テクノロジー
インパクト
2030
早期申込割引は

（水）
9月18日
11：30まで

その発想に未来はあるか？
好評につき第4期開講

新規事業・
経営を担う次世代リーダーへ
！
新事業や経営を担う次世代リーダーへ
！

あなたの会社は
2030年、
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、
最新技術のもつ可能性を示すとともに、
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1回

第2回

2030年の世界を見る／
演習で学ぶ未来予測のメソドロジー

テクノロジーが拓く未来、
その本質をとらえる

ゲームチェンジングテクノロジーの
破壊力を知る

10月16日
（水）
10：00〜17：00

10月25日
（金）
10：00〜15：30

11月11日
（月）
13：30〜18：30

講師

講師

講師

日経BP総研フェロー

東京大学大学院工学系研究科教授

京都大学大学院総合生存学館
（思修館）
教授

仲森 智博氏
秦 充洋氏

BDスプリントパートナーズ 代表取締役

森川 博之氏
沖山 翔氏

医師 アイリス最高経営責任者

田子 學氏

エムテド代表取締役 アートディレクター／デザイナー
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第 3回

山口 栄一氏

佐藤 匠徳
（Thomas N. Sato）
氏

国際電気通信基礎技術研究所 佐藤匠徳特別研究所 所長
Karydo TherapeutiX Scientiﬁc Founder/代表取締役

生天目 章氏

防衛大学校名誉教授 米国空軍科学技術局科学顧問

テクノロジー

産業

新ビジネス

人工知能（AI）
画像認識 自然言語処理
音声認識 予測分析
異常検知

自動車
製造

etc.

ロボティクス

IoT

流通

BMI
ヒューマノイド
AR/VR
サービスロボット

ビッグデータ
クラウド
センサー
無線
etc.

金融

医療
etc.

食品

etc.

新しい価値と顧客を生む
「テクノロジー」と「産業」の組み合わせを考える

ステップ

1

ステップ

2030年に向けたテクノロジー、ビジネス、社会の変容を把握する
第1回 2030年の世界を見る／演習で学ぶ未来予測のメソドロジー
第2回 テクノロジーが拓く未来、その本質をとらえる

技術進化を見通し、新規事業創出を取り巻く環境の変化をつかむ

2

ステップ

3

第3回 ゲームチェンジングテクノロジーの破壊力を知る
第4回 デジタルディスラプションの威力を探る

第5回 オープンイノベーションにおける新たなエコシステム

ワークショップを通じて、新しい発想を事業化するアプローチを学ぶ

第4回

第6回 新規事業開発のアプローチ〜自社ビジネスへの落とし込み

第5回

第 6回

デジタルディスラプションの威力を探る

オープンイノベーションにおける
新たなエコシステム

新規事業開発のアプローチ
〜自社ビジネスへの落とし込み

11月21日
（木）
13：00〜18：00

12月9日
（月）
13：00〜18：00

12月16日
（月）
10：00〜17：00

講師

講師

講師

早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授

Xinova 上級副社長兼日本総代表

BDスプリントパートナーズ 代表取締役

鶴谷 武親氏

佐俣 奈緒子氏

加藤 幹之氏
市村 雄二氏

ヘイ 代表取締役副社長 コイニー 代表取締役

コニカミノルタ 常務執行役

Laboro.AI 代表取締役CEO

Shiftall 代表取締役CEO

椎橋 徹夫氏
安永 修章氏

秦 充洋氏

岩佐 琢磨氏

ROOTS Mobility Japan 代表
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リスクをとったものが勝つ時代を
1

2030年、
世界はどのような様相を呈しているか

新興国へのパワーシフト、先進国にとどまらない少子高齢化
世界の人口は、現在77億人。アジアやアフリカ
の新興国を中心とした人口爆発を背景に、2030年
には85億人に達しているでしょう。このころには、

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。
おそろしいのは、
こうした未来は確実に訪れると

世界の富の半分を新興国が生み出すことになると

いうことです。人口予測は、まず外れません。その

見られています。

結果として、世界の様相が一変するほどの変化を

一方で、先進国は軒並み人口を減らし続けてい

私たちは体験することになります。

ます。いわゆる少子高齢化ですが、
日本のそれは欧

こうした変化に対応する手段として、極めて重要

州諸国などよりはるかに急激なのです。日本は世

なのが
「科学技術」
の力です。抗えない環境の変化

界に先駆けて、
「人類がこれまで経験したことがな

を乗り切るためには、結局のところ、ケタ違いの突

い」
少子高齢社会を体験することになるでしょう。

破力を秘める
「技術」
に解を求めるしかありません。

実は、新興国にもその影は忍び寄ってきていま

いま企業に求められていることは、未来に向けて

す。たとえば韓国はすでに人口減少の局面に入っ

「どう技術をサービスや製品に結びつけ、新たな価

ており、中国がこれに続きます。つまり、成長の順を

値を生み出していくか」
というシナリオを描くこと

追って少子高齢化が襲い掛かってくるわけです。注

です。そのためにはまず、
これから起きる技術の革

目すべきは、経済成長も少子高齢化も、あとになる

新と進化を的確に把握しなければなりません。
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なぜ、
従来の延長線上で未来をとらえてはいけないのか

あらゆる業界の垣根を越え、ルールを変える技術の存在感が増している
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ここにきて、未来はだいぶ見えやすくなりまし

