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講演内容

1. 「Society 5.0」実現に向けたCSTIの役割

2. 統合イノベーション戦略

3. 具体的取組

• 戦略的イノベーション創出プログラム （SIP）

• 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM ）

• 革新的研究開発推進プログラム （ImPACT）

4. TIAへの期待
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(H30.3.1～H33.2.28)
(初任：H30.3.1）

内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」。我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から、総合的・
基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行う。平成13年1月、内閣府設置法に基づき、「重要政策に関する会議」
の一つとして内閣府に設置（平成26年５月18日までは総合科学技術会議）。

１．機能

２．役割
① 内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議。

ア．科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策
イ．科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科学技術の振興に関する重要事項
ウ．研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する調査審議

② 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発を評価。
③ ①のア．イ．及びウ．に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理大臣等に対し意見具申。

総合科学技術・イノベーション会議有識者議員（議員は、両議院の同意を経て内閣総理大臣によって任命される。）

小林喜光議員
（非常勤）

(株)三菱ｹﾐｶﾙHD
取締役会長
経済同友会
代表幹事

梶原ゆみ子議員
（非常勤）

富士通(株)
常務理事

内閣総理大臣を議長とし、議員は、①内閣官房長官、②科学技術政策担当大臣、③総理が指定する関係閣僚（総務大臣、
財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣）、④総理が指定する関係行政機関の長（日本学術会議会長）、⑤有識者（７名）（任
期３年（平成26年５月18日までに任命された者は２年）、再任可）の14名で構成。

３．構成

山極壽一議員
（非常勤）

日本学術会議
会長

橋本和仁議員
（非常勤）

国立研究開発法
人物質・材料研
究機構理事長

小谷元子議員
（非常勤）

東北大学教授兼

材料科学高等

研究所長

松尾清一議員
（非常勤）

名古屋大学総長

(H28.3.6～H31.3.5)
(初任：H26.3.6)

(H30.3.1～H33.2.28)
(初任：H25.3.1）

(H30.3.1～H33.2.28)
(初任：H30.3.1）

(H30.3.1～H33.2.28)
(初任：H30.3.1）

[関係行政機関の長]

上山隆大議員
（常勤）

前政策研究大学院

大学教授・副学長

(H28.3.6～H31.3.5)
(初任：H28.3.6) 

十倉雅和議員
(非常勤）

住友化学（株）
代表取締役社長

(H28.3.6～H31.3.5)
(初任：H28.3.6) 

(H29.10.2～H32.9.30)
(初任：H29.10.2) 

総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）
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基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据え、
規制・制度改革を含めた取り組みを推進

２０１９ ２０２０２０１７２０１６ ２０１８

CSTIが主導する「Society 5.0」実現への取り組み
第４期
2011～
2015年度

未来社会
Society

5.0

第６期
2021～
2025年度

第５期 科学技術基本計画
(2016~2020年度）

状況変化を踏まえ、各年
「科学技術イノベーション総合戦略」を策定CSTI

ImPACT

産学官連携、府省連携による、
Society 5.0のモデルケース開発

Society 5.0を推進する
ハイインパクト研究開発

ロボット革命実現会議

未来投資会議

日本経済再生本部

人工知能技術戦略会議
（総務省、文科省、経産省）

経済財政諮問会議

内閣府

産業界

経団連COCN

Society 5.0 実現部会

文部
科学省

総務省

官（各省庁）

経済
産業省

IoT推進コンソーシアム

総務省、経産省
政府予算の
重点配分等

S I P PRISM

連携

連携

連携

連携



4

「Society 5.0」のしくみ

http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

I

サイバー・フィジカル・システム（CPS）
・フィジカル（現実）空間からセンサーとIoTを通じてあらゆる情報が集積（ビッグデータ）
・人工知能（AI）がビックデータを解析し、高付加価値を現実空間にフィードバック

ビッグデータ
サイバー空間

解析 人工知能

高付加価値な情報、
提案、機器への指示など

Automatic 
Driving

Robots Automatic 
Delivery

フィジカル空間

環境情報、機器の作動情報、
人の情報などを収集

センサ情報
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「Society 5.0」で実現する社会

Society 5.0

知識・情報の共有、連携が不十分

必要な情報の探索・分析が負担
リテラシー（活用能力）が必要

これまでの社会

これまでの社会

地域の課題や高齢者のニー
ズなどに十分対応できない

これまでの社会

年齢や障害などによる、
労働や行動範囲の制約

これまでの社会

IoTで全ての人とモノがつな
がり、新たな価値がうまれる
社会

AIにより、必要な情報が
必要な時に提供される社会

イノベーションにより、様々
なニーズに対応できる社会

ロボットや自動走行車など
の技術で、人の可能性がひ
ろがる社会

http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html
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講演内容

