
「Society 5.0 × SDGs」
時代のマーケティングとは？

3分でわかるデジタル時代のマーケティングの詳細と具体例
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「ビッグデータ」や「AI（人工知能）」、「各種サービスのデジタル化」といった技術の発展により、 

あらゆるものがインターネットにつながる、 loT （Internet of Things：モノのインターネット）の時代が到来しています。 

 

しかしその一方で、日本では少子高齢化や人口減少、災害対策、地方の過疎化など、 

さまざまな社会課題が数多く存在しており、それらの解決が求められています。 

 

IoTの普及を推進して人とモノのつながりを強め、知識・情報の共有を円滑に行えれば新しい価値を生み出せるでしょう。 

 

テクノロジーを活用し、人とモノのつながりを強めることで、持続可能な経済成長と直面する社会課題解決の両立を実現する。 

それがいま注目を集めている、超スマート社会 「Society 5.0」の本質です。 

 

本誌は、Society 5.0、SDGs、マーケティングを重ね合わせて捉えることで、 

「今後の社会に必要なのは何か？」「どんな商品・サービスが求められるようになるのか？」を一人ひとりが考えられるよう設計されています。 

 

Society 5.0 を知ることは、日本の未来を考えることにつながります。  

本誌が未来に向けた新たな「共存共栄」を目指す人々の一助になりますと幸いです。 

デジタル時代の
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マーケティングを考える
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マーケティングの本質とは
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「マーケティングとは何か」

あなたなら、なんと答えますか？

３分
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マーケティング

⬇
Marketing
⬇

Market + ing
⬇

市場の維持・発展

マーケティングの本質とは
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マーケティングとはなんでしょうか？ 

 

Googleで検索すると「販売戦略」、Weblioで検索すると「市場で売買すること」

「自分の得意なところだけに集中し不得意なところは他の誰かに任せることが出

来る仕組み」と表現されていますが、経営哲学の父ピーター・ドラッカー氏によ

る定義は「販売を不要にすること」と述べています。 

 

こういったさまざまな意味を含む言葉で議論をする時は、共通の定義を持つこ

とが大事であり、そのためにはまずは言葉の本質的な意味をしっかりと自分で

理解するところから始めることが肝心です。「Marketing」を言葉の成り立ちから

理解すると以下のような定義になります 

 

マーケティング＝「market（市場）×ing（維持）」。つまり、 

喜ばせる相手を維持・拡大してゆくことであるといえます。 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Society 5.0とは
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「Society 5.0とはどんな世界ですか？」

イメージしてみてください。

３分
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Society 5.0とは
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同じように「Society 5.0」も広義な意味合いを含んでいる言葉です。 

 

ある方は「ビックデータ」を連想し、ある方は「全てが繋がった社会」と表現する

かもしれません。Society 5.0とは、言葉の通りですが『Society（社会）＋5.0（レベ

ル）』と表現することができます。 

 

「Society（社会）」という言葉自体も非常に人によってイメージするものが変わっ

てきます。日本を想定する人や、世界を想定する人、宇宙を想定する人など、

その人の「社会が何によって構成されているかの認識」によって社会という言葉

のイメージは変わってきてしまうのです。 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内閣府の定義（平成28年〜32年度）によると、 

「Society 5.0」とは、次のような社会を指します。 

 

Society 5.0とはサイバー空間（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（Society）である‥‥。 

 

言葉が一般的ではないため、 

わかったような、わからないような定義ではないでしょうか。 

 

「Society 5.0」を理解するために「Society 4.0までの社会」を振り返って

みましょう。 

Society 5.0とは
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【出典】第５期科学技術基本計画｜内閣府 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Society 5.0とは

「Society（社会）」の進化をたどってみると、それぞれ狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情

報社会（Society 4.0）と定義されており、社会はこのような順序で進歩・発展してきたとされています。 

 