い」
と多くのビジネスパーソンは頭を悩ませていま

た。未来に向けた社会課題がかなり明確になって

す。大きな理由は、打ち手の中核となる技術革新に

きたからです。超高齢社会、人口減少、地域経済の

よる影響が不透明なことです。特に、AI
（人工知能）

衰退、医療費の増大…。グローバルに目を転じれ

やIoT
（モノのインターネット）
をはじめとするICT

ば、逆に人口爆発に端を発した食料・水・エネル

（情報通信技術）
の進化は、あらゆる産業に強烈な

ギー不足、自然破壊の広がり、格差の拡大…。これ

変革を迫ります。なぜなら技術の汎用性が極めて

らの社会課題のほとんどは、解決を目指した打ち

高く、特定分野で起きた革新が極めて広い範囲に

手の検討がすでに世界中で始まっています。つま

影響を及ぼすからです。あっという間にあらゆる業

り、高い確率で訪れる未来の姿であると多くの人に

界の垣根を越え、思いもよらない分野でゲームの

認識され、
共有され、
議論されているわけです。

ルールを一気に変える。あまりにも範囲が広く、変

それにもかかわらず、
「 未来を見通すことは難し

化量が大きいため、技術革新がもたらす未来を想

を生きる
像できない。急速に進む遺伝子技術や材料技術の

の世界規模のメガトレンドを把握し、それをベース

革新なども、ICTと同様のゲームチェンジングテク

にしながら未来の市場のありようについて予測し

ノロジーとして社会や産業に大きな変革をもたら

なければなりません。技術進化のメカニズムとして

すでしょう。
ゲームのルールが変わることは、そのビジネス

「燃料なくして技術の進化はない」
からです。
燃料とは、研究開発に投入される人的、金銭的リ

分野におけるプレーヤーの交代を意味します。

ソースを指します。人と資金を投入して初めて技術

今、何かの分野で一定の存在感を示している人た

は進化するのであり、進化のスピードは投入量に依

ちの気持ちは穏やかではないはずです。この感情

存します。そして投入量は、
「 その技術がどれだけ

が、技術進化とその影響の過大評価や過小評価に

の利益をもたらすか」
によって決まります。企業は

つながります。

事業を営むことによって利益を上げ、その利益を技

この読み違いを可能な限り小さくするためには、

術開発などに投資します。利益の源泉となる技術

既存の常識を疑い、新しい発想で未来をとらえる

には、大きな資金と人材を投じますが、そうではな

取り組みが重要になります。未来は、必ずしも今の

い技術にリソースを投入することはありません。

常識の延長線上に存在するわけではないからで
す。技術の中身について理解する前に、社会や産業
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「どれだけの利益をもたらすか」
ということこそが
技術の価値といえるでしょう。

未来の技術進化を見極め、
創造のプロセスを回すために何が必要か

グローバル規模で進行するエコシステムの変容を理解する
未来の技術進化は、
どのように社会や産業にお

規模で大きく変容していることです。それは、企業

けるゲームのルールを変えていくのか。それを見

内における垂直統合、つまり自前主義による技術

通すためのポイントは大きく二つあります。

開発から、外部の開発力をまとめ上げるオープン

まず、技術革新がもたらす未来は、その姿自体が

イノベーションへの変化です。グローバル規模で

絶えず変わり続ける
「ムービングターゲット」
である

離散的に存在する新しい技術のタネを丹念に拾い

ということです。これを念頭に多様性
（ダイバーシ

集め、常に未来を組み立て直す体制づくりが不可

ティー）
の高い環境下で長中期の経営戦略や研究

欠になっています。

開発戦略を立案する。そのことが新しい発想を生

技術は単独で進化するわけではありません。

み出す呼び水になります。ときに業界や、企業内の

これまで自社とは関連性が薄いと考えていた他分

事業部門の垣根を超え、新しい創造のプロセスを

野で生まれた技術に強い影響を受け、
ときに融合

回すことも必要でしょう。適応的に戦略を修正しな

しながら進化していく傾向がどんどん強まってい

がらゲームのルールを変える。この挑戦を支える

ます。このことは、技術進化の原動力となるビジネ

のが、
未来を見通すための方法論です。

スが、業界や分野といった垣根を越えて連携や融

そして、もう一つ見逃してならないのは、技術開
発を取り巻くエコシステム
（生態系）
がグローバル

合の度合いを強めていることと無縁ではないで
しょう。
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テクノロジーインパクト2030を受講すると何が得られるのか

将来の市場を予測し、技術の成長性を見抜く目利き力が身につく
これから、
さまざまな分野で、AIを核としたIoT、

見ていくなかで、本質は何かを自分で考える。その

ロボティクスによって
「人手頼みの仕事」
が
「量産に

うえで技術の行方を予測し、
それを織り込んだ行動

適した装置産業」
へと変貌していきます。私たちは、

プランを立て、中長期経営戦略、研究開発戦略を

産業構造を破壊しながら生産性の飛躍的向上を果

立案する取り組みはこれまで以上に重要性を増し

たしていくことを宿命づけられているのです。それ

ています。

なくして、労働人口比率の急激な低下と社会コ

三つめは、新しい発想を生み出し事業化につな

ストの急増を伴う少子高齢化は乗り切れないから

げる基本理論とアプローチを 共通言語 として身

です。

につけることです。当たり前ですが、
イノベーション

それはわかっていても、
「変化をためらう」
空気は

は1人では起こせませんし、1社だけでも難しい。技

なかなか消し去れません。けれど、それで何とか

術や商品の開発を取り巻くエコシステムの変化を

なってしまう状況ではないのです。
「 私たちがやら

ベースに、
イノベーションを生み出せる環境をどう

なければ他の人たちがやって、結局その人たちに

つくるかが重要です。

駆逐されてしまう」
だけなのです。

この三つの点を網羅した講座が、
「テクノロジー

ではいま、私たちは何を考え、行動すべきなの

インパクト2030」
です。2030年までの間に起こり

か。その答えは、一つではないはずです。けれども、

うる産業構造の変化と技術革新を予測し、飛躍の

答えを考えるうえで、心得ておかなければならない

タネを見つけるために重要な要素を選び抜きまし

ことがあります。

た。ICTや医療・健康分野の先端テクノロジーの最

一つめは、世界の変化の源泉たるメガトレンドを

新動向に加え、破壊的イノベーションを生み出すグ

踏まえ、未来の市場の姿を予測し、仮説として持つ

ローバル規模の技術開発の最新エコシステムにつ

ことでしょう。ただ、未来は揺れ動くものです。常に

いて、各分野における第一線の経営者や技術者、

それを点検し見直しつつ、考えられるあらゆる可能

研究者が解説します。未来市場の予測や新規事業

性を想定しておかなくてはなりません。

開発の講義やワークショップで未来のビジネスを

二つめは、技術の本質を理解することでしょう。
一つの見方を鵜呑みにするのではなく、多角的に

議論するなかで、次世代リーダーのためのテクノロ
ジー・リテラシーが得られます。

参考文献：1）川口盛之助、
『メガトレンド2019-2028 全産業編』.
2）仲森智博、
「崩壊する社会秩序、AIの覚醒、
そして私たちの未来」
.
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO07281970V10C16A9000000

受講者の声

●イノベーションは偶然ではなく、意図的につくり出せるものだということがわかる講座だった。
●先々のテクノロジーを予測する上で重要なポイントがわかった。
人間だからこそ陥りがちなバイアスなども影響があるということも理解できた。
●資料、
ワークショップ、質疑のバランスが非常に良かった。
具体的にどのようにして市場を推定していくのか、手法を理解することができた。
●技術の業界を決めつけることの危険、自身で多様化するマーケットを狭めることの危険性は
非常に印象的だった。新しい視野を得られた。
●普段あまり意識していなかった金融・社会システムをベースにした上で、
最新の事例を紹介いただけたので、納得感がありとても参考になった。
●とにかく実践あるのみ。今日の講義で社に持って帰って実行に移す勇気と自信が持てた。
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技術のライフサイクル曲線と電装化の関係

