代わっ

歩するはずです。日本中、世界中の道路を走行し

て運転をしてくれる技術です。おそらく、東京オリ

た膨大なデータを経験として取り込み学んだAI

ンピックでは関連施設を結ぶ無人バスを走らせ

は、人の技量をはるかに凌駕する運転能力を身

るなどの社会実験が実施されるでしょう。高齢化

に付けるはずです。

が進む地方では、それより早く導入が始まるかも
しれません。

クルマの動きを統合的に制御し、稼働率の向
上を図ることで、事故渋滞も激減するでしょう。こ

ところで、
自動運転をみなさんはどう捉えてい

のことによって、移動時間はぐっと縮まるはずで

るでしょう。一般には、
「ゲームしながら移動でき

す。このほかにも、
「うれしい」
変化はいくつもあり

るようになる」
「クルマで出かけても酒が飲めるよ

ます。移動コストが下がるのと同様に物流コスト

うになる」
程度に認識されている方が多いのでは

が下がること、災害などによる避難が容易になる

ないでしょうか。

こと、緊急車両の移動所要時間がぐっと短縮でき

けれど、思索を深めていけば、
自動運転車の普
及は極めて大きな影響を社会に与えるものであ
ることが分かってきます。

誰も自家用車を買わなくなる
実は、消費者からすれば、良いことだらけです。
まず、自動車を買わなくてよくなる。ローン返済

るであろうことなどです。

自分がやらなくても誰かがやる
ただ、喜んでばかりもいられません。産業界に
とっては、自動運転の実用化と普及は、自身の存
亡を揺るがしかねない、戦慄すべき大変革でも
あるのです。
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その動きのど真ん中にいるのが自動車メー

でしょう。私たちは、産業構造を破壊しながら生

カーでしょう。クルマというものが、BtoCの商品

産性の飛躍的向上を果たしていくことを宿命づ

からBtoBの製品になる。これだけでも対応は大

けられているのです。それなくして、労働人口比

変です。動力も変わるでしょう。ガソリンから、無

率の急激な低下と社会コストの急増を伴う少子

人でのエネルギー補給が容易で、構造が単純＝

高齢化は乗り切れないわけですから。

コスト削減が見込める電気自動車へのシフトが
進むでしょう。
さらに恐ろしいのは、
どこから誰がライバルと
して出現してくるかわからないということです。
「技術が変わればプレーヤーも変わる」
というこ
とは、私たちがこれまで何度も目にしてきたこと
です。新規参入が少ない自動車産業にあって、
「自分たちがやらなければ前には進まない」
とい

それは分かっていても、
「変化をためらう」
空気
はなかなか消し去れません。けれど、それでも何
とかなってしまう状況ではないのです。このこと
は、先に述べました。
「私たちがやらなければ他の
人たちがやって、結局その人たちに駆逐されてし
まう」
だけなのです。

未来予測だけでは足りない

う状況が長く続いてきました。けれどもこれから

ではいま、私たちは何を考え、行動すべきなの

は、
「自分がやらなくてもほかの誰かがやってしま

か。その答えは、一つではないはずです。けれど

う」
ことになるわけです。

も、答えを考えるうえで、必ず知っておかなけれ

自動車に関わってきた業界も、大きな影響を

ばならないことがあるはずです。

受けるでしょう。自動車メーカーと直接取引をし

一つは、世界の動向、動きの源泉たる
「メガトレ

てきた産業分野にはじまり、運輸、物流、流通小

ンド」
を抽出、理解し、未来イメージを予測するこ

売、保険、医療、警察、消防などの公共サービスな

とでしょう。ただ、未来は揺れ動くものです。常に

どにも及びます。

それを点検し見直しつつ、考えられるあらゆるシ

再度例を挙げてみましょう。戦艦大和は、厚い

ナリオを想定しておかなくてはなりません。

鋼板に覆われています。砲弾が当たった場合の

ただ、それだけでは不十分。これから先の未来

影響を小さく抑えるためです。では、今日の軍艦

は、技術進化によって大きく変貌していくことは、

はどうでしょう。イージス艦などは、実は一発の砲

ここまで述べてきた通りです。そうであれば、技

弾で破れてしまうほどの装甲しか持ちあわせて

術の本質を理解しその行方を予測しておかなく

いません。なぜか。それは、
「事前にリスクを察知

ていいわけがありません。

し当たる前に対応するから」
なのです。
その考えに立てば、自動車に強靭な車体はも

こうした考えから企画したのが、
「日経ビジネス
スクール テクノロジーインパクト 2030」
です。

はや不要ということになるかもしれません。そも

未来予測、技術予測を含め、飛躍の種を見つけだ

そも衝突しないわけですから。そのとき、車体に

し、企業経営や事業戦略に結び付けるための重

は今と同じような鋼板を果たして使い続けてい

要な要素を選び抜き、
ここに網羅しました。

るでしょうか。
繰り返しになりますが、
自動運転はほんの一例
です
（p.7の図を参照）
。これから、さまざまな分
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【関連文献】

野で、AIを核としたICTによって
「人手頼りの仕

1) 川口盛之助、
『メガトレンド2016-2025』.

事」
が
「量産に適した装置産業」
へと変貌していく

2) 鶴原吉郎、仲森智博、
『 自動運転』.

