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日本工学アカデミーの基本理念、使命及び基本方針

　日本工学アカデミーは、21世紀において持続可能な発展をする社会の実現に向けた貢献をす
るため、その役割と活動に関する基本理念、使命、そして基本方針を以下の通り定める。

（１） 基本理念
　　 日本工学アカデミーは、「未来社会を工学する」（Engineer the Future）というスローガン

を設定し、人類の安寧とより良き生存に貢献する姿勢を内外に示してきた。この姿勢は、
未来社会をデザインし、科学と技術開発の成果を社会に実装し、その結果を評価して、次
のデザインにつなげるという循環モデルを内包する。これは、2016年に国際工学アカデミー
連合（CAETS）が、“Engineering a Better World”をスローガンと決めたことや、SDGs
における中心テーマである“STI（科学技術イノベーション）for SDGs”と軌を一にする。
ここでは、視座を経済利益の優先から人間を中心に据え直す点で共通している。このよう
な点を踏まえ、「人類の安寧とより良き生存のために、未来社会を工学する」という従来の
考えを、基本理念として再確認する。

（２） 使命
　　 公益社団法人日本工学アカデミーは、広く大学、産業界及び国の機関等において、工学及

び科学技術、並びにこれらと密接に関連する分野に関し顕著な貢献をなし、広範な識見を
有する指導的人材によって構成し、人類の安寧とより良き生存に向けて、工学及び科学技
術全般の進歩及びこれらと人間及び社会との関係の維持向上を図り、我が国ひいては世界
の持続的発展に資することを使命とする。

（３） 基本方針
　　 ①専門家集団としての政策提言活動を積極的に推進する。 

②海外関係機関との連携・交流活動を強める。 
③次世代の指導的人材を育成する。 
④人びとの科学技術活用能力の向上を支援する。 
⑤以上のために、あらゆる壁を越えた共創を拡大する。

 これからの日本工学アカデミーの役割
 2017年11月22日 日本工学アカデミー理事会
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始
まってから約2年半が経過しましたが、いまだ終
息に至りません。デルタ株からオミクロン株へ
の置き換わり、そしてBA.2系統などのより感染
力の高い変異株の蔓延によって、感染者数はい
まだに高い水準のままです。ただし暗いニュー
スばかりではありません。コロナワクチンに加
えて治療薬の普及も進みつつあり、国産治療薬
の承認に向けた動きも活発化しています。我々
には、価値観の多様性を高めてイノベーション
をさらに加速し、文理を超えた異分野連携をま
すます推進して社会実装の実現に貢献していく
役目があります。
　また昨年10 〜 11月にはCOP26（国連気候変動
枠組条約第26回締約国会議）が開催され、「グラ
スゴー気候合意」では温室効果ガスの排出削減
対策のとられていない石炭火力発電の段階的削
減へ努力するとされ、世界中でカーボンニュー
トラル実現を目指した機運が高まりました。し
かし大変残念なことにIEA（国際エネルギー機
関）が3月に発表した2021年のCO2排出量は363
億トンで、過去最高値を示していました。これ
はコロナ禍からの景気回復に伴い、CO2を多く
排出する石炭の消費が急増したからだといわれ

ています。それに加えて今般のロシア政府によ
るウクライナ侵攻によって世界のエネルギー情
勢が一変し、地球温暖化対策よりも目前のエネ
ルギーの安定供給を優先する動きが強まってき
ています。侵攻によってEUの発電に占める石
炭火力の比率が10%から13%に上昇し、それに
よって発電に伴うEUからのCO2排出量は4%増
えるとの試算も出ています。このような時だか
らこそ、地球温暖化問題が人類の存亡に関わる
グローバルアジェンダであることを我々一人ひ
とりが再認識し、今まで以上に真剣に取り組ん
でいく必要があります。
　まさに世界は感染拡大・温暖化・戦争の三重
の危機に直面しています。今般のウクライナへ
の軍事侵攻によって民主主義が危機に瀕してお
り、残念ながらグローバルガバナンスも後退し
てしまっているのが現状です。パンデミックや
気候変動といったグローバルアジェンダについ
て、ボーダレスにしっかりと議論する場が今ほ
ど必要な時はありません。
　私はこのコロナ禍が始まる前まで人類は飢
餓・疫病・戦争の3つをほぼ克服していたと思っ
ていたのですが、いささか楽観的に見過ぎてい
たようです。むしろこれら3つに苛まれているの
が現実です。まさに人類はこういった大変大き
な問題に直面しているわけですが、我々は「人
類の安寧とより良き生存のために、未来社会を
工学する」という基本理念を改めて確認し、人
類の明日を信じて、自らの役割に真剣に向き合っ
てそれぞれの使命を果たしていく必要があると
思います。

2022年6月6日
（公社） 日本工学アカデミー　会長

日本工学アカデミーの理念を再確認する
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　本報告では、1章で、定款第4条5事業に関わ
る活動概要について総括し、これら5事業を担
当する日本工学アカデミー組織（事業報告最終
ページに記載）である委員会、支部それぞれの、
法人運営、公益目的事業に係わる活動について
2章、3章で詳細に説明する。

1．2021年度の総括

　コロナ禍を、デジタル技術活用、「Engineer 
the Future」早期実現の好機と捉え、ホームペー
ジなどを刷新、さらにオンラインで第4回EAJ
フォーラム、第5回賛助会員ラウンドテーブル、
第1回若手リーダー塾、談話サロン、若手人材
を対象としたシンポジウム、新入会員ガイダン
ス、国際工学アカデミー連合、日米先端工学シ
ンポジウム、STSフォーラム サイドイベント、
多様性に関するアンケート、支部講演会・オー
プンセミナー・レクチャーなどを実施するとと
もに、英訳したポストコロナ検討委員会、科学
技術イノベーション2050委員会成果を国連報告
書に掲載するなど、定款第4条5事業活動、会員
サービス向上、グローバル化を推進した。特記
事項として、特別WGを設置し、緊急提言「博
士後期課程大学院生に対する支援の強化にあ
たって」、「ポストコロナ時代に向けた科学技術・
イノベーションの在り方」を発信、大臣に手交、
意見交換するとともに、会費制度見直しなど活
性化策を理事会に提言し、さらに政策共創推進
員会による国会議員との意見交換、対話の会、
参議院調査部門との共催ワークショップなどを
開催し、立法府・アカデミア間の科学技術情報
共有をアカデミア側からアプローチした、こと
などが挙げられる。5事業に関する代表的成果
は下記の通りである。
（�事業1）創造的革新技術の萌芽の模索、評価
等による、先見性・創造性のある基礎研究の
推進のための調査研究、提言等に関する事業

　 　①政策提言委員会：6回の委員会を開催し、

デジタル革命時代の日本のモノづくり、人と
機械の共生社会の2つのプロジェクトについ
て検討内容を政策提言書にまとめ、海洋プラ
スチック研究、インクルーシヴなSTEM研究
環境の構築、アフリカとのSTI for SDGsに
おける連携プロジェクトなどを推進中、②科
学技術・イノベーション（STI）2050委員会：
STSフォーラム　サイドイベントを開催し、
2050年に達成すべき将来像と必要な技術を実
現するための「科学・技術・イノベーション」
のロードマップを示した、③若手委員会：公
開シンポジウム「ネクストイノベーターへ伝
える起業・創業の魅力」を11月にオンライン
で開催し、655名におよぶ多数の参加者に、
次世代の若手、科学技術・イノベーション人
材育成等に関して、活発な意見交換、幅広く
関心を喚起する機会を提供した。

（�事業2）社会、産業界、学界が工学及び科学
技術に関する分野で直面している具体的問題
の把握とその解決に関する事業

　 　①政策提言委員会：ポストコロナ検討委員
会と連携し「ポストコロナ時代に向けた科学
技術・イノベーションの在り方」に関する報
告書を取りまとめ、海洋プラスチック、デジ
タル変革を可能にする先端半導体研究開発
の在り方に関するプロジェクトなどを推進
中②STI2050委員会：スマートな都市、快適
で強靭な人間居住の実現持続可能で格差のな
い水・食料・エネルギーアクセス、エビデン
スと多様な価値観の許容に基づくガバナンス
の実現について報告書を取りまとめた、③人
材育成委員会/企画推進グループ/緊急提言
WG：第1回若手リーダー塾を3日にわたりオ
ンラインで開催するとともに、緊急提言WG
として「博士後期課程大学院生に対する支援
の強化」緊急提言を企画、取りまとめ、発信
した（提言は井上信治内閣府特命担当大臣、
萩生田光一文部科学大臣に手交し、意見交換
を実施）。さらに第5回賛助会員企業ラウンド

2021年度 事業報告
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テーブルで、人材育成の在り方、男女共同参
画や若手人材の育成などについて、問題提起
および意見交換を行った。

（�事業3）工学及び科学技術に関連する問題に
ついての普及啓発活動に関する事業

　 　①広報委員会：「カーボンニュートラル」、
「2021プロジェクト」の特集号などのEAJ 
NEWSを4回発行した、②政策共創推進委員
会：国会議員との意見交換、対話の会、参議
院調査部門との共催ワークショップ、国立国
会図書館との調査・提言テーマに関する情報
交換会などを開催し、さらに「政策共創プラッ
トフォーム」を設置するなど、立法府とアカ
デミアの間の科学技術情報共有をアカデミア
側からアプローチした、③ジェンダー委員会：
EAJ会員を対象に多様性に関するアンケート
を実施、報告書・提言発行、第5回ジェンダー
シンポジウムなどを企画した。

（�事業4）工学及び科学技術の分野における国
際交流の推進に関する事業

　 　①国際委員会：国際工学アカデミー連
合CAETS、 日 米 先 端 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム
JAFOE、STSフォーラムをオンラインで開
催、②政策共創推進委員会／ポストコロナ
検討委員会：欧州議会技術評価代表者会議
で永野委員長が講演するなど政策共創を推進
し、英訳したポストコロナ検討委員会報告
書を2021年5月国連報告書として掲載した、
③STI2050委員会：CAETS SDG作業部会で
COP26声明作成に寄与するとともに、委員会
成果概要を国連報告書に掲載した、④財務事
務強化委員会／政策提言委員会：各種報告書
を英文化し、国際的発信を強化した。

（�事業5）その他本法人の目的を達成するため
に必要な事業

　 　①社員総会：オンラインで開催し、監査報
告、2020年度事業計画の報告、2020年度収支
決算を可決し、2021年度事業計画の報告など
を実施した、②理事会：5回開催し、経営全
般、役員分掌、職務執行状況報告2回、会員
入会、委員会・プロジェクト設置、委員長・
リーダー選任、提言・報告書、支部長会議、
ホームページ刷新、フォーラム・シンポジウ

ム、共催・協賛、などの審議、決議を実施し
た、③企画運営会議：8回開催し、5事業関連
運営事項（2021年度事業、予算執行、自己職
務執行状況確認、活性化・会費見直しなどに
関する約款・内規修正案、正会員・客員会員・
賛助会員の入会案、緊急提言・報告書、HP
刷新、他）などを審議し、理事会に上程した、
④企画推進グループ：組織基盤安定化（デジ
タル化、オンライン化）、公益目的事業活動

（賀詞交歓会、談話サロン、新入会員ガイダ
ンス、特別WG）などの企画・推進（運営支援）
を実施した、⑤財務・事務機能強化委員会：
累積月次報告を執行部と定期的に共有するこ
とで、コロナ禍での財務健全化、追加支出要
請への柔軟な対応を行い、円滑な公益活動を
支援するとともに、事務業務の平準化と効率
化を図った、⑥広報委員会：ビッグメニュー
やアニメーションの採用などにより、より見
やすく、より分かりやすいホームページを目
指し、大幅なリニューアルを実施した、⑦会
員強化委員会／会員選考委員会：連携を密に
多様な会員増強を実施した（正会員：年度初
814名→年度末834名、客員会員：年度初43名
→年度末56名、賛助会員：年度初53社・団体
→年度末52社・団体）、⑧選挙管理委員会：
22年度〜 23年度理事・監事選出に向け、選
挙管理委員会を発足し、選挙を実施した、⑨
支部：本部・支部長会議、企画運営会議・理
事会で支部活動総合報告（シンポジウム、レ
クチャー、セミナーなど）などを持ち回りで
実施、情報共有、連携強化を図った、⑩第4
回EAJフォーラムWG：第4回EAJフォーラム
をオンラインで開催し、正会員98名、客員2名、
非会員17名（マスコミ関係）等120名の参加が
あり、活発な意見交換が行われた、⑪新常態
下でのEAJ活性化WG：会員アクティビティ
･メリット向上策、産業界からの会員増員・
活性化策、等について4回議論し、会費制度
見直しなど活性化策を理事会に提言した、⑫
新旧企画運営会議メンバー意見交換会：緊急
提言を提案できる仕組み、中国・四国支部設
立案などについて意見交換を行い、提言を活
動活性化に反映した。



4
EAJ Activities Report 2021/2022

2．法人運営に係わる活動

2−1）企画推進活動
（1）社員総会　
　2021年度はコロナ禍のため、会員が一堂に会
する形での総会開催が困難となり、採択につい
ては議決権行使を基本とする、第9回（通算第
25回）定時社員総会を2021年6月1日㈫に開催し
た。定款第15条の規定により小林喜光会長が議
長を務めた。議長はWEB会議システムにより、
出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出
席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見
表明が互いにできる状態となっていることを
確認して、EAJ定款第4条5事業全般の運営にか
かわる重要議案の審議に入った。当日在籍正会
員815名中、委任状・議決権行使書提出者を含
む出席正会員476名が確認され、定款第17条が
規定する総正会員の過半数408名に達しており、
総会は成立している旨報告があった。引き続き、
定款第19条2項が規定する議事録署名人として、
議長に加え、議長提案の嘉門雅史理事、中島義
和理事が異議なく選出された。議事は下記の通
りである。
　第1号議案、2020年度（自令和2年4月1日至令
和3年3月31日）事業報告について説明があり、
出席正会員476名、賛476名、否0名、無効0名
により、承認、可決した。続いて、第2号議案
2020年度（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）
収支決算についての説明と、監事を代表して谷
口功監事から、業務及び会計が適正に処理され
ている旨の監査報告があり、出席正会員476名、
賛476名、否0名、無効0名により、承認、可決
した。最後に報告案件として、2021年度事業計
画と収支予算についての報告があり、本年総会
はすべての議事を終了して閉会となった。以上
の総会議事は議事録にまとめられ、議長及び議
事録署名人に署名、押印された（事業1 〜 5）。

（2）理事会
　通常理事会を5回（2021年5月13日㈭、2021年
6月1日㈫、2021年7月21日㈬、2021年11月16日㈫、
2022年2月8日㈫）開催し、EAJ定款第4条5事業
全般の運営にかかわる重要事項について審議・

議決した。役員は下記の通りである。
　2021年度の主な議決事項は、賀詞交歓会・分
野別交流会での提案で取りまとめられた緊急提
言「博士後期課程大学院生に対する支援の強化
にあたって」、ポストコロナ検討委員会報告「ポ
ストコロナ時代に向けた科学技術・イノベー
ションの在り方」、2021年度定時社員総会にお
ける決議案（2020年度事業報告、収支決算、監
査報告）、コロナ禍で変更を迫られた諸事業の
対応策、コロナ禍での2021年度事業計画と収支
予算、グローバル化・デジタル化対応策、役
員分掌、会長候補者推薦、特定費用準備資金、
正会員・客員会員・賛助会員の入会、次期理
事・監事改選方針/候補者名簿案および選挙管
理員会設置、新常態下でのEAJ活性化策、STS 
Forum参加方針、委員会委員の選任、支部長会
議議案、重要行事企画案、理事会議事録、活性
化・会費見直しなどに関する約款・内規修正案、
プロジェクトなどの活動報告書、2022年度展望・
活動方針・予算案、2022年6月定時社員総会開
催要領などである。
　主な報告事項は、自己職務執行状況、EAJ
フォーラムなどのEAJ主催事業報告、予算執行
状況、委員会/プロジェクト/支部などの活動報
告、ホームページ刷新などデジタル化・グロー
バル化状況、他団体主催行事に対する協賛・後
援依頼等である。なお、5月および11月理事会で、
会長、副会長、専務理事および常務理事による
自己職務執行状況報告がなされた（事業1 〜 5）。

