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-------------------------------------------------------------------------------★平成 29 年度委員会委員募集のお知らせ★
☆第２回研究産業技術懇談会（産総研若手研究者交流会）
（6/15）☆
日時：6 月 15 日（木）13：30-17：00 終了後懇談会
場所：研究産業・産業技術振興協会 会議室
話題及び話題提供者：
1. 全上場企業の温室効果ガス排出量の DB 構築、２万件の電力消費実態データの解析
～私達は環境ビッグデータをどのように活用すべきなのか？その基礎的知見～
安全科学研究部門 社会と LCA 研究グループ 主任研究員 本田 智則
2. テラヘルツ波の精密計測
物理計測標準研究部門 高周波標準研究グループ 研究グループ長 飯田 仁志
3. 高性能アンモニア吸着剤の開発
ナノ材料研究部門 ナノ粒子機能設計グループ 研究グループ長 川本 徹
申込先：jria-cto1@jria.or.jp
申込期限：6 月 13 日(火)

☆第３回研究産業技術懇談会（産総研若手研究者交流会）
（7/20）☆
日時：7 月 20 日（木）13：30-17：00 終了後懇談会

場所：研究産業・産業技術振興協会

会議室

話題及び話題提供者：
1. 超高気孔セラミックス材料プロセス技術
構造材料研究部門 セラミック組織制御グループ 主任研究員

福島 学

2. 土壌・水中の汚染物質の測定技術の開発と国内・国際標準化
地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 主任研究員 保高 徹生
3. 電子スピンを用いたスピントルク発振素子
スピントロニクス研究センター 総括研究主幹 久保田 均
申込先：jria-cto1@jria.or.jp
申込期限：7 月 18 日(火)

☆パートナー機関イベント情報☆
公益財団法人 岩谷直治記念財団
第４４回（平成２９年度）岩谷直治記念賞候補者推薦の件
エネルギー及び環境に関する優れた技術開発で、かつ顕著な産業上の貢献が認められ
ている業績を表彰するものです。応募される会員企業は当協会が推薦しますので連絡
ください。表彰は毎年２件以下で、賞状、賞牌と副賞として 300 万円が贈呈されま
す。
詳細は
http://www.iwatani-foundation.or.jp
をご覧ください。

------------------------------------------------------☆★☆★☆★☆★☆★☆
１◆報告－－事業活動(委員会他) ◆
平成 28 年度委員会活動の報告書が、HP の会員専用ページにアップされております。
こちらからお入りください。
http://www.jria.or.jp/activity/result-report/main.html
ご活用いただければ幸いです。

２◆報告－理事会、運営委員会等◆
★第一回経営改善委員会(5/8)★
開催日時：年５月８日（月） １４：００～１７：００ 学士会館 ３０９号室
出席者：出席者：石原委員長（古河）
、経営改善委員全員が出席して開催されまし
た。JRIA の進むべき方向が活発に議論されました。

★産業技術政策懇談会(5/12)
開催日時：５ 月１２ 日（金）１６：００～１７：３６０ ＪＲＩＡ東京本部
「最近の経済産業省の産業技術政策について」
経済産業省 産業技術環境局 技術政策企画室長 内閣府企画官 小浦 克之氏にご講演
いただきました。出席者は２０名（協会メンバーを除く）でした。

★運営委員会(5/16)★
開催日時：５月１６日（火）１４：００～１６：００ ＪＲＩＡ東京本部
第１４回総合役員会（５月３１日）への提出議題について承認を得ました。

★第一回研究産業技術懇談会（産総研若手研究者交流会）(5/18)★
開催日時：５月１８日（木）

１３：３０～１７：００

1. オペランド電子状態解析に立脚した低温環境作動二次電池の開発
省エネルギー研究部門 エネルギー界面技術グループ 主任研究員 細野 英司
2. 植物バイオの最先端技術開発生物プロセス研究部門
植物機能制御研究グループ 主任研究員 光田 展隆
3. 2030 年へ向けた IoT セキュリティアーキテクチャの構築
情報技術研究部門 サイバーフィジカルウェア研究グループ長 大岩 寛
出席者は１０名でした。

★活動成果報告会(5/31)★
開催日時：５月３１日（水） １０：００～１７：００安田コミュニティープラザ
平成２８年度の活動成果報告のほか、特別講演として 「オープンイノベーションの
実践に向けて」
～事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携におけるぶつかりやすい壁とそれを乗
り越えるベストプラクティス～について経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策
課長 渡邉 政嘉氏に講演いただきました。また、立命館大学 経営学部 副学部長 教
授 善本 哲夫氏をモデレータとしたパネルディスカッション「オープンイノベーショ
ンによるグローバル展開の課題」が実施されました。約７０名の参加者がありまし
た。

★総合役員会・理事会・通常総会(5/31)★
第１６回理事会提出議題
（１）平成２８年度活動報告及び決算報告の承認の件

（２）中長期観点に基づくＪＲＩＡの事業展開
「（仮称）中長期ビジョン」の策定について（案）（報告）
（３）平成２９年度事業計画（案）と収支予算の承認の件
（４）新規会員入会の件
（５）役員（理事及び監事）選任の件
（６）総合役員会幹事選任に関する承認の件
第１７回理事会提出議題
（７）会長・代表理事、副会長・代表理事、副会長・理事、専務理事 選任の件
（８）事務局長委嘱の件
（９）顧問推薦の件
につき審議され、全案件が承認されました。総会では（1）
（3）
（5）（6）について
承認されました。
新しい協会役員は
会長 （代表理事）石原
副会長（代表理事）斉藤
副会長（理事）
川村
副会長（理事）
津山
副会長（理事）
村上
監事
末廣
監事
武正
となりました。

廣司氏（古河電気工業株式会社）
史郎氏（株式会社東芝）
邦昭氏（株式会社東レリサーチセンター）
青史氏（ＪＦＥテクノリサーチ株式会社）
晃一氏（株式会社ＩＨＩ）
正芳氏（日鉄住金テクノロジー株式会社）
文夫氏（株式会社ＩＨＩ検査計測）

３◆実績・予定－協会スケジュール◆
(予定は確定分のみ掲載しています)
＜５月＞
5/ 8
5/12
5/16
5/18
5/31
5/31

第一回経営改善委員会
産業技術政策懇談会
運営委員会
研究産業技術懇談会（産総研若手研究者交流会）
活動成果報告会
総合役員会・理事会・通常総会

＜６月＞
6/15 第二回研究産業技術懇談会（産総研若手研究者交流会）
6/16 第一回検査・分析委員会
6/29 第１回先導技術研究会・幹事会
＜７月＞
7/20 第三回研究産業技術懇談会（産総研若手研究者交流会）

○最新の協会スケジュールは、HP のトップで参照できます。
・http://jria.or.jp//

４◆編集後記◆
・最後までお読みいただきありがとうございました。
また、皆様の忌憚のないご意見を頂戴できればと存じます。
******* 研究産業・産業技術振興協会(JRIA)ニュースについて********************
・本ニュースは、関係部署に転送いただき、ご活用いただけますと幸いです。
また、非会員関係先等への転送にもご協力いただきますようお願いいたします。
・バックナンバー：http://www.jria.or.jp/jria-news/main.html
・JRIA ニュースの送付先アドレスの変更やご不要な場合は下記事務局までご連絡願い
ます。
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