２０１５年 開 催 実 績 表
モバイル戦 略 特 別 セミナー
開催日
２／26（木）
15034

テ ー マ ・ 講

師

モバイルビジネスと技術の最前線
～ＫＤＤＩ研究所が取り組む新技術～
（株）ＫＤＤＩ研究所 代表取締役会長
ＵＱコミュニケーションズ（株） ＣＴＯ 渡辺 文夫 氏

３／９（月）
15074

３／10（火）
15082

３／17（火）
15084

３／27（金）
15075

４／16（木）
15094

４／30（木）
15147

５／21（木）
15156

５／22（金）
15145
５／28（木）
15169

電波法・航空法／ルール作りと活用事例
ドローン（無人航空機）関連政策とビジネス最前線
一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ） 理事長
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 氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課長 新井 孝雄 氏
国土交通省 航空局 安全部 安全企画課長 松本 大樹 氏
ブルーイノベーション（株） 代表取締役社長 熊田 貴之 氏
総務省／新世代Ｍ２Ｍコンソーシアム／サムスン／ＭＣＰＣ
ＩｏＴ・Ｍ２Ｍ 世界でどう稼ぐか
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課長 松井 俊弘 氏
新世代Ｍ２Ｍコンソーシアム 理事 木下 泰三 氏
ＩＴジャーナリスト／（株）ＫＤＤＩ総研 特別研究員 趙 章恩 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 ビジネスインテリジェンス部 グループリーダー 菰岡 真人 氏
ドコモ／ノキア／ファーウェイ
４Ｇから５Ｇへ・モバイルネットワーク最前線
（株）ＮＴＴドコモ ネットワーク部 担当部長 平松 孝朗 氏
ノキアソリューションズ＆ネットワークス（株） テクノロジー・ディレクター 赤田 正雄 氏
華為技術日本（株） マーケティング＆ソリューションセールス本部 モバイルネットワーク担当
最高技術責任者 鹿島 毅 氏
【ＭＷＣ２０１５】
モバイル・イノベーションの最先端
（株）情報通信総合研究所 グローバル研究グループ 副主任研究員 小川 敦 氏
副主任研究員 吉岡 佐和子 氏
【ＡｐｐｌｅＳＩＭの衝撃】
ＳＩＭが変えるＩｏＴ時代の通信業界エコシステム
～Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、自動車メーカー、ＭＶＮＯへの拡がりとビジネスチャンス～
（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
ＫＤＤＩ／ソフトバンク／中国・台湾
Ｍ２Ｍ・ＩｏＴビジネスの最前線
～ビジネスの課題、対応策、新たな方向性とチャンス～
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション推進本部 ビジネスインテリジェンス部 グループリーダ 菰岡 真人 氏
ソフトバンクモバイル株式会社 新規事業営業本部 事業戦略企画室長 荒木 健吉 氏
ＩＴジャーナリスト／（株）ＫＤＤＩ総研 特別研究員 趙 章恩 氏
【総務省／ドコモ／ＫＤＤＩ／ソフトバンク】
５Ｇ最新動向と３社のネットワーク戦略
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課長 布施田 英生 氏
（株）ＮＴＴドコモ 取締役 常務執行役員 ネットワーク、２０２０準備担当 大松澤 清博 氏
ＫＤＤＩ（株） 理事 技術統括本部 技術企画本部 副本部長 山森 誠司 氏
ソフトバンクモバイル（株） モバイルネットワーク企画本部 本部長 関和 智弘 氏
ドコモ光の挑戦と今後の展望
～提供の狙い、現在の状況、中長期的視点～
（株）ＮＴＴドコモ 経営企画部 事業推進室長 梶原 弘道 氏
２０２０年キャリア、メーカー、ＩＴベンダーは今、何をしなければならないのか
ドコモ・ソフトバンクの新事業へのチャレンジ
（株）ＮＴＴドコモ スマートライフビジネス本部 スマートライフ推進部
コミュニケーションサービス担当部長 藤間 良樹 氏
Ｃｌａｓｓｉ（株） 代表取締役副社長
ソフトバンクモバイル（株） プロダクト＆マーケティング統括 サービスコンテンツ本部
事業開発室 室長 加藤 理啓 氏
（株）日経ＢＰコンサルティング コンサルティング本部 ビジネスコンサルティング部
チーフコンサルタント 藤澤 一郎 氏
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開催日
６／24（水）
15199

