
～未来をつくるリケジョたち～  女性視点が起こすイノベーションとは？

東京大学大学院情報学環 教授

東京大学生産技術研究所 教授

大島 まり 氏

日立グループの V字回復を導いた『ザ・ラストマン』
1939年北海道生まれ。東京大学工学部電気工学科卒業後、日立製作所に入社。
日立工場長等を経て99年副社長就任。2003年以降はグループ会社の会長を
歴任。日立製作所が7,873億円の最終赤字を出した直後の09年、執行役会長
兼社長に就任、同社の再生を陣頭指揮する。翌10年社長を退任、14年取締役
会長を退任し、現在に至る。2004～ 05年電気学会会長、10 ～14年日本経済団
体連合会副会長。14年からみずほフィナンシャルグループ社外取締役、15年か
らカルビー社外取締役、16年からニトリホールディングスの社外取締役等も務め

1983年3月東京大学工学部卒業。1988年 8月
米国マサチューセッツ工科大学大学院(政治学
科)修了1983年4月通商産業省入省。2001年4
月経済産業省商務流通グループ博覧会推進室
長。2006年7月国土交通省総合政策局観光経
済課長。 2008年7月山形県副知事。 2009年5月
経済産業省製造産業局生物化学産業課長。 
2011年8月2012麗水国際博覧会日本政府代表。
2012年12月株式会社日立製作所入社。　

株式会社アクアビット

代表取締役

チーフビジネスプランナー

田中 栄 氏

株式会社日立製作所理事

CSR・環境戦略本部長

荒木 由季子

1990年早稲田大学政治経済学部卒業。
1993 年マイクロソフト(株 )入社。Wordおよ
びOfficeを担当。Xboxの創業メンバーとし
て、ビジネス全体設計を担う。2003 年 ( 株 )
アクアビットを設立し、代表取締役に就任。
「未来予測レポート」シリーズ刊行。2015 年
KPMGあずさ監査法人顧問に就任。札幌市
出身。

パネリストのご紹介

主催：公益財団法人 日立財団　□お問合せ先： 日立財団 〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目6 番 1号 丸の内センタービル12 階 TEL:03-5221-6675

H2L,Inc. 創業者

早稲田大学助教

 JSTさきがけ研究者

玉城 絵美 氏

2011年コンピュータがヒトに手の動作を制御す
る装置PossessedHandを発表。米TIME誌
が選ぶ50の発明に選出される。同年、東京大
学大学院にて博士号取得し，東京大学 総長賞
受賞。2012年H2L, Incを創業。2013年早稲
田大学にて研究活動を再開。2015年ウーマン
オブザイヤー準大賞受賞。2016 年WIRED 
Audi Innovation Award 2016に選出.。

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻に
進み、博士号取得後、 東京大学生産技術研究
所に助手として勤務。 大学院時代にマサ
チューセッツ工科大学、助手時代には スタン
フォード大学へと２度の留学経験を持つ。２
度目の留学時に最新の研究領域「バイオ・マ
イクロ流体工学」と出会い、帰国後に研究を進
め、 現在に至る。 

イベントコンテンツ

人気ドラマ『ガリレオ』の科学監修者で
元ＮＨＫ教育ＴＶ『サイエンスZERO』
のコメンテーター！

『未来予想レポート』で未来をデザイ
ンするチーフ・ビジネスプランナー！

日立製作所のリケジョ代表

米TIME誌も注目。
最先端の技術で世界の注目を集める
“アントレプレナー研究者”！

未来をつくるリケジョたち～

女性視点が起こす
イノベーションとは？

1

2

モデレータ

公益財団法人 日立財団

理事長　田中 幸二

基調講演

株式会社日立製作所 元会長

公益財団法人 日立財団 会長

川村 

次世代を担う
君たちへのメッセージ

ご挨拶 3 シンポジウム

パネリスト

東京大学大学院情報学環 教授
東京大学生産技術研究所 教授

大島 まり氏
株式会社アクアビット 代表取締役
チーフビジネスプランナー

田中 栄氏
H2L,Inc. 創業者、早稲田大学助教
JSTさきがけ研究者

玉城 絵美氏　
モデレータ

株式会社日立製作所 理事
CSR・環境戦略本部長

荒木 由季子

未来をつくるリケジョたち!
「理工系女子応援プロジェクト2016」

日本科学未来館 
みらい CANホール（ゆりかもめ「船の科学館駅」下車）

2016 年 8月20日（土）14:00～ 16:00
女子中学生・高校生および保護者その他興味のある方

300名まで

日立財団サイト
http://www.hitachi-zaidan.com/topics/topics016.html

無料 (交通費などは各自負担でお願いします。)

参加者全員にデニムトートをプレゼント！

□場 所：

□開催日時：

□対 象 者：

□募集人数：

□募集方法：

□参 加 費：

□プレゼント：

主催：公益財団法人 日立財団

日立財団は、リケジョの皆さんを応援するイベントやシンポジウムを企画・開催しています。
このたびのシンポジウムでは、リケジョがどんな未来を創ることができるのか、
どんなイノベーションを起こして社会を変革していけるのか、実業家や研究者など

多彩な方々のお話を聞くことができます。リケジョならではの可能性をぜひ感じてみませんか？

交通案内
新交通ゆりかもめ　「船の科学館駅」下車、徒歩約5分／
「テレコムセンター駅」下車、徒歩約4分
東京臨海高速鉄道りんかい線　「東京テレポート駅」下車、徒歩約15分

※「リケジョ /Rikejoは（株）講談社の登録商標です。（登録番号： 5304310）」http://www.rikejo.jp

りんかい線 東京テレポート駅
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東京湾岸
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テレコムセンター駅

東京国際
交流館

パレットタウン

至晴海駅

テレコムセンター

日本科学未来館

内閣府「理工チャレンジ」夏のリコチャレ2016 ～理工系のお仕事体験しよう！～
http://www.gender.go.jp/c-challenge/event/2016_summer.html
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