
平成２３年度（2011年度）事業報告書 

        平成２3年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

 

１．大学及びそれに類似する公的研究機関において、総合知的通信システム技 

術とその応用に関する研究者に対し、国際会議における論文発表に対し助

成を行った。対象者は、選考委員会の選考に関する審議を経て、理事会に

おいて決定した。         （寄附行為第４条第１号関係） 

 

□ 国際会議研究発表助成 

 第４０回（2011年度前期）国際会議論文発表助成募集  

    募集時期：募集開始 2011年 6月 1日～締め切り 2011年 7月１５日   

    決定  ：2011年 8月 26日 

    応募人数： １６名 

    助成者数：  ８名 

        助成者名: 太田健太郎（名古屋大学大学院 学生）     140,000 

                  天間 克宏（東北大学大学院 学生）       130,000 

                  中村 優 (大阪府立大学大学院 学生)      150,000 

                  大塚雄一郎（筑波大学大学院 学生）      130,000 

                  金 宣弦（京都大学大学院 学生）        130,000 

                  後藤 啓介 (九州大学大学院 学生）      150,000 

         山口 晃弘（名古屋工業大学院 学生）      150,000 

         関 宏理（大阪工業大学 特任教授）       130,000 

 

〔助成金額 ：111万円（１人当り 13.88万円）〕 

  

第４１回（2011年度後期）国際会議論文発表助成募集 

    募集時期：募集開始  2011年 12月 1日～締め切り 2012年 1月 15日   

    決定  ：2012年 2月 22日 

    応募人数：７名 

    助成者数：４名 

        助成者名:王 瀟岩  (筑波大学大学院 学生)        150,000 

                 黄 国香  (大阪大学大学院   学生)          130,000 

                 倉本 展尚  (徳島大学大学院  学生)          110,000 

                 田中 裕也 (北海道大学大学院 学生)         110,000   

 

〔助成金額 ：  50万円（１人当り 12.5万円）〕 

                                               

        〔2011年度助成総額 ：   161万円（１人当り 13.4万円）〕 



 

２．総合知的通信システム技術とその応用に関する情報の収集及び提供を行な 

うため会議等に出席して、情報の収集を行ない、これを先端技術研究会セ

ミナーにおいて情報の発表や提供及び会報の発行を行なった。（寄附行為

第４条第２号関係） 

 

□  2011年 10月 11日：平成 22年度「ワールド・アライアンス・フォーラム」  

     会場：東京・文京区 東京大学・弥生講堂 

        テーマ「新しい資本主義を求めて、- 日本が世界に発信できるもの」 

                主催： 原財団、アライアンス・フォーラム財団 

        後援： 総務省、財務省、経済産業省、 

        特別協賛： 三井不動産（株）、（株）三菱ケミカルホールディングス    

              ロート製薬（株） 

 

□  2012年 3月 16日: ＩＴあわじ会議 

        会場: 兵庫県淡路島「淡路夢舞台国際会議場」 

     テーマ 「新しい時代を創造するエネルギーテクノロジー」 

               主催: 兵庫県、原財団                 

        企画: アライアンス・フォーラム財団 

               後援: 総務省､経済産業省、兵庫ニューメディア推進協議会、関西経済連

合会、関西経済同友会、アライアンス・フォーラム財団 

 

 

３. 総合知的通信システム技術とその応用に関する研究者交流の推進のため、

先端技術研究会セミナーの開催及び国際会議の後援を行った。（寄附行

為 第４条第３号関係） 

 

*2011年 5月 27日（大阪北区） 

《近畿における情報通信施策と今後の事業展開》 

総務省 近畿総合通信局 情報通信部長 太田 清喜 氏/西日本電信電話（株） 取締役 

経営企画部長 小椋 敏勝 氏/（株）ケイオプティコム 代表取締役社長 藤野 隆雄 氏 

 

*2011年 5月 31日（東京渋谷） 

《電気通信行政の最前線》 

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 事業政策課長 古市 裕久 氏/総務省 総

合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課長 二宮 清治 氏/総務省 総合通信

基盤局  電気通信事業部 データ通信課長 泉 宏哉 氏/総務省 総合通信基盤局 電

気通信事業部 電気通信技術システム課長 野崎 雅稔 氏/総務省 総合通信基盤局 

電気通信事業部 高度通信網振興課長 小池 裕昭 氏/総務省 総合通信基盤局 電気

通信事業部 消費者行政課長 鈴木 信也 氏 

 

 



*2011年 6月 1日（東京新橋） 

《自治体クラウド全国展開へ》 

総務省 自治行政局 地域政策課 地域情報政策室長 高地 圭輔 氏/西いぶり広域連

合 共同電算室 主査 佐久間 樹 氏/神奈川県町村会 事務局 次長 三科 清高 氏 

 