宇宙開発

航空機

海運

高速鉄道

電気自動車
燃料電池車

自動運転車

ドローン

ロボット

2015

日産が実用化

北極海に砕氷船定期航路が運航開始

日本のH3ロケット開発

・アシストスーツの用途開発が大きく進む
・ロボットカーのシーン限定ユースが大きく進む
・2輪や近距離移動で限定的にEV化が進む
・途上国が衛星を自力で開発、
運用する
（打ち上げはできない）
・欧州、
ロシア、
日本、
中国、
インドが有人の月面到着を目指す

2016〜2025概観

韓国国産ロケット実用化

中国の打ち上げビジネスがシェア15%に拡大

フィリピンやインドネシアが小型衛星開発

インドが有人飛行

日本が月探査船

EV市場が330万台、9兆円に

カリフォルニアのEVが100万台に

タイ、
ポーランドに高速鉄道導入

火星探査船ローバープロジェクト

民間の宇宙飛行

EV電池が現状の半額になる
充電スタンドが数10万カ所に増える

PEVが10万台規模に
トヨタのFCVが年間3000台に

ブラジル、
メキシコに高速鉄道導入

電動バイク市場が150万台に
世界の蓄電池市場が20兆円に

GMが350万円のEV発売

アジアの3輪タクシーがEV化

電動バイクが1.4億台に

農業用自動運転車

ロボットカー高速道路走行

フォードが実用化

自動駐車技術実用化

ダイムラーが実用化

ドローン市場が本格化し8000億円に

多様な無人機が戦場に登場

パワードスーツ1兆円市場に

パワードスーツ兵士実用化

介護福祉ロボ国内市場543億円に

盲導犬ロボット出現

グーグルが実用化

Amazonドローン宅配開始

パワードスーツ量産化

掃除ロボット日本で100万台に

2020
外科用ロボット2兆円市場に

ロボット昆虫が出現

20XX年予測情報まとめ1
（テクノロジーの変化①：移動体系）

移動体系技術

テクノロジーの変化
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2026〜2035概観
・サービスロボットが日常生活に入り込む
・ドローンビジネスは大きく開花
・ロボットカーが普通になる
・新車はEV＆FCVが過半になる
・民間宇宙旅行が実現する
・月面に基地ができる

ロシアが月へ有人飛行

インドが月へ有人飛行

中国が月へ有人飛行

10%がロボットカーになる

100万円で宇宙旅行

75%がEVになる

75%がロボットカーになる

2040

2045

出所：
『メガトレンド2016-2025
［全産業編］
』

・肉体労働はほぼロボットで代替される
・大半の自動車はロボットカー化
・大半の自動車はEVに
・月基地に人が常駐し、火星にも人が到達
・成層圏が商用航路になる

2036〜2045概観

永続的に住める月の有人基地

米国NASAおよび、
欧州の火星への有人探査船

宇宙太陽光発電所が実用化

LCCが過半数を占めるまでに成長
マッハ５の極超音速旅客機が運用

NASA、
月に有人基地

ロボットの自己増殖

オーストラリアに高速鉄道導入

新車の過半数がEVになる

運行機数が3.5万機に拡大

ロボット市場が10兆円に
ロボットの労働力が人間を完全に代替

約50万人のパイロットが必要に

カリフォルニアに高速鉄道導入

2035

介護ロボット4000億円市場に

ドローンビジネス100兆円に

FCV市場が7兆円になる

ロボット警官出現

日本の電機が衛星ビジネス1500億円規模に

欧州が月へ有人飛行

火星へ無人往復探査船

2030
医療用ナノロボット出現

宇宙飛行ビジネスが10億ドル規模に

商用航空機市場が340兆円に拡大

夏の北極海の氷が全消滅

中国〜欧州間シルクロード鉄道開通

燃料電池市場が5兆円になる

EVの航続距離が500kmに伸びる

NYなど都市部でEVが普及期に入る

ロボットカーが一般道で走る

60%がコネクテッドカーになる

ドローンビジネス拡大

米軍航空機の9割が無人化

パワードスーツ兵士汎用化

移動補助介護ロボット普及

暮らしの中のロボ市場8兆円に

先進国でロボット数が人口を抜く

2025

第

1

回

講師

概

メガトレンドから見た日本産業の未来全像
2016年10月7日
（金）13：00〜17：00
川口盛之助氏 株式会社 盛之助 代表取締役社長
コーディネーター：仲森智博氏 日経BP未来研究所所長

要

未来を垣間見ることができたら、打つ手がことごとく当
たる完璧な経営計画をつくれるはずです。
しかし、未来を
正確に知ることはできません。そこで必要になるのが
「未
来予測」
です。ただし、未来予測には注意が必要です。ほと
んどの未来予測は、各分野の専門家が分担してまとめた
ものです。ある分野における豊富な知見を持ち深い洞察
ができる専門家を結集すれば、
「質の高い」
未来予測がで
きるわけではありません。長期予測の場合、
この方式だと
急速に深まる
「分野間の相互作用」
が見えず、全体像が不
鮮明になる欠点があるからです。
講師の川口氏は、
「 分野を超えた相互作用こそが未来
を決める大きな要因」
といいます。これを実現するため、
川口氏は１人で、未来に関連する膨大な文献や統計デー
タを人・社会・技術のライフサイクルの視点で分析し、
これ
から起きる劇的な変化を
「50のメガトレンド」
としてまとめ
ました。講演では、長期的な変化を読み切ることでまとめ

CURRICULUM
Part1

カリキュラム

HOW論：未来予測の方法論

（1）自然科学者の未来と社会科学者の未来
（2）学者の出身国と未来予測の関係

Part2

What論１
：日本の未来像概観

（1）全体産業の構造的な変化について
（2）労働者の構造的な変化について

Part3

What論２
：産業別の日本の未来像各論

（1）素形材〜中間財〜生産財
（2）耐久消費財

（3）材料
（汎用材〜機能材〜感性素材）

（4）食材
（バイオ技術、農水産業再興、和食）

（小売り、宅配からインバウンド観光など）
（5）ニアフィールドサービス
（6）ソフト
（コンテンツ、音楽、
ファッション、食文化）

（7）インフラ
（交通、石油、建設、発電、工業、上下水など）
（8）生産財
（ロボット〜３Dプリンタ〜工具類）

Part4 まとめ
＊内容は一部変更する可能性があります

た、戦略策定の基礎となる社会と注目産業分野の未来像
を解説します。
本セミナー参加者には、上記の考えに基づいて川口氏
が 執 筆した『メガトレンド2 0 1 6 - 2 0 2 5［ 全 産 業 編 ］
』