　会長：小林喜光
　副会長（会長代理）：嘉門雅史
　副会長：久間和生、原山優子、菱田公一
　専務理事：城石芳博
　常務理事：森本浩一、睦哲也（常勤）
　理事： 天野玲子、石川憲一、江村克己、岡田

益男、笠原博徳、神本正行、北村隆行、
倉持隆雄、小山珠美、佐伯浩、坂田東
一、平朝彦、高松洋、田中敏宏、辻篤
子、辻佳子、中島義和、橋本正洋、馬
場直志、林秀樹、平尾明子、村上雅人、
八重樫武久、安浦寛人、安永裕幸

　監事：谷口功、日野光兀



EAJ Activities Report 2021/2022
5

（3）企画運営会議
　2021年度内に、8回（2021年4月14日㈬、2021
年6月16日 ㈬、2021年7月14日 ㈬、2021年9月15
日 ㈬、2021年11月10日 ㈬、2021年12月14日 ㈫、
2022年2月2日 ㈬、2022年3月16日 ㈬） 開 催 し、
その都度、EAJ定款第4条5事業全般の運営にか
かわる重要事項・課題の審議、確認を行った。
2021年度の委員は下記の通りである。
　主な審議案件は、2021年度事業報告、予算執
行状況確認、コロナ禍で変更を迫られた諸事業
の対応策案、EAJ活性化・グローバル化・デジ
タル化対応案、役員分掌案、会長候補者推薦案、
次期理事・監事改選方針/候補者名簿案および
選挙管理員会設置案、特定費用準備資金案、正
会員・客員会員・賛助会員の入会案、活性化・
会費見直しなどに関する約款・内規修正案、委
員会委員選任案、支部長会議議案、重要行事企
画案、理事会議事録案、プロジェクトなどの活
動報告書案、2022年度展望・活動方針・予算案、
2022年6月定時社員総会開催要領案などである。
　また併せて、自己職務執行状況、EAJフォー
ラムなどのEAJ主催事業報告、予算執行状況、
委員会/プロジェクト/支部などの活動報告、
ホームページ刷新などデジタル化・グローバル
化状況、他団体主催行事に対する協賛・後援依
頼等の報告事項の確認、新旧企画運営会議メン
バーによる意見交換会（緊急提言を提案できる
仕組み、中国・四国支部設立案などについて議
論）などを実施し、審議案件と併せて理事会に
上程した（事業1 〜 5）。

　委員長：小林喜光
　委員長代理：城石芳博
　委員： 嘉門雅史、久間和生、原山優子、菱田

公一、睦哲也、森本浩一、中島義和、
林秀樹

（4）企画推進グループ
　コロナ禍、さらに役員新体制の2年度目の活
動として、以下の通り、（A）法人運営に係る
活動では、財務・事務機能強化委員会、会員強
化委員会と連携し、組織基盤安定化の企画・推
進を支援、（B）公益目的事業に係る活動では、

EAJ内の各事業間、産学官の連携強化を促進す
ることで、EAJ定款第4条5事業全般の運営にか
かわる、EAJならではの活動の企画・推進を実
施した（事業1 〜 5）。

（A）法人運営に係る活動
　組織基盤安定化による共創活動の活性化をめ
ざし、以下の活動を行った。
　①　 多様な会員による共創活動活性化をめざ

し、財務・事務機能強化委員会、会員強
化委員会などと連携し、新分野での新規
会員・賛助会員などの計画的な増強活動
を支援（事業5）。

　②　 コロナ禍での活動活性化をめざし、広報
委員会と連携し、EAJ運営のデジタル化、
オンライン化を支援（事業5）。

（B）公益目的事業に係る活動
　EAJ内の各事業間、産学官の連携強化を促進
することで、EAJ定款第4条5事業全般の運営に
かかわる、EAJならではの以下の活動の企画・
推進。
　①　 EAJ活性化WGの企画、運営を支援。会

員サービス/一体感/充実感の一層の向
上、会費改定、謝金・会議費規定改定、
賛助会員幹部などで構成される十人委員
会設置、戦略的国際対応などで活性化を
図る提案を取りまとめ、企画運営会議、
理事会に上程（事業5）。

　②　 EAJの更なる活性化に向けた、理事・監
事・委員長などの任期の在り方、改選の
進め方などに関する提案策定を支援（事
業5）。

　③　 2022年1月賀詞交歓会・分野別交流会の
企画、運営を支援、会員の問題意識把握、
EAJ事業の活性化に反映（事業2）（事業
5）。

　④　 賀詞交歓会・分野別交流会で提案のあっ
た、「博士後期課程大学院生に対する
支援の強化にあたって」の緊急提言WG

（リーダ：永野博顧問）などの発足、取
りまとめ活動、提言の井上信治内閣府特
命担当大臣、萩生田光一文部科学大臣手
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交・意見交換などを支援（事業2）。
　⑤　 「未来社会を見据えた科学技術イノベー

ションと高度工学人材育成」、「女性の科
学技術・工学への進出」、「新常態に向け
た新たな活動に向けて」、に関するオン
ライン談話サロンを企画、人材育成委員
会、ジェンダー委員会、研究・イノベー
ション学会女性エンジニア活生分科会
JWSE、政策共創推進委員会、会員強化
委員会、財務機能強化委員会と連携し、
計3回実施（事業1）（事業2）（事業3）（事
業5）。

　⑥　 第2回、第3回新入会員ガイダンスを企画、
会員選考員会、会員強化委員会、財務機
能強化委員会などと連携して実施、自己
紹介・アンケートなどで会員間連携・活
性化促進など支援（事業5）。

　⑦　 コロナ禍で延期となっていた第4回、第
5回EAJフォーラム、第1回若手リーダー
塾および第4回EAJ賛助会員企業ラウン
ドテーブルなどのEAJ主催活動の企画・
推進を支援（事業2）（事業3）（事業5）。

　⑧　 グローバル活動の強化をめざし、諸資料
英文化などを企画、財務機能強化委員会、
広報委員会、政策提言員会、事務局など
と連携し推進を支援（事業4）。

　⑨　 広報委員会と連携し、ホームページ抜本
的刷新、会員間連携強化・グローバル化
対応の仕組み構築などを支援（事業3）（事
業4）（事業5）。

　⑩　 ジェンダー委員会と連携し、多様性に関
する意識調査などを支援（事業1）（事業2）

（事業3）（事業5）。
　リーダー：城石芳博
　委員： 長期ビジョン・事業計画担当：城石芳

博、プロジェクト担当：中山智弘、藤
田豊久、城石芳博、人材育成担当：橋
本正洋、行事企画担当：小田俊理、長
瀬公一、大江田憲治

　アドバイザー：中村道治

2−2）組織基盤増強活動
（1）会員選考委員会
　新型コロナ禍の影響の下、2020年度に引き続
きメール審議ならびにZOOMによるオンライ
ン会議を実施した。本年度は都合4回のオンラ
イン会議を開催し、会員候補者の入会審査を実
施することができた。正会員数は、2021年度当
初の814名に対して、候補者推薦の増員に努め
たが、年度中にご逝去や退会による会員数の増
減で、2021年度末には834名（2022年3月31日現
在）となった。国内に活動基盤を持つ外国籍の
客員会員は2021年度当初の43名から、56名（2022
年3月31日現在）に及んでいる。
　EAJ活動の活性化に資するために、正会員の
専門分野や所属組織、年齢構成、男女差等の改
善等に努めた。

〈2021年度の会員推移〉
正会員（人） 客員会員（人） 賛助会員

（社・団体）
2021年度初 814 43 53
入会 53 13 0
退会※ 16 0 1
逝去 17 0 −
2021年度末 834 56 52

※前年度遡及退会4名含む

　委員長：嘉門雅史
　幹事：長我部信行、菱田公一
　第1分野 主査： 岸本喜久雄
 委員： 河原源太、小菅一弘、福山満

由美、光石衛
　第2分野 主査： 臼田誠次郎
 委員： 伊藤順司、北村守、喜連川優、

長谷山美紀、横山直樹
　第3分野 主査： 西嶋昭生
 委員： 佐伯とも子、堤康央、古原忠、

村上秀之
　第4分野 主査： 道奥康治
 委員： 天野玲子、小泉秀樹、塚原健

一、西谷章
　第5分野 主査： 大久保泰邦
 委員： 坂西欣也、瀬川浩司、本島修
　第6分野 主査： 桑原裕
 委員：伊藤聡、小林直人
　第7分野 主査：長棟輝行
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 委員： 河野美由紀、関実、橋本せつ
子、安井正人、養王田正文

　第8分野 主査：田辺孝二
 委員： 倉持隆雄、小山珠美、坂田一

郎、安永裕幸

（2）会員強化委員会
　会員強化委員会は会員選考委員会に連動させ
た日程で、（通算）第5回：2021年5月27日、第6
回：9月14日、 第7回：12月28日、 第8回：2022
年3月9日に開催した。委員会では、個人会員と
賛助会員の入会状況と推薦状況の把握にもとづ
いて、会員発掘と推薦活動の進め方について議
論を進めた。なお、論点は、会員の分野や業界
の拡大、若手会員・女性会員・企業会員の拡大、
会費制度の改善点、会員へのEAJ活動の情報提
供の重要性、客員会員のあり方など、会員強化、
ダイバーシティ拡大に関する諸課題である。

　委員長：石原直
　幹事：大江田憲治
　アドバイザー：中村道治
　委員： 睦哲也、辻佳子、関谷毅、馬場直志、

太田光一、田中敏宏、高松洋、藤野陽三、
近藤玲子、伊藤裕子、柚原義久、森本
浩一、城石芳博

（3）財務・事務機能強化委員会
　常に新常態継続を念頭に置き、全体の事業活
動が円滑に推進される様関係先と連携を図りな
がら支援を行った。
　その基礎として、各委員会・支部単位で予実
対比を可視化し、累積月次報告を執行部と定期
に共有した。その結果、時間軸を意識したアク
ション啓発への道筋をつけることが出来た。併
せて、全体支出状況を俯瞰しつつ個別事業の戦
略性にも着目し、追加支出要請にも可能な範囲
で柔軟に応じた。それにより、新常態下におい
ても円滑に公益活動を推進する基盤が組織内に
定着することとなった。
　収入面においては、個人会費、賛助会費共に
予算を達成し、安定した財政基盤を維持するこ
とが出来た。また、財務諸表面でも、課題であっ

た流動資産の未収入金の整理やコロナ禍によっ
て計画変更を余儀なくされた特定費用準備資金

（二国間連携）の見直しについても関係者間に
て緊密な連携を取りながら対応することで、ほ
ぼ所期の目的を達した。
　その他、事務局定例や個別打合せを通じ、事
業全般に関する実務的な問題点の把握や共有に
努め、事務局内チームワークをベースに改善に
取り組み、業務の平準化と効率化の実現を心掛
け活動を行った（事業5）。

　委員長：睦哲也
　委員：城石芳博、森本浩一、井上幸太郎
　顧問：中村道治、永野博

3．公益目的事業に係わる活動

3−1）委員会活動
（1）政策提言委員会
　ほぼ隔月で年度内に6回の委員会を開催し、
科学技術動向や社会課題などを勘案しながら候
補テーマの体系化を図り、EAJが取り組むべき
先見的、創造的な提言に結び付く課題の検討と
プロジェクトの探索を行った。
　政策提言活動としては、以下2つの政策提言
プロジェクト、デジタル革命時代の日本のモノ
づくり（リーダー：佐々木直哉、幹事：善本哲夫、
古川英光、中谷光男）および人と機械の共生の
あり方（PL：萩田紀博、副PL：淺間一、PO：
橋下隆子、野中洋一）について検討内容を政策
提言書にまとめた。
　以下、7つのプロジェクトについては政策提
言等にまとめるべく、引き続き内容を検討す
る。海洋プラスチック研究プロジェクト（PL：
橋本正洋）、インクルーシヴな STEM 研究環
境の構築（PL：牧原出、副PL：熊谷晋一郎、
PO：長井寿）、アフリカとのSTI for SDGsにお
ける連携（PL：米倉誠一郎、副PL：安永裕幸、
PO：中村道治）、政策提言とその法制化（PL：
TBD、PO：長井寿）、デジタル変革を可能に
する先端半導体研究開発の在り方（PL：遠藤
哲郎、PO：中村道治）、5G/6G時代のAI利活用
戦略（PL：森健策、副PL：淺間一、幹事：杉
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野貴明、PO：城石芳博、中島義和、中村道治、
森本浩一）、および理数系人材の確保と育成シ
ステムの構築（PL：TBD、PO：中島義和、中
村道治、森本浩一）。
　また、各支部および他委員会との活動の連携
も進めている。科学技術・イノベーション（STI）
2050委員会所掌の提言書の査読を担当した。ま
た、九州支部、東北支部、ジェンダー委員会、
若手委員会ならびにSTI2050委員会からの推薦
を受けて委員会委員の拡充を図った。

　担当理事：菱田公一
　委員長：中島義和
　幹事： 長井寿、永野博、中村道治、中山智弘
　委員： 淺間一、長谷部信行、小泉英明、小林

信一、佐藤正明、城石芳博、塚原健一、
永野智己、原山優子、森本浩一、安浦
寛人、安永裕幸

　委員会開催日： 2021/4/27, 6/11, 7/12, 9/9, 
10/18, 2022/1/21（いずれも
オンライン開催）

（2）科学技術イノベーション2050委員会
　2019年度の議論を受け、解決すべきテーマや
課題を特定するとともに、そのために必要な技
術に対し、実現に向けたパスウェイを議論する
ためのワークショップを開催する。技術が支え
る社会イノベーションのロードマップならび
に、持続可能な社会を実現するためのアクショ
ンプランを作成する。
　2020年度内に、10回の全体委員会を開き、8
月5日には2019年度に決めた3つの課題に対して
国内ワークショップを開いた。また、2020年12
月よりロードマップ等の作成作業を加速させる
ため、3つの課題に対して分科会形式で議論を
展開し、12月より毎月1回分科会を開き、合計3
回ずつ、各課題の分科会を開いている。
　2021年度においては、2020年度に提示した3
つの課題の将来像やロードマップをベースとし
て、国際WSを開催し、国内外の専門家と議論
を交わし、日本の考え方を示した。また、賛助
会員や政治家に向けたレクチャーの開催を行
い、報告書を作成し、啓蒙活動を実施した。さ

らに、2022年度以降において、常設委員会にな
ることから、将来的に分科会、プロジェクトと
いう階層型委員会として活動できるよう、新し
いメンバーの募集を含めた準備を行った。
　2021年度の具体的な成果を以下に記す。

[全体委員会]
　2021年5月6日Department of economic and 
social affairs of United NationsのSTIフォーラ
ムにてサイドイベントを開くとともに、ロード
マップおよび報告書の作成に向けた議論を行
い、定めた3つの課題を中心として、報告書な
らびにロードマップを公開した。
　課題1： スマートな都市、快適で強靭な人間

