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2020年7月15日 

NPO法人国際CIO学会 

会員各位様 

                         NPO法人国際CIO学会理事長 

岩﨑尚子（早稲田大学教授） 

学会ニュース 2020年度 第 2号 
 

拝啓 時下益々御盛栄の段大慶に存じます．平素より皆様方の御支援御協力を賜り，衷心より御礼

申し上げます．学会ニュース第2号をお知らせいたします． 

 

■■■トピックス■■■ 

1. 第 1 回月例研究会：総務省企画課長 藤野克様『ICT で防ぐ感染，ICT で変える社会－総務省

のコロナウィルス対策』 

2. 学会設立15周年を記念し，“15年間のあゆみ”をまとめました（添付） 

3. 理事会開催予定 

4. 2020年度学会理事・評議員の御紹介 

5. 【新刊紹介】藤原遠理事 著「サステナベーション」日本経済新聞出版 

6. 【募集中】創立15周年記念学会ジャーナル論文寄稿－2020年10月締切 

7. 国際CIO学会 公式サイト ＵＲＬの変更について 

 

1. 第1回月例研究会：総務省企画課長 藤野 克 様『ICTで防ぐ感染，ICTで変える社会－総務

省のコロナウィルス対策』 

2020年第1回月例研究会 （Zoomによるオンライン講演会） 

■テーマ：『ICTで防ぐ感染，ICTで変える社会－総務省のコロナウィルス対策』 

■日 時：2020年7月28日（火）午後6時00分～午後7時30分 

講演：午後6時～7時 質疑応答：午後7時～7時30分 

■講 師： 総務省企画課長  藤野 克 様 

（総務省新型コロナウィルス感染症対策本部幹事長／元国際戦略局総務課長，料金サービス

課長など歴任）コロナ対策本部での御活動をもとに，感染症を始めとするリスク対策と ICT，

総務省のデジタル活用によるコロナ対策等について御講義頂きます．なお，藤野氏は今回の

人事異動で大臣官房審議官（国際技術，サイバーセキュリティ担当），兼内閣審議官（IT総

合戦略室長代理，副政府CIO）に就任 

■参加費：無料 

■申し込み先：obi_waseda@yahoo.co.jp 

■申し込み締切：2020年7月22日（水）16時 

●ご参加申し込みの方に別途，参加 IDとパスワードをお知らせいたしますので， 

お申込みの際はご連絡用のメールアドレスも併せてお伝えください． 

mailto:obi_waseda@yahoo.co.jp
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●今回はオンライン開催ですので，これまで月例研究会にお運びいただけなかった 

会員の皆様も是非ご検討いただければ幸いです． 

 

2. 学会設立15周年を記念し，“15年間のあゆみ”をまとめました（添付） 

今年で国際CIO学会は設立15周年を迎えました．平素から会員の皆様の御支援，御協力に衷

心より感謝申し上げます．当学会が2006年1月に設立されてから現在までの歩みをまとめま

した．世界連合組織も合わせて 18か国 2地域で活動を展開しております．添付いたしました

“15年間のあゆみ”をご高覧いただければ幸いです． 

 

3. 理事会開催 

今年度第2回理事会を7月29日（水）に開催予定． 

議題は①今年前半の活動，②今年後半の活動予定，③15周年記念イベント，など 

 

4. 2020年度学会理事・評議員の御紹介 

2020年度の学会理事・評議員を御紹介させて頂きます．大変御多忙のなか，当学会理事，評議員

をお引き受け頂き，当学会活動に多大なるご支援ご協力を頂いております．今後とも皆様の御指導

御鞭撻を賜りながら，さらなる学会の発展のために事務局一同尽力して参りたいと存じます． 

 

国際CIO学会2019年・2020年度 役員（理事・評議員・監事）体制 

≪敬称略・2020年7月1日 現在≫ 

役 職 氏 名 所 属 
顧問   浜口 友一 株式会社NTTデータ元社長，JISA会長（前当学会理事長） 

理事長 岩﨑 尚子 早稲田大学教授，APEC シルバーイノベーション委員長，総務省政

策評価審議会委員，世界女性 ITリーダー賞受賞 
副理事長 水越 尚子 レフトライト国際法律事務所弁護士，産構審知的財産委員 
理事 小尾 敏夫 早稲田大学名誉教授，学会世界名誉会長，「世界で電子政府に影響力

を持つ100人」受賞，元 ITU事務総長特別代表 
理事 須藤 修 中央大学国際情報学部教授，東京大学大学院情報学環特任教授，総務

省情通審部会長（元当学会会長） 

理事 藤原 遠 株式会社NTTデータ代表取締役副社長 
評議員 飯島  淳一 東京理科大学経営学部教授，元東京工業大学教授 
評議員 池上  徹彦 文部科学省客員研究官，元文部科学省宇宙開発委員会委員長，元NTT

