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エグゼクティブサマリー 

 

情報科学技術の進展は目覚ましく、その高度化と社会への普及はいっそう進んでいる。

データ処理技術や通信技術の進展とともに、ネットワークに接続される機器の数が増大し、

2020 年には 500 億端末に上ると言われている。こうした変化は、産業構造の変化を引き

起こし、あるいは個人の生活や社会のあり方にも影響を与え始めている。 

これまで、現実世界（実体社会）は、あくまで物理世界であり、サイバー世界は物理世

界に情報をもたらすコンピューター群であった。このような物理世界を『Reality1.0』と

呼ぶ。 ところが、近年のサイバー技術の進展に伴い、個人やビジネスや社会活動において、

サイバー世界が物理世界と一体となって切り離せないものになりつつある。近い将来、こ

れら 2 つの世界が一体化した世界ができるであろう。この世界を『Reality2.0』と呼ぶ。

この新しい世界では、さまざまな社会機能がコンポーネント化されモジュールとして動的

に組み合わされ、サービスプラットフォームから提供される。このことによってさまざま

な機能のエコシステムが目的に応じて形成され、革新的なイノベーションが生まれるとと

もに、既存の価値観、社会規範が変貌していく可能性がある。 

今回、『Reality2.0』について、関連分野の有識者と共にその研究分野を作り出し、日本

発のイニシアティブとして確立するために、科学技術未来戦略ワークショップ「IoT が開

く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミットとして、平成 27 年 9 月 27 日から

28 日にかけて開催した。開催にあたっては、プログラム委員会を組織し、基調講演、話題

提供、招待参加者などの検討を行なった。その結果、産・官・学からそれぞれ 20 名程度と

JST から 30 名の全体で 90 名の出席を得ることができた。サミットは、『Reality2.0』のビ

ジョン／インパクト、研究開発テーマ、研究開発の進め方について幅広く議論を進めると

ともに、その過程で研究者の強いコミュニティーの形成、醸成を図った。 

 

サミットの前半では、全体セッションとして 2 件の基調講演と、11 件の話題提供が行な

われ、幅広い視野から多面的な問題意識を共有した。次いで、33 名の参加者からポジショ

ンペーパーの発表があり、それぞれの立場、考えなどを明らかにした。 

後半では、参加者を 10 名程度のグループに分け、グループ内での討議、グループ毎の討

議結果の発表、全体での討議を、ビジョン／インパクト、研究開発、Reality2.0 を起こす

仕組、のそれぞれについて行なった。その結果、下記の課題と知見が得られた。 

(1) ビジョン／インパクト 

国民の生活を豊かにすること、そのための社会設計と実現が重要。一方で、機械と

人間の関係への憂慮が見られる。 

(2) 研究開発 

共通のベースとなるインフラ構築技術と個別のサービスを高度化するための要素

技術がキーとなる。さらに、社会システムとしての効果的な運用を行なうための技

術が必須。 
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(3) Reality2.0 を起こす仕組 

産・官・学に加えて一般市民も含めた社会との連携の必要性、そして、コンセプト

主導で技術開発とイノベーション創出を実現。 

 

今回のサミットにおいては、産・官・学のそれぞれの分野から、所属を超えた参加者が

一同に介することによって、『Reality2.0』という統一的なテーマで緊密な議論を行なうこ

とができた。 

JST/CRDS では、本サミットの議論を受け、特定のテーマを深掘りするためのワーク

ショップを開催するとともに、関係府省、団体、有識者等との議論を進め、『Reality2.0』

を推進するための研究開発提言作成を行なう予定である。 
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プログラム委員長あいさつ 

 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サ

ミットは、プログラム委員会メンバーの方々のご尽力により、

JST 科学技術未来戦略ワークショップとして開催に至りまし

た。 

 

本サミットでは、『Reality2.0』というテーマを掲げ、これに

向けて 

 

1: 新しい研究領域の創生とコミュニティーの形成 

2: ビジョンと夢の共有・インパクトの共有 

3: 研究アジェンダの明確化 

4: 影響の国内外への波及 

5: 世の中に分かりやすいメッセージ作成と夢の共有、社会的責任の遂行 

6: 法律・制度・仕組・考え方の提言・変革 

を目的としております。 

 

『Reality2.0』について、産業界、アカデミア、行政府の皆様とともにグランドビジョン・

課題・仕組を議論し、優れた研究のイニシアティブを創出していくことを期待しておりま

す。また、本サミットの成果を内閣府が検討している第５期科学技術基本計画や、文部科

学省の施策へと反映させていきたいと考えております。 

最後に、プログラム委員会を代表して、サミットに参加された有識者の皆様に深く感謝

の意を示すとともに厚く御礼を申し上げます。 

 

 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット プログラム委員会 

 

委員長 岩野和生（JST 研究開発戦略センター上席フェロー） 

委 員 井上友二（トヨタ IT 開発センター代表取締役会長） 

 栄藤 稔（NTT ドコモ執行役員） 

 森川博之（東京大学先端科学技術研究センター教授） 
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１ 開催目的 

 

１．１ 開催挨拶 倉持隆雄（JST/CRDS センター長代理） 

 

現在、政府では科学技術イノベーション政策の骨格を決める第 5 期科学技術基本計画策

定を進めており、今はまさに、この国の科学技術政策の転換点にある。これを端的に表す

キーワードは、オープンイノベーションと超スマート社会。社会と科学技術の関係は著し

く変化しており、政策形成から研究プログラムの設定についても、新しいフレームワーク

を作ることが求められている。20 世紀初頭に物理学がブレークした後、要素細分化・進化

することで先端技術が生まれたが、科学技術の全体像は見えなくなっている。研究コミュ

ニティーの中でも専門領域が異なると言葉が通じない状況も発生している。この状況を鑑

み、CRDS は、科学技術全般を見た分野別の政策、および社会の課題解決へ向けた効果的

な科学技術開発の進め方の提言を進めている。 

情報科学は、ここ 40 年間で 100 万倍に進化し、社会に直結して非常に大きなインパク

トを与えるといった、特別な色彩を放っている。他の科学技術分野にも大きなインパクト

を与えるが、情報の機能や関係性に着目して、いかに価値のあるものを作っても、それだ

けでは、社会が求める新しい価値の創造や課題解決に結びつくには未だ遠いことも分かっ

てきた。社会の課題とソリューションに結びつくビジョンを掲げて、様々な要素をつなぎ

合わせるアプローチが必要となっている。誰が立ち上がっていかにコミットしていくか、

課題解決型のアプローチが求められており、発想の転換が必要である。それには、関係者

による真摯な議論の中から共鳴する旗を見つけて、その実現に向け一緒に汗をかく以外に

道はない。 

CRDS では、今年、情報分野の俯瞰報告として、社会やビジネスのプロセスを機能とし

て捉え、各機能がコンポーネントとなるエコシステムを想定し、必要となるプラットフォー

ムを構築するコンセプトを、『Reality2.0』の形でまとめた。フィジカルとサイバーという

異なる世界の融合を目指すもので、その実現には、多くの研究課題がある。このコンセプ

トは未だ叩き台であり、本サミットで皆様との議論を通じて共有するものを作りたい。研

究コミュニティーのアプローチ、フレームワークの作成等も議論したい。それを政策提言

へつなげ、第 5 期科学技術基本計画の目指す超スマート社会の具体的なイメージになるこ

とを期待している 
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１．２ サミット趣旨説明 岩野和生（JST/CRDS 上席フェロー） 
 

CRDS の活動は、文科省・内閣府への戦略プロポーザルの形にまとめられ、それが、文

科省にて戦略領域として取り上げられれば、CREST 等のプログラムの実行という形へ反

映される。2013‐2014 年にスタートした CREST『知的情報処理』領域も、2013 年に CRDS

が開いた『知のコンピューティング』サミットにて具体的な研究テーマを議論し、その後

のワークショップで掘り下げた結果である。今回も、海外の後追いではなく、本当に必要

な戦略プロポーザルを我々のコミュニティーで考え出して打ち込みたいと思い、本サミッ

トの開催に至った。 

本サミットでは、 

1: 新しい研究領域の創生とコミュニティーの形成 

2: ビジョンと夢の共有・インパクトの共有 

3: 研究アジェンダの明確化 

4: 影響の国内外への波及 

5: 世の中に分かりやすいメッセージ作成と夢の共有、社会的責任の遂行 

6: 法律・制度・仕組・考え方の提言・変革 

を目的としており、『Reality2.0』へ向けた時代の流れや、世の中の技術・ビジネス・政府

の動きを紹介した後、各分科会において、グランドビジョン・課題検討・世の中に潜んで

いる仕組を議論していきたい。 

今回のサミットの成果を、シンポジウム、ワークショップ、戦略プロポーザルと続け、

現在、内閣府が検討している第 5 期科学技術基本計画、文科省の戦略領域へと反映させて

いきたい。 
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２ 基調講演・話題提供 

 

Reality2.0 の土台的知見を共有するための基調講演、Reality2.0 の広がりに向けた様々

な分野からの Reality2.0 の側面に対する話題提供の講演を、以下のような有識者の方々よ

りいただいた。 

 

基調講演 

 情報科学技術への取り組み 

中村道治（JST 理事長） 

 超スマート社会を支える研究開発と人材育成 

安西祐一郎（JSPS 理事長） 

 

話題提供 

 超スマート社会に向けた ICT からみた社会変革の展望 

岩野和生（JST/CRDS 上席フェロー） 

 超スマート社会・Reality2.0 サミット‐STI 政策の転換：国際動向の視点から‐ 

有本建男（JST/CRDS 上席フェロー） 

 第 5 期科学技術基本計画に向けた検討状況について 

林孝浩（内閣府 参事官） 

 産業界から見た Reality2.0 への期待 

井上友二（㈱トヨタ IT開発センター 会長） 

 IoT 時代に向けて我々は何をすべきか 

森川博之（東京大学先端科学技術研究センター 教授） 

 Software Defined Business の実例 

栄藤稔（㈱NTTドコモ 執行役員） 

 研究開発コミュニティーへ 実務家の視点から 

東條吉朗（NEDOプログラムアドバイザー/JETROサンフランシスコ所長） 

 シリコンバレーの最近の動向について 

木村康則（㈱富士通研究所 フェロー） 

 超スマート社会に向けた情報科学技術の研究開発 

稲上泰弘（JST経営企画部） 

 ベッコフの取り組みと現在のドイツが目指している方向 

川野俊充（ベッコフオートメーション㈱ 代表取締役社長） 

 Software Defined Infrastructure の作る世界 

大谷晋平（㈱アマゾンデータサービスジャパン/ストラテジックソリューション部長） 

 問題共有のための話題提供 

岩野和生（JST/CRDS 上席フェロー） 
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２．１ 情報科学技術への取り組み 中村道治（JST理事長） 
 

安倍首相は、自民党党首再任の際の就任演説にて、新しい第 3 の矢として、『少子高齢化

対策・社会福祉』というピクチャーを提示したが、こういう目標は、実際に何をもって達

成するかが大事であり、それは、超スマート社会の実現であると思う。2025 年に向けた

12 のポテンシャルがある技術に関するマッキンゼーの 2013 年のレポートには、モバイル

インターネット・知のコンピューティング・IoT 等が取り上げられており、2025 年には、

アメリカの GDP 相当の経済的インパクトが新たに生まれると言われている。国際協業・

共創の大きなうねりの中にいる状況において、情報技術開発においても、日本のプレゼン

スをあげることを目的に、新しい研究開発のパラダイムへ挑戦し、国・地方行政の積極的

参加を促し、企業を含めたコミュニティー形成を進めるべきである。 

情報科学分野の研究開発のパラダイムは、チャレンジングな技術開発と基礎技術開発の

共存が必要な、価値創造型のトライアンドエラーである。その実現のヒントは 1985 年に

NSF が始めたエンジニアリングサービスセンターの三階層モデルにある。一番上のシステ

ム（サービス・価値の実現）、二番目の実現化技術（サービス・価値を実現するテクノロジー）、

三番目の基盤技術をぐるぐる回すことが大事であり、米国では 30 年間続けられている。 

来年度概算要求では、各省とも ICT 関連の予算を増額しているが、過去 10 年の科学技

術関係の当初予算においては、情報通信の予算は 30％減少というのが日本の現状であり、

我々はそこにタッチしてこなかった。来年度概算要求では、文科省では、AI・IoT・サイバー

セキュリティ等へ、経産省も産総研 AI センター強化等へ、予算をつけるという積極的な方

向が出てきており、我々はそれをサポートしていくことが大事だと思う。また、研究開発

プログラムが終了後、技術が社会で実現するように、基盤構築作り・共有化や、技術者育

成・特区等を利用した社会実装の加速を、国やコミュニティーで大胆にリードすることを

期待している。本日のサミットで、日本としての新しいビジョン・政策・コミュニティー

が生まれることを期待する。 
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２．２ 超スマート社会を支える研究開発と人材育成 安西祐一郎（JSPS理事長） 
 

『超スマート社会』Reality2.0 が何ものか分かる感受性をもつこと、共有することが大事

である。また、情報科学分野の研究開発体制は、大規模実験科学分野とは異なり、研究者

の処遇も含め、総合的・持続的・臨機応変的なものが必要である。あらゆる意味で、伝統

的な自然科学にくらべ「人」に近く、人文社会科学に近い情報科学技術開発では、研究テー

マの臨機応変な変更と持続的な研究の実施を両立できるマネージャの育成が求められる。 

情報科学分野という新しい研究分野は、本当に確立したとは言いにくい。他の分野と異

なり、情報科学分野ではプロジェクトの後半での研究資金が必要になる。ハードウェア・

ソフトウェアといった基幹技術が大事である一方、新しい技術を担っていく船頭（開発人

材）の育成も大事である。人材の育成は色々なところで効いてくる。社会を考える側とハー

ド・ソフトを考える側の融合をいかに実現するかがマネージメント（政策担当者）側の大

きな課題である。 

リーマンショック後、情報科学技術開発研究費は、企業では激減していた。大学では無

きに等しい。情報科学技術開発は、社会の経済状況によって大きく振られてしまうので、

政府がきちんと予算の立て方を考えることも大事である。 

ハードウェアアーキテクチャ、ＯＳ、ソフトウェア、インタラクションテクノロジー、

インフォメーションシェアリング、ソーシャルコミュニケーション等の色々な層の全体を

分かってマネージメントしていく事が大事である。総合的にどうやって開発を進めて行く

かが今後の技術開発の課題になるが、やはり、デジタル技術がベースになるので、この分

野の研究開発をしっかりすること、その裏にある技術を進めていくことが大事である。人

材育成とマネージメントをしっかり進めてほしい。 

このサミットのコミュニティーにて、情報科学技術の新しい時代を日本から発信するこ

とを願っている。 
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２．３ 超スマート社会に向けた ICTからみた社会変革の展望 

