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1情報通信審議会における検討体制

＜情報通信技術分科会構成員＞ ＜技術戦略委員会構成員＞
分科会長 尾家 祐二 九州工業大学 学長
分科会長
代理 安藤 真 東京工業大学 名誉教授

石井 夏生利 中央大学国際情報学部 教授
伊丹 誠 東京理科大学先進工学部電子システム工学科 教授
江﨑 浩 東京大学情報理工学系研究科 教授
江村 克己 日本電気（株） ＮＥＣフェロー
大島 まり 東京大学大学院情報学環／生産技術研究所 教授

上條 由紀子 長崎大学研究開発推進機構
FFGアントレプレナーシップセンター 教授

國領 二郎 慶応義塾大学総合政策学部 教授
三瓶 政一 大阪大学工学研究科 教授

高橋 利枝 早稲田大学 教授／ケンブリッジ大学「知の未来」研究所
アソシエイトフェロー

長谷山 美紀 北海道大学 副学長／大学院 情報科学研究院長
平野 愛弓 東北大学材料科学高等研究所／電気通信研究所 教授
増田 悦子 （公社）全国消費生活相談員協会 理事長
森川 博之 東京大学大学院工学系研究科 教授

主査 相田 仁 東京大学大学院工学系研究科 教授
主査
代理 森川 博之 東京大学大学院工学系研究科 教授

秋山 美紀 慶應義塾大学環境情報学部 教授
浅見 徹 （株）国際電気通信基礎技術研究所 代表取締役社長
飯塚 留美 （一財）マルチメディア振興センター ｼﾆｱ･ﾘｻｰﾁﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
石井 義則 （一社）情報通信ネットワーク産業協会 常務理事
今井 哲朗 東京電機大学工学部情報通信工学科 教授
江村 克己 日本電気（株） ＮＥＣフェロー
大島 まり 東京大学大学院情報学環／生産技術研究所 教授
大柴 小枝子 京都工芸繊維大学工芸科学研究科 教授
沖 理子 （国研）宇宙航空研究開発機構 研究領域上席
上條 由紀子 長崎大学研究開発推進機構 FFGｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 教授
川添 雄彦 日本電信電話（株） 常務執行役員 研究企画部門長
児玉 圭司 日本放送協会 理事・技師長
児玉 俊介 （一社）電波産業会 専務理事

小西 聡 （株）KDDI総合研究所 取締役執行役員副所長
／KDDI（株）技術企画本部 副本部長

中沢 淳一 （国研）情報通信研究機構 理事

中山 正春 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 技術担当
／イノベーションセンター 所長

増田 悦子 （公社）全国消費生活相談員協会 理事長
宮崎 早苗 （株）NTTデータ公共・社会基盤事業推進部 シニア・スぺシャリスト
森田 俊彦 富士通（株） エグゼクティブフェロー



2今後のスケジュール（案）

令和３年（2021年） 令和４年（2022年）
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技術分科会
（10/26）
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技
術
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略

委
員
会

企画・戦略委員会（白書分科会）、国際委員会

戦略検討タスクフォース（新設）

B5G推進
コンソーシアム

B5G
新経営戦略
センター

＜産学官連携の活動＞
技術戦略委員会
にインプット

＜情報通信審議会＞

技術戦略委員会
報告書案

意見募集

報告書

答申案
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設立総会
（2020年12月18日、於：帝国ホテル）

第５世代モバイル
推進フォーラム
（5GMF）

既存Beyond 5G推進コンソーシアム

国際委員会企画・戦略委員会

Beyond 5G R&D推進
プラットフォーム

総会

Beyond 5G新経営戦略
センター

・大学教授 等
• 民間企業（通信事業者・ベンダー・観光・

経済・金融・物流等）
• 研究機関 等

・関係省庁 ・5GMF
・公的機関（地方公共団体等） 等

一般会員 個人会員 特別会員

国内外の
学会・教育機関

国内外の
類似活動

連携

Beyond 5G推進体制

支援
Beyond 5G推進タスクフォース

総務省内関係部局で構成

※知財取得や国際標準化を
戦略的に推進。

連携

連携・アライアンス締結を目指す

Beyond 5G推進に向けた総合的な戦略の検討
Beyond 5G白書の作成

Beyond 5G推進に向けた国際動向把握
我が国の取組状況の国際的な発信

※テストベッドの構築や研究開発支援
を通じて官民の研究開発を推進。

連携

※相互に特別会員として入会。

〇会費無料

会長 五神 真（東京大学教授・第30代総長）
副会長

（五十音順）
井伊 基之（NTTドコモ社長）、澤田 純（NTT社長）、髙橋 誠（KDDI社長）、
徳田 英幸（NICT理事長）、十倉 雅和（経団連会長）、
宮川 潤一（ソフトバンク社長）、山田 善久（楽天モバイル社長）、
吉田 進（第５世代モバイル推進フォーラム会長）

 「Beyond 5G推進戦略」（2020年6月総務省）を強力かつ積極的に推進するため、産学官の「Beyond 5G推進コンソー
シアム」を2020年12月に設立。

 戦略に基づき実施される具体的な取組の産学官での共有や、取組の加速化と国際連携の促進を目的とする国際カンファレ
ンスの開催などを実施。

（参考）「Beyond 5G推進コンソーシアム」の概要



 Beyond 5Gに係る知財の取得や国際標準化に戦略的に推進するため、産学官のプレイヤーが結集した「Beyond 5G 
新経営戦略センター」を2020年12月に設立。

 B5G推進コンソーシアムや内閣府知的財産戦略推進事務局、経済産業省、
特許庁などの関係府省庁、一般社団法人情報通信技術委員会、一般社団
法人電波産業会等の標準化団体、及び弁理士会等と連携し、右記の取組
を主導

共同センター長
• 森川博之 東京大学大学院工学系研究科教授
• 柳川範之 東京大学大学院経済学研究科教授

センター長

事務局
（NICT）

副センター長

運営委員会

副センター長
• 原田博司 京都大学大学院情報学研究科教授

＜主な取組＞
１．意識改革を目的とする情報発信の強化

＜体制＞

２．知財・標準化をリードする人材育成

３．知財・標準化を含めた経営戦略策定・支援のための基盤情報整備

４．新たな技術の掘り起こしのための中小企業支援

 Beyond 5G時代に向けた新ビジネス戦略セミナーの開催
 標準化普及啓発ガイドブックの作成

 企業の若手幹部候補生を対象とする研修の実施
（Beyond 5G新経営戦略センター リーダーズフォーラム）

 デジタル分野の高等教育機関を対象とする人材育成支援
（Web×IoTメイカーズチャレンジプラス）

 IPランドスケープの作成
 Beyond 5Gにかかる大学・企業の研究データベース構築

 「Beyond 5G時代に向けた戦略的な知財・標準化、事業化促進支援
プロジェクト」の実施

Beyond 5G新経営戦略センター ※2021年9月末時点で約145者が参加登録
（主要通信事業者、ICTベンダーのほか、ユーザー企業、法律事務所、大学、自治体等が参加）

運営委員（五十音順）
（企業）
NTTドコモ、KDDI、情報通信技術委員会、ソニーグループ、
ソフトバンク、電波産業会、日本電気、日本電信電話、
日立製作所、富士通、三菱電機、楽天モバイル
（有識者）
鮫島正洋 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー

弁護士・弁理士
玉井克哉 東京大学先端科学技術センター教授

4（参考）「Beyond 5G新経営戦略センター」の概要
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