２０１４年 開 催 実 績 表
ＩＣＴ戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／23（木）

テ ー マ ・ 講

師

【ＩＣＴ×成長産業２０１４】
新規事業・新サービスを成功に導く情報収集・利活用ノウハウ
～気付いている人は一部かもしれないあるトレンド・・・、成功している好調企業から読み解く勝利の法則～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 カスタマーセンター部長 菊池 健司
コネクテッドカーと日産の自動運転技術
14049 ～２０１６－２０２０年頃に期待される車載情報通信技術～
インテル（株） オートモーティブ・ソリューション・グループ
チーフ・アドバンストサービス・アーキテクト兼ダイレクター 野辺 継男
日産自動車（株） 企画・先行技術開発本部 技術企画部 エキスパートリーダー 二見 徹
新春来日特別講演 ２０１４～２０１６年に有望なＩＴ関連分野は何か
14054 今後３年間に成長が期待される業界・市場・企業とビジネスチャンス
～シリコンバレーの急成長ＩＴベンチャーキャピタリストから見た今後３年間～
Ｆｅｎｏｘ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｃａｐｉｔａｌ，Ｍａｎａｇｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ＆ ＣＥＯ アニス・ウッザマン
ＮＴＴグループのグローバル事業展開
14050 ～ビジネス拡大に向けた今後の取組み～
日本電信電話（株） 取締役 グローバルビジネス推進室長 奥野 恒久
日本復活に向けたビッグデータ活用戦略
14005 ビッグデータ活用を支える基盤技術の動向とデータアナリストの心得
日本電気株式会社 事業イノベーション戦略本部 ビッグデータ戦略室 シニアマネージャー 荒井 匡彦
パナソニック株式会社 Ｒ＆Ｄ本部 クラウドソリューションセンター 理事 梶本 一夫
株式会社Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ リードエンジニア 得居 誠也
大阪ガス株式会社 ビジネスアナリシスセンター所長 河本 薫
ＳＤＮ実用段階へ 見えてきた企業インフラ導入
14021－－これからの製品、ソリューションビジネスの転換に乗り遅れないために－
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 サービス基盤部 担当部長 佐藤 陽一
株式会社ストラトスフィア 代表取締役社長 浅羽 登志也
日本電気株式会社 ＳＤＮ戦略本部 シニアエキスパート 今井 恵一
２０２０年
14062 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた
文部科学省における今後の文教施策
文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 課長補佐 降旗 友宏
文化庁 著作権課 課長補佐 所 昌弘
文部科学省 スポーツ・青少年局 スポーツ政策企画室長 森友 浩史
文化庁 文化広報・地域連携室長 内田 広之
国管理空港の民営化ビジネスの全容～海外の最新ＩＴ活用事例も視野に～
14065
国土交通省 航空局 航空ネットワーク企画課 空港経営改革推進室 企画調整官 飯沼 宏規
新関西国際空港株式会社 執行役員 コンセッション推進部長 岡田 信一郎
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社 インフラ・ＰＰＰアドバイザリー
シニアヴァイスプレジデント／公認会計士 手計 徹也
株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔
経済産業省による産業用ロボット重点施策
14061 －介護ロボットの大規模導入支援／公共・防災分野ロボット研究開発－
経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐（技術担当） 北島 明文
ビットコインの衝撃
14063 ～急拡大する新たな決済市場、関連ビジネスの可能性と課題～
（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 田中 大輔
（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 上田 恵陶奈
動きだした日本版カジノ
14060 カジノをめぐるＩＣＴ業界のビジネスチャンス
日本大学経済学部 専任講師 博士（地域政策学） 佐々木 一彰
グロ－リー株式会社 国内事業本部 自動サービス機器営業統括部長 馬杉 一郎
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 芸術・文化政策センター 兼 経済・社会政策部
主席研究員／センター長 太下 義之
好評の新レポート『インフラ産業２０１４－２０２３』監修・著者が環インド経済圏を徹底解説！
14084 １０年後を見据えた日本企業（インフラ／電機／自動車／資源）の勝機
－活発化する環インド経済圏の発展可能性と新規参入のポイント－
（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 ディレクター 兼 プリンシパル 時吉 泰範
（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 社会基盤イノベーショングループ
兼 グローバルマネジメントグループ マネージャー 田中 靖記
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１／30（木）
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２／17（月）

