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内 容

1. 政府全体としてのAI（人工知能）に関する政策(含む医療)
・「経済財政運営と改革の基本方針2017」（６月９日閣議決定）と
「未来投資戦略2017」（６月９日閣議決定）における記述

・人工知能技術戦略会議の設置

・「人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ」の策定

2. 総務省としてのIoT、AI、ビッグデータに関する取組み
・情報通信審議会「新たな情報通信技術戦略の在り方」における審議
・次世代人工知能社会実装WG報告書概要（案）

自然言語処理・脳科学等に関する研究開発
・NICTにおける医療/生体等に係る研究開発
・総務省の研究開発支援

SCOPE（戦略的情報通信研究開発推進事業）
異能(Inno)vation

I-Challenge！（ICTイノベーション創出チャレンジプログラム）
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第２章 成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題

２ 成長戦略の加速等
600兆円経済の実現に向けて「未来投資戦略2017」に基づき、以下の成長戦略を強力に推進する。

中長期的な成長を実現していくために、近年急激に起きているＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能（ＡＩ）、
ロボット、シェアリングエコノミー等の第四次産業革命の技術革新を、あらゆる産業や社会生活に取
り入れることにより、様々な社会課題を解決するSociety5.0を世界に先駆けて実現する。
その際、 モノとモノ、人と機械・システム、人と技術、異なる産業に属する企業と企業、世代を超え

た人と人、製造者と消費者など、様々なものをつなげる新たな産業システム（Connected Industries）
への変革を推進する。

（１）Society5.0の実現を目指した取組
①戦略分野
以下の５つの分野を中心に、我が国の政策資源を集中投入する。
i）健康寿命の延伸：

健康管理と病気・介護予防、自立支援に軸足を置いた、新しい予防・医療・介護システムを構築
する。

:

経済財政運営と改革の基本方針2017
(骨太の方針)
より抜粋 （下線筆者）
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３．消費の活性化
①健康・予防分野の需要喚起

「生涯現役社会」の実現に向けて、国民一人一人が生活の質（ＱＯＬ）を高め健康寿
命を延ばせるよう、ＩＣＴやデータを活用した健康・予防サービスへの更なる需要拡大
を図る。
国民全体の健康・予防への意識を高めるため、データヘルス等を活用し、企業の質

の高い健康経営を促進する。加えて、自治体や企業・保険者における先進的な取組
の全国展開を図る。また、コンパクト・プラス・ネットワークと地域包括ケアの連携強化
を図るなど、健康・予防に着目したまちづくりに取り組む。

さらに、質の高い健康・医療・介護サービスに対するニーズに応えるため、ＡＩやゲノ
ム情報の活用等による革新的な医薬品、治療法、診断技術や介護ロボット等の開発
等を促進する。

:

経済財政運営と改革の基本方針2017
(骨太の方針)
より抜粋 (その２) （下線筆者）
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・・経済の好循環は着実に拡大している。
しかし、民間の動きはいまだ力強さを欠いている。これは、

①供給面では、長期にわたる生産性の伸び悩み、
②需要面では、新たな需要創出の欠如
に起因している。先進国に共通する「長期停滞」である 。

この長期停滞を打破し、中長期的な成長を実現していく鍵は、近年急激に起きている第
４次産業革命（IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボット、シェアリングエコノミー等）のイ

ノベーションを、あらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解
決する「Society 5.0（注）」を実現することにある。

（注）Society 5.0
① 狩猟社会、②農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上５番目の新しい

社会。新しい価値やサービスが次々と創出され、社会の主体たる人々に豊かさをもたらし
ていく

未来投資戦略2017
―Society 5.0の実現に向けた改革―

ポイント、概要版 より抜粋 （下線筆者）
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Ⅰ.Society5.0に向けた戦略分野
１.健康寿命の延伸

：
【遠隔診療、AI開発・実用化】

・かかりつけ医等による対面診療と組み合わせた効果的・効率的な遠隔診療の促進（次
期診療報酬改定において位置づけ）
・AI開発・実用化の促進（AI開発用のクラウド環境の整備・認証等）
・AIを用いた医師の診療の的確な支援（次期以降の診療報酬改定等での位置づけを目
指す）

【自立支援に向けた科学的介護の実現】
・データ収集・分析のデータベース構築【２０２０年度の本格運用開始を目指す】
・効果ある自立支援の促進（次期介護報酬改定において位置づけ）

・介護ロボット等の導入促進（次期介護報酬改定において位置づけ、人員・設備基準見直
し）

：

未来投資戦略2017
―Society 5.0の実現に向けた改革―

ポイント、概要版 より抜粋 （その２） （下線筆者）



総理指示を受けた人工知能研究の体制

 総理指示を受け、「人工知能技術戦略会議」を設置。今年度から、本会議が司令塔となり、そ
の下で総務省・文部科学省・経済産業省の人工知能（AI）技術の研究開発の３省連携を図
る。

 本会議の下に「研究連携会議」と「産業連携会議」を設置し、AI技術の研究開発と成果の社会
実装を加速化する。

 「人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ」を３月31日に策定。
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【参考】『人工知能技術戦略会議』の概要と議長及び構成員

• 人工知能研究者でもある安西議長（(独)日本学術振興会理事長）と、総合科学技
術・イノベーション会議の久間議員の下、産学のトップを構成員とするAI技術戦略の司
令塔。

内山田 竹志 (日本経済団体連合会未来産業・技術委員会委員長)
小野寺 正 (日本経済団体連合会未来産業・技術委員会委員長)
五神 真 (国立大学法人東京大学総長)
西尾 章治郎 (国立大学法人大阪大学総長)
徳田 英幸 (国立研究開発法人情報通信研究機構理事長)
松本 紘 (国立研究開発法人理化学研究所理事長)
中鉢 良治 (国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長)
濵口 道成 (国立研究開発法人科学技術振興機構理事長)
古川 一夫 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長)

◎ 議長
安西 祐一郎（独立行政法人日本学術振興会 理事長）

○ 顧問
久間 和生（内閣府総合科学技術・イノベーション会議常勤議員）

○ 構成員

※上記のほか、総務省、文部科学省、経済産業省より局長級が参加。また、厚生労働省、農林水産省、国土交通省が参加。
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（1-1）フェーズによる人工知能（AI）の発展段階の整理

各領域において、
データ駆動型のAI利活用が進む

各領域が複合的につながり合い、
エコシステムが構築される

個別の領域の枠を越えて、
AI、データの一般利用が進む

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3

各産業においてAIとデータの活用が進み、
関連するサービス業などの新たな産業の芽
が出てくる。

AIとデータの一般利用が進展し、関連す
るサービス業などの新たな産業が拡大する。

各領域が複合的につながり合って融合化
することにより、エコシステムが構築される。

※ 分野によって現在の状況、今後の進展が異なるため、各フェーズの年限を記していない。

・ 画像認識
・ 自然言語処理
・ 音声認識/合成
・ 予測

・・・

「人工知能の研究開発目標と
産業化のロードマップ」より

一部加筆

AI技術

新たな価値創造・提供
（好循環）

AIaaS
(AI活用サービス：AI as a Service)

※ AIaaSは、分野、国境を超えて、ボーダーレスに展開。

データ 生活者

自然、都市空間

音声・会話 バイタルデータ

生活、産業空間

行動・検索履歴

売上・生産データ 交通データ

気象データ
地図・地形情報
都市空間データ

工場 病院・
介護施設

コール
センター 農場 トラック・

ドローン・ ・ ・ ・ ・ ・

目的別サービス 目的別サービス 目的別サービス 目的別サービス 目的別サービス 目的別サービス

多目的サービス 多目的サービス・ ・ ・

・ ・ ・・ ・ ・フェーズ2

フェーズ3

フェーズ1

複合用途型サービス

概ね2020年 概ね2025年～2030年

・ ・ ・
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（２）人工知能とその他関連技術が融合した産業化のイメージ

