
S I P 第 ２ 期
スマートバイオ産業･農業基盤技術
の取組概要

内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
スマートバイオ産業・農業基盤技術担当
プログラムディレクター（PD） 小林 憲明

管理法人 農研機構 生研支援センター



総合科学技術・イノベーション会議

役割
科学技術の

総合的かつ計画的な
振興を図るための
基本的な政策

科学技術に関する予算、
人材等の資源の配分の方針、

その他の科学技術の
振興に関する重要事項

研究開発の成果の実用化による
イノベーションの創出の
促進を図るための環境の

総合的な整備に関する調査審議



総合科学技術・イノベーション会議

議⾧:内閣総理大臣

関係府省庁

各省より一段高い立場から
政策の立案と調整

総理大臣を補佐する
「知恵の場」

閣僚議員
（内閣官房⾧官、科学技術
政策担当大臣、総務大臣、
財務大臣、文部科学大臣、
経済産業大臣）

有識者議員
（学識経験者、産業界等よ
り科学技術に関して優れた
知見を有する者を国会の同
意を得て任命）

関係機関の⾧
（日本学術会議会⾧）

閣僚議員
（内閣官房⾧官、科学技術
政策担当大臣、総務大臣、
財務大臣、文部科学大臣、
経済産業大臣）

有識者議員
（学識経験者、産業界等よ
り科学技術に関して優れた
知見を有する者を国会の同
意を得て任命）

関係機関の⾧
（日本学術会議会⾧）



総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能強化

政府全体の科学技術
関係予算の戦略的策定1 戦略的イノベーション

創造プログラム2

革新的研究開発
推進プログラム3 官民研究開発投資

拡大プログラム4

エスアイピー

PRISM
プリズム

ImPACT
インパクト



SIPの特徴

総合科学技術・イノベーション会議が、社会的に不可欠で、日本
の経済・産業競争力にとって重要な課題、プログラムディレク
ター（PD）及び予算をトップダウンで決定。

府省連携による分野横断的な取組を産学官連携で推進。

基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発
を推進。
規制・制度、特区、政府調達なども活用。国際標準も意識。

企業が研究成果を戦略的に活用しやすい知財システム。



プログラムの仕組み

総合科学技術・イノベーション会議

ガバニングボード（有識者議員）

プログラム統括（H30年度新設）

ＰＤ（プログラムディレクター）
（内閣府に課題ごとに置く）

関係府省研究機関、大学、民間企業 等

推進委員会
ＰＤ（議⾧）、関係府省、専門家、
管理法人、内閣府（事務局）

課題ごとに以下の体制を整備



ＳＩＰ第２期の開始

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

SIP第１期（325億円） （当初計画:平成31年度～35年度）

SIP第２期課題（５年計画:平成29年度末～34年度）

H29補正予算案
325億円 【１年以上前倒しで開始】

280 億円

* SIP第１期課題「重要インフラにおけるサイバーセキュリティーの確保」はH31年度まで継続の予定



SIP第２期 12の課題

ビッグデータ・ＡＩを活用した
サイバー空間基盤技術

IoT社会に対応した
サイバー･フィジカル･セキュリティ

統合型材料開発システムによる
マテリアル革命

スマートバイオ産業・農業基盤技術

国家レジリエンス
（防災・減災）の強化

スマート物流サービス

フィジカル空間
デジタルデータ処理基盤

自動運転
（システムとサービスの拡張）

光・量子を活用した
Society5.0実現化技術

脱炭素社会実現のための
エネルギーシステム

AIホスピタルによる
高度診断・治療システム

革新的深海資源調査技術



SIP第２期のPD

安西 祐一郎
慶應義塾 学事顧問 同大学名誉教授

後藤 厚宏
情報セキュリティ大学院大学 学⾧

岸 輝雄
東京大学 名誉教授 新構造材料技術研究組合 理事⾧
国立研究開発法人 物質・材料研究機構名誉顧問

小林 憲明
キリン（株） 取締役常務執行役員
キリンホールディングス（株） 常務執行役員

堀 宗朗
東京大学 地震研究所
巨大地震津波災害予測センター教授・センター⾧

田中 従雅
ヤマトホールディングス（株） 執行役員 IT戦略担当

佐相 秀幸
（株）富士通研究所 シニアフェロー

葛巻 清吾
トヨタ自動車（株）
先進技術開発カンパニー 常務理事

西田 直人
（株）東芝 特別嘱託

柏木 孝夫
東京工業大学 特命教授・名誉教授
先進エネルギー国際研究センター⾧

中村 祐輔
公益財団法人がん研究会
プレシジョン医療研究センター所⾧

石井 正一
石油資源開発（株） 顧問



スマートバイオ産業・農業基盤技術課題の設定

OECD 諸国のバイオエコノミーが2030年に
GDP1.6 兆ドル規模に達し、
このうち39％を工業分野が
36％を農業分野が占めると予測

OECD 報告書「Bioeconomy to 2030」

欧州・米国等が
バイオエコノミーに関する戦略的な取組や
データ駆動型のスマート農業技術・システム
の開発を推進

S IP第 ２ 期
スマートバイオ産業･農業基盤技術



スマートバイオ産業・農業基盤技術の趣旨（コンセプト）

画期的な高機能資源を創造、
資源を再利用したりすることを可能に1
誰もが参画しやすい研究開発環境づくり2
標準化（国際標準化）
協調領域（スケーラビリティ）の構築
国際市場における競争領域（戦略的アライアンス）
の創出

