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中尾研究室紹介：最新の情報通信技術研究と社会実装の推進
東京大学大学院工学系研究科 教授 中尾彰宏

詳細資料：https://brick16.nakao-lab.org/s/7bkarX6SGLpDT7k

https://www.sys.t.u-tokyo.ac.jp/memberpage/中尾-彰宏/5G
Beyond

特に以下の3つの軸で研究・教育・社会実装を進めています
1. Beyond5G へのサイバーインフラの進化
今後2030年頃の実現をめざすBeyond5Gの情報基盤技術や
応用技術（VR/AR/MR、遠隔監視制御・自律協調制御な
ど）の研究
2．ソフトウェア化による柔軟なサイバーインフラの構築
ソフトウェアにて柔軟にネットワーク機器を構成する「ネッ
トワークソフトウェア化」の基盤技術や、人間の知性や経験
を超越して最適化、障害自動検知・予測など、機械学習の情
報通信への適用による「超知性ネットワーク」の実現の研究
3. 次世代サイバーインフラを利活用する地域創生
大容量・低遅延・多数接続の特徴を持つ5G・ローカル5Gや、
IoT/AI・機械学習を駆使し、膨大なリアルタイムデータを収
集し解析することにより、地域における課題解決や産業振興
など地域創生の推進の研究

ローカル5G・情報通信民主化

情報戦略・情報倫理
政策・データガバナンス

FPGA・SoC
プログラマブルハードウェア

未開拓領域
宇宙・衛星HAPS通信 海洋通信

自律性・柔軟性
（ソフトウェア化, 機械学習）

5G/B5G ユースケース
課題抽出・地域創生
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株式会社NTTドコモ・東京大学の共同研究（図・写真の再利用許諾済み）
KDDIと東京大学の総務省の5G総合実証試験の一環（図・写真の再利用許諾済み）

出典：総務省Beyond5G戦略懇談会資料よりソニーセミコンダクタ・東京大学の共同研究（公知論文より引用）

出典：https://www.mellanox.com/related-docs/prod_multi_core/PB_TILE-Gx72.pdf

「情報通信・情報科学」の学術に基づき「未来社会を支える次世代サイバーインフラの創成」に取り組んでいます
詳細な研究分野例
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https://www.sys.t.u-tokyo.ac.jp/memberpage/%E4%B8%AD%E5%B0%BE-%E5%BD%B0%E5%AE%8F/
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出典：総務省Beyond5G戦略懇談会資料より



Beyond5Gのネットワークインフラの進展
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• モバイルへのシフト→無線品質が有線に近づき、ユーザーは固定系から利便性の高いモバイルへ移行(B5G/6G)
• データー集約へのシフト→ビッグデータの有用性・サービスコストの低減の要求からデータセンターの重要性
• 集約と分散のバランスへのシフト→データ集約の有用性の一方で低遅延や帯域の削減の要請からエッジ計算融合
• 低遅延通信へシフト→制御や一次応答(First Response)等の人体でいうところの脊髄反射機能の
• 多数接続へのシフト→モノとモノ、モノとコト（データ）同士の通信の台頭 (Super IoT)
• 自動化へのシフト→人知を超える機械学習適用によりネットワーク運用・設計の最適化(考えるネットワーク）
• 情報通信の民主化へのシフト→提供する主体・享受する主体の融合、細分化 (プライベートネットワーク）

情報通信を取り巻く社会の構造変化
今後も継続進展するであろう様々な「変化」が観測されている

• 通信とバーティカルの融合：通信を提供する側と享受する側の明確な境界がなくなり多様な基本サービス提供
• バーティカルファースト：バーティカルのユースケースドリブンの通信インフラ構築へ移行する

大局的な方向性

細分化された方向性

2019/10/29 Beyond 5Gのネットワークインフラに向けて 中尾彰宏@総務省勉強会

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.



