２０１３年 開 催 実 績 表
モバイル戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／16（水）
13020

テ ー マ ・ 講

師

【サービス展開や設備投資に対する考え方や方向性を聞く】
ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄを見据えたＮＴＴドコモのネットワーク戦略
（株）ＮＴＴドコモ 執行役員 ネットワーク部長 入江 恵 氏
（株）ＭＣＡ リサーチャ 大門 太郎 氏

１／31（木）
13019

１／31（木）
13051

２／５（火）
13037

２／７（木）
13059
２／21（木）
13050

２／27（水）
13075

３／５（火）
13077

３／26（火）
13082

４／9（火）
13107

４／17（水）
13117

電波政策の最新動向とモバイル通信業界再編の行方
～改正電波法によるプラチナバンドの周波数再編と今後の展望～
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 永井 徳人 氏
（前・総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課 専門職）
ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩ
２０１３年 基地局・グリーン機器の最新動向
（株）ＫＤＤＩ研究所 グリーン・クラウド部門 部門長 執行役員 情報学博士 杉山 敬三 氏
（株）ＮＴＴドコモ 先進技術研究所 環境技術研究グループ 主幹研究員 工学博士 竹野 和彦 氏
M2M ビジネス 2013 年の離陸
～拡大する市場とキープレイヤーの動向、oneM2M、グローバルプラットフォームの最前線～
（株）野村総合研究所 コンサルティング事業本部 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部
上級コンサルタント 浅原 宏樹 氏
ＫＤＤＩ（株） 技術開発本部 標準化推進室 担当部長 （TTC oneM2M 専門委員会委員長） 山崎 徳和 氏
エリクソン・ジャパン（株） カスタマー・ソリューション＆エンゲージメント統括本部
コミュニケーション・サービス本部 シニア・コンサルタント 宮内 ドニ 氏
ＮＴＴドコモのフロンティアサービス戦略
～コマース、医療・健康、教育、環境分野等の新たな取組みと今後の方向性～
（株）ＮＴＴドコモ 執行役員 フロンティアサービス部長 中山 俊樹 氏
2013 トラフィック対策最前線
～モバイルブロードバンド（MBB）の進展と KDDI/NSN の戦略～
KDDI（株） 技術統括本部 技術企画本部
モバイル技術企画部 通信品質 G 課長補佐 佐藤 雄 氏
ノキア シーメンス ネットワークス（株） ソリューションビジネス事業本部
ソリューション・マネージャー 手代木 圭一 氏
－ドコモ・ソフトバンク・ウィルコム－
２０１３年法人ビジネス戦略と今後の展望
（株）ＮＴＴドコモ 法人事業本部 法人ビジネス戦略部 法人マーケティング担当課長 有田 浩之 氏
ソフトバンクモバイル（株）プロダクト・マーケティング本部 法人モバイルソリューション統括部
ビジネスマネジメント部 部長 杉田 弘明 氏
（株）ウィルコム 法人事業本部 法人営業部 担当課長 花山 裕一 氏
（株）日経ＢＰコンサルティング ビジネスコンサルティング部 シニアコンサルタント 藤澤 一郎 氏
【トラフィックや通話・通信品質に対する考え方や方向性を聞く】
ａｕ ４Ｇ ＬＴＥの最新動向と通信品質向上策
ＫＤＤＩ（株） 技術統括本部 技術企画本部 モバイル技術企画部長 吉田 智將 氏
（株）ＭＣＡ リサーチャ 大門 太郎 氏
【NFC フォーラム／ドコモ／KDDI／NFC Lab】
モバイル × NFC 本格始動
～国内外最新動向と巨大 O2O 市場への挑戦～
ＮＦＣフォーラム 議長 田川 晃一 氏
（株）ＮＴＴドコモ フロンティアサービス部 金融・コマース事業推進担当部長 江藤 俊弘 氏
ＫＤＤＩ（株） サービス企画本部 マルチアクセス＆サービス企画部
NFC サービス開発グループリーダー 担当部長 阪東 謙一 氏
山下計画（株） 代表取締役／NFC Lab 会長 山下 哲也 氏
【再注目の巨大米国市場参入のポテンシャルと事業機会を探る】
米国モバイル市場の最新動向
～ソフトバンクの SprintNexel 買収のインパクトと関連プレイヤーへの影響～
(株)野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサルティング部 上級コンサルタント 浅原 宏樹 氏
【アップルとグーグルに勝てるか？】
第 3 のモバイル OS と HTML5 の行方
～Firefox OS、Tizen など多極化する次世代モバイル産業の勢力図～
（株）ＫＤＤＩ総研 リサーチフェロー 小林 雅一 氏
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開催日
４／23（火）
13130

