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Great tide of change
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The world is facing an even greater tide of change against a 
backdrop of rapidly advancing innovation in digital technologies 
such as AI, the Internet of Things (IoT), robotics, and 
blockchains, as well as biotechnologies.

The world economy’s center of gravity will shift from the West to Asia.
While some countries are facing rapid ageing of the population amid 
extremely low birthrate, the global population is growing explosively.

Problems such as global environmental issues and social 
disparity are worsening, and in 2015 the United Nations 
adopted SDGs  aimed at addressing these.

Technological change

Economic and geo-political change

Change in mindset

Every change brings opportunities as well.

Imagination is the key to shaping the future.



Digital Transformation
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 Digital transformation will dramatically alter many aspects of society,
including private lives, public administration, industrial structure, and
employment.

 Utilization of data and AI will open up many new possibilities. The
important question is what to use these technologies for.

IoT
IoT means that every "thing" is connected to the Internet. Improved 
technologies for sensing precise data from physical real world will 
enable appropriate data to be gathered in real time and deployed in 
cyberspace

AI One essential aspect of AI can be viewed as “distribution and 
commoditization of abilities.”

Robotics AI exerts its capabilities not only in cyberspace, but also in physical 
real world via robots. 

Distributed 
Ledger 

Technology

Distributed ledger technologies such as blockchains do much to 
improve transaction efficiency and traceability.

Digital transformation means that advances in digital
technology and data utilization drastically changes aspects of society
including private lives, public administration, industrial structure, and
employment.



The Nature of Society 5.0
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 Digital technologies and data should be utilized to create a society
where people lead diverse lifestyles and pursue happiness in their
own ways. In the future, humans will require imagination to change
the world and creativity to materialize their ideas. Society 5.0 will be
an Imagination Society.

Society 5 .0

Digital Transformation ×

Value CreationProblem Solving

Imagination & Creativity 
of diverse people



The fruits of Society 5.0
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 The aim is to bring about a society where anyone can create value
anytime, anywhere, in security and harmony with nature, and free
from various constraints that currently exist.



Blueprint of Society 5.0 for SDGs
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 Aiming to resolve social issues in harmony with nature, Society 5.0
will contribute to delivering on United Nations SDGs. The two reforms
share a common direction.

Source:
http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/
2030agenda/sdgs_logo/

①Cities and Regions
②Energy
③Disaster Prevention
④Healthcare
⑤Agriculture and Food
⑥Logistics
⑦Manufacturing and 

Services
⑧Finance
⑨Public Services

Society 5.0



創造する付加価値を高めて循環させる
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 社会的課題や顧客の多様なニーズに応え、価値を創造することが重要。
日本として「Society 5.0 for SDGs」に戦略的に取り組むべき。

 一人ひとりが創造し、享受する価値を増大させることが必要。

• 社会や地球の課題解決、顧客の多様なニーズへの対応を通じて社会的価値を創造
• 自社の強みを社会課題の解決に結びつける事業を構想し、多様な主体と目標共有
• 次世代産業の創成（医療・介護システム、農業・食システム、統合インフラ等）

• 人口が減少する日本において、社会全体で持続的に価値を生み出し続けるために、
一人ひとりが生み出す価値の増大（生産性の向上）が急務

• 人々の想像・創造力によって生み出された付加価値を分配・還元する観点から、
賃金や所得等のあり方を見直すことが欠かせない

社会的価値の増大（SDGsへの貢献）

一人ひとりが創造・享受する価値の増大



企業行動憲章の改訂
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「Society 5.0の実現を通じたＳＤＧｓの達成」
を基本コンセプトに経団連が会員企業に遵守を求める

「経団連企業行動憲章」を改定

2017年11月



会員企業におけるSDGsへの取り組み

8出典：経団連「企業行動憲章に関するアンケート調査結果」（2018年7月17日）



会員企業におけるESG情報の開示と対話

9出典：経団連「企業行動憲章に関するアンケート調査結果」（2018年7月17日）



スタートアップの振興を第一に
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 国として、既存産業の保護ではなく、スタートアップ振興に大きく軸足を
移し、Society 5.0時代を担う企業を生む産業構造に変革すべき。