機械〜電気

アナログ電子

1880ʼ〜1910ʼ
蓄音機、映写機、
電話機、電灯、
自動車

練られた度合い
差別化価値

機械
電気

デジタル電子

電子

脳

1990ʼ〜2010ʼ
LCD、DRAM、MPEGプレーヤー
スマートフォン、PC

情報

ゲノム〜
細胞工学

量子演算
核融合
ニューロ素子

ライフサイクル

石化

1960ʼ〜1990ʼ
電卓、テレビ、FAX、カセットレコーダー、
デジタル時計、ビデオ、
ワープロ、CDプレーヤー、
インクジェットプリンター

土木

建築

ソフト

ITソフト〜サービス

サービス
バイオ

2000〜
グーグル、
ヤフー、アマゾン、フェースブック、
ツイッター、ユーチューブ、スカイプ、ライン

脳科学サービス

萌芽期

成長期

成熟期

基本性能

多機能
信頼性

コスト・納期
サービス

出所：
『メガトレンド2019-2028 全産業編』

20XX年予測情報まとめ（テクノロジーの変化：医療・バイオ系）
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

生体
産系
技技
術術
移動

消費者による設計〜製造システムが実用化
多数大企業型から多数小規模に生産革命

３D
プリンター

家庭向け３Dプリンター100万台市場

３Dプリンター1兆円市場

３Dプリンターによる複製被害が10兆円

３Dプリンター波及効果22兆円

３Dプリンター医療用市場15%成長

製造工程の半分が３Dプリンターに
服や食べ物も３Dプリンターで作る

バイオプリンター実用化

３Dプリンターで動脈複製

外科用ロボット2兆円市場に
在宅医療用機器市場4700億円に
線虫によるがん早期診断実用化

再生医療が国内1兆円市場に
老化が完全に治療できる

カリコ社の技術で老化防止
人工角膜実現

電極型人工網膜実現

３Dプリンターで臓器出力
iPS細胞で再生臓器実現

平均的な寿命が100才に

医療用ナノロボット出現

人工血液実現

国内電子カルテ市場1600億円

医療・バイオ
の技術や市場

医療・バイオ系技術

テクノロジーの変化

遠隔治療で20兆円のコスト削減

遠隔治療が1.5兆円市場に成長
ワイヤレス健康市場6兆円に
モバイルヘルスのアプリ市場が2.6兆円に

新薬の25％が日本産に

米国医師資格ECFMGが日本に

米国の健康IT市場が3兆円に
先天性疾患が治療される

日本の遺伝子検査2.5兆円に
アジアの医療市場46兆円に
日本の医療ツーリズム、110万人、
5000億円に
韓国が医療大国に
インドが健康ツーリズム大国に
中国の漢方薬が1.9兆円市場に
iPS細胞市場が1.6兆円に

幹細胞市場が6000億円に
米国の糖尿病市場が4兆円に

米国人の4割が肥満に

世界でうつ病が第１位の疾患に

16億人が高血圧に

老人性痴呆が治療される
世界の神経疾患が11億人に増加

世界の認知症患者が7000万人に

医療の需要

英国人の47％ががんになる

米国の医療費がGDPの33％に

世界人口の半数が肥満になる

世界の糖尿病が3.8億人に増加
世界でうつ病が第2位の疾患に

人類の半数ががんになる

世界でがんが75％増える

在宅ホスピスの需要が高まる
通院なしで医薬や介護食物流サービス拡大
介護コンビニが拡大
日本人の50%ががんで死ぬ

在宅医療対象者が2倍に増加
エイズが治まる

がん患者が途上国で激増

日本の介護食市場1557億円に
日本の介護市場6兆円に

2016〜2025概観
・３Dプリンターの用途開発が大きく進む
・ロングテールセオリーの通り、
少量多品種の世界が実り始める
・電子〜IT技術が健康・医療の世界に本格的に参加して効率を高める
・途上国においても先進国ライクな5大疾病が課題になる
・日本では治療から予防へ、
看護から介護へ、
入院から在宅へ

日本の介護ロボット市場4043億円に

2026〜2035概観
・多くの産業の生産工程での３Dプリンター化が完成域に
・誰でも作れて事業ができるプロシューマーの時代が実現し始める
・再生医療が本格的な主役に
・世界的にがんと精神疾患が残る難病に

2036〜2045概観
・再生臓器と老化治療で超長寿命が可能に
・一方で不安な医療保険財源問題
・貧富の差と寿命の関係が問題に

出所：
『メガトレンド2019-2028 全産業編』
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ステップ
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1

回

講師

概

2030年に向けたテクノロジー、ビジネス、社会の変容を把握する

2030年の世界を見る／
演習で学ぶ未来予測のメソドロジー
10月16日
（水）
10：00〜17：00
仲森 智博氏 日経BP総研フェロー
秦 充洋氏 BDスプリントパートナーズ 代表取締役

CURRICULUM

要

少子高齢社会は、未来に大きな社会課題を突きつけて
います。それを克服する手段は技術革新です。技術革新
をどうサービスや製品の開発に結びつけ、新たな価値を
創造していくか。いまあらゆる企業に求められている課題

カリキュラム

Part1 【講師：仲森 智博氏】
●市場とテクノロジーを見据えた未来予測のポイント
人口動態から見た世界の課題をとらえ、技術の進化が新たに創
出する市場の姿を描き出す未来予測の全体像を理解します。

解決で重要なのは、社会や市場の未来を予測し、中長期

Part2 【講師：秦 充洋氏】

経営戦略、R&D戦略の根幹とすること。ただ、
これから出

●未来市場の予測方法【講義とワークショップ】

現する新しい市場の姿や、新事業の市場規模を予測する
ことは容易ではありません。
第1回では、今後10年間におけるテクノロジーを取り
巻く環境の変容と、未来の姿を展望する視座を提示しま

未来予測の手法を理解し、 見えない市場 のみつけ方と、市場
の立ち上がりのタイミングをつかむ4つの条件
（性能向上、イン
フラ、法規制、革新的プレーヤー）
について学びます。グループ
で議論しながら、実際に具体例で未来市場予測を体験します。