６／30（火）
15184

６／30（火）
15191

７／1（水）
７／2（木）
15171

７／16（木）
15227
８／27（木）
15262
８／28（金）
15246

９／17（木）
９／18（金）
15249

９／24（木）
15270

９／25（金）
15275

テ ー マ ・ 講

師

【最新】ドローン安全規則動向とビジネス展望
～マルチヘリコプタの活用事例と新しい災害ロボットの開発～
一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ） 理事長
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 氏
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 アクセス開発部門長 佐々木 清治 氏
（株）菊池製作所 執行役員副社長 一柳 健 氏
【新領域拡大へ舵を切る次なる囲い込み競争】
通信キャリアの事業戦略３年後、５年後
－ＩｏＴと電力自由化はビッグチャンスか？
－光コラボの破壊力と中長期的影響
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 氏
関係６省庁／トヨタ／日産／ホンダ・一同に集結
ＩＴＳ・自動運転の最前線
～日本から自動運転のイノベーションを～
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 内藤 博道 氏
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 氏
警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐 來山 信康 氏
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 氏
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 氏
国土交通省 自動車局 技術政策課 専門官 谷口 正信 氏
トヨタ自動車（株） ＢＲ高度知能化運転支援開発室 主査 遠藤 徳和 氏
日産自動車(株) Ｒ＆Ｄエンジニアリング・マネージメント本部 グローバル技術渉外部 技術顧問 福島 正夫 氏
（株）本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター 第１２技術開発室 上席研究員 横山 利夫 氏
第１回 事業化プロデューサー養成のための「Ｍ２Ｍ／ＩｏＴビジネス実践講座」
～３０事例を読み解いてわかった初挑戦からでも成果を出す方法～
ビジネスモデル設計編 業務マネジメント編 開発実習編
ＭＣＰＣ モバイルＭ２Ｍ委員会（現Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ委員会）副委員長 菰岡 真人
顧問 入鹿山 剛堂
ＮＴＴドコモのＲ＆Ｄ戦略２０１５
～５Ｇ・ＮＦＶ・新規事業創出に向けて～
（株）ＮＴＴドコモ Ｒ＆Ｄイノベーション本部 イノベーション統括部 事業創出・投資担当部長 梅澤 良夫 氏
ドローン・ビジネスで勝つ
～市場、活用事例、バリューチェーン、リスク、法規制、成功するビジネスモデル～
（株）日立コンサルティング シニアコンサルタント 小林 啓倫 氏
【「競争」から「協創」へ】
ポイント戦国時代にドコモが打ち出す＋(プラス)ｄ の戦略
～ドコモｄポイントの狙いと今後の展望～
（株）ＮＴＴドコモ マーケティング部 ロイヤリティプログラム担当部長 岩本 和久 氏
大好評につきリピート開催
第２回 事業化プロデューサー養成のための「Ｍ２Ｍ／ＩｏＴビジネス実践講座」
～３０事例を読み解いてわかった初挑戦からでも成果を出す方法～
ビジネスモデル設計編 業務マネジメント編 開発実習編
ＭＣＰＣ モバイルＭ２Ｍ委員会（現Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ委員会）
副委員長 菰岡 真人
顧問 入鹿山 剛堂
委員 河添 純正
【ＩｏＴ・共創の時代へと変貌する】
２０２０年に向けたモバイル業界トレンドと事業機会、最新技術動向
（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 上席コンサルタント 北 俊一 氏
エリクソン・ジャパン（株） チーフ･テクノロジー・オフィサー(ＣＴＯ) 工学博士 藤岡 雅宣 氏
ＮＴＴドコモのＲ＆Ｄビジョン２０１６
（株）ＮＴＴドコモ Ｒ＆Ｄイノベーション本部 執行役員 Ｒ＆Ｄ戦略部長 中村 寛 氏
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開催日
９／28（月）
15294