居住の実現に向けた課題
　課題2： 持続可能で格差のない水・食料・エ

ネルギーアクセスの実現
　課題3： エビデンスと多様な価値観の許容に

基づくガバナンスの実現

◦STIフォーラム　サイドイベント
　5月6日の国内ワークショップでは、スマート
な都市課題に対して、関連する研究を行ってい
る外部講師も招き、講演を行った後、パネルディ
スカッションを行った。以下に簡単な講演概要
を示す。

　冒頭、沖委員長から、本イベントの主催者で
ある日本工学アカデミー「2050年 科学技術・
イノベーション（STI2050）委員会」の紹介と、
2050年に向けた技術の棚卸しを含めた現状把握
に基づき、2050年に達成すべき将来像と必要な
技術を実現するための「科学技術・イノベーショ
ン」のロードマップを描くというミッションが
示された。
　そして、COVID-19の流行や気候変動などの
地球規模の問題に直面している中で、将来の都
市デザインを構想する際に意識すべきいくつか
のキーコンセプトやキーテクノロジーを明らか
にするという、本イベントのアジェンダと目標
を述べた。
　最後に、パンデミック、洪水、交通渋滞、通
信障害などの様々なアウトブレイクの共通点を
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明らかにし、リスク管理のための準備の冗長性
と効率性のジレンマをどのように妥協するかに
ついてアイデアを交換することで、アウトブレ
イクのリスク管理に関する新しい学問を開発す
るという新しいアイデアについて簡単に説明さ
れた。

　発表者の概要は下記：
　Prof. Dr. Daniel Karthe：モンゴルのウラン
バートルでは、急速な都市成長により、インフ
ラ整備が断片的になっている。都市周辺のゲル
地区（モンゴルの伝統的なテントや簡素な家に
住む人々）における水やエネルギーの供給不足
と、特に都市の中心部における交通渋滞の悪化
が相まって、環境の質の低下（大気、水、土壌
の汚染、生物圏における汚染物質の蓄積）を招
いている。このような環境汚染と心身の健康へ
の悪影響を総合的に考慮して、今後のインフラ
整備を計画する必要がある。
　Prof. Mikiko Ishikawa：グリーンインフラは、
人類が危機に直面したときに作られました。グ
リーンインフラは、自然環境の保護、生物多
様性の豊かさ、文化的景観の尊重を基本とし
た、地球環境の持続可能性のための戦略的計画
によって作られた社会的共通資本である。した
がって、グリーンインフラは、気候変動の緩和・
適応政策を適用することで、自然災害から安全
な環境を提供し、市民の生活の質を向上させる
ことに貢献する。
　Ms. Guzel Ishkineeva：日本のスマートシ
ティの取り組みが紹介された。日露関係の背
景や、2016年に安倍晋三元首相が提唱した「8
項目の協力プラン」に言及しながら、ロシアの
2都市でのスマートシティプロジェクトの実施
について議論した。特に、ヴォロネジとウラジ
オストクにおけるスマート交通信号システム

「ARTEMIS」の導入効率、ロシアの都市や都
市インフラのニーズ、現代のロシアの都市が抱
える問題、日本のスマートシティソリューショ
ンの実現可能性などが紹介された。
　Prof. Yoshikazu Nakajima：マルチAIシステ
ムは、人間の快適性と適切な生活水準を確保す
ることで、感染リスクを最小限に抑えることが

できる。このシステムには、a）スマートフォ
ンの個体座標を検出する技術、b）バイタルデー
タから自分の心身の状態を推定する技術、c）
IoT技術を用いて日常の表情から快適性を推定
する技術が含まれる。このマルチモーダルAI
の開発には多くの課題もあるが、都市部の多様
な入力データを連携させるマルチモーダルAI
の開発にこそ、未来の都市システムを実現する
鍵があると考えている。

　最後に、以下のメッセージとアイデアが共有
された。
・ グリーンインフラは新しい概念と思われるこ

ともあるが、都市設計においては何千年もの
長い歴史を持っている。

・ グリーンインフラはエコシステムサービスの
最大化を目的とする。

・ スマートシティを導入する目的や動機はさま
ざまであるが、最終的な目標は、最新の情報
通信技術によって、エネルギー消費や廃棄物
などの環境負荷を低減し、交通渋滞や大気汚
染、不本意な労働などの苦痛から人々を解放
することで、幸福度を向上させることである。

・ 技術的な解決策は、特定の環境に適したもの
でなければならない。発展途上国では、ハイ
テクによる解決策は、コストを削減し、効率
を高める可能性がありますが、それを適切に
運用し、維持し、廃棄する現地の能力を超え
る可能性もある。

・ 技術やインフラの進歩と社会経済の発展は、
相互に影響し合い、地域発展の好循環を生み
出し、維持することができる。

・ 未来の都市デザインを考える際には、未来の
都市が、どのように誰も取り残さず、社会の
持続可能性の発展をサポートするかを考慮す
る必要がある。

◦国内講演会ならびに報告書の公開
　2021年8月23日に政策共創推進委員会のイベ
ントとして参議院にてSTI2050委員会としての
勉強会を実施、2021年12月17日に報告書の披露
を目的として、STI2050委員会が主催の公開シ
ンポジウムを実施した。また、報告書ならびに
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ロードマップに関して公開した。

　委員長：沖大幹 *：非会員
　委員： 有川太郎（幹事）、*亀井未穂（幹事）、

*平川祥子（幹事）、有本建男、江藤学、
大江田憲治、*大竹暁、日下晴彦、倉
持隆雄、小泉英明、*小林孝明、城石
芳博、杉山郁夫、中島義和、永野博、
藤野陽三、*森尚樹、*安岡善文、安永
裕幸、中村道治

（3）国際委員会
　引き続きCOVID-19の影響を受ける中、国際
委員会の三原則に基づき活動を展開した。個別
事業毎に定められた委員長・実行委員長のもと、
活動を展開した。具体的には、下記の個別事業
を広範なEAJ会員のご協力の下に推進した。
【アカデミー間連携】
　①　 国際工学アカデミー連合：CAETS実行

委員会
　2021年 は、 ア ル ゼ ン チ ン の 工 学 ア カ デ
ミー（The National Academy of Engineering 
of Argentina）が主催。コロナ禍において、

「Engineering a Better World−The Future of 
Energy」と題して、9月21 〜 24日にオンライ
ンで年次総会を開催。31の工学アカデミーか
ら約500人が参加。EAJからは、小泉英明顧問

（CAETS理事）、原山優子副会長（国際委員長）、
森本浩一常務理事（CAETS実行委員長）が参加
した。
　再生可能エネルギーの技術セッション3にお
いて、東京大学の山田教授及び杉山教授が講演。
また、CAETS Engineering for SDGs Working 
Groupにおいて、沖大幹STI2050委員会委員長
が講演。
　理事会では、アカデミー活動の戦略が議論さ
れ、今後のCAETS総会について、2022：Paris, 
France–2023：Zagreb、2024：Helsinki 開催が
了承された。
　②　 東アジア工学アカデミー円卓会議：EA-

RTM実行委員会
　2021年の東アジア工学アカデミー円卓会議・
シンポジウムは2021年10月24日にMEMS技術

をテーマとして、CAEの担当により開催され
た。CAEとNAEKはそれぞれの会場に集まっ
て、EAJからは完全オンラインのいわゆるハイ
ブリッド方式で実施された。日本からは京都大
学土屋先生、産総研竹下様、九州大学野上先生
の3名に話題提供をお願いした。
　2022年開催のEA−RTMについては、2021年
11月、2022年2月と2回の準備委員会を遠隔にて
開催し、九州支部、九州大学との共催とするも
のと、九州大学を会場として“防災・減災技術”
をトピックとして11月10日に行うことに決定し
た。
　③　欧州交流委員会
　2021年4月29日に開催された欧州議会テクノ
ロジーアセスメント関係所長会議（European 
Parliamentary Technology Assessment, 
Directors’ Meeting）において、“How to link 
the Parliament and Academia” と 題 し て、
EAJの実施している国会議員との政策対話の活
動状況を報告し、意見交換を行った。
【国際人材育成】
　④　 日米先端工学シンポジウム：JAFOE実

行委員会
　2021年6月24日〜 26日、朝6：00 〜 10：00の
時間帯で日米先端工学シンポジウムをオンライ
ン開催した。但し日本側はコアメンバー数名が
KKR東京に集まるハイブリッドの形をとった。
本会議の後、日本側では独自に11：00 〜 13：
00位までオンラインで追加の勉強会を行い、会
議の理解、相互交流を深める場とした。また、
2022年1月14日にハイブリッドで工学アカデ
ミーメンバーを対象にしたJAFOE報告会を開
催した。
　次回は2023年7月18日〜 20日、所千晴運営委
員長のもと都内で開催する予定である。
　⑤　 日豪次世代リーダー育成：ERLEP実行

委員会
　ERLEP Trans-disciplinary Forumは2021年
度に開催することを目指していたが、豪州側の
国際担当が新陣容となったこともあり、討論
テーマの選定など企画の具体化に遅れが生じて
いた。2022年3月11日に再度、双方の事務局・
幹事間でリモート会議を行い、2022年末の開催



EAJ Activities Report 2021/2022
11

を目指して企画を進めることとした。
【その他】
　⑥　 工学アカデミー会長会議（AEPM）
　2021年10月1日、STSフォーラム年次総会の
枠内でAEPMをオンラインで開催。8カ国の
工学アカデミー会長等が参加（原山副会長が
Facilitatorを務める）。
　冒頭、小林会長から、開会挨拶（録画収録）。
国際情勢が急速に変化している中で、科学技術
コミュニティが直面している課題、とりわけ新
型コロナウイルスの感染拡大により、科学技術・
イノベーション政策に大きな影響が及ぼされ、
世界の経済社会情勢が変容している状況につい
て、意見交換。各国から、現状認識と将来展望
についてプレゼンテーションを行い、意見交換
を行った。

　委員長：原山優子
　担当理事：中島義和（情報）、辻篤子（広報）
　委員： 〈個別委員会〉森本浩一（CAETS、

AEPM）、三島望（EA-RTM）、永野博
（欧州）、村上秀之・古川英光（JAFOE）、
長井寿・大橋俊朗（ERLEP）

　　　　 〈会員〉金谷一朗、伊藤一秀、杉山正和、
中島義和

　顧問： 小泉英明（栄誉フェロー）、岸輝雄、
中村道治

（4）人材育成委員会
　産学官の連携による総合的な視野と中長期的
な視点をもって戦略的に工学人材を育成すべ
く、以下の活動などを実施した。
　①　 2020年度に企画し、コロナ禍で延期と

なっていた「第1回若手リーダー塾」を、
2021年4月8日、15日、22日の 3 日間オン
ラインで開催した。テーマは「デジタル
化社会をどのようにデザインしリードし
ていくか」で、参加者は産官学の若手研
究者・技術者等44名にのぼり、うち、3
日間の日程をすべて修了した42名には修
了認定書を発行した。EAJならではの講
師陣から示唆に富んだご講演を頂くとと
もに、短い時間ながらも充実した討議が

でき、産・学・官の多様な分野・立場の
若手リーダーが、各界のトップを交え、
｢急速な変革の渦中にあって、未来社会
をどうデザインしていくか｣ について議
論を行い、自ら考え、今後のグローカル
な行動の規範を構築する場を提供でき
た。現在、同窓会の開催、また対面での
第2回EAJ若手リーダー塾の開催を検討
中である。

　②　 「人材育成」をテーマとし、2021年7月
30日に開催され、16社の賛助会員企業な
ど37名の参加を頂いた第5回賛助会員企
業ラウンドテーブルにおいて、「未来社
会を見据えた科学技術イノベーションと
高度工学系人材の育成」プロジェクトの
概要を紹介、続く「人材育成」をテーマ
としたパネルディスカッションでは、人
材育成の在り方、男女共同参画や若手人
材の育成などについて、深い問題提起お
よび意見交換を行った。

　委員長：橋本正洋 *：非会員
　幹事： 城石芳博、横山直樹、中島義和、岸本

喜久雄、石原直、金谷一朗、村上秀之、
小林信一、松見芳男、*島田昌、中村
道治

　委員： 瀬戸口剛、長坂徹也、染谷隆夫、水谷
法美、大嶋正裕、馬場口登、狩野裕、
久枝良雄、*小豆畑茂、大江田憲治、
榊原裕二、坂田東一、安永裕幸、犬塚
隆志、上野晴樹、高山誠

（5）若手委員会
　急速に進展するデジタルトランスフォーメー
ション、ポストコロナ・ウィズコロナ時代にお
ける社会及びこれからの工学の在り方につい
て、多方面と連携し、若手目線から議論を深め
てきた。本委員会メンバーよりさらなる若手
世代（10−30歳代）への環境整備を重視し、そ
の実現へ向けた検討を進めた。特に今年度は、
Webinarによる公開シンポジウム「ネクストイ
ノベーターへ伝える起業・創業の魅力」を開催
した。シンポジウムでは、イノベーションを実
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践している気鋭の起業家・工学者8名の登壇を
得て、二日間にわたるオンライン・ライブ配信
の形式で開催した。研究開発成果の社会・経済
的付加価値化や、起業・創業経験、次世代人材
への期待と希望を語るイベントとして、655名
におよぶ多数の参加があり、次世代の若手・科
学技術・イノベーション人材育成等に関して活
発な議論とともに幅広く関心を喚起する機会と
なった。
　2022年度は、上記シンポジウムの内容や参加
者アンケート結果からの抽出を報告書に取りま
とめ、産学へ広くメッセージとして発信するも
のとして公開する。また、わが国におけるイノ
ベーション・エコシステム形成をさらに喚起す
べく、関連の公開セミナーを企画開催する。

　委員長：関谷　毅 *：非会員
　副委員長：永野智己
　委員： 伊藤一秀、川原圭博、*永谷圭、古川

英光、松尾豊、*保田淑子、*竹内雄一郞、 
*松塚貴英、*成瀬彰

（6）ジェンダー委員会
　委員会体制を委員13名、アドバイザー 14名、
学生委員5名と強化し、日本の工学活性化のた
めに女性参画による効果についてエビデンス
ベースで議論し、その改善策を提案・実施す
るための議論を行った。具体的には、（1）EAJ
会員を対象とする「多様性に関するアンケー
ト」を企画し、EAJの意義、イノベーションに
必要なもの等の項目に対してアンケートを実施
し、解析結果を報告書としてまとめ公開（2/8）、 

（2）アンケート報告書を元に、EAJ内組織の長
（支部長・委員会委員長）との意見交換会を実
施した（3/23）。また、（3）九州大学との共催で
第5回EAJジェンダーシンポジウム「イノベー
ションと多様性」を計画し、5月6日にオンライ
ンにて開催した。

