
研究・イノベーション学会 ２０２０度 分科会活動記録（2019.10.1〜2020.9.30） 

 

◆科学技術政策分科会 

	 2020.08.06	 第 5 期科学技術基本計画レビュー調査	 ［オンライン開催］*	 

	 	 高谷	 徹／株式会社三菱総合研究所	 

	 	 平澤	 冷，田原敬一郎，大竹裕之／公益財団法人未来工学研究所	 

（*：研究戦略・評価分科会との共催）	 

	 

◆国際問題分科会 

	 2019.10.17	 変換期に直面する EU	 

	 	 細井優子／拓殖大学政経学部准教授	 

	 11.20	 日本社会のしくみ：雇用・教育・福祉の歴史社会学	 

	 	 小熊英二／慶應義塾大学	 総合政策学部	 教授	 

	 12.06	 デジタルエコノミーの帰結：ヨーロッパ経済における事例	 

	 	 Leena	 Ilmola／国際応用システム分析研究所（IIASA）主任研究員	 

	 12.07	 ワークショップ：デジタルプラットフォームエコシステム─非計測 GDP に迫る	 

	 2020.01.14	 グローバル化とイノベーションの経営学	 

	 	 秋野晶二／立教大学経営学部教授	 

	 02.19	 純粋機械化経済	 

	 	 井上智洋／駒澤大学経済学部准教授	 

	 03.30	 SDGs の達成に向けた科学技術イノベーションの新たな視点	 ［e-lecture］	 

	 	 安永裕幸／国際連合工業開発機関(UNIDO)東京投資・技術移転促進事務所所長	 

	 04.16	 野生化するイノベーション	 ［e-lecture］	 

	 	 清水	 洋／早稲田大学商学学術院教授	 

	 05.14	 IoT の革新	 日本に好機	 ［e-lecture］	 

	 	 国領二郎／慶應義塾大学教授，慶應義塾常任理事	 

	 06.09	 韓国を蝕む儒教の怨念ー日韓はなぜ和解しえないのか［e-lecture］	 

	 	 呉	 善花／拓殖大学国際学部教授	 

	 07.14	 SDGs の達成に向けた科学技術イノベーションの新たな視点	 ［オンライン開催］	 

	 	 安永裕幸／国際連合工業開発機関(UNIDO)東京投資・技術移転促進事務所所長	 

	 08.26	 「イノベーター」で読む	 アパレル全史［オンライン開催］	 

	 	 中野香織／株式会社	 Kaori	 Nakano	 代表取締役、昭和女子大学客員教授	 

	 09.07	 野生化するイノベーション［オンライン開催］	 

	 	 清水	 洋／早稲田大学商学学術院教授	 

	 