9

フェーズ1

フェーズ2

IoT・AIを活用した
ものづくり・流通・サービスの

融合、効率化

あらゆるモノ・サービスが
IOT・AIにつながる究極のエ
コシステム（無駄ゼロ社会）

サイバー空間とフィジカル空間の
利用が拡大し、移動そのものが高
付加価値化して、移動機器の自動
バージョンアップなど周辺産業が
発展

完全自動運転の実現により、移動
時間・空間を仕事や趣味に活用

全ての診療・手術をAIが補助、
在宅検診・診療の普及

全ての人にセンサがつき、日常
的な予防医療の実施、再生医療
の進化等により、健康長寿産業
大国の達成

AI・センサなどを活用した予
防医療の普及

テレワークの進展

医師の監視下で高度医療を簡便に
提供する医療サービスの実現

フィジカル空間に近いサイバー
空間の環境を実現

日常生活や介護など様々な場面で
ロボットがサービスを提供

産業化ロードマップ

人がマネージする介護ロボット
が介護サービスを提供

IoT・AIを活用した
スマート工場

AIを活用した健康管理

AIが医者を補助

ＡＩが新サービス・
製品の開発を支援

人の創造力を増幅し、既成概
念を超えたサービス・製品が
次々生み出される社会を構築

分野を跨いで多様なサービス・
製品を創出

健康・医療
データ整備

※公表時点における状況を踏まえた予測に基づき、技術的な観点から実現可能な時期を設定した。
社会実装には規制・制度や社会受容性といった影響も考えられるため、実質的に異なる結果を招く不確実性がある。 フェーズ3

障害物認識や危険予知等
により、運転を補助

センサ等を活用した介護施設

生産性

健康
医療・介護

空間の移動

「人工知能の研究開発目標と
産業化のロードマップ」より

一部加筆
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 世界で最初に急激な高齢化社会を迎えている日本において、医療・介護の膨大な情報をビッグデータ化し、ＡＩを使って世界一
の医療技術先進国・介護技術先進国を構築する。

 予防医療の高度化により、病気にならないヘルスケアを実現する健康長寿産業大国を構築する。2030年には人口の40％以上が
高齢者となる中で、８０歳でも就業を希望する高齢者が元気に働いている社会を実現する。これにより、個人としての満足度を
上げるだけでなく、社会保障費の軽減を図ると同時に労働人口の減少という課題への対応の方策ともなる。

「健康長寿を楽しむ
社会」
~治療から予防医療の
高度化へ~
自然な健康管理
日常生活の中で無理なく楽
しく快適に疾病・認知症な
どの予防医療、アンチエイ
ジングが行え、いつまでも
健康に暮らせる。

身体をデザイン
病気になってもすぐに治す
ことができ、身体機能の代
替も人工臓器、人工感覚器
により手軽に行える。

高度医療の利用簡便
化
医療機関で高度な医療技
術・機器を用いて行われて
いたことが、医師の管理下
で自宅で簡便かつ非侵襲に
行える。

寄り添うロボット
汎用ロボットが家族の一員
として日常生活の様々な場
面で活用されて、介護等へ
の不安が解消され、安心し
て暮らせる。

【フェーズ1】 【フェーズ2】 【フェーズ3】
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（3-2）人工知能とその他関連技術の融合による産業化のロードマップ【健康/医療・介護分野】

高度な医療情報連携基盤を活用したＩＣＴ地域包括ケア
日本モデルの構築

ＡＩによる診療支援
・処方箋候補の提示

遠隔診療・在宅診療

健康、医療、介護データの整備・連結

ＩＣＴ地域包括ケア
日本モデルの世界展開

ＡＩ補助による各種疾病
の早期発見、未病対策

在宅人間ドック

日常生活での健康データ収集

個別化、層別化診療の高度化

ＡＩによる創薬支援

熟練医師の技を再現する手術ロボット

生体内医療ナノロボット

AIによる診断支援を備えた手
術支援ロボットを装備したス

マート手術室

データ
収集、整備

画像認識、
異常検知

バイタル
センサ

高速通信、
診断機器

ＡＩ×
医療・介護
ロボット

歩行支援、見守り、
対話型支援ロボット 意思理解型支援ロボット

人工臓器による生体機能代替臓器移植、再生医療再生技術

パーソナルヘルスケア
コンシェルジュ

画像認識、
触覚センサ

創薬

健康状態に応じた多様な
機能性食品の提供

AI・センサなどを活用した介
護施設

健康状態常時管理サービス

バイオマーカー、ＤＤＳなどによる
特定の体質や症状に効果を有する薬の開発

音声認識、
意味理解

「人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップ」より 一部加筆
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(参考） ３センターの連携による研究開発目標イメージ
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度以降

健
康
、
医
療
・
介
護

fMRIなどによる脳活動計データ分析に基づく脳バイオマーカーの発見や
治療を支援するニューロフィードバック技術の研究開発
脳情報データベースの設計・構築

○認知症を含む疾患の早期発見・最適な治療法選択、対処に係るシステムの実現
細胞画像等の医用画像や超音波検査・内視鏡検査等の医用動画像に基づく

診断支援システムの構築
電子カルテや臨床情報等の統合的な解析に基づく診断・治療法選択支援に関する研究
介護ビッグデータの収集・分析・モデル化による介護サービス支援システムの構築
個人別・層別の新規医薬品開発における

創薬熟練技術のAI解析 → 創薬ロボットシステムへの統合化

※研究課題、利用データ等は今後も継続検討
※課題毎のプロジェクトリーダー設置は今後検討

3センター共同プロジェクト立案イメージ

MRIなどの画像データや血液画像を対象とした医用画像解析支援システムの構築
癌を対象とした、医薬品等の効果を事前に予測するための複合AI診断システムの開発
大規模コホートからの特徴表現の抽出による疾患リスク予測モデルの構築
共想法に立脚した会話支援技術の開発と認知機能の支援技術への活用
iPS細胞等の分化能や移植した細胞の腫瘍化リスクの評価

安
心
・
安
全

○甚大な自然災害による被害を最小限に抑え、迅速復旧を可能とする社会システムの実現

３センターのデータ・プラット
フォーム連携イメージ

オープンイノベーションによる研究開発を実施 （３センター・３機関連携 ＆ 産学官連携へ）

共通プラットフォーム整備

AIミドルウェア開発

先進モジュール開発

汎用基盤技術開発
（理論研究・アルゴリズム開発）

熟練技能者データ
生活現象データ
地理空間データ

健康・医療データ
（29FYデータプラットフォーム事業）

データ基盤整備

言語処理データ
脳活動データ
AIセキュリティ基盤データ
リモートセンシングデータ等

自然災害に対する被害抑制、迅速復旧に関する研究
振動台によるモデル実験や数値シミュレーションによる被害データの収集と、それらを用いた
被害予測技術の開発→被害抑制システム・迅速復旧システム開発復旧に関する法制、
社会制度の研究

SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」との連携（防災科学技術研究所）

衛星画像や航空画像等を活用した機械学習による被害状況推定に関する研究

草の根からの情報も含めた幅広い被災情報を効率的に分析・集約し、
救援活動を支援する対災害自然言語処理システム → 実証評価

→ 医療支援統合システム実証評価
（3センター・3機関＆産学官連携）

○利用するデータ
医療機関が保有する健康・医療データ
（画像、ゲノム、カルテ、レセプト、健診等）、
介護データ（口述聞き取り等）
医薬品データ、バイオ実験データ等

○利用する実証環境
医療機関、介護施設
バイオ実験工場（産総研）
介護模擬環境（産総研） 等

→ 統合システム実証評価（3センター・3機関＆産学官連携）

上記を支える基盤技術分野

3センター連携のさらなる高度化
 データ共有（例：著作権法によりWebデータ等が共有できない問題を回避するため、Webデータ保有機関に非保有機関の研究員が出向、兼務、クロスアポイント等による仮想的データ共有）
 計算機リソース・ミドルウエア等の共有（例： AIブリッジクラウドインフラストラクチャー（ABCI：産総研）の共同活用等）、データ作成のための暗黙知、ノウハウの共有化

科学技術研究加速（科学技術文献解析、知識ベース構築、実験計画最適化、仮説生成・検証）
汎用基盤技術開発（不完全情報学習、最適化、因果推論、深層学習、探索、数理科学 等）

