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人工知能、自動化、仮想現実、ゲノミクス、分散型台帳やその
他のテクノロジーは、加速的に私たちの日常に入り込んできて
います。同時に、ビジネスの将来はどう変わってくるのかとい

う根本的な疑問が発生します。人間は何を機械に委ねるよう
になるのか、ビジネスデザインはどのように変化しなければな
らないのか、未来の競争は何を基準にしたものになるのか？
その疑問への答えとして、Lippincottでは、未来に待ち構える

変化をより鮮明に描き出すべく、この先を見据えている複数
の業界を調査しました。未来の顧客像は、自動車、小売業、保
健医療、銀行、保険、消費財の分野における当社の取り組み

で得られたもので、顧客ニーズがどのように変化するか、クライ
アントの戦略やビジネスモデルがどのように対応しなければ
ならないかを予測しています。

業界に関わらず、私たちが収集した見識に基づいて具体的
な問題に対する答えを導き出すことができます。また、さらに
大きな構造も出現しています。

Dawn のストーリーは、ある特定のテクノロジーに限ったもの
ではありません。これは、テクノロジーの動向が人間の真理と
合致したとき、何が起きるかを物語るストーリーなのです。
では、Dawnのストーリーをお楽しみください。

当社のリサーチと下記の基本データからわかったことを総合し、未来の顧客を形成する６つの根本的な変化を明らかにしま
した。ここでは未来の顧客をDawnとします。

• 革新的ビジネスデザインについての独自のデータ
ベース:
私たちの生活を大きく変える、革新的なビジネスに
関するデータベースを構築し、分析しました。データ
が集まるにつれ、こういったビジネスを開発する基と
なったテクノロジー、新たな価値提案がもたらす効
果、台頭しつつある新しいビジネスデザインや収益
モデルについて理解を深めていくことができます。

•最先端の消費者数千人の行動を調査： 
北米、ヨーロッパ、中南米、アジア、アフリカにおい
て、新しいものをいち早く取り入れる消費者や影響
力のある人からなる審査員団を作り、この変化を前
に、態度、欲求、行動がどのように進化しているのか
を模索しています。

Artificial intelligence, automation, virtual reality, 
genomics, distributed ledger and other technologies are 
coming at us at an accelerated pace. With them have 
come fundamental questions upon which the future of 
businesses will rest. Where will people give over control 
to machines? How will business designs need to change? 
What will tomorrow’s basis of competition be?

In response, Lippincott has carried out a breadth of work 
across industries that looks over the horizon to provide a 
more vivid picture of the change ahead. Customer of the 
Future reflects learnings from our work — in automotive, 
retail, healthcare, banking, insurance and consumer 
goods — anticipating how customer needs will change, 
and how our clients’ strategies and business models 
must respond.

We unearthed six fundamental shifts shaping the 

customer of the future, or in our case fictional Dawn, by 
researching and synthesizing the findings from two 
primary inputs:
• A proprietary database of innovative business 

designs: We built and analyzed a database of 
pioneering businesses disrupting how we live our lives. 
As the database grows, we continue to study the 
technologies these businesses have been developed 
on, the effectiveness of their new value propositions, 
and the novel business designs and profit models that 
are emerging.

• An ongoing study of the behavior of thousands of 
leading-edge consumers: We built panels of early 
adopters and influencers across  
North America, Europe, Latin America, Asia and Africa, 
looking for clues as to how their attitudes, desires and 
behaviors are evolving in the face of change.

For any given industry, the insights we’ve gleaned can address very specific questions. But we are also seeing much 
bigger patterns emerge. Dawn’s story is not about any specific technology. It is the story about what happens when 
technological trends meet human truths. We hope you enjoy it.

未来を予測するということは、最も挑戦的で大胆な試みと言えます。
Anticipating the future is perhaps the most challenging and bold endeavor.

運転の仕方を知らないのに、運転している。
She doesn’t know how to drive, but she drives all the time.

診療所に行ったことはないのに、毎週医者に診てもらっている。
She’s never been to the doctor’s office, but she visits her doctor every week.

ログインしないのに、いつもオンライン状態
She never logs on, but she’s always online.

いつもショッピングしているのに、並ぶことはない。
She’s always shopping, but never in line.

道に「迷う」ことはない。
She’s never once been “lost.”

彼女のTシャツはインターネットにつながっている。
Her T-shirt is connected to the internet.

彼女はタトゥーで車を解錠する。
Her tattoo unlocks her car.

彼女のマネジャーはロボットである。
Her manager is a robot.

Dawnとの出会い 
How we met Dawn

Meet Dawn: 
an average  

25-year-old  
in the not-so-distant 

future.
Dawnは、そう遠くはない未来の、ごく普通の25歳の女の子。
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これはSFでもなければ、未来のテクノロジーを
大げさに取り上げたものでもありません。
様 な々変化が入り混じる、近い将来を描いたものです。

このようなテクノロジーの進化は、顧客経験を根底から変えるだけでなく、
どのように人々が、繋がり、創造し、逃避し、達成し、仕事し、くつろぎ、理解し、
どのように人々が、際立ち、適応し、健康になり、お金を稼ぎ、
そして、どう生きていくのかという、
この世界全体を変えていくのです。

This is not science fiction, nor is it even a particularly bold perspective on technological influence. 
It’s a sketch of a not too distant future full of significant disruption. 

These technology changes won’t just change the customer experience, 
they’ll change how the world works — how people connect, create, escape, accomplish, work, unwind, 
understand, stand out, fit in, get smart, get well, get money and simply live. 

すぐそこまで来ている大きな変化は、重大な疑問を投げかける:
THE PROFOUND CHANGES AROUND THE CORNER  
RAISE CRITICAL QUESTIONS: 

未来の顧客の需要に応えるためには
何をどう変えなければならないか？
What do we need to do differently to meet  the needs of the customer of the future?

私たちの価値提案やビジネスモデルはどのように
変わらなければならないか？
How will our value proposition and business model need to change?

Dawnにとって意味を持つ存在であり続けるには、
どうしたらいいか？
How do we stay relevant to Dawn?

機械学習
Machine 
learning 

完全に
ユビキタスな

インターネット
Fully ubiquitous 

internet

音声認識を
使ったIoT
Speech-to-
speech IoT

ユビキタス
センサー

ネットワーク
Ubiquitous 

sensor 
networks 

ウェアラブル
Wearables

VR/AR
ブロック
チェーン

Blockchain

自動運転車
Autonomous 

vehicle

5G

高機能分析
Advanced 
analytics

バイオ
メトリクス

Biometrics

Li-Fi
（光無線

通信技術）

IoT

3D
プリンティング

3D printing

バイオ
プリンティング

Bioprinting

バイオ素子
Biochips

マイクロ
データ

センター
Micro data 

centers

自然言語
Natural 

language

ゲノミクス
Genomics

スマート
ロボット
Smart 
robots

アフェクティブ・
コンピューティング

Affective 
computing

ドローン
Drones

これからの10年間で進化すると予測されるテクノロジー
Technologies predicted to get to scale in the next 10 years
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未 来の予測は、多くの場合、期待過剰
なものになりがちです。しかし、相反
する動向や相互に関連しあう動向が

錯綜する今日、産業革命以来の大規模な変革
の最中にあるという意見に同意する各界の専
門家がほとんどです。さらに、互いにつながっ
ているがために、この革命はさらに速く、広く拡
大するのです。

重大な変化に直面すると、私たちは細かいこと
に救いを求めるものです。大きな問題はあまり
にも大きすぎるため、具体的な項目に目を向け
てしまうのです。5Gのインターネットが普及す
るのはいつか？完全自動運転車はいつ発売に
なるのか？ロボットに取って代わられる職業
は？ブロックチェーンによって消える契約とは？
これらの質問に対する答えは重要です。新た
な切り口をもたらし、危機感を生み出し、事実
ベースを提供します。

とは言え、個 の々テクノロジーに注目しすぎるこ
とは危険であり（大抵間違っており）、より大局
的な変化を見逃すことにもつながります。木を
見て森を見ずとはよく言ったもので、テクノロ
ジーに捉われ過ぎて革命が見えなくなってしま
うのです。

テクノロジーの発展を鑑みると、今後も確実に
続く変化があります。
人工知能、ゲノミクス、スマートデバイスなどか
らより多くのことを学び、Instagram でストー
リーを、Airbnbで家をシェアするようになり、より
多くを共有するようになります。自動化、管理、
カスタマイズがますます進みます。より速く、より
柔軟に、より繋がるようになります（少なくともデ
ジタルの世界では）

ジェットパックがある時代が来ると思っていた。
I was told there’d be jetpacks

こういった変化は必ず実現すると確信していま
す。どうしてそう言い切れるのでしょうか？それ
は、このような世界がもたらされるのは、新しいテ
クノロジーによるのと同時に、根本的な人間の欲
求によって導かれるものだからです。人間という
ものは、他とつながりたい、所属したいという欲求
を生まれながらに持っており、これはインターネッ
トを使っている時間の3分の1はソーシャルメディ
アに充てていることからも分かります。私たちは
権力とコントロールを手に入れ、テクノロジーが
原動力となって価値を共創し、カスタマイズ化
することを後押しします。人工知能を通して
もっと知りたい、という人間の欲求の基盤となっ
ているのが成功したいという気持ちです。目が
回るような変化の中でも、我々人間の根本的欲
求は変わりません。

エコノミストや心理学者が何十年にもわたって
指摘してきた、すなわち、つながること、所属す
ること、権力を持つこと、支配すること、達成、安
定、確証、創造、効率性、自由、快楽、自己実現
への欲求を常に抱いているのです。これらの
欲求がテクノロジーの進歩と相まることで、全く
新しい行動へと発展します。

ここで取り上げるストーリーは、特定の技術に
限ったものではありません。テクノロジーのトレ
ンドが、人間の本質と出会うと何が起きるのか、
という物語です。

We’re confident these shifts will occur. Why? 
Because they’re led as much by fundamental 
human needs as they are by new technologies. 
Humanity has an innate motivation for 
connection and belonging, which explains 
why we use one-third of our online time on 
social media. We seek power and control, 
which propels the tech-led movement toward 
co-creation and customization. Our drive for 
achievement underpins our desire to know 
more through artificial intelligence. Amidst  
dizzying change, our fundamental human 
needs stay the same. 

They’re the same human needs that economists 
and psychologists have been pointing to for 
decades: connection, belonging, power, 
control, achievement, security, validation, 
creation, efficiency, freedom, pleasure, self-
actualization. And when combined with 
technological advancements, they steer us to 
profoundly new behaviors.

The story we are telling is not about any 
specific technology. This story is about what 
happens when technological trends meet 
human truths.

T he realm of prognostication is rife 

with overpromising. However, the 

current confluence of colliding and 

interconnected trends leads experts in almost 

every field to agree that we’re in the midst of 

remarkable change not seen since the Industrial 

Revolution. And by its very connected nature, this 

revolution hits faster and reaches further.

During times of profound change, we seek 
solace in specifics. The big questions are 
daunting so we answer the small ones: When 
will 5G internet launch? When will driverless 
cars arrive? What jobs will robots replace? What 
contracts will blockchain replace? The answers 
to these questions are important. They add 
dimension, create urgency and provide a fact 
base. But honing in on individual technologies 
can be dangerous (we’re often wrong) and 

can prevent us from seeing the bigger shifts. 
Staring at the trees we miss the forest; staring 
at the tech we can’t see the revolution. 

Looking at the arc Of technology, though, 
we can be confident certain shifts will 
continue.
We’ll know more (from artificial intelligence, 
genomics and smart devices) and we’ll share 
more (from stories on Instagram to homes on 
Airbnb). We’ll automate more, monitor more  
and customize more. We’ll get faster, more 
flexible and more connected (at least digitally).
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不安になるポイント： 
The daunting news:

前代未聞の変化に直面している。
It’s a time of unparalleled change.

安心できるポイント： 
The reassuring news:

変化は予測可能なパターンで
起きている。

Change is happening in predictable patterns to people who will have predictable reactions.

エキサイティングなポイント： 
The exciting news:

イノベーターにとっては、未だかつてないほどの
多くの機会に溢れている。

For innovators, there has never been this much opportunity.
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６つの変化
Six major shifts

私たちの未来を可能にする原動力は、人間の根本的な欲求に突
き動かされる6つの主要な変化に当てはめることができます。そ
れぞれの変化について、その変化が顧客にどのような影響を与
えるのかを説明します。現実味を持たせるため、新しい技術を最
大限有効に活用している、未来の架空の顧客であるDawn を
使って説明します。
ビジネスリーダーとして、私たちは単に未来の一部であるだけで
はありません。未来を作り出しているのです。勝者になるのは、
未来の顧客を思い描き、未来を作り出す者たちなのです。

The underlying forces enabling our future fit into six major shifts 

propelled by fundamental human needs. On the following pages, we 

describe each of these shifts and its influence on customers. To bring 

the trends to life, we follow Dawn, our fictional customer of the future, 

who is making the most of these new capabilities. 

As business leaders, we are not just part of the future — we are 

creating it. The winners will be the ones who create with the custom-

er of the future in mind.
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else through Upwork. Participation in this 
online platform economy has grown 47 times 
from 2012 to 2015, and experts predict it will 
continue to grow exponentially. New flexibility 
means income streams will become irregular 
as more and more workers trade the consistent 
corporate salary for the vicissitudes of 1099 
forms. Moreover, even those with traditional 
careers will experience the enhanced 
flexibility (and constant demands) inherent to 
connectivity.