1. 「Society 5.0」実現に向けたCSTIの役割

2. 統合イノベーション戦略

3. 具体的取組

• 戦略的イノベーション創出プログラム （SIP）

• 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM ）

• 革新的研究開発推進プログラム （ImPACT）

4. TIAへの期待
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統合イノベーション戦略 策定の経緯

２０１９ ２０２０２０１７２０１６ ２０１８

総合戦略2016
総合戦略2017

第４期
2011～
2015年度

未来社会
Society

5.0

第６期
2021～
2025年度

6/15閣議決定
「統合イノベーション戦略」策定

第５期 科学技術基本計画
(2016~2020年度）

 第５期基本計画（Plan）・科学技術イノベーション総合戦略2017（Do）の取組
を評価（Check）し、今後とるべき取組（Action）を提示

 「世界水準の目標」「論理的道筋」「時間軸」を示し、基礎研究から社会実
装・国際展開までを「一気通貫」で実行するべく「政策を統合」

 イノベーション関連の司令塔機能強化を図る観点から「統合イノベーション
戦略推進会議」を2018年夏を目途に設置し、横断的かつ実質的な調整・推
進機能を構築

 政策の統合により、知・制度・財政の基盤三本柱を改革・強化しつつ、我が
国の制度・慣習を柔軟に「全体最適化」

 「世界で最もイノベーションに適した国」を実現し、各国が直面する課題の
解決モデルを我が国が世界に先駆けて提示
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統合イノベーション戦略（平成30年6月15日閣議決定）

政府事業・制度等における
イノベーション化の推進

 新技術の積極的活用（ｲﾉﾍﾞ転
換）、制度整備、規制改革等、政
府事業・制度等におけるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ化
が恒常的に行われる仕組みの構築

 CSTIの情報集約・分析機能の強化

世界水準の創業環境の実現
 日本型の研究開発型ﾍﾞﾝﾁｬｰ・ｴｺｼｽ
ﾃﾑの構築（人材流動化促進の方策
の検討等）

 起業家育成から起業、事業化、成
長段階までスピード感のある一貫し
た支援環境の構築（産業界・政府
系機関・官民ファンドの連携強化等）

 ムーンショットを生み出す環境整（表
彰等のアワード型研究開発支援の検
討等）

強化すべき分野での展開

各分野における取組の推進

○AI技術
 全ﾚﾍﾞﾙでの桁違いの規模での人材
育成

 自前主義から脱却した戦略的研究
開発（農業／健康・医療・介護／建設
／防災・減災／製造等）

 人間中心のAI社会原則の策定
○バイオテクノロジー
 2019年夏を目指し新たなバイオ戦
略を策定（「ﾃﾞｰﾀ駆動型」技術開
発等に先行的に着手）

○環境エネルギー
 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな視点での目標の達成に
向けた道筋の構築（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄｼｽﾃﾑ、創ｴﾈﾙｷﾞｰ・蓄ｴﾈﾙｷﾞｰ、水素を
重点的に実施）

○安全・安心
 我が国の優れた科学技術を幅広く
活用し、様々な脅威に対する総合
的な安全保障を実現

○農業
 ｽﾏｰﾄ農業技術、ｽﾏｰﾄﾌｰﾄﾞﾁｪｰﾝｼｽﾃ
ﾑの国内外への展開（ﾀｰｹﾞｯﾄを明確
化し国際展開を見据え実施）

○その他の重要な分野
 光・量子／健康・医療／海洋／宇
宙等の分野の取組をSIP等を活用
し着実に推進

SDGs達成のための
科学技術イノベーションの

推進
（STI for SDGs）

 国内ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを2019年央
までに策定（国内実行計画
として活用、世界へ発信）

 各国のﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ策定への支
援

 我が国の科学技術ｼｰｽﾞと国
内外のﾆｰｽﾞを結びつけるﾌﾟ
ﾗｯﾄﾌｫｰﾑの在り方の検討

我が国の課題解決
モデルを世界へ

大学改革等によるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・
ｴｺｼｽﾃﾑの創出

 経営環境の改善（大学連携・再編の推
進、大学ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽｺｰﾄﾞの策定、民間資金
獲得等に応じて運営費交付金の配分のﾒ
ﾘﾊﾘ付け等によるｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの仕組みの導
入等）

 人材流動性の向上・若手の活躍機会
創出（新規採用教員は年俸制を原則導
入するなど、国立大学 の教員について年
俸制を拡大、ｸﾛｽｱﾎﾟｲﾝﾄﾒﾝﾄ制度の積極
的な活用等）

 研究生産性の向上（競争的研究費の
一体的な見直し（科研費等の若手への
重点化、挑戦的な研究の促進等）等）

 ボーダレスな挑戦（国際化、大型産学
連携）（外国企業との連携に係るｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝの策定等）

戦略的な研究開発の推進

 非連続的なｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを生み出す研究
開発を継続的・安定的に推進

 知の源泉から国際展開まで
の取組を通じた課題解決モ
デルの提示

 国際標準化、ｵｰﾌﾟﾝ･ｱﾝﾄﾞ･
ｸﾛｰｽﾞ戦略等を考慮した取
組の推進

 政策の統合により、知・制度・財政の基盤三本柱を改革・強化しつつ、我が国の制度・慣習を柔軟に「全体最適化」
 「世界で最もイノベーションに適した国」を実現、各国が直面する課題の解決モデルを我が国が世界に先駆けて提示

 世界に先駆け、包括的官民データ連携基盤を整備（AIを活用、欧米等と連携）
 オープンサイエンス（研究ﾃﾞｰﾀの管理・利活用）／ 証拠に基づく政策立案（EBPM・関連データの収
集・蓄積・利活用）

知の
源泉

知の創造 知の社会実装 知の国際展開

8
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Society 5.0の本格実装 ～ データ連携基盤の整備～

