資料２-１
Society 5.0 共通重要課題 各府省主な推進施策一覧
システム間データ連携
○医療・介護・健康データ利
活用基盤高度化事業
○ICT スマートシティ整備
推進事業
○スマートスクール・プラ
ットフォーム実証事業

知財・標準化戦略
規制・制度、社会受容性
人材育成
○IoT ネットワーク運用人
○マルチステークホルダー ○IoT サービス創出支援事業
材育成事業
の参加によるＡＩネット ○情報信託機能活用促進事業（パ
ーソナルデータの利活用促進） ○ナショナルサイバートレ
ワーク化に関する国際的
ーニングセンターの構築
な議論の推進（ＡＩネッ
○オープンデータ・テスト
トワーク社会推進会議）
ベッド整備等事業
○地域における IoT の学び
推進事業

文部科学省

○地球環境情報プラットフ
ォーム（DIAS）の構築
○府省連携防災情報共有シ
ステム（SIP4D）
○海洋状況把握に資する海
洋観測、解析・シミュレー
ション技術等の開発
○災害情報ハブ（内閣府防
災の取組に参画）

○「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」
における OJT を通じた人
材育成
○データ関連人材育成プロ
グラム
○Society5.0 に対応した高
度技術人材育成事業
○大学の数理及びデータサ
イエンスに係る教育強化
○大学における革新的工学
系教育改革促進事業
○新学習指導要領における
プログラミング教育の必
修化

経済産業省

○データの利活用の加速
○官が保有するデータの活
用等

総務省

基盤技術研究開発
○グローバルコミュニケーシ
ョン計画の推進
○高度対話エージェント技術
の研究開発・実証
○次世代人工知能技術の開発
○革新的 AI ネットワーク基
盤技術の研究開発
○革新的光ネットワーク技術
の研究開発
○IoT 共通基盤技術の確立・
実証
○IoT/BD/AI プラットフォー
ム社会実装推進事業
○量子暗号基盤技術の研究開
発
○ 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
○ Society5.0 実現化研究拠
点支援事業
○光量子飛躍フラッグシップ
プログラム
○革新的材料開発力強化プロ
グラム
○ナノテクノロジープラット
フォーム

○官民の連携による国際標 ○産業・個人が保有するデータの ○ＩｏＴ人材、ＡＩ人材等 ○データ処理技術の高性能化
準獲得推進等
ルール策定等
の育成強化等
を図るための次世代ＡＩチ
ップ等の研究開発等

〇保健医療データプラット
フォームの構築

〇診断・治療支援のための AI 開
発をしやすくするための医師
法上や医薬品医療機器法上の
取扱の明確化

〇保健医療分野における AI
開発の加速
〇健康医療分野 AI 加速コン
ソーシアム（仮称）
○がんゲノム医療の戦略的推
進

○農業データ連携基盤の整
備

〇農林水産業におけるロボット
技術安全性確保検討事業
○農林水産先端技術の社会実装
の加速化のためのアウトリー
チ活動強化

○戦略的プロジェクト研究
推進事業など委託プロジ
ェクト研究（人工知能未来
農業創造プロジェクト）等

国土交通省

〇G 空間情報センターによ
る 産 学 官 民デ ータの流
通・利活用の促進

〇i-Construction の普及加速
〇AI、ロボット等革新的技術のイ
ンフラ分野への導入

○ 海 事 生 産 性 革 命 （ iShipping と j-Ocean）
○AI 等を活用した港湾物流
全体の効率化の推進

環境省

○気候変動適応情報プラッ
トフォーム

厚生労働省

農林水産省

防衛省
警察庁

○自然災害に対する強靱な
社会の実現に向けた研究
開発
○自動運転の実現に向けた
研究開発

Society 5.0

ＩＴ戦略本部

未来投資会議

健康・医療戦略
推進本部
防災

知財戦略本部

宇宙開発
戦略本部
総合海洋
政策本部

システム間データ連携
○ 行 政 手続きオ ンライン
化、電子行政
○国・地方公共団体等のオ
ープンデータの促進
○データ標準化／プラット
フォームの整備

委員会
（民間）

・IoT 推進ラボ

知財・標準化戦略

各府省主な推進施策一覧

規制・制度、社会受容性

人材育成
○セキュリティ・ＩＴ人材
育成

○ デ ー タ利活用 基盤の構 ○データ利活用を促す知財・ ○規制のサンドボックス制度の ○「何を学ぶべきか」の羅針
築、徹底したデータ活用 標準化戦略
創設
盤の提示
○行政目線の「行政手続」から事 ○産学官連携による実践教
に向けた制度整備
業者目線への公共サービスへ
○公共データのオープン化
育
の転換
○産業界・個人におけるデ
○大学の理数・データサイ
ータ流通・利用の加速化
エンス教育の強化、工学
改革等
○誰もが学び直しできる社
会の構築
○先端的研究開発に必要な
○医療等データ利活用基盤 ○健康・医療に関する知財・
標準化
人材育成
構築
○新産業の創出に必要な専
門的な人材の育成
○総合防災情報システム
○災害情報ハブ
○データ利活用を円滑化す ○データ・ＡＩ時代に対応
○知財創造教育の推進
る知財システムの構築
した知財・標準化戦略
○クールジャパン人材の育
○知財の価値評価
成
○中長期の知財ビジョン
（クールジャパン戦略を
含む。）の検討
○宇宙関係人材育成
○宇宙データの収集・蓄積・ ○宇宙機器・部品に関する
知財・標準化強化
融合・解析・活用の仕組み
整備
○海洋状況把握（ＭＤＡ）体
制の確立

個人情報保護

・IoT 推進
コンソーシアム
・スマート IoT
推進フォーラム

共通重要課題

〇異分野データ連携の在り
方の検討課題の整理

○匿名加工情報の利活用促進
○個人情報保護・セキュリ
○個人情報保護（日・ＥＵ間の相
ティに関する人材育成
互の円滑な個人データ移転を
図る枠組の構築、
ＡＰＥＣ越境
プライバシールール）
〇国内外動向把握、標準化 〇データ取引契約の検討事項
○技術検定、講習会、IoT 体
戦略
〇プライバシー関連の条件
験型教育、ハッカソン等
〇IoT 機器のセキュリティガイ 〇技術開発人材の育成
ドライン
〇テストベッドによる先進的モ
デル事業の創出

基盤技術研究開発

○準天頂衛星を用いた自動
走行等の実証推進

