日経 BP 未来研究所 総合カタログ2017

人類がかつて経験したことのない勢いで進行する少子高齢化、
それに起
因する競争力低下や社会コストの増大、現実味を増す財政破綻。遠か
らず日本は、
こうしたおそるべき苦難に直面することになる。国外の動きも
不気味だ。新興国の経済成長による世界秩序の崩壊、紛争リスクの増
大、環境悪化…。急激すぎる変化が世界を軋ませ、変化の連鎖を呼ぶ。
いわゆるブレグジット、
トランプ大統領の誕生はその現れであり、
これか
ら起きる劇的で不連続な変化の前触れなのかもしれない。私たちにとって
「不都合」かもしれない未来は、扉の向こうで着々と準備されている。

レポートインデックス
「テクノロジー・ロードマップ」シリーズ
市場予測から
技術進化を読み解く
経営、R&D戦略立案に
「使える」ロードマップ
R&D戦略や事業企画の策定をサポートす
る技術予測レポートです。まず未来のマー
ケット・ニーズを予測し、そこから求められる
機能、さらにそれを実現するために必要な
技術を推定するという新たなアプローチ手
法で、今後10 年の技術進化を予測します。
技術立脚企業が競争優位を勝ち得るため
の、
「 使える」技術ロードマップです。

P08
NEW

NEW
テクノロジー・ロードマップ

テクノロジー・ロードマップ
2017-2026 全産業編

2017-2026

医療・健康・食農編

P12

P14

NEW
テクノロジー・ロードマップ

テクノロジー・ロードマップ

テクノロジー・ロードマップ

2017-2026
金融・マーケティング流通編

2016-2025
自動車・エネルギー編

2016-2025
ICT融合新産業編

P16

P18

P20

「メガトレンド」シリーズ

P22

未来をかたちづくる
メガトレンドを抽出し
全産業分野にわたり
課題と打ち手を提示する
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、社会や各産業分野の未来像を探
る総合予測レポートです。これから顕在化す
る劇的な変化を「メガトレンド」としてまとめ
ると共に、各産業分野にメガトレンドがどの
ような影響を与え、ビジネスをどう変えていく
かについても解説しています。

NEW
メガトレンド2017-2026
自動車・エネルギー編

P28
メガトレンド2016-2025
全産業編

P26

NEW
メガトレンド2017-2026
ICT融合新産業編

P30

「グローバル・メガトレンド」シリーズ
英エコノミスト・グループが
マクロトレンドを分析し
国家、経済、社会、産業の
2050年までの変化を描く
英 Economistのシンクタンク部門ザ・エコ
ノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）
との共同企画で誕生した世界予測レポート
です。全世界を視野に入れながら、世界主
要40 都市の調査ネットワークによる膨大な
情報を基に、日本企業が中長期戦略を立
案する上で必要な社会、経済、産業、技術
の未来像を描き出します。
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P32
NEW

グローバル･メガトレンド

2017-2050

THE WORLD TO 2050
P36

グローバル･メガトレンド
医療・健康の未来 2016-2025

Megatrend 2025
Healthcare / Lifescience
P38

レポートインデックス
「未来展望」シリーズ
ロボット、人工知能、IoT、
自動運転、知財から
アジア、消費まで
有望分野の未来を予測する
人工知能、自動運転など幅広い産業分野
に大きなインパクトを与える先端技術分野
の未来から特許分析から見た未来、アジア
の未来、消費の未来までを展望するレポー
ト群です。各分野の最新動向を分析し、立
ち上がる新たな市 場、プレーヤーの 交 代、
既存産業への影響、業界構造の変化と再
編などを予測します。

P40
NEW

NEW
人工知能の未来

ロボットの未来2017-2026

2017-2021

P42

NEW

P44
NEW

IoTの未来2017-2026
特許分析編

P46

特許未来マップ2016-2025

P52

自動運転ビジネス2017

P48

自動運転の未来

2016-2020

P50

アジアの未来2014-2025
ASEAN編／インド編

消費トレンド2014-2018／
若者研究2014-2018

P54

P55

「未来技術展望（英語版）」シリーズ
米国政府やICT、金融大手が
未来シナリオ作成に活用
技術の全体像を提示し
不確実性と可能性を考察する
米スタンフォード研 究 所をスピンオフした
SBIの技術マネジメントレポート（英語版）
です。①技術体系の全体像 ②事業化に影
響を及ぼす外的要因 ③不確実性の考察と
観察すべき領域 ④市場の発展可能性 ⑤
製品・サービスの展開の5つのセクションを
通じて、技術商用化の過程にある不確実性
と可能性を分析・考察します。

付属のCD-ROMにはレポート本体に掲載され
た図表・データを収録しています。事業計画書な
どの作成時にご活用いただけます。
※「自動運転ビジネス2017」
「未来技術展望
（英語版）
シリーズ」
にはCD-ROMは付属していません。
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P56
NEW P60
スマートホーム

バイオセンサー

Connected Homes

Biosensors

コネクテッド・カー

ビッグデータ

Connected Cars

Big Data

ナノエレクトロニクス

ロボティクス

Nanoelectronics

Robotics

バイオ触媒

モバイル通信

Biocatalysis

Mobile Communications

医療用材料

ユーザーインタフェース

Biomaterials

User Interfaces

急激な変化、それは願ってもない好機である。慣習化、硬直化した序列
は崩れ、すべてのものに新たな機会が与えられる。創造力、画期的アイ
デアには正当な評価が与えられ、
そのことが社会を活性化するだろう。不
都合、むしろありがたい。解くべき難問があるからこその不都合。つまり、
明確な目標があるということだ。
そこに挑む強靭な意志は、間違いなくイノ
ベーションや技術革新のトリガーとなる。問題は大きいほど、解き難いほ
どいい。それだけ成果は大きなものになるわけだから。挑むものにとって、
課題のない社会、現状に満足し切った顧客に何の魅力があろうか。

［テクノロジー・ロードマップ シリーズ］

結局、
技術革新にしか
解はない
人類がこれまで経験したことがない少子高齢化社会を迎えることが「保
証されている」日本。新興国がすぐそれに続く。
そして、
そのことは私たち
の未来に、大きな社会的課題を突きつける。
どうやら、
それを克服する手
段は「技術」
しかない。
これまでにない関心が技術革新というものに寄
せられている一因はここにある。
こうした状況下、いまあらゆる企業に求
められていることは、
この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、
ということだろう。それこそが、中長
期経営戦略、R&D戦略の根幹となる。だがそこに落とし穴がある。その
ベースとなるべきテクノロジー・ロードマップの確度がどれほどあるか、
と
いうことだ。大きな懸念は、社会や市場の未来を予測するという基本的
作業を経ることなく、多くのテクノロジー・ロードマップが、研究者など技
術専門家の手によって生み出されていることだ。

TECHNOLOGY ROADMAP Series Line-Up

テクノロジー・ロードマップ
2017-2026
全産業編

P12
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テクノロジー・ロードマップ
2017-2026
医療・健康・食農編

P14

テクノロジー・ロードマップ
2017-2026
金融・マーケティング流通編

P16

テクノロジー・ロードマップ
2016-2025
自動車・エネルギー編

P18

テクノロジー・ロードマップ
2016-2025
ICT融合新産業編

P20

未

来は「技術革新の時代」である。改めて宣

フトを果たし、ロボット、ICTなどを導入しつつその高度化を

言するまでもなく、
これまでもそうだった。
しかし、

進めてきたわけだ。繊維、機械、電子など多くの分野でこれ

これからはもっと技術革新に期待し、もっと依

が進行し、そのことが社会に大きな影響を与えてきた。
見渡せば 「人手だより」の産業分野は、まだいくらでもあ

存することになるに違いない。

理由は明白である。それなくして明るい未来は望めないから

る。医療、農業、金融を含むある種のサービス業、職種では、

だ。私たちの眼前には、これから顕在化する巨大な社会的

経営、教育、物流/運輸などがそれに該当するだろう。ほと

課題がある。たとえば、医療費や介護費の負担が激増、一

んど確かなことは、これらの分野でかつてないほどの生産性

方で働き手は激減し国家財政は立ち行かなくなる、といった

向上が達成され、そのことが全産業に影響を及ぼしていくと

問題だ。その根底には急速に進行する少子高齢化があり、

いうことだ。クラウドの出現、ビッグデータの誕生、それを糧と

その現象がこれまでどの国が体験してきたより激しく進行する

したAIの覚醒。技術水準が「シンギュラリティ」と呼ばれる

という未来は変えようがない。私たちにできるのは、それを認

水準に達することで変化は不連続なものとなり、波及する範

め、備えることだけだ。

囲は劇的に広がっていく。究極的な生産性の向上が、少子

打ち手はある。これまでも議論され、これからも議論され
続けるものとして、例えば社会制度の改革がある。だが、そ
れが理想的な時期に的確な内容で実施されたとしても、こと
の重大さに比べれば、効果は限定的と言わざるを得ない。

高齢化を乗り切る重要な解となり得ることが、さらにこの流れ
を加速させることになるだろう。
こうした、激変する未来の到来を目前にした私たちがなす
べきことは、技術革新の過程を正しく理解し、それを織り込ん

結局のところ、この課題を乗り越える術があるとすれば、それ

だ行動プランを立てることである。企業の立場でいえば、テク

は技術革新以外にないのである。技術こそが最大の希望で

ノロジー・ロードマップを踏まえた中長期経営戦略、研究開

あり、代えがたい財産なのである。

発戦略を立案するということだろう。「当たり前のこと」と聞き
流されないために、
こう言い換えた方がいいかもしれない。
「正
しい」テクノロジー・ロードマップをベースに研究開発戦略を

次なる革命を担うICT

立案し、経営計画を練ることだと。
ここで注意しなければならないのは、従来型の「各分野の

その技術革新は、一つの節目を迎えつつあるようだ。
人類が体験した、技術革新にまつわる最初の衝撃は、産

技術専門家が集まって作成したロードマップ」はもはや役に

業革命だったのかもしれない。それによって人々の暮らしや

立たなっているということだ。少なくとも私たちはそう考えてい

仕事はもちろん、国際関係までもが一変した。

る。それらは、技術の潜在能力を示すものであっても、実際

そして次の大変革が、着々と準備されつつあるようだ。主
役は、広い意味でのICTだろう。歴史を振り返れば、人類
の繁栄を支えてきたのは生産性の向上であり、近世の急成

にいつどれくらい進化するかを示すものではないからである。
そこに欠けているのは、技術進化のメカニズムの理解として、
「燃料なくして技術の進化はない」という認識であろう。

長は「工業化」によって達成されたといえる。人手だよりの

燃料とは、研究開発に投入される人的、金銭的リソースを

手工業から少ない人手で量産を可能にする装置産業へのシ

指す。それを投入することではじめて技術は進化するのであ

図1 従来の技術ロードマップと
「テクノロジー・ロードマップ」の違い

■ 従来の技術ロードマップ
現状を踏まえた
技術進化を計画

技術の積み上げで
商品を設計

市場に適合する
商品を投入

市場ニーズに合う
商品機能を定義

商品機能に必要な
技術を特定

■『テクノロジー・ロードマップ』
シリーズ
市場の将来像を描く
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り、その進化のスピードは投入量に依存する。そしてその投

用とは限らない。必要なのは、現在のニーズを知ることではな

入量は、「その技術がどれだけの利益をもたらすか」というこ

く、トレンドを読み、いまだ顕在化していないニーズの芽を発

とによって決まる。企業は事業を営むことで利益を上げ、そ

見するということである。先に示した社会課題がいつ、どれ

の利益を技術開発などに投資する。利益の源泉となる技術

ほど顕在化するかを正確に理解することは、技術戦略立案

には大きな資金と人材を投じるが、そうではない技術にリソー

時に必ずなすべきことの一つだろう。社会的課題は言い換え

スを投入することはない。その「どれだけの利益をもたらすか」

れば社会ニーズであり、それが顧客ニーズ、新たなビジネス

ということこそが技術の価値ともいえる。

や製品・サービスの誕生の起点になるからだ。

つまり技術の進化を予測するには、技術の中身について理

こうした考え方に基づき作成したのが「テクノロジー・ロー

解するより前に、未来の市場ニーズについて予測しなければ

ドマップ」シリーズである。起点となるのは顧客ニーズの変

ならないということになる。マーケットの変化を読み、将来の

化予測。従来の失敗多き事業プロセスを「技術起点」と呼

ニーズを予測し、それを満たす製品やサービスの出現を予測

ぶならば、本書は「ニーズ起点」 の事業プロセスを実践す

する。それができて初めて、それら製品やサービスを実現す

るためのツールということになる（図1）。

るための手段としての技術を想定することができ、技術の進

未来の市場ニーズを予測したら、これを基に将来出現する

化過程をテクノロジー・ロードマップという形で表現することが

商品を予測し、そこで実現されている機能や性能について推

可能になるのである。

定する。その後に、この機能や性能を実現するために必要
な技術を割り出し、それをプロットしていくことによって技術進

ニーズの変化予測を起点にする
現在のニーズがどこにあるかは、市場調査によって知るこ
とができるかもしれない。けれども、それが未来においても有

図2「テクノロジー・ロードマップ」の構成例
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化の道程を描いていくのである。この作業を細分化されたす
べての技術分野について進め、それらを集計、編集し、さら
に各分野の技術動向について先進事例などを紹介しながら
解説したのが本レポートである（図2）。

図3「テクノロジー・ロードマップ」の構造

①市場

今後10年の
「市場のすがた」
を予測する

②商品／サービス

市場ニーズに合わせた
「商品機能」
を定義する

③技術

商品機能を実現するための
「技術」
を提示する

さらに、技術は単独で進化するわけではなく、他分野で生

とが、顧客価値を生む戦略的な要素となってきた。これまで

まれた技術に強い影響を受け、ときに融合しながら進化して

は技術進化と市場変化の関係があまり議論されてこなかった

いく。この傾向はどんどん強まっている。このことは、技術進

分野だが、ICTとの融合が与えるインパクトが大きい分野とも

化の原動力となる「ビジネス」 が、業界や分野といった垣根

言える。例えば仮想通貨が普及することで、銀行の独占業

を越えて連携や融合の度合いを強めていることと無縁ではな

務の大部分が他に置き換えられる可能性がある。

いだろう。
だから、ある分野だけを見て技術の進化を見通すことはで

こうした潮流を捉え、今後10年、金融分野、マーケティン
グ流通分においてどのような新商品/新サービス、新技術が

きない。あらゆる分野の技術の進化を総覧し、垣根を越えた

生まれ、
どのように市場にインパクトをもたらすかを、
この〈金融・

技術の融合、競合などについても十分に考慮しなければなら

マーケティング流通編〉では体系的に予測している。第1分

ないのである。

冊が金融編、第2分冊がマーケティング流通編の2分冊構成
となる。

同じコンセプトで各分野編をシリーズ化

また、同シリーズの〈医療・健康・食農編〉は、2016年
版のコンテンツを全面改訂し、予測精度を高めたものだ。テー

このことを重視し、最新版の『テクノロジー・ロードマップ

マを見直し、16テーマを新規に設定、特にIoTや人工知能

2017－2026全産業編 』では、あらゆる産業分野を網羅し、

の医療分野への応用を拡充した。IoT、クラウド、人工知能、

技術の進化過程を予測した。前年に発行した2016－2025年

ビッグデータなどの進化は、労働集約的な事業構造を色濃く

版から内容を全面的に改訂し、予測精度を高めている。話

残す医療・健康・食農の分野に大きな影響を与えている。こ

題性やインパクトを重視して全体のテーマ数を30％入れ替え、

の分野における激しい技術進化をビジネスシーンに直結する

合計テーマ数を15％増の115テーマとした。産業分野別とし

かたちで俯瞰するため、本レポートでは 「生活の質の向上」

てロボットの章を新設、医療・健康、エネルギー、農業など
の成長分野を拡充している。
市場規模の予測に関しては、世界と日本の両方を記述。
事業企画やR＆D戦略立案に不可欠なテーマを分析・予測し、
あらゆる分野の技術進化を「見える化」 することで、利益を

「社会的課題の解決」「ビジネス機会の拡大」という三つの
視点を設定、既得権益で守られた現状にとらわれない、市
場ニーズ・ベースで進化する今後10年の技術の変遷を予測
している。
以上の各編は、扱う分野に違いはあっても、予測手法と

もたらす新製品・サービスの企画に実践的に役立つレポート

記述方法は一貫している。すなわち、まず「市場の将来像

を目指した。

を描き、市場ニーズに合わせた商品/サービス機能を定義、

「テクノロジー・ロードマップ」シリーズとして、同様の予

さらにその機能を実現するための技術にブレークダウンしてい

測方法を使い、特定分野に特化してまとめた分野別編もライ

く」ことでロードマップを作成（図3）
、これをベースに、テー

ンアップとして用意した。今回新企画として初めて出したのが

マごとの論点をまとめて解説している。

〈金融・マーケティング流通編〉である。「フィンテック」「オ
ムニチャネル」と呼ばれるように、金融ではカネの動き、マー
ケティング流通ではヒトやモノの動きを情報化、可視化するこ

朝倉博史

日経BP未来研究所

上席研究員
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テクノロジー・ロードマップ2017-2026

全産業編

NEW

市場予測から全産業115テーマの技術進化を読み解く
従来からある技術ロードマップは、
「将来どのような製品や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。
『テクノロジー・ロードマップ2017-2026 全産業編』
は、
まず「市場ニー
ズ」を予測し、
それを満たす「商品機能」を定義し、
その機能を実現するための「技術」を提示す
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れています。
■

2016年11月29日発行

■ レポート
（A4判、560ページ）

■
■

CD-ROM（本体に掲載されたロードマップを収録）
本体価格 450,000円＋税

P o i n t1

P o i n t4

全 産 業 分 野を対 象にイノベ―
ジョンを起こす115テーマを選定
し、技術の進化を予測

技術予測の
決定版レポート

前年度版のコンテンツを全面改
訂し、予測精度を高めるとともに
テーマ数を15％増

Point2

Point5

10 年後に「利益が出る技術」が
わかる技術予測レポート。750社
のR&D部門が購入

一つの技術に関して「 2ページの
予測分析」と「 1 枚のロードマッ
プ」でレポート、短時間で技術の
未来がわかる
Point6

Point3

技術は他分野の技術に影響を受
け、融合しながら進化。全産業分
野を幅広く網羅することで、技術
戦略のヒントが見える

まず「市場ニーズ」を予測。それを
満たす「商品機能」を定義。機能
を実現するための「技術」を提示

レポートの特徴

カバーする技術分野

自動車、
エネルギー、医療・健康、
エレクトロニクス、情報通信、材料・製造など
全産業分野を対象に、今後10年の流れを予測。未来の市場ニーズと技術
進化を
「見える化」
しています。

全産業を対象に、
イノベー
ションを起こす115テーマ
を選定し、技術の進化を
予測します。

自動車

エネルギー

医療・健康
エレクトロニクス

ロボット

情報通信

イノベーション
材料・製造

一つの技術に関して
「 2ページの予
測分析レポート」
と
「 1枚のロードマッ
プ」
で簡潔明瞭に今後10年の流れ
を予測します。
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ロードマップには世界と日本両方に
ついての「市場規模の予測」
も記述
していますので、
これから
「市場ニー
ズを生む技術」
が特定できます。

ネット・サービス・金融
建築・土木

農業・食品工業

社会インフラ

航空宇宙・海洋開発

Con t en t s
序章

第5章 エレクトロニクス

第9章 農業・食品工業

総論：ロードマップの考え方・活用法

ウエアラブル機器は産業用から一般用に移行し、
スポー
ツ、健康、生活の情報を扱い、安全維持にも適用されるよう
になる。テレビ自体に映像・音響の認識機能が求められ、
こ
れを活用したアプリが強化される。通信機能を強化したIoT
半導体は、IoT機能を汎用半導体に内蔵した形に進化、撮
像素子は可視光だけでなく、大きさや距離など幅広い情報
も取得するデバイスになる。

食品技術と農業体制が融合しながら大きく変わる。生産
者、生産地を核に食のブランド化が進み、植物工場の本格
的な展開とICTの活用による農業生産の最適効率化が進
む。農業と観光を組み合わせた農業観光が農村の新たな
経済活動として注目される。一方、
農業と環境の調和・共存
を実現するため、
エネルギー利用効率の向上や資源循環
型の農業への転換が進む。

サマリー

第1章 自動車
自動車は、社会の様々な課題解決を担うようになる。その
典型例が超小型モビリティである。高齢者の日常の足とな
るだけでなく、渋滞の解消やエネルギーの有効利用など環
境対策にも寄与する。自動運転は、
トラック、バス、乗用車
のいずれの分野においても導入が進む。
1. 高度運転支援/
自動運転

7. HMI
（human machine
interface）

2. 超小型モビリティ

8. 運転席モニタリング

3. 燃料電池車

9. IVI
（in-vehicle
infotainment）

4. HEV/PHEV/EV
5. 軽量化設計車
6. 低燃費車
（内燃機関）

10. カーエレクトロニクス
11. ワイヤレス給電
（EV/PHEV）

第2章 エネルギー
再生可能エネルギーが重要なエネルギー源となり、先進的
電力変換技術をベースにした電力インターネットが普及し
始める。電力自由化による電力供給の多様化や災害対策
を目的とした2次電池を活用したエネルギー対策商品が本
格化、次世代型電池の要求に応える全固体電池に期待
がかかる。2020〜2030年頃をターゲットに藻類燃料の事
業化を優遇する動きも出てきた。
1. デジタルグリッド

6. Liイオン電池

2. 太陽光発電

7. 全固体電池

3. バイオマスエネルギー

8. 海洋エネルギー発電

4. 藻類エネルギー

9. 人工光合成

5. 燃料電池

第3章 医療・健康
75 歳以上人口が 2025 年まで急増、医療・介護サービス
や支援が包括的に提供される
「地域包括ケア」
が重要と
なる。遠隔医療は日本の医療体制の苦境を緩和するため
のツールとして期待され、2025 年には市場規模が600 億
円に拡大する。在宅医療 2025 年問題を解決するため、
POCT市場がモバイルヘルスケア市場と融合し、本格的な
ホームヘルスケア市場が立ち上がる。
1. 再生医療

8. 環境と体調変化

2. ゲノム医療

9. 遠隔医療

3. がん医療

10. 先進医療機器

4. 地域包括ケア

11. 治療用医薬品
（新薬）

5. 在宅医療

12. POCT
（point of
care testing）

6. 予防医療/ヘルスケア
7. 見守り

第4章 ロボット
高齢化の進行に伴い、介護ロボットやロボットスーツへの
ニーズが高まる。機械を通じたコミュニケーションへの移行
に伴い、物理的な実体を持つロボットの価値が向上した。
建設ロボットは施工の省力化・効率化、安全性能向上や災
害対応などで期待される。農業分野では女性や高齢者で
も簡単に扱えるロボット、兼業農家が短時間で作業できる
ロボットが普及する。

1. ウエアラブル

5. IoT半導体

1. 食の価値

7. 農業経営

2. 次世代テレビ

6. 画像認識システム

2. 食の安全・評価

8. 食農ICT

3. どこでもカメラ

7. 組み込みシステム

3. 食のブランド化

9. 農業観光

4. どこでもディスプレイ

8. ストレージシステム

4. 加工食品

10. 環境農業

5. 機能性食品

11. 魚類養殖

6. 植物工場

第6章 情報通信
IoT通信を活用したクラウドサービスは、連携により付加価
値の複層化に進む。無線通信インフラはLTEの高度化が
続き、2020 年から5 Gが導入、LPWA（低出力長距離無

線）
は独自方式が2017 年まで先行し、標準化された方式
が追い上げる。ユーザーインタフェースは長期的に気分、
雰囲気といった極めて数値化しにくいものをセンシングし適
切な反応を返す方向に進化する。
1. IoT通信
2. 無線通信インフラ
3. LPWA
（低出力長距離
無線通信）
4. NFV/スライシング

5. CDN
（content
delivery network）
6. ユーザーインタフェース
7. 拡張現実
（AR）
/
仮想現実
（VR）
8. ワイヤレス給電
（情報機器）

第7章 材料・製造
自動 車は環 境 車 両を中 心に拡 大 、炭 素 繊 維 強 化 の
CFRPが軽量材料として必須となる。世界ではエネルギー
効率、資源効率が求められ、
モノを長く使うための技術や、
製品性能を効果的に引き出す目的形状に容易に加工でき
る技術が注目される。
ものづくりでは全プロセスをデジタル
化し、
サイバー空間で事前に検証することで、生産効率を
最大にするスマート化が期待される。

2. インフラ監視システム

5. 次世代超高層ビル

3. ゼロエネルギービル
（ZEB）

6. 中・大規模木造建築
7. BIM＆CIM

第11章 社会インフラ
インフラ形成において重要である
「電力」
「ガス」
「水」
「交
通・物流」
「情報通信」
「静脈」の6大産業分野について、
将来像を示す。新興国の経済成長や米国のシェールガス
生産国としての台頭が論点となる。日本は、
アジア諸国を
中心とする各国のニーズに合わせた提案力が課題となる。
5. 情報通信産業

7. MEMS・
ナノ製造プロセス

3. 水産業

6. 静脈産業

8. 先進コーティング

第12章 航空宇宙・海洋開発

9. AM
（3Dプリンティング）

第8章 ネット・サービス・金融
様々な課題への対応においてビッグデータを活用できる社
会が実現される。移動中の生活者の需要を喚起しこれらの
施設へ送客する移動者マーケティングへの期待が高まって
いる。
ファイナンシャルとテクノロジーが融合したフィンテック
は、電子商取引の拡大が成長要因の一つである。ICTや
人工知能
（AI）
の急速な進展によって幅広い個人資産運
用をサポートする環境が進む。
1. ビッグデータ

7. ソーシャルテレビ

2. 移動者マーケティング

8. ゲーミフィケーション

3. フィンテック

9. アドテクノロジー

4. 仮想通貨
（ブロックチェーン）

10. OTT/コンテンツ配信

5. 個人資産運用

12. シェアリングエコノミー

6. ライフログ

4. スマートハウス
（健康＆HEMS）

4. 交通・物流産業

2. 航空・宇宙用材料

5. 情報通信材料

1. 地震対策
（南海トラフ巨大地震）

2. ガス産業

6. スマート工場

4. 環境材料

地震対策として防災・減災対策、
インフラの老朽化対策と
して各種デバイスを利用した監視システム、省エネ対策とし
てゼロ・エネルギー・ビル
（ZEB）
がある。新規のハードウエア
として次世代超高層ビル、中・大規模木造建築のあるべき
姿を展望する。エネルギー管理・機器制御やヘルスケア、
セ
キュリティの確保など新たなサービスを展開するスマートハ
ウスの将来像を議論する。

