２０１８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（月）

テ ー マ ・ 講

師

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～
18024

１／24（水）
18018
１／25（木）
18005
１／26（金）
18013
１／30（火）
18014

１／31（水）
18020

２／７（水）
18048
２／９（金）
18060
２／16（金）
18051

２／20（火）
18085
３／７（水）

18080
３／20（火）

18092
４／６（金）
18059

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
激変する電力・ガス業界の戦略シナリオ２０１８
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 筒井 慎介 氏
激動の関東圏ガス勢力図２０１８
～これからは関東圏が本格的な主戦場となろう～
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
関西電力グループの情報通信事業
～新規事業領域への挑戦～
関西電力株式会社 ＩＴ戦略室 事業担当部長 江渕 誠 氏
東電ＰＧ／ＮＴＴインフラネット／ＣＡＴＶ連／関電工
無電柱化の推進
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
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 東日本事業本部 渉外企画室 次長 伏見 章二 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
株式会社関電工 配電本部 無電柱化推進グループリーダー 山口 正史 氏
新たな電力取引市場の概要と契約、会計実務の留意点
森・濱田松本法律事務所 弁護士 市村 拓斗 氏
電力広域的運営推進機関「容量市場の在り方等に関する検討会」委員
元 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力・ガス改革推進室 課長補佐
新日本有限責任監査法人 公認会計士 前川 和之 氏
元 経済産業省資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 課長補佐
元 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課 課長補佐
国土交通省／ＭＴＩ（日本郵船）
造船業発展に向けた施策と船舶のデジタライゼーション
国土交通省 海事局 船舶産業課 総括課長補佐 井田 充彦 氏
株式会社ＭＴＩ 船舶技術グループ 海技ＩＴチーム長 柴田 隼吾 氏
東京電力パワーグリッドの成長戦略２０１８
～Ｕｔｉｌｉｔｙ３．０の社会に向けた新たなプラットフォームの構築を目指して～
東京電力パワーグリッド株式会社 事業開発室長 難波 雅之 氏
東京電力パワーグリッド／関西電力
送配電設備を高度化する
～再エネ導入や託送料金減少で岐路を迎える事業。どう進めるのか～
関西電力株式会社 電力流通事業本部 ネットワーク技術高度化グループ チーフマネジャー 大山 雅之 氏
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
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 大臣官房総合政策課政策評価室 室長補佐 沼田 正樹 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
東京電力グループのデジタル化の推進２０１８
～東京電力のブランディングを牽引する新しい事業モデルの推進と課題～
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
平成３０年度税制改正による
省エネ再エネ高度化投資促進税制等
～省エネ設備・再生可能エネルギー設備の最新税務～
株式会社ＫＫＲコンサルティング 代表取締役 山田 純也 氏
関西電力／住友電工
ＶＰＰの実現と連携するＥＶの技術
関西電力株式会社 地域エネルギー本部 地域エネルギー技術グループ 部長 上田 智之 氏
住友電気工業株式会社 エネルギーシステム事業開発部
エネルギーシステム企画部 システム企画グループ グループ長 江村 勝治 氏
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開催日
４／18（水）
18144
４／23（月）
18142