岩野和生（JST/CRDS上席フェロー） 
 

情報科学技術のフロンティアの第 1 段階（1990 年代まで：ICT はビジネスのクリティカ

ルインフラとして機能し、銀行・製造・流通などの主要産業分野で大規模システムが構築

された）においては、仕様書に従ったコスト・品質・納期を守る技術が重視されており、

ソフトウェアエンジニアリング、プロジェクト・マネージメントが主要な論点であった。

第 2 段階（最近の 10～15 年：社会デザイン［社会のアーキテクチャー］について、専門

家同士が価値観を共有化しながら作り上げていく世界）では、ICT の人材の立ち位置が変

化してきた。ここでは、社会が ICT の分野に預託している社会システム、社会アーキテク

チャー、社会サービスなどについて、ICT の分野の人たちには社会的責任を果たすことが

求められている。社会サービスプラットフォーム・地方創生イノベーションを地方単位で

はなく、全体としての共通の基盤に基づいて活かすことが重要である。ICT によって実現

される（社会）機能のエコシステム・社会システム・社会サービスなど ICT に基づいた社

会インフラを社会共通資本と認識することが肝要である。これを「スマートコモンズ」と

呼び、水道や、道路等のように従来の社会インフラと同様に、国として、戦略的に投資、

維持管理を行って行く必要がある。また、ICT の進歩は、研究開発のプロセスを革新的に

変える可能性があり、そのための e-サイエンスプラットフォーム等が重要になる。これか

ら始まる第 3 段階の「知と森羅万象と ICT」のステージでは全てのものの関係のなかで価

値が創造され、人類や知の領域に ICT がどのように貢献できるかが鍵となってくる。

Reality2.0 は科学技術の社会適用・社会変革を意識したものであり、特に、この第 2 段階

から第 3 段階に向けて必須の概念になるだろう。 

現在、「価値の所在」について注目しておく必要がある。従来、モノ自身に価値が認めら

れ、より良いモノの生産に注力してきた。ところが、近年では、モノは、サービスの中で

位置づけられて価値が発揮されるようになってきた。さらに、そのサービスもサービス群

の関係、つまりエコシステムの中で位置づけられることによって大きな価値が生まれるよ

うになってきた。これが、BtoC の世界からヘルスケアや製造業の産業界も、もの・サービ

スの関係のエコシステムの中で価値を作り出す方向へ大きく動き始める予兆がある。これ

は、まず製造業におけるドイツのインダストリー4.0 や、GE のインダストリアルインター

ネットやインダストリアルインターネットコンソーシアムで起きていることである。ヘル

スケア、サイエンス・教育を含めたセグメントでもこれと同様な変化が起き、大きな社会

的なインパクトを与えるだろう。しかしながら、先進的な恩恵を受けている大企業以外の

大部分の企業等は ICT に関する人材・資金・技術などがなくまだまだ ICT の恩恵を十分に

受ているとは言えない。また、地方・自治体等、今後社会を今後支えていく、建設作業員・

看護師・ヘルパー等は個人的なボランティアに頼っている状態である。これらの階層の質

と社会的レベルの向上を図ることを目的に、色々なサービス群を作っていく必要があり、

ここをうまくできるかで国力が大きく変わる。そこで、科学技術の変革インパクトを最大

化するシステム統合共通基盤技術の強化、社会機能のエコシステムとして考えたのが、

Reality2.0 のサービスプラットフォームである。 
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サイバーとフィジカルの関係において、単にコンピュータから情報を取り出したり、イ

ンダストリー4.0 のように、サイバーの中に作ったエコシステムから情報を取り出してき

て、物理世界でまた関係を構築すると言った、実体が物理的世界にある状況を Reality1.0

と定義すると、Reality2.0 では、サイバーと物理世界が分けられない状況になる。ここで

は、従来、サイバーのコンポーネントを動的に呼び出していた世界から、社会の機能群が、

サイバーの機能群と同様にコンポーネント化され、動的に呼び出され合成されるだろう。

そして、機能のエコシステムが柔軟に動的に実現されるのである。これを、従来の Software 

Defined Network や Software Defined Data Center にならって、Software Defined Society

と呼ぼう。社会の情報やオペレーションが一体化した社会サービスプラットフォームが考

えられる。物理的なものやサイバー的なものがコンポーネントとして組み合わされ、機械

と人間が分けられるものではなくなる状況がコミュニティ全体で起こる。個人と企業のア

イデンティティーも変化し、その変化に伴い、新たなセキュリティ、ビジネス、サービス

が創出される。現在、非常に重要な兆しが、見え始めている。Uber、UberEATS と言った

新しいサービスが生まれている。そこでは、まさに、Reality1.0 のサービスを Reality2.0

化しているとも言えるだろう。Reality2.0 の世界は、こういった社会的エコシステムを提

供する仕組にしたい。Reality2.0 のサービスプラットフォームは、社会の機能をコンポー

ネント化して、インフラの上で用意することで呼び出し可能にし、ユーザーが「実体定義

レンズ」を用いて利用できる形に組み上げる仕組である。この仕組によりソフトウェアデ

ファインド・ソサエティ (Software Defined Society)の社会が実現されるだろう。この実

体定義レンズの組み合わせで、さらに高次元のエコシステムも実現できる。これには、共

通の基盤技術・アーキテクチャーを用いてプラットフォームを構築することが重要になる。

このことによって、社会コストの大幅な低減と新しい産業の創出が実現できる。国が最初

の共通基盤構築を進めることで、民間も参入し易くなる。データの標準化、セキュリティ、

機能の品質保証の担保も必要である。このような Reality2.0 の可能性、光と影、技術、施

策など本サミットの分科会で色々と議論されることを期待している。 
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超スマート社会・Reality2.0サミット ｰＳＴＩ政策の転換：国際動向の視点からｰ 

有本建男（JST/CRDS上席フェロー） 
 

技術の成果を社会に浸透させることは難しい。一方、世界中の様々な科学技術のプラッ

トフォームで、仕組やポリシーが大きく変わってきている。その状況を国内に説明するに

は、「世界では、物理法則・メカニクスの中で構築された世の中の仕組・資金の流れ方・税

制・制度の作り方を、次のステップへ向けて移行するための議論が色々とされている」こ

とを説得的に言う必要がある。インダストリー4.0 の有名なチャートも、ドイツが色々なセ

クターや各国を説得するために作成したものであろう。 

世の中のアブストラクションにおけるサイバー（人工的な論理体制）の中で、フィジカ

ル（自然法則・フィジックス・メカニクス、重い産業が属する）をいかに見るか？ 近代

社会の様々なセクターが CPS の流れの中で変わってきている現在、科学の変容の認識、マ

ニュファクチャ、農業、ヒューマンソサエティも変化しており、大学における人材養成も

変わらなくてはいけないところに来ている。 

OECD で最近言われだした、New Industry Policy では、80 年代までのターゲッティン

グポリシーを掲げた補助金行政ではなく、政府を含めた産官学のファシリティ供出の中で

新しい社会（インダストリー）を作り出していくというコンセプトの議論がされている。

CPS の中で価値が変動している。次の産業・社会をデザインして変化している。この状況

において、社会や政府の変動が容易ではないのであれば、GE が言うように、とにかく、

小さくても良いから該当するケースを提示しそれを解き、大きな社会変動へとつなげるこ

とが大事である。ただし、20 世紀最大の哲学者の 1 人であるカール・ポパーが言ったよう

に、社会工学は一気にやろうとすると、ヒットラーのようなデストラクチャーシップを生

み出してしまう。社会全体を変える際には、上手に対応していくことが必要で、Reality2.0

を不用意に言っても怪しく思われてしまい、予算のケアもされない。社会にきちっと受け

止められるように信頼を常に得なければならない。 

端的な心配の事例は、経産省がまとめた「ものづくり白書」の中にある、日米の企業・

産業の中での ICT 技術者の分布である。米国では、ICT 技術者の 70％程がユーザー側にい

るが、日本では、ほとんど ICT 企業の中にいるため、社会を常に見ながら、CPS 導入を考

え、デザインしていく立場の人材が、もの作り産業や政府の中にいない。また、第 5 期科

学技術基本計画といった、ポリシーレイヤーで大きく変えたとしても、社会にはインフレ

メンテーション、インディビデュアル、と多くの層があるので、そのなかで、どうやって

共鳴し、カルチャーを変えながらシェアしていくかが課題となる。大事なのは、このサミッ

トを大きな機会として、社会運動につなげていく事ではないかと思う。 
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２．４ 第 5期科学技術基本計画に向けた検討状況について 林孝浩（内閣府参事官） 
 

第 5 期科学技術基本計画に向けた、ICT の活用・社会や産業の変革についての検討状況

を紹介する。CSTI では、タスクフォースを使って検討しており、10 月 29 日に最終答申案

を出す予定で、現在は、文章具体化の大詰めの時期である。計画の骨格は、第 4 期まで書

かれている国の目指すべき姿を前提に、世界および日本の潮流（ICT の進化、グローバル

ネットワーク化、イノベーション創造プロセスの変化）等を踏まえて、第 5 期では、未来

の産業創造・社会変革を柱の一つとして加え、大きく進展している ICT をベースにいかに

未来を作っていくかを議論しているところ。背景としては、サイバー空間の拡大・発展・

グローバル化・価値観の変化等を踏まえ、経済・社会・産業が、大変革時代を迎えている。

知識やアイデアが国や企業に大きく作用してゲームチェンジを起こしていくだろう。サイ

バー空間の発展を踏まえ、サイバー空間を利用して、結びつける一つの統合体として機能

させるシステム化の取り組みが重要である。第 4 期までに進めてきた課題対応に加えて大

きな柱にしている。 

そのための二つの方向性を、ゲームチェンジにつながる新しい価値を自ら生み出すこと

ができる力の強化、潮流を踏まえつつ未来にありたい姿としての超スマート社会の実現へ

むけた新しい価値を生み出す取り組み・仕掛け、として整理している。この 2 つを一体と

して取り組むことで、我が国の競争力の強化を図っていく。 

基本的取り組み１：未来へ果敢にチャレンジする研究推進（ImPACT 等マネージメント

を変える・PM 制度／ステージゲートの導入等のチャレンジングな研究開発を推進する体

制）の積極的な促進、スピード感を持って、新しい知識を価値につなげるベンチャー企業

等の環境整備、特に、チャレンジングな研究開発へ挑戦する人材を発掘し、活躍の場の提

供を支援していくかが重要である。 

基本的取り組み２：超スマート社会のイメージは何か考えている。必要なモノ・サービ

スを、必要な時に必要なだけ提供し、社会の様々な課題にきめ細やかに対応し、社会の様々

な制約を乗り越えて生き生きと快適に生活できる社会なのではないか。そのイメージに向

け、やるべき課題を個別に取り組み、それを統合して新しいサービスを目指す基盤を作っ

ていくかが重要である。超スマート社会では、人とロボットが共生し、きめ細やかなオー

ダーメードサービス環境があり、日本発のゲームチェンジ機会が増加するのではないか、

ということを審議会で議論している。 

また、審議会では、もう少しヒューマンセントリックな感じを出すべきという意見があ

る。本サミットでアイデアを頂ければと思っている。それに加え、サービスの受け手側だ

けではなく出し手側の視点での考察も大事。日本の競争力を強化できるか、ゲームチェン

ジにはリスクもあり、我が国にとってのチャンスに変えるにはいかにするか、を考えてい

くことも大事である。 

超スマート社会の実現へ向けて、システム化の基盤を作っていく際、あらゆる産業を一

気に統合することは現実的ではない。課題設定型アプローチの中で、いくつかのサービス

をシステム化したものを段階的に統合化していき基盤を作っていくのが現実的。科学技術

イノベーション総合戦略 2015（6 月に閣議決定）では、11 のシステムを特定しており、こ

れを産学連携の下、着実に進め、個々のシステムをきちんと作って、横につなげて価値を
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作り上げていく。グッドプラクティスを抽出・共有する仕組、全システムに共通なセキュ

リティ技術、システムの大規模化・複雑化への対応技術、様々なシステムのデータの共有

化基準、新サービスに対する規制緩和、等が考えられるが、これらへの対応は、政府だけ

ではうまくいかない。民間との切り分けと協業が必要である。 

我が国の競争力の維持強化のために、技術や人材の育成・国際標準化とパッケージ化を

戦略的にいかに進めるか。技術開発については、別途検討会で議論しているが、超スマー

ト社会を進める、IoT・ビッグデータ・AI 等は、我が国が弱くてもやらなくてはならない。

更に競争力のコアとなる、センサ・ロボット等、現在・将来においてわが国の競争力のコ

アになるものをいかに選択的に進めていくかを議論している。社会実装を意識した産学官

連携・拠点形成・人材育成・PDCA の回し方も議論しており、10 月にかけて本文を具体化・

仕上げていく最後のチャンスであるので、今回のサミットで、アイデアをもらえたら幸い

である。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

C： 大体これがすべてだというものを作ると必ず古くなる。政策には、バスケットクロー

ズを入れておくことが必要。多少は寛容になって受け入れる。この 5 年間の変化を受

け入れられるようにしておくべき。 

 

Q： 11 のシステムの中で教育が抜けているのはなぜか？ 教育にどういう議論があるの

か？ 

 

A： 議論の中でうまくつながらなかったのだろうと思う。総合戦略というツールを持って

いるので、状況変化等を反映し、抜けているものは追加していくということになると

思う。 

 

C： Reality2.0 等、サービスの提供相手（受け手）は国内に限らない。最初からグローバ

ルに対していかに貢献していくかを考えてほしい。 

 

C： 新しい価値を生み出す人を育てる。影響を与えられる人事の透明性の確保が必要。若

手をそういう影響力のあるポジションにつけることも考慮してほしい。 

 

C： サイエンスになっていないものをサイエンスにするにはデータが必要。データは政府

や産業が持っている。データ→アナリシス→デザインが始まる。そこを政治レベルで

押さえてほしい。 

 

C： グローバリズムは当たり前。ただ、国の政策は国益が大事で、そことの折り合いをつ

ける必要がある。データの問題もプライバシーとナショナルセキュリティとコマー

シャルインタレスとの折り合いをうまくつけてオープン化を進めてほしい。 
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２．５ 産業界から見た Reality2.0への期待 井上友二（㈱トヨタ IT開発センター会長） 
 

産業界から見た Reality2.0 への期待について話題提供したい。 

米国は、ICT 技術者の 75％は受け手側・25％は開発側。日本は逆。自分の仕事の効率化、

経済化にしか興味がない。Reality2.0 はアカデミカルにやっても失敗する。極めて具体的

にやる方が良い。例えば、土木学会は、社会問題として、TV を使って社会（政府）を動か

している。予算減少を何とか打破したい。 

Reality がない時代、計算機をどう使うかといった時代に、日本は強くなった。その理由

は、道具を個別に使用すればよく、運用者（システム側：電電公社と国鉄）とメーカー（も

のを提供する側）が分かれており、ノウハウはシステム側にたまっていた。マーケットは

欧米にしか無かった。メーカーはものをシステム側へ提供すれば良かった（欧米のマーケッ

トにも立派な運用者がおり、そこへものを売れば良かった）。メーカーが世界最強と言われ

るまでになった。明治以来の産業政策（運用は国、ものを納めるのはメーカー）の賜物で

あった。 

ところが、今のクラウド時代になると、クラウドの使用が業務の一部になってきている。

今のクラウド市場メーカー（日本企業がいない）はグローバルな対応をしているが、国内

のクラウドができそうなメーカーは国内で叩き合いをしており、誰も世界へ出て行けてい

ない。欧米のマーケットへの物売りは依然としてできているが、問題は成長が著しい新興

のグローバルマーケット（現時点では、欧米マーケットと同じ規模であるが、運用ノウハ

ウがない市場）への対応である。この市場における運用はグローバル企業が代行しており、

クラウド（運用）込みで物売りも行っている。一方日本メーカーに運用経験がないので、

グローバルマーケットへの物売りができていないのが現状。部品といった物売りが続けら

れる以外は、ビジネスが小さくなる。 

個人やコミュニティーが欲しがる、サービス・製品は、業者が得意とするパーツのグロー

バルな組み合わせで提供される。個別のパーツは新興国の急速な伸びに関連し、そこの技

術はすごく変わり、そこでもの売りを行おうとすると競争開発力が必要である。一方、運

用の世界はそれほど大きく変わらない（NTT の例：電話→インターネットと技術は進んで

いるが、サービス自身は変わっていない）。 

コンテンツを機能へ結びつける部分（Reality2.0 では、実体定義レンズ ⇒ PC／スマ

ホ用のレンズ）は、Google とかが行っているプラットフォームに当たり、日本はまったく

弱い。日本が行っているのはカスタム化だけで、従って日本のマーケットから外に出られ

ない。人や個人が情報を扱う分野では、日本がこれからこれに勝てるかというとなかなか

できない。しかしながら、M2M の領域は広く、スマホでは対応できないセンサーではサー

ビスが違う。例えば、Connected Car や、車をレンズに使う IoT、病院をレンズに使うソー

シャル IoT の分野では、まだ勝負ができる。この分野を考える時は、異業種の組み合わせ

が大事（単一業種での事業はもの売りしかできない）。また、バリューチェーンを長くして、

最良のものを組み合わせることが大事。組み合わせる際にはプラットフォームが必要とな

る。今、Google や Apple が行っているのはプラットフォーム作りである。それに競合でき

るプラットフォームを作らなければならない。この世界では、世界を制するのは一社で、

その他はローカライズするしかない。絶対世界を制しなければならない。そのためには、
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国外にもパートナーが必要。日本は規制が多いので、新興国から始めるのも一案である。