AIセキュリティ技術（秘匿技術・秘匿検索技術・プライバシー保護技術、サイバーセキュリテイの強化 等）
大規模AI開発環境（深層学習等の先進的機械学習技術をビッグデータに高速かつ低遅延に適用するためのミドルウエア、並列計算、クラスタ構築技術 等）
必要なデータを取得するスキーム等の研究開発（アノテーション付与技術、データのメタ化技術（セマンティック技術）へのAIの適用可能性、クレンジングのためのノイズ除去技術等）
次世代AIアーキテクチャの研究開発（脳型アーキテクチャ、脳型デバイス 等）

○利用するデータ：
自然災害データ、被害に関するデータ
衛星データ（産総研）等
Webデータ、SNSデータ

○利用する実証環境：
E-ディフェンス（防災科研）

凡例

理研
産総研

ＮＩＣＴ

その他
3センター

脳情報通信技術の研究開発

医療機関等との連携

関係企業との連携

汎用質問応答・対話、多言語の音声認識・自動翻訳・音声合成に係る汎用技術の研究開発

人文科学的・社会科学的人工知能研究（社会的影響、法制、社会制度、倫理、プライバシー 等）

11
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○ 研究開発目標と産業化ロードマップの実現に向けて、ＡＩ人材の不足が指摘されるところ、特にフェーズ１に

おいて、トップレベルのＡＩ人材を、産学官の強力な連携のもと、即戦力として育成することが急務である。

○ フェーズ２及び３においてはより広い産業でのＡＩ技術の活用が予想されるところ、ＡＩ技術が創造する価値を

産業として普及させる人材を育成していくことも必要である。

研究開発目標と産業化ロードマップを具体的

に実現するためには、その担い手として、

の３つの知識・技能を有する人材を育成する

ことが必要。

併せて、ＡＩ人材の育成が効果を発揮するに

は、ＡＩ人材を惹き付ける環境整備の観点から、

ＡＩ人材の活躍できる場の確保が重要。

①人工知能技術の問題解決

（AIに関する様々な知識、

価値ある問題を見付け、定式化し、解決の道筋

を示す能力）

②人工知能技術の具現化

（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽの知識、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術）

③人工知能技術の活用

（具体的な社会課題に適用する能力）

※１ 人工知能技術戦略会議 人材育成TFにおいて調査。筑波大・早大は平成27年度入学者数、その他は平成27年度修了者数を母数。
※２ 各大学の人工知能技術関係の研究科・専攻等を対象に、「当該研究科・専攻等の入学者又は修了者数」×「当該研究科・専攻等の

うち人工知能に関する研究を行っている研究室の割合」をもとに、人工知能技術に係る人材数を試算（人工知能技術関係の研究室
に所属する学生の実数が把握できたものは実数をもとに計算）。

※３ 博士人材数も、修士と同様の方法で算出。

大学における年間養成規模を暫定的に試算した例（人）

『先端IT人材』の将来推計（人）

北大 東北大 東大 東工大 名大 京大 阪大 九大 筑波大 早大 慶大 計

修士課程
（推計）※２

54.5 50.9 118.0 116.0 51.0 81.7 90.6 56.4 98.4 83.0 63.3 863.8

博士課程
（推計）※３

9.0 13.6 19.3 23.0 6.0 20.5 19.1 12.6 16.9 9.0 6.4 155.4

産業界における人工知能技術分野の人材ニーズ調査
各企業のAI人材について、
全くいない企業、把握できていない企業、検討自体ができていない企業が多い傾向。

2016年 2018年 2020年

潜在人員規模（a+b） 112,090 143,450 177,200

現時点の不足数（b） 15,190 31,500 47,810

現在の人材数（a） 96,900 111,950 129,390

※ 出典：経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」（平成28年3月、委託：みずほ情報総研株式会社）
p.218 図 4-183より事務局作成

※ 『先端IT人材』とは、ビッグデータ、IoT、人工知能に携わる人材（同上、p.84・218）

※ 人材育成ＴＦにおいて実施したNEDO委託調査

AIの研究開発・産業化を担う人材育成の必要性
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情報通信審議会 第２次中間答申（2016年７月）

第２次中間答申においては、IoT/ビッグデータ/AI時代において、我が国経済が国際競争力を維持・強化し、持続的な
成長を図るために、国・NICTが今後取り組むべき技術戦略として、分野別の推進方策（Ⅰ 次世代人工知能推進戦略、
Ⅱ スマートIoT推進戦略）と横断的な推進方策（Ⅲ 人材育成戦略、Ⅳ 標準化戦略）について取りまとめ。

Ⅰ次世代人工知能推進戦略

小型のIoT機器にも搭載可能な超小型かつ省電力
で自ら学習する高性能な次世代人工知能（AI）等の
実現を目指す。

ⅡスマートIoT推進戦略

安全・安心な生活や多様な経済活動の生産性向上を図るため、
自動制御・自動走行技術を実装した自律型モビリティシステム※

等の実現を目指す。（※電気自動車、支援ロボット、ドローン等）

情報の伝送遅延を
最小化したIoT共通
プラットフォーム

リアルタイムに
更新される高度
地図データベース

ビッグデータから知能
を創造する研究

脳機能に学び知能を
創造する研究

融合
電気自動車、
支援ロボット、
ドローン 等

自律型モビリティシステム等の実現

どうしたい・どうありたいかを
話す・考える・身振り手振りで伝えると

コンピュータは自分で必要な知識・情報を
学び、考え、人を支援。

次世代人工知能（AI）の実現

環境・状況・制約を認知して、省電力で
自ら学習する高性能な人工知能の実現が期待

効率の良い通信方式により、
高度地図情報のリアルタイム更新・配信

自動走行技術等の社会実装を加速化し、
安全・安心で快適な社会の実現

過疎地向け電気自動車

各種の自律型モビリティ
システム（電気自動車、

電動車いす等）

多様な応用分野
（ロボット、ドローン等）

荷物運搬用自動飛行ドローン

情報の伝送遅延を最小化したIoT共通プラットフォームと
高度地図データベース等による自律型モビリティ社会の実現が期待

現在の人工知能研究
（ディープラーニング、
ニューラルネットワーク）

脳科学の知見
（脳活動と知覚・行動
との関係の解明）

融合

統合 統合

分野別の推進方策
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言語×ICT

情報通信審議会「新たな情報通信技術戦略の在り方」の第３次中間答申に向けて
～次世代ＡＩ×ICTﾃﾞｰﾀﾋﾞﾘﾃｨによる技術開発及び社会実装の推進方策～

宇宙×ICT

文脈理解を行うAI

意思決定ができるAI

ヒトの感性を理解するAI

行動生成ができるAI

次世代AIの社会実装

意味理解を行うAI

脳×ICT

ＮＩＣＴの最先端の
自然言語処理技術、音声認識
技術、脳情報通信技術等
の社会実装方策を検討

次世代AI社会実装WG
の設置

ユーザ×IoT

次世代AI×ICTﾃﾞｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ

・IoT/BD/AI時代を迎えた熾烈な国際競争の中で、我が国社会の生産性向上と豊かで安心な生活を実現するため、NICTの最先端の自然
言語処理技術、脳情報通信技術等の次世代AIの社会実装を図ることが喫緊の課題である。

・また、その駆動力となる多様なユーザ企業等のIoTデータ、脳内空間、言語空間、宇宙空間等の大量のﾃﾞｰﾀを安全、利便性高く、持続的
にAIで利活用可能とするとともに、良質なデータを戦略的に確保するための環境整備（「ICTﾃﾞｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ」）を推進することが必要である。

・このため、技術戦略委員会の審議を再開し、『次世代AI社会実装戦略』などを取りまとめる。

・データの取扱い等に関する
スキル不足

・データを付加価値に変える
知見の欠如 等

ﾕｰｻﾞ企業等のIoTﾃﾞｰﾀ
利活用

・宇宙データの使い勝手の良い
利用環境の欠如

・ビジネス分野とのマッチング機会
の不足 等

スマートIoT推進フォーラム、宇宙×ICT懇談会とも連携し、技術戦略委員会で検討

宇宙空間のﾃﾞｰﾀ利活用

・脳情報モデル、生体情報の
使い勝手の良い利用環境の欠如

・データフォーマット、匿名化手法
の検討

・ビジネス分野とのマッチング機会
の不足 等

脳内空間のﾃﾞｰﾀ
利活用

ICTﾃﾞｰﾀ利活用環境の推進

『次世代AI』

『葉』

＝

・対訳データ、対話データの収集

・オープンな日本語の次世代対話
プラットフォームの検討 等

言語空間のﾃﾞｰﾀ利活用

『ICTﾃﾞｰﾀ利活用環境』

『根』

＝
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次世代人工知能社会実装WG
報告書概要（案）

平成２９年５月

情報通信審議会技術戦略委員会
次世代人工知能社会実装ＷＧ
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16

