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2025年のメガトレンド：未来を占うカギとは
盛之助社長の川口盛之助氏　日経BP未来研究所アドバイザー（前編）
　

　未来を正確に予測することはできない。では、特定分野の専門家による英知を結集すれ
ば、確からしい予測ができるのだろうか。2025年までに起きる劇的な変化と未来像をま
とめた未来予測リポート『メガトレンド2016－2025［全産業編］』（日経BP社）の筆
者で、盛之助社長の川口盛之助氏は、それを否定する。同リポートは、人・社会・技術の
ライフサイクルの視点で分析した「50 のメガトレンド」を提示し、それらが全産業分野
に何をもたらすかをまとめている。なぜ、専門家の未来予測には危うさが伴うのだろう
か。
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川口盛之助氏

図1：未来予測本の分類 （出所：「メガトレンド
2016－2025［全産業編］」）

　タイムマシンで未来を垣間見ることができたら、どんなにかいいだろう。まず、間違い
なく億万長者になれる。勝ち馬を知って馬券を買う、値上がりするものを格安なうちに買
う、急成長を遂げる企業の創業に参画するなど、方法はいくらでもありそうだ。企業でい
えば「打つ手打つ手がことごとく当たる完璧な経営計画」がいとも簡単につくれるように
なるはず。

　だが残念なことに、未来を正確に知るこ
とはできない。そこで必要になるのが「未
来予測」である。問題は、それは当たるの
かということ。もっともらしい予測は誰に
だってできるのである。

　では、ある分野における豊富な知見と深
い洞察がなければ「質の高い」未来予測は
できないのか。各分野それぞれの専門家を
結集すれば、それを根拠に新事業を立ち上
げ、新分野に投資してもいいほどの予測が
できるのか。それも否だろう。なぜか。そ

の理由は、急速に深まる「分野間の相互作用」にある。

「その分野」を凝視しても未来は見えない

　未来を語る書籍はあまたある。その多くは、分野ごとに専門家が分担して執筆する方法
でまとめられており、著名人などが全体の「監修者」として冠される場合もある（図
1）。このやり方は現実的かつ効率的だが、弱点もある。著者が増えるほどそれぞれの主
張の羅列になりがちで、全体像が不鮮明になるということだ。

　短期予測の場合には、さほど大きな問題
にはなりにくい。しかし長期予測では、他
分野からの影響が各分野の未来に大きく関
わってくるようになるのでやっかいだ。専
門家が担当分野のみを見て予測を立てた結
果、「個々の予測には説得力があるが、そ
れらが同時に実現することは論理的にあり
得ない」といった自己矛盾をはらむ結論が
示されることになりかねない。

　それでも、多くのリポートが専門家グル
ープの分業によって作成されているのは、
未来を予測するためには各分野の専門知識が必要になるからである。しかし長い目で見れ
ば、分野を超えた相互作用こそが未来を決める大きな要因になっていく。つまり、分野と
いう領域は、遠い未来になればなるほど不明瞭になっていくのである。
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図2：分野という領域は、遠い未来になればなる
ほど不明瞭になっていく （出所：「メガトレンド
2016～2025 ［全産業編］」）

　現実としては、未来を予測する場合には分野ごとの最新トレンドを分析することに比重
が置かれがちで、その比重が増せば増すほど「当たらない未来予測」になる可能性は大き
くなっていく。技術分野に限って見ても、分野内で技術はさらに細分化されている。その
細かな分野にはそれぞれに学会が存在し、ときにテクノロジー・ロードマップを描き、新
技術が拓（ひら）く未来像を提示したりもする。

　しかし、それは本当の未来像ではないだろう。各分野の技術は単独で勝手に進化するわ
けではなく、他分野で発生した技術の影響を強く受け、ときに融合しながら新技術を生み
出していくわけだから。

　さらにいえば技術の進化は、それをビジネスに落とし込んだ場合の市場性や収益性と密
接な関係にある。要するに、その分野だけ、技術だけを見ていても、未来を予測すること
はできないということだ。

「分野を超えた影響」で未来は動く

　分野をまたぐ影響ということについて、もう少し詳しく見ていきたい。この現象におい
て現時点で極めて重要な役割を担っているのはICT（情報通信技術）であろう。

　例えば自動車分野では、ICTが飛び火し
たことで目玉技術は駆動関連から自動運転
へと移行しつつある。ICTの影響力はそこ
にとどまらない。自動車単体だけでなく、
道路などのインフラ分野でも既存技術と融
合しながら新技術を生み出し、都市のスマ
ート化を進めていく。最近では、医療・健
康、身体、さらには金融・流通といった領
域でも強い影響力を及ぼすようになってき
た。

　「分野外」と思っていた技術があまねく
ICTの影響を強く受け、それぞれの垣根を

壊しながら一つの巨大システムに統合される方向へと進んでいる。これによって人の価値
観も大きく変化し、働き方からリーダーシップの在り方にまで大きな影響を与えている。
組織のフラット化や組織運営の可視化といった動きは、その一端といえる。

　このように領域を超えた体系の再構築が進む過程においては、各領域をバラバラに分析
していても、そこから出てくる予測は無意味とは言わないまでも、極めて精度の低いもの
にならざるを得ない。長期的な予測をしようとするなら、広い視野が必須ということ
だ。　そのうえで、境界領域での現象、さらには領域をまたいで発生する動きのメカニズ
ムを見抜かなくてはならない。しかし、その作業には極めて大きな困難を伴う。専門家に
よる精緻な予測結果は、その分野における常識や定説を網羅していて隙がなく、論破が難
しいからだ。結局は「専門家が言っているのだからそうなのだろう」と信じるしかないの
だ。これは企業の経営会議や企画会議などで日々繰り広げられている光景でもある。