日本ではホワイトスペースは使いづらいが、フィリピンでは災害用の車へのホワイトバン

ド仕様が決まっている。新興国は規制が緩いので、新しいことをやり易い。新しいことは

新興国からできる可能性がある。受け手側に ICT 技術者が 25％しかいない日本で説明する

には、この先がこうなるといった具体的な絵が必要であり、その絵をこの場で作って、使

い続けて頂きたい。 

今、トヨタの ICT として、車の自動運転をお年寄りに乗ってもらうための、「らくらく

カー＆タウン」を提唱している。ここでは、色々な業界を巻き込んで、バリューチェーン

を長くしている。Uber は自宅から病院へ行く移動だけであるが、らくらくカーでは、病院

に行ったあとのことにもつなげたい。車で行って一気通貫で色々なことができるプラット

フォームを作りたいと考えている。 

地方自治体へのキャンペーン。防災無線を車で聞く（車の WiFi を使用）。自治体へ提案

しながら業界でコンソーシアムを組んで検討中。これはバリューチェーンが長く、社会シ

ステムなので自治体も絡んでもらう必要があるシステムの一例。産業界適用の例としては、

チリの鉱山への移動クラウド提案。 

日本が元気が出るような絵が、このサミットで出て来ることを期待する。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

C： 自動走行は、自動車ビジネスでシリアスな議論をしているが、このような議論がなく、

単品ばら売りの議論しかない。こういう問題意識やビジョンの共有がない。役所も縦

割りで同じ。 

 

C： 車屋は車が走る時間しか考えていない。時間にすると 5%～10%しか使っていないもの

（車）をいかに使うかを考えることを提案している。社会に言わないと。バリューチェー

ンを長くしないと。異業種連携が必要。ソーシャリストに落ちないのが残念。 
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２．６ IoT時代に向けて我々は何をすべきか 

森川博之（東京大学先端科学技術研究センター教授） 
 

ここでは、大きく分けて、①IoT＝Reality2.0 と考えているが、これは産業全体に地味に

入り込んでいくのが Reality2.0 であること、②それを実現するための人を集める場が必要、

という２つを話したい。 

ICT の位置づけを考え直すことがスターティングポイントである。ICT は最先端→成熟

した領域へと移ってきている。それ故、ICT 領域でも、成熟した領域の一つである土木工

学科の研究開発・組織運営のやり方を学ぶ（やり方を変える）必要がある（土木工学科で

は、かなり前から、スマート・デザイン・社会課題といったキーワードを使っている）。 

Reality2.0 が社会に与える本質な影響は、PLC（Programmable Logic Contoroller）が

社会に与える影響と同じになると思う。すなわち、PLC により車の製造ラインは手動から

自動に変わった。PLC は地味だが社会に大きな影響を与えたイノベーションだと思う。

Reality2.0 は、もしかしたら、地味にじわじわとすべての産業セグメントで生産性を上げ

価値を作っていくことではないかと思っている。 

我々がターゲットにすべきは、ICT 以外の領域（GDP の 90%の領域）である。OECD

のレポートでいわれている日本の生産性の低さを、ぐっと改善することで、アベノミクス

の第３の矢（経済成長）は、Reality2.0 が一丁目一番地であるといったスタンスで進めて

いくことが重要と思う。スマートメンテナンス／モニタリング、スポーツ、スマートゴミ

箱、クルマ、スマートパレットといったすべての産業セグメントにじわじわと入り込んで

いくのが Reality2.0 であると思う。 

我々は何をしなければならないかというと、最終的には価値を生み出すことや、色々な

技術を上位レイヤーへ持ち上げることで、ストーリー作りが極めて重要となる。研究者や

技術者も自らストーリーを作っていくことが必要となるが、その際、従前の「考える」「試

す」というスキルに加えて「気づき」と「伝える」が必要となる。社会デザイン工学・フィー

ルド情報学、d-school、i-school、i-Corps といった色々なプログラムや仕組が生まれ始め

ている。その中で重要なのは、集まる「場」であり、「場」にお金をかけるべきである。

NSF の ERC は「場」を作っており、独インダストリー4.0 も確認は取れていないが、2 億

ユーロの資金を技術開発ではなく会議費に使っており、関係者をとにかく集め、インタ

フェースや戦略を議論する「場」を作っている、と聞いている。「場」の作り込みが必要と

思う。 

かなりの資金が IoT 分野でシリコンバレーで流れているが、シリコンバレーでやってい

るホームセキュリティなどの IoT は、技術的には日本の ECHONET ですべて実現可能で

ある。米国と日本での展開の差の違いの一つが、「場」の作り方にあると思う。機能的には

まったく同じであるにも関わらず、市場への展開が大きく異なる理由を考えていくことが

必要だと思う。 

地方にはポテンシャルがあり、IoT の適用の場（ニーズ）がある。そこに Reality2.0 を

適用し生産性を高め価値を作っていくことが大事であり、東京だけではなく地方、教育機

関としては高専をモチべートすることが重要だと思う。 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

C： 「場」作りも大事（フィジーの各島の道具の使い方。人数が多い文化の相関の話）だが、

それよりもコストが必要。競争力はコストで決まる。コストをどこまで下げるかとい

うモデルを作り込んでいるかが大事。Uber も劇的にコストを下げるモデルを作ってい

る。最初からコストを下げるモデル作りが大事と思う。コスト競争で勝てるモデルを

最初から作ることが必要。 

 

A： 「場」の中にコストや差別化要素も考える人を含める事をイメージしている。 

 

C： コストは、どれだけ節約できるか、という意味である。 
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２．７ Software Defined Businessの実例 栄藤稔（㈱NTT ドコモ 執行役員） 

 

シリコンバレーでは、ソフトウェアで世界はできているという認識を持っている。産業

のソフトウェア化（サービス・製品の機能をソフトウェアが支配している状態）が進行中

である。これによって起こることとして「知の共有、機能進化の高速化」、「新しい事業構

造への転換」、「新たなバリューチェーンの創出」がある。 

垂直方向の最適化とソフトウェア中心の水平方向の最適化の２軸がある。技術開発はど

うしても要素技術中心になる。“全体最適”はエンジニアには考えられない見方である。社

会構造を知っていて、どうあるべきかを考えなくてはならない。世界ではそのような萌芽

がある。 

現在のソフトウェア業界は、１からソフトを書く人はいない。形式知をコピーする。使

えるものは使って時間を買い、その上で 5%の違いで勝負する。ソフトウェア化と API 化

の力を足し合わせることにより、Unbundling Big Enterprises Federation の時代が

やってくる。これが Reality2.0 ではないか？その中身は、たとえばアマゾンは外から見れ

ば１枚だが、実際には、各部隊に分かれていて、軍隊のようになっている。部隊間のコミュ

ニケーションはなく、各部隊長はその隊の最適化を考え行動する。Unbundling Big 

Enterprises の世界で、従来ほぼすべての機能が内部から提供されている構造が API 型（自

社はコア事業に集中し、その他の機能は API を利用し外部から提供を受ける）になるかが

焦点となる。そういった流れはすでに起こっているが、日本に持ってくるときには、文化、

コスト、ベネフィット等を考慮しなくてはならない。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： API やプロトコルは一度作ったら古くなってしまうのではないか。誰が作るのか。 

 

A： 確かに API のセンスはある。API は一度作ったらコミットすることが原則。以前の API

とつなぐことができないのであれば作り直し。永続性は担保できない。 

 

Q： コンポーネントを組み合わせて担保することだと思うが。実際のアセットをアウト

ソーシングするということは、コアがサービスに徹するということか。 

 

A： 社内にすべてもっていることが安心だが、これからは日本の産業構造を変えることを

考えていかなくてはならない。そうでないとシステム全体を構築するノウハウはた

まっていかない。ベンダーはいつまでたってもベンダーのまま。 

 

Q： ソフトウェアデファインドインダストリー（ソサエティ）等、信頼できるところにや

らせて API を上手く考えないと、産業全体に波及しないと思うが。 

 

A： ショーケースとして見せて、信頼できる相手と組んでやる。あと、政府自ら、やられ

たらどうかと思う。そこに国の役割はあると思う。  
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２．８ 研究開発コミュニティーへ 実務家の視点から 

東條吉朗（NEDOプログラムアドバイザー/JETROサンフランシスコ所長） 
 

研究開発コミュニティーに向けて、必要な３つの視点について説明する。 

1. 米国型イノベーションと顧客起点の研究開発として、米国のモデルを紹介する。VC

（ベンチャーキャピタル）の投資額は、2014 年で 6～7 兆円であり、エンジェルシード投資

は堅調、後期投資も規模が拡大している、といった状況である。また、投資には、初期顧

客と事業拡大シナリオ、市場規模を重要視する。顧客と提供価値を意識したデザインが必

要で、さらに、日本だけでは調達できないのでグローバルパートナーの取り込みなどが必

要である。 

2. 経済技術の共進化と政策サイクルとの協調として、時間軸の観点では、非常に短期に

なってきているビジネスと、政策、研究開発をどうコミットするか。資金と人材、質のい

い情報を介して価値の遡及がどれだけできるかが重要である。経産省、総務省で IoT 重視

の取り組みが始まってきた。このような振興・規制官庁の取り組みを「場」づくりとして

企業もうまく活用すべきである。 

3. 人工物の倫理・責任問題と人文社会（ELSI）の学際研究として、今後は自律的人工

物をどう善導するかがポイントとなる。人工エージェントの責任問題に関する勧告

（Johnson ＆ Noorman,2014）に基づく考え方として、責任を人間に帰着させるための

技術開発が必要である。倫理・責任問題に関する人文社会科学主導で実務家と協働のプロ

ジェクトも必要である。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

C： 責任問題は重要で、いいか悪いかは別問題として技術開発を行う側も人文社会学と考

えていかなくてはならないと思っているが、社会科学者はこのような話にのってこな

い。 

 

A： 従来の社会科学者は社会を客観的に観察して捉えることを目的にしているので、「どう

いう社会を」という方向性ではないことはたしか。しかし、公共哲学の復権のような

ことも起こり始めている。このようなコミュニティーのボタンを押すと話になるので

は。相手を選ぶ必要がある。 

 

C： ELSI をどうやって回すかはこれからの日本の課題。10 数年前に著作権問題が出たと

き散々議論をしたが、社会学者は、「問題がでたら考える。ガイディングはしない」と

いう。導いてもらえないと技術者は社会システムの構築など嫌になってしまう。 

 

A： ガイディングは責任を負うところがあるので、難しい。ガイドを作った人が責任を問

われたり、それを信じた技術者がなぜそのようなガイドに従ったかと責められたりす

ることが考えられる。日本の法律は全部書くことが基本。硬いシステム。ICT 分野の

問題はさすがにこれではもたない。アメリカでもそういう方向に向いているところは
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あって、事例を積み上げていくしかない。問題に対し、判例が出て、そこからガイディ

ングが立っていくという流れ。 

 

C： CRDS で 1 年くらいかけて、人文社会研究者と、学術会議のヤングアカデミーの若手

と議論している。彼らが言うにはこういうときだけ人文社会系を担ぎ出すのはどうか

いうこと。とはいえ、彼らも貢献することを意識している。一緒に議論する場を作っ

て繰り返し議論することだと思う。 

 

A： デリバリーは企業だが、課題設定のときはそのような議論の場は有効と考える。

RISTEX でも倫理関係をまとめる検討がなされている様子。JST 全体としても

Reality2.0 にちゃんとはめ込むことは大切。 

 

C： 情報共有として一言。Google は、シンギュラリティ大学をこの秋、パリに作る。アメ

リカはどうも儲け主義ということで、ヨーロッパの哲学に期待してフランス、パリを

選んでいる。彼らはグローバルに見て人類に適したもの（場所）に投資する。グロー

バルに見ることの中に、このようなメンタリティー、マインドが大切だと思う。ぜひ

こういう観点を持ってもらいたい。 
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２．９ シリコンバレーの最近の動向について 木村康則（㈱富士通研究所フェロー） 
 

 

シリコンバレーの最近の動向について、そこから生み出される仕事や利益、また、その

構造について、実際に現場にいた観点から紹介する。 

若者はシリコンバレーよりもサンフランシスコに集まる傾向にある。エンジェルを育て

るエコシステムができており、ICT を使う企業が集まっている。たとえば、ありとあらゆ

る車屋さんはシリコンバレーに会社を置いている。起業家の育成そのものがビジネスに

なっているのが現状であり、また、Uber や AirBnB のような、資本主義をも変えるほどの

シェアエコノミーが発達している。よって、現在は土地高騰バブルといった状態である。 

技術者と経営者がうまくマッチするとうまくいく。CEO だけではだめ。Fintech として

銀行を介さずに資金の見える化や送金、貸し借りなどの仕組が勃興してきている。ただ、

これも、将来的には銀行に買収されるかもしれないし、先はわからない。 

大企業で日の目を見ない優秀な技術者を活かす Draper Nesxus という取組みもある。

さらに各種工作機械を安価に使える環境を提供する TechShop など、いろいろ生まれる場

所である。大企業のあり方も考えるところにきているのかもしれない。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

なし 
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２．１０ 超スマート社会に向けた情報科学技術の研究開発 

稲上泰弘（JST経営企画部） 
 

「超スマート社会に向けた情報科学技術の研究開発」というタイトルでお話しする。現在、

内閣府では第 5 期科学技術基本計画を策定中であり、そこでは超スマート社会すなわち実

世界とサイバー世界の高度な融合が重要なテーマとなっている。重要研究開発領域として

人工知能、ビッグデータ、IoT、サイバーセキュリティなどが挙げられる。これらに関して

JST/CRDS からは Wisdom Computing、Reality2.0 といった提言を行ってきている。情報

科学技術の目覚しい進展が過去半世紀以上にわたって社会を変革してきたが、超スマート

社会に向けて、今後、この分野における研究開発のさらなる発展が必要である。トップサ

イエンスをトップイノベーションにつなげていかなければならないが、基盤技術と応用シ

ステム／サービスとの間には距離があることが多い。これを埋める実現化技術の開発を充

実させることによって研究開発成果の円滑な社会実装を実現していかなければならない。

俯瞰マップを作成したが、そこに過去の CREST やさきがけなどの JST 事業を当てはめて

みると、実現化技術の部分はほとんど空白地帯である。また IoT やセキュリティの部分も

空白地帯になっており、これらの部分を強化していかなければならないと思っている。 

JST では新たな研究開発の進め方として、基盤技術研究とサービス検討とを並行したス

パイラル型のものを検討している。うまくいきそうだったら予算を増やし、逆に駄目だっ

たら途中で打ち切るといった臨機応変、弾力的な運用も考えていく必要がある。研究開発

のスピードが速い情報科学技術分野では特に、こうした新しい研究開発手法が求められて

いる。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

C： ICT 分野でのアジャイル開発のような、例えば 30 日といった短いサイクルでまわす研

究開発の方法論があってよいのではないか。1 年は長い。 

 