　委員長：渡辺美代子
　副委員長：城石芳博、辻佳子
　幹事：森田純恵
　委員： 大倉典子、川村みどり、玉田薫、陳迎、

鳥居塚崇、中島義和、中村淳、行木陽
子、平尾明子

　アドバイザー： 阿尻雅文、天野玲子、石原直、
伊藤一秀、大野英男、大橋俊
朗、小宮山宏、長井寿、長坂
徹也、中西友子、永野博、原
山優子、丸山一平、森勇介

　学生委員： 秋山茉莉子、堀内榛香、峯村梓、
依田みなみ、Jin Yi

（7）広報委員会
・ ネット配信を行っているEAJの季刊誌「EAJ 

NEWS」の発行を行った。4回の内2回は、
「カーボンニュートラル」と「2021プロジェク
ト」の特集号とした。

・ ホームページについて、ビッグメニューやア
ニメーションの採用などにより、より見やす
く、より分かりやすいホームページを目指し、
大幅なリニューアルを行った。

・ 3か月に1回の頻度で広報委員会を開催し、一
般向け、会員向け広報活動の活性化に向け活
発な議論を行った。

　委員長：林秀樹
　副委員長：大江田憲治
　委員 ：内田麻理香、岡田益男、小野由理、城

石芳博、菅博明、高原淳、田中敏宏、辻
篤子、辻佳子、原邦彦、安永裕幸

（8）政策共創推進委員会
　わが国におけるミッシングリンクである立法
府とアカデミアの間の科学技術情報共有をアカ
デミア側からのアプローチによって少しでも現
実化することにより、日本の政策立案が、ます
ます複雑化しつつある社会の問題により適切に
対処でき、国民からも信頼されるものとなるこ
とに寄与するため、2021年度は、2020年11月13
日理事会で承認された活動方針に基づき、①国
会議員との意見交換、対話の会（第3回2021. 6. 
23）、②参議院調査部門との共催ワークショッ
プ（第2回2021. 8. 23）、③国立国会図書館と
の調査・提言テーマに関する情報交換（第2回
2021. 8. 18）を開催した。また、④若手研究者

（博士課程の研究者を含む）による議員インタ
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ビューの実施要領を定めた。それに基づき3名
の候補者を選定し、このうち1名がインタビュー
を実施した（2022. 1. 13）。委員会は、第3回（2021. 
5. 28）を開催し、これらの計画案の審議、実施
結果の情報共有、総合的な意見交換などを行っ
た。これらの実施結果などについては、ニュー
スレターやHPで順次公表している。活動に対
する注目が高まり、講演依頼、マスメディア取
材、インタビューなどを受けている。
　また、新たに「政策共創プラットフォーム」
を設置（2021. 7. 21理事会）し、科学技術に関係
する横断的な活動を行っている組織（学協会、
民間団体等）の事業に主導的に携わっている個
人を委員に迎え、活動を開始した（第1回2021. 
12. 2）。
　米国におけるアカデミー、科学助言システ
ム、米国科学振興協会の実施する議会フェロー
シップ制度の運用状況などについて、米国での
現地調査を計画したが、新コロナ禍で実施でき
なかった。

　委員長：永野博 *：非会員
　副委員長：長井寿
　委員： 今村努、江村克己、大倉典子、岸本喜

久雄、久間和生、倉持隆雄、小泉英明、
小林信一、小林喜光、坂田東一、城石
芳博、関谷毅、高木真人、辻篤子、坪
井裕、中島義和、細野光章、牧原出、
*松尾真紀子（東京大学公共政策大学
院）、睦哲也、森本浩一、安永裕幸

　アドバイザー： *角南篤（政策研究大学院大
学学長特別補佐、客員教授）、
*城山英明（東京大学未来ビ
ジョン研究センター長）

3−2）支部活動
（1）支部長会議
　9月17日第4回支部長会議をオンライン形式に
て開催した。各支部長及び支部幹部、会長代理、
副会長、専務理事、常務理事、陪席を含め、23
名の参加を得た。
　各支部の活動報告に加え、支部間、本部委員
会支部間の更なる連携及び共創に向けて活発な

意見交換がなされた。それにより、支部からの
政策提言委員会への参画や国際委員会活動の具
体化（EA-RTM）等につながった。また、各支
部の特徴的な活動の共有は、全体の活性化への
啓発となった。

（2）北海道支部
　39名（正38､ 客1）/本年度入会4名
・ 2021年4月26日　東北大学未来科学技術共同

センター主催の未来科学オープンセミナー
『超臨界水が誘起する新たな反応・モノづく
りの世界』を東北支部とともに協賛で開催。

・ 2021年6月9日　東北大学未来科学技術共同セ
ンター主催の未来科学オープンセミナー『次
世代モビリティ実証実験からの未来地域まち
づくりモデル』を東北支部とともに協賛で開
催。

・ 2021年7月28日　東北大学未来科学技術共同
センター主催の未来科学オープンセミナー

『コンピュータ化学が産業に巻き起こす新た
な潮流』を東北支部とともに協賛で開催。

・ 2021年9月15日　東北大学未来科学技術共同
センター主催の未来科学オープンセミナー

『ギリシャ経済危機の教訓と東北』を東北支
部とともに協賛で開催。

・ 2021年11月19日　東北大学未来科学技術共同
センター主催の未来科学オープンセミナー

『未来の産業を担う三次元積層半導体（3D-
IC）の現況と今後の展開』を東北支部ととも
に協賛で開催。

・ 2022年1月7 〜 15日　支部理事会（メール審
議）を開催。

・ 2022年2月8日　東北大学未来科学技術共同セ
ンター主催の未来科学オープンセミナー『エ
ナジー・ハーベスタが拓く超小型無給電セン
サネットワークの世界』を東北支部とともに
協賛で開催。

・ 2022年3月17日　東北支部セミナー『再生可
能エネルギーが拓くカーボンニュートラルな
未来社会とは−水素エネルギー利用の新たな
展開−』を共催で開催。

・ 2022年3月23日　東北大学未来科学技術共同
センター主催の未来科学オープンセミナー
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『進化するロボット・AI技術が切り拓く未来
社会とは』を東北支部とともに協賛で開催。

・ 北海道支部便りを年度内に電子メールにて10
回発送した。

　支部長：佐伯浩
　副支部長：岸浪建史、鈴木聡一郎、瀬戸口剛
　専務理事：馬場直志

（3）東北支部　
　107名（正101、客6）/2021年12月15日以降入
会3名、1名退会
・ 2021年8月3日　支部理事会 （於）メール審議
・ 東北大学未来科学技術共同研究センター
（NICHe）

　 「未来科学オープンセミナー」協賛
（於）東北大学　下記の7回

　 2021年：4月26日、6月9日、7月28日、9月15日、
11月19日、2022年：2月8日、3月23日

・ 2022年3月17日　支部理事会
（於）オンライン会議

　 東北支部講演会主催（於）オンライン講演会：
「再生可能エネルギーが拓くカーボンニュー
トラルな未来社会とは−水素エネルギー利用
の新たな展開−」

・ ホームページのリニューアル依頼中
　支部長：神本正行
　副支部長：猪岡光
　専務理事：岡田益男

（4）中部支部
　74名（正71、客3）/2021年度入会1名（正1）
　以下の2回のEAJ中部レクチャーを実施。
・ 「知の巨人が縦横無尽に語り尽くす　ロボッ

トの明日、日本の未来」（11月6日　名城大学・
福田敏男教授，富山県立大学・下山勲学長）

・ 「脱炭素社会実現を加速する次世代太陽電池
への期待」（3月18日　名古屋大学・宇佐美徳
隆教授）

　これら2回のEAJ中部レクチャーを通じて非
会員の出席も得ながら工学分野の社会一般への
周知に努めた。昨年度に引き続き、コロナ禍の
関係でオンラインでの開催としたが、関西支部
の協賛も得ながら支部を超えて参加いただくこ

とができ、今後もオンラインも併用したハイブ
リッド開催も検討したい。さらに、複数の講演
会の後援・協賛も行った。また、中部レクチャー
の開催日には、中部支部運営委員会を開催し、
支部活動の活性化などの議論も継続的に行って
いる。特に、昨年度立ち上げた企画推進部会を
中心に井戸端会議を3回実施し、現状での課題
などのフリーディスカッションを行って、その
場での議論を今後の支部活動に活かすべく活動
を継続している。さらにEAJ中部通信を発刊し、
支部会員に活動内容の発信にも努めており今年
度は3回発刊した。
　支部長：林良嗣
　副支部長：原邦彦、岩井善郎、太田光一
　幹事長：水谷法美

（5）関西支部
　112名（正106、客6）/2021年度入会8名（正6、
客2）
・ 運営委員会を以下のように3回開催した。
　 2021年7月16日、11月19日（メ ー ル 審 議）、

2022年3月11日
　講演会を以下のように2回開催した。
・ 7月16日：日本工学アカデミー関西支部第6回

講演会
　 「未来の工学教育の在り方〜ポストコロナ時

代を迎えて〜」
　 オンライン講演会（発信拠点・神戸大学大学

院工学研究科）
・ 3月14日：日本工学アカデミー関西支部2021

年度下半期講演会
　 「SDGs：関西から持続可能な社会を工学す

る」
　オンライン講演会（発信拠点・大阪大学）
　支部長：田中敏宏
　委員： 尾上孝雄、大村直人、嘉門雅史、和田

成生、河原克己、石田明、堤和彦、石
出孝、小田一郎

　委員（幹事）：椹木哲夫、馬場口登、小池淳司

（6）九州支部
　45名（正41、客4）/2021年度入会5名（正3、客2）
　以下のように講演会を2回主催した。
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・ 2021年11月5日：2021年度EAJ九州支部講演
会（オンライン開催）

　講師：矢部彰 氏、辻健 氏
・ 2022年1月19日：高等専門学校出張講演会
「ICT・AI技術の現状と将来の展望」

　 （久留米工業高等専門学校1・2年生を対象と
した遠隔講義形式）

　講師：米良恵介 氏、井上昂治  氏
　以下のように共催・後援シンポジウム等を3
回開催した。
・ 九州工学教育協会との共催シンポジウム（オ

ンライン開催）
・ 2021年7月13日　第11回九州工学教育協会シ

ンポジウム
　 「コロナで変わった教育・仕事・事業　〜ア

クティブラーニングへの契機〜」
・ 2022年2月1日第12回九州工学教育協会シンポ

ジウム
　「企業連携教育とDX」
・ インフラメンテナンス国民会議 九州フォー

ラムとの後援イベント（福岡国際会議場及び
オンライン配信）

・ 2021年10月26日第5回ピッチイベント
　 「インフラDXが創り出す安全・安心・豊か

な未来社会」
　支部長：山田淳
　副支部長：髙松洋、谷口功、日野伸一
　ほか、理事及び名誉理事、名誉顧問

（7）その他
　その他の地域においても、地区講演会の開催
などを通じて、地域の活性化の基盤と会員の増
強に努める。なお、引き続き会員ゼロの県をな
くす努力を継続する。
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2021年度 組織図

社員総会

理事会

会長

会員選考委員会

選挙管理委員会

企画運営会議

企画推進
グループ

事務局

監事

支部長会議

会員強化委員会

政策提言委員会

国際委員会

人材育成委員会

ジェンダー委員会

広報委員会

財務・事務機能強化委員会

若手委員会

科学技術・イノベーション2050委員会

政策共創推進委員会

東北支部

中部支部

関西支部

九州支部

北海道支部

会長候補者
推薦委員会

（2022年3月31日現在）
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〈役　　員〉

会 　 長 小林　喜光
副会長（会長代理） 嘉門　雅史
副 会 長 久間　和生  原山　優子  菱田　公一
専 務 理 事 城石　芳博 
常 務 理 事 森本　浩一  睦　　哲也**
理 　 　 事 天野　玲子  石川　憲一  江村　克己  岡田　益男 
 笠原　博徳  神本　正行  北村　隆行  倉持　隆雄 
 小山　珠美  佐伯　　浩  坂田　東一  平　　朝彦 
 高松　　洋  田中　敏宏  辻　　篤子  辻　　佳子 
 中島　義和  橋本　正洋  馬場　直志  林　　秀樹 
 平尾　明子  村上　雅人  八重樫武久  安浦　寛人 
 安永　裕幸

以上　理事33名
** 常勤

監 　 　 事  谷口　　功  日野　光兀 
以上　監事2名

〈名誉会長・顧問〉

最 高 顧 問 吉川　弘之 小宮山　宏
名 誉 会 長 阿部　博之  
顧 　 　 問 青山　博之  池田　駿介  梶山　千里  神山　新一
 國武　豊喜  種市　　健  中西　友子  中村　道治
 永野　　博  堀　　幸夫  松尾　友矩  松本洋一郎
 御園生　誠  三井　恒夫  宮城　光信 
顧問・栄誉フェロー 小泉　英明 

2021年度 役員名簿

（2022年3月31日現在）
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1．事業活動収入
　個人会員の新規加入増加及び賛助会員会費の
安定的な貢献により、予算額に対して、1,276
千円の増額となった。
　事業活動収入　　　  66,076千円
　（内訳）
　　個人会員会費収入  29,896千円
　　賛助会員会費収入　 34,200千円
　　調査研究助成金収入　　  1,980千円

2．事業活動支出
　新常態に柔軟に適応しデジタル技術をフルに
活用することで、主要各事業は、ほぼ計画した
通りの事業を執行した。また、グローバル化・
デジタル化を念頭に置きHPの大幅な刷新にも
取り組み、対外発信力の強化及び支部、委員会、
本部間のコミュニケーション密度の向上にも努
めた。
　その結果、事業活動支出は、予算額を2,790千円
上回った。

　事業活動支出　　　　 63,330千円
　（内訳）
　　公益目的事業支出　　  54,996千円
　　管理費支出　　　　　　　   8,334千円

3．当期収支差額
　以上より、事業活動収支差額は、2,746千円
の黒字となるが、投資活動収入の部において、
二国間連携準備資金取崩収入2,373千円、投資
活動支出の部において3,592千円（退職給付引当
預金取得支出656千円、CAETS開催準備資金取
得支出2,500千円、什器備品取得支出436千円）
を計上し、投資活動収支差額は、1,218千円の
赤字となった。
　その結果、当期収支差額は、1,528千円の黒
字となった。

4．次期繰越収支差額
　これより、次期繰越収支差額は、22,167千円
となり、予算額に対して2,008千円の増額となっ
た。

2021年度 収支決算

【全体概況】
　2021年度収支決算の概要について、従来同様の収支計算書に準拠し、次の通り取りまとめた。

（単位：千円）
2021年度予算（A） 2021年度決算額（B） （B）−（A）差額

事業活動収入 64,800 66,076 1,276
事業活動支出 60,540 63,330 2,790
事業活動収支差額 4,260 2,746 △ 1,514
投資活動収支差額 △ 3,740 △ 1,218 2,522
予備費支出 1,000 0 △ 1,000
当期収支差額 △ 480 1,528 2,008
前期繰越収支差額 20,639 20,639 0
次期繰越収支差額 20,159 22,167 2,008
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　よって、当面の事業活動に必要な繰越金は確
保出来た。

5．その他
１） 特定費用準備資金については、当初計画通

りCAETS2030開催準備資金2,500千円を積
み立てた。二国間連携促進準備資金につい
ては、コロナ禍の影響を受け開催が計画
に対して1年先送りとなり、2020年度末時
点で残額が6,000千円に達した。2021年度
開催が実現し取り崩しを実施したが、2023
年度までの計画を十分にカバーできる残額
と判断された。その為、当初計画していた

2021年度、2022年度の積増しを取り止めた。
（11/16理事会にて承認済み）

2） 公益目的事業の収支相償は、当期経常増減
額が4,999千円の赤字となり、期首剰余金が
0、特定費用準備資金積立額及び特定費用
準備資金取崩額を計上した結果、△5,126千
円となった。

　　期首剰余金 0千円
　　公益目的事業に係わる当期経常増減額
 △4,999千円
　　特定費用準備資金積立額 △2,500千円
　　特定費用準備資金取崩額 2,373千円
　　合計 △5,126千円
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Ⅰ事業活動収支の部