９／29（火）
15295
９／30（水）
15269

９／30（水）
15296

10／７（水）
15286

11／11（水）
15313

11／20（金）
15350

12／11（金）
15355

12／14（月）
15363

12／15（火）
15369

12／16（水）
12／17（木）
15361

テ ー マ ・ 講

師

無人航空機（ドローン）の法改正と安全ルールの最前線
一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ） 理事長
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 氏
国土交通省 航空局 安全部 安全企画課長 松本 大樹 氏
一般社団法人農林水産航空協会 常務理事 長谷川 裕 氏
一般財団法人日本ラジコン電波安全協会 専務理事 神林 喜彦 氏
ＮＴＴドコモ／ソフトバンク・５Ｇ最前線
（株）ＮＴＴドコモ 先進技術研究所 ５Ｇ方式研究グループリーダ 奥村 幸彦 氏
ソフトバンク（株） 研究本部長 藤井 輝也 氏
ＮＴＴドコモ「＋ｄ」で挑むＩｏＴアーキテクチャ戦略
デバイスＷｅｂＡＰＩの狙いと展望
（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
（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 第１サービス開発担当 山添 隆文 氏
成功するＩｏＴビジネス戦略の要諦と活用事例
プライスウォーターハウスクーパース（株） シニアマネージャー 三浦 貴治 氏
（株）セールスフォース・ドットコム パートナーアライアンス／パートナーアカウント シニアマネジャー 千葉 友範 氏
（株）ジェクシード 代表取締役社長 執行役員 兼 クラウド事業本部長 野澤 裕 氏
プライスウォーターハウスクーパース（株） ディレクター 水上 晃 氏
【２０２０年に向けて変わる国内業界地図】
「ＦＩＮＴＥＣＨ」の可能性とスクエアの挑戦
～見えてきた次なる事業機会と課題、Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ、ＥＭＶ等の動向～
山本国際コンサルタンツ 代表 山本 正行 氏
Ｓｑｕａｒｅ（株） カントリーマネジャー 水野 博商 氏
【ビジネスを行う上でクリアしたい複雑な法的対応】
ドローンに対する法規制の全体像と展望、課題
－航空法改正、電波法、ＪＵＩＤＡ安全ガイドライン
－プライバシー・肖像権、土地の所有権、道路交通法・海上交通安全法・河川法等
森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士
同事務所ロボットと法研究会メンバー 戸嶋 浩二 氏／林 浩美 氏
【ＮＴＴ／ＫＤＤＩ／ノキア】
次世代通信ＮＷの最新動向と課題、展望
～将来ネットワーク、ＮＦＶ／ＳＤＮ、５Ｇ～
日本電信電話（株） ネットワーク基盤技術研究所 ネットワーク技術ＳＥプロジェクト
プロジェクトマネージャー 主席研究員 松本 公秀 氏
（株）ＫＤＤＩ研究所 統合コアネットワーク制御グループ グループリーダー 林 通秋 氏
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 本部長 柳橋 達也 氏
携帯料金値下げ首相要請の衝撃 通信キャリアの競争戦略２０１６
～光コラボ、ＳＩＭロック解除、電力自由化、５Ｇ等に波及する様々な影響～
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 氏
ＩｏＴ・５Ｇ時代のモバイル業界最新動向２０１６
３年後・５年後の事業機会を探る
（株）野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部長 桑津 浩太郎 氏
上智大学 理工学部 客員教授／第５世代移動通信フォーラム（５ＧＭＦ）顧問 服部 武 氏
ＩｏＴビジネスの最前線
～世界の先行事例、クラウドロボティクス技術、東京五輪向けＡＩ活用、スマートメーター～
（株）情報通信総合研究所 ＩＣＴ創造研究部第一研究グループ 副主任研究員 吉岡 佐和子
氏
日本電信電話（株） サービスエボリューション研究所
ネットワークロボット＆ガジェットプロジェクト 主席研究員 山田 智広 氏
ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 技術開発部 ＩｏＴクラウド戦略ユニット
兼 経営企画部 ＩｏＴ推進室 ＩｏＴ・エバンジェリスト 担当部長 境野 哲 氏
（株）インターネットイニシアティブ プロダクト本部 プロダクト推進部長 金子 健 氏
大好評につきリピート開催
第３回 事業化プロデューサー養成のための「Ｍ２Ｍ／ＩｏＴビジネス実践講座」
～３０事例を読み解いてわかった初挑戦からでも成果を出す方法～
ビジネスモデル設計編 業務マネジメント編 開発実習編
ＭＣＰＣ モバイルＭ２Ｍ委員会（現Ｍ２Ｍ／ＩｏＴ委員会）
副委員長 菰岡 真人
顧問 入鹿山 剛堂
委員 河添 純正
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開催日
12／18（金）
15346

12／18（金）
15380

12／21（月）
15379

テ ー マ ・ 講

師

【千葉大学・自律制御システム研究所／エアロセンス・ＺＭＰ】
ドローンビジネス最前線と近未来
～完全自律飛行等、急速に進化する先端技術の利活用～
千葉大学 特別教授／（株）自律制御システム研究所 代表取締役 野波 健蔵
エアロセンス（株） 取締役 事業推進担当
（株）ＺＭＰ 新規事業推進室 事業推進マネジャー（エアロセンス担当） 嶋田 悟
共催：原財団／東京大学航空イノベーション総括寄付講座／東京大学航空イノベーション研究会
国土交通省／経済産業省／ＡＮＡ／三菱重工／ＩＨＩ
航空機・ＭＲＯビジネス参入ポイント
～安全規制、産業支援策、航空会社・メーカ（機体、ジェットエンジン）の取組み～
東京大学 大学院 教授 鈴木 真二
国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課 課長 川勝 弘彦
経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 課長 飯田 健太
（株）ＡＮＡ総合研究所 主席研究員 山田 圭一
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）ＩＨＩ 航空宇宙事業本部 資材部 部長 山本 博士
経済産業省／文部科学省／ロボット革命イニシアティブ協議会／ＧＬＯＣＯＭ
ＡＩ・ＩｏＴ・ロボットの最前線
～政府の新たな取組み、各種プロジェクトの最新状況、スマートマシーンの未来～
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