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「容易ならぬ」という認識とともに、ここ数年で来るべき未来に関する理解が進んできたように見える。国

内でいえば、人類史上かつてないスピードで進行する少子高齢化と、それに起因する競争力低下や社会

コストの増大という重大な懸念がある。国外を見れば、人口急増と新興国の経済発展にともない、エネル

ギーや食糧の需給問題が浮上し、さらには世界秩序の崩壊と紛争リスクの増大といった課題が深刻の度

を増しそうだ。そこに、「AIの覚醒」を典型例とする技術革新の波が重層し、状況を複雑にしていく。ごく

簡単にいえば、世界は激動の様相を呈しており、なかでも「課題先進国」と呼ばれるわが国は、その影響

を最も強く受けるであろうということだ。こうした環境の急激な変化は、望むと望まざるとにかかわらず、私

たちにも変化を強いる。産業構造は跡形もないほどに破壊され、その更地に新たな秩序が構築されること

だろう。このとき私たちがなすべきは、変化の本質を読み解き、「未来の社会課題」を「これから顕在化す

るニーズ」と読み替え、破壊と再生を好機とすることだ。そのために、私たちは自らを問い直さなければな

らない。これから自分たちはどこに向かおうとしているのか、その選択は本当に正しいのか。「世界の未来」

は変えられないかもしれないが、「自分たちの未来」は、自ら選ぶことができるわけだから。
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市場予測から技術進化を読み解く

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。

国家、経済、産業のグローバルな変化を描き出す

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…。国家、経済、社会、産業の2050年までの変化を読み、日本に影
響をもたらすグローバル・トレンドと日本企業がその動向を押さえておくべ
き国の個別予測の結果を提示します。

調べたいキーワードでテキストや図表を検索

レポート検索・生成サービス「mirai engine＋」は、日経BP社が提供する
様々なコンテンツから、仕事に役立つ情報を素早く的確に見つけ出せる
オンラインサービスです。第1弾として2018年3月14日から、日経BP社
が発行する調査・分析レポートをウェブ上で閲覧・検索できるサービスを
開始します。

未来の市場規模を予測し、事業を創出する

事業開発において「将来の市場規模」を予測する作業は不可欠です。
しかし、まだ見えていない市場を推定することは容易ではありません。そし
てまた、事業開発を具体的に企画推進するノウハウが身に付いていない
ケースがほとんどでしょう。「未来市場×未来事業」シリーズは、このような
事業開発現場の悩みを解消するレポートです。

社会と産業の未来像を提示する

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予測します。

産業構造の変化と新ビジネスの誕生を予測する

テクノロジーの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し
ます。そして、そのことがさらにビジネスを拡大させていきます。その破壊
力は測り知れません。「未来展望」シリーズは、未来に起きるであろう産
業構造の変化と新ビジネスの誕生を予測します。

「テクノロジー・ロードマップ」 シリーズ

「グローバル・メガトレンド/未来技術展望」 シリーズ

レポート検索・生成サービス 「mirai engine+ 」

「未来市場×未来事業」 シリーズ

「メガトレンド」 シリーズ

「未来展望」 シリーズ

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 全産業編

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 ICT融合新産業編

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 自動車・エネルギー編

テクノロジー・ロードマップ2017-2026 医療・健康・食農編

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 

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 全産業編

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 ICT融合新産業編

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 自動車・エネルギー編

テクノロジー・ロードマップ2017-2026 医療・健康・食農編

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 

日産自動車「リーフ」徹底分解2018 全体編

グローバル・メガトレンド2017-2050

グローバル・メガトレンド医療・健康の未来 2016-2025

未来技術展望 （英語版）シリーズ 20タイトル

IoTの未来2018-2027

スポーツビジネスの未来2018-2027　   

電力の未来2018-2027　　  

人工知能の未来2018-2022　  

人工知能ビジネス2018　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自動運転ビジネス2018　

ロボットの未来2017-2026   

IoTの未来2017-2026 特許分析編    

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/インド編

消費トレンド2014-2018/若者研究2014-2018

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   

メガトレンド2017-2026 ICT融合新産業編

未来市場2018-2027

未来事業2018 実践編
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未曾有の速度で少子高齢化社会へと驀進する日本。未来は巨大な社会的課題を私

たちに突きつける。それを乗り切るためには、結局のところ、ケタ違いの突破力を秘め

る「技術」に解を求めるしかない。つまり、いま企業に求められていることは、未来に

向けて「どう技術をサービスや製品に結びつけ、新たな価値を生み出していくか」とい

うシナリオを描き切ることだ。そのためにはまず、これから起きる技術の革新と進化を

的確に把握しなければならない。それは、決して容易なことではないはずだ。もし、技

術の専門家が、技術の「伸びしろ」だけを根拠に作ったテクノロジー・ロードマップを

そのまま戦略立案に利用しようとしているなら、それはとても危険なことだと私たちは思

う。技術は、機を得れば指数関数的に進化する。そしてその「機」を与えるのは未来

に生まれる市場であり、その誕生と成長の過程を考えるには「未来像を的確に把握す

る」という作業が欠かせないからである。

を託すことになる」であろうこと。それは一つの予測であるが、ほぼ

間違いのない結論でもある。

　理由は簡単だ。それなくして明るい未来を思い描くことはできな

いからである。

　私たちの眼前には、これから間違いなく顕在化する巨大な社

会的課題が立ちはだかる。たとえば、医療費や介護費の負担は

際限なく増えていくが、一方で働き手は激減していく。国家財政

という視点から見て、絶望的な状況が訪れることは間違いない。

そのことも重大だが、それは「間違いなく訪れる未来」の一断面

にすぎない。言うまでもなく、根底にあるのは少子高齢化とそれに

伴う労働人口比率の低下であり、その現象は、かつてどの国家

も経験したことがない速度で進行していく。そのことは残念ながら

変えようがない。しかも歴史を振り返れば、そのことが何をもたらす

かは明白である（図１）。私たちにできるのは、そのことを認め、そ

れがために起きるさまざまなことに備えておくことだけだ。 

　打ち手はある。その一つに、これまでも多くの人たちが提起し、

これからも議論され続けるものとして、社会制度の改革を挙げる

ことができるだろう。だが、それが理想的な時期に最適な手法を

もって実施されたとしても、その効果は限定的なものにならざるを

得ない。それだけ事は重大で、影響力は絶大だということである。

　結局のところ、この課題を乗り越える術があるとすれば、それは

技術革新以外にはない。もう少し踏み込んでいえば、ある種の技

術革新によって「ゲームのルールを変えてしまう」ということだ。それ

こそが最大の希望であり、何ものにも代えがたい手段であろう。

準備されつつある「次なる革命」

　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仕事はも

ちろん、国際関係までもが一変した。 

　そして次なる革命が、着 と々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、近世の急成長は「工業化」

によって達成されたといえる。人手頼りの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進めてきたわけだ。繊維、化学、

機械、電子など多くの分野でこれが進行し、そのことが経済活動

を劇的に拡大させ、私たちの暮らしにも大きな変化をもたらした。 

　ただ見渡せば、いまだに「人手頼り」の産業分野はいくらでも

ある。医療、農業、金融を含むサービス業、教育、物流/運輸な

どがそれに該当するだろう。

　ほとんど確かなことは、これら「産業革命の恩恵が限定的だっ

た」分野が「次なる革命」によってかつてないほどの生産性向

上を達成し、そのことが全産業に強烈な影響を及ぼしていくとい

うことだ。クラウドの出現、ビッグデータの誕生、それらを糧とした

AIの覚醒。技術水準が「シンギュラリティ」と呼ばれる水準に達

することで変化は不連続なものとなり、波及する範囲は劇的に広

がっていく。究極的な生産性の向上が、少子高齢化を乗り切る

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。 

技術は勝手に進化するわけではない

　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、そ

れを踏まえ、自らの未来を選択することであろう。つまり、技術革新

の過程を正しく理解し、それを織り込んだ行動プランを立てること

未来の社会課題は
すなわち巨大ニーズの芽であり
技術革新の「燃料」である

未
来の全貌は知れない。だが、はっきり言えることもあ

る。そこから導き出されるのは、「これから私たちは、

これまで以上に「技術革新」に依存し、そこに希望

出所：UN World Population Prospects
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図１  日本とアジア諸国の生産年齢人口比率の推移
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　ほかにも、未来を決定付ける要素は数多くある。それらをすべ

て踏まえ、未来を予測することがすべての前提となる。そのため

に、さまざまな分野における専門家の意見を寄せ集めれば、それ

らしい予測はできる。だが、分野ごとの予測はおそらくお互いに矛

盾し、総体として一つの未来像を描き出すことはできないだろう。

　この問題を解決する最適な方法は、未来予測に関わるすべ

ての情報の把握と分析、構造化を一人の人間で完結させるこ

とである。だが、この方法には決定的な難点がある。すさまじい量

の作業と時間が必要になることだ。実際、私たちが手掛けた『メ

ガトレンド2016-2025全産業編』には、足掛け5年に及ぶ時間が

費やされている。

　その手順は、まず未来予測に関わる世界中の主要な著作

物、レポート、論文などの文献類を読み込む作業から始まる。

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唆

を洗い出して整理し、約1000項目のロングリストに翻訳する。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直し、そこで語ら

れる「課題」とその「打ち手」の関係性をイシューツリー構造にま

とめた（図2）。

　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。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打っていく必

要に迫られることになるのだ。別の視点から見れば、このメガトレン

ドは未来におけるビジネスと市場のありようを示すものでもある。   

だ。企業という立場でいえば、テクノロジー・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、こう言い換えたほう

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「各分野の技

術専門家が集まって作成したロードマップ」はもはや何の役にも

立たなく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る。

それらは、技術の潜在能力を示すものであっても、実際に、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への理解として、

「燃料なくして技術の進化はない」という認識であろう。 　

　燃料とは、研究開発に投入される人的、金銭的リソースを指

す。それを投入することで初めて技術は進化するのであり、その

速度は投入量に依存する。そしてその投入量は、「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スを投入するようなことはない。その「どれ

だけの利益をもたらすか」ということこそが技術の価値ともいえるだ

ろう。 

　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解

する前に、新たなビジネス、未来の市場のありようについて予測

しなければならないということになる。マーケットの変化を読み、将

定性的予測を定量的予測にまで 
落とし込む

　こうしてメガトレンドを抽出し、未来を描き、さらには未来におけ

るビジネスや市場のありようをまずは定性的にとらえる。その次に

なすべきことは、それを定量的な予測に落とし込むことである。そ

れができなければ、結局は技術ロードマップにまで落とし込むこと

はできない。さらにいえば、未来市場における売上規模、収益性

を具体的な数字で示すことができなければ、市場予測自体を経

営戦略に反映させることも難しくなる。

　その未来の市場の姿を定量的にカバーする目的で、新たに

制作したのが『未来市場2018-2027』である。このレポートでは、

今後10年の間に、技術の進化に伴って人々の生活や業務プロ

セスに大きな影響を及ぼし、市場として急成長すると見込まれる

20のテーマを選定し、テーマごとに金額ベースの日本、世界にお

ける市場規模を予測した（図3）。

　市場予測では一般に、現状の単価×数量を積み上げた数

値をベースに、単価や数量の変化を過去の経緯やアンケート調

査などから推定、あるいは外挿する手法を使う。ただこの手法で

は、基本的には3～5年先までしか見通すことができない。さらにい

えば、従来の手法は市場としてまだ立ち上がっていない領域に

ついてはまったく対応できないのである。ベースとなるデータが何

もないからだ。 

　『未来市場2018-2027』は、現状では製品やサービスが現れ

ていないテーマを採り上げた。前述の一般的な推定手法を否

定し、メガトレンドを踏まえて10年先を見越してまだ世の中に存在

しない市場を想定し、その市場規模を予測している。

　市場規模は、まずは潜在的な「市場の最大値」を求めるとこ

ろから始まる。その際利用するのが、著名な物理学者の名を冠

した「フェルミ推定」である。「日本にはいま何匹の猫がいるか」と

いった、実際の調査・計測によって把握することができない数量

の推定法として使われるもので、いくつかの手掛かり（データ）を

使い概算値を導き出す手法である。これを使い、未来の市場規

模という、本来は把握不可能な数量を論理的に推定していく。

　次に、その最大値に向けて、市場がどのように成長していくか

を推定する。私たちが具体的な戦略や経営計画を立案する際

に知りたいのは、「何年くらいに市場規模はどの程度になってい

るのか」ということなので、これをどう推定するかが実はとても重要

な作業なのである。

来のニーズとそれを満たす製品やサービスの出現を予測する。

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手

段としての技術を想定することができ、技術の進化過程を技術

ロードマップという形で表現することが可能になるのである。

　だが、その作業は容易ではない。現在のニーズがどこにあるか

は、市場調査によってある程度は知ることができるだろう。けれど

も、そのニーズが将来にわたって同じように存在している保証は

何もない。むしろ、大きく変貌していくと考えるのが妥当だ。そうで

あれば、必要なのは現在のニーズを知ることではなく、時代の大

きな流れである「メガトレンド」を読み、いまだ顕在化していない

ニーズの芽を発見するということである。 

すべてのベースとなる 
「メガトレンド」

　ごく簡単にまとめて言えば「技術ロードマップを知りたければ、

まず未来市場を予測することが必須であり、そのためにはまずトレ

ンドを予測し未来のありようを察知しなければならない」ということ

である。

　先に示したような社会課題がいつ、どれほど顕在化するかを

正確に理解することは、未来のありようを知るという観点から必

ずなすべきことの一つだろう。社会的課題は言い換えれば社会

ニーズであり、それが顧客ニーズ、新たなビジネスやサービス、製

品の誕生の起点になるからである。
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図2  メガトレンドの制作工程

図3  『未来市場2018-2027』選定テーマと市場
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予定製品

共通技術

個別重要技術

市場規模

高齢化

世界

65歳超が28％ 人口が減少、60歳超が40％ うつ病が世界2位に 在宅医療2025年問題

政策の動向 地域包括ケアシステムの整備 医療・介護計画の同時策定 在宅医療・介護機器の推進・普及 医療・介護・健康カルテICT化の普及

医療・介護現場 地域医療連携推進法人の整備 診療・介護報酬同時改定による在宅ケアの推進 在宅医療・看護が地域コミュニティに普及 在宅ケア住宅（～100万人）

健康管理意識 セルフメディエーション税制の推進 ヘルスケアポイント制度の充実 心と体の健康に関するセルフメディエーション意識による健康機器市場が本格化

身体

ストレスログ 癒やし機能性食品市場の形成 メンタルヘルスケア・ログ・アプリ 神経・精神疾患の早期健診
在宅、療養先など遠隔心身医療

精神

社会参加 マラソン・スポーツ行動ログ ウオーキングなど健康活動モニターの高性能化 生涯学習SNS・ログ 地域の見守り、ケア、教育などつながりSNS・ログ

生きがい ダイエット、美肌ログ ペット健康・ログ、ペットストレス健診・ドック アンチエイジング健康検査 疾病予防・アンチエイジンググルメ

非観血・無意識計測 低侵襲計測 遠隔計測非侵襲・非観血計測 非接触・無意識計測

小型、迅速、低コスト化 スマートウオッチ、リストバンド高性能化
ウエアラブル計測利用ヘルスサービス ユビキタス・ヘルスケア・サービス

その場医療 医療用アプリ/ソフトウエア

健診・検査対象 遺伝的健康リスクサービス メンタル健診 神経・精神疾患健診 がん健診

個人 高度健康モニター用ウエアラブル端末 顔色健康ログ 非侵襲血糖測定時計 非侵襲隠れ生活習慣病リスク計測時計

家庭・ケア住宅 バイタルモニター 在宅OTC人間ドック 携帯型エコー、X線 心不全・脳卒中計 在宅看護救急用POCT スマートトイレ・介護ケアハウス

地域（薬局、フィットネスなど） 生活習慣病キット ロコモ健診機 健康遺伝子検査機 呼気、唾液、汗成分簡易検査機

クリニック、救急病院 次世代イムノクロマト 炎症マーカー検査器 風邪・感染症処方診断機 4大疾病診断治療予後モニター用POCT

計測技術の最適化 超音波センシング 近赤外分光計測 マルチマーカー一斉検査計測 MS（質量分析）計測

新規計測評価 指先、腕や顔の分子情報など非侵襲・非接触、無意識、遠隔計測解析技術の開発と計測評価技術の確立

診断検証研究 次世代RT-PCR、DNAチップ、DNAシーケンサー、近赤外分光、メタボローム診断技術の確立技術 非侵襲マーカー計測の臨床診断技術の確立

臨床研究・診断技術 神経・精神疾患マーカー臨床研究・診断技術の確立 4大疾病未病マーカーの臨床研究・診断技術の確立

バイオマーカー メタボロマーカー

バイオチップ 紙流体チップ

マイクロRNAマーカー

次世代ゲノムチップ

呼気・唾液マーカー

次世代細胞チップ

エピジェネマーカー

次世代ナノ1分子計測チップ

網羅的マイクロRNAマーカー 非接触マーカー

フレキシブル印刷バイオチップ、IoTシステム

非侵襲分光計測技術 生体ラマン分光 THz分光 革新光音響分光 近赤外体内診断薬分光 モバイルCT

情報解析技術 顔分子情報解析 顔画像、分子情報による疾病解析 脳・疾病シミュレータ

POCT54億米ドル、モバイルヘルス4.75億米ドル（2015年、2014年）
日本 POCT1040億円、モバイルヘルス1069億円（2014年、2013年）

POCT209億米ドル、モバイルヘルス49.1億米ドル（2024年、2020年）
POCT080億円、モバイルヘルス1659億円（2020年）

～2017時期（年） 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

技
術
レ
ベ
ル

商
品
レ
ベ
ル

市
場
レ
ベ
ル

隠れ糖尿病、隠れ高血圧、隠れ心不全、隠れ脳卒中のウエアラブルモニター 4大疾病（糖尿病、急性心筋梗塞、脳卒中、がん）の早期未病健診

各テーマの世界（または日本）におけ
る全体の潮流を示す。何が起こり、何
が起こりそうかということについて、各
テーマにおける世の中（社会環境）の
変化を大きなくくりで示す。

全体的な潮流に関連した市場につ
いて、特に利用者（ユーザー）が期待
するニーズについて示す。市場にお
けるニーズは期待価値（社会的価
値、顧客価値）として整理しまとめる。

各テーマに関連する商品／サービス
群の市場規模を、定量的に示す。一
部定量化が難しいものに関しては、
生産量やシェア見込みなどで代替し
て規模感を表す。

世の中に流通する商品／サービス群
とその顧客価値に関する期待機能の
内容を時系列で示す。

期待機能にマッチさせた具体的な商
品／サービスとその実現時期を示す。
特に新しい商品／サービスの場合に
は、商品化のスタートと量産化時期
（実用化時期）を意識したものとなる。

