
株式会社 盛之助　代表取締役社長

川口 盛之助 氏

　未来について語ろうとしている。企業が中長期戦略を立
案するうえで、未来を予測することこそが最も重要なこと
であると思うからである。
未来の事業、未来の商品、未来の会社像は、未来図の上に
置いてみなければ評価できない。評価できないということ
は、優劣も成否も不明ということだ。こうした「よくわか
らない」新事業や新商品をふんだんに盛り込んで経営計画
を立案すれば、その計画自体がまったく根拠を欠いたもの
になってしまうだろう。そもそも、未来像を持たずして、
未来の事業、未来の商品をといったアイデアを想起できる
のか、という問題もある。
「もちろん分かっている、だから必死で未来を知ろうとし
ているのだ」。そう言われる方の多くが、「でも難しい。先
が読めない」とこぼされる。何とかヒントを探ろうと書店
に行けば、あまたの未来予測本が山積みになっている。年
末ともなると、雑誌もこぞって「来年はこうなる」などと
いう特集を組む。
そんな光景を横目でみながら「そんなものを読んでもムダ」
とつぶやく人がいる。未来を予測することなどできっこな
いというわけだ。確かに、そうである。正確に未来を見通
すことはできない。
　だからといって、未来がまったく見通せないわけでもな
い。高い確度で予測できることも多くあるからだ。それら
が示すことをある人は警鐘という。だがそれは同時に、わ
くわくするような大きなビジネスチャンスでもある。誰の
ためというわけでもない。けどそれは、耳をすませば聞き
分けられるほどの明瞭さをもって鳴らされ続けているので
ある。

幼年期の終わり

　たとえば、確実に予測できることの一つに「高齢化」が
ある。日本ではいま、かつて人類が体験したことのない速
度で高齢化が進行している。この、間違いなく「わがこと」
になる現象は、生産年齢人口比率を低下させると同時に医
療費や社会福祉費を増大させ、国家財政を疲弊させつつ産
業競争力を削いでいく。ただここで再認識しなければなら
ないのは、この試練は、「次世代の競争力を得るための絶
好の機会」にもなり得るということだ。
　そもそも高齢化とは、主には少子化が要因となってもた
らされるものだが、その少子化は国や文化によらない普遍
的な現象といえる。どの地域にあっても、社会が富裕化し
サービス産業化が進めば、まず確実に少子化が起こる。そ
の昔、子供は家計を潤す役割を担っていた。ところが科学
が進歩し社会が複雑化すればするほど、子供のうち、すな
わち就業する前に身に付けておくべき知識や技術は高度化
し、教育にかかる投資負担は増えていく。こうして子供が
家庭のコストセンターとなっていくことが少子化の根源的
な要因なのだろう。
　だから高齢化は日本特有の問題ではない。振り返ってみ
れば後に続く者がひしめいているのである。ビジネスの視
点からみれば、後続者は「これから顕在化する市場」であ
る。日本という実験場において高齢化対応の枠組みやサー
ビス、技術などを確立させることができれば、後続者が高
齢化の問題を肥大化させるフェーズにおいて、それが市場
開拓のためにどれだけ役に立つことか。
　後続者は、たとえばアジアの新興国である。ここで注意

しなければならないのは、高齢化を迎える順番によって「老
い」のスピードが違うことだ。国連の調査によれば、倍化
年数（高齢化率が7％を超え14％に達するまでの所要年数）
は、フランスが115年、英国が47年で日本は24年だった。
ところが新興国では、韓国で18年、シンガポールで17年
など、日本以上の速度で高齢化が進展することが予測され
ている。しかも、それが起きるのは遠い将来のことではな
い。日本の場合、高齢化が始まり生産年齢人口比率が増加
から減少に転じたのは1990年ころだった。香港やシンガ
ポールでもすでに2010年ころから高齢化が始まっている。
まさにいま、そのタイミングを迎えているのが韓国や中国
で、5年ほど遅れてマレーシアやベトナムがこれに続く。
アジアの新興国では、豊かさを十分達成する間もなく急速
な「老化」が始まるのである。
　老いてゆくのは何も人や国に限ったことではない。人が
生み出す「技術」にも揺籃期から成長期を経て成熟へと至
るライフサイクルがある。それぞれの時代に「花形技術」
が登場し、やがて舞台のそでへと退いていくわけだ。その
中で日本の成長を牽引したのは、機械や電気・電子だっ
た。だがそれらも成長期を経て成熟期に差しかかり、主役
は今や情報・サービスに移りつつある。さらに将来は、そ
れが脳やバイオといった人体開拓の領域へと移っていくだ
ろう。こうした流れとリンクするように、組織運営や個人
の働き方もオープンソースやフリーランスといった「開放
系」のスタイルへと変化しつつある。日本人と日本国が若
かりし頃の風景は、すでに失われつつあるのだ。