取締役，元会津大学学長 
評議員 占部  浩一郎 国際情報化協力センター専務理事，内閣審議官 

評議員 岡 政秀 日立製作所執行役員，元NTT－ME社長 
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評議員 大山 永昭 東京工業大学特命教授，厚労省検討会座長 
評議員 今井 正道 情報通信ネットワーク産業協会常務理事，NEC執行役員 
評議員 杉田 俊一 アンリツ株式会社 理事 経営企画室長 

評議員 神岡 太郎 一橋大学経営管理研究科教授，元学長補佐（元当学会会長） 
評議員 川崎 秀一 沖電気工業 会長，元情報通信ネットワーク産業協会会長 
評議員 木村 正治 日本CIO協会 副会長，元 IBMビジネスコンサルティングサービス

社長 
評議員 工藤 裕子 中央大学法学部教授，経産省・総務省各評価委員 
評議員 桑原 義幸 広島県情報戦略総括監（CIO），元金融庁CIO補佐官 
評議員 國領 二郎 慶應義塾大学総合政策学部教授・前常任理事・元学部長，経産省産構

審・総務省情通審各委員 
評議員 座間 敏如 政府CIO上席補佐官，総務省行政管理局技術顧問 
評議員 田辺 博 東日本電信電話代表取締役副社長，デジタル革新本部長 

評議員 戸沢 義夫 東京都立産業技術大学院大学名誉教授 
評議員 根来 龍之 早稲田大学商学学術院経営管理研究科教授， 

IT戦略研究所所長，元経営情報学会会長 
評議員 半田 嘉正  都道府県CIOフォーラム会長（富山県情報企画監） 

評議員 福田 譲 富士通 執行役員常務(CIO/CDXO補佐) 
監事 菊川 裕幸 日本情報システム・ユーザー協会専務理事，元JFEシステム社長，

経産省CIO 百人委員会メンバー 
監事 祖父江 和夫 電気通信協会専務理事，元NTTコムウェア社長 

 

5. 【新刊紹介】藤原遠理事 著「サステナベーション」日本経済新聞出版 

藤原遠理事（NTTデータ代表取締役副社長執行役員）が新刊を発行されました． 

「サステナベーション sustainability × innovation 多様性時代における企業の羅針盤」 

日本経済新聞出版  ISBN：978-4-532-32349-3 

 

日本で「イノベーションが生まれなくなった」と指摘されるようになって久しいなか，本業のビ

ジネスやイノベーションを通じてサステナブルな社会づくりにどう貢献していくべきかを提示，特

に ITの分野でさらなるイノベーションを起こしていくことが不可欠になる，という視点から御執

筆されたもので，ビジネスイノベーションの指針となる書籍です． 

 

6. 【募集中】創立15周年記念学会ジャーナル論文寄稿－2020年10月締切 

2021年3月の学会ジャーナル第15号の発行に際し，論文（一般，査読）を募集しております．ス

ケジュールは次の通りです．皆様のご応募をお待ちしております． 

■スケジュール■  
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2020年10月31日 ○学会ジャーナル一般論文・査読論文募集 締切 

11月30日 ○学会ジャーナル一般，査読論文採択通知 

2021年 2月25日  ○査読論文修正付採択者の最終原稿提出（15枚以内）締切 

2021年 3月 年次総会時 ○学会ジャーナル第15号発刊 

※論文執筆要領は学会ホームページの「論文投稿要領」と「テンプレート」をご参照ください． 

https://iac-japan.jp/docs/journal_rule_2012.pdf 

 

NPO法人国際CIO学会論文審査委員会 
役割 氏名 所属 

審査委員長 池上徹彦 文科省科学技術政策研究所客員研究官（元会津大学学長） 

委員 小尾敏夫 早稲田大学名誉教授，国際CIO学会世界名誉会長 

委員 根来龍之 早稲田大学商学研究科教授／IT戦略研究所所長 

委員 神岡太郎 一橋大学経営管理研究科経営管理専攻教授（元学会会長） 

委員 工藤裕子 中央大学公共政策学部教授 

委員 戸沢義夫 産業技術大学院大学名誉教授 

 

7. 国際CIO学会 公式サイト ＵＲＬの変更について 

NPO法人国際CIO学会 (International Academy of CIO Japan) 

公式サイトのURLが変更になりましたのでお知らせいたします． 

https://iac-japan.jp/ 

＊移行期間中（8月末までの予定）は以前のURLからでもアクセスは可能です． 

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます． 

 

https://iac-japan.jp/docs/journal_rule_2012.pdf
https://iac-japan.jp/