C： 今までの基礎要素技術がなぜ最後のイノベーションに結びつかなかったのかというこ

とについてのはっきりとした反省がない。実現化技術のところでファンクションとい

うのが非常に重要。どういうシーズがあるかということと、どういうニーズに対して

どういうファンクションがあるか、これらを対応させながら進めていくことが重要。

大学のシーズと産業のニーズだけではなく、社会のニーズの視点が必要。社会のシス

テム、組織といったものも考えなければならない。 

 

C： スパイラル研究開発の図にはすごく違和感がある。いろいろなケーススタディをして

ほしい。 

 

C： 日本には場がない。日本人が言ったことに対して他の日本人はサポートしない。Uber

と同じようなテクノロジーは日本でも出てきている。そういうのを取り上げないで

Uber だけとりあげるのは良くない。昔の財産が消えているのは悲しい。 
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C： スパイラルで 1 年回すよりは 30 日でたくさん回す方がよい。プロセス論のところを

我々が確立すべき。プロセス論の話をなしにしてシステム構成論に偏った話だけでは

サービスにならない。顧客の話が出てこないのは問題。アジャイルやスパイラル開発

では常に顧客のことに関心を払いながら進めている。そこが決定的に欠如している。

ファンクションブロックの積み上げだけで進めていっても何もできない。 

 

Q： 顧客と研究開発とをつなぐのはマネージメントや事業者だが、実際には誰が担いで走

るのか。それを置かない限りイノベーションは起こらない。どうやって実装するのか？ 

 

A： ACCEL の例では研究者の他にプログラムマネージャー（PM）を置いて二人三脚で進

めている。研究者はトップサイエンスを進め、PM はシナリオを描く。プログラムマネー

ジャーは大きな役割を果たす。JST は PM 育成制度も始めた。 

 

C： PM よりもさらに上のことを申し上げている。JST は事業者ではない。実施官庁なり

コンソーシアムのようなものを作らないといけない。振興官庁が進めている仕組でも

うまくいっていないのに、もっと距離のある JST がやるというのはリアリティを感じ

ない。PM を超えたところで外側とどうやってネットワークを作っていくかということ

が重要。 

 

C： 示された図の中には現場がない。日本の最大の欠点は、現場はいろいろと情報をだす

けれどもそれは上の組織のところで振り落とされる。中央組織は現場のことが分から

ないから。社会システムを変えようとしているときに現場なしでは変わらない。 

 

C： RISTEX は現場をもっている。 
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２．１１ ベッコフの取り組みと現在のドイツが目指している方向 

川野俊充（ベッコフオートメーション㈱代表取締役社長） 
 

インダストリー4.0 に参加している企業でもある Beckhoff の取り組みについての紹介と

現在ドイツがどのような方向を目指しているか、および「What」、すなわちどういう世界

をイメージしているのかということについてお話する。 

Beckhoff は EtherCAT という産業用イーサネットの開発元となっており、パソコンを

使った制御システムを作っているドイツの専業メーカーである。創業は 1980 年。戦略と

して、オープンな汎用性のあるアーキテクチャーを最大限活用している。2014 年には全世

界で 700 億円弱規模の売上高がある。過去 15 年間で見てみると、年平均成長率 16%を達

成しており、この業界では活力ある企業の一つ。ドイツではミッテルシュタントと呼ばれ

る中小企業として位置づけられている。日本には進出してきて 5 年目となる。顧客は工場

に設置される機械を作る機械メーカーや装置メーカーなどである。 

ドイツ製造業の国際競争力の向上を目指すインダストリー4.0 プラットフォーム提言書

が 2013 年に公布された。インダストリー4.0 プラットフォームでは産官学の共同体での運

営委員会やいくつかのワーキンググループが形成されている。運営委員会には Siemens や

Bosch といった良く知られたドイツ企業のほか、IBM や Hewlett Packard といった欧米の

企業も名を連ねている。インダストリー4.0 がドイツ国内にとどまらず諸外国にも影響を与

えていこうとしていることが分かる。実証試験などの、より現場に近い研究開発テーマは、

ドイツの各地方に散らばるクラスターという単位で実施される。Beckhoff は It's OWL と

いう一番大きなプロジェクトに参画している。 

インダストリー4.0 の狙いは大きく分けて 2 つある。一つはスマート工場における通信規

格やデータフォーマットといった「協調領域」を標準化して国内外に展開することで製造

業に新市場を創出すること。もう一つはカスタマイズ品、一品物を量産品の価格、納期、

品質で提供する「マスカスタマイゼーション」を実現することである。これらを中小企業

でも実現していくことでドイツ企業の競争力を強化していこうとしている。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： キーワードは標準化。日本語だと平均したものというイメージ。フィギュアについて、

もはやデザイナーを必要としない例を示された。それに関連して、デザインの研究分

野ではメタデザインというのがあって、エンドユーザーが「ちょこちょこ」と操作し

たら希望のものが手に入る。その「ちょこちょこ」の部分をどのようにデザインする

かが世界中でホットな研究テーマとなっている。標準化するところをどうデザインす

るかが鍵。ドイツにおける標準化は従来のものと比べてどう違うのか？ ドイツ近隣

諸国のオランダや北欧などとの連携において、標準化を人材、研究含めてどのように

デザインしていこうとしているのか？ 

 

A： インダストリー4.0 の中での標準化は個別に定義されており、インダストリー4.0 の標

準化ロードマップに明記されている。協調できるところは標準化しておいた方が良い、
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特許を出すよりも標準化しておいた方がそれぞれの産業にとっては付加価値が高い、

と認識しているのがインダストリー4.0 の特徴。他国との棲み分けに関しては、ドイツ

は突っ走っている。自分たちのドイツでの標準を EU での標準にもっていき、最終的

には ISO/IEC の標準にしようとしている。フランス、オランダ、イタリアのような周

辺諸国は、しぶしぶではあっても、ドイツについていくことが自分たちの得につなが

るとの認識で進めているのではないか。 

 

Q： インダストリー4.0 が中小企業の競争力強化につながるという話があった。インダスト

リー4.0 の本質はデジタルサプライチェーンをソフト化によって実現するということ

だが、そのバリューチェーンがグローバルで展開できるということにならないといけ

ない。この部分で、今のインダストリー4.0 のやり方が本当に正しいのかどうか？もう

一つはマスカスタマイゼーションについて。ドイツは特殊で、自動車に関しては組み

合わせのオプションが山のようにある。日本では同じようなことはできない。顧客自

体が自分で選択できない。アメリカではもっとできない。こうした顧客の需要とイン

ダストリー4.0 の目指す方向とのマッチングはどうなのか？ 

 

A： 一つ目の質問についてはドイツ国内でもまったく同じ議論がある。国としては中小企

業のためということを前面に出している。一方で、実際に標準そのものを作るのは大

企業だったりするので、本当はどっちの支援をしようとしているのかよく分からない

という部分がある。しかし、実際に国が中小支援ということを前面に出しているから、

中小企業に関する何らかの成果は出てくるのではないか。もう一つの点については、

例えば Nobilia のシステムキッチン。一品ものを自動生産する仕組。形や色などは自由

に設定できるが、厚みなどはすべて規格化されているので、20 年後に交換してもきち

んとはまるようになっている。約 300 種類の部品をいろいろと組み合わせられるよう

になっている。実際には、ある程度の組み合わせの数を示せば、実質上、顧客はカス

タムメードと同じように認識するようになる。システムとして組み合わせの数を変え

ているだけだが、カスタムメードであるように体感できれば、それはマスカスタマイ

ゼーションともいえる。こうしたことをいろんな分野でおこしていくことで、合理的

に世界を作っていくというやり方を示そうとしている。 

 

Q： 中小、中堅の定義が気になっている。工業機械を作るのが中小、中堅であったり、車

の一部品を作るのも中小、中堅であったりする。工業機器を作っているメーカーに対

しては実際に支援になっている気がするが、部品や素材を作っているメーカーに対し

てはどうなっているのか？ 

 

A： 確かに従業員が数十人程度の企業を主眼においているというわけではない。ドイツの

特徴的な考え方として、強い企業をさらに強くしていこうとすることがある。何兆円

といった大企業は放っておいてもよいが、その次のレイヤーの 1000～2000 億円の企

業に税金をさらに突っ込んでより強くしようとしている。 
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C： そうであるから、ドイツの中での強化と中国を使ったプロダクトの部分の強化が両立

する仕組になっている。 

 

Q： 非サイバーなもののコンポーネント化があったが、これはすごく本質的。そこの知財

戦略は持っているのか。 

 

A： 知る限り、規格に対する知財は求めていない。ただし、マネタイズする方法は 2 つあ

る。一つは認証ビジネス、認証サービスのようなもの。もう一つはそれを開発するた

めの開発キットやソフトウェアライセンス。 

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

52 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

53 

基
調
講
演
・
話
題
提
供 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

54 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

55 

基
調
講
演
・
話
題
提
供 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

56 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

57 

基
調
講
演
・
話
題
提
供 

２．１２ Software Defined Infrastructureの作る世界 

大谷晋平（㈱アマゾンデータサービスジャパン ストラテジックソリューション部 部長） 
 

「Software Defined Infrastructure（SDI）の作る世界」について紹介する。特にクラウ

ドに関してビジネスの現場では何が起きているかということと、実際の SDI の一つの形で

もある Amazon の AWS クラウドがどのように使われているか、また今後どのようになっ

ていくかについて私見を述べる。 

AWS クラウドは世界で 100 万、日本では 2 万ほどの顧客に利用されている。Amazon

は元々小売の会社であるが、ビッグピクチャーがあり、ベストセレクション、ユーザーエ

クスペリエンス、最速のデリバリーというのがクラウドでも活かされている。現在、大企

業となっているが、スタートアップ企業のように失敗を許容する文化がある。Amazon に

は 3 つのビジネスがある。一番の肝はコンシューマービジネスであり、薄利多売を進めて

いる。他にはセラー（売り手、出品者）向けビジネスや従量課金などを行う ICT インフラ

ビジネスがある。2006 年からクラウドビジネスを行ってきている。 

SDI とは簡単に言えば「プログラムで構築可能なインフラストラクチャー」ということ

になる。必要な技術要素として、「オンデマンドに獲得可能なリソースできる機能とそれを

支える SCM」、「プログラムからアクセス可能な公開された API とそれに準ずる SDK」、「利

用に応じて課金される洗練された課金モデル」がある。特性、特徴としては「ダイナミッ

クに変化するインフラストラクチャー」、「スケールのコモディティ化」、「個人がエンハン

スされ、組織の規模的価値が相対的に喪失する」、「使い方の改善＝費用対効果、コストの

削減に直結する」などが挙げられる。Amazon ではサーバー、ストレージ、DB から、ア

プリケーションまで API や SDK 経由で自由に技術者が利用することができる。現在、40

を超えるクラウドサービスを提供している。Amazon EC2 は Software Defined Compute、

Amazon S3 は Software Defined Storage、Amazon VPC は Software Defined Network

の例である。これらの Software Defined xxx は基盤であり、2009 年ぐらいにできた。現

在はこれらを様々な方面に応用している。Amazon API Gateway や AWS Lambda などが

ある。 

価格体系について言えば、従来 1時間単位で従量課金されていたものが、現在では 100ms

の単位になっており、使い方や利用用途が根本的に変わってきている。スタートアップな

どが典型的な例だが、トライして失敗することのコストが劇的に下がってきており、イノ

ベーションに向けて、アイデア、着想、ビジネスとしての付加価値、社会的に何を解決し

ていくのかといった部分がより重要になってきている。今後のビジネスの可能性としては

「API エコノミー」、「B2B でのプログラマブルハードウェア＋SDI」、「データ活用からデー

タ販売・共有ビジネス」などが考えられる。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

C： クラウド、SDE が社会に与えている影響というものを絶対に無視してはいけない。先

ほどアジャイルのサイクルについての議論があったが、クラウドなしでアジャイル開
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発をしようとすると必ず失敗する。これは ICT が経験してきたこと。Amazon がやっ

ているようなプラットフォーム、インフラがなければアジャイル開発はできない。 

 

Q： マインドセットについて。日本ではクラウドにしても何にしても新しいものに対して、

ネガティブな反応が多い。何かいいアイデアはあるか？ 

 

A： 業界全体で新しいものを受け入れ、また、失敗を許容できるような文化が大事。経済

合理性として、社会として ICT に求められているものがどんどん高くなってきている

にも関わらずマインドセットを変えないままでは、社会に求められているスピードや

要求などには応えられない。金融系の大きなシステムや政府の非常に大事なシステム

については旧来型のやり方も必要ではあるが、それ以外の部分で ICT によって変革で

きる部分はあると思っている。年齢層が高くなってきており、若い技術者がでてくる

施策も必要。 

 

Q： クラウドをオンライン、リアルビジネス系で使ったときに、日本のビジネス環境での

品質、要求水準はアメリカでのそれとはたぶん違う。10 倍ぐらい日本の方が細かいこ

とを気にする。その辺りの感覚はどのように受け止めているか？ 

 

A： クラウドは数十万台、数百万台の普通のコモディティサーバが集まっているだけなの

で、それらに対して普通に旧来型の使い方をすれば当然壊れる。ただし、アプリケー

ションの書き方などを工夫することによって、今まで得られなかった能力が得られる

というのが一つの考え方。確かに日本の顧客のビジネス要求は高い。それに対してイ

ンフラだけでは応えることはできなくても、アプリケーションやその書き方がクラウ

ド上でどのように一番有効に活用されるのかといったところを考えていかないといけ

ない。それが実際にビジネスの現場で起きていること。その解が必ずしも AWS である

かは分からないが、こうした部分が次のビジネスの主戦場になるのではないか。 
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２．１３ 問題共有のための話題提供 岩野和生（JST/CRDS上席フェロー） 
 

Reality2.0 を起こす仕組検討分科会の議論の材料として発表をさせていただく。 

国レベル、世界レベルで影響を与えていこうとしたときに、技術だけではどうしても不

足する点が出てくる。Reality2.0 を考えたときの市民、メディア、アカデミア、政府、ファ

ンディングエージェンシー、産業界の課題について話をする。 

まず、政府にとっては、サービスプラットフォームによりどれだけ投資効果があるかわ

からない、社会的費用の計測もできていないといった問題がある。ICT でできるはずだが

まだできていない。既存各省庁でプログラムを動かしているが、国として総合的戦略プロ

グラムに持って行くための戦略が必要となる。既存プログラムと Reality2.0 が補完的に動

くようにする必要がある。ただし、海外に先例がないと決められないということがある。

ICT のことが理解されず、Reality2.0 は先例がないため思考停止になってしまうため、何

か仕組が必要となる。 

民間で持続的に事業ができるためには、それを担保する仕組も必要となる。たとえば、

スマートコモンズのように持続的運用、維持管理がないと続かない。社会的アカウンタビ

リティも必要。特区などを作り、早い段階で成功例を見せなくてはいけない。サイバーと

リアルを融合させていく実行者に対するインセンティブや、標準化を適切に行うための仕

組、Reality2.0 に対する適切な知財の仕組も必要になってくる。それにあわせてオープン

クローズ戦略としてどこまでオープンでどこまでクローズにするか、認証をどうするか政

府で考えるが必要あるのではないか。 

ファンディングエージェンシーも ICT の仕組に合っていない面がある。CREST は１～2

年かけてプログラムを準備して 8 年ほどかけて研究を進めるが、その間に世界が変わって

しまうことがある。アジャイル的な仕組等の検討が必要。また、課題設計の時から広いコ

ミュニティーで議論しないと広がらないのではないか。また、現在は研究がボトムアップ

的に集まってくるが、国を変えるとか国富を満たすといったことにコミットされないこと

もある。 

パフォーマンスベース、マイルストーンベースで研究プログラムを進める工夫もありう

るのではないか。また、社会費用を 10％削減するための提案を出してもらうといった仕組

も考えられるのではないか。さらに、日本の税金なので海外にお金を出せないが、国富を

増やすと考えると、海外の研究者を巻き込むという戦略もあり得る。 

人材育成も必要となるため、革新的萌芽研究も必要となってくる。研究分野に人がいな

いということを避けるためにも必要。 

米国では i-Corps というプログラムを実施している。産業化に向けて、死の谷というも

のがある。大学レベルでちょとした壁を乗り越える必要があると言われるが、これを解決

するためにこのプログラムを進めている。このプログラムは人材育成にもなっている。１

チームの中の大学の先生、学生、産業化のメンターの 3 名で提案をさせる。徹底的な教育

プログラムを受け、その後、5 週間で 100 のポテンシャルカスタマーにインタビューをさ

せる。その後、面接を実施してファンディングを決める。これが人材育成になっている。

ファンディングを受けられなかったとしても研究者、学生のその後のメンタリティーが完

全に変わる。 
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市民、メディア、産業界に対しては、個人情報保護など陰の方向ばかり強調される。そ