す。日経BP総研フェローの仲森智博氏が人口動態から見
た 世 界 の 課 題を見 通します 。次に『 未 来 市 場 2 0 1 9 2028』を監修・執筆に携わった秦充洋氏が未来予測の
メソドロジー（方法論）
と知っておくべきポイントを紹介
し、未来市場の見通し方について少人数のグループによ
るワークショップ形式で学びます。

＊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

仲森 智博氏

ねらい
▶人口の見通しから見た2030年の世界状況、未来予測
が理解できます。
▶市場とテクノロジーの両面から、今後有望なテーマの
傾向をつかめます。
▶現在は存在しない新市場の姿を定量的に推定する手法
を学べます。
法人向けサービスロボットの日本市場規模
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出所：
『未来市場2018-2027』
（日経BP）

日経BP総研フェロー

1959年生まれ。早稲田大学理工学部応用化学科卒業
後、沖電気工業基盤技術研究所にて薄膜デバイス、結
晶 成 長 法 などの 研 究に従 事した 。8 9 年 日 経 B P 入
社、
日経エレクトロニクス副編集長、
日経メカニカル
（現
日経ものづくり）編集長、オートモーティブ･テクノロ
ジー編集長、電子･機械局編集委員、日経BP総研未来
研究所所長などを経て2018年から現職。東京工業大
学非常勤講師/プログラムオフィサー、NEDO技術評
価委員会専門委員、早稲田大学ナノ理工学研究機構研
究院客員教授なども務めた。

秦 充洋氏

BDスプリントパートナーズ 代表取締役
一橋大学ビジネススクール・早稲田大学ビジネススクール 講師
NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会 特別顧問

ボストンコンサルティンググループにてプロジェクトマ
ネジャーとして多岐にわたるプロジェクトを指揮する。
また、医療従事者向け情報サービス会社ケアネットを
共同で創業し、東証マザーズ上場。2006年にミレニア
ムパートナーズを設立し、事業開発分野における第一
人者として、体系化されたノウハウに基づいた実践的
なアプローチで多くの企業や組織、起業家を支援。17
年にBDスプリントパートナーズを設立、事業開発に特
化したコンサルティングを展開している。日経ビジネス
スクー ル「テクノロジ ーインパクト2 0 3 0 」、日経BP
「新規事業創造塾」
など講師実績多数。一橋大学と早稲
田大学のビジネススクール講師も務める。一橋大学商
学部卒。

第

2

テクノロジーが拓く未来、
その本質をとらえる

回

10月25日
（金）
10：00〜15：30
森川 博之氏 東京大学大学院工学系研究科教授
沖山 翔氏 医師 アイリス最高経営責任者
田子 學氏 エムテド代表取締役 アートディレクター／デザイナー

講師

概

要

ねらい

技術革新をイノベーションにつなげる取り組みでは、手
にした技術の価値を最大化することが求められます。これ
を具現化するためにはテクノロジーの本質をつかみ、そ
の発展がビジネスや社会に及ぼす影響を的確に見通すこ
とが不可欠です。
第2回では、産業の未来を大きく変えるリアルデータに
よるデジタル革命について森川氏が解説。続いて、人工
知能
（AI）
やロボティクスなどの注目技術がビジネスや社
会に及ぼす影響とその将来像について沖山氏が展望しま

▶これからのデジタル革命の中核となるリアルデータが切
り開く新産業のビジネスチャンスを知ることができます。
▶AIやロボティクス、VRなどの最新技術のトレンドや、
こ
れらの技術が変えていくビジネスや社会の将来像を見
通す視座を得られます。
▶テクノロジーの価値を最大化するデザインマネジメント
の有用性と、
企業で実際に取り組むべきことがわかります。

す。さらに、デザインマネジメントを軸に、企業の新しい商

CURRICULUM

品やサービスの開発を支援する田子氏が、テクノロジー

Part1【 講師：森川 博之氏】

の価値を高めるイノベーションの要諦を語ります。

PROFILE

講師プロフィール

森川 博之氏

東京大学大学院工学系研究科教授

1987年、東京大学工学部電子工学科卒。92年、同大学
院博士課程修了。工学博士。2006年、
東京大学教授。17
年より現職。モノのインターネット／M2M／ビッグデー
タ、
センサネットワーク、
情報社会デザインなどの研究に
従事。新世代IoT/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。著書に
『データ・ドリブン・エコノミー』
（ダイヤモンド社）
など。

沖山 翔氏

田子 學氏

医師 アイリス最高経営責任者

2010年東京大学医学部卒業。日赤医療センター
（救命
救急）
での勤務を経て、
ドクターヘリ添乗医、災害派遣
医療チームDMAT隊員、
メドレー執行役員として勤務。
2017年AI技術により診断支援を行うアイリスを創業。
国立研究開発法人産業総合技術研究所 AI技術コン
ソーシアム委員・医用画像ワーキンググループ発起人、
同AI研究センター研究員、救急科専門医。
エムテド代表取締役
アートディレクター／デザイナー

東芝入社後、東芝デザインセンターインハウスデザイ
ナーとして家電、情報機器に携わる。2006年、
リアル・
フリート
（amadana）
デザインマネジメント責任者とし
て 家 電 べ ンチャー の 創 業 期 に 参 画し、0 8 年 8 月 、
MTDO inc.を設立。企業や組織デザインとイノべー
ションの研究を通し、
コンセプトメイキングからプロダ
クトアウトまでをトータルにデザインする
「デザインマネ
ジメント」
を得意としている。

カリキュラム

●データ・ドリブン・エコノミーの可能性
デジタル革命の主役はウェブデータからリアルデータに変わり
つつあります。デジタルデータで企業はどのように価値を創造
できるのか、その未来像を描きます。

Part2 【講師：沖山 翔氏】
●ゲームチェンジングテクノロジーと未来
医師であり起業家、情報学研究家である講師が、AIやロボティク
ス、VRなどの最新技術と、それがビジネスや社会に及ぼす影響
を展望します。

Part3【講師：田子 學氏】
●デザインマネジメントでイノベーションの壁を越える
デザインマネジメントでテクノロジーの価値をいかに高めるか。
自社の強みをイノベーションにつなげるための要諦を解説します。
＊内容は一部変更する可能性があります

なぜ技術の未来を正しく予測できないのか

linear（線形）
exponential（指数関数的）

アマラの法則：人は短期的には技術の影響を過大評価し、
長期的にはその影響を過小評価しがちである
沖山翔氏の資料より
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2

