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社会課題の解決に貢
献しない企業は、

淘汰される時代へ─
。

技術で「より良い未来」
を

どう実現するのか。

◉第１章「2040年へ、日本の社会課題と解決策」より
　　　 　「本書のアプローチ」、
　　　 　「社会課題を乗り越える有望技術と未来シナリオ」の一部、
◉第２章「望ましい未来」より
　　　　 「Future_of_Circular_Economy／循環型経済の未来」、
◉第３章「新市場を生み、未来をつくる『有望技術105』」より
　　　    「バイオ燃料電池／微生物燃料電池」、
本レポートの全目次、図表一覧

主な収録内容 ※収録内容は変更になる場合があります。

技術戦略の策定に役立つ3要素

社会課題の解決に貢献する有望技術105   
望ましい2040年へのシナリオ
監修・著者：PwCコンサルティング
■ レポート：A4変型判、552ページ    ■ 2020年12月7日発行  ■ 発行：日経BP  
■ 【書籍のみ】価格：本体600,000円＋税、ISBN：978-4-296-10713-1
　 【書籍とオンラインサービスのセット】価格：本体900,000円＋税、ISBN：978-4-296-10715-5

「望ましい未来」をつくる技術戦略

社会課題の解決に貢献する有望技術105   
望ましい2040年へのシナリオ

社会課題×

   有望技術
「望ましい未来」
をつくる技術戦略

「より望ましい未来」実現に向けた「12の未来シナリオ」
2040年を見据え、「おそらく起こる未来」と「より望ましい未来」を提示

  「望ましい未来」の実現に貢献する「有望技術105」
技術の進展シナリオ、市場化の課題などを解説

SDGsの観点から、日本の社会課題を整理
［より良い未来］－［社会課題］－［技術］の相関を図解



社会課題の解決を、どう自社の事業に組む込む
より望ましい未来像、それに貢献
持続可能な社会に貢献するため

社会課題解決を“事業”として実現するための
「未来シナリオ」と「有望技術」を提示します。
　「望ましい未来」実現の主役は「企業」です。2015年9月、150を超える加盟国首脳の参加
のもと、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、
17の目標からなる「SDGs」が示されました。日本でも急速に注目度が高まっています。企業が
持続可能な発展を続けるためには、社会課題の解決を自社のビジネスに組み込み、より良い
未来につながる製品・サービスを開発することが必須です。そして、そこで大きな役割を
果たすのが「テクノロジー」です。
　大切なのは、「より良い未来につながる」という視点からテクノロジーを選定し、新たな事業・
商品開発につなげること。そのためには、事業戦略を現状の延長線上ではなく、「実現したい
未来」を起点に立案しなければなりません。向かい合うべき「社会課題」と、その解決に貢献
し得る「技術」を明らかにし、シナリオを描く、というアプローチが必要です。
　本書では、2040年をターゲットに「12の望ましい未来」を描き、SDGsのどの目標が達成
できるかも示しています。さらに理化学研究所や産業技術総合研究所といった日本を代表する
研究機関で取り組んでいる技術研究から、社会課題の解決に貢献し得る、有望な105の技術を
抽出。技術解説や研究の動向を示したうえで、将来生み出す市場、その規模、市場化の課題を
分析し、それぞれの技術が貢献する「望ましい未来」へのシナリオを示しています。
　本書には、より良い未来に貢献できる新商品・新事業を生み出す情報が載っています。望ましい
未来を一緒に創っていこうではありませんか。

松山 貴之
「『望ましい未来』をつくる技術戦略」
編集責任者
日経クロステック 編集委員

社会課題×

   有望技術
「望ましい未来」
をつくる技術戦略

のか－－。
する有望技術と進展シナリオ…
の情報がここに。

技術戦略の策定に役立つ3要素

「望ましい未来」をつくる技術戦略
監修・著者：PwCコンサルティング
■ レポート：A4変型判、  552ページ
■ 2020年12月7日発行　
■ 発行：日経BP
■ 価格：【書籍のみ】本体 600,000円＋税
　 　　   【書籍とオンラインサービスのセット】本体 900,000円＋税

