２０１４年 開 催 実 績 表
エネルギー・環 境 戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／23（木）
14020

１／27（月）
14017

１／28（火）
14018

１／29（水）
14053

２／14（金）
14032

２／18（火）
14046

２／25（火）
14048

３／17（月）
14087

３／26（水）
14085
３／26（水）
14088
４／15（火）
14103

４／22（火）
14094

テ ー マ ・ 講
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＜大好評につき東京開催決定＞
メガソーラー事業計画作成ノウハウとチェックポイント
－資金調達や投資判断に必要な事業計画書のポイントを解説
－メガソーラー売買、転売の留意点と価値を高める方法
淀屋橋総合会計・不動産鑑定 代表者 安田 祐一郎
～原発再稼動、電力システム改革そしてシェールガスがカギを握る～
「大手ガス３社」の戦略２０１４
－東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、それぞれの会社のあるべき姿とは？－
岡三証券株式会社 企業調査部 第一グループ シニアセクターアナリスト
（電力・ガス・石油、運輸・倉庫担当） 山崎 慎一
＜満席につきリピート開催決定！＞
ついに来た経済産業省による報告書徴収
太陽光発電売電事業の契約実務と法的リスクの留意点
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士 江口 直明
～エネルギー業界参入を考える事業者、業界関係者向けセミナー～
２０１４年の電力ビジネスがわかる
激震するエネルギー業界の波を読み、新局面を切り拓く！
（株）インフラコモンズ 代表取締役 案件開発室長 「インフラ投資ジャーナル」運営 今泉 大輔
アイティメディア（株） ＥＭインダストリー事業部 スマートジャパン統括部 副編集長 畑 陽一郎
東京電力／ＮＩＣＴ
スマートメーターとＷｉ-ＳＵＮ
東京電力（株） スマートメーター推進室 副室長 中嶋 好文
（独）情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク研究所
スマートワイヤレス研究室 主任研究員 工学博士 児島 史秀
－経済産業省／関西電力／大和ハウス工業－
「エネルギーマネジメント」２０１４年の進展
ＨＥＭＳビッグデータ活用モデルや新サービスへの展望
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 係長 八木 美典
関西電力（株） お客さま本部 担当部長 西村 陽
大和ハウス工業（株） 主任研究員 吉田 博之
３時間でゼロから学ぶ太陽光＆メガソーラー税務
～２０１４年に向けて必要な実務知識をわかりやすく詳説～
株式会社ＫＫＲコンサルティング 代表取締役
山田純也税理士事務所 所長 税理士 山田 純也
－未来予測２０１４－２０２３－
世界の電力・ガス産業これからの１０年日本企業のビジネスチャンス
（株）日本総合研究所 総合研究部門 社会・産業デザイン事業部
グローバルマネジメントグループ シニアマネージャー 三木 優
～燃料電池業界参入を考える事業者および関係者向けセミナー～
押さえたい燃料電池ビジネスの基礎知識２０１４ －燃料電池自動車の大量普及がもたらすインパクトとは－
森豊技術士事務所 工学博士 森 豊
東京電力パワーグリッド・カンパニーの事業戦略
～２０１４年度以降の具体的展開～
東京電力株式会社 パワーグリッド・カンパニー 事業戦略室長 大石 峰士
太陽光発電システムの運用実態と管理・保守点検の対処法
－故障、不具合の発見対処法およびＯＭビジネス最新動向
－発電事業者が語る運営のポイントと、知ってて良かった「ここだけの話」
（株）産業タイムズ社 編集局 編集委員 兼 事業開発部 課長
（前 環境エネルギー産業情報 編集長） 甕 秀樹
ベナート（株） 代表取締役社長 福田 利一
（株）アイテス 代表取締役社長 比嘉 道夫
オムロンフィールドエンジニアリング（株） 環境事業部
環境設計部・総合エンジニアリング部 部長 清水 孝信
電力協議における電力会社との交渉術とメガソーラー事業計画書の作り方
－基礎から具体策まで徹底的に学ぶ！交渉のコツと資料作成ノウハウ－
淀屋橋総合会計・不動産鑑定 代表者 安田 祐一郎
株式会社明電舎 新エネルギー事業推進部 エネルギーシステム部 太陽光技術課 技師 長谷川 一穂
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開催日
４／25（金）
14112
５／22（木）
14138