出所：
『メガトレンド2016-2025［全産業編］
』

（pp.14-15）
を提供いたします。

ねらい

PROFILE

株式会社盛之助 代表取締役社長
日経BP未来研究所アドバイザー

▶全業界を横断・俯瞰した視点の未来予測情報を理解で

修了(化学専攻)｡ 技術とイノベーションの育成に関する
エキスパート｡付加価値となる商品サービス機能の独

▶社会と産業の未来像を明確に提示し、事業戦略立案に

自性の根源を､文化的背景と体系的に紐付けたユニー
クな方法論を展開する｡その代表的著作｢オタクで女の

役立ちます。

子な国のモノづくり｣は､技術と経営を結ぶ良書に与え

▶世界の先駆的事例などビジネス化視点の先端情報を
▶事業開発プロジェクトメンバーが未来像を共有する
ツールとなります。
▶新規事業を考える上で将来有望な事業領域を知ること
ができます。
▶市場規模を推定する場合に役立つデータがあります。

られる｢日経BizTech図書賞｣を受賞し､英語､韓国語､
中国語､タイ語にも翻訳される｡台湾､韓国では､政府産
業育成のための参考書として選ばれ､詳細なベンチマーク報告書が作成される｡
心をつかむレクチャーの達人としても広く知られる｡TEDxTokyoにおける
Toilet Talkは40万回再生という異例の反響を得ており､Yahoo Japanの動画
サイトでは世界の傑作プレゼンテーション･ベスト５に選ばれる｡世界的な戦略コ
ンサルティングファームのアーサー･D･リトル･ジャパンにおいて､アソシエート･
ディレクターを務めたのちに株式会社盛之助を設立｡国内のみならずアジア各
国の政府機関からの招聘を受け､研究開発戦略や商品開発戦略などのコンサル
ティングを行う｡
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川口盛之助氏

1984年､慶應義塾大工学部卒､イリノイ大学修士課程

きます。

得られます。

講師プロフィール

第

2

回

2016年10月26日
（水）
13:00〜17:00
佐藤航陽氏 メタップス 代表取締役社長CEO
岡田陽介氏 ABEJA 代表取締役社長CEO
武田秀樹氏 FRONTEO 取締役 最高技術責任者 行動情報科学研究所 所長
コーディネーター：今井拓司 日経テクノロジーオンライン/日経エレクトロニクス

講師

概

人工知能
（AI）
が変革する2030年の姿

編集委員

CURRICULUM カリキュラム

要

人工知能
（AI）
の研究開発が凄まじい勢いで進んでいま
す。研究者の予想を大きく上回る速さでめざましい成果
が相次いで登場しています。この勢いは今後も続き、
2026〜2035年には人間と同程度の能力を備えたAIが
完成し、経営や政策決定のような業務オペレーション分野
での活用が大きく進展するとみられます。
第2回では、AIを活用した画期的な事業を展開する第
一人者が、AIが切り開く今後の世界を解説します。

Part1

講義1【講師：佐藤航陽氏】

●メタップスが考えるAIが切り開く未来
＜メタップスの特徴＞

メタップスは企業理念として
「世界の頭脳に
なる」
を掲げ、コンピュータにあらゆるデー
タを学習させ、人々の最適な意思決定を支
える頭脳になることを目指すとしています。
「テクノロジーで
お金の在り方を変える」
をミッションに、テクノロジーを駆使し
て世界中に埋もれている価値を発見し有効活用することで、
お金に依存しない新しい経済の仕組みを実現するとしています。

ねらい

Part2

▶AIが切り開く新産業や既存産業の変革する姿を理解い
ただけます。
▶AIの適用範囲は広く、各業界で大きな変革を起こす可
能性があることを把握いただけます。

PROFILE

佐藤航陽氏

早稲田大学法学部在学中の2007年に株式会社メタップスを設立し代表取締役
に就任。2011年に人工知能を活用したアプリ収益化プラットフォーム
「Metaps」
を開始、アジアを中心に世界８拠点に事業を拡大。2013年より金融プラット
フォーム
「SPIKE」
の立ち上げに従事。2015年8月に東証マザーズ上場。2015年
のフォーブス
「日本を救う起業家ベスト10」、AERA「日本を突破する100人」、
2016年
「Under 30 Asia」
に選出。
ABEJA 代表取締役社長CEO

●第四次産業革命をリードするIoT、
ビッグデータ、人工知能の可能性

＜ABEJAの特徴＞

ABEJAは、IoT、ビッグデータ、人工知能。
この3つの先進技術をあわせ持ち、ディー
プラーニングを活用した産業構造変革をサポートしています。

講師プロフィール

メタップス 代表取締役社長CEO

講義2【講師：岡田陽介氏】

岡田陽介氏

1988年生まれ。10歳からプログラミングをスタート。高校で、
コンピュータグラフィ
ックスを専攻し、文部科学大臣賞を受賞。大学では、3次元コンピュータグラフィックス
関連の研究を複数の国際会議で発表。
リッチメディアに入社し、6カ月で最年少事業本
部マネージャー昇格。四半期で数億円の事業開発を担当。その後、シリコンバレーに
滞在し、人工知能の革命的進化を目の当たりにする。日本に帰国後、ABEJAを起業。
FRONTEO 取締役 最高技術責任者
行動情報科学研究所 所長

武田秀樹氏

2012年から、国内外の大学・研究機関と密接に連携し、ディー
プラーニングを含めた人工知能技術の研究開発を行ってい
ます。人工知能技術のビジネスへの導入気運が高まる昨今、
各社が活用方法を模索するなか、小売・流通を皮切りに、すで
に100店舗以上へのサービス導入を実現しています。

Part3

講義3【講師：武田秀樹氏】

●FRONTEOが考えるAIが切り開く未来
＜FRONTEOの特徴＞

FRONTEOは、
これまで人が社会や企業で
蓄積してきた感覚や知見、暗黙知などを活
用し、人の能力を最大化する人工知能の開
発に取り組み、実践しています。例えば、
ホワイトカラーの生産
性を効率化し、データを見ることや分析を人工知能に任せ、本
来、人が行うべき、目的の設定や決断に多くの時間を割けるこ

