
報道発表 

   ２０２１年１０月５日 

公益財団法人電気通信普及財団 

２０２１年度助成援助（５月期）を決定 

公益財団法人電気通信普及財団（理事長 武内 信博 ）は、 ２０２１年度助成援助（５月期）の 公募に対

し、応募があった案件について 、 別紙のとおり援助を決定いたしました。 

概要は下記のとおりです。 

記 

２０２１年度助成援助（５月期） 

1. 特別講義開設援助 ４件 ３，５２５千円 

2. 国際交流人材育成援助 １件 １，５５０千円 

3. ネット社会課題対応援助 ３件 ６，０００千円 

4. 長期海外研究援助 １件 ３，４９０千円 

5. シンポジウム・セミナー等開催援助 ６件 ５，９００千円 

6. 学術研究出版助成 ３件 ４，５６０千円 

（参考） 

1. 特別講義開設援助

大学又は大学院において、情報通信に関する特別講義(人文学・社会科学分野及び技術分野) を新たに開設するための経

費を援助します。

2. 国際交流人材育成援助

情報通信分野での我が国と開発途上国との間の国際交流が促進されるような活動（人材育成が促進されるような活動）を援

助します。

3. ネット社会課題対応援助

情報社会の進展に伴い生じている情報通信の利用者のリテラシー、スキルの向上や情報通信を活用して社会、地域等の課

題対応に貢献するための活動を援助します。

4. 長期海外研究援助

情報通信に関する研究(人文学・社会科学分野及び技術分野)を行う研究者が、海外の大学又は研究機関の招請を受けて、

海外で長期間、優れた研究活動を実施するため、その経費の一部を援助します。

5. シンポジウム・セミナー等開催援助

情報化社会の進展や情報通信の普及・振興に資するため、情報通信の研究、普及・振興に関して学術的に寄与する会議等

の開催について、開催経費の一部を援助する必要があると認められるものに援助を行います。

6. 学術研究出版助成

情報通信の発展に寄与するために行う、学術研究の成果を公表するための書籍の出版を助成します。

【連絡先】 

公益財団法人電気通信普及財団 事業部 梶山 

03-3580-3414

jigyoubu(at)taf.or.jp  (at)を@としてください。 

https://www.taf.or.jpl 



（公財）電気通信普及財団 

（金額単位：千円）

区分 大学名 特別講義名
援助
金額

新規 摂南大学 データサイエンス展開 1,195

継続
（2年目）

金沢学院大学 「デジタル経済」 1,100

継続
（2年目）

東京電機大学 Field Based Learning I、II 930

継続
（3年目）

敬和学園大学
専門家・実務家に学ぶ地域における情
報メディアを活用したコンテンツ創出と
そのプロデュース

300

4件 3,525

1. 2021年度申込　2022年度開講　特別講義開設援助

合計

（金額単位：千円）

区分 申込者 事業名
援助
金額

備考（過去の助成状況等）

新規

鹿児島工業高等専
門学校
校長
氷室　　昭三

マレーシア工科大学及び鹿児島
高専における IoT・AI（機械学習）
トレーニング
（新規3年プロジェクト）

1,550

2. 2021年度申込　国際交流人材育成援助

1件 1,550千



（公財）電気通信普及財団 

（金額単位：千円）

申込者 事業名 援助
金額

備考

国際高等専門学校 能登の里山に通信の恩恵を 2,000 継続：2年目　期間2年

公益財団法人ハイパーネット

ワーク社会研究所

ポストコロナ時代におけるオープンデータ高

度利活用促進人材プラットフォーム構築事

業

2,000 継続：2年目　期間2年

関西大学 情報（ネット）社会における新しい観光振興

モデル（メタ観光）の構築～島根県大田市

の多層的な観光資源と情報通信技術活用

を事例に

新規 期間2年

2,000 新規 期間2年

3. 2021年度申込　ネット社会課題対応援助

3件 6,000千円



（公財）電気通信普及財団 

申込者
研究テーマ、受入れ機関等

滞在期間
援助
金額

米ドル建て金額

香川大学
創造工学部 情
報通信コース
助教
李 鯤

60GHz 無線ボディエリアネットワークの動的環
境における設計および電磁両立特性評価

フランス：フランス科学院（CNRS）IETR 研究
所・生物医学電磁気学グループ
Institute of Electronics and Digital
Technologies (IETR) / National Center for
Scientific Research (CNRS) Electromagnetic
Waves in Complex Me dia (WAVES) Team

Maxim Zhadobov, Professor

2022 年 4 月 2023 年 3 月

3,490 32,000

(金額単位：千円/＄）

４. 2021年度申込　長期海外研究援助

１件 3,490千円



（公財）電気通信普及財団 

5. (1)2021年度申込　シンポジウム・セミナー等開催援助

(学術分野）
（金額単位：千円）

申込団体名・

申込者
会議、シンポジウム・セミナー等名

援助

金額

AsiaCCS2022
実行委員長櫻井 幸一
（九州大学・教授）

The 17th ACM Asia Conference on
Computer and Communications Security
(AsiaCCS2022)

1000

WCCE2021運営
委員会
委員長  斎藤 俊則
(星槎大学大学院・准教授)

The 12th World Conference on
Computers in Education 2022
(WCCE2022)

1000

EDUsummIT2022

緒方広明
(京都大学学術情報メディアセ
ンター教授）

EDUsummIT2022（教育における情報通信
技術に関する国際サミット2022） 1000

BioEM 2022現地組織委員会
委員長
王  建青
（名古屋工業大学大学院・教
授）

2022年国際生体電磁気学会および欧州
生体電磁気学会合同年次大会 1000

電子情報通信学会 通信ソサ
イエティ 第三種研究専門委員
会 革新的無線通信技術に関
する横断型研究専門委員会専
門委員長
菊間 信良
（名古屋工業大学
教授）

革新的無線通信技術に関する横断型研
究会
Multiple Innovative Kenkyu-kai
Association
for wireless　communications
（MIKA2021）

900

5件 4,900千



（公財）電気通信普及財団 

（金額単位：千円）

申込団体名・

申込者
会議、シンポジウム・セミナー等名

援助金額

CYDEF2021
実行委員長  田中達浩
（富士通システム統合研究所 安
全保障研究所 主任研究員）

国際サイバーディフェンスカンファレン
ス CYDEF2021

1,000

5.(2) 2021年度申込シンポジウム・セミナー等開催援助
　(社会貢献分野）

１件 1,000千円

6. 2021年度申込　学術研究出版助成
 （金額単位：千円）

申込者
所属・役職・氏名

単著/
共著

書名
助成

金額

金沢大学大学院
人間社会環境研究科
博士後期課程 3 年
片山　千枝

単著
なぜ青年期女子はインターネットを介した
出会いを実現するのか

1,560

琉球大学
大学院法務研究科 法務専攻
教授
井上 禎男

単著 放送行政の課題――日仏比較法研究 1,000

神戸大学
人間発達環境学研究科
教授
田畑 暁生

単著 「平成の大合併」と地域情報化政策 2,000

3件 4,560 千円