情報通信技術のKPIの進化
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１－１．大容量（コア）
１－２．大容量（アクセス）
２．省電力化
３．超低遅延
４．柔軟性・高弾力性
５．高効率データ流通
６．安全・信頼性

１－１．大容量（コア）
１－２．大容量（アクセス）
２．省電力化
３．超低遅延
４．柔軟性・高弾力性
５．高効率データ流通
６．安全・信頼性

７．自動化（Automation)
８．未開拓領域(incognito)通信
９．展開性(Deployability)
（どれだけ簡単に「作れる」か？）

従来のKPIの高度化

従来のKPIの高度化を進めると同時に
新たな社会情勢に臨機応変にKPIを進化させる必要がある。

社会の構造変化により新たに生じるKPI

特に、自動化には機械学習・AIの適用が必要、 展開性は「情報通信の民主化」に貢献

2019/10/29 Beyond 5Gのネットワークインフラに向けて 中尾彰宏@総務省勉強会

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.



https://cyber.nakao-lab.org

大容量・低遅延・多数接続（光無線・高周波数・高精度同期）
低消費電力化(半導体・デバイス）・セキュリティ・量子情報

未開拓領域(宇宙・衛星HAPS通信/海洋・海中通信）
自律性・柔軟性（ソフトウェア化, 機械学習）

5G/B5G ユースケース・課題抽出・地域創生

情報戦略・情報倫理・政策・データガバナンス

⼯学系研究科

⽣産技術
研究所

情報学環

情報理⼯学系
研究科

先端科学技術
研究センター

理学系研究科

未来ビジョン
研究センター

法学政治学
研究科

公共政策学
連携研究部

情報基盤
センター

空間情報科学研究セ
ンター

新領域創成科学
研究科

研究領域1
研究領域2

研究領域3

研究領域4

研究領域5

研究領域6

先端技術研究 情報基盤技術研究情報理工学研究

学際情報学研究

価値創造応用 人間環境応用先端技術応用空間情報応用

データガバナンス・情報戦略 情報法・規制・倫理 情報経済政策

基礎技術研究

次世代サイバーインフラ連携研究機構

6

2021/4/1 設立

サイバー空間を現実世界（フィジカル空間）と一体化させる知識集約型社会のバックボーンとして中核的な役割
を担う5G/Beyond5Gをはじめとする次世代サイバーインフラ実現のための連携研究に取り組む。多様な観点か
ら本学の総合知を活かし、技術の研究開発だけではなく、カーボンニュートラル・グリーンリカバリーなどの地
球環境へ配慮、誰も取り残すことのない包摂性と高度な倫理と技術の社会受容性・合意形成の考慮を含む横断的
アプローチで次世代サイバーインフラの構築を加速し我が国の国際連携・産学官民連携を牽引するフラッグシッ
プとなる組織を目指す

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.

https://cyber.nakao-lab.org/


連携研究機構とは
2016年4 月より、既存の組織の枠を超えた学の融合による新たな学問分野
の創造を促進するため、複数の部局等が一定期間連携して研究を行う組織
（連携研究機構）の設置が可能

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/schools-orgs/centers/integrate.html
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日刊工業新聞
2021/4/8
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次世代サイバーインフラ連携研究機構・リビングラボ構想

成果：大学を成功モデルケースとするDXの先駆例として社会連携により現代社会へ横展開・未来社会のDXを推進する

• 連携研究機構が牽引する次世代サイバーインフラの学術分野は今後の社会連携に非常に重要である
• キャンパスを社会の縮図としてリビングラボとして次世代サイバーインフラの最新技術を利活用する新たな方法論による社会
実装を図る

未踏科学データガバナンス

未踏科学データによる価値を
未来社会へ迅速に横展開する際の

合意形成・社会受容性のボトルネックを解消

最新技術を地域・国際に展開する
モデルを構築し横展開

叡智を呼び込む双方向性グローバル化

次世代サイバーインフラ技術による
教育研究のDX推進モデル提供
ワンストップ相談窓口

次世代サイバーインフラ最新技術
リビングラボによる成功モデル構築

地域創生とグローバル化 DX推進エキスパートサービス

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.
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次世代サイバーインフラ（NGCI）連携研究機構
関連の活動の進捗状況

• 設立シンポジウム「Democratic Day」10/5開催
• 総務省・NICT/ 経産省・NEDO 委託研究

• Beyond5G・ポスト5G 大型研究競争資金 10件以上の採択
• Beyond5G の採択20課題のうち5課題(25%)が, 次世代サイバー連携研究機構参画教員の提案

• Global Fellows
• 6GFlagship Director Prof. Latva-Ahoが本学のGlobalFellows就任
• 連携研究機構のアドバイザーに就任予定

• 総務省「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」実証実験開始
• 山梨県 「富士山地域DX 安全安心観光情報システム」

• 社会連携講座
• 企業3社と契約

10
© 2020 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.