２／24（月）

２／26（水）

２／27（木）
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３／３（月）

1

氏

氏
氏

氏

氏

氏
氏
氏
氏

氏
氏
氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏
氏

氏
氏
氏

氏
氏

開催日
３／11（火）
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平成２６年度 消防・防災行政－ＩＣＴ関連分野における今後の推進方策
14079

３／25（火）
14093

３／31（月）
14091
４／18（金）
14108

４／2１（月）
14101

４／21（月）
14131
４／22（火）
14110

４／23（水）
14095

４／24（木）
14128
４／24（木）
14124

４／25（金）
14116

５／13（火）
14147
５／14（水）
14109

５／15（木）
14151

総務省 消防庁 総務課 理事官 勝目 康
総務省 消防庁 消防技術政策室 課長補佐 千葉 周平
総務省 消防庁 消防・救急課 救急企画室 課長補佐
併任 国民保護・防災部 防災課 課長補佐 川本 栄太郎
総務省 消防庁 国民保護・防災部 防災課 防災情報室 課長補佐 鳥枝 浩彰
総務省 消防庁 国民保護・防災部 防災課 災害対策官 館 圭輔
番号制度導入に向けた企業・自治体の実際
～民間企業の実務・ビジネスへの影響と自治体の新サービス、システム構築等～
株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博
千葉市 総務局次長・情報統括副管理者 三木 浩平
川口市 企画財政部 情報政策課 課長 大山 水帆
－未来予測２０１４－２０２３－
世界の情報通信産業の未来と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 シニアマネジャー 段野 孝一郎
ＩｏＴ(Ｍ２Ｍ)、ＷｏＴ（ＨＴＭＬ５）国際標準の進展とビジネスインパクト
－スマートグリッドへの応用などＭ２Ｍのサービス、ビジネス具体例
－ＨＴＭＬ５等ウェブＡＰＩがどの分野で応用されていくのか
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課 課長補佐 中谷 純之
富士通（株） ネットワークソリューション事業本部 ドコモ・ソリューション事業部
ソリューション企画開発部 シニアマネージャ 松倉 隆一
（株）ニューフォリア 取締役 最高技術責任者 羽田野 太巳
日本版カジノの実態とニュービジネス
－ポスト・オリンピック国家戦略として急浮上！合法化と法制上の課題
－オンラインカジノやゲーム、ビットコイン等ＩＣＴ産業に与える影響とは
(株)国際カジノ研究所 所長 （(株)エンタテインメントビジネス総合研究所 客員研究員） 木曽 崇
弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 弁護士 渡邉 雅之
情報化された近未来の郵政グループの実現に向けたグループ横断施策
日本郵政グループのＩＴ計画
日本郵政株式会社 執行役（システム部門副担当） 正村 勉
平成２６年度 総務省ＩＣＴ関連政策の最前線
～ＩＣＴ×成長戦略、オープンデータ戦略、スマートプラチナ戦略、Ｇ空間戦略～
総務省 大臣官房審議官（情報流通行政局担当） 渡辺 克也
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官（オープンデータ戦略担当） 井幡 晃三
総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室 室長 田邊 光男
総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課 国際共同研究企画官 井上 淳
【Ｇｏｏｇｌｅ／Ｆａｃｅｂｏｏｋ／Ｎｅｔｆｌｉｘの次なる主戦場】
ディープラーニングの衝撃
～自動運転車、次世代ロボット、スマートハウス、高精度広告などでビジネスが変わる～
（株）ＫＤＤＩ総研 リサーチフェロー 小林 雅一
政府情報システムの改革に向けた取組について
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 大西 一禎
加速化する電子自治体
自治体クラウド・番号制度への対応状況
総務省 自治行政局 地域情報政策室 課長補佐 木村 恵太郎
広島県 ＣＩＯ（情報化統括責任者） 桑原 義幸
埼玉県町村会 情報システム共同化推進室 参事兼室長 市瀬 英夫
【時代を先取りした数々の新規事業を立ち上げた実績を基に】
Ｍ２Ｍ、ビッグデータ時代の新製品・新事業開発のポイント
～２０２０年に向けて日本企業が生き残るための実践的な戦略とは？～
（株）入鹿山未来創造研究所 代表取締役所長
ＭＣＰＣ（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム） 顧問 入鹿山 剛堂
車とＩＣＴ・最新政策/法制度見直しとホンダのビッグデータ活用
国土交通省 自動車局 安全政策課 事故防止対策推進官 星 明彦
本田技研工業株式会社 役員待遇参事 グローバルテレマティクス部 今井 武
オンラインライブ中継による東京・大阪同時開催
【ＩＣＴ×成長産業 ２０２０年に向けて】
新規事業・新サービスを成功に導く情報収集・利活用ノウハウ
～２０１４年前半までのビジネストレンドから読み解く今後の注目ビジネスとは～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 カスタマーセンター部長 菊池 健司
＜オープンデータは本当に儲かるのか？＞
米国先端事例から学ぶ「オープンデータ＋α」のビジネス活用
株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔
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開催日
５／21（水）
14149

