
技術経営会議 本会議 （夏：軽井沢） 
開催日：2020/9/（12）13、14 

 

技術経営会議の９月の本会議は初秋の軽井沢で１泊２日間にわたって 

集中的に統一テーマについて有識者・メンバーの講演や全員参加のラ 

ウンドテーブル形式で議論を行う。 

同時に、産・官・学の幅広い参加者との貴重な交流機会でもある。 

【開催日】 2020年 9月 13 日(日)～14日(月)に開催（１泊２日間） 

・プレプログラム（テニス(13、14日)、ゴルフ(12日）ほか 

        ※今年はCovid-19 の影響を踏まえ現地参加人数を絞り、 

         Web 会議方式を併用(ハイブリッド型)で開催 

【開催場所】 軽井沢プリンスホテルウエスト 

【参加人数】 現地参加 100 名程度＋Webリモート参加 

（2019年は現地参加 221名） 

【プログラム】（次頁参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ラウンドテーブル討論 全員参加。２０名程度で１テーブル。 

・プレ＆ポストプログラム ゴルフ(12日)（テニス(13、14日)、 

                  ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 講演会（13日）、トワイライト 講演会（13日） 

 

      

ラウンドテーブル 

コテージ（宿泊） 

コーヒーブレイク 

プレ・ポストプログラム（ゴルフ） 

JATES 
Since 1966 

技術経営会議 

特別講演 

■特別講演１ 

  講師：上山 隆大氏  CSTI議員・政策研究大学院大学客員教授 

■特別講演２ 講師： 小柴 満信氏  JSR㈱ 取締役会長 

■特別講演３ 講師： 山極 壽一氏  京都大学 総長 

■特別講演４                  

  講師： 進藤 奈邦子氏  世界保健機関 (WHO) 本部グローバルイン

フルエンザプログラム・メディカルオフィサー (web参加) 

■特別講演５ 講師： 斎藤 保 氏 ㈱IHI 相談役 

■特別講演６                      

  講師： 蒲谷 直子氏  ＬＶＭＨ ｳｫｯﾁ･ｼﾞｭｴﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ショーﾒ ﾃﾞｨｳﾞｲｼﾞｮﾝ 

                      取締役ジェネラルマネージャー 

■ラウンドテーブル講演１    

  講師： 森川 博之氏 東京大学・大学院教授 
■ラウンドテーブル講演２    
  講師： 後藤 奈美氏 (独法)酒類総合研究所 理事長 

岩下 和裕氏    〃      成分解析研究部門 部門長 

■専門委員会報告 

  「デジタル変革による新サービス創造専門委員会」 

   「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」 

 ●2020 年現地参加費 役員クラス 部課長クラス 

技術経営会議 会員会社 80,000 40,000 

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） 

90,000 50,000 

JATES会員会社 
（技術経営会議会員会社以外） 

120,000 60,000 

JATES会員外 150,000 100,000 

 
※Ｗｅｂ参加費は技術経営会議会員会社 15,000 円 技経会以外 30,000 円 
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http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/PreTennis.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/PreLecture.pdf


2020年度 第 93回技術経営会議夏の本会議（軽井沢）プログラム 

統一テーマ:『デジタル変革時代のリーダーシップ』  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 12日（土） 時間 内         容 

10:00～16: 00 360分 ■コミュニケーション・ミーティング（懇親ゴルフ）於：軽井沢７２ゴルフ場北コース 

9月 13日（日） 時間 内  容  

9:00～10：30 90分 
 

■ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ 講演会      諸事情により中止 

9:00～10：30 90分 ■ｱｰﾘｰﾊﾞｰﾄﾞ テニス     於：軽井沢 PH テニスコート （9/14 15:00～も有り） 

18：40～19：20 40分 ■トワイライト 講演会  「経営者のプレゼンス～エグゼクティブの見せ方～」   渡邉華織氏 

本会議                                    国際会議場 「長野」   技術経営会議審議 「桜」 

9月 13日（日） 時間 内         容 

10：20～11：00 40分 
◇技術経営会議審議  
 ・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）    会場 「桜」 

11：00～11：10 10分 ■開会挨拶及び審議結果報告  技術経営会議 旧・新議長挨拶 

11:10～12:10 60分 
■特別講演 1                          
 演題：「ポストコロナ時代における「科学技術・イノベーション基本計画」について」 
 講師：上山 隆大 氏  CSTI議員・政策研究大学院大学客員教授 