1. 電力産業

1. 自動車用材料
3. 生体適合性材料

第10章 建築・土木

11. 個人認証サービス

航空宇宙分野は民間企業が関与する対象として広がりを
見せている。SpaceXは、2024年に有人火星探査を実施
させる計画。民間有人宇宙ステーションへの取り組みの活
発化に並行して、宇宙への観光旅行が本格化する。
1. 小型衛星

6. スペースコマース

2. リモートセンシング

7. 無人航空機
（ドローン）

3. 測位衛星システム

8. ジェット旅客機

4. ロケット

9. GA
（general aviation）

5. 有人探査/宇宙科学

10. 海洋資源開発

第13章 エマージング
新規の発展段階にあるテーマを採り上げた。人工知能
（ AI ）
の適用領域は幅広く、
あらゆる業界で既存の製品 /
サービスの中に組み込まれていく。脳活動センシングは、当
面は医療用が中心だが、新技術の開発で脳波などの取得
が容易になると一般利用へと拡大する。
1. 人工知能
（AI）

4. 脳活動センシング

1. コミュニケーション
ロボット

4. 手術支援ロボット

2. パーソナルセンシング

5. 常温核融合

2. 介護ロボット

5. 建設ロボット

3. 次世代配送システム

6. 農業ロボット

3. ロボットスーツ

7. ロボティクス物流
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テクノロジー・ロードマップ2017-2026

医療・健康・食農編

NEW

IoTがけん引する医療、健康、食農の技術進化を描く
IoT、クラウド、人工知能、
ビッグデータが、今後の医療・健康・食農産業に大きな影響を与えま
す。本レポートは、
これらの分野の次世代ビジネスを実現させる76項目のライフ・イノベーション技
術を採り上げました。生活の質の向上、社会的課題の解決、
ビジネス・チャンスの三つの視点で
新たな市場と技術の進化を予測します。
■

2017年3月13日発行

■ レポート
（A4判、368ページ）

■
■

CD-ROM（本体に掲載されたロードマップを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

医療、健康、食料・農業に関する
76テーマを選定し、技術の進化を
予測

ライフ・
イノベーションの
未来を描く

2016 年版のコンテンツを全面
改訂し、予測精度を高めるととも
に、16テーマを新規に設定

Point2

Point5

10 年後のライフ・イノベーション
分野の市場規模がわかる技術予
測レポート

一つの技術に関して「 2ページの
予測分析」と「 1 枚のロードマッ
プ」でレポート、短時間で技術の
未来がわかる
Point6

Point3

医療、健康、食料・農業を体系的
にとらえることで、人々の生活に
密着した新たなビジネス機会や技
術進化の方向性が見えてくる

まず「市場ニーズ」を予測。それを
満たす「商品機能」を定義。機能
を実現するための「技術」を提示

レポートの特徴

カバーする技術分野

医療、健康、食料・農業分野を
「生活の質の向上」
「社会的課題の解決」
「ビ
ジネス機会の拡大」の三つの視点でとらえ、今後10年の技術の変遷を予測
します。

ライフ・イノベーションを起
こす医療、健康、食料・農
業分野の76テーマを採り
上げ、技術の進化を予測
します。

一つの技術に関して
「 2ページの予
測分析レポート」
と
「 1枚のロードマッ
プ」
で簡潔明瞭に今後10年の流れ
を予測します。
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P o i n t4

ロードマップには世界と日本両方に
ついての「市場規模の予測」
も記述
していますので、
これから
「市場ニー
ズを生む技術」
が特定できます。

Con t en t s
序章

第2章 医療

第3章 食料・農業

総論：ロードマップの考え方・活用法

医療分野は、変化を拒む体質から脱却し、ICTや工学など
最先端技術の活用によって、地域・組織を超えた情報共有
や最先端科学を導入した機器開発など、様々な革新を生
む新たなステージに移行する。
これは多くの企業にビジネス
機会をもたらし、開かれた産業に転換していくことを意味す
る。人工知能
（AI）
の医療分野への活用、
IoTとの融合によ
りスマート化する治療室、診療所のチェーン化や情報化な
ど、多様な視点で革新的テーマをカバーした。

食料・農業分野は、食生活や健康への影響など人々の日
常に密接に関係するだけでなく、食料の需給やグローバル
化、農業の競争力強化など国家間の問題に関わるものま
で多岐にわたる。
その多くは、新技術の導入や異業種との
連携により、価値の最大化、効率の向上などで大きな効果
が期待できる。食の価値の評価、作物の生産における管
理と経営の高度化、農業のサービス化と技術の進化がど
のようにかかわっていくか、
その将来像を示した。

サマリー

第1章 健康
健康分野は、病気前の人が対象となることから潜在的な市
場規模が大きく、規制の枠組みから外れることから、企業に
とって魅力度が高い。
また、IoT
（internet of things）
、
ビッ
グデータなどICTの活用によって付加価値が高まることか
ら、新たなビジネス展開も期待できる。高齢化が進む中で
重要度が増す認知症対策や介護ロボット、個人の体質に
基づいて先制的に手を打つ先制医療、
Ｉ
Ｔスポーツ、健康
経営など、
今後注目されるテーマを採り上げた。

2-1. 生活の質の向上

3-1. 生活の質の向上

個人向け医療の将来は、再生医療やゲノム医療を駆使した
がんの撲滅や難治性疾患の克服が一つの方向性としてあ
る。身体部位を置き換える生体適合性材料や運動を補助す
るロボットスーツは、様々な機能が低下した高齢者の生活を
サポートする。

食の価値やおいしさの追求といった食そのものの本質を議論
するとともに、食の安心・安全を確保するための評価手法、健
康・美容のニーズを捉え、市場の急成長が期待される機能性
食品などに関する市場、商品 /サービス、技術の今後 10年を
見通す。

1-1. 生活の質の向上

1. 再生医療

1. 食の価値

個人の生活の質の向上に関わる健康分野の重要テーマを
採り上げた。健康寿命を延ばすために病気になる前の段階
で、個人の遺伝子を解析したり、見た目診断や遺伝子解析、
体内時計を調整したりすることでさまざまな疾病を予防できる
可能性が出てきた。

2. ゲノム医療

2. おいしさの追求

3. がん医療

3. 食の安全・評価

4. リハビリテーション

4. 加工食品

5. 生体適合性材料

5. 機能性食品

1. 予防医療/ヘルスケア

6. ロボットスーツ

3-2. 社会的課題の解決

2. 見守り

2-2. 社会的課題の解決

3. 介護ロボット

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるように、医療・介
護、生活支援を一体で提供する地域包括ケア、地域医療情
報連携が医療崩壊を食い止める有効な手段となる。在宅医
療はそれを支え、遠隔医療は補完的な役割を果たす。

食の競争力を高めるには、
グローバル対応が不可欠となる。
食料需給の問題をどう捉えるか、
イスラム教徒向けのハラル
食への対応も重要となる。一方で、農業は自然環境と密接に
関係しており、生産活動には自然環境との調和・共存が不可
欠である。

4. 生活習慣病対策
5. 先制医療
6. サーカディアンリズム
7. 遺伝子解析
8. 健康状態のスコア化/可視化
9. 見た目の科学
10. アンチエイジング/からだ年齢診断
11. 環境と体調変化
12. ITスポーツ
13. 健康寿命
14. 睡眠
1-2. 社会的課題の解決
高齢化社会を迎え、
行政、
企業が連携し様々な課題を解決す
る必要がある。企業活動における健康経営施策はコストから
投資へと変わってきた。
ドラッグストアを中心に異業種連携が
進む健康ステーション、ICTを活用した健康管理や認知症対
策について議論する。

15. 健康ICT
16. 認知症対策
17. 健康ステーション
18. 健康経営
1-3. ビジネス機会の拡大
スマートフォンやウエアラブル機器と生体センサーを連携させ
た生体情報のモニタリング・システムは、今後の健康ビジネス
を牽引するキー・テクノロジとなる。その進化が、家庭内や企
業内、
モビリティ環境に向けた巨大ビジネスを生むことになる。

19. 医療ビッグデータ
20. POCT
（point of care testing）
21. 日常身体活動
22. 非侵襲型生体センサー
23. 健康家電
24. 運転席モニタリング
25. 脳関連ビジネス

7. ヘルスケアAI
8. スマート治療室
9. プライマルケアシフト
10. 地域包括ケア
11. 在宅医療
12. 遠隔医療
13. 薬局マネジメント
14. 地域医療情報連携
15. がん早期診断
16. 人工臓器
2-3. ビジネス機会の拡大
医療機器や医薬品は、
オープンな開発環境の下、ICTとの融
合により、
これまでとは比べ物にならないスピードで進化してい
く。ICT活用により診療所は業務効率化、医療の質の向上、
患者サービスの向上が期待できる。

17. 先進医療機器
18. 画像診断
19. 内視鏡
20. 手術支援ロボット
21. 治療用医薬品
（新薬）
22. 後発医薬品/バイオ後続品
23. バイオ医薬品

6. ハラル食/ハラル認証
7. 食料需給
8. 環境農業
9. 食
（穀物）
のエネルギー利用
10. 魚類養殖
3-3. ビジネス機会の拡大
農業のビジネス機会を広げる動きは多岐にわたる。医学と工
学、農業を連携させたアグロメディカルフーズ、食の価値を高
めるブランド化や農業と観光を組み合わせた農業観光、生
産、加工、販売を一体化させ付加価値を高める6次産業化な
どである。

11. アグロメディカルフーズ
12. 食のブランド化
13. 食品鮮度維持・保存
14. 農業観光
15. 食のグローバル化
16. 植物工場
17. 農業用ロボット
18. 農業の6次産業化
19. 食育/消費者教育/地域活性化
20. 食農ICT
21. 農業経営

24. スマート創薬
25. DNAチップ/遺伝子シーケンサー
26. 国際医療受診
27. 診療所ICT
28. 医療情報システム/医療ソフトウエア
29. 医療教育
30. 医療保険
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金融・マーケティング流通編

NEW

金融・流通業界の構造変革を加速させる技術の未来像
金融サービスに構造変革をもたらすフィンテックなどの革新技術、オムニチャネル化による顧客
価値実現などテクノロジーを取り込んだマーケティング・流通分野の新潮流…「ICT×人工知能」
との融合で今後イノベーションを起こし、業界構造変革を加速させる74のテーマについて市場
変化と技術進化を予測します。
■

2016年12月26日発行

■ レポート
（A4判、408ページ）

■
■

CD-ROM（本体に掲載されたロードマップを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

金融・マーケティング流通分野の
74テーマを選定し、技術の進化を
予測

金融・
マーケティング流通の
新潮流

フィンテックの進化と金融サービ
スの変革、市場にもたらすインパ
クトを予測分析

Point2

Point5

10年後の金融・マーケティング流
通の市場規模がわかる技術予測
レポート

マーケティングの新潮流、流通サ
プライチェーン、業界別のマーケ
ティング・流通の未来像を提示

Point6

Point3

一つの技術に関して「 2ページの
予測分析」と「 1 枚のロードマッ
プ」でレポート、短時間で技術の
未来がわかる

まず「市場ニーズ」を予測。それを
満たす「商品機能」を定義。機能
を実現するための「技術」を提示

レポートの特徴

カバーする技術分野

フィンテックなどの革新技術、
オムニチャネル化による顧客価値実現など、金
融・マーケティング流通業界に変革をもたらす74のテーマについて市場変化
と技術の進化を予測します。

ICT×人工知能との融合
で今後イノベーションを起
こす金融・マーケティング
流通分野の 76テーマを
採り上げ、技術の進化を
予測します。

一つの技術に関して
「 2ページの予
測分析レポート」
と
「 1枚のロードマッ
プ」
で簡潔明瞭に今後10年の流れ
を予測します。
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P o i n t4

ロードマップには世界と日本両方に
ついての「市場規模の予測」
も記述
していますので、
これから
「市場ニー
ズを生む技術」
が特定できます。

Con t en t s
1. グローバルSCM

7. eコマースの標準利用

2. グローバルEC

8. コンビニエンスストア

3. コールドチェーン

9. 次世代POS

4. 流通・物流革新

10. ロボティクス物流

序章

5. ネット通販

1.「テクノロジー・ロードマップ」の考え方と活用法

6. 流通ICTインフラ
（標準EDI）

11. 倉庫管理システム
（WMS）

マーケティング流通編

2. 総論：オム二チャネル化による新たな顧客価値実現
3. サマリー

第1章 マーケティング新潮流

1. オムニチャネル・
リテイリング

4. デジタルメディア

2. 顧客体験
（カスタマー・
エクスペリエンス）

6. コンタクトセンター/
CRM

3. 広告手法

5. デジタルコンテンツ

ヒト、
モノにIDが振られ、
それらがリアルタイムにインターネッ
トに接続、様々な情報がリアルタイムで収集可能となる。
すべての情報が分散環境
（クラウド）
に置かれ、
データの連
携サービスが発展する。仮想空間と現実空間の連動が始
まり、多層型のソーシャルメディアが台頭、利用者に最適
な情報を提供するようなサービスが現れ、売り手主導ではな
く、
買い手主導となる。
1. マーケティングインフラ

5. 顔認証・表情解析

2. データマネジメント
プラットフォーム
（DMP）

6. ソーシャルメディア
7. IoT
（internet of
things）

第3章 マーケティングイノベーション
労働力減少が店頭の無人化、省力化を推進、
インバウンド
の観光客の増加が多言語対応ニーズを高め接客のICT
化が進む。移動中の生活者需要を喚起する移動者マー
ケティングや、価値観を活用したマーケティングが期待され
る。電子マネー、
モバイル決済、ID 決済、仮想通貨など多
様な決済が進展、高精度なマルチカラー、
マルチマテリア
ルの3Dプリンターなどが登場する。
2. VRM（vendor relationship
management）
3. 移動者マーケティング
4. ピンポイント
マーケティング
5. 価値観マーケティング

1. アパレル流通

6. 旅行サービス

2. 消費者とファッション

7. 電子出版・図書流通

3. 外食

8. eラーニング

4. 食ビジネス

9. エクセレントサービス

5. 薬局マネジメント

10. ホスピタリティ
マネジメント

6. 決済連動
マーケティング

9. 3Dプリンター
10. ニューロリサーチ

第4章 流通サプライチェーン
（EC）
はインバウンド顧客が利用できる国内EC、
eコマース
在住国で購入できる越境EC、現地物流による現地化EC
と段階的に進む。
グローバルのサプライチェーンでは可視
化機能、生産計画と店頭実需が連動した即時補充機能
が求められ、国内では地場密着型店舗や省人化店舗が増
加する。
コンビニエンスストアは店員が「御用聞き」
を行うオ
ムニチャネル戦略が強化される。

3. クラウドファンディング
4. アルタナティブ・レンディング
5. クラウド会計ソフト

第4章 信用評価・リスク管理
従来からの大企業を対象とした格付けは、財務情報だけで
なくリアルタイムの経済状況を反映し、透明性の高いもの
へと進化する。個人向けは現在の過去利用履歴に基づく
与信判断から、未来への期待や、人とのつながりといった
付加価値が注目される。
フィンテック企業やIT企業向け与
信業務の参入により競争環境が激化、
エクイティ絡みの
与信スキームへ徐々に移行する。
1. 格付け/リスク管理
3. 企業向け信用評価

金融編
第5章 個人資産管理・投資・資産運用
序章2
総論1：フィンテックの進化と金融サービスの変革
総論2：フィンテックが市場にもたらインパクト
総論3：ブロックチェーン概要
サマリー

「資産の見える化」、API
（application programming
interface）やデータアグリケーションにサービスの細分化
が行われ、新サービスの誕生が加速、資産運用を自動化す
るロボアドバイザーは、新たな資産運用ニーズを取り込む。
投資対象と投資関連情報の増加、AIの進化に伴い、株価
予測へのニーズが高まる。ICTやAIの進展や投資奨励政
策によって個人資産運用環境が進む。
1. PEM
（personal financial management）
2. ロボアドバイザー

仮想通貨を支える技術が安定しソーシャルな通貨として存
続、法定通貨がデジタル通貨として流通する。国内外でブ
ロックチェーン技術を使った取引台帳管理方法や法規制
の改正など、技術利用のための標準化作業が進む。
ビッグ
データの収集・解析が可能となりディープラーニング
（深層
学習）
の登場とクラウドなど計算環境が進化し、人工知能
（AI）
の研究開発が進展する。
1. ブロックチェーン
（分散レッジャー）
2. ブロックチェーンの進化
3. AI/アナリティクス/ビッグデータ
4. サイバー犯罪対策

3. 株価予測
4. 個人資産運用

第6章 保険
人口減少、高齢化といったデモグラフィックな変化とシェア
リングエコノミーなどの社会的嗜好の多様化とともに保険
の機能が様変わりしている。自動車分野ではコネクテッド
カーの普及、
テレマティクス技術による保険料の細分化や
付帯サービスが拡大、健康増進プログラムの普及が進み、
自己負担や民間の医療保険によって個人の特性に合わ
せた医療の選択が普及する。
1. 保険
（全般）
2. 保険
（自動車分野）

7. 店頭接客
8. VR
（仮想現実）
/
AR
（拡張現実）

2. 暗号証券がもたらす革新

2. 個人向け信用評価
（AI/SNS）

第1章 基幹技術

4. デジタルサイネージ

1. シェアリングエコノミー

外食では、調理ロボットの高度化、調理技術のデジタル化
が調理技術の流動性を高め、AIが接客を高度化させる。
旅行サービスは、
ICTの進展に伴い、観光産業以外の業種
からの参入が相次ぎ、
イノベーションが生まれるとともに競
争が激化する。外国人観光客や高齢化率の増加により、
多様なニーズへの対応が求められ、顧客の事前期待を中
心に据えたサービスが増える。

7. データ解析

第2章 マーケティングプラットフォーム

3. アナリティクス・ツール

1. ネオバンク

第5章 業界別のマーケティング・流通

ビッグデータとアナリティクスの進化、過去 10 年とは次元
の異なる技術革新により、
新しいカスタマーエクスペリエンス
（顧客体験）
がもたらされる。言語認識や人工知能
（AI）
に
よる無人化対応と、
データ分析に基づいた可視化技術が
顧客対応業務を支援する。人の五感を再現できるセンサー
が開発され、各種生体情報を計測するデバイスの医療分
野から一般用途への応用が進む。

第3章 変革する金融サービス
スマートフォン中心の行動様式と整合する金融サービスの
みが顧客の支持を得る時代となる。最新技術によるセキュ
アなシステムの導入が金融業態を本質的に変革する。先
進国では株式型のクラウドファンディングの成長余地が大
きく、新興国では既存金融機関の代わり貸付型を中心に
拡大する。会計業務の自動化をドライバーに第 2世代のク
ラウド会計ソフトが浸透する。

第2章 通貨・決済・送金
シェアリングエコノミーによる個人間取引や訪日外国人
の増加を背景にキャッシュレス化が加速、従来と異なる
決済の仕組みも拡大する。事前決済や来店前決済、IoT
（internet of things）
デバイスやAIエージェントによる自
動決済で、決済は高い利便性を実現する。製品/サービス
がインターネットを通じて国境を越えることに伴い、低コスト
の少額送金手段整備が期待される。
1. 決済サービス
（ユーザー視点）
2. 決済
（加盟店とインフラ）
3. 仮想通貨
（ブロックチェーン）
4. 仮想通貨
（クリプトカレンシー）
5. 海外送金(少額送金)

3. 保険
（生保・医療）
4. 保険
（住まい）

第7章 市場インフラの変貌
経済活動のグローバル化に伴う国際金融取引の革新や
世界的に増加する若年世代向けの新しい金融サービスが
期待される。企業能力を測定するサービスが普及し、投融
資市場を広げるサービスが一般化する。
1. 融合フィンテックがもたらす新サービス
2. API/データ連携
3. AI活用による資産価値評価
4. 次世代金融システム
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自動車・エネルギー編
大変革期の自動車・エネルギー。市場と技術の10年後
100年に一度ともいえる大変革期を迎えつつあるモビリティ関連技術にフォーカスしました。
クル
マの知能化・ネットワーク化、新興国への市場シフト、再生可能エネルギー市場の拡大など自動
車・エネルギー分野においてイノベーションを起こす61項目の重要技術について、
これから10年
の技術の変遷を予測します。
■

2015年11月13日発行

■ レポート
（A4判、304ページ）

■
■

CD-ROM（本体に掲載されたロードマップを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

自動車・エネルギー分野において
イノベーションを起こす61テーマ
を選定し、技術の進化を予測

モビリティ
・
イノベーションの
未来を描く

Point2

10 年後の自動車・エネルギー産
業の市場規模がわかる技術予測
レポート

自動運転、電動化、
センサ、
カーエ
レクトロニクス、開発手法など自
動車産業に大変革をもたらす技
術の未来像を提示
Point5

再生可能エネルギーから核融合
発電まで、エネルギー分野の技術
進化を予測
Point6

Point3

まず「市場ニーズ」を予測。それを
満たす「商品機能」を定義。機能
を実現するための「技術」を提示

一つの技術に関して「 2ページの
予測分析」と「 1 枚のロードマッ
プ」でレポート、短時間で技術の
未来がわかる

レポートの特徴

カバーする技術分野

クルマの知能化・ネットワーク化、新興国への市場シフト、
自然エネルギー活
用など自動車・エネルギー産業に大きな構造変革をもたらす重要技術につい
て、市場変化と技術の進化を予測します。

自動車・エネルギー分野においてイノベーションを起こす61項目のテーマを採
り上げ、技術の進化を予測します。

一つの技術に関して
「 2ページの予
測分析レポート」
と
「 1枚のロードマッ
プ」
で簡潔明瞭に今後10年の流れ
を予測します。
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P o i n t4

ロードマップには世界と日本両方に
ついての「市場規模の予測」
も記述
していますので、
これから
「市場ニー
ズを生む技術」
が特定できます。

Con t en t s
序章

第3章 安全・自動運転

第6章 材料・加工

総論：ロードマップの考え方・活用法

自動ブレーキなどの先進運転支援システムの普及が進み、
クルマの売上を左右する要素になってきている。その先に
ある自動運転には、
いくつかのレベルがあるが、部分的な
自動化が2018年ごろから始まり、高速道路に限定すれば
2020年ごろから人間の操作をほとんど必要としない自動運
転が実用化しそうだ。
こうした自動運転に使うセンサでは、
ミ
リ波レーダの低コスト化や、
イメージセンサの高感度化が進
む。頭脳に当たる半導体は、従来中心だったCPUに加え、
GPUやFPGAといった高速演算可能な素子が使われるよ
うになる。

これまで自動車用材料の中心だった鋼板の強度向上は今
後も継続するが、並行して、高級車を中心にアルミニウム
合金の使用比率が着実に上昇する。
また樹脂製外板や樹
脂ガラスの採用も進む。生産現場では大量のデータを収集
し、
これを生産の効率化や品質向上に生かす「インダスト
リー4.0 」の動きが加速する。3Dプリンタはこれまで試作に
使うことがほとんどだったが、今後は最終製品へ応用する
動きが活発化する。

サマリー

第1章 エンジン・変速機
世界的な燃費規制の強化によって、完成車メーカー各社
はクルマの燃費向上に力を注いでいる。当面は、既存エン
ジンの改良が中心でガソリンエンジンやディーゼルエンジ
ンではダウンサイジングが進む。可変バルブタイミング機構
や可変気筒エンジンなどの可変機構の採用も拡大する。
ガソリンエンジンの最大熱効率は45％程度に
2020年に、
達する可能性がある。変速機では、伝達効率の高いDCT
が増加する一方、
既存の自動変速機では多段化が進む。
1. ガソリンエンジン
2. 可変バルブタイミング機構
3. 可変気筒エンジン
4. ディーゼルエンジン
5. DCT
6. AT
7. CVT

1. 先進運転支援システム
2. 自動運転
3. ミリ波レーダ
4. レーザーレーダ
5. CMOSイメージセンサ

1. 高張力鋼板
2. アルミ化
3. 樹脂化
4. インダストリー4.0
5. タイヤ
6. 3Dプリンタ

6. 赤外線イメージセンサ
7. ステレオカメラ
8. FPGA
9. ASSP
10. GPU
11. 人工知能
12. 次世代コンピュータ
13. 超小型モビリティ

第4章 カーエレクトロニクス
第2章 電動化
パワートレーンの電動化で先行するのはハイブリッド車だ
が、普及は日本に偏っており、他の地域での普及は遅れて
いる。欧米では、
プラグイン・ハイブリッド車の発売が相次い
でいるが、本格的な普及は2020年以降になりそうだ。電気
自動車も、価格を下げ、航続距離を伸ばした第2世代が登
場する2020年ごろから普及が加速しそうだ。燃料電池車は
コスト削減に加えて燃料インフラの普及が課題となるだろ
う。モータでは希土類元素を使わないモータの開発が進む
が、当面は永久磁石型モータが主流であり続ける。電池で
も、
リチウムイオン電池のエネルギー密度が着実に増加す
るほか、全個体電池の開発も進む。
1. ハイブリッド車
2. プラグイン・ハイブリッド車

安全装置や自動運転技術の進化に伴って、車載OSには、
従来別のシステムだった制御系と安全系のシステムを統
合することが求められる。
これからのクルマはテレマティクス
によってクルマが多層的なネットワークに接続されることが
当たり前になり、外部からのハッキングなどに対するセキュリ
ティ対策が求められる。
また、
クルマの機能が高度化するの
に伴って、
これを使いこなすためのHMIでは、多くの情報を
整理して伝えるディスプレイが必要になるほか、音声による
入力が重要性を増す。
1. 車載OS
2. テレマティクス
3. HMI
4. 車載ECU
5. ISO 26262
6. セキュリティ対策

4. シェールガス・シェールオイル

5. 充電規格・充電方式

5. メタンハイドレート

6. 非接触充電

6. 水素エネルギー

7. 燃料電池車

7. 風力発電

8. PMモータ

11. リチウムイオン電池
12. 全固体電池

1. 太陽光発電
3. 核融合発電

4. 電気自動車

10. SiCパワー素子

太陽光、太陽熱、風力といった自然エネルギーの活用は
今後も拡大する。太陽光発電市場は、2030年には2015
年の2倍に拡大する見込み。
シェールガス・シェールオイル
の採掘量増加により、世界の原油と天然ガスのサプライ
チェーンは大きなインパクトを受ける。次世代原子炉である
高温ガス炉や、核融合の研究開発は着実に進展しており、
2030年以降の実用化が見込まれる。
2. 高温ガス炉

3. 48Vシステム

9. インホイールモータ

第7章 エネルギー

第5章 開発手法
先進国においては、
クルマを単なる交通手段として捉える
傾向が強くなり、
ブランド価値を向上させるには、単にハー
ドウエアの性能を向上させるだけでなく、ITと組み合わせた
「拡張体験」の向上が重要性を増す。このためには、
デジ
タルエンジニアリングやモジュール化の活用によりハードの
開発効率を向上させるだけでなく、
ソフトウエア開発基盤の
整備によるソフト開発の効率向上も重要な課題になる。