４／25（水）
18121

５／14（月）
18159
５／15（火）
18185

５／18（金）
18122
５／22（火）
18170

５／24（木）

18158
５／25（金）
18187
５／30（水）
18150

６／６（水）
18196
６／７（木）
18174
６／11（月）
18204

６／12（火）
18154

テ ー マ ・ 講

師

中部電力における技術開発とイノベーションの取り組み
中部電力株式会社 技術開発本部 技術企画室 企画グループ長 高村 幸宏 氏
日本総研／Ａｃｃｅｌ Ｌａｂ／ソフトバンク／ＩＩＪ
拡大するスマートホーム市場と宅内ＩｏＴサービス
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
株式会社Ａｃｃｅｌ Ｌａｂ, ＣＯＯ 新貝 文将
エンコアードジャパン株式会社 事業推進本部 事業企画 部長 加藤 真一
株式会社インターネットイニシアティブ ネットワーク本部 ＩｏＴ基盤開発部長 齋藤 透
蓄電池市場の政策背景と加速するバッテリー再生ビジネス
ＥＶシフトが蓄電池ビジネスに与えるインパクト
株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部
エネルギーシステム戦略グループ 主任研究員 長谷川 功
フォーアールエナジー株式会社 フェロー 二見 徹
ついに登場した超スマート社会対応
Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０時代のＢＥＭＳと最新ビル省エネ技術
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 シニアアドバイザー 福田 一成
洋上風力発電事業を円滑に進める実践的なノウハウとポイント
～技術・契約・ファイナンス・法改正・送電の横断的見地から～
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 村上 祐亮
森・濱田松本法律事務所 オブ・カウンセル 弁護士 市村 拓斗
Ｍｏｔｔ ＭａｃＤｏｎａｌｄ Ｊａｐａｎ株式会社 代表取締役 寺澤 功
Ｍｏｔｔ ＭａｃＤｏｎａｌｄ Ｊａｐａｎ株式会社 マーチン ヤシンスキ
ＥＶが街と結びつく
さいたま市のＥＶ普及施策と東京電力の電動モビリティ活用サービス
さいたま市 環境局長 新井 仁
東京電力エナジーパートナー株式会社 常務取締役 E＆G 事業本部長 佐藤 育子
蓄電池システム最前線
～東京電力のシステム利活用と各市場が要求する課題～
東京電力ホールディングス（株） 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 （ＥＶ・蓄電池担当） 主管研究員 田代 洋一郎
三菱ＵＦＪキャピタル（株） 投資第一部部長 兼 戦略調査室長 湯木 将生
世界的ＥＶシフトと次世代自動車がリサイクル＆レアメタル業界へ与えるインパクト
～アジア圏と電池材料の先端動向にフォーカスした特別セミナー～
早稲田大学 准教授 小野田 弘士
本田技研工業株式会社 カスタマーファースト本部 資源循環推進部 阿部 知和
アイアールユニバース株式会社 代表取締役社長 棚町 裕次
エナジーゲートウェイが取り組むＩｏＴプラットフォーム事業
株式会社エナジーゲートウェイ 代表取締役社長 林 博之

氏
氏
氏
氏

氏
氏

氏

氏
氏
氏
氏

氏
氏

氏
氏

氏
氏
氏
氏

＜電力システム改革を海外事例や法務対応から学ぶ＞
日本の集中型容量市場と制度設計の論点
一般財団法人電力中央研究所 社会経済研究所
事業制度・経済分析領域 領域リーダー 副研究参事 服部 徹 氏
西村あさひ法律事務所 弁護士 松平 定之 氏
東京電力フュエル＆パワーの成長戦略とデジタライゼーション
東京電力フュエル＆パワー株式会社 技術サービス部長 村山 潔 氏
＜東京電力エナジーパートナー株式会社＞
ガス小売全面自由化開始１年の振り返りと今後の展望、更なる自由化促進に向けて
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
スマートホームからスマートライフへ
【第１部】経済産業省によるスマートライフ政策の講演
【第２部】スマートライフ実現の鍵はどこに？ご活躍の事業者を招聘しパネルディスカッション
経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 課長補佐（総括） 渡辺 琢也
積水ハウス株式会社 新規事業企画部 部長 藤岡 一郎
大和ハウス工業株式会社 主任研究員 吉田 博之
イッツ・コミュニケーションズ株式会社 執行役員 事業戦略本部長
Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 代表取締役社長 武田 浩治
シャープ株式会社 ＩｏＴ通信事業本部 ＩｏＴクラウド事業部 事業部長 白石 奈緒樹
株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 エネルギーシステム戦略グループ
主席研究員 チーフプロジェクトマネージャー 平田 直次

氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏

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 氏
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開催日

テ ー マ ・ 講
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18189

電力・ガスの小売全面自由化が開始された中での関西電力の取り組み
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 明徳 毅 氏

18227

広域機関の役割と取組
－間接オークションの導入・新市場の創設－

６／13（水）
６／19（火）

６／21（木）
18231

６／29（金）
18213
７／５（木）
18201

７／１１（水）
18229
７／24（火）
18286

７／２５（水）
18235
７／26（木）
18260
７／３０（月）
18267
７／３１（火）
18287
８／22（水）
18310
８／22（水）
18296
９／６（木）
18269