Ownership will yield to experience.
We’ll increasingly access assets through 
peer-to-peer sharing, co-ownership and 
on-demand rental. What used to be symbols 
of success — a home with a new car in the 
driveway — may be viewed as burdensome 
assets. Yesterday’s American Dream becomes 

freedom’s encumbrance in a world that 
prioritizes efficient mobility. In the future, 
we’ll pay for usage, not possession. We’ll 
connect and consume through peers as much 
as institutions. These collaborative markets 
mean consumers will contribute, create, gift, 
regift, recycle, donate, lend, loan, localize 
and customize in a direct way that requires 
a networked platform but often subverts a 
traditional institution. 

A life in flow
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自由の追求は、人間の欲求の中でも最も強いものであり、テクノ
ロジーの発展により、多くの不自由が解消されるようになりまし
た。かつて私たちを束縛していたもの（仕事、契約、住宅ロー

ン）は、近い将来、流動性を持ったものになるでしょう。
仕事も家も１つという世の中、個人の所有物に対する考え方は、常につ
ながっていることによる柔軟性と新しい仕事形態に取って代わられる
でしょう。また、資産と自由を手に入れることも可能になります。所有権
よりもアクセス権が重要視される世界では、選択肢があることが新しい
安定性を意味するようになるでしょう。

T he pursuit of freedom may be the most consistently powerful 

urge of them all, and technology now allows us to untie many 

binds. Fixed acquisitions that once anchored us (jobs, contracts, 

mortgages) will soon flow with us. The world of one job, one house and “my” 

things will be replaced by the flexibility of constant connectivity and new 

models of work. We’ll have our assets and freedom, too. In a world prioritiz-

ing access over ownership, optionality is the new stability.

1 よどみない生活
A life in flow

2020 年までにギグエ
コノミーに参画すると
考えられる労働人口
の割合
The percentage of 
the workforce that 
could be 
participating in the 
gig economy by 
2020.

国際調査において用
具、電機、住宅、サービ
スなど、資産を共有す
る意思があると回答し
た人の割合
The percentage of 
international survey 
respondents willing 
to share assets like 
tools, electronics, 
homes and services.

人体埋込型携帯電話
が実用化されると多
くの専門家が考えて
いる年
The year most 
experts believe the 
first implantable 
mobile phone will 
be available.

40%

68%

2023

A life in flow
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世界はどこに向かっているのか？
Where is the world headed?

私たちの生活はますます分散化されます。 Wi-
Fi、 Li-Fi、 5G や規格の変化によって仕事の分
散化が起こり、車から仕事をしたり、家にいな
がら医師に診察してもらったり、ホテルにいな
がら家族と食卓を囲んだりと、あらゆることが
どこにいてもできるようになるのです。

スマートセンサー、巨大なデータセンター、ウェ
アラブル端末、常時接続された携帯端末など
により、インターネットは電気のような、常に生
活の一部、誰もが使えるもの、「ログイン」する
ものではなく、常に「オン」の状態にあるものに
なるでしょう。買い物は、瞬きをすれば購入手
続きが済むような、私たちの生活に溶け込んだ
ものとなるでしょう。消費活動は円滑で実体験
に限りなく近いものになるでしょう。

柔軟な働き方が一般的になります。
職人は Etsy、アーティストは 99designs、コン
サルタントは C a t a l a n t 、プログラマーは

Topcoder、その他の人は Upworkで仕事をす
るようになるでしょう。

このようなオンラインプラットフォーム経済への
参画は、2015年には2012年の47倍にも成長
しており、今後も爆発的に拡大すると専門家は
見ています。新たな柔軟性がもたらされる一
方、安定した給与体系での勤務から個人事業
主へとシフトすることで収入源が不定期になる
ことを意味しています。さらに、従来型の働き
方をする人も、緊密につながるようになることで
柔軟性（と絶え間ない需要）が高まるでしょう。

所有は経験に取って代わられます。
P2P 共有、共同所有オンデマンドレンタルなど
の資産の利用が増えるでしょう。新しい車な
ど、かつて成功の象徴と見なされていた資産
が厄介な重荷とみなされるようになるかもしれ
ません。

昨日までのアメリカン・ドリームも、効率的な可
動性が重要視される世界では、邪魔者扱いさ
れるのです。将来、私たちは所有にではなく、
使用に対して料金を払うようになるでしょう。
企業と同じくらい同僚と繋がり、消費活動を行
うようになるはずです。

こういった共生市場は、消費者が直接に貢献、
創造、贈与、再贈与、リサイクル、寄付、貸与、融
資、ローカライズ、カスタマイズすることを意味
しており、ネットワーク化されたプラットフォーム
を必要としますが、大概の場合従来型の企業
を滅ぼすものです。

Our lives will become increasingly de-located.
Wi-Fi, Li-Fi, 5G and changing norms allow us to 
de-locate tasks and complete anything from 
anywhere: work from the car, visit a doctor 
from home, join the family dinner from a hotel. 
Due to smart sensors, massive data centers, 
wearables and connected devices, the internet 
will be much like electricity — a constant, 
ubiquitous current throughout our lives, 
nothing we “log on” to, just something that’s 
always on. Retail will become an almost blink-
and-buy experience seamlessly embedded in 
our lives. Consumption will be frictionless and 
immersive.

Flexible models of work will be the norm.
Artisans work through Etsy, artists through 
99designs, consultants through Catalant, 
programmers through Topcoder, and everyone 
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この柔軟性と流動性は、未だかつてないほど
の独立性、アクセス、そして機会をもたらしま
すが、それと同時に複雑さと不安定さをもたら
します。Dawn はそこで思うのです：これだけ
の選択肢からどうやって選べばいいのか？次
の給与はどこからもらえるのか？従来型の雇
用形態とは異なるために新たな需要が発生し
ます。一人で企業が持つあらゆる部門（営業、
サービス、会計）を引き受けなければならず、
新規の仕事を獲得するためには、格付けやデ
ジタル世界における評判（デジタルレピュテー
ション）を良好な状態に保たなければならな
いという重圧ものしかかってきます。仕事上
でもプライベートでも「常にオン」の状態でい
ることが求められるようになります。

This flexibility and fluidity usher in 
unprecedented independence, access 
and opportunity — but also complexity 
and insecurity. Dawn wonders: How do I 
manage all these options? Where will the next 
paycheck come from? She has new needs as 
an enterprise of one without the support of 
a traditional employer; she must assume the 
responsibilities of a corporation (sales, service, 
accounting) and has mounting pressure to 
keep her ratings and digital reputation up so 
she can get new gigs. She battles increasing 
demands to be “always on” in her professional 
and personal life.

A life in flow
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… しかし、同時に不確実です。
それで、彼女は、充分なのでしょうか？
… but also uncertainty: will she have enough?

Dawnの反応は？ How will Dawn respond?

彼女は、「自由」を手に入れる。：
どこにもアクセスできる機会と、可動性により生まれる柔軟性

She’ll gain freedom: the flexibility of mobility and the opportunity of access

今日、Dawnはマイアミで朝を迎えました。彼女はRoamに
家賃を毎週払っており、好きな時にシェアハウスを行き来し
ています。Dawn はあまり多くの資産を所有していません
が、それが彼女の希望でもあります。

Armorieから毎月新しい服が送られてきますし、スチーマー
やスーツケースが必要な時にはPeerbyにアクセスすれば、
近所で貸してくれる人を見つけてくれます。彼女はモノより
も経験を大切にしています。

Catalantにフリーランスのコンサルタントとして登録してお
り、短期の仕事を受けています。どのプロジェクトも新しいス
キル、視点、つながりを提供してくれます。金銭的に厳しくな
るとWag!で犬の散歩をする仕事をしたり、Roam 仲間と共
同所有している車を使い、Lyftで運転サービスをしたりして
収入を得ます。不安定な部分もありますが、Peers.orgで健
康面はカバーされますし、Evenで不安定な収入にも対処す
ることができます。

Today, Dawn wakes up in Miami. She pays weekly rent to 
Roam so she can bounce between communal living spaces 
whenever she wants.  
She has few possessions — and she likes it that way. Armoire 
sends her a new wardrobe every month, and if she ever 
needs a steamer or a suitcase, Peerby points her to a 
neighbor who owns one. She chooses experiences over 
things. Her career is made up of short-term gigs from 

Catalant, where she freelances as a consultant. Each project 
rewards her with new skills, perspectives and connections. 
If money’s tight, she walks dogs with Wag! or drives with 
Lyft using a car she co-owns with her Roam-mates. Her life 
comes with some uncertainty,  but Peers.org gives her the 
health benefits she needs and Even helps her smooth out 
her irregular income.

(実在の企業を元に、未来のシナリオを作りました)

すでに現実に
おこっています
It’s already happening

Dawn の暮らしは、自身の生活空間に左右さ
れなくなります。好きな時にお気に入りの店で
買い物ができるようになります。自宅にいなが
ら世界にアクセスできるようになるため、自宅、
職場、移動といった従来の線引きが消えるで
しょう。30 年住宅ローンが手軽な賃貸契約に
取って代わられ 、「自宅」が根本的に異なる意
味合いを持つようになるかもしれません。

所有ではなく使
用に対して

料 金 を
払 う

よ

うになり、物を持つことで得られるステータスで
はなく、柔軟性と選択肢を手に入れるようにな
るでしょう。使用頻度の低い、高価値資産（車、
芝刈り機、芸術品）は共有するようになります。

回線に接続された自宅の快適な環境からはで
きないこと（病院には行かず、遠隔治療に切り
替えました）、わざわざ出向かなければならな
いこと（Dawn はレジで会計などしません）、束
縛されることにつながる出費（家を持たず、ジ
ムの年会費も払いません）、仕事を得られるプ
ラットフォームではなく、いつどこで働くべきか
を要求される仕事など、生活の流れを邪魔する
ものは、全て避けるようになるでしょう。雇用主
は１つではなく、日によっては最大6つの仕事を
掛け持ちし、自分の才能を最大限に活かして
います。
彼女の生活は淀みなく流れているのです。

Dawn’s 
life 

depends 
much less on 

dedicated spaces. She 
shops anywhere, anytime. She can access the 
world from her home and her home from the 
world, so traditional delineations between 
home, work and travel blur. “Home” means 
something fundamentally different, as a 
portable lease replaces a 30-year mortgage. 

She pays for usage, not possession, trading 
the status of ownership for flexibility and 
optionality. She shares any high-value asset 
that frequently sits unused (a car, a lawn 
mower, a piece of art). 

She shuns anything that breaks the “flow” of 
her life: anything she can’t do from the comfort 
of her connected home (she trades doctor 
visits for telemedicine), any experience that 
demands a special trip (no checkout counters 
for Dawn), any purchase that ties her down 
(no house, no annual gym membership), and 
any job that tells her when and where to work 
instead of just providing the platform to access 
work. She doesn’t report to one employer, but 
works up to six gigs in a given day, applying her 
talents where they fit best.

Her life is in constant flow. 
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discounts, and simply a broader sense of 
belonging will flow to those who are willing 
to share their data. Sharing will give us access 
(think: jobs that require social influence) and 
save us money (think: discounts for always 
wearing your seatbelt). We’ll make choices and 
purchases with one eye toward what’s share-
worthy, always striving for connection and 
personalization. 

Sharing and monitoring will increase 
demands for accountability and 
transparency.
When all can be shared, it will be suspicious 
if it’s not. And when all can be tracked, we 
will demand transparency. This heightened 
visibility will lead to a rise in ratings. Every 
brand we consider will have a score. And we 
will have more scores — sustainability scores, 

skill scores, stress scores, sense of humor 
scores. We’ll use scores to pick products, 
partners, companies and spouses, demanding 
that we see inside our choices before we make 
them. The rise of blockchain technologies, 
which have seen a 726 percent increase in 
global venture capital funding over the last 
two years, brings a distributed ledger that 
allows for mass verification and fundamentally 
demands transparency.

Transparent existence
17

歴 史から学ぶとすれば、プライバシーとシェアを天秤にかけた
時、「いいね」が負けることはありません。私たちは多くのもの
を引き換えにしてでも、誰かと繋がっていたいと感じるもの

です。未来では、今まで以上に行動が追跡され、同時に相手を追跡す
るようになりますが、一方で繋がること、実績の数値化、パーソナライズ
化されたオススメなど、享受できるメリットがますます大きくなるでしょ
う。メリットを手にするのは、自由な生き方をする人たちです。

I f history is any guide, in the battle between privacy and sharing, never 

bet against likes. We crave connection, and we trade a lot to get it. In 

the future, we’ll increasingly be tracked — and track ourselves — but 

we’ll also reap greater and greater benefits of social connection, quantified 

performance and personalized recommendations. Advantage will go to the 

open.

2 透明な存在
Transparent existence

産業向けの loT 技術
が、この先 20 年で世
界の GDP にもたらす
とGEが試算した額
The amount GE 
estimates that 
Internet of Things 
technology for 
industry has the 
potential to add to 
global GDP over the 
next 20 years.

2020年までにインター
ネットにつながる車の
割合
The percentage of 
cars that will be 
connected to the 
internet by 2020.

実験のために指紋を
取ることに協力すれ
ばクッキーが無料でも
らえると380人に聞い
たところ、協力したい
と回答した人の人数
The number of 
people, out of 380, 
who were willing to 
give their 
fingerprints to 
experimenters in 
exchange for a free 
cookie.mobile 
phone will be 
available.

$15T

90%

117

Transparent existence
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世界はどこに向かっているのか？
Where is the world headed?