　事業活動収入

１会費収入

個人会員会費収入 29,000,000 29,895,500 △ 895,500

賛助会員会費収入 34,000,000 63,000,000 34,200,000 64,095,500 △ 200,000 △ 1,095,500

２事業収入

業務受託収入 0 0 0 0 0 0

３負担金収入

負担金収入 1,800,000 1,800,000 1,980,000 * 1,980,000 △ 180,000 △ 180,000

４寄付金収入

寄付金収入 0 0 0 0 0 0

５雑収入

受取利息収入 0 493 △ 493

雑収入 0 0 0 493 0 △ 493

事業活動収入計 64,800,000 66,075,993 △ 1,275,993

事業活動支出

１事業費支出

企画運営会議費 100,000 601,465 △ 501,465

会員選考委員会費 150,000 56,698 93,302

会員強化委員会費 200,000 45,410 154,590

財務・事務機能強化委員会費 100,000 330 99,670

人材育成委員会費 700,000 361,220 338,780

若手委員会費 1,900,000 2,177,760 △ 277,760

ジェンダー委員会費 650,000 366,821 283,179

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ2050委員会費 900,000 1,882,663 △ 982,663

政策提言委員会費

政策提言委員会 1,000,000 1,188,602 △ 188,602

海洋プラスチック研究プロジェクト 100,000 54,880 45,120

人と機械の共生社会のデザイン 100,000 0 100,000

レジリエント電力ネットワーク 100,000 0 100,000

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ後の科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝのあり方 100,000 198,330 △ 98,330

インクルーシブなSTEM研究環境の構築 100,000 18,330 81,670

少子高齢社会の望ましいあり方 100,000 0 100,000

データ駆動型研究開発分野の人材育成 100,000 0 100,000

ウィズコロナ社会後の人と機械共生 1,800,000 878,654 921,346

脱炭素社会構築に向けた調査研究 0 3,500,000 285,540 2,624,336 △ 285,540 875,664

国際委員会費

CAETS 1,000,000 888,007 111,993

AEPM（STS） 200,000 431,530 △ 231,530

EA-RTM 1,000,000 55,068 944,932

JAFOE 1,000,000 3,153,007 △ 2,153,007

ERLEP 200,000 0 200,000

欧州委員会 200,000 0 200,000

委員会フォーラム 40,000 3,640,000 0 4,527,612 40,000 △ 887,612

国際会議 0 0 0

広報委員会費 6,100,000 7,880,048 △ 1,780,048

企画推進グループ（談話サロン等経費） 500,000 571,885 △ 71,885

政策共創推進委員会 1,200,000 403,865 796,135

会長候補者推薦委員会 150,000 0 150,000

支部活動費

支部長会議 150,000 191,530 △ 41,530

北海道支部 500,000 336,768 163,232

東北支部 500,000 46,425 453,575

中部支部 500,000 386,760 113,240

関西支部 500,000 334,180 165,820

九州支部 500,000 2,650,000 137,254 1,432,917 362,746 1,217,083

グローバル化・デジタル化対応 0 2,343,508 △ 2,343,508

公益事務費 30,000,000 29,719,309 280,691

収 支 計 算 書　

(令和 3年4月1日から令和 4年3月31日まで）

（単位：円）

科　　　　目 予　　算　　額 決　　算　　額 差　　　異
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２管理費支出

総会費 500,000 649,880 △ 149,880

理事会費 100,000 390,263 △ 290,263

法人事務費 7,500,000 7,293,599 206,401

事業活動支出計 60,540,000 63,329,589 △ 2,789,589

事業活動収支差額 4,260,000 2,746,404 1,513,596

投資活動収入

１特定資産取崩収入

二国間連携準備資金取崩収入 0 2,373,048 △ 2,373,048

投資活動収入計 0 2,373,048 △ 2,373,048

投資活動支出

１特定資産取得支出

退職給付引当預金取得支出 640,000 655,900 △ 15,900

CAETS開催準備資金取得支出 2,500,000 2,500,000 0

二国間連携準備資金取得支出 600,000 0 600,000

２固定資産取得支出

什器備品取得支出 0 435,600 △ 435,600

投資活動支出計 3,740,000 3,591,500 148,500

　投資活動収支差額 △ 3,740,000 △ 1,218,452 △ 2,521,548

Ⅲ財務活動収支の部

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ予備費支出

予備費支出 1,000,000 0 1,000,000

　当期収支差額 △ 480,000 1,527,952 △ 2,007,952

前期繰越収支差額 20,638,860 20,638,860 0

　　次期繰越収支差額 20,158,860 22,166,812 △ 2,007,952

* 　科学技術振興渡辺記念会からの令和2年度科学技術調査研究助成金収入800千円、科学技術振興機構よりJAFOE開催収入1,180千円

Ⅱ投資活動収支の部
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法人会計 合計 法人会計 合計 法人会計 合計

Ⅰ事業活動収支の部

事業活動収入

１会費収入

個人会員会費収入 14,500,000 14,500,000 29,000,000 14,947,750 14,947,750 29,895,500 △ 447,750 △ 447,750 △ 895,500

賛助会員会費収入 34,000,000 0 34,000,000 34,200,000 0 34,200,000 △ 200,000 0 △ 200,000

２事業収入

業務受託収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３負担金収入

負担金収入 1,800,000 0 1,800,000 1,980,000 ＊ 0 1,980,000 △ 180,000 0 △ 180,000

４寄付金収入

寄付金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５雑収入

受取利息収入 0 0 0 493 0 493 △ 493 0 △ 493

雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0

事業活動収入計 50,300,000 14,500,000 64,800,000 51,128,243 14,947,750 66,075,993 △ 828,243 △ 447,750 △ 1,275,993

事業活動支出

１事業費支出

企画運営会議費 100,000 601,465 △ 501,465

会員選考委員会費 150,000 56,698 93,302

会員強化委員会費 200,000 45,410 154,590

財務・事務機能強化委員会費 100,000 330 99,670

人材育成委員会費 700,000 361,220 338,780

若手委員会費 1,900,000 2,177,760 △ 277,760

ジェンダー委員会費 650,000 366,821 283,179

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ2050委員会費 900,000 1,882,663 △ 982,663

政策提言委員会費

政策提言委員会 1,000,000 1,188,602 △ 188,602

海洋プラスチック研究プロジェクト 100,000 54,880 45,120

人と機械の共生社会のデザイン 100,000 0 100,000

レジリエント電力ネットワーク 100,000 0 100,000

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ後の科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝのあり方 100,000 198,330 △ 98,330

インクルーシブなＳＴＥＭ研究環境の構築 100,000 18,330 81,670

少子高齢社会の望ましいあり方 100,000 0 100,000

データ駆動型研究開発分野の人材育成 100,000 0 100,000

ウィズコロナ社会後の人と機械共生 1,800,000 878,654 921,346

脱炭素社会構築に向けた調査研究 0 3,500,000 285,540 2,624,336 △ 285,540 875,664

国際委員会費

CAETS 1,000,000 888,007 111,993

AEPM (STS) 200,000 431,530 △ 231,530

EA-RTM 1,000,000 55,068 944,932

JAFOE 1,000,000 3,153,007 △ 2,153,007

ERLEP 200,000 0 200,000

欧州委員会 200,000 0 200,000

委員会ﾌｫｰﾗﾑ 40,000 3,640,000 0 4,527,612 40,000 △ 887,612

国際会議 0 0 0

広報委員会費 6,100,000 7,880,048 △ 1,780,048

企画推進グループ（談話サロン等経費） 500,000 571,885 △ 71,885

政策共創推進委員会 1,200,000 403,865 796,135

会長候補者推薦委員会 150,000 0 150,000

支部活動費

支部長会議 150,000 191,530 △ 41,530

北海道支部 500,000 336,768 163,232

東北支部 500,000 46,425 453,575

中部支部 500,000 386,760 113,240

関西支部 500,000 334,180 165,820

九州支部 500,000 2,650,000 137,254 1,432,917 362,746 1,217,083

グローバル化・デジタル化対応 0 2,343,508 △ 2,343,508

公益事務費 30,000,000 52,440,000 29,719,309 54,995,847 280,691 △ 2,555,847

２管理費支出

総会費 500,000 649,880 △ 149,880

理事会費 100,000 390,263 △ 290,263

法人事務費 7,500,000 8,100,000 7,293,599 8,333,742 206,401 △ 233,742

事業活動支出計 52,440,000 8,100,000 60,540,000 54,995,847 8,333,742 63,329,589 △ 2,555,847 △ 233,742 △ 2,789,589

事業活動収支差額 △ 2,140,000 6,400,000 4,260,000 △ 3,867,604 6,614,008 2,746,404 1,727,604 △ 214,008 1,513,596

Ⅱ投資活動収支の部

投資活動収入

１特定資産取崩収入

二国間連携準備資金取崩収入 0 0 2,373,048 2,373,048 △ 2,373,048 △ 2,373,048

投資活動収入計 0 0 2,373,048 2,373,048 △ 2,373,048 △ 2,373,048

投資活動支出

１特定資産取得支出

退職給付引当預金取得支出 544,000 96,000 640,000 557,515 98,385 655,900 △ 13,515 △ 2,385 △ 15,900

CAETS開催準備資金取得支出 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0

二国間連携準備資金取得支出 600,000 600,000 0 0 600,000 600,000

２固定資産取得支出

什器備品取得支出 0 0 0 370,260 65,340 435,600 △ 370,260 △ 65,340 △ 435,600

投資活動支出計 3,644,000 96,000 3,740,000 3,427,775 163,725 3,591,500 216,225 △ 67,725 148,500

投資活動収支差額 △ 3,644,000 △ 96,000 △ 3,740,000 △ 1,054,727 △ 163,725 △ 1,218,452 △ 2,589,273 67,725 △ 2,521,548

Ⅲ財務活動収支の部

財務活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅳ予備費支出

予備費支出 1,000,000 0 1,000,000

当期収支差額 △ 480,000 1,527,952 △ 2,007,952

前期繰越収支差額 20,638,860 20,638,860 0

次期繰越収支差額 20,158,860 22,166,812 △ 2,007,952

＊　科学技術振興渡辺記念会からの令和２年度科学技術調査研究助成金収入800千円、科学技術振興機構よりJAFOE開催収入1,180千円

決算額 差　　　　　　　異

収収支支計計算算書書（（内内訳訳））

((令令和和  33年年  44月月11日日かからら　　令令和和  44年年33月月3311日日ままでで））
（単位：円）

科　　　　目
公益目的事業会計 公益目的事業会計 公益目的事業会計

予算額

収支計算書（内訳）



EAJ Activities Report 2021/2022
23

（単位：　　円）

勘定科目
当年度

(令和4年3月31日）

前年度

(令和3年3月31日）
増減

Ⅰ資産の部

　流動資産

　　　現金預金 30,737,336 27,274,688 3,462,648

　　　　現金一般 171,638 137,356 34,282

      普通預金

　　　　みずほ銀行芝支店 18,271,306 19,688,096 △ 1,416,790

　　　　三菱ＵＦＪ銀行田町支店 9,975,640 5,196,202 4,779,438

　　　　みずほ銀行芝支店受託口 152 152 0

　　　　郵便振替貯金 2,318,600 2,252,882 65,718

　　　未収金 120,000 1,380,000 △ 1,260,000

　　流動資産合計 30,857,336 28,654,688 2,202,648

　固定資産

　　　特定資産

　　　　退職給付引当預金 1,989,000 1,333,100 655,900

　　　　CAETS開催準備資金 15,000,000 12,500,000 2,500,000

　　　　二国間連携準備資金 3,626,952 6,000,000 △ 2,373,048

　　　特定資産合計 20,615,952 19,833,100 782,852

　　　その他固定資産

　　　　建物附属設備 603,523 656,345 △ 52,822

　　　　什器備品 1,243,754 996,901 246,853

　　　　ソフトウエア 399,600 799,200 △ 399,600

　　　　電話加入権 74,984 74,984 0

　　　　敷金 2,376,000 2,376,000 0

　　　その他固定資産合計 4,697,861 4,903,430 △ 205,569

　　固定資産合計 25,313,813 24,736,530 577,283

　資産合計 56,171,149 53,391,218 2,779,931

                                       

Ⅱ負債の部

　流動負債

　　　未払金 300,000 300,000 0

　　　前受金 8,177,000 7,522,500 654,500

　　　預り金 213,524 193,328 20,196

　　流動負債合計 8,690,524 8,015,828 674,696

　固定負債

　　　退職給付引当金 1,989,000 1,333,100 655,900

　　固定負債合計 1,989,000 1,333,100 655,900

　負債合計 10,679,524 9,348,928 1,330,596

                          

Ⅲ正味財産の部

  一般正味財産 45,491,625 44,042,290 1,449,335

  （うち特定資産への充当額） (2,500,000) (5,500,000) (△3,000,000)

　　正味財産合計 45,491,625 44,042,290 1,449,335

　負債及び正味財産合計 56,171,149 53,391,218 2,779,931

貸貸借借対対照照表表

令和 4 年 3 月 31 日現在

公益社団法人　日本工学アカデミ－
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（単位：　　円）

科目

当年度

  （令和3年4月1日～令

和4年3月31日）

前年度

  （令和2年4月1日～令

和3年3月31日）

増減

Ⅰ一般正味財産増減の部

　経常増減の部

　　経常収益

　　　受取会費 64,095,500 63,927,000 168,500

　　　　個人会員受取会費　　　　 29,895,500 29,727,000 168,500

　　　　賛助会員受取会費 34,200,000 34,200,000 0

      事業収益 0 0 0

　　　　業務受託収益 0 0 0

　　　受取負担金 1,980,000 600,000 1,380,000

　　　　受取負担金 1,980,000 600,000 1,380,000

　　　受取寄付金 0 30,000 △ 30,000

　　　　受取寄付金 0 30,000 △ 30,000

　　　雑収益 493 4,039 △ 3,546

　　　　受取利息 493 539 △ 46

　　　　雑収益 0 3,500 △ 3,500

　　  経常収益計 66,075,993 64,561,039 1,514,954

　　経常費用

　　　事業費 56,127,155 54,834,010 1,293,145

　　　　役員報酬 3,060,000 3,068,500 △ 8,500

　　　　給料手当 15,446,094 16,006,179 △ 560,085

　　　　その他の労務費 3,636,163 1,691,275 1,944,888

　　　　役員退職金 0 21,250 △ 21,250

　　　　退職給付費用 557,515 543,575 13,940

　　　　法定福利費 2,068,990 1,823,878 245,112

　　　　福利厚生費 41,750 100,349 △ 58,599

　　　　慶弔費 0 22,011 △ 22,011

　　　　旅費交通費 1,118,458 178,216 940,242

　　　　通信運搬費 1,826,149 1,236,803 589,346

　　　　減価償却費 573,793 507,258 66,535

　　　　会合費 2,992,575 380,570 2,612,005

　　　　参加費 0 0 0

　　　　消耗品費 1,328,804 1,303,718 25,086

　　　　パソコン管理費 1,129,810 1,266,194 △ 136,384

　　　　印刷製本費 2,932,710 1,765,533 1,167,177

　　　　新聞図書費 0 10,621 △ 10,621

　　　　賃借料 4,753,339 5,018,420 △ 265,081

　　　　リ－ス料 962,355 962,355 0

　　　　委託費 10,901,855 0 10,901,855

　　　　事務委託費 133,825 0 133,825

　　　　支払手数料 384,860 17,518,183 △ 17,133,323

　　　　支払謝金 1,475,118 698,088 777,030

　　　　支払負担金 712,677 646,984 65,693

　　　　雑費 90,315 64,050 26,265

　　　管理費 8,499,503 8,235,845 263,658

　　　　役員報酬 540,000 541,500 △ 1,500

　　　　給料手当 2,702,621 2,812,761 △ 110,140

　　　　その他の労務費 229,163 239,888 △ 10,725

　　　　役員退職金 0 3,750 △ 3,750

　　　　退職給付費用 98,385 95,925 2,460

　　　　法定福利費 365,115 321,860 43,255

　　　　福利厚生費 7,367 17,708 △ 10,341

　　　　慶弔費 71,951 90,860 △ 18,909

　　　　旅費交通費 1,046,997 1,187,365 △ 140,368

　　　　通信運搬費 608,419 472,061 136,358

　　　　減価償却費 67,376 29,141 38,235

　　　　会合費 121,773 140,528 △ 18,755

　　　　参加費 33,000 52,668 △ 19,668

　　　　消耗品費 341,533 254,902 86,631

　　　　パソコン管理費 531,714 376,297 155,417

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人　日本工学アカデミ－
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　　　　印刷製本費 141,570 0 141,570