3



目指す姿

デジタル技術との融合によるイノベーションを通じ、

Society5.0を実現し、
我が国のバイオエコノミー市場を創出･拡大

（食のヘルスケア産業、スマートフードチェーンシステム、革新的
バイオ・マテリアル産業で2400億円以上）

SDGs
（世界の食料安定供給、持続的な経済・社会、

健康寿命の延伸(増大する医療費の抑制)等）の達成に貢献



スマートバイオ産業・農業基盤技術の全体構想

農林水産業・
食品産業の
生産性革命

生物機能を
活用した
ものづくり

食を通じた
健康システムの

確立

府省・産学連携により日本の強みを活かした
データ駆動型の技術開発・社会実装を加速



持続可能な
成⾧社会の実現

食による
健康増進社会の実現

農林水産業・食品産業の
生産性革命・競争力の強化

研究開発の内容:全体概要

健康寿命の延伸を図る
「食」を通じた新たな
健康システムの確立

多様なデータの利活用による
農林水産業・食品産業の

生産性革命等

「生物機能を活用した
ものづくり」による

持続可能な成⾧社会の実現

バイオ・デジタル融合イノベーションを
創出する研究開発基盤の構築

A B C

D



（Ｄ）バイオ・デジタル融合イノベーションを創出する
研究開発基盤の構築

バイオ・デジタル融合イノベーションを
創出する研究開発基盤の構築

D

国研等の
バイオ関連データの
民間利用の促進

バイオリソースの
民間利用の促進

バイオテクノロジー
利用促進のための

調査研究



（Ｄ）バイオ・デジタル融合イノベーションを創出する
研究開発基盤の構築

消費者・多様な
ステークホルダー

企業・研究機関
大学等

SIP「スマートバイオ産業・農業基盤技術」

バイオ・デジタル融合イノベーションを
創出する研究開発基盤の構築

「バイオ関連データ」「バイオリソース」の提供

国研等の
バイオ関連データの

民間利用の促進
バイオリソースの
民間利用の促進

バイオテクノロジー
利用促進のための

調査研究



（Ｃ）「生物の機能を活用したものづくり」による持続可能な
成⾧社会の実現

サプライチェーン上のボトルネックを解消することにより、
再生可能原料からの化学品等の事業をクラスター化し

循環型社会を実現する

研究 開発 製造 流通 消費原料

課題C-2課題C-1

革新的バイオ素材・
高機能品等の開発実用化

スマートセル産業を支える
サプライチェーン関連技術の
高度化・実証研究



革新的バイオ素材・高機能品開発

何を作るか

どのように作るか

いかに安く作るか

バイオ素材は試作に多大なコスト・時間を
要する。試作→機能検証では限界

偶然（突然変異）の産物から最適設計への
転換が必須

生物を扱うバイオプロセスの不確実性と
これにともなう非効率なプロセスの改善が必須

「生物の機能を活用したものづくり」による
持続可能な成⾧社会の実現



課題C-1の主な達成目標

データ駆動型の機能製品設計技術により、
開発の期間・費用を従来の1/4以下に削減可能かつ

生分解性や生体適合性など石油由来のものを凌駕する
高機能品・機能性素材の開発技術を確立

低コストかつCO2排出等の
環境負荷を30％以上低減

可能な、革新的バイオ素材・高機能品の
生産技術を確立

これらの技術開発により、
5件以上の革新的バイオ素材・

機能品等を開発し、実用化の目処を付ける



課題C-2の主な達成目標

廃水処理再生水活用を考慮した
高効率化バイオ化学品生産廃水処理技術を確立する。

バイオ合成工程及び廃水処理工程等を通した
シミュレータ設計用のデータを取得する。

農林水産業系未利用資源の
全成分の高付加価値化、基幹化合物を安価に

安定供給する技術を確立する。

有機物残渣等を
次世代化学産業の原料生産向けの資材

とする技術を開発する。



革新的バイオ素材・高機能品開発

サプライチェーン上のボトルネック解消
→再生可能原料からの化学品などの事業をクラスター化し循環型社会を実現

研究 開発 製造 流通 消費原料

物性情報
バイオ素材の
機能予測技術
バイオマテリアルズインフォ
マティクス基盤技術の開発

生物機能情報
バイオDBから生物機能をデザ
イン→高効率に革新的バイオ
素材などを生産する生物工場
の創成

生産プロセス技術
サプライチェーン
関連技術の高度化

課題CＮＥＤＯ
スマートセル事業

課題C



NEDOスマートセル事業との連携



NEDOスマートセル事業との連携

合理的な生物機能デザイン
（NEDOスマートセル事業）

バイオ・インフォマティクス人材の育成（リカレント教育）

生物機能データ
プラットフォーム構築

バイオ・素材関連
データベース
統合・利活用促進

革新的バイオ素材・
高機能品開発

「食」を通じた
新たな健康システムの開発