ニーズに沿ったそれぞれの商品／
サービスを実現するための個別の重
要技術を整理する。商品レベルの内
容を実現するための優先順位の高い
技術を個別にピックアップし、どのタイ
ミングでどのような技術が必要になる
かを時系列で示す。

共通の技術をここで明示する。ここで
も優先順位やフェーズの移行はある
はずなので、時系列に沿った変遷を
意識する。

全体潮流

市場ニーズ

期待機能

予定製品

共通技術

個別重要技術

市場規模

高齢化

世界

65歳超が28％ 人口が減少、60歳超が40％ うつ病が世界2位に 在宅医療2025年問題

政策の動向 地域包括ケアシステムの整備 医療・介護計画の同時策定 在宅医療・介護機器の推進・普及 医療・介護・健康カルテICT化の普及

医療・介護現場 地域医療連携推進法人の整備 診療・介護報酬同時改定による在宅ケアの推進 在宅医療・看護が地域コミュニティに普及 在宅ケア住宅（～100万人）

健康管理意識 セルフメディエーション税制の推進 ヘルスケアポイント制度の充実 心と体の健康に関するセルフメディエーション意識による健康機器市場が本格化

身体

ストレスログ 癒やし機能性食品市場の形成 メンタルヘルスケア・ログ・アプリ 神経・精神疾患の早期健診
在宅、療養先など遠隔心身医療

精神

社会参加 マラソン・スポーツ行動ログ ウオーキングなど健康活動モニターの高性能化 生涯学習SNS・ログ 地域の見守り、ケア、教育などつながりSNS・ログ

生きがい ダイエット、美肌ログ ペット健康・ログ、ペットストレス健診・ドック アンチエイジング健康検査 疾病予防・アンチエイジンググルメ

非観血・無意識計測 低侵襲計測 遠隔計測非侵襲・非観血計測 非接触・無意識計測

小型、迅速、低コスト化 スマートウオッチ、リストバンド高性能化
ウエアラブル計測利用ヘルスサービス ユビキタス・ヘルスケア・サービス

その場医療 医療用アプリ/ソフトウエア

健診・検査対象 遺伝的健康リスクサービス メンタル健診 神経・精神疾患健診 がん健診

個人 高度健康モニター用ウエアラブル端末 顔色健康ログ 非侵襲血糖測定時計 非侵襲隠れ生活習慣病リスク計測時計

家庭・ケア住宅 バイタルモニター 在宅OTC人間ドック 携帯型エコー、X線 心不全・脳卒中計 在宅看護救急用POCT スマートトイレ・介護ケアハウス

地域（薬局、フィットネスなど） 生活習慣病キット ロコモ健診機 健康遺伝子検査機 呼気、唾液、汗成分簡易検査機

クリニック、救急病院 次世代イムノクロマト 炎症マーカー検査器 風邪・感染症処方診断機 4大疾病診断治療予後モニター用POCT

計測技術の最適化 超音波センシング 近赤外分光計測 マルチマーカー一斉検査計測 MS（質量分析）計測

新規計測評価 指先、腕や顔の分子情報など非侵襲・非接触、無意識、遠隔計測解析技術の開発と計測評価技術の確立

診断検証研究 次世代RT-PCR、DNAチップ、DNAシーケンサー、近赤外分光、メタボローム診断技術の確立技術 非侵襲マーカー計測の臨床診断技術の確立

臨床研究・診断技術 神経・精神疾患マーカー臨床研究・診断技術の確立 4大疾病未病マーカーの臨床研究・診断技術の確立

バイオマーカー メタボロマーカー

バイオチップ 紙流体チップ

マイクロRNAマーカー

次世代ゲノムチップ

呼気・唾液マーカー

次世代細胞チップ

エピジェネマーカー

次世代ナノ1分子計測チップ

網羅的マイクロRNAマーカー 非接触マーカー

フレキシブル印刷バイオチップ、IoTシステム

非侵襲分光計測技術 生体ラマン分光 THz分光 革新光音響分光 近赤外体内診断薬分光 モバイルCT

情報解析技術 顔分子情報解析 顔画像、分子情報による疾病解析 脳・疾病シミュレータ

POCT54億米ドル、モバイルヘルス4.75億米ドル（2015年、2014年）
日本 POCT1040億円、モバイルヘルス1069億円（2014年、2013年）

POCT209億米ドル、モバイルヘルス49.1億米ドル（2024年、2020年）
POCT080億円、モバイルヘルス1659億円（2020年）

～2017時期（年） 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

隠れ糖尿病、隠れ高血圧、隠れ心不全、隠れ脳卒中のウエアラブルモニター 4大疾病（糖尿病、急性心筋梗塞、脳卒中、がん）の早期未病健診

2027年までの
「市場のすがた」を予測

市場レベルの未来像を
明確にする

市場ニーズに合わせた
「商品機能」を定義

市場レベルと関連付けて
商品レベルを作成

商品機能を実現する
ための「技術」を提示

商品レベルと関連付けて
技術レベルを作成

　よく見る誤謬がある。現時点から「年率10％」といった直線を

外挿し、その延長線上に未来があると推定してしまうことだ。その

典型的な事例を医師で情報学の研究者でもある沖山翔氏が

指摘している（図４）。携帯電話の市場に関する大手シンクタン

ク4社の予測と実際を比較すると、予測値はことごとく外れている

のである。パターンはまったく一緒で、直線的な伸びを予測する

のに対し、市場は指数関数的に成長する。このため、常に伸びは

「過小評価」されてしまう結果になっているのだ。

　経験的に私たちは、ある商品の普及率や市場の成長は「ロ

ジスティック曲線」と呼ばれる、S字曲線によく似たパターンで進

行することを知っている。そもそもこのS字曲線は、生き物が生まれ

てから成長期を経て徐 に々成熟していく過程を描いたものである

という。だが、この曲線が不思議なのは、ほかのさまざまな分野で

使われているということだ。先に挙げた商品の普及率推移がそう

だし、このほか、学習の習熟度、バグの収束率、毒物の投与量

と影響の強さ、伝染病による死亡者数、新たに発見される元素

の数などもこのカーブで表現できるという。さらには、芸術家が一

生のうち各年齢において生み出す作品数もグラフ化すれば、こ

のS字カーブになるという説まである。

　私たちが市場の成長過程を予測する際に利用するのは、この

ロジスティック曲線である。この曲線を見ていただければ分かるよ

うに、はじめはゆったりと立ち上がり、やがて指数関数的な成長

期を迎える。この部分が、先に例示した携帯電話の普及曲線に

該当する。ただ、どのような市場でも際限なく伸び続けられるわけ

はなく、最大値に近づくにつれて成長率は鈍っていく。

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『テクノロジー・ロー

ドマップ』シリーズである（図5）。

　ここで留意すべきは、技術は単独で進化するわけではないとい

うことだ。他分野で生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、技術進化の原動力となる「ビジネス」が、業界や分野といっ

た垣根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

はない。実際、発祥はエレクトロニクス・メーカーでありながら、医

療機器分野で事業の拡大を図ったり、新たに農業の分野に参

入したりといった事例が急増している。

　そのため、技術はしばしば指数関数的に進化する。他分野の

技術進化が別分野における技術進化を加速させるからである。

「汎用技術」となりつつあるICTが「多分野における技術進化

を加速させる」代表格といえるだろう。多くの目的で、多くの事業

　『未来市場2018-2027』では、こうした手法を用いながら市

場規模の予測精度を高めるために、選定した20の大テーマの

対象顧客を定義し、さらにテーマを細分化している。例えば「人

工知能（AI）」の場合、「AIによる事務業務代行」と「AIによる

コールセンター業務代行」に絞り込み、それぞれの市場規模を

算出している。AI市場全体の将来予測といったマクロ動向につ

いては、さまざまな機関による予測が存在するが、その多くはあまり

に包括範囲が広いため、市場のありようを具体的にイメージする

ことが難しい。だが、企業が新事業の開発などに関して具体的

な意思決定をしようとする際に必要なのは、ターゲット顧客や事

業内容を具体的に絞り込むことである。こうした考えから、網羅性

より実用性と精度を重視し、細分化した市場を例示的に挙げる

ことにした。

　この市場規模予測から、今後有望とされる市場が、潜在的に

どのくらいの規模があり、どのようなペースで立ち上がるのかを把

握できる。さらに、それぞれの算出に必要なデータや数式、仮定

条件などをすべて明示することで、『未来市場2018-2027』では

具体的には取り上げていない市場や分野についても、条件や入

力値などを変えることによって予測値を算出できるよう配慮してい

る。こうした作業によって、取り上げられていない事業領域の市

場推移についても、独自に算出し、複数の領域を比較しながら

検討できるようにした。

トレンド予測、市場予測あっての
技術予測

　こうして描き出した「未来市場」は、「正しい」技術ロードマッ

プを描くための根幹となるものである。従来の失敗多き事業プロ

セスを「技術起点」と呼ぶならば、本書は「ニーズ起点」の事業

プロセスを実践するためのツールといえるだろう。

　先に述べた通り、現時点での顧客ニーズは市場調査によっ

て推測できるかもしれない。けれども、それを踏まえて技術開発に

着手したとしても、成功する可能性は低い。調査結果はあくまで

現時点（厳密にいえば過去）のニーズを示したものであり、未来

のニーズを示すものではないからだ。未来の顧客ニーズと市場

規模を予測したら、これを基に将来出現するであろう商品を予

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、それをプロット化することによって技術進化の道程を描いてい

分野からICTに関する研究開発の資金と人材が投入される。

その総量は、ある特定分野の技術に対するものの比ではないほ

ど厖大だ。だからどんどん進化する。それに引きずられるかたちで、

他分野の技術も「単独では到底成し遂げられない」速度で進

化する。ある技術がICTと融合することで、「指数関数的」である

ことより急激な、不連続な進化を遂げることすらある。

　よって、ある分野だけを見て技術の進化を見通すことはでき

ない。あらゆる分野の技術進化を総覧し、垣根を越えた技術の

融合、競合などについても十分に考慮しなければならないのであ

る。このことを重視し、最新版の『テクノロジー・ロードマップ2018-

2027 全産業編』では、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、農業・食品工業などあらゆ

る産業分野を対象に、技術の進化過程を予測した。前年に発

行した2017-2026版を全面的に改訂。話題の人工知能（AI）

やIoT関連テーマを新規追加すると共に、金融、材料・製造、

ネットサービスなどのテーマを拡充している。

1
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2002 2004 2006 2008 2010 （年）

実際

大手シンクタンク4社による2002年の予測

同2004年の予測

同2006年の予測

同2008年の予測

市場はその成長期において、直線的ではなく指数関数的に拡大する。だがし
ばしば、専門家ですらそのことを忘れ、直線的な市場成長を予測する。　「テ
クノロジーインパクト2030（日本経済新聞社、日経BP社共催）での沖山翔
氏の講演資料から

図4  携帯電話の市場予測とその結果

図5  『テクノロジー・ロードマップ2018-2027全産業編』の構成例
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いま企業に求められていることは、「技術をサービス
や製品に結びつけ、新たな価値を生み出していく」
シナリオを描くことでしょう。技術の専門家が、技術
の「伸びしろ」だけを根拠に作ったロードマップは役
に立ちません。技術の革新と進化を把握するために
は、まず「未来像を把握すること」が必要だと私た
ちは考えます。

技術進化を予測するには、技術の中身を理解する前に、新たなビジネス、未来の市場について予測しなければなりません。『テクノロジー・
ロードマップ』は、従来の「技術起点」の発想を捨て、「ニーズ起点」で技術進化を予測するレポートです。

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。まず未来の市場ニーズを予測し、市場ニーズに合わせた
商品/サービス機能を定義、さらにその機能を実現するための技
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。

1つの技術テーマに関して
「2ページのレポートと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。未来の市場
の姿と技術の進化を短時
間で情報収集できます。

今後10年の市場ニーズを予測STEP 1

必要な商品/サービス機能を定義STEP 2

それを実現するための技術を提示STEP 3

これから10年間の市場と技術の変化を見通す

R&D戦略立案に「使える」ロードマップ 簡潔明瞭に技術進化を予測

● 全産業編 .................................................................... .118テーマ
● ICT融合新産業編 ................................................ .81テーマ
● 自動車・エネルギー編 ........................................... .61テーマ
● 医療・健康・食農編 ............................................... .76テーマ

● 金融・マーケティング流通編 ............................. .74テーマ

イノベーションを起こす技術テーマを幅広く網羅しています。技術
の進化を総覧し、垣根を越えた技術の融合や競合を分析するこ
とができる、R&D戦略立案に実践的に役立つロードマップです。

あらゆる技術を幅広く網羅

「テクノロジー・ロードマップ」 シリーズ テクノロジー・ロードマップ2018-2027 全産業編 第4章 健康 4-6.POCT（point of care testing） より
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NEW

テクノロジー・ロードマップ2018-2027
全産業編

総論：ロードマップの考え方・活用法
サマリー

序章

■ 2017年11月28日発行
■ レポート：A4判、574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
■ 発行：日経BP社

レポート検索・生成サービス

「mirai engine＋」に対応
詳しくは68ページをご覧ください

市場ニーズを生む118技術の進化を予測
経営、R&D戦略立案に「使える」
技術予測の決定版レポート

『テクノロジー・ロードマップ2018-2027 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、従来とは全く異なるアプローチ法
によって作成されたレポートです。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、農業・食品工業など、全産業分
野を対象に、イノベーションを起こす118テーマを選定し、今後10年の
流れを予測しました。すでに900を超える企業が事業企画やR&D戦
略立案のツールとして導入しています。全産業分野を網羅し、技術の
未来を分かりやすく「見える化」した「技術予測」の決定版です。

安全性、快適性の向上を目指し、トラック、バス、乗用車のいずれの
分野においても自動運転システムの導入が進む。EV/PHEV市場
は、中国において2018年から規制が始まることから急成長が予想さ
れる。加齢に伴う運転中の健康不安や体調急変リスクの回避、身心
機能の低下に限定されないモビリティの維持・拡大に向けて運転席
モニタリングが活用される。

第1章 自動車

1. 高度運転支援/自動運転
2. 超小型モビリティ
3. 燃料電池車
4. HEV/PHEV/EV
5. カーIoT

6. 運転席モニタリング
7. V2X
8. ワイヤレス給電  
（EV/PHEV）

ウエアラブルは、「スマートフォンの延長」から「新世代の入出力装
置」へ進化、行動と健康状態の変化など利用者情報を取り扱うよう
になる。眼鏡型デバイスでは使いづらく装着感の悪い端末は敬遠さ
れ、ファッションと機能性を両立させた製品が現れる。センサーやロ
ボットにおいて、昆虫の化学物質検出、有用物質生産、脳情報処理
機構を活用した新商品が出現する。

第6章 エレクトロニクス

1. ウエアラブル
2. スマートアイウエア
3. 次世代テレビ
4. 新世代カメラ

5. 新型ディスプレイ
6. AI半導体
7. フレキシブル
8. 昆虫テクノロジー

消費者の健康志向が強まり、栄養価や安全性も含めた食ブランド市
場が拡大する。働き方改革により、簡便型加工食品の栄養・機能価
値が重要になってきた。2兆円規模に達している日本の機能性食品
市場は、長寿高齢化と少子化対策に伴って拡大する。農場の経営
データの活用により、科学的根拠のある効率的・効果的な農場経営
支援を行うサービス市場が誕生する。

第11章 農業・食品工業

1. 食の価値
2. 食品トレーサビリティー
3. 食のブランド化
4. 加工食品
5. 機能性食品

6. 食農ICT
7. 農業観光
8. 環境農業
9. 農業経営

巨大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、省エネ対策としてネット・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中・大規模
木造建築、ビッグプロジェクトとしてリニア中央新幹線を展望する。エ
ネルギー制御やヘルスケア、セキュリティーなど新サービスを展開す
るスマートハウスの将来像も議論する。

第12章 建築・土木

1. 地震対策
　（南海トラフ巨大地震）
2. インフラ監視システム
3. ネット・ゼロ・エネルギー・
　ビル（ZEB）

4. スマートハウス
5. リニア中央新幹線
6. 中・大規模木造建築
7. BIM & CIM

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。日本は要素技術における存在感はあるもののインフラ・シ
ステム全体の受注は出遅れており、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。

第13章 社会インフラ

1. 電力産業
2. ガス産業
3. 水産業

4. 運輸・交通産業
5. 情報通信産業
6. 静脈産業

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。全世界にネット接続を提供する小型通信衛星群の実現
が間近に迫っている。米SpaceX社が、100人を火星に送り込む

「Interplanetary Transport System（ITS）」の構想を発表した。イ
ンドは新ロケット「GSLV Mark III」による初の衛星打ち上げに成功。
2020年に向けて世界中でロケットの世代交代が進む。

第14章 航空宇宙・海洋開発

1. 小型衛星
2. リモートセンシング
3. 測位衛星システム
4. ロケット
5. 有人宇宙探査/宇宙科学

6. スペースコマース
7. ドローン（無人航空機）
8. ジェット旅客機
9. 海洋資源開発

人工知能（AI）技術を駆使した自動運転車、自律型ドローンが導入さ
れる。様々な事象をデータとして収集、集積し、ビッグデータの意味付
けによって新たなサービス価値が生まれる。脳のトレーニングを行うシ
ステム、脳の健康管理を行うシステムが普及する。化石燃料や原子
力発電に代わり、将来のエネルギー源として常温核融合が期待され、
多様な用途に適用される。

第15章 エマージング

1. 人工知能（AI）
2. IoT（internet of things）
3. ビッグデータ

4. パーソナルアナウンスメント
5. 脳関連ビジネス
6. 常温核融合

デジタルデータが収集され、人工知能（AI）の機能がクラウドサービ
スとして提供される。利用者の近くにサーバーを置くエッジコンピュー
ティングが自動運転の支援など、実時間性が求められる処理に活用
される。パーソナルアシスタントはスピーカー型から画像入出力型に
進む。その後、家電機器への搭載、ロボットとの接続など、操作を必
要とする多くの装置に搭載される。

第7章 情報通信

1. クラウドコンピューティング
2. エッジコンピューティング
3. パーソナルアシスタント
4. 画像認識システム
5. 組み込みシステム
6. 第5世代移動通信
　システム（5G）

7. 低出力長距離
　無線通信（LPWA）
8. NFV/SDN/スライシング
9. ユーザーインタフェース（UI）
10. 拡張現実（AR）/
　仮想現実（VR）

