２０１５年 開 催 実 績 表
ＩＣＴ戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／16（金）
15007

1／20（火）
14343

１／23（金）
15011
１／28（水）
15050

１／29（木）
15032
１／30（金）
15025

１／30（金）
15033

２／10（火）
15021

2／13（金）
15051

2／17（火）
15052

2／26（木）
15067

テ ー マ ・ 講

師

【ＩＣＴ×新成長戦略・地方創生２０２０】
新事業成功・事業拡大のための情報収集・利活用ノウハウ
～２０２０年を見据えた成長分野とその発想法とは～
（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
－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 氏
株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博 氏
進化するＮＴＴＣｏｍのＧｌｏｂａｌ Ｃｌｏｕｄ Ｖｉｓｉｏｎ
～次世代クラウドサービスへの挑戦２０１５～
ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 理事 クラウドサービス部 ホスティングサービス部門長 関 洋介 氏
トヨタの自動運転技術とセキュリティ
～自動運転技術は産業・社会をどう変えるのか～
トヨタ自動車（株） 情報電子システム開発部 主査 金光 寛幸 氏
オートインサイト（株） 代表 技術ジャーナリスト・編集者 日経ＢＰ未来研究所 客員研究員 鶴原 吉郎 氏
ＥＴＡＳ エンベデッドセキュリティ 工学博士 シニア・コンサルタント 岡 デニス 健五 氏
＜自動車関連ビジネスの経営者、管理職向けセミナー＞
２０１５年 自動車と関連ビジネスはどう動くのか
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 氏
【ロボット×アプリが世界を変える】
２０１５年のロボットは１９７７年のパソコンになれるか？
～ドローン、ヒューマノイド、自動運転車、家電、エンタメ等を皮切りに、ＩＴ市場を超える社会的インパクト～
（株）ＫＤＤＩ総研 リサーチフェロー 小林 雅一 氏
【２０１５年通常国会・個人情報保護法改正を踏まえて】
ビッグデータ時代の
パーソナルデータに関する政策・法制度の最新動向
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 永井 徳人 氏
（元・総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課 専門職）
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 専門職 弁護士 渡邊 涼介 氏
日産自動車の購買コスト削減チャレンジ
～アライアンスシナジーの更なる追求とＮｅｔＴｄＣへの取組みの深化～
日産自動車（株） 専務執行役員
Renault-Nissan Alliance EVP 山内 康裕 氏
農林水産省／ＮＴＴデータ経営研究所／富士通／ＩＨＩ／ＰＳソリューションズ
農業×ＩＣＴの成長戦略とビジネス展望 ２０１５
～ＩｏＴ・クラウド・人工衛星等による農業情報革命とスマート農業普及の課題～
農林水産省 生産局 農産部 技術普及課 生産資材対策室
機械開発・安全指導班 課長補佐 齊賀 大昌 氏
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 ライフ・バリュー・クリエイションコンサルティングユニット
マネージャー 村瀬 博昭 氏
富士通（株） イノベーションビジネス本部 ソーシャルイノベーションビジネス統括部
Ａｋｉｓａｉビジネス部 シニアマネージャー 渡邊 勝吉 氏
（株）ＩＨＩ 新事業推進部 企画管理グループ 主幹 瀬下 隆 氏
ＰＳソリューションズ（株） 農業ＩｏＴ事業推進部 部長 山口 典男 氏
文部科学省／ＮＴＴ／ドワンゴ／Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ
人工知能（ＡＩ）・ＩｏＴが実現する近未来と事業機会
～科学技術基本計画、Ｓｉｒｉ、しゃべってコンシェル、Ｐｅｐｐｅｒ、ディープラーニング、全脳アーキテクチャ～
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術動向研究センター センター長 小笠原 敦 氏
上席研究官 七丈 直弘 氏
日本電信電話（株） メディアインテリジェンス研究所 主任研究員 東中 竜一郎 氏
（株）Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 代表取締役社長 最高経営責任者 西川 徹 氏
（経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委員会 委員）
（株）ドワンゴ 人工知能研究所 所長 山川 宏 氏
（人工知能学会 理事及び副編集委員長／玉川大学脳科学研究所 特別研究員）
総務省／経済産業省／農林水産省
平成２６年度補正・平成２７年度予算と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 調査官 山路 栄作 氏
経済産業省 商務情報政策局 情報政策課長補佐 桑原 智隆 氏
農林水産省 評価改善課 情報室 課長補佐 中谷 康則 氏
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開催日
２／27（金）
15057