私たちは常に監視されるようになります。
スマートウォッチからスマート冷蔵庫、スマート
シティグリッドに至るまで、張り巡らされたセン
サーによって一挙手一投足が監視されている
のです。ウェアラブル端末によってカルシウム
が不足しているかがわかり、冷蔵庫は牛乳が
切れそうなことを感知し、車は牛乳を一番安く
売っている店を検索するようになるのです。こ
ういった消費者向け製品は、私たちの生活を
詳細に監視しているため、私たちが何を必要と
しているのかを把握できるのです。

私たちの生活は、監視されることでコントロー
ルできる範囲が拡大し、より多くの情報を手に
入れることが可能になり、自己を定量化したり、
記憶をカタログ化したりすることができるよう
になります。しかし、このような監視文化によっ
てプライバシーは特権となってしまうのでしょう
か？あるいは幻想になってしまうのでしょうか？

ソーシャルネットワーク上での経験が支配する。
人生のあらゆる瞬間を共有したいという思い
が今以上に高まり、公私の境が融合されるよう
になるでしょう。ソーシャルプラットフォームに
よって共有が容易になり、データを共有する人
たちには、保険料の低減、商品の価格割引など
のメリットや高い帰属意識がもたらされます。

共有することでアクセス権を得たり（社会的な
影響が必要な仕事など）、費用が引き下げられ
たり（いつもシートベルトをしている人は割引、
など）するようになり、共有する価値があるかど
うかという点を考えながら、繋がることと個人
化を常に目指すようになるのです。

共有と監視によって説明責任と透明性がより
一層求められるようになる。
何もかも共有できるはずなのに、共有されない
となると、疑念を抱かれるようになります。さら
に、何でも追跡できるようになると、透明性が求

められるようになります。可視化が高まること
で、今以上に格付けが重要視されるようになる
でしょう。

検討対象となるあらゆるブランドにスコアがつ
けられており、さらに持続可能性・スコア、スキ
ル・スコア、ユーモア・スコアなど、様々なスコア
が生まれます。私たちは、製品、パートナー、企
業、配偶者を選ぶ時にスコアを確認し、決断す
る前に選択肢の中身を知ることを要求するよう
になるのです。

グローバルベンチャーキャピタルファンディン
グを過去２年間で726%も増加させるほどの台
頭を見せたブロックチェーンのテクノロジーに
よって、大規模検証を実現すると同時に本質
的に透明性を求める分散型台帳がもたらされ
ました。

We’ll live amidst continual monitoring.
From smart watches to smart refrigerators to 
smart city grids, a web of sensors will track our 
every action. Our wearables will know if we 
need more calcium, our refrigerator will know 
if we need more milk, and our car will know the 
cheapest place to pick it up. These consumer 
products know more because they watch more. 
We will live a monitored life, with expanded 
control, more information, a quantified self  
and cataloged memories. But will this culture  
of surveillance render privacy a privilege? Or  
an illusion? 

Social experiences will dominate.
We’ll have an expanded willingness to share 
all of life’s moments — merging public and 
private. Social platforms will make sharing easy, 
and benefits like lower premiums, product 
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あらゆるものが追跡されるようになったため、
Dawn は自分のパフォーマンスを意識するよう
になり、持続性・スコア、フィットネス・スコア、情
緒的なつながり・スコアなどの実績を上げなけ
ればならないと考えています。生活のほとんど
が可視化されているため、他から認められてい
るかどうかが不安で、正しく余暇を過ごしてい
るか、ストリーミング配信している自分の番組
はフォロワーに気に入ってもらえているのかを
絶えず気にしています。

何かを決めるとき、ソーシャルメディアにはどう
映るかを考えることが多く、社会とつながってい
るという実感がある一方で、可視化の進んだ生
活によって見えるようになった、友人たちの見
栄えの良い生活と自分の生活とを比較するよう
になり、不安感が増大するようになります。

Since everything’s tracked, she’s pretty anxious 
about performance, trying to increase her 
sustainability score, her fitness score and her 
emotional connection score. Since much of her  
life is visible, she’s more anxious about 
approval, often wondering if she’s spending 
her leisure time right or if her crowd will like 
the shows she’s streaming. She makes a lot of 
decisions with one eye toward what will go over 
well on social media. She feels very socially 
connected, but this visible life also amplifies 
anxieties as she constantly compares herself to 
her friends’ very visible  best selves.

Transparent existence
19

Transparent existence
18

… しかし、同時に不安感もあります。
他の人は彼女を、どう受け止めているのでしょうか？

… but also anxiety: how do people perceive her?

Dawnの反応は？ How will Dawn respond?

彼女は「つながり」を手に入れる。：
どこにでも帰属でき、誰からでも支援を受けられる自由

She’ll gain connection: the openness that enables belonging and support

Dawnの朝は穏やかなアラームで始まります。Sleep Cycle
は、眠りが一番浅くなっている時に起こしてくれます。Fitbit
はSleep Cycleのデータと連動されていて、その日に必要な
運動量が算出されます。そのデータは保険会社に送られ、
保険料の割引が受けられるかどうかの判断材料に使われま
す。Dawn が歯ブラシに手を伸ばせば、その動きを感知して
コーヒーマシンがセットされます。歯磨きをしている間に歯
ブラシから健康データが歯科医に送られます。 歯を磨いて
いる間、DawnはFacebookのライブ配信で世界中にいる友
人の生活を垣間見るのですが、自分の不安感を煽るだけな

のでこの習慣はやめなくてはいけないと思っています。

スマートグリッドの電気料金がこの先２時間で高騰すること
をSensusが知らせてくれ、それを受けてDawnはワンクリッ
クで全ての電化製品を省エネモードに切り替えます。
Zocdoc、Amazon、Angie’s Listなどの商品レビュープラッ
トフォームで星が３つ以下の製品やサービスは利用しませ
ん。保険からコーヒーマシンまで、４つ星以上であることを
ベースに選択します。食卓で最高評価のコーヒーの写真を
Snapchatで共有し、ラップトップを開いて仕事を始めます。

Dawn wakes up to the soothing alarm of her Sleep Cycle, 
which wakes her at her lightest sleep phase. Her Fitbit 
incorporates her Sleep Cycle data into the amount of 
exercise she should get for the day. The data is sent to her 
health insurance provider to determine if she qualifies for a 
discounted rate. When Dawn reaches for her toothbrush, her 
toothbrush holder detects the motion and triggers her coffee 
machine to begin brewing. As Dawn brushes her teeth, her 
toothbrush sends health data to her dentist, and she scrolls 
through her Facebook Live feed to get a glimpse of her 
friends’ lives from around the world — a bad habit she’s trying 

to kick, as it only increases her own insecurities. She gets an 
alert from Sensus, which notifies her that electricity pricing 
on her smart grid will peak over the next two hours. With 
one tap, she switches all her electronics to low-power mode. 
Dawn never interacts with products or services that receive 
3 stars or below on review platforms like Zocdoc, Amazon 
and Angie’s List. She chooses everything — from her health 
insurance to her coffee maker — because of their 4+ star 
ratings. She sits down at the kitchen table and sends a quick 
Snapchat of her top-rated coffee to her friends, opens her 
laptop and starts working.

(実在の企業を元に、未来のシナリオを作りました)

すでに現実に
おこっています
It’s already happening

Dawn は常に「公開」になっており、彼女の生活の様々な場
面 は、共有されることが意図されています。友人とも今まで
以上に緊密に連絡が取れるようになり、彼女の生活におい
てソーシャルな体験が占める割合が未だかつてないほど高
くなります。また、今までに撮影した写真や記憶をすぐに検
索することが可能になります。

彼女は、接続を切断しなければならないことにはどんなこと
あっても抵抗します。 あらゆる社会的つながりを断ち切る理
由がわからないというのです。誰でもデジタル生活から離れ

てデトックスをするときはありますが、Dawnは最近、通勤時に
もメールを送るために無人運転車を買ったばかりなのです。

何かを決めなければならないとき、彼女はクラウド上で意見
を聞いてからでないと判断を下しません。どのドレスを買う
べきかは、ソーシャルネットワーク上の友達に、どの痛み止め
を選ぶべきかは、複数の医師に確認します。

彼女がやり取りをし、触れるものは全て彼女のことを知って
います。いつも監視されているような気持ちになりますが、
住居、職場、履いているテニスシューズでさえもが自分の好
みを記憶し、予測してくれる便利さを考えれば、それくらい
の交換は価値があると感じています。

信用して欲しいと近づいてくる企業は信用していませ
ん。彼女が信用しているのは透明性で、契約書や価

値のある物品は分散型台帳に記録されるべきだと
考えています。
彼女の存在は透明性が高いのです。

Dawn’s defaults are set to public. A preponderance of 
her life’s moments are meant to be shared. She stays in 
closer touch with friends and social experiences occupy an 
ever-increasing prOportion of her life. She has an instantly 
searchable record of every picture she’s ever taken and every 
memory she’s ever made. 

She resists anything that demands unplugging. Why shut 

out social connection? Sure, every once in 
a while she goes on a digital detox, but just 
recently she bought a driverless car mainly so 
she could keep texting on her commute. 

She doesn’t make any decisions without getting 
them crowd-verified, asking the friends in her 

social network what dress to buy or a panel of 
doctors what pain reliever to pick. 

Everything she interacts with knows her. She  
feels like she’s being watched, but it’s a trade-off she’s 
willing to make given how much more convenient it is when 
her apartment, her co-working space, even her tennis shoes 
remember and predict her preferences.

She doesn’t trust any company that asks her to. She trusts 
transparency, and she demands that her contracts and 
valuable items are registered  
in the distributed ledger.

She lives a transparent existence.
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Omnipotent individual
21

Omnipotent individual
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Products will automatically adapt to us.
Our jobs, homes, healthcare and devices 
will aggregate data across sources for 
better, customized recommendations and 
outcomes. Biometrics and sensors will measure 
our changing emotions and well-being, 
understanding how a past purchase improved 
us (or didn’t). Product recommendations will 
take into account the whole you, the future you 
and data from people like you. Prices will be 
personalized based on on-demand measures 
like individual willingness to pay and supply 
measures like local stock availability. Credit 
scores and generic star ratings will seem 
impersonal and antiquated. Personal values 
will drive decisions  as big data enables the 
control knobs for decision-making to become 
increasingly customized. Medicine will get 
more personalized, and genomics will allow 

targeted control over health outcomes. 

Modularity, mixing and customization will 
become the expectation.
This era of options marks the end of 
standardized experiences. Endless 
customizability implies and invites 
participation and self-expression. Standard will 
simply be the starting point as we increasingly 
craft our own world through control, 
customization and creation.

部 族であれ、チームであれ、人間の行動は何世紀にも渡り、権
力への欲望が原動力となってきました。テクノロジーにより、
私たちは個人の嗜好に沿った力を手に入れる、新たな機会

を得ることができます。自分の思い通りにすることを望む消費者の個々
の需要に合わせて生産が個別化され、消費は共同創作されたものを個
別化する行為になります。

私たちは神のような権力を持って自分たちの生活をコントロールし、そ
の力を使って自宅、デニム、ひいては遺伝子まで、あらゆるものを創造し、
作り変えるようになるでしょう

F rom tribes to teams, our drive for power has dictated behavior for 

centuries. Technology will give us new opportunities to wield 

power in line with our personal preferences. Production will be 

personalized to the unique wants of controlling, empowered consumers. 

Consumption will be a customized act of co-creation. We’ll wield deity-level 

authority over our lives and use that power to make and modulate every-

thing from our homes to our jeans to our genes.

3 まるで全能な私
Omnipotent individual

2016 年にあなたの全
遺伝情報配列をする
のにかかる費用。
2001年には 1億ドル、
2006 年には 2500 万
ドルだった
In 2016, the cost to 
sequence your 
entire genome. In 
2001, it cost $100 
million. In 2006, $25 
million.

地球規模のデータが
倍になるのにかかる
期間
The amount of time 
it takes the volume 
of global data  
to double.

2020年に地球上の全
ての人が１秒に生み
出す新しい情報の量
The amount of new 
information that 
will be created 
every second for 
every human being 
on the planet in 
2020.

あらゆるデータのう
ち、分析、使用される
ものの割合
The percentage of 
all data that is ever 
analyzed and used.

$1000

1.2yrs

1.7MB

0.5%

世界はどこに向かっているのか？
Where is the world headed?

