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開催日
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18011
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18034

１／23（火）
18008

１／23（火）
18046
１／24（水）
18023
１／25（木）
18040

１／25（木）
18042

１／29（月）

18049
１／30（火）
18010

１／30（火）
18076
２／２（金）
18055

テ ー マ ・ 講

師

【シリコンバレー最新レポート】
Ａｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅ、ＡｐｐｌｅのＡＩスピーカー戦略
～爆発的に普及する「会話するＡＩ」の技法徹底解析とビジネスの未来を読む～
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表／アナリスト 宮本 和明 氏
【先読みできないと生き残れない】
シンギュラリティ・ビジネス２０４５
～テクノロジーのメガトレンドと飛躍的な成長を遂げるビジネスとは～
エクスポネンシャル・ジャパン株式会社 共同代表 齋藤 和紀 氏
揺れ動くクルマ業界。欧州・中国発の政策にどう対応する？
ＥＶ大反転でバリューチェーンが激変する
～Ｔｉｅｒ１・Ｔｉｅｒ２が備えておくべきこと、生き残り策とは～
株式会社 日本電動化研究所 代表取締役 和田 憲一郎 氏
（元 三菱自動車 新世代電気自動車「ｉ-MｉEV」の開発責任者）
カノラマジャパン株式会社 代表取締役 宮尾 健 氏
（元 ＣＳＭワールドワイド（現ＩＨＳグローバル）サプライチェーン＆テクノロジー・フォーキャスト、
アジアパシフィック シニア マネージャー）
新規事業を成功させるための未来予測×情報収集・利活用ノウハウ
～未来を見据えるための５ヶ条と成長産業のあぶり出し方～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 コンサルティングサービス部 部長 菊池 健司 氏
ハウステンボスの変な事業にみる成功への近道
ハウステンボス（株） 取締役ＣＴＯ（最高技術責任者）（株）エイチ・アイ・エス 取締役ＣＩＯ（最高情報責任者）
（株）Ｈａｐｉ－ｒｏｂｏ ｓｔ 代表取締役社長 富田 直美 氏
【群馬大学／日産／アセント／ＤｅＮＡ／ＳＢドライブ】
自動運転・コネクティドカー最新動向
群馬大学大学院理工学府 准教授／次世代モビリティ社会実装研究センター 副センター長 小木津 武樹 氏
日産自動車（株） 電子技術システム技術開発本部
コネクティッドカー＆サービス開発部 テレマティクス開発グループ 主管 兼
ＡＤ＆ＡＤＡＳ先行技術開発部 ＨＤマップ開発グループ 主管 村松 寿郎 氏
アセントロボティクス（株） 代表取締役社長 石﨑 雅之 氏
（株）ディー・エヌ・エー オートモーティブ事業部 シニアマネージャー 山下 淳 氏
ＳＢドライブ（株） シニアプロジェクトマネージャー 大澤 定夫 氏
【ドコモ／ＫＤＤＩ／ソフトバンク】
ドローン最新動向と３社の戦略
（社）セキュアドローン協議会 会長／（社）ドローン自動飛行開発協会 代表理事
ドローン・ジャパン（株） 取締役会長 春原 久徳 氏
（株）ＮＴＴドコモ イノベーション統括部 事業創出・投資 担当部長 原 尚史 氏
ＫＤＤＩ（株） 商品・ＣＳ統括本部 商品戦略部長 澤田 拓也 氏
ソフトバンク コマース＆サービス（株）
ＩＣＴ事業本部 ＭＤ本部 ハードウェア統括部 統括部長 兼
ドローン＆ロボティクスマーケティング室 室長 菅野 信義 氏
【国内外最新動向と２０２０年以降の展望】
ＲＰＡ／ＨＲ ＴｅｃｈとエンタープライズＡＩの未来
～迫り来る脅威と新たなビジネスチャンス～
株式会社野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部
上級コンサルタント 上田 恵陶奈 氏
副主任コンサルタント 光谷 好貴 氏
世界的なＥＶ転換と電池、給電・充電の未来
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティ部 統括研究員
蓄電技術開発室長 細井 敬 氏
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 教授 堀 洋一 氏
（一社）チャデモ協議会 事務局長
日産自動車（株） 渉外部 部長／技術渉外部 主管／技術企画室 主管 吉田 誠 氏
（株）ＦＯＭＭ 代表取締役ＣＥＯ 鶴巻 日出夫 氏
グーグルのイノベーションの方向性 ～モバイルファーストからＡＩファーストへ～
グーグル合同会社 執行役員 公共政策・政府渉外担当 杉原 佳尭 氏
ソフトバンクのロボット事業戦略
～世界の有力企業の買収やアライアンス強化等による新展開～
ソフトバンクロボティクス株式会社 取締役／コンテンツマーケティング本部長 蓮実 一隆 氏
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開催日
２／６（火）
18053

