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１． 審議事項 
 情報通信審議会 情報通信技術分科会は、諮問第９号「ユビキタスネット社会に向けた

研究開発の在り方」の審議を行った。 
 

２． 審議体制 
 情報通信技術分科会では、研究開発戦略委員会を設置し、諮問事項について審議を行

った。委員会の構成員は別添１のとおりである。 
 また、研究開発戦略委員会では、作業班を設置し、研究開発に重点的に取り組むべき

分野、国や公的機関の役割、日本の情報通信技術の国際競争力の強化や国際展開等の方

策などについて検討を行った。なお、作業班構成員は別添２のとおりである。 
 

３． 審議・検討経過 
■ 審議・検討経過 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

情報通信審議会

情報通信技術分科会

研究開発戦略委員会

研究開発戦略委員会
　（作業班）

平成16年 平成17年

中
間
取
り
ま
と
め

 
■ 情報通信技術分科会 審議経過 

年月日  主な議事 

16 年 7 月 29 日 第 27 回 「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」（諮問第

９号、7 月 28 日）の審議を行うため、情報通信技術分科会に

「研究開発戦略委員会」を設置。 

16 年 12 月 15 日 第 30 回 研究開発戦略委員会より「ユビキタスネット社会に向けた研

究開発の在り方」（諮問第９号、7 月 28 日）について中間取り

まとめの報告。 

17 年 6 月 27 日 第 35 回 研究開発戦略委員会より「ユビキタスネット社会に向けた研

究開発の在り方」（諮問第９号、7 月 28 日）について委員会と

りまとめの報告。答申（案）を審議。 
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■ 研究開発戦略委員会 審議経過 

年月日  主な議事 

16年 8月 6日 第１回 （１） 諮問事項の説明 

（２） 委員会の運営について 

（３） 作業班の設置について 

（４） 審議スケジュールについて 

（５） 総務省の研究開発の現状について 

（６） その他 

10月 20日 第２回 （１） 情報通信の発展の方向について（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 

（２） 取りまとめの方向について 

（３） その他 

11月 19日 第３回 （１） 情報通信の発展の方向について（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 

（２） 取りまとめの方向について 

（３） その他 

12月 13日 第４回 （１） 中間取りまとめ（案）について 

（２） その他 

17年 1月 31日 第５回 （１） 情報通信技術の研究開発における重要分野について 

（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）

（２） 「重点化すべきICT研究開発領域」の重要技術について 

（３） 今後の審議スケジュールについて 

（４） その他 

2月 25日 第６回 （１） 「重点化すべきICT研究開発領域」の重要技術について 

（２） 「ユビキタス重要研究開発プロジェクト」のアンケートの実

施について 

（３） 標準化活動の取組みについて 

（４） その他推進方策・国の役割について 

（５） その他 

3月 30日 第７回 （１） ユビキタス重要研究開発プロジェクト推進のあり方 

（２） 「ユビキタス重要研究開発プロジェクト」のアンケート結果

について 

（３） 委員会報告（案）目次案について 

（４） 「２１世紀ネットワーク基盤技術研究推進会議」における検

討の状況 

（５） その他 

4月 28日 

 

第８回 

 

（１） 委員会報告骨子（案）について 

（２） その他 

5月 23日 第９回 （１） 委員会報告（案）について 

（２） その他 
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■ 研究開発戦略委員会 作業班 審議経過 