学習に基づいて個別化された環境で生活する
ようになるでしょう。
この個別化の多くは、接続された機器が学習
する私たちの嗜好や好みに基づいて自動的に
行われ、賢明な購入活動や感情に反応する環
境を実現します。スマート化されたあらゆるも
のをいつどこにいてもコントロールできるよう
になるのです。

自宅は心拍数に基づいて温度を調節し、様々
な好みに基づいてエンターテイメントやアート
が提供されます。店舗は顧客をスキャンして
ディプレイを変え、Amazonのトップページのよ
うに、顧客に合わせた対応をします。私たちは
インテリジェントで順応性のあるビジネス生態
系を作り上げることをテクノロジーに求めるよう
になるでしょう。

製品は自動的に私たちに順応するようになります。
仕事、自宅、ヘルスケア、機器のデータは集約さ
れ、より良い、個別化されたオススメや検索結
果につながります。バイオメトリクスやセンサー
が感情の変化や状態を計測し、過去の購買が
どのような影響をもたらしたかを認識します。

オススメ製品は 今の自分だけでなく、将来の自
分、自分に似た人たちのデータを考慮に入れた
ものになります。 価格は支払意思額や在庫状
況などのオンデマンド基準に基づいて個別化
されます。医療は個別化が進み、ゲノミクスに
より疾病の予防などにより健康状態を保つこと
が可能になります。

規格性、融合、個別化が求められるようになる
でしょう。
この時代の選択肢には、標準化された経験は
ありません。限りなく個別化が可能であるとい
うことは、参加と自己表現を求められることを
意味しています。支配、個別化、創造を通して
自分の世界を作り上げていく機会が増えるに
つれ、標準値は単なるスタート地点でしかなく
なるのです。

We’ll live in environments of  learned 
customization.
Much customization will be automatic, as our 
connected devices intelligently learn our tastes 
and preferences, enabling smart purchases 
and emotionally responsive environments. 
We’ll be able  
to control our smart things anywhere, anytime. 
Our homes will know us by our heartbeats and 
will adjust temperature, entertainment and art 
based on our stated and imputed preferences. 
Stores will change displays based on a simple 
customer scan, making in-person interactions 
as adaptive as the Amazon home page. We’ll 
increasingly expect technology to form an 
intelligent, adaptable ecosystem around us.
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大きな力を持つということは、重大な責任も伴
うため、時には選択肢の多さや自分に委ねら
れた決定権に過度の負担を感じることもあり
ます。どの環境、製品、購買もDawnの望み通
りに個別化できるため、自分にとって完璧な環
境、製品、購買でなければならないという重圧
を感じています。選択を誤った場合、完璧な
選択肢があったのにそれを選ばなかったこと
に大いに後悔するのです。

With great power comes great responsibility,  
and at times Dawn feels overburdened by 
choice and decision-making. Since every 
environment, product and purchase can be 
perfectly tailored to her, she feels pressure to 
make sure every environment, product and 
purchase is in fact perfect. And if she chooses 
wrong, she feels  
a lot of regret because she knows the perfect 
choice was possible.

Omnipotent individual
23

Omnipotent individual
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… しかし、同時に疲労感があります。
王冠を戴く頭にも不安はある。

… but also fatigue: uneasy lies the head that wears the crown

Dawnの反応は？ How will Dawn respond?

彼女は、「力」を手に入れる。：
デバイス、環境、結果をコントロールできます。

She’ll gain power: control over devices, environments and outcomes

Dawnはマイアミに半年間滞在するつもりでいるため、好み
や嗜好を学習し、適応してくれる、小さな部屋を借りました。
Samsungスマート冷蔵庫のスクリーンは、入っている食品
の賞味期限を自動で記録し、頻繁に購入するものに基づい
てレシピや買い物リストを作成してくれます。

Whirlpoolの洗濯機は洗い方の好みを保存し、洗剤が減っ
てくると自動的に注文してくれます（購入した洗剤はそれぞ
れスキャンし、最安値を探します）。スマートライトは、Dawn

の気分を検知して暗くなり、Nest Thermostatは、Dawnの
スケジュールに合わせて温度調整を自動的に行います。
Amazonのオーダーメイド服は、いつも個性的で彼女にぴっ
たりです。提供しているデータ量を考えれば、あらゆるもの
が自分にピッタリ合っていて当然だとDawn は考えていま
す。最近組んだローンでも、KreditechはDawnのデータス
コア（ロケーションデータ、Facebookステータス、電話記録
など）を考慮し、彼女の財政状況、ライフスタイル、ニーズに
合ったローンを組んでくれました。

Since Dawn plans to stay in Miami for six months, she’s 
chosen a smart apartment that will learn  
and adapt to her preferences. The screen on her 
Samsung smart refrigerator automatically tags its 
contents with the expiration dates and generates recipes 
and grocery lists based on her frequent purchases. 
Her Whirlpool laundry machine saves her washing 
preferences and automatically orders detergent when it’s 
running low (scanning every detergent brand each time  
to ensure she receives the lowest price). Her Echo-

compatible lights dim as they detect her mood, and her 
Nest Thermostat automatically adjusts the temperature 
based on her schedule. With custom-made clothing from 
Amazon, her clothes are always unique and perfectly 
fitted. Dawn expects everything to be precisely tailored to 
her, especially with all of the data she gives up. Even with 
her most recent loan, Kreditech considered 20,000 of her 
data points (location data, Facebook statuses, call logs, 
etc.), to create a loan that fits her finances, lifestyle and needs 
perfectly.

(実在の企業を元に、未来のシナリオを作りました)

すでに現実に
おこっています
It’s already happening

自動で行われるものを含め、Dawnが支配する
ものは数多くあります。Dawn が車に乗った時
点で、車はDawnの行き先がわかっています。
受信箱を開けると、重要なメールだけが表示さ
れます。食事はちょうどいい量が調理されて配
達されます。

Dawnを取り巻く環境が個別化されているた
め、自宅でも職場でも多

くの時間が節約
できます。

ネ ッ ト
ワー

ク

に接続された自分だけの王国の中にいると、自
分は特別だと感じることができます。

Dawn の期待値は非常に高いです。監視され
ていることはわかっているため、理解されるこ
と、予想されることを望んでいます。製品は彼
女にあった個別化がされているべきであり、大
量生産されたものを嫌います。自分向けに個
別化できる製品である場合のみ、大企業から
購入することにしています。あらゆる購買行動
は自己表現の機会です。モジュール化、混在化
したこのオーダーメイド世界では、Dawn は自
分に完璧に合ったものしか購入しません。

文字通り、世界は彼女のものです。彼女が目に
する世界、体験する世界は、彼女のために作ら
れたものなのです。
彼女は全能なのです。

Dawn 

controls 
more than 

ever — even 
automatically. 

She steps in her car and it already knows where 
she’s going. She opens her messages and only 
sees what’s important. Her meal is made and 
delivered in the perfect portion. 

She saves a lot of time at home and at work 
because of how personalized her environments 

are. It makes her feel special, too, walking  
around in her own connected kingdom. 

She has high expectations. She knows she is 
tracked, so she expects to be understood and 
even anticipated. Products should be tailored 
to her. She hates what’s mass-produced and 
only buys from big companies if what they 
make is adaptable or customizable. Every 
purchase is  
an opportunity for self-expression. And in a 
modular, mixed, made-to-measure world, 
Dawn only buys what’s exactly right for her. 

The world is hers, quite literally. The world she 
sees and experiences is made for her. 

She is the omnipotent individual.
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On-demand everything
27

On-demand everything
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Repetitive tasks will be taken care of.
Today, for example, we can outsource work to 
TaskRabbit Taskers and Handy housekeepers. 
Tomorrow we may have in-home robots to 
streamline our lives even more. Grocery 
shopping, schedule management, writing, 
communication and much more may be taken 
care of by smart assistants that increasingly 
connect in traditionally human ways.

Like an employee climbing up the corporate 
hierarchy, humanity is getting a promotion,  
rising above the level that produces the work  
and toward the level that manages it.

即 時性への欲求はつきません。すぐにアクセスできることや、目
的・作業が、自動的に完了することで大きな満足感を味わう
ことができます。それと同時に、私たちの時間の使い方や、あ

るいは経験から期待することは根本的に変化していくでしょう。3Dプ
リンティングから仮想現実（VR）のストリーミングまで、オンデマンドで
あらゆる欲望を満たすことが可能になります。孫に「昔は待たなければ
ならなかったんだよ」と話すようになるのです。

O ur appetite for the instantaneous knows no bounds. Immediate 

access and automated task completion will make strides toward 

truly immediate gratification, and they’ll fundamentally change 

how we spend our time and what we expect from experiences. From 

printing in 3D to streaming in VR, we’ll have on-demand access to all our 

desires. We’ll tell our grandchildren: Once upon a time we had to wait.

4 全てがオンデマンド
On-demand everything

2020年までに予測 
される自動運転車の
台数
The number of 
self-driving cars 
expected to be on 
the road by 2020.

2014 年に中国企業
WinSun が家を10 軒
3Dプリンティングする
のに要した時間
The time it took the 
Chinese company 
WinSun to 3D print 
10 houses in 2014. 
to double.

20年以内に自動化さ
れるリスクのある職業
がアメリカで占める割
合
The percentage of 
jobs in  
the U.S. that are “at 
risk” of being 
automated in the  
next 20 years.

５G の速度でシンプソ
ンズ全シリーズ（高解
像度で600話）をダウ
ンロードするのに要す
る時間
The time it takes, at 
5G speeds, to 
download the entire 
Simpsons series 
(600 high-definition 
episodes). 

10M

24hrs

47%

30min

世界はどこに向かっているのか？
Where is the world headed?

エンターテイメントから食料品まで、すぐに手
に入るようになります。
診療の予約待ちをすることなく、オンラインで自
己診断ができるようになります。買い物は１時
間以内にドローンが配達してくれます。革命は
テレビで放映されるのではなく、ストリーミング
され、誰もがiPhoneで観続けるようになります。

最先端の消費者たちはオープンソースコードを
使ってヘッドフォンからドレスまであらゆるもの
を3Dプリンティングできるようになります。即
時性とカスタマイズを求める消費者に応えるた
めに3Dプリンティングを取り入れる企業が一
般化します。

その結果、即時性への期待値はさらに高まるの
です。
適応性のある機器が普及した時代において、

「この先」の予測が当然のこととして求められ、
「今」では遅すぎると考えられるようになるので
す。繰り返される作業はアウトソーシングされ
ます。
例えば、今日では TaskRabbit  Taskers や
Handy ハウスキーピングに仕事を依頼するこ
とができますが、明日には在宅ロボットが今ま
で以上に生活を楽にしてくれるかもしれませ
ん。食料品の買い物、スケジュール管理、書類
の記入、コミュニケーションなど、人間のように
つながることができるスマートアシスタントに
よって、多くのことが処理されるようになる可能
性があるのです。

会社で昇進していくように、人間は仕事を生み
出す階層から仕事を管理する階層へと昇進し
ているのです。

Everything from entertainment to groceries 
will be available in an instant.
We will self-diagnose online instead of waiting 
for a doctor. Drones will deliver our purchase 
desires within the hour. The revolution will not 
be televised — it will be streamed and binge-
watched on an iPhone. Frontier consumers 
will be able to 3D print everything from 
headphones to dresses using open-source 
code and, more commonly, businesses will 3D 
print to keep up with consumer demands for 
immediacy and personalization. As a result, our 
expectations for immediacy will increase even 
more. In an era of adaptive devices, prediction 
will be expected, and right now may already be 
late. 
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Dawn は何でもより早く手に入れ、ヘドニック・ト
レッドミル現象（収入の増加と共に人の幸福感も
増大するため期待や大志も大きくなり、結局はほど
ほどの幸福感が維持される一般人の傾向）を更に
加速させ、より一層多くのものを欲しがるようにな
ります。時々、物事が進むスピードが速すぎる、見え
ないところで様々なことが進みすぎているのでは
ないかと不安になることもあります。
Dawnが耐えられないと感じる3つのことは、待つこ
と、退屈、そして無駄な努力です。1) 待つこと。バッ
ファリングが大嫌いなので、自分を待たせるような
企業や体験は確実に排除するでしょう。2) 退屈。
即座にありとあらゆるエンターテイメントが手元に
届く世の中では、刺激に対する期待は限りなく高く
なります。3) 無駄な努力。彼女は努力家なので、頑
張ることは苦になりません。しかし、無駄な努力（同
じ情報を繰り返したり、同じところを行ったり来たり
すること）はどうしても我慢できません。役に立たな
いものに対する忍耐力は刻一刻となくなってきてい
るのです。

Dawn gets everything faster, speeding up her 
hedonic treadmill, making her want more. 
Sometimes she’s nervous that things are 
happening too quickly or too invisibly. And 
there are three things she finds intolerable: 
Waiting, Boredom and Unnecessary Effort. 1) 
Waiting. She can’t stand buffering, so she’s 
certainly going to cut ties with any company 
or any experience that makes her wait. 2) 
Boredom. With the entirety of the universe’s 
entertainment collection available in an 
instant, her expectations for stimulation are 
astronomical. 3) Unnecessary Effort. She’s a 
hard worker, so she’s fine with effort — but 
it’s the unnecessary kind (like repeating 
information or going back and forth) that she 
absolutely cannot stand. Her thresholds for 
these nonstarters are getting lower by the 
minute. 

A life in flow
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… しかしながら、彼女は不安定でもあります。
自動的に処理されることがあまりにも多くなります。

… but also instability: so much is happening automatically

Dawnの反応は？ How will Dawn respond?

彼女は、「効率性」を手に入れる。：
より早く入手し、もっと欲しくなり、さらに管理する。

She’ll gain efficiency:  getting things faster, wanting more, managing more 

Dawn は外出するまでに家事などの雑用を済ませます。携
帯電話を何度かタップするだけで先週もらった誕生日プレ
ゼントのお礼状を27通書くようにTaskRabbitのスケジュー
ルを設定し、Amy（x.aiの人工知能アシスタント）にクライア
ントになるかもしれない人と会議を設定するように依頼し、
Amazon Dash にその日配達してほしい買い物リストを送

り、貯蓄を積極的に投資するようAcornの設定を変更し、姪
の誕生日が近いのでMakerBotにおもちゃを3Dプリンティ
ングするよう発注することができます。管理することは山ほ
どあります ! しかし、全体的には彼女のたくさんの時間を節
約しています。その分、どれだけ処理できるかに対しての期
待値が高くなっているのも事実です。

Dawn takes care of her chores before she leaves the house. 
A few taps on her phone and she’s scheduled a TaskRabbit 
to write 27 personalized thank-you notes for the birthday 
presents she received last week; she’s asked Amy (her AI 
personal assistant from x.ai) to schedule a new business 
meeting with a prospective client; she’s sent her grocery 
list for Amazon Dash to deliver by end  

of day; she’s tweaked her preferences for Acorns to invest 
her savings more aggressively; and she’s sent an order 
into MakerBot to 3D print a toy for her niece’s upcoming 
birthday. So much to manage! But on the whole it saves her 
a lot of time — so now she just has higher expectations for 
how much she should get done.

