第１号議案

平成２７年度ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議事業実績報告書

１．講演会及びセミナー等の開催
次のとおり講演会及びセミナー等を開催・後援し、会員にＩＣＴに関する最新情報を提供するととも
に、交流を深めた。
（１）「北陸地域ＩＣＴイノベーションセミナー２０１５」（平成２７年度情報通信月間行事）
期日：平成２７年６月１５日（月）
場所：金沢東急ホテル
内容：１．基調講演
「高信頼ネットワークイノベーションセンターについて」
北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
高信頼ネットワークイノベーションセンター長 篠田 陽一 氏
２．ＩＣＴイノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge!）の公募説明
総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課 課長補佐 篠澤 康夫 氏
３．ＳＣＯＰＥ研究成果発表
ア「在宅医療に向けたクラウド型地域連携医療システムの研究開発」
福井大学医学部 技術専門員 笠松 眞吾 氏
イ「ソフトウェア制御と近距離無線通信を利用して地域の賑わいと安全を創出する
多目的情報通信システムの研究開発」
福井大学大学院工学研究科 准教授 橘 拓至 氏
ウ「柔軟なインタフェースによる健康データの登録・参照プラットフォームの研究
開発」
北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科 准教授 吉高 淳夫 氏
エ「在宅医療と介護の為のアラームアドバイザー支援システムの研究開発」
福井大学医学部 講師 山村 修 氏
オ「発光・蓄光金属を用いた災害危険度関知センサーとそのセンサーネットワーク
展開の研究開発」
富山大学大学院理工学研究部(工学) 教授 堀田 裕弘 氏
４．デモ・ポスター展示
研究者によるデモ機器等の展示と説明
主催：総務省北陸総合通信局、北陸情報通信協議会、ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議
後援：一般社団法人電子情報通信学会 北陸支部
協賛：情報通信月間推進協議会
参加：１２０名
（２）「ＩＳＰ交流セミナー」
期日：平成２７年７月９日（木）
場所：石川ハイテク交流センター

内容：１．講演①
「モノのインターネットを考える」
北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
高信頼ネットワークイノベーションセンター長 篠田 陽一 氏
２．講演②
「スマートホームの実例に見るＩｏＴセキュリティとプライバシー問題」
北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
高信頼組込みシステム教育研究センター長 丹 康雄 氏
３．対談
「物のインターネット（ＩｏＴ）とセキュリティが生活をどう変えるか？」
パネリスト 篠田 陽一 氏、丹 康雄 氏
コーディネータ 北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携総合推進センター 教授
稲本 康 氏
※セミナー終了後、交流会を実施
主催：公益財団法人石川県産業創出支援機構、ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議、
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学、
公益財団法人北陸先端科学技術大学院大学支援財団
後援：北陸情報通信協議会、 一般社団法人石川県情報システム工業会
参加：１０５名
（３）
「いしかわサイエンスパーク見学ツアー」
期日：平成２７年１０月１６日（金）
場所：石川ハイテク交流センター
内容：１．オープニングセレモニー（いしかわサイエンスパークの紹介、見学施設の概要説明）
２．施設見学
①北陸ＳｔａｒＢＥＤ技術センター
②北陸先端科学技術大学院大学
③三谷産業株式会社データセンター
④いしかわクリエイトラボ、ｉ‐Ｈｏｕｓｅ
３．情報交換会・ミニセミナー
「名人の大局観を理解するコンピュータ」
北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科長 飯田 弘之 氏
主催：いしかわサイエンスパーク研究所等誘致推進協議会
（石川県、公益財団法人石川県産業創出支援機構、能美市）
共催：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学、ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議
後援：国立研究開発法人情報通信研究機構
参加：３５名（５都県、２０団体･企業）
（４）「Ｍａｔｃｈｉｎｇ ＨＵＢ Ｋａｎａｚａｗａ ２０１５ Ａｕｔｕｍｎ」
期日：平成２７年１１月１６日（月）
、１７日（火）
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
内容：■特別講演
「地域活性化～日本経済のゆくえ～」
法政大学法学部 教授／ジャーナリスト／ＴＶコメンテーター 萩谷 順 氏

「今求められる大学発イノベーション」
文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課長 坂本 修一 氏
■１０テーマによるテクニカルセッション
■２００を超える企業・大学等によるパネル展示
■出展企業・大学等による１分間プレゼンテーション
■関係機関によるセミナー
■交流会

