
 

 

技術経営会議 本会議 （夏：軽井沢） 
 

 
技術経営会議の本会議は、会の活動状況を報告し、会の運営に関す

る意思決定を行う全体会議であり、同時に技術経営に資するメンバ

ー講演・特別講演等を実施する。開催は９月と２月の年 2 回。 
 講演・特別講演等を実施する。開催は９月と２月の年 2 回。 

 ９月は地方（１泊２日間）で行われ、統一テーマについて有識者と

ラウンドテーブル形式で議論を行う。  
 
２０１８年の予定 

【開催時期】 2018 年 9 月 9 日(日)PM～10 日(月)に開催 
        9 月 8 日のプレプログラムを設定 
【開催場所】 軽井沢プリンスホテル ウエスト 
【参加人数】 180 名程度（2017 年は 173 名） 
【プログラム】裏面参照 

・本年は、ラウンドテーブルのテーマに関連したショート講

演を充実。ラウンドテーブルは 2 日目に開催し、ディスカ

ッション参加者とオブザーバー（傍聴者）の選択式とする。 
 

  

コテージ（宿泊） 

コーヒーブレーク 懇親パーティ 

オプションプログラム(当日実施) コテージセッション 

JATES 
Since 1966 

技術経営会議 

ナイトセッション 

参加受付中 
締切日 8 月 8 日（水） 

   ●2018 年参加費 役員クラス 部課長クラス 

技術経営会議 会員会社 TM 会員 70,000 30,000 
技術経営会議 専門委員会参加会社 
（技術経営会議会員会社以外） 70,000 40,000 

JATES 会員会社※ JATES 個人会員 
（技術経営会議会員会社以外） 80,000 50,000 

JATES 会員外※ 120,000 80,000 

※ 会員代表者からの無料招待制度あり 
 

特別講演 

ラウンドテーブル 



 

 

               ２０１８年 第８９回本会議（軽井沢）プログラム 

統一テーマ:『AI/IoT/ビッグデータの社会実装』   於：軽井沢プリンスホテル ウエスト 

プレプログラム  （講演会以外は別途参加費有り） 
９月８日(土) 時間 内         容 

10：13～ 300 分 ■交流ゴルフ  於：軽井沢 72 ゴルフ 東コース（入山） 
17：30～19：30 120 分 ■ディナーミーティング 

９月９日（日） 時間 内         容 
9:24～12：00 156 分 ■ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ ゴルフ 於：晴山ゴルフ場 （9H 手引き、クラブ 5 本競技） 

10：00～12：00 120 分 ■ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ テニス 於：軽井沢 PH テニスコート （9/10 15:00～も有り） 
10：20～12：00 100 分 ■ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 講演会 （演題は軽井沢関連）     於：軽井沢 PH ｳｴｽﾄ 

本会議 
９月９日（日） 時間 内         容 

12：00～13：00 60 分 
■技術経営会議審議（昼食含む）  
 ・本会議審議（会員代表者のみ参加）  
 ・臨時運営委員会審議（次期運営委員） 

13：00～13：10 10 分 
■開会挨拶及び審議結果報告 
  技術経営会議 遠藤信博議長 

13：10～14：30 80 分 
■特別講演１                       ラウンドテーブル①のテーマ 
  演題：AI/IoT/ビッグデータ社会の不確実性とリスク 
  講師：舩曵 真一郎氏 三井住友海上火災保険㈱ 取締役 専務執行役員 

14：30～14：55 25 分 
■専門委員会報告 1                   ラウンドテーブル②のテーマ 
  演題：働き方改革－生産性向上とﾜｰｸﾊﾞﾗﾝｽ 専門委員会報告 
  委員長：舩橋 哲也氏 NTT コミュニケーションズ㈱ 代表取締役副社長（前職） 

14：55～15：20 25 分 
■専門委員会報告２                   ラウンドテーブル③のテーマ 
  演題：データ利活用とサービスイノベーション専門委員会報告 
  委員長：滝 久雄氏 ㈱ぐるなび 代表取締役会長 CEO・創業者 