12:10～12:50 40分 〇昼食 

12：50～13：50 60分 
■特別講演２                          
  演題： 「真のデジタル革命を勝ち抜く」 
  講師： 小柴 満信氏  JSR㈱ 取締役会長 

13：50～14：50 60分 
■特別講演 3                          
  演題： 「コミュニケーションの進化とコロナ後の社会」 
  講師： 山極 壽一氏  京都大学 総長 

14：50～15：20 30分 
■専門委員会報告１ 
  「デジタル変革による新サービス創造専門委員会」  
委員長：杉浦博明氏 三菱電機㈱役員技監 

15:20～15:40 20分 〇コーヒーブレーク 

15:40～16：10 30分 
■専門委員会報告 2 
  「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」 
委員長：澁谷直樹氏 日本電信電話㈱代表取締役副社長 

16：10～16：50 40分 
■ラウンドテーブル講演１ 
  演題： 「データ・ドリブン・エコノミーとスマートソサエティ」 
  講師： 森川 博之氏 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

16：50～17：50 ６0分 

■ラウンドテーブル講演２ 
  演題： 「日本の酒造り～これまでとこれから～」 
  講師： 後藤 奈美氏 (独法)酒類総合研究所 理事長 

岩下 和裕氏    〃      成分解析研究部門 部門長 

17：50～18：40 60分 
■特別講演４ （Web講演）                 
  演題： 「WHOから見る COVID-19」 
  講師：進藤 奈邦子氏  WHO  グローバルインフルエンザプログラム・メディカルオフィサー 

18:40～19:30 50分            ■休憩（トワイライト講演）                         会場 「さくらそう」 

19:30～21：30 120分 〇食事会                                              会場 「浅間」 

9月 14日（月） 時間 内         容 

6：30～ 8：30 適宜 ■朝食                                               専用会場「 「桜」 

8：30～ 9：30 ６0分 
■特別講演５ 
  演題： 「社会・産業基盤を支える『ものづくり』のイノベーションとデジタル変革」 
  講師： 斎藤 保 氏 ㈱IHI 相談役 

9：30～ 9：50 20分                   ■コーヒーブレイク  

9：50～11：50 120分 
■特別セッション ラウンドテーブル討論          テーブル①(さくらそう) テーブル②(千曲 B) 
                      テーブル③(千曲 A) テーブル④(千曲C)テーブル⑤(すずらん)   

11：50～12：40 50分            ■昼食                                    専用会場「 「桜」 

12：40～13：40 ６0分 
■特別講演６                      
  演題： 「エレガンスとリーダーシップ」 
  講師： 蒲谷 直子氏  LVMHジャパン㈱ショーメ Div. 取締役GM 

13：40～14：30 50分 ■ラウンドテーブル報告  グラフィックレコーダー展示・見学 

14：30～15：00 30分 ■総括  総括：遠藤 信博 会長（30分） 

15：00                    ■閉会(現地解散)  

http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/Prepro3.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/%E3%83%88%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E8%AC%9B%E6%BC%94.pdf