技術進化を見通し、新規事業創出を取り巻く環境の変化をつかむ

回

ゲームチェンジングテクノロジーの破壊力を知る

ステップ

第

3

11月11日
（月）
13：30〜18：30
山口 栄一氏 京都大学大学院総合生存学館（思修館）教授
佐藤 匠徳
（Thomas N. Sato）
氏 国際電気通信基礎技術研究所 佐藤匠徳特別研究所 所長

講師

生天目 章氏
概

Karydo TherapeutiX Scientiﬁc Founder/代表取締役

防衛大学校名誉教授

米国空軍科学技術局科学顧問

要

ねらい

科学や技術における革新的な発見は、いつの時代もビ

ジネスを根本から変えるブレークスルーをもたらす可能

性を秘めています。その動向を把握することが、企業の方

▶破壊的技術によるイノベーションを促す環境づくりや、サ

イエンス型ベンチャー企業との連携の姿について知見を
得られます。

向性を決める中長期戦略を立てる上で重要な役割を果た

▶ライフサイエンス分野で進むAIやデータ科学の活用がも

第3回ではまず、破壊的イノベーションや、創発をもた

▶世界を一変させるゲームチェンジングテクノロジーとはど

すことは言うまでもありません。

らす共鳴場の重要性について山口氏が解説します。そし
て、佐藤氏がAIやデータ科学の発展によって画期的な技
術革新が期待されるライフサイエンス分野の研究開発の

たらす新しいビジネスの可能性を把握できます。

のようなものか、
どのような技術が大きな変革をもたらす
のか、見通すための視点を得られます。

最新動向を紹介。さらに、米国防高等研究計画局
（DARPA）

による革新的技術の研究開発の概況と社会に与えるイン
パクトについて、生天目氏が事例を交えて解説します。

PROFILE

（Thomas N. Sato）

京都大学大学院総合生存学館
（思修館）
教授

国際電気通信基礎技術研究所（ATR）佐藤匠徳特別研究所 所長
Karydo TherapeutiX Scientiﬁc Founder/代表取締役
奈良県立医科大学 V-iCliniX講座 教授（寄付講座）

1962年山口生まれ。85年筑波大学生物学類卒業後、88年
米ジョージタウン大学神経生物学専攻でPh.D.を取得。米
ハーバード大学医学部助教授、
コーネル大学医学部Joseph
C. Hinsey Professorを歴任後、2009年に帰国し、奈良先端
科学技術大学院大学（NAIST）バイオサイエンス研究科教
授。14年8月より現職。15年Karydo TherapeutiX代表取締
役。科学技術振興機構
（JST）
ERATO佐藤ライブ予測制御プ
ロジェクト研究総括
（兼任）
。コーネル大学BME教授
（兼任）
。

生天目 章氏
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防衛大学校名誉教授

Part1【講師：山口 栄一氏】
科学や技術を起点にしたブレークスルーはいかに生まれるか。

1955年福岡市生まれ。専門はイノベーション理論・物
性物理学。77年東京大学理学部物理学科卒業。79年
同大学院理学系研究科物理学専攻修士修了、理学博士
（東京大学）
。NTT基礎研究所主幹研究員、同志社大学
大学院教授、英ケンブリッジ大学クレアホール客員フェ
ローなどを経て、2014年より現職。著書『イノベーショ
ンはなぜ途絶えたか』
（ちくま新書）
など多数。

佐藤 匠徳氏

カリキュラム

●先端テクノロジーと破壊的イノベーション

講師プロフィール

山口 栄一氏

CURRICULUM

創発におけるモデルの変容や、サイエンス型ベンチャー企業と
の向き合い方などを解説します。

Part2【講師：佐藤 匠徳氏】
●
「医療・健康・バイオ×AI」
が切り開く未来
医療・バイオ分野で世界的成果を挙げる講師が、ライフサイエン
ス分野における研究開発のトレンドや
「医療・健康・バイオ×AI」
が生む新しいビジネスなどを展望します。

Part3【講師：生天目 章氏】
●ゲームチェンジングテクノロジーの破壊力を見極める
米国防総省
（DoD）
、DARPAプロジェクトを中心に、産業・ビジネ
スを根本から変える技術について、次世代人工知能
（AI）
、デジ
タルトランスフォーメーションの中核技術など現在のトレンドを、
生天目氏の講義と日経BP総研の谷島宣之上席研究員との対話
を通じて解説します。
リアルタイム機械学習用チップ
(DARPA)

頭脳 ーコンピュータ
インターフェイス (DARPA)

米国空軍科学技術局科学顧問

1950年福島生まれ。73年防衛大学校卒業。スタン
フォード大学大学院修士課程及び博士課程Ph.D取得。
86年防衛大学校応用物理学科講師。96年防衛大学校
情報工学科教授。2016年から現職。著書に『ゲーム理
論と進化ダイナミクス』
（森北出版）
『 戦略的意思決定』
（朝倉書店）
『 ゲームチェンジングテクノロジー2019』
（監修・著、
日経BP）
など。

＊内容は一部変更する可能性があります

出所：生天目氏の資料より

第

4

デジタルディスラプションの威力を探る

回

11月21日
（木）
13：00〜18：00
鶴谷
佐俣
椎橋
安永

講師

概

武親氏 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授
奈緒子氏 ヘイ 代表取締役副社長 コイニー 代表取締役
徹夫氏 Laboro.AI 代表取締役CEO
修章氏 ROOTS Mobility Japan 代表
ねらい

要

AIやIoT、ロボティクスなどICT
（情報通信技術）
を中核

▶未来予測に欠かせないバックキャストによる視点の重要

としたデジタル技術の進化は、あらゆる産業に強烈な変

性と、それを新しい商品やサービスに生かすために必要

化を迫っています。ある分野で起きた革新が業界の垣根
をいとも簡単に越えて広い範囲に影響を与える。既存の
産業を根底から揺るがすデジタルディスラプションに関
心が集まる大きな理由は、
この点にあります。

となる取り組みについて知見を得られます。
▶ベンチャー企業の経営者がビジネスや社会の将来像を
どのようにとらえ、新しい産業を生み出そうとしている
かが把握できます。

第4回では、多くのスタートアップ企業の創業に携わっ
た経営者であり、大学でも教壇に立つ鶴谷氏がデジタル
ディスラプションの威力について解説します。
そして、決済サービスのコイニーを創業した佐俣氏、
オ ー ダ ー メ ード の A I ソリュー ション 開 発 に 携 わ る
Laboro. AIの椎橋氏、MaaS時代のモビリティビジネス
に取り組む安永氏など、さまざまな分野でデジタル革命
に挑む国内のベンチャー企業の経営者がパネリストとし
て登壇。デジタル技術がもたらすビジネスや社会への
インパクトと、将来像について議論します。