(実在の企業を元に、未来のシナリオを作りました)

すでに現実に
おこっています
It’s already happening

Dawn自身がすべきことは減り、監督すべきこ
とが増えます。自動化アシスタントや手頃な
サービスを利用することで、食料品の買い出
し、スケジュール管理、お礼の手紙を書くなど
の単純作業から解放されます。
部屋の掃除も自動化できますが、簡単な肉体
労働をすると気持ちがスッキリするため、自分
で行なっています。

これだけ自動化
が 進むと、

時 間 に
余裕

が

できますが、Dawnは空いた時間を仕事や彼女
のためになされている業務代行の監督で埋め
ています。

気に入った番組などがあると、全部観ます。
Dawn が最も重要だと考えているのは「今」で
す。コンサートは自分のスケジュールに合わせ
てバーチャルで観ます。ぴったりの本棚を探し
に出かけるくらいなら、3Dプリンティングで作
ります。彼女は即時性よりも精度を、診療予約
を待つよりもオンラインでの自己診断を選びま
す。

Dawn 
has 

less 
to do and 

more to oversee. 
Automated assistants 

and affordable outsourcing free her from 
menial responsibilities like grocery shopping, 
scheduling and writing thank-you notes. 
She could automate cleaning her apartment, 
but she finds the simple manual work cathartic, 
so she holds onto it. 

All this automation could free up time, but she  
finds ways to fill it with her career and the 
responsibilities of overseeing all the automated 
agents working on her behalf. 

If she likes something, she watches it all. The 
most important thing to Dawn is right now. 
She attends concerts virtually, on her own 
schedule. She’d rather 3D print a good cabinet 
shelf than go shopping for the perfect one. She 
trades accuracy for immediacy, self-diagnosing 
online instead of waiting for the doctor.

She lives an on-demand life.
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Exponential intelligence
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people are wearing at music festivals 
• Recommend city traffic patterns based on air 

quality and congestion
• Help teachers customize instruction based 

on individual students’ learning paces
• Learn what viewers don’t like about a TV ad 

that causes them to change the channel
Additionally, connected devices mean that AI 
can equip us with real-time recommendations 
incorporating remarkably personal measures 
and drawing on traditionally human variables 
(like emotion and desire). For example, AI will 
be able to intervene before we get a craving for 
unhealthy food or could help us craft a more 
persuasive sales pitch. AI is already mimicking 
us, as evident in Facebook’s AI chatbots, 
and beating us, as evident in Google’s Go 
champion. Its expansion will have profound 
consequences on our personal lives and 

business growth. 

Traditional education will get more 
accessible through democratized platforms 
and more open expertise. 
Udemy, Coursera and other massive online 
learning platforms expand knowledge’s 
reach. Open educational resources diminish 
the demand for costly textbooks and further 
democratize access. Dynamic learning 
modules adjust based on a student’s 
expanding skills, giving many the personal 
attention required to progress. The future will 
be created by many who are just now getting 
access to education. 

私 たちは成果を追い求めます。あらゆる支援を受け入れます。
理解されることを望みます。これらの事柄に関しては、人工
知能が助けてくれるでしょう。将来、知らないでは済まされな

い世の中になり、同時に知らないということが不可能な世の中になるで
しょう。

世界中の知識に常にアクセスできる状況において、私たちは未だかつ
てないほど理解し、誰をどのように信用するかが変化し、意思決定は個
人的思案事項ではなく、協力し、絶えずフィードバックをしあいながら行
うものへと変化します。

W e chase achievement. Any assist will be embraced. We 

demand understanding. Artificial intelligence will be here to 

help. In the future, not knowing will be unacceptable and 

nearly impossible. With constant access to the world’s knowledge base, 

we’ll know more than ever, shift whom and how we trust and change 

decision-making from a personal deliberation to a collaborative and 

connected feedback loop.

5 飛躍的に進化する知能
Exponential intelligence

世界はどこに向かっているのか？
Where is the world headed?

多くの人がクラウドの集合的な知恵に助言を
求めるようになります。
個々の専門家よりも多様な意見を信用するよう
になるでしょう。現在でも統合的知識に簡単に
アクセスできるようになっており、この変化はす
で に 始 まっ て い ると 言 え る で しょう。 
CrowdMed、 Wonder、Kaggle、InnoCentive、 
Pass The Ideaなど、数多くのクラウドソーシン
グプラットフォームが高度な専門知識でさえも
誰もがアクセスすることを可能にしています。

人工知能によって賢明な決断を下すことが可
能になります。
ロボットやインテリジェントデバイスが直ちに
多種多様な情報源から必要な情報を取り出せ
るようになります。ディープラーニング（深層学
習）ロボットによって様々な判断を下すことが
できるようになります:

• 医療データのパターンを検知し、医師が適切

な診断を行う支援をする
• 音楽フェスで参加者が着ている服をスキャン

してファッショントレンドを絞り込む
• 空気の質や渋滞に基づいて市街地の交通経

路を提案する
• 個々の生徒の学習進度に基づいて指導内容

を個別化する
• 視聴者がチャンネルを変える原因となるCM

の何が受け入れられないのかを学習する

加えて、機器が常に接続されているということ
は、高度に個別化された手段や感情や欲望と
いった人間ならではの要素を取り込んだ、人工
知能によるリアルタイムの提案が受け取れるこ
とを意味します。例えば、不健康な食べ物をど
うしても食べたくなる前に検知したり、より説得
力のあるセールストークを提案したりすること
が人工知能にできるようになるのです。

Facebook のチャットボットに見られるように、

人 工 知 能 はすでに人 間を模 倣しており、
Googleのソフトが囲碁の王者を倒したように、
私たちに勝つようになってきています。人工知
能の拡大は私たちの日々の生活やビジネスの
成長に深遠な影響を及ぼすでしょう。

プラットフォームや、よりオープンな専門知識を
通して誰もが教育を受けられるようになります。
Udemy、 Courseraなどの大規模なオンライン
学習プラットフォームは、知識基盤を拡大する
でしょう。オープン教育資源は高額な教科書
の必要性を排除し、さらに広く利用されるよう
になります。

ダイナミックなモジュール学習は生徒の学習
習熟度に基づいて順応し、成長するために必
要な個人的指導を提供することが可能です。
未来は、今教育を受けたばかりの多くの人たち
によって作られるのです。

We’ll see a dramatic shift of expertise 
toward the wisdom of the crowd. 
We’ll trust diverse opinions over the individual 
expert. We see this already with easy access to 
synthesized knowledge. CrowdMed, Wonder, 
Kaggle, InnoCentive, Pass The Idea, and 
countless other digital-age crowdsourcing 
platforms democratize expertise in even the 
most sophisticated topic areas.

Artificial intelligence will help us make 
smart decisions.
Robots and intelligent devices will instantly 
interpret diverse information sources. A deep 
learning robot will be able to make all sorts of 
decisions:
• Find patterns in medical data to help doctors 

make smart diagnoses
• Pinpoint fashion trends by scanning what 

2015 年にGoogle が
ディープラーニング

（深層学習）を使用し
たソフトウェアプ ロ
ジェクトの数
The number of 
software projects 
within Google that 
used deep learning 
in 2015.

CPU が人間の脳と同
じだけの処理能力に
到達する年（ムーアの
法則が続いた場合）
The year CPUs will 
reach the same level 
of processing power 
as the human brain  
(if Moore’s Law 
continues). 

IBM Watson が肺が
んを検知する精度（医
師による診断の平均
精度は50%）
The accuracy rate of 
IBM Watson in 
diagnosing lung 
cancer (compared 
to the 50% average 
diagnostic accuracy 
rate for human 
physicians).

2700

2025

90%
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しかし、彼女は少し優柔不断です。完全な情報な
くしては決断ができないのです。自分が賢いので
はなく、正しい情報をどこで入手すればいいのか
を知っているだけなのではないかという疑念を抱
いています。いずれにせよ、適切な情報を手にして
いるため、決断にはそれなりの自信を持っていま
す。また、相互学習する機械、未来を予測するデー
タ、世界人口の大多数が教育を受けられることに
より、世界は刻一刻とスマート化しているのです。

She’s a bit indecisive, though. She can’t make 
any decision without perfect information. She 
also has lingering doubts about whether or 
not she’s actually smart, or if she just knows 
where to get the right information. Either 
way, she has the right information, so she’s 
usually pretty confident in her decisions. And 
the world is getting smarter by the second, 
with machines learning from each other, data 
informing the future and huge portions of the 
global population now able to participate in 
education.
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… しかし、同時に自己喪失感を味わいます。
 彼女は何のために存在しているのか？

… but also self-doubt: what is she for?

Dawnの反応は？ How will Dawn respond?

彼女は、「達成感」を手に入れる。：
より多くの知識、より多くの能力、より多くの可能性を。

She’ll gain achievement: more knowledge, more capabilities, more possibilities

Dawn は腕に見慣れない虫刺されがあることに気づきま
す。写真をCrowdMedにアップロードすると、アルゴリズム
が数百もの医療専門家による提案を集約／選別し、詳細な
診断報告書を作成してくれます。安心した彼女は、次に
Coursera の SQL コーディングコースを続けます。スタン
フォード大学のCourseraクラスを修了することで、就職率が

23%もアップすることを意思決定サポート人工知能アシス
タントWatson が教えてくれました。感情を感知するウェア
ラブル端末FeelがDawnのストレスレベルが高くなっている
のを感知すると、Amazon Echoを起動させてお気に入りの
アコースティックミュージックを再生します。

Dawn finds a strange-looking bug bite on her right arm. She 
uploads a picture to CrowdMed, where an algorithm will 
aggregate and filter suggestions from hundreds of medical 
experts and generate a detailed diagnostic report. Now at 
ease, she continues her SQL coding course  
on Coursera. She knows from Watson, 

her AI-decision support assistant, that having the badge 
from completing a Stanford University Coursera class will 
up her prospects in the gig market by 23 percent. As her 
emotion-tracking wearable Feel senses her stress levels 
going up, it pings her Amazon Echo to start playing her 
favorite acoustic tracks.

(実在の企業を元に、未来のシナリオを作りました)

すでに現実に
おこっています
It’s already happening

担当している仕事の１つでは、クライアントに
正確に請求するために勤務時間を「上司ロボ」
が管理しています。 上司ロボはデータに基づ
いた実績報告も作成します。

自宅ではアルゴリズムが何が彼女にとって最
適な番組かを、今の気分、過去のお気に入り、
友人の好みに基づいて選定します

彼女は、体重を
減らす、節

約する、
など

の

目標を達成するための支援には事欠きませ
ん。ダイエットに挫折した場合、パーソナル人
工知能が介入できるように許可してあります

（あとは彼女が耳を傾けるだけの自制心がある
かどうかです）

能力を常に最高の状態にキープするために、
バーチャル講習を受けてスキルアップに取り組
んでいます。

分からないことがあっても、すぐにクラウドソー
シングされた専門知識で調べることができま
す。群衆の知識、スマート化されたもの、ディー
プラーニングが可能な人工知能、接続されたロ
ボット、教育を受けられる状況に囲まれて、
Dawn は知識が無限大に拡大する、知能のビ
ジネス生態系に暮らしているのです。

Dawn 
knows 

everything. 
Or, she at least has 

access to the knowledge. 
She’s surrounded by artificial intelligence. An 
intelligent machine composes a first draft of 
the data analysis report she needs to complete. 

At one of her gigs, her hours are supervised by 
a “robo-boss,” who ensures she bills her client 
accurately. The robo-boss completes her data-

driven performance review, too. 

At home, an algorithm determines what 
show will be best for her to watch, based on 
her current mood, past favorites and friends’ 
preferences. 

She is surrounded by help in reaching certain  
life goals, like losing weight or saving money. If 
she goes off her diet, she’s given permission for 
her personal AI to step in (she just has to have  
the discipline to pay attention).

She’s always upskilling, as her career advisor  
calls it, taking virtual courses to keep her  
talents top notch. 

If she doesn’t know something, she’s also just a 
tap away from instant crowdsourced expertise. 
Surrounded by crowd wisdom, smart things, 
deep learning artificial intelligence, connected 
robots and accessible education, Dawn is living 
in an ecosystem of intelligence where her 
knowledge expands exponentially. 
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deepening our long-distance connections. 
With the expansion of augmented reality, we 
will no longer speak of digital versus real worlds 
— we will actively overlay the two on behalf of 
gamification, beautification, information and 
communication. 

Our identity will grant us access to new 
possibilities.
In the realm of identity, we will have asset 
classes we haven’t even defined yet as we 
increasingly realize the value of our attention, 
personal data and broader digital footprints. 
As any teenager with a Snapchat Story already 
knows, we’ll carefully craft personal brands as 
one of our few remaining owned assets.

Identity management will become much  
more critical.
It will be essential as we increasingly use our 
tracked identity to gain access and information. 
We’ll disperse our identity across digital 
services and devices, creating new threats from 
constant connection. As we race to the top of 
Maslow’s pyramid (self-actualization), we can’t 
neglect the base (safety). Biometrics will play a 
bigger role, further uniting our physical being 
and our digital identity on behalf of information 
security. Smart identity management will be an 
essential skill and the table stakes of trust in the 
future.

