２０１５年 開 催 実 績 表
エネルギー・環 境 戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／21（水）
15027
１／23（金）
15018

１／27（火）
15005

１／29（木）
15006

１／29（木）
15017

１／30（金）
15016

2／24（火）
15044

2／25（水）
15054

2／26（木）
15053
３／26（木）
15073

３／27（金）
15071

テ ー マ ・ 講

師

＜中国電力 西田執行役員 特別招聘＞
中国電力火力部門の安定供給・競争力強化に向けた取り組み
中国電力株式会社 執行役員 電源事業本部部長（火力） 西田 哲也
＜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＞
２０１５年の電力ビジネスがわかる
～電力システム改革がもたらすものとは？新エネルギーの動向、
固定価格買取制度の先に見えるビジネスチャンスを探る～
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
（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
～電力自由化とガスシステム改革が進む中で変化する戦略と展開とは～
「大手ガス３社」の戦略２０１５
－東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの動向－
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
＜太陽光発電等の事業者は今から準備が必要＞
固定価格買取制度の運用改善の方向性と対処法
～九電ショックは何をもたらす？新制度への対応と残された選択肢～
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
東京オリ・パラと開催後の活用
水素社会実現に向けた環境整備と成長戦略
～燃料電池車安全基準、東京都の取組み、世界の水素ビジネス～
(独)交通安全環境研究所 自動車国際調和室長 成澤 和幸
デロイトトーマツコンサルティング（株） パブリックセクター マネジャー 大我 さやか
ＫＰＭＧコンサルティング（株） エネルギー＆インフラストラクチャー セクターパートナー 赤峰 陽太郎
税制改正大綱から読み取る今後の太陽光の税務
３時間でわかる太陽光発電の税務
－平成２７年税制改正以後の発電事業者、販売施工業者の対処法
－「生産性向上設備投資促進税制」の適用要件を詳説
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
排熱利用発電が動き出す
～注目されるバイナリー発電の技術開発と見えてきた工場排熱や下水汚泥処理への適用～
森豊技術士事務所 代表 工学博士 森 豊
三井造船株式会社 機械・システム事業本部 企画管理部（事業開発グループ） 主管 河地 良彦
メタウォーター株式会社 プラントエンジニアリング本部
資源再生技術部 第一グループ 係長 技術士 木村 英人
＜２０１５年版 大阪開催＞
メガソーラー グリーン投資減税終了後の事業計画法と税務対策
●グリーン投資減税廃で注目される生産性向上投資税制を徹底解説
●投資判断に必要な事業計画チェックポイントと判断方法
●将来の転売を視野に入れた投資スキームの検討や売却価値を高める方法
淀屋橋総合会計・不動産鑑定 代表者 安田 祐一郎
～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
東京ガス／ニチガス／関西電力
電力自由化に向けた新たな企業戦略
日本瓦斯株式会社 代表取締役社長 和田 眞治
関西電力株式会社 お客さま本部 担当部長 西村 陽
東京ガス株式会社 事業革新プロジェクト部長 笹山 晋一
九州電力の自動検針とスマートメーターの展開
九州電力株式会社 お客さま本部 配電技術担当 部長 西村 文亨
九州電力株式会社 計量システム開発グループ グループ長 那須 伸昭
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開催日
３／30（月）
15090

