
 

技術経営会議 本会議 （夏：軽井沢） 
統一テーマ決定！ 

『サステナビリティへの“挑戦” ～ 不確実性を越えて ～』 

地球環境の変化やパンデミックに伴う価値観の変化、地政学的リスクなど、予見が困難で不確実性の高い事象

が企業活動や社会生活に大きな影響を及ぼしている。不確実性は「リスク」として認識されるが、それを乗り越

え持続可能な社会をつくる過程では、様々な問題が議論され解決のための「挑戦」が繰り返されることでイノベ

ーションが起こり、まさに企業や社会が成長する「チャンス」となる。持続可能な未来に向け、挑戦を続けリス

クを乗り越えていくために、各界のキーパーソンを交え議論し考える場としたい。 
 

技術経営会議の 9 月の本会議は、初秋の軽井沢で 1 泊 2 日にわたり

会員と有識者が一堂に会し、統一テーマにまつわる議論を繰り広げる。

産・官・学の幅広い参加者との貴重な交流の機会である。 

【開催時期】 2022 年 9 月 9 日(金)～11 日(日) 
【開催場所】 軽井沢プリンスホテルウエスト＋Web リモート 
【参加人数】 220 名程度（2020 年度は 240 名） 
【プログラム】 

・特別講演 手嶋 龍一 氏（外交ジャーナリスト・作家） 
永田 暁彦 氏（㈱ユーグレナ 取締役 代表執行役員 CEO） 
内田 まほろ 氏（JR 東日本文化創造財団/キュレーター） 

・ラウンドテーブル講演(3 件)、専門委員会報告(2 件) 
・ラウンドテーブル討論 1 テーブル 30 名程度・5 テーブル 
・食事会 ／ ナイトセッション ／ トワイライト講演 
・プレ・ポストプログラム（テニス(9 日)、ゴルフ(11 日)） 

【お問合せ】 honkaigi@jates.or.jp 

  

JATES 
Since 1966 

技術経営会議 

ラウンドテーブル 

コテージ（宿泊） コーヒーブレイク 食事会 

特別講演 

●2022 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 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（法人･個人） 
（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 オプションプログラム(テニス＆ゴルフ) 

mailto:honkaigi@jates.or.jp


 

 

 

２０２２年 第９７回本会議（軽井沢）プログラム 

統一テーマ: 『サステナビリティへの“挑戦” ～ 不確実性を越えて ～』 

９月９日（金） 時間 内     容    ○は自由参加 

11：40～12：30 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）  
 ・運営委員会審議（次期運営委員） 

12：40～12：50 10 分 
■開会挨拶及び審議結果報告 
  技術経営会議 斎藤保 議長 

12：50～14：00 70 分 
■特別講演１ 

演題：「不確実性に挑むインテリジェンスの技とは ～現下の国際政局をいかに読み解くか～」 
講師：手嶋龍一氏（外交ジャーナリスト・作家） 

14：00～14：30 30 分 ■コーヒーブレイク 

14：30～15：10 40 分 
■専門委員会報告①                    ラウンドテーブル①のテーマ 

「地政学リスク変化対応」専門委員会             委員長：池澤克哉氏 

15：15～15：55 40 分 
■専門委員会報告②                    ラウンドテーブル②のテーマ 

「脱 CO2 社会の実現による経済成長と持続的発展を考える」専門委員会 
                                      委員長：菅原英宗氏 

