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科学技術と経済の会の活動について

科学技術と経済の会は、産業の発展と国民生活向上並びに安全安心社会を目指し、国際競争力の強化に
つながる活動を基本理念として、技術と経営ならびに経済に関する以下のような異業種の交流や研究活動を
行うため、1966年10月に設立され、2017年に５０周年を迎え、現在に至っている。

【技術と経営に関する実践的研究】 技術と経営に関する産業活動の中から、具体的なテーマを取り上げ、会
員の協力によって実践的な研究や調査を推進する。その活動は産業界が主体となって、課題を持ち寄り、
成果を持ち帰り、それぞれの事業活動に資せしめる姿勢を基本とする。

【イノベーションの普及促進】 イノベーションの推進によりわが国経済社会の発展に資すべく、特にＭＯＴの成
果をも活用し、業種横断的な支援手法の開発や事例研究を推進し、また「技術経営・イノベーション大賞」表
彰制度を通じてイノベーションの普及とそれを通じた産業競争力の強化を図る。

【人材育成】 各産業分野の経営者、各領域の専門家の意見交換と相互協力の場を提供し、人材の開発育成
に資する活動を行う。

【異業種交流】 環境問題の高まり、資源・エネルギー制約の高まり、安全安心への新たな課題に対応して、異
業種間での経験や知識の交流を図り、将来へ向けた企業活動に資する。

【現場体験・交流】 わが国産業の強みは現場にある、との考え方のもとで、製造･サービス・メンテナンス等の
現場での体験や交流を促進する。

【産官学・国際交流】 以上の活動に関し、官界、学界等との交流を図り、必要に応じて提言を行うほか、米国、
欧州、アジア諸国における当会と類似の機関との交流を図る。
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JATES概要

■ 所在地 東京都千代田区飯田橋３－３－１ 飯田橋三笠ビル ２Ｆ

■ 設 立 １９６６年１０月２０日（昭和４１年）

■ 設立の趣旨

我が国が科学技術に立脚した先進的で豊かな、そして国際的にも貢献できる国となるべく、これ

に資する以下の活動・事業を推進する

・ 技術革新の方向を調査し、望ましい社会の将来像を提示する

・ 我が国独自の技術開発マネージメントの探求とその成果の普及を図る

・ 新しい時代のリーダとなるべき人材の発掘、育成を行う

・ 各産業分野の企業経営者、各領域の専門家等の意見交換と連絡協調の場を提供する

・ 世界的視野に立った問題解決を図るため、国際交流を推進する

技術経営会議 （設立：１９７４年１０月）
各産業界の技術経営トップが横断的な交流を進め、

科学技術と経営に関する諸課題について情報収

集、意見交換・討議ならびに調査・研究を行う。

明日の経営を考える会 （設立：１９７８年）
国際競争力向上と発展に向け異業種の経営者が知

恵を出し合うために発足した経営研究会で、分野、

業界などを越えた有識者講演会、見学会、メンバー

固定で特定テーマについて1年間議論する研究会活

動など明日の経営に資する活動を展開。
技術経営・イノベーション大賞表彰

第5代会長
豊田 章一郎
1999.5～2003.5

第９代会長

遠藤 信博
2018.5～現在



科学技術と経済の会（ＪＡＴＥＳ）
（年会費20万円以上※1）

会長 遠藤 信博（日本電気㈱ 取締役会長） 法人会員 １０８社、個人会員 ２５２名

活

動

総会 特別講演会、レセプションを同時開催。５月に開催

理事会 ３月、4月、10月に開催

技術経営・イノベーション大
賞表彰

イノベーションにより産業界発展を推進する表彰制度。内閣総理大臣賞、総務大臣賞、文部科学大
臣賞、経済産業大臣賞、会長賞がある。選考は技術経営会議の選考委員会で行う。2012年度～

センサ＆データフュージョン研
究会

最新のセンサー、通信技術、情報処理技術を組み合わせ業種業域を超えた新しい IoTシステムやビ
ジネスモデルを目指す研究活動。 2019.10より「兆し分科会」をスタート

イノベーション実践戦略研
究会

ベンチャー企業・オンリーワン企業の経営者による講演会や見学会の開催を通じ、大企業、中小企業、
ベンチャー間の交流を図り、オープン・イノベーションを促進する場を目指す（2017.4～）

ライフサイクル・メンテナンス
研究会

メンテナンスの重要性を啓発し、新しいメンテナンスのあり方とその技術開発のための情報交換、現場
見学、実践的メンテナンス技術の習得ならびに調査研究を中心に活動

機関誌 「技術と経済」
技術経営戦略を中心とする政官学及び財界の第一人者からの寄稿、JATESの研究会や国際活動
等の内容をタイムリーに掲載。 2017/01よりデジタル配信開始