こで思考停止してしまうのを避け、社会的実験に対する需要性を高めていかないといけな

い。 

社会に ICT のエコシステムができていないといった問題もある。自動車には教習所、車

検、道路、信号、メディア、評論家、企業といったエコシステムがある。ICT にはそれが

ない。メディア、市民に対しメッセージをだすコミュニティーも必要ではないか。 

アカデミアに対しては、Reality2.0 や社会実装を取り上げると論文が書けない、研究者

がいない、コミュニティーがない、そうした分野に若手研究者を投入できないといった意

見がある。別の声としては、米国のように研究者を 9 ヶ月雇用とすれば自然にそうした分

野の研究が進むとか、新しいジャーナルを作れば良いのではという声もある。 

人文社会と自然科学の価値の共創の場の形成も必要。社会経済モデル、社会的費用の計

測、富の再配分も必要。また、ELSI の社会的需要性を変えていく必要がある。WWW コ

ンファレンスは 20 年続けられているが、このようにコミュニティーの形成や雑誌のインパ

クトファクターを大きくしていくための仕組も必要ではないか。新しいイニシアティブを

作るためにこうした動きを作っていく必要もあるのではないか。論文が書けないというこ

とで思考停止してしまうのではもったいない。 

欧州ではヴィルニウス宣言として社会学者が ELSI、SSH に対し、Horizon2020 に合わ

せ、どのように貢献できるかを宣言している。アシロマ会議では DNA 組み替えについて、

100 人を集めて様々な議論そして、まだそれが伝説的に継承されている。ICT も国際的に

こうしたことやる意義があるのではないか。 

先日、黒田上席の発表の科学技術イノベーション政策のための科学の中に、IoT、CPS

の社会実装において雇用創出が増加するといった話があったがこうした研究も続けていく

必要がある。何か仕組を打ち込んで実施していく必要があるのではないか。 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： グローバルな活動は是非やるべき。日本は欧米に向きがちだが、社会課題を考えると

日本と欧米は異なる。自然災害などをみるとアジアに近い。アジアにおいて、自然災

害にどう適用するか課題を絞って、集まることができる国は集まるとういう形でカン

ファレンスをやったらどうか。 

 

A： 次の分科会の中でもそうした議論をしていただくと動きやすい。 

 

C： 今の日本に欠けていると思うのが、失敗を許容する文化。日本社会全体が失敗に対し

て厳しいがそれは対応すべきである。また、Reality2.0 が動き出すと、何が起こるの

か。コミュニティーの中で話し合っておくことが必要である。 

 

A： Reality2.0 の陰の部分を意識して、それに手を打つということを議論する必要がある。 

 



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

64 

 

C： 情報の科学をもう一度考えておく必要ある。今、情報のあり方が変わってきている。

情報の科学により社会も変わっている。情報科学がどういう役割を持つのか科学者自

身が考えておく必要ある。 

 

C： アジアと共通の課題は、e-ASIA 共同研究プログラムにおいて、11 カ国 14 ファンディ

ングエージェンシーが参加している。その中で感染症、自然災害も入っている。

Reality2.0 を共有する良い場かもしれない。FA についていくつも指摘をいただいた。

CREST、ERATO、さきがけなどはエネルギー、ライフ、材料などリニアモデルで進

めていけるが、情報分野は異なる。情報の CREST、情報の ERATO を作ってやってい

けば良いのではないか。A-MEDO は A-MEDO 用の CREST をやっているので、情報

も別の仕組があり得るのではないか。 

 

C： Reality2.0 をどう位置づけるかを考えておくべき。AI もビッグデータも CREST で実

施されている。この中でも社会にどう関係していくかを検討しているが、重点として

は研究である。Reality2.0 は基礎研究を大事にするのか、社会実装を大事にするのか、

位置づけをしっかりする必要がある。Reality2.0 をはっきりさせておかないと、吸引

力がでてこない。 

 

C： 社会実装に近いところをやると、民間と政府の役割どうするかが問題となる。社会実

装に近いところで基礎研究もあるということは否定しない。同じところで事業化に向

かうべきところもある。そこをすべて政府で進めるというのは間違っている。米国で

はプライベートな資金で推進している。日本でそこのファイナンスをどうするか考え

る必要がある。ファンディングエージェンシーの横に民間の資金をドライバーとする

必要があるのではないか。アジャイル的にやるとそれはプライベートとでやればと言

われる。そこに基礎研究もあるのでやるといってやるのか。JST でどうするべきか考

えないといけないのではないか。 

 

A： 分科会の中でもそうした議論を進めていただきたい。  

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

65 

基
調
講
演
・
話
題
提
供 

  

 

  

 

  

 

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

66 

 

  

 

  

 

  

 

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

67 

基
調
講
演
・
話
題
提
供 

  

 

  

 

 

 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

68 

 

 



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

69 

ポ
ジ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー 

３．ポジションペーパー 

 

基調講演・話題提供での発表者を除いた参加者全員が、今回のサミットに参加するにあたっての、

自分の考え方や立場を明確にするために、ポジションペーパーを執筆、当日発表した。 

 

超サイバー社会のデザイン Software-Defined Society のデザインと研究開発戦略 

 南山大学 教授 青山幹雄 71 頁 

IoT が開く超サイバー社会の実現に向けた JST のインタフェースとしての役割と国

際協働の可能性                科学技術振興機構 上席主任調査員 市岡利康 73 頁 

GE のインダストリー・インターネット戦略 

 GE ヘルスケアジャパン㈱ 本部長 伊藤久美 75 頁 

“Reality2.0”サミット ポジションペーパー 

 ㈱産業革新機構 ディレクター 井上拓生 78 頁 

先行的制御に基づく”快適”な社会の実現 

 NTT コミュニケーション科学基礎研究所 上席特別研究員 上田修功 80 頁 

Reality2.0 を支えるサービス提供プラットフォーム 

 日本 IBM㈱ 部長 浦本直彦 81 頁 

イノベーションの芽を育てるために 

 東京大学大学院 教授 大橋 弘 83 頁 

Reality2.0 を支えるヒューマン・コンピュテーション 

 京都大学大学院 教授 鹿島久嗣 84 頁 

「万有情報網」の構築に向けて 

 東京大学大学院 准教授 川原圭博 85 頁 

ソフトウェア定義計測技術と超サイバー社会 

 大阪大学 教授 北川勝浩 87 頁 

21 世紀超サイバー社会の光と影 

 科学技術振興機構 上席フェロー 黒田昌裕 88 頁 

超サイバー社会の実現に向けて 

 日本電信電話㈱ 常務理事 桑名栄二 89 頁 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミットポジションペーパー                                     

 NPO 法人 M2M 研究会 理事長 小泉寿男 91 頁 

Reality2.0 に向けて 

 富士通㈱ 執行役員 佐川千世己 95 頁 

Reality2.0 に向けたコンピュータネットワークの課題 

 静岡大学大学院 講師 猿渡俊介 98 頁 
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「Reality2.0 サミット」参加に当たって 

 ㈱インプレス 副編集長 志度昌宏 100 頁 

サイバー空間実世界融合を活用した社会イノベーション事業 

 ㈱日立製作所 統括本部長 鈴木教洋 103 頁 

Reality2.0 サミット ポジションペーパー 

 名古屋大学 教授 高田広章 105 頁 

物理とサイバーが渾然一体となった Simulated Reality 

 東京大学 准教授 高宮真 111 頁 

NPO 法人オープン ワイヤレス アライアンス 

 NPO 法人オープン ワイヤレス アライアンス 代表 高本孝頼 112 頁 

IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐サミットポジションペーパー 

 東京大学 准教授 豊田正史 113 頁 

IoT が要請する Visionoriented な先導的アプローチとデザイン 

 京都大学 特定教授 中小路久美代 115 頁 

超サイバー社会実現へ向けた研究課題：Reality Stream 基盤 

 慶應義塾大学 准教授 中澤仁 116 頁 

“Cyber”の歴史 温故知新のために 

 公立はこだて未来大学 学長 中島秀之 118 頁 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミットポジションペーパー 

 法政大学 教授 西岡靖之 123 頁 

Reality2.0 とサービス科学–Service System Design– 

 東京工業大学 教授 日高一義 124 頁 

超サイバー社会におけるスマートスペクトラムのあり方 

 電気通信大学 教授 藤井威生 126 頁 

IoT 時代のプログラミングパラダイム 

 統計数理研究所 副所長 丸山宏 128 頁 

IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐サミット/ポジションペーパー 

 新日鉄住金ソリューションズ㈱ 執行役員 南悦郎 133 頁 

Reality2.0 における AI：最重要な３つのポイント 

 ㈱日立製作所 技師長 矢野和男 134 頁 

サイバーフィジカルシステムにおけるシステムエンジニアリングの拡大 

 日本 IBM㈱ Distinguished Engineer 山下克司 136 頁 

学際的プロジェクトによる社会課題設定プロセスの提案 

 NEC Asia Pacific Pte. Ltd. シニアバイスプレジデント 山田敬嗣 141 頁 

Reality2.0 サミット ポジションペーパー 

 インキュベイトファンド 代表パートナー 和田圭佑 143 頁 
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４ 分科会 

 

本サミットにおいては、Reality2.0 に向けて検討すべきテーマとして、①ビジョン／イ

ンパクト、②研究開発、③Reality2.0 を起こす仕組の３点に焦点を当て、それぞれ分科会

を設けた。 

各分科会では参加者全員を３～５グループ（１グループ 10 名程度）に分けてグループ討

議を行った。グループ討議で議論した結果については、模造紙やスライドにまとめ、各グ

ループ代表者から発表後、全体で議論を行った。 

 

４．１ ビジョン／インパクト検討分科会 
 

本分科会では、検討の進め方として、超スマート社会において考えられる新しいサービ

スやビジネス、それらの影響についてアイデアを出し、それをニュースの形で表現した。 

例えば、社会への影響を解説する新聞記事や、新しいサービスを告知するためのプレス

リリースの形でまとめた。 
  

４．１．１ グループ１ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

Reality2.0 のビジョンおよびインパクトについて、そもそも「人は超スマート社会を求

めているのか」「日本としてどのような社会を目指すべきなのか」という観点も踏まえつつ、

「社会へのメッセージ」と「産業界へのメッセージ」に関して議論した。 

 

社会へのメッセージとしては、 

① 80 歳まで元気に働ける世界を作ろう 

② 安倍政権が掲げる「出生率 1.8」に ICT が貢献しよう 

③ 防犯、防災・減災、教育の質向上、地方への移住を容易にすることで観光振興につな

げよう 

の３つを挙げた。①②を実現するに当たり、Reality2.0 の世界では様々なコト・モノが効

率化されることで、暇（余暇）を作り、それによって自然と健康寿命および出生率が上が

ることを目指す。③に関連して最近の若者は「Connected People」であるため（ネットで

つながっていることで安心する）、彼らの満足度を上げる努力が必要である。 

 

産業界へのメッセージとしては、 

・安倍政権が掲げる「GDP600 兆円」に貢献しよう 

を挙げた。Reality2.0 による産業構造変革により、600 兆円のうちの 100 兆円分は ICT で

達成することを目指す。そのためには、中小企業やスタートアップ企業の活性化を図り、

基盤技術の統合、システムの統合が必要となる。これが新しい社会インフラとなるが、従

来のデータセンターなどとは異なり、ソフトウェアをいつでも利用可能とするような公共
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投資を行うべきである。それにはリーディング産業が必要であり、現時点では自動車産業

を活用するのがよいのではないかと考えている。 

また、安倍政権が掲げるような数値目標では表せない異次元の価値も出していかねばなら

ないが、それがどういうものなのかについては今後も議論を重ねる必要がある。 

 

（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： 出生率 1.8 の根拠は何か。 

A： 現政権が掲げている目標をここでも使わせていただいた。 

 

Q： いつ頃を見据えているか。 

A： ３年くらいを目標に何かできないかと考えた。 

 

Q： 80 歳まで働くのは幸せか。 

A： 人によって異なるだろうが、80 歳まで働くと捉えても良いし、社会に貢献する（でき

る）ということで捉えても良い。学校教育に貢献とか、自身の知識やノウハウをパッ

ケージとして社会に提供するということもできるのではないか。社会参加をしていけ

るということである。 
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４．１．２ グループ２ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

2025 年、Reality2.0 が実現していると仮定し、「どんな社会にしたいか」についてのキー

ワードを付箋紙に書き出し、グループメンバーによる投票形式でドメインを決定。その後、

決定したドメインに対してタイトルをつけ、ネガティブ面も含めて議論した。 

 

ポジティブ面としては、「個々人が、個々人に合った Opportunity を得る世界」として、

ライフログの集積と分析によって能力に見合う職業のマッチングがなされることに加え

て、それらを AI がアシストする社会が挙げられた。さらに、これに伴って「人間そのもの

が進化するのではないか」という意見が出された。職業以外では、「人生のベストプラクティ

ス」として意外な出会いをマッチングしてくれる社会も挙げられた。ライフログの分析か

ら派生すると想定されるヘルスケアの恩恵で健康寿命が延びたり、地理に依存しない社会

が到来した結果、生産年齢層の大幅な拡大につながるだろうとした。 

 

ネガティブ面としては、コンピューターによる管理社会によって「Big Brother（ジョー

ジ・オーウェルの小説『1984 年』に登場する架空の人物お

よびそのスローガン"Big Brother is watching you（ビッ

グ・ブラザーがあなたを見守っている）"）」を例えに、「君

のキャパシティは分かっているよ」とする社会と、それに

伴う悪質なハッキングで人生を狂わされるといった意見が

出された。ハッキングへのセキュリティ対策と同時に、AI

によるベストマッチが個人にとってはミスマッチと判断し

たときに備えたサジェスチョン機能が必要とした。さらに、

これらの結果、社会の価値観に対する多様性、儲け方の多

様性が失われるのではないかという意見もあった。 

 

その他に挙げられたイメージは下記の通り。 

 農業センサーやシステムが一体化 

 「京都のハモを食べたい」と思ったら産地直送、カレーが食べたいと念じるとニン

ジンが育つなど。生産できない・間に合わないものについては、別の解を提供し

てくれるリコメンド・システムも。 

 モビリティ関連 

生活スケジュールのリコメンドとモビリティ予約の一体化／自動運転 

渋滞のない街／運転免許証不要の社会 

ヒトの運転を締め出さないと成立しない社会／動く道路 

 災害 contained 社会 

センサーネットワーク／発災時の意思決定および物流の最適化 

  

