開催日

1998. 9.16(水)

1998.12.12(土)

2001. 3.17(土)

テーマ
日本ベン
チャー学
会イノベ
ーション
研究部会
シンポジ
ウム「イノ
ベーション
と研究開
発型ベン
チャー企
業」
日本ベン
チャー学
会イノベ
ーション
研究部会
シンポジ
ウム「研
究開発型
ベンチャ
ーと大企
業のイノ
ベーショ
ン」

講師

開催場
所

日本アリバ株式会社社長渡辺 邦昭 氏
(元 日本 DEC 社長、前 i2 テクノロジー
ズ社長)、 横浜市立大学 商学部 教授
吉川 智教 氏、 イーアレー・オーグ代
日本ベン
表 北爪 正路 氏(元 nifty 取締役)、 ジ
チャー学
ャパンネット銀行 代表取締役社長 宮
会イノベ
井 芳行 氏、 Win-and-Win.net 込山 民
ーション
子 氏、 クララオンライン社長 家本 賢
研究部会
太郎 氏、 MAGI Inc.,小俣 富則 氏、 岩
シンポジ
手県立大学学長 西澤 潤一 氏、 関東
ウム(ＩＴベ
経済産業局総務企画部長 加藤 敏春
ンチャー
氏、 理化学研究所 理事 宮林 正恭 氏
の現状と
(元 科学技術庁 科学技術振興局長)、
取り巻く環
東京大学法学部教授 石黒 一憲 氏、
境、課題)
国際大学 GLOCOM 所長 ／CAN
FORUM 会長 公文 俊平 氏、 国際エン
ジェル連盟日本支部会長 八幡 恵介
氏、 中原 新太郎

管理者との
関係

日本ベンチャー学会

企画・運営・主
催、日本ベンチ
ャー学会イノベ
ーション研究部
会幹事

日本ベンチャー学会

企画・運営・主
催、日本ベンチ
ャー学会イノベ
ーション研究部
会幹事

横浜 金
沢八景／
横浜市立
日本ベンチャー学会
大学 瀬
戸キャン
パス

企画・運営・主
催、日本ベンチ
ャー学会イノベ
ーション研究部
会幹事

東京 市
法政大学 総長 清成 忠男 氏、日経Ｂ
ヶ谷／
Ｐ社 編集委員 西村 吉雄 氏、住友３Ｍ
法政大
社長 田村 亮司 氏他
学

法政大学 総長 清成 忠男 氏、NEC 基
礎研究所長→国際基盤材料研究所 副
社長 篠田 大三郎氏、 カシオ専務→ロ
ード代表取締役社長 志村 則彰氏、
IDEO JAPAN 深澤 直人氏、ソード社長
→プロサイド社長椎名 尭 慶氏他

主催団体

東京 市
ヶ谷／
法政大
学

2001. 9. 7(金)

2002. 3.30(土)

岩手県立大学学長 西澤 潤一 氏、
関西ベンチャー学会会長 ／日本ベン
チャー学会理事／大阪市立大学教授
塩沢 由典 氏、
IEEE Japan
ＫＡＮＳＡＩ
CouncilChair ／住友電気工業 特別技
＠ＣＡＮフ
術顧問(元副会長) 中原 恒雄 氏、
ォーラム、
研究・技術計画学会人材問題分科会
日本ベン
幹事 ／日本ベンチャー学会理事／政
チャー学
策研究大学院大学 教授 橋本 久義
会イノベ
氏、 ルート株式会社 代表取締役 真野
ーション
浩 氏、 Y's STAFF 代表 田澤 由利
研究部会
氏、 TRUNK 代表・デザインキュレータ
合同企画
ー・富山県総合デザインセンター企画
シンポジ
部長 ／ＹＣＳデザインライブラリー運営
ウム 「地
桐山 登士樹 氏、 日本ベンチャー学会
域の情報
理事 ／イノベーション研究部会会長
化、ベン
／横浜市立大学 商学部 教授 吉川 智
チャー集
教 氏、 ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラム主
積による
査 ／大阪大学大学院 国際公共政策
地域の活
研究科 教授 辻 正次 氏、 関西ベンチ
性化」
ャー学会理事 ／日本ベンチャー学会
イノベーション研究部会代表世話人 兼
幹事 ／ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラム運
営委員 ／三菱電機 中原 新太郎
法政大学総長／日本ベンチャー学会
日本ベン
会長 清成 忠男 氏、横浜市経済局長
チャー学
前田 寿 氏、 理化学研究所横浜研究
会イノベ
所ゲノム科学総合研究センター所長
ーション
和田 昭允 氏、 浜銀総研研究所 研究
研究部会
開発部副部長 大島 昭浩 氏、ファルマ
シンポジ
デザイン 代表取締役社長 古谷 利夫
ウム 「横
氏、 エス・エフ・シー 代表取締役 小笠
浜の産業
原 有美 氏、チャフローズコーポレーシ
集積とベ
ョン 代表取締役社長 笹谷 広治 氏、
ンチャー
横浜市経済局 産学連携推進担当課長
企業-産
中島 泰雄 氏、 横浜市立大学教授／
業集積の
日本ベンチャー学会理事／日本ベンチ
新たなパ
ャー学会イノベーション部会長 吉川 智
ラダイム
教 氏、 横浜市企画局課長／日本ベン
を求めてチャー学会イノベーション部会幹事 金
」
子 延康 氏