２／27（金）
15049
３／19（木）
15083

3／20（金）
15081

３／27（金）
15092

３／27（金）
15093

３／31（火）
15103

４／10（金）
15104

４／14（火）
15115

４／17（金）
15107

４／21（火）
15097

テ ー マ ・ 講

師

三菱総研／ＫＤＤＩ／デンソー
自動車×ＩＣＴ・モバイルの先端
～ビッグデータ、スマホ、ネットワーク化で異業種融合が創出する新マーケット～
（株）三菱総合研究所 ＩＴＳ・モビリティグループリーダー 主席研究員 杉浦 孝明
ＫＤＤＩ（株） ビジネスインテリジェンス部 副部長 宮本 敦
（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
ＮＴＴの２０２０年に向けた具体的な取組みと今後
日本電信電話株式会社 新ビジネス推進室 ２０２０担当統括部長 齋藤 渉
【ニューワールド仮説構築力で戦う】
企業が生き残るための未来予測 ２０２０－２０２５
～ビジネス創造までの４つの視点、５つのステップ、７つの習慣～
（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
平成２７年度 消防・防災行政
ＩＣＴ関連分野における今後の推進方策
消防庁 総務課 理事官 宮本 貴章
消防庁 総務課 消防技術専門官 中越 康友
消防庁 消防・救急課 課長補佐 併任 救急企画室 課長補佐 橘 清司
消防庁 国民保護・防災部 防災情報室 課長補佐 齋藤 健一
消防庁 国民保護・防災部 防災課 災害対策官 館 圭輔
消防庁 国民保護・防災部 地域防災室 課長補佐 岡地 俊季
国土交通省／ＡＮＡ／三菱重工／住友精密工業
航空機・装備品ＭＲＯビジネス参入ポイント
～アフターサービス市場へ参入するための安全規制、ビジネスモデル、航空会社の考え、先進する米国の現状～
東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授
鈴木 真二
国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課長 川勝 弘彦
三菱重工業（株） 交通・輸送ドメイン 事業戦略推進室 主幹 伊藤 一彦
（株）ＡＮＡ総合研究所 主任研究員 山田 圭一
住友精密工業（株） 技師長 高橋 教雄
自動車関連情報の利活用と
自動運転・データサイエンスの衝撃
～ＩｏＴ、クラウド、ビッグデータ、人工知能、ネットワークセキュリティ～
国土交通省 自動車局 自動車情報課 専門官 松生 恒樹
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 野辺 継男
組織委員会／内閣官房／総務省／経済産業省／国土交通省
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの重点施策
公益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 企画財務局 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
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
経済産業省 大臣官房 政策評価広報課長（２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会担当）
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 前田 泰宏
国土交通省 総合政策局 政策課長 青木 由行
【この激流に日本企業はどう乗るべきか】
シリコンバレー発 人工知能、ロボット、自動運転車最前線
～Ｇｏｏｇｌｅ ＤｅｅｐＭｉｎｄ・Car／Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ／Ｎｖｉｄｉａ／Ａｕｄｉ～
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表 アナリスト 宮本 和明
ＩｏＴ×新規事業
～ＩＣＴ新興・周辺企業にビジネスチャンス、生き残りを賭けた成長戦略～
ＭＣＰＣ（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム） Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ委員会顧問
（株）入鹿山未来創造研究所 代表取締役所長 入鹿山 剛堂
ＭＣＰＣ Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ委員会副委員長／ＡＭ Ｔｅｌｅｃｏｍ日本法人 ＣＥＯ 土本 順久
＜経済産業省／国土交通省／農林水産省＞
「ロボット革命」の実現に向けた新戦略
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
国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 施工安全企画室長 岩見 吉輝
農林水産省 大臣官房 政策課 技術調整室 研究調整官 安岡 澄人
【原油価格変動、地政学リスクを読み解く】
新事業の鉱脈を見出す 国際比較データの収集・利活用ノウハウ２０１５
明治大学 国際日本学部 教授 鈴木 賢志
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開催日
４／21（火）
15126

