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第 185 回電波利用懇話会を開催
「周波数再編アクションプラン（令和 3 年度版）について」
12 月 9 日（木）に、第 185 回電波利用懇話会をオンラインセミナーとして開催しました。
今回は、総務省 電波部 電波政策課 周波数調整官の宮良理菜様を講師にお招きし、
「周波数
再編アクションプラン（令和 3 年度版）について」と題して、ご講演いただきました。ご講
演では 2020 年度末までの周波数再編の目標と達成状況、2025 年度末までの周波数再編の目
標、周波数再編アクションプラン（令和 3 年度版）の重点的取組の概要などについてご説明
いただきました。
当日は、約 80 名の会員の皆様が参加され、オンラインでご聴講いただきました。
なお、講演のプレゼンテーション資料は、当会ホームページ内「ARIB 会員のページ」の
https://www2.arib.or.jp/aribmem/seminar/konwakai/index.html において公開予定です。

講師の宮良 周波数調整官

第 290 回 業務委員会を開催
第 290 回業務委員会を開催しました。
1. 日

時 ： 2021 年 12 月 8 日（水）15 時 30 分~16 時 30 分

2. 場所・形態 ： Web 会議併用
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3. 議

題 ：

(1) 令和4年度税制改正要望書の提出について
(2) APG-23 第3回会合の概要について
(3) ITU-R WP5A第26回会合におけるITS関係概要について
(4) 電波産業年鑑2021を発行
(5) 第33回電波功績賞候補者の推薦依頼について
(6) Inter BEE 2021におけるARIB/DiBEGブース出展について
(7) 各社からのトピックス
(8) その他

今週の ARIB 内会合（12 月 13 日～12 月 17 日）
12 月 15 日（水） ：第 303 回技術委員会（通信・放送合同）

Web 会議

12 月 15 日（水） ：スタジオ設備開発部会 スタジオ音声作業班

Web 会議

12 月 16 日（木） ：2021 年度 VSC セミナー

オンラインセミナー

今週の国際会合（12 月 13 日～12 月 17 日）
12 月 13 日（月）～12 月 15 日（水） ：ITU-R Inter-Regional Workshop

Web 会議

12 月 16 日（木） ：ITU-R SG5

Web 会議

Beyond 5G 時代に向けた新ビジネス戦略セミナー（第 6 回）
「Beyond 5G 時代における新たな経営戦略のデザイン
～異なる視点から見える将来の景色～」開催の御案内
【令和 3 年 11 月 4 日発表】
総務省では、
「Beyond 5G 新経営戦略センター」
（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）の取組の一環として、
「Beyond 5G 時代に向けた新ビジネス戦略セミナー（第 6 回）」を開催します。
◆ 概要
Beyond 5G の進展や普及が進むことで、今までにもまして IoT が人々の生活に浸透し、
多様な分野のユーザーに対してサービスを提供することとなります。そこで Beyond 5G
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時代に向けて、ユーザー視点から技術開発、知財標準化活動を進めていくことが一層重要
であり、本セミナーでは経営戦略の一つの手法として、近年注目を集めているデザイン経
営を取り上げます。
特許庁岩崎様、東京大学山中教授から、上述のとおりご講演をいただき、その後、パネ
ルディスカッションにおいて、「Beyond 5G 時代における新たな経営戦略のデザイン」と
題しまして、経営戦略のあり方について議論します。
・日時

：令和 3 年 12 月 14 日（火）18:00～20:00

・場所

：オンライン開催（URL はお申込いただいた方にご案内いたします。
）

・主催

：Beyond 5G 新経営戦略センター

・共催

：Beyond 5G 推進コンソーシアム

・参加費

：無料

・内容

：

企画・戦略委員会

【講演】
講演(1)

「特許庁のデザイン経営に関する取組と今後について」

岩崎 晋

特許庁デザイン統括責任者（CDO）／特許技監

特許庁は 2018 年にデザイン経営プロジェクトチームを立ち上げ、その活動を通じ
て行政サービスの質向上に努めてきました。この講演では、「デザイン経営とはなに
か？なぜデザイン思考が必要か？」といった基本的な論点に加え、現在に至るまで
にどういった取組を通じてどのような成果を挙げてきたか、また、今後どのような
取組を行っていくかについて、ご紹介します。
講演(2)

「トレジャー・ハンティング
～研究者とデザイナーの出会いがもたらす新しい価値創造~」

山中 俊治

東京大学生産技術研究所 教授

ここ数年、東京大学ではデザイナーと研究者とのコラボレーションによるプロト
タイプが次々と製作され、「先端技術と人との関わりが生み出す新しい価値」を探る
試みが展開されています。本講演はそのような価値創造デザインの事例を解説しつ
つ、これらの活動を支える「工学と芸術に通じたハイブリッドな人材」を育成する
試みについても紹介します。
【パネルディスカッション「Beyond 5G 時代における新たな経営戦略のデザイン」】
・モデレーター
下川 一哉

株式会社意と匠研究所 代表者（元日経デザイン編集長）

・パネリスト（五十音順）
今村 亘
清重 典宏

特許庁デザイン経営プロジェクトチーム チーム長
総務省

国際戦略局通信規格課 標準化戦略室長

廣田 尚子 女子美術大学芸術学部デザイン・工芸学科プロダクトデザイン専攻 教授
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◆申込について
本セミナーへの参加を希望する方は、以下の申込先 URL にアクセスし、必要事項を記入
してお申し込み下さい。
申込 URL： https://zoom.us/webinar/register/WN_xlvkPV_NRkKSlXY4SImmPA
（本セミナーの運営については、一般財団法人全国地域情報化推進協会が行います。取得
しました個人情報については適切に管理し、本件業務目的以外には使用致しません。）
※報道発表資料には、申込期限：12 月 10 日（金）17 時 と記載されておりますが、期限を
超過しておりましても、上記の申込 URL からお申し込みいただければ、登録先のメール
アドレス宛に「視聴用 URL」が届きます。参加希望の方は、お早めにお申し込みをお願
いいたします。
今回のセミナーについてもより多くの皆様にご参加いただきたく、本案内は、ご所属企
業・団体等において広く共有いただけますと幸いです。
ご不明点等ございましたら、下記【問合せ先】までお問い合わせ下さい。
ご参加をお待ちしております。
*******************************************************
【問合せ先】
総務省

国際戦略局

通信規格課

標準化戦略室

担当：太田、坂本、山野井
03-5253-5762
b5gnbsc-sec_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示
しております。送信の際には、「@」に変更してください。
*******************************************************

〠100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目 4 番 1 号 日土地ビル 11 階
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