キャッチアップする
常に変動する未来を
常に変動する未来を
３〜５年後という近い未来に実現する
キャッチアップする
キャッチアップする
最新技術・経済展望等について、

近未来技術研究会とは
近未来における産業技術について広く研究・討議する。

未来に適応できる能力を
近未来技術研究会
会長 田森 幸一

第一線で活躍する技術者や専門家を招き、

単に自社において昇華するばかりでなく、相互に利用

３〜５年後という近い未来に実現する
３〜５年後という近い未来に実現する
講演会などを開催。

し技術交流を図る。また、個々企業の持つ技術の融合

最新技術・経済展望等について、
最新技術・経済展望等について、

等の可能性を含めて調査研究し、その成果を発表し、
相模原市の産業振興に寄与する。

第一線で活躍する技術者や専門家を招き、
第一線で活躍する技術者や専門家を招き、
講演会などを開催。
講演会などを開催。

近未来技術研究会の最大の特徴
は、これから世に出る新たな技
術や変容する社会の動向をいち
早く捉え、会員間で情報を共有
し、各々の企業経営に取り入れ

「常に変動する未来をキャッチアップする」
という会の趣旨に則り、
「常に変動する未来をキャッチアップする」
「常に変動する未来をキャッチアップする」
会員の企業経営に活かすための
という会の趣旨に則り、
という会の趣旨に則り、

ていくという点です。平成 11
年の設立以来、小俣初代会長、西澤前会長をはじめと
した役員各位の先見の明による活動成果が、多くの会
員企業の「次の一手」につながるヒントをもたらして
きました。
近年、ロボット革命や IoT、人工知能などの、技術革
新による大きな社会変革が起きようとしています。来
たるべき未来への選択に備えて、確かな知識と経験を
習得し、変化に適応していくことが、企業が存続、成

調査研究活動、

会員の企業経営に活かすための
会員の企業経営に活かすための

会員企業の情報交換のための
調査研究活動、
調査研究活動、

会員企業の情報交換のための
会員企業の情報交換のための
交流活動などを
Neo Future
Future Technology
Technology Study
Study Group
Group
Neo

長していくためのファクターであり、これこそが当会
の使命であると考えております。
28 年度より、図らずも第３代の会長を拝命することと

さまざまな分野の技術者とともに研究し
ともに考え共有する…

ある偉人をして「世の既成概念を破るというのが、真
の仕事である」と言わしめたように、広く社会に通用
している常識でも、別の角度、立場、時間軸から見る

止みません。

初代会
初代会長初代会長
初代会長
小俣
邦正
小俣邦正
邦正 初代会
小俣

未来の産業技術を

近未来技術研究会
相談役 西澤 勇司

ことで新たなイノベーションのきっかけとなることが
あります。今ある技術が姿を変え、想像もしなかった
場面で新たなビジネスを生まないとも限りません。
近未来技術研究会の研究対象は産業、医療、社会、
経営、文化など多分野にわたり、幅広い関心領域とし
てこれまでの活動に現れてきました。取り扱ってきた
テーマは実に 70 を超え、そのテーマの多くが既に世に
発信され、新たな社会を構成する技術として確立して
います。
今後もこれまでの会活動の実績を資産として研究活動
を継続していくことで、企業や技術、ひいては社会に
おけるイノベーションが実現するものであると信じて

おこなっています。
おこなっています。

相模原商工会議所工業部会
近未来技術研究会

なりましたが、活動を支えていただいている会員、関
係各位に感謝し、当会の更なる発展に向けて尽力して
まいります。

研究におわりなどない

交流活動などを
交流活動などを
おこなっています。

第２代会長
第２代会長
西澤勇司
勇司
西澤

相模原商工会議所工業部会

近未来技術研究会

【入会案内】
入会資格
本会の趣旨、目的に賛同する相模原商工会議所工業部
会所属の事業経営者等で、入会時の年齢が満60歳以
下であること。
年会費：30,000円

