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2015年価値変化・国の形が大きく変
わり始める

　2015年、世界はどうなるのか。日経BP社は英
Economistから独占翻訳権を得て、『2015 世界はこう
なる The World in2015』を発行しました。世界各国
の政治、紛争、諸問題、産業を展望する記事を50本選
んで翻訳しています。世界81カ国、14業種の2015年
に関するデータ集を掲載。さらに日本のビジネスリー
ダーにとって重要と思われる12のテーマについて経営
者やコンサルタントの方々に予測と対策を寄稿いただき
ました。その中から盛之助の川口盛之助代表取締役社長
による、「価値の変化をとらえるアプローチ」に関する
寄稿を以下に掲載します。

　エマージング諸国の本格的な台頭が始まり、日本の貿易赤字が拡大
するのと軌を一にするように、日本のソフトコンテンツは世界で存在
感を高めている。アニメなどのJポップカルチャーだけでなく、伝統的
な日本料理も世界無形文化遺産に登録され、先端科学の分野でも直近
のノーベル賞獲得ペースは米国に次ぐ世界第二位という堂々の存在感
だ。鼻息の荒い新興諸国も容易には追いつけない高みと言えよう。

　我々はいよいよ欧米へのキャッチアップ構造を卒業し、価値そのも
のを創造提案する側へと成熟しつつあるのだ。2015年とはまさに国の
形が大きく変わり始める変曲点になるだろう。

　他に先駆けてイノベーティブな価値を生み出すには、「価値の変
化」に対する理解が不可欠となる。それには個々の事象の予測ではな
く、価値全体がどう動いているのかを俯瞰して見るセンスが求められ
る。

時代を牽引するテクノロジーの変遷を把握する

　全体把握にあたっては2つの視点が有効である。まず、各時代を牽引
するテクノロジーの変遷についてライフサイクル視点で捉える。
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　200年前に出現した蒸気機関は英国の隆盛を支え、100年前に実用化
された電動機や内燃機関は世界の中心を新大陸へと動かした。そして
50年前に発明されたトランジスタの能力を商業的価値としていち早く
収穫に結び付けたのが日本であり、メカトロニクス分野での活躍は日
本に外貨と自信をもたらした。

技術のS字型ライフサイクル

[画像クリックで拡大表示]

　しかし時代を担う主役はデジタル技術やソフトあるいは情報サービ
スへと移行している。これらの技術は現在「露天掘り」のようにビジ
ネス化、すなわち換金されつつある。

　まさに「時代の主役」と呼べる技術だが、その基盤は完成の域に
至っておりすでに収穫期に入った。ヤフーからツイッターに至る革新
的なプラットフォームはことごとく1994年以降の12年間に米国で生み
だされたものだ。

　次世代の牽引テクノロジーは、限りなく人間宇宙に肉薄することを
特徴としている。ハード領域では生体や細胞を扱う生化学であり、ソ
フト分野では、脳神経や代謝に関わる生体信号とデジタル信号との結
節を目指す。バイオ創薬や臓器生産を実現化しつつ、拡張現実（AR）
やニューロマーケティングのように、ICT（情報通信技術）の最前線は
脳の中へと侵入してくる。

>>次ページ 専門分野を超えた視点で流れを捉える

1  2  >>

キーワード 掲載日 番組表 新着順

キーワードを入力してください

多くの相乗効果をもたらすパリの
EVカーシェア。成功の秘訣は？

５０代以上の男性では２人に１人
高血圧と正しく付き合うためには

自分の市場価値を把握する。キャ
リアホームドクターの重要性とは

クオンタムリープ社長の出井氏が
語る人生の決定的なアドバイス！

注目のビジネストレンド ＞＞一覧はこちら

砂漠のなかに生ま
れた近未来都市
灼熱の砂漠で、快適に
暮らすためのテクノロ
ジーとは？

読みましたか ～読者注目の記事

日本と韓国の交差点
ナッツリターン～国際的恥さらしに韓国中
が怒り
養老孟司×隈研吾　「ともだおれ」思想が日本を救う
死んだ家族が、“戻れない”マンションがで
きるわけ
キーパーソンに聞く
OPEC崩壊、原油価格はまだ下がる
金曜動画ショー
投票率の低さを嘆くのは逆効果ですよ
「YouTube」がもたらす地殻変動
「会社辞めました」、動画で暮らす人気
ユーチューバーの実態

編集部からのお知らせ

日経ＩＤ プレゼントキャンペーン実施中。最新
タブレット等を100名様に
会員制サービス「日経ビジネスプラチナ」がス
タートしました
日経BP社では社会人採用を行っています
『日経ビジネス 日本経済入門』を発刊しました
『アジアで働く いまはその時だ』を発刊しまし
た
「SSL 3.0」で発見された脆弱性への対応につ
いて
『日本人だけが知らない「ニッポン」の観光
地』を発刊しました
『5つの経営ワードで値上がり時代を勝ち抜
く』を発刊しました
『日本と韓国は「米中代理戦争」を闘う』を発
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