
総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチームでの検討過程 

 

第１回 平成１７年１２月６日 

○第３期科学技術基本計画・分野別推進戦略について 

○各省からの提案について 

○今後の推進体制について 

 

第２回 平成１８年１月２４日 

 ○他分野との連携の可能性について 

○分野別推進戦略における研究開発の選択と集中の作業方針について 

○各ＷＧからの重要な研究開発課題の提案について 

○今後の進め方について 

 

第３回 平成１８年２月１４日 

 ○重要な研究開発課題、成果目標、推進方策について 

○他分野との連携の可能性について 

○情報通信分野推進戦略骨子（案）について 

○戦略重点科学技術について 

○今後のスケジュールについて 

 

第４回 平成１８年３月２日 

 ○戦略重点科学技術の候補（案）について 

○情報通信分野推進戦略（案）について 

○今後のスケジュールについて



 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチームメンバー 

 

 座長 柘植 綾夫 総合科学技術会議議員 

  庄山 悦彦 総合科学技術会議議員 

 主査 池上 徹彦 会津大学 学長 

  生駒 俊明 (独)科学技術振興機構  

研究開発戦略センター センター長 

  井上 友二 日本電信電話(株) 取締役 第三部門長 

  大森 慎吾 (独)情報通信研究機構 理事 

  笠見 昭信 (株)東芝 常任顧問 

  小林 直人 (独)産業技術総合研究所 理事 

  齊藤 忠夫 中央大学 研究開発機構教授、 

(株)トヨタ IT 開発ｾﾝﾀｰ CTO・ﾁｰﾌｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ 

  須藤 修  東京大学大学院 情報学環 教授 

  田中 英彦 情報セキュリティ大学院大学 研究科長 

  谷江 和雄 首都大学東京 システムデザイン学部 教授 

   土居 範久 中央大学 理工学部 教授 

  平田 康夫 (株)KDDI 研究所 代表取締役会長 

  安田 浩  東京大学 国際・産学共同研究センター 教授 

  山口 英  奈良先端科学技術大学院大学  

情報科学研究科 教授 

 

（敬称略） 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム 

ネットワークＷＧ メンバー 

 

座長 齊藤 忠夫 中央大学 研究開発機構教授、 

(株)トヨタ IT 開発ｾﾝﾀｰ CTO・ﾁｰﾌｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ 

座長 山口 英  奈良先端科学技術大学院大学  

情報科学研究科 教授 

  青山 友紀 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

  浅見 徹  (株)KDDI研究所 代表取締役副会長 

市川 晴久 日本電信電話(株) 先端技術総合研究所 所長 

  伊藤 弘昌 東北大学電気通信研究所 所長 教授 

  江崎 浩  東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

河野 隆二 横浜国立大学未来情報通信医療社会基盤ｾﾝﾀｰ 

ｾﾝﾀｰ長 教授 

  下條 真司 大阪大学 ｻｲﾊﾞｰﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長  教授 

  徳田 英幸 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

  中村 隆  富士通(株) 経営執行役 

  古川 一夫 (株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長 

松島 裕一 (独)情報通信研究機構 情報通信部門長 

矢野 薫  日本電気(株) 代表取締役 執行役員副社長 

 

（敬称略） 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム 

ユビキタス（電子タグ）ＷＧ メンバー 

 

 座長 齊藤 忠夫 中央大学 研究開発機構教授、 

(株)トヨタ IT 開発ｾﾝﾀｰ CTO・ﾁｰﾌｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ 

  須藤 修  東京大学大学院 情報学環 教授 

阪田 史郎 千葉大学工学部情報画像工学科・大学院自然科学 

研究科 教授 

坂村 健 東京大学大学院 情報学環 教授 

  並木 淳治 Ｃ＆Ｃ振興財団 専務理事 

  濱野 径雄 流通システム開発センター 常務理事 

  福永 泰  (株)日立製作所 中央研究所 所長 

  村上 輝康 (株)野村総合研究所 理事長 

 

（敬称略） 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム 

デバイス・ディスプレイ等ＷＧ メンバー 

 

 座長 池上 徹彦 会津大学 学長 

  東 実  (株)東芝 執行役専務 

  荒川 泰彦 東京大学教授 ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ連携研究ｾﾝﾀｰ長 

  伊藤 達  (株)ルネサステクノロジ 代表取締役 社長&CEO 

小野 敏彦 富士通(株) 取締役専務 

國尾 武光 日本電気(株) 執行役員 兼 中央研究所長 

古池 進  松下電器産業(株) 代表取締役専務 

近藤 克己 (株)日立製作所 日立研究所 主管研究長 

桜井 貴康 東京大学 国際・産学共同研究センター 教授 

高須 秀視 ローム(株) 研究開発本部 取締役本部長 

鶴島 克明 ソニー(株) コーポレート・エグゼクティブEVP 

廣瀬 全孝 (独)産業技術総合研究所 次世代半導体研究ｾﾝﾀｰ長 

船田 文明 シャープ(株) ディスプレイ技術開発本部 副本部長 

渡辺 久恒 (株)半導体先端テクノロジーズ 代表取締役社長 

 