「より望ましい未来」実現に向けた「12の未来シナリオ」
2040年を見据え、「おそらく起こる未来」と「より望ましい未来」を提示

  「望ましい未来」の実現に貢献する「有望技術105」
技術の進展シナリオ、市場化の課題などを解説

SDGsの観点から、日本の社会課題を整理
［より良い未来］－［社会課題］－［技術］の相関を図解



2040年に向けた「12の未来シナリオ」

「より望ましい未来」実現に向けた12の未来シナリオ
「おそらく起こる未来」と「より望ましい未来」を提示

今こそ、「望ましい未来」を起点に、社会に貢献する事業戦略を描く。

社会課題の解決に貢献する「105の有望技術」を選定

日本の未来を読み解く4つの視点「超高齢社会への対応」「持続可能性への挑戦」「技術が生み出す新たな産業・経営・
労働の在り方への対応」「“より望ましい”ニューノーマルの想像と定着」から、12の未来シナリオを提示します。

「望ましい未来」実現に貢献する「有望技術105」
技術の進展シナリオ、市場化の課題などを解説

「国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構」（NEDO）、「国立研究開発法人 産業技術総合研究所」（AIST）、
「国立研究開発法人 科学技術振興機構」（JST）などの研究機関が投資している研究開発プロジェクトから、キーワードを
抽出して、社会課題の解決に貢献し得る105の有望技術を選定。「12の未来」との関連も一覧できます。

人間拡張社会の未来
（Future_of_Augmented_Society）

都市とモビリティーの未来
（Future_of_City_and_Mobility）

循環型経済の未来
（Future_of_Circular_Economy）

ものづくりの未来
（Future_of_Manufacturing）

エネルギーの未来
（Future_of_Energy）

フードエコシステムの未来
（Future_of_Food_Ecosystem）

ヘルスケアの未来
（Future_of_Healthcare）

死の未来
（Future_of_Death）

メディアとエンターテインメントの未来
（Future_of_Media_and_Entertainment）

信頼の未来
（Future_of_Trusted_Info_and_Communication）

イノベーションエコシステムの未来
（Future_of_Innovation_Ecosystem）

ウィズ・アフターコロナの未来
（With/After_COVID-19_Social_System）

特に注目すべき59の技術・進展シナリオ

ヘルスケア分野
エネルギー分野

エコテクノロジー分野

コンピューティング・
セキュリティー分野

ロボティックス・
オートメーション分野

IoT・計測・
センシング分野

農林水産分野

No.17 ポストリチウムイオン電池、No.19 超高圧水素インフラ、No.21 バイオ燃料電池/微生物燃料電池、No.22 ワイヤレス給電　ほか
No.1 遺伝子治療/ゲノム編集、No.2 iPS細胞（人工多能性幹細胞）、No.6 IoT ライフデータ高度利用、No.7 遠隔医療AI　ほか

No.46 マテリアルズ・インフォマティクス（MI）、No.47 脳ビッグデータ解析/脳情報・脳信号解析、No.48 光ニューラルネットワーク、
No.50 XR（AR/VR/MR)、No.51 AI エッジコンピューティング、No.52 量子コンピューター/量子情報処理　ほか

No.62 生活支援ロボット、No.63 自在化身体/人機一体、No.65 ヒューマノイドロボット、No.68 マイクロロボット、No.70 ドローン
技術、No.72 3Dプリンター、No.74 AI 交通信号制御、No.76 危険予知判断技術/危険回避技術、No.78 人工筋肉　ほか

No.81 非破壊イメージング技術、No.82 インフラモニタリング、No.84 生体 IoT、No.87 認知的インタラクション支援技、
No.90 ガラス製マイクロ流体チップ、No.94 生体量子イメージング　ほか