1996年、早稲田大学を卒業、専攻は哲学。自然言語処理を応用した情報発見を得

とを目指しています。現在、ヘルスケア、ビジネス・インテリ

意とする。複数のベンチャーで新規事業の立ち上げに参画後、2009年FRONTEO

ジェンス、マーケティング、
リーガルの各分野で事業を進展し

（旧UBIC）
入社。多彩なバックグラウンドを持つ研究者、
開発者を集め、
人工知能KIBIT
の研究開発を指揮する。証拠発見・調査分野への人工知能適応に取り組み、世界に
先駆けてアプリケーション開発に成功している。言語処理学会、人工知能学会会員。

ています。
＊内容は一部変更する可能性があります
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第

3

回

2016年11月1日
（火）
13:00〜17:00
森川博之氏 東京大学 先端科学技術研究センター 教授
泉田良輔氏 GFリサーチ 代表
コーディネーター：鶴原吉郎氏 オートインサイト 代表、日経BP未来研究所 客員研究員

講師

概

Internet of Things
（IoT）
が変革する
2030年の姿

CURRICULUM カリキュラム

要
業界を超えた相互作用は、未来を決める大きな要因に

Part1

講義1【講師：森川博之氏】

●IoTが切り開く今後の姿

なります。この相互作用において重要な役割を担うのが

クラウド

ICTであり、ICTによる相互作用が起こった姿が、まさに
M

IoTです。IoTではインターネットにつながるモノに限定は
なく、身の回りや社会を構成するすべてのモノが対象に
なります。

M

M

M

M

第3回では、日本における数々のIoT関連プロジェクト

の例として、GFリサーチの泉田氏がビジネスに大きな影
響を与える自動運転のインパクトを紹介します。

M

M

M
M

M

M
M

M

M

あらゆる機器がネットに接続

に携わる東京大学 森川教授が、IoTが切り開く今後の姿
を解説します。そしてIoTが変革する事業構造や都市構造

M

M

M2M本格期
コストを削減する技術開発
システム開発とハードウエアの
低価格化、
安価な通信料金プラン

新しい収益モデルの構築

関係者による利益とコストの
新しい共有形態の創造

多様な業界の理解

通信やデータの活用で生まれる
新しい付加価値の考案

これからの進展

出所：
『日経エレクトロニクス』、2014年1月6日号

ねらい

Part2

講義2【講師：泉田良輔氏】

Part3

対談

●自動運転で進む社会変革

▶IoTが切り開く新産業や既存産業の変革する姿を理解
いただけます。
▶自動運転車を軸に自動車関連企業やIT企業が加わって、
事業構造と都市構造が様変わりする可能性を把握いた
だけます。

【登壇者】 森川博之氏（東京大学）

泉田良輔氏（GFリサーチ）

【コーディネーター】 鶴原吉郎氏（オートインサイト）
＊内容は一部変更する可能性があります

PROFILE

講師プロフィール

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

森川博之氏

1987年、東京大学工学部電子工学科卒。1992年、

GFリサーチ 代表

泉田良輔氏
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメン

同大学院博士課程修了。工学博士。2006年、東京大

ト研究科修了
（修士）
。2000年〜2002年、日本生命

センサーネットワーク、
モノのインターネット/M2M/

ジャー、証券アナリスト。2002年〜2012年、
フィデリ

学教授。2007年より現職。ユビキタスネットワーク、

ビッグデータ、無線通信システムなどの研究に従事。
電子情報通信学会論文賞
（3回）
、情報処理学会論文
賞、
ドコモモバイルサイエンス賞、総務大臣表彰、志

田林三郎賞など受賞。新世代M2Mコンソーシアム
会長、OECDデジタル経済政策委員会
（CDEP）
副議
長など。総務省情報通信審議会委員、国土交通省研

究開発審議会委員、文部科学省科学技術・学術審議
会専門委員など。

保険国際投資部外国株式のポートフォリオマネー

ティ投信

調査部や運用部にて、
主にエレクトロニク

ス、インターネット、機械セクター担当の証券アナリ
スト。2013年にGFリサ ーチを設立し代表。ベン
チャー投資や上場企業にてセミナーを行う。ナビ

ゲーター プラットフォーム取 締 役 。経 済メディア
Longine
（ロンジン）
編集委員長。著書
「日本の電機

産業何が勝敗を分けるのか」
（ 日本経済新聞出版

社）
。コラム
「泉田良輔の『新・日本産業鳥瞰図』
（
」日
経BizGateにて連載中）
。
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第

4

回

講師

ロボットが変革する2030年の姿
2016年11月18日
（金）
13:00〜17:00
暦本純一氏
石黒 浩氏

東京大学大学院情報学環 教授、
ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長
大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 教授
（特別教授）

国際電気通信基礎技術研究所 石黒浩特別研究所 客員所長
（ATRフェロー）

コーディネーター：朝倉博史

概

日経ＢＰ未来研究所 専任役

CURRICULUM カリキュラム

要
昨今、ロボットの開発は急速に進んでいます。2026〜

Part1

講義1【講師：暦本純一氏】

●IoA
（Internet of Abilities）
構想の狙い

2035年にはロボット自らが状況を判断し行動する自律型

IoA（Internet of Abilities）

へと進化するとされ、サービスロボットが日常生活シーン
に入り込んでくるとみられます。さらに人間とロボットが

・スポーツ選手の体験
・様々な職業の体験

それぞれの能力を持ち寄り、交換して、今までにない用途
の領域を切り開こうという動きがあります。

・冒険家の体験
・動物やロボットの体験
…

・トレーニング ・スポーツ
・遠隔手術 ・料理
・リハビリ
・技能の伝承 ・土木・建築 …
・教育
・被災地支援 ・農作業

第4回では、人間社会とロボットが共存する社会に焦点
を合わせます。講師は、人々や機械が持つ多種多様な能
力をネットワークで結びつけて人類にできることを最大限

・学会への参加
・出張や旅行の代替

に拡張することを目指す東京大学 暦本教授、そして人に

出典：
『日経エレクトロニクス』、2016年2月号

近いロボットを用いた新たな人間調和型のコミュニケー
ションメディアの実現を目指す大阪大学 石黒教授です。

Part2

・危険な場所での作業
…

講義2【講師：石黒 浩氏】

●人と共生するアンドロイド

ロボットの外見や動きを人間に似せた例
（大阪大学 石黒研究室の
「みなみちゃん」
）

ねらい
▶人間とロボットの能力をネットワークで結びつける
「IoA
（Internet of Abilities）
」
構想を理解いただけます。
▶人間社会にロボットはどのように溶け込んでいくのかを
把握いただけ関連業界を見通す知識を得られます。