人事採用担当者に聞いた
服装でも髪型でもない。身だしなみ
の盲点とは？／シービック 男デオナ
チュレ

NISAで脱・投資初心者！
保有資産の一部で「売り」にチャレ
ンジ／投資信託セレクションNISA特
別版

猫はなぜ窓辺が好きなのか
「ねこまど」は窓辺でくつろぐ猫の
投稿写真。今年も可愛い作品を公開
中です/YKK AP

[PR] 中学生英語でビジネスを乗り切るには／
GlobalEnglish 日経版

[PR] 変革と活力をもたらす人をつくる【日経ビジネ
ススクール】

Trend Watch [PR] 一覧

http://www.nikkei.com/content/pic/20160903/96958A9F889DE2E4E1E7E0E2E2E2E0E0E2EAE0E2E3E4E2E2E2E2E2E2-DSXZZO0635301022082016000000-PN1-24.jpg
http://www.nikkei.com/content/pic/20160903/96958A9F889DE2E4E1E7E0E2E2E2E0E0E2EAE0E2E3E4E2E2E2E2E2E2-DSXZZO0635301022082016000000-PB1-24.jpg
http://style.nikkei.com/DF_SEC9_C8____
http://style.nikkei.com/DF_SEC9_CG____
http://adpriv.nikkei.com/ADCLICK/CID=00018565d04937f200000000/acc_random=0.42652103467844427/pageid=215637912/SITE=LMMID/AREA=RECT2/AAMSZ=300X250/OENCJP=UTF8/TID=DF_SEC9_L6____/KF3=DF230820160752
http://adpriv.nikkei.com/ADCLICK/CID=00016ff46e13c6a800000000/acc_random=1024282926/SITE=PASSBK/AREA=RECT3/AAMSZ=300X250/OENCJP=UTF8
http://adpriv.nikkei.com/ADCLICK/CID=000179fa87fcf81000000000/SITE=LMMID/AREA=PRTXT/AAMSZ=68X68/OENCJP=UTF8/acc_random=2895719886/pageid=4366537588/TID=DF_SEC9_L6____/KF3=DF230820160752
http://adpriv.nikkei.com/ADCLICK/CID=00017f5387fcf81000000000/SITE=LMMID/AREA=PRTXT/AAMSZ=68X68/OENCJP=UTF8/acc_random=2895719886/pageid=4366537588/TID=DF_SEC9_L6____/KF3=DF230820160752
http://adpriv.nikkei.com/ADCLICK/CID=0001629f87fcf81000000000/SITE=LMMID/AREA=PRTXT/AAMSZ=68X68/OENCJP=UTF8/acc_random=2895719886/pageid=4366537588/TID=DF_SEC9_L6____/KF3=DF230820160752
http://adpriv.nikkei.com/ADCLICK/CID=000162b44d942daf00000000/SITE=LMMID/AREA=TXT2/AAMSZ=TEXT/OENCJP=UTF8/acc_random=4026062006/pageid=4366537588/TID=DF_SEC9_L6____/KF3=DF230820160752
http://adpriv.nikkei.com/ADCLICK/CID=000162cd4d942daf00000000/SITE=LMMID/AREA=TXT2/AAMSZ=TEXT/OENCJP=UTF8/acc_random=4026062006/pageid=4366537588/TID=DF_SEC9_L6____/KF3=DF230820160752
http://ps.nikkei.co.jp/trend/?n_cid=PSDB0001


9/3/16, 1:14 PM2025年のメガトレンド：未来を占うカギとは ｜出世ナビ｜NIKKEI STYLE

Page 4 of 6http://style.nikkei.com/article/DGXMZO06352000S6A820C1000000

この記事が気に入ったらいいね！しよう
NIKKEI STYLEの最新記事をお届けします

　決してそうはならない未来を信じ、それを基に企業戦略を立てることほど滑稽なことは
ない。そうなりたくないのであれば、「専門家だけを集めて未来を予測する」ことをやめ
るべきだろう。

　もちろん、専門分野の知識、技術に対する理解が不要だと言っているわけではない。だ
が、それだけでは足りない。専門家としての視点に加え、さまざまな領域を視野に収め、
そこで起こりつつあるさまざまな変化の「意味」を理解し、何がどのようなメカニズムで
どの領域に影響を与えていくか、その結果として何が生まれるかを見通す目を持つことで
ある。こうしたジェネラリスト的視点とスペシャリスト的視点の両方を備えることこそ
が、未来を予測する大前提になるのだと思う。 （後編に続く）

川口盛之助氏（かわぐち・もりのすけ）
1984年慶應義塾大工学部卒、イリノイ大学修士課程修了(化学専攻)。 技術とイノベ
ーションの育成に関するエキスパート。著作「オタクで女の子な国のモノづくり」
は、技術と経営を結ぶ良書に与えられる「日経BizTech図書賞」を受賞し、英語、韓
国語、中国語、タイ語にも翻訳される。

［日経テクノロジーオンライン 2016年3月9日掲載］
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孫正義氏はアームの英国に未来をかけるのか
孫正義氏の「後継者」退場 ２人の戦略にズレ？
「片山君、日本のジョブズになれ」～永守氏の後継者は
「出世」の定義なんて、人それぞれでいいんじゃない？
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