
研究・イノベーション学会 ２０１９度 分科会活動記録（2018.10.1〜2019.9.30） 

 

◆科学技術政策分科会 

	 2019.03.18	 第５期科学技術基本計画策定の振り返り，および次期策定への課題について*	 

	 	 	 原山優子	 前・内閣府総合科学技術・イノベーション会議常勤議員、東北大学名誉教授	 

	 07.17	 科学技術基本計画の変遷と今後の課題*	 

	 	 	 森本浩一	 元・内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）、	 

	 	 	 	 国立研究開発法人海洋研究開発機構特任参事	 

（*：NISTEP，エビデンスベースの科学技術基本計画に関するWGとの共催）	 
	 

◆ ︎︎国際問題分科会 

	 2018.10.18	 ロシアと中国	 連携と反目の実態	 

	 	 	 廣瀬陽子	 慶應義塾大学総合政策学部教授	 

	 11.21	 インターネットの新たな覚醒	 

	 	 	 江崎	 浩	 東京大学電子情報工学科教授名	 

	 12.10	 デジタル時代の日本のビジネス	 

	 	 	 William W. Baber	 京都大学経営管理大学院准教授	 

	 2019.01.18	 イノベーション─生産性向上の本質とは何か	 

	 	 	 大橋	 弘	 東京大学公共政策大学院副院長・大学院経済学研究科教授	 

	 02.13	 外国人が見た日本─「誤解」と「再発見」の観光 150 年史	 

	 	 	 内田宗治	 フリーライター，元実業之日本社ブルーガイドシリーズ編集長	 

	 03.20	 経営現象のロジック	 

	 	 	 大月博司	 早稲田大学商学学術院教授	 

	 04.22	 戦争と内戦の日本史	 

	 	 	 倉本一宏	 国際日本文化研究センター教授	 

	 05.13	 物流危機は終わらない	 

	 	 	 首藤若菜	 立教大学経済学部教授	 

	 06.19	 低い日本の労働生産性─産業・企業間で格差大きく	 

	 	 	 滝澤美帆	 学習院大学経済学部准教授	 

	 07.19	 グローバル・タックスの理論と実践	 

	 	 	 上村雄彦	 横浜市立大学国際教養学部教授	 

	 08.21	 アマゾン銀行が誕生する日	 

	 	 	 田中道昭	 立教大学	 ビジネスデザイン研究科	 特任教授	 

	 09.11	 真の働き方改革・成長の鍵	 

	 	 	 大沢真知子	 日本女子大学人間社会学部現代社会学科教授	 

	 

◆ ︎人材問題分科会 

	 2018.10.17	 次世代イメージングテクノロジーのデファクトスタンダードを目指して	 

	 	 	 平賀督基	 株式会社モルフォ社長	 

	 11.14	 サムソンそして韓国はどこに行くのか	 

	 	 	 石田	 賢	 元サムソン顧問	 

	 12.12	 米中関係と東アジア	 

	 	 	 田中明彦	 政策研究大学院大学学長	 

	 2019.01.24	 芸の世界の涙と笑い	 

	 	 	 林家つる子	 落語協会二ツ目	 

	 02.20	 ２０１９年度の中小企業施策	 

	 	 	 師田	 晃彦	 中小企業庁技術・経営革新課長	 

	 03.13	 シェアリングエコノミー社会のもたらすもの	 

	 	 	 上田祐司	 株式会社ガイアックス社長	 

	 03.27	 クラウド	 ファンディングとは何か	 

	 	 	 柴原祐喜	 日本クラウドキャピタル社長	 

	 04.18	 ゲノム編集の真実	 

	 	 	 石浦	 章一	 同志社大学教授	 

	 



	 05.08	 シリコンバレーを遊び倒す	 

	 	 	 山本	 昌作	 HILLTOP株式会社	 副社長	 
	 05.27	 オーロラの国フィンランドの神秘	 

	 	 	 渥美栄司	 フィンランド大使館商務部	 

	 06.19	 倒産するとどうなるか	 

	 	 	 六本木	 元社長	 

	 07.09	 倒産その準備と後始末	 また倒産させない知恵	 

	 	 	 是松	 孝典	 VTCマニュファクチャリングホールディングス代表取締役	 
	 	 08.26	 これからどうなる日中米鮮ＥＵ	 

	 	 	 今井	 澂	 国際ジャーナリスト・評論家	 

	 