出典：
『日経エレクトロニクス』、2016年8月号
＊内容は一部変更する可能性があります

PROFILE

講師プロフィール

東京大学大学院情報学環 教授
ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長

暦本純一氏

1986年東京工業大学理学部情報科学科修士過程

大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 教授
（特別教授）
国際電気通信基礎技術研究所
氏
石黒浩特別研究所 客員所長(ATRフェロー)

石黒 浩

修了。日本電気、
アルバータ大学を経て、1994年よ

社会で活動できる知的システムを持ったロボットの

勤務。1999年よりソニーコンピュータサイエンス研

コピーロボットであるジェミノイドなど多数のロボッ

り株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所に

実現を目指し、
ヒューマノイドやアンドロイド、
自身の

究所 インタラクションラボラトリー室長。2007年よ

トを開発。2011年、大阪文化賞
（大阪府・大阪市）
受

ピュータサイエンス研究所副所長)。多摩美術大学客

れている。2013年、
大阪大学 特別教授。国際電気通

科訪問教授。グッドデザイン賞審査委員。電通ISIDス

（ATRフェロー）
。工学博士。主な著書に、
「ロボットと

り東 京 大 学 大 学 院 情 報 学 環 教 授（ 兼ソニ ーコン
員教授。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究

ポーツ＆ライフテクノロジーラボシニアリサーチフェ
ロー。理学博士。

賞。最先端のロボット研究者として、世界的に注目さ
信基礎技術研究所 石黒浩特別研究所 客員所長

は何か」
（ 講談社現代新書）
「
、どうすれば
「人」
を創れ

るか」
（新潮社）
など。
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第

5
講師

概

回

シナリオプランニング
〜未来の不確実性を考察し、戦略立案する〜
2016年12月7日
（水）
13:00〜17:00
高内 章氏
徳重桃子氏

Strategic Business Insights,Inc. Vice President/Intelligence Evangelist
Strategic Business Insights,Inc. Director of Tokyo Oﬃce、東京理科大学大学院 教授

要

経営企画や事業開発に携わるビジネスパーソンであれ
ば誰しも、長期的な未来を見通した上で戦略立案に臨み
たいと考えるはずです。
しかし、比較的進展が読みやすい
と言われるテクノロジーであっても、未来予測は困難を極
めます。なぜなら、その技術が使われるアプリケーション
の実現を可能にする、複雑な社会の構造変化を予測する
ことができないからです。しかし、当初より未来は不確実
であることを受け入れ、むしろ未来へ向かって変化してい
く社会構造の要素に着目してチャンスやリスクをもたらす
要因を認識して、長期的な経営企画や事業開発に備える
ことなら可能です。
この「未来に備える」
ための戦略立案手法が、シナリオ
プランニングです。シナリオプランニングは、複数の未来
感に照らして、実行しようとしている戦略の脆弱性を認識
し、
より安全性が高く、
また魅力的な戦略代替案を創造か
つ関係者間で合意し、速やかな行動を促すための意思決
定 ツ ー ル で す 。講 師 の 高 内 氏 と徳 重 氏 が 所 属 す る
Strategic Business Insights,Inc.
（SBI）
は、米国スタン
フォード大学が設立したスタンフォード研究所をスピンオ
フした戦略ファームです。シナリオプランニングの誕生に
重要な役割を果たした同研究所から独立した後も、
シナリ
オプランニングに改良を重ね、実績を積んできました。
第5回では、
シナリオプランニングによって
「未来に備え
る」
ための基本的な考え方と実践方法を伝授します。

ねらい
▶シナリオによる外的環境の構造理解から、戦略立案に
至る全体像を、概念と方法論の両面から把握できます。
▶外的環境の構造理解
（シナリオ作成）
のステップを一部
演習も含めて理解いただきます。
▶作成したシナリオを活用した戦略立案のステップを一
部演習も含めて理解いただきます。
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CURRICULUM

カリキュラム

Part1 シナリオプランニングの概要と
シナリオ構築の方法論

• 戦略的アクションを促す、
シナリオプランニングの全体像
• 事業化環境を変化させる外的要因の認識
• 未来社会構造化のアプローチ
• シナリオ作成

Part2 シナリオを用いた戦略立案と
アクションプランの合意の方法論
●シナリオを用いた戦略立案の道筋

• 異なるシナリオ下での市場機会の検討
• 戦略オプション検討
• 戦略評価

●戦略ロードマップ策定からアクションプランへ
• 製品・サービスの展開
• 求められる機能・能力
• 求められる技術

• 技術商用化の過程にある不確実性の分析・考察
• アクションプランの合意へ

●戦略検討演習

• 自動運転の未来を例にとっての演習

＊内容は一部変更する可能性があります

PROFILE

講師プロフィール

Strategic Business Insights,Inc.
Vice President/Intelligence Evangelist

高内 章氏

京都大学工学部卒業後、鐘紡に研究員として入社。その
後、技術調査部門を経て、鐘紡地球環境憲章立案、研究企
画 、新 事 業 開 発などの 業 務に従 事する。1 9 9 9 年に米 国
SRI Consulting社のBusiness Intelligence Center
（現
Strategic Business Insights社）
移籍後は、Intelligence
Evangelistとして、広範な産業分野のクライアントと共に変
化の予兆を捉える一連の活動を発展させる一方、
シナリオプ
ランニングや事業機会探索など、未来の不確実性に対峙して長期的な事業開発
に取り組む企画担当者をサポートするプロジェクトを、
数多く手がけている。
Strategic Business Insights,Inc. Director of Tokyo Oﬃce
東京理科大学大学院 教授

