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開催日
１／20（金）
17004
１／20（金）
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１／23（月）
17001
１／24（火）
17027
１／26（木）
17061

１／30（月）
17015
２／24（金）
17085
２／27（月）
17069
２／28（火）
17077

３／10（金）
17055

３／15（水）
17082
３／16（木）
17101

３／27（月）
17188
３／23（木）
17102
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東京電力グループの非連続な経営改革の鍵を握るデジタル化の推進
～生産性向上と新ビジネス創出を目指して～
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
トランプ新政権のエネルギー政策と影響 日本企業の今後採るべき方策
株式会社資源・食糧問題研究所 代表 柴田 明夫 氏
大手ガス３社の展開とガスシステム改革が２０１７年にもたらすものとは
－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 氏
激変する電力・ガス業界の戦略シナリオ
Ａ．Ｔ．カーニー株式会社 エネルギープラクティス プリンシパル
京都大学大学院 経済学研究科 特任准教授 筒井 慎介 氏
改正ＦＩＴ法の重要ポイントの詳説と実務への影響
－最新の調達価格等算定員会等での議論を踏また実務対策－
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
関西電力 ＶＰＰ構築に向けた取組み
関西電力株式会社 地域エネルギー本部 地域エネルギー開発グループ担当部長 石田 文章 氏
ガス小売全面自由化に向けた東京ガスの事業展開
東京ガス株式会社 執行役員 総合企画部長 笹山 晋一 氏
中部電力の技術開発とオープンイノベーション
中部電力株式会社 技術開発本部 研究企画グループ 課長 高村 幸宏 氏
ＶＰＰが動き出しＥＭＳが高度化する
～供給側と需要側が連携し加速するビジネス～
アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー マーケティング本部・環境マーケティング部 部長 甘利 健 氏
日本工営株式会社 電力事業本部福島事業所 研究開発室長 鈴木 雅登 氏
電力中央研究所／ＳＡＳＩｎｓｔｉｔｕｔｅ
デジタル化する電力事業のビジネスチャンス
一般財団法人電力中央研究所 エネルギーイノベーション創発センター
デジタルトランスフォーメーション ユニットリーダー 堤 富士雄 氏
ＳＡＳＩｎｓｔｉｔｕｔｅＪａｐａｎ株式会社 ソリューションコンサルティング本部
ＩｏＴソリューショングループ マネージャー 松園 和久 氏
中部電力のエネルギー事業展開
中部電力株式会社 執行役員 販売カンパニー エネルギー事業部長 浅野 哲夫 氏
住宅内ＩｏＴプラットフォームがＨＥＭＳを超える
－スマートホーム覇権競争の行方は？海外動向と我が国の本質
－東電ＰＧが考えるサービス事業者と「融合する」ビジネスモデルとは
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 部長
環境・エネルギー・資源戦略グループ担当 段野 孝一郎 氏
東京電力パワーグリッド株式会社 経営企画室 新事業開発グループ 中城 陽 氏
米シルバーレイク 日本代表 丸茂 正人 氏
【東京電力ホールディングス 山口博 副社長 特別招聘】
大変革の時代へ向けた未来グリッド、デジタル化戦略
東京電力ホールディングス株式会社 代表執行役副社長 山口 博 氏
日本大学／東電ＰＧ／ＮＴＴ東／ＣＡＴＶ連盟
無電柱化の胎動
国土交通省 無電柱化低コスト手法技術検討委員会 委員長
日本大学大学院 生産工学研究科 土木工学専攻
日本大学 生産工学部 土木学科 地盤工学研究室 教授 博士（工学） 秋葉 正一 氏
東京電力パワーグリッド株式会社 配電部 無電柱化推進グループマネージャー 今別府 誠 氏
東日本電信電話株式会社 ネットワーク事業推進本部 エンジニアリング部 基盤設備部門 部門長 二宮 真 氏
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 放送制度部 部長代理 小山 一樹 氏
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開催日
４／14（金）
17123