受託調査
①受託研究：官公庁、科学技術関係財団等より研究を受託
②助成研究：専門委員会、研究会、シンポジウム等の活動に対し助成を受ける

受託業務・その他 技術同友会、ＦＦ会、ＩＣＴ研究会、技術経営士の会事務局業務。名古屋支部活動。国際活動など

技術経営会議（技経会）
（年会費60万円※２）

議 長 斎藤 保 （㈱ＩＨＩ 相談役） 会員数 ５２社
副議長 福田 孝晴 (鹿島建設㈱ 専務執行役員）

菅原 英宗 （NTTコミュニケーションズ㈱ 代表取締役副社長）

本会議 ２月と９月に開催。２月は東京で、９月は地方（１泊２日間）で開催。統一テーマを設定して有識者も
交えて会員相互の議論を中心に進める。議決は会員代表者による

運営委員会
年４回開催。運営方針、事業計画、予決算等は、当委員会（年4回開催）で審議され、本会議での
議決を経て遂行される。運営委員は本会議にて選任

定例会／
イノベーション・シンポジウム

６月と１１月に開催。６月は「イノベーション・シンポジウム」とし、前年度の「技術経営・イノベーション賞」
受賞会社の講演。１１月は、代表者とトップレベルの外部講師による講演、意見交換、交流会を行う

代表者懇談会
会員代表者が経営課題等について意見交換・討議を行う。年間テーマを設定し、特定課題について
は第一人者を外部講師として招いて進める

専門委員会 将来を見据えた重要課題について期間を定め、重点的に調査研究を行う。活動成果は報告にまとめ、
本会議等に報告するとともに、必要に応じて政策提言を行う。委員は会員代表者の推薦者ほか

政策委員会
専門委員会等の成果をもとに、技術と経営の視点からわが国の課題と方向性についてタイムリに政策
提言を検討実施する。 委員長：斎藤 保 議長

技術経営・イノベーショ
ン大賞選考委員会

日本初の本格的なイノベーション推進顕彰制度として、内閣総理大臣賞、総務大臣賞、文部科学
大臣賞、経済産業大臣賞、科学技術と経済の会会長賞の審査選考を行う。 委員長：斎藤議長。

デジタル変革新サービ
ス創造専門委員会

デジタル変革の波に対応して、業種の枠を越えて、技術動向、伝統産業の変化、新産業の勃興等に
関し議論しつつ、新サービス創造へ向けた調査研究を行う。（2018.9～2020.9）委員長：杉浦博明氏

日本版スマートソサエ
ティ（シティ）を考える
専門委員会

デジタル変革の時代を迎えた「スマートシティ」。持続性確保とマネタイズを前提に、デジタルとフィジカル
の両面から、社会(ソサエティ)の全体最適を前提としたスマートシティを展開していくための調査研究を
行う。 （2020.5～ ） 委員長：福田孝晴副議長

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

激甚災害の増加や環境影響の悪化など、地球温暖化対策は重要な課題。積極的にその対策を行
い、産業構造や経済社会の変革をもたらし、成長につなげるという発想の転換が必要。脱CO2社会
実現による経済成長と持続的発展に関する調査研究を行う。（2021.4～）委員長：菅原英宗副議長

地政学リスク変化対
応専門委員会

地政学リスクの変化が産業界のサプライチェーンやマーケティング、研究開発活動、人的な交流にも影
響が及んでいる。この種の新たな地政学上のリスクとして世界的な趨勢を学び、これにいかに対応して
いくか、討議するための専門委員会。（2021.3～）委員長：池澤克哉氏（横河電機㈱）

キーパーソン研究会
年４回程度開催。会員各社の将来を担う部課長クラス（キーパーソン）が、企画テーマについて調査研
究、現場見学、異業種交流を行う。女性キーパーソンの登録推進中

その他 キーパーソンＯＢ、事務局ＯＢ等によるＴＭ研究会など

明日の経営を考える会
（明経会） （年会費40万円）

代表幹事 阿佐美 弘恭 （㈱ドコモCS 代表取締役社長） 会員数 １８社
稲葉 雅人 （㈱フジクラ 取締役執行役員）

例会 年5回開催。運営に関する重要事項の報告。成果の発表・討議。特別講演。会員会社からの0講演

代表者・幹事会 年３回開催。年間事業計画、個別運用内容の審議、事業進捗報告。会員企業メンバースピーチ。

マネジメント研究会 明経会会員企業の次代の経営を担う人材を育てる実践的な研究活動

ワーキングライフ研究会 女性社員の活躍が明日の経営に重要との観点から、明経会会員企業の情報交換と提言を行う

見学会 年5回開催。幅広く各業種の企業、研究所、工場、公共機関等を対象に経営に資する組織を見学

編集委員会 「未来シリーズ」などの座談会やＷｅｂ版機関誌「明経コミュニケーション」の発行など

科学技術と経済の会 最近の具体的活動・会議体一覧

※ 1：中小企業、ベンチャー企業は半額、小規模事業者は1/4。 ※2：中小企業、ベンチャー企業は半額（中小企業基本法第2条での規程）



お問い合わせ先
一般社団法人 科学技術と経済の会 総括部
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: soukatsubu41@jates.or.jp URL: https://www.jates.or.jp