15:55～16:00 5 分 ■休憩 

16：00～16：30 30 分 
■ラウンドテーブル講演①                  ラウンドテーブル③のテーマ 

演題：「企業のレジリエンス、地域のレジリエンス」 
講師：小野高宏氏（東京海上ホールディングス㈱ 経営企画部サステナビリティ室 参与） 

16：35～17：05 30 分 
■ラウンドテーブル講演②                  ラウンドテーブル④のテーマ 

演題：「量子技術の挑戦」（仮） 
講師：西原基夫氏（日本電気㈱ 取締役執行役員常務 兼 ＣＴＯ） 

17：10～17：40 30 分 
■ラウンドテーブル講演③                  ラウンドテーブル⑤のテーマ 

演題：「不確実性の時代における技術経営を考える」 
講師：北口貴史氏（㈱リコー 先端技術研究所 シニアマネジメント） 

17：40～18：30 50 分 
休憩 / 移動 （時間内に 「トワイライト講演」 開催） 

○トワイライト講演 （講師：蒲谷直子氏 / ショーメ･ジャパン 取締役社長） 

18：30～20：20 110 分 ■食事会（来賓挨拶、表彰式、利き酒等） 

20：30～21：30 60 分 ○ナイトセッション（ミニコンサート） 

９月１０日（土） 時間 内     容    ○は自由参加 

7：00～ 8：30 適宜 ■朝食 

8：30～ 9：40 70 分 
■特別講演２ 

演題：「サステナビリティ･ファースト ～いまと未来の幸せを考える～」 
講師：永田暁彦氏（株式会社ユーグレナ 取締役 代表執行役員 CEO） 

9：40～10：00 20 分 ■コーヒーブレイク 

10：00～12：00 120 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⑤  ≪詳細は次ページ参照≫ 

12：00～12：50 50 分 ■昼食 

12：50～14：00 70 分 

■特別講演３ 
演題：「□から○へと変わる世界、組織、技術」 
講師：内田まほろ氏（(一財)JR 東日本文化創造財団 

高輪ゲートウェイシティ（仮）文化創造棟準備室 室長/キュレーター） 

14：05～14：45 40 分 ■ラウンドテーブル内容紹介     グラフィックレコーダー投影 

14：45～15：00 15 分 
■総括 

総括：斎藤保 議長 

15:00  ■閉会(現地解散) 

プレ・ポストプログラム  （ゴルフは別途参加費あり） 

９月９日（金） 時間 内         容 

9：30～11：30 90 分 ○交流テニス  於：軽井沢 PH テニスコート 

９月１０日（土） 時間 内         容 

15：10～16：00 50 分 ○お茶会（コーヒー/紅茶 ＆ クッキー等）  於：Kurumi 

９月１１日（日） 時間 内         容 

8:00～14:00 360 分 ○交流ゴルフ  於：軽井沢７２ゴルフ場北コース 



 

 

■ラウンドテーブル詳細 

1 

テーマ 地政学リスク変化への対応 

近年、米中関係の変化やロシアのウクライナ侵攻等により地政学上のリスクが急速に変化している。産業界も

サプライチェーン・インフラストラクチャーの強靭化や量子技術等の重要技術開発で多大な影響を受けることが

考えられる。新たな地政学上のリスクに、企業としていかに対応していくか、事例を紹介しつつ（踏まえながら）、

参加者で討議する。 

モデレーター 池澤克哉 氏 横河電機㈱ 横河プロダクト本部 副本部長 

アドバイザー 金子将史 氏 ㈱ＰＨＰ研究所 取締役執行役員 政策シンクタンクＰＨＰ総研 代表･研究主幹 

2 

テーマ 脱 CO2 社会の実現による経済成長と持続的発展 

2050 年カーボンニュートラル達成を目指し、新しい資本主義、田園都市国家構想の実現に不可欠な地域エコシ

ステム・バリューチェーン構築をコアとする経済成長と持続的発展の在り方、デジタルの活用、必要な政策等の

提言に向けての議論を行う。 

モデレーター 菅原英宗 氏 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 代表取締役副社長 

アドバイザー 堅達京子 氏 ㈱ＮＨＫエンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー 

アドバイザー 羽鳥浩章 氏 (国研)産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究センター 副研究センター長 

アドバイザー 中島健祐 氏 
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱ ソーシャルインパクト・パートナーシップ事業部 