 狩猟社会（Society 1.0） 
農耕が始まるまでの社会を指す。狩猟や採集を生活基盤としていた原始的な社会。 

 農耕社会（Society 2.0） 
田畑を耕し、小麦や米などの作物を育て収穫していいた社会を指す。農耕によって人々が土地に定住し始めたとされ、今日に至る

社会基盤を形成したとされている。 

 工業社会（Society 3.0） 
機械製品の発展などに伴い、工業化していった社会を指す。主に産業革命以後の社会を指す時に用いられ、企業文化の発達や

工業化に伴う大量生産が可能となり、農業から工業へ社会構造が変化していった。 

 情報社会（Society 4.0） 
インターネットや携帯電話、スマートフォンなどの普及によって世界がネットワークで繋がった社会を指す。それにより、世界のどこに

いても瞬時にあらゆる場所の情報を知ることができるようになった。 

 

このように、人間社会は約12,000年前の狩猟時代（Society 1.0）から今日に至る情報社会（Society 4.0）まで変化し、形絵を変えな

がら発展してきたのです。 

11
【出典】FUTURE STRIDE 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日本政府が『未来投資戦略』として、Society 5.0の実現のための取り組みをまとめた資料をもとに、 

「Society 5.0」がもたらすそれぞれの分野における変化ををみていきましょう。 

Society 5.0とは
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【出典】FUTURE STRIDE 

経済発展

社会的

課題の解決

人口減少と高齢化という社会的課題に対して、IoT・ロボット・AIが大きな役割を果たす。例えば、製造現場・物流現場における

自動化やスマート農業による省人化の実現により、労働人口の減少をカバーしたり、医療・介護においても遠隔医療やロボット

による介護を導入し、医療費の削減や地域格差のない医療を実現することが可能になる。市場のニーズや在庫の状況を正確

に把握できれば、食品ロスといった社会問題の解消にもつながる。このように、経済発展のトレードオフとして考えられてきた社

会的課題についてもSociety 5.0は同時に解決する。 

Society 5.0では、バリューチェーンの強化やAI・ロボットによる自動生産による生産性の向上やコストの削減が実現可能であると

いわれている。つまり、あらゆる物事が最適化されることによって生まれた時間を使って、人間はより生産性の高い業務に力を

注げるようになるということ。また、水力・火力・太陽光発電などの多様なエネルギーの組み合わせや地産地消といった消費の

最適化も行える。それにより、エネルギー消費や運搬コストのロスのない流通が行われる。Society 5.0へと社会をバージョンアッ

プできれば、中長期的な経済の発展が期待できる。 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Society 5.0とは
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【出典】FUTURE STRIDE 

人手不足の

解消

食料の増産や

ロスの解消

Society 5.0では、最先端技術とデータを利用した「スマート農業」と呼ばれる新たな農業の推進により、この食料増産と食品ロス

の問題に取り組んでいる。スマート農業が実現すれば、生産者は効率的・計画的に生産することができ、食料の増産が期待で

きる。また、計画的に生産を行うことで無駄な食料が減り、ロスの量も減っていくと考えられている。 

Society 5.0では、食糧生産やエネルギーサービス、物流に至るまで、効率的で質の高いインフラが必要。ここでも活用するのは

IoTやAIだ。例えば、建設現場では無人の建設機械が土砂掘削や排土を行う。人は遠隔操作で建設機械に信号を送り、建設

機械に設置されたカメラの映像を監視すればよい。IoTやAIが行えることは人に変わって任せることで人手不足解消を目指し

ていく。 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Society 5.0とは
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【出典】FUTURE STRIDE 

温室効果ガスの

排出軽減

高齢化に伴う

社会コストの削減

地球温暖化の主な原因は温室効果ガス（GHG）の排出とされている。環境省によると2017年の日本の温室効果ガスの排出量は

12億9,200万トンと多く、世界の中でも上位に位置する排出量となっている。この目標を達成するために、日本は再生可能エネ

ルギーの主力電源化や最新技術を用いての環境イノベーション戦略を推進していくとしている。そして、最終的には「脱炭素社

会」の実現を目指している。 

少子高齢化の進行によって高まるのが医療・介護の需要で、医師の高齢化や人手不足などが解決しなければいけない課題と

して挙げられている。加えて、人口減による地域医療格差が起こることも懸念されている。Society 5.0では医療・介護の需要に

応えるために、オンラインでの遠隔診療や、医療・介護現場におけるロボットやAIの利用を促進しようとしている。最新技術を駆

使して、医療・介護の需要に応え、地域医療格差をなくすことを目指している。 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Society 5.0とは
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【出典】FUTURE STRIDE 