４／19（水）
17117

４／20（木）
17121
４／26（水）
17148

４／27（木）
17150

４／28（金）
17175
５／11（木）
17151
５／15（月）
17174
５／23（火）
17180
５／29（月）
17200
５／31（水）
17179
６／６（火）
17169
６／７（水）
17198
６／14（水）
17203

６／21（水）
17231

６／23（金）
17207

６／27（火）
17227
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【動き出した世界のビジネス】
低炭素社会に向けた政策最前線と新たなビジネスチャンス
～３つのゲームチェンジと日産の取組～
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 課長補佐（総括） 守谷 学 氏
公益財団法人地球環境戦略研究機関 グリーン経済領域 主任研究員 松尾 雄介 氏
日産自動車株式会社 車両生産技術本部 環境エネルギー技術部 エキスパートリーダー 岸 雄治 氏
平成２９年度からの太陽光発電設備等に対する最新税務
～新税制「中小企業経営強化税制」による即時償却～
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 氏
インフラファンドの制度・実務と今後の展開
森・濱田松本法律事務所 パートナー・弁護士 岡谷 茂樹 氏
ＶＰＰ×調整力公募×電源Ｉ´のネガワット
－東京電力パワーグリッドが期待するＶＰＰ事業と調整力入札
－本格化するＤＲ事業の方向性とエナジープールの事業戦略
東京電力パワーグリッド株式会社 系統計画室 系統技術グループマネージャー
兼 国際規格調査グループ 馬橋 義美津 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
ガス小売全面自由化後の動向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
東京電力フュエル＆パワーのデジタル化とアライアンス戦略
～次世代火力発電システムの構築・実現～
東京電力フュエル＆パワー株式会社 経営企画室 副室長 川島 謙一郎 氏
新たな電力事業制度の制度・法務に関する整理と試論
～電力システム改革貫徹委員会の中間とりまとめ等を踏まえて～
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
＜東京電力パワーグリッド＞
柔軟で強靭なネットワーク構築に向けた２０１７年の重点取り組み
東京電力パワーグリッド株式会社 系統計画室長 中澤 太郎 氏
東北電力グループ中期経営方針（２０１７～２０２０年度）
～変化をチャンスに さらなる成長へ挑戦する 東北電力グループ～
東北電力株式会社 企画部 部長 山中 貞一 氏
太陽光発電所の売却と購入＆セカンダリー取引の実務
～改正再エネ法施行を受けた契約書と法的注意点～
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 氏
関西電力 飛躍を目指す国際事業の展開
関西電力株式会社 国際事業本部 国際企画部門 国際部長 武智 芳博 氏
ＩｏＴ時代における関西電力グループ情報通信事業
～ＬＰＷＡを活用した新サービスの展開～
関西電力株式会社 ＩＴ戦略室 事業担当部長 江渕 誠 氏
九州電力 情報通信部門の今後の展開
ＩＣＴを中核とする九電グループのイノベーション創出に向けて
九州電力株式会社 上席執行役員 テクニカルソリューション統括本部 情報通信本部長 能見 和司 氏
【内閣府／ＮＥＤＯ／エネ研】
水素社会に向けた政策最新動向と市場展望
内閣府 科学技術・イノベーション担当 ディレクター 鷹觜 利公 氏
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター
再生可能エネルギーユニット エネルギーシステム・水素ユニット ユニット長 矢部 彰 氏
（一財）日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット担任補佐 （石油エコノミスト） 平井 晴己 氏
再生可能エネルギー特別措置法改正のまとめと実務対策
－今後、対応しないと取り消しになる設備認定を分かりやすく解説
－運開した発電設備の売買やＭ＆Ａなど新たな取引のメリット、デメリットを把握する
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 深津 功二 氏
平成２９年度からの太陽光発電設備等に対する最新税務
～新税制「中小企業経営強化税制」による即時償却～
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 氏
東京電力パワーグリッドの事業戦略と今後の展開
東京電力パワーグリッド株式会社 経営企画室 副室長 中村 敦 氏
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開催日
６／29（木）
17221