社会イノベーション・エバンジェリスト 

3 

テーマ 社会のレジリエンスに向けた企業の役割 

災害時および災害後復旧時における企業の役割は大きい。企業自身だけではなく、地域との連携を通じた社会

機能維持への対応も求められる。大規模災害発生時の企業の役割発揮と制約などについて討議する。また、「レ

ジリエントな社会を考える」専門委員会フェーズ１の論点を振り返る。 

モデレーター 長島一郎 氏 大成建設㈱ 常務執行役員 技術センター長 

プレゼンター 小野高宏 氏 東京海上ホールディングス㈱ 経営企画部サステナビリティ室 参与 

アドバイザー 野口和彦 氏 ＮＰＯ法人リスク共生社会推進センター 理事長 

4 

テーマ 量子技術の実用化に向けた課題と展望 

政府は量子技術の実用化に向けた「量子社会未来ビジョン」を今春策定した。国民利用者 1000 万人、ユニコ

ーン創出、経済波及規模 50 兆円の早期実現を目標としているが、量子技術の実用化による本来の目的と実現に

向けた研究開発、事業形成、社会浸透への課題と展望を議論する。 

モデレーター 髙原勇 氏 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局審議官 

プレゼンター 西原基夫 氏 日本電気㈱ 取締役執行役員常務兼ＣＴＯ 

アドバイザー 渡辺その子 氏 文部科学省 サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官 

アドバイザー 荒川泰彦 氏 東京大学 ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 特任教授 

アドバイザー 寒川哲臣 氏 ＮＴＴ先端技術総合研究所 プリンシパル 

5 

テーマ 不確実性の時代における技術経営を考える 

昨今のパンデミックや脱炭素の動き、地政学的リスクの変化など、不確実な時代に直面し産業界も大きな課題

に晒されており、これら課題に対処するべく、技術経営（ＭＯＴ）に対する期待も変化してきている。この不確

実な時代における技術経営上の課題を明らかにする中で、技術経営研究への期待について議論する。 

モデレーター 北口貴史 氏 ㈱リコー 先端技術研究所 シニアマネジメント 

アドバイザー 内平直志 氏 北陸先端科学技術大学院大学 トランスフォーマティブ知識経営研究領域長 教授 

アドバイザー 仙石慎太郎 氏 東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 

  



 

 

第９７回本会議（軽井沢） 特別講演 講師紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お問合せ先  一般社団法人 科学技術と経済の会 技術経営会議 (事務局) 鈴木、瀧、今村、森田、志田 
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: honkaigi@jates.or.jp   URL: https://www.jates.or.jp 

■ 特別講演１ 

「不確実性に挑むインテリジェンスの技とは ～現下の国際政局をいかに読み解くか～」 

講 師：手嶋 龍一氏 （外交ジャーナリスト・作家） 
 

■ 特別講演２ 
「サステナビリティ･ファースト ～いまと未来の幸せを考える～」 

講 師：永田 暁彦氏 （㈱ユーグレナ 取締役 代表執行役員 

CEO / リアルテックファンド 代表） 
 

■ 特別講演３ 
「□から○へと変わる世界、組織、技術」 

講 師：内田 まほろ氏 （(一財)JR 東日本文化創造財団 高輪

ゲートウェイシティ（仮）文化創造棟準備室室長/キュレーター） 

 

慶應義塾大学経済学部を卒業後、NHK(日本放送協会）に記者として

入局（74 年）。NHK ドイツ支局長を経て 97 年からワシントン支局長を 8

年間にわたって務める。この間、2001 年の同時多発テロ事件に遭遇し

11 日間連続の昼夜中継を担う。05 年に NHK から独立。『ウルトラ・ダラ

ー』、『スギハラ・サバイバル』など“インテリジェンス小説”が 50 万部を超

すベストセラーに。『たそがれゆく日米同盟』、『外交敗戦』、『ブラックス

ワン降臨』、『汝の名はスパイ、裏切り者、あるいは詐欺師』『鳴かずのカ

ッコウ』『武漢コンフィデンシャル』など著書多数。外交・安全保障・イン

テリジェンスを中心に新聞・雑誌のコラムニストとしても健筆を揮う。 

慶應義塾大学商学部卒業後、独立系プライベート・エクイティファンドに入社。

2008 年にユーグレナ社の取締役に就任。未上場期より事業戦略、M&A、資金

調達、資本提携、広報・IR、管理部門を管轄。 

現在は CEO として全事業執行を務め、健康寿命延伸を目指したリブランディ

ング、脱炭素社会を目指すバイオ燃料開発、経営に 10 代を取り込む制度設

計をするなど次世代経営を推進。 

また、日本最大級の技術系 VC「リアルテックファンド」の代表としてファンド運営

全般を統括する。 

日本科学未来館 キュレーター（2002−2020） 

ニューヨーク近代美術館（MoMA)文化庁在外研修員（2005-2006) 

Barbican Center “AI-More than Human” ゲストキュレーター 

Milano Triennale “Broken Nature” アドバイザリー委員 等 

慶應義塾大学非常勤講師   金沢美術工芸大学名誉客員教授 

大阪大学招聘教授 グッドデザイン賞審査委員 

大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」プランニングディレクタ

ー等 