◆ ︎︎研究戦略・評価分科会 

	 2019.01.24	 米国・欧州における研究評価の動向と NEDOにおける事例	 
	 	 	 植山正基，宮嶋俊平，一色俊之，功刀	 基	 	 	 NEDO	 
	 04.23	 真のイノベーションを求めて～テクノロジーの価値を徹底追求し、事業、産業、社会に貢献する	 

	 	 	 田中	 純	 株式会社ジェイ・ティー・マネジメント代表取締役，	 

	 	 	 	 国立研究開発法人産業技術総合研究所情報・人間工学領域領域長補佐・招聘研究員	 

	 08.29	 A Vision for Philippines’ Research and Innovation Strategy for Excellence (RISE)  
  through the Higher Education Sector 
   Custer Calingasan-Deocaris	 フィリピン高等教育コミッション研究部門統括	 

	 

◆ ︎︎研究行動・研究組織分科会 

	 2018.11.05	 綜研化学の事業展開と研究開発体制	 

	 	 	 逢坂紀行	 綜研化学株式会社代表取締役社長	 

	 2019.01.18	 マツダ SKYACTIV技術と次世代パワートレインのニーズ、そして求める人財像	 
	 	 	 小笠原徹	 マツダ株式会社パワートレイン開発本部パワートレイン企画部主幹	 

	 01.30	 日本企業のアジア諸国に関する事業投資ならびに進出国における子会社管理の諸問題	 

	 	 	 山岸	 洋	 三宅坂総合法律事務所パートナー弁護士	 

	 02.28	 新規ビジネスは想定内と想定外ばかり！？―LCDとの戦いに敗れ去った PDP向けの部材ビジネス：その体験と後悔	 
	 	 	 工藤昭英	 東京農工大学リーディング大学院プログラム客員教授	 

	 04.26	 知識製造業として新たな価値を創造しグローバルな地球貢献実現に挑む！	 

	 	 	 髙橋修一郎	 株式会社リバネス	 代表取締役社長 COO	 	 
	 07.08	 中小企業における新規ビジネス（日本企業の海外進出を支援する低価格・多言語クラウド ERPの開発）・	 
	 	 海外展開における組織・体制作りの課題について	 

	 	 	 村山忠昭	 株式会社マルチブック代表取締役社長 CEO	 	 
	 08.06	 ハイアールの経営戦略と研究開発体制	 

	 	 	 時	 振玉	 ハイアールアジア R&D株式会社社長兼 COO	 	 
	 09.20	 オープンイノベーションの仕組み創りとその変革	 

	 	 	 福山勝実	 サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社研究推進部創発グループ上席研究員	 

	 

◆ ︎︎イノベーション交流分科会 

	 2018.10.04	 DDLab（デジタル・デザイン・ラボ）が描く未来	 
	 	 	 津田佳明	 ANAホールディングス株式会社デジタル・デザイン・ラボチーフ・ディレクター	 
	 10.15	 エピゲノムで生き物のあたり前を超えていく─Decoding Life, Creating Future─その事業戦略*	 
	 	 	 仲木	 竜	 株式会社 Rhelixa（レリクサ）代表取締役社長	 
	 11.19	 「世界をユカイにするコミュニケーションロボット」開発の起業精神と次世代に目指すもの*	 

	 	 	 青木俊介	 ユカイ工学株式会社代表取締役	 

	 12.17	 進化のスピードが加速する大変革期時代のエクスポネンシャル思考*	 

	 	 	 齊藤和紀	 エクスポネンシャルジャパン株式会社共同代表	 

	 12.20	 半導体業界が迎える変革期とイノベーションの果たす役割	 

	 	 	 谷内光治	 ローム株式会社基礎研究開発部部長	 

	 2019.01.21	 X-Techの現状と今後の成長期待ビジネス*	 
	 	 	 岩本	 隆	 慶應義塾大学大学院経営管理研究科	 特任教授	 

	 



