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研究・技術人材開発フォーラム
～イノベーションを創出する、これからの技術人材育成を考える会～

第18期  メンバー募集のご案内  2022年8月24日（水）スタート

「研究・技術人材開発フォーラム」では、研究技術人材をめぐる様々な課題を視野に置き、外部からの第一線実務家や専
門家の知見、幹事・メンバー間との意見交換を通した相互啓発により、独創性のある技術を生み出す研究開発技術者の人
材開発、育成の強化を目的に運営しております。
研究者、技術者の人材開発、育成に到達点はなく、今後もメンバー間の積極的な交流を重ねながら次世代の研究者・技術
者の人材開発を創造してまいります。
本趣旨にご賛同いただく、志と熱意をお持ちの方々のご参加を心よりお待ち申し上げます。

※入会ご検討中の方は体験参加頂けます（要事前予約）
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（ご講演）㈱村田製作所 技術・事業開発本部 技術企画統括部 技術管理部長  林 幹生 氏
ゲスト講演：村田製作所におけるR＆Dマネジメントと組織風土改革の歩み

【オリエンテーションとメンバー交流】

8月24日㈬  13：30～17：00第 １ 回 例 会

（ご講演）㈱野村総合研究所  社会システムコンサルティング部プリンシパル グローバルナレッジセンター長  磯崎 彦次郎 氏
ゲスト講演：デジタル時代のイノベーションを創造する「人材像」「組織像」

【グループディスカッション：講師を囲んでの意見交換、課題意識の交流】

9月27日㈫  13：30～17：00第 ２ 回 例 会

メンバー討議：メンバー各社の研究者・技術者の人材育成マネジメントの現状と課題
「メンバー交流シート」を活用し、参加メンバーの課題意識を共有するとともに、課題解決に向けた方策と、
そのための今後の議論の方向性を考察いたします。

10月18日㈫  13：30～17：00第 ３ 回 例 会

（ご講演）日本化粧品技術者会／元 ㈱資生堂 フロンティアサイエンス イノベーションセンター長  植村 真樹 氏
ゲスト講演：VUCA時代における価値づくりと元気な組織作り（仮題）～個の力を引き出し、組織を活性化するために～

【グループディスカッション：講師を囲んでの意見交換、課題意識の交流】

11月22日㈫  13：30～17：00第 ４ 回 例 会
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期間：2022年8月～2023年5月（全10会合）
時間：「年間プログラム」の開催日程に沿って開催〈13：30～17：00〉
開催：当面オンライン（Zoom）による開催（状況により東京都内の会議室開催も検討）

（ご講演）詳細調整中のため、確定次第参加メンバーにご案内申し上げます。
ゲスト講演：ブリヂストンの事例紹介（予定）

【テーマ別分科会討議 開始（予定）】

12月13日㈫  13：30～17：00第 ５ 回 例 会

年間プログラム



R＆D部門・研究開発スタッフ部門および、研究者・技術者の人材育成に携わる部門のマネジャー・担当者
様など。

本フォーラムの企画・運営など積極的に参画・サポート頂きます。
大槻 真澄 氏　　テルモ㈱ 人事部HRBP（CTO管轄 兼 心臓血管カンパニー）部長
神野 裕文 氏　　ヤマハ発動機㈱ 技術・研究本部 NV・技術戦略統括部 技術戦略部 部長
木下　 純 氏　　キユーピー㈱ 研究開発本部 グループR＆D推進部 担当部長
大井 義規 氏　　シスメックス㈱ 技術戦略本部 R＆D推進部 技術人材開発課長
他、数氏にご依頼中（2022年7月末日現在）。

１．異業種交流を深めることにより、業種・業態の壁を超えた新しい発想や手法を学ぶことができ、
なおかつ社外のネットワークを広げ、パーソナルバリューの向上が図れます。

２．人材開発マネジメントの新しい流れや考え方、実践方法について、外部ゲストやメンバーによる
事例研究で最新の情報を収集できます。

３．情報交換だけでなく、その背景にある実務に直結したノウハウの交換が行えます。また、必要に
応じてメンバーの相互訪問も行えます。

1．フォーラムの目的達成のため、可能な限りギブアンドテイクをモットーに参画する。
2．本音ベースの議論を深めるため、互いの守秘義務を遵守する。
3．企業規模、役職、経験に関係なく積極的に参加する。