今 日、私たちにはデジタルと現実という２つの世界があります。
違いが曖昧になり、２つの世界が融合する時が訪れます。拡
張現実、仮想現実、デジタルアイデンティティの拡大により、

シンセティック・リアリティ（統合現実）が台頭するでしょう。合成繊維や
義肢のように、統合現実はありのままの世界と人工的な世界とを組み合
わせ、見た目や機能を向上させることが可能になるでしょう。

人間の究極の目標は「人がなり得るあらゆる者になる」ことであるとアブ
ラハム・マズローは書いています。自己実現は、彼が説く有名な欲求段
階説の頂点に位置します。私たちはテクノロジーを人間性の根本と衝
突するものと見なしがちです。

しかし、テクノロジーは、私たちの可能性を広げてくれるのです。私たち
の現実世界はデジタルが加味されることで強化され、デジタルアクセス
により拡大し、デジタルによって接続されることでアイデンティティが広
がるのです。

T oday, we speak of two worlds: Digital versus Real. This distinction 

will disintegrate and these worlds will merge. The expansion of 

augmented reality, virtual reality and digital identities will give rise 

to a synthetic reality. Like synthetic fibers or synthetic limbs, our synthetic 

reality will combine the natural and the man-made to enhance form and 

function. 

A person’s ultimate goal is “to become everything that one is capable of 

becoming,” wrote Abraham Maslow. Self-actualization shines atop his 

famous hierarchy of needs. We often view technology as at odds with our 

fundamental humanity. But technology widens what we’re capable of 

becoming. Our reality is enhanced by digital overlays, our world expanded 

by digital access, our identity broadened by digital connections. 

6 統合される現実
Synthetic reality

世界はどこに向かっているのか？
Where is the world headed?

私たちは、協働、繋がり、共感が高まる環境に
どっぷり身を置くことになるでしょう。
10年後には、仮想現実（VR）は1,000億ドルも
の収益を出し、990億ドルのTV市場を抜くと言
われるほどの速さで成長しています。他人の
体験を味わうことが容易かつ一般的になるで
しょう。「究極の共感マシン」であるVRは、フー
ドバンクの苦悩や難民キャンプの辛さを感じる
ことを可能にするでしょう。また、わたしたち
は、その共感を内面に向けるようにもなります。
65歳の自分のアバターを目にすると、退職後に
向けて貯金しようという気持ちが高まるという
実験結果が報告されています。

そこまで深刻でない分野で言えば、エンターテ
イメントは今までよりも楽しく、ゲームはよりア
クティブに、ショッピングはより多くの情報が提
示され、ナビは間違いがほとんどなくなるで
しょう。 地図のオーバーレイ機能がハイキング
のガイドとなり、もっと世界を知りたいと思う

きっかけになるかもしれません。デジタルアバ
ターが通話に参加することで、長距離によって
隔てられている人間関係を深めてくれるかもし
れません。拡張現実が広く普及することで、私
たちはデジタル世界と現実世界という比較を
することはなくなるでしょう。ゲーミフィケー
ション、美化、情報、コミュニケーションのため
に、むしろ積極的に２つの世界を重ね合わせる
ようになるのです。

私たちのアイデンティティは新たな可能性への
扉を開いてくれます。
アイデンティティに関しては、注目、個人情報、
より広範なネットワーク上での行動履歴の価値
を理解するようになるにつれ、まだ定義されて
いない資産クラスを持つことになるでしょう。
Snapchat Storyを使っている若者なら誰でも
知っていることですが、数少ない自己資産とし
て個人ブランド を慎重に形成するようになるの
です。

アイデンティティの管理は今まで以上に重要に
なります。
トラッキングされたアイデンティティを使ってア
クセス権や情報を入手することが増える中で
非常に重要なことなのです。デジタルサービス
や機器にアイデンティティが分散されるように
なり、常につながっているために新たな脅威が
発現します。マーズローのピラミッドの頂点を
目指す中で、底辺（安全性）を無視することはで
きません。バイオメトリクス（生体認証）は、今以
上に重要な役割を果たすようになり、情報の安
全性のために私たちとデジタルアイデンティ
ティはさらに統合されるでしょう。将来スマート
アイデンティティ管理は必須スキルとなり、信用
されるためには欠かせないものとなると考えら
れます。

We’ll live in immersive environments 
that drive collaboration, connection and 
empathy.
In 10 years, VR is on track to outpace the TV 
market in annual revenue, generating $110 
billion to TV’s $99 billion. It will be easy and 
common to virtually live in someone else’s 
shoes. VR, the “ultimate empathy machine,” 
will allow us to feel the pain of a food bank or 
the distress of a refugee camp. We will turn that 
empathy inward, as well. Experiments show 
that seeing a 65-year-old avatar of yourself 
prompts you to save more for retirement. On 
the lighter side: Entertainment will be more 
fun, games will be more active, shopping more 
informed and navigating nearly foolproof. 
Map overlays will guide our hikes, perhaps 
encouraging us to explore more of our world. 
Digital avatars may join our calls, perhaps 

世界の拡張現実市場
の 2016-2022 年の 
CAGR（年平均成長率）
The CAGR of the 
global augmented 
reality market 
between 2016 and 
2022.

ポケモン Go が 1ヶ月
未満でダウンロードさ
れた件数
The number of 
downloads of 
Pokémon Go in less 
than a month.

2016 年にスエーデン
のマクドナルドで実際
に使えるVRヘッドセッ
トがついてくるハッ
ピーセットの価格
The cost in 2016 to 
get a McDonald’s 
Happy Meal in 
Sweden with a 
working virtual 
reality headset 
inside.

76%

100M

$4.10
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セキュリティのリスクは高く、Dawn はハッキングさ
れることを恐れています。ハッキングされた友人も
たくさんいますが、Dawnは、ハッキングは病気のよ
うなものだと思っています。いつかは自分の身に
降りかかるもので、その時が来たら早めに回復し
なければならないのだと。

しかし、セキュリティよりも心配なのは、アクセス可
能な情報を全て活用しきれているのかということ
です。仮想現実を利用すれば、いつでもバリ島の
瞑想センターを訪れることも、バージニア州に住む
母親に自分のアバターを会いに行かせることも、注
目されてお金を稼ぐこともできます。可能性は無
限にあるのです。

The stakes for security are high and Dawn 
worries about hacks. A lot of her friends have 
been hacked. It’s almost like getting sick — you 
know it will happen sometime, you just have to 
be able to get better quickly. 

More than security, though, she’s worried 
about whether she’s making the most of all the 
resources available to her. At any moment, she 
could be virtually visiting a meditation center 
in Bali, taking her avatar to visit her mom in 
Virginia, or earning money for her attention. 
Potential can be exhausting. 
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… しかし、同時に不安を抱え込む。
たくさんの新しい脅威に直面していきます。

… but also fear: a lot of new threats

Dawnの反応は？ How will Dawn respond?

彼女は、「自己実現」を手に入れる。：
デジタルと人間の調和。

She’ll gain self-actualization: digital and human in harmony

仕事に忙殺された午後が過ぎ、Dawnはビーチに行きたくな
りました。Magic Leapコンタクトレンズを装着し、ナビ（一
番空いているエリアへ案内してくれる）とリアルタイムの判
断支援（必要な日焼け止めはどれか）、さらに拡張視覚効果

（Dawn は遊び心で波に浮くネッシーをオーバーレイしまし
た）を使います。
夕方帰ってきたDawnは、Samsung VRプラットフォームで
ニュースを見ます。ドイツで起きたテロ攻撃を体験し、涙します。
数分後に気持ちを持ち直したDawn は、次に最新のデータ
ハッキングのニュースを目にします。不安になり、LastPass

でチェックをすると、自分のアイデンティティは無事だという
ことがわかりました。
Instagramのフォロワーが新たに増えたことを受け、Kredが
自分のデータ価値を高く変更したことに気づきます。目の動
きだけでチャンネルを変え、Viggle にチェックインしたこと
で Perk ポイントが付与されます（何週間かしたらAmazon
ギフトカードに交換する予定）VR が時間を検知し、Dawn が
しっかりと8 時間の睡眠が取れるように自動的にスリープ
モードに切り替えます。遠くの方で波音が聞こえ、Dawnを
眠りに誘います

After a hard afternoon at work, Dawn wants to explore the 
beach. She puts on her Magic Leap contact lenses, which 
give her navigation support (directions to the least crowded 
area), real-time decision support (which sunblock to 
buy) and enhanced visuals (she overlays a virtual Loch Ness 
monster on the waves, just for fun). She comes home in 
the evening and settles down to watch the news through 
her Samsung VR platform. She breaks down in tears as 
she experiences the latest terrorist attack in Germany. She 
recovers after a few minutes and sees the news of a recent 

data hack. Anxiously, she does a quick check on LastPass 
and confirms that her identity is secure. She notices that 
Kred has increased the value of her data, thanks to her 
new batch of Instagram followers. She picks another 
channel with a flick of her eyes and earns a few Perk Points 
by checking in with Viggle (which she’ll redeem for an 
Amazon gift card in a few weeks). Noticing the time, her VR 
automatically switches to sleep mode so Dawn can get a 
full eight hours. The sound of faraway waves crashing lulls 
her to sleep. 

(実在の企業を元に、未来のシナリオを作りました)

すでに現実に
おこっています
It’s already happening

Dawnは現実世界と仮想世界をはっきりと区別していま
せん。重なり合う部分があまりにも大きいため、境目が
わからなくなっているのです。デジタル世界での私、現
実世界での私、というような区別もせず、Dawnはどちら
も自分のこととして語ります。

旅行をしたり（興味のある行き先はVRでお試しができま
す）、仕事を試したり（バーチャル体験で新しい職場に半

年いたらどうなるか、というシミュレーションができます）
するのが半日でできることが気に入っています。

Dawnのデジタルアバターは、単にゲームに使うための
ものではありません。様々なサイトや体験をするのに個
人認証をし、物事を処理するためにあるのです。

毎晩遠方に住む姉の隣に座ってTVを観ているので寂し
くはありません。ARマップオーバーレイ機能があるので道
に迷うこともありません。このおかげでかなり大胆になり
ました。一体どんな困ったことが起きるというのでしょう？

Dawn が稼ぐ方法は色 と々あります。広告を見たり、映
画を見たり、医者の評価をしたり、ゴミを拾ったり、これ

まではお金のもらえなかった行為によって報酬を得
ています。

彼女は 、デジタルと人間が調和した、合成された
現実に暮らしているのです。

Dawn doesn’t draw strict delineations between her 
real and virtual world — the overlap is so extensive the 
difference is indistinguishable. She doesn’t speak of 
her digital identity or her real identity, she just speaks of 
herself. 

She loves that she’s able to travel (she can test out a 
vacation spot in VR) and trial (she virtually simulates six 

months of a new career to see if it would be the 
right fit) — all in one afternoon. 

Her digital avatar is way more than just a game 
— it’s a way to get stuff done, authenticating her 

across all sorts of different sites and experiences. 

She rarely gets lonely because, every night, she 
watches TV next to her sister — who lives halfway across 

the country. She never gets lost because she always 
has her AR map overlay. It actually makes her a lot more 
adventurous. What’s the worst that could happen?

She has many new ways to make money. She is 
rewarded for watching ads, seeing movies, rating 
doctors, picking up trash and all sorts of little activities 
people used to do for free. 

She lives in a synthetic reality, digital and human in 
harmony. 
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よどみない生活
A life in flow

Dawnの流れを妨げてはいけません。彼女の特定された場所のなかで
自立した生活に沿った製品や体験を提供するのです。

Never interrupt Dawn’s flow; rather, provide products and experiences  
that flow smoothly with her de-located, independent life.

透明な存在
Transparent existence

透明であること。Dawnが信頼するのは、クラウドに認められた、完全に透明性のある製品や過程です。
説明責任が明確な顧客体験を提供するのです。権力ではなく、

透明性を信頼の中核に据えるのです。
Be transparent. Dawn’s trust goes to crowd-verified, fully transparent products and processes, 

so open up your customer experience for full accountability. Ground your trust in transparency, not authority. 

まるで全能な私
Omnipotent individual

未来を担う普通の人たちは、断じて標準的ではありません。
細分化、個別化、創出、調整、融合する力をDawnに与えるのです。

The standard-bearer of the future will be decidedly nonstandard. Give  
Dawn the power to unbundle, customize, make, modulate and mix.

全てがオンデマンド
On-demand everything

Dawnが嫌いな3つのこと、待つこと、退屈なこと、無駄な努力を排除します。
あらゆるものを即時的に、面白く、簡単にするのです。

Eliminate Dawn’s three nonstarters: Waiting, Boredom and Unnecessary Effort. 
Make everything instant, fun and easy.

飛躍的に進化する知能
Exponential intelligence

できるだけ多くの情報を、できるだけ多くの情報源から提供します。
従来の専門知識を群衆の知恵と人工知能に開放するのです。

Equip her with as much information as possible, from as many sources as possible. 
Open your traditional expertise to the wisdom of the crowd and artificial intelligence. 

統合される現実
Synthetic reality

デジタルと現実を統合することでDawnがより成長し、多くのことを成し遂げられるサポートをします。
ゲーミフィケーション、美化、情報、コミュニケーションの新たな可能性をくまなく利用するのです。

Help Dawn be more and do more by integrating digital and real. Capitalize on all the new possibilities in gamification,  
beautification, information and communication. 
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What do you 
need to do to stay 

relevant to Dawn?
あなたはDawnと関連性を保つ（つながる）
ために何をする必要がありますか？

If you stay ahead of technological trends and in touch with human needs, you’ll know where customers are 

headed and beat them there. You’ll fly through daunting change  

into a world of unprecedented opportunity.  

You’ll get your jetpack after all.

