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平素より，NPO法人国際CIO学会の諸活動に御支援御協力を賜り，衷心より御礼申し上げます．
2015年度，国際CIO学会は設立10周年を迎えます．2014年12月には特定非営利活動法人として生まれ変わりま

した．国際CIO学会が設立されてからこの10年間に，CIOは単なる情報システム部門のトップではなく，組織改革責
任者（Chief Innovation Officer）としての役割も重視される時代になり，国際CIO学会としても，情報システムそのも
ののみならず，それによって実現する社会やサービスについての議論も強化しております．
現在，IoTなどITの新しい潮流が，ビジネスや生活のあり様にこれまで想像もできなかったような変革をもたらそう

としています．このような新しいIT資源を駆使したイノベーションが，経済を活性化させ，安心・安全で豊かな国民生
活を実現することが期待されています．CIOには，「ITを利活用することによってどのような社会を実現するのか」と
いうビジョン・戦略を踏まえて，ITそのものだけでなく，組織の戦略や業務のあり方をも見直す役割が期待されてい
ると言ってよいと思います．この点において，産学官から立場を越えた有識者が集い，国際機関と協力・連携しなが
ら CIO の育成・活用に向けた検討を推進する本学会の活動には，とても大きな意義があると考えています．
当学会への御参加・御支援を衷心より歓迎したく，御挨拶を申し上げます．

国際CIO学会世界会長
早稲田大学教授・早稲田大学電子政府・自治体研究所所長

小尾 敏夫

NPO法人国際CIO学会はCIOに関する諸問題の研究及び普遍性の追求と応用の促進を目的とし，日米欧アジア
のグローバルなCIOに関する研究の推進と議論の場として２００６年に設立されました．情報社会の現象や原因，影
響等の一連の過程や，社会的かつ技術的な関係，制度等を研究対象とする学問の確立をめざしております．
産官学の関係諸氏の御支援・御協力に深謝申し上げます．
国内のみならずグローバルにも活動を展開しており，いまでは世界１４か国に広がる当学会のネットワークは，多く

の成果を成し遂げております．
CIO研究を広く討議し研鑽する「国際CIO学会」の設立は，ITの誕生以降，現代に至るまでに議論されるべき情報

社会の本質と意義を見つめ直す学問の場を提供する試金石といえるでしょう．
今後も世界的なIT潮流を的確に捉え，次世代における情報社会を担う「CIO」のグローバルな学際的研究の場と

して，世界主要14か国にて活動を展開する「国際CIO学会」ネットワークが一助となることに期待したいと思います．



■理事
２０１５年度～２０１６年度 敬称略

■国内外の活動 ※一部紹介

ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会は，日本を代表する多くのトップリーダーに御講演頂いております．

これまでに開催した当学会活動に御参加，御講演して頂いた方々（一部ご紹介，役職は当時）
【経済界】
トヨタ自動車会長張富士夫／奥田碩，日本商工会議所会頭岡村正，東京海上日動火災保険会長石原邦夫，
NTT社長和田紀夫／三浦惺，NTTデータ社長山下徹，ＮＥＣ社長矢野薫，KDDI会長五十嵐三津雄，シャー
プ会長町田勝彦，ＪＲ東日本会長清野智，ライオン会長藤重貞義
【政府】松田岩夫IT担当大臣，茂木敏充IT担当大臣，新藤義孝前総務大臣，田村憲久総務副大臣，猪口邦
子参議院議員（元少子化担当大臣），中山泰秀外務副大臣，宮下一郎財務副大臣，西銘恒三郎総務副大臣，
山際大志郎経済産業副大臣
【省庁】
総務省事務次官松田隆利／鈴木康雄／小笠原倫明，総務審議官高原耕三／森清，経済産業省局長豊田
正和／岡田秀一／肥塚雅博／富田健介，財務省審議官玉木林太郎
【大学】国連大学ヒンケル学長，タマサート大学学長，早稲田大学総長鎌田薫，慶應義塾大学塾長清家篤，
国際医療福祉大学学長北島政樹
【国際機関】内海善雄ITU事務総局長，トゥーレＩＴＵ事務総局長，ホーリン・ツァオＩＴＵ事務総局次長，IMF副
専務理事篠原尚之，ＡＰＥＣアラン・ボラード事務総長
【海外】タイ情報通信省アナディス大臣，ASEAN5ヶ国のICT大臣，フィリピン・ビナイ副大統領，アメリカ政府ＣＩ
Ｏカレン・ホーガン，タイ元科技省次官パイラッシュ, ＪＰオーフレッド米国ＣＩＯ学会会長