自動車用材料はマルチマテリアル化が進み、異材接合技術が重要
視される。タフポリマーは構造材料、ロボット、スポーツ・レジャー用品、
福祉・介護用品、住宅建材、生体適合性材料などに展開、セルロー
スナノファイバーは人体、環境への安全性が世界的に認められる。
高機能工業製品、医療製品の短納期、ライフスタイルの多次元化に
3Dプリンティングが活用される。

第8章 材料・製造

1. 自動車用材料
2. 宇宙用材料
3. 生体適合性材料
4. しなやかなタフポリマー

5. セルロースナノファイバー
　（CNF）
6. スマートものづくり
7. 3Dプリンティング

見守り機器、個別栄養指導、高齢者向け食品、在宅医療基盤、外出
支援サービスなど、シニアマーケットは10年後に19兆円の市場に拡
大。低所得者層・単身世帯や高齢世帯の増大、遊休資産の増大が
シェアリングエコノミーへのニーズを顕在化させる。オフラインでのビ
ジネスへのネットの影響が急速に拡大しており、2020年には90％の
取引がオムニチャネルに置き換わる。

第9章 ネット・サービス

1. シニアマーケット
2. シェアリングエコノミー
3. オムニチャネル
　マーケティング
4. 電子商取引（EC）
5. コンテンツ流通

6. チャットボット
7. ゲーミフィケーション
8. ライフログ
9. 個人認証サービス
10. 旅行サービス

フィンテックは投下労働力・資本の不足、労働・資本生産性の低さな
ど社会課題の解決につながる。事前決済や来店前決済、人工知能
（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。世
界に先駆けて日本は仮想通貨交換業規制と消費税非課税化を導
入した。金融のグローバル化による投資関連情報の増加、AIの普及
で、株価予測へのニーズが高まる。

第10章 金融

1. フィンテック
2. 決済サービス
3. 仮想通貨
　（ブロックチェーン）

4. 株価予測
5. 格付け/リスク管理
6. 個人資産運用

再生可能エネルギー、バッテリーと全体をコントロールするネットワー
ク、装置が新たなニーズとして出てきた。電力自由化と価格競争の
進行で、自家消費するタイプの太陽光発電の蓄電システムが増え
る。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。脱原
発、脱石炭の流れから再エネ発電が急増する中、欧州を中心にバイ
オマス発電の伸びが顕著になってきた。

第2章 エネルギー

1. スマートエネルギー
　ネットワーク
2. デジタルグリッド
3. 太陽光発電
4. バイオマスエネルギー
5. 藻類エネルギー

6. エナジーハーベスタ
7. 燃料電池
8. Liイオン電池
9. 全固体電池
10. 海洋エネルギー発電

医療と介護サービスはより一体となり、地域資源を活用した「まちづく
り」とともに進められる。IoTが医学に社会実装され手術室/治療室が
スマート化、各機器がネットワークで接続される。個別の病院/診療所
への導入から地域全体の遠隔医療まで、診療プログラム提供や研
修などサービス商品が伸びる。がん治療薬では、新しいカテゴリーと
して分子標的薬が台頭してきた。

第3章 医療

1. 再生医療
2. ゲノム医療
3. がん医療
4. 在宅医療

5. 遠隔医療
6. スマート治療室
7. 先進医療機器
8. がん治療薬

世界で認知症の人は現在の4700万人から2025年には3倍と予測さ
れ、医療給付の拡大など具体的行動が要請される。日本の寝たきり、
介護問題は深刻化し、要介護認定者数は500万人強、75歳以上の
人の3人に1人、独居高齢者数も急増している。在宅医療2025年問
題を解決するため、POCTがモバイルヘルスケアと融合し、本格的な
ホームヘルスケア市場が創生される。

第4章 健康

1. 予防医療
2. 見守り
3. 認知症対策
4. 医学を基礎とする
　まちづくり（MBT）

5. ITスポーツ
6. POCT

（point of care testing）
7. 非侵襲型生体センサー

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で期待される。農業分野では自
動化が進み、農業者は重労働や危険な作業から解放され、経営や販
売戦略に注力できるようになる。

第5章 ロボット

1. コミュニケーションロボット
2. 介護ロボット
3. ロボットスーツ
4. 手術支援ロボット

5. 建設ロボット
6. 農業ロボット
7. ロボティクス物流v

CONT ENTS
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NEW

テクノロジー・ロードマップ2018-2027
ICT融合新産業編

総論：ロードマップの考え方・活用法
サマリー

序章

■ 2018年3月16日発行
■ レポート：A4判、約350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
■ 発行：日経BP社

ICTを活用し融合することで
新たな価値を生む産業にフォーカス
その未来像と技術進化を予測する

『テクノロジー・ロードマップ2018-2027 ICT融合新産業編』は、ICT
を活用し融合することで新たな価値を生む農業、自動車、製造、医療・
介護、小売・マーケティング、金融、社会インフラ、教育、メディア、企業
経営、生活など、各分野における技術進化を予測しました。特に今回
は、人工知能（AI）やIoTの活用論点を強化するとともに、医療・介護、
金融、社会インフラ、メディア、企業経営関連のテーマを拡充していま
す。予測に際しては「テクノロジー・ロードマップ」のコンセプトである「ま
ず未来の市場ニーズを予測し、それを満たす機能や商品を推定、それ
を実現する手段＝技術に落とし込む」手法を駆使しています。

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。

第2章 ICTと農業

1. IoTと農業
2. 農業ロボット
3. 植物工場

4. 食品トレーサビリティー
5. 食農ICT

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さらに強まっていく。

第3章 ICTと自動車

1.  コネクテッドカー  
（パーソナル）

2. カーIoT

3. ビークルクラウド
4. 高度運転支援/自動運転

CONT ENTS

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。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。

第5章 ICTと医療・介護

1. AIと医療
2. 手術支援ロボット
3. 介護ロボット
4. 医療データ共有
5. 脳関連ビジネス

6. 在宅医療
7. 遠隔医療
8. 予防医療
9. 見守り
10. 介護

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。

第8章 ICTと社会インフラ

1. 電子政府/電子自治体
2.  スマートエネルギー  

ネットワーク
3. AIとエネルギー

4. オープンデータビジネス
5. 老朽化対策
6. マイナンバー
7. 災害予測・対応

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。

第9章 ICTと教育

1. フューチャースクール
2. オンライン大学

3. 語学教育
4. EdTech

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する。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。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。

第11章 ICTと企業経営

1. 経営情報システム
2. デジタルマーケティング
3. コンタクトセンター
4.  社内動画  

コミュニケーション

5. クラウドソーシング
6. 流通・物流革新
7. ロボティクス物流
8. アナリティクスツール
9. 情報セキュリティー

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・高度化が進む。スマートデバイスの普及に
伴い、消費者の購買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。

第6章 ICTと小売・マーケティング

1. 店頭接客
2. 受発注システム

3.  オムニチャネル  
マーケティング

4. 購買行動予測

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。

第10章 ICTとメディア

1. 電子出版
2. 次世代放送
3. 次世代SNS
4. ネット広告

5. デジタルサイネージ
6. コンテンツ流通
7. 映画産業
8. 音楽産業

ICT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。

第7章 ICTと金融

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. 決済サービス

5. 株価予測
6.  仮想通貨  

（ブロックチェーン）
7. 個人向け信用評価

人工知能（AI）の活用により設計プロセスが自動化、グローバル生産
拠点をつなぎ、ビッグデータと同期するシステムが構築される。3Rの
循環システムの目的を考慮した物流体制のエコ化が進む。

第4章 ICTと製造

1. スマートものづくり
2. 3Dプリンティング
3. AIと設計支援
4. ビッグデータと製造

5. グローバル物流
6. 遠隔保守サービス
7. BIM ＆ CIM

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。

第1章 産業変革をもたらす基盤技術

1. ウエアラブル
2. クラウドコンピューティング
3. 人工知能（AI）
4. ビッグデータ

5. IoT（internet of things）
6.  拡張現実（AR）/  

仮想現実（VR）
7. ドローン（無人航空機）

消費者の生活場面でのICT利用は、ゲームやショッピングだけでは
なく、スポーツや旅行などへ拡大し、個人情報を活用したサービスや
シェアリングサービスが進展する。

第12章 ICTと生活

1. ゲーム
2. 次世代テレビ
3. ITスポーツ
4. 電子商取引（EC）
5. 旅行サービス

6. シェアリングエコノミー
7. 個人認証サービス
8. ホームセキュリティー
9. スマートハウス

レポート検索・生成サービス

「mirai engine＋」に対応
詳しくは68ページをご覧ください

1716



NEW

テクノロジー・ロードマップ2018-2027
自動車・エネルギー編

■ 2017年10月25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
■ 発行：日経BP社

モビリティ関連技術の進化を予測
クルマの知能化・ネットワーク化で
自動車・エネルギー産業はどう変わるか

クルマの知能化・ネットワーク化、環境・安全規制の強化などで、自動
車産業はこれから大きく変貌します。クルマと関連の深いエネルギー
分野でも、激しい変化が起きそうです。太陽光やバイオといった再生
可能エネルギー市場の拡大が続き、高温ガス炉や核融合発電の
開発も着実に進んでいくでしょう。『テクノロジー・ロードマップ2018-
2027 自動車・エネルギー編』は、エンジン、EV、リチウムイオン電池、
自動運転、HMI、太陽光発電、高温ガス炉など、自動車・エネルギー分
野における61の重要テーマについて、これから10年の技術の変遷を
予測します。

CONT ENTS

総論：ロードマップの考え方・活用法
サマリー

序章
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。さらに2020年
代初頭には、限定された条件下ではあるが、人間のドライバーをまっ
たく必要としない完全自動運転の自動化が見込まれる。自動運転に
使うセンサ、頭脳に当たる半導体も、低コスト化、高性能化が進む。

第3章 安全・自動運転

1.  先進運転支援システム  
（ADAS）

2. 自動運転
3. ミリ波レーダ
4. レーザレーダ
5. 車載イメージセンサ
6. 赤外線カメラ
7. ステレオカメラ

8. FPGA
9.  ASSP（特定用途向け  

汎用半導体）
10.  GPU（graphics   

processing unit）
11. 人工知能
12. 次世代コンピュータ
13. 超小型モビリティ

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。

第5章 開発手法

1. ブランドマネジメント
2.  製造のデジタル  

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. 制御ソフトウェア開発基盤

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最高熱効率の向上が進
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。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。

第1章 エンジン・変速機

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. 自動変速機
7. CVT

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（HEV）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。フラン
ス、英国が2040年にガソリン車、ディーゼル車の販売を禁止する方
針を打ち出したことや、中国で新エネルギー車が急増していることを
背景に、2020年ごろから電気自動車（EV）の普及が加速しそうだ。燃
料電池車（FCV）はコスト削減に加えて燃料インフラの普及が課題。

第2章 電動化

1. ハイブリッド車
2. プラグインハイブリッド車
3. 48Vシステム
4. 電気自動車
5. 充電規格・充電方式
6. ワイヤレス給電

7. 燃料電池車
8. PMモータ
9. インホイールモータ
10. SiCパワー素子
11. リチウムイオン電池
12. 全固体電池

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。ネットワーク接続が当たり前になり、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高度化し、EMC対策に対する要求も高ま
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、表示に加えて音声インタフェースが重要性を増す。

第4章 カーエレクトロニクス

1. 車載OS
2. EMC対策
3. HMI

4. 車載ECU
5. ISO 26262
6. セキュリティ対策

太陽光やバイオといった再生可能エネルギーの導入拡大に伴って、
エネルギー制御を最適化するネットワークのスマート化が必要となり、
そのための手段の一つとしてグリッド化が提案されている。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、核融合は2030年以降の実用化が見込まれる。

第7章 エネルギー

1. 太陽光発電
2. 高温ガス炉
3. 核融合発電
4.  シェールガス、  

シェールオイル
5. メタンハイドレート
6. 水素エネルギー
7.  スマートエネルギー  

ネットワーク

8. デジタルグリッド
9. バイオマスエネルギー
10. 藻類エネルギー
11. 燃料電池
12.  CO2の回収・  

地中貯留技術

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。

第6章 材料・加工

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

レポート検索・生成サービス

「mirai engine＋」に対応
詳しくは68ページをご覧ください
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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

■ 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
■ 発行：日経BP社

「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
今後10年の技術進化を予測する

『テクノロジー・ロードマップ2017-2026医療・健康・食農編』は、「テ
クノロジー・ロードマップ」の未来予測手法を踏襲し、世界的な高齢
化や食料需給の問題解決に向けた医療、健康、食料・農業に関する
76テーマについて分析を深めました。 IoT、クラウド、人工知能、ビッグ
データなどの進化は、医療・健康・食農の分野に大きな変化をもたらし
続けています。本レポートでは 「生活の質の向上」「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ます。

CONT ENTS

総論：ロードマップの考え方・活用法
サマリー

序章

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、ＩＴ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。

第1章 健康

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。

1-1. 生活の質の向上

1. 予防医療/ヘルスケア
2. 見守り
3. 介護ロボット
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

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。

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。

第2章 医療

2-1. 生活の質の向上

1. 再生医療
2. ゲノム医療
3. がん医療

4. リハビリテーション
5. 生体適合性材料
6. ロボットスーツ

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。

1-2. 社会的課題の解決

15. 健康ICT
16. 認知症対策

17. 健康ステーション
18. 健康経営

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。

2-2. 社会的課題の解決

7. ヘルスケアAI
8. スマート治療室
9. プライマリケアシフト
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

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。

3-2. 社会的課題の解決

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

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。

2-3. ビジネス機会の拡大

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
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

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。

3-3. ビジネス機会の拡大

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

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。

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。

第3章 食料・農業

3-1. 生活の質の向上

1. 食の価値
2. おいしさの追求
3. 食の安全・評価

4. 加工食品
5. 機能性食品

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。

1-3. ビジネス機会の拡大

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

レポート検索・生成サービス

「mirai engine＋」に対応
詳しくは68ページをご覧ください
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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
■ 発行：日経BP社

フィンテック、マーケティング新潮流、流通革新…
ICTと人工知能がもたらす産業の変革と
今後10年の技術進化を予測する

既存産業とICT（情報通信技術）×AI（人工知能）の融合によって、金
融分野、マーケティング流通分野での競争環境が大きく変わり、他分
野を巻き込んだ大変化が起ころうとしています。『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』は、「テクノロジー・
ロードマップ」の技術予測手法を踏襲し、金融・マーケティング・流通分
野にフォーカスしたレポートです。ICTと金融が融合したフィンテック、
IoTやビッグデータを駆使した新たなマーケティング手法など、74テーマ
を採り上げ、市場の将来像とそれに適合する商品/サービス、技術を
関連付けて今後の10年を見通します。

「テクノロジー・ロードマップ」の考え方と活用法
総論：オム二チャネル化による新たな顧客価値の実現
サマリー

序章

総論1：金融分野の将来展望
総論2：フィンテックが市場にもたらすインパクト
総論3：ブロックチェーンの概要
サマリー

序章

CONT ENTS

マーケティング流通編

金融編

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、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1章 マーケティング新潮流

1-1.  オムニチャネル  
リテイリング 

1-2.  カスタマー  
エクスペリエンス

1-3. 広告手法

1-4. デジタルメディア
1-5. デジタルコンテンツ
1-6.  コンタクトセンター/  

CRM 
1-7. データ解析 

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。

第1章 基幹技術

1-1.  ブロックチェーン  
（分散レッジャー） 

1-2. ブロックチェーンの進化 

1-3. AI/ビッグデータ解析 
1-4. サイバー犯罪対策

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。

第6章 保険

6-1. 保険（全般） 
6-2. 保険（自動車） 

6-3. 保険（生保・医療）
6-4. 保険（住まい）

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。

第2章 マーケティングプラットフォーム

2-1. マーケティングインフラ
2-2.  DMP（data   

management   
platform）

2-3. アナリティクスツール 

2-4. デジタルサイネージ 
2-5. 顔認証・表情解析 
2-6. ソーシャルメディア 
2-7.  IoT  

（internet of things）

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高い利便性を実現する。商品/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。

第2章 通貨・決済・送金

2-1.  決済サービス  
（ユーザー視点）

2-2.  決済サービス  
（加盟店とインフラ）

2-3.  仮想通貨  
（ブロックチェーン） 

2-4.  仮想通貨  
（クリプトカレンシー）

2-5. 海外送金（少額送金） 

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。金融分野をAPIで統合したプラットフォーム、業界単位でAPI
を統合したプラットフォームが形成される。AIやビッグデータ解析によ
る資産価値測定サービスが登場する。

第7章 市場インフラの変貌

7-1.  融合フィンテックが  
もたらす新サービス

7-2. API/データ連携 

7-3.  AI活用による  
資産価値評価 

7-4. 次世代金融システム 

eコマース（EC）はインバウンド顧客が利用できる国内EC、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。

第4章 流通サプライチェーン

4-1. グローバルSCM 
4-2. グローバルEC
4-3. コールドチェーン
4-4. 流通・物流革新
4-5. ネット通販
4-6.  流通ICTインフラ  

（標準EDI）

4-7. eコマースの標準利用
4-8. コンビニエンスストア
4-9. 次世代POS 
4-10. ロボティクス物流
4-11.  倉庫管理システム  

（WMS）

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企業の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。

第4章 信用評価・リスク評価

4-1. 格付け/リスク管理 
4-2.  個人向け信用評価  

（AI/SNS） 

4-3. 企業向け信用評価 

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。

第3章 マーケティングイノベーション

3-1. シェアリングエコノミー 
3-2.  VRM（vendor   

relationship   
management） 

3-3. 移動者マーケティング
3-4.  ピンポイント  

マーケティング

3-5. 価値観マーケティング
3-6. 決済連動マーケティング
3-7. 店頭接客
3-8.  VR（仮想現実）/  

AR（拡張現実） 
3-9. 3Dプリンター
3-10. ニューロリサーチ

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に代わり
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3章 変革する金融サービス

3-1. ネオバンキング 
3-2.  暗号証券がもたらす  

革新 
3-3. クラウドファンディング 

3-4.  アルタナティ  
ブレンディング 

3-5. クラウド会計ソフト

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、人工知能（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。

第5章 業界別のマーケティング流通

5-1. アパレル流通 
5-2. 消費者とファッション
5-3. 外食
5-4. 食ビジネス
5-5. 薬局マネジメント
5-6. 旅行サービス

5-7. 電子出版・図書流通
5-8. eラーニング
5-9. エクセレントサービス
5-10.  ホスピタリティ  

マネジメント

「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、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。

第5章 個人資産管理・投資・資産運用

5-1.  PEM（personal   
financial   
management）

5-2. ロボアドバイザー

5-3. 株価予測
5-4. 個人資産運用 

レポート検索・生成サービス

「mirai engine＋」に対応
詳しくは68ページをご覧ください
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事業開発において「将来その市場規模がどうなるか」
を予測する作業は不可欠です。しかし、まだ見えてい
ない市場を推定することは容易ではありません。そし
てまた、事業開発を具体的に企画推進するノウハウ
が身に付いていないケースがほとんどでしょう。「未来
市場×未来事業」シリーズは、このような事業開発現
場の悩みを解消する目的で企画しました。

