
 

技術経営会議 本会議 （夏：軽井沢） 
開催日：2019/9/13、14、（15） 

 

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。 

 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。  

【開催時期】 例年 9 月上旬の週末か週初め（１泊２日間） 

       2019 年は、9 月 13 日(金)PM～14 日(土)に開催 

【開催場所】 軽井沢プリンスホテル ウエスト 

【参加人数】 200 名程度（2018 年は 205 名） 

【プログラム】 

・特別講演  ３～５講演程度。産・官・学界の一人者及び、 

著名な女性のご講演など                       

・ラウンドテーブル討論 全員参加。２５名程度で１テーブル。 

 2019 年も 7 テーブル 

・懇親パーティ／ナイトセッション／コテージセッション 

・プレ＆ポストプログラム（テニス(13、14 日)、ゴルフ(13 日 AM、15 日)） 

 

 

      

ラウンドテーブル 

コテージ（宿泊） 

コーヒーブレイク 懇親パーティ 

プレ・ポストプログラム コテージセッション 

JATES 
Since 1966 

技術経営会議 

特別講演 

ナイトセッション 

参 加 受 付 開 始 
締切日 8 月 7日 

●2019 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、会友、TM 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） 

80,000 40,000 

JATES 会員［法人会員、個人会員］ 
（技術経営会議会員会社以外） 

90,000 50,000 

JATES 会員外 120,000 80,000 

 



           ２０１９年 第９１回本会議（軽井沢）プログラム 

統一テーマ:   『デジタル変革時代における人間中心の価値創造』 

プレプログラム  （別途参加費あり）               ◆印は自由参加 
９月１３日（金） 時間 内         容 
8:40～11: 30 170分 ◆交流ゴルフ 於：晴山ゴルフ場 （9H手引き、クラブ 6本競技） 

10：00～12：00 120分 ◆交流テニス 於：軽井沢 PH テニスコート  

本会議 
９月 13 日（金） 時間 内         容 

12：00～12：50 50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 

13：10～14：１5 65分 
■特別講演１                  ラウンドテーブル①のテーマ 
  演題： 人生をより豊かに生きる 
  講師： 塩沼 亮潤氏 福聚山慈眼寺住職 大阿闍梨 

14：15～15：20 65分 
■特別講演 2                   ラウンドテーブル②のテーマ 
  演題： デジタル変革時代における全人教育～リベラルアーツ～の重要性～ 
  講師： 鈴木 典比古氏  国際教養大学 学長 

15：20～15：45 25分                   ■コーヒーブレイク 

15：45～16：50 65分 
■特別講演 3                   ラウンドテーブル③のテーマ 
  演題： グローバル視線での日本の強み・弱み 
  講師： 正宗エリザベス氏 ㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役 

16：50～17：20 30分 
■ショート講演 1                 ラウンドテーブル④のテーマ 
  演題： シェアサイクルの実状と今後の方向性 
  講師： 堀 清敬氏 株式会社ドコモ・バイクシェア 代表取締役社長 

17：20～17：50 30分 
■ショート講演 2                 ラウンドテーブル⑤のテーマ 
  演題： 世界と戦う強い企業のつくりかた 
  講師： 北野 譲治氏  イ-パ-セル株式会社 代表取締役社長 

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） ブラインドコンテストなど 
21:00～  ◆コテージセッション（自由参加） 
９月１４日（土） 時間 内         容 
6：30～ 7：40 70分 ◆歩行禅 塩沼 亮潤氏 福聚山慈眼寺住職 （自由参加） 
6：30～ 8：40 適宜                   ■朝食 

8：40～ 9：10 30分 
■ショート講演３                 ラウンドテーブル⑥のテーマ 
  演題： デジタル変革時代のデザイン経営 
  講師： 田川 欣哉氏 ㈱Takram 代表取締役 

9：10～ 9：40 30分 
■ショート講演４                 ラウンドテーブル⑦のテーマ 
  演題： 宇宙ビジネスの新潮流 
  講師： 石田 真康氏  A.T.カーニー プリンシパル 

9：40～10：00 20分                   ■コーヒーブレイク  

10：00～12：05 125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   

12：05～12：55 50分                   ■昼食 

12：55～14：00 65分 
■特別講演 4                      
  演題： 地球を旅する 
  講師： 石川 直樹氏 写真家 

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)  

ポストプログラム  （講演会以外は別途参加費あり） 
９月１4 日(土) 時間 内         容 

15：10～17：10 120分 ◆交流テニス     於：軽井沢 PH テニスコート  
15：10～17：10 120分 ◆女子会       於：軽井沢 PH   
９月１５日(日) 時間 内         容 
8:00～ 360分 ◆交流ゴルフ   於：軽井沢 72ゴルフ 北コース  

講師決定 

石川 直樹氏 

塩沼 亮潤氏 

鈴木 典比古氏 

正宗エリザベス氏 

石田 真康氏 

田川 欣哉氏 

北野 譲治氏 

堀 清敬氏 

http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/PreGolf.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/PreTennis.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/PreTennis.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/PreGolf.pdf


●ラウンドテーブル詳細 

1 

テーマ 人とＡＩ、そして社会 
AI/IoT/ビックデータ時代を迎え、「人生をより豊かに生きる」ために意識すべきことは何か？ 
加速度的な技術進化と激変する世界の中でこれから私たちが創りあげていくべき社会について議論する。 
モデレーター 江村 克己氏 日本電気㈱ 取締役 NECフェロー 
プレゼンター 塩沼 亮潤氏 福聚山慈眼寺住職 大峯千日回峰行大行満大阿闍梨 