大阪
USJ 前
／ＮＴＴ
ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラ
西日本
ム、 日本ベンチャー学会イ
ソリュー
ノベーション研究部会他
ションラ
ボ メイン
ホール

企画・運営・主
催、ＫＡＮＳＡＩ
＠ＣＡＮフォー
ラム運営委員、
日本ベンチャー
学会イノベーシ
ョン研究部会代
表世話人 兼
幹事

横浜 関
内／横
浜市情
報文化
センター

企画、日本ベン
チャー学会イノ
ベーション研究
部会幹事

日本ベンチャー学会

2002.11.9(金)

2003. 3.15(土)

2004. 3. 6(土)13:0017:00

日本ベン
チャー学
会第 5 回
全国大
会、関西
ベンチャ
ー学会第
2 回年次
大会「地
域再生と
ベンチャ
ーパワ
ー」

日本ベンチャー学会 会長／法政大学 総
長 清成 忠男 氏、関西ベンチャー学会 会
長／大阪市立大学 教授 塩沢 由典 氏、
関西ベンチャー学会 副会長／元奈良先端
科学技術大学院大学 教授 今田 哲 氏、
堀場製作所 取締役会長 堀場 雅夫 氏、
早稲田大学大学院 教授 松田 修一 氏、
九州工業大学大学院 教授 山川 烈 氏、
京都大学 教授 吉田 和男 氏、 文部科学
省 室長 奈良 人司 氏、大阪大学 助教授
森下 竜一 氏、 近畿経済産業局 近畿バイ
オインダストリー振興会議事務局長 遠山
伸次 氏、 中国経済産業局 山口大学地域
共同研究開発センター長 三木 俊克 氏、
九州経済産業局 九州地域環境・リサイク
ル産業交流プラザ(K-RIP)企画部長 木下
真一郎 氏、 長野・上田地域 知的クラスタ
ー創成事業 事業総括／前 セイコーエプソ
ン(株)理事・生産技術開発本部長 秋山 昌
之 氏、 京都地域 知的クラスター創成事
業 事業総括／元 オムロン(株)常務取締
役 田崎 央 氏、 福岡地域 知的クラスター
創成事業研究統括／九州大学システム
LSI 研究センターセンター長 安浦 寛人
氏、 中原 新太郎他

静岡県 知事 石川 嘉延 氏、日本ベン
チャー学会 会長／法政大学 総長 清
成 忠男 氏、静岡県立大学 学長 廣部
雅昭 氏、 静岡県立大学大学院経営情
報学研究科長 影山 喜一 氏、ジーマ
日本ベン 代表取締役 和田 英孝 氏、 キャンバ
チャー学
ス 代表取締役社長 菅沼 正司 氏、ＣＡ
会イノベ
Ｉメディア共同開発 代表取締役社長 福
ーション
地 三則 氏、 ＳＯＨＯ静岡 インキュベ
研究部会 ーションマネージャー 小出 宗昭 氏、
シンポジ
静岡県商工労働部 部長 谷 和実 氏、
ウム
日本ベンチャー学会イノベーション研
究部会 会長／横浜市立大学商学部
教授 吉川 智教 氏、 日本ベンチャー
学会イノベーション研究部会幹事／静
岡県立大学経営情報学部 専任講師
森 勇治 氏
早稲田大学総長 白井 克彦 氏、法政
大学総長／日本ベンチャー学会会長
清成 忠男 氏、 ザインエレクトロニクス
代表取締役社長 飯塚哲哉 氏、 グロ
日本ベン
ーバルベンチャーキャピタル社長 長谷
チャー学
川 博和 氏、 日経エレクトロニクス 元
会イノベ
編集長／日経ＢＰ社 編集委員／大阪
ーション
大学大学院 教授 西村 吉雄 氏、 早稲
研究部会
田大学理工学部 教授／COE リーダー
シンポジ
大泊 巌 氏、 日本ベンチャー学会理事
ウム「21
イノベーション研究部会 会長／早稲田
世紀のベ
大学大学院アジア太平洋研究科 教授
ンチャー
吉川 智教 氏、 早稲田大学大学院ア
企業、イノ
ジア太平洋研究科 教授 柳 孝一 氏
ベーショ
日本ベンチャー学会イノベーション研
ン、MOT」
究部会幹事／静岡県立大学経営情報
学部 専任講師 森 勇治 氏 日本ベンチ
ャー学会 イノベーション研究部会幹事
中原 新太郎</

企画・運営・主
催、関西ベンチ
京都 丹
波口／京 日本ベンチャー学会、 関西 ャー学会理事、
都リサー ベンチャー学会、大阪産業 日本ベンチャー
チパーク 創造館
学会研究部会
(KRP)
代表世話人 兼
幹事