8. 太陽熱発電
9. バイオマス・エネルギー
10. 燃料電池
11. 人工光合成
12. CO2 の回収・地下貯留技術

1. ブランド
2. デジタルエンジニアリング
3. モジュール化
4. モデルベース開発
5. クルマの制御ソフト開発基盤
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テクノロジー・ロードマップ2016-2025

ICT融合新産業編

ICTとの融合で価値を生む産業の市場と技術を描く
ICTとの融合でイノベーションを生む産業分野について、今後10年の技術の進化を予測し、
さら
に将来の市場や商品／サービスを分析しています。対象分野は自動車、医療・健康、金融・流
通、農業、製造、教育、
メディアなどを選んでいます。総論では、ICTの進化の概論、ICT普及のド
ライビング・フォースについて解説しています。
■

2016年3月12日発行

■ レポート
（A4判、422ページ）

■
■

CD-ROM（本体に掲載されたロードマップを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

ICTとの融合で新たな価値を生む
産業分野においてイノベーション
を起こす80テーマを選定し、技術
の進化を予測

ICT融合
イノベーションの
未来を描く

P o i n t4

ICTの進化の概論、ICT普及のド
ライビング・フォースについて解説

Point5

技術進化の予測とともに、将来
の市場や商品／サービスを論じる
ことで、企業の中長期戦略の立
案に役立つ情報を提供

Point2

10 年後の新たなICT 融合産業
の市場規模がわかる技術予測レ
ポート

Point6

Point3

一つの技術に関して「 2ページの
予測分析」と「 1 枚のロードマッ
プ」でレポート、短時間で技術の
未来がわかる

まず「市場ニーズ」を予測。それを
満たす「商品機能」を定義。機能
を実現するための「技術」を提示

レポートの特徴

カバーする技術分野

自動車、農業、医療・介護、社会インフラ、小売・マーケティング、金融、製造、
教育、
メディア、企業経営、生活など12の分野にフォーカスし、新市場と技術
進化を予測します。

ICTとの融合でイノベー
ションを起こす80テーマ
を選定し、技術の進化を
予測します。

一つの技術に関して
「 2ページの予
測分析レポート」
と
「 1枚のロードマッ
プ」
で簡潔明瞭に今後10年の流れ
を予測します。
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ロードマップには世界と日本両方に
ついての「市場規模の予測」
も記述
していますので、
これから
「市場ニー
ズを生む技術」
が特定できます。

Con t en t s
序章

第5章 ICTと医療・介護

第9章 ICTと教育

総論：ICT進化と産業へのインパクト

医療の分野では、ICTをベースとした高度な医療サービス
や個人の日常データを有効利用した「個別化医療」へ進
む。
また、ICTを活用した
「介護」や「予防」、
さらに「健康な
生活の維持」へのICTの利用拡大が進む。
また、脳の健康
も重要なテーマになる。

社会の急激な変化に伴い、教育の置かれた状況は大きく
変わりつつある。ICTを活用し、
グローバルでオープンな大
学、学び続けられる環境、学校運営の効率化や戦略化が
求められる。

ロードマップの考え方・活用法
サマリー

第1章 産業変革をもたらす基盤技術
ハードウエアの小型化やネットワーク化は様々な産業での
ICT利用の範囲を一層拡大する。今後は、得られるビッグ
データを有効に活用するアプリケーションや、知識や経験と
の融合による人と機械の協調、
リアルな世界との融合など
が大きく進展する。
1．スマートフォン/携帯電話
2．ウエアラブル機器
3．AM
（3Dプリンティング）
4．クラウド・コンピューティング
5．人工知能
（AI）
6．ビッグデータ
7．IoT（internet of things）
8．仮想現実（VR）
9．無線通信インフラ

第2章 ICTと農業
今後の農林水産業は様々な課題とリスクを抱えているが、
ICT技術を浸透させることがその解決の一助として期待さ
れる。生産に関する情報集約、
および多くの機器類の通信
に活用される。

1. 診断支援システム
2. センシング・ネットワーク
3. 医療・介護ロボット
4. 医療データ共有
5. 脳関連ビジネス
6. 遠隔医療
7. 予防医療/見守り
8. 介護
9. 在宅医療

第6章 ICTと小売・マーケティング
インターネットの普及により、
ネット販売の急激な伸びと、取
引先とのデータ交換による効率化・高度化が進んでいる。
また、
スマートデバイスの普及に伴い、消費者の行動に大
きな変化を与え、
ネットと店舗の融合という新しいビジネスモ
デルへと変革している。
1. 次世代POS
2. ショッパー・マーケティング
3. 受発注システム
4. オムニチャネル・マーケティング
5. 購買行動予測

1. 農業クラウド
2. スマートアグリ
3. 農業ロボット
4. 植物工場
5. 食品トレーサビリティ

第3章 ICTと自動車
普及期を迎えた運転の自動化や、
ネットに常時接続されク
ラウド・サービスへの依存を強める日常生活の進展に伴う
移動中のサービス充実への要求により、ICTと自動車の関
係は今後増々強まっていく。
1. コネクテッドカー
（パーソナル）
2. コネクテッドカー
（商用）

第7章 ICTと金融
ICT技術の進展により金融サービスの様々な面で変化が
生じる。金融システムをはじめ、
モバイル決済やクラウドファ
ンディングなど、金融とICTの連携は一層強くなる。
また、詐
欺や不正を防止するためのセキュリティーへのニーズはこ
れまで以上に高まる。
1. 次世代金融システム
2. 格付け/リスク管理
3. クラウドファンディング
4. モバイル決済
5. 株価予測
6. 詐欺防止/不正検知

3. ビークル・クラウド
4. 自動運転/安全運転支援
5. カー・エレクトロニクス

第4章 ICTと製造
IoＴ、M2Mとクラウド・コンピューティングの進展、人工知能
の活用により自律的な生産、設計、予防保全を行う工場を
実現。環境経営が発展し循環型工場となり工業団地のエ
コタウン化が進む。電子調達、
サプライチェーン・マネジメント
（SCM）
はグローバル化に伴い生産性向上に寄与する。

1. フューチャースクール
2. オンライン大学
3. 生涯学習
4. eポートフォリオ

第10章 ICTとメディア
印刷媒体（書籍、新聞）、テレビ放送、人対人のコミュニ
ケーションなど、
あらゆるメディアでデジタル化が進み、ICT
利用が拡大している。今後もICT利用の場面は、
デジタル
サイネージなど屋外広告にも広がり、
デジタル・コンテンツを
流通させる仕組みも拡大する。
1. 電子出版
2. 電子新聞
3. 次世代放送
4. 次世代SNS
5. ネット広告
6. デジタルサイネージ
7. コンテンツ・サービス

第11章 ICTと企業経営
ICTは顧客サービスの向上から、物流、外部リソースの活用
など、企業経営の様々な場面で普及拡大する。特に、
マー
ケティングでの活用のように企業利益に直結する分野で
の利用が進む。
また、
ビッグデータを活用した高度な利用が
進み、企業の意思決定を支援する。
1. 経営情報システム
2. マーケティング・オートメーション
3. コンタクトセンター
4. クラウドソーシング
5. 次世代物流
6．情報セキュリティー/コンピュータ犯罪

第12章 ICTと生活
消費者の生活場面でのICT利用は、現在のショッピングや
予約だけではなく、
スポーツや観光などへ拡大し、個人の情
報を利用した新たなサービスも進展する。

第8章 ICTと社会インフラ

1. ゲーム

あらゆるものがインターネットにつながり、
エネルギーや交通
システム、行政システムなどの社会インフラがICTと一体化
し、
インテリジェント化が進んでいる。既存インフラの維持・
高度化と、新しいインフラ構築のための市場機会が広がっ
ている。

2. スマートテレビ

1. スマートシティ
2. 交通システム
3. 電子政府/電子自治体

1. 次世代工場

4. オープンデータ・ビジネス

2. 設計支援

5. 老朽化対策

3. エコタウン

6. マイナンバー

4. 遠隔保守サービス

7. 災害予測

5. 電子調達

8. セーフコミュニティ

3. ICTとスポ―ツ
4. eコマース
5. ICT活用観光ツーリズム
6. 予約サービス
7. 個人認証サービス
8. パーソナル情報ビジネス
9. ホームセキュリティー
10. スマートハウス

6. サプライチェーン・マネジメント
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［メガトレンド シリーズ］

「明るい未来」
と
「暗い未来」の相克
楽観的にみれば、
テクノロジーが拓く未来は途方もなく明るい。多くの
未来本が、将来は夢のようなSF的技術が軒並み実用化されることを
予測している。人工知能やロボットは高度な発達を遂げ、人が担って
きた「労働」の大部分を担い、結果として生産性は飛躍的に高まる、
といった具合に。その一方で、悲観的な未来を語る学者たちがいる。
これから先進諸国は強烈な高齢者負担にさいなまれ、医療保険や年
金の財源問題によって国家財政が立ち行かなくなる。新興国におい
ても早晩、高齢化問題は深刻化し、社会資本を貯える前に地盤沈下
していくと。二つの未来像の間には壮大な矛盾がある。けれども、
「社
会課題」と
「打ち手」という視点でみれば密接な関係にあり、
どちらも
ある面では正しい。だがおそらく、予測結果としては間違っている。つ
まり私たちは、個々の予測結果そのものに目を奪われるべきではない
ということだ。重要なのは、全体の大きな流れを把握し、網羅性を担保
したうえで、
『メガトレンド』
を読み解いていくことだろう。

MEGATRENDS Series Line-Up

メガトレンド2016-2025
全産業編

P26
22

メガトレンド2017-2026
自動車・エネルギー編

P28

メガトレンド2017-2026
ICT融合新産業編

P30

未

来を語る書籍はあまたある。その多くは、分

ンフラ分野にもIoT化が進むことで、都市全体のスマート化を

野ごとに専門家が分担執筆する手法でまとめ

推進する。最近では、医療・健康、身体、さらには金融・

られており、著名人などが全体の「監修者」

流通といった領域にも強い影響力を及ぼすようになってきた。

として冠される場合もある（図1）。このやり方

「分野外」と思っていた技術があまねくICTの影響を強く受

は現実的かつ効率的だが、弱点もある。著者が増えるほど

け、垣根を崩しながら一つの巨大システムに統合される方向

それぞれの主張の羅列になりがちで、全体像が不明瞭にな

へと進んでいる。これによって人の価値観も大きく変化し、働

るということだ。

き方からリーダーシップの在り方にまで大きな影響を与えてい

特に長期予測の場合には、他分野からの影響が大きく関
わってくるようになるのでやっかいだ。専門家の予測を寄せ集
めた結果、個々の話と全体の世界観との間に自己矛盾をは

る。シェアリングエコノミーや組織のフラット化といった動きは、
その一端といえよう。
このように長期的な予測をするには、広い視野が求められ、

らむ結論にもなりかねない。長い目で見れば、分野を超えた

境界領域での現象、さらには領域をまたいで発生する現象か

相互作用こそが未来を決める大きな要因になっていくわけで、

ら通底するメカニズムを見抜かなくてはならない。しかし、そ

枠を超えて生じているメガトレンドを理解することの重要性が

の作業は困難を伴う。専門家による精緻な予測結果は、そ

高まる（図2）。

の分野における常識や定説を網羅していて隙がなく、門外

技術分野でみるとその構造が分かりやすい。詳細な分野

漢には論破が難しいからだ。結局は「専門家が言っている

ごとに学会や分科会が存在し、そこでは各々にテクノロジー・

のだからそうなのだろう」と信じるしかなくなってしまう。これ

ロードマップが描かれ、新技術が拓く明るい未来社会を提示

は企業の経営会議や企画会議などで日々繰り広げられている

している。しかし、それは本当の未来像ではないだろう。各

光景でもある。

分野の技術は単独で勝手に進化するわけではなく、他分野

専門分野の知識や理解が不要だと言っているわけではな

で発生した技術の影響を強く受ける。ときには融合しながら

い。だが、
それだけでは足りない。専門家としての視点に加え、

新技術を生み出し、逆に想定外の異分野技術の新展開によっ

広い視野で俯瞰し、個々の変化に通底するメタなメカニズム

て駆逐されてしまうケースもある。その分野だけのロードマッ

を知覚する必要がある。その上で自らの事業分野で何が生

プを見ていても、未来を予測することはできないのだ。

まれるかを見通す目を持つことができるのだ。こうしたジェネ
ラリスト的視点とスペシャリスト的視点の両方を備えることが、

「分野を超えた影響」で未来は動く
分野をまたぐ影響ということについて、これから、もう少し詳
しく見ていきたい。
この現 象において極めて重 要な役 割を担っているのは

未来を予測する大前提になる。

分業ではなく、
「一体感のある」協業が必要
イノベーションを創出するには、他分野で起きている現象

ICT（情報通信技術）であろう。たとえば自動車分野では、

にアナロジーを見出す能力が極めて重要になる。組織の中に

ICTが飛び火したことで目玉技術は駆動系から自動運転やコ

「共通認識」として、表層現象だけでなくメタ視点で捉え、

ネクテッドカーへと移行しつつある。さらには、道路などのイ

メカニズムを考える風土があれば、各部署・各分野のエキス

図1 予測レポートの4類型

図2 個別未来像の精緻さがぼやける遠未来の予測

・2017年大予測
・2017年総予測
・有望ビジネス展望
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パートがコミュニケートする際にも、一体感が生まれ、協業し

ず未来予測にかかわる世界中の主要な著作物、レポート、

て新たな価値を編み出すことができる。

論文などの文献類を読み込む作業から始まる。筆者の場合、

筆者が著した、全産業分野における未来を予測する『メ

100以上の文献類を読み込み、そこで語られるユニークな示

ガトレンド』は、未来予測に関わるチームにこの「共通認識」

唆を洗い出して整理し、おおよそ1000項目のロングリストへと

を提供することを目的としたものだ。示される内容は、各分野

翻訳した。

におけるトレンドの羅列ではない。領域横断の視点で抽出した

これら項目のグルーピングを繰り返し、最終的には9分類50

「未来像を決定づけるメガトレンド」である。メガトレンドの本

項目のショートリストへと絞り込んだ。この50の項目について

質、それらがもたらす変化、その兆候などを明らかにすると

は、改めて関連するビジネスの広がりについて網羅的に調べ

同時に、具体的にメガトレンドが各産業分野にどのような変化

直し、そこで語られる「課題」とその「打ち手」 の関係性

をもたらすかについても論じている。

をイシューツリー構造にまとめた（図3）。

執筆に当たって悩んだのが、先に挙げた一体感の問題だ。
結果的には、それを究極的に実現する方法として「全部一

こうして抽出した50項目＝メガトレンドは、私たちの思惑や
願いとは無関係に、世の中全体に加わる変化の圧力である。

人でやる」 道を選んだ。特定の技術や業界に対する思い入

私たち、そして企業や自治体などあらゆる組織は、メガトレン

れを排除し、「さまざまな分野の動向を調査し、課題と打ち

ドがもたらす変化に対し、これから知恵と工夫を凝らして手を

手の関係を整理、人に伝えられるように要約、図式化する」

打っていく必要に迫られることになるのだ。

という一連の作業を一人の人間の一つの頭脳内で完結させ
たものである。

ありとあらゆる未来予測を集め年表に
既に各分野の専門知識をふんだんに持つスタッフが集まっ

最新版の『メガトレンド』では、時系列的かつ具体的な予
測の支援を目的として、新たにメガトレンド独自の「未来年表」
を加えた（図4）。

て、それぞれ得意な部分を分担すれば、作業は効率的に進

ネット上には、未来予測や予言の類から、既定の施策や

む。それをせず、さまざまな領域の専門知識を一から頭脳

公的プロジェクトなど、未来にかかわる無数の情報が溢れて

に注入し、さらには最近の動きを検証していく作業は、極限

いる。それらの中から特に「20XX年に何が起きる」といった、

の苦行だった。しかもそれは準備運動にすぎない。それらの

時期が明確に示された事項を抽出し、時系列で並べることに

情報を横断的に見渡すことでメガトレンドという現象を発見し、

よって分野ごと（テクノロジー、経済、政治、軍事など）の

その本質を理解することこそが目的なのであるから。

未来ロードマップを帰納的にマッシュアップした。

実際、すさまじい量の作業と時間をこのレポート作成のた

情報の出所は、企業のプレスリリースや官公庁の計画書、

めに費やした。足掛け5年に及ぶ作業を経て『メガトレンド

著名人（政治家から科学者まで）のステートメントなどだ。こ

2016-2025全産業編 』は編み上げられた。その手順は、ま

れら、実現時期を明確にした玉石混交の「未来情報」 約1

図3 メガトレンドの制作工程
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呼応する社会課題と科学技術

図4 2016〜2045年の未来年表「テクノロジーの変化① 移動体系技術」

万6000件を収集し、そのすべてに目を通す作業を経て、特

遂げ、人が担ってきた「労働」の大部分が機械に代替され

に重要と思われる約1000件の情報を選び出した。

るため、生産性は飛躍的に高まる、といった具合に。

こうして得られた「1000の未来予測」を内容別に時系列

一方で、2035年ごろから先進諸国は強烈な高齢者負担

に並べる。中には相互に矛盾するケースもあったが、それら

にさいなまれ、医療保険や年金の財源問題に始まり、つい

は多数派意見を優先しつつ取捨選択しながら、各イベントの

には国家財政が立ち行かなくなる。新興国においても早晩、

関係性を整理・可視化した。話題は大きく3領域 「テクノロ

高齢化問題は深刻化し、十分に社会資本を貯える前に地盤

ジーの変化」、「資源や環境問題の変化」と「マクロ的な動

沈下していくとされる。

態・政治・経済の変化」に分けて年表化した。時系列表記

自然科学者と社会科学者の描く未来の間には、こうした壮

は、2025年までの10年間と、2035年、2045年までのそれぞ

大な矛盾があるのだ。これら深刻な「社会課題」と、科学

れ10年間の3期に分け、各期間の変化を整理した。つまると

技術に立脚した「打ち手」の進化との間には、密接な関係

ころ、この表には編者の意思や思想はなく、巷の情報を粛々

があり、現実的には楽観と悲観の中庸で事は進んでいくこと

と機械的に網羅したアウトプットなのだ。

になるだろう。そういう意味では、個々の予測に目を奪われる

こうした作業を通じて見えてきたことは、テクノロジーが拓く

べきではない。重要なのは、全体の大きな流れを把握し、網

「明るい未来」と社会の持続可能性や高齢化などを憂慮す

羅性を担保したうえで、
『メガトレンド』で提示した「50のメガ

る「暗い未来」 が混在しているということだ。テクノロジーの
進展に関しては、遠未来になるほど楽観的になる傾向が強ま
る。2045年ごろには、夢のようなSF的技術が軒並み実用化
されることになっている。ロボットや人工知能は高度な発達を

トレンド」を読み解いていくことだと思っている。

川口盛之助

株式会社 盛之助 代表取締役社長
『メガトレンド』
シリーズ著者
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メガトレンド2016-2025

全産業編

10年後の社会と全産業分野の未来像を提示
『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。
メガトレンドに関連する「課題」と
「打
ち手」を構造化し、事業・ビジネス化視点のコンテンツも網羅しています。
著者：川口盛之助
2016年3月12日発行
■ レポート
（A4判、830ページ）
■

■

■

■

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

P o i n t1

P o i n t4

2045 年までの「未来年表」、産
業別の「課題と打ち手」、未来の
「市場規模データ」など戦略策定
の基礎となる情報を網羅

未来予測の
虎の巻

Point2

Point5

500 社の経営企画部門が購入
し、事業戦略立案に活用する「未
来予測」の決定版レポート

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

Point3

Point6

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
わかりやすく描写

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

レポートの特徴

レポートの構成

「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」
など11の産業分野に関して、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ます。

10年後までの変化を読み切り、戦略策定の基礎となる未来像を提示。

1.章ごとの総論

メガトレンドの各論は9 つ
の 章と5 0 のテーマで構
成。各章の冒頭で概要と
結論の方向性を総論とし
てまとめている。

2.テーマの各論

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。
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事業計画書などの作成時に活用
できる図表約 500 点をCD-ROM
に収録

未来年表は、
「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。

メガトレンドの中核をなす
その
50のテーマについて、
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。

3.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。

4.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や成長度合い
をグラフで表記。

5.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。

Con t en t s
序章

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

メガトレンドの読み方：本文構成について

総論

34. 脱売り切り消耗品化

人口予測と経済予測

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

35. 保守運用ビジネス～BPO

2016～2045年の「未来年表」
（1）
テクノロジーの変化①：移動体系技術
（2）
テクノロジーの変化②：電子・情報系技術
（3）
テクノロジーの変化③：医療・バイオ系技術
（4）
資源や環境問題の変化
（5）
マクロな政治～経済課題の変化
（6）
未来年表まとめ：10年ごとの変化概観
（7）
二つの矛盾とシナリオ・オプション

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

（1）
課題から落とす
（2）
三つの科学で考える
（3）
ライフサイクル
（主役交代と成熟の視点）
で考える

第1章 先進国の本格的老衰：成熟がもたらす新市場
総論

8. 老朽インフラ対策

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

9. 世代間格差対策

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

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

全体の思想について

1. シニア労働力活用

36. 保険・金融業化

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

総論

39. AR
（拡張現実）

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

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

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
総論

44.1. 企業と従業員：労働者のモジュール化

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
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

44.2. 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

18. 女性化とユニセックス化

第9章 超人化する人類：生態と進化の人工操作への挑戦

19.「ジモティー」
「ヤンキー」化する若者

総論

47.1 生物機能利用

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

47.2 遺伝子組み換え生物利用

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

20. 都市インフラ輸出の拡大

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

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

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10章 50のメガトレンドがもたらす各産業分野の変化

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

22. 空気や水の汚染防止・浄化技術

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

23.「食の安全」問題

自動車・輸送機器

農業・食品

電子・電気・機械

インフラ・建築・エネルギー

IT・メディア・コンテンツ

流通・サービス

医療・美容・健康

金融・保険・不動産

素形材・化学

NPO・NGO

衣料・インテリア・雑貨

24. 多剤耐性菌対策

終章

25. ユースバルジとBOPビジネス

メガトレンドからメタトレンドへの翻訳

第4章 市場の強大化：国家機能にも及ぶその影響
総論

26. 世界的な特区競争

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

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

29. エネルギー効率向上

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

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

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

NEW

クルマ産業「100年に一度の大変革」の先を読む
自動車・エネルギー産業にフォーカスし、
「これから10年間に何が起きるか」を洞察します。日本
の超高齢化、価値観の変化、
グローバル化など自動車・エネルギー産業に影響を与えるメガトレ
ンドを抽出、
そこから導き出されるクルマの知能化、新興国への市場シフト、世界のエネルギー事
情の変化、パワートレーン革新などの大変化を予測します。
著者：川口盛之助、鶴原吉郎
2016年12月17日発行
■ レポート
（A4判、676ページ）
■

■

■

■

CD-ROM（本体に掲載された図表データを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

「自動車・エネルギー産業に影響
を与える11の変化」を予測分析
し、10年後の姿を描き出す

自動車・
エネルギー産業の
大変革

Point2

変化の早い「自動運転 /クルマの
知能化」の内容を中心に、最新
の動向を盛り込み、産業の「100
年に一度の大変革」を予測

P o i n t4

『メガトレンド2016 - 2025 全産
業 編 』の中から自動 車・エネル
ギーに関わりが大きい20テーマを
抜粋し、社会や産業を変える重要
トレンドを提示
Point5

「所有から利用へ」など価値観の
変化と自動車産業の構造変革と
の関連性を読み解く

Point3
Point6

2045 年までの「未来年表」、分
野別の「課題と打ち手」など戦略
策定の基礎となる情報を網羅

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
第1巻で日本の超高齢化、価値観の変化、
グローバル化など自動車・エネルギー産業に影響を与えるメガトレンドを20項目提示し、
将来のビジネス機会としてあり得る可能性を予測。第2巻では自動車・エネルギー産業の変革をさらに掘り下げ分析しています。

■ 自動車・エネルギー産業に

影響を与えるメガトレンド

社会の急速な高齢化
過疎化による公共交通の劣化
クルマの「情報爆発」
新興国の台頭とグローバル化
「所有から利用」への移行
「ハードからサービス」への移行
世界的なエネルギー価格の上昇
人の気持ちを推定する技術の進化
製品の長寿命化、保守性の向上
脳研究の進展
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■ 自動車・エネルギー産業で大変化が起こる

四つの分野

1. 自動車産業の定義を変える知能化
2. 新興国への市場シフトとクルマの作り方革新
3. エネルギー事情の変化とパワートレーン革新
4. クルマのネットワーク化

Con t en t s
序章

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

メガトレンドの読み方：本文構成について

全体の思想について

総論

人口予測と経済予測

①課題から落とす
②三つの科学で考える
③ライフサイクル
（主役交代と成熟の視点）
で考える

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
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

2016～2045の未来年表

第1章 先進国の本格的老衰：成熟がもたらす新市場
総論

1. シニア支援

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

2. 観光ビジネス
3. アナログ技術への回帰
4. 癒やし機能への欲求

総論

5. リバースイノベーション

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

自動車・輸送機器

第11章 自動車・エネルギーで大変化が起こる四つの分野

6. 空気や水の汚染防止・浄化技術

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

総論
1. クルマの将来に影響を与える11の変化
2. クルマに大変化をもたらす四つの分野

3. 四つの分野のソーシャルグラフ的位置付け

第12章 クルマの知能化
総論

第4章 市場の強大化：国家機能にも及ぶその影響
総論

20. 人体強化
（非生物系技術）

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

第10章 50のメガトレンドがもたらす各産業分野の変化

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

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

第2章 新興国の成長ラッシュ：日本企業躍進の起爆剤

19. ビジネスプラットフォーム設計

7. 開発～製造～消費のグローバル化

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

1. 自動ブレーキの搭載は当たり前に
2. 搭載広がるADAS
3. 軍用技術から生まれた自動運転
4. 加速する開発競争
5. 自動運転を可能にする技術
6. 自動運転を実用化するための条件

7. 自動運転の実現を支えるセンサの進化
8. 低コスト化が進むミリ波レーダー
9. レーザレーダーは高機能化へ
10. 高解像度化・高感度化進むカメラ
11. 自動運転の頭脳を担う半導体の進化
12. アシストロボット

第13章 新興国への市場シフトとクルマの作り方革新

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

8. エネルギー効率向上

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

9. シェールガスによる揺り戻し
10. 資源枯渇対策

総論
1. ブランド価値の再構築
2. コストと多様化を両立するモジュール化

3. 材料革新で樹脂化が進展
4. CFRPの活用とオープン・モジュール・プラットフォーム

第14章 世界のエネルギー事情の変化とクルマのパワートレーン革新
総論

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

11. 保守運用ビジネス～BPO

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

12. 保険・金融業化
13. ファブライト開発へのシフト
14. マーケティング手法の劇的進化

1. 世界のエネルギー予測
2. エンジンの高効率化

第15章 クルマのネットワーク化
総論
1. 光ファイバーを超える次世代ネットワーク
2. 車載端末のスマホ化か、
スマホの車載端末化か

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

第16章 自動車産業と社会の変化

総論

15. AR
（拡張現実）

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

16. 自動運転車

1. 完全自動運転はなぜ必然か
2. クルマの主流はEVに
3.「自動車産業」の定義が変わる

17. おもてなしサービス
18. デジタルマニュファクチャリング

3. 電動化技術の将来
4. 不透明な燃料電池車の将来

3. ビッグでータと機械学習で賢くなるクルマ
4. 表示の多重化・AR化が進むインタフェース

4. 日本企業の進むべき道
5. 周辺産業も変わる

終章 新しい自動車社会が始まる
※序章～第9章は
『メガトレンド2016～2025全産業編』
のコンテンツを抜粋して掲載しています。
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ICT融合新産業編

NEW

ICTによって変わる産業群の10年後の姿を展望
今後10年で、ICTによって社会や人の活動が変わり、
それによって産業と別の産業の融合が起
きます。個別産業の生産性向上の末に融合新産業が出現するわけではありません。いわゆる産
業革命とは異なる変化です。ICTがもたらす新たな社会構造を予測し、既存産業同士の融合、新
産業の誕生、
そしてICT産業自身の変化を描き出します。
著者：川口盛之助、
日経BPイノベーションICT研究所
2016年12月20日発行
■ レポート
（A4判、444ページ）
■

■

■

■

CD-ROM（本体に掲載された図表データを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

産業群を、移動、健康、農林、金
融、公共、生活、流通、製造に大
別し、
それぞれにおける産業融合
と新産業誕生のシナリオを予測

P o i n t4

新産業の誕生と
ICT産業自身の変化

『メガトレンド2016 - 2025 全産
業編』の中からICTに関わりが大
きい20テーマを抜粋し、社会や産
業を変える重要トレンドを提示
Point5

Point2

産業を変えるキーワードを抽出。
あらゆるものがつながり、可視化
され、相互評価と選別が起きる仕
組みを明らかにする

異なる産業分野からプレーヤーが
登場するICT産業自身の10年後
を展望
Point3

Point6

2045 年までの「未来年表」、分
野別の「課題と打ち手」など戦略
策定の基礎となる情報を網羅

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
第1巻でICTに関わりが大きい20テーマを抜粋し、社会や産業を変える重要トレンドを提示。第2巻では、社会構造
の変革の中で起きる産業の変化、産業融合、新産業誕生のシナリオ、
そしてICT産業自身の変化を描き出します。

■

社会と産業を変える
キーワード
モバイルの普及とデバイスの多様化
データの資産化とトラッキング社会
人とマシンのコラボレーション
データ駆動型システムとAI
インタラクションとデータの多様化
コミュニケーションの変化
クラウドの進化とクラウドファースト
APIエコノミーによる連携
新しい実現方式̶チョイス&カスタマイズ
ハードウエアとソフトウエアの境界消失
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■

社会とICTの変化から産業融合を予測
1.
2.
3.
4.
5.