５／27（火）
14130
５／28（水）
14154

５／28（水）
14163

５／29（木）
14137
５／30（金）
14175

６／４（水）
14150
６／12（木）
14176
６／13（金）
14173

６／17（火）
14191
６／19（木）
14174

６／24（火）
14194
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内閣府／気象庁／警察庁／文部科学省
防災・災害対策予算と重点施策
内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付 参事官補佐（広報・予算担当） 高橋 英美
気象庁 観測部 気象衛星課 課長補佐 島津 好男
警察庁 情報通信局 通信施設課 課長補佐 大塚 祥央
文部科学省 文教施設企画部 施設企画課 防災推進室長 富田 大志
【ネット＋αの実践的なコツを習得しよう】
２０２０年に向けた新ビジネスの鉱脈を読み解く国際比較データの収集・利活用ノウハウ
明治大学 国際日本学部 教授 鈴木 賢志
ＮＴＴグループの事業戦略２０１４
日本電信電話（株） 経営企画部門 経営企画担当部長 伊藤 浩司
東日本電信電話（株） 経営企画部 経営管理部門長 堀之内 泰壮
西日本電信電話（株） 経営企画部 経営管理部門長 伊藤 謙一
ＩＣＴが進める教育再生政策とスマート教育
～４つの課題を克服する日本初ＭＯＯＣとＩＢ教育の挑戦～
（株）野村総合研究所 主任コンサルタント 佐藤 太一
（一社）日本オープンオンライン教育推進協議会 事務局長 福原 美三
国際バカロレア機構（ＩＢＯ） アジア・太平洋地区 理事 坪谷ニュウエル郁子
ｅ-Ｓｔａｔ（政府統計のポータルサイト）の機能と新たなオープンデータの高度化施策
－実際のデモからその戦略的活用方法を探る－
総務省 統計局 統計情報システム課 最適化推進担当課長補佐 松下 和正
警察庁／総務省／文部科学省／農林水産省／経済産業省／国土交通省
平成２６年度 ６省庁のＩＴ関連重点施策
警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐 來山 信康
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 課長補佐 田中 一也
文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 課長補佐 降籏 友宏
農林水産省 大臣官房 評価改善課 情報室 情報化推進班 課長補佐 中谷 康則
経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 課長補佐 （政策企画委員） 若月 一泰
国土交通省 総合政策局 情報政策課 企画室 室長 渡田 滋彦
ＮＴＴコムのＯｐｅｎＦｌｏｗ／ＳＤＮ戦略の最新動向と技術開発・イノベーション
ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 先端ＩＰアーキテクチャセンタ 所長 山下 達也
ＮＴＴ東日本の平成２６年度事業計画と資材調達戦略
～時代変化に応じた価格低減と効率化の追求～
東日本電信電話（株） 資材調達センタ 所長 浅野 健志
【いよいよ動き出すＡｍａｚｏｎ】
激戦のグローバル決済市場とキープレイヤーの最新動向２０１４
～Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、ＰａｙＰａｌ、Ｖｉｓａ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、Ｗａｌｍａｒｔ等海外動向
及びスマホ決済、決済代行業者など日本の課題も広範に徹底解説～
山本国際コンサルタンツ代表／関東学院大学経済学部講師
（一社）電波産業協会 高度無線通信研究委員会特別委員（モバイルコマース担当）
山本 正行
ＮＴＴ東日本の２０１４年度ネットワーク関連事業・設備投資戦略
東日本電信電話（株） ネットワーク事業推進本部 設備企画部 設備計画部門長 星野 理彰
クルマ×ＩＣＴ
～拡大する融合領域と次世代インフラとして期待される巨大市場～
（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 阿波村 聡
イインテル（株） 戦略企画室 チーフ・アドバンストサービス・アーキテクト＆ダイレクタ
(兼) 名古屋大学 客員准教授 野辺 継男
（株）デンソー 情報安全事業グループ 情報通信サービス開発室 担当次長 安保 正敏
－平成２６年度情報通信月間参加行事－
内閣官房／総務省 情報・サイバーセキュリティ戦略
内閣官房 内閣審議官 情報セキュリティセンター 副センター長 谷脇 康彦
総務省 情報流通行政局 情報セキュリティ対策室 室長 赤阪 晋介
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開催日
６／25（水）
14188

