技術経営会議
●目 的

1974 年 10 月設立され、産業界における技術・経営的諸課題の解明とその対策、経営リーダーの
人材育成、経営トップ層の相互交流と情報交換を行う場を運営し、技術と経営に関する諸課題につ
いて情報収集、意見交換ならびに調査・研究ならびに発信活動を行ってきている。会員の主体的な
活動・運営を基本としており現在、参加企業は 49 社（2019 年７月現在）である。

●運 営

・議
⾧:遠藤 信博 日本電気株式会社 代表取締役会⾧
・副 議 ⾧:谷口 元
株式会社竹中工務店 常務執行役員
澁谷 直樹 東日本電信電話株式会社 代表取締役副社⾧ ビジネス開発本部⾧

会員代表者名簿
石戸 利典
㈱ＩＨＩ エグゼクティブフェロー
笹尾 泰夫
アルプスアルパイン㈱ 常務執行役員
飯田 和利
㈱エア・リキード・ラボラトリーズ 代表取締役社長
長山 和正
エーザイ㈱ 執行役 チーフストラテジーオフィサー
木崎 雅満
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 執行役員
高橋 常夫
㈱エヌエフ回路設計ブロック 代表取締役社長
菅原 英宗
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 代表取締役常務取締役
木谷 強
㈱ＮＴＴデータ 取締役常務執行役員
丸山 誠治
㈱ＮＴＴドコモ 代表取締役副社長
中村 公雄
㈱ＮＴＴファシリティーズ 代表取締役副社長
横山 勝
王子ホールディングス㈱イノベーション推進本部本部長
梶田 直揮
㈱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
横田 潔
福田 孝晴
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）
門田 浩次
後藤 清
㈱関電工 取締役会長
舩橋 哲也
㈱協和エクシオ 代表取締役社長
棚橋 佳子
クラリベイト・アナリティクス・ジャパン㈱ 代表取締役社長
滝 久雄
㈱ぐるなび 代表取締役会長 CEO・創業者
内田 義昭
KDDI㈱ 代表取締役執行役員副社長
市村 雄二
コニカミノルタ㈱ 執行役 事業開発本部長
松尾 直樹
サクサホールディングス㈱ 代表取締役社長
石川 裕
清水建設㈱ 専務執行役員 技術研究所長
佐藤 俊和
ジョルダン㈱ 代表取締役社長
細井 一茂
スリーエムジャパン㈱ 執行役員
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伊東 則昭
坂井 正善
川添 雄彦
宮部 義幸
澁谷 直樹
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 貴史

住友電気工業㈱ 専務取締役
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
㈱竹中工務店 常務執行役員
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㈱S-フロンティア部未来社会工学研究室長
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
東日本電信電話㈱ 代表取締役副社長
㈱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
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Since 1966
技術経営会議

●本 会 議
〇夏の本会議

（軽井沢開催）

【開催時期】 例年 9 月上旬の週末 or 週初め

（１泊２日間）

（2019 年は 9/13,14 開催）
【開催場所】 軽井沢プリンスホテルウエスト
【プログラム】
・特別講演
５講演程度
・ラウンドテーブル討論 全員参加
・交流パーティ
・ナイトセッション、コテージセッション
〇冬の本会議 （東京開催）
【開催時期】 例年２月（2020 年は 2/21 開催）
【開催場所】 如水会館（東京）
【プログラム】
・技術経営・イノベーション大賞表彰式
・本会議 審議
・特別講演など
・交流パーティ

●定例会／イノベーションシンポジウム
〇イノベーションシンポジウム（兼、定例会）

【開催時期】 例年 ６月上旬
13:00～17:00（2019 年は 6/4 開催）
【開催場所】 近年、
「日比谷コンベンションホール」
【プログラム】前年度の「技術経営・イノベーション賞」受賞会社の講演

〇定例会

【開催時期】 例年 １１月 13:00～17:00（2019 年は 11/25 開催）
【開催場所】 近年、
「日比谷コンベンションホール」
【プログラム】
・特別講演①:第一人者による講演
・メンバースピーチ:会員代表者による講演
・特別講演②:第一人者による講演

●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
・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。 会合後、懇親会にて会員相互の交流を図る

●キーパーソン研究会

・技術経営会議のキーパーソンは、会員代表者が推薦した会員各社の将来を担
う部課⾧クラスのメンバーで、キーパーソン研究会は各種の企画テーマにつ
いての調査研究、勉強会、現場見学、異業種交流などを行う。
・開催回数は年４回程度。会合後、懇親会にて会員相互の交流を図る

●専門委員会

・政策委員会
・日本の宇宙分野での競争力強化について考える専門委員会（2019 年 4 月設置）
・デジタル変革による新サービス創造専門委員会（2018 年 10 月設置）
・働き方改革 -生産性向上とワーク・ライフバランス-（2017 年 1 月設置、2017 年 9 月終了）
・技術経営・イノベーション大賞選考委員会

