
平成２４年度（2012 年度）事業報告書 

        平成２４年４月１日から平成２５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４２回（2012 年度前期）国際会議論文発表助成募集  

    募集時期：募集開始 2012 年 6月 1 日～締め切り 2012 年 7月１５日   

    決定  ：2012 年 8 月 28 日 

    応募人数： ２８名 

    助成者数： １６名 

        助成者名: 西山 雄太（神戸大学大学院 研究員）     150,000 

                  楠本 博則（名古屋大学大学院 学生）      75,000 

                  佐藤 宗彦 (東京大学大学院 学生)       140,000 

                  森田 美帆（東京理科大学大学院 学生）    150,000 

                  策力 木格（電気通信大学大学院 助教）    130,000 

                  笹田 直利 (大阪大学大学院 学生）      180,000 

         小島 政明（徳島大学大学院 学生）       150,000 

         吉里 幸太（東京大学大学院 学生）       140,000 

                  三浦 健 （上智大学大学院 学生）      130,000 

                  井 智弘 （九州大学大学院 特別研究員）   150,000 

                  鈴木 規之（奈良先端技術大学院 学生）    150,000 

                  坂上 大地（京都大学大学院 学生）      150,000 

                  Mirza Golam Kibria（京都大学大学院 学生）  140,000 

                  井上 拓昭（名古屋工業大学大学院 学生）   150,000 

                  Zheng Min（東北大学大学院 学生）      140,000 

                  三野輪慶太（早稲田大学大学院 学生）     130,000 

 

〔助成金額 ：225.5 万円（１人当り 14.09 万円）〕 

  

第４３回（2012 年度後期）国際会議論文発表助成募集 

    募集時期：募集開始  2012 年 12 月 1日～締め切り 2013 年 1 月 15 日   

    決定  ：2013 年 2 月 26 日 

    応募人数：５名 

    助成者数：３名 



        助成者名:松本 怜典  (大阪大学大学院 学生)       150,000 

                 三宅 聡史  (上智大学大学院   学生)       130,000 

                 山本 修平  (筑波大学大学院  学生)         110,000   

 

〔助成金額 ：  41 万円（１人当り 13.67 万円）〕 

                                               

        〔2012 年度助成総額 ：   266.5 万円（１人当り 14.03 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国際会議を開催した。（寄附行為第４条第２

号関係） 

 

□  2012 年 11 月 8 日：平成 23 年度「ワールド・アライアンス・フォーラム」  

     会場：東京・日本橋三井ホール 

        テーマ「今、世界を変える新しい資本主義の創造に向けて」 

                主催： アライアンス・フォーラム財団 

        後援： 原財団、内閣府、総務省、財務省、経済産業省、金融庁 

        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）住友精密工業（株） 

 

□  2013 年 3 月 12 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 「ｱｯﾌﾟﾙ以後の世界、ﾎﾟｽﾄ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ時代のｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ情報産業の未来」 

               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を行った。（寄附行為 第４条第３号関

係） 
 
2012 年 6 月 7 日（東京渋谷） 

《情報通信政策の最前線》 

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 総合通信基盤

局 電波政策課長 竹内 芳明 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 事業政策課長 古市 裕久 氏/総務省 情報流通行



政局 放送政策課長 佐々木 祐二 氏/総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長 

黒瀬 泰平 氏 

2012 年 7 月 13 日（東京赤坂） 

《モバイルビジネス・２０１２年各社の戦略》 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課長 田原 康生 氏/ソフトバンクモバイル

(株) 技術統括 電波制度室 室長 石原 弘 氏/ＫＤＤＩ（株） 技術統括本部 技術企画本

部 モバイル技術企画部長 吉田 智將 氏/（株）ＮＴＴドコモ 執行役員 ネットワーク部長 

入江 恵 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 執行役員 

マーケティング本部 本部長 寺尾 洋幸 氏 

2012 年 9 月 21 日（東京赤坂） 

《被災地域の自治体クラウド》 

総務省 地域力創造グループ 地域情報政策室 課長補佐 木村 恵太郎 氏/岩手県 

大槌町 復興局 情報化推進室 情報推進班長 堀井 信宏 氏/釜石市 総務企画部 広

聴広報課 情報推進係長 佐々木 豊 氏/国際大学 ＧＬＯＣＯＭ 客員研究員 （ＮＴＴコ

ミュニケーションズ勤務） 林 雅之 氏 

2012 年 9 月 28 日（大阪東淀川区） 

《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 酒井 紀雄 氏/（株）ケイ・オプティコム 常務取締役 経営本部長 久保 