他約２５０名

役 職 氏 名 所 属

理事長 浜口 友一 NTTデータ・シニア・アドバイザー，JISA会長

副理事長 小尾 敏夫 早稲田大学教授（学会世界会長／前会長），電子政府・自治体研究所所長

常任理事 岩崎 尚子 早稲田大学准教授

理事 須藤 修 東京大学教授（元会長）

理事 水越 尚子 エンデバー法律事務所弁護士

評議員 神岡 太郎 一橋大学教授（元会長）

評議員 根来 龍之 早稲田大学教授，IT戦略研究所所長

評議員 秋草 直之 富士通株式会社元代表取締役社長

評議員 飯島 淳一 東京工業大学・大学院教授

評議員 池上 徹彦 文部科学省宇宙開発委員会元委員長

評議員 大木 一夫 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事

評議員 大澤 隆男 株式会社日立製作所 IT統括本部 統括本部長

評議員 大三川 彰彦 トレンドマイクロ株式会社取締役副社長

評議員 大山 永昭 東京工業大学教授

評議員 工藤 裕子 中央大学教授

評議員 國領 二郎 慶應義塾大学常任理事・教授

評議員 座間 敏如 財務省CIO補佐官，総務省行政管理局技術顧問

評議員 戸沢 義夫 産業技術大学院大学教授

評議員 橋本 裕一 アンリツ株式会社代表取締役社長

評議員 真瀬 宏司 日本CIO協会会長

評議員 桑原 義幸 広島県情報化統括責任者（CIO），前都道府県CIOフォーラム会長

評議員 森 祐之 日本アイ・ビー・エム株式会社アソシエイト・パートナー

監事 児玉 雅俊 一般社団法人電気通信協会専務理事

監事 金 修 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会専務理事
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NPO法人国際CIO学会の協力連携図

1. 研究会，研究発表大会，シンポジウム，講演会，国際会議，世界総会，討論会の開催
2. 学術的調査研究
3. 学会ジャーナル，研究報告書，書籍，その他刊行物の発行
4. 世界14カ国・地域の国際CIO学会研究者による国際学術誌の発行
5. ポスドク，大学院生，若手研究者などへの研究機会の提供
6. 受託調査・研究
7. その他，国際CIO学会の活動，目的を達成するための事業，ならびに学術的社会貢献

■国際活動
国際CIO学会（IAC；International Academy of CIO）は世
界14カ国・地域において，世界総会を毎年1回開催してい
ます．
これまでの世界総会開催地；
第1回総会 2006年10月 東京
第2回総会 2007年10月 ワシントン
第3回総会 2008年11月 東京
第4回総会 2009年 6月 バンコク
第5回総会 2010年 5月 バンドン
第6回総会 2011年10月 マニラ
第7回総会 2012年 5月 モスクワ
第8回総会 2013年 9月 北京
第9回総会 2014年 6月 シンガポール
第10回総会 2015年 9月 東京（予定）

モスクワ世界総会（２０１２年）理事会米国世界総会（米国 ２００７年）役員 バンコク世界総会（２００９年）スピーカー

北京世界総会（２０１３年）新役員 シンガポール世界総会（２０１４）加盟国代表



■新会員募集
御入会頂くと，会員は会費をお支払頂いた年度の1月～12月における下記の学会活動にご参加いただくこ
とができます．
【無料】
• 全国研究発表大会・総会への参加（発表の権利も含まれる）
• 学会主催の研究会等への参加
• 学会ジャーナル（年1回発行）への投稿
• 学会ジャーナルの郵送
• 国際CIO学会世界連合総会への参加

（参加費用のみ無料，旅費は個人負担）

■会員登録の方法
※本会に入会ご希望の方は，本会の目的とする研究に従事する者（大学院在籍者を含む）で，原則として
会員1名の推薦を受け，申込書を事務局までメールにて御送付下さい．

※推薦に関して
推薦者がいる場合は，申込書の該当欄に推薦者のご氏名をご記載下さい．推薦者がいない場合は，事務
局にその旨ご連絡下さい．

■ 個人会員会費 年8,000円
■ 学生会員会費 年4,000円
■ 法人会員会費 年一口50,000円以上

※振込先：みずほ銀行新百合ヶ丘支店 普通2036664 コクサイシーアイオーガッカイ
※入会申込書：NPO法人国際CIO学会ホームページをご利用下さい．
http://cio-japan.waseda.ac.jp/members.htm

NPO法人国際CIO学会 事務局 常任理事：岩崎尚子

〒169-0051 新宿区西早稲田1－21－1 早稲田大学19号館（西早稲田ビル）321号室
早稲田大学電子政府・自冶体研究所内

国際CIO学会WEBサイト: http://cio-japan.waseda.ac.jp/
メールアドレス：cio@academy-cio.org

設立10周年記念講演会
「日本経済社会の未来」（２０１５年３月20日，日経新聞特集4月11日）
セッション１ “女性とICT”
モデレータ：早稲田大学准教授 岩崎尚子
パネリスト：財団法人21世紀職業財団会長，資生堂元副社長 岩田喜美枝氏，
インテル代表取締役社長 江田麻季子氏，参議院議員（元少子化担当大臣）猪口邦子氏，
外務省経済局長 斎木尚子氏

セッション２ “ICT産業の未来”
モデレータ：早稲田大学教授 小尾敏夫
パネリスト：学会理事長浜口友一氏，総務省情報通信国際戦略局長鈴木茂樹氏，
沖電気工業代表取締役社長川崎秀一氏，広島県CIO（都道府県CIOフォーラム前会長）
桑原義幸氏