９／７（金）
18298

９／１１（火）
18293
９／13（木）
18341
９／20（木）
18347

電力広域的運営推進機関 企画部長 進士 誉夫
＜楽天株式会社＞
楽天の環境価値取引プラットフォーム戦略
楽天（株） 通信＆メディアカンパニーエネルギー事業部 ジェネラルマネージャー 菅原 雄一郎
楽天（株） エネルギー事業部 営業課 第１グループ マネージャー 須藤 啓
（株）経営コンサルテクノセミナー
最近のＬＮＧバリューチェーンの動向と今後のＬＮＧグローバルビジネスの展開
大阪ガス株式会社 資源･海外事業部 エクゼクティブ リサーチャー 宮本 彰
【内閣府／中国電力／ＭＨＰＳ／ＩＨＩ／トヨタエナジー】
水素発電、アンモニア利用の可能性と事業動向
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
中国電力（株） エネルギア総合研究所 総合エネルギー技術グループ
マネージャー(主席研究員) 谷川 博昭
三菱日立パワーシステムズ(株） ターボマシナリー本部 ガスタービン技術総括部
大型ガスタービン技術部 技監・主幹技師 谷村 聡
（株）ＩＨＩ 資源・エネルギー・環境事業領域 事業開発部 技術部統括グループ 主幹 須田 俊之
（株）トヨタエナジーソリューションズ 代表取締役社長 等 哲郎
トヨタ自動車 新規事業の取組み
～トヨタ環境チャレンジ２０５０と水素社会実現に向けたエネルギー分野の取組み～
トヨタ自動車株式会社 新事業企画部エネルギー事業室 室長 中西 勇太
（株）経営コンサルテクノセミナー
日本のバイオマス利用の再構築と燃料調達戦略
～燃料の持続可能性確保と適切な利用技術～
ＮＰＯ法人 バイオマス産業社会ネットワーク 理事長 泊 みゆき
２０２０年、２０３０年のエネルギービジネス
ブロックチェーン・ＥＶ・ＩｏＴで花開くエネルギービジネス
ＲＡＵＬ（株） 代表取締役 江田 健二
米国の再生可能エネルギー関連の最新動向とテスラのバッテリー戦略
～カリフォルニア州、ハワイ州の施策と定置型蓄電ビジネス～
クリーンエネルギー研究所 代表 阪口 幸雄
首都圏におけるＣＤエナジーダイレクトの取組み
株式会社ＣＤエナジーダイレクト 代表取締役社長 小津 慎治

氏

氏
氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏

氏

氏
氏

（株）経営コンサルテクノセミナー
ＬＮＧ燃料船とバンカリングの動向及び今後の展開
ＤＮＶ ＧＬ ＡＳ, Ｊａｐａｎ マリタイムテクノロジー アンドリサーチ マネージャ 三浦 佳範 氏
新税制「先端設備等導入計画」に係る償却資産税軽減制度
～当初３年間の償却資産税が概ね０円になる税制について～
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
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
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー 弁護士 深津 功二 氏
＜電力システム改革の制度設計を海外実例と国内の進展から読み解く＞
容量市場、需給調整市場および間接オークションを正しく理解する
電力広域的運営推進機関 企画部長 進士 誉夫
一般財団法人電力中央研究所 社会経済研究所
事業制度・経済分析領域 領域リーダー 副研究参事 服部 徹
分散型リソースがもたらす電力デジタルビジネス
～ブロックチェーン技術による電力直接取引とＶＰＰを取り巻く環境変化～
東京電力パワーグリッド株式会社 系統計画室 馬橋 義美津
関西電力株式会社 技術研究所 研究室主幹 石田 文章
東京電力ＰＧのスマートメーターシステムとデジタル化するエネルギービジネス
東京電力パワーグリッド（株） スマートメーター推進室長 藤木 武博
ＲＡＵＬ株式会社 代表取締役社長 江田 健二
東京電力パワーグリッド
系統運用業務の直面する課題と今後の展開
東京電力パワーグリッド株式会社 系統運用部 部長 田山 幸彦
（株）経営コンサルテクノセミナー
分散エネルギー、ブロックチェーン、地産地消、ローカル VPP 等経済的に自立した再生可能エネルギーの実現
株式会社スマートエナジー研究所 ファウンダー・チーフコンサルタント 中村 良道
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氏

氏
氏
氏
氏

氏
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開催日
９／28（金）
18343
1０／1７（水）
18350
1０／1８（木）
18372
1０／１９（金）
18361
1０／２３（火）
18353

1０／２５（木）
18359
1０／２６（金）
18375

11／１（木）
18398
１１／１５（木）
18383
１１／16（金）
18378

テ ー マ ・ 講

師

関西電力再生可能エネルギー事業の戦略と展開
関西電力（株）再生可能エネルギー事業戦略室 事業戦略部長 西上 宏明 氏
関西電力デジタル化の戦略とＫ４Ｄｉｇｉｔａｌの展望
Ｋ４Ｄｉｇｉｔａｌ株式会社 代表取締役社長 篠原 伸生 氏
米国のエネルギー×ブロックチェーン最前線
クリーンエネルギー研究所 代表 阪口 幸雄 氏
中部電力のアライアンス戦略
～ＪＥＲＡへの火力発電事業全面統合を出発点に目指すもの～
中部電力株式会社 コーポレート本部 アライアンス推進室長 奥田 久栄 氏
【巨大市場へと世界が動き出す】
水素エネルギーで飛躍するビジネス
～燃料電池、ＦＣＶ、エネルギーキャリア等、水素社会の全体像と展望～
武蔵野大学 客員教授／環境エコノミスト 西脇 文男 氏
中部電力が提供する「新しいコミュニティの形」とは
～中部電力グループの新しい成長分野確立に向けた取り組みと今後の展望～
中部電力株式会社 コーポレート本部 事業戦略室長 樋口 一成 氏
福島電力撤退やＪＥＰＸ西日本での価格高騰など最新事例から学ぶ
電力小売実務トラブル回避の処方箋
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社 エネルギーマネジメント事業本部 法人ビジネス部
フィールドセールスチーム マネージャー 神島 健太 氏
森・濱田松本法律事務所 オブ・カウンセル 弁護士 市村 拓斗 氏
環境省 平成３１年度予算要求と重点施策
環境省 大臣官房 総合政策課 政策評価室 統括補佐 髙林 祐也 氏
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 課長補佐 岸 雅明 氏
九電グループのイノベーションに向けたＩＣＴ戦略の具体的取組み
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
関西電力／日産自動車
クルマ×ＶＰＰ×ブロックチェーン