本フォーラムの特徴

運営幹事

参加対象

2023年2月14日㈫
第7回例会

2023年1月17日㈫
第6回例会

2023年3月14日㈫
第8回例会

2023年4月18日㈫
第9回例会

2023年5月23日㈫
第10回例会

主要企業の幹部・人材育成
担当マネジャーをゲストに
招き、取り組み事例を拝聴。

第1部
ゲスト講演

13:30～15:00

ゲストを交えての意見交流、
分科会討議や課題シートを
元にした深堀議論など。第2部

15:00～17:00

【ゲスト講演テーマ】【グループディスカッションテーマ】の例示やQuestion
●経営層において研究技術人材開発の危機感は、認識されていますか。

●研究技術人材は、重用されていますか。

●研究技術人材のキャリアパスは存在していますか。運用に課題はありませんか。

●海外R＆D 拠点に派遣されて、実力を発揮し、活躍していますか。

●グローバル化に対応した人事制度や人材面の仕組み、インフラは、整っていますか…。

＊日程等が変更となる場合がございます。その際は速やかにご案内いたします。
＊第10 回例会（第18 期の最終例会）では、1 年間の研究討議活動の成果報告会を行い、
　全メンバーで共有いたします（予定）。
＊合宿研究会、施設見学会、懇親会なども企画しています。

第6回例会～第10回例会は、下記日程・時間構成にて進めてまいります。

本フォーラム参加に際してのお願い



前期（第17期）の参加企業

テルモ㈱ 研究開発推進部 部長

ヤマハ発動機㈱ 技術･研究本部 NV･技術戦略統括部 技術企画部 部長

シスメックス㈱ 技術戦略本部 R&D 推進部 R&D 支援課長

キユーピー㈱ 研究開発本部グループ R&D 推進部 担当部長

帝人㈱ 人財開発部 人財開発Ｇ

三菱電機㈱ 人事部 人材開発センター 電子通信教室 専任

㈱ジェイテクト 研究開発本部 研究企画部 研究管理室 室長

㈱ジェイテクト 研究開発本部 研究企画部 研究管理室

シスメックス㈱ 技術戦略本部 R&D 推進部 技術人材開発課長

三菱鉛筆㈱ 技術企画室 室長

ヤマハ発動機㈱ 技術･研究本部 NV･技術戦略統括部 技術企画部

JSR㈱ 四日市研究センター エッジデバイス材料開発室 主事

JSR㈱ 四日市研究センター エッジデバイス材料開発室

アルプスアルパイン㈱ 人財開発部長

第一三共ヘルスケア㈱ 研究開発部 企画グループ 主査

㈱コーセー 研究戦略室 主任研究員

前期（第17期）活動経過

【その他の取り組み】 ＊「リモートワーク」に関する取り組みアンケートを実施
＊第17期は活動を短縮して開催。
＊各例会終了後は、人脈作りを目的とした「オンライン意見交流会（放課後）」を実施。
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【基調講演】R＆D人材育成の取り組み  ～富士フイルムの一部門の事例紹介～
富士フイルム㈱ R&D 統括部 グラフィックコミュニケーション研究所長 様

【オリエンテーション】

【基調講演】R＆D部門の人財マネジメントと組織活性化
ヤンマーホールディングス㈱ 顧問（元 日本 IBM ㈱ 取締役／元 京セラ㈱ 顧問） 様

【グループディスカッション】

【メンバー各社の研究人材開発、研究人事部門の現状と課題】
メンバー交流シートを元にグループを編成し、自社・自身の現状と課題を報告し合い、共通課題の抽出、
課題解決の方策などを議論。

【メンバーによる取り組み事例紹介と意見交換】
ヤマハ発動機／シスメックス／ジェイテクト／三菱鉛筆

【ゲスト講演】OKIにおけるイノベーション人材育成の取り組み
沖電気工業㈱ OKIイノベーション塾長 様

【グループディスカッション】

【ゲスト講演】イノベーションを創出する人材の育成とマネジメント
㈱テクノ・インテグレーション 代表取締役 様

【グループディスカッション】

【ゲスト講演】オープンイノベーション活動と求められる人材
小林製薬㈱ 中央研究所 研究推進部社外連携グループ長 様

【グループディスカッション】

参加要領申込要領 【事業コード：220033】

■お問合せ・お申込先

  一般社団法人 企業研究会 担当：小野原（オノハラ）

E-mail：onohara@bri.or.jp  TEL：080-1393-5593
 〒110-0015  台東区東上野1-13-7 ハナブサビル

https://www.bri.or.jp

■参加費（1名分、消費税込）

※資料代・通信費等含みます。合宿研究会他、特別会合等実施の際
は別途実費をご負担頂きます。
※分割、次年度のお支払い等も可能です。ご相談ください。

■申込方法
（1）Web：ホームページよりお申込みいただけます。

（2）メール：右記担当者宛に以下をお知らせください。
　　①御社名、②郵便番号／所在地、③参加者お名前（ふりがな）、
　　④ご所属・お役職、⑤メールアドレス、⑥電話番号、
　　⑦「正式参加（※1）」または「体験参加（※2）」
　　※1 正式参加の方には請求書をお送りいたします。
　　※2 正式参加の前に体験参加を承っております（要予約制）。

企業研究会  研究・技術人材開発フォーラム 検  索

正会員 242,000円 一  般 275,000円
（本体価格220,000円） （本体価格250,000円）