	 02.18	 アリババのブレイクスルーの軌跡と今後の目指すべき事業戦略*	 

	 	 	 田中豊人	 アリババ株式会社代表執行役員副社長兼アントフィナンシャル代表執行役員 COO	 	 
	 03.18	 テスラ社のブレイクスルーの軌跡と目指すべき事業戦略*	 

	 	 	 浅倉眞司	 TESLA Motors Japan合同会社エナジープロダクツカントリーマネージャー	 
	 04.15	 メルカリ AI自動化とML応用戦略*	 
	 	 	 木村俊也	 株式会社メルカリ AI/ML エンジニアリングマネ－ジャ－	 
	 05.20	 AI等先進技術と医療産業の未来*	 
	 	 	 山田泰永	 エヌビディア合同会社エンタープライズ事業部メディカルライフサイエンス	 

	 	 	 	 ビジネス責任者兼スタートアップ・技術パートナー支援担当	 

	 06.17	 タスカジの事業展開と新たな未来*	 

	 	 	 和田幸子	 株式会社タスカジ代表取締役	 

	 07.08	 富士フイルムが目指す AI時代の企業変革	 
	 	 	 杉本征剛	 富士フイルム株式会社経営企画本部 ICT 戦略推進室長	 

	 07.16	 デジタルがもたらすビジネスモデルのブレイクスルー*	 

	 	 	 福田	 譲	 SAPジャパン株式会社代表取締役社長	 
	 08.19	 東工大における卓越した研究者育成を目指す取組－指定国立大学構想と基礎研究機構*	 

	 	 	 大竹尚登	 東京工業大学科学技術創成研究院副研究院長，未来産業技術研究所教授，	 

	 	 	 	 基礎研究機構広域基礎専門塾塾長	 

	 09.17	 国際協調体制の新たな展開―アフリカ等の資源エネルギー等の具体的な課題とその解決	 

	 	 	 飯島大輔	 JICA産業開発・公共政策部資源・エネルギーグループ	 
（*：サブ研究会）	 

◆ ︎女性エンジニア活生分科会 

	 2018.12.22	 創造性をめぐる諸問題	 

	 	 	 杉田	 清	 JWSE顧問	 
	 2019.01.17	 暗号技術を用いた IT社会におけるモデル化とその先	 
	 	 	 佐古和恵	 日本応用数理学会会長，NECセキュリティ研究所特別技術主幹	 
	 02.21	 計測分野の女性科学技術者	 

	 	 	 飯塚幸三	 

	 03.07	 高齢化社会と福祉機器の研究開発：ロボットの活用と生きがい	 

	 	 	 山内閑子	 フランスベッド株式会社主任	 

	 08.10	 研究・イノベーション分野の論文像を考える	 

	 	 	 小林信一	 広島大学高等教育研究開発センター長・特任教授	 

	 

◆イノベーションフロンティア分科会 

	 2018.12.02	 第6回学びのイノベーションフォーラム*	 	 

	 	 2019.05.25	 産学官民連携シンポジウム「デザインと ICTテクノロジーのクロスプロデュースによるイノベーション」**	 
	 07.04	 Service Innovation & Design	 研究会*	 	 

（*：他団体との共催，	 **：プロデュース研究分科会との共催）	 

◆ ︎︎プロデュース研究分科会 

	 	 2019.01.19	 第13回プロデュース研究講座「NHKの現役プロデューサとコンテンツ産業における	 
	 	 	 プロデューサーシステムの研究者によるセッション」	 

	 	 05.25	 産学官民連携シンポジウム「デザインと ICT テクノロジーのクロスプロデュースによるイノベーション」**	 

	 06.06	 第 14 回プロデュース研究講座「多様化・複雑化した現代におけるプロデュースの在り方」	 

（**：イノベーションフロンティア分科会との共催）	 


