JATES
Since 1966
技術経営会議

技術経営会議 代表者懇談会
・会員代表者が集まり、経営課題などについて意
見交換と討議を行う。年５回程度開催
・座長は副議長がつとめ、座長が１年間の活動テ
ーマを提案し、活動を行う
・進め方は、産官学の第一人者を外部講師として
招き、その講演を題材に意見交換、討議を行なう
・若手との交流もすべく、近年、キーパーソンも
参加する形式をとっている
・会合後、懇親会にて会員相互の交流を図る
代表者懇談会

技術経営会議
遠藤 信博
谷口 元
澁谷 直樹
石戸 利典
笹尾 泰夫
林 秀樹
木崎 雅満
高橋 常夫
森林 正彰
木谷 強
阿佐美 弘恭
中村 公雄
横山 勝
梶田 直揮
横田 潔
福田 孝晴
門田 浩次
後藤 清
貝淵 俊二
Timothy
Neely

滝 久雄
内田 義昭
市村 雄二
松尾 直樹
石川 裕

議長・会員代表者名簿

【議 長】 日本電気㈱ 代表取締役会長
【副議長】 ㈱竹中工務店 常務執行役員
【副議長】 東日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
㈱ＩＨＩ エグゼクティブフェロー
アルプスアルパイン㈱ 常務取締役
エーザイ㈱ 代表執行役
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 執行役員
㈱エヌエフ回路設計ブロック 代表取締役社長
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 代表取締役副社長
㈱ＮＴＴデータ 取締役常務執行役員
㈱ＮＴＴドコモ 代表取締役副社長
㈱ＮＴＴファシリティーズ 代表取締役副社長
王子ホールディングス㈱イノベーション推進本部本部長
㈱大林組 常務執行役員 技術本部本部長
沖電気工業㈱ 執行役員
鹿島建設㈱ 常務執行役員 技術研究所長
川崎重工業㈱ 技術開発本部長 （常務執行役員）
㈱関電工 取締役会長
㈱協和エクシオ 名誉顧問
クラリベイト・アナリティクス・ジャパン㈱ 代表取締役社長
㈱ぐるなび 代表取締役会長 CEO・創業者
KDDI㈱ 代表取締役執行役員副社長
コニカミノルタ㈱ 執行役 事業開発本部長
サクサホールディングス㈱ 代表取締役社長
清水建設㈱ 専務執行役員 技術研究所長

佐藤 俊和
島田 正志
矢野 厚
島田 啓一郎
長島 一郎
笹山 晋一
西田 直人
徳広 清志
高原 勇
江村 克己
齋藤 薫
伊東 則昭
坂井 正善
川添 雄彦
宮部 義幸
赤津 雅晴
濱場 正明
佐相 秀幸
伊地知 哲朗
杉浦 博明
永松 則行
浜崎 祐司
池澤 克哉
北口 貴志

ジョルダン㈱ 代表取締役社長
スリーエムジャパン㈱ 常務執行役員
住友電気工業㈱ 顧問
ソニー㈱ 執行役員 コーポレートエグゼクティブ
大成建設㈱ 執行役員 技術センター長
東京ガス㈱ 常務執行役員
㈱東芝 特別嘱託
㈱ドコモＣＳ 代表取締役社長
トヨタ自動車㈱ BR未来社会工学室 室長
日本電気㈱ 取締役 ＮＥＣフェロー
日本航空電子工業㈱ 執行役員
日本コムシス㈱ 代表取締役会長
日本信号㈱ 執行役員
日本電信電話㈱ 取締役 研究企画部門長
パナソニック㈱ 代表取締役専務
㈱日立製作所 技術戦略室長
㈱富士通エフサス 代表取締役社長
㈱富士通研究所 シニアフェロー
古河電気工業㈱ 執行役員常務 研究開発本部長
三菱電機㈱ 開発本部 役員技監（フェロー）
㈱ミライト 取締役常務執行役員
㈱明電舎 代表取締役 取締役社長
横河電機㈱ IAプロダクト&サービス事業本部プロダクト事業センター長
㈱リコー 技術経営センター 所長

お問い合わせ先
一般社団法人 科学技術と経済の会 技術経営会議 (事務局) 担当：大内、鈴木、西森
住所：〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 3-3-1 飯田橋三笠ビル 2F
TEL: 03-3263-5501
FAX: 03-3263-5504
E-mail: gikeikai@jates.or.jp
URL: http://www.jates.or.jp
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代表者懇談会 活動一覧
第 22 期