もしテクノロジーの動向に先んじて、人間の欲求を探求しつづけて
いれば、顧客がどこへ向かっているのかを知ることができます。
これまでにないチャンスの世界へと変わっていくことでしょう。
あなたのジェットパックを最終的に手に入れるでしょう。
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運転の仕方を知らないのに、運転している
She doesn’t know how to drive, but she drives all 
the time.
John Greenough, “10 Million Self-Driving Cars Will Be 
on the Road by 2020,” Business Insider, June 15, 
2016.

診療所に行ったことはないのに、毎週医者に診てもらって
いる
She’s never been to the doctor’s office, but she 
visits her doctor every week. 
Jayne O’Donnell and Benjamin F. Mitchell, “Big 
Telehealth Firm to Go Public as Remote Doctor Visits 
Gain Traction,” USA Today, June 30, 2015.

ログインしないのに、いつもオンライン状態
She never logs on, but she’s always online.
Joe Touch, “The Internet will shift from the place we 
find cat videos to a background capability that will be 
a seamless part of how we live our everyday lives. We 
won’t think about ‘going online’ or ‘looking on the 
Internet’ for something — we’ll just be online, and 
just look,” quoted in Janna Anderson and Lee Rainie, 
“Digital Life in 2015,” Pew Research Center Internet 
Science Tech RSS, March 11, 2014. 

いつもショッピングしているのに、並ぶことはない
She’s always shopping, but she’s never in line. 
Werner Reinartz, “In the Future of Retail, We’re Never 
Not Shopping,” Harvard Business Review, March 10, 

2016.

道に「迷う」ことはない
She’s never once been “lost.”
Ronald T. Azuma, “A Survey of Augmented Reality,” 
Presence: Teleoperators and Virtual Environments 6, 
4, August 1997: 355-385, doi:10.1162/
pres.1997.6.4.355.

彼女のTシャツはインターネットにつながっている
Her T-shirt is connected to the internet.
Rachel Arthur, “10 Billion Items of Connected 
Clothing: The Internet of Things Just Became a Lot 
More Fashionable,” Forbes, April 21, 2016.

彼女はタトゥーで車を解錠する
Her tattoo unlocks her car.
Mark Wilson, “From the Designers of Fitbit, A Digital 
Tattoo Implanted Under Your Skin,” Co.Design, 
October 1, 2014.

彼女のマネジャーはロボットである
Her manager is a robot.
Richard Gray, “Computer Says No! Trainee Robot 
Office Manager ‘Betty’ Monitors Staff and Checks for 
Clutter (Just Don’t Ask It for a Holiday),” Mail Online, 
June 16, 2016, accessed August 9, 2016.

これからの10年間で進化すると予測されるテクノロジー
Technologies predicted to get to scale in the next 10 
years.
Gartner, “Gartner’s 2015 Hype Cycle for Emerging 
Technologies Identifies the Computing Innovations 
That Organizations Should Monitor,” news release, 
August 18, 2015. 

ジェットパックがある時代が来ると思っていた
…産業革命以来の大規模な変革の最中にある
I was told there’d be jetpacks
… we’re in the midst of remarkable change not seen 

since the Industrial Revolution.
Deep Shift: 21 Ways Software Will Transform Global 
Society, Survey Report (Geneva: World Economic 
Forum, November 2015). 
Richard Dobbs, James Manyika, and Jonathan R. 
Woetzel, No Ordinary Disruption: The Four Global 
Forces Breaking All the Trends (New York: 
PublicAffairs, 2015).
Kevin Kelly, The Inevitable: Understanding the 12 
Technological Forces That Will Shape Our Future (New 
York: Viking Press, 2016).

…この革命はさらに速く、広く拡大するのです。 
… this revolution hits faster and reaches further.
Ravender Sembhy, “McKinsey: World Facing 
Economic Changes ‘3,000 Times Bigger than 
Industrial Revolution’,” International Business Times, 
June 8, 2015. 

より多くのことを学び…
We’ll know more … 
The Upside of Disruption: Megatrends Shaping 2016 
and Beyond, EY Report (London: EYGM Limited, 
2016).

… より多くを共有するようになり …
… we’ll share more …
Jessica Leber, “Your Future Home Will Be Designed for 
Sharing (By Airbnb),” Co.Exist, April 11, 2016.

自動化…
We’ll automate more …
Martin Baily, Richard Cooper, Curtis Carlson, Reid 
Hoffman, Tim O’Reilly, Matt Slaughter, Laura Tyson, 
Vivek Wadhwa, “Automation, Jobs, and the Future of 
Work,” conversation moderated by Michael Chui and 
James Manyika, McKinsey & Company, December 
2014.

…管理 …
… monitor more … 
Jaclyn Brandt, “50 Billion Connected IoT Devices by 
2020,” SmartGridNews, April 21, 2015.

… カスタマイズがますます進みます。
… and customize more.
Arlene Weintraub, “Is Mass Customization the Future 
of Retail?,” Entrepreneur, November 14, 2013.

より速く …
We’ll get faster … 
Michael Nuñez, “What Is 5G and How Will It Make My 
Life Better?,” Gizmodo, February 24, 2016, accessed  
August 9, 2016.

… よりフレキシブルに …
… more flexible … 
Cathy Anderson, “Why Flexible Work Is the Way of 
the Future, and How Small Business Can Help,” 
Huffington Post Australia, January 4, 2016.

… より繋がるようになります（少なくともデジタルの世界で
は）
… and more connected (at least digitally).  
“Top 10 Implantable Wearables Soon to Be in Your 
Body,” Medix, October 27, 2015, accessed August 9, 
2016.

… インターネットを使っている時間の3分の1はソーシャル
メディアに当てている。
… we use one-third of our online time on social 
media. 
Shea Bennett, “28% of Time Spent Online Is Social 
Networking,” SocialTimes, January 27, 2015.

… 我々人間の根本的欲求は不変です。‑
… our fundamental human needs stay the same. 
Susan T. Fiske, Social Beings: Core Motives in Social 
Psychology (Hoboken, NJ: Wiley, 2004).
Abraham H. Maslow, “A Theory of Human Motivation,” 
Psychological Review 50 (1943): 370-396, accessed 
August 9, 2016, http://psychclassics.yorku.ca/
Maslow/motivation.htm.
Manfred A. Max-Neef with contributions from Antonio 
Elizalde and Martín Hopenhayn, Human Scale 
Development: Conception, Application and Further 
Reflections (New York: Apex Press, 1991).
David C. McClelland, Human Motivation (Cambridge: 
University Press, 1988).
Shalom H. Schwartz, “Are There Universal Aspects in 
the Structure and Contents of Human Values?,” 
Journal of Social Issues 50, no. 40 (January 1994): 
19-45, doi:10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x.
Shalom H. Schwartz, “Universals in the Content and 
Structure of Values: Theoretical Advances and 
Empirical Tests in 20 Countries,” Advances in 
Experimental Social Psychology 25 (December 1992): 
1-65, doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6. 
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Shalom Schwartz, “Value Priorities and Behavior: 
Applying a Theory of Integrated Value Systems,” The 
Psychology of Values: The Ontario Symposium 8 
(1996): 1-24. 

よどみない生活
A life in flow
自由の追求は、人間の欲求の中でも最も強いものであり…
The pursuit of freedom may be the most consistently 
powerful urge of them all …
Manfred A. Max-Neef with contributions from Antonio 
Elizalde and Martín Hopenhayn, Human Scale 
Development: Conception, Application and Further 
Reflections (New York: Apex Press, 1991). 

かつて私たちを束縛していたもの…は近い将来流動的にな
るでしょう。
Fixed acquisitions that once anchored us … will soon 
flow with us.
Kevin Kelly, “Flowing” in The Inevitable: 
Understanding  
the 12 Technological Forces That Will Shape Our 
Future (Viking Press, 2016).

私たちの生活はますます分散化されます。
Our lives will become increasingly de-located.
Gartner, “Gartner’s 2015 Hype Cycle for Emerging 
Technologies Identifies the Computing Innovations 
That Organizations Should Monitor,” news release, 
August 18, 2015.
Tia Ghose, “The Future of the Internet: Dark and 
Ubiquitous,” LiveScience, March 11, 2014, accessed 
August 9, 2016.
Harold Haas, “Forget Wi-Fi. Meet the New Li-Fi 
Internet,” (speech, TED Talk, London, November 5, 
2015).
Erich Joachimsthaler, “Divining the Future: The 
Always-on Consumer,” Forbes, February 2014.
Cali Yost, “The 10 Keys to Building the Flexible 
Workplace of the Future,” The Atlantic, July 11, 2012.

フレキシブルな働き方が一般的になります。
Flexible models of work will be the norm. 
“Summer Job Search Points to the Gig Economy,” 
Condor Capital Management, May 2, 2016, accessed 
August 9, 2016.

所有は経験に取って代わられます。
Ownership will yield to experience.
Emily Badger, “The Many Reasons Millennials Are 
Shunning Cars,” The Washington Post, October 15, 
2014.
Rachel Botsman and Roo Rogers, What’s Mine Is 
Yours: The Rise of Collaborative Consumption (New 
York: Harper Business, 2010).
Robin Chase, Peers Inc: How People and Platforms 
Are Inventing the Collaborative Economy and 
Reinventing Capitalism (New York: PublicAffairs, 
2015).
Kevin Maney, “The Internet Is Making Home 
Ownership a Sentimental Mistake,” Newsweek, 
August 9, 2014.
Chris Matthews, “Young People Can Afford Homes, 
They Just Don’t Want to Be Homeowners,” Fortune, 
August 18, 2015.

40% 2020年までにギグエコノミーに参画すると考えられ
る労働人口の割合
40%. The percentage of the workforce that could be 
participating in the gig economy by 2020.
Intuit 2020 Report: Twenty Trends That Will Shape the 

Next Decade, Report (Mountain View, California: Intuit, 

2010). 

68% 国際サーベイにおいてツール、エレクトロニクス、ホー
ム、サービスなど、資産を共有する意思があると回答した人
の割合
68% The percentage of international survey 
respondents willing to share assets like tools, 
electronics, homes and services.
Felix Richter, “The Rise of the Sharing Economy,” 

Statista Infographics, June 3, 2014, accessed August 9, 

2016.

2023 年 インプラント型携帯電話が実用化されると多くの
専門家が考えている年
2023 The year most experts believe the first 
implantable mobile phone will be available. 

Deep Shift: 21 Ways Software Will Transform Global 
Society, Survey Report (Geneva: World Economic 

Forum, November 2015).

高価値資産を共有するようになります…
She shares any high-value asset ... 
Arun Sundararajan, The Sharing Economy: The End of 
Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism 

(Cambridge: MIT Press, 2016).

生活の流れを邪魔するものはすべて排除するようになるで
しょう…
She shuns … any job that tells her when and where 
to work …
Tamara Erickson, Plugged In: The Generation Y Guide 
to Thriving at Work (Cambridge: Harvard Business  
Review Press, 2008). 

一人で企業が持つあらゆる部門を
引き受けなければならず…
She has new needs as an “enterprise of one” …
Stephen Martin, “The Enterprise of One: How New 
Entrepreneurs Are Taking Advantage of the Great 
Reset,” TechCrunch, December 27, 2010, accessed 
August 9, 2016.

透明な存在
Transparent existence
私たちは多くのものを引き換えにしてでも誰かと繋がって
いたいと感じるものです。
We crave connection, and we trade a lot to get it.
David C. McClelland, Human Motivation (Cambridge: 
University Press, 1988).

私たちは常に監視されるようになります。
We’ll live amidst continual monitoring. 
Daniel Burrus, “The Internet of Things Is Far Bigger 
Than Anyone Realizes,” Part 2, Wired.
Stephen Edelstein, “The Ford GT Has More Lines of 
Code than a Boeing Passenger Jet,” Motor Authority, 
May 14, 2015, accessed August 9, 2016.
Gartner, “Gartner Says 6.4 Billion Connected ‘Things’ 
Will Be in Use in 2016, Up 30 Percent From 2015,” 
news release, November 10, 2015.

社会経験が支配する。
Social experiences will dominate. 
“Hotelied.” Hotelied. Accessed August 9, 2016, 
https://www.hotelied.com/.
Ron Lieber, “Lower Your Car Insurance Bill, at the 
Price of Some Privacy,” The New York Times, August 
15, 2014.
Clay Shirky, Here Comes Everybody: The Power of 
Organizing Without Organizations (New York: 
Penguin Books, 2008).
Zeynep Tufekci, “Social Media’s Small, Positive Role in 

Human Relationships,” The Atlantic, April 25, 2012.

共有と監視によって説明責任がより一層求められるように
なる。
Sharing and monitoring will increase demands for 
accountability and transparency. 
“The Future of Blockchain in 8 Charts,” Raconteur, 
June 27, 2016, accessed August 9, 2016.
Nathan Hourt, “Blockchain Technology in Online 
Voting,” accessed August 9, 2016, https://
followmyvote.com/online-voting-technology/
blockchain-technology/.
Steven Melendez, “The Future of Bitcoin Isn’t Bitcoin 
— It’s Bigger than That,” Fast Company, October 13, 
2015.
Don Tapscott and Alex Tapscott, Blockchain 
Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is 
Changing Money, Business and the World (London: 
Portfolio Penguin, 2016).

$15兆 産業向けのモノのインターネットがもたらす効果は、
この先20年で世界のGDPにもたらされるとGEが試算した額
$15 trillion. The amount GE estimates that Internet 
of Things technology for industry has the potential 
to add to global GDP over the next 20 years.
“Internet of Things Market Statistics — 2015,” 
WebIntel by Ironpaper, March 5, 2015, accessed 
August 9, 2016.

90% 2020年までにインターネットにつながる車の割合
90%. The percentage of cars that will be connected 
to the internet by 2020. 
“The Rise of the Internet of Things,” NerdGraph, 
October 23, 2014, accessed August 9, 2016.