「未来市場×未来事業」 シリーズ

『未来市場2018-2027』は、人工知能（AI）、ロボット、自動運転、フィンテック、予防医療/ヘルスケアなど、技術革新と密接に関連する20
テーマを選定し、市場規模予測の前提条件や予測手法を明示しながら、今後10年間の市場規模を予測します。

『未来市場2018-2027』は、市場規模予測に関して、それぞれの
算出に必要なデータや数式、仮定で用いた条件を明らかにして
いますので、他の分野についても、この考え方を応用して計算式を
カスタムで作り、市場規模を独自に算出することができます。

事業開発を実際に企画推進していくためには、「創造力」「変革
力」「実現力」を高めることが欠かせません。『未来事業2018 実践
編』は、事業開発の取り組みを実践し成功させるための事業コン
セプト、ビジネスモデル、バリューチェーン、マネタイズモデルなど、各プ
ロセスの最新理論や正しい進め方を分かりやすく解説します。

未来の市場規模を予測する

予測手法と算出根拠を示す 新規事業を企画推進する

未来市場2018-2027 10.サービスロボット 法人向けサービスロボットの日本市場規模 より
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未来市場2018-2027

　「人工知能（AI）による事務業務代行」、「AIによるコールセン
ター業務代行」について市場規模の推定を実施した。AIに代替さ
れ得る市場の中でも、その業務内容および雇用形態を鑑みると比
較的早い段階で既存の業務形態から代替されると想定したためで
ある。

1. 人工知能（AI）

　世の中に影響を及ぼす蓄電池（2次電池）に焦点を当て、「家
庭用蓄電池」、電気自動車（EV）に蓄えた電気を家で使う「V2H

（Vehicle to Home）システム」について市場規模の推定を実施
した。ICTによる高度情報化社会の進展に伴い、特に家庭での電
気エネルギー管理は今後大きなポイントとなると想定したためであ
る。

2. 電池

　包装、荷役のプロセスにおける業務を高度化するために利用さ
れる、可動式倉庫ロボットの導入に焦点を当て「倉庫ロボット」の市
場規模の推定を実施。電子商取引（EC）の増加や労働力不足を
背景に、物流倉庫業務における省人化への動きが加速することを
想定したためである。

4. ロボティクス物流

　「自動運転機能を搭載した乗用車/タクシー」に焦点を当て、市
場規模の推定を実施した。自動運転技術の発展により、乗用車/タ
クシーにおいて既存の自動車からの著しい代替が生じると想定した
ためである。

5. 高度運転支援/自動運転

　個人向けの「AR/VRデバイス」、「AR/VRアプリケーション」に
ついて市場規模の推定を実施した。スマートフォンが人々の生活
に必要不可欠なものとなるまで普及したように、AR/VR技術を利
用したデバイスおよびコンテンツも同様に民間市場へ普及していく
と想定したためである。

6. 拡張現実（AR）/仮想現実（VR）

　消費者向け市場に焦点を置き、「家庭用3Dプリンター」、「3D設
計データのマーケットプレイス」について市場規模の推定を実施し
た。3Dプリンティング技術の応用範囲は広く、利用機会は技術の発
展を伴って特に家庭用で増加していくことを想定したためである。

7. 3Dプリンティング

　「リスト装着型のウエアラブルデバイス端末」、「ペット用ウエアラ
ブル端末」について市場規模の推定を実施した。現時点で広く普
及しているウエアラブル端末がリスト装着型であること、装着対象
がペットにまで広がっていき、市場が急速に拡大していくことを想定
したためである。

8. ウエアラブル

　「法人向けの貸付型クラウドファンディング」、「AIによる個人向
け投資ロボアドバイザリー」に焦点を当て、市場規模の推定を実施
した。ICTの進展およびスマートフォンの普及による金融システム
の在り方に大きな変化が生じ、取引に介在するプレーヤーが変化す
ると想定したためである。

9. フィンテック

　人とのコミュニケーションを行う場面で利用されるサービスロボッ
ト市場に着目し、「法人向けサービスロボット」、「個人向けサービス
ロボット」について市場規模の推定を実施した。サービスロボットの
市場への浸透により、個人や個人にサービスを提供する法人での
活用が拡大することを想定したためである。

10. サービスロボット

　市場が拡大し続けるシェアリングエコノミー分野の中で、「民泊」、
「駐車場シェアリング」について市場規模の推定を実施した。いず
れも代替し得る既存の市場規模が大きく、今後の市場拡大の余地
があると想定したためである。

11. シェアリングエコノミー

　「遺伝学的検査」、「スマートフォン向けを中心にした健康関連ア
プリ」について市場規模の推定を実施した。検知技術の進歩など
で遺伝子検査への期待が高まっていくこと、スマートフォンやウエア
ラブルの浸透によってアプリケーションを用いた健康促進が拡大す
ることを想定したためである。

12. 予防医療/ヘルスケア

　ドローン市場の中で「配送用ドローン」を選定し、市場規模の推
定を実施した。物流量の増加、労働人口の減少による労働力不足
などを背景に、物流分野での省人化への動きが加速し、その代
替手段としてドローンが普及する可能性が高いと想定したためで
ある。

13. ドローン

　スマートハウスをエネルギーの最適化に寄与する居住関連機器・
サービスと捉え、「家庭用太陽光発電パネル」、「EV/プラグインハ
イブリッド車（PHEV）」の市場規模の推定を実施した。家庭用の太
陽光発電が普及し、スマートハウスとEV/PHEVが一体となって発
展すると想定したためである。

14. スマートハウス/EV

　個人向け市場における「地震保険」、「災害時に利用される地震
防災グッズ」について市場規模の推定を実施した。南海トラフなど
発生し得る巨大地震についての関心が高まっていく中で、対応策と
して保険への加入や防災への準備が進むことを想定したためであ
る。

15. 地震対策

　有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を含んだ「シニ
ア向け住居」、「シニア向け家事代行サービス」について市場規模
の推定を実施した。高齢化とともに高齢者向け市場の拡大は明ら
かであり、その中でも特に高齢者の衣食住に関する市場の伸展が
著しいと想定したためである。

16. シニアマーケット

　外国人旅行者の滞在費のうちの宿泊消費および食費、コト消
費、モノ消費の4点に着目して「インバウンド」の市場規模の推定を
実施した。世界各国での旅行者数の増加および東京2020オリン
ピック・パラリンピックの特需効果など、さらなる市場の拡大が見込
まれると想定したためである。

17. インバウンド

　「クラウド会計ソフト」、「クラウド労務管理ソフト」について市
場規模の推定を実施した。利便性およびサービス品質、セキュリ
ティー技術の向上などによってクラウドソフトウエアの利用者がます
ます増加しており、今後の市場の伸展が著しいと想定したため
である。

18. クラウドソフトウエア

　決済手段としての「ポイントサービス」、「仮想通貨」に着目して市
場規模を予測した。マーケティング活動の一環としてポイント決済
の伸展の可能性は高く、また、市場の認識が確立されつつある仮想
通貨に関連する市場の発展が大きいと想定したためである。

19. ポイントサービス／仮想通貨

　副業から得る収入に焦点を当て、「副業ビジネス」の市場規模の
推定を実施した。日本政府は、副業を「原則容認」することで正社
員の副業や兼業を後押しする方針を打ち出した。この動向により、
今後は副業で収入を得る労働者が増加し、副業市場が活発化する
と想定したためである。

20. 副業ビジネス

　「介護業務従事者用ロボットスーツ」、「民間用ロボットスーツ」に
ついて市場規模の推定を実施した。高齢者の健康寿命延伸のた
め、介護現場におけるロボットスーツの利用が重要視されること、エ
ンターテインメント分野での利用が民間へ浸透すると想定したため
である。

3. ロボットスーツ

■ 監修・執筆：秦 充洋（ 株式会社ミレニアムパートナーズ 代表取締役／  
株式会社BDスプリントパートナーズ 代表取締役）

■ 執筆： 片倉 健（株式会社ビタリー 取締役 マネジングディレクター）  
山崎友輔（株式会社ビタリー ディレクター）

■ 2017年12月18日発行
■ レポート：A4判、280ページ
■ CD-ROM：本体に掲載された図表を収録
■ 本体価格 450,000円+税　
■ 発行：日経BP社

NEW

テーマ
人工知能（AI）
電池
ロボットスーツ
ロボティクス物流
高度運転支援/自動運転
拡張現実（AR）/仮想現実（VR）
3Dプリンティング
ウエアラブル
フィンテック
サービスロボット
シェアリングエコノミー
予防医療/ヘルスケア
ドローン
スマートハウス/EV
地震対策
シニアマーケット
インバウンド
クラウドソフトウエア
ポイントサービス/仮想通貨
副業ビジネス

未来市場 総論

1. 未来の市場規模を予測する
2. テーマ選定の考え方
3. 市場規模の推定方法

 未来市場 各論

予測手法と算出根拠を示し
これから10年の市場規模を定量化する
未来市場予測レポート

事業開発や経営戦略立案などの局面において、「将来その事業の市
場規模がどうなるか」「これからどのような新市場が出現するか」を予
測する作業は欠かせません。しかし、まだ出現していない新市場の今
後を定量的に推定することは容易ではありません。『未来市場 2018-
2027』はそのような「まだ見えていない市場」の売上規模を定量化す
る市場予測レポートです。人工知能（AI）、ロボット、自動運転、フィンテッ
ク、予防医療/ヘルスケアなど、技術革新と密接に関連する20テーマ
を選定し、市場規模予測の前提条件や予測手法を明示しながら、各
テーマについて今後10年間の市場規模（日本、世界）を予測します。

市場予測①
AIによる事務業務代行
家庭用蓄電池
介護業務従事者用ロボットスーツ
倉庫ロボット
自動運転機能搭載乗用車/タクシー
AR/VRデバイス
家庭用3Ｄプリンター
リスト装着型ウエアラブル端末
貸付型クラウドファンディング
法人向けサービスロボット
民泊
遺伝学的検査
配送用ドローン/保険
家庭用太陽光発電パネル
地震保険
有料老人ホーム/サービス付き高齢者住宅
インバウンド
個人事業主向け/中小企業向けクラウド会計ソフト
ポイントサービス
副業ビジネス

市場予測②
AIによるコールセンター業務代行
V2Hシステム
民間用ロボットスーツ
ー
ー
AR/VRアプリケーション
3D設計データ・マーケットプレイス
ペット用ウエアラブル端末
個人向け投資ロボアドバイザリー
個人向けサービスロボット
駐車場シェアリング
健康関連アプリ
ー
EV/PHEV車両販売/充電スタンド
地震防災グッズ
シニア向け家事代行サービス
ー
クラウド労務管理ソフト
仮想通貨
ー

CONT ENTS

2726



実践DVD収録内容

グループワーク
ファシリテーション収録

実践DVD

巻き込んで動かす対象は？
新しい取り組みは「組織の常識」と対立する
ミドルマネジメントはなぜ動かないのか
既存事業部門はなぜ協力してくれないのか？
相手を「巻き込む」、「納得させる」

『相手を動かすストーリー』の基本パターン
「ありたい姿」と「あるべき姿」
「ありたい姿/あるべき姿」をどう考えるか
取り組む意義の例

“叩き台”で目指すもの
リーダーとしての心構え

第8章 社内・顧客の巻き込み
顧客の「こうしてくれ！」は本当に正しいか？
顧客検証の3つのステップ（理解と検証）

「顧客を理解する」とはどういうことか？
カスタマージャーニーとは
カスタマージャーニーのコツ
既存の競合だけを見ていてよいか
法人マーケティングの要諦（1）
法人マーケティングの要諦（2）
顧客ヒアリングのテクニック
プロトタイピング＝原型・試作品を作る
よくある事業検討プロセス
顧客開発モデル／リーン・スタートアップモデル
MVP（検証製品）、3つのポイント
検証結果の評価
顧客検証と見直しを繰り返す

「ヒアリング」に行かないと始まらない
大切なのは「ＰＭＦ（プロダクト・マーケット・フィット）」
事業アイデアを発想する

【グループワーク】MVPを考える DVD

第4章 プロトタイピングと顧客検証
未来事業開発とは
事業開発責任者・担当者が感じる課題
既存事業の組織の常識と新規事業の組織の常識は違う
既存事業から新規事業に異動した人の悩み

「新しい価値の創造」を阻む壁を乗り越えたい
否応なしに変わらなくてはいけない時代
イノベーションを推進する心構え
未来事業開発の全体像
未来事業開発3×3ステップ

「発想」の3ステップ
「モデル化」の3ステップ
「実行・巻き込み」の3ステップ

第1章 未来事業開発の全体像

なぜ新しいアイデアが形になって行かないのか
事業開発の実行時に陥りがちなパターン
アイデアキラー、10の殺し文句
大企業の経営者に求められる3つの顔
事業開発はCEOへの登竜門
100億円事業を支える意思決定のコツ
事業化判断　10の自問自答
成長フェーズ・マネジメント
組織変革の定石　〜7つのS〜
事業開発が円滑に進む仕掛けの例（１）
事業開発が円滑に進む仕掛けの例（２）
新事業と既存事業のヒトのやりくり
担当者の「つまづきパターン」
指導のポイント

「処方箋」は既にある。実行できるかが課題

【付録】簡易版組織診断
【付録】事業計画作成チェックリスト

第9章 トップマネジメントが果たす役割

ビジネスモデルを考えるためのバリューチェーン
バリューチェーン（事業を実現/運営する仕組み）を考える
発明が社会にインパクトを与えるには
バリューチェーン設計のポイント
エコシステムから「新たな顧客を発見」
オペレーション＆マーケティングの設計

「強み」とは何を指すのか？
マーケティング設計のポイント

「顧客への提供価値」と整合したプロセス
「並べ替え」によるイノベーション
ブレイクスルーのポイント
着眼点
デコンストラクション
リソースフルネス

【グループワーク】バリューチェーン DVD

第5章 バリューチェーン

イノベーションとは?
「新しい組み合わせ」を見つける
【グループワーク】「イノベーティブ」な製品・サービス① DVD

【グループワーク】「イノベーティブ」な製品・サービス② DVD

事業発想を生み出す3つのポイント
ポイント①　『インプット』なくしてアウトプットなし
ポイント②　事業構築の6ステップ
ポイント③　チームアプローチ

「発想の生産性」をあげるには？
【グループワーク】変化が生むチャンス DVD

【グループワーク】「クロストライアル」組み合わせカード法 DVD

組み合わせカード法のポイント DVD

組み合わせ発想の効果
新しい機会を見つける「クロスSWOT」
間違いだらけのアイデア選び
一見「？なアイデア」にこそチャンスがある
古い問題の新しい解決策
事前に収集したい情報

【グループワーク】アイデアの選定 DVD

第2章 事業コンセプト

顧客を考える
２段階のターゲティング
初期ターゲットによる資源蓄積
成長ターゲットとそこに至る絵を描く
セグメンテーション 主要な切り口一覧
行動特性で市場を見直す
翻訳アプローチ（セグメンテーション、ターゲティング）
注目すべき切り口　波及効果に着目して浸透を図る
捉えておくべき「顧客の構造」

【グループワーク】顧客を考える DVD

「提供価値」3つの視点
顧客にとっての価値とは？
一般的なポジショニングの説明
戦略キャンバス（ブルーオーシャン戦略）

【グループワーク】顧客への提供価値を考える DVD

第3章 顧客への提供価値

第10章 今後に向けて

本DVD活用方法について
【グループワーク】「イノベーティブ」な製品・サービス①
【グループワーク】「イノベーティブ」な製品・サービス②
【グループワーク】変化が生むチャンス
【グループワーク】「クロストライアル」組み合わせカード法
組み合わせカード法のポイント

【グループワーク】アイデアの選定
【グループワーク】顧客を考える
【グループワーク】顧客への提供価値を考える
【グループワーク】MVPを考える
【グループワーク】バリューチェーン
【グループワーク】マネタイズモデル

サービスドミナントモデルの普及　基本パターンとその事例
サービスモデル展開の骨格
サービスモデル・3つの要件
サービスモデル・実行上のハードル
マネタイズモデルとは？
マネタイズモデルを考えるポイント
利益を創出する主なロジック
顧客（生涯）価値に注目したマネタイズモデル

「対価の名目」一覧
バリュープライシング
マネタイズモデルを考える4つのステップ

【グループワーク】マネタイズモデル DVD

第6章 マネタイズモデルを構築する

よくある「収支見通し」
「キャッシュフロー検討」のポイント
キャッシュフローの5つのステップ
フェルミ推定で数字を推定する
手順１：対象市場の推計
手順２：損益分岐点
手順３：収支見通し
手順４：資金見通し
手順５：シナリオ作成
キャッシュフロー検討のポイント
キャンバス上の工夫
ビジネスモデルキャンバスと6つのステップ
ビジネスモデルキャンバスを見直すヒント
ビジネスモデル転換の視点
ビジネスモデルキャンバス作成の流れ

第7章 キャッシュフローで事業を魅力的にする

■ 監修・執筆：秦 充洋（ 株式会社ミレニアムパートナーズ 代表取締役／  
株式会社BDスプリントパートナーズ 代表取締役）

■ 執筆：小橋貴之（ 株式会社ミレニアムパートナーズ シニアコンサルタント／  
株式会社 BDスプリントパートナーズ シニアコンサルタント）

■ 2018年5月31日発行
■ レポート：A4判、約300ページ
■ DVD：約90分
■ CD-ROM：本体に掲載された図表を収録
■ 本体価格 300,000円+税
■ 発行：日経BP社

NEW

未来の事業をつくり出す
最新理論と豊富な経験を基に変化を先取りした
事業開発の正しいプロセスとノウハウを網羅

『未来事業2018 実践編』は、「新規事業」創出の取り組みを成功させる
ためのレポートです。社会や技術、産業の変化を見通せば既存事業が今
後も安泰と考えるのはあまりにも楽観的に過ぎます。企業の持続的成長
のためには将来の柱となりうる事業の創出や既存事業のビジネスモデル
の改革が不可欠です。本書では、事業開発の取り組みを実践し成功させ
るための事業コンセプト、ビジネスモデル、バリューチェーン、マネタイズモ
デルなど、各プロセスの最新理論や正しい進め方を分かりやすく解説しま
す。また、DVDに収録したグループワークファシリテーションは、社内での
ワークショップ実施や企業内研修、人材育成にご活用いただけます。