18415

日産自動車株式会社 グローバルＥＶ本部 ＥＶオペレーション部 主担 林 隆介 氏
関西電力株式会社 技術研究所 研究室主幹 石田 文章 氏
【ＮＥＤＯ／福島県／周南市／野村総研】
水素関連政策と活用の取組み・事業展望
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
次世代電池・水素部 燃料電池・水素グループ 統括研究員 大平 英二 氏
福島県 商工労働部 産業創出課 主幹 栗花 信介 氏
周南市 商工振興課 企業活動戦略室 室長 村林 康彦 氏
（株）野村総合研究所 コンサルティング事業本部 プリンシパル 金子 哲也 氏
環境価値取引とＲＥ１００のインパクト
～ＥＰ１００、ＥＶ１００、ＳＢＴ、ＣＤＰなどのグローバルイニシアチブと非化石証書など国内制度を巡る動き～
みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第２部 コンサルタント 中村 悠一郎 氏
大和ハウス工業 本社 技術本部 環境部 部長 小山 勝弘 氏
アスクル株式会社 CSR・総務 統括部長 梶川 伸一 氏
（株）経営コンサルテクノセミナー
太陽光発電所のセカンダリー市場・取引における法務・契約のデューデリジェンスポイントと留意点
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士 江口 直明 氏
英国の自治体電力ビジネスモデル
事例が示す自治体電力の成功モデルとそのための要件
ロンドン・リサーチ・インターナショナル 取締役会長 津村 照彦 氏
基礎から学ぶ発電プロジェクトの契約実務
－基礎・体系を押さえたうえでメガソーラーから洋上風力までフォロー
－セカンダリー取引の最新実務を含め実例に基づき分かりやすく解説
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 村上 祐亮 氏
Ｕｔｉｌｉｔｙ３．０の世界とＵｔｉｌｉｔｙ２．０（ガスシステム改革）の進捗状況について
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

18406

東京電力パワーグリッド／OCCTO
送配電設備の最適化と日本版コネクト＆マネージ

１１／20（火）
18280

1１／２２（木）
18382

１１／２８（水）
18425
12／3（月）
18337
12／7（金）
18410

12／7（金）
12／10（月）

東京電力パワーグリッド株式会社 系統計画室 室長 劉 伸行 氏
電力広域的運営推進機関（OCCTO）計画部長 藤岡 道成 氏
12／11（火）
18426

（株）経営コンサルテクノセミナー
多様化する国際ＬＮＧ市場の最新動向と今後の展開
大阪ガス株式会社 資源海外事業部 エグゼクティブ リサーチャー 宮本 彰 氏
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開催日
12／11（火）
18393

12／12（水）
18409
12／17（月）
18427
12／19（水）
18428

テ ー マ ・ 講

師

九州電力 配電線運用の高度化への取り組み
～再生可能エネルギーの導入拡大への対応～
九州電力株式会社 送配電カンパニー 配電本部 配電技術担当 部長
九州電力株式会社 送配電カンパニー 配電本部 配電制御高度化グループ グループ長
どのようなプレイヤーが参入している？注目のビジネスモデルは？
エネルギーテック海外事例ビジネスモデルまとめて一挙解説
ＲＡＵＬ株式会社 代表取締役社長
（株）経営コンサルテクノセミナー
ＬＮＧ燃料船とＬＮＧバンカリング整備その動向及び今後の展開
ＤＮＶ ＧＬ ＡＳ, Ｊａｐａｎ マリタイムテクノロジー アンドリサーチ マネージャ
（株）経営コンサルテクノセミナー
新エネルギー基本計画と再生可能エネルギー拡大利用
～あるべきエネルギー政策の姿とは～
エネルギー戦略研究所 所長／京都大学 特任教授

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

守田 賢二 氏
米倉 和彦 氏

江田 健二 氏

三浦 佳範 氏

山家 公雄 氏