私達が狙うべき事業領域はどこか

「人・社会・技術」の視点で俯瞰した
 今後の「価値」

　学問領域でのライフサイクルということを詳細にみれ
ば、三つの科学が相互に影響しながら歩みを進めてきたこ
とがわかる。一つは人文科学、すなわち心理学や哲学、文
学などの芸術領域で、人の成長との関連が深い。次に、政
治・経済学や法学などの社会科学。こちらは社会の成長を
主な守備範囲としている。最後は自然科学。技術の進化は
それを基にしたものだ。

　このなかで、近世において大きな影響力を行使してきた
のが自然科学である。その目指すところを一言でいうなら
「モノの理（ことわり）」を探求することであり、この学問
分野での成果を受け「モノづくり」産業が勃興し、そのこ
とが自然科学のさらなる進化を促してきた。ただここにき
て、流れは変わりつつある。自然科学から他の学問領域へ

図1 人工物と学問の関係
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※図は著者が独自の分析に基づいて作成した。
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のシフトが始まりつつあるようだ。「モノからコトへ」「モ
ノからヒトへ」「物質から精神へ」という変化である。

2　宿命的ライフサイクル

（1）個人の成熟
　こうした変化を誘発する要因を一つ挙げるなら、それは
「成熟」ということだろう。
　一般に人は裕福になると「羽振りを利かせる」ようにな
る。高級ブランドの装飾品や車を買い求め、料亭や旅行に
出かけるなど贅沢を嗜む。そのうち社会的地位も求めるよ
うになり、地元商工会のポストなどにも興味がわいてくる。
まずは食欲、物欲、権威欲といった我欲を全開にして成金
道を邁進するわけだが、多くの場合、やがては枯れて教養
や社会貢献といった精神的な充足感をもたらすものに関心
を示すようになる。こうした過程を心理学では「マズロー
の欲求段階説に従う」という。人の欲求レベルは「生理的
欲求→安全確保→所属と愛→承認と尊敬→自己実現」とい
う段階を経ながらステップアップしていくという仮説だ。
　このプロセスは、ライフスタイルだけでなく、個人の生

活における最重要イベントである「生き死に」にまで関わっ
ているようだ。WHOが報告する各国の人々の死亡原因の
数値を用いて、当該地域の一人当たりのGDPとの相関性
をまとめてみたのが図２である。

　栄養失調から精神疾患まで、人生の最期には様々な死因
が用意されているわけだが、豊かさと死因の間には法則性
がある。一人あたりのGDPが1000ドルを切ると感染症に
よる下痢で命を落とす確率が高まる。つまり、必須物質が
足りないという状態になるわけだ。それが、１万ドルあた
りを超えると大腸がんや糖尿病といった生活習慣病の割合
が高まってくる。もはや必須物質は充足し、逆に過剰摂取
が生死にかかわるフェーズに移行するかたちだ。さらに金
持ちになると、アルツハイマーやうつ病など精神疾患が死
因となる率が上がる。物質的欲求が後退し、「心の充足感」
を希求する気持ちが高まるということだろう。

（2）国の成熟
　このマズロー則は個人の成熟に関する解釈だが、個人の
集合体である社会にも似たような振る舞いがあり、それを

同様な「成熟度」と捉えることができる。例えば社会の単
位として国を規定し、国が経済的に豊かになっていく過程
をマズロー風に解釈すると図3のようになるだろう。まず
人々の間で顕在化するのは安全な水や食糧といった生存に
かかわるものへの欲求であり、国としては、まずこれを国
民に提供しなければならない。そのレベルがクリアされれ
ば、次には所得の向上、治安の確保、汚職や腐敗を排除し
た法治の確立を求めていく。さらに成熟度が高まると、民
主的な政治体制や人権保護問題なども問われるようにな
り、最後には地球環境や世界平和、科学の発展や福祉など
を通じての世界人類への貢献が責務とされるようになる。

　もちろん、貧しい国であっても裕福な人は存在し、裕福
でなくとも無償の奉仕を実践する篤志家はいる。だが、全
体の傾向としては、その社会全体が豊かになってからの熟
成期間が長いほどにNGOやボランティアなどの草の根的
な社会貢献を志す若者の数は増えてきがちだ。つまり一人
の人生という短いライフサイクルの中における成熟と、属
している社会全体の成熟度とが合わさって我々の成熟過程
は進行するわけだ。段階に応じて製品に求められるスペッ
クやサービスの内容も成熟していく。

