プレスリリース
2015 年 3 月 10 日
一般社団法人未踏

創造的人材や起業家を支援するネットワーク組織
Mitou Foundation（一般社団法人未踏）が正式に活動を開始
～ リクルート、日本ユニシス、WiL 等の企業も参画を表明 ～
一般社団法人未踏（以下 Mitou Foundation）
（所在地：東京都渋谷区、代表理事：竹内 郁雄
http://www.mitou.org）は、経済産業省所管の独立行政法人情報処理推進機構（所在地：東京都文
京区、理事長：藤江 一正、以下 IPA）の事業である未踏事業の OB/OG や関係者を中心に、起業家や
クリエータ等、天才的かつ創造的人材を多角的に支援し、日本横断的なネットワークをつくること
で、IT を中心とした日本のイノベーションを加速させることを目的に設立された社団法人です。
20 世紀末に発展を始めた IT 産業は、21 世紀には電話・自動車・金融・労働形態から社会インフ
ラ全体まで、あらゆる産業や社会構造を大きく変革しつつあります。世界ではその大きな社会変化に
対する将来を担う人材へのニーズが高まっていますが、日本ではそのような人材への支援環境はまだ
まだ十分であると言えません。人材や技術の流出・埋没を止めるためにも 21 世紀型のイノベーショ
ンの創出を担う創造的人材が活躍できる仕組みづくりが喫緊の課題となっています。
社団法人未踏は、上記の課題を解決すべく延べ 1600 名の IPA 未踏卒業者を中心に、天才的かつ創
造的な人材の日本横断ネットワークを形成するための組織として、強力な外部理事の協力を得て設立
されました。イノベーション創出に関心のある著名起業家・研究者や大企業も巻き込みながら、個々
が創造性を最大限に発揮出来る環境を整えることで、日本から世界に向けて社会的・経済的にインパ
クトのあるイノベーションを数多く創出していく日本型イノベーション・エコシステムの構築を目指
し、本日より正式に会員の募集を開始いたしました。

事業概要と現在までの準備活動
Mitou Foundation は、日本のみならず世界のイノベーションを加速させ、より良い平和社会を創
造することを目的とし、下記の３つにフォーカスを絞った活動を行います。


創造的人材同士の交流 （イベントの開催、研究会の開催、起業パートナー紹介等）



創造的キャリアの支援 （企業、研究職、起業などそれぞれのキャリアでの活動支援等）



そのためのインフラ整備 （オープンソース支援、知財管理サービス、文書整備等）

これらを実現すべく、Mitou Foundation は現在までに下記の準備を行ってまいりました。
1. IPA と MOU を締結
数多くの創造的人材を輩出している未踏事業との相乗効果を発揮するため、Mitou Foundation と
IPA は情報交換や協働を目的とした MOU（相互協力協定）を締結いたしました。これにより天才的
人材の宝庫である未踏事業 OB/OG は勿論、著名大学教授や起業家である PM（プロジェクトマネー
ジャー）やその他関係者との連携を強化することが可能になりました。
今後は未踏事業関係者以外にもネットワークを広げ、創造的人材ネットワークを構築していながら
様々な交流イベントを開催してまいります。
2. 企業との提携の促進
未踏関係者に限らず幅広く力強い支援ネットワークを形成するため、昨年 12 月より先行して初期
法人会員の募集を開始しました。株式会社リクルートに法人会員加入いただいたのを筆頭に、日本ユ
ニシス株式会社、３億ドルのファンド組成を成功させた日本大手 VC ファンド WiL、そのほかにも
様々な企業に参加を検討していただいております。ベンチャー企業や大手企業との連携を強化しつ
つ、創造的人材の社会的流動性を高め、理想的な適材適所を実現することで社会全体の創造性を飛躍
させることを目指します。
3. 会員支援インフラの形成
個人会員支援のインフラ形成の一貫として、様々なスポンサー企業との提携も始まっています。日
本マイクロソフト株式会社より Bizspark Network Partner に認定されたことで、同社提供の開発者
向けプログラムである MSDN Unlimited （年 120 万円相当）が会員向けに３年間無料といった支
援が可能となったほか、3D プリンタものづくり拠点 DMM.make AKIBA から初期費用+１ヶ月分
の入居費用無料等の特典など、クリエータの活動インフラ充実に向けた各種特典の提供をいただいて
おります。その他イベント開催に当たっては株式会社リクルート、株式会社電通など複数社よりスポ
ンサーしていただいており、今後起業家・研究者・クリエータ向けのイベントを共同で開催してゆく
予定です。
詳細な事業活動の予定につきましては、別途添付参考資料をご覧ください。