自然言語処理技術・脳情報通信技術の研究開発等の動向 16

 米国、欧州、中国等の国々では、官民挙げて自然言語処理を含む人工知能に係る取り組みを進めている。

 米国では、2016年10月に「人工知能研究開発国家戦略計画」が策定され、人工知能の高度化に向けた研究開発・投資を進めてい

くことが示された。中国においても、2016年3月に公表された「第13次5ヵ年計画」において人工知能が重要分野と位置づけられ、

2018年までに1,000億元（約1.6兆円）の級の人工知能活用市場を創出することが目標とされた。

 民間においても、 Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft、といった大手ICT事業者がこぞって音声対話型サービス

場に投入し、市場が急速に形成されつつある。

 我が国においても、総務省、文部科学省、経済産業省が連携し、人工知能技術の研究開発を推進していくことが示されるとともに、

様々な民間企業が、自然言語処理を含む様々なサービスを市場に投入・展開しつつある状況。また、脳情報通信に関しても、CiNet
や民間企業が研究開発やサービス導入に積極的に取り組んでいる。

 特に海外における音声対話型サービスに関しては、自社サービスとして展開するのみならず、第三者にAPIを開放・提供することで、

より多くのデータの収集・分析を可能とし、機能の高度化を図り、結果として利用者がさらに増えるといった好循環（プラット

フォームの囲い込み）が形成されつつある。

 脳情報通信に関しても欧米企業が様々な研究投資を発表しはじめている。

図．欧米企業の音声対話型サービスプラットフォーム（例） 図．欧米企業が相次いでBMI研究への投資を発表

次世代人工知能社会実装WG（第5回会合）ＮＩＣＴプレゼン資料
「脳情報解析と人工知能の接点：シーズ・社会実装・課題」

一部加筆
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自然言語処理技術・脳情報通信技術の社会実装が実現する社会像 17

 自然言語処理技術に関しては、既に海外では音声対話型サービスが市場に展開されているところ、我が国においては、社会課題の解

決や社会貢献を目的とした、例えば、医療、防災、対話といった分野に特化した自然言語アプリケーションの研究開発に取り組むこ

とで、きめの細かいサービスの実現が予想される。

 脳情報通信技術に関しては、過去数十年の成果を踏まえつつ、今年に入り侵襲型／非侵襲型BMIの実用化に向けた取り組みが急速に

加速しているところ、我が国の世界最先端の技術を維持するためには、基礎研究と社会実装を車の両輪として進める必要がある。

サービスアプリケーションを
支える基盤技術

自然言語処理技術・脳情報通信技術を
活用したサービスアプリケーション 医療

防災

スポーツ、技能
継承・向上

マーケティング

対話・翻訳

人工知能
技術

大規模
データベース

○○道
崖崩れ

SNS

何かイベントがあるの？

Yes,it’s Easter soon!

災害情報の整理・集約

情報理解に基づく
組織への迅速な連携

ユーザーに寄り添う
対話ロボット

昨日ニュースに出ていた○○
の技術って知ってる？

目指す人物の脳活動の
再現を目指す
トレーニング

製品価値の評価

昨日から胃がキリキリする。
熱はそれほど出てないけど、
なんとなくだるい気がする・・・

問診内容に基づく
医師の診断支援

脳情報を活用した
症状理解

I can not express 
symptoms well…

教育

ニューロフィードバック技術を
活用した教育システム

多言語音声翻訳対話

一部加筆
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自然言語処理技術・脳情報通信技術の社会実装に向けた課題 18

 我が国においては、現状大きなデータ収集基盤を構築できている組織・企業はなく、各組織や企業がそれぞれ独自のアプリケーショ

ンに沿った形で、収集から前処理・ラベル付与まで、コストをかけてデータを保持している状態。

 オープンインタフェースによるプラットフォームを整備し、同プラットフォームにおいてデータを蓄積するとともに、プライバシー

等にも配慮した利活用の在り方を技術面・ビジネス面という観点から検討していくことが課題。

自然言語処理技術

サービスアプリケーション（データ）に係る課題

① クローズドなプラットフォームによる運用

② データの偏在性（ユーザバイアス）

③ 会話データの活用の考え方

サービスアプリケーションを支える基盤に係る課題

① 対話エンジン及び翻訳エンジンの精度

② 大規模データの保管、効率的な提供基盤の整備

③ 対話・文脈における文意の把握・解釈技術の精度

自然言語処理技術に関する課題

次世代人工知能社会実装WG（第２回）NICTプレゼン資料
「自然言語処理のためのデータ整備について」

図．言語処理システムのアーキテクチャ例

④ 半教師あり学習や教師なし学習技術の確立④ 言語資源データの整備

次世代人工知能社会実装WG（第１回会合）NTTドコモプレゼン資料
「自然言語処理応用の現状と今後〜対話・翻訳を中心に〜」

図．Amazon Echo (Alexa) に見られる対話システムの典型

一部加筆



19

自然言語処理・脳情報通信技術の社会実装に向けた課題 19

 脳情報通信技術は、マーケティング分野をはじめ、一部領域において実用化が開始されつつある状況。一方で、現状では、fMRI等高

度かつ重厚な装置による計測が必要なため、脳情報データベースの拡充やそれを活用した利活用が十分には進んでいない。

 脳情報通信技術を活用したサービスを社会実装していくためには、簡易かつ高度な脳機能計測装置・技術を確立した上で、脳情報

データベースの構築や、利活用領域の拡充を図っていくことが課題。

脳情報通信技術

効果
検証

改善

企画
選択

CMの知覚解読結果

シーン別制作意図との
ギャップ分析

メタ情報分析

◇脳活動に紐づいた動画コンテンツ特徴情報
とメタ情報を保有⇒期待される動画の効果を
予測するモデルが作成可能に

◇知覚結果を脳からダイレクトに引き
出すことで、主観報告に頼らない
直感的で信頼性の高い情報を獲得

◇動画視聴時のリアル
タイムな脳活動計測
各シーン毎時系列で情
報取得可能

効果検証：これまで困難だった「動画」の質的な側面を脳
情報から定量化

改善：脳情報を基に何万パターンものシーン差し替え効
果をシミュレーションしてクリエイティブに反映

◇候補素材の予測結果を参照、改善ポイントを抽出
◇シーン差替え後の効果予測⇒クリエイティブ効果改善

シーン差替え後の各指標予測

企画選択：予測モデルを介して企画段階で効果を
予測・選択

動画シーン毎の知覚推定スコア

◇動画企画段階で作られた複数案に対し、制作意図に対し
ての伝達度等を定量化、意思決定に寄与

サービスアプリケーション（データ）に係る課題

① 脳機能計測技術の精度の向上

② エンコーディング・デコーディング技術の精度

③ BMI により車椅子等の機器を操作する技術の高度化

サービスアプリケーションを支える基盤に係る課題

① 脳活動データベースの質的・量的不足

② 脳情報を活用したユースケースの未成熟

③ 多領域の産学官連携

次世代人工知能社会実装WG（第６回）NTTデータ経営研究所
プレゼン資料「脳情報通信産業の展望」

図．脳情報解読技術によるマーケティングプロセスの変革

脳情報通信技術に関する課題

図．ライフログ・脳情報統合システム

次世代人工知能社会実装WG（第1回）ＮＩＣＴプレゼン資料「脳
情報通信の現状と今後の展望」

一部加筆
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(参考） 自然言語処理・脳情報通信技術の社会実装に向けた推進方策 20