あ 株式会社ＩＨＩ■
アイコムシステック株式会社●
アルプスアルパイン株式会社■

う 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
宇部エクシモ株式会社●

え エーザイ株式会社■
株式会社エクシオテック●
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社■
株式会社エヌエフホールディングス
ＮＴＴアーバンソリューションズ株式会社■
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社■
株式会社ＮＴＴドコモ■
株式会社ＮＴＴデータ■
株式会社ＮＴＴファシリティーズ■
ＮＤＳ株式会社
株式会社エネット
ＮＴＴコムエンジニアリング株式会社■
ＮＴＴインフラネット株式会社

お 王子ホールディングス株式会社■ ●
株式会社大林組■
岡山県倉敷市水島地域への航空宇宙産業クラスタ
の実現に向けた研究会（略称：ＭＡＳＣ）■

沖電気工業株式会社■
か 国立研究開発法人 海洋研究開発機構

国立研究開発法人 科学技術振興機構
鹿島建設株式会社■
川崎重工業株式会社■
株式会社関電工■

き 株式会社協和エクシオ■ ●
株式会社共和電業

く クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社■
株式会社ぐるなび■

け ＫＤＤＩ株式会社■
ＫＤＤＩエンジニアリング株式会社■
株式会社ＫＤＤＩ総合研究所
健康増進ネットサービス合同会社
ケンブリッジコンサルタンツ株式会社

こ 株式会社神戸製鋼所
コニカミノルタ株式会社■
一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会

さ サクサホールディングス株式会社■
三和シヤッター工業株式会社

し 清水建設株式会社■
一般社団法人 情報通信エンジニリング協会
ジョルダン株式会社■
株式会社情報通信総合研究所■
一般財団法人 新技術振興渡辺記念会
昭和電線ホールディングス株式会社●
昭和電工マテリアルズ株式会社●

す 住友電気工業株式会社■ ●
住友電装株式会社
住友ベークライト株式会社
スリーエムジャパン株式会社■

そ ソニーグループ株式会社■
た ダイキン工業株式会社

大成建設株式会社■
株式会社竹中工務店■

て 公益社団法人 鉄道総合技術研究所

一般社団法人 電気通信協会
と 東海旅客鉄道株式会社

東京ガス株式会社
東京大学協創プラットフォーム開発株式会社
株式会社東芝■
株式会社トクヤマ
株式会社ドコモＣＳ■ ●
ドコモ・システムズ株式会社●
豊田合成株式会社
トヨタ自動車株式会社■
株式会社豊田自動織機
株式会社豊田中央研究所
トーワエレックス株式会社

な 名古屋鉄道株式会社
株式会社Ｎａｎｏ Ｗａｖｅ

に 日東電工株式会社
日信ソフトエンジニアリング株式会社
日本印刷株式会社
日本航空電子工業株式会社■
日本コムシス株式会社■ ●
株式会社日本コンピュータ開発
日本信号株式会社■
日本製鉄株式会社
日本タングステン株式会社
日本電気株式会社■ ●
日本電業工作株式会社●
日本電信電話株式会社■

は パナソニック株式会社■
ひ 東日本旅客鉄道株式会社

東日本電信電話株式会社■
株式会社日立国際電気
株式会社日立システムズ
株式会社日立製作所■
ビルコム株式会社■

ふ 株式会社フジクラ●
富士通株式会社■
古河電気工業株式会社■ ●
ブラザー工業株式会社
株式会社ブリヂストン

ま 一般財団法人 マルチメディア振興センター
み 三菱電機株式会社■ ●

三菱マテリアル株式会社
株式会社ミライト■ ●
株式会社ミライト・テクノロジーズ●
公益財団法人 未来工学研究所

め 株式会社明電舎■
よ 横河電機株式会社■
り 株式会社リコー■

リンナイ株式会社
ろ ロジ

有限会社ロッキングホース

凡例 ■ 技術経営会議 会員 （５２社）
● 明日の経営を考える会 会員 （１８社）
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