CONT ENTS

未来事業2018 
実践編

※目次やDVD収録内容は変更になる場合があります。

未来事業を開発する 

未来事業開発

イノベーション

サービス構築

チームづくり アライアンス
オペレーション

未来事業開発の3つのステップ

実行・巻き込み

マネライズモデル

バリュー
チェーン

キャッシュ
フローモデル

モデル化

顧客への提供価値

事業
コンセプト プロトタイプ

発想

マーケティング

リーンスタートアップ

ビジネスモデル

リーダーシップ

組織構造
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専門家の意見を寄せ集めた未来予測は、分野ごと
に矛盾し、総体として一つの未来像を描き出すこと
ができません。この問題を解決する最適な方法は、
未来予測に関わるすべての情報の把握と分析、構
造化を一人の人間で完結させることでしょう。足掛け
5年に及ぶ時間を費やし、この難作業に挑んだのが

「メガトレンド」シリーズです。

未来に関連する厖大な文献やデータを人・社会・技術のライフサイクルの視点で分析、これから起きるであろう劇的な変化を「50のメガトレ
ンド」としてまとめ、それらが全産業分野にどのような影響を与え、ビジネスをどう変えていくかを明らかにします。

各テーマに関連する「課題」や「機会」とそれらに対して考え得る
「打ち手」をツリー構造で表現。「自動車・輸送機器」「電子・
電気・機械」「医療・美容・健康」など11の産業分野に関して、
50のメガトレンドとの関連性を解き明かします。

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。
また、各テーマで2～3件
の世界の先駆的な事例
や企画アイデアを紹介。

メガトレンド「自動車・エネルギー編」「ICT融合新産業編」で
は、それぞれの産業にフォーカスし、産業の変化、融合、新産業
誕生のシナリオなどをさらに掘り下げて分析予測しています。

10年後の社会と全産業分野の未来像を提示する

メガトレンドに関連する
「課題」と「打ち手」をツリー構造で表現

市場関連情報/世界のユニークな情報

産業分野別編ではさらに掘り下げて予測

「メガトレンド」 シリーズ
メガトレンド2016-2025 全産業編 序章　2016～2045年の未来年表 より
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CONT ENTS

メガトレンド2016-2025
全産業編

■ 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

10年後までの変化を読み切り
戦略策定の基礎となる
社会と全産業分野の未来像を提示する

『メガトレンド2016-2025 全産業編』は、未来に関連する厖大な文献
や統計データを人・社会・技術のライフサイクルの視点で分析し、これ
から起きるであろう劇的な変化を「50のメガトレンド」としてまとめ、それら
が全産業分野に何をもたらすかを提示します。また、メガトレンドに関連
する「課題」と「打ち手」をイシューツリー構造にまとめ、さらに、市場規
模や世界の先駆的事例・アイデアに関する「調査分析結果」を掲載す
ることで、事業・ビジネス化視点のコンテンツも網羅しています。全産業
分野の変化と未来像を描き出す、「未来予測の決定版」レポートです。

序章

（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

（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

メガトレンドの読み方：本文構成について
人口予測と経済予測
2016～2045年の「未来年表」

全体の思想について

第1章  先進国の本格的老衰：  
成熟がもたらす新市場

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

総論

1. シニア労働力活用
2. シニア支援
3. 女性の社会進出
4. 家族の希薄化
5. 高齢者の消費
6. 幼児教育市場の変化
7. ペット関連市場の拡大
8. 老朽インフラ対策
9. 世代間格差対策
10. 移住ビジネス
11. 観光ビジネス

12. 教育ビジネス
13. オランダ型農業立国
14. 衛星・宇宙ビジネス
15.  軍事技術の強化と  

輸出解禁
16. アナログ技術への回帰
17. 癒やし機能への欲求
18. 女性化とユニセックス化
19.   「ジモティー」「ヤンキー」  

化する若者

第2章  新興国の成長ラッシュ：  
日本企業躍進の起爆剤

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

総論

20. 都市インフラ輸出の拡大
21.1.  昭和日本商材の  

再活用

21.2. リバースイノベーション

第3章  成長ラッシュの穽：速すぎる変化が  
もたらす負の現象

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

22.  空気や水の汚染防止・  
浄化技術

23. 「食の安全」問題

24. 多剤耐性菌対策
25.  ユースバルジと  

BOPビジネス

第4章  市場の強大化：  
国家機能にも及ぶその影響

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

総論

26. 世界的な特区競争
27.  開発～製造～  

消費のグローバル化

28.  官民の境界希薄化、  
民間委託

第5章    「消費が美徳」だった時代の終焉：  
サステナブルな価値観の台頭

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

総論

29. エネルギー効率向上
30. 天災対策
31.  シェールガスによる  

揺り戻し

32. 食料不足対策
33. 資源枯渇対策

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

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

総論

34. 脱売り切り消耗品化
35.  保守運用ビジネス～  

BPO
36. 保険・金融業化

37.  ファブライト開発への  
シフト

38.  マーケティング手法の  
劇的進化

第7章  リアルとバーチャルの相互連動：  
脳から都市までスマート化が加速

ヒト・モノ・空間の電装化とスマート化
リアル世界にタグを貼るという大脳の長年の夢
スマートコミュニティも拡張現実
脳直結コミュニケート
ニアフィールドビジネス
デジタルマニュファクチャリングは仮想現実ものづくり端末

総論

39. AR（拡張現実）
40. 自動運転車
41. おもてなしサービス

42. 「脳直」コミュニケーション
43.  デジタル  

マニュファクチャリング

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

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

総論

44.1.  企業と従業員：  
労働者のモジュール化

44.2.  企業と従業員：  
組織のモジュール化

45.  ビジネスプラットフォーム  
設計

46.  シェア&フラット化する  
価値観

第9章  超人化する人類：  
生態と進化の人工操作への挑戦

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

総論

47.1 生物機能利用
47.2  遺伝子組み換え  

生物利用
48. 人体強化（生物系技術）

49.  人体強化  
（非生物系技術）

50. 脳力開発

第10章  50のメガトレンドがもたらす  
各産業分野の変化

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

終章

（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

メガトレンドからメタトレンドへの翻訳
ソーシャルグラフ
ソーシャルグラフ（知平面）から見たメタトレンド

まとめ：今起きている新産業革命
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■ 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
■ 発行：日経BP社

CONT ENTS

メガトレンド2017-2026 
自動車・エネルギー編

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し
「100年に一度の大変革」の先を読む

『メガトレンド2017-2026 自動車・エネルギー編』は、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」を予測しま
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、パワートレーン革新などの大変
化を予測します。序章から第10章は『メガトレンド2016-2025 全産業
編』から自動車と関わりの大きい20テーマを抜粋し、大きな変化を予測
します。そして第11章から第16章では、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。

序章

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

メガトレンドの読み方：本文構成について
人口予測と経済予測
2016～2045年の未来年表

全体の思想について

第1章  先進国の本格的老衰：  
成熟がもたらす新市場

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

総論

1. シニア支援
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

第2章  新興国の成長ラッシュ：  
日本企業躍進の起爆剤

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

総論

5. リバースイノベーション

第3章  成長ラッシュの穽：  
速すぎる変化がもたらす負の現象

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

6. 空気や水の汚染防止・浄化技術

第4章  市場の強大化：  
国家機能にも及ぶその影響

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

総論

7. 開発～製造～消費のグローバル化

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

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

総論

8. エネルギー効率向上
9. シェールガスによる揺り戻し

10. 資源枯渇対策

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

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

総論

11.  保守運用ビジネス～  
BPO

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

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

ヒト・モノ・空間の電装化とスマート化
リアル世界にタグを貼るという大脳の長年の夢
スマートコミュニティも拡張現実
脳直結コミュニケート
ニアフィールドビジネス
デジタルマニュファクチャリングは仮想現実ものづくり端末

総論

15. AR（拡張現実）
16. 自動運転車
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

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

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

総論

19. ビジネスプラットフォーム設計

第9章  超人化する人類：  
生態と進化の人工操作への挑戦

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

総論

20. 人体強化（非生物系技術）

第12章 クルマの知能化
総論

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  

センサーの進化

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

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

1. 世界のエネルギー予測 
2. エンジンの高効率化 
3. 電動化技術の将来 

4.  不透明な燃料電池車の  
将来

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

3.  ビッグデータと機械学習で  
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

第16章 自動車産業と社会の変化
総論

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

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。

第10章  メガトレンドがもたらす  
自動車・エネルギーの変化

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

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
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■ 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
■ 発行：日経BP社

CONT ENTS

メガトレンド2017-2026  
ICT融合新産業編

ICTが引き起こす
既存産業の融合と新産業の誕生
各産業とICT産業の10年後を描き出す

『メガトレンド2017-2026 ICT融合新産業編』はICT（情報通信技
術）によって変わる産業群の10年後の姿を展望するものです。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。まず、序章から第9章で『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します。続く第10章から第15章で、ICTがもたら
す新たな社会構造を予測し、その社会構造の上で起きる既存産業同
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。

序章

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 

メガトレンドの読み方：本文構成について
人口予測と経済予測 
2016～2045年の未来年表

全体の思想について

第1章  先進国の本格的老衰：  
成熟がもたらす新市場

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

総論

1. シニア支援
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

第2章  新興国の成長ラッシュ：  
日本企業躍進の起爆剤

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

総論

5. 都市インフラ輸出の拡大

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

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

6. ユースバルジとBOPビジネス

第4章  市場の強大化：  
国家機能にも及ぶその影響

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

総論

7. 開発～製造～消費のグローバル化

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

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

総論

8. エネルギー効率向上

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

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

総論

9. 脱売り切り消耗品化 
10.  保守運用ビジネス～  

BPO
11. 保険・金融業化 

12.  ファブライト開発への  
シフト 

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

ヒト・モノ・空間の電装化とスマート化
リアル世界にタグを貼るという大脳の長年の夢
スマートコミュニティも拡張現実
脳直結コミュニケート
ニアフィールドビジネス
デジタルマニュファクチャリングは仮想現実ものづくり端末

総論

14. AR（拡張現実） 
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

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

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

総論

19. ビジネスプラットフォーム設計

第9章  超人化する人類：  
生態と進化の人工操作への挑戦

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

総論

20. 人体強化（非生物系技術）

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」

「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 
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　

2.  データの資産化と  
トラッキング社会 

3.  人とマシンの  
コラボレーション　

4. データ駆動型システムとAI 
5.  インタラクションとデータの  

多様化

6. コミュニケーションの変化 
7.  クラウドの進化と  

クラウドファースト　
8. APIエコノミーによる連携 
9.  新しい実現方式—  

チョイス&カスタマイズ
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

第15章 ICT融合の本質：10の状態変化
1.  統合とインテグレーション  

—ICT融合の成果と  
ICTの民主化

2.  新しい働き方  
—社会基盤を活かす　

3.  就業年齢と  
ワークスタイルの変化 

4.  事業/顧客視点による  
リデザイン —AIを組み込ん
だ新しい社会

5.  垣根を越えた  
コラボレーション　

6.  プロシューマー、  
中小が牽引 

7.  流通/組織構造の変化　
8. 実現スピードの加速 
9.  デザインとプロデュースの  

重要性　
10.  ICT融合の起点  

～顧客視点と使い勝手

第13章  ICT融合による産業変化：  
再定義される産業群

1.  移動  
（運輸・交通・輸送機器）

2.  健康  
（医療・介護・ヘルスケア）

3. 農林（農業・漁業・林業）
4.  金融（銀行・証券・  

保険・Fin Tech）

5. 公共（公務・公益）
6.  生活（旅行・エンタテイン  

メント・メディア）
7.  流通  
（小売・卸・消費財メーカー）

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
今後10年間の有望分野—モバイルスペースと信用・信頼 
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
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テクノロジーの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します。そし
て、そのことがさらにビジネスを拡大させていきます。
その破壊力は測り知れません。「未来展望」シリーズ
は、こうした産業構造の変化と新ビジネスの誕生を
予測します。

「未来展望」 シリーズ

AI、IoT、ビッグデータなど先端ICTにより、すでに製造、医療、流通、金融、インフラなど幅広い分野において、変革の動きが見られます。将
来、あらゆる産業でパラダイムシフトが起こり、ビジネスモデルも激変するでしょう。既存産業の激変と新産業の誕生を描きます。

IT化による技術革新やビ
ジネスのアジアシフトで急速
に成長する「スポーツビジネ
ス」。電力の全面自由化によ
り新たなプレーヤーが続々
と登場する「電力ビジネス」。
これらのビジネスの今後10
年を予測し、産業別のビジネ
スチャンスを提示します。

人工知能や自動運転で
生まれる新しいビジネスモ
デル、新市場や新産業の
誕生と普及シナリオ、そして
既存産業の変容を、いま
すでに起きている変化を踏
まえ分析・予測します。

IoT、AI、ロボット…テクノロジーの進化がもたらす未来

スポーツビジネスと電力ビジネスの行方 人工知能や自動運転、未来のビジネスとは

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します。

特許分析から未来の技術と
注目テーマを予測

ロボットの未来 2017-2026 プロローグ 既存産業への影響 より

3938



NEW

IoTの未来2018-2027

■  監修・著者（代表）：園田展人（EYアドバイザリー・
アンド・コンサルティング株式会社 ディレクター 
ジャパン・イノベーションリーダー）

■ 2018年3月23日発行
■ レポート：A4判、約180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
■ 発行：日経BP社

製造、インフラ、医療、住宅、輸送
IoTビジネスを創出するために
ヒントとなる事例と未来像を提示する

バズワードとして一般に知られるようになって久しいIoT。しかし、実際に
IoTをビジネスに結びつけている日本企業はまだまだ少ないのが実情で
す。それはなぜでしょうか。そして、どうすれば「儲かるIoTビジネス」が実
現できるのでしょうか。『IoTの未来2018-2027』は、IoTビジネスを創
出するためのヒントとなる情報を満載したレポートです。現在の代表的
なIoTビジネスの事例、グローバルにおけるIoTの政策、R&D動向を詳
細に分析します。そして、製造、インフラ、医療、住宅、輸送の5領域で、
未来に創出されるIoTビジネスを予測します。

※目次は変更になる場合があります。

CONT ENTS

第1章 IoTの注目領域

第2章  注目領域における  
現在の代表的なIoTビジネス

2-1. 本章の構成
2-2. 製造領域

2-3-1. 都市インフラの制御
2-3-2. 都市インフラの予測
2-3-3. 都市インフラの可視化
2-3-4. 掘削・建設現場の制御
2-3-5. 掘削・建設現場の予測
2-3-6. 掘削・建設現場の可視化
2-3-7. 現場作業者の制御
2-3-8. 現場作業者（動作）の予測
2-3-9. 現場作業者（状態）の可視化

2-4-1. 病院の制御
2-4-2. 病院の予測
2-4-3. 病院の可視化
2-4-4. 患者の制御
2-4-5. 患者（動作）の予測
2-4-6. 患者（状態）の可視化
2-4-7. スタッフの制御
2-4-8. スタッフ（動作）の予測
2-4-9. スタッフ（状態）の可視化

4-3-1. 未来のIoTビジネスの方向性の俯瞰
4-3-2. 未来に創出が予測されるIoTビジネス 

4-3-2-1. 信号制御による交通流量最適化サービス
4-3-2-2. 街灯点灯による異変即時周知サービス
4-3-2-3. 地域における歩行誘導
4-3-2-4. 地域における歩行誘導支援サービス
4-3-2-5. 犯罪行為検知・急行サービス
4-3-2-6. ピンポイント災害予報サービス
4-3-2-7.  自然災害の被害推定に基づく  

パーソナライズ回避ルート提案サービス
4-3-2-8.  環境エネルギー関連都市問題の可視化による  

課題解決支援サービス

4-4-1. 未来のIoTビジネスの方向性の俯瞰
4-4-2. 未来に創出が予測されるIoTビジネス 

4-5-1. 未来のIoTビジネスの方向性の俯瞰
4-5-2. 未来に創出が予測されるIoTビジネス 

4-6-1. 未来のIoTビジネスの方向性の俯瞰
4-6-2. 未来に創出が予測されるIoTビジネス 

4-4-2-1. 自覚症状がない病気の兆候認識・通知サービス
4-4-2-2. 手術室における以心伝心ロボットサービス
4-4-2-3. 遠隔触診支援サービス
4-4-2-4.  パーソナライズド・リハビリ用アシストスーツ  

提供サービス
4-4-2-5.  アバターを用いたパーソナライズド・リハビリ  

支援サービス
4-4-2-6. 人工器官不適合による合併症発生予防サービス

4-5-2-1. 認知症向け介護ロボットサービス
4-5-2-2.  認知症の焦燥性興奮の予知による  

介護者支援サービス
4-5-2-3.  パーソナルトレーナーのアバターによる  

生活習慣改善支援サービス
4-5-2-4. パーソナライズド・睡眠改善支援サービス
4-5-2-5. 新興開発地域内の独居老人見守り
4-5-2-6.  新興開発地域内の独居老人見守り  

支援サービス

4-6-2-1. 複雑な環境下における完全自動運転車
4-6-2-2.  出荷から保管・輸送までの  

農作物状態可視化
4-6-2-3.  出荷から保管・輸送までの  

農作物状態可視化支援サービス

3-4-1.  【米国】歩行者含む移動体の渋滞予測に基づく  
  信号の制御

3-4-2.  【欧州】欧州のスマートシティ間を結ぶ  
  シンクロニシティの実現

3-4-3.  【日本】歩行者の動作意図に基づく  
  歩行誘導の最適化 

3-4-4.  【日本】歩行者の行動予測に基づく  
  歩行誘導の最適化

3-4-5. 【日本】社会インフラの実時間での異常検知
3-4-6.  【日本】防災・減災のための実時間での  

  局地的気象予測
3-4-7.  【日本】災害時の損害予測および  

  最適な回避方策の推定

3-4-2-1.  都市全体の交通・エネルギー消費・騒音・  
大気汚染の可視化

3-4-2-2. 騒音の可視化
3-4-2-3. 異常検知に基づく街灯点灯の制御
3-4-2-4. 都市全体の交通の可視化

3-5-1. 【米国】汗中タンパク質変化に基づく病気の検知
3-5-2.  【米国】バイタルデータと状態記録を  

  組み合わせた病気の検知
3-5-3. 【米国】外骨格データに基づく歩行の最適化
3-5-4. 【米国】在宅リハビリテーションの最適化
3-5-5. 【米国】人工器官に接続された患部の状態の可視化
3-5-6. 【日本】触診でしか分からない人の健康状態の可視化
3-5-7. 【日本】人の視線による行動の予測