 我が国の自然言語処理技術を活用したサービスは、日本独自の社会課題に根付いて、様々な分野（医療、防災、顧客対応、介護支援、

観光等）において、個々の民間企業がNICTや大学、ベンチャー企業等と連携しながら個別のシステムを構築し展開している。

 今後もこういった個々の民間企業による社会実装をさらに誘発させ、それぞれがサービスを発展させていくことが必要である。その

際、「おもてなし」に代表される我が国の対人関係観を反映した「よりそい」型対話を実現することで、「命令実行」型サービスと

の差別化を図ることが有効。

自然言語処理技術

① 次世代対話プラットフォーム
技術の研究開発及び標準化

② 次世代高度対話技術の実現

③ 社会的な利活用ニーズに応じ
たアプリケーション・サービ
スを想定した新たな学習デー
タの整備

個々の民間企業が、最新の対話エンジン（チャットボット等）や翻訳エンジン等のモジュールをそれぞれの対話
プラットフォームに容易に取り込んで最新の対話プラットフォームを維持可能にするような環境を構築するため、
柔軟に外部のシステムと接続可能な機能実装の仕組みの開発を推進し、標準化を進めていくことが必要。

a. 学習データの整備
最新の教師付学習データが収集できるような枠組みの構築を推進するとともに、処理の内容（例えば構文解
析等）によっては適用範囲の広い汎用のデータの作成を推進

b. 少量データ活用技術の研究開発
少量でも質の良いデータを作成・収集した上で半教師あり学習等の人工知能によってデータを有効活用する
研究開発等を推進

c. パーソナルデータ利活用のための研究開発
利用価値の高いパーソナルデータ等を、データの有効性を保ちつつ匿名加工情報に加工する技術の研究開発
を推進するとともに、個人データに対する第三者提供の同意を得やすくするための暗号化処理やユーザーか
ら利用目的や利用範囲を容易に取得・反映するための仕組み（プライバシーポリシマネージメント）の研究
開発を推進

a. 高度対話エージェント技術の研究開発
ユーザーとなる民間企業が共通的に利用可能な高度対話エージェント技術を開発するとともに、大規模計算
機や大規模データを扱うことのできる環境の整備を推進

b. 自律的社会知解析技術の研究開発
社会に存在する大量の知識（社会知）を前もって抽出・整理して対話に活用するための質問応答技術、知識
獲得技術の高度化や自動的に推論した仮説に基づいて発話を生成するための仮説推論技術の研究開発を推進

c. 対話・翻訳エンジンの高度化のための研究開発
社会知活用型対話ロボット技術やリアルタイム社会知解析システム、多言語音声翻訳技術の研究開発／高度
化を推進

一部加筆
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(参考） 自然言語処理・脳情報通信技術の社会実装に向けた推進方策 21

 我が国においては、現在、企業や大学・研究所と連携をして世界最先端の研究を進めている状況。一方で、脳情報通信においては、

多量のデータの収集・分析に基づき、共通項を見出し、モデル化するというデータ・ドリブン型のアプローチが重要なところ、脳情

報のデータが圧倒的に不足している。

 今後も脳情報通信技術の分野において世界最先端の技術として競争力を維持していくためには、マーケティング分野への社会実装を

呼び水として、優れた基礎研究成果の迅速な社会実装により、脳情報通信技術をマーケティング以外の様々な分野に対して利用を拡

大させていくような取組が有効。

 こうした取組を促進するためには、脳情報データの収集、共通利用を加速化し、研究者と企業が一体となって社会実装に向けた研究

を進めることのできる環境を整備することが必要。

脳情報通信技術

① 脳情報通信技術の社会実装を
加速化させるための推進体制
の整備

② 脳情報データの収集・共通利
用の加速化

③ 脳情報通信技術の社会実装に
向けた研究開発の推進

脳情報通信技術の社会実装を加速化させるための体制の一つとして、「応用脳科学コンソーシアム」のような情
報共有や人材育成のための取組を進めているところ、さらなる社会実装に向けた研究を行うため、研究を技術
的・ビジネス的にサポート出来る人材の育成や、利活用を円滑に進めるための研究と市場をタイムリーにつなぐ
双方向のシステムを構築すべき。

a. 高次脳機能の認識と応用に関する研究（感性支援技術）
外界から受ける刺激とそれにより変化する脳活動情報の相関分析に基づく、外界の情報から人間の脳活動を
シミュレートする技術（エンコードモデル）、及び人間の脳活動情報から外界の情報をシミュレートする技
術の研究開発と社会実装

b. 身体性・ロボットに関する研究（身体支援技術）
BMI等簡易型計測装置による運動時の脳活動計測データの蓄積、および、簡易計測装置による計測データと
fMRI等の高精度の大型計測設備による計測データとの相関関係の分析。これらを可能とする各装置での計測
データの大量の蓄積・データ整備

c. 脳科学に学ぶAIの実践
認知判断機能を低コストかつ高精度に実現する人間の脳を模した次世代人工知能技術の確立、及び人工知能
間連携による更なる高度化の実現

MRI計測技術者等の育成を推進するとともに、どのようなデータをどのように増やしていくのかという観点と、
環境、条件、目的をどのように設定していくかという観点で、体系化されたデータベースを構築する取組を推進



22（参考） 自然言語処理技術及び脳情報通信技術の国内外の導入事例

自然言語処理技術の国内外の導入事例

カテゴリ 概要 導入事例
質問応答  Web上のデータや、顧客の保有する

FAQ、問合せ履歴等のデータを活用
し、音声認識技術と組み合わせること
によるコールセンター業務の高度化、
情報の抽出・集約等の効率化を実
現するシステムが企業で実運用され
るケースが増えつつある。

 NEC：声の高さや声色等から相手の感情を認識する「会話解析」の技術によりコールセンター等の高度化を実現。さらに、テ
キスト含意認識技術によって、要管理案件等を抽出することで業務を効率化。

 トランスコスモス：コールセンターへのユーザーの問い合わせ内容を分類、さらに現状のFAQや注文書等のカバー率を分析し、
FAQや注文書、カタログの改善に活用。

 PKSHA Technoloogy：汎用型対話エンジン「BEDORE」
コールセンター等の一次受付をAIが担うことによって効率化を図る。AIでは対応しきれないケースでは、有人オペレータへ繋ぐこ
とも可能。

 NICT：大規模Web情報分析システム「WISDOM X」、対災害SNS情報分析システム「DISAANA」
WISDOM Xは、Webの40億ページの情報を基に様々な回答を整理して表示。DISAANAは被災状況に関する質問にツ
イッターをベースに回答。

翻訳  多言語音声翻訳の精度が向上。訪
日観光客の増加に対応すべく、観光
や防災の分野で様々な事業者と提
携し、実用化が進められている。

 NICT：多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra」
実サービスとして、成田国際空港が公開する多言語音声翻訳アプリ“NariTra”やKDDIが提供する“おはなしアシスタント”の
音声翻訳機能として採用されている。

 Google：翻訳サービス「Google翻訳」
100以上の言語に対応。2016年9月、新たにGNMTと呼ばれるディープラーニングを用いた技術を導入し、精度を向上。

 Microsoft: Skypeのリアルタイム自動翻訳機能「Microsoft Translator」において、日本語を含む10言語で音声翻訳とテキ
スト翻訳を提供。

チャットボッ
ト

 2016年以降、Facebookや
Microsoft、LINE等がチャット開発
環境の提供を始めたことにより、様々
な企業や開発者がチャットボット開発
に取り組み、急速に拡大。

 Facebook：「Facebook Messenger Platform」
チャットボットの開発が可能なMessengerプラットフォーム。独自の技術に加え、買収した自然言語処理技術の開発企業で
あるWit.aiの技術を活用。

 Microsoft：チャットボット「女子高生りんな」
2015年7月にLINEアカウントとして登場した人工知能。2016年9月には、この技術とMicrosoft Azureをベースにローソンが
独自のLINEアカウント「あきこちゃん」を提供開始。

パーソナル
アシスタント

 スマホや家電への搭載等により、ユー
ザーの日常行動データを収集し、嗜
好を学習。近年では特にサードパー
ティによる採用が進むAmazonの
Alexaが注目されている。