座長：澁谷直樹副議長

2018 年 10 月～2019 年 5 月

（東日本電信電話㈱ 代表取締役副社長）

第1回
2018 年 10 月 9 日（火）

内閣官房日本経済再生総合事務局
企画官 庄崎 未果 氏

「未来投資戦略 2018」

第2回
2018 年 12 月 4 日（火）

株式会社 ASTRAX 代表取締役
山崎 大地 氏

「無限に広がる民間宇宙ビジネス」

第3回
2019 年 1 月 15 日（火）

日本電信電話㈱ ｻｰﾋﾞｽｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ
研究所 主席研究員 木下真吾氏

「テクノロジー・アート・デザインの総合力
よる未来提案」

第4回
2019 年 4 月 18 日（木）

東京工業大学総括理事・副学長 未
来社会 DESIGN 機構長 佐藤 勲氏

「社会とともに“ちがう未来”を描く 未来社
会 DESIGN 機構」

第5回
2019 年 5 月

(一社)C.W.ニコル・アファンの森財団

「未来の森のために今できること（仮）」

9 日（木）

第 21 期
2017 年 12 月～2018 年 5 月
第1回
2017 年 12 月 5 日（火）
第2回
2018 年 1 月 19 日（金）
第3回
2018 年 4 月 19 日（木）
第4回
2018 年 5 月 11 日（金）

理事長

C・W・ニコル

座長：谷口元副議長
（㈱竹中工務店 常務執行役員）
カリフォルニア大学バークレー校
CITRIS 研究機構 名誉理事
井上 隆秀 氏
京都大学公共政策大学院 教授
（前 日本銀行ﾌｨﾝﾃｯｸｾﾝﾀｰ長）
岩下 直行 氏
内閣府 地方創生推進事務局
参事官 石谷 俊史 氏
ダイナミックマップ基盤㈱
代表取締役社長 中島 務 氏
(前 衛星測位利用推進センター 専務理事)

第 20 期
2016 年 10 月～2017 年 5 月
第1回
2016 年 10 月 4 日（火）
第2回
2016 年 12 月 6 日（火）
第3回
2017 年 1 月 17 日（火）
第4回
2017 年 4 月 18 日（火）
第5回
2017 年 5 月 9 日（火）

第 19 期
2015 年 10 月～2016 年 5 月
第1回
2015 年 10 月 6 日（火）
第2回
2015 年 12 月 1 日（火）
第3回
2016 年 1 月 19 日（火）
第4回
2016 年 4 月 20 日（水）
第5回
2016 年 5 月 10 日（火）

未来（2050 年）の世界におけるビジネス
モデルと仕事のあり方

Society 5.0 を活かし、Society 5.0 に生き
る
「Society 5.0 に向けた横割課題」

人の成長が組織を変え、社会を変える
－ドラッガーなら何と見るか？－
「Society 5.0 に向けた戦略分野」（1）

Fintech の進化と産業界への影響
「Society 5.0 に向け価値最大化を後押しする仕組」

規制のサンドボックス制度について
「Society 5.0 に向けた戦略分野」（2）

高精度位置情報利用による次世代型社
会への貢献

座長：舩橋克己副議長（ＮＴＴコミュニ
ケーションズ㈱ 代表取締役副社長）
経済産業研究所理事
森川 正之氏
Aerial Innovation LLC, CEO、IT ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ
小池 良次氏
NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 情報ｾｷｭﾘﾃｨ部
部長
小山 覚氏
コマツ IoT センタ東京（千葉市美浜
区）見学会
㈱東芝 技術シニアフェロー
須藤 亮 氏

イノベーションと未来の産業創造

座長：谷口元副議長
（㈱竹中工務店 常務執行役員）
経済産業省 商務情報政策局 情報
経済課長
佐野 究一郎 氏
ジャフコアイコン・ベンチャーズ戦略ア
ドバイザ
菅谷 常三郎 氏
Honda Aircraft Company, LLC
President & CEO 藤野 道格 氏
甲南大学 教授
安積 敏政 氏

『稼ぐ力』を高める今後の技術経営

政策研究大学院大学 名誉教授
松谷 明彦 氏

サービス経済化と日本経済
シリコンバレーを舞台とした次世代サービ
スイノベーション
超スマート社会実現に向けたセキュリティ
基盤の在り方
スマートコンストラクションについて
産学官の連携深化によるイノベーションの
促進

「第 4 次産業革命を見据えた変革」
シリコンバレーの最近の動向
ホンダジェットの開発 －先端技術で世界
の航空機産業に挑む－
経営視点から見る最近のアジア情勢と産
業界へのインプリケーション
少子化とグローバル化の中で産業界はい
かに行動すべきか