７／18（火）
17247
７／20（木）
17252
７／26（水）
17248

7／27（木）
17220
７／28（金）
17226
８／10（木）
17269

８／23（水）
17282

８／28（月）
17289
９／13（水）
17305
９／14（木）
17313
９／20（水）
17288

９／29（金）
17345

１０／20（金）
17350
１０／23（月）
17358
10／24（火）
17334
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協賛：エネチェンジ株式会社
～施設が電力会社を切り替える際に押さえたいポイントを整理～
法人は電力会社切替で電気代を削減できる！
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課 電力市場整備室 室長補佐 山田 大樹
四国電力株式会社 お客さま本部 営業部 東京営業グループ 統括マネージャー 森 裕
エネチェンジ株式会社 執行役員 経営戦略室 室長 伊与部 誠
電力インフラのデジタル化
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課 電力市場整備室 室長補佐 山田 大樹
アーサー・Ｄ・リトル・ジャパン株式会社 パートナー 赤峰 陽太郎
中部電力の電力ネットワークカンパニーにおける取り組み
～変わらぬ使命の完遂と新たな価値の創出の両立を目指して～
中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー ネットワーク企画室 室長 塩沢 孝則
東京電力ＰＧ／三菱総合研究所
蓄電池ビジネスと送配電事業
東京電力パワーグリッド株式会社 系統運用部 部長 今井 伸一
株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 主任研究員 長谷川 功
東京電力エナジーパートナーのガス事業販売戦略
～小口ガス販売の開始と他社提携の拡大～
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
株式会社ＪＥＲＡ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～
株式会社ＪＥＲＡ 執行役員 販売・調達・燃料事業本部長 中村 直
東京電力リニューアブルパワーカンパニー再生可能エネルギーの新たな価値創造への取り組み
－発電原価低減に向けた生産性倍増の取り組み
－水力発電１００％電気で地域とつながる新電力メニュー
東京電力ホールディングス株式会社 リニューアブルパワー・カンパニー プレジデント 小林 功
ＮＥＤＯ／ＡＩＳＴ福島研究所／デロイトトーマツ
水素社会を実現する技術と事業機会
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
国立研究開発法人産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 研究センター長 古谷 博秀
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 デロイトエクスポネンシャル シニアマネジャー 尾山 耕一
再生可能エネルギー事業のＭ＆Ａ及び流動化による資金調達
～９月末が期限の事業計画提出にも言及～
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 深津 功二
広域機関の役割と取組－間接オークションの導入－
電力広域的運営推進機関 企画部長 進士 誉夫
太陽光発電所の売却と購入＆セカンダリー取引の実務
～過積載規制を受けた契約書と法的注意点～
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
【経済産業省／野村総合研究所／東京ガス】
水素社会の実現に向けた取組みと進展 ～国内外における最新動向～
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
新エネルギーシステム課 水素・燃料電池戦略室 課長補佐 川村 伸弥
（株）野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 副主任コンサルタント 佐藤 弘幸
東京ガス（株） 技術本部 基盤技術部 基礎技術研究所長 矢加部 久孝
＜緊急開催！ＥＮＣＯＲＥＤ米国代表と韓国電力公社より要人を招聘＞
激変する韓国のエネルギー政策事情とビジネスチャンス
韓国電力公社 済州道本部 ＣＥＯ シニアバイスプレジデントＰｈ．Ｄ．ファン ウヒョン
米国ＥＮＣＯＲＥＤ Ｉｎｃ. ＣＥＯ Ｄｒ．ジョン チェ
エネルギー産業の２０５０年
Ｕｔｉｌｉｔｙ３．０へのゲームチェンジ
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 経営戦略調査室チーフエコノミスト 戸田 直樹
省エネルギー・新エネルギー重点施策と平成３０年度概算要求
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー課 課長補佐 立石 裕則
新エネルギー課 課長補佐 関 大輔
（株）経営コンサルテクノセミナー
活発化する地域ＰＰＳの設立及び可能性と実際
～地方公共団体等の役割や事業のビジネスチャンスは～
株式会社野村総合研究所 副主任コンサルタント 佐藤 弘幸
浜松市 エネルギー政策担当参与／ 株式会社浜松新電力 取締役 北村 武之
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開催日
10／26（木）
17357
10／27（金）
17336
10／30（月）
17354
10／31（火）
17380
11／7（火）
17335