ICTトレンド
社会基盤の変化
産業融合
ICT産業の変化
ICT融合の本質

Con t en t s
序章

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

メガトレンドの読み方：本文構成について

全体の思想について

総論

人口予測と経済予測

①課題から落とす
②三つの科学で考える
③ライフサイクル
（主役交代と成熟の視点）
で考える

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
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

2016～2045の未来年表

第1章 先進国の本格的老衰：成熟がもたらす新市場
総論

1. シニア支援

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

2. 教育ビジネス
3. オランダ型農業立国
4. アナログ技術への回帰

総論

5. 都市インフラ輸出の拡大

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

「ICT融合新産業」の定義と重要性
新社会基盤が変化を起こす

6. ユースバルジとBOPビジネス

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

第4章 市場の強大化：国家機能にも及ぶその影響
総論

7. 開発～製造～消費のグローバル化

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

ICT融合による産業変化
ICT融合新産業の予測方法

第11章 ICTトレンド：社会と産業を変える10のキーワード
1.モバイルの普及とデバイスの多様化

6.コミュニケーションの変化

2.データの資産化とトラッキング社会

7.クラウドの進化とクラウドファースト

3.人とマシンのコラボレーション

8.APIエコノミーによる連携

4.データ駆動型システムとAI

9.新しい実現方式—チョイス&カスタマイズ

5.インタラクションとデータの多様化

10.ハードウエアとソフトウエアの境界消失

第12章 社会基盤の変化：社会が変わり、産業を変える
1.社会の変化・経済の変化 ～可視化とシェアリング
2.人の変化 ～働き方と生涯教育・情報利用

第13章 ICT融合による産業変化：再定義される産業群

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

20. 人体強化
（非生物系技術）

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

第10章「ICT融合新産業」とは何か：インテグレーションによる「ことづくり」

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

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

第2章 新興国の成長ラッシュ：日本企業躍進の起爆剤

19. ビジネスプラットフォーム設計

8. エネルギー効率向上

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

1. 移動
（運輸・交通・輸送機器）

5. 公共
（公務・公益）

2. 健康
（医療・介護・ヘルスケア）

6. 生活
（旅行・エンタテインメント・メディア）

3. 農林
（農業・漁業・林業）

7. 流通
（小売・卸・消費財メーカー）

4. 金融
（銀行・証券・保険・フィンテック）

8. 製造
（組み立て・プロセス・建設）

第14章 ICT産業の変化：加速する新旧交代

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

今後10年間の有望分野—モバイルスペースと信用・信頼

総論

9. 脱売り切り消耗品化

今後10年間の変化要因—民主化・無料化・自動化とプラットフォーマー交代

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

10. 保守運用ビジネス～BPO
11. 保険・金融業化

第15章 ICT融合の本質：10の状態変化

12. ファブライト開発へのシフト

1.統合とインテグレーション

6.プロシューマー、中小が牽引

2.新しい働き方—社会基盤を活かす

7.流通/組織構造の変化

3. 就業年齢とワークスタイルの変化

8.実現スピードの加速

4.事業/顧客視点によるリデザイン

9.デザインとプロデュースの重要性

5.垣根を越えたコラボレーション

10.ICT融合の起点

13. 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
総論

14. AR
（拡張現実）

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

15. 自動運転車
16. おもてなしサービス
17. ｢脳直」
コミュニケーション
18. デジタルマニュファクチャリング

※序章～第9章は
『メガトレンド2016～2025全産業編』
のコンテンツを抜粋して掲載しています。
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［グローバル･メガトレンド シリーズ］

トランプ・Brexit後の世界
新しい国際秩序の
行く末を読み解く
米国第一主義を唱えるドナルド・
トランプ大統領の就任、英国の欧州連合
（EU）離脱（Brexit）――。2050年に生きる歴史家は、激動期にある世
界の今をどう評するのだろうか。英エコノミストグループのシンクタンク、ザ・
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
（EIU）は総力を挙げて、30年後の
新しいグローバル秩序を探った。先進国から新興国へのパワーシフト、世
界で進む高齢化、誕生相次ぐ巨大都市、気候・食糧・水の問題、科学・技
術の進歩によるイノベーション…。世界の変化はビジネスチャンスをもたら
す一方で、
リスクにもなり得る。だが、30年後を垣間見ることができれば、
変化を織り込んだ中長期戦略を立てられるはず。地域や国に偏りなく世
界の様々な動向を調べ、分析できるアナリストを多数抱えるEIUが、
その
情報網を活用して2050年までに世界に変化を与える重要トレンドを抽
出。主要産業に与えるインパクトを予測・分析した。
この結果を利用すれ
ば、世界の変化を踏まえ、いつ、
どこで、
どのような需要を狙い、
どういう事
業を展開すればいいのかを知ることができるはずだ。

GLOBAL MEGATRENDS Series Line-Up

グローバル･メガトレンド
2017-2050

P36
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グローバル・メガトレンド 医療・健康の未来
2016-2025

P38

世界では様々な変化が起こっており、しかもそ

世界の人口動態は今後大きく変わり、日本を先頭にして高齢

の動きは加速している。我々が経験したことの

化が進んでいく。同時に若い人口を持つ国が新市場として出

ない変化が生まれ、世界に出て行こうとする

現することを見落としてはならない。

今、

企業や組織にとって、これまでにないチャンス

をもたらす。
企業にとっては、新たな製品の開発と供給、新市場の開拓、
さらには新産業の創出が期待できる。実にエキサイティングで
ある。こうした機会を捉えるためには新たな戦略が求められ

都市化の進展も注目に値する。既に世界の人口の半数以
上が都市で暮らしている。この動きは今後さらに広がり、世
界中に新たな巨大都市が誕生していく。ここでも新しいビジネ
スの機会が生じる。
新興国では都市に住む人々の収入が非常に速いペースで

る。従来の戦略のまま、世界秩序の転換期を乗り切ることは

増え続けており、巨大な中間層が生まれつつある。企業にとっ

できない。戦略を見直す必要がない企業や団体は存在しな

て、新たな顧客層が出現するわけだ（図1）。

いからだ。
新たな長期戦略を策定するには、起こり得る変化を把握す

こうしたチャンスだけではもちろんない。世界が新たに直面
する課題、チャレンジやリスクも当然ある。

るフレームワークが必要になる。それを使うことによって、今

米国におけるドナルド・トランプ大統領の誕生や、英国の

後の戦略を実行していく世界が現状とどれほど異なるかを理

EU離脱が象徴する保護主義、孤立主義、ポピュリズムの台

解できる。さらに転換期にある世界に、自社のビジネスをどう

頭によって、国際秩序は今後不安定さを増すだろう。気候

適応させていくかについて議論を深めていけるようになる。

変動は、世界に非常に大きなインパクトを与える。世界のど
の国や地域でビジネスを広げていくのか、それを検討するに

世界の全ての国を調査し比較分析
EIUは、そうしたフレームワークを企業や組織に提供してき
た。EIUは経済誌『The Economist』を発行するエコノミ

当たって、気候、食糧、水の問題を避けては通れない。
科学や技術の進歩も重要である。これらの進歩がイノベー
ションを促進し、世界が抱える問題の解決手段を与えるかも
しれないからだ。

ストグループのシンクタンクであり、専門分野を持つアナリスト
を多数抱えている。先進国だけではなく新興国も分析できる
ように国を選び、アフリカ、アジア、中東から欧米までをカバー
している。地域や国に偏りなく、世界の様々な場所における
未来の姿を描くためである。

主要産業に与えるインパクトを分析
2050年を垣間見る今回のプロジェクトでは、様々なトレンド
が「自動車・輸送機器」「小売」「ライフサイエンス」「エネ

こうした体制を整えたことで、EIUは世界のほぼ全ての国

ルギー」「金融」「情報通信」「農業」「旅行・観光」といっ

について、政治、経済、リスクを予測し、比較分析ができる。

た主要産業のそれぞれにどのようなインパクトをもたらす可能

その際の予測手法として、EIUは定量分析と定性分析の両

性があるのか、事業、政治、社会、環境のそれぞれにかか

方を組み合わせている。
定量分析の1つは国・州・都市といったレベルで実施する
ベンチマーキングである。調べたい項目について複数の国や
都市のデータを数字で比較する。そうすることで、将来のビ
ジネスチャンスが世界のどこで、いつごろ出てくるのかを予測

図1 2050年には世界の7割が都市で生活。
アジア、アフリカ、中東に都市化の大きな波が押し寄せ、
大きなビジネス機会が訪れる。

できる。
定性分析の1つは、政治や経済のリスク評価をアナリストが
行うことである。

2050年まで続く重要なトレンド
EIUは日経BP社と組み、2050年の世界を垣間見ようとす
るプロジェクトを進めてきた。まず、今後三十数年間にわたっ
てビジネス環境に変化をもたらす重要なトレンドを見つけ出し、
そのインパクトの予測を試みた（表1）。
重要なトレンドの例をいくつか挙げてみよう。ご存じのように

出所：国際連合
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表1 2050年まで続く9つのグローバルトレンド

1
2
3
4
5
6
7
8
9
出所：EIUによる分析

わる要因を織り交ぜて予測し、分析した。
重要なトレンドと主要産業へのインパクトをまとめたものが、
世界の今後を予測し、分析するためのフレームワークになる。
企業や団体はこのフレームワークを通して2050年に世界が
どのように変化しているかを見通し、そのうえで今後、いつ、
どこで、どのような需要を狙い、どのような事業を展開するべ
きなのか、戦略を検討していけるようになる。これからの30年、
世界はさらに大きく変わっていく。その変化を把握できるフレー

医療・健康の世界的転換期
人・技術・規制の全てが変わる

既

に70億人を突破した世界人口は増え続けて
おり、高齢者の比率増と医療需要の高まりか
ら、先進国と一部の発展途上国で、医療を
支える人、モノ、金の資源が枯渇しつつある。

ムワークの提供を通じ、長期の戦略と展望について改めて議

発展途上国の生活は徐々に豊かになり、生活習慣から生じ

論を深めようとする企業や組織にEIUは貢献していきたい。

る慢性疾患が増える。各国は医療インフラに対する投資を増
やし、国民健康保険などの普及に取り組んでいるものの、医
療の需要増と医療技術の進歩によって公共部門／民間部門

ロビン ビュー

ザ・エコノミスト インテリジェンス ユニット
（EIU）
マネージングディレクター CEO

が支払う医療支出は制度の持続が難しいところまで増えてし
まった。今後、医療財政の持続可能性はますます重い課題
となって各国政府や医療費の負担者にのしかかるだろう。
医療制度の真の改革は複雑かつ困難で時間がかかる。
現状を踏まえ、持続可能な医療制度に向けて長期的な改革
に踏み切っている国はほとんどない。現在の医療は依然とし
て未完成の状態に置かれている。ただし、現場では変化が
起きており、医療は着実に進化していくはずだ。
人口動態や経済の仕組み、技術が世界規模でめまぐるし
く複雑に変化する中、10年後の医療はどうなるのか。EIU
傘下で、医療分野専門の市場調査を10年以上手掛けてきた
クリアステートは、2025年までの医療分野のメガトレンドを予
測した。
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図2「医療・健康の未来」全体像

出所：Clearstateによる分析

2025年に向けた医療の変化
今後、医療従事者に真似できないやり方で医療や健康の
情報を追跡できるウエアラブル端末やモバイル・アプリを駆使
し、利用者が自ら健康管理に努め、病気予防とセルフケアを
主体的に進めるようになる。

駆使した人工臓器などの治療法によって、機能不全に陥った
身体の一部を復活できるようになるだろう。医薬品と医療機
器の規制の統合が進めば、医療関連製品の輸入や医療部
門の投資が容易になり、透明性が増す。
今後、こうしたトレンドが顕著になっていくことは間違いない
だろう。2025年には全てが本格化し、患者の自己健康管理

医療は医療従事者主体型から、より透明性の高い、患者

とデジタルヘルスの普及によって、医療の提供体制がよりフラッ

あるいは利用者主体型へと移行しつつある。豊富な医療情

トになっていく。医療関連企業だけでなく、インターネットや

報と情報ツールで知識を蓄えた医療の利用者は以前より多く

ICT・エレクトロニクスなど本来は異業種だが、既に医療分

の情報に基づいて判断を下すべく、権威や信頼性のある情

野に参入、進出した企業にとって、様々なビジネスチャンスが

報源を通じて内容が検証され、評価され、正確性を確認さ

出てくるだろう（図2）。

れた医療情報を求めていく。
医療を提供する仕組みは1次医療から3次医療、長期的
医療へと、医療を継続できる統合型モデルを徐々に取り入れ
ていく。米国や一部の欧州諸国は治療成果重視型の医療
手法を徐々に取り入れ、質の高い先端医療にかかる医療費

アイヴィ
・ティ

クリアステート
マネージングディレクター

の高騰を抑えようとしている。
デジタルヘルスとモバイルヘルスの普及によって、医療関
係者は膨大な医療データを入手できるようになり、治療や研
究開発の流れを改善していける。スマートフォンや持ち運び
が楽で遠隔操作できる医療機器の普及は、発展途上国や過
疎地の医療、在宅医療を一変させる可能性がある。
ゲノム解析のコストがもっと下がれば、遺伝子情報が病気
予防や診断、治療に使われるようになり、いずれ真の意味の
個人向け治療が登場するだろう。さらに再生医療と幹細胞を
35

グローバル・メガトレンド
2017-2050

NEW

英エコノミスト・グループが2050年の世界を見通す
世界 40 都市に拠点を持ち、650 名のアナリストを擁する世界トップクラスのシンクタンクThe
Economist Intelligence Unit（EIU）の長期世界予測レポート。世界に影響を与えるグローバ
ルトレンドと各産業が2050年までに直面するチャレンジや課題を予測分析。
さらに、EIUが新た
に開発した予測モデルで、世界の各地域と43カ国の未来を描き出します。
著者：EIU
2017年3月25日発行
■ レポート
（A4判、約600ページ）
■

■

■

■

CD-ROM（本体に掲載された図表データを収録）
本体価格 800,000円＋税

P o i n t1

P o i n t4

経済誌『 The Economist 』
を発
行するエコノミスト・グループのシン
クタンク部門EIUが、
日経BP社と
共同企画したオリジナルレポート。
「日本企業が中長期戦略を立案
する上で必要な情報」を網羅

2050年までに起こる
世界の変化

各産業が2050年までに直面する
チャレンジや課題と新たな事業機
会を提示。人工知能やIoTの進化
が、各産業にどのような影響を及
ぼすかを予測

Point2

Point5

2050 年までの世界の政治・経
済・産業に大きな影響を与える9つ
のグローバルトレンドを予測分析

新たに開発した予測モデルで、
日
本企業が動向を押さえておくべき
43カ国の個別予測の結果を提示

Point3
Point6

世界を7つの地域に分けて、大き
な潮流を提示。自由貿易協定や
経済連携協定の未来も描き出す

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
「日本企業が中長期戦略を立案する上で真に必要な情報とは何か」
という議論を積み重ね、
これまでに蓄積された
膨大な情報に新たに実施した調査・分析結果を加えて作成されたレポートです。
ドナルド・
トランプ氏の米大統領当
選、英国のEU離脱方針など2016年の大きな出来事も踏まえて、
2050年までの世界の変化をとらえます。

■

・世界40拠点
・アナリスト650名
・独自フレームワーク
・グローバル企業、政府機関、
学術研究機関へのコンサルティング

9つのグローバルトレンド

グローバルパワーシフト／人口・高齢化／都市化する世界／中間層・
新興国／エネルギー／気候変動／食糧／紛争・戦争／科学技術
世界に大きな影響を与えるメガトレンドを抽出し、予測分析

■

8つの産業トレンド

農業／運輸交通／消費財・小売業／生命科学／エネルギー／金融
サービス／IT・電気通信／ツーリズム
8つの産業について世界レベルで2050年の姿を予測

■

43の国と地域を展望

日本企業がその動向を押さえておくべき主要な43の国と地域について
2050年までの、経済、政治、人口/社会を予測
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Con t en t s
第1章 エグゼクティブサマリー
第2章 グローバルトレンド2017-2050
2.1 グローバルパワーシフト
：欧米支配の衰退
■

序論

■ グローバルガバナンス

■ パワーシフ
ト：東と南の台頭 ■
■

国家主導経済の台頭

長期シナリオ
■ 2050年を見据えて
：
創造的破壊

2.2 人口と高齢化
序論
■ 高齢化が進む先進国
■ 高齢化する中国
■ 若さあふれる新興国
■

■ ジェンダーの不均衡
■
■

人口変動の影響
2050年を見据えて

■

序論
続く都市化と
メガシティーの台頭

序論
中間層の台頭が
もたらす変化
■「中所得国の罠」
の回避
■ 中間層と政治的変化
■

経済の見通し
■ 社会の見通し
■

■

都市化の牽引役：
中国、
アフリカ、
インド
■ 都市化の利点と課題
■ 2050年を見据えて
■

格差の拡大：グローバリ
ゼーションへの反発
■ 中間層の危機：
難民と気候変動
■ 2050年を見据えて
■

序論
現在のアプローチ
政策決定の転換
■ 中・長期的の楽観的シナリオ
■
■

政治の見通し
■ この地域の2050年
■

■

政治の見通し

■ この地域の2050年

■
■

経済の見通し
社会の見通し

■

政治の見通し

■

政治の見通し

■

政治の見通し

■ この地域の2050年

3.4 北東アジア
経済の見通し
社会の見通し

■ この地域の2050年

3.5 南・東南アジア
■
■

経済の見通し
社会の見通し

■

経済の見通し
社会の見通し

■

経済の見通し
社会の見通し

■

政治の見通し

■

政治的な展望

■ この地域の2050年

■ この地域の2050年

関する悲観的シナリオ
2050年を見据えて

2.6 気候変動
序論
地球の温暖化
■ 現在の気候変動政策
■ 悲観的シナリオ
：極端に進む
■
■

楽観主義の理由：
テクノロジーが救う
■ 2050年を見据えて
■

序論
■ 人口の増加、
食生活の
変化、気候の変化
■ 新たな食料供給地
■

中期的な見通し：
価格上昇と遺伝子
組み換え
■ 2050年を見据えて
■

2.8 紛争と戦争の未来
序論
■ 戦争のサイクル
■ 複雑な風景：権力移動、
先端技術、非国家主体
■

中期的な見通し：技術と
サイバーセキュリティー
■ 長期的な見通し
：
不安定、多極化する世界
■ 2050年を見据えて
■

2.9 世界を変える科学と技術
序論
情報化社会：
デジタル革命の享受
■ 成長し続けるコネクティ
ビティーと新技術
■
■

第4章 産業トレンド2017-2050
4.1 農業

2.7 食糧の未来

中・長期的な見通し：
ネットワーク化された
未来
■ 2050年を見据えて
■

4.6 金融サービス
序論
銀行業務
•地理的な展望と傾向
•ビジネスモデルの圧力
•2050年の銀行業務
■ 資産管理
•地理的な展望と傾向
•ビジネスモデルの圧力
•2050年の資産管理

序論
■ 先端農業技術：
ロボット、
人工知能、
ビッグデータ
■ 科学の進歩：
遺伝子組み換え、
肥料
■

水不足：緊張と紛争
■ 農業政策と
食糧安全保障
■ 2050年のすがた
■

Brexit
（英国のEU
離脱）
のインパクト
■ ロボティクス
■ ICT、
5つの
■ 人工知能
「挑発的な可能性」
■ IoT
（モノのインターネット） ■ 2050年のすがた
■ イノベーションの新しい
バランス

序論

序論
■ 自動車・航空機・鉄道の今
■ 運輸交通産業の成長因子
■ 自動車産業の成長と課題
・自動車産業の
新興市場へのシフト
・石油と電気自動車
・人工知能と自動運転
・楽観的な予測
■

航空輸送の成長と課題
・ビジネスモデルの改善
・旅客輸送量の増加
・航空旅行における
テクノロジー
■ 鉄道輸送の成長と課題
■ 2050年のすがた
■

序論
所得の増加、
目的地の変化
■ 変化する業界、
技術のインパクト
• ツーリズムの技術革新
• 2050年の消費者の嗜好

序論
変わりゆく世界の消費者
動向
•新興国市場
•ミレニアル世代vs熟年世代
■ イノベーションサイクルの
短期化
■ 未来の課題と解決策
■
■

変わるエンゲージメント
のルール
■ ミレニアル世代に
与えられた力
■ プライバシーの消滅：
データと情報共有
■ 曖昧になる商品と
サービスの境界
■ 2050年のすがた

序論
■ 医療費の抑制
■ 非感染性疾患：悪化する支出
■ 感染性疾患：新たな課題
■ 新技術と治療
・治療法の進歩
・オーダーメイド医療
・医療記録の共有

■

米国

■ メキシコ

■ カナダ

5.2 南米
■ ブラジル

■ チリ

■ アルゼンチン

■ コロンビア

ペルー

■

■ より高い効率性を

求めて
・医療アクセス
・医療提供
・医療と先端技術
・予防ケア
■ 2050年のすがた

ベネズエラ

5.3 欧州・ロシア
■

英国

■ フィンランド

■ フランス

■ デンマーク

■ドイツ

■

■ スペイン

ベルギー

■ ポーランド

■ イタリア

■ ロシア

5.4 北東アジア

■

中国

■
■

韓国

台湾
香港

5.5 南・東南アジア
■ インド

■ タイ

■ インドネシア

■ ミャンマー

■ パキスタン

■ シンガポール

■ マレーシア
■

■ フィリピン

ベトナム

■ オース
トラリア

5.6 アフリカ
（サハラ以南）
■

4.4 生命科学
■

5.1 北米

■ 日本
■

成長への課題
• 経済リスク
• 気候変動リスク
■ 2050年のすがた
■

第5章 カントリーアウトルック2017-2050

■

4.3 消費財と小売業

■

4.8 ツーリズム
■

■

4.2 運輸交通

保険
•地理的な展望と傾向
•ビジネスモデルの圧力
•2050年の保険
■ 金融市場と金融商品
•地理的な展望と傾向
•ビジネスモデルの圧力
■ Fintech
（フィンテック）
の台頭
■ 2050年のすがた
■

4.7 ITと電気通信

■

■「自然」
エネルギーに
■

・安全・効率・環境の
イノベーション
・エネルギー貯蔵
・エネルギー×人工知能
■ 2050年のすがた

■ ムーアの法則を超えて

3.7 中東・北アフリカ
■

■ エネルギー技術の進歩

■

■

3.6 アフリカ
（サハラ以南）
■

序論
石油は枯渇するか
■ 原子力
■ シェール革命
■ 再生可能エネルギー
■

■

3.3 欧州・ロシア

2.5 エネルギーの未来
■

経済の見通し
社会の見通し

4.5 エネルギー
■

3.2 南米
■

■

2.4 未来の中間層・新興国
■

3.1 北米

■

2.3 都市化する世界
■

第3章 地域トレンド2017-2050

南アフリカ

■ ナイジェリア

■ エチオピア
■ ケニア

5.7 中東・北アフリカ
■ サウジアラビア
■トルコ

■ イラン

■ エジプト

■ アルジェリア

※目次は変更になる場合があります。
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グローバル・メガトレンド
医療・健康の未来 2016-2025
世界規模の医療・健康ビジネスの未来を描く
EIU傘下の医療・健康アドバイザリーClearstate 社の独自調査・分析に基づいた世界予測レ
ポート。医療・健康分野では、ITやインターネット、
エレクトロニクスをはじめとする多くの新しいプ
レーヤーが積極的に動いています。世界規模のメガトレンドとテクノロジーの進化を踏まえ、医
療・健康分野の新たなビジネスの今後10年を読み解きます。
著者：EIU／Clearstate
2015年12月23日発行
■ レポート
（A4判、384ページ）
■