No.98 スマート農業、No.102 次世代型魚類育種、No.104 空気を肥料とする窒素固定植物、No.105 品種改良コムギ　ほか

◉ 105の有望技術の一部をご紹介 ※目次にすべて掲載しています。

No.34 人工光合成技術、No.35 CO2フリー水素、No.36 グリーンケミストリー、No.38 バイオマス、No.41 ダイヤモンド電極、　
No.43 蓄熱機能を有するセメント系複合多抗体建設材料、No.44 自己修復する機能性ポリマー  ほか

■ 「おそらく起こる未来」：現状の延長線上にある未来

■ 「より望ましい未来」実現のキーとなる技術

■ 「より望ましい未来」：一定のゲームチェンジが起こり、望ましい方向に変化した未来
■ 「より望ましい未来へのシナリオ」　■ 「より望ましい未来」の実現に向けた論理構成図

下記の構成で12の未来シナリオをそれぞれ解説しています。

「より望ましい未来」の実現を助け得る「注目すべき105の技術」を選定、７つの分野に整理しました。特に有望と思わ
れる技術については、適用が可能な産業や研究開発動向、技術進展シナリオ、市場化の課題など、詳しく分析しています。

12の未来について、2040年に向け、現行の延長線上にある「おそらく起こる未来」と、様々な課題が解決された「より望ま
しい未来」、「より望ましい未来」を実現するための指針を示します。

※掲載例 ：「人間拡張社会の未来」の一部です。

「より望ましい未来」の実現に向けた論理構成図

未来の世界観をイラストで示します

注目すべき技術のうち、特に有望と思われる59の技術について、下記の要素
を整理、詳しく解説しています。

❶技術概要
❷適用可能な産業             将来どのような産業領域で活用の可能性があるのか
❸研究開発動向           主な研究テーマ、研究開発事例など
❹技術進展シナリオ            未来につながる技術進展のシナリオを解説
❺技術進展シナリオ図    可能な限り客観性を持たせるため、官公庁
　　　　　　　　　　　　    が作成したロードマップや、シンクタンクなど
                　　　　　　　     の予測を根拠とし、技術の発展仮設を図示

❻市場規模                  35の技術について、関連する市場の規模を
　　　　　　　　　　　　    掲載

❼市場化の課題            市場化に向けての具体的な課題を解説



本文を検索したり、テキストや図表をダウンロードしたり
できます。説得力のある企画書づくりにお役立てください。
※ご利用には【書籍＋オンラインサービス】セットのご購入が必要です。
※オンラインサービスについてはwebで注意書きをご確認ください。

便利な
オンラインサービス
もあります。

1クリックで
PowerPointに
図表を出力！ 「望ましい未来」

をつくる
技術戦略

12の未来シナリオのそれぞれについて、SDGsのゴールに照らしながら、どういった
社会課題が解決され、その解決に寄与する技術は何かを示します。

SDGsの観点から、社会課題を整理
［より良い未来］-［社会課題］-［技術］の相関を図解

今こそ、「望ましい未来」を起点に、社会に貢献する事業戦略を描く。

SDGsの各ゴールにおける日本の社会課題（グローバル観点・日本国内観点）

［SDGsのゴール］ー［社会課題］ー［技術］の関連図
12の未来シナリオそれぞれについて、関連するSDGsのゴール、社会課題の解決像と、その社会課題の解決に寄与する技術を
図解・解説しています。

SDGsのゴール
12の未来シナリオがそれぞれ、17のゴールのうち、
どれに関連するのか

社会課題の解決に寄与する技術
この社会課題の解決に、「有望技術105」（※本
書 第3章で詳説）のうち、どの技術が寄与するのか

SDGsのゴールごとに、「グローバルのSDGsの観点からみた日本の社会課題」と
「本ゴールに関連する日本国内観点の社会課題（グローバルのSDGsの定義には存在しない）」を考察します。