徳重桃子氏

上智大学文学部哲学科卒業。コンサルティング会社勤務を
経て、1 9 9 6 年 S R I I n t e r n a t i o n a l 入 社 。2 0 0 2 年より、
Strategic Business Insights社
（旧SRI Consulting社の
Business Intelligence Center）
のディレクターとなる。
2004年に東京理科大学大学院 助教授として就任し、2006
年より教授。商品開発、ブランド力診断、アイディエーション
ワークショップなど、マーケティング戦略・事業開発のプロ
ジェクトおよびJapan-VALSをリード・運営。食品、家電、通信機器、医薬品、車、住
宅等の分野でのプロジェクトを手がけている。

第

6

回

講師

概

新規事業戦略、事業転換
〜自社戦略への落とし込み〜
2016年12月21日
（水）
13:00〜17:00
秦

充洋氏

市村雄二氏

ミレニアムパートナーズ代表取締役／一橋大学商学大学院MBAコース講師／グロービス経営大学院講師／
NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会理事

コニカミノルタ 執行役 事業開発本部長

要

中長期的な視点で見て、新規事業や事業転換が必要な
ことが分かったとしても、結局事業化に至らないケースは
少なくありません。その原因は、アイデアがアイデア段階
でとどまっており、
ビジネスとして儲かる仕組みである事
業モデルになっていない、あるいは顧客検証が十分にな
されていないことにあります。こうした状況に陥らないた
めには、伝統的なマーケティングアプローチに加えて、最
近の事業環境を踏まえた新しいアプローチの活用が必要
です。
第6回では、ミレニアムパートナーズの秦氏が、新しい
発想を生み出すための基本的理論と具体的アプローチ、
アイデアを事業モデルに進化させるステップとポイント
について解説します。
さらに新規事業を創出している事例として、
コニカミノ
ルタの市村氏が新規事業創出のために同社が進めてい
る取り組みを紹介します。創業140年を超える老舗メー
カーである同社は、社内の技術や人材の潜在力を引き出
して新規事業を創出する戦略を採っています。

ねらい
▶新規事業と既存事業見直しを成功に導く手法を把握で
きます。
▶新しい発想を生み出すための基本的理論と具体的アプ
ローチ、
アイデアを事業モデルに進化させるステップと
ポイントを理解できます。
▶新規事業創出のために、先行企業が実際に採用する手

CURRICULUM カリキュラム
Part1

講義1【講師：秦 充洋氏】

●新しい価値を生みだす事業開発のアプローチと実際
•
•
•
•
•
•

既存事業を脅かす
「不確実な未来」
変化を踏まえた新規事業・事業転換の具体的手法
事業モデルの骨格とその要諦を理解する
注目集まるサービスドミナントモデル
儲けの仕組みで利益を出す
組織を変革するステップとリーダーシップ

Part2

講義2【講師：市村雄二氏】

●コニカミノルタの取り組み
• コニカミノルタにおける新規事業の位置付け
• 新規事業創出のために、
コニカミノルタが進める取り組み
• 新規事業例の紹介および実現につながったキーポイント
＊内容は一部変更する可能性があります

PROFILE

講師プロフィール

ミレニアムパートナーズ代表取締役
一橋大学商学大学院MBAコース講師
グロービス経営大学院講師
NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会理事

秦 充洋氏

1992年、
ボストンコンサルティンググループ東京オフィスに
入社。国内外の大企業を対象に本業見直し、新事業戦略策定
などに携わる。1995年には同社ソウルオフィスに現地駐在。
1996年、医療従事者に医療情報を提供する株式会社ケア
ネットを共同で創業、取締役副社長として事業計画の立案、
実行、資金調達、管理、放送事業を担当
（同社は07年東証マ
ザーズに上場）
。1999年VCの誘いによりネットベンチャー社
長に転じ、戦略立案、実行、資金調達、M&Aを実施。1年で売上高を１億円弱から
15億円に拡大させた。ネットバブル崩壊後は事業クローズも実施。2002年BCG
に復帰。プロジェクトマネジャーとしてM&A、事業再生、新規事業、組織人事政策
策定などを指揮。2006年、
ミレニアムパートナーズを設立し、大企業を中心に新
規事業開発のワークショップ、
次世代リーダー育成、
スタートアップ向けファンド運
営などを行う。同時に一橋大学商学大学院にて
「ビジネスプランニング」
、グロー
ビス経営大学院にて新規事業関連科目を担当、
起業家育成などに携わる。

法や効果を知ることができます。
コニカミノルタ 執行役 事業開発本部長

市村雄二氏

1960年生まれ。1984年大阪大学経済学部卒。大手グロー
バルIT企業にてメインフレームの営業からスタートし、企画
業務に携わり、その後、
北米はもとよりグローバルにITサービ
ス事業運営や事業会社の統廃合及びスタートアップを含め
た新規事業立ち上げ等を行った。コニカミノルタでは、M&A
やトランスフォーメーションを情報機器部門で進め、ITサービ
ス事業の強化を担当、現在は執行役・事業開発本部長として
コニカミノルタ全社の次の柱となる事業の構築を行っている。
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メガトレンド2016-2025
全産業編
10年後までの変化を読み切り
戦略策定の基礎となる
社会と全産業分野の未来像を提示する
【特別編集版】
無料ダウンロード
BP未来研

検索

『メガトレンド 2016-2025 全 産 業 編 』の序 章
「人口予測と経済予測」
「 2016~2045年の未来
年表」
「全体の思想について」
を収録しています。