４／15（水）
15028

４／20（月）
15087

４／21（火）
15100
４／22（水）
15089
５／18（月）
15124

５／22（金）
15125
５／26（火）
15116
５／27（水）
15176

５／28（木）
15157

６／5（金）
15160

６／23（火）
15178
６／24（水）
15180

テ ー マ ・ 講

師

東京電力のスマートメーターとＢルート
東京電力株式会社 パワーグリッド・カンパニー 電子通信部 通信ネットワーク技術センター
アクセスサービスグループ グループマネージャー 飯田 健次
東京電力株式会社 グループ事業部 部長 馬場 博幸
＜２０１５年３月３日 閣議決定＞
電気事業法・ガス事業法・熱供給事業法改正法の
内容と課題を速報でお伝えします
～エネルギー事業規制一体改革の内容と各事業者の法的課題を中心に～
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
＜中部電力／楽天／エムズコミュニケイト／ネットマイル＞
電力小売自由化とマーケティング戦略
～家庭分野参入を見据えて～
中部電力株式会社 お客さま本部 部長 林 欣吾
楽天株式会社 エネルギー事業長 菅原 雄一郎
株式会社エムズコミュニケイト 代表取締役社長 岡田 祐子
株式会社ネットマイル 代表取締役ＣＥＯ 畑野 仁
東京電力パワーグリッド・カンパニーの事業戦略
～２０１５年度の具体的展開～
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
東京電力 カスタマーサービス・カンパニー ２０１５年の展開
－電力販売を超えて、みらい型インフラ企業へ－
東京電力(株) 執行役員 カスタマーサービス・カンパニー バイスプレジデント 佐藤 梨江子
＜東京電力 岡本 浩 常務／澤 昭裕 所長 招聘特別セミナー＞
電力システム改革がもたらす世界
－東京電力（株） 常務執行役 経営技術戦略研究所長 兼 経営企画本部系統広域連系推進室長 岡本 浩
２１世紀政策研究所 研究主幹
ＮＰＯ法人国際環境経済研究所 所長 澤 昭裕
中部電力の成長戦略と包括的アライアンス
中部電力（株） 経営戦略本部 アライアンス推進グループ グループ長 奥田 久栄
東京ガス「チャレンジ２０２０ビジョン」実現に向けた２０１５～１７年度の主要施策
－総合エネルギー事業の進化とグローバル展開の加速－
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
電力小売自由化とビジネスチャンス
～自治体との取組み、海外事例、差別化のポイント～
（株）Ａｂｓｏｌｕｔｅ Ｇｌｏｂａｌ Ａｓｓｅｔｓ 取締役 宇佐美 典也
ＯＰＯＷＥＲ ＪＡＰＡＮ（株） 渉外部 ディレクター ケン・ヘイグ
（株）エプコ 代表取締役グループＣＥＯ 岩崎 辰之
エッジ・エナソル・ジャパン（株） 代表取締役社長 加藤 尚彦
東京電力フュエル＆パワー・カンパニーの事業戦略
～今後の成長戦略と火力燃料ビジネスの取り組みについて～
東京電力株式会社 執行役員
フュエル＆パワー・カンパニー・バイスプレジデント 兼 燃料部長 中村 直
＜特別招聘＞東京電力 山口博 副社長／東芝 高木 喜久雄 技師長
電力自由化に向けた東京電力と東芝の戦略
東京電力株式会社 取締役 代表執行役副社長 山口 博
株式会社東芝 社会インフラシステム社 技師長 高木 喜久雄
エネルギー政策における石炭の位置づけと今後の展開
－石炭の安定供給確保や高度利用技術開発－
経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 課長補佐（技術担当） 榎本 宏
経産省／トヨタ／岩谷／千代田
水素時代の幕開け 最新動向と３社の事業展望
～関連予算とトヨタＭＩＲＡＩ市場投入のインパクト～
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
岩谷産業（株） 中央研究所 部長 兼 水素エネルギー部 部長 繁森 敦
トヨタ自動車（株） 第１トヨタ企画部長 近藤 元博
千代田化工建設（株） 技術開発ユニット 兼 水素チェーン事業推進ユニット 技師長 岡田 佳巳
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開催日
６／30（火）
15183