ＡＩ
未来投資会議
（平成28年4月）

人工知能技術戦略会議
※人工知能戦略の司令塔

総理指示に基づき設置

 議長：安西祐一郎
（日本学術振興会）

 事務局：内閣府CSTI（とりまとめ）
総、文、経、厚、農、国

（事業省庁を含めた7府省連携に発展拡大）

実施項目
 産業化ロードマップ
 人工知能技術戦略実行計画
・人材育成
・研究開発
・社会原則

 CSTIとIT戦略本部の司令塔のもと、各府省庁・民間協議会等との連携体制を構築。
 SIP／PRISMを中核に、 「Society 5.0全体アーキテクチャ」を設計し、分野間、分野
ごとのデータ連携基盤を整備。

 欧米等の主要各国とデータ連携の実現、国際標準化の推進。

農業
データ

自動運転
データ

センサ
データ

エネルギー
物流・商流
インフラ
防災
地球環境
海洋、宇宙

健康・医療・
介護
データ

ものづくり
データ

・物流
・農業
・建設

・インフラ
・防災・減災

・健康・医療
・介護

Society 5.0
実装イメージ

人生100年時代安全・安心 生産性革命

 世界に先駆けて人工知能を搭載し、あらゆる分野のデータが垣根を越えて繋がるデータ連携基盤を構築。
 あらゆる分野から融合したビッグデータと人工知能を活用し、安全・安心、生産性革命、人生100年時代に大きく貢献。

人工知能
を搭載

ビッグデータ
を活用

データ連携基盤

分野間データ
連携基盤 ７つの基本セット

①語彙
②カタログ
③API 
④ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
⑤責任主体
⑥テストベッド
⑦相互運用性評価
による分野横断の
相互運用性を確保

当面、11分野で整備を進め、相互運用性を確保

サービスポータル機能
（検索,ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護等）

共通管理機能
（語彙,カタログ等）

分野横断連携機能
（認証認可,ﾃﾞｰﾀ接続等）

分野毎データ
連携基盤

○ Society 5.0の本格実装に向け、CSTIが司令塔機能を発揮し、データ連携基盤の取組を推進。
○ 「ＡＩ」とビッグデータを共有・活用する「データ連携基盤」はSociety 5.0実現のための両輪。

※欧米は、政府公共データを中心に様々なデータが繋がる仕組みを構築しつつあり、「データ連携大競争時代」が到来。
※日本は、各府省庁、産業界の取り組むデータベースがバラバラなため、データ連携の仕組みの構築が急務。

知の源泉
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※：各種調査等をもとに内閣府で試算
（今後さらに精査が必要）

リテラシーの醸成
（初等中等教育）

100万人/年
（高校卒業者全員）

リテラシーの醸成
（高等教育）

トップ・棟梁レベル
数十～数百人/年※

独り立ちレベル
数千人/年※

（日本の業界数約500）

抜本的な対策が必要

（日本企業資本金10億円以上
約6,000社）

見習いレベル

（理系修士修了者約5万人/年）
数万人/年※

現状育成規模に追加して
約2～3万人/年※

（現状追加育成規模の約5～6倍）
の育成が急務

新卒者による供給

社会人の学び直し

外国人の活用

新学習指導要領の着実な実施

+300人/年※

+2,500人/年※

+500人/年※

トップレベル研究を通じた人材育
成、若手育成 等

大学全学部の教育の強化

+200人/年※先
端
Ｉ
Ｔ
人
材

一
般
Ｉ
Ｔ
人
材
国
民
一
般

理想的な人材育成規模

情報学部の教育の強化、
社会人の学び直し等

2020年に約5万人の
先端IT人材の不足解消を

前提とすると

専門知識の醸成
（高等教育）

2020年に約30万人の
一般IT人材の不足解消を

前提とすると

現状育成規模
（2～3千人/年）

（大学卒業者
約50万人/年）

現状育成規模に追加して
約15万人/年※の育成が必要

主な施策により
＋約4千人/年※

を追加育成
＝6～7千人/年

数十万人/年※

○ AI時代の到来を踏まえ、①先端IT人材、②一般IT人材、③ユーザー等の全ての人材レベルに対する育成
が必要。

○ 2020年に、先端IT人材約５万人不足、一般IT人材約30万人不足（60万人（2030年））※ 。
○ 先端IT人材を毎年約２～３万人、一般IT人材を毎年約15万人追加育成することが急務※。

AI人材基盤の確保強化すべき
分野での展開
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講演内容

1. 「Society 5.0」実現に向けたCSTIの役割

2. 統合イノベーション戦略

3. 具体的取組

• 戦略的イノベーション創出プログラム （SIP）

• 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM ）

• 革新的研究開発推進プログラム （ImPACT）

4. TIAへの期待
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戦略的イノベーション創造プログラム（SIP)

ＰＤ（プログラムディレクター）
（内閣府に課題ごとに置く）

総合科学技術・イノベーション会議

ガバニングボード（有識者議員）

課題ごとに以下の体制を整備

推進委員会
ＰＤ（議長）、関係府省、専門家、
管理法人、内閣府（事務局）

関係府省

内閣府の支援体制
を拡充

＜SIPの特徴＞
○総合科学技術・イノベーション会議が、社会的
に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって
重要な課題、プログラムディレクター（ＰＤ）
及び予算をトップダウンで決定。
○府省連携による分野横断的な取組を産学官連携
で推進。
○基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一
気通貫で研究開発を推進。