主催：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 産学連携本部 産学連携総合推進センター、
公益財団法人北陸先端科学技術大学院大学支援財団、
独立行政法人中小企業基盤整備機構 北陸本部、
国立研究開発法人産業技術総合研究所 中部センター
協賛：文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム、北陸経済連合会、
ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議、一般財団法人北陸産業活性化センター
後援：総務省北陸総合通信局、国立研究開発法人情報通信研究機構、石川県など他多数
来場：延べ１，３５０名
（５）「サイバーセキュリティ石川２０１５」
期日：平成２７年１２月３日（木）
場所：石川ハイテク交流センター
内容：１．基調講演
「サイバーセキュリティはビジネスプロセスへ」
北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
高信頼ネットワークイノベーションセンター長 篠田 陽一 氏
２．講演①
「総務省における情報セキュリティ政策の最新動向」
総務省情報セキュリティ対策室 課長補佐 道方 孝志 氏
３．講演②
「東京２０２０大会に向けたサイバーセキュリティ対策の取組み」
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
警備局サイバー攻撃対処部 課長 中西 克彦 氏
４．パネルディスカッション
パネリスト：大森 一顕 氏、中西 克彦 氏
Ｓ＆Ｊ株式会社 執行役員 安田 良明 氏
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 北陸支社長 浅田 力 氏
モデレータ：北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
高信頼組込みシステム教育研究センター長 丹 康雄 氏
主催：国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 高信頼ネットワークイノベーションセンター
後援：総務省北陸総合通信局、石川県、公益財団法人石川県産業創出支援機構、
一般社団法人石川県情報システム工業会、ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議、
北陸情報通信協議会
協力：日本電気株式会社 北陸支社
参加：１２０名

（６）「ＩＣＴ女性起業家セミナー」
期日：平成２７年１２月１５日（火）
場所：金沢東急ホテル
内容：１．基調講演
「ＩＣＴで変わる、変わった女性の暮らし
～ＳＯＨＯから農業女子、女性起業家のＩＣＴ～」
Ａ－ＧｉｒｌＣｒｅａｔｉｖｅ 代表
総務省地域情報化アドバイザー 伊藤 淳子 氏
２．講演①
「これならコンピュータ苦手な私もできるかも！！
～ＩＣＴを活用した女性のプチ起業方法～」
株式会社ジーアンドエス 代表取締役社長 萩原 扶未子 氏
３．講演②
「時代に乗る！」
株式会社シーピーユー 代表取締役 宮川 昌江 氏
主催：総務省北陸総合通信局、北陸情報通信協議会、一般社団法人石川県情報システム工業会
後援：ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議
参加：８０名
（７）「記念講演会」
期日：平成２８年３月２４日（木）
場所：金沢東急ホテル
内容：講演
「（サイバーセキュリティについて）
」
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 北陸支社
セキュリティグループ 上級プロフェッショナル 高江 茂 氏
主催：ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議
参加：４７名

２．能美市との勉強会
次のとおり能美市職員向けにセミナーを開催した。
「情報セキュリティ研修会」
期日：平成２７年１１月１１日（水）
場所：辰口福祉会館
内容：講演
「サイバー脅威の傾向と対策 ～個人で職場でできること～」
北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 教授
高信頼ネットワークイノベーションセンター長 篠田 陽一 氏
主催：ＩＣＴ研究開発機能連携推進会議、能美市
参加：２２０名

３．ＮＩＣＴ 北陸ＳｔａｒＢＥＤ技術センターとの共同研究契約の継続
平成１８年度締結した共同研究契約を継続し、会員に対し、国立研究開発法人情報通信研究機構との
連携を図った。
本共同研究契約は平成２８年３月３１日が期限となっていることから、契約の更新についてＮＩＣＴ
と調整を行った。
・利用申請件数：

１０件（６プロジェクト）

（平成２６年度）

１３件（７プロジェクト）

（平成２５年度）

１２件（８プロジェクト）

（平成２４年度）

１５件（５プロジェクト）

４．広報・ホームページの管理運営
ホームページによりＨＩＲＰの活動を広く情報提供し、関係機関への周知並びにＨＩＲＰ活動趣旨に賛同する企
業等の入会の促進に努めた。
また「ＨＩＲＰ情報提供」として、各関係機関に関連したイベントやセミナーの開催情報を随時、会員にメール配
信した。

５．会議
上記の活動を円滑に進めるため、下記の会議を開催した。
（１）第１回事務局会議
期日：平成２７年５月２７日（金）
場所：石川ハイテク交流センター
議題：１．平成２７年度のＨＩＲＰ運営について（各事務局の役割分担）
２．平成２７年度ＨＩＲＰ事業について
３．その他
参加：１１名
（２）第２回事務局会議
期日：平成２８年２月１０日（水）
場所：石川ハイテク交流センター
議題：１．ＮＩＣＴとの共同研究契約の更新について
２．平成２７年度総会議案について
参加：８名
（３）幹事会
期日：平成２８年３月２４日（木）
場所：金沢東急ホテル
議題：平成２７年度総会議案について
参加：１７名

（４）総会
期日：平成２８年３月２４日（木）
場所：金沢東急ホテル
議題：１．平成２７年度事業実績報告
２．平成２８年度事業計画
３．記念講演会
参加：２５名

６．会員
（１）平成２７年度会員・・・・・・９７件 （県内：５１件、県外：４６件） 別紙１
企業

７９件 （県内：４２件、県外：３７件）

大学

１３件 （県内： ４件、県外： ９件）

公的機関

５件 （県内： ５件、県外： ０件）

（２）平成２７年度入会・・・・・・１０件 （県内： ２件、県外： ８件）
（３）平成２７年度退会・・・・・・ ０件 （県内： ０件、県外： ０件）