７／13（月）
15200

７／16（木）
15203

７／22（水）
15189
７／23（木）
15226

７／27（月）
15222

７／31（金）
15164

８／24（月）
15223

８／26（水）
15252
８／28（金）
15224

テ ー マ ・ 講

師

＜経済産業省／東京電力／エナノック＞
日本版ディマンドリスポンスとネガワット取引
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 政策課
新産業・社会システム推進室 室長補佐 青鹿 喜芳
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
系統技術グループマネージャー 兼 経営企画本部 事務局 馬橋 義美津
エナノック・ジャパン株式会社 取締役 内田 明生
電力自由化で生まれる新規ビジネス
～発電、小売り、送電分野の新規ビジネスと事業拡大するオリックスのユニークな展開～
都留文科大学 社会学科 教授 学術博士
元経済産業省 電力システム改革専門委員会 委員 高橋 洋
オリックス（株） 環境エネルギー本部 本部長補佐 兼 電力事業部長
オリックス電力（株） 代表取締役社長 細川 展久
生産性向上設備投資促進税制を活用した太陽光の即時償却
３時間でわかる太陽光発電の税務
－グリーン投資減税による即時償却廃止後の税務を詳説
－発電事業者、販売施工業者、会計事務所の対処法
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
電力全面自由化を見据えた中国電力の家庭用分野の販売戦略
中国電力株式会社 執行役員 お客さまサービス本部 営業部長 神田 尚
＜みんな電力／中之条電力／日本テクノ＞
電力自由化に向けた新たな企業戦略
みんな電力株式会社 代表取締役 大石 英司
一般財団法人中之条電力 山本 政雄
日本テクノ株式会社 常務取締役 岩崎 友彦
＜ＮＴＴ東／ＫＤＤＩ／ＣＣＣ／博報堂／ＣＢＣ／エイベック研／凸版印刷／ＯＮＥエネルギー／東京ガス／エネット＞
動き出した大規模ＨＥＭＳ
～データ利活用ビジネスの事例～
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
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 執行役員 藤本 真佐
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ メディアビジネス開発センター 小林 パウロ 篤史
株式会社エイベック研究所 マーケティング本部 ソリューション営業部 マネージャー 齊藤 心吾
凸版印刷株式会社 エネルギーソリューションセンター 部長 東 和弘
ＯＮＥエネルギー株式会社 取締役 吉田 精孝
東京ガス株式会社 営業イノベーションＰＪ部 課長 児玉 浩一郎
株式会社エネット 事業開発室 課長 棚瀬 啓介
＜東京電力／日本原子力発電＞
廃炉の技術と今後の課題
―東電「廃炉推進カンパニー」の設立と福島第一原子力の廃止措置
―日本の原子力４０年規制等による計画、課題と海外動向
東京電力株式会社 常務執行役・福島第一廃炉推進カンパニープレジデント
兼 廃炉・汚染水対策最高責任者 増田 尚宏
日本原子力発電株式会社 廃止措置プロジェクト推進室長 執行役員 山内 豊明
ＣＯＰ２１パリ会議へ向けた潮流と日本の施策
～新たな枠組みが日本にもたらす意味や備えておくべきポイントを整理
～パリ合意パッケージの構造やファイナンス、市場メカニズム
環境省 地球環境局 低炭素社会推進室長 瀧口 博明
(有) クライメート・エキスパーツ 代表・シニアリサーチフェロー 松尾 直樹
＜２０１５年６月改正法成立 速報セミナー＞
電気、ガス、熱供給事業法の第三弾改正と小売自由化に向けた関連政省令の議論のポイント
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
「九州電力グループ中期経営方針」の実現に向けた取組み
～日本一のエネルギーサービス」を提供する企業グループを目指して～
九州電力株式会社 執行役員 経営企画本部 副本部長 能見 和司
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開催日
９／25（金）
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太陽光発電事業３年目突入新たなトラブル法的対応ガイド
15271