テ ー マ ・ 講

師

【ＡＩ、ＩｏＴ、ＢｉｇＤａｔａにより大変貌する知財の役割】
生き残りと飛躍のための知財戦略
～ビジネスエコシステム、アライアンス等の戦略策定とデータ利活用契約～
東京大学政策ビジョン研究センター 教授
（一社）日本知財学会 理事・会長
内閣官房 知的財産戦略検証評価企画委員会 座長（産業財産権担当） 渡部 俊也 氏

２／７（水）
18057
２／８（木）
18056
２／８（木）
18052
２／１３（火）

18047

２／14（水）

18065

２／15（木）

【５Ｇも視野に入れた】
ＮＴＴドコモのＡＩ戦略
～ＡＩ活用したサービスの協創（＋ｄ）～
株式会社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 津田 雅之 氏
【ＡＩ時代での競争力と継続性を確保するための】
ＡＩとビッグデータを活用したビジネスにおける法務
～知的財産保護及び契約上の留意点の観点からの検討～
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 山内 真之 氏
【ＮＥＶ規制により激変する】
中国のＥＶ最新動向と将来展望
～外資、国産メーカーの対応と新規参入企業の戦略分析～
株式会社現代文化研究所 上席主任研究員 呉 保寧 氏
中国で今、起きている「デジタル革命」に
日本企業はどう対応すべきか?
亜細亜大学 都市創造学部 教授 後藤 康浩 氏
（元日本経済新聞論説委員・編集委員）
株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 グローバル金融ビジネスユニット
シニアスペシャリスト 岡野 寿彦 氏
（上海交通大学 客員教授）
【ミサワホーム／ＫＤＤＩ／東急グループ（イッツコム）】
ＡＩスピーカー、ＩｏＴとの連携で急拡大するスマートホームビジネス
（株）ミサワホーム総合研究所 フューチャーセンター 市場企画室 ＩｏＴホーム認証検討プロジェクトリーダー
ミサワホーム（株） 商品開発部 ホームＯＳ プロジェクト 飯島 雅人 氏
ＫＤＤＩ（株） 商品企画本部 ホームアライアンス企画部長 早瀬 聡 氏
イッツ・コミュニケーションズ（株） 執行役員 事業戦略本部長
Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ（株） 代表取締役社長 武田 浩治 氏
ＥＶ普及への展望とエネルギー産業への影響

18035
２／１6（金）

18037

２／23（金）
18071

自動車ジャーナリスト 川端 由美
日産自動車（株） 渉外部 部長／技術渉外部 主管／技術企画室 主管 兼務
（一社）チャデモ協議会 事務局長 吉田 誠
（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
（一財）日本エネルギー経済研究所 石油情報センター 所長 浜林 郁郎
【東京大学／農研機構／楽天／日立】
ドロ―ン利活用の最新動向
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
（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター
環境情報基盤研究領域 農業空間情報解析ユニット 上級研究員 石塚 直樹
楽天（株） 新サービス開発カンパニー事業企画部
ジェネラルマネージャー 兼 ドローン事業部 ジェネラルマネージャー
楽天ＡｉｒＭａｐ（株） 代表取締役ＣＥＯ 向井 秀明
（株）日立製作所 ＩｏＴ推進本部 担当本部長 飯野 隆之