117 実験のために指紋を取ることに協力すればクッキーが
無料でもらえると380人に聞いたところ、協力したいと回答
した人の人数
117. The number of people, out of 380, who were 
willing to give their fingerprints to experimenters in 
exchange for a free cookie. 
Lois Beckett, “People Are Willing to Give Away Their 
Personal Data for a Cinnamon Cookie,” Mashable,  
October 1, 2014, accessed August 9, 2016.

Dawnのデフォルトは「公開」になっており…
Dawn’s defaults are set to public.  
Nancy Jo Sales, American Girls: Social Media and the 
Secret Lives of Teenagers (New York: Knopf, 2016).
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… 友人たちの見栄えの良い生活と自分の生活とを比較す
るようになり…
… she constantly compares herself to her friends’ 
very visible best selves.
Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More 
from Technology and Less from Each Other (New 
York: Basic Books, 2013). 

まるで全能な私
Omnipotent individual
… 人間の行動は何世紀にも渡り、権力への欲望が原動力
となってきました。
… our drive for power has dictated behavior for 
centuries. 
Shalom H. Schwartz, “Are There Universal Aspects in 
the Structure and Contents of Human Values?,” 
Journal of Social Issues 50, no. 4 (January 1994): 
19-45, doi:10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x. 

私たちは神のような権力を持って自分たちの生活をコント
ロールし、その力を使って自宅、デニム、ひいては遺伝子ま
で、あらゆるものを創造し、作り変えるようになるでしょう
We’ll wield deity-level authority over our lives and 
use that power to make and modulate everything 
from our homes to our jeans to our genes.
Alex Brownsell, “Publicis Groupe Chief Strategist 
Rishad Tobaccowala: ‘We Are Marketing to the 
Gods’,” MM Global, September 3, 2015, accessed 
August 9, 2016.
Amy Maxmen, “Easy DNA Editing Will Remake the 
World. Buckle Up,” WIRED, July 22, 2015, accessed 
August 9, 2016.
Michael Specter, “The Gene Hackers,” The New 
Yorker, November 16, 2015, accessed August 9, 
2016.

学習に基づいてカスタマイズされた環境で生活するように
なるでしょう。
We’ll live in environments of learned customization. 
Harriet Taylor, “How Your Home Will Be Getting 
‘Smarter’,” CNBC, January 6, 2016.
Richard L. Tso, “Smart Homes of the Future Will Know 
Us by Our Heartbeats,” WIRED, October 24, 2014. 

製品は自動的に私たちに順応するようになります。
Products will automatically adapt to us. 
Big Data Gets Personal, Report (Cambridge: MIT 
Technology Review, 2013).

Elizabeth Dwoskin, “Why You Can’t Trust You’re 
Getting the Best Deal Online,” The Wall Street Journal,  
October 23, 2014.
Steve Lohr, “The Age of Big Data,” The New York 
Times, February 11, 2012.
Nick Paul Taylor, “PatientsLikeMe Lures Hall from FDA 
to Expand Use of Real-world Evidence,” FierceBiotech, 
July 17, 2016, accessed August 9, 2016.
Jennifer Valentino-Devries, Jeremy Singer-Vine, and 
Ashkan Soltani, “Websites Vary Prices, Deals Based 
on Users’ Information,” The Wall Street Journal,  
December 24, 2012.
Victoria Woollaston, “Could Your Credit Score Soon 
Be Based on Your Facebook Friends?,” Daily Mail, 
September 29, 2014, accessed August 9, 2016.
 
規格性、融合、個別化が求められるようになるでしょう。
Modularity, mixing and customization will become  
the expectation. 
Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, and 
Sangeet Paul Choudary, Platform Revolution: How 
Networked Markets Are Transforming the Economy 
and How to Make Them Work for You (New York: W. W. 
Norton & Company, 2016).

$1,000 2016年に完全なゲノム配列をするのにかかる費
用。 2001年には 1億ドル、2006年には2500万ドルだった
$1,000. In 2016, the cost to sequence your entire 
genome. In 2001, it cost $100 million. In 2006,  
$25 million. 
The Cost of Sequencing a Human Genome (Bethesda, 
Maryland: National Human Genome Research 
Institute, July 6, 2016).

1.2年 グローバルデータが倍になるのにかかる期間
1.2 years. The amount of time it takes the volume  
of global data to double. 
Deep Shift: 21 Ways Software Will Transform Global 
Society, Survey Report (Geneva: World Economic 
Forum, November 2015).

1.7 メガバイト。2020年に地球上のすべての人が1秒間に
生み出す新しい情報量
1.7 megabytes. The amount of new information that 
will be created every second for every human being 
on the planet in 2020. 
John Gantz and David Reinsel, “The Digital Universe 
in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows and 
Biggest Growth in the Far East,” EMC Corporation, 

IDC Digital Universe Study, December 2012. 
0.5% あらゆるデータのうち、分析、使用されるものの割合
0.5%. The percentage of all data that is ever 
analyzed and used. 
Big Data Gets Personal, Report (Cambridge: MIT 
Technology Review, 2013).

全てがオンデマンド
On-demand everything
エンターテイメントから食料品まで、すぐに手に入るようにな
ります。
Everything from entertainment to groceries will be 
available in an instant. 
Caleb Harper, “This Computer Will Grow Your Food in 
the Future,” (speech, TED Talk, Geneva, December 
2015).
Rick Smith, “5 Incredible Trends That Will Shape Our 
3D Printed Future,” Forbes, July 7, 2015.
Andrew Zaleski, “Here’s Why 2016 Could Be 3D 
Printing’s Breakout Year,” Fortune, December 30, 
2015.

繰り返されるタスクは、アウトソーシングされます。
Repetitive tasks will be taken care of. 
Leanna Garfield, “We Will All Have Personal Robot 
Assistants Within the Next Decade,” Tech Insider,  
March 27, 2016.
Rachel Nuwer, “Will Machines Eventually Take on 
Every Job?,” BBC, August 6, 2015. 

1000万 2020年までに予測される自動運転車の台数
10 million. The number of self-driving cars expected  
to be on the road by 2020. 
John Greenough, “10 Million Self-Driving Cars Will Be 
on the Road by 2020,” Business Insider, June 15, 
2016.

24時間 2014年に中国企業WinSunが家を10軒3Dプリン
ティングするのに要した時間
24 hours. The time it took the Chinese company 
WinSun to 3D print 10 houses in 2014. 
Michelle Starr, “World’s First 3D-Printed Apartment 
Building Constructed in China” CNET, January 19, 
2015, accessed August 9, 2016.

47% 20へ年以内に自動化されるリスクのある職業がアメリ
カに占める割合
47%. The percentage of jobs in the U.S. that are “at 

risk” of being automated in the next 20 years. 
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. “The 
Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation?” Report (Engineering Sciences and 
Martin School, Oxford University, Oxford, 2013).

30分 5Gの速度でシンプソンズ全シリーズ（高解像度で
600話）をダウンロードするのに要する時間
30 minutes. The time it takes, at 5G speeds, to 
download the entire Simpsons series (600 high-
definition episodes). 
Roger Cheng, “Inside Verizon’s Vision of Smokin’ 5G 
Speeds,” CNET, February 21, 2016, accessed  
August 9, 2016.

Dawnはなんでもより早く手に入れ、ヘドニックトレッドミル
の速さを上げ…
Dawn gets everything faster, speeding up her  
hedonic treadmill … 
P. Brickman and D. T. Campbell, “Hedonic Relativism 
and Planning the Good Society,” in M. H. Appley (Ed.), 
Adaptation Level Theory: A Symposium (287–302), 
New York: Academic Press, 1971. 

… 「効率」が究極の目標とみなされます
… we see “efficiency” as the ultimate goal. 
Nicholas G. Carr, The Shallows: What the Internet Is 
Doing to Our Brains (New York: W.W. Norton, 2010). 

飛躍的な知性
Exponential intelligence 
私たちは成果を追い求めます。
We chase achievement. 
David C. McClelland, Human Motivation (Cambridge: 
University Press, 1988). 

理解されることを望みます。
We demand understanding. 
Susan T. Fiske, Social Beings: Core Motives in Social 
Psychology (Hoboken, NJ: Wiley, 2004). 
Manfred A. Max-Neef with contributions from Antonio 
Elizalde and Martín Hopenhayn, Human Scale 
Development: Conception, Application and Further 
Reflections (New York: Apex Press, 1991).

人工知能が助けてくれるでしょう。
Artificial intelligence will be here to help. 
Ray Kurzweil, “Get Ready for Hybrid Thinking,” 
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(lecture, TED Talk, March 20, 2014).

私たちは未だかつてないほど理解し…
We’ll know more than ever …
Michael P. Lynch, The Internet of Us: Knowing More 
and Understanding Less in the Age of Big Data, (New 
York: Liveright, 2016). 

個 の々専門家よりも多様な意見を信用するようになるでしょう。
We’ll see a dramatic shift of expertise toward the 
wisdom of the crowd.
James Surowiecki, The Wisdom of Crowds: Why the 
Many Are Smarter Than the Few and How Collective 
Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and 
Nations (New York: Doubleday, 2004).

人工知能によって、賢明な決断を下すことが可能になります
Artificial intelligence will help us make smart 
decisions.
Daniel J. Arbess, “This Is the Future of Artificial 
Intelligence,” Fortune, June 15, 2016.
“Bots, the Next Frontier,” The Economist, April 9, 
2016.
George Johnson, “To Beat Go Champion, Google’s 
Program Needed a Human Army,” The New York 
Times, April 4, 2016.
Cynthia Breazeal, “The Rise of Personal Robots,” 
(lecture, TED Talk, December 2010).
Adam Clark Estes, “The Personal Robot Market Is 
Getting Crowded,” Motherboard, February 27, 2013, 
accessed August 9, 2016.
Ed Felten, “Preparing for the Future of Artificial 
Intelligence.” The White House (blog), May 3, 2016, 
accessed August 9, 2016, https://www.whitehouse.
gov/blog/2016/05/03/preparing-future-artificial-
intelligence.
Paul Sallomi, “Artificial Intelligence Goes 
Mainstream,”  
The Wall Street Journal, July 29, 2015.
Stephen Shankland, “Why AI’s Massive Disruptions 
May Be Just What You’re Looking For,” CNET, July 1, 
2016, accessed August 9, 2016.

プラットフォームや、よりオープンな専門知識を通して誰もが
教育を受けられるようになります。
Traditional education will get more accessible 
through democratized platforms and more open 
expertise.
Samantha Cole, “5 Big Ways Education Will Change 

by 2020,” Fast Company, March 10, 2015.

2700 2015年にGoogleがディープラーニングを使用した
ソフトウェアプロジェクトの数。
2700. The number of software projects within 
Google that used deep learning in 2015. 
Jack Clark, “Why 2015 Was a Breakthrough Year in 
Artificial Intelligence,” Bloomberg, December 8, 2015. 

2025年 CPUが人間の脳と同じだけの処理能力に到達す
る年（ムーアの法則が続いた場合）
2025. The year CPUs will reach the same level of 
processing power as the human brain (if Moore’s 
Law continues).
Deep Shift: 21 Ways Software Will Transform Global 
Society, Survey Report (Geneva: World Economic 
Forum, November 2015).

90% IBM Watsonが肺がんを検知する精度（医師による
診断の平均精度は50%）
90%. The accuracy rate of IBM Watson in diagnosing 
lung cancer (compared to the 50% average 
diagnostic accuracy rate for human physicians).
“IBM’s Watson Could Diagnose Cancer Better Than 
Doctors,” Qmed, October 22, 2013, accessed August 
9, 2016.
 

統合される現実
Synthetic reality
隔たりが曖昧になり…拡張現実、仮想現実、デジタルアイデ
ンティティの拡大により、シンセテック・リアリテイ（合成の現
実）が台頭するでしょう。
This distinction will disintegrate ... The expansion of 
augmented reality, virtual reality and digital 
identities will give rise to a synthetic reality.
Jim Blascovich and Jeremy Bailenson, Infinite Reality: 
The Hidden Blueprint of Our Virtual Lives (New York: 
William Morrow, 2012).

人間の究極の目標は「人がなり得るあらゆる者になる」こと
である
A person’s ultimate goal is “to become everything 
that one is capable of becoming.”
Abraham H. Maslow, “A Theory of Human Motivation,” 
Psychological Review 50 (1943): 370-396.

私たちは、コラボレーション、繋がり、共感が高まる没入環境
に身を置くことになるでしょう。

We’ll live in immersive environments that drive 
collaboration, connection and empathy.
Jennifer Alsever, “Is Virtual Reality the Ultimate 
Empathy Machine?,” WIRED, November 11, 2015.
Maria Konnikova, “Virtual Reality Gets Real,” The 
Atlantic, October 2015.
Chris Milk, “How Virtual Reality Can Create the 
Ultimate Empathy Machine,” (lecture, TED Talk, 
March 2015).
Brandt Ranj, “Goldman Sachs Says VR Will Be Bigger 
Than TV in 10 Years,” Business Insider, January 13, 
2016.
Chandra Steele, “8 Amazing Uses for VR Beyond 
Gaming,” PC Magazine, January 23, 2015, accessed 
August 9, 2016.
Jason Zweig, “Meet ‘Future You.’ Like What You See?,” 
The Wall Street Journal, March 26, 2011.

アイデンティティの管理は今まで以上に重要になります。
Identity management will become much more 
complicated.
Lee Bell, “The Future of Internet Security,” The 
Inquirer, November 10, 2015, accessed August 9, 
2016.
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