IPA 未踏事業について
未踏事業は、日本からスティーブ・ジョブス、マーク・ザッカーバ
ーグ、ビル・ゲイツのような人材を輩出することや、Adobe、
Google、Facebook のような大手 IT 企業が作られることを目標に
IPA が 2000 年よりスタートした、突出した人材を発掘・育成するプ
ロジェクトです。現在までに延べ 1600 名以上の人材を発掘し、
OB/OG は WEB サービス、ソフトウェアアプリケーション、AI、ロ
ボティクス、メディアアートなど様々な分野において第一線で活躍し
ています。
▼未踏事業 HP
http://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/portal_index.html

Mitou Foundation（一般社団法人未踏)について
組織名称

一般社団法人未踏 ( 英語表記：Mitou Foundation )

所在地

東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15F

代表理事

竹内郁雄、近藤秀和（専務理事）

設立

2014 年 11 月 18 日

ウェブサイト

http://www.mitou.org

各理事の紹介（敬称略、50 音順）
外部理事
Allen Miner（アレン マイナー）
株式会社サンブリッジコーポレーション 代表取締役会長兼グループ CEO。日本オラクルの IPO を
機に、日本のベンチャー企業育成のため、サンブリッジを設立。2000 年には渋谷にインキュベーシ
ョンセンター「Venture Habitat」を開設し、クラウドコンピューティングの先駆けである
salesforce.com の日本法人設立を手掛けるなど、数多くの日米のベンチャービジネスに対して、投
資、マーケティング、技術、人材等の総合的な支援を行う。
喜連川 優（きつれがわ まさる）
東京大学生産技術研究所教授。国立情報学研究所所長。情報処理学会会長。専門はデータ工学。生産
技術研究所戦略情報融合国際研究所センターセンタ長。文部科学省科学官、国立図書館科学技術関係
資料整備審議会委員、東京大学地球観測データ統融合連携研究機構長を歴任。
黒川 清（くろかわ きよし）
政策研究大学院大学アカデミックフェロー。東京大学名誉教授。医学博士。特定非営利活動法人日本
医療政策機構代表理事。 東海大学医学部学部長、東海大学総合医学研究所所長、日本学術会議会長、
内閣特別顧問等を歴任。
坂村 健（さかむら けん）
東京大学情報学環教授．専門はコンピュータ・アーキテクチャー（電脳建築学）
。 1984 年から
TRON プロジェクトのリーダーとして、まったく新しい概念によるコンピュータ体系を構築して世界
の注目を集める。現在、TRON は携帯電話をはじめとしてデジタルカメラ、FAX、車のエンジン制御
と世界でもっとも使われており、ユビキタスコンピューティング環境を実現する重要な組込 OS とな
っている。さらに、コンピュータを使った電気製品、家具、住宅、ビル、都市、ミュージアムなど広
範なデザイン展開を行っている。
夏野 剛（なつの たけし）
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授。未踏統括プロジェクトマネージャー。日本
の実業家。元 NTT ドコモの執行役員・マルチメディアサービス部長で、松永真理氏らと共に i モード
を立ち上げたメンバーの一人として知られる。現在はドワンゴなど、数社の取締役。
南場 智子（なんば ともこ）
ディー・エヌ・エー創立者、取締役。日本の実業家。1986 年、マッキンゼー・アンド・カンパニ
ー・インク・ジャパン入社。1988 年、ハーバード・ビジネス・スクールに入学。1990 年、ハーバー
ドで MBA 取得。1996 年、マッキンゼーでパートナー（役員）就任。1999 年、株式会社ディー・エ
ヌ・エー設立、代表取締役に就任。2003 年、内閣 IT 戦略本部員に就任。2004 年、規制改革・民間