氏
氏
氏
氏

氏
氏

氏
氏

ＡＩ、ＩｏＴ関連ビジネスと法律実務
～最新テクノロジー（ＡＩ、ＩｏＴ、自動運転等）に係る
知財、法規制、民事責任を踏まえた戦略構築～
潮見坂綜合法律事務所 弁護士 吉羽 真一郎 氏

２／23（金）

未来予測と事業創造２０２０-２０５０
～押し寄せる構造的大変化をどう解析し、どうサバイバルするか？～
18086

２／2７（火）

株式会社クリエイシオン 代表取締役 高木 利弘 氏
【内閣府／総務省／文部科学省／経済産業省】
平成３０年度 人工知能の重点政策と予算

18078

内閣府 参事官（重要課題達成担当） 新田 隆夫
総務省 国際戦略局 技術政策課 研究推進室 室長 田沼 知行
文部科学省 研究振興局 参事官（情報担当）付 専門官 邉田 憲
経済産業省 製造産業局 研究開発課 産業技術プロジェクト推進室 室長補佐 小宮 恵理子
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氏
氏
氏
氏

開催日
２／2７（火）

テ ー マ ・ 講

師

【ＮＨＫ、ケーブルラボ、ＪＯＣＤＮ】
放送、映像配信最新技術動向と中期展望
18074

３／2（金）
18058
３／６（火）
18064
３／８（木）
18083

３／９（金）
18100
３／12（月）
18101
３／15（木）
18093

３／16（金）
18077

３／19（月）
18088
３／19（月）
18105

３／20（火）

株式会社インターネットイニシアティブ 経営企画本部 配信事業推進部長
ＪＯＣＤＮ株式会社 取締役 福田 一則 氏
一般社団法人日本ケーブルラボ 企画管理部長 長尾 康之 氏
日本放送協会 技術局長・副技師長 春口 篤 氏
日産自動車のコストチャレンジ
～アライアンス拡大を背景にした購買組織変革・活動の進化～
日産自動車株式会社 常務執行役員（ＣＶＰ）アライアンス購買 担当 内田 誠 氏
【勃興する中国のデジタル経済】
アリババ、テンセント等の成長戦略
～インターネットプラス政策と巨大化するＩＣＴ企業の最新動向～
株式会社富士通総研 経済研究所 上級研究員 趙 瑋琳 氏
【異業種コラボレーション支援プログラム】 第１弾
新事業創造のカギはコラボレーション戦略
～増え続ける異業種コラボの課題と成果を挙げるための進め方～
（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
（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）デジタルイノベーション研究所 代表／クリエーター 冨永 孝 氏
【総務省／経済産業省】
平成２９年度補正・３０年度予算案とＩＣＴ施策
総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 統括補佐 恩賀 一 氏
経済産業省 商務情報政策局 総務課 総括係長 田口 周平 氏
防衛装備庁の重点施策と平成３０年度予算案
防衛装備庁 装備政策部 装備政策課 総括班長 下 幸蔵 氏
【３大メガトレンドによる地殻変動】
ＥＶ、自動運転、コネクティッドカー時代の
事業強化、新規事業展開
～電動化、ＭａａＳ、Ｖ２Ｈ 国内外最新ビジネス萌芽事例～
株式会社野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部
上級コンサルタント 下 寛和 氏
【内閣府／総務省／文部科学省／経済産業省／防衛省】
平成３０年度 宇宙関連重点施策と予算
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 参事官補佐 長宗 豊和 氏
総務省 国際戦略局 宇宙通信政策課 衛星開発推進官 中谷 純之 氏
文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課長補佐 渡邉 陽平 氏
経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙産業室 室長補佐（総括） 國澤 朋久 氏
防衛省 防衛政策局 戦略企画課 宇宙・海洋政策班長 永田 洋介 氏
【世界で急拡大するスマートホーム市場は日本で本格的に立ち上がるのか？】
ＡＩ・ＩｏＴを駆使したスマートホームビジネス
～日本で普及するための３つのポイントを抑え、ビジネスを有利に展開する～
合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション 代表社員／ＣＥＯ ＩＴコンサルタント 西 俊明
航空機産業最新動向と新規参入への挑戦
東京大学 総括プロジェクト機構（政策ビジョン研究センター・公共政策大学院兼務） 特任教授 渋武 容
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
三菱重工業（株） 民間機セグメント企画管理部 マネージング・エキスパート 伊藤 一彦
（株）武蔵情報開発 代表／産業アナリスト 杉山 勝彦

