２０１６年 開 催 実 績 表
環 境 ＆エネルギー戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／15（金）

テ ー マ ・ 講

師

環境省／クライメートエキスパーツ
激震するＣＯＰ２１パリ会議をどう読み取るのか
16040

１／22（金）
16047
１／25（月）
16021

１／26（火）
16015
１／28（木）
16020
２／３（水）
２／４（木）
16067

２／４（木）
16014

２／10（水）
16060

２／15（月）
16055
２／17（水）
16056

環境省 地球環境局 低炭素社会推進室長 関谷 毅史 氏
有限会社クライメート・エキスパーツ 代表・シニアリサーチフェロー 松尾 直樹 氏
電力小売自由化マーケティング戦略
株式会社アサツーディ・ケイ ストラテジック・プランニング本部 環境エネルギープロジェクト リーダー 橋本 之克
エネチェンジ株式会社 副社長 巻口 守男
＜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＞
激変する電力とガスを取り巻くビジネス２０１６
アイティメディア株式会社 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
株式会社伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役 兼 アナリスト
総合資源エネルギー調査会総合部会 電力システム改革専門委員会 委員 伊藤 敏憲
～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２０１６－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
東京電力 系統エンジニアリングセンターにおけるネットワーク強化の重点と２０１６年の展望
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
エネルギーフォーラム／ＳＳＫ共催セミナー
電力自由化と電気料金の最新動向
東京大学 社会科学研究所 教授 松村 敏弘
ソフトバンク株式会社 プロダクト＆マーケティング統括部 エナジー事業推進本部
エナジー事業統括部 事業戦略部 部長 児玉 葵
株式会社東急パワーサプライ 代表取締役社長 村井 健二
須賀川瓦斯株式会社 取締役副社長 橋本 直子
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 取締役 事業開発本部 本部長 グリーン電力事業部長 筒見 憲三
東京ガス株式会社 事業革新プロジェクト部長 笹山 晋一
森・濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗
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 佐藤 梨江子
鈴与商事株式会社 常務取締役 杉山 高広
株式会社サイサン 執行役員 エネルギー事業部 部長 鈴木 憲治
みやまスマートエネルギー株式会社 代表取締役社長 磯部 達
株式会社ケイ・オプティコム 取締役 経営本部 副本部長 橘 俊郎
【農林水産省／東京大学／新潟薬科大学／ＮＴＴデータ経営研究所／富山環境整備】
農業×ＩＣＴ×エネルギーの成長戦略とビジネス展望
～ＩｏＴの発展と再エネ等の電力ビジネスとの連携による新たな可能性～
農林水産省 食料産業局 再生可能エネルギーグループ 課長補佐 天野 絵里
東京大学 特任研究員／名誉教授 山田 一郎
(株)ＮＴＴデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティングユニット マネージャー 齊藤 三希子
(株)富山環境整備 アグリ事業本部 副本部長 高橋 亘
新潟薬科大学 応用生命科学部 生命産業創造学科 准教授 村瀬 博昭
＜総務省／東京大学／東京電力＞
ＩｏＴ×スマートメーター×デマンドレスポンス
～本格的なＩｏＴ時代の到来が電力システムにもたらすものとは～
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課 課長 藤田 和重
東京大学生産技術研究所 エネルギー工学連携研究センター 特任研究員 馬場 博幸
東京電力株式会社 スマートメーター推進室長 久世 祐輔
中部電力のエネルギー事業展開
中部電力株式会社 エネルギー事業部長 浅野 哲夫
経済産業省／東京電力／東京ガス
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックへ向けてエネルギー事業の挑戦と構築
東京電力株式会社 代表執行役副社長 技監 山口 博
経済産業省 商務情報政策局 サービス政策課長 佐々木 啓介
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
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開催日
２／19（金）
16070