CURRICULUM

カリキュラム

Part1 講義【講師：鶴谷 武親氏】
●バックキャストから生まれるデジタルディスラプション

Part2 パネルディスカッション
●ベンチャー経営者から見たデジタル革命のインパクト
コーディネーター：鶴谷 武親氏
パネリスト：佐俣 奈緒子氏、椎橋 徹夫氏、安永 修章氏
＊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

鶴谷 武親氏

早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)客員教授
ポリゴンマジック代表取締役

埼玉大学教養学部卒業。ポリゴンマジック代表取締役。
多摩美術大学講師を経て、2005年より早稲田大学大学院
で教鞭をとる。セコムにてグループ事業戦略などを担当
後、
デジタルハリウッド、
アイ・エム・ジェイ、
デジタルスケー
プをはじめ、数多くのスタートアップの創業、企業の事業
アドバイザー・社外取締役を務める。早稲田大学では社会
人教育をはじめ、博士人材の育成、起業家育成等を担当。
早稲田大学EDGEプログラムアドバイザーを務め、大学発
ベンチャーの育成にも力を入れる。

佐俣 奈緒子氏

ヘイ 代表取締役副社長 コイニー 代表取締役

2009年より、米ペイパルの日本法人の立ち上げに参画。
加盟店向けのマーケティングを担当し、日本のオンライン
／ECショップへPayPalの導入を促進。11年10月にペイパ
ルジャパンを退職後、12年3月にコイニーを創業。2018年
2月にストアーズ・ドット・ジェイピーと経営統合し、事業持
株会社としてヘイを設立。同社の代表取締役副社長に就
任、
現在に至る。

椎橋 徹夫氏

Laboro.AI 代表取締役 CEO

安永 修章氏

ROOTS Mobility Japan 代表

米国州立テキサス大学理学部物理学/数学二重専攻卒業。
大学卒業後、2008年にボストンコンサルティンググルー
プ東京オフィスに参画。ワシントンDCオフィスへの出向を
経て、14年当時最年少にてプリンシパルに昇進。デジタ
ル・アナリティクス領域を専門に、国内外の多数のプロジェ
クトに携わる。14年、東京大学工学系研究科松尾豊研究室
にてグローバ ル 消 費インテリジェンス寄 付 講 座ディレ
クターを兼任。16年Laboro.AIを創業、代表取締役CEO
に就任。

早稲田大学大学院修士課程修了。米国のシンクタンク、
日米
研究インスティテュートにて2009年からマネージャー兼リ
サーチャーとして勤務。帰国後、米国NPOの米日カウンシ
ルの渉外担当ディレクター。17年よりウーバー・ジャパン政
府渉外・公共政策部長・事業戦略部長として事業戦略策定
に携わる。19年2月に退職、
現在はROOTS Mobility Japan
の代表として、モビリティ関連ITベンチャー企業の事業戦
略、
ロビイング活動やMaaSに関するアドバイスを行う。
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第

5

オープンイノベーションにおける
新たなエコシステム

回

12月9日
（月）
13：00〜18：00
加藤 幹之氏
市村 雄二氏
岩佐 琢磨氏

講師

概

Xinova 上級副社長兼日本総代表
コニカミノルタ 常務執行役
Shiftall 代表取締役CEO

ねらい

要

新しい商品やサービスの開発を取り巻くエコシステム

▶グローバル規模のオープンイノベーションを具現化す

ベーションへと大きく変容しています。グローバル規模で

▶自社の強みをもとに、オープンイノベーションによって

（生態系）
は、垂直統合による自前主義からオープンイノ
点在する多様な要素をいかにつなぎ合わせて、新規事業

を具現化するか、多くの企業がその方法論を模索してい

ます。

第5回では、その方法論をさまざまな角度から検証し

るエコシステムの最新事例を学びます。
新規事業創出を目指す体制づくりについて学びます。
▶ベンチャー企業における事業開発のスピード感を大手
企業に取り込むためのヒントが得られます。

ます。まず、グローバル規模の発明家・研究者ネットワーク
を組織し、研究開発や事業開発を支援するXinovaの加藤

CURRICULUM

人材・技術を募り、新規事業開発を進めるために世界規模

Part1【講師：加藤 幹之氏】

岩佐氏は、大手企業とベンチャー企業の連携における

オープンイノベーションの世界のトレンドを解説し、大手企業

氏が最新事例を紹介。コニカミノルタの市村氏は、広く

で立ち上げた組織の狙いを語ります。そして、Shiftallの

新しいエコシステムと、迅速に商品を開発するアジャイル

ものづくりの将来像を展望します。

PROFILE

●オープンイノベーション、世界の潮流
と発明家・研究者ネットワークによる連携の最新事例を紹介し
ます。

Part2【講師：市村 雄二氏】
講師プロフィール

加藤 幹之氏

市村 雄二氏

コニカミノルタ 常務執行役

大手グローバルIT企業にて国内外の営業・企画・事業開
発・ベンチャー投資に携わり、2012年にコニカミノルタ
入社。M&Aやトランスフォーメーションを進めITサービ
ス事業強化や全社の事業開発を担当、現在は常務執行
役 産業光学システム事業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。

岩佐 琢磨氏

●オープンイノベーションで新規事業に挑む
イノベーションを目的に、シリコンバレーなど世界5拠点に設

Xinova 上級副社長兼日本総代表

富士通経営執行役、法務・知的財産権本部長、富士通研
究所常務取締役、富士通マネージメントサービス
（シリ
コンバレー）
会長兼CEO等を歴任。技術投資ファンドを
経て現職。世界の研究者ネットワークと共同で発明や研
究の創出、企業への専門的サービスの提供・資本参加
等で事業化を支援するXinova
（ジノバ）
社の日本事業
を推進。米国
（ニューヨーク、
ワシントンDC）
弁護士。
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カリキュラム

立したBIC（Business Innovation Center）
をはじめ、広く
新規事業創出につながるスキルや体制を作り上げていくコ

ニカミノルタの取り組みを解説します。

Part3【講師：岩佐 琢磨氏】
●新しいテクノロジー生態系とアジャイルものづくり
グローバルで大きく変容する製品開発のエコシステムの姿を
軸に、講師自ら実践する大手企業とベンチャー企業の新しい連
携の方向性を提示します。

Shiftallのビール専用IoT冷蔵庫
「DrinkShift」
（左）
とその仕組み
（右）

Shiftall 代表取締役CEO

2003年からパナソニックにてネット接続型家電の商品
企画に従事。08年より、Cerevoを立ち上げ、20種を超
える自社開発IoT製品を世界70の国と地域に届けた。
18年、新たにShiftallを設立。19年に残数の自動計測
機能を備えた専用冷蔵庫によるクラフトビールの自動
お届けサービス
「DrinkShift」
を発表。