280名登録（最大230名参加）
アンケート結果
満足度平均4.5/5.0

http://democratic.jp© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.
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サイバーインフラにおけるDemocratizationと
は、誰も取り残すことなく、全ての人が参加し
て次世代の情報社会基盤のあり方を考えるとい
う包摂性（インクルーシブネス）を意味します。
つまり、技術の研究開発だけを考えるのではな
く、カーボンニュートラル・グリーンリカバ
リーなどの地球環境への配慮、すべての人々へ
の思いやり、高度な倫理と技術の社会受容性・
合意形成の考慮を含まなくてはなりません。

情報通信の進化を「自分事」として捉えること
が革新を駆動する

「みんなでつくる」次世代サイバーインフラ

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved. http://democratic.jp
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https://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/8660/Default.aspx
© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.
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委託研究リスト
• NEDO 超知性コンピューティングアーテクチャの研究開発
• NEDO オープン性を活用する公衆網・自営網の設備共用技術の先導的研究開発
• NEDO ローカル5G/6G モバイルシステムのオープンソースソフトウェア開発
• 総務省 多様なユースケースに対応するためのKa 帯衛星の制御に関する研究開発
• NICT Beyond 5Gにおける衛星-地上統合技術の研究開発
• NICT 継続的進化を可能とするB5G IoT SoC及びIoTソリューション構築プラットホーム
• NICT B5G•Beyond 5Gで実現する同期型CPSコンピューティング基盤の研究開発
• NICT 低軌道衛星を利用したIoT超カバレージの研究
• NICT 行動変容と交通インフラの動的制御によるスマートな都市交通基盤技術の研究開発
• 総務省 日米産学連携を通じた5G高度化の国際標準獲得のための無線リンク技術の研究開発
• 総務省「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」
山梨県「富士山地域DX 安全安心観光情報システム」

次世代サイバーインフラ連携研究機構関連教員が進めている5G/Post5G/Beyond5G関連委託研究
（参考）

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.



NICT令和3年度新規委託研究の公募（第1回）一般課題

採択20課題のうち5課題(25%)が, 次世代サイバー連携研究機構参画教員の提案

https://www.nict.go.jp/info/topics/2021/10/04-3.html

• 継続的進化を可能とするB5G IoT SoC及びIoTソリューション構築プラットホームの研究開発
提案者：シャープ株式会社（代表提案者）、シャープ福山セミコンダクター株式会社、

国立大学法人東京大学、国立大学法人東京工業大学、日本無線株式会社

• Beyond 5Gで実現する同期型CPSコンピューティング基盤の研究開発
提案者：日本電気株式会社（代表提案者）、国立大学法人東京大学

• 低軌道衛星を利用したIoT超カバレージの研究
提案者：国立大学法人東京大学（代表提案者）、楽天モバイル株式会社

• 超低雑音信号発生技術に基づく300GHz帯多値無線通信に関する研究開発
提案者：国立大学法人大阪大学（代表提案者）、IMRA AMERICA, INC.、

国立大学法人九州大学、国立大学法人東京大学、学校法人北里研究所

• 行動変容と交通インフラの動的制御によるスマートな都市交通基盤技術の研究開発
提案者：国立大学法人東京大学（代表提案者）、株式会社トラフィックブレイン

株式会社MaaS Tech Japan

半導体・ソフト化

自律性・機械学習

衛星通信

高周波数利用

B5Gユースケース

総務省 Beyond 5G研究開発促進事業・Beyond5Gの研究開発を促進する競争的資金（基金）

© 2020 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.
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2021/11/29報道発表
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Local5G/6Gモバイルシステムのオープンソースソフトウェア開発
実施者
概要