氏
氏
氏
氏
氏

平成３０年度 消防庁の重点施策とＩＣＴ活用
18079

３／22（木）
18107
３／22（木）
18091

総務省 消防庁 総務課 理事官
総務省 消防庁 総務課 消防技術専門官
総務省 消防庁 救急企画室 理事官
総務省 消防庁 防災課 防災情報室 課長補佐
総務省 消防庁 国民保護･防災部 防災課 災害対策官
総務省 消防庁 国民保護・防災部 防災課 地域防災室 課長補佐
トヨタ自動車『ＥＶ事業企画室』の具体施策
～課題と新たなビジネスへの展開～
トヨタ自動車株式会社 先行開発推進部 ＥＶ事業企画室 室長
脳科学のビジネス、組織へのインパクト
～マーケティングから経営まで、個・無意識を知り適切な打ち手をとる～
（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 マネージャー
（国研）情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 研究員
（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 コンサルタント
早稲田大学 基幹理工学部 表現工学科 教授
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滝川 聡史
守谷 謙一
大嶋 文彦
鈴木 健志
光永 祐子
森 麻理子

氏
氏
氏
氏
氏
氏

豊島 浩二 氏

茨木
西田
小林
渡邊

拓也
知史
春佳
克巳

氏
氏
氏
氏

開催日
３／26（月）

テ ー マ ・ 講

師

一般道完全自動運転とモビリティ製造の新潮流

18095
３／27（火）
181１５
３／28（水）

18097
３／28（水）

18087
３／29（木）

18116
４／11（水）
18124
４／13（金）
18111

４／17（火）
18132

４／18（水）
18139

４／19（木）
18135

４／24（火）
18128
４／27（金）
18147
４／27（金）
18106
５／11（金）
18161
５／17（木）

18169

愛知県 産業労働部 産業振興課 自動車産業グループ 担当官
名古屋大学 未来社会創造機構 知能化モビリティ研究部門 特任教授 （株）ティアフォー 取締役 二宮 芳樹
アイサンテクノロジー（株） 取締役／ＭＭＳ事業本部 本部長 佐藤 直人
（株）カブク 代表取締役 CEO 稲田 雅彦
Ａｍａｚｏｎ Ｇｏ、仮想通貨、ＱＲで変わる決済最前線
～急速に進化する技術・トレンドの国内外最新動向、ビジネスインパクト～
山本国際コンサルタンツ代表／関東学院大学経済学部講師 山本 正行
【０から１を生み出す独創的な技術開発力を誇る】
イスラエルのＩｏＴ最新動向と事業シナジー
～なぜ今注目されているのか、破壊的スタートアップ集積地の実態～
グローバルＩｏＴテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長
日本ベンチャーキャピタル協会 特別顧問 安達 俊久
【金融業界に留まらない】
世界で急拡大するブロックチェーン活用の最前線
－ヘルスケア、自動車、エネルギー業界等への影響－
フロスト＆サリバン ジャパン（株） 成長戦略コンサルティングマネージャー 伊藤 祐
コンサルティングアソシエイト ン・ディオン
【利益創出に向けた】
ＮＴＴグループのグローバル戦略
～グローバルビジネスの拡大への新たな取り組み～
日本電信電話株式会社 取締役 グローバルビジネス推進室長 奥野 恒久
【シリコンバレー最新レポート】
ＡＩスピーカー、Ａｍａｚｏｎ ＧＯ、無人運転サービス等２０１８・１９年にブレークするＡＩビジネス