静岡／
静岡県
立大学
小講堂

早稲田
／早稲
田大学
早稲田
大学西
早稲田
ビル 19
号館 7
階 711
会議室

日本ベンチャー学会

企画、日本ベン
チャー学会イノ
ベーション研究
部会幹事

日本ベンチャー学会

企画、日本ベン
チャー学会イノ
ベーション研究
部会幹事

2004. 3.20(土)13:0018:00

2004. 9.18(土)13:3017:15

2006.10.6(金)11:0013:00

日本ベン
チャー学
会イノベ
ーション
研究部会
シンポジ
ウム 「地
域活性化
における
起業支援
施設の役
割-ＳＯＨ
Ｏしずお
かの 3 年
間と今後
の展望-」

静岡市経済部経済政策課 副主幹 山本
高匡 氏、 バリューファクトリー 代表取締
役 長池 直樹 氏、 インタープランニング
代表取締役 冨山 達章 氏、 ＳＯＨＯしずお
か インキュベーションマネージャー 小出
宗昭 氏、 ソフィアバンク取締役／社会起
業家フォーラム 藤沢 久美 氏、 静岡県立
大学非常勤講師／福井県立大学教授 坂
本 光司 氏、 日本ベンチャー学会理事 イ
ノベーション研究部会 会長／早稲田大学
大学院アジア太平洋研究科 教授 吉川 智
教 氏、 日本ベンチャー学会イノベーション
研究部会幹事／静岡県立大学経営情報
学部 専任講師 森 勇治 氏

ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラム主査 ／大
阪大学大学院 国際公共政策研究科
教授 辻 正次 氏、 東海旅客鉄道(株)
（ＪＲ東海）相談役(前会長) 須田 寛
氏、 (株)シティウェーブおおさか
(CATV)専務取締役／KANSAI@CAN フ
ＫＡＮＳＡＩ
ォーラム運営委員 櫻井 博之 氏、 前
＠ＣＡＮフ
KANSAI@CAN フォーラム運営委員
ォーラム、
(株)ドコモ北陸取締役相談役(前社長)
日本ベン
菅原 光宏 氏、 京都市観光政策監／
チャー学
前デジタルアーカイブ研究センター副
会イノベ
所長 ／KANSAI@CAN フォーラム運営
ーション
委員／関西ベンチャー学会理事 清水
研究部会
宏一 氏、 日本サスティナブル・コミュニ
合同企画
ティ・センター(SCCJ) 専務理事／事務
シンポジ
局長 浅野 令子 氏、 日経デジタルコア
ウム 「コ
事務局／代表幹事 坪田 知己 氏、 横
ンテンツと
浜市環境保全局部次長(企画局 IT 等
地域振
地域活性化推進課 前課長) ／日本ベ
興」
ンチャー学会イノベーション研究部会
幹事 金子 延康 氏、 日本ベンチャー
学会イノベーション研究部会代表世話
人 兼 幹事 ／ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォー
ラム運営委員 ／三菱電機 中原 新太
郎
早稲田大学アジア太平洋研究科 教授
／日本ベンチャー学会イノベーション
研究部会長 吉川 智教 氏、 法政大学
名誉教授・前総長・学事顧問／日本ベ
ンチャー学会 前会長 清成 忠男 氏、
立命館アジア太平洋大学 アジア太平
イノベーシ
洋マネジメント学部 教授 福谷 正信
ョン・IT 等
氏、 京都学園大学 経営学部 教授 大
による地
石 友子 氏、 静岡県立大学 経営情報
域活性化
学部経営情報学科 講師 森 勇治 氏、
日本ベンチャー学会イノベーション研
究部会代表世話人 兼 幹事 ／ＫＡＮＳ
ＡＩ＠ＣＡＮフォーラム運営委員 ／情報
通信ネットワーク産業協会 第二企画
部長中原 新太郎

静岡市
紺屋町
日本ベンチャー学会、静岡県
立大学、静岡中部地区ＳＯＨ
／中島
屋ビル 4 Ｏ推進協議会
階

企画、日本ベン
チャー学会イノ
ベーション研究
部会幹事

京都 東
山区清水
四丁目
200 番地 ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラ
／ 京都
ム、 日本ベンチャー学会イ
市健康保 ノベーション研究部会他
険組合保
養所「き
よみず」

企画・運営・主
催、ＫＡＮＳＡＩ
＠ＣＡＮフォー
ラム運営委員、
日本ベンチャー
学会イノベーシ
ョン研究部会代
表世話人 兼
幹事

千葉県
幕張メッ
セ国際会
議場
3F304 会
議室
(CEATEC
会場)

企画・運営・主
催、日本ベンチ
ャー学会イノベ
ーション研究部
会 幹事 兼 代
表世話人

CEATEC JAPAN 事務局、
日本ベンチャー学会イノベ
ーション研究部会、 IEEE
EMS (Engineering
Management Society)
Japan Chapter(協賛)

兵庫県立大学 応用情報科学研究科
教授／ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラム会
長 辻 正次 氏、 大阪安全・安心まちづ
くり支援 ICT 活用協議会(大安協)会長
代行／大阪市立大学 創造都市研究科
都市情報学専攻 教授 ／ＫＡＮＳＡＩ＠
ＣＡＮフォーラム運営委員 中野 潔 氏、
株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ代表取締
役専務／ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラム
運営委員 横江 友則 氏、 平安女学院
大学 人間社会学部 教授／前 京都市
理事 観光政策監／ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフ
ォーラム副運営委員長 清水 宏一 氏、
日本ベンチャー学会イノベーション研
究部会代表世話人 兼 幹事 ／ＫＡＮＳ
ＡＩ＠ＣＡＮフォーラム運営委員 ／情報
通信ネットワーク産業協会 第二企画
部長中原 新太郎