＜SIPの運営体制＞

＜SIP対象１１課題（第１期）＞
革新的燃焼技術、次世代パワーエレクトロニクス、
革新的構造材料、エネルギーキャリア、次世代海洋資源調査技術、自動
走行システム、インフラ維持管理・更新・マネジメント技術、レジリエ
ントな防災・減災機能の強化、次世代農林水産業創造技術、革新的設計
生産技術、重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

SIP第一期（325億円） （当初計画：平成31年度～35年度）

SIP第二期課題（５年計画：平成29年度末～34年度）
H29補正予算案

325億円

【１年以上前倒しで開始】

280 億円

* SIP第一期課題「重要インフラにおけるサイバーセキュリティーの確保」はH31年度まで継続の予定

• 府省・産学官連携、出口戦略の明確化、厳格なマネジメント等の優れた特徴を維持。
• 国際標準化、ベンチャー支援等の制度改革の取組をさらに強化。
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フィジカル空間デジタルデータ処理基盤
佐相 秀幸 （株）富士通研究所 シニアフェロー
本分野における国際競争力を維持・強化するため、高機能センシング、高効率な

データ処理及びサイバー側との高度な連携を実現可能とする世界最先端の基盤

技術を開発し、社会実装する。

自動運転（システムとサービスの実用化）
葛巻 清吾 トヨタ自動車（株） 先進技術開発カンパニー 常務理事
自動運転に係る激しい国際競争の中で世界に伍していくため、自動車メーカーの

協調領域となる世界最先端のコア技術（信号・プローブ情報をはじめとする道路

交通情報の収集・配信などに関する技術等）を確立し、一般道で自動走行レベル

３を実現するための基盤を構築し、社会実装する。

光・量子を活用したSociety5.0実現化技術
西田 直人 （株）東芝 特別嘱託
Society5.0を実現する上での極めて重要な基盤技術であり、我が国が強みを有

する光・量子技術の国際競争力上の優位をさらに向上させるため、光・量子技術

を活用した世界最先端の加工（レーザー加工等）、情報処理（光電子情報処理）、

通信（量子暗号）の開発を行い、社会実装する。

脱炭素社会実現のためのエネルギーシステム
柏木 孝夫 東京工業大学 特命教授・名誉教授

先進エネルギー国際研究センター長

脱炭素社会実現のための世界最先端の重要基盤技術（炭素循環、創エネ・省エ

ネ、エネルギーネットワーク、高効率ワイヤレス送電技術等）を開発し、社会実装

する。

スマート物流サービス
田中 従雅 ヤマトホールディングス（株） 執行役員 IT戦略担当
サプライチェーン全体の生産性を飛躍的に向上させ、世界に伍していくため、生

産、流通、販売、消費までに取り扱われるデータを一気通貫で利活用し、最適化

された生産・物流システムを構築するとともに、社会実装する。

IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ
後藤 厚宏 情報セキュリティ大学院大学 学長
セキュアな Society5.0 の実現に向けて、様々なIoT機器を守り、社会全体の安

全・安心を確立するため、中小企業を含むサプライチェーン全体を守ることに活

用できる世界最先端の『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策基盤』を開発する

とともに、米欧各国等との連携を強化し、国際標準化、社会実装を進める。

統合型材料開発システムによるマテリアル革命
岸 輝雄 東京大学 名誉教授 新構造材料技術研究組合 理事長

国立研究開発法人 物質・材料研究機構名誉顧問

我が国の材料開発分野での強みを維持・発展させるため、材料開発コストの大

幅低減、開発期間の大幅短縮を目指し、世界最先端の逆問題マテリアルズイン

テグレーション（性能希望から最適材料・プロセス・構造を予測）を実現・社会実

装し、超高性能材料の開発につなげるともに信頼性評価技術を確立する。

スマートバイオ産業・農業基盤技術
小林 憲明 キリン（株） 取締役常務執行役員

キリンホールディングス（株） 常務執行役員

国際競争がさらに激化することが予想される本分野において世界に伍していくた

め、ビッグデータを用いたゲノム編集等生物機能を高次に活用した革新的バイオ

素材、高機能製品の開発、スマートフードシステム、スマート農業等に係る世界

最先端の基盤技術開発と社会実装を行う。

AIホスピタルによる高度診断・治療システム
中村 祐輔 シカゴ大学医学部内科・外科教授

個別化医療センター副センター長

ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータ技術を用いた『ＡＩホスピタルシステム』を開発・構築するこ

とにより、高度で先進的な医療サービスの提供と、病院における効率化（医師や

看護師の抜本的負担軽減）を実現し、社会実装する。

国家レジリエンス（防災・減災）の強化
堀 宗朗 東京大学 地震研究所 巨大地震津波災害予測センター

教授・センター長

国家全体の災害被害を最小化するため、衛星、AI、ビッグデータを活用し、避難

誘導システム、地方自治体、住民が利活用できる災害情報共有・支援システム

の構築等を行い、社会実装する。

ビッグデータ・ＡＩを活用したサイバー空間基盤技術
安西 祐一郎 慶應義塾 学事顧問 同大学名誉教授
本分野における国際競争力を維持・強化するため、世界最先端の、実空間にお