４／28（火）
15130

５／14（木）
15104

５／20（水）
15152

５／20（水）
15135

５／22（金）
15162

５／26（火）
15172

５／27（水）
15146

５／29（金）
15166

６／19（金）
15173

６／25（木）
15204

テ ー マ ・ 講

師

東京大学／つくば市／サイバーダイン／アスラテック／アルデバラン
人工知能・ロボット最新動向と事業戦略
～ディープラーニング、ロボット新戦略、Ｐｅｐｐａｒ、Ｖ－Ｓｉｄｏ、ＮＡＯ、ＨＡＬ～
東京大学 大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 准教授 松尾 豊
つくば市 政策アドバイザー／ロボットアナリスト 石原 昇
アスラテック（株） 技術開発部 部長 チーフロボットクリエータ 吉崎 航
Ａｌｄｅｂａｒａｎ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ（株） 日本統括責任者 谷崎 敦
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（株） メディケア推進部（社長直轄） 部長
湘南ロボケアセンター（株） 代表取締役社長 久野 孝稔
内閣官房ＩＴ室／埼玉県町村会／置賜広域事務組合
マイナンバー利活用の拡大と自治体クラウド
内閣官房 社会保障改革担当室 内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官 金﨑 健太郎
埼玉県町村会 情報システム共同化推進室 室長 市瀬 英夫
置賜広域事務組合 総務課 企画財政係長 梅津 憲司
【２０２０から２０２５年を見据えた成長投資】
ＩｏＴ×成長産業・新ビジネスで勝ち抜く
情報収集・利活用ノウハウ
（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
ＮＴＴ西日本における光コラボレーションモデル
～積極的アライアンスで多種多様な業種・業態との新たな価値創造～
西日本電信電話（株） 取締役 営業本部 マーケティング部長
経営企画部 光コラボレーションＰＴ担当 北村 美樹浩
日刊海事通信社＆ＳＳＫ共催セミナー
＜国土交通省／日本郵船＞国土交通省の外航海運政策と日本郵船２０１５年の投資計画
国土交通省 海事局 外航課 課長補佐 羽矢 憲史
日本郵船株式会社 企画グループ 企画グループ長 山本 昌平
－防災・減災におけるＳＮＳ等の民間情報の活用等に関する検討会報告－
－２０２０年東京オリ・パラに向けた災害警備活動－
ＳＮＳ等の民間情報を活用した防災対策と警察の災害警備活動
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 企画官 櫻井 秀和
警察庁 警備局 警備課 災害対策室 課長補佐 杉村 周一
平成２７年度情報通信月間参加行事
東日本大震災からの復興・地方創生とＩＣＴ
～総務省・会津若松市・石巻市～
総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 磯 寿生
会津若松市 企画政策部 副参事（スマートシティ推進担当） 村井 遊
石巻市 総務部 情報システム課 主査 佐藤 将
農業、医療、教育、防災等の各分野の事例
ＩＣＴ×地方創生
～今後の「まち・ひと・しごと創生」に向けたＩＣＴの活かし方・勘所～
総務省 情報通信政策課 課長補佐 白壁 角崇
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 特別理事 エグゼクティブコンサルタント 小田島 労
福岡市 市長室 広報戦略室 広報課長 白木 秀一
農業×ＩＣＴ 日本、欧州の最新動向と事業構想
～国家戦略特区のＩＣＴ農業への取組、農業・食品関連産業活性化プロジェクト～
新潟市 経済部 ニューフードバレー推進課 係長 小出 隆嗣
（株）ＧｒｅｅｎＱ Ｊａｐａｎ 上級コンサルタント アルコ・ファン・デルハウト
中部大学 教授 中部高等学術研究所 国際ＧＩＳセンター 本多 潔
（株）ＮＴＴドコモ 第一法人営業部 担当部長 農業プロジェクトリーダー 上原 宏
ネポン（株） 営業本部 ＩＣＴ担当部長 太場 次一
【日・米・独の最新動向】
ＡＩ・ロボットによる第４次産業革命とトヨタの挑戦
～医療・介護、製造業革命、自動運転、ドローンビジネス最前線～
（株）ＫＤＤＩ総研 リサーチフェロー 小林 雅一
トヨタ自動車（株） パートナーロボット部 部長 玉置 章文
データの保存場所が国外である可能性があるクラウドサーバを用いている企業
国外のクラウドサーバ上で稼働している SaaS サービスを用いている企業
国外の消費者（利用者）から直接的に個人データを取得するサービスを運営している企業は必聴！
【最新】改正・個人情報保護法への対応
ひかり総合法律事務所 弁護士 板倉 陽一郎
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開催日
６／26（金）
15195

６／29（月）
15196

６／29（月）
15205
７／21（火）
15233
７／27（月）
15240

７／29（水）
15208

７／31（金）
15234

８／４（火）
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15232
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15251