　　　　新聞図書費 80,383 78,183 2,200

　　　　賃借料 838,824 885,603 △ 46,779

　　　　リ－ス料 412,437 412,437 0

　　　　事務委託費 71,588 0 71,588

　　　　支払手数料 133,290 125,398 7,892

　　　　支払謝金 20,046 11,693 8,353

　　　　租税公課 900 2,194 △ 1,294

　　　　雑費 35,051 83,123 △ 48,072

　　　経常費用計 64,626,658 63,069,855 1,556,803

　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 1,449,335 1,491,184 △ 41,849

　　　　評価損益等計 0 0 0

　　　　当期経常増減額 1,449,335 1,491,184 △ 41,849

　経常外増減の部

　　経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0

　　経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0

　　　当期経常外増減額 0 0 0

　　　当期一般正味財産増減額 1,449,335 1,491,184 △ 41,849

　　　一般正味財産期首残高 44,042,290 42,551,106 1,491,184

　　　一般正味財産期末残高 45,491,625 44,042,290 1,449,335

Ⅱ指定正味財産増減の部

　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　指定正味財産期首残高 0 0 0

　　　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 45,491,625 44,042,290 1,449,335



（単位：　　円）

科目 公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ一般正味財産増減の部

　経常増減の部

　　経常収益

　　　受取会費 49,147,750 14,947,750 64,095,500

　　　　個人会員受取会費　　　　 14,947,750 14,947,750 29,895,500

　　　　賛助会員受取会費 34,200,000 0 34,200,000

      事業収益 0 0 0

　　　　業務受託収益 0 0 0

　　　受取負担金 1,980,000 0 1,980,000

　　　　受取負担金 1,980,000 0 1,980,000

　　　受取寄付金 0 0 0

　　　　受取寄付金 0 0 0

　　　雑収益 493 0 493

　　　　受取利息 493 0 493

　　　　雑収益 0 0 0

　　  経常収益計 51,128,243 14,947,750 66,075,993

　　経常費用

　　　事業費 56,127,155 0 56,127,155

　　　　役員報酬 3,060,000 0 3,060,000

　　　　給料手当 15,446,094 0 15,446,094

　　　　その他の労務費 3,636,163 0 3,636,163

　　　　役員退職金 0 0 0

　　　　退職給付費用 557,515 0 557,515

　　　　法定福利費 2,068,990 0 2,068,990

　　　　福利厚生費 41,750 0 41,750

　　　　慶弔費 0 0 0

　　　　旅費交通費 1,118,458 0 1,118,458

　　　　通信運搬費 1,826,149 0 1,826,149

　　　　減価償却費 573,793 0 573,793

　　　　会合費 2,992,575 0 2,992,575

　　　　消耗品費 1,328,804 0 1,328,804

　　　　パソコン管理費 1,129,810 0 1,129,810

　　　　印刷製本費 2,932,710 0 2,932,710

　　　　新聞図書費 0 0 0

　　　　賃借料 4,753,339 0 4,753,339

　　　　リ－ス料 962,355 0 962,355

　　　　委託費 10,901,855 0 10,901,855

　　　　事務委託費 133,825 0 133,825

　　　　支払手数料 384,860 0 384,860

　　　　支払謝金 1,475,118 0 1,475,118

　　　　支払負担金 712,677 0 712,677

　　　　雑費 90,315 0 90,315

　　　管理費 0 8,499,503 8,499,503

　　　　役員報酬 0 540,000 540,000

　　　　給料手当 0 2,702,621 2,702,621

　　　　その他の労務費 0 229,163 229,163

　　　　役員退職金 0 0 0

　　　　退職給付費用 0 98,385 98,385

　　　　法定福利費 0 365,115 365,115

　　　　福利厚生費 0 7,367 7,367

　　　　慶弔費 0 71,951 71,951

　　　　旅費交通費 0 1,046,997 1,046,997

　　　　通信運搬費 0 608,419 608,419

　　　　減価償却費 0 67,376 67,376

　　　　会合費 0 121,773 121,773

　　　　参加費 0 33,000 33,000

　　　　消耗品費 0 341,533 341,533

　　　　パソコン管理費 0 531,714 531,714

　　　　印刷製本費 0 141,570 141,570

　　　　新聞図書費 0 80,383 80,383

　　　　賃借料 0 838,824 838,824

正味財産増減計算書内訳表

令和 ３年４月 １日から令和４年３月31日まで
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　　　　リ－ス料 0 412,437 412,437

　　　　事務委託費 0 71,588 71,588

　　　　支払手数料 0 133,290 133,290

　　　　支払謝金 0 20,046 20,046

　　　　租税公課 0 900 900

　　　　雑費 0 35,051 35,051

　　　経常費用計 56,127,155 8,499,503 64,626,658

　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 4,998,912 6,448,247 1,449,335

　　　　評価損益等計 0 0 0

　　　　当期経常増減額 △ 4,998,912 6,448,247 1,449,335

　経常外増減の部

　　経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0

　　経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0

　　　当期経常外増減額 0 0 0

　　　当期一般正味財産増減額 △ 4,998,912 6,448,247 1,449,335

　　　一般正味財産期首残高 44,042,290

　　　一般正味財産期末残高 45,491,625

Ⅱ指定正味財産増減の部

　　　当期指定正味財産増減額 0

　　　指定正味財産期首残高 0

　　　指定正味財産期末残高 0

Ⅲ正味財産期末残高 45,491,625
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１． 重要な会計方針

（１）会計方針

「公益法人会計基準」(平成２０年１２月１日　内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（２） 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、什器備品及びソフトウェア　　　・・・・・・・ 定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

　　職員等の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて

　計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

退職給付引当預金 1,333,100 655,900 - 1,989,000

CAETS開催準備資金 12,500,000 2,500,000 - 15,000,000

二国間連携準備資金 6,000,000 - 2,373,048 3,626,952

３．特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に

産からの充当額） 産からの充当額） 対応する額）

退職給付引当預金 1,989,000 - - 1,989,000

CAETS開催準備資金 15,000,000 - 2,500,000 -

二国間連携準備資金 3,626,952 - - -

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物附属設備 788,400 184,877 603,523

什器備品 1,612,022 368,268 1,243,754

ソフトウェア 1,998,000 1,598,400 399,600

合計 4,398,422 2,151,545 2,246,877

５．引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

目的使用 その他

退職給付引当金 1,333,100 655,900 - - 1,989,000

財務諸表に対する注記

科目 当期末残高

科目 前期末残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
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使用目的等

Ι.資  産  の  部

1.流　動　資　産

現 金 運転資金等 171,638

普 通 預 金 運転資金等 18,271,306

三菱UFJ銀行田町支店 運転資金等 9,975,640

みずほ銀行芝支店受託口 運転資金等 152

運転資金等 2,318,600

未 収 金 会費等未収入金 会費等に係る未収金 120,000

30,857,336

2.固　定　資　産

(1) 特 定 資 産

退 職 給 付 引 当 預 金 職員等の退職に備えるための預金 1,989,000

CAETS 開 催 準 備 資金 CAETS開催に備えるための預金 15,000,000

二国間連携準備資金 二国間の国際会議に備えるための預金 3,626,952

(2) その他固定資産

建物附属設備 公益・法人会計保有財産 603,523

什器備品 公益・法人会計保有財産 1,243,754

ソフトウエア 公益会計保有財産 399,600

電　話　加　入　権 公益・法人会計保有財産 74,984

敷 金 公益・法人会計保有財産 2,376,000

　 25,313,813

　 56,171,149

Ⅱ.負　債　の　部

1.流　動　負　債

未 払 金 300,000

前 受 金 会費等に係る前受金 8,177,000

預 り 金 213,524

8,690,524

2.固　定　負　債

退 職 給 付 引 当 金 職員等の退職に備えるための引当金 1,989,000

　 1,989,000

　 10,679,524

　 45,491,625

財　産　目　録

（令和 4年 3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 金　　　　　額

事務所賃貸借敷金

現金手元有高

みずほ銀行芝支店

郵便振替貯金

流 動 資 産 合 計

みずほ銀行芝支店

みずほ銀行芝支店

みずほ銀行芝支店

パーティション

プロジェクター・金庫

会員管理システム

負 債 合 計

正 味 財 産 合 計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

会費等前受金

源泉所得税等

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計
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2022年度 事業計画

1．2022年度の展望

　2019年 に 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
（COVID-19）によるパンデミックが発生し、大
きく社会環境が変化するなかで、EAJでは2020
年6月に新体制を迎え、EAJフォーラム、賛助
会員ラウンドテーブル、若手リーダー塾、賀詞
交歓会などコロナ禍で変更を余儀なくされた
EAJ諸事業の再開、政策共創推進委員会の新設、
賛助会員を含む多様な会員の充実、新入会員ガ
イダンスの導入、会員専用ホームページの新設、
オンライン会議システムの拡充などデジタル化
の推進、プロジェクト報告書などの英文化促進
によるグローバル化対応を進め、緊急提言2021
−博士後期課程大学院生に対する支援の強化に
あたって−、ポストコロナ時代に向けた科学技
術・イノベーションの在り方、未来社会を見据
えた科学技術イノベーションと高度工学系人材
の育成、などの政策提言などを行ってきた。
　2021年8月には、1年の延期を経て異例の無観
客開催となり、多くの問題が解りやすい形で浮
き彫りになるとともに、多くの気づきを与えて
くれた東京2020オリンピック・パラリンピック
が、無事に閉会式を迎えた。一方、2022年2月
24日に開始された、ロシア政府のウクライナへ
の侵攻は、世界の平和と安全、人類の安寧とよ
り良き生存、持続的な発展を脅かしている。日々
の生活、生存に係る社会、国、経済、組織の在
り方、市民の働き方、生き方の在り方などが自
分事として広く認識され、新常態に向けた根源
的な変革への社会受容性、期待がさらに高まっ
ている。そこで、2022年6月に約半数の役員改
選を迎える2022年度では、EAJの基本理念であ
る「Engineer the Future」-人類の安寧とより
良き生存のために未来社会を工学する-の早期
実現をめざし、多様な会員がステークホルダー
と自律的に共創しやすい環境の一層の拡充を進
め、定款第4条に定める下記5事業を、より活発
に推進し、新たな価値を生み出し、未来社会に
一層貢献する実践的な協働活動を推進する。

　（1） 創造的革新技術の萌芽の模索、評価等に
よる、先見性・創造性のある基礎研究の
推進のための調査研究、提言等に関する
事業

　（2） 社会、産業界、学界が工学及び科学技術
に関する分野で直面している具体的問題
の把握とその解決に関する事業

　（3） 工学及び科学技術に関連する問題につい
ての普及啓発活動に関する事業

　（4） 工学及び科学技術の分野における国際交
流の推進に関する事業

　（5） その他本法人の目的を達成するために必
要な事業

　これらを担当する委員会、支部、プロジェク
トは、「年間活動計画」を作成し、以下の点に
留意して計画的に活動を進める。
　①　 新常態に対応すべくこれまで推進してき

たデジタル化・グローバル化対応基盤
を活用してEAJの認知度を高めるととも
に、多様な会員がステークホルダーとよ
り自律的に共創しやすい環境・規約の一
層の整備を図る。

　②　 若手会員、女性会員、賛助会員、私立大
学所属会員、支部、新興分野や人文社会
科学分野などの会員・役員の拡充、多様
化を図り、EAJの価値創生基盤の一層の
強化を図る。

　③　 上記多様な共創基盤を活用した社会・環
境・経済課題のバランスの良い解決、価
値創造をめざし、政策提言活動、人材育
成活動、支部活動、国際活動の一層の強
化を図る。

2．法人運営に係わる活動

　定款第4条に定める5事業を円滑かつ効果的に
推進するため、下記の通り、法人運営に関わる
企画推進、組織基盤増強、事務局活動を推進す
る。
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2−1　企画推進活動
1）社員総会
　社員総会は、EAJの最高議決機関であり、理
事及び監事の選任、事業計画・予算、事業報告・
決算などを決議する。定時社員総会は、毎事業
年度終了後3カ月以内（6月）に開催する。
　新年賀詞交歓会などにおいても、多数の会員
が交流できる企画を検討し、実施していく。多
数の会員が会するこれらの機会を利用し、会員
のみならず多様な分野の専門家が、工学や科学
技術と社会との関係を議論する場として、EAJ
フォーラムなどを開催する。
2）理事会　
　2022年度に5回（5月、社員総会直後、8月、11月、
2月）開催し、将来構想の早期実現を可能とす
る会員入会可否、役員選任、諸規則の制定・改
定・廃止、重要行事等の開催計画などの審議、
決議を行う。なお、5月理事会にて、社員総会
に提議する全ての議案を決議し、2月理事会に
て、次年度事業計画および収支予算を決議する。
3）企画運営会議　
　年に8回（4月、6月、8月、9月、11月、12月、
2月、3月）開催し、定款第4条に定める5事業の
活性化、円滑な推進に関する重要事項などにつ
いて、企画・調査・検討し、理事会に提議する。
また、会長、理事会からの諮問に応じて調査・
検討し答申する。
4）企画推進グループ　
　新常態でのEAJ事業の更なる活性化に向け、
以下の活動を企画推進する。法人運営活動では、
財務・事務機能強化委員会などと連携し、活性
化に関わる事業活動基盤の強化を図る。公益目
的事業活動では、支部、委員会、プロジェクト
などと連携し、会員向けコンテンツの充実、新
入会員ガイダンス、談話サロン、フォーラムな
どの企画推進などを行ない、EAJ内の会員間、
事業間、更には内外産学官民間の共創を支援し、
EAJならではの価値創出を促進する。

2−2　組織基盤増強活動
1）会員選考委員会　
　2021年度に引き続き正会員の専門分野の偏り
を無くすことに努め、若手会員、女性会員、賛
助会員、私立大学所属会員、さらに新しい工学

技術分野や人文社会科学分野などの会員の拡充
等により、会員の多様化を図る。また、会員強
化委員会と協働して賛助会員企業からの正会員
の候補者推薦増加を働きかけるとともに、EAJ
活性化検討WGの活動と連携して、EAJへの新
入会員のポテンシャルの活性支援等にも取り組
む。なお、会員選考委員会の委員在任期間につ
いては、可能な限り選考委員会規定に則った適
用に努め、選考委員会委員構成自体の世代交代
の進展に努める。
2）会員強化委員会　
　EAJの会員・賛助会員の多様性の拡充による
価値創成基盤強化に貢献するとともに、会員数
の維持・増強によりEAJ財務基盤の安定化に資
することを目標に会員強化委員会活動を推進す
る。
　①　 個人会員については、EAJの正会員、客