APRESIA Systems 株式会社、富⼠通株式会社、株式会社インターネットイニシアティブ、国⽴⼤学法⼈東京⼤学

本事業では、ポスト5G後半の情報通信システムにおいて、柔軟性や低コストの観点から商⽤利⽤可能な
オープンソースソフトウェア（OSS）ベースでSA対応した5Gコアのノード機能開発及びLocal5Gシステム全
体のシステム品質評価、維持・管理技術を開発します。
つまり、実装ベースでデファクトスタンダードを作り出す世界に加えて、次の通信世代で必須となる⾃営網の
相互乗り⼊れに関する研究開発にも着⼿します。最終的には、次世代の通信規格を⾒据えたOSSのオー
プン＆クローズド戦略の素地となるソフトウェアを⽬指します。

東⼤・IIJ︓戦略策定/先導研究＜新規性︓ポスト５G後半の素地をOSSベースで実証＞
・戦略なきオープンソース開発からの脱却︕
・強固なOSS+研究領域＜競争領域＞の機能実装により、ポスト5G後半の世界を先取り︕
・Local 5G/次の通信世代にむけたSAローミングに関わる先導研究も推進（カバレッジは、ポスト5G後半の最⼤課題︕）

・協調領域︓5Gコア品
質向上

・競争領域︓gNB/UE
によるコア品質評価/超
⼩型L5Gシステム設計・
検討

ü 税制優遇法案のオープン性・安全保障（透明性）に加えて、国内ベンダ共創による安定供給にも貢献
ü 産官学のコンソーシアムによる成功モデルケースを構築し、ポスト5G後半の世界感を先取り︕

APRESIA︓
協調領域+競争領域

富⼠通︓
協調領域+競争領域

実UE

gNB/UE
simulator+α

5Gコア
クローズド戦略・競争領域

・協調領域︓5Gコア品
質向上

・競争領域︓ローミング
機能の試作

gNB

UE

実gNB

オープン戦略・協調領域

APRESIA 富⼠通

(参考)
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NEDOポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業／先導研究（委託）



協調領域・競争領域とは
• 協調領域
技術開発において競合企業間で共有して利活用可能な技術分野を互いに協調して仕様策定し、開発
することで、コスト低減や業界全体の進化を加速することが可能な技術領域

• 競争領域
技術開発において競合企業間で、新規性や独創性を追求して他社を上回る市場割合や利益を獲得す
るため、競争を行うべき技術領域

（注：個人的な見解）18



オープン・クローズド戦略とは

• オープン戦略
オープンソースやオープンインターフェースを活用して
自発的かつ合理的なサプライチェーンを構築することで、通信事業者が複数の機器提供事業者から
共通仕様の機器を調達可能とする。また、さらに構成要素技術レベルでのモジュール代替性を実現
することで構成要素レベルでの市場形成を狙う戦略

• クローズド戦略
事業者が独自の製品の構成要素技術や製造技術、運用技術などの仕様を公開することなく、秘匿し
たまま、他の事業者に提供することで、製品・製造・運用などにおける差異化要素を保持したまま
その競争力を行使する戦略

（注：個人的な見解）19



オープン・クローズド戦略

協調・競争領域

オープン戦略・協調領域

クローズド戦略・協調領域

オープン戦略・競争領域

クローズド戦略・競争領域
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次世代サイバーインフライニシアティブ
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/fsi/ja/index.html

座長：中尾彰宏

2017年7月、東京大学は、総長を本部長とする「未来社会協創推進本部」を設置しました。 その目的は、
東京大学憲章に示した「世界の公共性に奉仕する大学」としての使命を踏まえ、地球と人類社会の未来へ
の貢献に向けた協創を効果的に推進することです。