９／28（月）
15268
９／29（火）
15253

10／9（金）
15292
10／23（金）
15278

10／26（月）
15277

11／12（木）
15309

11／13（金）
15326
11／19（木）
15347

11／25（水）
15342

11／27（金）
15344
12／8（火）
15365

12／9（水）
15370
12／10（木）
15371

弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 秋野 卓生 氏
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 森田 桂一 氏
スマートメーターのサービス運用とシステム構築
東京電力（株） スマートメーターオペレーションセンター 所長 中嶋 好文 氏
（株）東芝 社会インフラシステム社 電力流通システム事業部 グリッドソリューション推進部 部長 斎藤 英揮 氏
＜小島 英夫 執行役員 招聘特別セミナー＞
東京電力 経営技術戦略研究所の展開
－知財と技術を経営に融合させ、新たな付加価値を創造する－
東京電力株式会社 執行役員 経営技術戦略研究所 副所長 小島 英夫 氏
待ったなし！電力小売り参入の法律実務
～小売電気事業者だけではなく、発電事業者も聴講いただけます～
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 深津 功二 氏
電力・ガス自由化の競争戦略と将来展望
－既に始まっているガス自由化の市場予測
－消費者の電力小売企業選択基準と電力産業の将来
経済産業省 総合資源エネルギー調査会 ガスシステム改革小委員会 委員長
一橋大学 大学院商学研究科 教授 山内 弘隆 氏
みずほ情報総研（株） 環境エネルギー第２部 エネルギーチーム コンサルタント 並河 昌平 氏
木質バイオマス ビジネスの勘所
－低コスト化への道は？供給拡大に向けて乗り越えるべき課題とは？
－発電所運営を巡るトラブルやリスクを避けるためには何が必要か？
国立研究開発法人森林総合研究所 林業システム研究室 室長 久保山 裕史 氏
弁護士法人 匠総合法律事務所 弁護士 秋野 卓生 氏
弁護士法人 匠総合法律事務所 弁護士 森田 桂一 氏
【内閣府／ＮＥＤＯ／電中研】
水素社会実現に向けた取組みと今後の展望
～ＳＩＰ「エネルギーキャリア」と燃料電池、水素発電、アンモニア利用の最新動向～
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(ＳＩＰ)
「エネルギーキャリア」 サブプログラム・ディレクター
住友化学（株） 主幹 塩沢 文朗 氏
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部
燃料電池・水素グループ 主任研究員 大平 英二 氏
（一財）電力中央研究所 材料科学研究所 副所長･副研究参事 竹井 勝仁 氏
＜ガスシステム改革をふまえた＞
東京電力 ガス事業の現況と今後の重点施策
東京電力株式会社 執行役員 カスタマーサービス・カンパニー・バイスプレジデント（ガス担当） 佐藤 美智夫 氏
山形県最上町／グリーンサーマル／電中研
木質バイオマス発電の実力とインパクト
山形県最上町 総務課 政策調整主幹 兼 まちづくり推進室長 高橋 浩康 氏
グリーンサーマル株式会社 代表取締役 滝澤 誠 氏
（一財）電力中央研究所 エネルギー技術研究所 上席研究員 市川 和芳 氏
＜経済産業省 新エネルギー課・省エネルギー課 ご登壇＞
エネルギーミックス実現に向けた省エネ施策と新エネルギー制度改革
－固定価格買取制度を含めた制度見直しの方向性
－火力発電ＷＧや工場等ＷＧの議論について
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 省エネルギー対策課 課長補佐 三牧 純一郎 氏
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 新エネルギー対策課 課長補佐 呉村 益生 氏
トヨタの考える水素社会
燃料電池自動車（FCV）の最新開発動向
トヨタ自動車（株） 技術統括部 主査 金川 章孝 氏
電力・ガス自由化のビジネスチャンスと必ず抑えておくべき法的観点
（株）Ａｂｓｏｌｕｔｅ Ｇｌｏｂａｌ Ａｓｓｅｔｓ 取締役 宇佐美 典也 氏
（元・新エネルギー産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 電子・材料・ナノテクノロジー部・総務企画部 主任）
森･濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗 氏
（元・資源エネルギー庁 電力ガス事業部 政策課 電力・ガス改革推進室 課長補佐）
東急が目指す電力小売サービスと自由化市場における役割
株式会社東急パワーサプライ 代表取締役社長 村井 健二 氏
東京電力 リニューアブルパワー・カンパニーの役割と２０１６年へ向けた展望
東京電力株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー プレジデント 小林 功 氏
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開催日
12／14（月）
15364

12／17（木）
15368

12／2２（火）
15383

テ ー マ ・ 講

師

電力自由化で生まれる新規ビジネス
～電力システム改革・今後拡大するビジネスチャンスは～
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課 課長補佐 牟田 和弘
都留文科大学 社会学科 教授 学術博士 元経済産業省 電力システム改革専門委員会 委員 高橋 洋
再生可能エネルギー戦略最新動向
～メガソーラー、バイオマス、風力、地熱発電のビジネス環境と今後の展望～
（株）Ａｂｓｏｌｕｔｅ Ｇｌｏｂａｌ Ａｓｓｅｔｓ 取締役 宇佐美 典也
（元・新エネルギー産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 電子・材料・ナノテクノロジー部・総務企画部 主任）
（株）レノバ 環境イノベーション事業部長 加藤 健太郎
（株）ＺＥエナジー 営業部 部長 今井 雄也
電力・ガス自由化で押さえたい法務対応
－ガイドライン案の内容を踏まえた解説（事前に公表される場合）
－小売業務の契約書・約款や説明・交付書面の作成ポイントも解説予定
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

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