ける言語情報と非言語情報の融合によるヒューマン・インタラクション技術（感性・

認知技術開発等）、データ連携基盤、AI間連携を確立し、社会実装する。

SIP第２期の課題とPD

革新的深海資源調査技術
石井 正一 石油資源開発（株） 代表取締役副社長
我が国の排他的経済水域内にある豊富な海洋鉱物資源の活用を目指し、我が

国の海洋資源探査技術を更に強化・発展させ、本分野における生産性を抜本的

に向上させるため、水深2000ｍ以深の海洋資源調査技術を世界に先駆けて確

立・実証するとともに、社会実装する。

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/20180413sippd-2.pdf



14総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省

Ⅰ．IoTソリューション開発のための共通プラットフォーム技術
フィジカル空間の多様かつ莫大な情報をセンサ制御しながら収集し学習型分散マルチモー
ダル分析にてICT利活用のためのデジタル化を行う技術、サイバー空間からの要求に基づ
いて現場のアクチュエータを確実に接続・制御し連携する技術、システム構築や運用を簡
易化する技術を開発し、プラットフォームとして提供する。
Ⅱ．超低消費電力IoTチップ・革新的センサ技術
これまで収集できなかったデータを発掘できる、小型・低コストで実装可能な革新的センサ
技術や、低消費電力でデータ処理を行う超消費電力IoTチップの開発・実用化を行う
（Ⅰのプラットフォームで活用することも想定）。
Ⅲ．Society 5.0実現のための社会実装技術
Society 5.0実現に向け、クラウドシステムベースでは実現不可能なリアルタイム処理・フィ
ジカル空間の制御管理等、CPS構築に必要な社会実装技術の開発を行う。
※Ⅰ、Ⅱ、Ⅲが有機的に連携した研究開発を推進する。

２．フィジカル空間デジタルデータ処理基盤

研究開発内容

Society 5.0実現の要である高度なサイバーフィジカルシステム(CPS)では、あらゆる現実空間を計算機に把握させ、意味のある時間内で最適化処理してフィードバックするこ
とが求められる。これには、センサ近傍の圧倒的に少ない計算リソースで高度な分析を行いながら要求された時間内でフィジカル空間を制御する技術、 電力消費量を大幅に
削減する超低消費電力技術、従来取得できなかった情報を利用可能にする革新的センサ技術、CPS構築に必要な社会実装技術等が重要である。本課題では、これらの
技術課題の解決を行うとともに、専門的なIT人材でなくても容易に高度なIoTソリューションを創出できるエッジプラットフォーム（エッジPF)を構築し、我が国の社会課題の解
決や新たな産業の創出によるSociety 5.0の実現を目指す。

産業界にフィジカル空間の課題解決の具体例を示すとともに、関連企業のコンソーシ
アム等によりエッジPFを自律的に維持更新できる仕組みを構築し、普及促進をはか
る。

目指す姿

達成に向けて

・2025年までに企業のIoTソリューション導入率を90%以上に引き上げる。（現状の調査に
おける2025年までの導入見込み…日本65％、他の主要国90％程度*1）
・2030年にはIoT市場規模を273兆円増（1,495兆円）に引き上げる*2ことに大きく貢献。

概要

出口戦略 社会経済インパクト

・Society 5.0の中核基盤技術として、従来と比較してIoTソリューションの開発期間または開発費用を1/10以下に削減するエッジPFを他国に先駆けて開発する。
・超低消費電力IoTチップと革新的なセンサ技術を実現し、 センサ近傍処理に必要な電力を1/5以下に削減するなど、従来設置できなかった環境での計測を可能にする為
の技術開発を行う。
・上記プラットフォームおよびIoTチップ・革新的センサ技術の有効性を生産分野などで実証するとともに、複数の実用化例を創出し、社会実装の目途をつける。

目標

製造 食品 交通
その他
サービス

・・・

・超低消費電力
IoTチップ

Ⅰ．IoTソリューション開発のための
共通プラットフォーム技術

Ⅱ.超低消費電力
IoTチップ・

革新的センサ技術

・革新的センサ

Ⅲ. Society 5.0実現のための社会実装技術

・大量・多種データ
収集/蓄積/加工

・学習型分散マルチ
モーダル分析

・現場適応
コネクション
コントロール

・大量・多種センサ制御

サイバー空間

・大量・多種
アクチュエータ
制御

・サイバー空間との連携

・システム化

*1（出典）総務省平成28年度「ICTの日本国内における経済貢献及び日本と諸外国のIoTへの取組状況に関する国際企業アンケート」
*2（出典）総務省「平成29年度版情報通信白書」

PD  佐相 秀幸 （株）富士通研究所 シニアフェロー
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本プログラム「全体」の【到達目標】を「定量的、具体的に、分かりやすく」記載（いつまでに何を●％向上させる等）
目標

○逆問題MI基盤技術
・逆問題解析技術
・様々な材料プロセスをデザインする技術
・原子から構造体をデザインする技術
・構造材料特有のデータベース構築技術
・逆問題MIの基盤となる統合システム技術

○逆問題MIを展開していく適用例
○最先端構造材料【究極の軽く、強い材料】
・多機能(難燃)高分子複合材料の開発
・次世代超高張力鋼・超々ジュラルミンの開発 等
○最先端プロセス【究極の自在な造形】
・耐熱合金(Ni基、TiAl等)の3D積層造形技術の確立
・超耐熱複合材料の成形・評価技術の確立 等

○日本が強みを有し、質の高いデータをもつ材料分野において、AIを駆使した材料開発に欧米中国等が集中投資しており、我が国として対応が急務。
○産学官で取り組んできたマテリアルズインテグレーション(MI)を活かし、材料工学と情報工学の融合で材料開発手法を刷新。
世界に先駆けて、欲しい性能から材料・プロセスをデザインする「逆問題MI」 を開発。