 

(出典)http://1984comic.com 

      |OTRS tkt 200 
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 高齢によるコミュニティー断絶からの復帰 

AI にリコメンドされて社会復帰 

 子孫を作らなくなる 

 オーダーメイド医療による寿命の延長と iPS 細胞などの再生医療の発達に伴い、

例えば寿命が 1000 歳に延びたら子孫を残す認識は薄れるのではないか。 

 超長寿命に伴う社会構造の変化 

財力に依存した延命と格差の拡大 

 国の役割の不明確化 

 GDP の D(Domestic)がなくなり、国の概念や役割、国益とは何かが曖昧になるこ

とで、自国を守れなくなる。 

 余暇として“リアル”を楽しむように 

 ここがなければ「人工知能が支配する社会」となり、社会主義になる可能性があ

る。それを幸せと呼ぶかどうか。 

 IoT オレオレ詐欺 

 体内時計よりも時計を信じるように、ビッグデータを信じることで騙される社会。 

 AI が論文を書き、審査もする 

 現存する様々な機能が empower される 

 医師や弁護士など、これまで能力的・知識的に差があったことが皆底上げされる 

 

（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

C： コンピューターの上に立つ人、下に立つ人という話があったが、AI を使う人、AI に使

われる人で格差が生まれるのではないかということが懸念される。 
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４．１．３ グループ３ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

各メンバーから Reality2.0 のポジティブ面とネガティブ面を短いフレーズ（新聞の見出

し風）で発表後、内容・インパクト等を議論した。 

 

ポジティブ面としては、“交通事故死者数 100 人を切る”、“M9.0 の地震、津波でも被害

者ゼロ”、“健康寿命と平均寿命の差が 0.2 年”、“枯れない作物”、“Reality2.0 オリンピッ

ク開催”、“生分解性素材利用率 30％達成”、等が挙がり、ネガティブ面では、“経済格差の

助長”、“アングラ IoT 機器による電波資源枯渇”、“最適化の進展により商社冬の時代”、“日

本の製造業企業数が 20 年で半減”、“人間の指示に反するロボットが現れる”、等が挙がっ

た。 

 

インパクトの大きさ等を考慮してポジティブ・ネガティブ各１つを下記の通り選定し、

さらにその具体的内容や、ネガティブについては防止策もまとめた。 

 

 ポジティブ：「農産物のマスカスタマイゼーション時代の到来」（2030 年頃に実現） 

• 自分専用の作物が好きなタイミングで配達される。医食同源も実現。 

• エコシステムに溶け込む植物型・昆虫型 IoT 機器を利用し、収穫時期・味・機能

を自在設計。小さい昆虫型ドローンが受粉活動をするという世界も来るかもしれ

ない。 

• 農業の完全コントロール、メーカーズ化。 

• 技術要素としては、センシング、データ解析、ゲノム編集、シンセティックバイ

オロジーなど。 

 

 ネガティブ：「Reality2.0 型テロ ～社会インフラが破壊され、5 億人が犠牲に～」 

• 膨大な IoT 機器が様々な形でジャックされ、バーチャルな手段＋リアルな手段に

よる世界同時多発的テロがリアルワールドに発生する。 

• バイオテロも含まれ、犠牲者数も膨大になる。（2030 年よりも早い可能性もある） 

• 世界へのインパクトは大きく、IoT・ICT 不信による研究開発の頓挫、グローバル

な経済への大きなダメージが起き、社会インフラが機能不全となる。 

〔防止策〕 

• 技術要素としては ID マネージメント、IoT マルウェア解析技術など 

• 適切なグローバルレベルの ID 管理 

• Reality2.0 から遮断されたエリアの確保 

• 白血球のような“免疫”型 Reality2.0 セキュリティの実装 

• Reality2.0 リテラシーの推進 
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（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： 農業は CREST でやっているのでは。 

A： バリューチェーンの最適化まで含めて全体で見る必要がある。医食同源も見据えて。

CREST の提案の補強につながればよい。 
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４．１．４ グループ４ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

各メンバーから Reality2.0 を見据えて新聞の見出し、ニュースタイトルの案を提案。 

その概要を端的に発表し、内容の近いもの同士のグループ化を行った。 

グループ化されたものについて、さらに内容を議論しニュースタイトルの案を決定した。 

ニュースタイトルおよびそのサブタイトルの例としては以下の通り。 

 

“岩野総理一億総イノベータ達成を宣言” 

・一家に一台 Software Defined Laboratory 

・家庭からノーベル賞 

・××さんが携帯電話サービスを開始 

・××さんが一人で開発したスマホが世界的大ヒット 

・自宅でできる美容整形 

・自力で家を建てるのがブームに 

Reality2.0 が社会に進展し、社会に存在する機能を個人が利用することにより、多様な

サービス（研究）等を実施でき、国民が総イノベータになれるという社会像を想定した。 

「自発型ロボットの発展」、「ドメインを超えたナレッジの共有化」、「パーソナルインター

フェース（の実現）」といったキーワードも踏まえている。 

  

“生き生き高齢労働者 ICT が支えて 70％” 

 ・交通ルール自動運転が規範 

 ・無人ロボット工場を援助  

 ・AI ロボット実現 

 ・介護ロボットがまるで息子のように 

・高齢者と若者が対等の行動社会を実現 

これは ICT により、自動車や工場、自宅など身の回りのサービスが自動化されることに

より、高齢者でも社会参加ができるという社会像を考えた。 

また、タイトル案として「在宅勤務者 80％超える」、「地方創生 IoT でどこでも仕事で

きます」、「目が見えない人もドライブを楽しめるクルマ」等も提案された。 

 

“悲しい Reality2.0” 

・ドローン兵器誤射で緊張 

・株式暴落 AI ロジックが引きがね 

・介護ロボットにいじめられる 

・自動運転により事故多発 

これは Reality2.0 のビジョン／インパクトについて負の側面として挙げられたタイトル

案を踏まえて提案された。サイバーとモノ、社会がより密接になることでこうした問題が

生じる得るという、ネガティブな面としてまとめられている。 
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（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： 家庭からノーベル賞のロジックは何か。 

A： Software Defined Lab のような仕組が普及することにより、企業や大学、公的研究機

関が所有しているような大規模な研究設備が家庭から利用可能になり、ノーベル賞レ

ベルの研究が可能になるということである。 
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４．１．５ グループ５ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

Reality2.0 のポジティブ面とネガティブ面を議論した。 

 

ポジティブ面としては、 

2027 年には、Reality2.0 のインフラ・仕組が整い、個人が色々なコミュニティーに所属

して、自由に社会経済活動ができる環境ができる。その環境の中で、社会のピラミッド構

造は、上から、Human（クリエーティブな人々）/Machine/Sophisticated Slave（機械の

指示に従い、機械にはできない作業をする人々）といった階層化が進むだろう。Human

階層に属する人々は、整備された社会インフラを活用し、自分の能力を闊達に発揮する

Reality2.0 型個人として、日本に留まらず、広く世界中でも活躍するだろう。また、

Sophisticated Slave 階層に属する人々も生活レベルは向上するだろう。また、個人の幸福

度を考えた場合、上位の階層だけが幸せという話ではなく、Sophisticated Slave 階層にい

た方が幸せに感じる場合もあるだろう。さらに、各個人は単に一つの階層だけに所属する

のではなく、場面場面で、異なる階層に多重に属することもできるだろう。国の視点で考

えた場合、Reality2.0 課題先進国として、課題解決サービス・インフラ・ビジネスを世界

へ輸出するのではないだろうか。 

 

一方、ネガティブ面としては、 

Reality2.0 難民が大量に発生し、政府が対策に乗り出す。仕事が無くなる人も出てくる

ので、政府としては、最低賃金保障を進める必要もあるが、その場合、働けない（仕事が

ない）人をいかに保証するが課題となるだろう。 
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（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： 2025 年でもなく、2030 年でもなく、なぜ、2027 年なのか？ 

A： 2025 年と 2030 年の中間をとった。また、政策・法制度の整備のスピードを考慮する

と、整備 8 年ぐらいがターゲットとして良いと考えた。 
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４．２ 研究開発検討分科会 

 

本分科会の進め方として、参考資料を踏まえて超スマート社会における新たなサービス、

ビジネス、プラットフォーム等を想定し、それに必要となる研究開発項目（法律、規制、

ビジネス化等の課題も含む）を挙げた。 

また、研究開発項目ごとにその達成目標の他、短期、中期、長期に相当するか、を示した。 

 
 

４．２．１ グループ１ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

まずは各自が自由な発想で、付箋に研究開発課題を書き出し発表。その後、タイムスケー

ル、分野・領域に分類して整理した。 

大きく、①インフラ整備、②要素技術、③データの取り扱い、④社会へのインパクト、⑤

法的倫理的課題に分類しながら議論を進めた。 

 

①  Reality2.0 が上手く回るためのインフラをどう整備するか 

・ 人間のインタラクションより早い超リアルタイムで Reality2.0 を回すセンサー、 

アクチュエーター、アーキテクチャーの開発、構築 

・ いろいろな組み合わせが動的に機能する基盤整備 

・ セキュリティや上記を支えるシミュレーターの開発 

・ 中長期的には社会の変化に伴って可変な API の構築 

・ ソフトウェアだけでなくリアルなハードウェアも含めたＯＳ 

・ それ自体が自律・進化するプログラムやサービスのアーキテクチャーを構築 

・ Reality2.0 における人間がエージェントを使いどうアイデンティティを確立して 

いくか 

 

②  Reality2.0 インフラ上のサービスが上手く回っていくための要素技術 

・ 実体定義レンズ、SDK をどう定義するか 

・ サービス内容、組み合わせが変わる中で動的なサービスをどう保証するか 

・ サービスの取引を円滑にするためのメトリック、責任関係、決済制度 

・ バリューチェーン上のフェデレイテッドサービスへ拡大し、責任関係を明確化 

・ サービスへのただ乗りを許さない手法 

・ 金銭的な価値だけでない非金銭的な価値交換の方法 

 

③  データの公開、共有、流通を進めるための仕組 

・ 権利関係の明確化、トレーサビリティの確立 

・ マーケットプレイスを整備するために技術的、法的課題 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

161 

分
科
会 

④  Reality2.0 を進めていく上での経済、社会へのインパクト 

・ 社会的に受容させるための仕組の構築 

・ 社会規範をコンピューターに理解させるためのデータベース化 

・ 市民社会に取り込んで行くための場の設計、リテラシー教育 

・ 民主的な合意形成のための決定プロセス可視化、主張の翻訳、議論のファシリテ 

ーション 

・ 社会課題を諸問題から抽出してくるエンジン 

・ 海外でも Reality2.0 を進めるための文化、宗教翻訳エンジン 

 

⑤  法律、哲学、倫理に関する課題 

・ 機械学習結果の倫理、法的評価 

・ 機械に倫理、法的学習をさせるためのデータのあり方 

・ 機械学習のリバースエンジニアリング 

・ 人間とインタラクションするための感情理解技術、さらに思考を理解する技術 

・ Reality2.0 に伴って可変する環境をどう認知するか 

 

（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： 「社会課題抽出エンジン」とはどのようなものを想定しているか？ 

A： アイデアとしては従来からある、ビッグデータから何らかの社会課題を自動的に抽出

する方法論を指す。最後は人間系が社会課題を同定するだろうが、前段階として「気

づき」のようなものを機械が出せるようにするアイデア。どのような課題があって、

どうカテゴライズするとステークホルダーが整理できて一番効率的に合意形成が図れ

るかを現在のアルゴリズムを用いて解いていけるのではないかという発想。 

 

Q： 課題は既にたくさんあるのに、わざわざ課題抽出をいう意図は？ 

A： ポイントは数ある課題として認識されていないレベルのイシューをクラスタリングす

ること。新聞の意見欄のように社会に分散している紙に書かれた言語情報をどのよう

にデータベース化するか。現代だけでなく、将来の社会課題を抽出できるようになる

と意味のあるエンジンになる。 
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４．２．２ グループ２ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

各メンバーから Reality2.0 の将来像を踏まえ、ドメインとそれに必要となる研究開発項

目等についての案を提案した。それらを各自で発表しながら、分野の近いものについては

大まかなグループ分けを行い、それらを総称する研究開発項目としてまとめた。その後、

ドメイン・目標を設定し、それに向けた研究開発およびその進め方を最初に挙げた案を踏

まえて抽出しまとめた。 

 

ドメインとしては以下が挙げられた。 

・超高齢化社会対策 

・マスカスタム農業 

・教育支援、大衆化科学 

・医療（健康・医療、個別医療、介護ロボット） 

こうしたドメインを踏まえて、本グループでは「マスカスタマイゼーション社会の実現」

を達成目標に置いた。 

 

ここに向けて必要となる研究開発項目を抽出した結果、以下が挙げられた。 

・マーケットプレイス 

－需給のマッチングメカニズム、クラウドソーシングによる開発 

・ネットワーク 

－通信ネットワーク技術、生育管理センサーネットワーク、価値抽出・創生のため

のソーシャルネットワーク、エッジコンピューティングインフラの確立 

・アナリティクス 

－データ保存・解析技術、生態模倣アルゴリズム、自律制御学習技術 

・センサー 

－学習型センサーネットワーク、センサー融合 

 

また、上記研究開発を進めていくに当たっての「プロセス」として、共創サービスの実

験、Reality2.0 インフラ構築サービス、国のプロジェクトでアジャイル開発の実施、社会

インパクト評価の研究」も必要であると議論がなされた。 

さらに、「政策や仕組」のうち、社会全体として取組むべき課題としてシェアリングエコ

ノミーによる税源の仕組導入、個人の価値の明確化、最優秀人材獲得のための仕組などが

案として出された。また、ICT に関しては社会インフラとして考えるようにし、国として

一つの機関で束ねる横串的な仕組が必要ということで、「ICT 統括省の設立」が必要という

意見がまとめられた。 
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（発表資料） 

 

  
 

  
 

（質疑応答ならびに討論） 

 

Q： 個人のノウハウの知財化は何か具体的なイメージはあるか 

A： マスカスタマイゼーションにより、自分のアイデアで誰ももっていないモノを作るこ

とが可能になる。それを他者が欲しいとなった場合に、対価が支払われる、さらに二

次利用、三次利用があったときに対価が支払われるという仕組を指す。また、ビジョ

ン／インパクト検討分科会の発表でもあった一億総イノベータ時代では、個人が実験

し、その結果、例えば薬が発明されたとしたら、知財として守らなくてはいけない。

それをどうするべきかということ。 

 

Q： シチズンズイノベーションということで、自分の問題を解決するために自分のために

イノベーションを起こすということがあり得る。例えば、子供がハンデを追っていて、

義足を３D プリンタで作るとする。そういう人は知財という概念を持っていない場合

が多い。そういう面はどう進んでいくか分からない。企業では特許を取り知財を守っ

てそれがサクセスストーリーになるということだが、そもそも知財を考えないという

道も大きく出てくるのではないか考える。 
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A： 大きな話をすると知財は本当に必要かということになる。知財が科学技術の発展を阻

害しているという極論もなくはない。 

 

C： マスカスタマイゼーションという言葉が本サミットで多く使われているが、個人的に

はマスインディビジュアライゼーションの方が良いと考える。マスカスタマイゼー

ションはマスプロダクション、第 2 次産業の延長に聞こえる。もっと大きな変革を個

人にもたらすものと考えられる。 
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４．２．３ グループ３ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