● SDGsのゴール
● SDGsの観点から見た日本の社会課題
● 日本国内観点の社会課題

＜SDGs17のゴール＞　
❶ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
❷ 飢餓を終わらせ、食料安全保障および栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
❸ あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
❹ すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
❺ ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児の能力強化を行う
❻ すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
❼ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
❽ 包摂的かつ持続可能な経済成長およびすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間
　らしい雇用を促進する
❾ 強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進およびイノベーションの推進を図る
10 各国内および各国間の不平等を是正する
11 包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市および人間居住を実現する
12 持続可能な生産消費形態を確保する
13 気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる
14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
15 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、並びに
    土地の劣化の阻止・回復および生物多様性の損失を阻止する
16 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、
    あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
17 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

12の未来における

社会課題の解決像
「SDGsの各ゴールにおける社会課題」のうち、何
をどのように解決し得るのか

第1章　
2040年へ、日本の社会課題と解決策
1-1 プロローグ
はじめに
本書のアプローチ
1-2 SDGs 視点で捉える日本の社会課題と解決策
SDGsと「日本の社会課題」、その現在地と今後の方向性
社会課題を乗り越える有望技術と未来シナリオ

第2章
望ましい未来
2-1「望ましい未来」の全体構造
未来シナリオを描くプロセス
「未来を読み解くキーワード」と「共通の世界観」
2-2 12 の未来シナリオ
Future_of_Augmented_Society／人間拡張社会の未来
Future_of_City_and_Mobility／都市とモビリティーの未来
Future_of_Circular_Economy／循環型経済の未来
Future_of_Manufacturing／ものづくりの未来
Future_of_Energy／エネルギーの未来
Future_of_Food_Ecosystem ／フードエコシステムの未来
Future_of_Healthcare ／ヘルスケアの未来
Future_of_Death ／死の未来
Future_of_Media_and_Entertainment ／メディアとエンターテインメントの未来
Future_of_Trusted_Info_and_Communication ／信頼の未来
Future_of_Innovation_Ecosystem ／イノベーションエコシステムの未来
With/After_COVID-19_Social_System ／ウィズ・アフターコロナの未来

第3章
新市場を生み、未来をつくる「有望技術 105」
3-1 ヘルスケア分野の有望な技術
●遺伝子治療 /ゲノム編集 No.1 ●iPS 細胞（人工多能性幹細胞） No.2　
●時計遺伝子 No.3 ●エピジェネティック制御 No.4
●ゲノミクス／ディープインサイト法No.5 ●IoTライフデータ高度利用 No.6
●遠隔医療 AI No.7 ●細胞外微粒子 No.8
●細胞外小胞（エクソソーム）の生成メカニズム No.9
●細胞の構造生命科学 No.10 ●アプタマー／AI アプタマー創薬 No.11
ヘルスケアに関連するその他の技術
●光操作技術（オプトジェネティクス）No.12 ●スマートリハビリ No.13
●インタラクション技術 No.14 ●バイオアッセイ No.15
●微生物由来抗生物質（アスコフラノン）No.16  
3-2 エネルギー分野の有望な技術
●ポストリチウムイオン電池 No.17 ●水電解法 No.18
●超高圧水素インフラ No.19 ●固体高分子形燃料電池 No.20
●バイオ燃料電池／微生物燃料電池 No.21 ●ワイヤレス給電 No.22
●熱電発電 No.23 ●小型振動発電 No.24
●塗布型太陽電池（フィルム型ペロブスカイト太陽電池）No.25　
●小型原子力発電 No.26 ●高温超電導技術 No.27
エネルギーに関連するその他の技術
●発電細菌 No.28 ●異常ネルンスト効果（磁気熱電効果）No.29
●光で駆動するメタン酸化電池 No.30 ●水系空気電池／亜鉛空気電池 No.31
●ウェアラブル電源 No.32
3-3 エコテクノロジー分野の有望な技術
●CO2を有効活用する技術（CCU）No.33 ●人工光合成技術 No.34
●CO2 フリー水素 No.35 ●グリーンケミストリー No.36
●低級アルカンの直接転換 No.37　
エコテクノロジーに関連するその他の技術
●バイオマス No.38 ●バイオプラスチック No.39