15：20～15：50 30 分                   ■コーヒーブレイク 

15：50～16：20 30 分 
■ショート講演１                      ラウンドテーブル④のテーマ 
  演題：AI で豊かな社会を築く 
  講師：榊原 彰氏 日本マイクロソフト㈱執行役員 最高技術責任者 

16：20～16：50 30 分 
■ショート講演２                     ラウンドテーブル⑤のテーマ 
  演題：ブロックチェーンと組織 
  講師：高木 聡一郎氏  国際大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ 教授 

16：50～17：20 30 分 
■ショート講演３                      ラウンドテーブル⑥のテーマ 
  演題：オープンイノベーション時代のスタートアップとの協調 
  講師：中垣 徹二郎氏 DRAPER NEXUS VENTURES Managing Director 

17：20～17：50 30 分 
■ショート講演４                      ラウンドテーブル⑦のテーマ 
  演題：地球目線でみた SDGs の深層と未来への課題 
  講師：竹村 眞一氏 京都造形芸術大学教授 

17：50～18：00 10 分                   ■休憩 
18：00～19：30 90 分 ■交流パーティ            
19：30～21：00  90 分 ■ナイトセッション  （自由参加） 
21:00～  ■コテージセッション（自由参加） 
９月１０日（月） 時間 内         容 
6：30～ 8：40 適宜                   ■朝食 

8：40～10：00 80 分 
■特別講演２                         
  演題：グローバリゼーションへの対応/産業界の課題(仮) 
  講師：宮本 雄二氏 宮本アジア研究所代表、元在中国特命全権大使 

10：00～10：20 20 分                   ■コーヒーブレイク  

10：20～11：50 90 分 
■特別セッション ラウンドテーブル討論                            
  テーブル① ～ テーブル⑦   

11：50～12：40 50 分                   ■昼食 

12：40～14：00 80 分 
■特別講演３                      
  演題：医療ヘルスケアを変革する仮想現実 VR の最前線 
  講師：杉本 真樹氏 HoloEyes㈱ 取締役 COO 

14：00～14：10 10 分                   ■休憩 

14：10～15：00 50 分 
■ラウンドテーブル報告と総括 
  報告：モデレーター各位 
  総括：遠藤 信博 議長 

15：00                     ■閉会(現地解散)  

 



 

 
●ラウンドテーブル詳細（案） 

1 

テーマ AI/IoT/ビッグデータ社会の不確実性とリスク 
AI/IoT/ビッグデータ社会においてまた地球環境変動から、不確実性とリスクの性格が変化している。前日の、
保険ビジネスの立場から社会の将来像を語って頂いたご講演をさらに掘り下げ、来たる社会におけるビジネス
やビジネスモデルの変化、それをヘッジしサポートする仕組みなどについて討議を行う。 
モデレーター 石戸 利典氏 ㈱ＩＨＩ エグゼクティブ・フェロー  
プレゼンター 舩曵 真一郎氏 三井住友海上火災保険㈱ 取締役 専務執行役員 

アドバイザー 
天野 玲子氏 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 審議役 
関口 和一氏 ㈱日本経済新聞社 編集委員 

2 

テーマ 働き方改革（社会）への実装 （専門委員会報告より） 
働き方改革専門委員会ではこの 1 年半多様な立場からの講演や現場見学を行い、産業界の課題を抽出して
きた。その取りまとめにあたる場として、産業界として成長や競争力向上に資する働き方改革の方向性や政策
を含めたそのための環境整備について討議を行う。 
モデレーター 藤嶋 久氏 NTT コミュニケーションズ㈱ 経営企画部 事業戦略部門 部門長 
プレゼンター 舩橋 哲也氏 NTT コミュニケーションズ㈱ 代表取締役副社長（前職） 

アドバイザー 
梶原 ゆみ子氏 CSTI 議員、富士通㈱常務理事 
星野 岳穂氏 経済産業省 大臣官房原子力事故災害対処審議官 

3 

テーマ データ利活用（社会）への実装 （専門委員会報告より） 
これまで 2 年以上に及ぶ調査研究専門委員会の成果を取りまとめるべく、わが国におけるデータ利活用推進
方策、産業界および個人の意識変革、そのためのインフラ整備、教育、政策への期待、国際動向等について
の議論を行う。 