千葉県
幕張メッ
セ国際会
議場
3F304 会
議室
(CEATEC
会場)

CEATEC JAPAN 事務局、
ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラ
ム、 日本生活学会 生活情
報化研究会 関西ベンチャ
ー学会、

2006.10.6(金)14:0016:00

関西から
発信する
ICT 利活
用

企画・運営・主
催、ＫＡＮＳＡＩ
＠ＣＡＮフォー
ラム運営委員

2007.6.8(金)13:0017:00

日本ベンチャー学会イノベ
ーション研究部会、 日本女
性技術者フォーラム、 映像
情報メディア学会アントレプ
レナー・エンジニアリング研
究委員会、 関西ベンチャー
立命館アジア太平洋大学教授 福谷 正
学会 文化資産研究部会、
信 氏、日本アイ・ビー・エム 技術顧問
ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフォーラ
(元専務執行役員) 内永 ゆか子 氏、
ム、 情報通信ネットワーク
東京大学 教授／総務省 ＩＣＴ分野の研
産業協会(CIAJ)技術企画
究開発人材育成に関する研究会 座長
部会、 IEEE Engineering
原島 博 氏、
早稲田大学 教授
Management Society Japan
／総務省 ＩＣＴベンチャーの人材確保
Chapter、 IEEE Japan
情報通信 の在り方に関する研究会 座長／日本
Council Women in
東京
浜
月間特別 ベンチャー学会会長 松田 修一 氏、
Engineering Affinity Group、
松町／情
企画シン アルプス技研 代表取締役社長 兼 業
電子情報通信学会、映像
報通信ネ
ポジウム 務執行役員 池松 邦彦 氏、シニアＳＯ
情報メディア学会、 研究・
企画・運営・主
ットワー
「ICT 技術 ＨＯ普及サロン・三鷹 顧問 堀池 喜一
技術計画学会、 日本ベン
催
ク産業協
人材育成 郎 氏
コスモピア社長／関東ニュ 会 C～E チャー学会、 同 女性と企
の現状と ービジネス協議会副会長 田子 みどり 会議室
業研究部会、 文理シナジ
課題」
氏、NPO 法人 CANVAS 副理事長 石
ー学会、関西ベンチャー学
戸 奈々子 氏、
前 関西ベンチ
会、 日本産業人材育成学
ャー学会副会長／元奈良先端科学技
会、日本開発工学会、 (財)
術大学院大学教授／元武田薬品 中央
日本産業技術振興協会
研究所所長／京都ナノテククラスター
(JITA)、NPO 法人 IAI ジャ
科学技術コーディネータ 今田 哲 氏、
パン、 NPO 法人ＣＡＮＶＡ
元日経エレクトロニクス編集長／東工
Ｓ、(社)研究産業協会、 (社)
大 監事 西村 吉雄 氏
企業研究会、ＹＲＰ研究開
発推進協会、
独立
行政法人 情報通信研究機
構(NICT)、 関東ニュービジ
ネス協議会、(財)常陽地域
研究センター、 国立情報学
研究所、CAN フォーラム

2007.6.22(金)13:3017:00

主催：日本ベンチャー学会
イノベーション研究部会、
日本女性技術者フォーラ
ム、 映像情報メディア学会
アントレプレナー・エンジニ
アリング研究委員会、 関西
ベンチャー学会 文化資産
研究部会、 ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡ
総務省 政策統括官（情報通信担当）寺
Ｎフォーラム、 情報通信ネ
崎 明 氏、」澤の屋旅館主人／観光カ
ットワーク産業協会(CIAJ)
リスマ 澤 功 氏、
前 岩手県知
技術企画部会、 同協会 フ
情報通信
事 増田 寛也 氏、NPO 法人 CANVAS
ォーラムワーキング「地域
月間特別
副理事長 石戸 奈々子 氏、「ブログ道」
社会とコミュニティの発展」
企画シン
「メール道」著者／久米繊維工業社長
ワーキンググループ、 IEEE
ポジウム
久米 信行 氏、
日本ベンチャ
Engineering Management
東京 浜
「 ICT 利
ー学会事務局長 田村 真理子、ぐるな 松町／情 Society Japan Chapter、
活用によ
び取締役会長 滝 久雄 氏、
報通信ネ IEEE Japan Council Women
る地域活
企画・運営・主
maab 取締役／マーケティングコンサル ットワー in Engineering Affinity
性化:ユビ
催
タント／元国際オリンピック委員会出向 ク産業協 Group、 電子情報通信学
キタスエコ
会 C～E 会、映像情報メディア学会、
麻生 菜穂美(直派若柳流理事／師範
ノミー＆ソ
名取 若柳 梅京)氏、
平安女学 会議室
研究・技術計画学会、日本
サイエティ
院大学 国際観光学部 教授／前 京都
ベンチャー学会、 同 女性と
ー」観光
市理事 観光政策監／ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡ
企業研究部会、文理シナジ
の視点か
Ｎフォーラム副運営委員長
ー学会、 関西ベンチャー学
ら
／関西ベンチャー学会理事 清水 宏一
会、日本産業人材育成学
氏、
東海旅客鉄道（ＪＲ東海）
会、 日本開発工学会、(財)
相談役(前会長) 須田 寛 氏
日本産業技術振興協会
(JITA)、 NPO 法人 IAI ジャ
パン、NPO 法人ＣＡＮＶＡ
Ｓ、 (社)企業研究会、ＹＲＰ
研究開発推進協会、 関東
ニュービジネス協議会、(財)
常陽地域研究センター、 国
立情報学研究所、CAN フォ
ーラム

