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科学技術に関し、調査・研究及びこれらの助成・奨励を行うことにより、
新技術の振興を図り、社会・経済の発展と福祉の増進に寄与する
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　当財団は、神田通信工業（創業者：故渡辺勝三郎氏）の株式を以て、昭和５７年

（1982 年）７月１日に設立され、以来４０年間に亘って、新技術の振興を図り、社会・

経済の発展と福祉の増進に寄与することを目的として科学技術に関する調査・研究

及びこれらの助成・奨励を行ってきています。 

　新型コロナウイルス感染症の流行に伴い世界が大きな変革の時代を迎えようとして

います。当財団もこのような新しい時代の動きに対応しつつ、今後とも財団の目的に

沿って業務を実施し、役割を果たしていく所存です。

表紙の写真は、２０２０年８月にテレビ放映された「ガリレオX 生物から学ぶ新技術 進化するバイオミメティクス」の一場面で、フグの
仲間「ハリセンボン」の棘と皮膚の形状を観察して発見した特徴をヒントに開発された超撥水材料が水をはじく様子です。この映像作
品は、生物の動きや作りといった特徴を参考にして新しい技術を開発する研究を紹介するもので、第６２回科学技術映像祭（２０２１
年４月表彰式開催）における部門優秀賞及び新技術振興渡辺記念会理事長賞の受賞作品です。（画像提供：ワック株式会社）
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１．科学技術に関する調査研究の実施
　科学技術の諸分野における調査研究（科学技術政策の立案・推進、科学技術と社会経済との関連、科学技術
人材の育成、科学技術の発展動向など）について、財団内での実施あるいは外部委託などの方法により実施し
ています。

過去１０年間の実施課題数は50 件以上で、下記のような調査研究があります。

・線状降水帯等による集中豪雨（極端気象）災害の低減可能性に関する調査研究

・地政学リスクの変化がわが国の産業構造と科学技術へ及ぼす影響に関する調査研究

・政策形成のための発展モデルの構想

２．科学技術に関する調査研究への助成
　学協会等公益的な調査研究団体、大学等に所属する研究者などを対象として、科学技術政策の立案・推進、
科学技術と社会経済との関連、科学技術のコミュニケーション、人材の育成、発展動向等に関する調査研究に対
して、応募課題の中から外部の学識経験者らによる課題審査結果を踏まえて助成を行います。

（募集要領ほか関連情報：http://www.watanabe-found.or.jp/activities/subsidy/index.html）

過去１０年間の助成課題の件数は約２6０件で、最近では下記のような課題に対して助成しました。

・データサイエンス分野の行動規範策定のための調査研究

・立法府とアカデミアの知的情報共有に関する調査・試行研究－国会議員と科学者の政策共創実現に向けた提言－

・ICTの発達等の環境の変化に対応した障害者就労を実現する農福連携に関する調査研究

３．科学技術に関する国際交流への援助
　学協会等公益的な調査研究団体、大学等に所属する研究者などによる①海外における国際研究集会等への

参加、②国内外における国際研究集会等の開催、③外国の研究者等の招へいについて援助します。

（募集要領ほか関連情報：http://www.watanabe-found.or.jp/activities/international/index.html）

過去１０年間の援助数は約３０件で、下記のような援助例があります。

・米国麻酔学会総会 2019 への参加

・第7回エネルギー物質とその応用技術に関する国際シンポジウムの開催

・データサイエンス教育の推進に関するワークショップへの研究者招へい

４．科学技術振興に関する普及・啓発の推進
　当財団の調査研究の実施及び助成により得られた成果を公開するとともに、各種のシンポジウムを主催ある
いは他機関との共催、後援により行い、科学技術の普及、啓発の推進を図ります。また、科学技術の振興に業績を
挙げた者に対する顕彰を行います。

過去１０年間に下記のものを含め６０件以上を手がけました。

・科学技術映像祭の共催

・井上春成賞受賞研究者の表彰（研究奨励金の贈呈）

・技術経営・イノベーションシンポジウムの協賛
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事業の概要

以上のほか、当財団では年２回広報誌「新技術振興渡辺記念会だより」を発行しています。
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ＪＲ山手線・京浜東北線　浜松町駅(北口)より徒歩３分 　  
東京モノレール　浜松町駅より徒歩５分
都営浅草線・大江戸線　大門駅（Ａ２出入口）より徒歩１分 　  
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※地上までのエスカレーター／エレベーターはA1、B1、B4、B5出口にあります。