21
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未来社会協創推進本部

次世代サイバーインフライニシアティブ
登録プロジェクト
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講義内容
5G 基礎
• 5Gの基礎技術とB5Gに向けた研究開発動向【学術視点】（中尾彰宏 工学系研究科）
• 5Gの標準化と商用化・今後の展開1【産業視点】 （中村武宏 NTTドコモ執行役員）
• 5Gの標準化と商用化・今後の展開2【産業視点】 （大谷朋広・小西聡 KDDI 技術開発本部シニア・ディレクター）
• 5Gの標準化と商用化・今後の展開3【産業視点】 (佃 英幸 ソフトバンク専務執行役員 兼 CTO)
• 5Gの標準化と商用化・今後の展開4【産業視点】 （内田信行 楽天モバイル株式会社
• 執行役員 技術戦略本部 本部長)
• 5G・B5Gの政策と戦略【政府視点】（竹内芳明 総務省総務審議官）
• 海外における5G/6G研究開発と今後 【国際視点】 (Matti Latva-Aho 教授 Finland 6G Flagship Director)
• 海外における5G/6G研究開発と今後 【国際視点】 (Abhimanyu Gosain 教授 United States PAWR Director)
5G応用
• 次世代通信による自動運転・協調運転【学術視点】 (中野公彦教授 生産技術研究所)
• 新常態における仮想社会【学術視点】 （稲見昌彦教授 先端科学技術研究センター）
• B5Gと半導体戦略【学術視点】（黒田忠広教授 工学系研究科）
• 宇宙・海洋通信【学術視点】（中須賀真一教授 工学系研究科）
• 宇宙探査・サイエンス【学術視点】（宮本英昭 教授 工学系研究科）

23
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次世代サイバーインフラ（NGCI）連携研究機構
関連の活動の進捗状況

• 設立シンポジウム「Democratic Day」10/5開催
• 総務省・NICT/ 経産省・NEDO 委託研究

• Beyond5G・ポスト5G 大型研究競争資金 10件以上の採択
• Beyond5G の採択20課題のうち5課題(25%)が, 次世代サイバー連携研究機構参画教員の提案

• Global Fellows
• 6GFlagship Director Prof. Latva-Ahoが本学のGlobalFellows就任
• 連携研究機構のアドバイザーに就任予定

• 総務省「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」実証実験開始
• 山梨県 「富士山地域DX 安全安心観光情報システム」

• 社会連携講座
• 企業3社と契約

24
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⼭⼩屋

5合⽬管理センター

富⼠⼭地域DX「安全・安⼼観光情報システム」の実現

代表機関 NPO法⼈
中央コリドー情報通信研究所 分野 防災・減災

実証地域 ⼭梨県富⼠吉⽥市
（富⼠⼭５,６,７合⽬） コンソーシアム

(特⾮)中央コリドー情報通信研究所、⼭梨県防災局、⼭梨
県富⼠⼭科学研究所、東京⼤学、㈱ヤマレコ、㈱インター
ネットイニシアティブ、NECネッツエスアイ㈱

課題等 観光登⼭における登⼭者の動態把握、富⼠⼭道における通信インフラの脆弱性 等

実証概要
課題実証︓危険状況・災害予兆の監視・可視化のための遠隔監視システム、迅速かつ円滑なローカルコミュニ

ケーションシステム、ハザードマップ等⼤容量サイエンスデータの低遅延共有の実証を実施。
技術実証︓⼭の傾斜等の影響を考慮した電波伝搬モデルの精緻化や、同期局と準同期局（TDD２＆３）の共

⽤検討を実施。

使⽤周波数等 周波数︓4.8-4.9GHz帯（100MHz） 構成︓SA⽅式 利⽤環境︓屋外

【情報収集】
危険状況・災害予兆の監視・可視化

【サイエンスビッグデータ情報共有】
⼤容量サイエンスデータの低遅延共有

ü ⼭中の危険個所を携帯アプリで配信
ü AI画像認識で⼈流把握、登⼭者の軽装検知

ü ⼤容量のハザードMAPを現場で⾼次元可視化
ü 直観的に理解し、適切な避難・危険回避を実現

現在位置と⽕⼝分布
オーバーレイ可視化

登⼭者・管理者の
L5G端末

L5Gによる⾼速ダウンロード

サイエンスデータ エッジサーバ

5合⽬管理センター

管理者

管理⼈

環境モニタリング
落⽯モニタリング

安全監視
⼈流把握

遠隔監視・解析システム

【情報交換】
迅速かつ円滑なローカルコミュニケーション
ü ⼭中の現場間で、リアルタイム映像⾳声コミュニケーション
ü 迅速な救出活動、避難誘導に繋げる仕組みの確⽴

5合⽬管理センター

⼭⼩屋

コミュニケーション
サーバ

災害現場等の登⼭ガイド

管理者

管理⼈

災害現場の映像・⾳声を
L5G網でリアルタイム共有

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.
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低廉化・カスタム化対応のローカル5G (SA Sub6)基地局システムのベンチャーを設立