８／25（火）
15260
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内閣官房ＩＴ総合戦略室／農水省／総務省／経産省
政府新ＩＴ戦略と農業ＩＴの最前線
～標準化のガイドラインとロードマップ・ビックデータ活用～
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 企画調査官 田雑 征治 氏
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 氏
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 課長補佐 梶原 亮 氏
経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 総括係長 牧野 祐也 氏
＜経済産業省／トヨタ自動車／レノバ＞
次世代自動車リサイクルの高度化と進展
～プラスチックリサイクルの現状と課題／法施行後１０年目の検討～
経済産業省 製造産業局 自動車課 係長 榊 裕太 氏
トヨタ自動車株式会社 技術統括部 主幹 丸山 慎一 氏
株式会社レノバ プラスチックリサイクル事業部 マネージャー 宮川 英樹 氏
特許庁における情報システムの全容
～業務・システム最適化計画と最新の取組み～
特許庁 総務部 情報技術統括室長 安久 司郎 氏
ＮＴＴ東西の事業戦略２０１５
東日本電信電話（株） 経営企画部 経営管理部門長 中根 毅弘 氏
西日本電信電話（株） 経営企画部 経営管理部門長 伊藤 謙一 氏
ＮＨＫ／ＮＴＴ
２０２０年に向けたＩＣＴ新事業創出戦略
～８Ｋによる次世代放送とその先・これからのＮＴＴグループと新事業～
日本放送協会 技術局 計画部 副部長 工学博士 ＭＯＴ 浜口 斉周 氏
日本電信電話（株） 研究企画部門 サービスプロデュース担当部長 武井 伸勝 氏
内閣府／ＪＡＸＡ／Ａ．Ｔ．カーニー／ＮＥＣ／ｉｓｐａｃｅ
宇宙ビジネス・ビッグバン
－宇宙政策最新動向と産業界の事業展望
－Ｇｏｏｇｌｅ等シリコンバレーの取組みと日本企業の挑戦
内閣府 宇宙戦略室 参事官 末富 理栄 氏
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 新事業促進部 新事業課長 二俣 亮介 氏
Ａ．Ｔ．カーニー（株） プリンシパル 石田 真康 氏
日本電気（株） 宇宙システム事業部 事業部長代理
兼 ナショナルセキュリティソリューション事業部 エグゼクティブディレクター 三好 弘晃 氏
（株）ｉｓｐａｃｅ 代表取締役 袴田 武史 氏
ＮＴＴ・ドコモの人工知能・対話研究最前線と将来展望
－しゃべってコンシェル等の対話研究最新動向
－パーソナルエージェント実現に向けた会話ロボ「ＯＨａＮＡＳ」の狙いと展望
日本電信電話（株） ＮＴＴメディアインテリジェンス研究所 音声言語メディアプロジェクト
音声・言語基礎技術グループ 主任研究員 東中 竜一郎 氏
（株）ＮＴＴドコモ Ｒ＆Ｄイノベーション本部 サービスイノベーション部 部長 大野 友義 氏
【2015 夏 WWDC GoogleI/O、Build】
アップル、グーグル、そしてマイクロソフトの現地報告と徹底討論
日本マイクロソフト（株） デベロッパー エバンジェリズム統括本部
テクニカル エバンジェリズム本部 プラットフォーム エバンジェリスト 高橋 忍 氏
（株）エクサ コンサルティング推進部 安藤 幸央 氏
ジャーナリスト 西田 宗千佳 氏
（株）イード メディア事業本部 本部長 兼 レスポンス編集長 三浦 和也
【すべての会社にチャンスをもたらす真の「情報ビジネス」】
新規×事業×開発
～自社の成長ストーリーを作り込み、情報をお金に変える新しい視点～
（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 氏
「地方版総合戦略」策定前にＩＴ導入促進効果を高める
地方創生×ＩＣＴ
～政府ＩＴ政策と地方創生ＩＴ利活用促進プラン・ＮＩＣＴの自治体支援事例と地域展開～
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 西村 邦太 氏
国立研究開発法人情報通信研究機構 社会還元促進部門 統括 松尾 真一郎 氏
内閣官房・総務省
２０２０年に向けたＩＣＴ戦略
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 西村 邦太 氏
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 課長補佐（テレコム総括） 大内 康次 氏
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開催日
８／31（月）
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ＩＴ分野・２０２０年プロジェクトの要諦
「日本再興戦略」改定２０１５とデータ駆動型社会に向けた変革
日本経済再生総合事務局 参事官 野原 彰人 氏
日本経済再生総合事務局 企画官 金指 壽 氏
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課長 佐野 究一郎 氏