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表／アナリスト 宮本 和明
デジタル・ガバメント実行計画とマイナンバーの利活用、データ連携
～政府・地方・民間全てを通じたサービスの融合に向けて～
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 内閣参事官 奥田 直彦
内閣官房 番号制度推進室 内閣参事官（兼）内閣府 大臣官房 番号制度担当室 参事官 長谷川 孝
浦安市 市民税課 税制係 係長 小泉 和久
（株）富士通総研 経済研究所 主席研究員／電子自治体推進パートナーズ 副会長 榎並 利博
アマゾンが描く２０２２年の世界
～すべての業界を震撼させる「ベゾスの大戦略」～
立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授
株式会社マージングポイント 代表取締役社長 田中 道昭

氏
氏
氏
氏

氏

氏

氏
氏

氏

氏

氏
氏
氏
氏

氏

【内閣府／国土交通省／総務省／文部科学省／経済産業省】
防災・減災に向けた政策最新動向
内閣府 政策統括官（防災担当）付 参事官（総括担当）付 参事官補佐 中川 勝博 氏
国土交通省 水管理・国土保全局防災課 大規模地震対策推進室 室長 川村 謙一 氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波部基幹・衛星移動通信課 重要無線室 室長 村上 聡 氏
文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課 担当官（調整中）
経済産業省 産業保安グループ 保安課 課長補佐（防災・危機管理兼法令担当） 郷原 遼 氏
【ソニーのＡＩ×Ｒｏｂｏｔｉｃｓ戦略】
ａｉｂｏの狙いと今後の事業展望
ソニー株式会社 事業開発プラットフォーム ＡＩロボティクスビジネスグループ
事業企画管理部 統括部長 矢部 雄平 氏
防衛省の情報セキュリティに関する契約制度と管理策
～米国国防調達の新基準導入による影響と今後のスケジュール～
防衛装備庁 長官官房 総務官付情報システム管理室 室長補佐 佐藤 健一 氏
【新たな情報財を巡る国内外国家戦略と規制の最新動向】
ＩｏＴ、ＡＩのデータ利活用に係る法律実務
桜坂法律事務所 パートナー 弁護士 林 いづみ 氏
Ａｍａｚｏｎ Ａｌｅｘａ vs Ｇｏｏｇｌｅ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｂ２Ｂ本格競争の始まり
～自動車業界を中心にプラットフォーム連携が加速する～
株式会社野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部 小山 満 氏
「成長産業×新規事業」×「未来予測」
事業構想を成功に導く情報収集・利活用ノウハウ
～２０１８年がビジネストレンドのターニングポイント～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 コンサルティングサービス部 部長 菊池 健司 氏
【データ活用が今後の競争力を決定づける】
ビッグデータの法律実務と戦略
～ビジネスストラクチャ構築の手法～
西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
経済産業省 ＡＩ・データ契約ガイドライン検討会 委員 福岡 真之介 氏
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開催日
５／18（金）