■ 著者：川口盛之助
■ 2016年3月12日発行
■ レポート
（A4判、約800ページ、
特装本）
■ CD-ROM
（本体に掲載された図表データを収録）
■ 本体価格 450,000円＋税
■ 発行：日経BP社

CONTENTS

序章
メガトレンドの読み方：本文構成について
人口予測と経済予測
2016〜2045年の「未来年表」
テクノロジーの変化①：移動体系技術
（1）
テクノロジーの変化②：電子・情報系技術
（2）
テクノロジーの変化③：医療・バイオ系技術
（3）
資源や環境問題の変化
（4）
マクロな政治〜経済課題の変化
（5）
未来年表まとめ：10年ごとの変化概観
（6）
二つの矛盾とシナリオ・オプション
（7）
全体の思想について
課題から落とす
（1）
三つの科学で考える
（2）
ライフサイクル
（主役交代と成熟の視点）
で考える
（3）

第1章 先進国の本格的老衰：
成熟がもたらす新市場
総論
ベビーブーマーの老衰
埋蔵金1500兆円の使い方
宿命の少子化
遠因はメカトロニクスの成熟化
自治体やインフラも老朽化
個人から大企業まで含めた対応の方向性
1. シニア労働力活用
2. シニア支援
3. 女性の社会進出
4. 家族の希薄化
5. 高齢者の消費
6. 幼児教育市場の変化
7. ペット関連市場の拡大
8. 老朽インフラ対策
9. 世代間格差対策

14

10. 移住ビジネス
11. 観光ビジネス
12. 教育ビジネス
13. オランダ型農業立国
14. 衛星・宇宙ビジネス
15. 軍事技術の強化と輸出解禁
16. アナログ技術への回帰
17. 癒やし機能への欲求
18. 女性化とユニセックス化
19.「 ジモティー」
「ヤンキー」化する若者

第2章 新興国の成長ラッシュ：
日本企業躍進の起爆剤
総論
新興国デビューの歴史
重大要因がメカトロニクス技術の成熟化
成長サイクルの圧縮化
インフラ輸出の全体像
国のライフサイクルと外貨を稼ぐ産業
インフラのゴールとは
サービス収支
所得収支
リバースイノベーション化
20. 都市インフラ輸出の拡大
21.1. 昭和日本商材の再活用
21.2. リバースイノベーション

第3章 成長ラッシュの穽：
速すぎる変化がもたらす負の現象
総論
後発ほど加速する成長速度
高速成長で生じるゆがみ
成長優先で後回しになる課題とは
22. 空気や水の汚染防止・浄化技術

23.「食の安全」問題
24. 多剤耐性菌対策
25. ユースバルジとBOPビジネス

第4章 市場の強大化：
国家機能にも及ぶその影響
総論
すべてがオフショア化
国家を超えるグローバル市場の影響力
通貨安競争や税制優遇競争
財政負担に苦しむ国家とNPO
官民公の境界が融合
26. 世界的な特区競争
27. 開発〜製造〜消費のグローバル化
28. 官民の境界希薄化、
民間委託

第5章「消費が美徳」だった時代の終焉：
サステナブルな価値観の台頭
総論
力学の錯綜する環境問題
現実的な解釈とは
先進国の発展とベビーブーマーの消費文化
環境問題の全体構造
29. エネルギー効率向上
30. 天災対策
31. シェールガスによる揺り戻し
32. 食料不足対策
33. 資源枯渇対策

レポートの特徴

レポートの構成

『メガトレンド2016-2025 全産業編』は、未来に関連する膨大な文献や統計データを人・社会・技術

❶章ごとの総論

のライフサイクルの視点で分析し、
これから起きる劇的な変化を
「 50のメガトレンド」
としてまとめ、
それ
らが全産業分野に何をもたらすかを提示します。また、
メガトレンドに関連する
「課題」
と
「打ち手」
をイ
シューツリー構造にまとめ、
さらに、市場規模や世界の先駆的事例・アイデアに関する
「調査分析結
果」
を掲載することで、事業・ビジネス化視点のコンテンツも網羅しています。

メガトレンドの各論は9つの章と50のテーマで構
成している。各章の冒頭で概要と結論の方向性
をまとめる。

※本レポートは
『メガトレンド2015-2024 』
（ 2014 年 11月発行）
の内容を大幅に刷新しています。
また、
「 2016〜
2045 年の未来年表」
を新たに執筆し、時系列の変化を分析予測しています。

メガトレンドの中核をなす50のテーマについて、
そ
のトレンドが生まれてきた背景と、今起きている
現象を紹介し、将来のビジネス機会としてあり得
る可能性について説明。

オールカラー約800ページ。事業
計画書等の作成時に活用でき
る図表約500点。
これまでにない
「最強の未来予測」
です。

（％）
0.5

0.0
対名目GDP 比

「 11の産業分野」に関して、各々の産業が
50のメガトレンドとどのように関わっていくの
かを解き明かし、
今後の動向を予測します。
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各地域のGDP
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50のメガトレンドに関して、各テーマの
結論のエッセンスを説明図で描写して
います。
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イシューツリーに記載される課題と
打ち手に関して、関連度の高い産
業分野のタグを貼ってわかりやす
く解説しています。

第6章 ポスト工業化社会の実像
「人の心を算出する」機能の商用化
総論
サービス化は長い近代化プロセスの終着駅
製造業からサービス産業化するときの8つのパターン
目的の手段化
脳科学との連携
34. 脱売り切り消耗品化
35. 保守運用ビジネス〜BPO
36. 保険・金融業化
37. ファブライト開発へのシフト
38. マーケティング手法の劇的進化

第7章 リアルとバーチャルの相互連動：
脳から都市までスマート化が加速

1975〜G7

1998〜G8

G13

2008〜G20

「未来年表」は、未来に関する情
報 約 1 万 6 0 0 0 件を収 集し、約
1000件の情報を選び出したもの
です。2045年までになにが起きる
かを、
「テクノロジーの変化」
「資
源や環境問題の変化」
「マクロ的
な動態・政治・経済の変化」の三
つの分類で年表化しています。