Shiftall

＊内容は一部変更する可能性があります

3

ステップ

第

6

回

新規事業開発のアプローチ
〜自社ビジネスへの落とし込み
12月16日
（月）
10：00〜17：00
秦 充洋氏

講師

概

ワークショップを通じて、新しい発想を事業化するアプローチを学ぶ

BDスプリントパートナーズ 代表取締役

CURRICULUM

要
新しい技術やインフラの登場によって、新規事業や事

業変革のチャンスが生まれたとしても、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、
コンセプト

カリキュラム

講義とワークショップ【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
変化を踏まえた新規事業・事業変革の具体的手法

がアイデア倒れでビジネスモデルになっていない、ある
いは顧客検証が不十分、バリューチェーンやマネタイズの
仕組みができていないといったことが挙げられます。こう
した状況に陥らないためには、最近の事業環境を踏まえ
た新しい事業検討アプローチの活用が必要です。また、
新規事業を成功させるには、社内でどのように提案し、
人を巻き込んで進めていくかも重要です。
第6回では、第1回で登壇した秦氏が、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。講義とあわせて、グループで新規事業を考え
るワークショップも行います。

ビジネスの観点からみた効果
ビジネス化へのランドスケープ
ビジネスモデル構築の５ステップ
事業発想を生み出す３つのポイント
午前 講義
午後 新規事業開発のワークショップと発表
ビジネスモデル構築の5ステップ

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。

＊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

秦 充洋氏

BDスプリントパートナーズ 代表取締役
一橋大学ビジネススクール・早稲田大学ビジネススクール 講師
NPO法人ヘルスケアリーダーシップ研究会 特別顧問

ボストンコンサルティンググループにてプロジェクトマネジャーとして
多岐にわたるプロジェクトを指揮する。また、医療従事者向け情報
サービス会社ケアネットを共同で創業し、東証マザーズ上場。2006年
にミレニアムパートナーズを設立し、事業開発分野における第一人者
として、体系化されたノウハウに基づいた実践的なアプローチで多く

の企業や組織、起業家を支援。17年にBDスプリントパートナーズを
設立、事業開発に特化したコンサルティングを展開している。日経ビ
ジネススクール「テクノロジーインパクト2030」、日経BP
「新規事業
創造塾」
など講師実績多数。一橋大学と早稲田大学のビジネススクー
ル講師も務める。一橋大学商学部卒。
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「技術予測」
「市場予測」
「未来予測」
の
テクノロジー・ロードマップ
2020-2029
全産業編
お好きな１冊をお選びください︒

市場ニーズを生む122技術の進化を予測
R&D戦略立案に
「使える」
技術予測の決定版レポート
■ 著者：出川 通、他

■ 2019年11月29日発行
（予定）

■レポート：A4判、約600ページ
■ 本体価格：600,000円+税

■ CD-ROM：本体に掲載されたロードマップを収録

■ 発行：日経BP

※書影は2018年11月発行の『テクノロジー・ロードマップ2019-2028 全産業編』
です。

未来市場
2019-2028
予測手法と算出根拠を示し
これから10年の市場規模を定量化する
未来市場予測レポート
■ 監修・著者：秦 充洋

■ 著者：片倉 健、勝木 健太

■レポート：A4判、248ページ
■ 本体価格：600,000円+税

■ 2018年12月25日発行

■ CD-ROM：本体に掲載された図表を収録

■ 発行：日経BP

メガトレンド
2019-2028
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
■ 著者：川口 盛之助

■ 2018年12月19日発行

■レポート：A4判、1,168ページ
■ 本体価格：600,000円＋税
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■ CD-ROM：本体に掲載された図表を収録

■ 発行：日経BP

決定版レポート。
■POCT（Point Of Care Testing）

従来からある多くの技術ロードマップは、
「この技術はこれだけ
伸びる」
ということを示したもので、
「 将来どのような製品や

時期（年）

〜2018
高齢化、世界動向

サービスが市場に受け入れられるか」
の視点が抜けています。

政策の動向

全体潮流

医療・介護現場
健康管理意識

本レポートは、まず
「市場ニーズ」
を予測し、それを満たす
「商品

市
場
レ
ベ
ル

機能」
を定義し、さらにその機能を実現するための「技術」
を提

身体
精神

市場ニーズ

社会参加

2019

女性の半数が50歳以上

市場規模

れています。人工知能（AI）、自動車、エネルギー、医療、健康、

健康インセンティブ制度の充実

ロボット、エレクトロニクス、情報通信、材料・製造、農業・食品工

商
品
レ
ベ
ル

個人
在宅・ケア住宅
地域（薬局、
フィットネスなど）

マを選定し、今後10年の流れを予測しました。本レポートは、

共通技術

技術の未来を分かりやすく見える化した
「技術予測」の決定版

非侵襲分光計測技術

在宅看取りが普及

メンタルヘルスケア・アプリ

在宅、療養先など遠隔心身医療予後モニター

神経・精神疾患の早期健診

地域の見守り、
ケア、教育などつながりSNS・ログ

アンチエイジング健康検査

疾病予防、
アンチエイジング・グルメ

モバイルヘルスケア1184億米ドル
（2025年）
医療IoT1685億円
（2025年）

非侵襲、
非観血計測

遺伝的健康リスクサービス
低価格健康モニター
インシュリンポンプ

非接触、
無意識計測

IT化人工臓器

無意識ユビキタス医療、
ヘルスケアサービス

メンタル健診

神経・精神疾患健診

顔色健康ログ

がん健診
非侵襲かくれ高血圧、心不全、
脳卒中リスクの計測計

非侵襲血糖測定計

携帯型エコー、X線

生活習慣病キット

心不全計、
脳卒中計

スマートトイレ、
スマート介護、在宅ケアハウス

在宅看視用ベッドサイドPOCT

ロコモ健診機

炎症マーカー検査器

呼気、唾液、汗成分簡易検査機

健康遺伝子検査機

敗血症検査器

風邪・感染症処方診断機

近赤外分光計測

四大疾病未病診断治療モニター用POCT

マルチマーカー一斉検査計測

MS
（質量分析）
一斉計測

非接触、
無意識、
遠隔計測解析技術の開発と計測評価技術
指先、腕や顔の分子情報、
心電や脳波など微量な電気量などの非侵襲、
近赤外分光等を用いた非侵襲マーカー計測の臨床診断技術