出典：週刊ダイヤモンド「平成経済全史」（2018年8月25日）ほか各種統計をもとに作成

米国は市場を牽引する企業や産業が大きく入れ替わっている



大企業による「出島」戦略
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 既存組織がデジタル革新を成し遂げるとともに、新規事業の創出策として、
会社本体と意思決定や評価制度を切り離し、物理的にも距離を置いた異質
な組織を「出島」のように立ち上げる方策が有効。



東大・経団連ベンチャー協創会議
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第２回東大・経団連ベンチャー協創会議総会

出典：経団連タイムス
http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2018/0412_02.html

 経団連と東京大学は、革新的な技
術や社会システムを提供するベン
チャーを連携して創出・育成する
「東大・経団連ベンチャー協創会
議」を2016年11月に発足

 アカデミアと産業界が「組織的」
連携によりベンチャー創出・育成
を行う先駆的な取り組みであり、
（１）双方の幹部層による対話、
（２）ベンチャーの創出に向けた
連携、（３）ベンチャーの事業成
長に向けた連携、（４）起業家人
材の育成に向けた連携を活動内容
として掲げている



J-Startup×経団連懇談会
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出典：経団連タイムス
http://www.keidanren.or.jp/journal/times/2018/1206_02.html

 2018年11月、経済産業省と共催で
「J-Startup×経団連懇談会」を開
催し、同省が集中支援するスター
トアップ「J-Startup企業」と経団
連企業双方の幹部による活発な意
見交換を実施。

 経団連の髙橋誠起業・中堅企業活
性化委員会企画部会長（KDDI社
長）の進行のもと、中西会長、世
耕経産相がコメンテーターとして
参加し、J-Startup企業幹部と経団
連企業幹部総勢約40名による車座
形式のディスカッションを行った。

中西会長

世耕大臣 髙橋 起業・中堅企業活性化委員会
企画部会長（KDDI社長）



オープンイノベーションシンポジウム開催概要

14

日時 2019年1月24日（木）14:00～18:00

場所 経団連会館４階ダイアモンドルーム

主催 経団連、財務省・財務局、金融庁、経済産業省

プログラム

１．開会（＋フォトセッション） 14:00～14:20 ２．特別対談 14:20～14:40

３．パネルディスカッション１ 14:40～15:30

４．パネルディスカッション２ 15:30～16:20

５．閉会 16:20～16:25

６．ミートアップ（交流会） 16:25～18:00

名称 シンポジウム＆ミートアップイベント
オープンイノベーションの更なる深化に向けて
～地域経済エコシステム形成に向けた取組～

イベントロゴ
＊経済活性化の「エンジン」、

エコシステムを想起させる「円陣」、
経済活動に不可欠な「円」（カネ）と
「人」（ヒト）を意味する。

参加者 全国各地の大企業、スマートニッチ（中小企業）、
スタートアップ、金融機関、大学・研究機関など
総勢約400名

根岸修史 経団連審議員会副議長／起業・中堅企業活性化委員長
岡本薫明 財務省事務次官

伊勢谷友介 俳優、㈱リバースプロジェクト代表
大久保幸世 創業手帳㈱ 代表取締役

田中琢二 財務省 関東財務局長

徳永 奈緒美 富士通グローバルマーケティング本部
シニアディレクター

（起業・中堅企業活性化委員会企画部会長代行）他

「大企業とスマートニッチ・スタートアップ企業の連携」

「オープンイノベーションと地域経済エコシステム」



Society 5.0の実現に向けて
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Society 5.0は訪れるものではなく、創りあげていくもの。
人々が多様な価値を追求し、多様な想像力と創造力を
原動力として、実現していく社会である。

経団連は、Society 5.0実現の旗振り役として、
自らも変わり、日本の経済社会の変革を主導していく。

本提言で示したアクションプランを実現するために、
経団連を挙げて具体策を議論・提示し、実行していく。
国内外のさまざまなステークホルダーと共に、
Society 5.0の具体化に向けて進んでいく。
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