員会員に相応しい候補者の積極的な推薦
を会員に働きかけていく。

　②　 特に、若手会員、女性会員、企業会員、
支部会員、私立大学所属会員、新興分野
や人文社会科学分野などの会員の拡充に
よる会員の多様化を進める。

　③　 合わせて、委員会活動を通じて広くEAJ
の活動に関する意見の収集に努めるとと
もに、EAJの各委員会やプロジェクト等
と連携して個人会員のEAJ活動への幅広
い参加を促進する。

　④　 賛助会員については、幅広く多様な業種
への賛助会員企業の拡大を図るととも
に、特色ある小さな巨人の獲得を含む新
規賛助会員の発掘を進める。

　⑤　 賛助会員ラウンドテーブルについては、
情報共有と意見交換を通じて賛助会員企
業とのコミュニケーションを深め、賛助
会員企業のEAJの活動への積極的な参加
を促進する。また、2022年度にコロナが
終息の場合は、賛助会員ラウンドテーブ
ルのリアル開催を企画する。

3）財務・事務機能強化委員会　
　2022年度活動基本方針に基づき、新常態下に
おいても、EAJ全体の事業活動が円滑に推進さ
れるよう、次を目標とする。
　①　 個人会員、賛助会員の多様性拡充を通じ
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て、財務基盤の維持安定を確保する。
　②　 会員がより自律的に共創し易い環境の提

供や規約の整備を図る。
　③　 会員への一層のサービス向上を念頭に置

き、連携強化を図ると共に基本業務とシ
ステムの見直しを行うことで、事務局全
体の効率化を実現する。

2−3　事務局
　デジタル化を推進して情報伝達・連絡などの
支援業務の円滑で効率的な推進に努め、EAJ事
業・活動の一層の支援を図る。
　

3．公益目的事業に係わる活動

　定款第4条に定める5事業を円滑かつ効果的に
推進するため、下記の通り、公益目的事業に係
わる委員会、支部活動を推進する。

3−1　委員会活動
1）政策提言委員会　　
　我が国の工学及び科学技術全般の発展に寄与
するため、創造的革新技術の萌芽の模索、評価
を行うと共に、社会、産業界、学界が直面して
いる具体的問題の把握とその解決を目指し、社
会が目指すべき方向性について先見的、創造的
な提言を発信する。
　①　 政策提言の幅広いテーマをカバーし、か

つ会員の参加意識を高めることを目的と
して、委員会メンバーのほかにテーマに
応じて意見交換を行う検討会などを通
じ、会員の参加を拡充させる。

　②　 会員アンケート調査結果などを踏まえ
て、会員の関心が高くなおかつぜひ取り
組みたいという新規テーマを主要課題と
して検討する。また、ビジョン検討など
幅広い観点から継続的な議論が必要なも
のについては、プロジェクト以外の議論
の場を検討する。

　③　 プロジェクトにPOを派遣するとともに
適宜意見交換を図ることにより、より実
効的でインパクトのある政策提言を行う
ような支援を行う。

　④　 プロジェクトの成果を最大限に活かすた

め、広報活動とも連携し、政策提言プロ
ジェクト成果の外部向けの発表の場とし
てシンポジウム等を行うとともに、立法
府、行政府などとの交流を行う。

　⑤　 外部資金獲得の提案を積極的に支援す
る。その際、多彩な分野の会員主体の推
進体制も検討する。

　⑥　 COVID-19下で国際交流が低下している
状況を鑑み、委員会としてオンライン国
際ワークショップを開催し、アクティビ
ティを維持するよう努める。

2）科学技術・イノベーション2050委員会
　2050年に向けて技術の棚卸しを含む現状把握
をした上で、2050年の将来像に向けた必要な
技術、それを実現するための「科学技術・イノ
ベーション」ロードマップを描き、22世紀に向
けて持続可能な社会を実現するためのアクショ
ンプランを提言することを目的とする。2021年
度は、2020年度に提示した3つの課題の将来像
やロードマップをベースとして、国際WSを開
催し、国内外の専門家と議論を交わすとともに、
日本の考え方を示した。また、賛助会員や政治
家に向けたレクチャーの開催を行い、報告書な
らびに3つの課題に対するロードマップを作成
し、シンポジウムを開催した。2022年度におい
ては、3つの課題のうち、1つ程度に絞り、さら
に深めた議論を行い、より詳細なロードマップ
を提案していくことを基本方針とする。その際、
オンラインを活用した会議、WSを開催すると
ともに、委員以外の方々にも講師をお願いし、
知見を深めていく。さらには、コロナ禍で開催
しづらかった、対面での委員会も1度程度開催
し、委員同士の議論の深化を図りたい。
3）国際委員会　
　各国の工学アカデミーとの組織的連携、積極
的な若手人材の関連イベントへの派遣、国際事
業の国内他機関との共催の拡大を軸に、日本に
おける国際連携ネットワークを強化する。
　国際アカデミー間連携では①国際工学アカデ
ミー連合（CAETS、パリ開催）、②東アジア工
学アカデミー円卓会議（EA-RTM、日本開催）
③工学アカデミー会長会議（AEPM、日本開催）
の事業を継続する。
　国際人材育成では、①2023日米先端工学シン
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ポジウム（JAFOE）の準備、②日豪次世代リー
ダー育成（ERLEP）の継続を図る。
4）人材育成委員会
　2021年度に引き続き、若手リーダー塾を対面
またはハイブリッドで開催し、リーダーとなる
理工系人材の育成を図る（日程検討中）。また
2021年度の若手リーダー塾の参加者のフォロー
アップを事務局の協力を得て実施する。人材育
成をテーマとするシンポジウム、ワークショッ
プを適宜開催する。
5）若手委員会
　急速に進展するデジタルトランスフォーメー
ション、ポストコロナ・ウィズコロナ時代にお
ける社会及びこれからの工学の在り方について
多方面と連携し、若い目線からの政策を立案し、
発信していく。
　特に、本委員会のメンバーよりさらなる若手
世代（20−30代前半）への環境整備を最重視し、
その実現へ向けた検討を進める。その際、こう
した検討プロセスそのものが彼らの負担にな
らないよう最大限配慮する必要がある。20−30
代前半の若手世代に何が必要であるかを意見交
換を通して十分に調査する。2021年度は、若手
委員会を中心とした公開シンポジウム「ネクス
トイノベータへ伝える起業・創業の魅力」を開
催し、このシンポジウムに基づいて大規模なア
ンケート調査を実施した。シンポジウムにおけ
る登壇者と聴講者の意見交換、およびアンケー
ト調査をもとに、スタートアップをさらに増や
すための環境整備に資する政策提言書を取りま
とめた。2022年度は、この提言書に基づき、国
内外の動向調査やフォローアップ調査を実施す
る。特に、提言書をより分かりやすく編集し、
10代、20代の若手が手軽に取っていただける冊
子体を刊行するとともに、若手を対象とした
WEBサイトを拡充し、アントレプレナー教育
を基軸とした情報発信を強化する。さらに、若
手との連携を通して、新たな課題を設定し、テー
マを定めたセミナーおよびシンポジウムを計画
する。
6）ジェンダー委員会　
　社会が直面している課題や未来社会の課題の
把握および解決のためには、総合知の活用と、
そのための多様性、特にジェンダーの視点が必

須である。本委員会では、他委員会との連携を
一層強化し、EAJのジェンダー施策を提案し実
施する。以下に2022年度の主要アクションプラ
ンを記す。
　①　 EAJ女性会員増加策の検討および実施。
　②　 2021年度に実施した多様性アンケートの

結果を踏まえたシンポジウムの実施。コ
ロナ禍で得た知見を生かして、オンライ
ンとオンサイトの併用開催とすることに
より、多様な人々が参加可能となるよう
に工夫する。

　③　 学生委員によるインタビューの実施。得
られた情報を元に、個人あるいは組織の
ジェンダー視点での好事例の情報発信を
EAJ内外に向かって行う。

　④　 EAJの活動や提言に社会の多様な立場を
取り入れるための施策として、各企画や
委員会に対して適切な女性研究者を推薦
する仕組みを策定し、実行する。

　⑤　 EAJ支部、EAJ委員会、および一般社団
法人八大学工学系連合会との連携強化。

7）広報委員会　
　広報委員会では、2020年度までにEAJ NEWS 
のネット配信、メールマガジンに相当するEAJ
ニュースレターの発行などインターネットを活
用した会員への情報発信、一般への情報発信の
活性化を推進してきた。また2021年度には、懸
案事項であったホームページの大幅なリニュー
アルを行い、分かりやすく使いやすいホーム
ページを実現させた。
　2022年度はこれらインターネットを活用した
活動をさらに推し進めるとともに、デジタル技
術をより先導的に活用し、幅広い学問分野、学
際分野の専門家や多様な関係者との共創が可能
な場の提供に向けて、会員向けのホームページ
内に新設したフォーラムの運用を開始し、イン
ターネットを活用した会員間の双方向コミュニ
ケーションの活性化を図る。
　新型コロナウイルスの流行が継続する場合
は、これまで以上にWeb会議、バーチャルの
セミナー・ワークショップ・シンポジウムなど
のバーチャルイベントの開催が予想されるた
め、これらのバーチャルイベントの開催がより
行いやすくするためのネットワークシステム、
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機材の充実を図る。
8）政策共創推進委員会　
　わが国におけるミッシングリンクである立法
府とアカデミアの間の科学技術情報共有をアカ
デミア側からのアプローチによって少しでも現
実化することにより、日本の政策立案が、ます
ます複雑化しつつある社会の問題により適切に
対処でき、国民からも信頼されるものとなるこ
とに寄与する。　
　そのため、2022年度は、前年度に引き続き、
理事会で承認された方針に基づき、①国会議員
との意見交換、対話の会の開催（年4回程度）、
②参議院調査部門との共催ワークショップの開
催（年2回程度）、③国立国会図書館との調査・
提言テーマに関する情報交換（年2回程度）、④
若手研究者（博士課程の研究者を含む）による
議員インタビュー、⑤政策共創プラットフォー
ムの開催（年3回程度）を計画的に実施する。　
　2021年度に新たに設置した政策共創プラット
フォームでは、科学技術政策立案に係る広範な
関係者の連携を進めることを目指し、それぞれ
が取り組んでいる政策提言活動の交流を通じ
て、それらがより有効に社会実装や政策化、法
制化につながることが期待される。
　若手研究者（博士課程の研究者を含む)によ
る議員インタビューの実績作りは、科学技術関
係の若手研究者の政策リテラシーを高める上で
も、若手研究者の意識を国会に反映される上で
も重要で、粘り強い継続が求められる。各委員
会、各支部とも連携して広く候補者を募りたい。
インタビュアーには「政策立案体験調査」報告
書を提出してもらい、EAJニュースレターなど
に掲載、公表する。
　2021年度に実施できなかった、米国における
アカデミー、科学助言システム、米国科学振興
協会の実施する議会フェローシップ制度の運用
状況などの現地調査を計画する。
9）会長候補者推薦委員会
　2021年度に引き続き、設置目的に則り、会長
候補に相応しい正会員を組織的に検討する。

3−2　支部活動
　引き続きデジタル化・グローバル化、委員会
や支部間の連携強化に努めると共に、支部・地

区の賛助会員との連携を含め、特徴ある活動を
中心に、広く事業展開をめざす。支部・地区発
の提言・提案プロジェクトの掘り起こしも奨励
する。
1）北海道支部　
　2020年12月15日に発足した北海道支部である
が、コロナ禍のために当初予定していた活動が
制限される状況にあった。本年度においては、
北海道支部の実質的な活動初年度とする。東北
支部との連携については更なる強化を目指す。
　①　 対面での理事会を複数回実施する。
　②　 東北支部との協賛講演会を引き続き共催

するなど、東北支部との一層の連携を模
索する。

　③　 支部便りを月1回程度メール送信する。
　④　 EAJH茶話会（適宜外部ゲストを迎える）

を創設し、北海道支部活動の向上に繋げ
る。

2）東北支部　
　持続可能な社会の実現を目指し、東北地区の
知的資産を活かした地域発の社会革新を進める
ための活動を推進する。コロナ非終息をも想定
し、デジタル化を引き続き推進すると共に、予
定している下記の活動はコロナの状況に合わせ
た形で実施する：
　①　 新支部発足記念式典開催（理事会、講演

会、懇談会の同時開催：令和4年3月頃の
予定だが、4月以降に延期される可能性
有り。）。

　②　 講演会等による支部会員への情報提供と
社会への発信：北海道支部、大学、学会
等と積極的に連携。

　③　 支部として今後重点的に取り組むべき課
題の検討を開始。東北地域の課題解決や
地域の活性化に向けた活動の企画・実施、
支部行事・活動等のオンライン化の検討・
推進、新支部会員の積極的推薦、特に若
手新会員の推薦を推奨など。

3）中部支部
　EAJの設立主旨を基盤として、支部会員への
情報や交流の場の提供ならびに地域社会に対す
る啓発活動に寄与し、併せて支部会員相互の協
調と親睦を図ることを目的とし、下記の活動を
継続して推進する。
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　①　 2021年度に開始した中部支部井戸端会議
を継続し、フリーディスカッションから
今後の活動方針のシーズ探索を積極的に
行う。

　②　 ①の結果も踏まえ、時機を得たテーマで
EAJ中部レクチャーを企画・開催し、新
しい技術・情報の紹介と共有に寄与する。

　③　 中部支部運営委員会、企画推進部会を定
期的に開催し、情報発信の場の企画を積
極的に行う。

　④　 中部通信を発信し、これを通じて会員相
互の情報交換と交流の活性化に努める。

　⑤　 オンラインの利点を最大限活用し、支部
活動の積極的な発信に努める。

4）関西支部　
　EAJの設立主旨である日本の工学・科学技術
全般の発展に寄与するとともに、科学技術に関
わる産学官の指導的立場にある者の団体である
ことを基盤として、本支部会員への情報や交流
の場の提供ならびに地域社会との共創活動に寄
与し、併せて本支部会員相互の協調と親睦を図
ることを目的とする。
　①　 運営委員会開催（3回程度開催予定）
　②　 2022年度上半期　第8回講演会開催予定

（京都地区）
　③　 2022年度下半期　第9回講演会開催予定

（神戸地区）
5）九州支部　
　本支部は、日本工学アカデミーの設立趣旨で
ある日本の工学・科学技術全般の発展に寄与す
るとともに、科学技術に係る産学官の指導的立

場にある者の団体であることを基盤として、本
支部会員への情報や交流の場の提供ならびに地
域社会に対する共創活動に寄与し、併せて本支
部会員相互の協調と親睦を図ることを目的とし
ている。
　2022年度は、昨年度から進めてきたデジタル・
オンライン技術の活用により、支部主催行事・
交流等を状況に即して企画・開催すること（リ
アル・ハイブリッドもしくは完全オンライン）
を検討・実施していく。また、運営委員会・会
員拡大強化等の活動も引き続き行う。2022年度
のアクションプランは次のとおりである。
　①　 支部会員への情報提供や交流の場とし

て、講演会、シンポジウム、懇親会など
を開催する。

　②　 次代を担う高校生や高専生に対する工
学・科学技術の啓発活動として、出張講
演会を開催する。

　③　 支部運営体制の強化を図るとともに、会
員拡充に向けた取り組みを行う。

　④　 九州地域の特性を反映した課題解決や地
域の活性化に向けた活動を企画、実施す
る。

　⑤　 上記実施にあたり、業務におけるデジタ
ル・オンライン技術の活用を検討・推進
する。

6）その他
　その他の地区においても、地区講演会の開催
などを通じて、地域の活性化の足がかりと会員
増強に努める。なお、引き続き会員ゼロの県を
なくす努力を継続する。
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社員総会