■

■

■

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

P o i n t1

P o i n t4

アジア太平洋地域の医療・ライ
フサイエンス部門を担当するスペ
シャリストClearstate社が膨大な
情報を踏まえ独自に調査・分析

未来の医療・健康
サービス像を予測

Point2

デジタルヘルス、再生医療、遺伝
子治療、
ビッグデータ解析、手術
ロボットなど新たなテクノロジーの
登場と普及を予測

Point5

高齢化、都市化、中流階級増加
などのマクロトレンドが医療・健康
分野に与える影響を概観

主要13カ国について社会経済、
医療インフラ、疾病トレンド、医療
支出、規制などの視点から分析

Point3
Point6

世界の人々が受ける医療・健康
分野のサービスやケアの在り方
の変化を予測

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
世界規模のメガトレンドとテクノロジーの進化を踏まえ、供給と需要の両面で実現が期待できるソリューションを軸
に、
マクロ環境の変化と医療分野への影響を分析し、医療・健康分野のビジネスについて今後10年を見通します。

■

医療・健康分野を取り巻くマクロ環境の変化を分析

高齢化／都市化／中流階級増加／疫学上のトレンド／気候変動／
大気汚染

■
・EIU／Clearstateによる分析データ
・医療・健康トレンドの国別比較分析

医療・健康分野に関わるテクノロジーの進化を予測

ビッグデータ／モビリティ／ロボット／デジタルヘルス／ICT／
ウエアラブル

■

医療・健康分野の未来のサービス像を予測

遠隔医療／予防医療／再生医療／オーダーメイド医療／
エビデンスベース医療

■

医療・健康分野の未来のプレーヤーを予測

ヘルスケア消費者／電子・電機・機械／ICT／化学／
農業・食品／流通・サービス
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Con t en t s
第1章 エグゼクティブサマリー

第8章 医療・健康のトレンド

1.1 序論

1.3 地域の見通し

8.1 治療に対する患者の自己決定権

8.2.5 共感重視型のコミュニケーション

1.2 概要

1.4 産業の見通し

8.1.1 人々の健康観

■ ケーススタディ
：インドにおける幹細胞

新しいパラダイム
2025年の医療トレンド
■ ケーススタディ
：韓国の複合企業
■ ケーススタディ
：マイラン・ラボラトリーズと
PharmaTAG

■ ケーススタディ
：サムスン電子－単なる

8.1.2 ウェルネスと健康に対する意識の高まり

■

■

第2章 グローバルトレンド2015-2050
2.1 グローバルパワーシフト

2.5 エネルギーの未来

序論
■ 長期シナリオ
■ 2050年を見据えて

■

■

序論
現在の状況
■ 2050年を見据えて
■

■

■ 自分の身体データを記録する

2.2 人口と高齢化

2.6 気候変動

■ ケーススタディ
：米GEヘルスケア社の

高齢化が進む先進国
■ 高齢化する中国
■ 日本が主導する世界的な高齢者市場
■ 2050年を見据えて

■

序論
■ 気候の略史：気温の上昇
■ 悲観的シナリオ
■ 楽観主義の理由
■ 2050年を見据えて

■ ダイエッ
トと食品摂取

■

2.3 都市化する世界
主要な傾向
■ 現在の状況
■ 中期的な見通し
■ 2050年を見据えて
■

■ ケーススタディ
：

8.1.3 慢性疾患の管理

■ ケーススタディ
：

中期的な見通し
2050年を見据えて

主要な傾向
■ 現在の状況
■ 中期的な見通し
■ 新しい技術の将来
■ 2050年を見据えて

■ ケーススタディ
：慢性疾患の自己管理

プログラム
（CDSMP）
■ 患者自身による病気管理
■ 医療のパーソナル化
2025年の慢性疾患管理

8.1.4 病気予防とセルフケア
■ ケーススタディ
：オーストラリアの乳がんテスト
■ ケーススタディ
：各地域のセルフケア推奨策
■

2025年の病気予防とセルフケア

■ ケーススタディ
：セラノス診断法

8.2 医療サービスにおける提供体制の変化
8.2.1 医療連携の変化

第3章 地域トレンド2015-2050
3.1 北米

3.5 南・東南アジア

3.2 南米

3.6 アフリカ
（サハラ以南）

3.3 欧州・ロシア

3.7 中東・北アフリカ

3.4 北東アジア

■

新技術と治療

■

2050年の生命科学

■ より高い効率性を求めて

8.2.3 治療成果重視型の医療
メディカルの「より多くを果たし、
よりやり直しを少なく」CRTプログラム

インドネシアのGEヘルスケア

■ スマートフォン医療
■ ケーススタディ
：

予防医療向けアプリケーション
情報通信企業の医療分野への参入

8.3.3 生命科学/ナノテクノロジー
/ロボット工学
■

遺伝子－パーソナライズド医療への扉

■ ケーススタディ
：23andMeが提供する

遺伝子解析サービス
遺伝子治療、
遺伝子組み換え
■ がん－遺伝子の病気
■ ケーススタディ
：Illumina社と製薬会社に
よる腫瘍テスト
■ 再生医療
■ ケーススタディ
：日本で広がる再生医療
■ 進歩する手術
■

8.4 グローバルレベルの規制環境
8.4.1 法規制のグローバリゼーション
■ ケーススタディ
：

インドにおける医療機器の規制

■ ケーススタディ
：

EUと米国におけるデータ保護規制
医療機器
■ 製薬会社
■

8.4.2 承認プロセスの変化
Universal Health Coverage
（UHC）
医療機器の承認プロセス
■ 医薬品の承認プロセス
■ ケーススタディ
：マレーシアのQuintiles社
■ ケーススタディ
：インドの臨床トライアル
■
■

8.2.4 医療情報
（コンテンツ）
の信憑性
ワクチン接種反対運動

■ ケーススタディ
：日本の医療従事者向けの

7.1 序論

7.4 疫学上のトレンド

7.2 高齢化の影響とビジネス需要

■

都市化の進展
■ 中流階級の増加

イノベーションのCare4Todayブランド

■ ケーススタディ
：

■ ケーススタディ
：間違った情報に基づいた

第7章 医療・健康を取り巻くマクロ環境の変化

7.3 社会経済的な展望

■ ケーススタディ
：ヤンセン・ヘルスケア･

■ ケーススタディ
：セント・ジュード・

第6章 医療・健康の現状

■

2025年の医療提供体制
■ ケーススタディ
：
日本の薬剤師が担う役割の拡大
■ 医療のエコシステムと
複数の医療関係者によるアプローチ
■

オランダのセルフマネジメント介護チーム

第5章 医療・健康のエグゼクティブサマリー

減速する人口増加
高齢化が進む世界人口
■ 高齢化が進む日本
■ 人口分布の変化

一次医療の進化

■ ケーススタディ
：ヨンショーピング県議会

■ ケーススタディ
：

4.1 生命科学

■

■

8.2.2 統合型医療モデル

第4章 産業トレンド2015-2050

■

8.3.2 モバイルヘルス

■

■

2.8 世界を変える科学と技術

主要な傾向
医療費
■ 非感染性疾患
■ 感染性疾患

共有化
（コネクティビティ）
と
共通化
（コンバージェンス）
■ ビッグデータ分析
■ ケーススタディ
：IBMワトソン
■ ヘルス
・ゲーミフィケーション

■ これまでの経緯

2.7 将来の食糧を維持する

■

■

8.3.1 デジタルヘルス

■ ケーススタディ
：米国の在宅ケア

序論
■ 中流階級の定義
■ なぜ重要なのか
■ 中流階級と発展
■トラップ
（中所得国のわな）
の回避
■ 中流階級と政治的変化
■ どこまで増大するか
■ 格差の拡大
■ 2050年を見据えて

■

製品だけではない価値

8.3 医療・健康分野の技術開発

欧州メンタルヘルス対処方針
■ 美容への欲求
■ 2025年に健康維持ブーム
■ ケーススタディ
：
画期的手法をあみだした医療保険会社

2.4中流階級の台頭
■

ソーシャルメディアキャンペーン

■ メンタル面での健康維持

バンクのためのLifeCell社のキャンペーン

感染症から慢性疾患への変化
疾患のケーススタディ1：認知症
■ 疾患のケーススタディ2：糖尿病
■ 疾患のケーススタディ3：
がん
■ 先進国と発展途上国の対照：
インドと英国
■

7.5 環境の展望：気候変動、汚染への不安
気候変動の影響
極端な環境事象
■ 大気汚染
■
■

信頼性の高い医療情報源の増加

第9章 医療・健康の国別スナップショット
人口動態や経済指標、医療支出などの視点から主要13カ国の現状を分析
米国
フランス
スウェーデン
日本
ドイツ
スイス
英国

ブラジル
中国
インド
インドネシア
ナイジェリア
バングラディシュ

※第1章〜第4章は
『グローバル・メガトレンド2015-2050』
のコンテンツを抜粋して掲載しています。
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［未来展望 シリーズ］

市場、
知財、
競合、
要素技術･･･
有望分野を多角的に切り刻む
技術は、勝手に進化するわけではない。先行投資によって得られた先進技術を一つの手段と
し、製品やサービスが組み上げられ、
それが市場に投入される。
それが受け入れられビジネスとし
て成功を収めることができれば、
そこで生み出された利益のある部分が再投資される。
その代表
的受け口が技術開発部署で、投資の目的は技術進化による製品やサービスの価値向上だ。
こ
うしたメカニズムで技術は進化する。つまり、技術進化の糧は金銭的人的投資であり、
それを生
み出すのはビジネスなのである。
そう考えれば、技術開発は極めて受動的な機能であり、何とも頼りないもののように思えてくる。
確かに、新技術がビジネスに結びつかない、あるいは技術進化が価値向上に結びつかない
ケースでは、
その進化は実に心もとないものにみえるだろう。だが、技術進化が新たな価値を生
み、
その価値が新たな市場を広げていくといったフェーズでは、
目を見張るような技術革新が無
数に発生する。
そして、
そのことがさらにビジネスを拡大させ、技術進化をさらに加速させていく。
その破壊力は測り知れない。
企業が戦略を立案するうえで重要なのは、
まずはどの分野が「心もとない」領域で、
どこが未来
において「目を見張る」進化を遂げる分野なのかを見極めることだ。
そのうえで、
目を見張る分野
にフォーカスし、
その現状とこれからについて分析を加えていく。ただ技術の進化過程を予測す
るだけでは足りない。
それを知ったうえで、
ビジネスの展開、知的財産権、
キーとなるプレーヤや要
素技術などを切り口に、多角的な分析を加えていく必要があるだろう。
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FUTURE PERSPECTIVE Series Line-Up

ロボットの未来
2017-2026

P42
人工知能の未来
2017-2021

P44
IoTの未来
2017-2026
特許分析編

P46
自動運転ビジネス
2017

P48

自動運転の未来
2016-2020

P50
特許未来マップ
2016-2025

P52
アジアの未来
2014-2025
ASEAN編＆インド編

P54
消費トレンド＆
若者研究2014-2018

P55
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ロボットの未来
2017-2026

NEW

既成概念を破壊するロボットが創出する新市場を予測
これまでにないスピードとスケールで「ロボティクス」研究がすすんでいます。深層学習を背景に進
化が加速する人工知能も、認識と行動が一体化されたロボットの領域に入ってきました。
これから
の10年で既存の定義や枠組みでは収まらない次世代型ロボットが続々登場し、
さまざまな産業を
巻き込んでいくことは自明です。鍵を握る11の機能と生み出される21の新ビジネスを予測します。
■

監修・著者（代表）
：園田 展人
EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング ディレクター

■

2017年3月25日発行

■ レポート
（A4判、約200ページ）
■

■

CD-ROM（本体に掲載された図表データを収録）

P o i n t1

日米欧のロボット関連政策と製
造業、ホーム、自動運転、物流、
イ
ンフラ、医療、介護、
リハビリ、災
害対策、軍事の各領域の投資状
況を分析

■

本体価格 300,000円+税
発行：日経BP社

未来ロボティクスの
姿と創出される
ビジネス機会を予測

P o i n t4

10 年後、未来のロボットが創出
する21 の新規ビジネスを「想定
顧客」
「提供価値」
「背景要因」
「機能」を含めて予測
Point5

Point2

ロボットが創出する新規ビジネス
によって新たに生まれる機会や脅
威を解説し、既存産業を取り巻く
環境変化を予測

グローバルが注力するロボット関
連 R&D の中でも注目される「製
造・物流 」
「 医療 」
「自動運転 」
「軍事」領域でのトレンドを分析
Point3

Point6

未来のロボット像を予測するとと
もに未来ロボティクスの鍵を握る
11の機能を紹介

事業計画書の作成時に活用でき
る図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴

レポートの構成

グローバルな視点でロボットの未来を形作る研究開発動向を分析予測。重
点的に投資が行われている領域や新機能を俯瞰することで見える新たなビジ
ネスと市場を予測します。

10年後のロボットが影響を与える産業と市場のチャンスとリスクを提示。

1.グローバルが注力する
ロボット投資領域

現在、
どの領域で積極的な投
資が行われているのかを分析す
ることで国内ではわからない大
きなトレンドをつかむ。

2.グローバルが注力する
ロボットR&D
2035年、国内ロボット市場は、現在
の6倍の10兆円へ。
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あらゆるサービスがロボット
10年後、
化する。既存産業に与えるインパクト
と新たな事業機会を分析。

ロボットの研究開発で着目すべ
きグローバルな事例を紹介する
とともに重点分野での技術の
進む方向を予測。

3.ロボットの未来像予測

「製造」
「 物流」
「 医療」
「自動運
転」
「 軍事・安全保障」領域で見
える将来のロボットの姿を提示。

4.未来ロボティクスの
キーファンクション

未来のロボットに必要とされる機
能を抽出し、方向性と課題を分
析予測。

5.新規ビジネス

新機能を獲得することで生まれ
るまったく新しい価値とビジネス
を予測。

Con t en t s
第1章 グローバルが注力するロボット投資領域
1-1. 本章の構成
1-2. 主要国・地域のロボット関連政策
1-2-1. 日本
1-2-2. 米国
1-2-3. 欧州
1-3. 各領域における日米欧の投資状況
1-3-1. 製造業
1-3-2. ホーム
1-3-3. 自動運転
1-3-4. 物流
1-3-5. インフラ
1-3-6. 医療
1-3-7. 介護
1-3-8. リハビリ
1-3-9. 災害対策
1-3-10. 軍事

第2章 グローバルが注力するロボットR&D
2-1. 本章の構成
2-2. 自動運転
2-2-1.「人が好む経路」の学習から歩行者の行動を
予測するロボット
2-2-2. 電波のつながりにくい場所において
複数ロボットが連携するSLAM構築システム
2-2-3. 砂漠や湿地でも自律走行可能な無人地上車両
2-2-4. 360度カメラを使った潜在事故リスク
認識システム
2-2-5. サイクリストのための衝突事故警告システム
2-2-6. プレシジョントラッキングシステム
2-2-7. ドリフト技術によって急カーブや凍結路でも
安全走行可能な自動運転車
2-2-8. 積雪や夜間でも自己位置推定の可能な
自動運転車
2-2-9. 知覚拡張による事故危険予測システム
2-2-10. 高齢者のための自動走行スクーター
2-2-11. 地図がない状況下でのスマートフォン・カメラを
使った自動運転
2-2-12. 人の運転に近い自然な自動運転システム
2-3. 製造・物流

2-5. 軍事

5-3. 新しい社会制度構築からの収益化

2-5-1. 無人ヘリコプターの自律航行システム
2-5-2. ソーシャルメディアにおける噂の
発信源特定システム
2-5-3. 山岳地帯を自在に進める人型ロボット
2-5-4. 海中探査用シンクロ型ヒューマノイド
2-5-5. 困難にあっても任務を遂行する人型ロボット
2-5-6. 接近阻止・領域拒否環境における
協働オペレーション
2-5-7. 鷹の機動性と自律探知能力で敵軍を探知する
無人機
2-5-8. 航空機を基地とする多目的ドローン
2-5-9. 無人潜水艦
2-5-10. 地上X-ビークル
2-5-11. 人とロボットのチームワークが徐々に向上する
災害支援システム
2-5-12. 未知の荒野を安全に走行できる
ナビゲーションシステム

5-3-1. 移民向けライフラインサポートボット
5-3-2. テロプレディクトシステム
5-3-3. ポリスボット
5-3-4. 社会脳に基づく群衆の行動心理予測

第3章 EYが予測するロボットの未来像
3-1. 本章の構成
3-2. 自動運転
3-2-1. あらゆる手段で安全に目的地に到達する
自動運転車
3-2-2. 歩行者の行動意図を推察できる自動運転車
3-2-3. オフロードで安全な走行ができる自動運転車
3-2-4. 必要最低限の装備で走行可能な自動運転車
3-2-5. 乗り心地を考えながら走行できる自動運転車
3-3. 製造・物流
3-3-1.
3-3-2.
3-3-3.
3-3-4.

不慣れな場所でも目的地まで移動できるロボット
馴染みのない道具でも器用に使いこなせるロボット
習熟した作業を人に伝達できるロボット
人々とチームワークを醸成しながら作業できる
ロボット

3-4. 医療
3-4-1. 医師のスキルを模倣できるロボット
3-4-2. 習得したスキルを研修医に伝達できるロボット
3-4-3. 医師・看護師を物理的にも精神的にも
サポートするロボット
3-4-4. 患者や障害者の行動意図を推察できるロボット
3-5. 軍事

2-3-1. BCI とCV を組み合わせた
ロボティック・マニピュレーター
2-3-2. モノづくり現場用のモバイルロボットアシスタント
2-3-3. 人とロボットによるレスキューチーム
2-3-4. 同じテーブルで人と効率的に作業ができるロボット
2-3-5. 人の反応や人への与える影響を考えて
行動する作業ロボット
2-3-6. 作業の巧拙を問わずどんな人とも協働できるロボット
2-3-7. エキスパートの実演から経験則を学習できるロボット
2-3-8. 部屋の特徴を覚え迷子にならないロボット
2-3-9. 顧客との共創作業を通じて開発・製造を行うロボット
2-3-10. 複数ロボットが情報交換しながら共通の概念を
持てるシステム
2-3-11. 機構の制約を考慮した上で目的を達成するマニ
ピュレーション
2-3-12. 倉庫内のどんな積荷でも扱えるロボットシステム

第4章 未来ロボティクスのキーファンクション

2-4. 医療

4-6. 暗黙のルールを理解し、阿吽の呼吸で行動ができる

2-4-1. 医師の第3の腕
（ウェアラブルアーム）
2-4-2. 土地勘のない場所において視覚障がい者に
行動をアドバイスするバクスター
2-4-3. 未知の環境において視覚障がい者の行動を
支援するナビゲーターロボット
2-4-4. 心臓のわずかな鼓動から人の興奮と情緒を
読み取るロボット
2-4-5. 軟組織縫合完全自動化ロボット
2-4-6. BMIを使った障害者の把持・操作支援ロボット
2-4-7. テレイグジスタンスをつかった知的ナーシングアシスト
2-4-8. 人間のように柔軟な指を持つ手術支援ロボット
2-4-9. ナース業務アシストロボット
2-4-10. 医師のオペの観察を通じたロボットの学習
2-4-11. スマートサージェリー
2-4-12. 脳神経外科手術支援システム

4-7. 馴染みのない道具の機能を理解でき、操作できる

3-5-1. 瞬時に戦況を見極め、
判断できるロボット
3-5-2. 困難な状況下でも任務を遂行できるロボット
3-5-3. 極限環境で器用に任務を遂行できるロボット
3-5-4. 危険な状態を予測し伝達できるロボット
3-5-5. チームワークを通じて任務が遂行できるロボット

5-4. 個の理解からの収益化
5-4-1. 消費者の質感知理解サービス
5-4-2. 消費者の無意識購買行動理解サービス
5-4-3. 広告をみたユーザーの感情理解サービス
5-4-4. 個人理解に基づくジョブアサイメントサービス
5-4-5. カルチュラルコンピューティングによる
カウンセリングサービス
5-5. 個の拡張による収益化
5-5-1. アダプティブラーニングボット
5-5-2. 阿吽の呼吸型ボット
5-5-3. 投資アドバイザーボット
5-5-4. セールスフォースエンパワーメントサービス
5-5-5. ビジネススキルオーグメントサービス
5-6. 個の共感による収益化
5-6-1. アンビエントオリエンティッドホーム
5-6-2. 共感型バーチャルナーシングサービス

第6章 既存産業への影響
6-1. 本章の構成
6-2. 自動車・輸送機器産業への影響
6-2-1.「広告をみたユーザーの感情理解サービス」
による
影響
6-2-2.「ビジネススキルオーグメントサービス」
による影響
6-3. 電子・電気・機械産業への影響
6-3-1.「バイオミメティックインフラ点検サービス」
による
影響
6-3-2.「問題解決型インフラ点検ボット」
による影響
6-4. IT・メディア・コンテンツ産業への影響
6-4-1.「阿吽の呼吸型ボット」
による影響
6-4-2.「セールスフォースエンパワーメントサービス」
に
よる影響
6-5. 医療・美容・健康への影響
6-5-1.「共感型バーチャルナーシングサービス」による影響
6-5-2.「国境なき医療診断ボット」
による影響
6-6. 素形材・化学産業への影響
6-6-1.「体内検査ボット」
による影響
6-7. 衣料・インテリア・雑貨産業への影響

4-1. 本章の構成

6-7-1.「社会脳に基づく群衆の行動心理予測」による影響
6-7-2.「消費者の無意識購買行動理解サービス」
による
影響

4-2. 不慣れな場所でも目的地に到着できる

6-8. 農業・食品産業への影響

4-3. 人や障害物に囲まれていても、ぶつからず移動できる

6-8-1.「消費者の質感知理解サービス」
による影響

4-4. 目的を達成するために複数の選択肢を吟味できる

6-9. インフラ・建築・エネルギーへの影響

4-5. 行動を通じて物理法則を直観的に理解する

6-9-1.「意味理解型人間機械コラボレーションシステム」
による影響
6-9-2.「テロプレディクトシステム」
による影響

4-8. 文脈を理解して曖昧な要求に答えられる
4-9. 人の快・不快を理解できる
4-10. 人のユーモアや感情表現を理解できる
4-11. 人に分かりやすく説明できる
4-12. 人の行動心理を理解できる

第5章 創出される新規ビジネス
5-1. 本章の構成
5-2. 従来作業の効率化による収益化
5-2-1.
5-2-2.
5-2-3.
5-2-4.
5-2-5.

意味理解型人間機械コラボレーションシステム
バイオミメティックインフラ点検ボット
問題解決型インフラ点検ボット
国境なき医療診断ボット
体内検査ボット

6-10. 流通・サービス産業への影響
6-10-1.「個人理解に基づくジョブアサイメントサービス」
による影響
6-10-2.「アダプティブラーニングボット」
による影響
6-10-3.「ポリスボット」
による影響
6-11. 金融・保険・不動産産業への影響
6-11-1.「投資アドバイザーボット」
による影響
6-11-2.「アンビエントオリエンティッドホーム」
による影響
6-12. 政府・NPO・NGOへの影響
6-12-1.「移民向けライフラインサポートボット」による影響
6-12-2.「カルチュラルコンピューティングによる
カウンセリングサービス」
による影響

※目次は変更になる場合があります。
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人工知能の未来
2017-2021

NEW

人工知能で誕生する20産業・130市場を予測
リサーチ結果に基づくと、2021年までに人工知能（AI）により20の新産業が生まれ、およそ130
の新ビジネスが誕生します。自動運転、次世代製造業、
インテリジェントファイナンス、知能化家
電…。AIによってどのような新マーケットが生まれるのか、既存産業はどんな影響を受けるのか。
本レポートはそれらを網羅し、予測分析しています。
■

監修・著者（代表）
：園田 展人
EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング ディレクター

■

2016年11月30日発行

■ レポート
（A4判、744ページ）

■
■

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

P o i n t1

人工知能の技術革新に関連す
る全業界を網羅した独自調査・
分析情報。新たに誕生する20産
業、130の市場を予測

P o i n t4

新市場、
新ビジネスの
全貌を読み解く

Point2

Point5

豊富なリサーチデータをもとにした
大胆かつ精緻な予測を提示。東
京五輪の翌年、2021年までの動
きを俯瞰

自動車、電子・電気・機械、IT・メ
ディア、医療・健康、農業・食品な
ど既存産業に与える影響を産業
分野別に詳細に分析

Point3

Point6

人 工 知 能の未 来を見 通す注目
データを掲載。人工知能に関連す
る周辺技術情報も網羅

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
自動車、輸送機械、電子、電気、機械、IT、
メディア、医療、美容、健康、素材、化学、衣料、
インテ
リア、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…。あらゆる産業がAI
の影響を受けます。AIにより生まれる20産業・130の新ビジネスを描きます。

■

新たに誕生する20産業、130の市場を徹底予測
1. 自動運転
2. インテリジェントファクトリー
3. インテリジェントマニュファクチュアリング
4. インテリジェントホーム
5. インテリジェントメディカルケア
6. 次世代介護・福祉
7. インテリジェントインフラストラクチャー
8. インテリジェントガバメント
9. インテリジェントファーミング
10. インテリジェントロジスティクス

44

先端企業のビジネスモデルや動き
つつある最先端の応用事例を掲
載。世界の人工知能最前線情報
を提供

11. インテリジェントマーケティング
12. インテリジェントカスタマーサービス
13. インテリジェントファイナンス
14. インテリジェントセキュリティ
15. インテリジェントエデュケーション
16. インテリジェントポリシング
17. 次世代ビジネスインテリジェンス
18. インテリジェントエンターテインメント
19. インテリジェントトラベル
20. 次世代機能開発

Con t en t s
第1章 人工知能の俯瞰

2-11. インテリジェントマーケティング

第3章 既存産業への影響
3-1. 自動車・輸送機器産業への影響

1-3. 参入動向とプレイヤー

店舗における購買行動解析／屋外における購買レコメン
デーション／eコマースにおける購買行動解析／eコマー
スにおける購買レコメンデーション／拡張現実による販売
促進ソリューション／広告物への拡張現実導入サービス

1-4. 人工知能の技術予測

2-12. インテリジェントカスタマーサービス

3-4. 医療・美容・健康への影響

1-5. ELSI問題への取り組み

完全自動オペレーターシステム／オペレーター回答候補
支援システム／店舗における接客ロボット／eコマースに
おける接客ボッ
ト

3-5. 素形材・化学産業への影響

1-1. 人工知能の歴史
1-2. グローバルにおけるトレンド

2-13. インテリジェントファイナンス
完全自動トレーディング／アナリストエージェントによる投
資支援／信用診断知的サポート／エージェントによるファ
イナンシャルプラン支援／ATM紙幣増減予測システム
／音声認証や生体認証による自動決済システム