続 ICT 技
2008. 6. 20(金)13:00～ 術人材育
17:20
成の現状
と課題

総務省政策統括官 中田 睦 氏、
エ
ミネクロス 代表／スポーツドクター 辻
秀一氏、
東京エグゼクティブ・サー
チ取締役(前社長) ／テスコ・プレミアム
サーチ代表取締役会長 加藤 春一
氏、
情報処理学会フェロー・J07 プ
ロジェクト連絡委員会 IS 委員会委員長
／実践的ソフトウェア教育コンソーシア
ム副会長 神沼 靖子 氏、
IEEE
Japan Council WIE (Women in
Engineering) chair ／リコーソフトウエア
会長 国井 秀子 氏、 Y's STAFF 代表
／総務省 地域情報化アドバイザー 田
澤 由利 氏、
バルコ社長 ナリン C.
アドバニ氏(元横浜青年会議所理事
長、祖父の代から日本に定住したイン
ド人)
(財）日本無線協会参与／都
立航空高専元校長 (衛星設計コンテス
ト実行委員／１５才からの衛星づくり推
進) 島田 一雄 氏、 (財)日本産業技術
振興協会(JITA)技術部長 守谷 哲郎
氏、
政策大学院大学教授 橋本 久
義 氏 （３千社以上の中小企業の現場
を訪問した元通産官僚）、
慶應義
塾大学 環境情報学部 准教授 飯盛 義
徳 氏 (鳳雛塾等で地域情報化のリー

KANSAI@CAN フォーラム、
(社)映像情報メディア学会
アントレプレナー・エンジニ
アリング研究委員会、IEEE
TMC(以上主催) (社)電子情
報通信学会、情報通信ネッ
トワーク産業協会(CIAJ)、
IEEE Japan Council Women
in Engineering Affinity
Group、 研究・技術計画学
東京 浜
会、 日本ベンチャー学会イ
松町／情
ノベーション研究部会、 日
報通信ネ
本ベンチャー学会女性と企
ットワー
業研究部会、 関西ベンチャ
ク産業協
会 C～E ー学会、 同 文化資産研究
部会、 (財）日本無線協会、
会議室
(財)2001 年日本委員会、
(財)日本産業技術振興協
会(JITA)、
(財)常陽地
域研究センター、 (社)日本
技術士会、(社)企業研究
会、 (社)関東ニュービジネ
ス協議会、 CAN フォーラ
ム、NPO 法人ＳＴＡＮＤ、
NPO 法人ＣＡＮＶＡＳ、 衛
星設計コンテスト実行委員

企画・運営・主
催、
KANSAI@CAN
フォーラム 運
営委員、(社)映
像情報メディア
学会アントレプ
レナー・エンジ
ニアリング研究
委員会 運営委
員、IEEE TMC
Treasurer

ダーを育成)、
京都学園教授 大石
友子 氏(女性起業支援の第一人者)
企画＋総合・第一部司会：三菱電機 中
原新太郎(日本ベンチャー学会イノベー
ション研究部会 幹事、
研究・技術
計画学会 評議員、ＫＡＮＳＡＩ＠ＣＡＮフ
ォーラム 運営委員、
映像情報メデ
ィア学会アントレプレナー・エンジニアリ
ング研究委員会 運営委員。ＣＩＡＪ 前
技術政策部長 )
第二部司会：常陽
地域研究センター研究参与／埼玉大
学客員教授／元関東経済産業局 産業
部次長 久野 美和子 氏他

会、 日本女性技術者フォー
ラム、(以上協賛)他

2009. 7.23(木)9：30～
17：30

研究・技術計画学会会長 武田 康嗣 氏、
政策研究大学院大学教授／元内閣府特
命担当大臣（経済財政政策担当） 大田 弘
激動する 子 氏、 立命館アジア太平洋大学教授
経済環境 福谷 正信 氏、東洋大学総合情報学部長
に立ち向 教授 大場 善次郎 氏、 科学技術政策研
かう技術 究所科学技術動向研究センター長／政策
研究大学院大学連携教授 奥和田久美
経営を目
氏、
東京大学大学院 経済学研究
指して―
科教授 高橋 伸夫 氏、東芝顧問、前東芝
イノベーシ 執行役専務・最高技術責任者 東 実 氏、
ョン・マネ 早稲田大学客員教授／元東京大学教授
ジメント再 ／元日経エレクトロニクス編集長 西村 吉
考―
雄 氏、
芝浦工業大学学長／元三
菱重工業株式会社代表取締役・常務取締
役／元内閣府総合科学技術会議議員 柘
植 綾夫 氏、
中原 新太郎他