５／21（火）
13158
５／２７（月）
13185

６／６（木）
13164

６／２０（木）
13165

６／27（木）
13204
７／４（木）
13211
８／21（水）
13276
９／19（木）
13292
９／27（金）
13265

10／３（木）
13303
10／29（火）
13308

10／30（水）
13328

10／30（水）
13331

10／31（木）
13323

テ ー マ ・ 講

師

【対立か、連携か、独自路線を貫くか】
モバイル世界の覇権を握るのは誰か？
～MWC2013 に見るモバイル市場の動静～
（株）情報通信総合研究所 グローバル研究グループ 研究員 小川 敦 氏
ＮＴＴドコモにおけるＶｏＬＴＥの導入シナリオと課題
（株）ＮＴＴドコモ 研究開発センター ネットワーク開発部 担当部長 萩谷 範昭 氏
来日公演
KT（Korea Telecom)・韓国のＮＦＣビジネス
～ＮＦＣビジネスで成功するためのＫＦＳ～
Korea Telecom Product Business Unit1 Telecom & Convergence
Business Group Team Leader Mr. Kim, Kyoung Tae
株式会社 Ui2 新規事業部 部長 木下 直樹 氏
通信キャリアのスマートコンテンツ戦略
～ドコモの「ｄ」マーケット／ソフトバンクモバイルの「スマートテレビ」事業戦略と今後の展望～
（株）ＮＴＴドコモ スマートコミニケーションサービス部 コマース推進担当課長 渡辺 英樹 氏
ソフトバンクモバイル（株） プロダクト・マーケティング本部 新規事業企画課 課長 山田 恵祐 氏
スマートフォン普及期のキャリア戦略
～激動の事業環境の中での三者三様の事業戦略と近未来～
モルガン・スタンレー・ＭＵＦＧ証券（株） 株式調査部
エグゼクティブディレクター 情報通信産業担当アナリス 津坂 徹郎 氏
ＮＴＴドコモの事業戦略２０１３
（株）ＮＴＴドコモ 財務部 事業計画担当部長 小林 啓太 氏
ドコモのｉＰｈｏｎｅで、通信業界は何が変わるのか
～各社の戦略の違いと Wi-Fi の行方～
（株）情報通信総合研究所 グローバル研究グループ 上席主任研究員 岸田 重行 氏
「Ｔｉｚｅｎ」その経緯、背景、現状と今後の展望
（株）ＮＴＴドコモ プロダクト部 技術企画担当部長 杉村 領一 氏
ＮＴＴドコモにおけるＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄに向けた開発状況
（株）ＮＴＴドコモ 無線アクセス開発部 担当部長 安部田 貞行 氏
Ｇ空間位置情報ビジネスの最前線
～政府施策・海外動向／実証実験／ビッグデータ・オープンデータとＯ２Ｏ～
ＩＴ戦略本部 電子行政オープンデータ実務者会議 データワーキンググループ構成員
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部 部長 坂下 哲也 氏
ソフトバンクモバイル（株） 情報システム本部 システムサービス事業統括部 新規事業準備室長 永瀬 淳 氏
（株）マピオン 取締役 浜矢 健次 氏
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） ｅ－ビジネス本部 広告技術研究室
兼 ビッグデータ開発ユニット 原田 俊 氏
ＮＴＴドコモのマーケティング戦略
（株）ＮＴＴドコモ マーケティング部 プロダクト＆サービスマーケティング担当部長 山口 文久 氏
クラウド×モバイル×ビッグデータ
～なぜ日本はこの分野の最先端を走れないのか？
～業界のキーマンから、これからの時代に必要なもの、課題・将来像を探る
山下計画（株） 代表取締役 山下 哲也 氏
デロイトトーマツコンサルティング（株） パートナー 八子 知礼 氏
アマゾン データ サービス ジャパン（株） マーケティング本部長 小島 英揮 氏
（株）ＮＴＴドコモ 執行役員 研究開発推進部長 栄藤 稔 氏
Ｍ２Ｍビジネス 世界と日本の最前線
～日本・世界・アジアの最新トレンドと課題、展望～
（株）野村総合研究所 コンサルティング事業本部
ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部 コンサルタント 木村 康宏 氏
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（ＭＣＰＣ）モバイルＭ２Ｍ委員会 副委員長
ＫＤＤＩ（株） ソリューション推進本部 ソリューション２部 モバイルブロードバンド１グループリーダー 菰岡 真人 氏
シンガポールテレコム・ジャパン（株） マーケティング部長 加藤 健太郎 氏
ＮＴＴドコモのＲ＆Ｄ戦略
～競争力強化に向けた取組みとＲ＆Ｄプロセスの改革～
（株）ＮＴＴドコモ 研究開発センター 研究開発推進部担当部長
兼 経営企画部 事業改革室 担当部長 佐藤 隆明 氏
ＮＴＴドコモのＭ２Ｍ事業戦略
（株）ＮＴＴドコモ Ｍ２Ｍビジネス部 部長 高原 幸一 氏
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開催日
11／15（金）
13339