○逆問題MIを先端材料・プロセスに展開して、社会実装を加速する。

○逆問題に対応する次世代MIシステムの実装・産業界による利用
○MIの適用例として産業用発電プラントや航空機機体・エンジン等の最先端
材料・プロセスを想定し、材料/重工メーカーと連携して成果を実装

目指す姿

達成に向けて

○MIの実装により素材メーカー等の材料開発を加速し、産業競争力を強化。
※金属、化学、繊維・皮革、窯業・紙、容器・包装、その他素材加工品等大手10社の研究
開発費は1.5兆円。この下で行われる新材料開発を大幅に加速し、売上高63兆円を拡大

○更新需要が増える中小型航空機の飛躍的な軽量化・エンジン効率化 等

関係府省：内閣府、文部科学省、経済産業省

概要

逆問題ＭＩ基盤技術

我が国が強みを有する最先端構造材料・プロセスに適用

先端材料・プロセスへ展開・開発効率化を実証
【日本を代表する材料メーカー・重工メーカー各社の参画を想定】

５. 統合型材料開発システムによるマテリアル革命

○材料開発コストを50％以下、材料開発期間を50％以下に低減するとともに、材料の新しい機能を引き出す逆問題MIを
開発し、その有効性を実証するとともに、民間企業や研究機関等に広く活用される体制を構築する。

○逆問題MIを活用しつつ、設計自由度の高い複合材料や耐熱合金の最先端プロセスの開発を行い、発電プラント等の
環境・エネルギー産業や航空機産業、健康・医療産業等で実部材として活用される目途をつける。

目標

マテリアルズインテグレーション
計算機上で材料工学４要素を

連関させるシステム出口戦略 社会経済インパクト

研究開発内容

 逆問題MIは
世界で勝つ
鍵技術

 実材料は因
子が多く、
組み合わせ
が爆発。

部材
形状

組成

寿命

プロセス 構造

損傷
箇所

特性 パフォーマンス

time

Temperature

A

M
B

F P

条件

材料工学 × 情報工学

構造材料データベース

材料工学と情報工学の融合で材料開発を刷新

プロセスから構造、損傷・亀裂発生等を予測する
技術を素地に、逆問題解析

最先端材料・プロセス

プロセス
構 造

特 性

パフォーマンス
（時間依存特性）

材料工学
4要素

計
測

計
算

PD 岸 輝雄 東京大学 名誉教授 新構造材料技術研究組合 理事長
国立研究開発法人 物質・材料研究機構名誉顧問
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６．光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術
目指す姿

達成に向けて

上記目標の達成を通じて、下記のような社会経済インパクトを実現する。

・日本発コア技術等の製品化によるレーザー加工市場シェアの奪還
・ものづくり設計・生産工程の最適化によるスマート製造の実現
・高機密情報の安全な流通・保管・利活用による、医療・製造分野の生産性
向上

概要

目標

社会経済インパクト
・拠点を設立し、国内外の企業ネットワークへテストプラットフォームの提供、技術データの収集、各企業と
実装に向けた議論等を実施。企業の評価例・採用実例等を研究開発にフィードバックして企業の事業
化に結実させる（レーザー加工）。
・機密性の高いデータを扱う医療分野やスマート製造分野のユーザと共同で試験運用し、標準化を進め運
用ガイドラインを策定する（光・量子通信）。
・開発したソフトウェアを企業等に提供・フィードバックをもらい開発に活用するとともに、個別企業の具体的な
要求に基づくソフトウェア開発につなげる（今後、詳細を決定、光電子情報処理）。
・研究成果の積極的・戦略的な広報を実施し、企業等に限らず社会全般へ向けて成果の浸透を図る。

出口戦略

〇スマート製造の実現に必要な、ネットワーク上のリソースの組合せ最適化等の問題を高速で
処理する光電子情報処理のソフトウェア、ミドルウエア開発を行い、クラウドサービスを実施。
※ImPACT、Q-LEAP、NEDOプロ等の状況を踏まえ、今後詳細を決定

研究開発内容

①サイバー（シミュレータ）とフィジカル（レーザー加工）の高度な融合によるスマート生産
の実現（特定用途のCPS（サイバーフィジカルシステム）型レーザー加工機システムの開発）

Ⅰ．レーザー加工

②日本が有するコア技術「空間光制御技術」の開発によるスマート生産の実現（高耐光・高
精度空間光制御技術の開発）
③日本発フォトニック結晶レーザーの高出力化の実現
Ⅱ．光・量子通信

Ⅲ．光電子情報処理

・CPS型レーザー加工機システムの実装（レーザー加工条件の初期選定のリードタイムを現在の9割減）や、高精度・高スループットな加工を実現する空間光制御技術を実用化（現在の
10～100倍程度高速化）し、製造業における加工の世界トップの生産性を実現する。
・フォトニック結晶レーザーの高輝度化及び高性能化を実現し、将来のレーザー加工等への応用を見据えつつ、人や障害物をいち早く検知し安心・安全な移動を可能にするセンシング技術に
活用可能な超小型光源を実装（センシングシステムのコストを現在の9割減に貢献。現在の一般的な既存半導体レーザーの10倍の輝度を目指す）する。
・市場競争力の高い量子暗号装置（耐タンパ性向上、従来比4分の1の低コスト化）を開発し100㎞圏ネットワーク上で秘密分散ストレージ技術と統合することにより、完全秘匿なデータ伝送、
バックアップ保管、2次利用など新たな秘匿アプリケーションを提供する量子セキュアクラウドシステムを実現する。
・スマート製造の実現に係る組合せ最適化等の問題の解決を世界で最も高速に実現する光電子情報処理のソフトウェアを世界に先駆けて開発する。