第2章 2020年におけるマーケットへの影響
第2章 新規産業の創出
2-1. 自動運転
自動運転車／無人タクシーサービス／無人配送サービス
／無人シャトルバスサービス／無人路線バスサービス／
車載インフォテイメントコンテンツサービス／コンシェルジュ
サービス／テレマティクス保険／リアルタイム走行情報ク
ラウドサービス／自動運転車用高精細３Dマップ／自動運
転車用車載イメージングユニット／自動運転車用画像処
理デバイス／自動運転車用機械学習アルゴリズム／自
動運転車用感情エンジン／ドライバー状態検知システム
2-2. インテリジェントファクトリー
製造サプライチェーンの知能化／生産プロセスの知能化
／マスカスタマイゼーション／移動工場によるオンデマン
ド製造／設計・製造熟練者のスキル形式知化／人間協
調ロボット／拡張現実による作業支援システム
2-3. インテリジェントマニュファクチュアリング
製品価値最大化サービス／予防保全ソリューション／オ
ペレーション最適化サービス
2-4. インテリジェントホーム
知能化居住空間／知能化居住空間連携生活支援サー
ビス／インテリジェントホーム保険／街まるごと知能化／
ペット見守りサービス／知能化家電／家庭用パーソナル
アシスタント
2-5. インテリジェントメディカルケア
バイタルデータによる健康管理／バイタルデータによる生
命保険／遺伝子情報による健康管理／疾病の診断・治
療サポート／精神疾患の診断サポート／仮想現実による
精神疾患治療サポート／知能化病院・治療室／研究開
発サポート／デジタルホスピタル／手術支援ロボット
2-6. 次世代介護・福祉
コミュニケーション型見守りロボット／介護支援型ロボット
／自立支援型ロボット／ロボットスーツ／インテリジェント
補聴器／手振れ補正スプーン／インテリジェント車いす

3-2. 電子・電気・機械産業への影響
3-3. IT・メディア・コンテンツ産業への影響

3-6. 衣料・インテリア・雑貨産業への影響
3-7. 農業・食品産業への影響
3-8. インフラ・建築・エネルギーへの影響
3-9. 流通・サービス産業への影響
3-10. 金融・保険・不動産産業への影響

2-14. インテリジェントセキュリティ
テロ発生予測システム／災害情報支援システム／自律
型軍事ロボット／自律型レスキューロボット／自律型極限
環境ロボット
2-15. インテリジェントエデュケーション
パーソナライズドアダプティブラーニング／パーソナライズ
ドカリキュラム設計支援／パーソナライズドキャリア設計
支援／複合現実を使った企業研修支援
2-16. インテリジェントポリシング
治安解析システム／スマートセンシングによる不審者特
定システム／自動投稿監視システム／サイバー攻撃自動
検知システム／情報漏えい防止システム
2-17. 次世代ビジネスインテリジェンス
フロントオフィス業務意思決定支援／バックオフィス業務
支援／法務・財務意思決定支援／弁護士業務支援
2-18. インテリジェントエンターテイメント
音楽プレイリストカスタマイズサービス／音楽自動制作
サービス／ゲーム自動制作サービス／画像自動制作サー
ビス／ストーリー自動制作サービス／字幕・吹き替え自動
生成サービス／バーチャルシネマ／バーチャルコンサート
／バーチャルスポーツ観戦サービス／バーチャルゲームコ
ンテンツ提供サービス／バーチャルコンテンツ配信サービ
ス／バーチャルコンテンツ開発プラットフォーム

第4章 2020年新規産業創出に向けて
求められる機能・技術
4-1. 自動運転
4-2. インテリジェントファクトリー
4-3. インテリジェントマニュファクチュアリング
4-4. インテリジェントホーム
4-5. インテリジェント・メディカルケア
4-6. 次世代介護・福祉
4-7. インテリジェントインフラストラクチャ
4-8. インテリジェントガバメント
4-9. インテリジェントファーミング
4-10. インテリジェントロジスティクス
4-11. インテリジェントマーケティング
4-12. インテリジェントカスタマーサービス

2-19. インテリジェントトラベル

4-13. インテリジェントファイナンス

インテリジェントトラベルコンシェルジュサービス／トラベル
エージェントボット／仮想現実による観光促進支援／空
港知能化システム／拡張現実によるナビゲーション／同
時通訳アプリ／自動翻訳アプリ

4-14. インテリジェントセキュリティ

2-20. 次世代機能開発

4-17. 次世代ビジネスインテリジェンス

新材料探索受託サービス／材料構造解析・シミュレーショ
ンソフトウエア提供サービス

4-18. インテリジェントエンターテイメント

4-15. インテリジェントエデュケーション
4-16. インテリジェントポリシング

4-19. インテリジェントトラベル
4-20. 次世代機能開発

2-7. インテリジェントインフラストラクチャー
インテリジェントエナジーインフラストラクチャー／インテリ
ジェントウォーターインフラストラクチャー／インテリジェント
グリーンインフラストラクチャー／インテリジェントレジリエン
スサービス／セーファーシティーズ／メンテナンス熟練者
のスキル形式知化／列車予防保全・故障予測システム
／インテリジェント交通管理システム
2-8. インテリジェントガバメント
政策策定支援サービス／インテリジェントeガバメント
2-9. インテリジェントファーミング
インテリジェントプレシジョンファーミング／生育シミュレー
ションに基づく営農コンサルティング／ベテラン農家スキ
ル伝承サービス／気象予測サービス／農業保険／スマー
ト農機／自律型植物工場
2-10. インテリジェントロジスティクス
自動陸運／無人海運／無人空運／出荷予測サービス
／需要予測サービス／物流ネットワーク最適化サービス
／ピッキング効率化システム／ドローンによる在庫棚卸／
自律型庫内物流ロボット

第5章 人工知能に関連する周辺技術
5-1. 量子コンピュータ
（ゲート方式）
5-2. 量子コンピュータ
（アニーリング方式）
（脳型コンピュータチップ）
5-3. ニューロモーフィックチップ
5-4. HPC
5-5. GPU
5-6. 人々を理解する技術
5-7. スマートセンサー
5-8. トラストワースネス
5-9. 人間拡張
5-10. VR・AR・MR・HMD
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IoTの未来 2017-2026
特許分析編

NEW

特許分析から技術動向と企業戦略をあぶり出す
IoTの主要技術、主要プレーヤーはどのようなもので、未来はどうなるか。これらの疑問に対して、
特許分析をベースにした未来予測で答えを導き出す総合レポートです。IoTの利用シーンを生活
環境、移動手段、社会インフラ、流通、
オフィス/工場に分類し、
それを細分化した個別テーマごと
に今後10年のトレンドを予測します。
著者：アモティ
2016年12月26日発行
■ レポート
（A4判、294ページ）
■

■

■

■

CD-ROM（本体に掲載された図表データを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

P o i n t4

IoTの利用シーンを生活環境、移
動手段、社会インフラ、流通、オ
フィス/工場に分類し、
それを細分
化した個別テーマごとに今後 10
年のトレンドを予測

各テーマの特許群を二つの集合
に分け、対比させることで注力し
ている開発テーマが何かを洗い
出し、今後の技術動向を予測

IoT利用シーン別に
技術トレンドを予測

Point5

Point2

今後 10 年の市場や技術、
プレー
ヤーの動向に関して、現在までの
各社の特許出願状況を分析。新
規参入に当たって技術、製品群
を探求する際のヒントを提示

関連する特許情報から、技術や
サービスの特徴、企業戦略の変
遷、技術動向の変遷を見通す
Point3

出願数と特許評価スコアの比較
を行い、質の高い特許が多く出
願されている技術要素を抽出

Point6

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
IoTは世の中にどのようなインパクトをもたらすか。関連する特許情報から、技術やサービ
スの特徴、企業戦略の変遷、技術動向の変遷などを見通し、注目企業、注目特許をピック
アップ。特許分析をベースに技術動向を見通し、注目企業の戦略をあぶり出します。

■ IoTの利用シーンを
分類し、
それを細分
化した個別テーマご
とに今後 10 年のト
レンドを予測

生活環境

・スマートハウス
・スマート家電
・アシスタントロボット
・医療/ヘルスケア
・スポーツ・エンターテインメント

移動手段

・スマートシティ
・自動運転
・公共交通機関
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社会インフラ

流通

・スマートグリッド/
・スマート販売
エネルギー資産運用 ・次世代情報流通/
物流管理監視
・次世代通信
・環境・災害危機管理
・
ドローン

オフィス/工場

・スマート工場/
産業ロボット
・スマートオフィス
・スマート農業

Con t en t s
序章

1. スマートシティ

1. 構成と特許分析の手法

2. 自動運転

2. テーマ選定と考え方

3. 公共交通機関

第1章 生活環境
生活環境に関しては、
「スマートハウス」
「スマート家電」
「アシスタントロボット」
「 医療/ヘルスケア」
「スポーツ・エン
ターテインメント」の5テーマを採り上げた。
スマートハウスに関しては、
住環境の快適性向上、
エネル
ギー需要供給のバランスを最適化する等の取り組みが積
極的に行われ始めている。スマート家電は、遠隔地から、家
電を設置する場所周辺の状態把握や家電の操作、
スマー
ト家電の利用状況を、家電メーカーや電子商取引（ EC ）
サービスの事業者のモニタリングが主体となっている。
この
点に関しては、
スマート家電はIoT
（internet of things）
の
利用が先行している分野でもある。
アシスタント・ロボットは、作業環境や共同作業する人間
の状態を把握し、的確な自律制御を行うためにIoTが利用
される。
また、
クラウドと連携することにより、高度な認識や
制御、
ロボット同士の連携動作に向けたデータ収集などに
も使われる。
医療・ヘルスケアは、医療機関に集中していた検査、診
断、処置、事後対応の機能を、
日々の暮らしの中、社会の
中に分散させるためにIoTが有効である。医療機関に集中
していた負荷を、社会全体に分散させ、病気の顕在化や
深刻化が進む前に予防・処置することで最小化するメリット
を生む。こうしたメリットの大きさと及ぶ範囲の広さから、医
療・ヘルスケアでのIoT関連技術を開発する動きが、業種
を超えて急拡大している。
スポーツ・エンターテインメントは、IoT技術の利用シーン
を大きく二つに分けて考える必要がある。スポーツや娯楽
作品を観るためのIoTと、参加するためのIoTである。この
二つは、
利用するIoT機器、
システムが大きく異なっている。
1. スマートハウス
2. スマート家電
3. アシスタントロボット
4. 医療/ヘルスケア
5. スポーツ・エンターテインメント

第2章 移動手段
移動手段に関しては、
「スマートシティ」
「自動運転」
「公
共交通機関」の3テーマを採り上げた。
スマートシティは、社会活動をリアルタイムで詳細に把握
するためのデバイスとしてIoT
（internet of things）
が有効
となる。IoTを活用したデータ駆動型の社会システムの確
立によって、住環境の快適性が向上し、
エネルギー需給の
バランスが最適化される。本章の主題である移動手段の
最適化、
エネルギー補助などに有効となる。
自動運転車は、
クルマの各所にセンサーを配置して、
自
動車の挙動、周囲の状況、位置などを常に検知する。事故
や工事、天候など遠隔地の情報も道路インフラを通じて検
知し活用する。
さらに、走行中の状況を示すデータをクラウ
ド上に集め、交通状況を中央官制するために利用する。
こ
の際にIoTによる外部情報、外部エンジンの利用は自動運
転車の進化に欠かせない。
公共交通機関は、
ほかの応用分野に比べて高度なIoT
システムが洗練された形で実用化される。公共交通機関
分野のIoT利用への着手が早かったためである。東京都の
事例では、
リアルタイムでバスの位置が特定され、
バス停の
位置情報とともにスマートフォンのアプリに表示される仕組
みになっている。

第3章 社会インフラ
社会インフラに関しては、
「スマートグリッド/エネルギー資
産運用」
「 次世代通信」
「 環境・災害対策」
「ドローン」の4
テーマを採り上げた。
スマートグリッドは、電力の流れを供給側、需要側の両方
から制御し、最適化する送電網のことである。
リアルタイム
での供給、需要量の計測がスマートグリッドの性能向上に
不可欠であり、
スマートグリッド登場以前から、高度な検針シ
ステムなどがM2M
（machine to machine）
デバイスとと
もに活用されてきており、IoT
（internet of things）
との親
和性も高い。
次世代通信は、IoT環境を整えるにあたり必要な技術で
あり、
センサーネットワークの構築や、
バックボーンとしてビッ
グデータ流通を支える5G通信技術に注目が集まっている。
環境・災害対策では、超低消費電力通信技術を活用し
た社会資本の維持管理として、
センサーネットワークの活用
が期待されている。緊急地震速報に見られるように大規模
災害には初動、
およびそれを促す情報が大切である。
さらに
情報解析システムの機能向上とセンサーネットワークの連
携により、
より高度な災害予測システムが構築されようとし
ている。
ドローンは、一定の自律飛行、走行が可能な無人の車両
である。これまでは、軍需用の高性能な大型ドローンに限
定されていたが、
ジャイロセンサー、GPS 、
コンピュータなど
構成部品の高性能化、小型化、低コスト化が進み、小型の
ドローンも容易に実現できるようになったことで、一気にホ
ビーユースから商業利用まで応用が広がってきている。
スマートグリッド、
ドローンに関しては比較的新しいテーマ
だが、IoTが基盤技術として必要である。環境・災害対策に
関しては、遠隔監視等のシステムにおいて同様の技術は
必要とされてきた。次世代通信網の構築とともに、今後10
年、
IoTにより変貌を遂げる分野と言える。
1. スマートグリッド/エネルギー資産運用
2. 次世代通信
3. 環境・災害危機管理
4. ドローン

第4章 流通
流通に関しては、
「スマート販売」
「 次世代情報流通/物
流管理監視」の2テーマを採り上げた。
スマート販売では、
マーケティング戦略・戦術、商品価値
を高めるためのブランディングにおいて、
ユーザーの評価を
正確に把握することが大切である。商品の状態や消費者
の動きを、
これまで以上に詳細に把握できるIoT
（internet
をどのように活用するかは、
あらゆる商品やサー
of things）
ビスの販売活動において、重要なテーマとなっている。
次世代情報流通は、過去において最も規模の大きな情
報流通はテレビを利用した放送事業だった。近年、
インター
ネット、特に動画配信技術の進歩により、視聴者側の情報
選択に変化が起きている。
また、
ネットワーク上でのコンテ
ンツ流通に伴い、付加価値がつけやすい状況にもなってお
り、動画のみならず様々な情報の流通に価値が生まれてき
ている。IoTの世界が進化するとともに、機械が生み出した
情報でユーザーが受け取れる情報量が増大し、情報の取
捨選択技術、情報そのものの価値を判断する技術が必要
になってくる。今後10年間、流通形態の変革、流通するコ
ンテンツの変化が起こると予測される。
1. スマート販売
2. 次世代情報流通/物流管理監視

第5章 オフィス/工場
オフィス・工場に関しては、
「スマート工場/産業ロボット」
「スマート農業」
「スマートオフィス」
の3テーマを採り上げた。
スマート工場は、人工知能
（AI）
やクラウド・コンピューティ
ングといったICTを活用して工場での生産活動やサプライ
チェーン全体の効率化を目指すものである。
スマート農業は、欧米の農業と日本の農業のそれぞれの
問題の解決策になり得る可能性を秘めている。高度な農
業技術を持つ篤農家の経験や勘を、科学的な裏付けに
よってシステム化することで、
その技術を大規模に展開でき
るようになるからである。ICTは、
クラウドサービスの形で提
供されることが多く、導入コストの負担が軽くなる。
これまで
ICTの利用が進んでいなかった分野であることからその効
果は大きい。
スマートオフィスに関しては、
オフィスで働く人の利便性
を向上し、
仕事の効率や効果に寄与させることが、
ICT、IoT
（internet of things）
に関する技術を導入する目的の中
心になる。
1. スマート工場/産業ロボット
2. スマートオフィス
3. スマート農業
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自動運転ビジネス
2017

NEW

自動運転で生まれる新ビジネスモデルを描く
自動運転の時代になると、自動車産業はその姿を根本から変革する必要に迫られます。その影
響は、完成車メーカーや部品メーカーだけにとどまりません。素材産業やエネルギー産業、整備業
界、保険業界、物流業界、広告業界などあらゆる産業界に及ぶはずです。自動運転技術によっ
て、自動車産業はどう変容し、
どのような新しいビジネスモデルが生まれるかを洞察します。
■
■

著者：日経BP未来研究所編
2016年11月16日発行

■ レポート
（A4判、242ページ）
■

本体価格 180,000円＋税

P o i n t1

日本及び米国で消費者アンケー
トを実施。調査結果から、自動運
転の今後の普及ペースと普及の
条件を探る

P o i n t4

新市場、
新ビジネスの
最前線を網羅

自動運転の実用化には、物体認
識、状況判断、経路生成などで人
工知能が不可欠。人工知能が創
るクルマの新しい価値を分析する

Point2

自動運転技術の普及で、自動車
産業と周辺産業はその姿を根本
から変革する必要に迫られる。自
動運転がもたらす未来像を描く

Point5

欧米企業の脅威や異業種参入
の可能性に重点を置き、自動運
転の新ビジネスモデルを考察

Point3

続々と新規プレーヤーが参入し、
新たな製品やサービスが登場す
る可能性がある。新しく誕生する
市場を予測

Point6

自動運転を巡り劇的に変わる法
規制の最新動向を解説

レポートの特徴／構成
本レポートは、2016 年 5月〜7月にかけて5 回にわたって開催してご好評をいただいたセミナー
「次世代自動車ビジネス研究会 シーズン1 」の内容を収録したものです。内容の濃い講義はも
ちろん、講師と参加者の議論から、現在の自動運転技術が直面する課題や、新ビジネス創出に
関心のあるビジネスパーソンの興味がどこにあるのかが浮き彫りになっています。

■ 自動運転によって、

自動車産業はどう変容し、
どのような新しい
ビジネスモデルが
生まれる可能性があるのか
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1. 自動運転の普及予測と消費者ニーズ
2. 自動運転技術が生み出す新サービスと既存産業への影響
3. 自動運転×インターネットが生み出す新市場の可能性
4. ディープラーニングが創るクルマの新しい価値
5. クルマに搭載できるコンパクトな人工知能
6. 自動運転車用センサ市場
7. 完全自動運転のプラットフォーム
8. 自動運転で変わるビジネスモデルと法体系

Con t en t s
第1章 自動運転の普及予測と
既存産業への影響
1-1. 自動運転の普及予測と消費者ニーズ
ボストン コンサルティング グループ
パートナー＆マネージング・ディレクター 富永和利氏
■消費者調査の結果
■日米で消費者の購買意欲は強い
■日本で興味があるのは若年層と高齢層
■日本は
「自分で運転したい」傾向が強い
■支払うコストの日米差
■カーシェアリングを使う人は自動運転にも興味がある
■日本メーカーへの期待が高い
■自動運転の市場投入時期
■LiDARのコスト低減が急務
■センサコスト低下の見通し
■自動運転車コスト低減の見通し
■普及への二つの道筋
■普及率の予測は最大25％程度
■普及には15年以上かかる
■日本と西欧における普及が早い
■五つの普及シナリオ
■深刻な事故や事件の影響は
■普及への課題
■自動車関連産業以外に広がる影響
■日本の企業はどうすべきか

1-2. 自動運転技術が生み出す新サービスと
既存産業への影響

EYアドバイザリー ディレクター 園田展人氏
■価値の重心が移動
■価値は情報系・サービス系へ
■ビジネスにAIを取り込む
■自動運転が生み出す新サービス
■無人旅客システム
■4社の事例
■テレマティクス保険の事例
■車載インフォテインメント・コンテンツサービス
■コンシェルジュサービス
■既存産業への影響
■家のOSを握る動き
■無人旅客運送サービスを流通で活用

第2章 新たなモビリティービジネス
の姿と社会ニーズの変化
2-1. 自動運転×インターネットが生み出す
新市場の可能性

ロボットタクシー社長 中島宏氏
■自動車×ネットで新しい価値を
■完成車メーカーと違うコンセプト
■やれるところからやってほしい
■ニュータウンでも高いニーズ
■協調しながら入っていく
■タクシー業界にもプラス
■社会受容性は問題ない
■伊勢志摩サミットでデモ

2-2. 自動運転自動車の最新動向と

石川県珠洲市における実証実験概要について

金沢大学 新学術創成研究機構
未来社会創造コア 自動運転ユニット
ユニットリーダー、准教授 菅沼直樹氏
■かつてはインフラ依存の技術を検討
■ソフト的なインフラを活用
■2013年ごろから脚光
■自動運転に必要な技術とは
■状況がどう変化するかを予測
■パスプランニングが重要
■適切なHMIが必要
■プレーヤーも変わる
■1998年から研究を開始
■デジタル地図を活用
■機械学習で認識精度を向上
■ミリ波レーダは補助
■まず走行可能空間を把握
■路面の情報だけを使う

■まず走行可能空間を把握
■路面の情報だけを使う
■階層構造のパスプランナー
■状況に応じた運転行動を記述
■走行軌道をどう決定するか
■テストコースと公道での走行試験
■GPS依存をやめる
■手動走行に切り替える状況とは
■積雪環境での自動運転は難しい

第3章 自動運転の成否を左右する
人工知能開発の最前線
3-1. ディープラーニングが創るクルマの新しい価値
デンソーアイティーラボラトリ社長 平林裕司氏
■「画像認識」
とは何か
■「HOG」
を使った人間の認識
■ディープラーニングによる技術革新
■いかに処理速度を上げるか
■プーリング層の役割
■ディープラーニングの応用
■何が技術革新を引き起こしていくか
■スパコンで学習を高速化
■ディープラーニング以外の技術
■人手よりもリアル
■アノテーションなしに音声を認識
■ディープラーニングと人工知能

3-2. 演算量1/10でクルマに搭載できる
コンパクトな人工知能

三菱電機 情報技術総合研究所
知能情報処理技術部部長 三嶋英俊氏
■自動運転に必要な認知・判断・操作
■複雑なセンサ情報をどう解くか
■共通の定義がない人工知能
■ビッグデータ分析の意味
■データが多くなるほど有効な機会学習
■DNN、CNN、
RNN
■エラー率は低いが計算量が多い
■ディープラーニングをコンパクト化
■重要な枝のみを残す
■人間の作業認識に応用
■顔認識や歩行者認識に応用
■表情認識への応用例
■漫然運転の検知に応用
■センサの複数化で予測精度を向上

第4章 新たな技術とアプローチで
自動運転ビジネスに挑む
4-1. パイオニアが自動運転車用センサ市場への
参入を目指す背景と狙い

パイオニア自動運転事業開発部
技術研究部部長 村松英治氏
■2013年に調査研究に着手
■レベル3になったら世界が変わる
■自動運転の価値とは
■カギはシステムへの信頼
■静的な空間情報と動的な空間情報
■空間情報のカギはLiDAR
■60の候補を二つに絞る
■DVD−Rの経験から見通す
■LiDARの三つの役割
■センサと地図をセットで開発
■光ピックアップの経験をLiDARに
■デジタル信号処理の経験も生きる
■半導体プロセスでミラーを作る
■マルチメディア/情報系と制御系のシステムが融合
■2022年以降の収益化目指す

4-2. 完全自動運転のプラットフォームを
目指す大学発ベンチャーの挑戦

東京大学大学院 情報理工学系研究科准教授
加藤真平氏
■自動運転のプラットフォームを提供
■2日目には自動運転の実験を開始
■2年を1日半に短縮
■ベンチャーでプラットフォームを提供

■自由に使えるプラットフォーム
■LiDARと3D地図が基本
■走りながら3D地図を作る
■地図更新をコア事業の一つに
■2台のクルマで情報を共有
■GPSよりもLiDARを選んだわけ
■GPUの活用技術に強み
■プログラミングの環境も整う
■ディープラーニングを物体検知に応用
■システムがどこを見ていたかは分かる
■ディープラーニングを使うシーンはまれ
■車内エンタテインメントも検討
■オープンイノベーションで進める
■目標は年商3兆円

第5章 自動運転で変わる
ビジネスモデルと法体系
5-1. 知財情報から読み解く自動運転時代の
新ビジネスモデル

三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部 知的
財産室 室長/弁理士/AIPE認定シニア知的財産アナリス
ト 山内明氏
■国家プロジェクトが想定する新ビジネス
■既に知られている五つの新ビジネス
■新ビジネスモデル探索の基本方針
■キ−ワードを組み合わせて探索
■母集団の設定
■出願企業の特徴
■フロントウインドーをディスプレーに
■Bosch社、
Valeo社の取り組み
■Audi社、
Ford Morter社などの取り組み
■Qualcomm社のワイヤレス給電技術
■ハーネスレス目指すWiTricity社
■クルマに限らない応用分野
■ハーネスフリー化のメリット
■ビジネスモデル系の母集団の探索
■Google社の新ビジネスモデル特許
■配送車と自動運転の組み合わせ
■無人物流システムに向け準備
■米ELWHA社の自動運転向け保険
■テレマティクスを保険に活用
■診断装置でリスクを査定
■カメラ画像を査定に活用
■ロートアシスタンスをITで最適化
■完全自動運転時代にどう備えるか
■保険以外のビジネスモデル
■停留所のないバスを提案
■テレマティクスと自動駐車を組み合わせる
■自動運転車向けの駐車システム
■五つの新ビジネスモデル
■追加調査を実施
■存在感大きいAmazon社
■ガレージセールと自動運転を組み合わせる
■小型無人搬送車で詳細な出願
■歩道をデジタル地図化
■移動店舗と自動運転を組み合わせる
■新興企業にも目配りが必要

5-2. 自動運転を巡る法規制の最新動向
明治大学法科大学院専任教授 中山幸二氏
■劇的に変わる法整備の状況
■現行法の構造
■PL訴訟がまれな日本の特殊事情
■被害者保護を徹底した自賠法
■PL法の「欠陥」
とは何か
■増加するADASでのトラブル
■ソフトと動産の境界は？
■道路関連法の改正のポイント
■開発者が責任を負うのか
■インフラ管理者も責任を問われる
■自賠法はどう変容するか
■人工知能が第3の責任主体に？
■道路交通条約の改正
■ウィーン条約をデファクトに
■運転者・搭乗者保護をどうするか
■デジタル証拠の保存や提出が義務化？
■レベル3までは自賠法で
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自動運転の未来
2016-2020
主要プレーヤー動向を分析し、産業構造の変化を予測
世界の自動車メーカー、大手サプライヤー、そしてIT業界まで巻き込んで開発が進む自動運転
技術。自動車産業は、次世代のモビリティ・インフラ産業へと変貌を余儀なくされるでしょう。各プ
レーヤーはどのような開発に取り組んでいるのか、普及はどのように進んでいくのか、技術的な課
題は何か、
そして自動運転は産業や社会をどう変えていくのか予測します。
著者：EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング、
ボストン・コンサルティング・グループ 他
■ 2015年12月14日発行
■