モデレーター 若目田 光生氏 
日本電気㈱ ビジネスイノベーション統括ユニット主席主幹 兼 データ流
通戦略室長 

プレゼンター 滝 久雄氏 ㈱ぐるなび 代表取締役会長 CEO・創業者 

アドバイザー 
澤谷 由里子氏 名古屋商科大学 ビジネススクール マネジメント研究科 教授 
久間 和生氏 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 理事長 
吉田 宏平氏 内閣官房 参事官 

4 

テーマ AI での豊かな社会 
パッケージや API で AI が身近に利用できるようになり、ビジネスにとどまらず生活、教育、福祉、健康・医療な
どへの浸透が期待される。そのような AI 実装下でのライフスタイル、個人のキャリア、企業のビヘイビアについ
て豊かな社会を目指し課題を含め幅広く討議する。 
モデレーター 西田 直人氏 ㈱東芝 特別嘱託 
プレゼンター 榊原 彰氏 日本マイクロソフト㈱ 執行役員 最高技術責任者 

アドバイザー 
岡村 直子氏 文部科学省 大臣官房 政策課長 
松岡 建志氏 経済産業省 産業技術環境局技術振興・大学連携推進課長（依頼中） 
中西 崇文氏 武蔵野大学 工学部 数理工学科 准教授 

5 

テーマ ブロックチェーンと組織 
ブロックチェーン技術はひとつのインターネット・インフラとして広い応用が見込まれている。その技術の内容、
プレイヤー、環境整備等について高木氏のプレゼンをもとに討議を行う。各個別業界の展望、企業や個人の
想定される変貌、行政のあり方などを探る。 
モデレーター 佐相 秀幸氏 ㈱富士通研究所 シニアフェロー 
プレゼンター 高木 聡一郎氏 国際大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ 教授 

アドバイザー 
坂下 鈴鹿氏 文部科学省 研究振興局 参事官(情報担当)付 計算科学技術推進室長 
鈴木 茂樹氏 総務省 総務審議官 

6 

テーマ オープンイノベーション時代のスタートアップとの協調 
オープンイノベーションは今日のようなマウスイヤー時代においてその意義は一段と大きくなっている。既成の
企業にとってもイノベーション指向ではその取り入れが不可欠であるが、連携先となるベンチャー企業は独自
の戦略を持つところが多く、従来からの下請的発想は通用しない。スタートアップを長年見て来られた中垣氏を
囲み、またアドバイザーの方々を交えて討議を行う。 
モデレーター 山上 伸氏 東京ガス㈱ アドバイザー 

プレゼンター 中垣 徹二郎氏 DRAPER NEXUS VENTURES Managing Director 

アドバイザー 
高木 美香氏 経済産業省 コンテンツ産業課長 
渡邉 政嘉氏 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO )理事 

7 

テーマ 地球目線でみた SDGs の深層と未来への課題 
SDGs は途上国、先進国を問わず求められる共通的な価値観となりつつある。サステナビリティは大きな次元か
ら現実のビジネスや生活に至るまで多様な問題を内包している。一方で地球規模での変動は、ミクロの個人生
活や企業活動にも多大な影響を及ぼすようにもなっている。地球目線での竹村教授のプレゼンをふまえて、こ
の時代における未来へ向けた課題について今日次元で討議を行う。 
モデレーター 梶田 直揮氏 ㈱大林組 常務執行役員 技術本部本部長 
プレゼンター 竹村 眞一氏 京都造形芸術大学 創造学習センター 教授 

アドバイザー 
白木澤 佳子氏 国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) 理事 
田辺 孝二氏 東京工業大学特任教授 

 



 

技術経営会議 本会議講演内容 
 

●第 8７回 夏の本会議 （2017 年 9 月 10 日～11 日 

於：軽井沢プリンスホテル） 

統一テーマ ： 「未来の産業創造と社会変革」 

 