Society 5.0 実現には、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させるサイバーフィジカルシステム(CPS)の構築が鍵。現在、IoT/AIからスマート製造へと投資が開始されているが、社会・
産業界共通の投資を阻むボトルネックが存在。我が国が強みを有す光・量子技術を活用し、これらのボトルネックを解消可能な加工、情報処理、通信の重要技術を厳選・開発を行い、「レー
ザー加工市場シェア奪還のための日本発コア技術等の製品化」「ものづくり設計・生産工程の最適化」「高秘匿クラウドサービスの開始」等を達成し、Society5.0実現を加速度的に進展させる。

○量子暗号、秘密分散、秘匿計算の統合により、解読技術の進展によるセキュリティの危
殆化の懸念がないクラウドサービスの世界に先駆けた開発。電子カルテやゲノム解析情
報、スマート製造情報などを用いた実証。（量子セキュアクラウド技術の開発）

関係府省：内閣府、文部科学省、総務省、経済産業省

PD  西田 直人 （株）東芝 特別嘱託
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 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）は、戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）と二本立ての施策として、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の司令塔機能

を強化するために、平成30年度予算にて創設（100億円）。

【 目 的 】

① 民間研究開発投資誘発効果の高い領域若しくは財政支出の効率化に資する領域

（ターゲット領域）への各府省施策の誘導

② SIP型マネジメントの各府省への展開等を追求。

CSTI

各
省

【 PRISM体制（イメージ）】

プログラム統括［H30.5 新設］

各
省

各
省

各
省

各
省

各
省

各
省

各
省

各
省

（サイバー）

安西領域統括
（フィジカル）

佐相領域統括
（インフラ防災）

田代領域統括

平成30年度ターゲット領域
• 革新的サイバー空間基盤技術（AI ／ IoT
／ ビッグデータ）

• 革新的フィジカル空間基盤技術（センサ ／
アクチュエータ ／ 処理デバイス ／ ロボティク
ス ／ 光・量子）

• 革新的建設・インフラ維持管理 ／ 革新的防
災・減災技術

官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）

http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/
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平成30年度追加配分額

基本方針 サイバー／フィジカルの基盤技術を強化し、重点分野（農業、健康／医療・介護）に係る
データを収集・分析・活用する基盤の確立に必要な取組を加速

①現実社会のデータの取得・解析：センサー・エッジコンピューティング

②データ基盤の構築／AI による解析・活用

【フィジカル空間】

【サイバー空間】

（現実社会でのアクション）

《健康／医療・介護》《農 業》

ＡＩによる解析に不可欠なデータ基盤の構築、
同解析を行うシステム等を開発。

《健康／医療・介護》《農 業》

（追加配分例）
 カルテ・患者日誌等の臨床記録のデータベースへの取り込みに係る技術開発［文科省］
 文献情報等から自動的に関連する情報を摘出する技術の開発［経産省・産総研］

（追加配分例）

 スマート農業の実現に向け、農作物の育成管理等に不可欠
な「においセンサー」、「モイスチャーセンサー」の開発［文科
省・物材機構］

 センサーの基盤となるAIチップ開発［経産省］

（追加配分例）
 肺がん等の症例データベースの構築及びAIを活用した創薬ターゲットの探索

［厚労省・医薬基盤研、文科省・理研］
 創薬ターゲット探索のための量子コンピュータ・ソフトウェア開発等［文科省］

 介護の質の向上等を実現するため、介護者／被介護者のライフログ・動きに係
るデータベースを解析する技術の開発［経産省・産総研］

（追加配分例）
 多様なIoTデータを大規模、長期に効率的に管理・運用する

ネットワーク技術の開発［総務省］
 AIを用いた、センサー情報からの食品生産予測や天候・消

費データに基づく消費需要予測に係る技術開発
［農水省、経産省・産総研］

【追加配分予算 56億円】

施策内容 府省名 施策内容 府省名

センサ群・IoTネットワーク等の農業現場での実証 農水省 新薬創出を加速する症例データベースの構築・拡充 厚労省

においセンサ及びモイスチャーセンサの開発 文科省 AIP:人工知能/ビッグデータ/IoT/サイバーセキュリティ統合プロ
ジェクト（創薬ターゲット推定アルゴリズム、介護予防の運動誘
発等）

文科省
AIチップ開発（センサ量産に必要なIPコアの開発） 経産省

AIを活用した農作物の需要予測システム開発 経産省 量子コンピュータ用創薬ターゲット探索ソフトウェア等開発 文科省

IoT共通基盤技術、多言語翻訳技術開発（多数のIoTデータの長期
間に亘る効率的な管理・分析技術等）

総務省
ウェアラブルセンサ等のデータに基づく介護の質の向上・高度
化

経産省

サイバー空間基盤技術／フィジカル空間基盤技術

http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/gb/11kai/11kai.html
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講演内容 破壊的イノベーション創出に向けた今後の課題と展開方向
○ 過去、我が国において破壊的イノベーションが起きにくかった原因分析等を踏まえつつ、
・ 失敗も許容した大胆な挑戦が可能となるようＩｍＰＡＣＴの研究開発手法を改善・強化し、関係府
省庁に普及・定着させるとともに