18168
５／21（月）
18175
５／24（木）

テ ー マ ・ 講

師

【シリコンバレー企業の技術力の源泉】
激変するインドＩＴ産業の実態と最先端トレンド
～アマゾン、グーグル等トップ企業はなぜバンガロールに拠点を置くのか～
ＮＡＳＳＣＯＭ日本委員会 委員長 （元ソニー・インディア・ソフトウェア・センター社長） 武鑓 行雄 氏
ブロックチェーン×ビックデータの新たな展開
～信用情報プラットフォームの構築～
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 営業統括第１営業本部第２グループ マネージャー 川越 翔一 氏
株式会社インサイト 代表取締役社長 福地 泰 氏
【ＩＴ戦略研究会主催：第九回研究会】
テクノロジーの社会実装

18205
５／30（水）
18191

５／30（水）
18190

５／31（木）
18173

５／31（木）
18167

６／７（木）
18177
６／８（金）
18178
６／14（木）
18188

６／15（金）
18181

６／19（火）
18163

総務大臣政務官 兼 内閣府大臣政務官 小林 史明
【平成３０年度「情報通信月間」参加行事】
総務省ＩＣＴ利活用政策の最前線
～未来ビジョン、情報銀行、教育、ビッグ＆オープンデータ、地域ＩｏＴ実装など～
総務省 大臣官房総括審議官（情報通信担当） 吉田 眞人
総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長 今川 拓郎 氏
総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 企画官 飯倉 主税
総務省 情報流通行政局 情報活用支援室長 田村 卓也 氏
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官 赤阪 晋介 氏
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課長 加藤 主税 氏
総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室長 松田 昇剛
【未来予測２０２５：Ａｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅらが破壊する従来のビジネス】
ＢＩＧ５の戦略と７つの勝利の方程式
～顧客インテリジェンスを握るものが世界を制する～
（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）デジタルイノベーション研究所 代表／クリエーター 冨永 孝
【米国データメジャー「ＧＡＦＡ」への対抗策】
加速するブロックチェーンビジネスの中期展望
～通信、メディア、自動車、医療・ヘルスケア、エネルギー、決済等に新たなビジネストレンドが生まれる～
株式会社コンテンツジャパン 代表取締役
株式会社ブロックチェーンハブ インダストリーアナリスト 堀 鉄彦
ＭａａＳ、自動運転の最新動向と事業機会
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 新世代移動通信システム推進室 室長 中里 学
東京大学 名誉教授／（公財）豊田都市交通研究所 所長 太田 勝敏
（株）ローランド・ベルガー パートナー 貝瀬 斉
東日本旅客鉄道（株） ＪＲ東日本研究開発センターフロンティアサービス研究所
情報デザイングループ 研究員 日高 洋祐
ＳＢドライブ（株） シニアプロジェクトマネージャー 大澤 定夫
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 社会システムデザインユニット エグゼクティブ・コンサルタント 小田島 労
拡大する宇宙関連ビジネスと法的戦略
～異業種からみた大きな事業機会と進む法制度整備～
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 水島 淳
「クルマの未来」×「成長分野」
激戦の自動車関連ビジネスを成功に導く情報収集・利活用ノウハウ
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 コンサルティングサービス部 部長 菊池 健司
空の移動革命 ～空飛ぶ車を目指して
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
経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 総括補佐 海老原 史明
（国研）宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 次世代航空イノベーションハブ
エミッションフリー航空機技術チーム長 西沢 啓
国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課長 甲田 俊博
【勃興する中国のデジタル経済】
中国のＡＩ大国へのロードマップ２０３０
～ＡＩエコシステムの育成と主要企業の最新動向～
株式会社富士通総研 経済研究所 上級研究員 趙 瑋琳
ＥＶ最前線
～２０５０年への技術展望、世界の法規制動向、トヨタの戦略～
早稲田大学 名誉教授／研究院 次世代自動車研究機構 特任研究教授 大聖 泰弘
テュフ ラインランド ジャパン株式会社 製品部 産業機器課 プロジェクトマネージャー 山木 真一
トヨタ自動車株式会社 先行開発推進部 ＥＶ事業企画室 室長 豊島 浩二
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氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏
氏
氏

