
序章 
「テクノロジー・ロードマップ」の考え方と活用法
サマリー

第1章 健康
新型コロナウイルス感染症が人々の社会生活や行動様式に変化を
もたらし、健康状態にも様々な影響を及ぼしている。その対策も踏ま
えた今後10年のトレンドについて、健康を身体面、精神面で支える
テーマを採り上げ、技術開発の方向性、新たなビジネス展開につい
て示した。身体面ではウイルス検査、アンチエイジング、口腔ケア、腸
内デザイン、ゲノムビジネスなど、精神面ではブレインヘルスケア、疲
労科学などが注目される。

第2章 医療
新型コロナウイルス感染症の流行は、医療の「オンライン化」「個別
化」を加速させ、地域・組織を超えた情報共有や最先端技術を導入し
た診断法や機器の開発など、様々な革新を生む新たなステージに移
行する。AIの医療への活用、個人データを統合し医療に生かす医療
ビッグデータ、仮想世界／遠隔で画像情報をやり取りするXR、人の
代わりをするロボットなど多様な技術を駆使し、医療の在り方を変え
る将来像を展望した。

第3章 食料／農業
新型コロナウイルス感染症の流行は、食や農業の分野にも影響を
与えた。デリバリー食や持ち帰り食が増加し、新たな食の安心・安全
対策が求められている。感染後の重篤率に高血圧、高血糖、肥満が
関与することで、生活習慣病の予防・改善に向けた食の重要性が高
まった。地方生活や副業が見直され、農業従事に注目が集まってい
る。いずれもAI／IoTなどの技術活用が様々な課題を解決するものと
して期待されている。

1. 生活の質の向上
高齢化率の上昇により、社会保障給付費、医療給付費、介護給付
費の増加、労働力の減少、経済活動の停滞が顕在化する。生活の
質の向上のため、エビデンスに基づいた治療・ケアサービスが求めら
れる。コロナ禍の影響を受け、免疫能の向上を促す方策、免疫機能
を妨げる糖化ストレスへの対策がさらに重要となる。

1.  予防医療
2.  見守り ／  

宅内外センシング
3.  EBH（Evidence Based 

Healthcare）
4.  アンチエイジング／ 

からだ年齢診断
5.  健康寿命

6.  サーカディアンリズム
7.  睡眠
8.  環境と体調変化
9.  ブレインヘルスケア
10.  口腔ケア
11.  腸内デザイン
12.  介護ロボット
13.  ITスポーツ

1. 生活の質の向上
新型コロナウイルス感染後の重篤率に高血圧、高血糖、肥満が関
与することで、生活習慣病の予防・改善への関心がさらに高まってい
る。免疫増強や抗ウイルス効果を有した機能性食品の研究が進む。
社会環境の変化、身体や意識の変化により、個人の健康や嗜好に
合わせた食のテーラーメイド化が進展する。

1.  高齢化と食
2.  健康／運動と食
3.  加工食品

4.  機能性食品
5.  個別化食

2. 社会的課題の解決
新型コロナウイルス感染症の流行により、医療画像診断AIが認可を
取得した上で迅速に市場に投入されている。病院機能の分散化や地
域医療における役割の明確化、院内業務の標準化が進む。ゲノム編
集を利用した診断技術や治療法の開発により、ウイルス感染症や、
がん、遺伝病の新たな診断・治療法が登場する。

12.  AIと医療
13.  がん医療
14.  医療ビッグデータ
15.  スマートホスピタル
16.  ゲノム編集

17.  スマート治療室
18.  在宅医療
19.  遠隔医療／ 

オンライン診療

2. 社会的課題の解決
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、インフルエンザやその他
の呼吸器感染症との鑑別検査が必要となっている。世界的に増加す
る認知症患者に対しては国家的対策への要請が高まっている。高齢
化とともに介護人材不足が加速し、IoTやロボットなどを活用した新た
な介護サービスに期待が寄せられる。