3-6-1. 【米国】認知症患者の興奮状態の推定
3-6-2.  【米国】ユーザーの日常行動や社会的位置付けに  

 基づく生活習慣改善方法の最適化
3-6-3. 【米国】日常生活からの睡眠阻害要因の推定
3-6-4.  【欧州】欧州におけるアクティブ&ヘルス・エイジング  

  IoTベースソリューション

3-6-5. 【日本】人の状態に合わせたロボットの行動の制御

3-6-4-1. 高齢者の虚弱傾向の予知
3-6-4-2. 迷子や転倒など高齢者の異常行動の予知
3-6-4-3. 高齢者の異常行動の検知
3-6-4-4. 高齢者の行動パターンの可視化

2-5-1. 生活環境の制御
2-5-2. 生活環境の予測
2-5-3. 生活環境の可視化
2-5-4. 生活者の制御
2-5-5. 生活者（動作）の予測
2-5-6. 生活者（状態）の可視化

2-6-1. 輸送の制御
2-6-2. 輸送の予測
2-6-3. 輸送の可視化
2-6-４. 輸送者の制御
2-6-5. 輸送者（動作）の予測
2-6-6. 輸送者（状態）の可視化

3-2-1. 米国
3-2-2. 欧州
3-2-3. 日本

3-3-1. 【欧州】製造から廃棄までの製品状態の可視化
3-3-2.  【日本】所望の性能に基づく製品開発から  

  製造の制御

2-2-1. 工場の制御
2-2-2. 工場の予測
2-2-3. 工場の可視化
2-2-4. 作業者の制御
2-2-5. 作業者（動作）の予測
2-2-6. 作業者（状態）の可視化

第5章 IoTを支えるインフラの未来

第3章  グローバルにおける  
IoT関連政策およびR&D動向

2-3. インフラ領域

2-4. 医療領域

4-3. インフラ領域において創出されるビジネス

5-1. 本章の構成
5-2. データ流通の未来
5-3. データセキュリティの未来

4-4. 医療領域において創出されるビジネス

4-5. 住宅領域において創出されるビジネス

4-6. 輸送領域において創出されるビジネス

3-4.  インフラ領域における  
主要国・地域の研究機関が注力するIoT R&D

3-5.  医療領域における  
主要国・地域の研究機関が注力するIoT R&D

3-6.  住宅領域における  
主要国・地域の研究機関が注力するIoT R&D

4-2-1. 未来のIoTビジネスの方向性の俯瞰
4-2-2. 未来に創出が予測されるIoTビジネス 

4-2-2-1.  プロセス産業における  
R&Dから生産までの自動制御

4-2-2-2.  プロセス産業における  
R&Dから生産までの自動制御支援サービス

4-2-2-3.  プロセス産業におけるR&Dから生産までの  
自動制御支援ツール提供サービス

4-2-2-4.  製品ライフサイクルの可視化による  
ユーザーのロイヤルカスタマー化

4-2-2-5.  製品ライフサイクルの可視化による  
ユーザーのロイヤルカスタマー化支援サービス

3-7-1. 【欧州】出荷から輸送までの農作物の状態可視化
3-7-2.  【日本】歩行者や様々なモビリティが移動している
　　　 状況下での自動運転

第4章 未来に創出されるIoTビジネス
4-1. 本章の構成
4-2. 製造領域において創出されるビジネス

3-7.  輸送領域における  
主要国・地域の研究機関が注力するIoT R&D

2-5. 住宅領域

2-6. 輸送領域

3-1. 本章の構成
3-2. 主要国・地域のIoT関連政策

3-3.  製造領域における  
主要国・地域の研究機関が注力するIoT R&D
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スポーツビジネスの未来
2018-2027

■  監修：間野義之  
（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授/  
スポーツビジネス研究所 所長）  
上野直彦（スポーツジャーナリスト）

■ 2017年12月27日発行
■ レポート：A4判、336ページ
■ CD-ROM：本体に掲載された図版を収録
■ 本体価格：300,000円＋税
■ 発行：日経BP社

スマート化、アジアシフト、多様性を背景に
巨大産業化するスポーツの10年後と
未来のビジネスチャンスを提示する

『スポーツビジネスの未来 2018-2027』は、スマート化、アジアシフト、
多様性の3つのメガトレンドを軸に、国内外で活躍する専門家が今後
10年のスポーツビジネスを予測します。医療・健康や地方創生といっ
た社会課題の解決とも密接に結び付きながら、その定義を拡大し、多
くのステークホルダーを巻き込むことになるスポーツビジネス。「ポスト
2020」を見据えてイノベーションを生む主役は、これまでスポーツとの
関わりが薄かった異分野の企業です。スポーツビジネスの中核となる6
分野の重要23テーマに加え、今後さらにスポーツと関係を深める7つ
の産業、そしてグローバルの動きについて未来像を提示します。

CONT ENTS

第1章 2027年のスポーツビジネス

1.1.1 はじめに
1.1.2 スポーツビジネスと3つのメガトレンド
1.1.3 日本におけるスポーツビジネスの未来
1.1.4 本レポートの構成

1.1 総論

第3章 テクノロジー × スポーツ

3.1.1 10年後の姿
3.1.2 IoT×スポーツ
3.1.3 AI×スポーツ
3.1.4 AR/VR×スポーツ
3.1.5 ブレインサイエンス×スポーツ
3.1.6 ロボティクス/デジタルファブリケーション×スポーツ

3.1 総論

3.2.1 10年後の「IoT×スポーツ」
3.2.2 「IoT×スポーツ」の現在と未来
3.2.3 センサーとスポーツ

3.2 IoT

3.3.1 10年後の「AI×スポーツ」
3.3.2 「AI×スポーツ」の現在地点
3.3.3 「AI×スポーツ」の4領域
3.3.4 「AI×スポーツ」の波及効果

3.3 AI（人工知能）

3.4 AR/VR
3.4.1 10年後の「AR/VR×スポーツ」
3.4.2 競技スポーツにおけるAR/VR活用
3.4.3 エンターテインメント分野のAR/VR活用

3.5.1 10年後のスポーツ×ブレインサイエンス
3.5.2 フィードバック手法の拡張
3.5.3 ブレインサイエンスで解明が進む領域
3.5.4 テクノロジードーピング

3.5 ブレインサイエンス

3.6.1 10年後の姿
3.6.2 トレーニングのサポート
3.6.3 ロボティクスと新スポーツ
3.6.4 デジタルファブリケーション

3.6 ロボティクス/デジタルファブリケーション

第2章 スタジアム・アリーナ

2.1.1 はじめに
2.1.2 欧米におけるスタジアム・アリーナの整備手法
2.1.3 日本における競技場・体育館の整備手法
2.1.4 指定管理者制度・管理許可制度
2.1.5 PFIによるスタジアム・アリーナ整備
2.1.6 日本のスタジアム・アリーナのこれから
2.1.7 スマート・ベニュー

2.1 総論

2.2.1 スマートスタジアムが生む未来像
2.2.2 スタジアムを取り巻く現在地点
2.2.3 スマートスタジアムを支える設備
2.2.4 スタジアムを構成する基礎技術の未来
2.2.5 公園化するスタジアム
2.2.6 未来に向けて

2.2 スマートスタジアム

2.3.1 日本におけるアリーナの現状
2.3.2 日本におけるアリーナ関連の政策動向
2.3.3 日本のアリーナ事例

2.3 スマートアリーナ

2.4.1  日米のファシリティー・  
マネジメント

2.4.2 経営姿勢

2.4.3 資金調達
2.4.4 事業収入

2.4 ファシリティー・マネジメント

第6章 ダイバーシティー/医療・健康

6.1.1 10年後の姿
6.1.2 高齢者×スポーツ
6.1.3 女性×スポーツ

6.1.4 人材×スポーツ
6.1.5 フィットネスビジネス

6.1 総論

6.2.1 10年後の高齢者とスポーツ
6.2.2 高齢者を取り巻く社会・経済的背景
6.2.3 「高齢者×スポーツ」のビジネス機会

6.2 高齢者×スポーツ

6.3.1 10年後の「女性×スポーツ」の姿
6.3.2 「女性×スポーツ」のムーブメント
6.3.3 「女性×テクノロジー×スポーツ」の拡大
6.3.4 「女性×スポーツ」のビジネスチャンス

6.3 女性×スポーツ

6.4.1 10年後の「人材×スポーツ」の姿
6.4.2 スポーツ界と他産業の連携
6.4.3 プロジェクトベースのワークスタイル
6.4.4 コトづくりを生かしたマネジメント教育
6.4.5 スポーツマネジメント人材

6.4 人材×スポーツ

6.5.1 未来のフィットネス環境
6.5.2 フィットネス環境をドライブする要因
6.5.3 フィットネスビジネスの現状
6.5.4 フィットネスビジネスの課題と解決策

6.5 フィットネスビジネス

第7章 エデュケーション × スポーツ

7.1.1 10年後の姿
7.1.2 学校教育×スポーツ
7.1.3 ハイパフォーマンススポーツ

7.1 総論

7.2.1 10年後の部活動
7.2.2 学校教育における部活動の歴史
7.2.3 運動部指導の外部委託の現状
7.2.4 広がり始めた部活動指導の外部委託
7.2.5 民間企業委託型から企業協賛型へ
7.2.6 部活動のグローバル化

7.2 学校教育×スポーツ

7.3.1 10年後のハイパフォーマンススポーツ
7.3.2 テクノロジーとスポーツ医科学
7.3.3 システム/プログラムと新たな財源

7.3 ハイパフォーマンススポーツ

第8章 産業別のビジネスチャンス 
8.1 メディア
8.2 医療・健康
8.3 ICT（情報通信技術）
8.4 旅行・観光（ツーリズム）
8.5 ファイナンス
8.6 素材
8.7 自動車

第9章 グローバル × スポーツ

9.1.1 序論
9.1.2 北米市場の動向と労使協定の影響
9.1.3 放映権とOTT、VR/ARの台頭
9.1.4 新たな潮流と未来への課題
■ケーススタディー

9.1 北米

9.2.1 序論
9.2.2 FIFAやUEFAの改革
9.2.3 オリンピックの改革
■ケーススタディー

9.2 欧州

9.3.1 序論
9.3.2 SEAゲームズ
9.3.3 インド
■ケーススタディー

9.3 東南アジア・インド

9.4.1 序論
9.4.2 エリートスポーツ政策と戦略
9.4.3 大衆スポーツ政策と戦略
9.4.4 大規模スポーツイベントと国際影響力
9.4.5 真のプロフェッショナリズムへの道
9.4.6 スポーツの商業化と消費
■ケーススタディー

9.4 中国

9.5.1 キューバ
9.5.2 アフリカ
9.5.3 中東
■ケーススタディー

9.5 キューバ・アフリカ・中東

第4章 エンターテインメント × スポーツ

4.1.1 10年後の姿
4.1.2 放映権×スポーツ
4.1.3 ライブイベント×スポーツ
4.1.4 スポーツベッティング

4.1.5 クラブ経営
4.1.6  アクティベーション×  

スポーツ
4.1.7 eスポーツ

4.1 総論

4.2.1 10年後の「放映権×スポーツ」の姿
4.2.2 「放映権×スポーツ」の未来シナリオ
4.2.3 放映権の歴史から見る要素と構造
4.2.4 世界における放映権ビジネスの拡張
4.2.5 放映権の現在地点
4.2.6 未来に向けて

4.2 放映権

4.3.1 10年後のライブイベントの姿
4.3.2 「買う」の10年後
4.3.3 「観る」の10年後
4.3.4 顧客データの活用が開く未来

4.3 ライブイベント

4.4.1 はじめに
4.4.2 現代におけるスポーツベッティングの様相
4.4.3 スポーツベッティング事業と賭博法制 〜国家による規制
4.4.4  スポーツベッティング事業と知的財産法制 〜スポーツ

団体による規制、スポーツベッティング権の行方
4.4.5 スポーツベッティング事業の未来

4.4 スポーツベッティング

4.5.1 はじめに
4.5.2 未来シナリオを描くに当たって
4.5.3 クラブ経営の未来シナリオ
4.5.4 クラブの歴史と日欧の構造の違い
4.5.5 スポーツのクラブが支えるまちづくり

4.5 クラブ経営

4.6.1 はじめに:アクティベーションとは
4.6.2 未来シナリオ:マクロ視点の10年後
4.6.3 未来シナリオ:ミクロ視点の10年後
4.6.4 企業によるスポーツ参画
4.6.5 共同投資型事業
4.6.6 未来シナリオを実現するドライバー

4.6 アクティベーション

4.7.1 スポーツビジネスの破壊的イノベーション
4.7.2 競技としての現在と特徴
4.7.3 eスポーツの勢力図

4.7 eスポーツ

第5章地方創生×スポーツ

5.1.1 「地方創生×スポーツ」の楽観シナリオ
5.1.2 10年後の各地域や都市
5.1.3 第5章の構成

5.1総論

5.2.1 理想的な将来像
5.2.2 社会システムの改革
5.2.3 日本の歴史的背景

5.2.4 欧米の歴史とトレンド
5.2.5 日本のトレンド

5.2 まちづくり×スポーツ

5.3.1 はじめに
5.3.2 未来シナリオを描くに当たって
5.3.3 大学スポーツの未来シナリオ
5.3.4 日本の大学と大学スポーツの現状

5.3 大学スポーツ

5.4.1 未来に向けたツーリズムの拡張
5.4.2 未来シナリオ：国内旅行者
5.4.3 未来シナリオ：インバウンド編
5.4.4 顧客の成熟化とスポーツツーリズム 

5.4 スポーツツーリズム
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電力の未来 2018-2027

■  著者：村井 哲之
（エネルギーマネジメント総合研究所代表取締役）  
村谷 敬

（エネルギーマネジメント総合研究所CIO）
■ 2017年12月21日発行
■ レポート：A4判、328ページ
■ CD-ROM：本体に掲載された図表を収録
■ 本体価格 450,000円＋税
■ 発行：日経BP社

電力自由化、東電、原発、再エネ
各プレーヤーが進むべき道は？
日本の電力市場の未来を描き出す

日本の電力市場は、激動の時代に突入しました。電力の全面自由化
により、数多くの新電力事業者が小売電気市場への参入を果たしまし
た。しかしながら、将来、大手電力会社の巻き返しにより、新電力事業
者の多くは苦難の道を歩むことになるでしょう。その一方で、独自の市
場を獲得し、存在感を示す新電力事業者やその関連事業者が現れる
と予測します。どのような事業者であれば、活躍できるのか。それに必
要な戦略は何か。本レポートは、電力自由化の今後10年を詳細に予
測し、さらに日本と世界の発電方式の変化を分析することで、各プレー
ヤーに対して進むべき道を提示します。

CONT ENTS

第2章 新電力事業者の未来
2-1. 都市型都市ガス会社：大手電力会社に敗れる、本業にも
危機迫る
2-2. 地方型都市ガス会社：地元大手電力会社と競合せず、
協業体制を構築へ
2-3. 大手LPガス会社：都市ガス自由化を追い風に、大手電力
会社の支援を受けて躍進
2-4. 地方LPガス会社：スマートコミュニティーを完成させて、地
方都市を囲い込む
2-5. 石油会社：電力自由化の主役は狙わない、地方部で市場
開拓へ
2-6. 総合商社：リスクは取らずに一発逆転を狙う、電力の卸売
事業を拡充へ
2-7. 地方自治体：電力の地産地消を実現し、「日本版シュタッ
トベルケ」を目指す
2-8. 住宅会社：小売電気事業に深入りせずも、顧客との関係
強化に利用
2-9. 独立会社：小売電気事業での苦戦は免れない、卸電力
事業に活路を求める
2-10. 通信会社：2020年までに再挑戦へ、IT/IoTによる「勝
利の方程式」を模索
2-11. 太陽光発電会社：太陽光発電は視界不良、多くは
2020年までに淘汰される
2-12. ライフスタイル会社：顧客の囲い込みを狙う、ニーズに合
わせた独自プランで差異化
2-13. 電気設備/エンジニアリング会社：電気知識の豊富さで
勝負、ネガワット事業に勝機
2-14. 大手電力会社の子会社：「矛」と「盾」として活躍も、
2020年には役目を終える

第4章 世界の発電方式の未来 
4-1. 世界のエネルギーミックス：増える世界の電力消費量、再
エネは主役になれず
4-2. 火力発電：構成比は減るが、トップの座は譲らず、石炭火
力は大幅減に
4-3. 原子力発電：導入料はまだ増える、中国やインドが新規建
設へ
4-4. 太陽光発電：導入限界が迫る、2030年の構成比は
4.5％にとどまる
4-5. 風力発電：再エネの主役に、陸上から洋上に活躍の場を
広げる
4-6. バイオマス発電：導入量は大きく伸びず、「地産地消」の
小規模発電に終わる
4-7. 水力発電：大規模水力発電の有効活用が進む、中小水
力は伸び悩む
4-8. 地熱発電：導入量はなかなか増えず、新技術開発で
2030年以降に開花

第３章 日本の発電方式の未来
3-1. 日本のエネルギーミックス：火力発電の偏重が今後も続
く、原発は13.9%にとどまる
3-2. 火力発電：構成比はなかなか減らない、LNGへの依存度
が高まる
3-3. 原子力発電：原発再稼働は大手電力会社主導で進む、
2030年もベースロード電源に
3-4. 太陽光発電：未来は厳しいものに、住宅用にいちるの望
みを託す
3-5. 風力発電：伸び悩む大型陸上、浮体式洋上と小型陸上
に期待
3-6. バイオマス発電：PKS発電市場が急速に下火へ、地産地
消の発電所だけが生き残る
3-7. 水力発電：水利権が足かせで中小水力は普及せず、川や
用水路以外に活路
3-8. 地熱発電：導入ポテンシャルは極めて高い、3つの課題を
解決できれば大躍進も

第5章 世界の電力自由化の先行事例
5-1. 英国：電力自由化後に再び寡占状態に、規制当局の施
策でビッグ6＋リトル6へ
5-2. ドイツ：自由競争よりも系統安定化を優先、大手電力会社
を事実上優遇へ
5-3. 北欧諸国：順調に進む北欧の電力自由化、課題はエネル
ギーミックスにあり
5-4. オーストラリア：価格高騰のリスクヘッジが課題に、ビッグ3
の寡占化を許す
5-5. 米国：カリフォルニア電力危機で得た教訓、長期の電力
供給力を確保へ

大手電力会社が大統合へ、「東日本」、「中央日本」、「西日本」に集
約／海外のエネルギー会社が日本進出、商社の仲介で都市ガス会
社を買収へ／小売電気事業の寡占化進む、新規参入者への優遇
策を導入へ／人口減少で余剰電力が増大、電力卸売市場の需給
関係が崩れる

地熱発電が普及に向けて大きく前進、温泉旅館の世代交代などが
キッカケに

電力債は2025年までに廃止へ、送配電網の整備に向け「新電力
債」登場／課題噴出のスマートコミュニティー、オフグリッドや海外市
場を目指すことに／水素社会は到来せず、宇宙用途に活路を求める