（敬称略） 

 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム 

セキュリティ及びソフトウェアＷＧ メンバー 

 

 座長 土居 範久 中央大学 理工学部 教授 

 座長 山口 英  奈良先端科学技術大学院大学  

情報科学研究科 教授 

  須藤 修  東京大学大学院 情報学環 教授 

  伊東 千秋 富士通(株) 取締役専務 経営執行役専務 

  大蒔 和仁 (独)産業技術総合研究所 研究コーディネータ 

  尾形 仁士 三菱電機(株) 上席常務執行役開発本部長 

  岡本 龍明 日本電信電話(株) 

情報流通プラットフォーム研究所 主席研究員 

  笠原 博徳 早稲田大学 理工学術院 教授 

  佐々木 良一 東京電機大学 工学部 教授 

  篠本 学  (株)日立製作所 執行役常務 

情報･通信グループ 副グループ長 

  高田 広章 名古屋大学大学院 情報科学研究科 教授 

  鶴保 征城 (独)情報処理推進機構 

    ソフトウェア･エンジニアリング･センター 所長 

  丸山 好一 日本電気(株) 執行役員 

 

（敬称略） 

 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム 

ヒューマン･インターフェース及びコンテンツＷＧ メンバー 

 

 座長 安田 浩  東京大学 国際・産学共同研究センター 教授 

  榎並 和雅 日本放送協会 放送技術研究所 所長 

  片山 博  日本電気(株) 知的資産Ｒ＆Ｄユニット 支配人 

  塚本 昌彦 神戸大学 工学部 電気電子工学科 教授 

  土井 美和子 (株)東芝 研究開発センター 

ヒューマンセントリックラボラトリー 技監 

  東倉 洋一 国立情報学研究所 副所長 

  徳田 英幸 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

  所 眞理雄 ソニー(株) 特別理事 

  原島 博  東京大学大学院 情報学環 教授 

  廣瀬 通孝 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

  福永 泰  (株)日立製作所 中央研究所 所長 

  松島 裕一 (独)情報通信研究機構 情報通信部門長 

  宮部 博史 日本電信電話(株) 

サイバーコミュニケーション総合研究所 所長 

 

（敬称略） 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム 

ロボットＷＧ メンバー 

 

座長  谷江 和雄 首都大学東京 システムデザイン学部 教授 

座長代理 佐藤 知正 東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

 

新井 民夫 東京大学大学院 工学系研究科 教授  

土井 美和子 (株)東芝  研究開発センター  

ヒューマンセントリックラボラトリー 技監 

徳田 英幸 慶応義塾大学 環境情報学部 教授 

萩田 紀博 国際電気通信基礎技術研究所  

知能ロボティクス研究所 所長 

比留川 博久 (独)産業技術総合研究所 知能システム研究部門 

副部門長 

藤江 正克 早稲田大学 理工学術院 教授 

三浦 宏文 工学院大学 学長  

水川 真 芝浦工業大学 工学部 教授 

宮部 博史 日本電信電話(株) 

サイバーコミュニケーション総合研究所 所長 

 

（敬称略） 

 

 



総合科学技術会議 基本政策専門調査会 

情報通信分野推進戦略プロジェクトチーム 

研究開発基盤ＷＧ メンバー 

 

座長 田中 英彦 情報セキュリティ大学院大学  

情報セキュリティ研究科／研究科長・教授 

秋山 泰  産業技術総合研究所 生命情報科学研究センター長 

天野 吉和 トヨタ自動車（株）常務役員 

内田 啓一郎 神奈川大学 理学部情報科学科 教授 

岡崎 進  自然科学研究機構 分子科学研究所  

計算分子科学研究系 教授 

奥田 基   富士通(株) 科学ソリューション事業本部  

計算科学ソリューションセンター長 

笠井 憲一 (株)日立製作所 研究開発本部 ＨＰＣ開発推進

室長 

笠原 博徳 早稲田大学 理工学術院 教授   

佐藤 哲也 海洋研究開発機構 地球シミュレータセンター長 

佐藤 三久 筑波大学 電子・情報工学系 教授 

下條 真司 大阪大学 サイバーメディアセンター長・教授 

近山 隆  東京大学 新領域創成科学研究科 教授 

姫野 龍太郎 理化学研究所 情報基盤センター長 

平木 敬  東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 

古井 利幸 日本電気(株) 支配人 

（第一コンピュータ事業本部 HPC 販売推進本部長） 

三浦謙一 国立情報学研究所 情報学基盤研究系ハイエンド･ 

コンピューティング研究部門 教授 



渡辺 貞  文部科学省研究振興局 スーパーコンピュータ整 

備推進本部 研究振興官 

 

（敬称略） 

 


