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推進戦略・・・研究開発をどのような体制で推進し、成果をどう社会にdeployするか

Beyond 5G 推進戦略等の政府戦略やSociety5.0の早期実現に向けた次世代のICT基盤に必要不可⽋な先端技術等の観点から、戦略的に推進すべき研究領域を特定
近年の社会情勢・ニーズ・技術動向等を踏まえ、国が主導して推進すべき重点研究開発課題を特定（51件（うち戦略4領域の対象30件））

Beyond 
5Gの実現

データ
利活⽤脳情報通信 量⼦情報

通信
サイバー

セキュリティ
• 脳機能型情報処理システム
• 脳計測技術

• ⾳声翻訳・対話システム
• 社会知解析技術

• モバイルネットワーク技術
• ⾼周波・THz技術
• フォトニック/光技術

• 量⼦光ネットワーク技術
• 量⼦ノード技術

AI

• AI×サイバーセキュリティ
• 耐量⼦計算機暗号

戦略的に進めるべき研究4領域（戦略4領域）
社会を 観る 繋ぐ社会を 創る社会（価値）を

守る社会（⽣命・財産・情報）を 拓く未来を
◆電磁波先進技術分野 ◆⾰新的ネットワーク分野 ◆ユニバーサルコミュニケーション分野

◆サイバーフィジカルレジリエンス分野 ◆フロンティアサイエンス分野

５つの重点研究開発分野
（各分野における重点研究開発課題
について、ロードマップを策定）

技術の例

Beyond 5G時代における新たなICT技術戦略

研究開発スキームの強化

人材育成等

研究開発環境の整備

標準化戦略・・・戦略的ツールとして標準化活動を強化

重点戦略・・・どの研究開発分野・課題にfocusするか

2025年を⽬途に解決すべき社会課題へアプローチ

■ Society5.0の実現やグローバル展開に向けたICT技術戦略を推進するため、次期科学技術基本計画（R3年度〜）や国⽴研究開発法⼈情報通信研究機
構（NICT）次期中⻑期計画（R3年度〜）等を⾒据え、ICT分野で我が国が重点的に取り組む研究開発や推進⽅策等の戦略をとりまとめ

戦略４領域において国際ハブ化等の役割を
担う研究拠点化を推進
B5G時代における研究開発環境として次世
代テストベッドの構築
電波の開放等（テラヘルツ波等）の政策と
連携した研究開発の推進
上記の取組を活⽤した産学連携によるB5G
研究開発プラットフォームの構築 等

NICT/企業間の連携ラボ等新たなスキームの導⼊
研究開発プロジェクト戦略策定等に資する技術動向等の
調査・分析機能の新設
シーズ創出につながる基礎・基盤的な創発研究から、
スタートアップ等の社会実装に⾄る総合研究開発プログ
ラムの創設
NICT発ベンチャー創出・育成に向けた⽀援体制強化
研究開発⽀援やプロジェクト運⽤改善について検討 等

標準化の推進

魅⼒ある研究環境の提供等による中⻑期的な研究開発を担う⼈材の確保
組織を越えた⼈材交流の推進等流動性/ダイバーシティの確保を通じた⼈材育成 等

知財を含め標準化を戦略的に推進する拠点機能（Beyond 
5G知財・標準化戦略センター(仮称)）の整備、標準化・知
財動向の調査・分析機能の強化
研究開発段階から戦略的パートナーとの標準化活動を推進
する国際共同研究の強化
OSS開発・実装試験環境としてのテストベッドの活⽤、
オープンインターフェース化を推進する異ベンダー機器間
の相互接続試験環境の整備
若⼿、ユーザ企業、知財の専⾨家等を含むチームによる
標準化活動の⽀援
実績のある⼈材の活⽤、活動機会やインセンティブの拡⼤
による若⼿育成等標準化⼈材の確保・育成 等
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技術戦略委員会 構成員名簿

⽒名 主要現職
専⾨委員 沖 理⼦ （国研）宇宙航空研究開発機構

第⼀宇宙技術部⾨
地球観測研究ｾﾝﾀｰ 研究領域ﾘｰﾀﾞｰ

〃 川添 雄彦 ⽇本電信電話（株）取締役
研究企画部⾨⻑

〃 ⿊⽥ 道⼦ 東京⼯科⼤学 名誉教授
〃 酒井 善則 東京⼯業⼤学 名誉教授

津⽥塾⼤学 客員教授
〃 佐川 千世⼰ （株）富⼠通研究所 常務取締役
〃 児野 昭彦 ⽇本放送協会 専務理事・技師⻑
〃 野崎 雅稔 （国研）情報通信研究機構 理事
〃 松井 房樹 （⼀社）電波産業会

代表理事・専務理事・事務局⻑
〃 三⾕ 政昭 東京電機⼤学

⼯学部 情報通信⼯学科 教授
〃 宮崎 早苗 （株）NTTデータ

公共・社会基盤事業推進部 課⻑
〃 ⾏武 剛 パナソニック（株）

コネクティッドソリューションズ社
常務 技術・品質・環境担当

⽒名 主要現職
主査
委員

相⽥ 仁 東京⼤学 副学⻑、
⼤学院⼯学系研究科 教授

主査代理
委員

森川 博之 東京⼤学⼤学院
⼯学系研究科 教授

委員 江村 克⼰ ⽇本電気（株）NECフェロー

〃 上條 由紀⼦ 太陽国際特許事務所 弁理⼠

〃 増⽥ 悦⼦ （公社）全国消費⽣活相談員協会 理事⻑

専⾨委員 浅⾒ 徹 （株）国際電気通信基礎技術研究所
社⻑

〃 飯塚 留美 （⼀財）マルチメディア振興センター
電波利⽤調査部 研究主幹

〃 今井 正道 （⼀社）情報通信ネットワーク産業協会
常務理事

〃 内⽥ 義昭 KDDI（株）代表取締役執⾏役員副社⻑

〃 ⼤島 まり 東京⼤学⼤学院情報学環
／東京⼤学⽣産技術研究所 教授

（令和２年５⽉１⽇現在 敬称略）
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10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ 7⽉ 8⽉

情報通信審議会
総会

情報通信
技術分科会

技術戦略委員会

WG

ラウンドテーブル
/ヒアリング

スケジュール

令和２年令和元年

検討再開(11/6)
パブコメ

（約4週間）

報告書案
提⽰

第4次中間答申

報告書案報告

（8⽉上旬）
（7/7）検討再開の報告

（10/8）

報告

・・・・

報告フィード
バック

報告フィード
バック

第24回
(3/4)

第25回
（5/14） 第26回

共創イノベーション
WG

重点領域WG

標準化戦略WG

第1回
(11/21)

第2回
(2/7)

第3回
(3/12)

第1回
(1/27)

第3回
(3/24)

第2回
(2/19)

第1回
(12/24)

第2回
(1/22)

第3回
(2/4)

第4回
(2/10)

第5回
(3/10)

第6回
(3/31)

第7回
(4/15)
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