
 

平成 26年 5月 15日 

一般財団法人日本 ITU協会 

 

「第 46 回世界情報社会・電気通信日のつどい」の開催について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開催の経緯及び目的 

 

 「世界情報社会・電気通信日(World Telecommunication and Information Society Day)」とは、国際電気通信連合（ITU）

が定める記念日であり、1865 年国際電気通信連合（ITU）の基礎となった最初の万国電信条約が署名された日、５月１７

日を毎年の記念日としているものです。 

2006 年 11 月に開催された ITU 全権委員会議において、それまで世界電気通信日、世界情報社会の日として個別に開

催されていた式典を統合して、現在の「世界情報社会・電気通信日」として、その意義が拡大されたもので、一般財団法

人日本 ITU 協会では、同記念日において、わが国独自に上述の式典を毎年開催し、世界ならびにわが国の標準化活動

の普及・促進を図る顕彰活動の一環として執り行うものです。 

 

式典では、ITU 等における国際標準化活動や国際協力活動を通じ、情報社会の実現に貢献され、総務大臣賞･日本

ITU協会賞を受賞された方々を表彰します。 本年度の受賞者および功績概要は別添２の一覧表をご参照ください。 

 

２．開催日時等 
 

◇ 日 時：平成 26年 5月 16日（金） 15時- 

◇ 場 所：京王プラザホテル 5階 「コンコードボールルーム」 
                     東京都新宿区西新宿 2-2-1 (03)3344-0111 

◇ 式典概要： 

総務大臣賞贈呈式 

日本 ITU協会賞贈呈式 

記念講演 

  「組織化したサイバー攻撃実態の考察と対抗策 

～東京オリンピックで見せたいIoT時代を見据えて～」 

株式会社ラック 取締役 CTO 

サイバー・グリッド・ジャパン GM 

スマート・ビジネス・ファクトリ GM  西本 逸郎 氏 

◇ 主 催：一般財団法人日本 ITU協会 

◇ 後 援：総務省、一般社団法人電波産業会、一般社団法人情報通信技術委員会 

 

３．プログラム 
 別添 1のとおり 

 

４．受賞者一覧 
 別添 2のとおり 

 

 

報道資料 

 一般財団法人日本 ITU 協会は、国際電気通信連合（ITU）の定める世界情報社会・電気通信日

（World Telecommunication and Information Society Day）を記念して、「第 46回世界情報社会・電気通

信日のつどい」式典を 5月 16日（金）京王プラザホテルにて開催します。 

 本式典では、情報通信分野での国際標準化活動や国際協力活動において長年にわたる功績をた

たえ、特に顕著な功績を遂げられた方１名に総務大臣賞が授与されるほか、特別賞１名を含む 38名の

方に日本 ITU協会賞を贈呈いたします。 

【本件問い合わせ先】 

 一般財団法人日本 ITU協会 企画部 森、大野 

             電話：(03)5357-7621 



 

 

別添 1 

「第 46回世界情報社会・電気通信日のつどい」プログラム 

 

 

日時：2014年 5 月 16日（金） 15：00式典 16:10記念講演 

於：京王プラザホテル 5階「コンコードボールルーム」 

 

■ 開 会                     

     主催者挨拶    (一財）日本 ITU協会 理事長 小笠原 倫明                  

来賓祝辞          総務省 副大臣 上川 陽子 様 

          外務省 地球規模課題審議官（大使）  

    香川 剛廣 様   

総務大臣賞・ITU協会賞贈呈式 

・選考委員長挨拶    日本 ITU協会賞選考委員長 安田 浩 様 

・総務大臣賞贈呈     総務省 副大臣 上川 陽子 様 

・受賞者挨拶 総務大臣賞 村野 和雄 様 

・ITU協会賞特別賞贈呈  (一財）日本 ITU協会 理事長 小笠原 倫明 

・受賞者挨拶 特別賞  滝川 クリステル 様       

   ・ITU協会賞功績賞・国際協力賞・国際活動奨励賞贈呈   

      (一財）日本 ITU協会 理事長 小笠原 倫明  

      

  記念講演          株式会社ラック 取締役 CTO 

   サイバー・グリッド・ジャパン GM 

   スマート・ビジネス・ファクトリ GM  西本 逸郎 氏 

                           「組織化したサイバー攻撃実態の考察と対抗策 

  ～東京オリンピックで見せたい IoT時代を見据えて～」 

   

■ 閉 会                                            

 

以上 

 

 

 

 



別添 2 

総務大臣賞 及び 日本ＩＴＵ協会賞受賞者一覧 
 

 

総務大臣賞  （１件）  

村野 和雄 様   元株式会社 富士通研究所 

 

日本ＩＴＵ協会賞 特別賞  （１件）  

滝川 クリステル 様   株式会社 フォニックス 

 