アドバイザー 
  
  
  

2 

テーマ デジタル変革時代における人材開発 
デジタル変革時代になり、活躍する人材の在り方が変化している。また、教育のボーダーレス化、ダイバーシティ対
応の中で、人材開発/教育の重要性が問われている。産学連携も視野にいれ、広い範囲での人材育成/教育につ
いて議論する。 
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 鈴木 典比古氏   鈴木 典比古氏  国際教養大学 学長 

アドバイザー 
  
  
  

3 

テーマ グローバル視線での日本 
デジタル変革時代においてグローバルで日本の価値をどう創造できるか。グローバル視線での日本の強み・弱みを
認識し、今後の日本の価値創造について考え、議論する。 
 
モデレーター 笹尾 泰夫氏 アルプスアルパイン㈱ 常務取締役 コンポ―ネント事業担当兼技術本部長 
プレゼンター 正宗エリザベス氏  ㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役 

アドバイザー 
  
  
  

4 

テーマ  シェアリングビジネスの方向性 
デジタル変革時代では、所有から共有への時代になりつつある。その中で、シェアリングビジネスの方向性と役割に
ついて議論する。 
 
モデレーター 木谷 強氏 ㈱ＮＴＴデータ 取締役常務執行役員 
プレゼンター 堀 清敬氏 ㈱ドコモ・バイクシェア 代表取締役社長 

アドバイザー 
  
  
  

5 

テーマ 人間中心の事業開発 (スタートアップ)  
デジタル変革時代では、新たなスタートアップが多数出てくるだろう。日本ではスタートアップの成功が難しいケース
が多いが、人間中心の事業開発を行うことで、日本企業の活性化につながるスタートアップも増えるのではないか？
人間中心の事業開発とはなにかを議論する。 
モデレーター 北口 貴史氏 ㈱リコー 技術経営センター 所長 
プレゼンター 北野 譲治氏   イ-パ-セル㈱ 代表取締役社長 

アドバイザー 
  
  
  

6 

テーマ デザイン経営 
人間中心の社会では、デジタル変革による新サービスが必要である。デジタル変革による新サービス創造におい
て、「デザイン経営」の重要性は大きい。どうすれば人間中心社会で望まれる新サービス創造が出来るかを議論す
る。 
モデレーター 杉浦 博明氏 三菱電機㈱開発本部 役員技監 
プレゼンター 田川 欣哉氏 ㈱Takram 代表取締役 

アドバイザー 
田辺 孝二氏  東京工業大学 環境・社会理工学院 特任教授 
高木 聡一郎氏 東京大学 大学院情報学環・学際情報学府 准教授 
  

7 

テーマ 宇宙ビジネスへの期待 
アポロ月着陸から 50年を迎え、宇宙産業にも新たな潮流があらわれてきた。宇宙産業に関する取り組みが活発にな
る中、宇宙産業がもたらす未来へのインパクトと日本における宇宙ビジネスの広がりへの期待について議論する。 
モデレーター 澁谷 直樹氏 東日本電信電話㈱ 代表取締役副社長 ビジネス開発本部長 
プレゼンター 石田 真康氏 A.T.カーニー プリンシパル 

アドバイザー 
徳弘 雅世氏 経済産業省 製造産業局国際プラント・インフラシステム推進室室長補佐 
  
  

アドバイザー等依頼中 



技術経営会議 本会議講演内容 
●第 89 回 夏の本会議 

 2018 年 9 月 9 日～10 日 

 軽井沢プリンスホテル 

テーマ ： 

「AI/IoT/ビッグデータの社会実装」 

 

■第１日目 

【特別講演 1】 

「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                      

【専門委員会報告】 

① 働き方改革－生産性向上とﾜｰｸﾊﾞﾗﾝｽ 専門委員会 

 委員長：舩橋哲也氏㈱協和エクシオ代表取締役副社長

（前 NTT コミュニケーションズ 代表取締役副社長）  

② データ利活用とサービスイノベーション専門委員会 

 委員長：滝久雄氏 ㈱ぐるなび 代表取締役会長 

ＣEO・創業者  

【ショート講演】 

① 「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ＣＴＯ 

② 「ブロックチェーンと組織」 

  講師：高木 聡一郎氏  国際大学 GLOCOM 教授 

③ 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 

④ 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 

【交流パーティ】 

【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 

【特別講演２】 

「グローバリゼーションへの対応/産業界の課題」) 

  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 

【ラウンドテーブル討論】 

  テーブル① ～ テーブル⑦ 

【特別講演３】 

「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、 

東京大学先端科学技術研究センター客員研究員 

【ラウンドテーブル報告と総括】 

 

 

 

 

 

 

 

●第 8７回 夏の本会議 

 2017 年 9 月 10 日～11 日 

 軽井沢プリンスホテル 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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) 大内,鈴木,西森,竹内 
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 

JATES 
Since 1966 

技術経営会議 

89回 概要 87回 概要 

2019-06-25 版 

http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/101_%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0%282018%E6%8A%9C%E3%81%8D%E5%88%B7%E3%82%8A%29.pdf
https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=1&b1=1&b2=1
https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=1&b1=1&b2=1
https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=1&b1=1&b2=1
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https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=2&b1=1&b2=1
https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=2&b1=1&b2=2
https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=2&b1=1&b2=2
https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=2&b1=1&b2=3
https://gw.jates.or.jp/journal/dl1.php?kbn=技術と経済&y=2019&m=2&b1=1&b2=3
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