ビジョン／インパクト検討分科会で発表された各グループのディスカッション結果およ

び配布資料「社会応用・社会実装を目指す課題の具体例」をもとに、グループメンバーに

より研究開発の目標を選択し、その目標に向けた研究開発のキーワード書き出しとクラス

タリングを行った。クラスタリングは、東京大学）森川先生による話題提供で紹介された

リーンスタートアップのフィードバックループ（BML ループ）に沿うこととした。 

選択した目標および BML ループの各プロセスにクラスタリングされたキーワード、そ

の主な論点は下記の通り。 

 

選択した目標：一億総イノベータ 

 

クラスタリング：  

1. Idea（気付く） 

 

2. Learn（考える） 

 技術シーズベース（登録・検索・マッシュアップ） 

知財データベースとライセンシング解決支援 PF 

Community (Developper S.H-User) Ecosystem / Web 情報のセンサー化 

ニーズポッド / アイデア共有インタフェース PF / アイデア具現化 PF 

アイデア API / アイデア構築支援 / ハッカソン SNS 

集団による意思決定の（機械による）サポート 

集合知による成果の報酬の分配 / 遠隔コラボレーション支援 

Cloud Expertize / 「名寄せ」のようなアイデア競合ツールフィルタ 

ヒューマンコンピュテーション / 知識と人のコンサルティングサービス 

 人材育成 

Reality2.0 のテキスト、カリキュラム 

プログラミング教育(Computational Thinking) / 遠隔地への教育 

学習履歴のビッグデータ解析 / プログラミング不要で使える 

 

3. Build（試す） 

 API-マッシュアップ群 

データ取引所（マーケットプレイス PF） / 官公庁データ API 

ソフトウェア-ハードウェア PF サプライチェーン 

ELSI を守る仕組、システムと体制・組織 

Example Application with Alpha Users / サービスディスカバリー 

技術シーズのマッチング / サービス統合技術・実験設備の共有 
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 クラウドソーシング PF / クラウドファンディング PF 

物理（生産系）クラウドソーシング 

リモート製造実装（Virtual Manufacturing） / Digital Fabrication  

3D プリント API（API Gateway Service） 

Cyber-Physical Interface(API, Prototype HW) 

Apps for Science and Education and Small Business / Remote Fabrication 

プロトタイピング / カスタマイゼーション 

 AI、実装技術群 

機械学習 / 機械翻訳 / 文章の要約（自動化） / 音声対話 / 対話型アシスト 

セマンティック・オントロジー 

 

4. Measure（評価する） 

 Safe and Security 

機密情報の保護 / 知財を守る仕組 

クラウドソーシングのセキュリティ-プライバシーの保護 

セキュリティ・ゲートキーパー / セキュリティの拡張 

 非機能要件群 

小型 / 軽量 / 低コスト / 省エネルギー / リアルタイム / 誰でも使える UI  

信頼性 / スケーラビリティ 

 その他 

ユーザーのモデリング / Virtual Simulator 

Cloud Customer：想定するカスタマーにリーチあるいはそのシミュレータ 

（マルチエージェント） 

 

5. Deliver（実現する） 

 

クラスタリング外のキーワード 

 ソフトロボット / コラボレーションロボット 

超マイクロロボット（体内で動く） 

ロボットへのフィードバック / 超低コスト省電力センサー 

フレキシブルトランジスタ（センサー） / プログラミング 

ソフト-ハード協調プログラミング / FPGA 

プログラマブルなハードウェア / スマートスペクトラム / ストリーム 

Untethered Energy 
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（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

Q：一億総イノベーターであれば、個々ひとりひとりに焦点がいくが、Reality2.0 は、社

会構造、産業構造を変える力があるのではないか。 

 

A：少ない人数で企業を立ち上げられるのであれば、大企業はいらない。産業変革は起こ

ると思う。 

 

Q：個々のアプリケーションレベルであれば、そうかもしれないが、Reality2.0 を支える

プラットフォームには規模が必要である。そのために、今までと同規模とは限らない

が、それなりの規模の大企業は必要である。ただ、ここは国が担う可能性もある。 

 

A：特にインフラ（水道とか）は、一般の企業や個人ではできない。そういうものこそ、

国がやるべきである。 

 

C：今の形の大企業はなくなるが、インフラを支える、インフラを使う個人を支える大企

業は残ると思う。 
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Q： 個人ベース、サービス中心ベースの社会が来るという議論が進んでいるが、水道は水

道管が必要だから大企業（鉄鋼業）が必要である。そのようなものも ICT が代替でき

るのかどうか。今までの企業の前提は、規模の経済、規模に関係ない社会が想定でき

るのかどうか。 

 

A： 極端なことを言えば、水やエネルギーも人間が生み出すことができる。人間は、排泄

物やエネルギーを常に生み出している。それを循環すればよい。ＳＦ的な世界ではあ

るが。 

 

C： 今までは、経済規模が大きくなることで利益があがった。今後は、人口も減り、経済

規模も縮小していくであろう。経済モデルが変わるので、考え方を変えていく必要が

ある。 

 

C： 技術は枯れていない。それ以上に重要なものは、マインド、プロセス、社会的問題、

関係、責任など。それらがなければ、技術があっても、先へ進まない。 

 

A： JST に、技術以上に優先度の高い課題がたくさんあることをインプットするのも、今

回の目的のひとつなのではないかと考えた。 

 

C： スタートアップ市場は、多産多死である。たくさん生み出されるアイデアを実現して

社会に受け入れられるかを試すには、それなりの開発者の母数が必要である。人材育

成が大きなボトルネックである。 

 

C： 金融は信用創造である。過去は、規模がその保証だった。規模がなくても、保証がで

きるのであれば、こういう世界が訪れる可能性がある。 
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４．３ Reality2.0 を起こす仕組検討分科会 

 

基調講演「超スマート社会に向けた ICT からみた社会変革の展望」、および「問題共有の

ための話題提供」の発表内容と参考資料を踏まえて、3 つのグループに分かれて、Reality2.0

を起こす仕組に関して多視点から議論を行った。具体的には、超スマート社会実現に向け

た、構造上の課題（大学、ファンディング、技術移転、人材育成 等）を検討し、そのよ

うな課題に対する対策を考えるとともに、課題・対策について対象（産業界、学界、政府、

市民、メディア 等）の特定を行うことで、Reality2.0 を実現するための「対象・課題・

対策」に関するイネーブラー・フレームワークを探求した。 

 

４．３．１ グループ１ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

国内の各省庁で主催される複数の IoT/CPS関連協議会を経験したグループメンバーらに

よる意見出しを中心として、自由な議論と認識合わせがなされた。主な意見および論点は

下記の通り。 

 

<IoT と Reality 2.0 の違い> 

 IoT は要素技術を指し、Reality 2.0 は社会構造の変革を指している。さらに、ス

マート社会との違いは、Reality 2.0 は「社会がどのようにスマートになるのか」

の形や各ドメインの横串運用、バリューチェーンにかけて触れている点が新しい。 

 

<ロードマップの先行モデル> 

 European Technology Platforms (ETPs)と技術共同研究組合（技組） 

 ヨーロッパ型のコーポラティズム(Corporatism)のような仕掛けを大きく作る 

 産業競争力懇談会(COCN)の提言書 

 

<Reality 2.0 の認識の一般普及について> 

 Reality2.0 はオーバーニーズであり、どこまでも進化していくイメージで売るが、

社会的受容性の維持を考えたときにピースミール工学式に「だんだんと実利を示

していく」ことが大切であり、王道である。この行き着く先が「AI であり、自律

的にプログラムがサービスインしてくる」などとせず、いま既にサービスインし

ている事業をもとにした具体的な生活者メリットを段階的に示すべきである。こ

れらと共に Reality2.0 全体のピクチャーとをバランスさせることが課題である。 

 インダストリー4.0 は、ドイツの国を賭けたマーケティングであり、メルケル首相

はどこにいっても口にする。日本はこのあと、総務省、経産省とも IoT をキーワー

ドに政策に打ち込んでくるなか、どういった立ち位置でブランディングするのか

を考える必要がある。例えばアベノミクス三本の矢のうち、「一億総活躍社会を支

える社会のアーキテクチャー。それが Reality2.0」といった考え方はあるだろう。 
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 Reality 2.0 のはじまりは、正の側面も負の側面もいまいち分からないところから

スタートするのだろう。ネガティブ・キャンペーン対策の前に、「Reality 2.0 とい

われても何だか分からない」「私たちに何の関係があるのか」とならないよう、ブ

ランド建てとパブリック・リレーションズが必要である。 

 ネガティブ・キャンペーン対策を考えるタイミングとは、「どのようなブランドの

立て方をすると、どのようなリアクションが考えられるということから、それら

に対してどのようなメッセージを打つ」という順番ではないか。 

 

 

 

< Low Hanging Fruit に陥らないために> 

 例えば米国の活発さは、三階層モデルの上の層を国が押さえつつ、研究開発ドラ

イブに助成していることにある。かつて日本で国鉄や電電公社がプレイヤーだっ

た「担ぎ手」を、Reality2.0 としてはどの民間企業、またはセミパブリックな第

三のモデルを作り上げるのか、もしくはベンチャーモデルのアプローチで個人と

するのか、何らかのイメージを組み立てる必要がある。 

 例えば Reality2.0 で重要なプレイヤーの一部となる ICT 系スタートアップは、ア

ントレプレナーキャリアに進む前にローハンギングなところでマネタイズしがち

である。 

JST を中心としたコンソーシアムにできることは、彼らがロングショットを狙え

るように大企業やベンチャーキャピタルなどのパートナーの用意をすることでは

ないだろうか。 

 民間の LP（Limited Partner, 有限責任組合員）と比べたとき、税金のガバナンス

は非常に弱いことから、民間のリースマネーが入ることが望ましい。投資の判断

をしつつ事業を回せるところまでコミットする人が必要である。 
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（発表資料） 

 

  
 

  
 

 
 

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

なし 
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４．３．２ グループ２ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

「産業界」「学界」「政府」「市民」「メディア他」「横串」の６つのカテゴリーに分け、

それぞれの問題・課題、解決策について議論した。 

 

○「産業界」における問題・課題と解決策 

【問題・課題】 

• DOJO のような実際に作ってみる「場」がない 

• 企業が短期的な開発に集中せざるを得ず、中長期的なビジョンやアジャイ

ル対応ができていない 

• 企業が自分たちの利益を追求し、国策的なことを考えていない。 

• 学会を軽視し、国内における産業界から学界への研究費の拠出が少ない 

• 知財等を気にするあまり、企業間の共同研究がうまく機能していない。 

【解決策】 

• 米国西海岸で行われているようなスタートアップ支援 DOJO を設立する 

• 学位を持った人のキャリアを考慮した人材流動の仕組を作る 

• Reality2.0 のエコシステムに最初から産業界を巻き込む 

• 各社が知財を一定の範囲で担保できる仕組を作る 

 

○「学界」における問題・課題と解決策 

【問題・課題】 

• 学界・大学における評価の仕組をインパクトファクターからソーシャルイ

ンパクトファクターへ変えることが必要ではないか。 

• ソーシャルインパクトファクターは国内だけで通用するものではなく、グ

ローバルに納得できるものにしないといけない 

• 論文投稿から出版までの期間が長すぎるため、短期間で評価できる仕組に

しないといけない 

-クラウドソーシングによる評価の導入も必要である 

• Reality2.0 の新しいコミュニティーをオープンに作ることが必要ではな

いか。 

-ローカルにもグローバルにも強い人材の育成が必要である 

-起業家マインドの育成が必要である 

-若手研究者の負担軽減を考える必要がある 

【解決策】 

• ソーシャルインパクトファクターを導入し、論文だけでなく、社会に 

与えた利益も評価する 

• 仲間内だけのピアレビューではなくパブリックレビューにする 
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• 法律家や社会科学者などの別分野の専門家の意見を取り入れる仕組を作

る 

• ニコニコ学会βのようなネットの活用が必要である 

 

○「政府」における問題・課題と解決策 

【問題・課題】 

• ファンディングの仕組に問題がある 

-研究費の予算配分が通常は前半に多く、後半は減っていくが、研究進

捗に対応していない。 

-ファンディングの際の評価が論文に偏っている 

-社会イノベーションそのものを誘導して実行する事業が欠如している 

-失敗を許容する文化が必要である 

• 制度設計に問題がある 

-審議会委員の選び方が恣意的ではないか 

-Reality2.0 の進展に合わせた規制改革が必要である 

【解決策】 

• 研究の進捗や成果に応じて、ダイナミックに予算配分を決定する仕組を導

入する 

• 論文以外の評価指標を導入する 

• 法制度を前倒しで検討する 

 

○「市民」における問題・課題と解決策 

【問題・課題】 

• 市場教育 

• 個人データの取扱 

【解決策】 

• 市民参加型の Reality2.0 コンテストの設置 

• 個人情報を預託する情報銀行の設置 

• 自分のデータがどこに集められ活用されているのかが分かる透明性の 

確保 

 

○「メディア、他」における問題・課題と解決策 

【問題・課題】 

• 情報をいかにインプットするか 

• Reality2.0 の「気持ち悪さ」をきちんと議論できていない 

• 目に見えないソフトウェアの重要性を説明しきれていない 

【解決策】 

• 市民向け公聴会にメディアも呼んで、正しい情報 

（何ができて何ができないか、光と影）をインプットする 
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• 市民との対話の場を設定し、研究者が市民に教えるだけではなく、 

市民から使い方や社会制度の考え方に関する情報をもらう 

• ソーシャルメディアを活用する 

• Reality2.0 が実現してきた段階で、バーチャルでもいいので目に見える 

形でショーケース（市民が触れる場）を設置する 

 

○「横串」における問題・課題と解決策 

【問題・課題】 

• 異業種連携 

• 失敗を許す環境や文化の醸成 

• 人材の育成 

【解決策】 

• 産業界を巻き込むことを目的とした、公的機関による「場」の設定 

• 失敗した人を優遇する仕組作り 

• 起業家精神の教育（例：i-Corps） 
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（発表資料） 
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（質疑応答ならびに討論） 

 

C： 制度は、ファンディングだけでなく、管理制度を検討するべきである。今の制度は、

証拠書類をそろえるのが大変。誰かが悪いことをすると、ルールが増え続ける。それ

にしたがって、書類も増える。これはしていけないというリストを作って、それ以外

はしてもよいことにするようにして欲しい。メカニズムの見直しをお願いしたい。 

 

Q： IoTやビッグデータという言葉を、Reality2.0に置き換えても違和感がない。Reality2.0

ならでは、というものはどれなのか 

 

A： 今回は、Reality2.0 と AI、IoT、ビッグデータと何が違うのかという議論をしていな

い。そういう議論をすべきだった。 

 

C： 今回の提案は、政府の役割を増やし、民活を削ぐようなものに感じる。Reality2.0 世

界で、個人の活動が企業から離れ、活発になるのだとすると、そういう中での政府の

役割を考える必要がある。企業は社会的利益は考えないだろう。自分の利益を考えた

上で、社会に貢献するということでないと意味がない 

 

A： われわれの提案は、企業が参加すれば、その企業に利益を還元できるエコシステムを、

一緒に構築する活動に参加して欲しいというものである。ただし、短期的利益ではな

く、長期的利益である、ことを強調している。 

  



科学技術未来戦略ワークショップ報告書 

「IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐」サミット 

CRDS-FY2015-WR-03 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

179 

分
科
会 

４．３．３ グループ３ 

 

（グループ内議論要旨） 

 