 Amazon：音声アシスタント内蔵スピーカー「Echo」
クラウドベースの音声認識サービスAlexaを搭載した、スピーカー型スマートデバイス。音楽の再生や質問回答等、様々な機
能を果たすことができ、2016年12月時点で既に500万個が販売されたと推定されている。

 Google：対話型アシスタント機能「Googleアシスタント」
自然言語で会話可能なアシスタント機能。2016年12月、メッセージアプリ「Allo」にて日本語の利用が可能となった。本機能
を搭載した家庭用高音質スピーカー「Google Home」も2016年11月に発売開始。

医療  症例データや論文等の医療関連
データの蓄積を診断支援等へ活用で
きる可能性があり、社会実装に向け
て研究開発が進められている。

 NAIST：学会や大学病院等の保有する症例データを活用し、自然言語処理によって診断支援システムを開発。さらに、
SNSのデータと医療データを組み合わせ、感染症の発症状況を検出するシステムも検討。

 FRONTEO：精神疾患患者の支援記録を解析し、症状悪化の予兆を発見するシステムを開発。
 IBM：2000万件以上の癌に関する論文を学習した人工知能「Watson」が、特殊な白血病患者の病名を診断し、適切な
治療法を提示したことで患者の命を救うことに成功。



23（参考） 自然言語処理技術及び脳情報通信技術の国内外の導入事例

脳情報通信技術の国内外の導入事例

カテゴリ 概要 導入事例

マーケティング  企業が自社広告や製品に対する消費者の
印象を分析する際、アンケートでは取得でき
ない深層心理の把握手段として脳情報の活
用が期待されている。

 NTTデータ他：TVCM等の動画広告・コンテンツに対する視聴者の評価を、視聴中の複雑な脳活動のパター
ンから可視化する脳情報解読技術を開発。2016年8月、マーケティング支援サービスとして実用化。

 資生堂：化粧品使用時のユーザーの感性を脳情報を利用して検出したり、化粧の方法による対人印象研
究に取り組み、自社商品・サービス開発に活用している。

 本田技研：運転中のドライバーの「楽しさ」等の感覚を、脳波を含めた生体データや運転行動・車両データ・
周辺情報から予測する研究に取組み成果を挙げている。

技能継承
・向上

 優れた技能を持つ人の脳活動を解明するこ
とで新たな学習アプローチの確立を目指した
り、脳活動をフィードバックすることで効果的
な学習を実現する取組みが行われている。

 NICT/CiNet：優れた技能を持つスポーツ選手の脳活動を解明し、技能の再現・獲得支援を目指す研究や、
英語の発音の違いを脳波を用いたニューロフィードバックによって効率的に学習する仕組みを提案。

 NTT：2017年1月、「スポーツ脳科学プロジェクト」を発足。アスリートのパフォーマンスと脳情報処理の特性の
関係を明らかにし、新たなトレーニング手法の確立を目指す。

生活支援  主に日常生活が困難な患者を対象とした、
意思把握のためのシステムが開発されている。

 産総研：患者が画面上に表示された意思伝達メニューの中から選んだ項目を、簡易脳波計から取得した脳
波を解析することで推測可能な「ニューロコミュニケーター」を開発。

 Facebook：2017年4月、思い浮かべだけで文字が書ける入力技術「Direct Brain Interface」や、皮膚を通
して言語を伝達する仕組みの構築への取組みを発表。

医療
（治療、リハビリ）

 脳活動の解明とニューロフィードバックの活
用により、脳の状態をコントロールし、主に精
神・神経疾患の治療やリハビリに活用する取
組が進められている。

 CiNet他：2016年、被験者につらい経験を思い出させることなく、記憶によって引き起こされる恐怖反応を弱
める技術を開発したことを発表。

 大阪大学：2016年10月27日、開発したBMI義手を使うことで、幻肢痛の患者が痛みをコントロールできるこ
とを発見したと発表。

 ATR他：精神疾患患者と健常者の脳の差異を示すバイオマーカーの開発、及びその情報をフィードバックしト
レーニングすることによる治療への応用に取り組んでいる。

 パナソニック：慶応大学との連携により、ワイヤレス脳波ヘッドセットとニューロフィードバックによる、脳卒中のリハ
ビリ機器を開発。現在臨床評価の準備中。

脳機能の再現  脳機能を解明し、コンピュータ上で再現する
ことによって、新たなICT技術の創出を目指
している。

 NEC：大阪大学と共同で、「NECブレインインスパイヤードコンピューティング協働研究所」を開設。脳の振る舞
いをコンピュータ上で再現することによって、新たなコンピューティングの基盤を目指す。また、東京大学と共同で、
アナログ回路の活用により本物の脳を再現する「ブレインモルフィックAI技術」の研究開発を進めると発表。

 CNRS（仏）他：脳の学習プロセスをもとに、人工シナプス「メモリスタ」を開発したと発表。人工NNの学習プ
ロセス改善にむけた活用が期待されている。

計測機器  負担の少ない可搬の脳情報計測技術の開
発と、大型計測器の信号と可搬機との対応
を調べる動きが始動。

 CiNet：ドライ型電極を装着した携帯型脳波計を開発、市販済み。日常生活空間での脳活動計測を実現。
 パナソニック：低消費電力化・ノイズの耐性強化等を実現し日常生活で計測可能なワイヤレス脳波計を開発。
 大阪大学産業科学研究所：2016年8月、パッチ式脳波センサの開発を発表。



（参考） 自然言語処理技術への期待（例：医療分野）

自民党・人工知能未来社会経済戦略本部（H28.11.17）における
東京大学大江教授（医療情報学）の説明資料より

自然
言語
処理

※資料に一部加筆
自然
言語
処理

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の資料より

自然
言語
処理

東大医科学研究所 東條先端医療研究センタ長の資料より

自然
言語
処理
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25国立研究開発法人情報通信研究機構の概要

ＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発

ゲリラ豪雨などの早期捕捉につながる
リモートセンシング技術、電波伝搬等
に影響を与える宇宙環境を計測・予測
する宇宙環境計測技術 など

IoTを実現する革新的ネットワーク技
術、人・モノ・データ・情報等あらゆ
るものを繋ぐワイヤレスネットワーク
技術、世界最高水準の光ファイバー網
実現に向けた大容量マルチコア光交換
技術 など

AI技術を利用した多言語音声
翻訳技術、社会における問題
とそれに関連する情報を発見
する社会知解析技術、脳情報
通信技術 など 次世代のサイバー攻撃分析

技術、IoTデバイスにも実装
可能な軽量暗号・認証技術
など

盗聴・解読の危険性が無い量子
光ネットワーク技術、酸化ガリ
ウムを利用するデバイスや深紫
外光を発生させるデバイスの開
発技術 など

研究開発成果を
最大化するための業務

技術実証と社会実証の一体的推進が
可能なテストベッド構築・運用

オープンイノベーション創出に向け
た産学官連携等の取組

耐災害ＩＣＴの実現に向けた取組
戦略的な標準化活動の推進
研究開発成果の国際展開
サイバーセキュリティに関する演習

海外研究者の招へい
情報通信ベンチャー企業の事業化支
援

ＩＣＴ人材の育成

機構法に基づく業務

標準電波の発射、標準時の通報
宇宙天気予報
無線設備の機器の試験及び較正

研究支援・事業振興業務



スマートフォンで利用できる多言語音声翻訳技術の研究開発について

 総務省所管の国立研究開発法人 情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）を中心に、「言葉の壁」を越えたコミュ

ニケーションの実現を目指した「多言語音声翻訳システム」を開発。現在は無料の実験用スマートフォ

ンアプリVoiceTraとして試験利用が拡大、民間企業の製品・サービス化が進行中。

現在

 一部テキスト入出力のみを
含めて31言語に対応

 日英中韓を含め10言語の旅

行会話で実用レベル（英語は
TOEIC600点レベル）の翻訳が
可能
（音声認識、翻訳に
人工知能を活用）

スマートフォンアプリ
VoiceTra

2020年

研究開発と大規模実証を経て、
東京オリンピック・パラリンピック競技大会
が開催される2020年までに社会実装

→ 全国展開

医療など、旅行会話以
外の翻訳を可能にする

実用レベルで翻訳可能
な言語数を拡大する

多様な言い回しへの対
応や、雑音除去、自動
学習等の研究開発

性能向上に向けた取組

VoiceTraサポートページ：
http://voicetra.nict.go.jp/

ダウンロード用
QRコード

救急

スポーツイベント
成田空港専
用翻訳アプ
リ”NariTra”
(NICTが技術

移転)

京急電鉄は乗換
や遺失物等の案
内に試験活用

東京メトロは同
社管理の全170
駅に導入

岡山県警が、地
理案内、遺失物
申請等に活用

2015年以降の

東京マラソンで
救護所やボラン
ティアが活用

鉄道

©一般財団法人 東京マラソン財団

警察

(写真：京浜急行電鉄(株)
より提供)

(写真：東京地下鉄(株)
より提供)

(写真：成田空港(株)より提供)

（写真：岡山県警察本部
より提供）

空港

(写真：札幌市消防局より提供)

救急用翻訳
アプリ”救急
ﾎﾞｲｽﾄﾗ”の
活用を促進

26

26



より多くの可能性を引き出し
多様な選択肢を準備 効率的で正確な行動の実行

Neymar
Jr.