1-5. 2022〜2027年に起きること

【新電力事業者】

【発電事業者】

【小売電気事業サービス・プロバイダー】

都市ガス会社が高圧需要家を獲得へ、多くの新電力事業者が窮地
に／苦戦する総合商社系新電力事業者、電力卸販売ビジネスに活
路を求める／総括原価方式が2020年に廃止、その直前に大手電力
会社が反転攻勢へ

再生可能エネルギーだけの電力供給をする、パワー・アグリゲーター
が登場／洋上風力発電が拡大へ、地元漁業関係者との交渉がカギ
に

新電力事業者の成長サポートを目的に、信用格付け業者が登場する
／スマートメーターの設置が完了、ビッグデータの活用が勝敗を分け
る／ZEH/ZEBが増加へ、新電力事業者の経営環境に打撃

1-3. 2019〜2020年に起きること

【新電力事業者】

【発電事業者】

【小売電気事業サービス・プロバイダー】

新電力事業者のコールセンター、IVRの導入で無人化/自動化へ
新電力事業者の需給管理システム、人工知能による戦略策定機能
を搭載へ

大手電力会社が都市部で大反撃へ、都市ガス会社は窮地に追い込
まれる／大手電力会社と都市ガス会社、地方部では連携へ／石油
会社系の新電力事業者、自治体と連携しながら過疎地域に活路

JEPXでの電力取引の重要性高まる、電力需給管理や金融工学の
専門家が必要に

「バイオマス・タウン」が出現へ、自給自足化が進む／中国企業、太陽
光にとどまらず、風力やバイオマスにも進出へ

1-4. 2020〜2021年に起きること

【新電力事業者】

【小売電気事業サービス・プロバイダー】

【電力関連事業者】

【発電事業者】

新型の「HEMS/BEMS」が登場、機能やインターフェースが大幅進化

バランシング・グループが破綻する、ラニーニャによる市場高騰がキッ
カケ／自治体電力の一部が破綻へ、太陽光発電所だけでは対応困
難に／泊原発が再稼働へ、北海道電力が反転攻勢に出る

PKSに課題が続出、バイオマス発電所の収支が急激悪化へ／「太陽
光バブル」がはじける、メンテなどを対象とする見守りサービス登場へ

新電力事業者の競争激化、オーガナイザーが出口戦略立案へ／政
府公認の「電気料金比較サイト」登場、電力会社の切り替えが活発に

1-2. 2018〜2019年に起きること

【新電力事業者】

【発電事業者】

【小売電気事業サービス・プロバイダー】

【電力関連事業者】

第1章 電力自由化の未来予測

ビジネス・モデルの刷新が求められる、「価格重視」から「付加価値重
視」へ／都市ガスの自由化をキッカケに、LPガス事業者が大躍進／
沖縄の小売電気市場に参入企業が続々、ブルー・オーシャンを目指す

小売電気事業向け需給管理システム、事業者に応じたカスタマイズ
が必須に／小売電気事業のサービス・プロバイダー、人件費削減以
上の効果が求められる

総崩れの太陽光発電事業者、アジア地域進出の転機に／小型化す
る再生可能エネルギー発電所、送配電網の電力容量などが理由

ネガワット・アグリゲーターが登場へ、節電分をお金に換える

1-1. 2017〜2018年に起きること

【新電力事業者】

【小売電気事業サービス・プロバイダー】

【発電事業者】

【電力関連事業者】
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NEW

人工知能の未来2018-2022

■  監修・著者（代表）：園田展人（EYアドバイザリー・
アンド・コンサルティング株式会社 ディレクター 
ジャパン・イノベーションリーダー）

■ 2017年12月20日発行
■ レポート：A4判、792ページ
■ CD-ROM：本体に掲載された図表の一部を収録
■ 本体価格 450,000円＋税
■ 発行：日経BP社

人工知能が、既存産業を翻弄し
見たこともない市場を創造する
誕生する20産業・130市場を予測

人工知能（AI）が、あらゆる業界に影響を及ぼし始めています。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…。つまり、無関係でいられる既存産業はないの
です。『人工知能の未来2018-2022』は、次世代製造業やインテリ
ジェントファイナンス、自動物流、知能化家電など、AIにより新たに誕生
する20産業、130の市場を予測しています。さらに、既存産業への影
響と2022年新規産業創出に向けて求められる機能・技術に関して独
自に分析しています。

CONT ENTS

第1章 人工知能の俯瞰
1-1. 人工知能の歴史
1-2. グローバルにおけるトレンド
1-3. 参入動向とプレイヤー
1-4. 人工知能の技術予測
1-5. ELSI問題への取り組み

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
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
3-4. 医療・美容・健康への影響 
3-5. 素形材・化学産業への影響 
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

第4章  2022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ー
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
4-13. インテリジェントファイナンス
4-14. インテリジェントセキュリティ
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
4-17. 次世代ビジネスインテリジェンス
4-18. インテリジェントエンターテイメント
4-19. インテリジェントトラベル
4-20. 次世代機能開発

第5章 人工知能を構成する要素技術
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）
5-3. AIチップ
5-4. HPC
5-5. GPU
5-6. 人 を々理解する技術
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

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

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

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

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

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

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
洩防止システム

2-11. インテリジェントマーケティング

2-14. インテリジェントセキュリティ

2-12. インテリジェントカスタマーサービス

2-15. インテリジェントエデュケーション

2-13. インテリジェントファイナンス

2-16. インテリジェントポリシング

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

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

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

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

2-17. 次世代ビジネスインテリジェンス

2-18. インテリジェントエンターテイメント

2-19. インテリジェントトラベル

2-20. 次世代機能開発

第2章  2022年におけるマーケットへの影響  
新規産業の創出

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

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

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

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

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

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

2-1. 自動運転

2-2. インテリジェントファクトリー

2-4. インテリジェントホーム

2-6. 次世代介護・福祉

2-3. インテリジェントマニュファクチュアリング

2-5. インテリジェントメディカルケア

政策策定支援サービス／インテリジェントeガバメント

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

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

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

2-9. インテリジェントファーミング

2-10. インテリジェントロジスティクス

2-7. インテリジェントインフラストラクチャー

14インテリジェントセキュリティサービス

❶自動運転

❷インテリジェントファクトリー

❽インテリジェントガバメント

10インテリジェントロジスティクス

18インテリジェントエンターテイメント

19インテリジェントトラベル

20次世代機能開発

11インテリジェントマーケティング

16インテリジェントポリシング

12インテリジェントカスタマーサービス

❻次世代介護・福祉

❸インテリジェントマニファクチュアリング

❹インテリジェントホーム

❺インテリジェントメディカルケア

13インテリジェントファイナンス❼インテリジェントインフラストラクチャー

17次世代ビジネスインテリジェンス

15インテリジェントエデュケーション

❾インテリジェントファーミング

AI

新たに誕生する20産業、130の市場を徹底予測
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NEW

人工知能ビジネス2018

■  著者：園田 展人（EYアドバイザリー・アンド・コン
サルティング株式会社 ディレクター ジャパン・イノ
ベーションリーダー）、日経BP社

■ 2017年12月20日発行
■ レポート：A4判、376ページ
■ 本体価格 250,000円＋税
■ 発行：日経BP社

AI技術で先頭を走る企業はどこか？
日本企業の先端デジタル化事例は？
AIビジネス戦略策定の必携レポート

『人工知能ビジネス 2018』は、AIビジネス戦略のプランニングに欠か
せないレポートです。世界のAIテクノロジー企業とデジタル戦略を描く
日本企業を網羅しています。第1部【世界AI企業全集】では、AIテクノ
ロジー先端企業、国内32社、海外18社を網羅し、各社の実像を解説
しています。戦略策定における世界/日本企業の事例調査・分析にか
かる時間を大幅に短縮します。第2部【日本企業100社 デジタル事
例集】では、富国生命、キユーピー、ダイキン工業、ヤマト運輸など国内
115のデジタル化事例を収録、デジタル化動向の調査・分析の基礎
資料としてご活用いただけます。

CONT ENTS

第1部 世界AI企業全集 第２部 日本企業１００社 デジタル事例集

ABEJA
WACUL
SENSY（カラフル・ボード）
オルツ
Nextremer
SOINN
Preferred Networks
クロスコンパス・インテリジェンス
メタップス
FRONTEO
サイジニア
リープマインド
AI inside
MOLCURE
AlpacaDB
イタンジ
PKSHA Technology
Finatext
オプティム
オプト（Data Science Lab）
エーアイスクエア
グリッド
ハカルス
フューチャースタンダード
Spectee
エクサインテリジェンス
レトリバ
ブレインパッド
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
DATUM STUDIO
エッジコンサルティング
アラヤ
国内AI企業一覧

AIビジネスの動向
人工知能の機能分類

旭鉄工
WILLER EXPRESS JAPAN
AIRDO
京成電鉄
全日本空輸（ANA）
東京無線協同組合
西日本旅客鉄道（JR西日本）
日本航空
日本交通、JapanTaxi
東日本旅客鉄道（JR東日本）
ミツバ

アイサワ工業
アズビル金門
NTTドコモ
大林組
KDDI
清水建設
すまエコ（沖縄県宮古島市）
住友林業
ソフトバンク
大成建設
大和ハウス工業
竹中工務店
東京電力フュエル＆パワー
日揮
東日本高速道路 （NEXCO東日本）
フレッシュハウス
ミサワホーム

IHI物流産業システム
アマゾンジャパン
IDOM
オークローンマーケティング
オリックス自動車
オリックス・ビジネスセンター沖縄
キリンビバレッジバリューベンダー
佐川急便
ジーユー
すかいらーく
ストロベリーコーンズ
セコム
セブン＆アイ・ ホールディングス
ダイドードリンコ
鶏ポタ ラーメンTHANK
日本出版販売
日本ピザハット
パーク24
はま寿司
パルコ
BIJ
MagicalMove
MIKAWAYA21
ヤマト運輸
楽天
リクルートホールディングス
ルネサンス
ローソン
ワークマン

かんぽ生命
住信SBIネット銀行
損害保険ジャパン日本興亜
SOMPOホールディングス
太陽生命保険
東京海上日動火災保険
ふくおかフィナンシャルグループ
富国生命
みずほ銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
横浜銀行
LIFULL（ライフル）
レオパレス２１

長野県
日本医療研究開発機構
福岡県糸島市

GEヘルスケアジャパン
情報医療
SOMPOケアネクスト
ドコモ・ヘルスケア
モリタ

東レ
日本ガイシ
富士フイルム
ブリヂストン

ジンズ
三井デザインテック
ユニリーバ・ジャパン

キユーピー
ネスレ日本
リデン

ウェザーニューズ
ディー・エヌ・エー
ナビタイムジャパン
博報堂アイ・スタジオ
FiNC（フィンク）
米ライフ（マイライフ）
MAMORIO
メルカリ
ヤフー
LINE
ラクスル
Retty

アイロボットジャパン
オークマ
オムロン
クボタ
サトーホールディングス
シャープ
セイコーホールディングス
ZMP
ダイキン工業
パイオニア
パナソニック
ファナック
フジテック
ヤンマー
ローレルバンクマシン

ABEJA
Preferred Networks
グリッド
クロスコンパス・インテリジェンス
アラヤ
SOINN
ブレインパッド

Clarifai
Tractable
Sentient Technologies
Almotive
Zebra Medical Vision
Enlitic
UMBO Computer Vision（Umbo CV）
DeepMind
Skymind
Ripjar
MarianalQ
Deepgram
Gridspace
Affectiva
DigitalGenius
Aiva Technologies
Blue River Technology
H2O.ai
海外AI企業一覧

国内AI企業

プロローグ 自動車・輸送機器

インフラ・建築・エネルギー

流通・サービス

金融・保険・不動産

官公庁・団体

医療・美容・健康

素形材・化学

衣料・インテリア・雑貨

農業・食品

IT・メディア・コンテンツ

電子・電気・機械

重要企業分析

海外AI企業
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NEW

自動運転ビジネス2018

■ 日経BP総研 未来研究所編
■ 2017年12月27日発行
■ レポート：A4判、184ページ
■ 本体価格 180,000円＋税
■ 発行：日経BP社

自動運転で生まれる
新しいビジネスモデル
その最前線を把握できる総合レポート

自動運転時代が近づいています。『自動運転ビジネス2018』は、
2017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」の内容を漏れな
く収録したものです。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可能性があるのか。それを考えるうえで
必携の最新レポートです。

CONT ENTS

第5章 自動運転で変わる法規制

明治大学法科大学院 専任教授 中山 幸二氏
「グレーゾーンは自由」の米国
急ピッチで進む法整備
日本は実験しやすい国
現行法の構造
交通事故が起きたときの法的責任
自賠法は画期的な法律
自動運転には新しい法律が必要
国際道路交通条約の改正状況
ウィーン条約が改正
システム許容をデファクトスタンダードに

「自動運転基準化研究所」を設置
国内の法整備の動き
ギリシャでは既にある遠隔操作型バス
無人走行による公道実証を可能に
実態に合わない合流時の制限速度
緊急時にルールを破っていいのか

5-1. 自動運転を巡る法整備の最新動向

第4章 新たなモビリティービジネスの姿

東京大学大学院 情報理工学系研究科 准教授 加藤 真平氏
オープンソースの自動運転ソフトを公開
増加する企業ユーザー
わずか3日で実験をスタートした例も
3次元地図をどうつくるか
地図はダウンロードして使う
ディープラーニングにも対応
補完関係にあるLiDARとカメラ
難しい障害物回避と信号の認識
自動運転のその先へ

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
光モジュールの経験を生かす
LiDARで空間情報を取得
MEMSミラーでレーザー光をスキャン
自動運転用地図の定義
HEREとの提携の中身
自動運転車のシステムアーキテクチャー

4-2.  自動運転ソフトの世界標準を目指す  
大学発ベンチャーの挑戦

4-1. パイオニアが語る、LiDAR開発と地図連携の狙い

第3章 自動運転で変わるクルマづくり

カブク インダストリアルデザイナー 横井 康秀氏
製造業のソリューションをネットワーク化
受注側の業務を効率化
一般消費者向けのサービスも
ものづくりの二つの潮流
活用が進む航空宇宙産業
自動車分野での応用も拡大
周辺産業にも広がり
3Dプリンティングで開発プロセスを変革
ユーザー自身が3Dデータをカスタマイズ
ホンダのEVを豊島屋仕様に

GLM 取締役 田中 智久氏
軽量EVスポーツカーを商品化
圧倒的な加速性能
パリモーターショーにコンセプトカー
GLM G4開発の狙い
旭化成とコンセプトカーを共同開発

3-1. 3Dプリンタが自動車ビジネス/デザインにもたらすインパクト

3-2. 自動車産業へのEVベンチャーの参入

第2章 IoTと人工知能はクルマをどう変える

エヌビディア 技術顧問 馬路 徹氏
GPUコンピューティングとは何か
GPUコンピューティングの強み
GPUコンピューティングのエネルギー効率
画像認識で人間を凌駕
学習と推論
学習速度を60倍に
一つのアーキテクチャーを使い回す
自動運転のプラットフォーム「DRIVE PX」
運転だけでなくデータ収集も
世界の大手企業と提携
GPUのプログラマビリティを生かす

2-1. 自動運転車の頭脳を席巻するNVIDIAの目指すもの

2-2. FPGAで自動運転用ディープラーニングを低消費電力化

第1章  自動運転の普及予測と  
既存産業への影響

米Strategic Business Insights社 Leader of Driverless 
Futures、 Principal Consultant Katerie Whitman氏
同社 Vice President, Intelligence Evangelist 高内 章氏
シナリオ・プランニングとは何か
シナリオは予測ではない
世界をバラ色に変えるのが経営者の仕事
重要な不確実要因を抽出
社会にもたらす利便性
自動運転がもたらすリスク
自己完結型の可能性も
不明な点が多いテスト方法
三つのシナリオ
シナリオA：アウトサイダーが参入
シナリオB：サービスプロバイダーが支配的に
シナリオC：移動需要を満たすシェアリング

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 
ディレクター ジャパン イノベーション・リーダー 園田 展人氏
ルールが変わった
情報系とサービス系
外部とエコシステムを築く
二つの勝ちパターン
サービス企業とものづくり企業が組む
AI、IoTで生まれる新産業
家の中のデータを取得
AIビジネスを急ぐわけ
ビジネスのデザインと開発

「やりながら考える」では遅い
自動運転の最先端研究テーマとは

1-1. 複数のシナリオで備える自動運転の未来

1-2.  自動運転が創り出すビジネスエコシステムと  
最先端R&D 22

ザイリンクス グローバルセールスアンドマーケット 
オートモーティブセグメント ビジネス シニアオートシステム
アーキテクト 水野 秀導氏
三つの分野にフォーカス
高い品質基準
自動運転のトレンドとアーキテクチャー
各種センサーの使い分け
自動運転ECUに求められる条件
進化するニューラルネットワーク
ニューラルネットを最適化する
データセンターでのFPGA活用
FPGAでニューラルネットワークを構築
メモリの外部アクセスを減らす
究極は1ビット
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ロボットの未来2017-2026 IoTの未来2017-2026
特許分析編

■  監修・著者（代表）：園田展人（EYアドバイザリー・
アンド・コンサルティング株式会社 ディレクター 
ジャパン・イノベーションリーダー）

■ 2017年3月25日発行
■ レポート：A4判、344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
■ 発行：日経BP社

■ 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
■ 発行：日経BP社

あらゆる産業を巻き込み新市場を創出
鍵を握る11の機能と21の新ビジネスを予測

2035年、国内ロボット市場は現在の6倍の10兆円に迫ると予測され
ます。人工知能やIoTといった最新技術を取り込み、さらに高度な知能
と機能を獲得したロボットが誕生します。次世代のロボットが社会と産
業をどう変えるのか、新たな事業機会はどこにあるのか、『ロボットの未
来2017-2026』は、未来の市場創出の鍵を握る11の機能と21の新
ビジネスを予測します。

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す

『IoTの未来2017-2026 特許分析編』は、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、今後
10年のトレンドを予測。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し、注目企業、注目特許
をピックアップします。

CONT ENTS

序章 「IoTの未来」の構成と特許分析の手法
スマートグリッド/エネルギー・資源／次世代通信／環境・災害対策／
ドローン

第3章 社会インフラ

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

第1章 生活環境　

スマート販売／次世代情報流通

第4章 流通

スマートシティ／自動運転／公共交通機関

第2章 移動手段

スマート工場／スマート農業／スマートオフィス

第5章 オフィス/工場

CONT ENTS

プロローグ

自動運転/製造・物流/医療/軍事

第3章 EYが予測するロボットの未来像

主要国・地域のロボット関連政策/各領域における日米欧の投資状況

第1章 欧米政府が注力するロボット投資領域
従来作業の効率化による収益化/新しい社会制度構築からの
収益化/個の理解からの収益化/
個の拡張による収益化/個の共感からの収益化