６／30（月）
14202

７／10（木）
14210

７／11（金）
14200

７／16（水）
14218

７／24（木）
14203
７／30（水）
14231
７／31（木）
14222
８／21（木）
14238

８／26（火）
14246
８／26（火）
14240

８／28（木）
14237
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国土交通省／海外建設協会／東京メトロ
２０２０年に向けたインフラシステム輸出戦略
～１０兆円から３０兆円へ、建築・土木、ＩＣＴ、電機・電子、エネルギー産業への波及効果～
国土交通省 総合政策局 国際政策課 企画官 山本 英貴
一般社団法人海外建設協会 研究理事 神山 敬次
東京地下鉄（株） 経営企画本部 国際業務推進室長
兼 鉄道本部 ハノイ市都市鉄道整備事業支援 プロジェクトチーム 担当部長 木村 直人
総務省／ＮＴＴ／ＫＤＤＩ／ＮＨＫ
２０２０年に向けたＩＣＴ新事業創出戦略
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 統括補佐 山田 協
ＫＤＤＩ（株） 理事 技術開発本部 本部長 宇佐見 正士
日本放送協会 技術局 計画部 副部長 今井 亨
日本電信電話（株） 研究企画部門 チーフプロデューサー 後藤 達也
首都直下地震緊急対策推進基本計画／政府業務継続計画（首都直下地震対策）
首都直下地震対策の最前線
～「都心南部直下地震」を踏まえた企業、個人の対策の方向性とは～
内閣府 政策統括官（防災担当）付 参事官（調査・企画担当）付 参事官補佐 田村 英之
内閣府 政策統括官（防災担当）付 参事官（防災計画担当）付 参事官補佐（基本計画担当） 城 麻実
【２０１４年 臨床研究用モデルを供給開始予定】
トヨタの次世代パートナーロボット戦略
～次世代ロボット技術の先行開発、技術的・事業的課題と展望～
トヨタ自動車（株） パートナーロボット部 部長 玉置 章文
２０１６年以降５００億円超の市場へ
ＮＦＶで拡がるビジネスチャンス
ＮＴＴコミュニケーションズ（株） ネットワークサービス部 クローズドネットワークサービス部門
部門長 （新世代ネットワークＰＴ長兼務） 高部 文宏
ノキアソリューションズ＆ネットワークス（株） コアネットワーク技術本部
ソリューションセールスマネージャー 柳橋 達也
＜木村 丈治 常務取締役 特別招聘＞
ＮＴＴ西日本の次世代技術戦略２０１４
西日本電信電話（株） 常務取締役 技術革新部長 工学博士 木村 丈治
世界最先端ＩＴ国家創造宣言・工程表改定とパーソナルデータの利活用に関する制度改正
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 渡辺 知尚
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室 参事官補佐 森田 哲也