東京 乃
木坂／政
策研究大
学院大学 研究・技術計画学会
1階想
海楼ホー
ル

実行副委員
長、企画・立
案、一部司会、
同学会業務理
事

2010.12.15(水)13:0017:30

映像情報
メディア学
会アントレ
プレナ・エ
ンジニアリ
ング研究
会シンポ
ジウム「日
本のモノ
づくりは大
丈夫
か？」他

ＮＴＴ 林 泰仁 氏、同志社大 西口 泰夫
氏、東大 小川 紘一 氏、経産省 佐伯 耕
三氏 氏、日本経済新聞社 野中 高秀 氏、
中野 隆生 氏、JAXA 西山 和孝 氏、
中原 新太郎他

新宿／
工学院
大学

映像情報メディア学会アントレ
プレナー・エンジニアリング研
究会

同学会アントレ
プレナー・エン
ジニアリング研
究会副委員長

2011. 7.23(土)13:0018:00

日本産業
再興のた
めの戦略
的な技術
経営

日産自動車副社長 山下 光彦 氏、東
北イノベーションキャピタル社長熊谷
巧 氏、 リコーＩＴソリューションズ会長
國井 秀子 氏、 東京工業大学大学院
社会理工学研究科 教授 圓川 隆夫
氏、他

東京 六
本木／
政策研
究大学
院大学

研究・技術計画学会、 IEEE
同学会 評議員
TMC JAPAN

2011. 8.26(金)18:0020:00

2012.10.28(日)12:0014:00

2011 年映
像情報メ
ディア学
会年次大
会シンポ
ジウム-起
業におけ
る創造的
人材の育
成研究・技
術計画学
会 第 27
回年次学
術大会シ
ンポジウ
ム-研究・
技術イノ
ベーション
のフロン
ティア-

いわきテレワークセンター社長 会田
和子 氏、電気通信大学名誉教授早川
正士 氏、 IAI-J 八幡 惠介 氏、 大阪
大学 特任教授 吉田 耕治 氏、富士通
ユニバーシティ エグゼクティブ・プラン
ナ 上野 新滋 氏、他

東京 吉
祥寺／
成蹊大
学

アキインターナショナル代表／未来工
学研究所評議員／元ゼロックス情報シ
ステム社長 上谷 達也 氏、 日本ベン
チャー学会事務局長 田村 真理子 氏、
東芝研究開発センター技監 内平 直志 東京 国
氏、音力発電代表取締役 速水 浩平
立／一
氏、 早稲田大学研究戦略センター副
橋大学
所長・教授 小林 直人 氏、
JST
社会技術研究開発センター フェロー
澤谷 由里子 氏、埼玉大学特命教授
久野 美和子 氏、他

映像情報メディア学会

企画

研究・技術計画学会、

学会評議員、
企画の一部を
担当

2013.5.25(土)14:0019:30

元奈良先端大学教授 今田 哲 氏、関
東ニュービジネス協議会 元副会長／
コスモピア 社長田子 みどり 氏、
東京商工会議所 観光委員／墨田支部
IT 分科会長／墨田区観光協会 理事
株式会社
地域・技術 ／観光地域づくりプラットフォーム推進
機構 理事 ／墨田区文化振興財団 評
経営総合
議員／久米繊維工業株式会社 取締役
研究所
会長 久米 信行 氏、 熊本市 副市長／
presents
シンポジウ 総務省地域自立応援課 前課長 牧 慎
ム「地域に 太郎 氏、
横浜学生環境活動コン
おけるイノ テスト主催 RCE 横浜若者連盟 学生
ベーション 多田 陽香 氏、 KANSAI@CAN フォーラ
への挑戦」
ム WEB マスター ／研究・技術計画学
会 「既存知識の新結合によるイノベー
ション での地域活性化」サブ研究会主
査 ／地域・技術経営総合研究所所
長 中原 新太郎 他

映像情報メディア学会 アン
トレプレナーエンジニアリン
グ研究委員会、 研究・技術
計画学会イノベーションフロ
ンティア研究懇談会、
同「既存知識の新結合によ
東京 竹
橋／東京 るイノベーションでの地域活
都千代田 性化」サブ研究会、
区神田錦 スマート観光推進機構、
企画・運営・主
町 3-21
NPO 日本経済システムデ
催
ちよだプ ザイン研究会(ZESDA)、研
ラットフォ 究・技術計画学会 研究・技
ームスク 術計画学会九州・中国支
ウェア
部、日本生活学会 生活情
報化研究会、
情報
通信ネットワーク産業協
会、
株式会社 地域・
技術経営総合研究所、
株式会社 多夢

2013.12.19(木)

『ＩＣＴの新
しい力』ＩＣ
Ｔを用いた
新たなビ
ジネスモ
デルの課
題と取組
み?