第5章 創出される新規ビジネス

自動運転/製造・物流/医療/軍事

第2章 欧米の研究機関が注力する
ロボットR&D

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

第6章 既存産業への影響

第4章 未来ロボティクスのキーファンクション
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自動運転の未来2016-2020 特許未来マップ2016-2025

■  著者：EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社、
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
■ 発行：日経BP社

■ 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
■ 発行：日経BP社

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を予
測分析します。

特許分析から
未来の技術と注目テーマを予測

『特許未来マップ2016-2025』は、自動運転、再生医療、遠隔医療、
先進医療機器、ウエアラブル、3D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。

CONT ENTS

特許未来マップの構成と特許分析の手法／テーマ選定の考え方 

序章　
再生医療／遠隔医療／先進医療機器 

第3章 医療・健康

自動運転／HEV・PHEV・EV／HMI（human machine interface）
／IVI（in-vehicle infotainment） 

第1章 自動車
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

第4章 エレクトロニクス

2次電池／スマートグリッド 

第2章 エネルギー

CONT ENTS

第1章 自動運転の普及予測

自動運転の普及により予想される変化／普及への課題

第4章  自動運転の社会・  
産業に与える影響と普及への課題

自動運転はなぜ注目されるようになったか／自動運転の進展に伴う自
動車業界の構造変化／主要プレーヤーの動き／各国政府の動向

第2章 自動運転の最新動向

自動運転車の基本構成／人工知能／センサ／自動運転車のHMI

第3章 自動運転の実現技術
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■  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を収録
■ 本体価格 100,000円＋税

消費トレンド
2014-2018

若者、シニア、女性…
未来の消費トレンドを予測

筆者の太田恵理子氏は、キリン食生活文化研究所の所長として
生活者の価値観や生活シーンの変化をウオッチし続けている人
物。本書は豊富な統計情報や独自調査をもとに、企業の現場視
点で消費トレンドの未来をとらえていきます。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か。本レポートが
予測する消費トレンドは、企業戦略を立案する上でのツールとなる
でしょう。

若者研究
2014-2018

若者が生み出す
新しい消費のうねりを考察

筆者の原田曜平氏は、「博報堂ブランドデザイン若者研究所」の
リーダーを務め、若者たちと協働しながら「若者の生の声」を取り
入れたトレンドや消費性向の研究分析に取り組んでいます。本書
では、アジアを中心に世界の若者が生み出す新しいうねりをとら
え、消費の未来を提示します。現場の生の声に根差した斬新な
視点は、新商品や新サービスの企画、経営戦略を考えるヒントとな
るでしょう。

■ 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を収録
■ 本体価格 200,000円＋税

■  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を収録
■ 本体価格 200,000円＋税

アジアの未来
2014-2025
ASEAN編
世界経済をけん引するASEAN

「生産拠点」「消費市場」の姿を予測

ASEAN（10カ国で構成）は、他の経済圏に比べるとGDPの水準
こそ低いものの人口規模が大きく、旺盛なインフラ構築需要があ
ります。生産拠点として有望であるのみならず、将来の消費市場と
しての魅力が大きく、企業の投資を活発化させています。本レポー
トは、現状の産業政策、政治安定度、インフラ整備状況などを分
析し、2025年までのGDP、人口動態、政治状況、産業別の成長
などを予測します。

アジアの未来
2014-2025 
インド編
2025年、人口世界1位
巨大市場インドの未来の姿

インドへの進出はもはや「Yes or No」の検討段階ではなく、進出
を前提にそのタイミングを計るというのが適切な姿勢といえるでしょ
う。「現地生産に貢献するインフラの整備」、「消費市場としての
購買力向上」の視点に加え、「アフリカ・中近東への架け橋」とい
う観点からも、インド進出を検討すべきです。本レポートは、インド
進出・投資計画立案の戦略ツールとしてご活用いただけます。
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トランプ・Brexit後の世界はどうなるのか？従来の戦
略のまま、世界秩序の大転換期を乗り切ることはで
きません。企業が長期戦略を策定するには、起こり
得る変化を把握するフレームワークが必要になります。
それを使うことによって、不連続に変化する世界で自
社のビジネスをどう適応させていくかについて、議論
を深めていけるはずです。

「グローバル・メガトレンド／
 未来技術展望」 シリーズ

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…。世界有数のシンクタンク
EIUが、2050年まで世界と日本に変
化を与える重要トレンドと産業への
影響を提示します。

国家、経済、社会、産業の2050年までの変化

グローバル・メガトレンド2017-2050　第2章2.3 都市化する世界　より

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
に変化するなか、医療・健康分野では、IT、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。EIU
傘下の医療・健康アドバイザリーClearstate社が、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。

医療・健康の世界的転換期 米国先端企業が
未来シナリオ作成に活用

「未来技術展望（英語版）」シリーズは、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。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。

EIUは、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。世界40都市に拠点を持ち、650名
のアナリストを擁しています。

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。

5958



グローバル･メガトレンド2017-2050
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2050年までに世界はどう変わるのか
英エコノミスト・グループEIUの
長期世界予測レポート

『グローバル・メガトレンド2017-2050』は、英エコノミスト・グループのシ
ンクタンク部門であるザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）の
長期世界予測レポートです。「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」という視点から、これまでに蓄積された厖
大な情報に、新たに実施した調査・分析結果を踏まえ、社会、経済、産
業、技術などの各分野におけるグローバルな動き、世界の各地域、さら
には日本企業がその動向を押さえておくべき43カ国の個別予測の結
果も示すことで、これからの戦略立案に欠かせないグローバルな視野と
長期的展望を提供します。
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医療・健康分野の10年後を予測
世界規模のメガトレンドとテクノロジーの進化から
将来の成長分野の戦略を描く

『グローバル・メガトレンド 医療・健康の未来2016-2025』は、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、医療・健康分野のビジネスを
見通す総合予測レポートです。人口動態や社会経済といったマクロレ
ベルのトレンド、そしてデジタルヘルス、再生医療、遺伝子治療、医療
関連のビッグデータ解析、手術ロボットといった新たなテクノロジーの登
場と普及によって、世界の人々が受ける医療・健康分野のサービスや
ケアの在り方はどう変わっていくのか。グローバルな視点で、今後10年
の医療・健康を分析・予測します。
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現在の技術開発によって、医療と治療向けの技術革新に至る道が
開け、医療と治療は新しいレベルに到達する。

図8-21　医療・健康に関連する技術の全体像
年齢グループごとの人口分布は、６５歳以上の人口比率が増え、15歳以下の人口比率は
減少する方向にシフトする。

図7-6a　65歳以上の人口比率と15歳未満の人口比率（2010年と2025年の比較）
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未来技術展望シリーズ  英語版

■ 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）　
■ 発行：日経BP社

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
技術マネジメント・レポート

「未来技術展望（英語版）」シリーズは、米スタンフォード研究所からス
ピンオフした米SBIの技術マネジメント・レポートです。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いま
す。各技術の論点を素早く理解して業務遂行に当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解説しています。
レポートを構成する5つのセクションでは、アナリストが考察した結果を
チャート形式でまとめています。

CONT ENTS

SBIとは

SBIのクライアント企業

レポートの構成

著者について

技術体系の全体像
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。
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。

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。

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。

不確実性の考察と観察すべき領域
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 
and Uncertainty）チャートの形で提供します。

1946年、米スタンフォード大学の付属研究所Stanford 
Research Institute（SRI）が設立されました。SRIは、受託
研究・開発のみならず、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
ング機能を兼ね備えた「SRIコンサルティング・ビジネスインテ
リジェンス」が発足、2009年に社名をStrategic Business 
Insightsに変更して現在に至っています。

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、各産業の上位企業に加え、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、海洋大気庁（NOAA）の未来シナリオ作成や、国
家情報会議（NIC）のGlobal Trends（2025年版、2030年
版）の重要技術分野の特定など、さまざまな協力を行っています。

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。

  Section 1

  Section 2

  Section 3

市場の発展可能性
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 4

  Section 5
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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。

スマートホーム
Connected Homes

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。

燃料電池
Fuel Cells

コネクテッド・カーの技術はさまざま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。

コネクテッド・カー
Connected Cars

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。

再生可能エネルギー技術
Renewable Energy Technologies

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。

ナノエレクトロニクス
Nanoelectronics

人工知能は、技術進化の行方をとら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。

人工知能
Artificial Intelligence

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。

バイオ触媒
Biocatalysis

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。

パーベイシブ・コンピューティング
Pervasive Computing

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。

医療用材料
Biomaterials

3Dプリンティングは、材料選択の幅が広がり、さまざまな業界で導入が
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。

3Dプリンティング
3D Printing

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。

バイオセンサー
Biosensors

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。

携帯電子機器
Portable Electronic Devices

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
確実な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。

ロボティクス
Robotics

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、さまざまなエネルギー保存の技術開発と市場の進展を論じる。

エネルギー貯蔵
Energy Storage

IoT時代では、モバイルデバイスが重要な情報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。

モバイル通信
Mobile Communications

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。

ビッグデータ
Big Data

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。

ユーザーインタフェース
User Interfaces

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。

スマート材料
Smart Materials

有機エレクトロニクスは、基本性能の向上や耐久性・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。

有機エレクトロニクス
Organic Electronics

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。

高分子マトリックス複合材料
Polymer-Matrix Composites

R E P O R T  L I N E - U P

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、将来起こり得るチャンス
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
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。

未来研究所
オンラインサービス
 『mirai engine』

日経BP社の
各メディア

有識者
スペシャリスト

日経BPグループ
シンクタンク

コンサルティング会社
シンクタンク

調査会社
リサーチ会社

日経BP総研

未来洞察
全社中期経営計画立案支援
事業部門：
中期事業計画立案支援
技術ロードマップ作成支援
中長期市場予測

新規事業企画支援
新商品・サービス企画立案支援
新規事業領域探索支援
グローバル・メガトレンド探索支援
特定市場動向調査
成長産業／業種探索支援

提供するサービス

『mirai engine』とは？
関心をお持ちのキーワードについて、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。未来予測に関する情報へのアクセスを可能にしました。

トレンド解析
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。
※記事本文を閲覧される場合は「日経BPビズボード」のご登録（有料）が必要となります。

クリーンテック研究所
マーケティング戦略研究所
イノベーションICT研究所
ビジョナリー経営研究所
中小企業経営研究所
社会インフラ研究所
メディカル研究所

コミュニケーション研究所

雑誌
Webサイト
情報収集力
編集ノウハウ
人脈・ネットワーク

日経グループ各社

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

キーワード検索画面（イメージ）

トレンド解析（イメージ）
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商品番号 259170 ［　］部

商品番号 259180 ［　］部

商品番号 259190 ［　］部

商品番号 259200 ［　］部

商品番号 259210 ［　］部

詳細・お申し込みはこちらから

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。

■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。

日経BP社読者サービスセンター
（TEL03-5696-6000 年中無休9：00～22：00）

お申し込みコード 30-308002

http://nkbp.jp/mirai
24時間受付03- 5696-3370

- -0120 21 0546

WEB

FAX

■ 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振込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）。
■ オンラインサービスを含む商品をお申し込みの方は、次記URLのオンラインサービスの利用規約をご確認いただき、ご同意の上お申し込みください（http://nkbp.jp/drkss-k）。
■ 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。日経IDプライバシ
ーポリシーおよび利用規約の詳細は、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。　■ 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。
■ 今後弊社からのご案内が不要な場合は、お手数ですが弊社サービスセンターMPS係（電話：03-5696-1111／土日・祝日・年末年始を除く 9時～17時）までご連絡ください。お手続きURL  http://nkbp.jp/qa-dm

※ オンラインサービスは、購入日から1年間ご利用いただけます。※今回は「書籍とオンラインサービスのセット」でのご提供となります。オンラインサービスのみの販売はいたしません。予めご了承ください。
※ オンラインサービスは、お申し込み後に登録が必要です。お申し込みいただいた後、「オンラインサービスの使い方と登録についての説明キット」をご郵送します。

（姓）

※必ず個人名（フルネーム）をご記入下さい。

（名） （セイ） （メイ）

□会社（上記で記入の住所が会社の場合 印を入れてください）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　※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。

E-mailアドレス @

お
名
前

ご
送
付
先

会
社
名
T
E
L

お
役
職

ご
所
属
F
A
X

フ
リ
ガ
ナ

Sougo-201802kai

本体価格 450,000円＋税
商品番号 264210
本体価格 250,000円＋税
商品番号 264220
本体価格 650,000円＋税
商品番号 264440
本体価格 180,000円＋税
商品番号 264300
本体価格 300,000円＋税
商品番号 261150
本体価格 300,000円＋税
商品番号 258360
本体価格 300,000円＋税
商品番号 245920
本体価格 300,000円＋税
商品番号 245910
本体価格 200,000円＋税
商品番号 226140
本体価格 200,000円＋税
商品番号 226150
本体価格 100,000円＋税
商品番号 226170
本体価格 100,000円＋税
商品番号 226180
本体価格 800,000円＋税
商品番号 258390
本体価格 450,000円＋税
商品番号 245490
本体価格 300,000円＋税
商品番号 265660

※ご希望の数量とお届け先をご記入ください。お申込書
テクノロジー・ロードマップ2018-2027 全産業編
《2017年11月発行》

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 
ICT融合新産業編《2018年3月発行》

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 自動車・エネルギー編
《2017年10月発行》

テクノロジー・ロードマップ2017-2026
医療・健康・食農編

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

未来市場2018-2027
《2017年12月発行》

未来事業2018 実践編
《2018年5月発行》

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

メガトレンド2017-2026 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 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

IoTの未来 2018-2027
《2018年3月発行》

スポーツビジネスの未来 2018-2027
《2017年12月発行》

電力の未来 2018-2027
《2017年12月発行》

本体価格 450,000円＋税
商品番号 264250
本体価格 300,000円＋税
商品番号 266960
本体価格 300,000円＋税
商品番号 264240
本体価格 300,000円＋税
商品番号 261140
本体価格 300,000円＋税
商品番号 258380
本体価格 450,000円＋税
商品番号 264620
本体価格 300,000円＋税
商品番号 266980
本体価格 450,000円＋税
商品番号 251950
本体価格 300,000円＋税
商品番号 258340
本体価格 300,000円＋税
商品番号 258350
本体価格 650,000円＋税
商品番号 259940
本体価格 650,000円＋税
商品番号 259960
本体価格 300,000円＋税
商品番号 266970
本体価格 300,000円＋税
商品番号 264290
本体価格 450,000円＋税
商品番号 258370

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

［　］部

人工知能の未来 2018-2022
《2017年12月発行》

人工知能ビジネス2018
《2017年12月発行》

人工知能の未来＆ビジネス2018《2017年12月発行》
（人工知能の未来 2018-2022／人工知能ビジネス2018 セット）

自動運転ビジネス2018
《2017年12月発行》

ロボットの未来 2017-2026

IoTの未来2017-2026 特許分析編

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

グローバル・メガトレンド2017-2050

グローバル・メガトレンド
医療・健康の未来2016-2025

日産自動車「リーフ」徹底分解2018
全体編 <書籍のみ＞ 《2018年3月発行》NEW

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

お申込書 未来技術展望シリーズ（英語版）
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

商品番号 259220 ［　］部

商品番号 259230 ［　］部

商品番号 259240 ［　］部

商品番号 259250 ［　］部

商品番号 259260 ［　］部

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

商品番号 250140 ［　］部

商品番号 250150 ［　］部

商品番号 250160 ［　］部

商品番号 250170 ［　］部

商品番号 250180 ［　］部

※１タイトル当たり本体価格300,000円＋税
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

商品番号 250060 ［　］部

商品番号 250070 ［　］部

商品番号 250080 ［　］部

商品番号 250120 ［　］部

商品番号 250130 ［　］部

商品番号 267160 ［　］部

商品番号 267170 ［　］部

商品番号 267180 ［　］部

本体価格 675,000円＋税

本体価格 450,000円＋税

本体価格 450,000円＋税

商品番号 267190 ［　］部

商品番号 267200 ［　］部

商品番号 267150 ［　］部

本体価格 450,000円＋税

本体価格 450,000円＋税

本体価格 450,000円＋税

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 全産業編

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 ICT融合新産業編

テクノロジー・ロードマップ2018-2027 自動車・エネルギー編

お申込書 書籍とオンラインサービスのセット
テクノロジー・ロードマップ2017-2026 医療・健康・食農編

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

日産自動車「リーフ」徹底分解2018 全体編

※電動パワートレーンの重要な部品であるモータやインバータ、2次電池、ECUなど
の電子部品をはじめ、車両に使われている個別の素材や加工については、新型「リー
フ」徹底分解シリーズの「詳細編」として今後、順次提供する予定です。

レポート検索・生成サービスに対応
（2018 年 3月23日より提供予定）
詳しくは 68ページをご覧ください

日産自動車「リーフ」
徹底分解2018
全体編

■ 監修：日経BP総研クリーンテック研究所、日経 xTECH
■ 2018年3月23日発行（予定）
■ A4変型判、バインダー形式、 約300ページ
■ 書籍のみ本体価格 300,000円+税
■ 書籍とオンラインサービスのセット価格：450,000円＋税
■ 発行：日経BP社

2代目となる新型リーフを「分解」し
走行・安全性能と構成部品を徹底調査
全体構造を理解するための必携レポート

　日産自動車が世界で初めての量産電気自動車（EV）として商品化した「リー
フ」。2017年9月に一新した2代目のリーフが発表されました。本書では、同車両
をいち早く入手し、走行テストに加えて、分解調査を実施しました。新型リーフを知
り、全体の構造を理解するためには最良の1冊です。
　本書は、新型リーフの特徴やその設計思想、実地での走行性能・安全性能の
評価に加えて、構成する部品の分解写真を多数掲載しています。実地電費をは
じめ、自動駐車、自動ブレーキ、0-400m加速などの試験結果を収録しました。
　部品の分解パートでは、自動車部品メーカーや材料メーカーなど、さまざまなエン
ジニアの分析を織り込みました。すべてのコネクタとECUについても調査していま
す。量産EVを成立させている要素技術はどのようなものなのか。初代リーフとの
違いを比較しながらリーフの設計の特徴を余すところなく、紹介します。

第1章　全体概要/走行テスト

第5章　内装部品

第3章　シャシー

第7章　運転支援システム

第2章　パワートレーン

第6章　電装品

第4章　車体

第8章　ECU一覧

第9章　コネクタ一覧

【目次】　※変更になる場合があります。

NEW
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http://nkbp.jp/mirai

BP 未来ラボ 検索