お問
合せ

相模原商工会議所 産業振興課
〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
TEL 042-753-8136 FAX 042-753-7637

URL.https://www.sagamihara-cci.or.jp/services/kouryu/kinmirai

第２代会長

西澤 勇司
22.5.19

【活動内容】
【活動内容】

「クルマ近未来」

１．近未来技術に関する情報交換会並びに
１．近未来技術に関する情報交換会並びに
専門家等による講演会・座談会等の開催
専門家等による講演会・座談会等の開催
２．近未来技術に関する情報提供
２．近未来技術に関する情報提供
【活動内容】

３．その他産業振興に寄与する事業
３．その他産業振興に寄与する事業

１．近未来技術に関する情報交換会並びに

専門家等による講演会・座談会等の開催
２．近未来技術に関する情報提供
【概要】
【概要】
立：平成
1111
年月
114月
設 設
立：平成
11 年
日4 日
３．その他産業振興に寄与する事業
会員数：54
名（平成
293年
1 日現在）
会員数：54
名（平成
29 年
月31月
日現在）
長：田森
幸一（㈱双葉工業
代表取締役）
会 会
長：田森
幸一（㈱双葉工業
代表取締役）

【概要】

Forward Activities
相模原商工会議所工業部会

H23

H25

H27

近未来技術研究会

活動実績

H11 〜 H21 年度 主な活動
H11 「21 世紀の 21 の課題」
東海大学教授

唐津

一氏

H12 「宇宙技術の現状と今後・商用衛星事業の展望」
宇宙科学研究所教授 小野田 淳次郎 氏
三菱電機㈱宇宙システム事業部 副事業部長

27. 7. 1「『モータリゼーション 2.0』が引き起こす革命
〜 2025年、産業界はこうなる〜」

鳥山 潔 氏

H13 「次世代ディスプレイ『有機EL』」
㈱つばさ証券経済研究所

H14 「光ファイバーとユビキタス社会」
首都圏産業活性化協会

H15 「江戸学」
法政大学

教授

23. 6.16「経営者のための人材育成法

鮫島 正英 氏

〜エニアグラムとコーチング理論の活用〜」
講師：㈱ヒューマックス 代表取締役 木村 孝 氏

田中 優子 氏

「金星探査計画」

宇宙航空研究開発機構

教授

小山 孝一郎 氏

H16 「日本の宇宙技術・ユビキタス最前線」
筑波大学

教授

北川 高継 氏

「東海地震と製造業」
防災システム研究所

所長

教授

24. 2. 6「もう一度考えてみる！放射線とは何か？
そして人間に与える影響は？」

山村 武彦 氏

上田 惇生 氏

上智大学

教授

〜コンテンツビジネスにおける
Cool Japan 戦略から Smart City 戦略まで〜」
講師：㈱日本総合研究所 コンテンツ創発戦略クラスター
クラスター長 東 博暢 氏

猪口 邦子 氏

H18 「バカの壁と脳の都市化」
東京大学

名誉教授

養老 孟司 氏

H19 「東アジアの近未来」
拓殖大学

教授

森本

H24

敏氏

H20 「近現代を彩る美人たち」
同志社大学

教授

H22

講師：慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特任教授／
国際バーチャルリアリティ研究センター センター長 舘 暲 氏

25.11.2 〜 5 シンガポール視察
26. 2. 7「最先端、ここまできた再生医療の近未来
〈驚き〉あなたの髪が歯が再生する！」
講師：東京理科大学 総合研究機構 教授

辻

孝氏

H26

27.10.30 〜 31「『2020 年 地上に太陽を』夢の
近未来エネルギー 核融合発電 視察会」
視察施設：核融合科学研究所、日に新た館、
トヨタ産業技術記念館 他

28. 2. 9「8K スーパーハイビジョンを実体験！
放送通信技術の近未来」

①講演「2020年近未来メディアビジネス」
講師：デジタルメディアコンサルタント
江口 靖二 氏（合同会社江口靖二事務所 代表）
②視察「第45回ＮＨＫ番組技術展」