２／22（月）
16066

２／23（火）
16068
２／23（火）
16074

２／24（水）
16051
２／26（金）
16082
３／23（水）
16102

３／25（金）
16086
４／26（火）
16114
４／28（木）
16143
５／20（金）
16160

５／23（月）
16165

５／24（火）
16166
５／25（水）
16161

テ ー マ ・ 講

師

大規模ＨＥＭＳの展開と活用サービス
～ＨＥＭＳを取り巻くビジネスは如何に進むのか？好評であったサービスから今後の展開を紐解く～
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐 萩谷 惟史 氏
ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 技術開発本部 技術戦略本部 担当部長 宮原 泰徳 氏
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 氏
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 氏
住友電気工業株式会社 パワーシステム研究開発センター 後藤 勲 氏
ＣＣＣマーケティング株式会社 執行役員 藤本 真佐 氏
大和ハウス工業株式会社 総合技術研究所 工業化建築技術センター 吉田 博之 氏
株式会社ｓａｓｓｏｒ 代表取締役 石橋 秀一 氏
電力自由化に向けた関西電力の取り組み
－競争力ある企業グループへの変革と新たな展開
－ガスシステム改革に向けた準備と取り組み
関西電力株式会社 お客さま本部 営業企画部門 営業企画部長
兼 お客さま本部 ガス営業部門 ガス営業部長 明徳 毅 氏
電力・ガス全面自由化で生き残るための賢いＭ＆Ａとアライアンスの進め方
株式会社ニューチャーネットワークス 代表取締役 高橋 透 氏
■環境経営特別無料セミナー
環境対策２０１６年の動向と企業経営
産業評論家 （元通産省企画官、前東京大学特任教授） 進藤 勇治 氏
株式会社ミズノ 代表取締役社長 水野 昌和 氏
国連環境計画・金融イニシアテイブ 特別顧問 末吉 竹二郎 氏
東北電力 小売全面自由化に向けた経営の力点
～「より、そう、ちから。」の実現に向けて～
東北電力株式会社 企画部 部長 新田 盛久 氏
トヨタ自動車における環境戦略
～複雑化する時代に中長期目標達成に向けた具体的な取組み～
トヨタ自動車株式会社 技術統括部長 古賀 伸彦 氏
橘川 武郎 教授／仙台市ガス小林 仁理事 特別招聘
ガス自由化の競争戦略と仙台市ガス局の展開
東京理科大学大学院イノベーション研究科 教授 橘川 武郎 氏
仙台市ガス局 理事 小林 仁 氏
株式会社ＪＥＲＡ 今後の事業展望
株式会社ＪＥＲＡ 燃料調達部長 佐藤 裕紀 氏
東京電力 技術開発戦略とオープン・イノベーション２０１６
～デジタル化が開く新たなユーティリティを目指して～
東京電力ホールディングス株式会社 技術・環境戦略ユニット技術統括室長
兼 経営企画ユニット企画室（技術担当） 北島 尚史 氏
ガス小売全面自由化の全体像と抑えておくべきポイント
～電気事業制度との類似点・相違点を踏まえた解説～
森・濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗 氏
経済産業省資源エネルギー庁「ネガワット取引の経済性等に関する検討会」委員
【トヨタ／ＪＸ／野村総研】
燃料電池車・水素エネルギー事業の最新動向
～日・欧米・アジアの先駆的な取り組み、水素供給ビジネスモデル、新車・工場のＣＯ２ゼロチャレンジ～
（株）野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部 副主任コンサルタント 小川 幸裕 氏
ＪＸエネルギー（株） 新エネルギーカンパニー 水素事業推進部 部長 和久 俊雄 氏
トヨタ自動車（株） 技術統括部 主査 佐野 誠治 氏
＜東京電力／エネチェンジ＞
ネガワット取引、ＶＰＰ×ビッグデータ活用で何が起こるのか
東京電力パワーグリッド株式会社 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 馬橋 義美津 氏
エネチェンジ株式会社 経営戦略室 室長 伊与部 誠 氏
電力小売全面自由化以降の中国電力の取り組み
中国電力株式会社 お客さまサービス本部 マネージャー 加藤 昭彦 氏
【内閣府／経済産業省／ＪＳＴ】
水素エネルギーの意義と政府の取り組み～水素社会へのシナリオ、２０３０年本格的導入に向けて～
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 塩沢 文朗 氏
経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 産業技術総括調査官（エネルギー・環境担当） 村山 昌平 氏
（国研）科学技術振興機構 環境エネルギー研究開発推進部 フェロー 青山 勝博 氏
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開催日
５／31（火）
16179
６／２（木）
16171