理事会

会長

会員選考委員会

企画運営会議

企画推進
グループ

事務局

監事

支部長会議

選挙管理委員会

会員強化委員会

政策提言委員会

国際委員会

人材育成委員会

ジェンダー委員会

広報委員会

財務・事務機能強化委員会

若手委員会

科学技術・イノベーション2050委員会

政策共創推進委員会

東北支部

中部支部

関西支部

九州支部

北海道支部

会長候補者
推薦委員会

2022年度 組織図

（2022年6月6日現在）
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1 日本電気株式会社
2 住友電気工業株式会社
3 富士通株式会社
4 鹿島建設株式会社
5 大成建設株式会社
6 トヨタ自動車株式会社
7 ソニーグループ株式会社
8 株式会社日立製作所
9 三菱重工業株式会社
10 三菱電機株式会社
11 日本電信電話株式会社
12 株式会社東芝
13 三菱マテリアル株式会社
14 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
16 日産自動車株式会社
17 一般財団法人新技術振興渡辺記念会
18 東京電力ホールディングス株式会社
19 東レ株式会社
20 国立研究開発法人科学技術振興機構
21 株式会社三菱総合研究所
22 株式会社 IHI
23 株式会社島津製作所
24 株式会社建設技術研究所
25 日本電子株式会社

26 パナソニックホールディングス株式会社
27 株式会社日立ハイテク
28 ファナック株式会社
29 国立研究開発法人海洋研究開発機構
30 株式会社カネカ
31 株式会社堀場製作所
32 東京エレクトロン株式会社
33 富士フイルム株式会社
34 三井化学株式会社
35 横河電機株式会社
36 東北電力株式会社
37 株式会社クボタ
38 東海旅客鉄道株式会社
39 武蔵エンジニアリング株式会社
40 株式会社三菱ケミカルホールディングス
41 DMG森精機株式会社
42 株式会社タカギ
43 昭和電工株式会社
44 ダイキン工業株式会社
45 旭化成株式会社
46 東海カーボン株式会社
47 AGC株式会社
48 株式会社大林組
49 株式会社野村総合研究所
50 大日本印刷株式会社

賛助会員

（入会順　2022年6月6日現在）
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2022年6月6日現在

理事・会　長 小林　喜光 株式会社三菱ケミカルホールディングス　取締役
理事・副会長（会長代理） 菱田　公一 明治大学　研究・知財戦略機構　特任教授
理事・副会長 川合　眞紀 大学共同利用機関法人　自然科学研究機構　機構長
理事・副会長 岸本喜久雄 東京工業大学　名誉教授
 専務理事 城石　芳博 公益社団法人 日本工学アカデミー　専務理事
 常務理事 睦　　哲也 公益社団法人 日本工学アカデミー　常務理事
 常務理事 森本　浩一 国立研究開発法人 海洋研究開発機構　理事
 理　　事 天野　玲子 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構　監事
 理　　事 石川　憲一 金沢工業大学　顧問
 理　　事 江村　克己 日本電気株式会社　シニアアドバイザー
 理　　事 大村　直人 神戸大学　理事・副学長
 理　　事 沖　　大幹 東京大学　総長特別参与・大学院工学系研究科　教授
 理　　事 笠原　博徳 早稲田大学　副総長・理工学術院　基幹理工学部　教授
 理　　事 神本　正行 弘前大学　特別顧問
 理　　事 川合　知二 大阪大学　招へい教授
 理　　事 楠見　晴重 関西大学　環境都市工学部　教授
 理　　事 倉持　隆雄 国立研究開発法人 科学技術振興機構研究開発戦略センター　副センター長
 理　　事 小林　信一 広島大学　副学長・人間社会科学研究科長・高等教育研究開発センター長
 理　　事 小山　珠美 昭和電工株式会社　理事
 理　　事 関谷　　毅 大阪大学　教授
 理　　事 瀬戸口　剛 北海道大学大学院工学研究院　工学研究院長・工学院長・工学部長
 理　　事 平　　朝彦 東海大学　海洋研究所長・教授
 理　　事 塚原　健一 九州大学大学院　工学研究院　教授
 理　　事 長坂　徹也 東北大学　副学長・未来科学技術共同研究センター長・工学研究科　教授
 理　　事 中山　智弘 国立研究開発法人 科学技術振興機構研究開発戦略センター　企画運営室長
 理　　事 行木　陽子 中央大学 特任教授
 理　　事 平尾　明子 株式会社東芝　研究開発センター　ナノ材料・フロンティア研究所 

トランスデューサ技術ラボラトリー
 理　　事 増田　隆夫 北海道大学　理事・副学長
 理　　事 村上　雅人 芝浦工業大学　学事特別顧問
 理　　事 八重樫武久 トヨタ自動車株式会社　社友
 理　　事 安浦　寛人 公益財団法人 福岡アジア都市研究所　理事長
 理　　事 安永　裕幸 国際連合工業開発機関　東京投資・技術移転促進事務所　所長

 監　　事 辻　　篤子 中部大学　特任教授
 監　　事 林　　秀樹 横浜国立大学　先端科学高等研究院　客員教授

以上

2022年度 役員名簿
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【事業活動収入】
　会費収入及び負担金収入を64,600千円と見込
んだ。

【事業活動支出】
　人材育成委員会、若手委員会、ジェンダー委
員会、政策提言委員会、国際委員会、政策共創
推進委員会、各支部等による公益事業活動の積
極展開に加え、会員管理システム改善の為の費
用も織り込み、67,290千円を見込んだ。

【当期収支差額】
　これより事業活動収支差額は、2,690千円の
赤字となる。一方、投資活動において、退職給
付引当預金取得支出743千円、CAETS開催準備

資金取得支出2,500千円を見込むので、投資活
動収支差額は3,243千円の赤字となる。その結
果、当期収支差額は、5,933千円の赤字である。

【次期繰越収支差額】
　以上より、2021年度の次期繰越収支差額が、
22,167千円に確定していることより、2022年度
の次期繰越収支差額は、16,234千円を見込む。

【その他】
　特定費用準備資金については、CAETS開催
準備資金2,500千円の積み増しを行う。尚、二
国間連携促進準備資金は、2021年11月16日理事
会議決に従い、積み増しをキャンセルする。

2022年度 収支予算

【基本方針】
　2022年度は、各委員会、各支部の活動の持続
性維持を念頭に置き予算策定を行った。予算厳
守を基本とするも、必要に応じ柔軟且つ戦略的

な意思決定を組織として行い、事業活動全体の
最適化を図ることを方針とする。

（単位：千円）
2022年度予算（A） 2021年度決算額（B） （A）-（B）差額

事業活動収入 64,600 66,076 △ 1,476
事業活動支出 67,290 63,330 3,960
事業活動収支差額 △ 2,690 2,746 △ 5,436
投資活動収支差額 △ 3,243 △ 1,218 △ 2,025
予備費支出 0 0 0
当期収支差額 △ 5,933 1,528 △ 7,461
次期繰越収支差額 16,234 22,167 △ 5,933
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（千円）
科目 2022年度予算 2021年度予算 増減

Ⅰ事業活動収支の部    
 事業活動収入    
 １会費収入    
  個人会員会費収入 30,000 29,000 1,000
  賛助会員会費収入 32,400 34,000 △ 1,600
 ２事業収入   
  業務受託収入 0 0 0
 ３負担金収入   
  負担金収入 2,200 1,800 400
 ４寄付金収入   
  寄付金収入 0 0 0
 ５雑収益   
  受取利息収入 0 0 0
  雑収入 0 0 0
 事業活動収入計 64,600 64,800 △ 200
 事業活動支出    
 1.公益目的事業活動支出    
  企画運営会議費 500 100 400
  会員選考委員会費 150 150 0
  会員強化委員会費 500 200 300
  財務・事務機能強化委員会費 100 100 0
  人材育成委員会費 1,480 700 780
  若手委員会費 1,900 1,900 0
  ジェンダー委員会費 1,000 650 350
  科学技術イノベーション2050委員会費 300 900 △ 600
  政策提言委員会費 5,700 3,500 2,200
  国際委員会費 5,560 3,640 1,920
  国際会議 0 0 0
  広報委員会費 4,000 6,100 △ 2,100
    企画推進グループ（ 談話サロン等経費） 1,000 500 500
    政策共創推進委員会 1,800 1,200 600
    会長候補者推薦委員会 250 150 100
    支部活動費 3,370 2,650 720
    グローバル化・デジタル化対応 0 0 0
  公益事業費 27,610 22,440 5,170
  公益事務費 30,600 30,000 600
  公益目的事業支出計 58,210 52,440 5,770
 2.法人事業支出    
  総会費 600 500 100
  理事会費 150 100 50
  法人事務費 8,330 7,500 830
  法人事業支出計 9,080 8,100 980
 事業活動支出計 67,290 60,540 6,750
 事業活動収支差額 △ 2,690 4,260 △ 6,950
Ⅱ投資活動収支の部    
 １投資活動収入 0 0  
  退職給付引当預金取崩し収入 - - -
  敷金収入 - - -
  投資活動収入計 0 0 0
 ２投資活動支出    
 （１）特定資産取得支出    
  退職給付引当預金取得支出 743 640 103
  CAETS開催準備資金取得支出 2,500 2,500 0
  二国間連携準備資金取得支出 0 600 △ 600
 （２）固定資産取得支出    
  ソフトウエア取得支出 - - -
 （３）敷金・保証金支出    
  敷金支出 - - -
  投資活動支出計 3,243 3,740 △ 497
  投資活動収支差額 △ 3,243 △ 3,740 497
Ⅲ財務活動収支の部    
  財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ予備費支出    
  予備費支出 0 1,000 △ 1,000
  当期収支差額 △ 5,933 △ 480 △ 5,453
  前期繰越収支差額 19,483 20,949 △ 1,466
  次期繰越収支差額 13,550 20,469 △ 6,919

2022年度収支予算
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2022年度予算コメント
公益 法人 計

会費収入 個人会費 15,000 15,000 30,000

賛助会員会費 32,400 32,400

負担金収入 2,200

その他

49,600 15,000 64,600

委員会・支部 27,610 27,610 各委員会・支部要請額25,410千円＋渡辺記念財団助成2,200
千円（政策提言委員会支出に計上）。

グローバル化・　　　　　　
　デジタル化対応 0 0

公益事務費 30,600 30,600 管理費は従来同様 公益：法人≒８：２

(公益支出計) 58,210 0 58,210
総会費 600 600

理事会費 150 150

法人事務費 8,330 8,330 会員管理システム改善に1,000千円を織り込む。　　　　　　　　　　
管理費は従来同様 公益：法人≒８：２

(法人支出計) 0 9,080 9,080
58,210 9,080 67,290

(3)当期正味財産増減額　(1)-(2) -8,610 5,920 -2,690

（概略収支相償検討は、退職給付費用及び減価償却費を含まない当期正味財産増減額を採用しておりますことご了承ください。）
2022年度収支相償の検討

0
-8,610
-2,500
-11,110

＊2022年度特定費用準備資金内訳について
CAETS2030開催準備資金 2,500千円 当初予定通り
二国間連携促進準備資金 0千円 2021.11.16理事会ご承認に基づく見直しを反映。

**渡辺記念財団助成テーマ：2050脱炭素社会構築に向けた持続可能なバイオマスプラントの開発の為の調査研究

(1)収益

65～69歳の会費改定に伴う減収補完の為、努力目標として会員
増強による増収を3,000千円織り込む。　　　　　　　　　　　　　　　
50社162口前提（退会要因等を反映）　　
渡辺記念財団助成2,200千円を織り込む。

（収益計）

(2)費用

公益支出

法人支出

社員総会（2022.6 ）、賀詞交歓会（2023.1）オンライン　　　
理事会　オンライン

（費用計）

前期からの繰り越し
当期正味財産増減額
特定費用準備資金積増

合計

2022年度予算案（単位: 千円）
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　わが国の工学及び技術の基盤の確立と拡大強化を図り、先見性、創造性豊かな工学及び技術の創出を推進
することは、わが国の発展の為ばかりでなく、世界人類の将来にとっても極めて重要である。従来わが国は
応用技術、生産技術の面で革新的な展開を行うことにより、経済大国と呼ばれるまで成長したが、その後さ
らに創造性豊かな工学及び科学技術の推進や、これまで貢献の少なかった基礎研究の面における指導的役割
も期待されるようになった。 
　1987年、大学・官公庁・民間において、工学の研究、技術開発、産業の振興等に顕著に貢献した優れた見
識を持つ指導的立場の人々が上記の様な問題意識の下に、その学問分野や産業グループを越えて相集い、日
本工学アカデミーを任意団体として設立した。その目的は必要に応じて独自の提言を行うことにより、わが
国の科学技術全体の発展に寄与し、さらに諸外国のアカデミーとの交流を通して国際協力を推進することで
あった。
　その後10年間にわたり、この日本工学アカデミーは委員会・専門部会等を編成して関連する問題について
調査審議を行うと共に時宜に適った提言等を実施してきた。又、国際的に関心のある問題について、世界的
権威者を招請して、国際シンポジウムを開催してきた。1990年には、海外各国の同種団体の連合体である国
際工学アカデミー連合（International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences─ 
CAETS）へ加入を認められ、その活動に積極的に参加し国際交流を図ってきた。その結果、わが国の工学技
術分野を代表する組織として、国際工学アカデミー連合加入の各国から高く評価される様になってきている。 
　この時期に当たり、日本工学アカデミーを任意団体から改組し社団法人とすることにより、一層その活動
を推進したいと考えるに到った。その理由は、1．国際協力の活発化　2．国内活動の強化　3．普及啓発活
動の推進　の三つである。

1．国際協力の活発化 
　国際工学アカデミー連合（CAETS）のみならず、広く海外の各国、特にアジア各国でも、工学アカデミー
の設立の気運があり、これらとの相互連携においても、日本工学アカデミーの立場が強化されることが望ま
しい。国際的にも日本工学アカデミーの活動が評価されるに伴い、これらの活動を円滑にする為、その活動
の社会的な認知及び公共性を明確な立場として捉えることがより効率的と判断される様になって来ている。 

2．国内活動の強化 
　一昨年11月には、各省庁の枠を越えた議員立法によって科学技術基本法が成立し、内閣総理大臣の諮問を
受けて、科学技術会議で策定された科学技術基本計画は昨年7月2日付で閣議決定された。政府は科学技術創
造立国を基本政策とし、科学技術振興の為の種々の新施策も一部実行に移されつつあるが、科学技術基本法
の基本的考え方は、日本工学アカデミーの設立の趣旨と全く合致する。日本工学アカデミーは、これら諸施
策の最適な計画と実行を図る為に、関係者の利害を超越して、国益のための積極的な提言活動等を強化する。 

3．普及啓発活動の推進 
　最近の社会状況として、青少年の理工学離れに警鐘が鳴らされており、青少年や一般国民に対して、科学
技術とその経済社会への寄与について、その重要性を周知啓発する必要がある。この様な背景の下に日本工
学アカデミーは、国内外で公式に認知された団体として所期の目的を更に拡大して、普及活動も含めた公益
活動を効率よく、効果的に実行する。 

　以上の趣旨により、任意団体である日本工学アカデミーを発展的に改組し、社団法人日本工学アカデミー
を設立しようとするものである。
 以上

1997年4月23日

社団法人日本工学アカデミー設立趣意書
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