12／５（木）
13385
12／16（月）
13380

12／18（水）
13395

12／19（木）
13363

12／20（金）
13396

テ ー マ ・ 講

師

ＬＴＥ時代に向けた世界の情報通信市場最新動向と今後の展望
～激変するマーケット～
（株）情報通信総合研究所 グローバル研究グループ 上席主任研究員 町田 和久
主任研究員 清水 憲人
研究員 佐藤 仁
ＫＤＤＩ・ソフトバンクのＬＴＥ・ＬＴＥ‐Ａｄｖａｎｃｅｄ
ＫＤＤＩ（株） 技術統括本部 技術企画本部 モバイル技術企画部長 吉田 智將
ソフトバンクモバイル(株) 研究本部長 藤井 輝也
【ＬＴＥから５Ｇへ】
次なるモバイル技術
～様々な技術進化と実用化へ向けエリクソンが考える世界の先端～
エリクソン・ジャパン（株） チーフ･テクノロジー・オフィサー 藤岡 雅宣
ＳＳＫ・月刊「ニューメディア」編集部共催セミナー
ソフトバンク／ハートネットワーク
見えてきた地域 BWA 事業（４Ｇ）の免許発給スケジュール
～４Ｋ／８Ｋ時代のビジネスチャンスをつかむ～
ソフトバンクモバイル株式会社 兼務
ＷｉｒｅｌｅｓｓＣｉｔｙＰｌａｎｎｉｎｇ 技術戦略室 デューデリジェンス課長代行 矢吹 歩
株式会社ハートネットワーク 代表取締役 大橋 弘明
月刊「ニューメディア」発行人 天野
【ドコモｉＰｈｏｎｅで横一線】
通信キャリアの競争戦略 ２０１４
～料金、ネットワーク、サービス（ＯＴＴとの関係）、ブランド総合力と次世代端末の展望～
モルガン・スタンレー・ＭＵＦＧ証券（株） 株式調査部
エグゼクティブディレクター 情報通信産業担当アナリスト 津坂 徹郎
【リアル×デジタルのスマートライフ創造を目指して】
新たな“学び”サービス実現に向けたドコモの挑戦
～ＭＯＯＣ／ｄキッズ／ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏとの取組みを通じて～～
（株）ＮＴＴドコモ スマートライフビジネス本部 ライフサポートビジネス推進部
教育事業推進担当部長 伊能 美和子

株 式 会社 新 社 会 シ ス テ ム 総 合 研 究 所
ＴＥＬ (03)5532-8850
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