６／23（木）
16192
７／６（水）
16202
７／13（水）
16193

７／14（木）
16241
７／14（木）
16248

７／20（水）
16226
７／25（月）
16222
７／27（水）
16249

８／４（木）
16234

８／23（火）
16263

８／24（水）
16293
８／25（木）
16269

８／25（木）
16281

テ ー マ ・ 講

師

～２０１６年４月 新生 東京電力スタート～
東京電力エナジーパートナーのＣＳ向上に向けた取組み
東京電力エナジーパートナー株式会社 ＣＳ推進室長 奥田 高子
木質バイオマスビジネスの実態と問題解決
～事業構造と本質を知り弁護士からリスク対策を学ぶ～
弁護士法人匠総合法律事務所 弁護士 秋野 卓生
株式会社アルファフォーラム 代表取締役社長 小林 靖尚
東京電力パワーグリッド２０１６年度の展開
東京電力パワーグリッド株式会社 経営企画室 副室長 大石 峰士
～ガスシステム改革小委員会の詳細制度設計の議論を踏まえた論点整理～
ガス小売全面自由化のポイントと法律実務
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
＜セカンダリーマーケットを見据えて勝ち組となる！＞
太陽光発電所の価値を上げる７つのスキル
株式会社ビジネスシステムリノベート 経営コンサルタント 井尾 宙嗣
大英ソーラー株式会社 取締役本部長 古賀 智
西村あさひ法律事務所 弁護士 森田 桂一
中部電力 ２０１６年の成長戦略と包括的アライアンスの進展
中部電力株式会社 グループ経営戦略本部 アライアンス推進グループ グループ長 奥田 久栄
（株）経営コンサルテクノセミナー
木質バイオマス発電の燃料需給動向と調達確保に向けて～国産未利用材からＰＫＳ導入まで～
国際航業株式会社 調査・研究部 主任研究員 澤田 直美
Ｂｉｏフォレステーション株式会社 代表取締役 近藤 亮介
株式会社ＦＴカーボン 代表取締役 富士 昌孝
東京ガスの重点取組み課題と今後の展開
エネルギー大競争時代における総合エネルギー企業グループの実現に向けて
東京ガス株式会社 常務執行役員 沢田 聡
関西電力 電力流通事業本部の中期経営計画
～向う１０ヵ年の送配電事業の取組みと目指す姿～
関西電力株式会社 電力流通事業本部 電力流通企画部長 高市 和明
（株）経営コンサルテクノセミナー
電力データ活用による新たな情報サービスの展開＜エネルギービックデータ有効利用の最前線＞
東京電力ホールディング株式会社 経営技術戦略研究所 研究総括室 企画戦略グループ課長 天津 孝之
凸版印刷株式会社 事業開発・研究本部 エネルギーソリューションセンター 諸永 耕平
＜電力小売全面自由化の実務セミナー＞
新しいネットワークルールを踏まえた契約実務
～計画値同時同量制度で見直すべきポイント～
森・濱田松本法律事務所 弁護士 木山 二郎
森・濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗
経済産業省資源エネルギー庁「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会」有識者委員
「電力」「金融」両方の立場から先端実務者がノウハウ解説
電力デリバティブ
～金融工学を使った新しい電力ビジネス～
東北電力株式会社 企画部 部長 土方 薫
ガス小売全面自由化の最新動向とその法的留意点
～既存事業者および新規参入者が注意すべきポイントを詳説～
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 深津 功二
高速ＰＬＣ×ＩｏＴがもたらす新展開
～家電ネットワークの統合や新たな利用ケースへ拡がる可能性～
北陸先端科学技術大学院 大学情報科学研究科 教授／高信頼組込みシステム 教育研究センター長
スマートＩｏＴ推進フォーラム 技術戦略検討部会 技術・標準化分科会 会長 丹 康雄
ＨＤ－ＰＬＣアライアンス会長
パナソニック株式会社 ＡＶＣネットワークス社技術本部 ＰＬＣ事業推進室 室長 荒巻 道昌
東京電力ホールディングス株式会社 新成長タスクフォース事務局 部長 田中 真
（株）経営コンサルテクノセミナー
木質バイオマス発電への参入、燃料確保、発電設備～発電事業の展開、その技術要件と事例考察～
株式会社森のエネルギー研究所 取締役 菅野 明芳
中国木材株式会社 電力・設備本部長 中谷 中應
一般財団法人電力中央研究所 エネルギー技術研究所 上席研究員 市川 和芳
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開催日
８／25（木）
16242