*2011年 6月 8日（東京元赤坂） 

《モバイルビジネス・２０１１年各社の戦略》 

総務省 総合通信基盤局 移動通信課長 田原 康生 氏/（株）ＮＴＴドコモ ネットワーク

部長 入江 恵 氏/ＫＤＤＩ（株） 技術企画本部 モバイル技術企画部 部長 佐藤 進 

氏/ソフトバンクモバイル（株） 電波制度部長 石原 弘 氏/ＵＱコミュニケーションズ（株） 

技術企画部長 河村 政志 氏/イー・アクセス（株） 技術戦略室長 諸橋 知雄 氏/（株）

ウィルコム マーケティング本部長 寺尾 洋幸 氏 

 

*2011年 7月 25日（東京新橋） 

《電子行政に関するタスクフォースについて》 

内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）担当室 主幹 阿部 一貴 氏 

 

*2011年 7月 28日（東京新橋） 

《国土交通省における電気通信技術ビジョン》 

国土交通省 大臣官房 技術調査課 情報通信技術調整官 末吉 滋 氏 

 

*2011年 8月 25日（東京元赤坂） 【開催中止】 

《ＩＣＴ国際展開今後の政策の方向性と３社の戦略》 

総務省 情報通信国際戦略局 国際協力課長 湯本 博信 氏/華為技術日本（株） ワイ

ヤレス・マーケティング部 マーケティングマネージャー 鹿島 毅 氏/（株）ＮＴＴドコモ 国

際事業部長 紀伊 肇 氏/（株）ディー・エヌ・エー 執行役員 近藤 和弘 氏 

 

*2011年 9月 14日（東京元赤坂） 

《次世代ケーブルＳＴＢへの期待》 

一般社団法人日本ケーブルラボ 専務理事 松本 修一 氏 

 

*2011年 9月 22日（東京新橋） 

《自治体クラウドと災害復興》 

総務省 地域力創造グループ 地域情報政策室長 濱島 秀夫 氏/奈良県 総務部 情

報システム課 参事 ＣＩＯ補佐官 野田 和徳 氏/（株）日立情報システムズ 自治体情報

サービス事業部 自治体事業推進本部 チーフコンサルタント（ＩＴコーディネータ） 森重 

福一 氏 

 

*2011年 9月 29日（東京麹町） 

《総務省 ＩＣＴ政策の最新動向》 

総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 渡辺 克也 氏 

 

*2011年 12月 22日（東京赤坂） 

《大規模災害等の緊急事態における通信確保》 

ソフトバンクモバイル（株） 技術統括 技術管理本部 技術渉外部 部長 木村 潔 氏/Ｋ

ＤＤＩ（株） 技術企画本部 モバイル技術企画部 担当部長 大内 良久 氏/総務省 総合

通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課長 野崎 雅稔 氏/（株）ＮＴＴド



コモ 執行役員 ネットワーク部長 入江 恵 氏/ 

東日本電信電話（株） ネットワーク事業推進本部 設備部 部門長 星野 理彰 氏/（株）

ジュピターテレコム 技術運用本部長 吉田 光男 氏 

 

*2012年 1月 24日（東京新橋） 

《スマートフォンセキュリティ最前線》 

総務省 情報流通行政局 情報セキュリティ対策室 課長補佐 中谷 純之 氏/奈良先端

科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授 門林 雄基 氏/ＪＳＳＥＣ 利用部会 ガ

イドラインＷＧリーダー・アルプスシステムインテグレーション（株） 営業統括部 特販プロジ

ェクト 松下 綾子 氏/ＪＳＳＥＣ 技術部会 ネットワークＷＧ タスクフォース・トヨタ自動車

（株） ＩＴマネジメント部 コミュニケーションシステム室 倉林 俊介 氏 

 

*2012年 2月 16日（東京赤坂） 

《平成２４年度 テレコム関連予算の重点政策》 

総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 渡辺 克也 氏/総務省 情報通信国

際戦略局 技術政策課長 岡野 直樹 氏/総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電

気通信技術システム課長 野崎 雅稔 氏 

 

*2012年 2月 27日（東京赤坂） 

《マイナンバー法案制度と自治体クラウド》 

内閣官房 社会保障改革担当室 企画官 中村 裕一郎 氏/神奈川県 町村情報システム

共同事業組合 事務局長 三科 清高 氏/（株）富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎

並 利博 氏 

 

*2012年 2月 28日（東京赤坂） 

《警察の情報通信》 

警察庁 情報通信局 通信施設課 技術指導官 富田 哲 氏 

 

*2012年 3月 8日（東京新橋） 

《２０１２年 ケーブル業界展望》 

総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課 技術企画官 坂中 靖志 氏／社団法人

日本ＣＡＴＶ技術協会 審議役 浅見 洋 氏 

 

 

*2012年 3月 15日（東京新橋） 

《気象庁の防災情報発信に関する業務継続性の確保》 

気象庁 予報部 業務課 調査官 西潟 政宣 氏 

 

*2012年 3月 23日（東京赤坂） 

《スマートメーター導入の最前線》 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 課長補佐 谷口 宏樹 氏/独立行政

法人情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク研究所 スマートワイヤレス研究室 室長 

原田 博司 氏/沖電気工業（株） 研究開発センタ システム技術研究開発部 ネットワー

クシステムユニット ユニットマネージャ 福永 茂 氏/大阪ガス（株） 導管事業部 導管

部 メーターチーム 安井 昌広 氏 

 

 