氏
氏
氏

氏
氏
氏
氏

氏
氏

氏

氏
氏

氏
氏
氏

－米国事業／アリババ上場／ロボット／電力／３０年ビジョン－
ソフトバンク飛躍の戦略とこれから
ソフトバンク（株） 顧問 ／ ソフトバンクモバイル（株） 特別顧問 ／ ＳＢエナジー（株） 顧問 嶋 聡 氏
成長戦略としての
パーソナルデータ利活用と新産業・新ビジネス創出
～政策、国内外の最新動向と電子マネー、ネット広告の現場から～
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室 参事官
（併任：社会保障改革担当室 内閣参事官） 瓜生 和久
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
楽天Ｅｄｙ（株） 執行役員 渉外・法務部 部長
東京工業大学 経営システム工学 非常勤講師 宮沢 和正
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） プロダクト開発本部 広告技術研究室 主任研究員 原田 俊
（株）企 代表取締役 クロサカ タツヤ
次世代ロボットの直面する法的課題
～自動運転車、クラウドとプライバシー、軍用規制等、市場参入の法的留意点と新たな事業機会～
花水木法律事務所 弁護士 小林 正啓
総務省／日本ガス協会／ドコモ／ジャパンケーブルキャスト
災害発生、各種インフラの復旧に向けて
～公共情報コモンズ普及に向けた行政、ガス、通信、ケーブルテレビ事業者の対応策～
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐 村上 理一
一般社団法人日本ガス協会 技術部 保安技術グループ 下茂 貴博
株式会社ＮＴＴドコモ サービス運営部 災害対策室長 池田 正
ジャパン ケーブルキャスト株式会社 プラットフォーム事業本部 メディア事業部 部長 徳永 慶一郎
【全産業に波及する成長戦略の切り札】
ＡＩ との融合で激変！急拡大するロボットビジネス
～グーグルのロボット・ＡＩベンチャー買収攻勢、ＤＡＲＰＡ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ、Ｐｅｐｐｅｒ発売～
（株）ＫＤＤＩ総研 リサーチフェロー 小林 雅一
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開催日
９／３（水）
14236