８／26（金）
16268

９／13（火）
16294
９／15（木）
16316

９／16（金）
16314

９／23（金）
16291

９／27（火）
16313

９／28（水）
16329

９／28（水）
16297

９／30（金）
162341
10／24（月）
16335

10／25（火）
16336

テ ー マ ・ 講

師

＜ＮＥＤＯ／川崎重工業／千代田化工建設＞
水素の貯蔵運搬技術と利活用の新展開
国立研究開発法人新エネルギー・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
川崎重工業株式会社 技術開発本部 水素チェーン開発センター
プロジェクト推進部 水素エネルギー利用推進室 松本 俊一 氏
千代田化工建設株式会社 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 氏
スマートメーター×ＩｏＴ×ビッグデータ
スマートメーター利用策は？デジタル化とネットワーク融合がもたらす新たなビジネス
ＩＴコンサルタント 小林 啓倫 氏
「ソーシャルマシン Ｍ２ＭからＩｏＴへつながりが生む新ビジネス」「ＩｏＴビジネスモデル革命」 等 著者
東京電力ホールディングス株式会社 技術・環境戦略ユニット技術統括室 プロデューサー 矢田部 隆志 氏
東京電力のガス事業の概要と今後の展開
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 永澤 昌 氏
～めまぐるしく変わる事業環境～
改正ＦＩＴ法と近時の重要制度改正のポイント
経済産業省資源エネルギー庁 「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会」有識者委員
森・濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗 氏
森・濱田松本法律事務所 弁護士 木山 二郎 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
－海外電力に見る自由化と発送分離後のインプリケーション－
東京電力ホールディングス株式会社 執行役員／経営技術戦略研究所 副所長 小島 英夫 氏
森林総合研究所／匠総合法律事務所／アルファフォーラム
木質バイオマス ビジネスの勘所
～低コストでの供給確保、故障やクレーム等、直面するトラブルやリスク回避策～
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
株式会社アルファフォーラム 代表取締役社長 小林 靖尚 氏
（株）経営コンサルテクノセミナー
本格化する水素エネルギー利用と次世代発電としての水素発電の可能性
～水素社会実現に向けたネットワークの構築～
株式会社野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 新興国市場コンサルティンググループ
副主任コンサルタント 佐藤 弘幸 氏
みずほ情報総研株式会社 サイエンスソリューション部 仮屋 夏樹 氏
（株）経営コンサルテクノセミナー
Ｐｏｓｔ－ＦＩＴ（ＦＩＴ終了）後に向けた再生可能エネルギーの事業モデル転換
株式会社日本総合研究所 創発戦略センター シニアマネジャー 瀧口 信一郎 氏
ネクストエナジーアンドリソース株式会社 商品技術部長 垣本 隆司 氏
太陽光発電リサイクルのビジネスと処理技術
～膨大な廃棄量がもたらす巨大市場の特殊性～
昭和シェル石油株式会社 エネルギーソリューション事業本部 担当副部長
ソーラーフロンティア株式会社 フェロー、知財戦略室 室長 櫛屋 勝巳 氏
合同会社アールツーソリューション 代表者 小野 広弥 氏
環境省 平成２９年度予算要求と重点
環境省 大臣官房 総務課 政策調整室・政策評価室／会計課／秘書課 (併任) 総括補佐 福嶋 慶三 氏
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 課長補佐 飯野 暁 氏
農林水産省／林野庁
農山漁村の再生可能エネルギー振興策と木質バイオマス利用施策
農林水産省 食料産業局 再生可能エネルギーグループ 課長補佐 天野 絵里 氏
林野庁 林政部 木材利用課 木質バイオマス推進班 課長補佐 杉崎 浩史 氏
（株）経営コンサルテクノセミナー
次世代石炭火力発電の実用化・新技術：展望と期待
～世界に雄飛する日本の石炭火力発電新技術～
株式会社ＩＨＩ 理事 エネルギー・プラントセクター ボイラプラント事業部 事業部長 中村 忍 氏
常磐共同火力株式会社 理事 ＩＧＣＣ事業本部長 石橋 喜孝 氏
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開催日
10／25（火）
16350

10／26（水）
16331

１１／８（火）
16363
11／18（金）
16347
11／24（木）
16379

12／２（金）
16401
12／８（木）
16384
12／22（木）
16406

テ ー マ ・ 講

師

ネガワット取引とＶＰＰが動き出す
－系統からみたリソースアグリゲータのビジネス課題と技術要件
－ＶＰＰ構築を実現するための制御技術や制度設計のポイント
東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所研究総括室 田中 正博 氏
エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長 市村 健 氏
森・濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗 氏
（株）経営コンサルテクノセミナー
木質バイオマス発電事業の拡大と輸入燃料の動向・課題・可能性
～海外燃料の今後のサプライスキーム～
株式会社ＦＴカーボン 代表取締役 富士 昌孝 氏
株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔 氏
新エネルギー開発株式会社 取締役副社長 森 一晃 氏
省エネルギー・新エネルギー関連の重点施策と平成２９年度予算
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 関 大輔 氏
関西電力 再生可能エネルギー事業戦略室の戦略と展開
関西電力株式会社 再生可能エネルギー事業戦略室長 森 望 氏
ガス小売全面自由化に向けた政府の取り組みと抑えておくべきポイント
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室 室長補佐 高城 潤 氏
森・濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗 氏
「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会」有識者委員
ガス小売り事業に向けた
東京電力エナジーパートナーの事業戦略
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 佐藤 美智夫 氏
ガス小売事業の自由化に伴い必要となる法令上の対応
～関係法令の整理と、新規参入者及び既存業者に必要な準備～
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 事務局 総務課 課長補佐（法令担当） 藤本 祐太郎 氏
～政省令・ガイドラインの整備を踏まえた論点整理～
ガス小売全面自由化のポイントと法律実務
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 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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ＦＡＸ (03)5532-8851