NPOがイノベーション創出起点になる
オープン＆シェア：所有より利用、競争より共創
デジタルハイテク分野のオープン化
生産財インフラは仮想化とシェアリング
いじりやすい構造
競争より共創、多様性を指向する世界
パトロンの財の余力から民の知の余剰へ
44.1. 企業と従業員：労働者のモジュール化
44.2. 企業と従業員：組織のモジュール化
45. ビジネスプラットフォーム設計
46. シェア&フラット化する価値観

第9章 超人化する人類：
生態と進化の人工操作への挑戦

総論
ヒト・モノ・空間の電装化とスマート化
リアル世界にタグを貼るという大脳の長年の夢
スマートコミュニティも拡張現実
脳直結コミュニケート
ニアフィールドビジネス
デジタルマニュファクチャリングは仮想現実ものづくり端末
39. AR
（拡張現実）
40. 自動運転車
41. おもてなしサービス
42.「脳直」
コミュニケーション
43. デジタルマニュファクチャリング

総論
生命体の夢は永遠の命
メカトロニクスと情報工学
ライフサイエンスの登場
脳インタフェース
ライフサイエンスの別用途：動植物の品種改良
ロボティクスの発達
ライフサイエンス発達の影響
47.1 生物機能利用
47.2 遺伝子組み換え生物利用
48. 人体強化
（生物系技術）
49. 人体強化
（非生物系技術）
50. 脳力開発

第8章 会社も働き方も変わる：
一所一生懸命からオンデマンド機能提供型へ

第10章 50のメガトレンドがもたらす
各産業分野の変化

総論
閉鎖系・秩序系に好適だった日本式経営
ノマドワーカー
社会貢献というモチベーション

自動車・輸送機器
電子・電気・機械
IT・メディア・コンテンツ
医療・美容・健康

❷テーマの各論

❸イシューツリー

各テーマに関連する
「課題」や「機会」
とそれら
に対して考えうる
「打ち手」
を多角的な視点から
ツリー構造で表現。

❹市場関連情報

各テーマで論じている市場の規模や成長度合
いをイメージするために、関連するマーケットデー
タをグラフで表記。
❺世界のユニークな情報

各テーマで2〜3件の世界の先駆的な事例や企
画アイデアを抜き出し、詳細に紹介。

❻検索キーワードライフサイクル

各テーマで特徴的なキーワードを選びデータ
ベース検索し、
ヒット数と時間推移を分析。

素形材・化学
衣料・インテリア・雑貨
農業・食品
インフラ・建築・エネルギー
流通・サービス
金融・保険・不動産
NPO・NGO

終章
メガトレンドからメタトレンドへの翻訳
ソーシャルグラフ
ソーシャルグラフ
（知平面）
から見たメタトレンド
敵は分散内在する癌細胞型になる
（1）
既存技術ハイブリッド型からバイオ系技術群へと
（2）
進む技術開発のアプローチ
ヒーローは育てるアイドル化、社会的な権威はア
（3）
ンクール化
幼児や妊婦に近づく人々の生活習慣
（4）
オープン成熟社会は贅沢な多様なマイノリティ目
（5）
線のバリアフリーに
非言語と言語の中間的なサービスのマニュアル化
（6）
（7）
仮想化してオンデマンドに調達できる蛇口になる
系が勝つ
オープンソースではリアルもリソースを開放して楽
（8）
天式の市場運営になる
システムを構成する部品の価値と再編集の価値
（9）
ポスト工業社会とは顧客行動ログの争奪戦
（10）
オープン社会を支える基盤は信任貨幣と評価
（ 11 ）
経済社会
魅力の再発見
（12）
二極化時代にはイミテーション技術が重要に
（13）
人の知恵の中心に座する好奇心という資本財
（14）
人間中心で歩む技術と幸せの追求の関係
（15）
まとめ：今起きている新産業革命
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テクノロジーインパクト

2030
全６回コース

開催概要
開講日程：2016年10月7日
（金）
〜12月21日
（水）
全6回

13：00〜17：00
（共通）

第1回：10月 7 日
（金） 第2回：10月26日
（水） 第3回：11月 1 日
（火）
第4回：11月18日
（金） 第5回：12月 7 日
（水） 第6回：12月21日
（水）
※第４回と第６回は終了後に交流会開催 17：30〜19：00
（予定）
会

場：日本経済新聞社東京本社６階 日経・大手町セミナールームなど

主

催：日経ビジネススクール
（日本経済新聞社、日経BP社）

定

員：30名
（先着順）
※最少開催人数 20名。申込人数が最少開催人数に達しない場合、
開催を中止させていただくことがあります。

参 加 料：1,000,000円
（消費税別）
※日経BP未来研究所
「メガトレンド2016−2025全産業編」
（川口盛之助著、本体価格 450,000円＋税）
を含む

受講対象
これから2030年につながる事業や経営を担う次世代リーダー層
経営企画、新規事業、技術開発などを担当する会社役員とその候補者など

プログラム説明会
（参加無料）
日時：2016年9月8日
（木）13：00〜15：00
（予定）
会場：丸の内オアゾ丸善３階日経セミナールーム
内容：・泉田良輔GFリサーチ代表
（第３回講師）
による講演、
・プログラムのご紹介と質疑応答 など
※内容は変更になる場合がございます

説明会 参加お申し込み

http://school.nikkei.co.jp/special/tech16/index.html

受講お申し込み
「日経ビジネススクール」
のウエブサイトからお受けしています
http://school.nikkei.co.jp/special/tech16/index.html
※日経IDと日経ビジネススクール
（ともに登録無料）
への会員登録が必要です。

お問い合わせ先
日経ビジネススクール
テクノロジーインパクト2030 事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ビル7F（株）
日経ピーアール内
TEL：03-6812-8652

FAX：03-6812-8649（9:30-17:30 土日祝日を除く）

e-mail：nikkei-techno@nikkeipr.co.jp