地域間の

格差をなくす

医療現場で利用するウェアラブル端末をはじめ、デジタル技術の数々は身体機能についての重要データを取得したり、患者

の状態を把握したりすることができるようになる。データの統合、予測分析はもちろん患者の健康管理の方法や病院組織のあり

方まで変えてしまう可能性を秘めている。オフラインのみで用いられていた医療が、オンラインと融合することにより、世界中の

人々を健康に導くことができる門戸が開けたといえる。 

医療 × デジタルで

全ての人を健康に

地域の財政力に直結する「地域間の格差」を是正するために、Society 5.0では自動運転バスによる地方の交通手段の確保

などの取り組みを進めている。自動運転バスによる地方の交通手段の確保は、先述の高齢化社会への対応にもつながる。高

齢化が進むとドライバーの確保が難しくなるだけでなく、採算性の悪化からバスの運行そのものが困難になることも懸念される。

Society 5.0では、地方の人口が減少して高齢化が進んだとしても、地域住民が快適な暮らしを送ることができる社会を目指して

いる。 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Society 5.0 for SDGs × マーケティング
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Society 5.0 for SDGs × マーケティング

2015年9月のサミットで採択された、2030年までに人類が達成する国際目標

「SDGs（Sustainable Development Goals）」を耳にしない日はありません。 

 

スマート社会の実現を目指すSociety 5.0の推進は、日本のSDGsの達成とい

う課題においても大きく役立つといわれています。 

 

2019年5月30日、一般社団法人 日本経済団体連合会（以下：経団連）は、

『「Society 5.0 for SDGs」で新たな時代を切り拓く』と題し、「国民生活の利

便性向上、ヒト・モノ・カネの効率的な配分を実現するとともに、社会課題の

解決を通じて国連の採択したSDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献し

ていく」べく、17の具体的なアクションプランを制定しました。 

17
【出典】「Society 5.0 for SDGs」で新たな時代を切り拓く｜Policy(提言・報告書)　総合政策 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Society 5.0 for SDGs × マーケティング
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【出典】「Society 5.0 for SDGs」で新たな時代を切り拓く｜Policy(提言・報告書)　総合政策 

独創  共創  公創 

「Society  5.0」「SDGs」といった時代の変化を象徴する動きからもお分かりいただけるように、インターネットにより、世界が全て繋

がってしまってオフラインとオンラインをみんなが行き来する時代が到来します。つまり、オンラインとオフラインどちらにいる時も幸

せにすることができる企業が卓越した企業になるということです。マーケティングの観点で言えば、これからの時代は独創よりも共

創、共創よりも公創をし、オンラインでニーズを獲得してB to B to Xといったコラボレーションによって事業を展開してゆくことが求め

られます。 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Society 5.0 for SDGs × マーケティング
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参考データ：2045年には首都圏の3人に1人が高齢者に

【出典】日本の2020年1月1日の人口構成 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Society 5.0 for SDGs × マーケティング
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参考データ：人間の幸福度に影響を及ぼすものとは？

年代 順位 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79

男性

1 友人 友人 家計 家族 家計 家計 家計 家計 健康 健康 健康 健康 健康

2 自由
時間

家族 家族 家計 家族 健康 健康 健康 家計 家族 家計 家族 家族

3 精神的
ゆとり

生き
がい

就職 健康
精神的
ゆとり

家族 家族 家族 家族 家計 家族 家計 家計

女性

1 友人 家族 家族 家族 家族 健康 健康 健康 健康 健康 健康 健康 健康

2 家族
精神的
ゆとり

家計 家計 家計 家族 家族 家族 家計 家族 家族 家族 家族

3 精神的
ゆとり

友人 友人 健康 健康 家計 家計 家計 家族 家計 家計 家計
自由
時間

【出典】国民幸福度調査 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Society 5.0 for SDGs × マーケティング
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参考データ：ヘルスケア産業の市場規模の予測

【出典】日本再興戦略 

国内

2013年　16兆円
⬇

2020年　26兆円
⬇

2030年　37兆円

海外

2013年　163兆円
⬇

2020年　311兆円
⬇

2030年　525兆円


