
 IoT／ビッグデータ／人工知能時代に対応し、企業・業種の枠を超えて産学官で利活用を促進するため、民主導の組織として
「IoT推進コンソーシアム」を設立。（平成27年10月23日（金）に設立総会を開催。） 

 技術開発、利活用、政策課題の解決に向けた提言等を実施。 

IoT 
セキュリティＷＧ 

IoT機器のネット接続に関
するガイドラインの検討等 

先進的ﾓﾃﾞﾙ事業推進ＷＧ 
（IoT推進ラボ） 

ﾈｯﾄﾜｰｸ等のＩｏＴ関連技術
の開発・実証、標準化等  

技術開発ＷＧ 
（スマートIoT推進フォーラム） 

先進的なﾓﾃﾞﾙ事業の創出、
規制改革等の環境整備 

  総 会 
 
 運営委員会 （15名） 

 会長 
 副会長 

総務省、経済産業省 等 

協力 協力 

 村井 純  慶應義塾大学 環境情報学部長兼教授 

 鵜浦 博夫 日本電信電話株式会社 代表取締役社長 
 中西 宏明 株式会社日立製作所 執行役会長兼ＣＥＯ  

会長 

副会長 

運営委員会メンバー 委員長 村井 純 慶應義塾大学 環境情報学部長兼教授 

データ流通 
促進ＷＧ 

大久保 秀之 三菱電機株式会社 代表執行役 須藤 修 東京大学大学院 教授 

越塚 登 東京大学大学院 教授 堂元 光 日本放送協会 副会長 

小柴 満信 ＪＳＲ株式会社 社長 徳田 英幸 慶應義塾大学大学院 教授 

齊藤 裕 株式会社日立製作所 副社長 野原 佐和子 イプシ・マーケティング研究所 社長 

坂内 正夫 情報通信研究機構 理事長 程 近智 アクセンチュア株式会社 会長 

志賀 俊之  産業革新機構 会長（CEO） 林 いづみ 弁護士 

篠原 弘道 日本電信電話株式会社 副社長 松尾 豊 東京大学 准教授 

データ流通のニーズの高
い分野の課題検討等 

IoT推進コンソーシアム概要 

（１２月４日 第１回会合を開催） 
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スマートIoT推進フォーラム 
(Smart IoT Acceleration Forum) 

 
 

事務局：NICT 

連携 

関連フォーラム
との連携 

第５世代モバイル 
推進フォーラム
（5GMF） 

i-RooBO Network 
Forum 

グローバルコミュニ
ケーション開発推進 
協議会 

スマートIoT推進フォーラムの構成 

技術戦略検討部会 【テーマ（例）】 
 技術開発・実証、標準化、 
 国際展開に係る戦略 等 

※ テーマ別に検討を行う分科会を今後 
必要に応じて追加 

研究開発・社会実証 
プロジェクト部会 

【プロジェクト（例）】 
 IoT共通基盤技術、 
 自律型モビリティシステム 等 

※ 個別のプロジェクトを今後必要に応じて追加 

フォーラム会合  座長 
 座長代理 

スマートIoT推進委員会 
(Smart IoT Acceleration Committee） 

※部会は今後必要に応じて追加 

座長：  徳田英幸教授（慶應義塾大学） 
座長代理： 下條真司教授（大阪大学） 
        森川博之教授（東京大学） 

相田 仁 東京大学大学院 工学系研究科 教授 佐藤 拓朗 早稲田大学理工学術院 教授 

伊勢 清貴 トヨタ自動車(株) 専務役員 篠原 弘道 日本電信電話(株) 代表取締役副社長 研究企画部門長 

内田 義昭 KDDI(株) 取締役執行役員常務 技術統括本部長 下條 真司 大阪大学サイバーメディアセンター 教授 
江村 克己 日本電気(株) 執行役員 須藤 修 東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 教授 

大槻 次郎 富士通(株) 執行役員常務 徳田 英幸 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 
岡 秀幸 パナソニック(株) AVCネットワークス社 常務・CTO 中川路 哲男 三菱電機(株) 情報技術総合研究所 所長（役員理事） 

岡 政秀 (株)日立製作所情報・通信システム社 エグゼクティブストラテジスト 村井 純 慶應義塾大学 環境情報学部長・教授 
越塚 登 東京大学大学院 情報学環 教授 森川 博之 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

坂内 正夫 国立研究開発法人情報通信研究機構 理事長 

スマートIoT推進委員 
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開催日時 ： 平成２７年１２月４日（金） １７：００～１８：１５ 
開催場所 ： 総務省 地下2階 講堂 
参 加 者 ： 400名程度（通信事業者・ベンダー等の民間企業、大学関係者、総務省、経産省、文科省等関係省庁 他） 
概       要 ： 「スマートIoT推進フォーラム」の第１回会合を開催し、規約案の承認、座長等の選任を行うとともに、座長・有識者から

フォーラムの活動方針、フォーラムへの期待について講演を実施。 
 併せて、NICT及び民間企業によるIoTの先進的な技術に関する展示会を開催。 

高市大臣挨拶 

議 事 
 

17:00 開会 
 ・総務大臣挨拶 
 ・スマートIoT推進フォーラム規約案の承認 
 ・スマートIoT推進委員、座長、座長代理の選任 
  座長：徳田教授（慶應義塾大学） 
  座長代理： 下條教授（大阪大学） 
   森川教授（東京大学） 

 ・技術戦略検討部会、 
研究開発・社会実証プロジェクト部会の設置 

 ・今後の活動方針・フォーラムへの期待について 
  講演： 慶應義塾大学 徳田教授 
   NICT 富田理事 
   NTT 伊藤統括部長 
   ㈱イノベーション研究所 西岡代表取締役 
   東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 下出課長 

18:15 閉会 

スマートIoT推進フォーラム第１回会合 開催概要 

【今後の予定】 
平成28年初旬 技術戦略検討部会、研究開発・社会実証プロジェクト部会 第１回会合 
平成28年3月頃 第２回スマートIoT推進委員会（当面の検討方針、活動状況の報告、取りまとめ） 
以降 技術戦略の検討、個別プロジェクトの推進 

会場の様子 IoT技術展示会 会場の様子 

徳田座長講演 
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