　この様子を地域別に可視化したものが図４である。社会
環境を数値化する項目は、左から順に安全衛生→経済成長

→法治度→民主化度→人権尊重度→社会貢献度で、右にな
るほど社会の成熟度との関連が深くなるように配置した。
つまり、右の項目でレベルが高ければそれだけ、社会は成
熟していると解釈できる。縦軸の評価基準は、国別に１位
からランキングを並べて、指標となる数値が上位20％以
内に入っていればレベル５、40％以内ならレベル４とい
うように5段階に分類してプロットしてある。「高度な成
熟国家」とは、単に「お金持ち」であるだけでなく、男女
格差やボランティアといった開明性や思いやりを実践して
いる国のことである、との趣旨で評価したものだ。つまり、
成熟社会であるということは、左側の項目だけでなく、右
側でも高いレベルにあるということである。

　この結果を見ると、全域にわたって高いレベルを示すの
は、北欧諸国、オランダ、ドイツ、オーストリアなどの
裕福な西欧諸国である。「英連邦」として抜き出した地域、
すなわち英国、アイルランド、ニュージーランド、カナダ
などは、所得格差や国連負担比率などの項目で北欧系より
低くなる傾向がある。成熟しつつも競争原理を重視する地
域ということか。その傾向をさらに強く示しているのが米
国だ。平和度や所得格差の点では中国と同レベルというほ
どに低いが、そのほかの点は北欧並みという際立った特徴
を示している。
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図2 死亡原因と裕福さの関係

図3 個人と社会の成熟段階の関係
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　一方、経済指標的な豊かさではすでに西欧をも凌駕し
たとも言われるシンガポールや中東の産油国（カタール
やUAEなど）は、この図から評価する限り成熟度は低い。
中東産油国などはまだ幼年期にあるようだ。

　日本はどうか。総じて高いレベルをマークしているが、
しばしば欧米などから指摘される通り、女性の社会進出が
突出して立ち遅れている。「個人の弱さ」ということもある。
ユニセフ（国際連合児童基金）への拠出金比率は高いレベ
ルを示していが、内訳をみると民間からの拠出金分はかな
り少ない。国際貢献が個人の意識レベルまでには達してい
ないということだろう。
　逆にいえば、日本が成熟の度を増していく際に変わって
いくのはこのポイントである。女性の活用が本格的に始ま
り、社会貢献も「お上任せ」から「個人の意識」へと変質
していくということだ。
　すでに動きはある。たとえば国内でＮＰＯ法人の数が近
年急激に増え続けている。国家の財政基盤が弱体化する傍
らで、民間企業には公器としての透明経営や社会貢献CSR
が強く求められるようになってきた。これからは、様々な
かたちで官民が役割分担を模索するようになり、国家と企

る。「ハード」は、遺伝子操作メカニズムを解明すること
で寿命を伸ばし、身体機能を向上させることを目指すこと
になる。人だけではない。あらゆる生き物をヒューマンセ
ントリックに改変する方向に突き進み、生態系の様々な動
植物を、われわれの都合に合うように改造していく。食糧
不足を補うGM作物、エネルギー問題を救う微細藻などの
バイオマス技術、培養プロセスを用いての難病医薬や高機
能素材を作り出す技術などが、これまでの産業革命に勝る
とも劣らぬ大きな変革をもたらすことになりそうだ。

　技術は、産業のみならず国や社会にも大きな変化をもた
らす（図５）。新興国の台頭による国内産業の競争力低下、
人口爆発による資源枯渇の懸念、情報のフリーミアム化に
よるIT産業での収益構造の変化、オープンソース化による
系列構造の崩壊、サービス・ソリューション化によるモノ
づくりの価値低下などが主なところだろうか。ここに並べ
た諸課題は社会問題ととらえられがきたが、根源的には技
術を原因としている。

　例えば新興国の台頭を支えている大きな要因は、メカ
トロ技術のデジタル化である。これによって消費財のモ

業の垣根はあいまいになる。市場原理の強大化が国家の役
目を希薄化させているからである。これらの中間点と位置
づけられるNPOやNGOという機能体は、今後のビジネス
モデルを考える際のキープレイヤーとなるだろう。
 