日本ＩＴＵ協会賞 功績賞  （10件） 

荒木 正治 様   ドコモ・テクノロジ株式会社 

石川 禎典 様   株式会社日立製作所 

河合 宣行 様   KDDI株式会社 

輿水 敬 様    株式会社ＮＴＴドコモ 

ソフトバンクモバイル株式会社 電波伝搬標準化推進チーム 様 

冨田 茂 様    NTT アドバンステクノロジ株式会社 

本多 美雄 様   エリクソン・ジャパン株式会社 

村川 一雄 様   東日本電信電話株式会社 

横谷 哲也 様   三菱電機株式会社  

渡辺 馨 様    日本放送協会 

 

日本ＩＴＵ協会賞 国際協力賞  （7件） 

伊藤 義雄 様   元日本電信電話公社 

梅澤 由起 様   公益財団法人ＫＤＤＩ財団 

NTTベトナム株式会社 様 

瀬上 功一 様   元日本放送協会 

中村 英毅 様   元日本電信電話公社 

野中 正晴 様   特定非営利活動法人（認定 NPO 法人）BHNテレコム支援協議会 

ミャンマー通信網緊急改善プロジェクト 様 

 

日本ＩＴＵ協会賞 国際活動奨励賞 功績賞対象分野  （１7件） 

石榑 康雄 様   日本電信電話株式会社 

大槻 信也 様   日本電信電話株式会社 

大原 拓也 様   日本電信電話株式会社 

Suyong EUM 様   独立行政法人情報通信研究機構 

数井 君彦 様   株式会社 富士通研究所 

河村 高登 様   日本放送協会 

実井 仁 様    日本放送協会 

高野 祐美子 様   ＫＤＤＩ株式会社  

武智 洋 様    株式会社ラック 

陳 嵐 様    株式会社 NTT ドコモ 

辻 宏之 様※   独立行政法人情報通信研究機構 

畑川 養幸 様   KDDI株式会社 

樋口 崇則 様   スカパーJSAT 株式会社 

Anand Raghawa PRASAD 様  日本電気株式会社 

巳之口 淳 様   株式会社ＮＴＴドコモ 

村上 誉 様    独立行政法人 情報通信研究機構 

山本 武志 様   日本電気株式会社 

 

日本ＩＴＵ協会賞 国際活動奨励賞 国際協力賞対象分野  （3件） 

齋藤 秀俊 様   KDDI株式会社 

阪口 安司 様   日本放送協会 

福島 文枝 様   特定非営利活動法人（認定 NPO 法人）ＢＨＮテレコム支援協議会 

 

※しんにょうの点はひとつ 



総務大臣賞・特別賞受賞者 ご略歴・功績概要 
 

 

総務大臣賞 村野 和雄 様  

 

所属：  

元株式会社 富士通研究所 

 

略歴：  

1972 年 9 月：富士通株式会社入社 

1996 年 6 月：同社 取締役 

2001 年 4 月：同社 常務取締役 

2004 年 6 月：株式会社富士通研究所 代表取締役社長 

2010 年 4 月：同社 代表取締役会長 

2012 年 7 月：同社 顧問、2013 年 6 月：同社 退任 

 

功績概要：  

日本を代表する情報通信研究機関であり、欧米や中国に海外拠点を持つ富士通研究所に勤務し、社長職、会長職

を歴任した。1980年代初頭より、ISDNについての研究を開始した Special D（次会期からの SG18 Working Party） 

のメンバーとして活動開始後、ICT 分野の研究開発、実用化、ならびに国際標準化において指導的役割を果たし、

日本の ICT 産業の発展に大きく貢献した。特に、広帯域網、光アクセス網、第三世代移動通信網の分野で、グロー

バルな視点で戦略的な標準化を指揮し、通信産業の発展に寄与すると共に、ITU 等での国際標準化活動に資する

技術者の育成に多大な貢献をした。 

 

 

特別賞 滝川 クリステル 様  

 

所属：  

株式会社 フォニックス 

 

略歴：  

2000年 4月  共同テレビジョン所属 

2008年度    フランス広報大使 

2011年 4月～ ＷＷＦ（世界自然保護基金）ジャパン顧問 

2012年 6月～ 世界の医療団 親善大使 

2012年 7月～ ＡＣ世界の医療団 ＣＭナレーション担当 

2013年 6月～ 東京 2020オリンピック・パラリンピック招致  “Cool Tokyo” アンバサダー 

 

 主な出演： フジテレビ、WOWOW、NHK、J-WAVE等多数 

 

功績概要：  

フジテレビの報道番組等において視聴者から愛されるキャスターとして活躍される一方、ＷＷＦ（世界自然保護基

金）ジャパンや世界の医療団親善大使としての活躍、フランス大使館から藝術文化勲章（シュヴァリエ）を叙勲される

など幅広く国際貢献の一翼を担ってこられた。 また、我が国が標準化を主導するスーパーハイビジョンをはじめ、新

たな放送・通信サービスの拡大が大きく期待される中、我が国の最先端情報通信技術とその活用を世界にアピール

する好機である2020年東京オリンピックの招致成功は、今後の情報通信・放送産業界にとって意義深いものである。 

2013 年、我が国の文化・伝統の素晴らしさを世界に印象付け、招致成功に導いた「”Cool Ｔｏｋｙｏ”アンバサダー」と

しての功績は、特筆に値するものである。 

 

 

 

 

 


