
平成３０年１月吉日
関係各位

一般社団法人知財人財ネットワーク機構
―Japan Researcher’s Network（略称JRN)―

設立記念シンポジウムのご案内

2018年 知財人財の流動化とオープンイノベーションの爆発！

我が国の公的研究開発機関では、トップレベルの研究者・技術者の方々が幅広い分野で技術革新の
ため、世界に役立つ最先端技術の研究実績を積み重ねて参りました。

地球規模のイノベーション爆発の時代を迎え、これまでの研究開発人材を、これからは国家の重要な

人的資産、即ち、人財（ヒューマンキャピタル）として捉え、新たな技術革新の活性化を図る事が必要と

なって参りました。

知財人財戦略の高度化とイノベーションは待ったなしであり、我が国は今、有事なのです。

その為には、組織を大胆に越えて、研究者・技術者の流動化を積極的に行い、組織の壁と技術の
タコツボ化を破壊し、産官学間における研究・技術開発の他流試合を推奨し、働き方改革を通じて、
研究者の力をフルに引き出す環境づくりこそ、我が国が目指す持続的経済成長へとつながる道だと
思われます。

この度、JRNの活動のご紹介とご理解を深めたく 「JRN設立記念シンポジウム」 を開催致します。
ご多忙の折誠に恐縮と存じますが、ご来臨賜れますよう、ご案内申し上げます。

一般社団法人知財人財ネットワーク機構
会長 吉川 弘之

一般社団法人知財人財ネットワーク機構（JRN）
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5Ｆ
TEL : 03-6229-1947 FAX : 03-6229-1940 E-mail : info@jrn-site.org

会長 吉川 弘之 （工学博士）
国立研究開発法人 科学技術振興機構 上席フェロー

理事 田中 芳夫

東京理科大学大学院 イノベーション研究科教授

理事 瀬戸 政宏 （工学博士）

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
フェロー イノベーション推進担当（企業連携・地域連携）

理事 元木 英一

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
上級統括調査員 情報化統括責任者(CIO)補佐

理事 片岡 正俊 （工学博士）

地方独立行政法人東京都産業技術研究センター 前理事長

理事 Dr. イリス・ヴィーツォレック

株式会社IRIS科学・技術経営研究所 代表取締役社長

理事 星野 克美 多摩大学 名誉教授

理事 齋藤 衛 一般社団法人 日本人材紹介事業協会 監事

理事／事務局長 井戸田 勲

一般社団法人 知財人財ネットワーク機構

監事 寺村 康佑 一般社団法人 日本技術者連盟 監事

一般社団法人知財人財ネットワーク機構（JRN） 理事会構成

①研究成果の企業への技術移転事業

国立研究機関及び公設試験研究機関における

研究成果の内外企業への技術移転

②オンラインイノベーションプラットフォームの

構築事業

オープンイノベーションを推進するためのハイ

エンドの科学分野から、実用的工業技術まで

広く公開するためのプラットフォームの構築

③研究開発の受託事業

国内外からの研究受託、共同研究開発、知財

人財マネジメントコンサルティング及び研究者・

技術者の出向指導及び紹介・派遣サービス

④日本の理工系教育の活性化と国際化事業

国立研究機関及び公設試験研究機関が、

永年にわたって培ってきた知的財産、人的資源、

及び研究施設等を活用し、内外の大学・企業と

連携し、日本の理工系教育の活性化と国際化に

貢献

JRN事業活動について

※知財人財とは、高度な研究・技術開発の能力を有し、
求められる知的イノベーションの創出を実現するため
内外で活躍するプロフェッショナルをいう



JRN設立記念シンポジウム 参加申込書

1．お申込方法

以下に必要事項をご記入頂き、 FAX （03-6229-1940）またはメール（info@jrn-si te .org) にてお申込下さい。

当日は受付にてお名刺2枚を頂戴致します(1枚はネームプレート用。もう1枚は事務局保存用）。ご用意をお願い致します。

2. お問い合わせ 一般社団法人知財人財ネットワーク機構

〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5Ｆ TEL：03-6229-1947  FAX：03-6229-1940   info@jrn-site.org

1. ご挨拶

一般社団法人 知財人財ネットワーク機構

会長 工学博士 吉川 弘之 氏

2. 招待講演

文部科学省 官房審議官（科学技術・学術政策局、

高等教育局担当）（併）内閣官房まち・ひと・しごと

創生本部事務局 次長 松尾 泰樹 氏

3. 招待講演

経済産業省 産業技術環境局 研究開発課長（併）

新エネルギー・産業技術総合開発機構 室長

平井 淳生 氏

4. 招待講演

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

副理事長 工学博士 三木 幸信 氏

「産業技術総合研究所における知財人材の戦略」

5. 招待講演

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

理事長 工学博士 奥村 次徳 氏

「人生100年時代における知財人財の流動化」

6. 招待講演

国立研究開発法人 物質・材料研究機構

理事 工学博士 藤田 大介 氏

「研究開発におけるシニア研究者の内外における活躍について

～NIMSにおける国際水準の研究人材育成～」

7. 招待講演

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

理事 工学博士 佐藤 嘉晃 氏

「産官学共同開発と研究体制の進化と国際化」

8. 招待講演

独立行政法人 国際協力機構

理事 経済学博士 山田 順一 氏
「ODAを活用した知財人材の海外展開」

9. 招待講演

一般社団法人 知財人財ネットワーク機構 理事

株式会社IRIS科学・技術経営研究所

代表取締役社長

Dr. イリス・ヴィーツォレック

「ドイツにおける「セクターの混合」によるイノベーション

―エンジニアリング分野からの例―」

10. JRN事務局

一般社団法人 知財人財ネットワーク機構 理事

工学博士 瀬戸 政宏 氏

「産官学の研究者・技術者の活動をサポート
〜活動のデータベース化〜」

*  研究者のDB化のデモンストレーション

11. 名刺交換会

12. 閉会

ご参加者 お名前 （ご紹介者お名前）：

機関名・ご所属

住所

ご連絡先 電話・FAX メールアドレス

【個人情報について】
※お申込頂きました個人情報は、上記シンポジウムの事務手続きに使用致します。 ※尚、個人情報につきましては、当協会の個人情報保護ポリシーに則り厳重に管理し、第三者への提供、社外への業務委託は行いません。
※また、個人情報の訂正及び削除につきましては、事務局窓口宛にご連絡頂きます様お願い致します。 一般社団法人知財人財ネットワーク機構（JRN） TEL 03-6229-1947 FAX 03-6229-1940 E-mail info@jrn-site.org

1 ．日時 平成30年2月5日（月） 13時30分～16時 （受付開始 13時）

2 ．場所 東海大学校友会館 阿蘇の間
〒100-6035  東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル35階 TEL 03-3581-0121(代表) FAX 03-3581-6200
地下鉄銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩3分 地下鉄千代田線・地下鉄日比谷線 霞ヶ関駅 A13出口より徒歩5分 他

3 ．参加費 無料 （事前登録制 受付期限 平成30年2月5日 13時）

4 ．定員 400名様 （定員になり次第、締切りとさせて頂きます。また原則 一社 ２名様までとさせて頂きます）

■ 式 次 第 ■