（3）技術の成熟
　次に、技術の成熟に関して分析を加えてみたい。先に述
べたように、時代を牽引する主役技術は変わる。18世紀
末の産業革命は蒸気機関を代表とする機械工学が牽引し
た。それに続く19世紀の第二次産業革命では電気・化学
が主役となり、現在は20世紀なかばに産みだされたコン
ピュータによる情報革命の最中にある。情報革命が生み出
す価値とはソフトウエアやサービスの領域にある。そして
早くも、次世代の主役となるべき技術が台頭を始めつつあ
る。それは、「人間宇宙」の領域にある技術である。

　この新たな領域には二つの入り口がある。ソフト（脳）
とハード（細胞）だ。情報産業が脳への接点と理解を深め
ることで、サービス産業は別次元へと洗練度を高めること
になるだろう。ビッグデータ解析やニューロ・マーケティ
ング、脳インターフェースといった技術がその架け橋とな

ジュール化が飛躍的に進んだ。多くの製造ラインは「ター
ンキーなもの」になり、容易に新興国に移設できるように
なった。さらに、情報革命を支えるブロードバンドやクラ
ウド環境の充実がオープンソース化や情報のフリーミアム
化を誘発し、そこではイノベーションのためにダイバーシ
ティ (多様性)が尊重されるようになった。こうした変化
によって「競争より共創」「所有より共有」といった新し
い価値観が若者の中に定着しつつある。さらにこれからは、
脳科学やゲノム工学といった萌芽領域の科学が人のコミュ
ニケーション・スタイルや環境生態系といった、未開の領
域にメスを入れ、さまざまな劇的な変化をもたらしていく。
倫理上の懸念や批判はあるが、不可逆に進む技術進化の奔
流に飲み込まれがちだ。

　土木建築からメカトロニクスに至る「主役だった」技術
は成熟期を迎え、新興国でも扱えるほどにコモディティ化
した。成長期にある情報系の技術は新たな社会構造を出現
させつつある。個人の働き方や企業の形・役目は早晩大き
く変貌を遂げるはずだ。そして萌芽期にある脳・バイオ系
の技術群が影響力を広げつつあり、これらが導き出す未来
は、見たこともないエキゾチックな世界になるだろう。

図4 各国の成熟度評価
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図5 技術ライフサイクルと社会トレンドの関係
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3　メタトレンドを捉えるために

　これまで「人」と「社会」と「技術」という三つの視点で、
萌芽から成熟に至るライフサイクルについてみてきた。そ
れは三つの科学、すなわち人文科学、社会科学と自然科学
の視点と言い換えてもよい。人生というライフサイクルに
は、「不惑の40」「知命の50」というように学び・枯れて
いく成熟の過程がある。社会にもやはり、高度成長を卒業
して長く穏やかな停滞期を経験すると、血気盛んな若い者
ですらNPOやプロボノなどに興味がわいてくるといった
類の成熟のパターンがある。我が国も先達の欧米先進国の
歩んだ道をトレースすることになるだろう。
　ただ違うのは、その時代を担う背景技術の成熟度が異
なっている点だ。日本が高度成長を謳歌したのは1970年
代だが、これは機械～電気系技術の完熟期とデジタル情報
革命の萌芽期が重なる時間帯であった。いわゆるメカトロ
ニクスの時代だ。それを支えた当時の若者たちとはベビー
ブーマーで、傾向としては「消費と競争」を美徳とする人
たちだったといえるだろう。こうした条件下、大量生産と
大量消費に沸き、垂直統合モデルや系列構造が威力を発揮

し、終身雇用や御用組合が機能した時代だった。しかしそ
のメカトロ技術がコモディティ化してオフショア化が進め
ば、結果としてサービス産業化が進み、フリーランス・ノ
マドスタイルな就業形態の一般化といった変化が引き起こ
される。こうした因果の方程式は、社会構造や価値観にま
で大きく影響を及ぼすことになるのだ。
　ビジネスとは、世の中が欲する価値を追い求める行為で
ある。そうであれば、経営戦略を考えるということは、す
なわち未来に求められる「価値」の行方を予見するという
行為にほかならないことに気付く。その予見のためには、
こうした三つの科学の相互作用と、それぞれの科学が宿命
的に持つライフサイクルを理解しておく必要があるだろ
う。その上で、いま起きつつある大小の「トレンド」がも
たらすことの意味を吟味すれば、未然を必然ととらえるこ
とができるようになり、高い確度で「これから顕在化する
価値」を予見できるようになるのではと思うのである。

図6　3つの科学のライフサイクル
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※図は著者が独自の分析に基づいて作成した。