■第１日目 

【特別講演 1】 

演題：豊かな未来を切り拓く NTT R&D のコ・イノベーション 

講師：日本電信電話㈱代表取締役副社長 篠原弘道氏                      

【ラウンドテーブル事前講演】 

 ７つのテーマ プレゼンターによる講演                     

【ラウンドテーブル討論】 

・テーブル 1 （矢野和男氏 ㈱日立製作所） 

『未来の AI・IoT・ビッグデータ社会における経営』 

・テーブル 2 （飯田留美氏 デンマーク大使館） 

『健康・医療情報データベース活用における課題』 

・テーブル 3 （清瀬一善氏 ㈱リクルートホールディングス） 

『働き方改革、ダイバーシティ推進に向けた 

AI・IoT・ビッグデータ活用』 

・テーブル４ （久世和資氏 日本ＩＢＭ㈱） 

『AI・IoT・ビッグデータ社会における製品・サービス戦略』  

・テーブル 5 （高橋俊哉氏 三菱電機㈱） 

『AI・IoT・ビッグデータ社会におけるプラットフォーム戦略』

 ・テーブル 6 （若目田光生氏 日本電気㈱） 

『AI・IoT・ビッグデータ社会におけるデータ利活用』 

・テーブル 7 （原克彦氏 文部科学省） 

『AI・IoT・ビッグデータ社会へ向けた人材育成』 

【懇親パーティ】 

【ナイトセッション】 ワイン・日本酒ブラインドコンテスト 

【コテージセッション】 

 

■第２日目 

【ラウンドテーブル実施報告】 

（初日のラウンドテーブル討論を受けて） 

【特別講演 2】 

演題：コグニティブによるビジネスと社会の変革 

講師：日本ＩＢＭ㈱ 最高技術責任者 久世和資氏 

【専門委員会報告】 

  演題：健康長寿社会とイノベーション専門委員会報告 

委員長：谷口元氏（株式会社竹中工務店） 

【特別講演 3】 

 演題：消費者目線のモノづくり、コトづくり 

 講師：コーセー株式会社 常勤監査役 荒金久美氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第 85 回 夏の本会議 （2016 年 9 月 11 日～12 日 

於：軽井沢プリンスホテル） 

統一テーマ ： 「オープンイノベーションと 

その実践に向けて」 

■第１日目 

【特別講演 1】 

演題：『科学技術の役割と産業界への期待』 

講師：橋本 和仁氏 国立研究開発法人物質・材料研

究機構理事長、東京大学総長特別参与・教授                     

【特別講演 2】 

 演題：『人工知能研究の最近の動向と今後の展望』 

講師：杉山 将氏 国立研究開発法人理化学研究所革

新知能統合研究センター長、東京大学教授                    

【ラウンドテーブル討論 2016】 

・テーブル 1 

『科学技術イノベーションの実践と産業界への期待』 

・テーブル 2 

『2020and beyond に向けて今取り組むべき課題』 

・テーブル 3： 

『次世代の科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ人材育成・女性活躍推

進』 

・テーブル４： 

『稼ぐ力を高める今後の技術経営』  

・テーブル 5： 

『オープンイノベーションと新ビジネス創出』  

【懇親パーティ】 

【ナイトセッション】 ワインブラインドコンテスト 

【コテージセッション】 

 

■第２日目 

【早朝パネル討論】 

テーマ：『オープンイノベーションとその実践に向けて

（昨日のラウンドテーブル討論を受けて）』 

【特別講演 3】 

演題：『Robot of Everything～人が運転するあらゆる機

械にロボット技術を～』  

  講師：谷口 恒氏 ㈱ZMP 代表取締役社長  

【特別講演 4】 

  演題：『イノベーション創出のための官・民・学のあり方～

IoT、AI の活用による新たな社会価値創造に向けて』 

講師 ： 遠藤信博 氏 日本電気㈱代表取締役会長 

【特別講演 5】 

  演題：『ｵｰﾌﾟﾝイノベーションと若手・女性への期待』  

  講師：吉田 晴乃氏 BT ジャパン㈱代表取締役社長 

 

 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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