28. 3. 4 「宇宙ではばたくこうのとり

〜大人も子どももみんながわかる宇宙の近未来〜」
講師：宇宙航空研究開発機構 第一研究ユニット 植田 聡史 氏

H28

佐伯 順子 氏

H21 「クルマ近未来」
東京大学

25. 9.24「感覚伝達技術によるバーチャルリアリティの近未来」

中川 恵一 氏

24. 2.29「我が国の国際競争力について考える

H17 「アジアの政治情勢と日本」

25. 7. 1「最新ロボット技術が医療・介護の未来を変える！
〜世界初ロボットスーツ『HAL』〜」
講師：筑波大学大学院 システム情報工学研究科 教授／
CYBERDYNE㈱ CEO 山海 嘉之 氏

23.11.21 〜 23 東北地方視察

講師：東京大学医学部付属病院
放射線科 准教授 緩和ケア診療部長

「ドラッカーと 21 世紀における経営学」
ものつくり大学

講師：日経BP未来研究所 アドバイザー
川口 盛之助 氏（㈱盛之助 代表取締役社長）

吉田 幸司 氏・田畑 憲一 氏

特任教授

村澤 義久 氏

H22 〜 H28 年度 主な活動

26. 6.13「マスコミが報道できない
大災害時の対応と対策の近未来」
24.10.6 〜 9「ICT 技術と近未来 2012 年版
22. 5.19 西澤 勇司

〜自動車の ICT( 情報通信 ) 化と最新交通支援システム〜」
講師：国土交通省 道路局 ITS 推進室長 奥村 康博 氏

会長就任

22. 7.14 鉄道総合技術研究所視察

24. 6.16 タイ視察

22.9.20 〜 23 上海視察

24.11. 9「近未来エネルギー展望

22.11.17「はやぶさ2」プロジェクトと日本宇宙開発の近未来
講師：JAXA（宇宙航空研究開発機構）
名誉教授 的川 泰宣 氏

23. 2.16「万能細胞（iPS）とバイオ産業最前線」
講師：㈱リプロセル

代表取締役社長

横山 周史 氏

〜ハイドロカーボンから水素の時代へ〜」
講師：千代田化工建設㈱ 大森 元裕 氏、盛 俊夫 氏

25. 3.11「グリーン水素社会への展望

〜近未来におけるエネルギー革命〜」
講師：横浜国立大学 特任教授 太田 健一郎 氏

講師：江戸川大学 メディアコミュニケーション学部
マス・コミュニケーション学科 教授 隈本 邦彦 氏

26. 9.16「JAMSTEC 海洋開発が拓く近未来イノベーション
〜 海洋立国・日本を支える近未来技術と町工場の挑戦〜」
講師：海洋研究開発機構 海洋工学センター 海洋技術開発部
観測技術担当役 土屋 利雄 氏

26.11.1 〜 5 ミャンマー視察
27. 3. 9「どうなる近未来ロボット革命

〜あなたの家にもロボットが！？これが最新テクノロジーだ〜」
講師：アスラテック㈱ チーフロボットクリエイター 吉崎 航 氏
㈱BRAVE ROBOTICS 代表取締役社長 石田 賢司 氏

28. 5.27 田森 幸一

会長就任

28. 5.27「人工知能は人間を超えるか

〜進化するＡＩとビジネスの近未来〜」
講師：㈱三菱総合研究所 先進データ経営事業本部
IoT活用事業推進グループ 主席研究員 寺邊 正大 氏

28. 8.23「汎用人工知能の誕生と近未来社会」
講師：ドワンゴ人工知能研究所

所長

山川 宏 氏

29.2.11 〜 14 香港視察
29. 3. 1「ロボットは東大に入れるか！
人工知能社会で求められる人の力」
講師：国立情報学研究所

教授

新井 紀子 氏