東京 豊
洲／芝
浦工業
大学

テレワークマネジメント代表取締役 田
澤 由利 氏、クラウドファンディング
READYFOR?代表 米良 はるか 氏、 早
稲田大学教授 澤谷 由里子 氏、北陸
先端科学技術大学教授 内平 直志
氏、他

映像情報メディア学会
アントレプレナー・エンジニ
アリング(起業工学)研究会

企画・運営・主
催・司会、研究
委員会幹事

2014.5.31(土)10:0018:00

NPO 山武 IT 推進協会 SNS 担当理事
／山武地域ＳＮＳ協議会事務局 小島
妃佐子 氏、 常陽地域研究センター研
究参与／埼玉大学特命教授／元関東
経済産業局 産業部次長 久野 美和子
氏、 ひたちなか商工会議所工業振興
課長 小泉 力夫 氏 いわきテレワーク
センター 代表取締役社長／総務省 地
域情報化アドバイザー 会田 和子 氏、
東北イノベーションキャピタル 代表取
締役／日興証券 元常務 熊谷 巧 氏、
産官学民 カタリバ、大槌町高校生 釜石 望鈴
連携シン 氏、日本総合研究所 調査部 出席研究
ポジウム 員 藻谷 浩介 氏、 JAXA 前理事長／
「震災から NTT ドコモ 元社長 立川 敬二 氏、ジ
3 年が過 オ・サーチ 社長 冨田 洋 氏、 ダイアロ
ぎて見え グプラス CCO／防災ガール 代表 田
てきたこ
中 美咲 氏、 日本無線協会専務理事
と。」
／ヒューマンネットワーク高専 顧問／
東京都立航空高専 元校長 島田 一雄
氏、 総務省 大臣官房審議官 渡辺 克
也 氏、シャンティ国際ボランティア会
広報課長 鎌倉 幸子 氏、 アイランド 社
長 粟飯原 理咲 氏、 Sweet Smile 前
代表 西川 礼華 氏、JR 東海 相談役／
元会長 須田 寬 氏、 東大名誉教授／
明大客員教授／映像情報メディア学会
未来映像懇話会座長 原島 博 氏、 地
域・技術経営総合研究所 所長 中原
新太郎

映像情報メディア学会アン
トレプレナーエンジニアリン
グ研究委員会、 研究・技術
計画学会イノベーションフロ
ンティア研究分科会、
NPO 日本経済システムデ
ザイン研究会(ZESDA)、
KANSAI@CAN フォーラム
一般社団法人 情報通信ネ
ットワーク産業協会(CIAJ)、
東京 渋
一般社団法人 日本開発工
谷／日
学会、 IEEE TMC JAPAN、
本経済
日本生活学会 生活情報化 企画・運営・主
大学 渋
研究会、特定非営利活動
催
谷キャン
法人 横断型基幹科学技術
パス 246
研究団体連合(横幹連合)、
ホール
モバイルコンピューティング
推進コンソーシアム
(MCPC)、NPO スマート観光
推進機構、慶應義塾大学
防災情報社会デザインコン
ソーシアム、日本経済大
学、等 総務省関東総合通
信局、IEEE WIE JAPAN 株
式会社 地域・技術経営総
合研究所、株式会社 多夢

2014.11.29(土)30(日)

第 4 回地
域に飛び
出す公務
員を応援
する首長
連合サミ
ット in 兵
庫

佐賀県知事 古川 康 氏、兵庫県朝来
市長 多次 勝昭 氏、奈良県生駒市長
山下 真 氏、他知事、市町村長、公務
員等

兵庫県
朝来市
／あさ
ご・ささ
ゆりホー
ル

元ＮＨＫ／元パナソニック 倉重 光宏
氏、技術ジャーナリスト／元日経エレク
トロニクス 編集長 西村 吉雄氏、 早稲
田大学 准教授／元ソニー 長内 厚
氏、立命館アジア太平洋大学 教授／
元シャープ研究所技師長 中田 行彦
氏、 元パナソニック 西嶋 修 氏、他

東京 神
楽坂／
東京理
科大 森
戸記念
館

映像情報メディア学会アントレ
研究会幹事
プレナーエンジニアリング研究
長、企画
委員会

前国土強靭化兼内閣府防災担当特命大
臣 古屋 圭司 氏、陸前高田市副市長 久
保田 崇 氏、 レスキューナウ最高顧問
(創業者) 市川 啓一 氏、中原新太郎他

仙台／
東京エ
レクトロ
ンホー
ル（宮城
県民会
館）

映像情報メディア学会アン
トレプレナーエンジニアリン
グ研究委員会、 研究・技術
計画学会「既存知識の新結 企画・基調講演
合によるイノベーションでの
地域活性化」サブ研究会、
他

2014.12.18(木)13:0017:00

2015. 3.15(日)9:0017:30

映像情報
メディア学
会全国大
会特別企
画「日本
のテレビ
産業は大
丈夫
か？」
第３回 国
連防災世
界会議
2015 公
式パブリ
ック･フォ
ーラム》
「日本の
災害への
強さ－世
界とその
秘訣と挑
戦に迫る

協賛、参加

－」

2015. 8.27(木)13:0017:30

日本のテ
レビは大
丈夫か??
コンテンツ
ビジネス
の動き?