■ レポート
（A4判、272ページ）
■
■

CD-ROM（本体に掲載された図表データを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

P o i n t4

自動運転の技術進化と未来の姿
を予測。自動運転開発のロード
マップを明らかにする

自動車産業と周辺産業そして社
会が根本から変わる。自動運転
がもたらす未来像

自動運転未来予測の
決定版

Point2

Point5

主要プレーヤーの動きを分析し、
産業構造の変化を洞察。
ピラミッ
ド型業界構造が大きく変化

各社の開発体制・試作車・提携
動向・未来の方向性を調査分析

Point3

新規プレーヤーが参入し、新たな
製品やサービスが登場する。誕生
する市場を予測

Point6

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
世界で進む自動運転開発のロードマップを予測分析。自動車メーカー、部品メーカーのみならず、
ICT・エレクトロニクス業界や新興ベンチャーが参入し、急ピッチで開発が進む自動運転の最新
動向を分析し、技術進化と未来の市場を予測します。

■

各プレーヤーは
どのような開発に
取り組んでいるのか、
普及はどのように
進んでいくのか、
技術的な課題は何か、
自動運転は産業や社会を
どう変えていくのか

自動運転の現況と
自動車産業の将来像
・自動運転の各機能と市場投入の時期
・技術進化とコストの推移
・自動運転車の普及への道筋
・自動運転業界が変える業界構造
・新たな産業エコシステムの構築
・自動運転普及による社会の変化予測

新規参入チャンスのある業界

主要プレーヤーの
動向解説
・完成車メーカー
・Tier1
・デバイスメーカー
・ソフトウエア・IT
・三次元地図メーカー
・ベンチャー

出所：ローランド・ベルガー

出所：EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング
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Con t en t s
1. いまなぜ自動運転なのか

■ 日本電産エレシス
（日）

3. 自動運転の実現技術

1-1. 実現がみえてきた自動運転車のある未来

■ ルネサスエレクトロニクス
（日）

3-1. 自動運転車の基本構成

1-2. 自動運転の各機能と市場投入の時期

■ 東芝
（日）

■ 自動走行の基本原理

1-3. 消費者の視点からみる自動運転車の購入理由

2-3-4. ソフトウエア・ITの製品/サービス・開発体制・
提携動向・未来の方向性

■ 3次元地図やGPSも併用

1-4. 日本の消費者の自動運転車に対する意識
1-5. 技術進化とコストの推移
1-6. 自動運転車の普及への道筋
1-7. 自動運転車実現に向けた論点と課題

■ IBM
（米）
■ Cisco Systems
（米）
2-3-5. 三次元地図メーカーの製品・開発体制・提携
動向・未来の方向性
■ HERE
（フィンランド）

■ 技術
（認識系・判断系・操作系）
進化の可能性

2-3-6. ベンチャーの製品/サービス・開発体制・
提携動向・未来の方向性

■ 自動運転車向けセンサの種類と使い分け

■ Uber
（米）

■ ミリ波レーダ

■ AT&T
（米）

■ 自動運転で必要になる3要素

■ Parma University
（伊）
■ 名古屋大学
（日）

2-3. 主要プレーヤーの動き

■ 金沢工業大学
（日）

2-3-1. OEM・新規プレイヤーの開発体制・試作車・
提携動向・未来の方向性

2-4. 各国政府の動向

■ Volvo
（スウェーデン）
■ Ford
（米）
■ トヨタ
（日）
■ 日産
（日）
■ ホンダ
（日）
■ Google
（米）
■ Tesla Motors
（米）
■ Baidu
（中）
2-3-2. Tier1の製品・開発体制・試作車・提携動向・
未来の方向性
■ Bosch
（独）
■ Delphi
（米）
■ ZF TRW
（独）
■ Continental
（独）
■ Valeo
（仏）

2-4-1.米国
■ 管轄機関の役割
■ ロードマップ
■ 政策概要
■ 関連プロジェクト
■ 法規制概要と法整備動向
2-4-2.欧州
■ 管轄機関の役割
■ ロードマップ
■ 政策概要
■ 関連プロジェクト
■ 法規制概要と法整備動向
2-4-3.ドイツ

普及への課題

4-1. 自動運転の普及により予想される変化
■ 社会の変化
■ 自動車産業の構造変化
■ 自動車利用形態の変化
■ 周辺産業の変化
■ 既存産業の変化
■ オートモーティブ4.0

4-2. 普及への課題
■ 技術的な課題
■ 法的な課題

■ ロードマップ
■ 政策概要
■ 関連プロジェクト
■ 法規制概要と法整備動向
2-4-4.日本
■ 管轄機関の役割

2-3-3. デバイスメーカーの製品・開発体制・
提携動向・未来の方向性

■ ロードマップ

■ Qualcomm
（米）

■ 政策概要
■ 関連プロジェクト

■ Mobileye
（蘭）

4. 自動運転の社会・産業に与える影響と

■ 管轄機関の役割

■ デンソー
（日）

■ Velodyne
（米）

■ 自動運転時代の統合コックピット

■ Carnegie Mellon University
（米）

■ 変わるTier1の役割

■ GM
（米）

■ 自動運転車のインタフェースには何が必要か

■ Stanford University
（米）

■ ピラミッド型産業構造の変化

■ Volkswagen/Audi
（独）

■ カメラ

3-4. HMI（ヒューマン・マシン・インタフェース）

2-3-8. 大学・研究機関の研究内容・開発体制・提携動向

■ Massachusetts Institute of Technology、
MIT
（米）

■ BMW
（独）

■ レーザーレーダ

■ Verizon
（米）

2-2. 新たな産業エコシステムの構築

■ Daimler/Mercedes-Benz
（独）

■ クルマの「頭脳」
に求められるもの

3-3. センサ

2-3-7. テレコム・通信の製品/サービス・開発体制・
提携動向・未来の方向性

■ 世界で進む自動運転開発のロードマップ

■ ディープラーニングの今後の発展

■ ゼンリン
（日）

■ ZMP
（日）

2-1. 自動運転業界が変える業界構造

■ 自動運転と人工知能

■ TomTom
（蘭）

■ Cruise
（米）

2. 自動運転の最新動向

■ 最適な走行経路を決定する

3-2. 人工知能

■ 法規制概要と法整備動向

■ Quanergy Systems
（米）
■ NVIDIA
（米）
■ 富士重工業
（日）
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特許未来マップ
2016-2025
特許分析から未来の技術と注目テーマを予測
自動運転、再生医療、遠隔医療、先進医療機器、ウエアラブル、3 Dプリンター、ロボット、
ソー
シャルテレビ、機能性食品などイノベーションを起こす26の技術テーマを選び、各社の特許出願
状況の分析などから、今後10年の特許および技術動向を予測分析。
また、将来出願される可能
性のある特許についても予測します。
著者：アモティ 他
2015年12月26日発行
■ レポート
（A4判、312ページ）
■

■

■

■

CD-ROM（本体に掲載された図表データを収録）
本体価格 300,000円＋税

P o i n t1

P o i n t4

独自のチャートで特許動向、未来
の技術を可視化し、個別テーマご
とに今後10年のトレンドを予測

特許を「注目度」
「注力度」
「強
さ・広さ」
「権利状態」の視点から
スコア化

特許から見えてくる
戦略をあぶり出す

Point2

関連する特許情報から、技術や
サービスの特徴、企業戦略の変
遷、技術動向の変遷を見通す

Point5

出願件数上位の出願推移から開
発ステイタスを把握。出願人比率
から参入障壁の高さを推定

Point3

今後10 年の市場や技術、
プレー
ヤーの動向に関して、現在までの
各社の特許出願状況を分析。新
規参入に当たって技術、製品群
を探求する際のヒントを提示

Point6

事業計画書などの作成時に活用
できる図表をCD-ROMに収録

レポートの特徴／構成
市場トレンド、商品トレンド、
プレーヤー・
トレンド、技術トレンドを分析し、新規事業として参入する
場合、
どの技術領域に着目して開発を進めるべきか、
どのような特許を出願していくべきか、
など
の指標を示します。
また、今後10年間にキーとなる注目特許を解説します。

■
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独自のチャートで
特許動向、
未来の技術トレンドを
可視化

予測する技術テーマ
自動運転／HEV・PHE・EV／HMI／
IVI／2時電池／スマートグリッド／再
生医療／遠隔医療／先進医療機器
／フレキシブル・デバイス／小型ディス
プレイ／生体情報デバイス／ウエア
ラブル機器／ IoT・M2M／近距離無
線通信／AR・VR／ゲーミフィケーショ
ン／ソーシャルテレビ／機能性食品
／植物工場／スマートハウス／BIM・
CIM ／ドローン／ 3 Dプリンター／ロ
ボット／脳波応用機器

分析・予測項目
・
「市場トレンド」−ユーザーが期
待するニーズを分析
・
「商品トレンド」−顧客価値と市
場へのインパクトを解説
・
「 注目特許 」−今後 10 年間に
キーとなる特許公報を解説
・
「プレーヤー・
トレンド」−特徴的
な動きをピックアップして解説
・
「技術トレンド」
−技術開発の将
来像を分析・予測

Con t en t s
序章
構成と特許分析の手法
テーマ選定と考え方
サマリー

第1章 自動車
自動運転
［トレンド］
単なる運転支援から、
ドライバーの手を借りない
運転へと移行する。
このため、
今後10年、
車両の情報化が
さらに進む。通信インフラの拡大とともに、
ネットワークにつ
ながる自動車の流れが加速する。

HEV/PHEV/EV
トレンド］
環境性能の追求が強く出てきている。燃料電池車
を含めた電動化が進むものと見られる。より高性能な2 次
電池の開発に加え、
インフラとして給電設備の開発も重要
である。

HMI（human machine interface）

第4章 エレクトロニクス
フレキシブル・デバイス
［トレンド］
フレキシブルなTFT素子の実現により、新たな車
載用表示技術やウエアラブル機器の生体情報センシング
技術が開花されていく。有機ELのフレキシブル化は、
自由
なデザイン性を生かした新たな照明市場を開拓する。
小型ディスプレイ
［トレンド］
形態、材料、製造方法の急速な変化により10年
後は有機ELが主力となっていく。一方、
シャープが試作した
「 MEMS-IGZO 」や量子ドット技術による小型ディスプレ
イ製品が登場してくる。

第7章 農業・食品
機能性食品
［トレンド］特許内容は、肥満や美容に関するものが約
70%を占めている。機能性食品分野の特許出願は、全体
的に減少傾向だが、今後は肥満対策と美容関連で一定
数の出願が継続されていく。
植物工場
［トレンド］完全人工光型については日本がトッププレー
ヤーで出願数も多い。今後は光、培地、養液制御関連の
特許が新規参入の異業種グループから出願される可能性
が高い。

生体情報デバイス
［トレンド］
センシング技術としては熟成期に入っているが、
ウエアラブル機器や再生医療の市場拡大により新たな生
体センシング技術関連の特許出願が増加する。欧米を中
心に開発が進んでいるバイオMEMSにより、人工網膜セ
ンサや生体検査キット、分子・細胞と融合する新規の生体
情報デバイスが登場する。

［トレンド］表示の工夫に関する特許群が多い。今後 5 年
の傾向としては表示系技術が主体と推測される。
よりユー
ザー・フレンドリーなユーザー・インタフェース
（UI）
にシフトし
ていく。

IVI（in-vehicle infotainment）
［トレンド］
健康志向の高まりもあり、
ドライバの体調管理と
いった機能の技術開発も進んできている。必要となるのは
各種センサーだが、車載時の耐久性を考慮する必要があ
る。

第2章 エネルギー
2次電池
（2）
エネルギー
［トレンド］課題は、
（ 1 ）耐久性・保存性、
密度（ 3 ）安全性の向上と、
（4）
コストの低減である。こ
れらを解決するための特許が正極材、
負極材、
セパレー
ター、
電解液の順の数で出願されている。
スマートグリッド
［トレンド］課題は、
（ 1 ）国際標準化された次世代エネ
ルギー・システムの構築、
（2）
ヒートポンプ、電気自動
車（ EV ）
と融合できる送配電ネットワークの構築、
（3）
スマートメーターの市場展開となる。特許としては
（2）
と
（3）
に関わる系統運用・管理、計測・測定の技術開発
が主体となる。

第3章 医療・健康

第8章 建築・土木
スマートハウス

第5章 情報・通信
ウエアラブル機器
［トレンド］
HMDの技術進歩で活用領域が拡大している。
今後もエンターテインメントだけでなく、医療分野や産業分
野での活用が増加し、AR/VR 技術との融合で特許出願
は増加傾向となる。

oT/M2M
［トレンド］
IoTでは大容量のコンテンツが集約するので、光
通信技術による超高速伝送技術や通信プロトコルが重
要となってくる。今後 5 年間の近距離無線通信技術は、
NFC関連分野の出願が増加する。

遠隔医療
［トレンド］
遠隔医療の特許出願は減少傾向である。海外
企業は特定用途に絞り込んだ特許が多いのが特徴で、
日
本企業は汎用装置に関する出願が多い。今後も出願に
は大きな変化は見られないが、疾病別のセンシング分野や
体調管理分野での増加がある。
先進医療機器
［トレンド］
先進医療機器分野の特許は、
オリンパス以外は
海外企業で占められ、画像機器、放射線治療、人工臓器
などの埋め込み機器、脳波計測といった4分野に集中して
いる。今後は、ICTや半導体技術の革新で生体センサー
や3 D 技術との組み合わせで新たな医療機器が生まれる
可能性がある。

BIM/CIM
［技術トレンド］
標準化された3次元のプロダクトモデルにお
いて、
ソフト間の互換性を担保する仕組みが必要で、建築
分野ではデータ形式として
「 IFC 」
が国際規格に承認され
ている。本規格に従った、
技術開発が今後進んでくる。

近距離無線通信
［トレンド］
これまで規格関連がメインだったことから、今後は
量産化の過程で質の高い特許が増えてくると思われる。
拡張現実（AR）/仮想現実（VR）
［トレンド］
市場が拡大するウエアラブル機器に関連する技
術であり、一時のVRブームによりHMDをはじめ、
さまざまな
基本技術が構築された経緯から質の高い特許が多い。

再生医療
［トレンド］
再生医療分野での特許は、京都大学がリードし
ているiPS細胞を中心とした幹細胞創出技術、分化誘導
技術、細胞改変技術の改良の3 分野が今後の主流とな
る。産官学の共同プロジェクトの成果により製品化が促進
される。

［トレンド］
省エネ、発電関連、蓄電関連、通信制御、管理
技術の製品化に際して要の5分野の技術開発が増加して
いく。

第9章 航空宇宙・エマージング
ドローン
［トレンド］
もともと軍事用だが、
民生用となった場合、安全
性の確保が重要となってきている。センサーや外部情報を
基に飛行経路を的確に判断する能力、
トラブル時に周囲
の安全を確保する技術が、今後重要になってくる。

3Dプリンター

第6章 ネット・サービス
ゲーミフィケーション
［トレンド］
セキュリティーに関する出願が圧倒的に多い。今
後、
さまざまな産業への展開が予測される中、作用の効率
化の追求が重要である。
システムとしては、協調フィルタリ
ング、
コンテンツ・フィルタリングといった、顧客の動向、対
象分野を分析する手法の導入が進む。
ソーシャルテレビ
［トレンド］
スマートフォン向けOSでの動作を可能とした製
品、操作性の改善としてゲーミフィケーションの導入、
コスト
ダウンなどに関する技術開発が進む。

［トレンド］
材料面での進化が問われている。今後、
Si樹脂、
炭素繊維や金属粉入り樹脂など、用途に応じた多様な樹
脂が増加していく。材料形態も粉末での活用が多いが、
エ
マルジョンが増加傾向である。
ロボット
［トレンド］
人に優しいロボットとして、
より人間の動作に近づ
けるための開発が進んでいる。膨大な情報を演算するの
に個体では限界があるため、
ネットワーク接続型のロボット
が有用となってくる。
そのため、
クラウド側での分析の最適
化などの技術開発が活発化していく。
脳波応用機器
［トレンド］
市場が拡大するウエアラブル機器に関連する技
術であり、一時のVRブームによりHMDをはじめ、
さまざまな
基本技術が構築された経緯から質の高い特許が多い。
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アジアの未来2014-2025ASEAN編
アジアの未来2014-2025インド編
世界経済をけん引するASEANとインド
「消費市場」の姿を予測
10年後の「生産拠点」
経済共同体の実現を目指すASEAN。2025年には 1人当たりGDPが 6000米ドル近くまで倍
増すると見込まれ、人口も約7億人に増加します。インドは、2025年の人口が14億人となり中
国とほぼ肩を並べ世界1位に、GDPは世界3位になると予測されます。
この二つの巨大市場が
世界経済の成長をけん引することは間違いありません。
『アジアの未来2014-2025 ASEAN編』
『アジアの未来2014-2025 インド編』は、2025年までのGDP、人口動態、産業別の成長、産
業政策の実現性、政治の安定度、
インフラ整備状況などを予測。投資時期の決定や中期事業
計画の策定に不可欠な情報を提示します。

アジアの未来2014-2025 ASEAN編

著者：新日本有限責任監査法人
■ 2013年12月27日発行
■ レポート
（A4判、405ページ、バインダー形式）
■ 未来年表
（A0判）
■

■

CD-ROM

（レポートに掲載された図表データと
未来年表を収録）
■ 本体価格 200,000円＋税
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アジアの未来2014-2025 インド編

著者：デロイトトーマツ
ファイナンシャル アドバイザリー
■ 2013年12月27日発行
■ レポート
（A4判、168ページ、バインダー形式）
■ 未来年表
（A0判）
■

■

CD-ROM

（レポートに掲載された図表データと
未来年表を収録）
■ 本体価格 200,000円＋税

消費トレンド2014-2018
若者研究2014-2018
若者、シニア、女性…
これから5年の消費トレンドを予測
世界に先駆けて少子高齢化が進行する日本は、
これから体験したことのない社会の変化に直面し
ます。例えば、結婚しない人や高齢者の一人暮らしが主流になるシングル化が進行し、若者や女性
の働き方も変わっていきます。今、
目に見えている社会や生活者の変化が、未来にどうつながって
いくのでしょうか。消費のすがたを予測することは、事業/商品戦略を立案する上でとても重要です。
『消費トレンド2014-2018 』は、
「世界や日本のマクロ環境がどう変化していくか」をひも解きなが
ら、
これから5年の消費トレンドを予測します。
『若者研究2014-2018 』は、
日本だけでなく中国や
東南アジアに足を運び、定性調査を通して若者が生み出す新しい消費のうねりを考察します。

消費トレンド2014-2018

若者研究2014-2018

著者：太田 恵理子
（キリン食生活文化研究所所長）
■ 2013年12月27日発行
■ レポート
（A4判、242ページ、バインダー形式）
■

■

CD-ROM

（レポートに掲載された
図表データを収録）
■ 本体価格 100,000円＋税

著者：原田 曜平
（博報堂ブランドデザイン
若者研究所リーダー）
■ 2013年12月27日発行
■ レポート
（A4判、213ページ、バインダー形式）
■

■

CD-ROM

（レポートに掲載された
図表データを収録）
■ 本体価格 100,000円＋税
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［未来技術展望シリーズ（英語版）］

社会の変化に
大企業の研究開発が
追いつけないわけ
多くの企業が、研究開発部門における混乱に頭を悩ませているようだ。
社会変化の速度が恐ろしく増し、未来像が見えにくくなっているためで
ある。
この対応策として、いわゆる「オープンイノベーション」や「リーンス
タートアップ」などを導入する例が増えているが、
これが混乱を加速させ
る要因にもなっている。それでも、新たな価値を生み出し続けることを義
務付けられている以上、研究開発を停滞させるわけにはいかない。私た
ちがいま真剣に考えるべきことは、
「加速する社会変化に対応していく
か」ということだ。そのために未来を予測する。それはいい。だがそれが、
研究者が一夜漬けで書いたようなものであっていいはずがない。
そうでな
かったとしても、
ある時点での予測を絶対視することは危険だ。未来は揺
れ動く。ある時点で立てた予測は、刻々と明らかになる事象を受け入れ
て見直していかねばならない。社会の構造変化に対する関心の持続と、
変化の影響を複合的に認識する専門的な能力が欠かせないのである。

TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION LANDSCAPE
EXPLOITING VALUE FROM TECHNOLOGY INNOVATION Series Line-Up
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P62

スマートホーム

コネクテッド・カー

ナノエレクトロニクス

バイオ触媒

医療用材料

Connected Homes

Connected Cars

Nanoelectronics

Biocatalysis

Biomaterials

バイオセンサー

ビッグデータ

ロボティクス

モバイル通信

ユーザーインタフェース

Biosensors

Big Data

Robotics

Mobile Communications

User Interfaces

有機エレクトロニクス

スマート材料

高分子マトリックス複合材料

エネルギー貯蔵

燃料電池

Organic Electronics

Smart Materials

Polymer-Matrix Composites

Energy Storage

Fuel Cells

再生可能エネルギー技術

人工知能

パーベイシブ・コンピューティング

3Dプリンティング

携帯電子機器

Renewable Energy Technologies

Artificial Intelligence

Pervasive Computing

3D Printing

Portable Electronic Devices

P63

社

会の変化は、これまでの20年間と比べ恐ろし

はそう多くない。こうした現状を踏まえ、昨今の混乱以前か

く速くなっている。それゆえ新たな価値の芽を

ら大企業に内在していた長期的な研究開発に関わる課題を

見つけたならば、外部との共同作業によって

いくつか指摘し、改善のためのアプローチについて改めて考

いち早くそれを製品やサービスに具現化する

えてみたい。

という、いわゆる「オープンイノベーション」や「リーンスター
トアップ」などの手法が受け入れられるようになってきた。こう
した流れは、これまで膨大な研究リソースを自ら抱え、秘密

課題1：研究員の発想だけに依存した提案システム
私たちの観察では、問題ありとみなされる多くの組織で、

が社外に漏れないよう自力で開発を進める手法を採ってきた

形骸化した「研究者の自由な発想に期待する」 式の提案コ

大企業にとって、とてつもなく大きな環境変化であり、新規価

ンペを惰性で運用し続けている。そもそも、未だ顕在化せざ

値を創造しようとする現場に大混乱を引き起こしている。

る市場の潜在ニーズと自らの知識領域が交差するスイートス

ただここで間違ってはならないのは、オープンイノベーション

ポットを的確に見出し、それに対応する傑出したアイデアを提

やリーンスタートアップを採用するとしても、長期的な事業ビジョ

案できる研究者など滅多にいるものではない。結局、集まっ

ンを掲げて研究開発を進めることをやめてしまってはならない

てくるのはお座なりな提案の山ということになりかねないのだ。

ということだ。社内の意識統一のため、社外との対話のため

問題は、このようなテーマの枯渇や陳腐化が、総じて研究

にも、成果が見え始めた開発テーマについて事業化イメージ

員の質の低下と対にして語られることにある。特に長期的な

を描くことは重要である。だが、そこで描かれた「絵」を過

技術テーマを語る際に、不評の全責任を研究者に押し付け、

信してはならない。それが描けたからといって事業環境の不

彼らの個人的素養や夢の欠如などという説明しやすい原因

確実性が減るわけではないからだ。市場からのフィードバック

に帰結させても問題の解決にはならない。それ以前に、「知

によって、計画は日常的に変更されていかねばならない。

の創造」のために使われるはずの頭脳と時間を、機能不全
に陥った提案活動に割くという「機会損失」を重要な経営

新規事業探索の現場は課題だらけ
では、その作業は誰がどのように進めていくべきか。残念
なことに、これに関する明確な回答を持ち合わせている企業

的課題として認識すべきだろう。
課題2：技術への深い思い入れ
研究者を含む企業技術者の多くは、「社会の進歩は新技

図1 事業化に影響を及ぼす要因の整理
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術がけん引しており、技術開発はその出発点である」という

課題4：企画スタッフの役割

強い信念を抱いている。ただ残念なことにイノベーションは技

提案活動を担うべき組織のスタッフが、お役所的な事務処

術的な発明だけでは起こらない。新技術を世に送り出すため

理業務やイベントの企画・運営などに忙殺されていることも問

には、それを利用した商品やサービスが必要である。もちろ

題だ。これもまた人的リソースの浪費であり、機会損失である。

ん技術革新は重要な要素であり、ビジョン策定の際に、長期

豊かな技術的知識と社会人としての経験を持っているはずの

的な技術進化の可能性を押さえておくことは重要だ。しかし、

彼らには、本来はもっと創造性の高い仕事を担ってもらうべき

そうした技術はアプリケーションというドレスをまとって初めて世

だろう。長期的な視点を持った新規事業探索やビジョンの策

に受け入れられることを忘れてはならない。

定には研究者とは異なる専門性が求められ、その能力構築
には相応の期間が必要となる。こうした能力を備え、新規事

課題3：未来の不確実性に関する認識不足
経済環境はもちろん、制度や習慣は刻々と変化し、未来は

業のビジョン策定を自律的にけん引できる優れた企画スタッフ
を育成し有効に活用することもまた、大きな課題と言える。

今とは異なった構造を持って現れる。そんな未来社会で、人々
が何を望み、どのような情報を消費し日々の暮らしを営んでい
るかを正確に予測することなどできない。だから、ある時点で

必要なのは「逆転の発想」

描いた未来予測は、刻々と明らかになる事象を受け入れて見

こうした課題に対峙するには、これまでの発想を大きく転換

直していくしかない。そうした重要な変化にいち早く気付くた

しなければならない。「市場が求める便益が技術の進化を促

めには、外的環境の不確実要因に関する認識が共有されて

す」「企画担当者が投げたボールを研究開発担当者が受け

いる方が有利である。それゆえ、納得できる未来のアプリケー

止める」など逆転の発想に関して以下考察していきたい。

ションを想定するには、社会の構造変化に対する関心の持続
と、変化の影響を複合的に認識する専門的な能力が欠かせ

逆転の発想１：技術をアプリケーションの発展を支える役割

ないのである。研究員が一夜漬けで描いた未来予測を基にし

として捉える

た企画書の非現実性を批判する時間があったら、組織として
こうした不確実性と向き合う方法を真剣に考えたほうが良い。

まず「世の中を変えるのは技術だ」と考えたくなる気持ち
を少し横に置き、市場が求める便益の変化によって生じるア
プリケーションの発展が、道具である技術の進化を促すとい
う発想に立って考えることから始めることが必要だ。いま想定
している顧客価値の変化の可能性や、商品やサービスのか

図2 企画担当者と研究者の新しい関係構築

たちが新しい技術や生活スタイルの変化によってどのように変
化していくかを考えれば、そこにどのような機能の拡大や新
技術の要請が生まれるかが見えてくる。それが見えてこそ議

市場の発展と
自社の戦略を
視覚化した
ロードマップ

論は実のあるものになり、長期的な技術開発の方向性につい

将来市場の様相を
文書化した
プロファイル

ての合意形成も容易になってくるはずだ（図１）。
市場プロファイルと戦略ロード
マップは、
ゴールに向けて、研
究者だけでなく各部門の関係
者が、共通の認識を持って行動
し、
議論するベースになる。

