
 技術経営会議 政策委員会 
 

 

1．委員会の目的 

 （社）科学技術と経済の会および同会技術

経営会議の政策提案力を高め、政策提案活動

を機動的に行えるようにするため、技術経営

会議の一委員会として「政策委員会」が 2013

年 3月設置された。 

（想定される調査研究テーマ） 

① 科学技術政策、産業政策 

② イノベーション支援 

③ 知的財産政策 

④ 海外諸国の科学技術政策、産業政策との比較研究 

⑤ その他 

 

2．メンバー構成、活動方法 

・メンバーは技術経営会議運営委員または運営委員が推薦する者で構成する。 

・活動方法としては、会員からの要望調査、（社）科学技術と経済の会内研究会・委員会からの要望

取り入れ、有識者・政官要人の招聘・講演・討議あるいは訪問してのヒヤリング、政府・審議会・

関係経済団体や学会等の動向調査および政策委員会としての独自調査、などの活動を行い提言作

成のための資料とする。 

・上記中、外部との交流活動（講演会等）には政策委員会メンバー以外の JATES会員も参加できる

よう配慮するものとする。 

・委員長は技術経営会議議長があたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

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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政策委員会 活動一覧 
回数 テーマ、講師など 

第 23回 

（2018年 12月 21日） 

① 提言「競争力強化のためのサービスイノベーションを目指して」についての討議  

② 講演：我が国の研究力向上に向けた取組みについて 

講師：松尾 泰樹氏 （文部科学省 科学技術・学術政策局長） 

第 22回 

（2018年 7月 5日） 

③ 提言「競争力強化のためのサービスイノベーションを目指して」についての討議  

④ 講演：第４次産業革命とシステム化 --- システムイノベーションセンター設立に向けて 

講師：木村 英紀氏 （早稲田大学理工学術院招聘研究教授） 

第 21回 

（2018年 3月 2日） 

① 提言「健康長寿社会の実現にむけて」について」に関して報告と議論。 

② データ利活用とサービスイノベーション専門委員会よりの提言案について議論 

第 20回 

（201７年 12月 19日） 
① 提言「健康長寿社会の実現にむけて」についての討議  

② 講演 「IoT・AI時代のデータ利活用について」 

講師 越塚 登 氏  （東京大学 大学院情報学環 教授） 
第 19回 

（2017年 7月６日） 

テーマ： 「データ流通環境整備検討の状況」 

講師 山路 栄作 氏  （内閣官房 情報通信技術総合戦略室 内閣参事官） 

第 18回 

（2017年 5月９日） 

「データ利活用とサービスイノベーション」に関する議論」 

第 17回 

（2016 年 5月 31日） 
テーマ：「産業保安のスマート化～IoT、AI、ビッグデータの活用」 

講師 三木 健 氏  （経済産業省大臣官房審議官） 
第 16回 

（2016 年 4月 19日） 
テーマ：サービスイノベーションと IT/ICT利活用推進の課題その他 

参加者：委員による自由討議 
第 15回 

（2016 年 3月 3日） 
テーマ： 『人工知能： ディープラーニングの先にあるもの』  

講師： 松尾 豊 氏東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任准教授 
第 14回 

（2015 年 7月７日）  
テーマ：『新たな段階に入った ICT政策』 

講師：  鈴木 茂樹 氏   総務省情報通信国際戦略局長  
第 13回 

（2015 年 5月 20日）  
テーマ：経済産業省の IT 政策（仮） 

講 師：経済産業省商務情報政策局長 冨田 健介氏 
第 12回 

（2015年４月 8日）  
テーマ： 「臨床研究をめぐる最近の動きについて ～再生医療の実用化を中心に」 

講 師  ： 厚生労働省医政局研究開発振興課長 神ノ田 昌博氏 
第 11回 

（2014 年 10月 14日）  
「科学技術イノベーションを通じた成長を目指す政策提言（案）」について討議 

第 10回 

（2014 年 8月 7日）  
テーマ： 『イノベーションと IT政策 ～政府全体の情報通信技術（IT）政策の動向～ 』 

講師：  内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 内閣参事官 市川 類 氏 
第 9回 

(2014 年 4月 17日 
・政策委員会活動の振り返り、今後の活動の進め方、発信と提言の進め方、今後の重要課

題について議論を行った。 
第 8回 

（2014 年 3月 11日） 
テーマ ：「新成長戦略における医療・健康政策の動向について」 

講 師 ：厚生労働省医政局 研究開発振興課長 一瀬 篤 様 
第 7回 

（2014 年 2月 3日）  
テーマ：「当面のわが国のエネルギー政策」 

講師 中西 宏典 氏  （経済産業省 資源エネルギー庁審議官） 

 

最近の政策提言 

タイトル 時期 

「競争⼒強化と豊かな⽣活のためにデータ利活⽤によるイノベーションへの提⾔」 2019年1月 

「健康長寿社会の実現にむけて」 2018年2月 

「科学技術イノベーションを通じた成長を目指して」 2015年1月 

「民間活力を活用し成長につながる研究開発減税・投資減税」へ 2013年9月 

「民間活力」活用をベースとした科学技術・経済政策に関する一ご提案 2013年2月 
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