11／15（水）
17371

11／16（木）
17363
11／21（火）
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東京電力パワーグリッド事業開発室の事業展開
～事業開発室とＴＥＰＣＯ ＩＥＣ株式会社の概要と事業戦略～
ＴＥＰＣＯ ＩＥＣ株式会社 代表取締役社長 難波 雅之
環境省における平成３０年度重点施策とエネルギー対策特別会計
環境省 地球環境局地球温暖化対策課 課長補佐 飯野 暁
環境省 大臣官房総合政策課政策評価室 室長補佐 沼田 正樹
東京電力エナジーパートナーのＩｏＴを活用したスマートホーム事業戦略
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 リビング事業本部長 兼 商品開発室長 田村 正
エンコアードジャパンが考える
エネルギーＩｏＴプラットフォーム
エンコアードジャパン株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ 中野 明彦
【農林水産省／京都大学／ＮＴＴ持株／ＮＴＴデータ経営研究所／和郷園】
ＡｇＴｅｃｈ（農業×テクノロジー）×エネルギー
～農業事業への新たな可能性～
農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 再生可能エネルギー室 課長補佐 川島 有子
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
（株）和郷 社長室 経営企画アドバイザー 千葉 吉史
（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
京都大学 エネルギー理工研究所 特任教授 柴田 大輔
ＮＥＸＣＯ東日本／東電パワーグリッド
道路と電力のアセットマネジメント
～老朽資産の維持、取替え実施計画と高度化の取組～
東日本高速道路株式会社 管理事業本部
ＳＭＨ推進チームリーダー 上田 功
東京電力パワーグリッド株式会社 系統計画室 系統技術グループマネージャー
兼 国際規格調査グループ 馬橋 義美津
日本における無電柱化推進の取り組みと今後の展開
国土交通省 道路局環境安全課 交通安全政策分析官 蓮見 有敏

氏
氏
氏
氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏

氏
氏
氏

東京エナジーアライアンスの事業展開
東京エナジーアライアンス株式会社 代表取締役社長 吉田 圭成 氏

17364
アズビル金門／東京ガスリキッドホールディングス

11／27（月）
17377

ＬＰＷＡ×ガスメーターの衝撃
アズビル金門株式会社 経営企画部 課長 博士(システムズ・マネジメント） 村上 英治 氏
東京ガスリキッドホールディングス株式会社 事業管理部副部長 塩野 直志 氏

12／６（水）
17402
12／６（水）

東北電力（株）電力ネットワーク本部
再生可能エネルギーの受入拡大に伴う課題への対応
東北電力株式会社 電力ネットワーク本部 電力システム部部長 山田 利之 氏
再生可能エネルギー事業のＭ＆Ａ及び流動化による資金調達

17415
12／８（金）
17389
12／12（火）
17407

12／20（水）
17418

ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 深津 功二 氏
新設「アライアンス推進室」
中部電力の成長戦略におけるアライアンスの活用
中部電力株式会社 グループ経営戦略本部 アライアンス推進室長 奥田
ＶＰＰ事業のビジネス成立要件と将来展望
電力システムとＥＶの融合
株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 電力ビジネス推進グループ
シニアプロジェクトマネジャー 三浦
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 リソースアグリゲーション推進室
プロジェクト推進グループマネージャー 篠田
エネルギー自由化時代における東京ガスの重点戦略
～東京ガスグループ２０１８－２０年度経営計画『ＧＰＳ２０２０』～
東京ガス株式会社 執行役員 総合企画部長 笹山

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

大助 氏
幸男 氏

晋一 氏