９／18（木）
14244
９／24（水）
14279

９／25（木）
14256

９／25（木）
14284
９／30（火）
14289

10／21（火）
14300

10／23（木）
14315

10／24（金）
14290

10／29（水）
14307

10／29（水）
14308

10／31（金）
14316
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【ＩＣＴ×成長戦略（日本再興戦略）２０１５】
新事業成功のための情報収集・利活用ノウハウ
～成長ビジネスを見出すポイントと読み解くコツ～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 第１情報サービス部 部長 菊池 健司 氏
２０１６年１月マイナンバーの運用開始に備え今からやらなければならないこと
－民間企業に求められる実務対応－
牛島総合法律事務所 パートナー 弁護士 影島 広泰
国土交通省／総務省／交通安全環境研究所／トヨタ
自動運転・安全運転支援の最前線
国土交通省 自動車局 技術政策課 専門官 谷口 正信
総務省 電波部 移動通信課 新世代移動通信システム推進室 室長補佐 上野 喬大
(独)交通安全環境研究所 自動車国際調和室 室長 成澤 和幸
トヨタ自動車（株） 第１電子開発部 主査 金光 寛幸
待ったなしのマイナンバー制度 対応完全ガイド
（株）野村総合研究所 未来創発センター 制度戦略研究室長 梅屋 真一郎
ＳＡＰジャパン（株） グローバライゼーションプロダクトマネジメント
ローカライゼーションプロダクトマネジメントＡＰＪ 人事ソリューション担当 竹内 功
＜経済産業省 「日本再興戦略」改訂２０１４を踏まえた＞
ロボット政策の現状と今後の展望
経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐（技術担当） 平田 卓也
平成２７年度 ５省庁のＩＴ関連重点施策
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 統括補佐 飯嶋 威夫
農林水産省 大臣官房 評価改善課 情報室 課長補佐 中谷 康則
経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 課長補佐 桑原 智隆
文部科学省 生涯学習政策局 情報政策課 課長補佐 降旗 友宏
国土交通省 総合政策局 情報政策課 企画室長 渡田 滋彦
トヨタＩＴ開発センター／ＳＡＰジャパン
コネクテッドカーがもたらす近未来
株式会社トヨタＩＴ開発センター 取締役研究部長 井形 弘
ＳＡＰジャパン株式会社 クラウドファースト事業本部 スマートイノベーション推進室 室長 松尾 康男
総務省／ドコモ
大規模災害時における通信の確保
～災害に強いモバイルネットワーク～
総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課 課長補佐 篠澤 康夫
（株）ＮＴＴドコモ 先進技術研究所 研究推進グループ 主幹研究員 滝田 亘
【グローバリゼーションという言葉に踊らされて視野が狭くなっていませんか？】
世界で勝ち抜く中小・ベンチャー企業の実態とローカリゼーション戦略
～グローバル、均質化、世界同時・・・では見えない世界の凹凸～
モバイルクルーズ（株） 代表取締役 安西 洋之
組織委員会／内閣官房／文科省
ロンドンオリンピックでの３社のＩＣＴ活用事例
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック準備状況と今後に向けて
一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
企画財政局 企画部 企画課長 森下 平
内閣官房 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室 参事官 田村 寿浩
文部科学省 スポーツ・青少年局 競技スポーツ課長 坪田 知広
シスコシステムズ合同会社 専務執行役員 シスココンサルティングサービス事業 鈴木和洋
アトスジャパン（株） 代表 上村 達也
ＢＴジャパン CTO フィリップモリス
～事業性の高い当初案件に乗り遅れないために必要な準備とは？～
日本版カジノ法の基礎知識とビジネス参入への留意点
ベーカー＆マッケンジー法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士 本間 正人
～事業性の高い当初案件に乗り遅れないために必要な準備とは？～
日本版カジノ法の基礎知識とビジネス参入への留意点
総務省 行政管理局 管理官 阿向 泰二郎
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開催日
11／7（金）
14299