開催日
６／20（水）
18200

テ ー マ ・ 講

師

【総務省／ＮＴＴＭＤ研／楽天】
ＡＩの研究開発最新動向と今後の活用展望
～エージェントサービスの将来の可能性、Ｃｒｅａｔｉｖｅ ＡＩの衝撃～
総務省 情報通信政策研究所長 井上 知義 氏
日本電信電話（株） ＮＴＴメディアインテリジェンス研究所 所長 小澤 英昭 氏
楽天（株） 執行役員／楽天技術研究所 代表 森 正弥 氏

６／21（木）
18216

６／22（金）
18166

６／22（金）
18182

６／27（水）
18218

６／29（金）
18199

７／５（木）
18203
７／５（木）
18258

７／６（金）
18225

７／９（月）
18221

７／１１（水）
18223
７／１１（水）
18234
７／１３（金）
18236

７／18（水）
18241
７／18（水）
18220

【ＡＩ技術の特性を勘案した】
ＡＩ・データ契約ガイドライン（ＡＩ編）とモデル契約の解説
～見直しが必要なデータの取扱い、ＡＩに係る責任・権利関係～
西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
経済産業省 ＡＩ・データ契約ガイドライン検討会 委員 福岡 真之介
【ＩｏＴ、ＡＩ、ブロックチェーン、ビックデータ時代に】
新事業・成長戦略を描く
イノベーションとオペレーション
～好調ソニーの変革に見る日本企業の次なる一手～
第一工業大学客員教授（元ソニー ビデオ事業本部開発部門 部長） 渡辺 哲
【異業種戦争の攻防の中、覇権を握るのは誰か】
２０２２年の次世代自動車産業と競争戦略
～クルマ、ＩＴ、電機・電子、通信、電力・エネルギー産業の戦略の構図～
立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授
株式会社マージングポイント 代表取締役社長 田中 道昭
【将来のプラットフォーム化に向けた課題と今後】
トヨタのロボット戦略最新動向
～医療機器ロボットからヒューマノイドまで～
トヨタ自動車株式会社 Ｚフロンティア部 部長 菅 敬介
＜アマゾンジャパン合同会社＞
Ａｌｅｘａ Ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ
～Ａｌｅｘａ導入を加速させるＡｌｅｘａ Ｖｏｉｃｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ～
アマゾンジャパン合同会社 Ａｌｅｘａ Ｖｏｉｃｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ本部 ＪＰ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｍａｎａｇｅｒ 田村 光
【シリコンバレー最新レポート】
Ｇｏｏｇｌｅ、ＡｍａｚｏｎのＡＩカメラ戦略と巨大産業を生むコンピュータビジョン
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表／アナリスト 宮本 和明

氏

氏

氏

氏

氏

氏

【ＩＴ戦略研究会主催：第十一回研究会】
２０２０年代に向けた
電気通信サービスと電波政策の課題
総務省 総合通信基盤局長 渡辺 克也
【２０２０年への展望】
トヨタ自動車のオリンピック・パラリンピック
レガシー創生に向けた取り組み
～自動運転社会への挑戦と水素レガシー創出に向けて～
トヨタ自動車（株） オリンピック・パラリンピック部 レガシー企画室 室長／副部長 沼田 泰
＜自民党 山際 大志郎 衆議院議員 特別招聘＞
ＴＰＰの最新動向と日本、世界への影響
～各産業へのインパクト、ビジネスチャンスと今後のシナリオ～
自由民主党 衆議院議員（元経済産業副大臣） 衆院内閣委員会 委員長 山際 大志郎
【ｅスポーツ元年】
拡大するｅスポーツビジネス最新動向と日本での事業展開に伴う法務
横浜綜合法律事務所 弁護士 大熊 一毅
日産とドコモのカーシェアへの挑戦と展望
日産自動車株式会社 日本戦略企画本部 中期戦略企画部 主担（Ｎｅｗ ｍｏｂｉｌｉｔｙ推進チーム） 高橋 雅典
株式会社ＮＴＴドコモ ライフサポートビジネス推進部 モビリティ事業担当部長 小笠原 史
＜スポーツ×ＩＣＴ＞
巨大ポテンシャルと新規事業展開
～遅れている日本のスポーツＩＣＴ産業は可能性大～
株式会社スポーツマーケティングラボラトリー 執行役員 石井 宏司
【中国のＥＶ革命２０２５】
世界を席巻する中国ＥＶ電池の最前線
株式会社みずほ銀行 国際営業部 主任研究員 湯 進
【Ａｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅ等のＡＩ戦略を理解し、マネタイズのイメージをつかむ】
ＡＩビジネスの未来予測２０２７
～先端技術をビジネスに変える３つのポイント～
（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）デジタルイノベーション研究所 代表／クリエーター 冨永 孝
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開催日
７／26（木）
18253
７／27（金）
18222