JS

資料提供 NHK スペシャル 「ミラクルボディ」 2014年6月1日放送

身体運動をアシストできる
小型ウェアラブルデバイスの開発

行動の選択 行動の実行

ディフェンスをどのように抜くか？ ボールを蹴る

関連領域が広範囲で活性化
活動領域は限定的でごくわずか

ICTによるヒューマンアシスト

子供から高齢者まで身体を動かす脳の仕組みを解明し、
リハビリやスポーツトレーニングへと応用する

脳の中の身体表現に介入する
リハビリテーション法の開発

「健常者の能力向上」
「ジュニア育成」

「高齢者/障がい者の能力回復」

(参考） NICTにおける医療/生体に係る研究開発の例
身体性の脳科学に関する多様な分野への応用

（ネイマールの脳に学ぶ身体を動かす脳の仕組み）

27



【日刊工業新聞 平成28年8月18日（木）１面】

NICT（CiNet）において研究を進めてきた脳情報通信技術とAI
技術を応用し、NTTデータがNICT及びテムズと共同で、
脳活動の動きからテレビCMなどの動画広告の効果を高精度
に測定するマーケティング支援サービスを実用化した。

今後、多様な分野のマーケティングや顧客の感性に訴える
魅力的な製品設計（デザイン、音質等）を可能とするものづくり
等の革新への貢献が期待される。

（参考） NICTにおける医療/生体に係る研究開発の例
脳情報通信技術への期待（例：マーケティング分野）

体験 脳モデル
（統計学習） 脳活動

名詞
女性
男性
髪

文字 咲く
ラテン 読める

アルファベット 書く

海
広大
一帯

被験者が見ていた動画 脳活動から推定した知覚意味内容
動詞
着る
着ける
被る

形容詞
若い
鋭い
短い

眺める
囲む
面す

（品詞別トップ３）

黄色い
白い
美しい

深い
数多い
狭い

？

28



29（参考） NICTにおける医療/生体に係る研究開発の例
（NICTパンフレットより抜粋）

〇未来ICT研究所 フロンティア創造総合研究室
・・生体の感覚に則したセンシング技術や生体材料の応答を的確に処理・解析する技術の
研究開発を実施。

生体物性プロジェクト

生体物性プロジェクトでは、生体分子とそれらによって構成されるシステムの振
る舞いを多彩なアプローチによって計測・制御・解析し、生体の優れた機能発
現メカニズムの理解を深めることを通じて、未来の情報通信技術に貢献するこ
とを目指しています。研究対象として生体分子レベルから細胞ネットワークレベ
ルに至る各階層とそれらのつながりを設定し、以下の研究プロジェクトを進め
ています。

• 細胞・分子センシングメカニズム研究：化学物質を受容する生体機能と機械
学習の手法を組み合わせ、生物の化学感覚に則した情報認識メカニズムを
再構成することを目指しています。

• 生体分子マシン研究：生物分子マシンであるタンパク質分子の構造と機能
の解析や、人為的な設計によってタンパク質分子に新たな機能を創出する
取り組みを行い、分子マシンの設計原理獲得を目指しています。

• 生体分子システム研究：生体分子が自律的に離合集散することで形成され
る大規模な構造の自己組織化メカニズムに関する研究に取り組んでいます。

細胞による化学物質
センシング

自己組織化した生体分子
システムの大規模構造

生体分子マシンの機能計測

Time (s)

出力データ

検出対象を同定

？
？

？ ？
？
？

細胞センサ

化学
物質 応答信号

特徴1

特徴2
特徴3

特徴抽出

！



30（参考） NICTにおける医療/生体に係る研究開発の例
（NICTパンフレットより抜粋）

生物情報プロジェクト

記憶神経生物学プロジェクト

細胞の情報処理と通信能力を利用した新たなICTパラダイムの創出を目指しています。

• 細胞を観察する：バイオイメージング技術の開発

細胞内の情報の流れを計測するために、生きた細胞で目的分子の挙動を高精細に画像化でき
る蛍光顕微鏡技術の開発を行っています。この技術は、細胞の情報処理能力を利活用する上で、
不可欠の基盤技術となっています。

• 細胞を操作する：細胞機能の人工的構築と制御

細胞内に人工構造物を構築し、それを使って細胞機能を自在に制御する技術の開発を進めて
います。機能的な人工オルガネラを細胞内に構築することで、各種センサーや薬剤スクリーニン
グ、有用物質生産を可能にする人工細胞の創製を目指しています。

• 細胞を模倣する：細胞情報システムの解明と応用
細胞の遺伝情報システムは、35億年の進化によって錬成された自然知の集積です。環境変化

に応答する遺伝情報システムの動作原理や分子機構を明らかにし、細胞の自然知に倣った新
たなICTの創出を目指しています。

記憶神経生物学プロジェクトは、ショウジョウバエを使って、記憶の基本原理を確立
しようとしています。情報通信の世界では、電子回路の”メモリー” は当たり前のも

のになっていますが、生物の脳の”記憶”のしくみは、実は全くわかっていません。
それは、脳の中で記憶ができるところを見た人が誰もいないからなのです。当プロ
ジェクトでは、食べる行動を指令するフィーディング・ニューロン上で記憶ができる様
子を直接観察することで、記憶がどのようにして形成されるか、独自の仮説を検証
しながらその分子細胞メカニズムを明らかにします。

さらに、記憶ができる様子が明らかになれば、それを模倣することで可塑的に変
化するデバイスをつくり、それがつながった回路を形成することもできるはずです。
そうして、脳の情報処理と同じように働く「人工」の「知能」を作ることも試みています。

研究に用いているさまざまな細胞

食べる行動を指令する
フィーディング・ニューロン

左）2つの細胞核を持つテトラヒメナ。

中）有用性生殖における核種合を
行っている分裂欝母。
右）ヒ卜由来の活養細胞。

記憶の原理を説明する
ローカル・フィードバック仮説



31（参考） NICTにおける医療/生体に係る研究開発の例
（NICTホームページより抜粋）

〇数値人体モデルの開発

電波の安全性の検討には生体内SARを正確に評価することが必要だが、人

体の形状や内部組織の不均一な構造によって複雑に変化。実際の人体内
部のSARを測定することは困難であり、これまでは単純な形状や粗い構造の
人体モデルまたはファントムを用いた評価を実施。

医療診断技術の発展により、MRI等の解剖データを用いた詳細な数値人体
モデルの開発が可能。

NICTでは日本人を対象とした高精度な数値人体モデルを開発。これらのモデ

ルは、現在海外で開発されているモデルと比較しても優れたモデルであり、
国内外の様々な分野の研究で広く利用されている。

解剖学的構造を有した高分解能数値人体モデルや人体組織を簡易的に模
擬したモデルを用いて、人体内部での電波の振る舞いや吸収量（SAR）を推
定。NICTでは主に無線通信に使用される数10kHzから数100GHzまでの周波

数帯を対象とした検討を実施。特に、放送局や携帯電話で使用されている
VHF/UHF帯、あるいはRF-ID機器やIH調理器で使用されている中間周波数帯
での検討を精力的に進めている。