５／26（月）
14146

５／29（木）
14152
６／５（木）
14160

６／９（月）
14167

６／20（金）
14178

６／26（水）
14180

６／27（金）
14192
７／23（水）
1419７
７／23（水）
14204

７／29（火）
14181
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「新電事法」のインパクトと事業参入の法律実務
－改正第２弾の電力小売参入の論点と改正第３弾の送配電中立化から見えるチャンスとリスク－
西村あさひ法律事務所弁護士 ニューヨーク州弁護士 松平 定之
＜３６円引き上げで注目浴びる＞
洋上風力発電等の海洋再生エネルギー事業での法律実務とファイナンス手法
－漁業等ステークホルダーとの利害調整・合意形成方法
－事業化で直面するリスク対策とファイナンスのノウハウ
鎌田法律事務所 弁護士 鎌田 智
ベリタス法律事務所 弁護士 遠藤 幸子
＜平成２６年度の固定価格買取制度の内容が決定＞
太陽光発電売電事業の契約実務と法的リスクの留意点
－経済産業省による設備認定取消処分を回避する対策方法
－大雪によるパネル破損は不可抗力か？それとも設置瑕疵か？
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士 江口 直明
東京電力フュエル＆パワー・カンパニー２０１４年の展開
－新・総合特別事業計画に基づく「殻を打ち破る戦略」と包括的アライアンスの方向性－
東京電力株式会社 フュエル＆パワーカンパニー 執行役員 バイスプレジデント 中村 直
＜高松 勝 常務執行役員 特別招聘＞
東京ガス「チャレンジ２０２０ビジョン」実現に向けた取り組みと展望
～電力小売り全面自由化、ガスシステム改革を踏まえて～
東京ガス株式会社 常務執行役員 （総合企画部、関連事業部担当） 高松 勝
＜特別招聘＞東京電力 山口博 副社長／東芝 横田岳志 執行役常務
新生に挑む東京電力の展開と東芝スマートメーターが創造するビジネス
東京電力(株) 取締役 代表執行役副社長 山口 博
(株)東芝 執行役常務 社会インフラシステム社 電力流通システム事業部長 横田 岳志
－経済産業省／電力中央研究所／地熱技術開発－
地熱発電を事業規模に応じて成功させる
経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課／燃料政策企画室 係長 橋本 薫
一般財団法人電力中央研究所 環境化学領域 主任研究員 窪田 ひろみ
地熱技術開発株式会社 取締役 営業・事業開発部長 大里 和己
＜発電事業者、ＳＩer、ＥＰＣ事業者向けセミナー＞
メガソーラー管理・運営効率化のキモと発電効率アップ機器導入の実際を大公開！
－事業収支メリットはあるのか？運営者、ＳＩer が語る「ここだけの話」－
（株）ビジネスシステムリノベート 経営コンサルタント兼ＣＥＯ
（元 （株）船井総合研究所 チーフコンサルタント） 井尾 宙嗣
（株）栄住産業 執行役員 新エネルギー推進部長 中村 智之
（株）コムデン 取締役 沖 紀和
東京電力スマートメーターとスマートハウス
東京電力（株） スマートメーター推進室 副室長 中嶋 好文
ＨＥＭＳアライアンス事務局長 （東京電力（株） グループ事業部 部長） 馬場 博幸
～高効率な太陽光発電システムを実現する～
太陽光発電システムのパワーコンディショナ入門
神奈川工科大学 電気電子情報工学科 教授 板子 一隆
－２０１４年版 大阪開催－
メガソーラー事業計画立案と転売のポイント
－資金調達が出来る事業計画書のポイントを解説
－農地転用、林地開発許可など土地開発時の留意点
－稼動しているメガソーラー売買、転売の留意点と価値を高める方法
淀屋橋総合会計・不動産鑑定 代表者 安田 祐一郎
－東京ガス／アズビル－
スマートエネルギーネットワークの２年後、６年後
－２０１６年「電力小売全面自由化」が生み出す新たな価値
－東京２０２０オリンピック開催が都市インフラにもたらす転換とは
東京ガス（株） スマエネ推進部 スマエネエンジニアリンググループ マネージャー 進士 誉夫
アズビル（株） ビルシステムカンパニーマーケティング本部 部長 福田 一成
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開催日
８／６（水）
14225