2015.10.11(日)13：00
～16：45

研究・イノ
ベーション
学会・第
30 回年次
学術大会
公開特別
シンポジ
ウム「新し
い日本の
成長力の
構造は何
か」

2016. 2.27(土)13:0017:00

2016. 9. 1(木)10:4517:00

次世代メディア研究所代表 鈴木 祐司
氏、総務省情報流通行政局 衛星・地
域放送課長 鈴木 信也 氏、 ＮＨＫメデ
ィア企画室長 近藤 宏 氏、日本テレビ
編成局長 廣瀬 健一 氏 専修大学教授
／デジタルコンテンツ白書編集委員会
委員長 福冨 忠和 氏他

東京 葛
飾／東
京理科
大学 葛
飾キャン
パス 講
義棟

映像情報メディア学会アン
トレプレナーエンジニアリン
グ研究委員会、 研究・技術
企画・主宰団体
計画学会「既存知識の新結
幹事長
合によるイノベーションでの
地域活性化」サブ研究会、
他

東京 西
早稲田
／早稲
日本 IBM 執行役員 久世 和資 氏、ドコ
田大学
モ・ヘルスケア代表取締役社長 竹林
西早稲
一 氏、 早稲田大学理工学術院教授
田キャン
朝日 透 氏、国立研究開発法人産業技
パス(理 研究・技術計画学会、他
術総合研究所理事・企画本部長 安永
工キャン
裕幸 氏、 READYFOR?代表取締役 米
パス) 63
良 はるか 氏、東京工科大学教授 澤
号館 2
谷 由里子 氏、他
階 03～
05 会議
室
なにわ名物開発研究会、認
大阪 中
認定特定非営利活動法人地域産業お
定特定非営利活動法人地
観光ビジ
之島／
こしの会 理事長／株式会社いわきテ
域産業おこしの会、 大阪
ネスでま
大阪大
レワークセンター代表取締役 会田和
府、大阪市、大阪観光局、
ちおこし
学中之
子氏、
認定特定非営利活動法
大阪商工会議所、近畿運
「観光は
島センタ
人地域産業おこしの会 理事／なにわ
輸局、近畿経産局、
地域の総
ー佐治
名物開発研究会代表 野杁 育郎 氏、
研究・イノベーション学会
合戦略産
敬三メモ
元観光庁 長官／大阪観光局長 溝畑
「既存知識の新結合による
業」
リアルホ
宏氏、他
イノベーションでの地域活
ール
性化」サブ研究会
情報通信研究機構監査役／元映像情
ネットワー
報メディア学会長 土井 美和子 氏、関 三重県
ク時代に
映像情報メディア学会アン
西学院大学教授 玉田 俊平太 氏、三
津市／
おける映
トレプレナーエンジニアリン
重県知事 鈴木 英敬 氏、 FIXER 代表 三重大
像情報メ
グ研究委員会、 研究・技術
取締役社長 松岡 清一 氏、電気学会
学 工学
ディアの
計画学会「既存知識の新結
電気技術史技術委員会委員長／元日 部 講義
役割と今
合によるイノベーションでの
本 GＥ技監／日本経済大学教授 鈴木 棟 会場
後～IoT
地域活性化」サブ研究会、
浩 氏、 トヨタｌＴ開発センター代表取締 A（10 番
を中心に
他
役会長／電子情報通信学会元会長／Ｉ 教室）
～
ＥＥＥフェロー井上 友二 氏他

企画・主宰団体
評議員

主催団体会
員、協賛

企画

2017. 5.27(土)13:0018:00

ｐ

プロデュ
ーサーシ
ップ、ロー
カルコン
テンツと
地方創生

総務省 情報通信国際戦略局 国際経
済課長 菱沼 宏之 氏、 一般社団法人
映像情報メディア学会 アントレプレナ
ーエンジニアリング研究委員会 幹事長
／研究・イノベーション学会 既存知識
の新結合によるイノベーションでの地
域活性化サブ研究会 主査 中原 新太
郎、NPO ZESDA 理事長 桜庭 大輔
氏、 東京大学特任教授／日本バーチ
ャルリアリティ学会設立発起人・元会長
／日本顔学会設立発起人・元会長 ／
日本アニメーション学会元副会長 原島
博 氏、 富山県総合デザインセンター
所長／富山県美術館副館長／デザイ
ンディレクター 桐山 登士樹 氏、 元都
立航空高専校長／高専・大学衛星設
計コンテストを主導 島田 一雄 氏、 ソ
ニー・ミュージック元社長／エピックソニ
ー創業者／ソニー・コンピュータエンタ
テインメント元会長 丸山 茂雄 氏、 志
縁塾代表取締役／元吉本興業 大谷
由里子 氏、味千ラーメン 副社長 重光
悦枝 氏、 越境会会長 石田 和靖 氏、
研究・イノベーション学会副会長／早
稲田大学教授 小林 直人氏

東京 渋
谷／日
本経済
大学 渋
谷キャン
パス 246
ホール

映像情報メディア学会アン
トレプレナーエンジニアリン
グ研究委員会、 研究・イノ
ベーション学会「既存知識
の新結合によるイノベーシ
ョンでの地域活性化」サブ
研究会、他

企画