９／２（水）
15265

９／４（金）
15250

９／25（金）
15263

９／25（金）
15290

９／30（水）
15285

９／30（水）
15293

10／５（月）
15273

10／15（木）
15279

10／16（金）
15266

10／30（金）
15323

ネットワークの仮想化が視野に入ってきた
主要キャリアのネットワーク設備投資戦略とＮＴＴ東日本の新ビジネスと今後
（株）ＭＣＡ 取締役 小藤 秀樹
東日本電信電話（株） ＮＷ事業推進本部 設備企画部 設備計画部門 部門長 池田 敬
【６月閣議決定 骨太方針（日本再興戦略）２０１５が導く】
新事業で勝ち続けるための情報収集・利活用ノウハウ
～２０２０から２０３０年のＩＣＴ×成長産業をあぶり出す～
（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
【ＮＩＩ／産総研／フラワーロボティクス】
人工知能、ロボットの最先端
～ディープラーニング、ビッグデータ活用、自律移動で実現する人とＡＩ・ロボットが協調する未来～
国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 准教授 市瀬 龍太郎
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 副研究センター長 本村 陽一
フラワー・ロボティクス（株） チーフサイエンティスト 吉海 智晃
経済・社会的課題解決に向けたＩＣＴ関連分野の重要な取組み
科学技術イノベーション総合戦略２０１５
～ＩｏＴ、ＡＩ、ロボット×農林水産業・新産業の育成～
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官 布施田 英生
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官付 企画官 山田 広明
鉄道システム海外展開×ＩＣＴ
-国土交通省による鉄道システム技術力および競争力強化策
-日本の鉄道産業を取り巻くデバイスとＩＣＴ技術トレンド
国土交通省 鉄道局 国際課 課長 長井 総和
（株）産業タイムズ社 事業開発部 副部長 兼 編集局 編集委員 甕 秀樹
平成２８年度 ５省庁のＩＴ関連重点施策
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 下田 裕和
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 統括補佐 西潟 暢央
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
国土交通省 総合政策局 情報政策課 情報セキュリティ対策室長 渡田 滋彦
【米国各社の競争力の秘密兵器】
シリコンバレー発 人工知能ビジネス最前線
～Ｇｏｏｇｌｅ／Ａｍａｚｏｎ／Ｔｅｓｌａ／Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ～
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表 アナリスト 宮本 和明
経済産業省／国土交通省／農林水産省／厚生労働省
ロボット新戦略と新たな政府施策
経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 課長補佐（技術担当） 平田 卓也
国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 施行安全企画室長 岩見 吉輝
農林水産省 大臣官房 政策課 研究調整官 安岡 澄人
厚生労働省 老健局振興課 係長 長谷川 真也
【名古屋大学／ＤｅＮA／ＺＭＰ】
自動運転最新動向とロボットタクシーの挑戦
～ＡＩ、センサ、ソフトウェア等の連携による完全自動運転 ２０２０年実現に向けた構想～
名古屋大学 大学院情報科学研究科 准教授 加藤 真平
（株）ディー・エヌ・エー 執行役員 オートモーティブ事業部長
ロボットタクシー（株） 代表取締役社長 中島 宏
（株）ＺＭＰ 取締役 技術開発部長 三原 寛司
【ＮＴＴデータ／よしもと／ＤＭＭ／ＲＴ．ワークス】
次代の新産業を切り開くロボットビジネス４社の挑戦
（株）ＮＴＴデータ 技術開発本部 サービスイノベーションセンタ
ロボティクスインテグレーション推進室 室長 渡辺 真太郎
（株）よしもとクリエイティブ・エージェンシー よしもとロボット研究所 技術本部長 梁 弘一
（株）ＤＭＭ．Ｃｏｍ ロボット事業部 事業部長 岡本 康広
ＲＴ．ワークス（株） 代表取締役 河野 誠
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開催日
11／１０（火）
15308