８／７（木）
14207
８／25（月）
14233

８／26（火）
14250

８／27（水）
14229
９／26（金）
14255

９／29（月）
14251

９／29（月）
14273

10／２（木）
14234
11／５（水）
14312

11／19（水）
14327
11／20（木）
14333

12／４（木）
14344

12／11（木）
14341
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電気事業法の改正第２弾成立を踏まえて
－改正第２弾の小売自由化・ライセンス制導入による影響と
改正第３弾の送配電の中立化を見据えた実務対応－
西村あさひ法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士 松平 定之
関西電力 グループ事業の概要と今度の展開
関西電力（株） グループ経営推進本部 グループ経営推進部長 宮永 亮
＜自民党 柴山 昌彦 衆議院議員 特別招聘＞
電力全面自由化を本格化する抜本的制度改正と新事業創出の道筋
自由民主党 資源・エネルギー戦略調査会
電力全面自由化による地域の新規事業・新規雇用創出委員会委員長
衆議院議員 柴山 昌彦
太陽光発電売電事業の契約実務と法的リスクの留意点
－２ＭＷ以下のプロジェクトファイナンス活用法（セットメニュー）やＭ＆Ａの注意点
－農地みなし転用を獲得し対象地を確保する方法
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士 江口 直明
東京電力カスタマーサービス・カンパニーの事業戦略
～電力販売を超えて、みらい型インフラ企業へ～
東京電力株式会社 カスタマーサービス・カンパニー 事業戦略室長 眞田 秀雄
＜経済産業省／東京電力／静岡ガス＞
電力システム改革の進展と各社の展開
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
電力改革推進室 制度企画総括調整官 安永 崇伸
東京電力株式会社 パワーグリッド・カンパニー 事業戦略室 副室長 井上 慎介
静岡ガス株式会社 執行役員 中井 俊裕
３時間でゼロからわかる太陽光発電の税務
－住宅用からメガソーラーまで個人と法人の税務を詳説
－今後の税制改正、３２円で変化する対処法
株式会社ＫＫＲコンサルティング 代表取締役
山田純也税理士事務所 所長 税理士 山田 純也
（株）エネルギーフォーラム／ＳＳＫ共催セミナー
＜経済産業省／東京ガス／トヨタ自動車＞
水素社会実現へのロードマップ
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 燃料電池推進室 室長補佐 星野 昌志
東京ガス株式会社 技術開発本部 技術戦略部 水素ステーショングループ ＧＭ 石倉 威文
トヨタ自動車株式会社 総合企画部長 近藤 元博
東北電力 再生可能エネルギーの更なる導入拡大に向けた課題と展開
東北電力株式会社 企画部 部長 石山 一弘
～日々顕在化する問題への対処方法～
実例から学ぶ太陽光発電事業の最新法律トラブル対応ガイド
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 秋野 卓生
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 森田 桂一
中部電力のスマートメーター導入と戦略的活用
中部電力株式会社 お客さま本部 配電部 次世代配電系統グループ長 植地 修也
勝ち組メガソーラー事業者となる事業計画立案法
-投資判断や資金調達に必要な事業計画書のポイントを解説
-将来の転売を視野に入れた投資スキームの検討、売却価値を高める方法
-上場インフラファンドが創設された場合のインパクトを解説
淀屋橋総合会計・不動産鑑定 代表者 安田 祐一郎
＜注目されるエネルギー対策特別会計とオリンピック・パラリンピック東京大会関連予算＞
環境省の平成２７年度重点施策
環境省 大臣官房 政策評価広報課 課長補佐 眼目 佳秀
環境省 地球環境局 温暖化対策課 課長補佐（エネ特担当） 金子 浩二
環境省 総合環境政策局 総務課 課長補佐（オリンピック担当） 大倉 紀彰
＜東京電力／関西電力＞
電力系統の更なる高度化とスマートメーターの展開
関西電力株式会社 電力流通事業本部 ネットワーク技術高度化推進グループ チーフマネジャー 伊藤 隆治
東京電力株式会社 パワーグリッド・カンパニー 系統エンジニアリングセンター 所長 中澤 太郎
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開催日
12／11（木）
14369

12／19（金）
14371
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＜経済産業省／ＮＴＴ東／ＫＤＤＩ／ソフトバンクＢＢ／パナソニック／大和ハウス／三菱総研＞
大規模ＨＥＭＳが動き出す
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐 立石 拓也
東日本電信電話株式会社 ビジネス開発本部 第三部門 担当部長 會田 洋久
ＫＤＤＩ株式会社 技術開発本部 技術戦略部 担当部長 宮原 泰徳
ソフトバンクＢＢ株式会社 ネットワーク本部ネットワーク企画統括部 統括部長 中澤 崇
パナソニック株式会社 エナジーシステム事業部新事業センター センター長 磯崎 典夫
大和ハウス工業株式会社 主任研究員 吉田 博之
株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 エネルギーシステムグループ 主席研究員 平田 直次
＜国土交通省／三菱重工業／川崎重工業／ジャパンマリンユナイテッド＞
造船産業発展に向けた施策と各社の展開 国土交通省 海事局 船舶産業課 課長補佐 今井 新
三菱重工業（株） 交通・輸送ドメイン 船舶・海洋事業部 船海エンジニアリング部
カスタマーソリューションＧ グループ長 津村 健司
川崎重工業（株） 船舶海洋カンパニー 技術本部 基本設計部 基本計画第二課長 野崎 拓海
ジャパンマリンユナイテッド（株） 商船事業本部 営業部 液化ガス船・特殊船グループ長 島田 幸尚

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