RT-PCR、DNAチップ、DNAシーケンサー、
メタボローム診断技術

臨床研究、診断技術

バイオチップ

2029

POCT 209億米ドル
（2024年）

新規計測評価

バイオマーカー

2028

医療用アプリ/ソフトウエア

診断検証研究

技
術
レ
ベ
ル

2027

インドが世界1位の人口に
医療・介護・健康カルテ普及

在宅ケアの人工知能
（AI）
化

POCT 1100億円（2021年）

極低侵襲計測

計測技術の最適化

略立案のツールとして導入しています。全産業分野を網羅し、

2026

スマート時計、
トラッカー低コスト化

クリニック、救急病院

個別重要技術

2025

心と体の健康に関するセルフメディケーション意識による健康機器市場が普及

生涯学習SNSログ

ペット健康ログ、
ペットストレス健診/ドッグ

POCT 167億米ドル
（2016年）
、
モバイルヘルスケア239億米ドル
（2017年）

健診/検診対象

予定製品

すでに1300を超える企業や研究機関が、事業企画やR&D戦

癒やし機能性食品

ウォーキングなど健康活動モニターの高性能化、
低価格化

POCT1040億円（2014年）、
医療IoT765億円（2016年）

遠隔ICT医療

2024

在宅医療2025年問題

在宅医療、
看護が地域コミュニティに普及
ヘルスケアIoT上市が本格化

AIを活用したウエアラブル計測利用医療サービス

期待機能

業など全産業分野を対象に、イノベーションを起こす122テー

2023

医療・介護報酬の同時改定

かくれ高血圧、
心不全、
脳卒中のウエアラブルモニター
急性ストレスモニター

日本

非観血、無意識計測

2022
団塊の世代が75歳以上になり始める

在宅医療、
在宅看護、
在宅介護の普及導入

健康サポート薬局の普及

世界

小型、迅速、低コスト化

2021
うつ病が世界2位に

保険医療情報ネットワークの整備

診療・介護報酬同時改定によるICTによる在宅ケアの推進

生きがい

示するという、従来とは全く違うアプローチ法によって作成さ

2020
60歳以上が40％に

医療・介護報酬の同時改定

神経・精神疾患マーカー臨床研究、
診断技術

miRNAマーカー
次世代ゲノムチップ
生体ラマン

情報解析技術

4大疾患未病マーカーの臨床研究、
診断技術

呼気・唾液マーカー

エピジェネマーカー

次世代細胞チップ
テラヘルツ分光

顔分子情報解析

網羅的mRNAマーカー

革新光音響分光

フレキシブル印刷バイオチップ、
バイオIoTシステム
近赤外体内診断薬分光

顔画像、分子情報による疾病解析

レポートです。

非接触マーカー

次世代ナノ1分子計測チップ

脳・疾病シミュレーター

モバイルCT
非侵襲、健康長寿シミュレーター

出所：テクノロジー・ロードマップ2019-2028 全産業編

■個人向けサービスロボットの日本市場規模

事業開発や経営戦略立案などの局面において、
「将来その事業
の市場規模がどうなるか」
「これからどのような新市場が出現す

（百万円）

1,400,000

るか」
を予測する作業は欠かせません。しかし、まだ出現してい

■ サービスロボット
低価格帯売上

ない新市場の今後を定量的に推定することは容易ではありま

1,200,000

せん。
『未来市場2019-2028』はそのような
「まだ見えていな

1,000,000

■ サービスロボット
中価格帯売上

い市場」
の売上規模を定量化する市場予測レポートです。人工

800,000

■ サービスロボット
高価格帯売上

知能（AI）、ブロックチェーン、IoT、ロボット、モビリティなど、

600,000

技術革新と密接に関連するテーマを選定し、市場規模予測の
前提条件や予測手法を明示しながら、各テーマについて今後

400,000

10年間の市場規模
（日本、世界）
を予測します。また、本レポー

200,000

トは、市場規模の算出に必要なデータや数式、仮定で用いた条

0

件を明らかにしていますので、他の分野についても、この考え

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028（年）

出所：未来市場2019-2028

方を応用して計算式をカスタムで作り、市場規模を独自に算出
することができます。

『メガトレンド2019-2028 全産業編 』は、
未来に関連する厖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

「テクノロジーの
イシューツリーに記載される課題と打ち手に関して、 「未来年表」は、2045年までに何が起きるかを、
変化」
「 資源や環境問題の変化」
「マクロ的な動態・政治・経済の
関連度の高い産業分野のタグを貼って分かりや
変化」の3つの分類で年表化しています。
すく解説しています。

分析し、
これから起きるであろう劇的な変化
を「57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、分野別の「未来年表」、市場規模関
連情報、世界の先駆的事例・アイデアに関す
る情報を掲載することで、事業・ビジネス化
視点のコンテンツも網羅しています。全産

出所：メガトレンド2019-2028 全産業編

業分野の変化と未来像を描き出す、
「 未来
予測」
の決定版レポートです。

出所：メガトレンド2019-2028 全産業編
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テクノロジーインパクト
2030
第4期 全６回コース

開催概要
開講日程：2019年10月16日
（水）
〜12月16日
（月）全6回
第1回 10月16日
（水）10：00〜17：00
第3回 11月11日
（月）13：30〜18：30

第5回 12月 9 日
（月）13：00〜18：00

第2回 10月25日
（金）10：00〜15：30

第4回 11月21日
（木）13：00〜18：00

第6回 12月16日
（月）10：00〜17：00

※第1回と第6回の終了後に交流会開催 17：00〜18：00
（予定）
会

場：東京
（丸ノ内・大手町他）

主

催：日経ビジネススクール
（日本経済新聞社、日経BP）

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。

申込締切：10月11日
（金）
参 加 料：1,000,000円
（消費税別）
※早期申込割引：900,000円
（消費税別、9月18日11:30まで）
※日経BP総研未来ラボ『テクノロジー・ロードマップ2020-2029 全産業編』
『未来市場2019-2028』
『メガトレンド2019-2028 全産業編』

（A4判、CD-ROM付、本体価格 600,000円+税）
のいずれか1冊を含む

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

受講お申し込み
「日経ビジネススクール」
のウェブサイトからお受けしています

https://s.nikkei.com/ptechno

※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
TEL：03-6812-8652

FAX：03-6812-8649

［9:30-17:30 土日祝・国民の休日、年末年始
（12/28〜1/4）
を除く］
e-mail：nikkei-techno@nex.nikkei.co.jp

NKJK1907