忠敏 氏 

2012 年 10 月 5 日（東京新橋） 

《無線 LAN ビジネスの現状と今後の課題》 

総務省 総合通信基盤局 データ通信課 課長 齋藤 晴加 氏/ＮＴＴブロードバンドプラ

ットフォーム（株） 総務部長 奥田 稔 氏/ＫＤＤＩ（株） コンシューマ事業本部 コンシュー

マ事業企画本部 ＴＦオフロード推進室長 大内 良久 氏/ソフトバンクモバイル(株) 

WiFi･FMC 企画統括部 ビジネス・プロダクト企画部 部長 谷口 一成 氏 

2012 年 10 月 15 日（東京新橋） 

《M2M 国際標準化とサービス新展開》 

総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課 課長補佐 井出 真司 氏/一般社団法人情

報通信技術委員会 業務イノベーション本部 本部長 博士（工学） 山中 幸雄 氏/デロ

イトトーマツコンサルティング（株） パートナー （新世代 M2M コンソーシアム 理事）八子 

知礼 氏 

2012 年 10 月 24 日（東京新橋） 

《日本再生に向けた ICT 総合戦略》 

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 

2012 年 10 月 29 日（東京赤坂） 

《ビッグデータ・オープンデータの活用戦略》 

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 課長補佐 後白 一樹 氏/総務省 総合通

信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 企画官 小川 久仁子 氏/（株）野村総合研

究所 情報技術本部 イノベーション開発部 上級研究員 城田 真琴 氏 

2012 年 10 月 31 日（東京愛宕） 

《日本再生戦略》 

内閣官房 国家戦略室 内閣参事官 中田 裕人 氏 

 

2012 年 11 月 27 日（東京赤坂） 

《経済産業省における平成２５年情報政策の重点》 

経済産業省 商務情報政策局 情報政策課長 三又 裕生 氏 



2012 年 12 月 12 日（東京新橋） 

《公共分野のオープンデータ戦略》 

経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 情報プロジェクト室 室長補佐 中井 康裕 氏

/横浜市 政策局 政策部 政策課 担当係長 関口 昌幸 氏/鯖江市 政策経営部 情

報統括監 兼 情報統計課長 牧田 泰一 氏/国際大学 ＧＬＯＣＯＭ 客員研究員 （ＮＴ

Ｔコミュニケーションズ勤務） 林 雅之 氏 

2012 年 12 月 13 日（東京新橋） 

《災害に強い電子自治体づくり》 

総務省 地域力創造グループ 地域情報政策室 課長補佐 木村 恵太郎 氏/藤沢市 

総務部 参事（兼）ＩＴ推進課長 大高 利夫 氏/埼玉県 秩父郡 小鹿野町 総合政策課 

情報政策担当 浅見 良雄 氏 

2013 年 1 月 28 日（東京新橋） 

《ソーシャルメディアにおける危機管理と実務対応》 

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 課長 玉田 康人 氏/光和

総合法律事務所 パートナー 弁護士 永井 徳人 氏/（株）ガイアックス ソリューション事

業本部 オンラインマーケティング部 部長 江戸 浩樹 氏 

2013 年 2 月 20 日（東京新橋） 

《ケーブルラボの次世代への取組み ４つの重点と３つの検討課題》 

一般社団法人日本ケーブルラボ 専務理事 松本 修一 氏 

2013 年 3 月 7 日（東京新橋） 

《公共情報インフラとしての気象庁の情報の利活用推進に向けて》 

気象庁 総務部 参事官 国土交通技官 隈 健一 氏 

2013 年 3 月 22 日（東京赤坂） 

《ビックデータ時代のネットワーク基盤技術とモバイルビジネス「成功の鍵」》 

総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課 課長補佐 井出 真司 氏/(株)情報通信総

合研究所 グローバル研究グループ 主任研究員 中村 邦明 氏 

2013 年 3 月 27 日（東京新橋） 

《平成２５年度 ICT 関連政策の最前線》 

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 田中 宏 氏/総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長 

高橋 文昭 氏 

 