逆転の発想2：企画担当者が投げた球を、研究者が受ける
一連の作業が目指すのは、新規開拓する市場で自社が提
案する価値提案の青写真を事業開発に関わる可能性のある
メンバーと一緒に創り、共有することである。私たちはその
青写真を「未来市場の想定を記した市場プロファイル」と「市
場の発展と自社の戦略の関係を商品・サービス、要求機能、
必要な技術群が時間軸展開された戦略ロードマップ」で表

idea1

idea2

すことにしている。

idea3

ロードマップには、その計画に潜む脆弱性についても正直
に書かれていることが重要である。研究開発担当を含むす

idea4
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idea5

未来に向けた事業の青写真を
共有した研究陣は、求められる
長期的技術能力の構築の議論
に集中することができる。共通
の基盤を持ったテーマ提案は、
ベクトルの揃った議論を導く。

べての新規事業開発プロジェクト関係者は、①ゴール感を共
有しながら、②いまなすべきことを認識し、③不確実要因に
よる計画変更の可能性を共有する。こうすることで、企画担

図3 不確実性の考察と観察を要する領域の整理

当者が投げたボールを研究開発担当者が受け止める新しい

ているか認識できる。こうした認識は、ビジョン策定時にリス

関係が構築される（ 図2）。その結果、研究開発担当者は

クやチャンスの共有を促進するばかりか、目まぐるしく変わる

テーマ提案とともに求められる「事業の全体像を描くための、

市場から届く情報を、迅速に捉えるアンテナとして機能し、計

不慣れで煩雑な業務」 から開放されるだけでなく、実際の

画変更に関する議論も活性化するだろう。

事業開発との関連の中に自らのテーマを位置けることができ、

企画担当者は、不確実な未来に対峙しながら、新規事業

また方向修正の担い手としても重要な役割を持つようになる。

に関する議論をけん引し合意形成に導く必要があり、一点張

一方、企画担当者には「アプリケーションの発展によって生じ

りの市場予測を唯一の情報源にしてはならない。このたび10

る市場の成長を表現し 事業開発や研究開発の方向性に正

分野を加えた「未来技術展望シリーズ（英語版）」 は、対

当性を与える業務」を企画・実行する明確なミッションが与え

象とする領域の市場発展の可能性と理由、注意すべき不確

られる。

実要因に関する説明に重点を置いて編集されており、本論
で語ったようなプロセスを遂行する際に有効な情報が、使用

不確実要因に関する共通認識を
前述のとおり、考えうる仮説の脆弱性をあらかじめ認識し、

単語を制限したグローバル対応の簡潔な英語で、順序立て
てわかりやすくまとめられている。
各レポートとも、アナリスト達の出した結論だけでなく、それ

自分たちに影響を及ぼす要因の動きを分担して観察するた

ぞれのセクションの最初のページに先ほどのI/Uチャートを含

めに、外的環境の不確実要因に対する認識を共有すること

む五つのチャートを置いて、考察の過程を示すことで、市場

は極めて重要である。計画立案時はもちろん、実行ステージ

の状況や注意するべき不確実性を直感的に、また動的に理

に入った後も適宜メンバーを集めて「不確実性」と「ビジネ

解して頂けるよう配慮されている。市場発展のダイナミックな

ス環境に与えるインパクト」の両面から意見を出し合い、I/U

理解のため、先端分野で活躍する多くの企画担当者たちを

（Impact：重要性とUncertainty：不確実性）チャート上に

魅了し続けてきたこのレポートを、皆様のお手元にも置いて頂

展開するとよい（図3）。

けるように願ってやまない。

思いつく限りの外的環境の不確実要因をプロットしていく
と、事業開発に大きな影響を及ぼす要因の中でも、結果が
予測できないために特に注意して観察していくべき要因が右
上にハイライトされ、自分たちがどのような不確実性に囲まれ

高内 章

米Strategic Business Insights社
Vice President/Intelligence Evangelist
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未来技術展望
シリーズ
英語版

米国政府、大手先端企業が未来シナリオ作成に活用
技術の全体像を提示し
未来の不確実性と可能性を考察する
著者：Strategic Business Insights
2015年12月11日発行（10タイトル）
■ 2016年11月16日発行
（10タイトル）

英語版
A4変型判、約100ページ
（１レポート当たり）
■ 本体価格：300,000円＋税
（１レポート当たり）

■

■

■

■

P o i n t1

グローバル企業や各国政府・公
共団体が活用する技術マネジメン
トレポート。著者 SBI は米スタン
フォード大研究所をスピンオフし
た戦略ファーム

P o i n t4

米国先端企業が導入する
技術マネジメントレポート

Point2

事 業 開 発を取り囲む重 要 課 題
の不確実性について提示し、開
発途上で遭遇する可能性のある
様々な事象を、
「不確実性」と
「ビ
ジネス開発に与えるインパクト」
の両面から考察

要 素 技 術 、用 途 展 開 技 術など
様々な技術群を整理。DNAを模
したチャートで、現状の到達点や
競争のポイントや留意点をわかり
やすく解説

技術革新、社会現象の要因を関
連付け、市場開発に影響を及ぼ
す分岐点に関する理解を促進

Point3

Point6

事業化に影響を及ぼす外的要因
を6つのパラメータに整理して提
示。事業開発に取り組む一人ひ
とりが、広い視点で自らの役割を
明確化するきっかけを提供

要素技術から完成品までの技術
開発に、
どのような企業がどのよう
に絡んでいるかをフローチャート
で示し、業界構造の概略を解説

Point5

レポートの特徴
「 未 来 技 術 展 望（ 英 語 版 ）」シリーズ は 、米 S B I
（Strategic Business Insights ）
の経験とグローバ
ルな視点から生まれた会員制情報コンサルティングサー
ビスの中核コンテンツです。これまでに先進各国の主
要な先端企業や公的機関に導入され、戦略ツールとし
て活用されてきました。
その特徴は、
シリーズ全てが同じ
様式で編纂されていることです。各技術の論点を素早く
理解して業務遂行にあたることを要求される担当者に
対して、
「事業化に影響を及ぼす社会的な要因」
「不確
実性がビジネス環境に与えるインパクト」
「 市場の発展
可能性」
などを、使用単語を制限したグローバル対応の
簡潔な英語で、順序立てて解説しています。
レポートを
構成する五つのセクションでは、
アナリストが考察した結
果を見やすいチャート形式でまとめています。
このチャー
トは、重要な課題を直感的に理解してもらうことを可能
にし、
プロジェクトメンバーによるディスカッションを効果
的にするためのツールとしても活用できるものです。
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「未来技術展望（英語版）」シリーズの活用事例

●市場拡大を楽観視する役員に
対し、担当者が不確実要因の
分析の必要を指摘する際に活
用。
●新任の新規事業開発プロジェク
ト担当者が、短時間で市場構
造と重要観察事項を捉える際に
活用。

●自動運転車の開発担当者が、 ●スマート化する製造業について
報告を求められた役員参謀が、
重要な外的要因である人工知
関連市場の包括的理解を進め
能の開発状況を継続的に観察
るために活用。
する際に活用。
●総合化学会社の戦略会議メン
バーが、幅広い応用領域の可
能性を議論する際の基礎資料と
して活用。

レポートの構成
①技術体系の全体像 ②事業化に影響を及ぼす外的要因 ③不確実性の考察と観察すべき領域
④市場の発展可能性 ⑤製品・サービスの展開
の五つのセクションを通じて、技術商用化の過程にある不確実性と可能性を分析・考察します。
Section 1

Section 4

技術体系の全体像

市場の発展可能性

要 素 技 術 、用 途 展 開 技 術など
様々な技術群を整理します。DNA
を模したこのチャートは、要素技
術、適用されるデバイス
（装置）
、
ア
プリケーションがどのように関係し
合っているかを示しています。

技術革新、社会現象などの要因を
関連付け、市場開発に影響を及
ぼす分岐点に関する理解を促しま
す。市場の発展過程に関する認
識を楽観的に一面化し、
あるいは
悲観的に捉える一点予測は、
百害
あって一利なしです。技術の事業
化を目指すプロジェクトメンバーの
一人ひとりが、市場の発展可能性
を理解することは、組織のレジリエ
ンスを高めます。
このセクションをも
とに未来に対するプロジェクトの
共通認識を醸成し、状況変化に
即応する体制について議論を深め
ることが可能となります。

Section 2

事業化に影響を
及ぼす外的要因
このセクションではレポート作成に
関与したアナリストが抽出した外
的要因を6つのパラメータに整理
して提示します。技術開発に直接
従事するメンバーだけでなく、事業
開発に取り組む一人ひとりが、広
い視点で自らの役割を明確化する
きっかけを与えます。

Section 3

不確実性の考察と
観察すべき領域

Section 5

製品・サービスの展開
ここでは、当該分野の事業開発競
争の現状を、現在の開発発展段
階を示すＳ字カーブで表現しつつ、
アプリケーション開発の観点から
整理します。重要なアプリケーショ
ンに関しては、要素技術から完成
品までの技術開発に、
どのような
企業がどのように絡んでいるかをフ
ローチャートで示し、業界構造の概
略を解説します。

ここでは、事業開発を取り囲む重
要課題の不確実性について提示
します。開 発 途 上で遭 遇する可
能性のある様々な事象
（技術のブ
レークスルー、法規制、生活様式
の変化など）
を、
「 不確実性」
と
「ビ
ジネス開発に与えるインパクト」の
両面から考察し、
シナリオ・プラン
ニングで使用されるI/U（ Impact
チャートの形
and Uncertainty）
で提供します。

著者について
■SBIとは
1946年、米スタンフォード大学の付属研究所 Stanford Research
が設立されました。SRIは、受託研究・開発のみならず、
Institute（SRI）
技術マネジメントに関連するコンサルティングを通して、世界の企業や
政府・公共団体等の業務を支援してきました。技術開発の成果はビデ
オテープの基本録画技術、
パソコン用マウスの発明、
インターネットの
基となるARPANETの開発、抗マラリア新薬など多岐にわたり、現代
社会を支える多くの基盤技術を生み出してきました。2001年、SRIのス
ピンオフ企業として幅広い情報サービスとコンサルティング機能を兼ね
が発足、2009
備えた
「SRIコンサルティング・ビジネスインテリジェンス」
年に社名をStrategic Business Insightsに変更して現在に至って
います。

■SBIのクライアント企業
各国に本拠を持つ、Fortune100の自動車
および自動車部品、総合化学、農機・建機、
航空機、電気電子の先端技術企業や金融
大手など、各産業上位企業に加え、EUを含
む日米欧中央政府組織をクライアントとし
て有しています。特に米国政府に対しては、
の未来シナリオ作成
海洋気象庁（ NOAA ）
のGlobal Trends
や、国家情報会議
（NIC）
（ 2025 年版、2030 年版）
の重要技術分野
の特定など、様々な協力を行っています。
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R ep or t L ine - Up1

2016年11月発行

米国有力企業や政府組織が活用している技術マネジメントレポート
（英語版）
を日本限定で発売しています。

スマートホーム

バイオセンサー

スマートホームのアプリケーションは爆発的拡
大の気配を漂わせている。解決すべき技術的
課題や産業的課題、市場の進展を考察する。

高速かつ高精度に検知するバイオセンサーが
分析・測定技術分野に広がり始めている。今後
の開発見通し、市場の発展について考察する。

コネクテッド・カー

ビッグデータ

コネクテッド・カーの技術は様々なアプリケーショ
ン市場を創出しつつある。技術的課題と規制
動向を踏まえ、新たな事業機会を予測する。

長期的にはビッグデータ技術は意思決定の自
動化を実現する可能性がある。オーダメイド医
療、画像認識など新たな事業機会を考察する。

ナノエレクトロニクス

ロボティクス

ナノエレクトロニクスによってコンピューティング
の世界に革命が起きる可能性がある。不確実
要因と発展可能性を考察する。

ロボット技術が作り出す未来は、
まだまだ予測
できない要素が多い。不確実要因を踏まえなが
ら、将来展望に関して詳細な考察を加える。

バイオ触媒

モバイル通信

バイオ触媒は、
次世代の工業用触媒として期待
が高まっている。応用分野を念頭に置きながら、
技術革新と新たな事業機会を考察する。

ハブとして組み込まれる。今後の技術ロードマッ
プ、新たなアプリケーション展開を予測する。

医療用材料

ユーザーインタフェース

医療用材料の応用範囲が広がっている。開発
費や医療費の拡大などの課題を踏まえながら、
市場展開の行方、事業機会を分析する。

ユーザーインタフェースは、
ユーザーと技術の間
接点である。要素技術、
サービスの動向を整理
しながら、技術進化と事業機会を考察する。

Connected Homes

Connected Cars

Nanoelectronics

Biocatalysis

Biomaterials
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Biosensors

Big Data

Robotics

Mobile Communications
IoT時代では、モバイルデバイスが重要な情報

User Interfaces

R ep or t L ine - Up2

2015年12月発行

米国有力企業や政府組織が活用している技術マネジメントレポート
（英語版）
を日本限定で発売しています。

有機エレクトロニクス

再生可能エネルギー技術

有機エレクトロニクスは、基本性能向上や耐久
性・信頼性の課題解決で市場が開花する。技
術の開発現状を踏まえ、事業機会を分析する。

再生可能エネルギー技術は、経済発展と環境
面のバランスを考慮した開発が重要である。今
後の新たな事業機会の可能性について探る。

スマート材料

人工知能

スマート材料は、
自動車、医療、食品、生活用品
など幅広い産業に恩恵をもたらす。市場に与え
るベネフィットなどについて分析する。

人工知能は、技術進化の行方を捉えた上で開
発投資に臨むことが重要である。他の技術分野
とのシナジー効果を想定し、未来を展望する。

高分子マトリックス複合材料

パーベイシブ・コンピューティング

高分子マトリックス複合材料は、
自動車や航空
機、鉄道車両などで利用が広がる。継続的な技
術開発並びに応用展開の行方を追う。

パーベイシブ・コンピューティングは、今後も開発
が進む。技術体系を整理し、不確実な要素を検
証しながら、事業機会を考察する。

エネルギー貯蔵

3Dプリンティング

エネルギー貯蔵は、幅広い産業でイノベーション
を生み出す。電池のほか、様々なエネルギー保
存の技術開発と市場の進展を論じる。

様々な業界で導入が進む。技術進化と新たな
事業展開の可能性を分析予測する。

Organic Electronics

Smart Materials

Polymer-Matrix Composites

Energy Storage

燃料電池
Fuel Cells

燃料電池は、携帯電源、
リモート電源、
オンサイ
ト電源を狙った研究開発が盛んに行われてい
る。技術進化と新たな事業展開を予測する。

Renewable Energy Technologies

Artificial Intelligence

Pervasive Computing

3D Printing
3 Dプリンティングは、材料選択の幅が広がり、

携帯電子機器

Portable Electronic Devices
携帯電子機器は、
ウエアラブル・デバイスの開
発でさらに進化する。事業者間の競争、法規制
を踏まえ、市場展開の行方を考察する。
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日経BP未来研究所は、
「新規事業」
「自動運転」など
未来のビジネスをテーマとしたセミナーを主催しています。

新規事業創造塾
伴走支援型事業開発プログラム
一流のコンサルティングサービスを
固定・低額で活用して短期間に成果を出す
大企業からスタートアップまで豊富な事業開発支援を手掛けるコンサルティ
ングチームが英知を結集して開発した「伴走支援×実践型コンサルティング
サービス」です。豊富な経験と実績を持つトップコンサルタントが専任コーチ
として企業の事業開発を推進する人財やチームを育成し、短期間で着実に
アウトプットを生み出します。

新規事業を企画推進する上での悩みを
解決する４つのサービス
1 専任コーチによる個別アドバイス

2 外部パートナー紹介

3 最新講義＆共創型ワークショップ

4 新規事業ノウハウの短期集中講座

8つのメリット
貴社の個別事業の企画・推進ができる

注目分野を第一線の専門家から直接学べる

専門コンサルタントが、貴社の専任コーチに

事業開発を迅速かつ効率的に進められる

異業種とのコラボを実現

短期間で結果が出せる

単なる研修では得られない、実践で活きる方法論

トップコンサルティングがリーズナブルに受けられる

新規事業立ち上げまでの6か月のモデルプラン

■
■
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1か月目

テーマ設定

2か月目

顧客検証

3か月目

初期プランまとめ

プラン推進の是非の判断

4か月目

追加調査ヒアリング

プラン推進の是非の判断

5か月目

事業計画案の詰め

6か月目

事業計画最終化

アイデア出し
アイデア見直し

事業計画資料作成
予算化

新規事業創造塾 伴走支援型事業開発プログラム費用：月額60万円〜
5DAYオープンセミナー受講料：30万円

体制作り

自動運転システム構築塾
Tier Ⅳ Academy
自分の手で｢自動運転システム｣をつくり、
｢自動運転車実習｣で走行体験する5日間
東京大、名古屋大、大阪大、早稲田大、立命館大の頭脳が集結

自動運転技術を学ぶ DAY1～DAY4
自動運転システム実践解説と、ROS、Autowareなどソフトウエア実習。
プログラミング
入門者には研究員･学生が操作方法を伝授。

自動運転車を体感する DAY5
3 次元地図を利用して、交差点の右左折や信号認識による停止･発進などを体験。
Autowareと自動運転車を組み合わせた走行実習。

■

受講料（5日間）
：50万円

次世代自動車ビジネス研究会
｢自動車産業の変革｣と
｢立ち上がる新ビジネス｣を学び、
議論する
自動運転技術がどのように普及し、
そこでどんな新しい技術やビ
ジネスモデルが必要になるかを考える場です。各分野の第一人
者が、現状と将来展望を語るセミナーだけではなく、参加者と講
師とのコミュニケーションの時間を長くとることで、参加者それぞ
れの課題を解決するヒントを得られるよう配慮しました。
■

受講料（5日間）
：30万円

中計塾
を予測し、
10年後の「市場ニーズ」
事業戦略をつくる
いかにして未来を予測し、それを事業戦略に盛り込み、中期経
営計画を策定すべきか。その答えを見つけるための場が『中計
塾』
です。
どの事業・産業領域に乗り出すべきか、既存事業の構
造改革をいかに進めるかなど、多角的なテーマ・切り口で「10年
後に生き残るための中長期戦略立案」の思考法や実践ノウハ
ウをご提供します。
■

受講料（5日間）
：30万円
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Consulting

未来予測プログラム
5～10年先の社会像を予見することで、将来起こりうるチャン
スやリスクを見定め、中長期的な戦略を立案する企業や組
織の課題解決を支援するサービスです。未来を起点にした
「バックキャスト」 の考え方で戦略立案、事業企画、新商
品・新サービスの企画開発など企業が中長期的視点で取
り組んでいるプロジェクトを日経 BP未来研究所の知見やメ
ディアカンパニーとしての人脈・ネットワークをフルに生かしサ
ポートします。

オープン・プラットフォームの中核として
社内外の知見やノウハウを最適化して提供
日経BP総合研究所

雑誌

クリーンテック研究所

Webサイ
ト

ヒット総合研究所

情報収集力

イノベーションICT研究所

編集ノウハウ
人脈・ネットワーク

ビジョナリー経営研究所
日経BP社の
各メディア

インフラ総合研究所
メディカル研究所

日経グループ各社

日経BPグループ
シンクタンク

有識者
スペシャリスト

調査会社
リサーチ会社

提供するサービス
未来洞察

新商品・サービス企画立案支援

全社中期経営計画立案支援

新規事業領域探索支援

事業部門：中期事業計画立案支援

グローバル・メガトレンド探索支援

技術ロードマップ作成支援

特定市場動向調査

中長期市場予測

成長産業／業種探索支援

新規事業企画支援

コンサルティング会社
シンクタンク

Web Service

日経BP未来研究所
オンラインサービス
『mirai engine』
が機能強化！

キーワード検索画面（イメージ）

『 mirai engine 』
とは？
関心をお持ちのキーワードについて、日経 BP未来研究所発行のどのレポート
のどこに関連情報が記載されているかを横断検索しリスト表示するサービスで
す。また、日経 BP社が発行する雑誌記事やWebコンテンツから関連情報を
検索表示させることもできます。未来予測に関する広く深い情報へのアクセス
を可能にしました。

新たな機能 キーワード・ハイプカーブ表示 を追加！
日経 BP社の記事データベースを基にキーワードのヒット数を時系列で分析。
独自のトレンド予測を可能にするツールを提供します。
「mirai engine」のご利用に関してはレポートお届け時に書面でご案内します。

※日経BP社の記事コンテンツを閲覧される場合は別途費用が発生する場合があります
※本サービスでは、
レポートご購入後に皆様へ個別のIDを発行させていただきます
画像は、Webサービス画面のイメージです
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キーワード・ハイプカーブ画面（イメージ）

詳細・お申し込みはこちらから

購 入特 典

http://nkbp.jp/mirai
03 - 5696 - 3370

BP未来研

ご購入いただいた皆様には、
『日経ビジネス Digital』
6ヵ月購読をプレゼントします。

検索

24時間受付

下の申込書に、
必要事項をご記入のうえ、
そのままファクスでお送りください。

012 0 - 21- 0546

日経BP社読者サービスセンター（TEL 0 3 - 5 6 96 - 6 0 0 0

※『日経ビジネスDigital』
のご利用に関しましては、 本商品をお申し込みいただいたメールアドレス宛てにご案内い
たします。
ご利用を希望されるメールアドレスをご記入ください。

年中無休9：00～22：00 ）

■申込書の右下に記載のお申し込みコードをお伝えください。 ■電話でもクレジットカード支払いを承ります。

お申込 書 ※ご希望の数量とお届け先をご記入ください。
テクノロジー・ロードマップ2017 - 2026 全産業編 NEW
テクノロジー・ロードマップ2017 - 2026 医療・健康・食農編 NEW
テクノロジー・ロードマップ2017 - 2026 金融・マーケティング流通編 NEW
テクノロジー・ロードマップ2016 - 2025 自動車・エネルギー編
テクノロジー・ロードマップ2016 - 2025 ICT融合新産業編
メガトレンド2016 - 2025 全産業編
メガトレンド2017 - 2026 自動車・エネルギー編 NEW
メガトレンド2017 - 2026 ICT融合新産業編 NEW
メガトレンド2016 - 2025全産業編／メガトレンド2017 - 2026 自動車・エネルギー編 セット
メガトレンド2016 - 2025全産業編／メガトレンド2017 - 2026 ICT融合新産業編 セット
グローバル・メガトレンド2017 - 2050 NEW
グローバル・メガトレンド 医療・健康の未来2016 - 2025
ロボットの未来2017 - 2026 NEW
人工知能の未来2017 - 2021 NEW
IoTの未来2017 - 2026 特許分析編 NEW
自動運転ビジネス2017 NEW
自動運転の未来2016 - 2020
特許未来マップ2016 - 2025
アジアの未来2014 - 2025 ASEAN編
アジアの未来2014 - 2025 インド編
消費トレンド2014 - 2018
若者研究2014 - 2018
未 来技術展望シリーズ（英語版） ※ 本体価格
1
スマートホーム
2
コネクテッド・カー
3
ナノエレクトロニクス
4
バイオ触媒
5
医療用材料
6
バイオセンサー
7
ビッグデータ
8
ロボティクス
9
モバイル通信
10
ユーザーインタフェース

NEW

本体価格

＜2017年3月発行＞

本体価格

＜2016年12月発行＞

＜2016年12月発行＞
＜2016年12月発行＞

＜2017年3月発行＞
＜2017年3月発行＞
＜2016年11月発行＞
＜2016年12月発行＞
＜2016年11月発行＞

258330
261140
商品番号 258380
商品番号 245470
商品番号 251980
商品番号 251950
商品番号 258340
商品番号 258350
商品番号 259940
商品番号 259960
商品番号 258390
商品番号 245490
商品番号 261150
商品番号 258800
商品番号 258360
商品番号 258320
商品番号 245920
商品番号 245910
商品番号 226140
商品番号 226150
商品番号 226170
商品番号 226180
商品番号

部

商品番号

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

各300,000円＋税

商品コード 259170

部

商品コード 259180

部

商品コード 259190

部

商品コード 259200

部

商品コード 259210

部

商品コード 259220

部

商品コード 259230

部

商品コード 259240

部

商品コード 259250

部

商品コード 259260

部

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

有機エレクトロニクス
スマート材料
高分子マトリックス複合材料
エネルギー貯蔵
燃料電池
再生可能エネルギー技術
人工知能
パーベイシブ・コンピューティング
3Dプリンティング
携帯電子機器
フリガナ

お名前

（姓）

450,000円＋税
300,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 450,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 650,000円＋税
本体価格 650,000円＋税
本体価格 800,000円＋税
本体価格 450,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 450,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 180,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 300,000円＋税
本体価格 200,000円＋税
本体価格 200,000円＋税
本体価格 100,000円＋税
本体価格 100,000円＋税

＜2016年11月発行＞

（名）

※必ず個人名（フルネーム）
をご記入下さい。

（セイ）

商品コード 250060

部

商品コード 250070

部

商品コード 250080

部

商品コード 250120

部

商品コード 250130

部

商品コード 250140

部

商品コード 250150

部

商品コード 250160

部

250170
商品コード 250180

部

商品コード

部

（メイ）

ご送付先
E-mailアドレス

印を入れてください）

お役職
FAX
ご所属

会社名 TEL

□会社（上記で記入の住所が会社の場合

※マンション・ビル名・部屋番号様方もお忘れなくご記入ください。

@

お申し込みコード 3 0 - 3 0 7 0 0 2
お電話でお申し込みの場合はオペレーターにお申し込みコードをお伝えください。
お支払いは、
商品同封の払い込み用紙でお願いいたします。
クレジットカード払いも承ります。
■ お申し込み内容によ
り、
クレジットカードもしくは銀行前払いをお願いする場合があります。
予めご了承ください。
■ この商品の返品・
キャンセルはお受けできません。
（返品不可）
■ ご記入いただいた個人情報は、
日経BP社「個人情報取得に関するご説明」および「日経ＩＤプライバシーポリシー」に基づき管理します。
サービス登録により、
日経BP社ほか日経グループ各社や広告主からのお知らせ等をお
届けする場合があります。
こちらの情報をまとめたご説明は、
次記のURLをご確認いただき、
ご同意のうえお申し込みください
（http://nkbp.jp/register）。
■ 価格は
【本体価格＋税】
で国内料金です。
■ 発行済の商品に関しま
しては、
お申し込みから3～7日でお届けします
（年末年始除く）。
■ 予約受付中の商品は、
発行日以降順次お届けします。
■ お届けは日本国内に限り
ます。
Sogo-201702
■
■

http://nkbp.jp/mirai BP未来研

検索

各レポートの詳細とお申込はインターネッ
トでどうぞ。裏面のお申込書もご活用ください。

撮影協力： 葛飾区観光 FC