●原形質流動の人工制御 No.40 ●ダイヤモンド電極 No.41 
●多元素協働触媒 No.42 ●蓄熱機能を有するセメント系複合多孔体建設材料 No.43
●自己修復する機能性ポリマー No.44 ●自己修復する多孔性結晶 No.45
3-4 コンピューティング・セキュリティー分野の有望な技術
●マテリアルズ・インフォマティクス（MI）No.46
●脳ビッグデータ解析／脳情報・脳信号解析 No.47
●光ニューラルネットワーク No.48 ●リアルタイム災害シミュレーション No.49
●XR（AR／VR／MR） No.50 ●AIエッジコンピューティング No.51
●量子コンピューター／量子情報処理 No.52
●ウェアラブルコンピューティング No.53 ●サイバー・フィジカル・システム No.54
●PUF技術（Physical Unclonable Function Technology）No.55
●サイバー・フィジカル・セキュリティー No.56 ●ビッグデータ同化 No.57
コンピューティング・セキュリティーに関連するその他の技術
●粉末コンピューティングシステム No.58 ●ニューロモルフィックダイナミクス No.59
●3次元集積デバイス（3次元集積 LSI、3次元集積 IC） No.60
●革新的 IoTセキュリティー No.61 
3-5 ロボティクス・オートメーション分野の有望な技術
●生活支援ロボット No.62 ●自在化身体／人機一体 No.63
●自動運転／自動運転知能／完全自動運転 No.64
●ヒューマノイドロボット No65 ●物体認識システム No.66　
●ブレイン・マシン・インターフェース No.67 ●マイクロロボット No.68
●人間機械協調／人間機械コラボレーション No.69
●ドローン技術 No.70 ●ロボティックバイオロジー No.71 ●3DプリンターNo.72
ロボティクス・オートメーションに関連するその他の技術
●ファブリケーション技術 No.73 ●AI 交通信号制御 No.74
●高速ビジョンセンサーネットワーク No.75
●危険予知判断技術／危険回避技術 No.76
●高精度 3次元地図（ダイナミックマップ） No.77
●人工筋肉 No.78 ●パーソナルインタラクション／共感知能技術 No.79
●ソフトロボティクス（自動知能動作と遠隔操作） No.80
3-6 IoT・計測・センシング分野の有望な技術
●非破壊イメージング技術 No.81 ●インフラモニタリング No.82
●固体量子センサー No.83 ●生体IoT No.84
●エネルギーマネジメントシステム（EMS） No.85
●身体知の可視化と継承 No.86 ●認知的インタラクション支援技術 No.87
IoT・計測・センシングに関連するその他の技術
●インフラ診断（水道管老朽化診断） No.88
●ほとんどが水よりなる動的フォトニック結晶 No.89
●ガラス製マイクロ流体チップ No.90
●フレキシブルエレクトロニクス／フレキシブルバイタルセンシングシステム  No.91
●量子ビーム位相イメージング No.92
●超低消費電力IoT デバイス／IoTセンサー No.93
●生体量子イメージング No.94
●伸縮性イメージセンサー（スーパーバイオイメージャー） No.95
●集合視／注視／行動解析／ウェアラブルカメラ／分散型センサー No.96
●常温発電 IoT 環境センサー　No.97
3-7 農林水産分野の有望な技術
●スマート農業 No.98 ●陸上養殖 No.99
農林水産に関連するその他の技術
●ストライガ防除 No.100 ●資源循環型養殖餌料 No.101
●次世代型魚類育種 No.102 ●高バイオマス雑種オオムギ育種法 No.103
●空気を肥料とする窒素固定植物 No.104 ●品種改良コムギ No.105

「望ましい未来」をつくる技術戦略 ※webでは、掲載図表一覧もご覧いただけます。

※掲載例 ：「ものづくりの未来」の一部です。
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