32（参考） NICTにおける医療/生体に係る研究開発の例
（NICTホームページより抜粋）

数値人体モデルとは、人体（組織・臓器）の形状を
微小な要素の集合体として表現したもので、各微小
ブロックに筋肉、脂肪といった組織・臓器名を示す
番号を付与したもの。その組織・臓器に対応する電
気定数を与えることで電波が人体に吸収される様
子をシミュレーション。

NICTでは、北里大学・慶応義塾大学・東京都立大学

との共同研究により、わが国で初めて、日本人平均
体形を有する成人男女の全身数値モデルを開発。
このモデルは電波と人体との相互影響を調べる目
的だけではなく、弾性係数や放射線吸収係数等を
モデル内で設定することにより、たとえば車が衝突
した場合の搭乗者の被害解析や、がん患者のため
の放射線治療計画作成等の様々な分野に応用が
可能。

現在、これらのモデルは無償および有償で公開。

日本人成人男女の数値人体モデル

 データ: MRI
 総ボクセル数： 男性 800万個、女性 630万個
 姿勢:立位
 分解能: 2 x 2 x 2 mm
 組織数: 51種類

妊娠女性モデル 姿勢変形（モデルの自由形状変形）



ICT分野のイノベーション創出に向けた情報通信技術政策

事業化・産業化
フェーズ

製品化 製品展開

研 究 開 発 フ ェ ー ズ
実行可能性・実現可能性 実用性検証 コンセプト 実証 開発

死の谷

戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）
ICTイノベーション

創出チャレンジプログラム
（I-Challenge!）

• 一般枠：上限500万円/年
• 若手育成枠：上限300万円/年
• 地域ICT振興枠：上限300万円/年
• 異能vation：上限300万円/年（繰り返し
応募可）

• ベンチャー企業等とベンチャーキャ
ピタルをマッチングさせた上で支援
企業等は上限１億円/年
VCは上限1,000万円/年

• 一般枠：
上限3,000万円/年×最長２年

• 若手育成枠：
上限1,000万円/年×最長２年

• 地域ICT振興枠：
上限1,000万円/年×最長２年 等

総務省における取組

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)における取組

NICTでは、国のＩＣＴ政策との密接な連携の下、大学や民間企業では実施できないような長期間に
わたり組織的に推進すべきＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発を実施

基礎的・基盤的技術の研究開発

フェーズI：
実行可能性や実現可能性の検証

フェーズII：
シーズについての実用性の検証

フェーズIII：
事業化に向けたビジネスモデルの実証
（試作品等の開発支援）

言葉の壁のない社会の実現を
目指す多言語音声翻訳技術の
研究開発

（研究開発の例）

大容量・長距離光伝送に必要と
なる信号処理技術の研究開発

光伝送で生じる波形のひずみをリアル
タイム補償する信号処理回路（DSP-LSI）

省電力かつ柔軟な構成を可能と
するワイヤレスネットワーク技術
の研究開発

① ②
③

①（株）スマートドライブ
自動車の状態や運転
特性の確認が可能な
アプリとデバイスの開発

②サイマックス（株）
トイレに関するデータから
病気の予兆を知らせて
くれるサービスの開発

I-Challenge!採択案件における
民間企業による事業化の期待事例

NICTの研究成果を踏まえた民間
企業による事業化事例

研究開発成果の技術移転

成田国際空港
NariTra (2011.12)

au おはなし
アシスタント(2013.7)例）多言語音声翻訳

アプリ

産学官連携による社会展開の推進

例）電力スマートメータ
（国内約8,000万台）
へのWi-SUN導入

総務省直轄研究による製品化の加速化

例）光ネットワークの
100G DSP-LSI製品化

(ピーク時に世界シェア50%)
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平成29年度実施プログラム

戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）

情報通信技術（ＩＣＴ）分野において新規性に富む研究開発課題を大学・独立行政法人・企業・地方自治体の研究機関などから
広く公募し、外部有識者による選考評価の上、研究を委託する競争的資金。これにより、未来社会における新たな価値創造、若
手ＩＣＴ研究者の育成、ＩＣＴの利活用による地域の活性化等を推進。

Strategic Information and Communications R&D Promotion Programme （SCOPE)

（１）重点領域型研究開発

未来社会における新たな価値創造を図るため、ＩＣＴ分野で国として取り組むべき基礎的・基盤的な研究開発分野から重点領域を設定し、実証実
験と一体的に取り組む研究開発を推進。

（２）若手ＩＣＴ研究者等育成型研究開発

ＩＣＴ分野の研究者として次世代を担う若手人材を育成することや中小企業の斬新な技術を発掘するために、若手研究者又は中小企業の研究者
が提案する研究開発を推進。

（３）電波有効利用促進型研究開発

電波の有効利用を一層推進する観点から、新たなニーズに対応した無線
技術をタイムリーに実現するため、電波の有効利用に資する先進的かつ独
創的な研究開発を推進。

（４）地域ＩＣＴ振興型研究開発

ＩＣＴの利活用によって地域貢献や地域社会の活性化を図るため、地域に
密着した大学や地域の中小・中堅企業等に所属する研究者が提案する研
究開発を推進。

（５）国際標準獲得型研究開発

ＩＣＴ分野における研究開発成果の国際標準化や実用化を加速し、イノ
ベーションの創出や国際競争力の強化に資するため、外国政府との連携
による研究開発を戦略的に推進。

（６）独創的な人向け特別枠～異能(inno)vation～

ＩＣＴ分野において、破壊的な地球規模の価値創造を生み出すために、大
いなる可能性がある奇想天外で野心的な技術課題に挑戦する人を支援。

34
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平成26、２７、２８年度 異能vationプログラム 最終選考者 研究テーマ

• 平成26年度最終選考者

• 平成27年度最終選考者

• 平成28年度最終選考者

35

医療/生体・・

関係の研究開発
テーマもあります！



自らの技術課題への挑戦自薦枠
他薦枠 自分以外の方の技術課題を

推薦

個人もしくはグループの
自らの応募自薦枠

他薦枠 応援したい個人もしくは
グループを推薦

プログラム開始から3年を経て、今年度の「異能（Inno）vation」プログラムは発展的に
大きく変化しています。ICT（情報通信技術）分野において、破壊的価値を創造する、
奇想天外でアンビシャスな技術課題への挑戦を支援する「破壊的な挑戦部門」に加え、
「ちょっとした、けれども誰も思いついたことのないような面白いアイデア」や「自分で
も一番良い使い方が分からないけれど、こだわりの尖った技術」、「自らが発見した実現
したい課題」等を募集する「ジェネレーションアワード部門」を新設しました。

独創的な研究課題への挑戦 「異能vation」 36



主要ベンチャーキャピタル等が参加

■ 「I-Challenge!」 “ICTイノベーション創出チャレンジプログラム”
• ベンチャー企業や大学等による新技術を用いた事業化への挑戦に関し、事業化支援機関（VC等）とのチーム

を組んだ上でビジネスモデルの実証（試作・デモ等）を行うことを支援

プロトタイプ
試作・デモ

知財化 検証

ビジネスモデルの実証

大企業等との
マッチング

ライセンシング

ＩＰＯ
Ｍ＆Ａ

新サービス
投入

民間資金の呼び込み

コンセプト検証 (PoC : Proof of Concept)

事業化

チームを組んでビジネスモデルの実証に取り組む

◆補助金 ①１億円以内 （間接経費30％含む) （補助率 企業：2/3、大学等：10/10）
②1000万円以内 （一般管理費10%含む） （補助率：2/3）

事業化支援の専門家
（ベンチャー

キャピタル等）

事業化を目指す
ベンチャー企業等

【事業イメージ】

公募（常時応募可能）

ベンチャー企業
・大学等

ベンチャー
キャピタル等

事業化への支援 「I-Challenge !」
【平成２９年度予算】 ２．９億円（平成２８年度 ２．５億円）

37



38I-Challenge ! 採択技術開発課題

生体/介護・・

関係の研究開発
テーマもあります！



総務省は、今後とも

情報通信 とAI(人工知能) に関する

技術開発に 積極的に取組んでまいります。

ご清聴ありがとうございました。
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