・ 関連施策の見直し等も図りつつ、ＩｍＰＡＣＴの取組が節目を迎えることを受け、独創的かつ野心
的な構想の下、関係府省庁が一体となって集中・重点的に研究開発を推進する仕組み（ムーンショット
型の研究開発制度）を検討し、

政府全体として非連続的なイノベーションを生み出す研究開発を継続的かつ安定的に推進する必要。

H26 H27 H29 H30

文科省
（JST未来社会創造事業）

経産省
（NEDO先導研究プログラム）

防衛省
（安全保障技術研究推進制度）

H31

・・・

ＦＩＲＳＴ※１

世界トップ水準の成果
の創出を目指した先
端的研究開発
（世界トップレベルの
研究者を活用）

H21

ＩｍＰＡＣＴ※２

破壊的イノベーションを
目指した挑戦的研究
開発
（目利き力のある研究
者（PM）を活用） ムーンショット型の研究開発を推進する仕組みを検討

世界中の英知を結集し、国が独創的な未来を
実現する課題を設定

トップ研究者等が野心的な研究開発構想を策定
課
題
・構
想

ImPACTの研究開発手法を抜本的に改善・強化
 研究アイデア、優秀なマネージメント人材（FIRST時のよう

な中心研究者）を世界中から募集

 複数の有望プログラムを採択・競争させ、一部失敗も覚悟し
たポートフォリオ管理

 失敗から得られたデータ・教訓は、「宝の山」と捉え、次に最大
活用

 「成功」は、必ず社会課題解決につなげる

研
究
開
発
手
法

H25

今後、FIRST及びImPACT
の研究開発手法を政府
全体に普及

※１：最先端研究開発支援プログラム（平成21～25年度）
※２：革新的研究開発推進プログラム（平成25～30年度）

・課題設定に当たっては世界中の有識者やトップ研究
者等の独創的なアイデアを積極的に採用
・破壊的イノベーションを誘発する野心的な構想を策定

知の創造
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破壊的イノベーション創出に向けた海外の動向

ＤＡＲＰＡ 1985～
（国防高等研究計画局）

ＩＡＲＰＡ 1998～
（インテリジェンス高等研究計画局）

ＨＳＡＲＰＡ 2002～
（国土安全保障省高等研究計画局）

ＡＲＰＡ－Ｅ 2009～
（エネルギー高等研究計画局）

 より挑戦的で長期的な基礎研究を支援するために新たな基金
（ＮＳＦ２０５０）を創設

 量子革命など重点６項目を対象として、中規模研究（２千万～
１億ドル）を支援

米 国

中 国 中東（ドバイ）
絶対に盗聴されない通信の実現

量子暗号技術用いた
通信衛星「墨子号」

世界一のスマート都市を目指し、
海外の最先端研究を誘致

時速1100kmの列車

Ｅ Ｕ

○ ＤＡＲＰＡの仕組みを省庁に横展開

脳のアポロ計画（ブレイン・イニシアティブ）

即時使用可能な宇宙輸送機

○ 国立科学財団（ＮＳＦ）による「10 big  ideas」が開始

○ 破壊的イノベーション研究を本格化するための
準備プログラム（EIC pilot）がスタート

 ハイリスク研究や中小企業支援に重点化
 2018年から３年間で総額２．７Ｂ€（3500億円相

当）の研究資金を交付

 未来を先導する最先端技術開発、６つの社会
課題解決研究に対し、国内外からトップクラス
の研究者を公募（アワード方式）

European innovation council (EIC) pilotのポイント

太陽光を燃料変換
（人工光合成技術）

これまでの延長では想像もつかない野心的な構想（ムーンショット）を掲げ、挑戦的な研究開発を推進中
（インターネット、ＧＰＳ、ゲノム編集ツール等、産業・社会のあり方を根本的に変えてしまうような研究成果を創出）

○ 世界各国は、破壊的イノベーションの創出を目指し、これまでの延長では想像もつかないような野心的
な構想を掲げ、世界トップクラスの研究者に予算や権限を与え、挑戦的研究開発を推進中。
○ 米国では、DARPA型研究が横展開。ＥＵも新たな体制づくり（EIC）が進行中。

知の創造
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講演内容

1. 「Society 5.0」実現に向けたCSTIの役割

2. 統合イノベーション戦略

3. 具体的取組

• 戦略的イノベーション創出プログラム （SIP）

• 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM ）

• 革新的研究開発推進プログラム （ImPACT）

4. TIAへの期待
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１．サイバー・フィジカル・システムのコアとなる
材料・デバイス技術の創出

２．多様な人材の融合によるイノベーション創出

○強み（材料，デバイス，ものづくり，計測，SIM，…）を
ベースに新たな技術を融合／異分野へ展開

世界No.1の研究開発により、Society 5.0の実現を

○産官学交流・国際化の更なる推進

TIAへの期待

○若手・女性研究者が活き活きと研究開発する環境促進



内閣府 :     http://www.cao.go.jp/
Society 5.0 :     http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html

統合ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略 :     http://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.html
SIP :     http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/index.html

PRISM :     http://www8.cao.go.jp/cstp/prism/index.html
ImPACT :     http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/about-kakushin.html

ご清聴ありがとうございました