◆人材問題分科会 

	 2019.10.16	 自動車産業の動向から眺めたＥＵ経済	 

	 	 前川佳徳／元大阪産業大学教授	 

	 10.31	 スペースデブリ除去の事業化を目指して	 

	 	 飯塚清太／株式会社アストロスケール	 ELSA-ｄ	 副プロジェクトマネージャー	 

	 11.20	 世界一と言われるフィンランドの教育	 

	 	 くぼ	 ようこ／Educedia 主宰	 

	 12.18	 文在寅大統領の目指す韓国政治の未来	 

	 	 高	 永喆／拓殖大学客員教授	 

	 2020.01.16	 噺家の世界の修行・人材育成	 

	 	 林家つる子／落語協会二ツ目	 

	 02.21	 ２０２０年度使えそうな中小企業施策	 

	 	 渡邉政嘉／中小企業庁経営支援部長	 

	 03.24	 医療機器産業の光輝く未来【開催中止】	 

	 	 西尾治一／株式会社ドゥリサーチ研究所所長	 



◆研究戦略・評価分科会 

	 2019.12.03	 企業における不確実性の高いＲ＆Ｄテーマの選定・評価の現状と考え方の整理	 

	 	 ～日本においてイノベーションにつながる研究開発は可能か、可能にするには？～	 

	 	 出川	 通／株式会社テクノ・インテグレーション代表取締役	 

	 2020.02.26	 大学等教員の研究時間～FTE 調査の個票を用いた時間制約認識への影響に関する要因分析～［オンライン併用開催］	 

	 	 山本	 弦／文部科学省	 科学技術・学術政策局	 企画評価課	 

	 03.26	 イノベーションを誘発する「行為のデザイン」	 【開催延期】	 

	 	 村田智明／株式会社ハーズ実験デザイン研究所	 代表取締役、神戸芸術工科大学客員教授、九州大学非常勤講師	 

	 08.06	 第 5 期科学技術基本計画レビュー調査	 ［オンライン開催］*	 

	 	 高谷	 徹／株式会社三菱総合研究所	 

	 	 平澤	 冷，田原敬一郎，大竹裕之／公益財団法人未来工学研究所	 

	 09.16	 イノベーションを誘発する「行為のデザイン」	 ［オンライン開催］	 

	 	 村田智明／株式会社ハーズ実験デザイン研究所	 代表取締役、神戸芸術工科大学客員教授、九州大学非常勤講師	 

（*：科学技術政策分科会との共催）	 

	 

◆研究行動・研究組織分科会 

	 2019.11.29	 東レのオープンイノベーションへの取り組み	 

	 	 尾関雄治／東レ株式会社オートモーティブセンター主幹	 

	 2020.01.16	 富士フイルム第二の創業とオープンイノベーションの取り組み	 

	 	 小島健嗣／富士フイルム株式会社経営企画部ビジネス開発・創出部	 Open	 Innovation	 Hub	 館長	 

	 02.04	 ホリスティックリーダーシップとイノベーション	 

	 	 児玉	 充／日本大学商学部経営学科教授	 

	 03.12	 通信企業における新規事業の推進とコンタクトセンター戦略～世界の旅人に新たな価値提供～【開催延期】	 

	 	 松尾一大／株式会社テレコムスクエア	 コンタクトセンター部門統括マネージャー	 

	 07.31	 リモートワーク経験活用型通信企業におけるコンタクトセンター戦略	 ［オンライン開催］	 

	 	 松尾一大／株式会社テレコムスクエア	 コンタクトセンター部門統括マネージャー	 

	 09.11	 海運・物流業界のイノベーションに向けてー香港・シンガポールのスタートアップエコシステムの紹介を通じて	 ［オンライン開催］	 

	 	 原岡哲也／Yusen	 Logistics	 Global	 Management	 Limited	 Head	 of	 Research	 Team	 	 Process	 Innovation	 Group	 	 Global	 Headquarter	 	 

	 