開放推進会議委員に就任。
前川 徹（まえがわ とおる）
サイバー大学教授。
（社）コンピュータソフトウェア協会専務理事。未踏事業の提案者。1978 年に通
商産業省に入省、JETRO ニューヨークセンターの産業用電子機器部長、IPA の技術センター所長
（兼、セキュリティセンター所長）
、早稲田大学大学院国際情報通信研究科で客員教授、
（株）富士通
総研経済研究所を歴任。国際大学グローバルコミュニケーションセンター主幹研究員など兼務。
まつもと ゆきひろ
株式会社ネットワーク応用通信研究所フェロー。楽天株式会社楽天技術研究所フェロー。Ruby アソ
シエーション理事長。Heroku チーフアーキテクト。島根県松江市名誉市民。本名は松本 行弘。
Ruby の生みの親。通称は Matz。
村井 純（むらい じゅん）
慶應義塾大学環境情報学部長兼慶應義塾大学環境情報学部教授。JUNET 設立者。WIDE プロジェクト
創設者。日本のインターネットの父と呼ばれる。日本ネットワークインフォメーションセンター理
事。サイバー大学客員教授。
村岡 隆史（むらおか たかし）
株式会社経営共創基盤（IGPI）取締役マネージングディレクター。 三和銀行にて、プロジェクトフ
ァイナンス業務、M&A 業務に従事。モルガンスタンレー証券で投資銀行業務に従事した後、産業再
生機構に参画。三井鉱山、ミサワホーム、ミヤノ、ダイエー等の案件を統括。金融庁専門調査官等を
経て IGPI を設立し現在に至る。IGPI では、事業再生の他、中国・アジア諸国での M&A や成長戦略
立案プロジェクトを多数統括。IGPI 上海董事長、金融庁参与、クールジャパン機構取締役、UCLA
経営学修士（MBA）
。
村岡 洋一（むらおか よういち）
早稲田大学名誉教授。未踏審査委員会委員長。早稲田大学理工学部電気通信学科卒。イリノイ大学電
気計算学科博士課程修了。日本電信電話公社（現 NTT）電気通信研究所、早稲田大学理工学部教授、
同大学副総長を歴任。
森川 亮（もりかわ あきら）
LINE 代表取締役社長。1989 年、筑波大学を卒業し、日本テレビ放送網入社。99 年、青山学院大学
大学院で経営学修士号（MBA）取得。ソニーを経て、03 年にハンゲームジャパン（後の NHN
Japan、現 LINE）入社。06 年 10 月、取締役副社長。07 年、代表取締役社長に就任。11 年 6 月、
通話・メッセージアプリ「LINE」のサービスを開始。

執行理事
竹内 郁雄（たけうち いくお） - 代表理事
東京大学名誉教授。未踏事業統括プロジェクトマネージャー。東京大学理学部修士終了後、日本電信
電話公社電気通信研究所勤務。その後電気通信大学電気通信学部情報工学科教授、東京大学大学院情
報理工学系研究科創造情報学専攻教授、早稲田大学理工学術院基幹理工学研究科教授を歴任。
近藤 秀和（こんどう ひでかず）- 専務理事（代表理事）
Lunascape 株式会社代表取締役。早稲田大学大学院博士課程卒。ソニー株式会社を経て Lunascape
株式会社を設立、代表に就任。02 年、情報処理学会「Best Author 賞」受賞。04 年、情報処理推進
機構(IPA) 未踏ソフトウェア創造事業スーパークリエータ認定。05 年、経済産業省よりソフトウェ
ア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。2007 年、Microsoft Innvation Award 受賞。2008 年、
Business Week 誌から「Asia’s Best Young Entrepreneurs」に選出。 11 年には AERA 誌により
「日本を立て直す 100 人」に選出。工学博士。
荒川 淳平（あらかわ じゅんぺい） - 常務理事
株式会社インフォクラフト代表取締役、IzumoBASE 株式会社代表取締役。東京工業高等専門学校情
報工学科を卒業したのち、電気通信大学情報工学科を卒業。東京大学大学院情報理工学系研究科にて
創造情報学を専攻。博士（情報理工学）
。専門はソフトウェアデザイン、システムソフトウェア。
Decas や Dokan を含むプロジェクト「データ管理システム」は情報処理推進機構（IPA） 2006 年
度下期 未踏ソフトウェア創造事業（ユース）に採択され、スーパークリエータの認定を受ける。
以上

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞
一般社団法人未踏 広報担当：プラチナム横山
Tel：03-5572-6071 / Fax：03-5572-6075
MAIL：press@mitou.org
WEB：http://www.mitou.org
※ウェブサイトのロゴや写真は転載可能です。