年月日  主な議事 

16年 9月 17日 第１回 （１） 作業班の運営について 

（２） 諮問の背景について 

（３） これまでのヒアリング結果について 

（４） 審議スケジュールについて 

（５） その他 

10月 12日 第２回 （１） 中間報告の取りまとめの方向について 

（２） その他 

11月 15日 第３回 （１） 中間報告骨子案について 

（２） その他 

12月 8日 第４回 （１） 中間取りまとめ案について 

（２） ナショナルプロジェクトの事例について 

（３） その他 

17年 1月 20日 第５回 （１） 審議スケジュールについて 

（２） 「重点化すべきICT研究開発領域」の重要技術について 

（３） その他 

2月 16日 第６回 （１） 「重点化すべきICT研究開発領域」の重要技術の整理につい

て 

（２） 「ユビキタス重要研究開発プロジェクト」のアンケート依頼

について 

（３） その他 

3月 16日 第７回 （１） 「ユビキタス重要研究開発プロジェクト」のアンケート回答

の整理について 

（２） 委員会報告（案）目次案について 

（３） その他 

4月 18日 第８回 （１） 委員会報告骨子（案）について 

（２） その他 

5月 13日 第９回 （１） 委員会報告（案）について 

（２） その他 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 
研究開発戦略委員会 構成員 

 
 

主  査 委  員 齊藤 忠夫 東京大学 名誉教授         （第4回まで） 

主  査 〃 根元 義章 東北大学大学院 情報科学研究科 教授 （第4回まで主査代理） 

主査代理 〃 後藤 滋樹 早稲田大学 理工学部 教授      （第5回から主査代理） 

 〃 高畑 文雄 早稲田大学 理工学部 教授 

 〃 土居 範久 中央大学 理工学部 教授       （第5回から） 

 〃 土井 美和子 株式会社東芝 研究開発ｾﾝﾀｰ ﾋｭｰﾏﾝｾﾝﾄﾘｯｸﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 技監 

 〃 宮崎 久美子 東京工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 教授 

 〃 村上 輝康 株式会社野村総合研究所 理事長 

 専門委員 青山 友紀 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

 〃 秋山 正樹 松下電器産業株式会社 取締役 

パナソニックシステムソリューションズ社 社長 

 〃 飯塚 久夫 Telecom ISAC Japan 副理事長 

（ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 常務取締役、 

先端IP ｱｰｷﾃｸﾁｬｾﾝﾀ所長） 

 〃 池田 茂 情報通信ネットワーク産業協会 専務理事 

 〃 井上 友二 日本電信電話株式会社 取締役 第三部門長 

 〃 今井 秀樹 東京大学 生産技術研究所 教授 

 〃 岩浪 剛太 株式会社インフォシティ 代表取締役 

 〃 歌野 孝法 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 常務取締役 

 〃 江﨑 浩 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

 〃 榎並 和雅 日本放送協会 放送技術研究所長 

 〃 太田 賢司 シャープ株式会社 常務取締役 技術本部長 

 〃 笹瀬 巌 慶應義塾大学 理工学部 教授 

 〃 島村 和典 高知工科大学 情報システム工学科 教授、学科長 

 〃 丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教授、 

情報・システム研究機構 国立情報学研究所 研究系 助教授 

 〃 津田 俊隆 株式会社富士通研究所 取締役 

 〃 寺﨑 明 独立行政法人情報通信研究機構 理事 

 〃 東倉 洋一 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 副所長 

 〃 所 眞理雄 ソニー株式会社 特別理事 

 〃 中村 道治 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 

 〃 村上 仁己 KDDI株式会社 執行役員 技術開発本部長 

 〃 矢野 薫 日本電気株式会社 代表取締役 執行役員副社長 

（敬称略）

別添１ 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 
研究開発戦略委員会 作業班 構成員 

 
 
 

主 任 笹瀬 巌 慶應義塾大学 理工学部 教授 

 小橋 喜嗣 日本電信電話株式会社 サービスインテグレーション基盤研究所 所長 

 久保田 啓一 日本放送協会 放送技術研究所 次長       （第5回から） 

 島村 和典 高知工科大学 情報システム工学科 教授、学科長 

 鈴木 潤 芝浦工業大学 大学院工学マネジメント研究科 教授 

 丹 康雄 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助教授 

情報・システム研究機構 国立情報学研究所 研究系 助教授 

 東倉 洋一 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 副所長 

 水池 健 KDDI株式会社 技術企画本部 技術戦略部 部長 

 横澤 誠 野村総合研究所株式会社 研究創発センター 上席研究員 

 渡辺 克也 独立行政法人情報通信研究機構 統括（総合企画部担当） 

 
 
 
 

（五十音順、敬称略） 

別添２ 