Reality2.0 は技術がドライバーになるのか。イノベーションを起こす仕組は何かについ

て議論。それは切っても切れない関係で、研究イノベーション、社会イノベーション、産

業イノベーションの関係である。 

応用数学分野に似て、アカデミアの体質にも問題がありそう。また産業が入ってくる仕

組（産業のあり方、産学連携）、社会的アカウンタビリティ、社会人文学者との関わり等が、

論点となる。例として、韓国の取組みがある。「創造経済」として国民全員がイノベータに

なることを打ち出している。任意にアドバイザーとして登録、指名されてネットで意見を

登録する。コミュニティーへの関わり方は不明だが、個人が ICT とあらゆる分野の融合に

ついて自ら意見を述べることがなされている。 

これまで、研究開発は新しいものを生み出す、シーズをどうニーズに持っていくかの一

方向を考えればよかった。例えば、Apple はアロワルトのものを持ってきた。作った人と

それを使う人は一致しない。両方から取組みをして実装する。 

技術はあって展開する仕組を議論するのか、課題から技術を作る仕組を議論するのか、

については、こうありたいという姿から必要な仕組を議論したい。吉川元センター長は「機

能の科学」とか「社会適応の科学」と呼んでいた。イノベーションを起こすにはコンセプ

トから出る技術が必要で三角形の構造になると思う。 

Reality2.0 はシュンペータ流の大結合だと見ている。ICT は社会にインストールされる

と大きい。しかもそこから生まれる課題も ICT で解いていく。シーズありきではない。「火

星に行って帰ってくる」という課題には技術はまだない。目標を達成するためのシーズは

ないこともありえる。 

Reality2.0 を起こす仕組としてプログラムを想定するとき、CREST やさきがけのよう

に、ビックデータとか IoT とかテーマを決めてやるのではなく、たとえば、スマート社会

の中で考えられるコンセプトやビジョンでもってやる。このとき、コアテクから実装まで

すべてを社会と見て、市民を巻き込んで考える。その仕組として整理した。 

この中でフェーズ連携や技術連携をやる。デザインプログラムも行なうが宙に浮いたよ

うなものではなく、市民に向かってアウトリーチできるようなものを考える。JST に新し

くできた未来創造システムチームが考えられる。その他、使いやすく普及しやすくするた

めの標準化や制度設計なども考えなくてはならない。また、広く市民や海外の方を巻き込

んで Reality2.0 を考えるようなインターナショナルシンポジウムで、連携の場を作ると

いったことを考えた。 
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（発表資料） 

 

  

 

  

 

（質疑応答ならびに討論） 

 

なし 
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事業を行う時はコンペティタを意識することが大事で、Reality2.0 を進める際にも外部

の動きとうまく関係（コンペティタとの競争、ブランディング、コラボレーション）を持

つことが必要である。また、Reality2.0 でイノベーションの社会実装・社会変革を狙う際

には、誰がどの部分に関して担い手になるかを常に意識することも必要。政府、公的組織、

既存の大企業、ベンチャーと、色々な担い手を意識した方が良い。JST や文科省が、研究

開発コミュニティと外部とのインターフェースとしてうまく機能し、プログラムにマーケ

ティング要素を導入したり、企業の人を外から呼んできてアッパーレイヤーとのインター

フェースをとるとか、うまく設計すれば良いと思う。 

 

ブランディングとして、Reality2.0 は名前がわかりにくい。これから行うのは、市民を

巻き込む社会変革なので、 

ソサエティ 1.0 は、村のお店中心の社会 

ソサエティ 2.0 は、大企業が大量生産しグローバルに展開する社会 

ソサエティ 3.0 は、もう少し個人個人の力を利用してマス・リビタリゼーション（地

域振興）を展開するための最適な仕組を持つ社会 

と言った方が、説明し易いし、入りやすいのではないか。その上で、具体的なプロジェク

トを展開した方が、上位の概念と具体的なプロジェクトの推進という意味で、回り出す可

能性があるのではないかと思う。 

 

今回のコンセプトの中で非常に大きなポイントは、市民の 1 人 1 人が色々な役割（ファ

ンダー、インベスター、イノベータ、ユーザー、ファンダリー）を担いながら参加する点

である。そういう、色々な人が色々な役割を、企業を介さず演じられるということをコン

セプトとしてまとめ上げて欲しい。 

 

IEEE が新しいイニシアティブとして、Rebooting Computing Initiative 10 のソサエ

ティをコンダクタの下に設置した横断的なプロジェクトを動かしている。オバマ政権とも

連携し、2020 年以降の社会を描こうとしているので、海外の動きも意識することが必要で

ある。 

 

より広い領域を巻き込んで物事を動かそうとする時には今回のサミットの様に、色々な

分野の人が集まって議論することが、必要なアクションである。こういった取り組みは、

同じテーマで、半年に 1 度行うと良いと思う。 

シンガポール政府がすでに始めている「Smart Nation（スマートな国家）」は、Reality2.0

と似たようなものを狙っており、高齢社会・スタートアップの育成とかいっていることは

皆同じである。シリコンバレーでは Uber のように、言われなくても先行している。その

状況の中で、後発の Reality2.0 においては、良く戦略を考えないと、できあがった時には

時代遅れになりかねないので、継続して議論して頂きたい。 
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今回、折角、ICT の分野でこの様なサミットを行ったのだから、このコミュニティを活

かしたバーチャルディスカッショングループを作り、かつ、継続して続けられるプラット

フォームを JST で用意し、次のサミットに向けて議論をするという仕組を作ると良いと思

う。 

 

本サミットの目的は、「物理世界とサイバー世界が融合・一体化した未来像として描いた

『超サイバー社会‐Reality2.0‐』にむけたビジョンの明確化、およびその目標・世界観を

共有化、実現に向けた課題（社会における様々な機能をエコシステムとしてとらえ、必要

に応じて動的に機能群を提供していくサービスプラットフォームの確立、このサービスプ

ラットフォームの共通基盤技術、等）、それを実現する仕組、等を議論すること」であった。 

今回、延べ 18 時間の議論により、Reality2.0 のビジョンの明確化・共有化・課題抽出・

仕組の想定、等をコンセプトとして整理することができた。こういったコンセプトを日本

から発信し、世界で共有化させることは難しいことではあるが、非常に重要なことではあ

る。今回のサミットにおいて形成されたコミュニティーの中で、今後も、Reality2.0 の世

界の実現に向けた議論を深め、是非、世界への提言活動へと発展して頂きたい。 

国・研究現場の両方に近い位置にいる JST においても、今回のサミットの結果を国へ伝

えるとともに、政策として実現するために、今後、ワークショップ等を開催し、国の研究

開発戦略へと提案していく必要がある。 

 

以上 
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６ 付録 

 

６．１ 開催プログラム 

 

【1 日目：9/27（日）】 

09:30-10:00 受付 ３階大会議室前 

 

全体セッション 会場：３階大会議室 

10:00-10:10 事務連絡（JST/CRDS） 

10:10-10:20 開催挨拶  倉持隆雄（JST/CRDS センター長代理） 

10:20-10:25 サミット趣旨説明 岩野和生（JST/CRDS 上席フェロー）  

10:25-10:30 基調講演  中村道治（JST 理事長） 

10:40-10:55 基調講演  安西祐一郎（JSPS 理事長） 

10:55-11:15 「超スマート社会に向けた ICT からみた社会変革の展望」 

      岩野和生（JST/CRDS 上席フェロー） 

      有本建男（JST/CRDS 上席フェロー） 

11:15-12:00 話題提供  林孝浩（内閣府参事官） 

      井上友二（㈱トヨタ IT 開発センター会長） 

      森川博之（東京大学先端科学技術研究センター 

           教授） 

 

12:00-13:00 ランチミーティング 会場：1 階レストラン 

 

13:00-14:35 ポジションペーパー発表① 

14:35-14:45 休憩 

14:45-16:20 ポジションペーパー発表② 

16:20-16:40 休憩 

16:40-17:30 話題提供  栄藤稔（㈱NTT ドコモ執行役員 イノベーション 

          統括部長） 

      東條吉朗（NEDO プログラムアドバイザー/ 

           JETRO サンフランシスコ所長） 

      木村康則（㈱富士通研究所フェロー） 

 

分科会Ⅰ ビジョン／インパクト検討分科会 会場：３階小会議室 301～305 

17:30-20:00 ビジョン／インパクト検討分科会（5 グループ） 

 

全体セッション 会場：1 階レストラン 

20:00-22:00 ビジョン／インパクト検討分科会ディスカッション結果発表 

   意見交換・懇親会  
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【2 日目：9/28（月）】 

08:00-09:00 朝食 

 

09:00-09:30 受付 ３階大会議室前 

 

全体セッション 会場：３階大会議室 

09:30-10:15 話題提供 

    稲上泰弘（JST 経営企画部） 

    川野俊充（ベッコフオートメーション㈱代表取締役社長） 

    大谷晋平（㈱アマゾンデータサービスジャパン 

ストラテジックソリューション部 部長） 

 

分科会Ⅱ 研究開発検討分科会 会場：３階小会議室 301～303 

10:15-13:00 研究開発検討分科会（3 グループ） 

 

全体セッション 会場：３階大会議室 

13:00-13:50 研究開発検討分科会ディスカッション結果発表 

13:50-14:00 問題共有のための話題提供  

    岩野和生（JST/CRDS 上席フェロー） 

 

分科会Ⅲ Reality2.0 を起こす仕組検討分科会 会場：３階小会議室 301～303 

14:00-16:00 Reality2.0 を起こす仕組検討分科会（3 グループ） 

16:00-16:15 休憩 

 

全体セッション 会場：３階大会議室 

16:15-17:00 Reality2.0 を起こす仕組検討分科会ディスカッション結果発表 

17:00-17:10 まとめ    

    中村道治（JST 理事長） 
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６．２ 参加者一覧 （敬称略、所属・役職は開催時のもの） 

青山幹雄 南山大学理工学部ソフトウェア工学科 教授 

◎  安西祐一郎 日本学術振興会 理事長 

伊藤久美 GE ヘルスケアジャパン株式会社マーケティング本部 本部長 

◎★ 井上友二 株式会社トヨタ IT 開発センター 代表取締役会長 

井上拓生 株式会社産業革新機構 ディレクター 

上田修功 NTT コミュニケーション科学基礎研究所 上席特別研究員 

浦本直彦 日本 IBM 株式会社東京基礎研究所 クラウド・テクノロジー部 部長 

◎★ 栄藤稔 株式会社 NTT ドコモ 執行役員 イノベーション統括部長 

榎本剛 文科省研究振興局 参事官（情報担当） 

◎  大谷晋平 アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 

 ストラテジックソリューション部 部長 

大橋弘 東京大学大学院経済学研究科 教授 

生越満 理化学研究所経営企画部 次長 

鹿島久嗣 京都大学大学院情報学研究科 教授 

加藤重治 理化学研究所 理事 

上村理 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付上席政策調査員 

◎  川野俊充 ベッコフオートメーション株式会社 代表取締役社長 

川原圭博 東京大学大学院情報理工学系 准教授 

北川勝浩 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授 

◎  木村康則 株式会社富士通研究所 フェロー 

栗原 潔 文科省研究振興局参事官（情報担当）付専門官 

紅林徹也 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付上席政策調査員 

桑名栄二 日本電信電話株式会社先端技術総合研究所 所長 

小泉寿男 NPO 法人 M2M 研究会 会長 

小寺秀俊 理化学研究所 理事長特別補佐 

小安重夫 理化学研究所 理事 

佐川千世己 富士通株式会社サービスプラットフォーム戦略企画室 執行役員/室長  

猿渡俊介 静岡大学情報学部学術院情報学領域 講師 

志度昌宏 株式会社インプレス IT Leaders 編集部副編集長 

信濃正範 理化学研究所経営企画部 部長 

鈴木教洋 株式会社日立製作所社会イノベーション協創統括本部 統括本部長 

 兼中央研究所 所長 

高田広章 名古屋大学未来社会創造機構 教授 

高宮真 東京大学生産技術研究所 准教授 

高本孝頼 NPO 法人オープンワイヤレスアライアンス 代表 

竹上直也 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官補佐 

田中伸彦 経済産業省産業技術環境局研究開発課 企画官 

◎  東條吉朗 NEDO プログラムアドバイザー/JETRO サンフランシスコ長 

徳田英幸 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 
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豊田正史 東京大学生産技術研究所 准教授 

中小路久美代 京都大学学際融合教育研究推進センター デザイン学ユニット 特定教授 

中澤仁 慶應義塾大学環境情報学部 准教授  

中島秀之 公立はこだて未来大学 学長 

中西宏典 内閣府大臣官房 審議官 

西岡靖之 法政大学デザイン工学部 教授 

林孝浩 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官 

日高一義 東京工業大学イノベーションマネジメント研究科 教授 

藤井威生 電気通信大学先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授 

布施田英生 内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官 

古屋輝夫 理化学研究所理事長室 室長 

前田倫広 理化学研究所経営企画部 副主幹 

松本洋一郎 理化学研究所 理事 

丸山宏 統計数理研究所 副所長 

南悦郎 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 執行役員 

◎★ 森川博之 東京大学先端科学技術研究センター 教授 

矢野和男 株式会社日立製作所研究開発グループ 技師長  

山下克司 日本 IBM 株式会社 グローバルテクノロジーサービス事業本部技術理事 

山田敬嗣 NEC Asia Pacific Pte. Ltd. シニアバイスプレジデント  

和田圭佑 インキュベイトファンド 代表パートナー 

 

◎  中村道治 科学技術振興機構 理事長 

大竹暁 科学技術振興機構 理事 

安藤慶明 科学技術振興機構 参事役 

倉持隆雄 科学技術振興機構研究開発戦略センター センター長代理 

◎  有本建男 科学技術振興機構研究開発戦略センター 上席フェロー 

黒田昌裕 科学技術振興機構研究開発戦略センター 上席フェロー 

永野博 科学技術振興機構研究開発戦略センター 特任フェロー 

鈴木慶二 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

富川弓子 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

藤井新一郎 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

的場正憲 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

 

市岡利康 科学技術振興機構経営企画部国際戦略室 上席主任調査員 

◎  稲上泰弘 科学技術振興機構経営企画部イノベーション企画推進室 研究監 

宮田裕行 科学技術振興機構経営企画部イノベーション企画推進室 主任調査員 

岡山純子 科学技術振興機構経営企画部未来創造システムチーム 主査 

松尾浩司 科学技術振興機構戦略研究推進部 調査役 
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IoT が開く超サイバー社会のデザイン‐Reality2.0‐チームメンバー 

◎★ 岩野和生 科学技術振興機構研究開発戦略センター 上席フェロー 

小山健一 科学技術振興機構研究プロジェクト推進部 主任調査員 

寿桜子 科学技術振興機構科学コミュニケーションセンター 調査員 

澤田朋子 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

高島洋典 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

土井直樹 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

豊田清 科学技術振興機構戦略研究推進部 主任調査員 

宮下哲 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

茂木強 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

矢倉信之 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

山田直史 科学技術振興機構研究開発戦略センター フェロー 

 

※ ◎講演者、★プログラム委員 
 



 

 

■報告書作成メンバー■ 

岩野 和生 上席フェロー （システム・情報科学技術ユニット） 

寿  桜子 調査員  （科学コミュニケーションセンター） 
小山 健一 主任調査員 （研究プロジェクト推進部） 

澤田 朋子 フェロー  （海外動向ユニット） 

鈴木 慶二  フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 
高島 洋典  フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 

土井 直樹 フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 

富川 弓子 フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 
豊田  清 主任調査員 （戦略研究推進部） 

藤井新一郎 フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 

的場 正憲  フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 
宮下  哲  フェロー  （ナノテクノロジー・材料ユニット） 

茂木  強 フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 

矢倉 信之 フェロー  （ライフサイエンス・臨床医学ユニット） 
山田 直史 フェロー  （システム・情報科学技術ユニット） 

 

※お問い合わせなどは下記ユニットまでお願いします。 
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