●ラウンドテーブル詳細 

1 

テーマ 『ものづくり』のイノベーションとデジタル変革 

社会基盤・産業基盤を支える「ものづくり」においては，生産性を高めるエンジニアリングイノベーションと同時に，製造から機能維持の

すべての段階を「新しいカタチ」に変革させることが必要となる。「ものづくり」におけるこれまでのイノベーションと，「新しいカタチ」の実現

に必要な企業としてのダイナミックケイパビリティと，どのようなデジタル変革が期待されるかについて議論する。 

モデレーター 西田 直人氏 ㈱東芝 特別嘱託(元 執行役専務） 

プレゼンター 斎藤 保氏 ㈱IHI 相談役 

アドバイザー 

五道 仁実氏 内閣審議官 国土強靱化推進室次長 

渡辺 その子 内閣審議官 健康・医療戦略室 次長 

萩原 崇弘 産業技術環境局・大臣官房審議官（産業技術環境局担当） 

軽部 大氏 一橋大学 イノベーション研究センター 教授 

2 

テーマ デジタル変革時代の新サービス創造 

COVID-19は世界的にデジタル変革を加速させた。2年間にわたり 20回の委員会を通じて議論した「デジタル変革による新サービス

創造専門委員会」のまとめに加え、わが国として目指すべきデジタル時代のサービスイノベーションについて議論を行い、提言（案）の元

になる議論を行う。 

モデレーター 杉浦 博明氏 三菱電機㈱ 開発本部 役員技監 

アドバイザー 

田辺 孝二 氏 東京工業大学 名誉教授 

高木 聡一郎氏 東京大学 大学院情報学環 准教授〔Web リモート参加〕 

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 博士（学術） 

3 

テーマ 宇宙分野での競争力強化 

本年策定された政府の新「宇宙基本計画」では宇宙開発をめぐる最近の世界パラダイム転換が盛り込まれている。これを受けてわが

国が目指すべき宇宙分野での役割、研究開発や事業化推進策について議論を行い、産業界へ向けた提言（案）を検討する。 

モデレーター 竹内 規晃氏 東日本電信電話㈱ 経営企画部 中期経営戦略推進室 室長 

アドバイザー 

松尾 剛彦氏 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局長 

石田 真康氏 （一社）SPACETIDE 代表理事兼CEO／A.T.カーニー㈱ プリンシパル〔ﾘﾓｰﾄ〕 

岩本 裕之氏 JAXA 新事業促進部長 

廣瀬 史子氏 JAXA 研究開発部門第一研究ユニット 

鈴木 一人氏 北海道大学大学院公共政策大学院 教授〔Web リモート参加〕 

4 

テーマ 日本版スマートソサエティ（シティ） 

ポスト COVID-19を見据えたスマートシティへの関心が高まっている。政府・自治体・企業による実証実験にとどまっているスマートシ

ティの現状を踏まえ、Society 5.0を見据えた日本における人間中心の持続可能なスマートソサエティ（シティ）のモデルを模索する。 

モデレーター 福田 孝晴氏 鹿島建設㈱ 常務執行役員 技術研究所長 

アドバイザー 

榊 真一氏 

 

国土交通省 都市局長 

栗野 盛光氏 慶應義塾大学経済学部教授 

吉田 力 氏 日本経済新聞社編集局企業報道部次長 

5 

テーマ ダイバーシティ志向リーダーシップ 

イノベーション推進のためには種々のダイバーシティが必須であると数年来強調されている。現在のその状況を振り返り、改めてデジ

タル変革時代におけるダイバーシティリーダーシップについて議論を行う。 

モデレーター 池澤 克哉 横河電機㈱ ＩＡ プロダクト＆サービス事業本部 副本部長 

プレゼンター 後藤 奈美氏 (独法)酒類総合研究所 理事長 

アドバイザー 

関口 和一氏 ㈱ＭＭ総研 代表取締役所長 

蒲谷 直子氏 LVMH ｳｵｯﾁｼﾞｭｴﾘｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ｼｮｰﾒﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ 取締役 ｼﾞｪﾈﾗﾙ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

岩下 和裕氏 (独法)酒類総合研究所 成分解析研究部門 部門長 



技術経営会議 最近の本会議講演内容 
●第 91回 夏の本会議 
 2019 年 9 月 13日～14 日 

 軽井沢プリンスホテル 
テーマ ：「デジタル変革時代における 

人間中心の価値創造」 
 

■第１日目 

【特別講演 1】 

   「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 

【特別講演２】 
 「 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 

【特別講演３】 
「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                     

【ショート講演１】 

「シェアサイクルの実状と今後の方向性」 

講師： 堀 清敬氏  

㈱ドコモ・バイクシェア 代表取締役社長 

【ショート講演２】 
「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㈱ 代表取締役社長 

【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 

【ショート講演３】 

「 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 

【ショート講演４】 
「宇宙ビジネスの新潮流」 

講師： 石田 真康氏 A.T.ｶｰﾆｰ ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ、

SPACETIDE 代表理事兼 CEO 

【ラウンドテーブル討論】 

  テーブル① ～ テーブル⑦ 

【特別講演４】 

   「 地球を旅する」 

 講師： 石川 直樹氏 写真家 

【ラウンドテーブル報告と総括】 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第 89回 夏の本会議 
2018年 9月 9～10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】 

 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）  

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】 

 「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 

「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 

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 

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】 

 

 

 

 

 

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、竹内、森田 
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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http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/101_%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0%282019%E6%8A%9C%E3%81%8D%E5%88%B7%E3%82%8A%29.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/101_%E5%A4%8F%E3%81%AE%E6%9C%AC%E4%BC%9A%E8%AD%B0%282019%E6%8A%9C%E3%81%8D%E5%88%B7%E3%82%8A%29.pdf
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