◆イノベーション交流分科会 

	 2019.10.10	 京セラのオープンイノベーションへの取り組み～京セラフィロソフィと起業家 DNA の継承～	 

	 	 小堀真一／京セラ株式会社研究開発本部研究企画部副部責任者	 

	 10.21	 再生医療分野における新しい産学連携のあり方*	 

	 	 楠本啓司／武田薬品工業株式会社 T-CiRA ディスカバリーオペレーション＆プロジェクト推進室長	 

	 11.18	 ソニーにおける新たなオープンイノベーションのチャレンジ（CVC，社内ベンチャー等）*	 

	 	 冨髙忠房／ソニー株式会社イノベーションファンド室シニアベンチャーキャピタリスト	 

	 12.16	 デジタルツイン５Ｇ×ＸＲ×ＩｏＴ×ＡＩが可能にする世界*	 

	 	 沼倉正吾／Symmetry	 Dimensions	 Inc.	 ＣＥＯ	 

	 2020.01.20	 人間拡張研究の現状と未来*	 

	 	 持丸正明／国立研究開発法人産業総合研究所人間拡張研究センター	 センター長	 

	 02.17	 ドローンビジネスの最前線*	 

	 	 熊田貴之／ブルーイノベーション株式会社代表取締役社長	 

	 03.16	 ＡＷＳのヘルスケア市場における展開	 【開催延期】*	 

	 	 遠山仁啓／アマゾンウエブサービスジャパン株式会社パブリックセクター技術本部ヘルスケア市場担当シニアソリューションアーキテクト	 

	 04.20	 DX 推進のカギを握るビジネス変革人材の育成～戦略やビジネスモデルが企画倒れとならないために～	 【開催延期】*	 

	 	 山本政樹／株式会社エル・ティー・エス執行役員	 

	 05.18	 ＳＤＧｓに向けたデジタル変革における統合知の展開	 ［オンライン開催］*	 

	 	 山本修一郎／名古屋大学大学院情報学研究科教授	 

	 06.15	 スマートスキャン社の創業とイノベーション実現のチャレンジ	 ［オンライン開催］*	 

	 	 濱野斗百礼／スマートスキャン株式会社代表取締役社長	 



	 07.20	 ＡＷＳのヘルスケア市場における展開	 ［オンライン開催］*	 

	 	 遠山仁啓／アマゾンウエブサービスジャパン株式会社パブリックセクター技術本部ヘルスケア市場担当シニアソリューションアーキテクト	 

	 07.22	 地球と共存する経営～３軸経営の推進	 ［オンライン開催］	 

	 	 神田三奈／株式会社三菱ケミカルホールディングス経営戦略部門 KAITEKI 推進室長	 

	 08.24	 DX 推進のカギを握るビジネス変革人材の育成～戦略やビジネスモデルが企画倒れとならないために～	 ［オンライン開催］*	 

	 	 山本政樹／株式会社エル・ティー・エス執行役員	 

	 09.01	 自動運転時代を見据えた J-QuAD	 DYNAMICS の取り組み	 ［オンライン開催］	 

	 	 河野慎司／株式会社 J-QuAD	 DYNAMICS 副社長	 

	 09.23	 ハイパフォーマンスコンピュータの現状と未来（応用分野）～富岳について～	 ［オンライン開催］*	 

	 	 松岡	 聡／理化学研究所計算科学研究センター（R-CCS）長	 

（*：サブ研究会）	 

	 

◆女性エンジニア活生分科会 

	 2019.12.07	 温故知新：	 世界のロールモデル	 マリー・キュリー	 女性研究者エンジニア・イノベーターに学ぶ*	 

	 	 Renaud	 Huynh／パリ	 キュリー博物館長	 

	 2020.01.16	 瞬伝の研究広報を目指して～理研横浜の取り組みを事例に～	 

	 	 森	 容子／理化学研究所横浜事業所研究支援部総務課副主幹	 

	 03.19	 エンジニア教育に思う	 ［オンライン開催］	 

	 	 原山優子／東北大学名誉教授	 

	 07.03	 科学技術で社会に貢献	 ［オンライン開催］	 

	 	 中村道治／科学技術振興機構顧問	 

（*：電気化学会との共催）	 

	 

◆イノベーションフロンティア分科会 

	 2020.05.11	 「既存知識の新結合によるイノベーションでの地域活性化」サブ研究会	 【開催延期】	 

	 06.24	 「既存知識の新結合によるイノベーションでの地域活性化」サブ研究会	 【開催延期】	 

	 07.25	 産官学民連携シンポジウム「江戸から東京へと受け継がれる映像コンテンツと地域の関係、ICT イノベーション」*	 	 

（*：他団体との共催）	 

	 

◆プロデュース研究分科会 

	 2020.	 01.22	 第１回プロデュース人材育成講座	 

	 	 「産学・産産連携によるイノベーション創出に向けたプロデュースのあり方、やり方について」①*	 

	 03.17	 第２回プロデュース人材育成講座	 

	 	 「産学・産産連携によるイノベーション創出に向けたプロデュースのあり方、やり方について」②*	 【開催延期】	 

	 05.19	 第３回プロデュース人材育成講座「オープンイノベーションで実践する広域 TLO・産学連携の事例研究」*	 

	 06.22	 第４回プロデュース人材育成講座	 

	 	 「スーパーシティをプロデュースするために」−『藤沢サスティナブルスマートタウン』の成功ノウハウと苦労談−*	 	 

	 07.22	 第５回プロデュース人材育成講座	 

	 	 「『プロデューサーシップ』のススメ」─プロデューサーシップを発揮するカタリストの 3類型─*	 	 

	 09.29	 第６回プロデュース人材育成講座	 

	 	 「Design	 your	 wonder	 work～ひとりひとりの創造性を解放し、わくわくする未来を創る～」*	 	 

（*：他団体との共催）	 

	 

◆研究基盤イノベーション分科会 

	 2020.01.30	 基盤を研究，イノベーションを起こす仕組みの構築へ*	 	 

	 07.01	 研究インフラ関するOECD提言とわが国の研究力向上に関して［オンライン開催］	 

	 07.30	 研究基盤戦略に関して─企業研究者の目線から─	 ［オンライン開催］	 

（*：他団体との共催）	 