14.  ウイルス検査
15.  先制医療
16.  認知症対策
17.  疲労科学  
18.  医学を基礎とするまちづくり

（MBT）

19.  健康ステーション
20.  介護IoT
21.  プライマリケアシフト
22.  健康経営

C O N T E N T S

COVID-19のパンデミックは、医療の「オンライン化」「個別化」を加速させ、人々の健康状態や
食農の分野にも様々な影響を与えています。一方でIoT、人工知能（AI）、ビッグデータなどの進
化は、医療・健康・食農の分野に大きな変化をもたらし続けています。本レポートは、ポストパンデ
ミック時代において、イノベーションを起こす80テーマについて分析を深めました。「生活の質の
向上」「社会的課題の解決」「ビジネス機会の拡大」という三つの視点を設定し、予防医療、ア
ンチエイジング、腸内デザイン、介護ロボット、ウイルス検査、ホーム医福食農テック、ゲノムビジネ
ス、再生医療、AIと医療、オンライン診療、がん早期診断、フードテック、スマート農業など、市場
価値と時流の変化に合わせて進化する今後10年の技術の変遷を予測しています。

変化、成長する医療・健康・食農分野。主要80テーマを
選定し、今後10年の技術進化を予測する。
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3. ビジネス機会の拡大
医療・介護は、病院から施設、自宅へと移り、データに基づく個別化さ
れた商品／サービスへの動きが加速する。医療従事者はAI活用に
よって生産性と医療の質の向上を実現し、患者は医療情報を活用し
た個別化医療を受けられる。新型コロナウイルス感染症対策を契機
とした遠隔医療向け製品市場が立ち上がる。

23.  ホーム医福食農テック
24.  ウエアラブル／ 

ペースタブル
25.  医療情報アプリ
26.  POCT（Point Of Care 

Testing）

27.  非侵襲型生体センサー
28.  スマートウエア
29.  スマートメガネ
30.  ゲノムビジネス
31.  インシュアテック

3. ビジネス機会の拡大
血中DNAによるがん診断技術の商品開発が加速する。コロナ禍を
契機とした社会生活の変化に対応し、画像診断機器への需要が高
まっている。世界的な高齢化を背景に、先進諸国だけではなくアジア
新興国でもヘルスツーリズム市場が急速に拡大している。オンライン
診療サービスは費用対効果がカギを握る。

20.  がん早期診断
21.  先進医療機器
22.  画像診断
23.  手術支援ロボット
24.  内視鏡
25.  AI創薬

26.  DNAチップ／ 
シーケンサー

27.  国際ヘルスツーリズム
28.  医療情報システム／ 

医療ソフトウエア
29.  薬局マネジメント
30.  医療・介護人材教育

2. 社会的課題の解決
地球温暖化によって自然災害が増加し、農作物に多大な影響が及
んでおり、災害発生を前提とした農業や農法が求められる。環境負荷
が小さく効率的にタンパク質を生産する新技術として、代替タンパク
質に注目が集まる。地産地消型でカーボンニュートラルの可食燃料
作物による新エネルギー革命が起こる。

6.  食の安心・安全
7.  食品トレーサビリティー
8.  環境農業

9.  食育／地域活性化
10.  食（穀物）の 

エネルギー利用

3. ビジネス機会の拡大
食や調理をエンターテインメントとして捉え、娯楽性を高める市場な
ど、ICTを活用した商品／サービスが拡大する。海外で高評価を得
ているスマート農業関連企業が日本に進出し、本格的にサービスを
提供する。魚の先物取引を実現するような生産と流通をつなぐ情報
サービスにビジネスチャンスがある。

11.  フードテック
12.  スマート農業
13.  アグロメディカルフーズ
14.  細胞農業
15.  バイオエコノミー

16.  AgriFood Tech
17.  農泊
18.  水産業
19.  AI漁業

1. 生活の質の向上
新型コロナウイルス感染症に関する抗体分析が進み、個別に対応す
る精密医療が一般的となる。がん治療に向けては、個別対応のバイ
オマーカー開発やチェックポイント阻害薬を併用する複合免疫療法
が期待される。脳梗塞／心筋梗塞対策では、疾病管理に向けたリコ
メンドエンジンを搭載したサービスが拡大する。

1.  精密医療
2.  再生医療
3.  がん免疫療法
4.  脳梗塞／心筋梗塞対策
5.  糖尿病対策
6.  遺伝子解析医療

7.  リハビリテーション
8.  生体適合性材料
9.  ロボットスーツ
10.  再生臓器
11.  人工網膜
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