
ウェビナー・ライブ配信

お申し込み

＊Zoom情報等については、1月 14 日 ( 金 ) にご案内いたします。

締切
1月13日(木)
正午

参加費
無料

左のQRコードまたは下記URL にアクセスして、お申し込み下さい。
https://form.jst.go.jp/enquetes/2021_rpd11
Q&A セッションでは、各務先生がご参加の皆様からの事前質問に回答を
下さいます。申し込みフォームの該当欄に、あなたのご質問をご記入く
ださい。

・ 研究者（研究キャリアや専門分野は問いません）
・研究者を目指している大学院生
・研究者育成に関心のある大学・研究機関、企業の関係者など
＊先着順で 1,000 名程度まで

対 象

・社会の潮流の中で求められる研究者のマインドセット
・あなたのコンピテンシーを高めるアントレプレナーシップ教育
     プログラム
・Q&Aセッション

トピックス

講師

各務 茂夫 先生
東京大学 大学院工学系研究科 教授、産学協創推進本部 副本部長
一橋大学商学部卒、スイスIMEDE（現 IMD）経営学修士（MBA）、米国ケースウェスタンリザーブ大学
経営学博士。ボストンコンサルティンググループを経て、コーポレイトディレクション（CDI）の設立に
創業パートナーとして参画、取締役主幹等を歴任。2002年東京大学大学院薬学系研究科寄付講座教員と
なり、2004年東京大学産学連携本部（現産学協創推進本部）教授・事業化推進部長に就任。2004年～
2013年まで（株）東京大学エッジキャピタル監査役。2013年～2020年3月教授・イノベーション推進部
長。2020年4月より現職。一般社団法人日本ベンチャー学会会長。
2005年「東京大学アントレプレナー道場」開講以来、学内に様々な起業家教育プログラムを展開。現
在、文部科学省の次世代アントレプレナー育成事業EDGE-NEXT東大代表者。今年度、大学発新産業創出
プログラム（ＳＴＡＲＴ）スタートアップ・エコシステム形成支援事業に「Greater Tokyo Innovation 
Ecosystem (GTIE) 」が採択。東大プログラム代表者。

How Do Researchers Make a Social Impact?

あなたの研究、専門性が高すぎて、直接社会的価値を創造する世界とは無縁だと思い込んでいませんか？日頃の心の
持ちようで、新たな価値や世界が拓けるチャンスを見逃しているかもしれません。本ウェビナーでは、創造性の高い
次世代研究者を育成する各務先生を講師にお迎えし、研究者が力強く歩むためのマインドセットと、それを養うアン
トレプレナーシップ教育プログラムの魅力についてお話を伺っていきます。あなたの視点を少しアップデートしませ
んか？

〜アカデミアから社会的価値を生むためのマインドセット〜

１１ 金

! !12
Create Your New World!  

これまでの常識を覆すような社会変化が次々と起こる予測不能の時代、いわゆるVUCA時代の到来がコロナ禍で誰
の目にも顕著になりました。科学技術の進展に伴い研究者の専門性はますます高くなる一方で、研究者に求められ
るのは、変化にも対応できる柔軟で力強い科学の構築であり、専門の域を超えた融合研究の重要性が叫ばれていま
す。本ウェビナーでは、先端エレクトロニクスの研究をAI、心理学、経営学と融合することで、独自の新分野を開
拓されてきた矢野和男先生をお迎えし、新しい価値を生み出す開拓精神を、本事業プログラムディレクターの安浦
先生と共にうかがっていきます。

1. 矢野先生のエピソードから開拓精神を学ぶ。
2. 今世界が求める研究マインドって何？
3. 視聴者の皆様からのご質問にお答えします。

左のQRコードまたは下記URLにアクセスして、お申し込み下さい。
https://form.jst.go.jp/enquetes/2021_rpd12

講師へのご質問を募集しています。上記申し込みフォームの該当欄にご
記入ください。

  ＊Zoom情報等は、3月29日（火）にご案内いたします。
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IEEE Fellow。電子情報通信学会、応用物理学会、日本物理学会、人工知能学会会員。東京工業大学特
定教授。2020 IEEE Frederik Phillips Awardなど受賞多数。著書は『予測不能の時代』『データの見え
ざる手』。

・若手研究者をメインに幅広のキャリア層研究者
　＊博士後期課程大学院生を含む 
・URA等の研究支援者 

1984年日立製作所入社。1993年単一電子メモリの室温動作に世界で初めて
成功し、ナノデバイスの室温動作に道を拓く。2004年からビッグデータを
先行して研究。論文被引用件数は4500件、特許出願350件超。開発した多目
的AI「Ｈ」は、物流、金融、流通、鉄道など産業分野へのAI活用を牽引した。
幸福の計測や改善技術を開発し、2020年に(株)ハピネスプラネットを設立。