11／24（火）
15358

11／25（水）
15342

11／27（金）
15377

12／８（火）
15360

12／16（水）
15359

12／16（水）
15354

12／17（木）
15382

12／18（金）
15373
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【農林水産省／ＮＴＴ／ヤマハ発動機】
スマート農業の将来 政策最新動向と２社の取組み
～平成２８年度予算概算要求／ＩＣＴ、ドローンを活用した課題解決と今後の展開～
農林水産省 生産局 農産部 技術普及課 生産資材対策室
課長補佐（スマート農業推進班担当） 角張 徹
日本電信電話（株） 研究企画部門 サービスプロデュース担当 担当部長 久住 嘉和
ヤマハ発動機（株） ビークル＆ソリューション事業本部 ＵＭＳ事業推進部開発部
ＵＡＶ開発グループ プロジェクトリーダー 中山 浩典
まち・ひと・しごと創生本部／千葉市／徳島県
加速する地方創生の最前線
～政府の最新の動きとＩＣＴ活用～
内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部 事務局 総括担当 主査 中原 一成
千葉市 総務局 次長（ＣＩＯ補佐監） 三木 浩平
徳島県 政策創造部 地方創生局 地方創生推進課 課長 平井 琢二
【２０２５年貴社は存続していますか？２０１７年ビジネス環境は激変する】
未来予測と生き残るための新規事業戦略
～Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ａｐｐｌｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＧＥ、Ｎｅｔｆｌｉｘ等グローバルイノベーターＣＥＯの頭の中をのぞく～
（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
サービス開始から１０ヶ月
ＮＴＴ東日本の光コラボレーションモデル
～ビジネスモデルの更なる進化に向けて～
東日本電信電話（株） ビジネス開発本部 第四部門長 兼 第一部門長 中村 浩
総務省ＩＣＴ関連政策の最前線
～ＩｏＴ・ビッグデータ時代の情報通信政策、ＩＣＴ利活用の推進、セキュリティ戦略など～
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 情報流通高度化推進室長 吉田 宏平
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 情報流通行政局 情報流通振興課 情報セキュリティ対策室長 大森 一顕
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課長 山碕 良志
総務省 情報流通行政局 情報通信利用促進課 課長補佐 植松 利紗
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長 今川 拓郎
パーソナルデータ利活用と改正個人情報保護法が与えるインパクト
～マイナンバー利活用、ＩｏＴ／ＡＩ・ロボット関連ビジネス推進に向けて～
（株）シーピーデザインコンサルティング 代表取締役社長
（一財）日本規格協会 ＪＩＳＱ１５００１改正原案作成委員会委員 鈴木 靖
（一財）日本情報経済社会推進協会 常務理事 電子情報利活用研究部部長 坂下 哲也
【ＮＴＴデータ経営研究所／情報通信研究機構／フジクラ／大日本印刷／東芝】
ＩｏＴ×脳科学・人工知能 最新動向と事業機会
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 研究理事 情報未来研究センター長／
応用脳科学コンソーシアム 事務局長 萩原 一平
国立研究開発法人 情報通信研究機構（ＮＩＣＴ） 脳情報融合研究センター
脳機能計測研究室 副室長 成瀬 康
経済産業省 次世代ヘルスケア産業協議会 健康投資ＷＧ専門委員
（株）フジクラ 人事・総務部 健康経営推進室 副室長 浅野 健一郎
大日本印刷（株） 研究開発センター 評価解析第１研究所 三宅 秀之
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 ニューロイノベーションユニット シニアコンサルタント 茨木 拓也
（株）東芝 研究開発センター 知識メディアラボラトリー 主任研究員 山本 雅裕
総務省／フェイスブック／セールスフォース／ツルガ
地域ＩＣＴ投資・普及促進の最前線
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 企画官 坂入 倫之
株式会社セールスフォース・ドットコム 執行役員
セールスフォース・インダストリー部 公共事業推進担当 佐々木 道代
株式会社ツルガ 代表取締役社長 敦賀 伸吾
フェイスブックジャパン株式会社 執行役員 パートナーシップ事業日本代表 横山 直人
【開発競争が加速し、早急な対応が求められる】
自動運転システムの法的実務と課題
～欧米の動向と実用化に向けた論点～
駒沢綜合法律事務所 所長・弁護士 高橋 郁夫
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開催日
12／21（月）
15375
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大量のデータ流通、パーソナルデータストア等々
ＡＩ（人工知能）でビジネス環境はこう変わる！
マーケティング３．０研究所 所長／ グロービス経営大学院 講師 松林 博文 氏
作家／ 学習コミュニティＴｈｅＷａｖｅ 代表／ ＴｈｅＷａｖｅ湯川塾・塾長
株式会社あしたラボラトリー・チーフストラテジスト 湯川 鶴章 氏

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