11／26（水）
14350

11／26（木）
14335

11／26（木）
14336
11／27（木）
14356

12／１（月）
14334

12／12（金）
14368

12／12（金）
14343

12／15（月）
14367

12／16（火）
14361

12／16（火）
14374
12／17（水）
14358
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政府共通の基本的ルールの導入
政府情報システムの整備と管理に関する標準ガイドラインの要諦
経済産業省 製造産業局 自動車課 電池・次世代技術・ＩＴＳ推進室 課長補佐 山家 洋志
エレクトリフィケーション コンサルティング 代表 和田 憲一郎
積水化学工業（株） 商品企画部 自立型住宅プロジェクトヘッド 太田 真人
日産自動車
情報システム戦略の成果・実績と今後
～中期経営計画を支えるグローバルＩＳ/ＩＴ計画「VITESSE」～
日産自動車（株） グローバル情報システム本部 一般管理システム部 部長 柳沼 浩嗣
平成２７年度 総務省ＩＣＴ関連政策の最前線
～ＩＣＴによる地方の創生、オープンデータ戦略、スマートプラチナ戦略など～
総務省 政策統括官（情報通信担当） 南 俊行
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官 井幡 晃三
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通高度化推進室 室長 田邊 光男
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 小笠原 陽一
総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課長 野崎 雅稔
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課長 今川 拓郎
ＮＴＴグループのグローバル事業戦略２０１５
～グローバルビジネスの今後に向けて～
日本電信電話（株） 取締役 グローバルビジネス推進室長 奥野 恒久
国土交通省／ホンダ
自動車関連ビッグデータ戦略
国土交通省 自動車局 自動車情報課 専門官 松生 恒樹
本田技研工業（株） 役員待遇参事 グローバルテレマティクス部 今井 武
国土交通省 道路交通管理課 ＩＴＳ推進室 企画専門官 西川 昌宏
２０１８年までのロードマップも提示された
マイナンバー法における制度整備の現状と今後
東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 教授 手塚 悟
特定個人情報保護委員会委員／ＩＴ戦略本部情報セキュリティ政策会議重要インフラ専門委員会委員
ＩＴ戦略本部電子行政タスクフォース臨時構成員／情報連携基盤技術ワーキンググループ委員
住民基本台帳システム調査委員会委員
電子署名法及び認証業務に関する法律基準等検討ワーキンググループ座長
暗号技術評価委員会（ＣＲＹＰＴＲＥＣ）委員／暗号技術活用委員会（ＣＲＹＰＴＲＥＣ）委員
内閣府／マツダ
２０２０年に向けた自動運転の最前線
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション政策担当）付
参事官（戦略的イノベーション創造プログラム担当）付
企画官 田沼 知行
マツダ（株） 常務執行役員 ビジネス戦略・商品・デザイン・コスト革新担当 藤原 清志
－具体的取扱いと注意点－
マイナンバーの取扱実務・社会保険の手続き詳説
厚生労働省 政策統括官（社会保障担当）付
情報政策担当参事官室 参事官補佐 川路 暢仁
株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博
【規制緩和で急変する産業生態系】
２０２０年 ＩＣＴ業界の未来と、今とるべき戦略
～Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｆａｃｅｂｏｏｋに続く新たな衝撃波、
リアル系大企業が起こす新たな競争ルール、生き残るための５条件～
（株）ＩＣＴソリューション・コンサルティング 代表取締役社長
（株）三菱総合研究所 アドバイザー（クロスインダストリ／ＩＣＴ） 冨永 孝
～ＩｏＴ、分析、可視化の最新事例より体感する～
「ビッグデータとクラウドの本当」そして「ビッグデータの３Ｄ可視化開発」
データクック株式会社 代表取締役 永井 秀幸
株式会社イマジカデジタルスケープ デジタルコンテンツ事業部
デジタルリアリティラボ 統括プロデューサー 平井 直哉
今後１０年間のＩＣＴの進化と将来像
「ポストスマホ」と「ポストクラウド」
株式会社ビジネス工房 代表取締役 緒方 真一
ＮＴＴ東日本の技術戦略
～光コラボレーションモデルの実現・発展のために～
東日本電信電話（株）ネットワーク事業推進本部 高度化推進部 技術戦略部門長 宮園 昌明
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開催日
12／18（木）
14319
12／18（木）
14372
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マイナンバー法の情報管理セミナー
『番号法ガイドライン』に準拠した情報管理の実務
牛島総合法律事務所 パートナー 弁護士 影島 広泰
観光分野はＩＣＴ活用の宝庫！今後勃興してくるビジネスは？
２０２０年東京オリ・パラに向けた観光ＩＣＴビジネス
～ＮＴＴグループ・ＩＣＴ関連、観光振興企業・団体のＩＣＴ活用～
観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 課長補佐 御手洗 哲郎
国土交通省 国土政策局 国土情報課長 西澤 明
（株）ナビタイムジャパン インバウンド事業部 部長 藤澤 政志
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 特別理事 小田島 労

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