次世代サイバーインフラ（NGCI）連携研究機構
関連の活動の進捗状況

• 設立シンポジウム「Democratic Day」10/5開催
• 総務省・NICT/ 経産省・NEDO 委託研究

• Beyond5G・ポスト5G 大型研究競争資金 10件以上の採択
• Beyond5G の採択20課題のうち5課題(25%)が, 次世代サイバー連携研究機構参画教員の提案

• Global Fellows
• 6GFlagship Director Prof. Latva-Ahoが本学のGlobalFellows就任
• 連携研究機構のアドバイザーに就任予定

• 総務省「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」実証実験開始
• 山梨県 「富士山地域DX 安全安心観光情報システム」

• 社会連携講座
• 企業3社と契約
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社会連携講座・社会連携研究部門
社会連携講座・社会連携研究部門とは、公共性の高い共通の課題について、
本学と共同して研究を実施しようとする民間等外部の機関（国立研究開発法人を除く）から受け入れる
経費等を活用して設置される講座または研究部門をいう。

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/orgs-projects/d04_07.html
29



Matti Latva-Aho

Beyond5G国際委員会International Advisory Boardの最初のメンバーに就任(2021/11/10)
東大工学系初のGlobal Fellowに就任 (2021/11/1) 、連携研究機構アドバイザー就任予定

Oulu University
Professor, Oulu University
Director of 6G Flagship
Global Fellow, The University of Tokyo
フィンランド王立科学院が300億円を投じて立ち上げた6Gの
研究開発プロジェクト6G FlagshipのDirector
2019年3月に「6G Wireless Summit」を主催し、世界各国の
著名な研究者が発表を行っている。
2019年9月に白書「Key Drivers and Research Challenges
For 6G Ubiquitous Wireless Intelligence」を公表

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.
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（参考）Beyond5G 国際カンファレンスにおける 6G Flagship Directorの発表

31
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B5GのR&Dにおける公共財としての大学の役割（私見）

1. 新世代の情報通信技術の先導的研究

2. 学術界の繋がりを活用する国際連携

3. 未来社会協創を実現する若手人材育成

4. 情報通信の迅速な革新推進のための民主化アプローチ

5. キャンパス・テストベッドによる新技術の苗床

2011-2014 NICT委託研究【新世代ネットワーク】
ネットワーク仮想化・スライス技術を産学連携6社で推進

過去の実績

2016-2019 総務省委託研究【5GPagoda】
5Gスライシング技術を日欧連携産学11社で推進

Local5Gの実証
Local6Gからの6G

過去の実績

現在進行中

B5G基金を活用する研究成果の
キャンパス展開

構想・予定

現在進行中

東京大学・連携研究機構

© 2021 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.
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新経営戦略における新しい産学社会連携のあり方
•人材循環
大学と企業の人材交流が叫ばれて久しいが、一方通行や、URA等のセカンドキャリアなどの例が多い。
若手や中堅の、企業の研究者、事業者（コーディネータ）が大学の研究室に滞在したり、大学の教育者が企
業の研究リーダーや事業部を経験するなど、 相互の理解を深めたり、企業の求める人材増を把握したりする
こと目的に人材循環を生み出し、拡大させていく仕組みが必要なのではないか。
企業が教育者となる、教育者が事業部リーダーとなる、というような新たな人材循環は、企業・大学に

とってどのようなメリットがあるか。

•研究
企業の研究所と大学の研究室が技術的なテーマを決めて一定期間取り組むことが従来の産学連携であったが
新たな共同研究の仕組みは考えられるか。
例えば、解決すべき、社会課題や地域課題から出発したり、ラウンドテーブルで未来社会のビジョンを決め
複数の研究室、 企業の部署が連携をして取り組む、などの実践例はあるか。

•教育
就職に際して、現在は大学名、学位、成績などだけが採用の条件になる実態があるのではないか。
普段の学生の姿を見てもらい、真に能力の高い人材を企業が発掘したり、企業の求める人材を育成
するような仕組みは考えられるか。
マイクロクレデンシャルやナノディグリーで、学位ではなく求める能力の証明を出すことなど、
大学での実践の可能性、企業からの活用の可能性はあるか。 33


