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Society 5.0は、第 5期科学技術基本計画で狩猟社会・
農耕社会・工業社会・情報社会に続く新たな社会を目指
すべきとして、“サイバー空間（仮想空間）とフィジカル
空間（現実空間）を高度に融合させたシステム（CPS： 
Cyber-Physical Systems）により、経済発展と社会的課
題の解決を両立する、人間中心の社会”の実現が提唱され
たものである。次期計画では Society 5.0の実装と合わせ
て、国連で設定した SDGs（Sustainable Development 
Goals）の達成が重要課題となる。
計測技術は農耕社会での、天体観測や、農耕面積・収穫
高などの長さと質量の測定技術として始まった。一方、制
御技術は第一次産業革命のワットの蒸気機関をうまく稼働
させたガバナのハンチングに対するマックスウェルによる
安定解析が始まりとされるが、古代ギリシャのクテシビオ
スは水時計の定流水源にフロートとバルブからなるサーボ
機構を用いていた。幸いにしてこの系は負荷変動がほとん
どなく時定数も大きいため安定性解析の必要は生じなかっ
た。ということで、計測と制御の歴史は紀元前にさかのぼ
ることになる。もちろん、精緻な制御理論やシステム理論
は計測技術とともに、産業革命以後の工業社会・情報社会
で大きく発展しており、ドイツの提唱する Industrie 4.0
でいう、第 1次から第 4次の産業革命（蒸気機関・電気・
情報・CPS）をもたらしてきた。そして、Society 5.0を
担う科学技術として、IoT、ビッグデータ、AIが強調さ
れている。CPSそのものといっても過言でない計測・制
御・システム技術は、情報技術とともにこれまで以上に重
要性を増すことになる。
ここで、技術から Society 5.0の主役である、人に目を

転じよう。J・サックスは著書『貧困の終焉』の中で
“第一次産業革命にとってなにより肝心なのは石炭その
ものではなく、石炭をどのように使うかだった。より広
くいえば、新しい形のエネルギーをどのように使うか、
である。石炭で学んだことは、他のエネルギー・システ
ムを使うときの基本になった。水力、石油、ガス、核燃
料、さらに最近の風力や太陽発電のような再生可能のエ
ネルギーにも応用できるのだ。”（野中、鈴木訳）

と述べている。社会システムに着目するという経済学者

の慧眼はさすがである。著書の主題は開発途上国の極度
の貧困対策であり、梯子の初めの段に足をかけることを
支援することで解決しようというもので、2015 年まで
に達成する目標であったミレニアム開発目標（MDGs： 
Millennium Development Goals）プロジェクトで指導
的役割を果たした。このプロジェクトに対する批判・反
省を元に、2030 年までの達成を目標とする現在の SDGs
につながっている。そこでは、17のゴール、169のター
ゲット、232のインジケータが設定され、エビデンスベー
スでの取組みが行われようとしており、Society 5.0との
親和性も高い。
SDGsの目標群は独立ではなく、複雑に絡み合ってお

り、解くべき課題も複合的である。当然その解も複雑にな
り、表題に掲げた CPHSoS

〈注〉

（Cyber-Physical & Human 
Systems of Systems）となる。もともとの CPSを人・社
会と SoSへと拡張している。運用と管理が独立した個々
の構成システム（CPHS：Cyber-Physical & Human 
Systems）が地理的にも広く分布し、互いにつながること
で創発的な振る舞いをする可能性を持ちながら進化的適応
的な発展をする SoSとして課題解決にあたることになる。
そこでは、サービスの受益者としての人がどのように行動
しどれだけの満足度を持つかなどをフィードバックループ
に含む構造とともに、SoSとして個別の CPHSを実現し
他の CPHSとどのようにつなぐかを判断する社会的合意
形成のための枠組みが不可欠となる。
先行する Industrie 4.0や Industrial Internetに対し

て、社会と人を含む Society 5.0 を CPHSoSとして実
現するためには、RAMI4.0（Reference Architecture 
Model Industrie 4.0）、IIRA （Industrial Internet 
Reference Architecture）などを踏まえた上で、人と社
会を含んだアーキテクチャをもとにソリューション開発を
行う必要がある。日本の得意とする優れた先端技術を極め
るとともに、このような視点を持つことが重要であり、計
測・制御・システム技術者の活躍を大いに期待している。

特集に寄せて

Society 5.0 は CPHSoS で
Implementation of Society 5.0 Based on CPHSoS

〈注〉  CPHSoS：CPSを人と社会を含む CPHSへと広げ、さらにそのシステム同士
がつながる SoSとしたもの
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