７／３１（火）
18255

８／１（水）
18245

８／１（水）
18246

８／２（木）
18256

８／３（金）
18264

８／７（火）
18259

８／20（月）
18311
８／22（水）
18302
８／24（金）
18290

８／27（月）
18250

８／28（火）
18278

テ ー マ ・ 講

師

海上保安庁の海洋情報一元化への取組み
～海洋状況表示システムの開発～
海上保安庁 海洋情報部 海洋情報課 海洋空間情報室長 古川 博康 氏
【外資規制緩和による業界再編】
中国自動車市場の覇権争いとＣＡＳＥ
～北京自動車ショーから見た世界主要メーカーのトレンド～
株式会社現代文化研究所 上席主任研究員 呉 保寧 氏
【国土交通省／経済産業省／日本郵便／京王電鉄】
物流政策と新たな技術・サービスの活用
～ＩＣＴ、ドローン、自動運転、貨客混載などへの取組みと可能性～
国土交通省 総合政策局 物流政策課 課長補佐 澤田 道雄 氏
経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 室長補佐 三藤 慧介 氏
日本郵便株式会社 郵便・物流事業企画部 担当部長 加藤 哲 氏
京王電鉄株式会社 戦略推進本部 総括担当課長 嶌田 智仁 氏
【Ａｉｒｂｎｂ、Ｌｙｆｔら世界のイノベーターの思想から】
１０年後の未来を創造し新ビジネスの予兆をつかむ
～イノベーションリサーチ×デザインの発想で、まだ世の中にないものを創り、広げる～
未来予報株式会社 代表取締役
ＳＸＳＷ公式コンサルタント 曽我 浩太郎 氏
【東京大学／ＬＩＸＩＬ／ドコモ】
コネクティッドホームの可能性
～組織を越えたデータ連携・ＩｏＴ活用～
東京大学 生産技術研究所 教授 コネクティッドホーム アライアンス 特別顧問 野城 智也 氏
株式会社ＬＩＸＩＬグループ 執行役専務 技術担当 ＣＴＯ
株式会社ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ本部長 二瓶 亮 氏
株式会社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 津田 雅之 氏
ＧＤＰＲの個人情報保護法との相違点と最新動向をふまえた法的留意点
～日本企業が対応すべき規制のポイント、対策事例～
個人情報保護委員会事務局 参事官補佐・弁護士 北山 昇 氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
経済産業省 ＡＩ・データ契約ガイドライン検討会 委員 岡田 淳 氏
【シリコンバレーの「暮らし」から読み解く】
次なるビジネスチャンスとは？
－現地での事業開発から見えた新たなビジネスの潮流
－ＳｏｆｔＢａｎｋ、Ａｍａｚｏｎなど６０社以上とのスマートハウスのイノベーション
株式会社オープンハウス 社長室 Ｃｈｉｅｆ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅｒ 森井 啓允 氏
【内閣官房／内閣府／警察庁／総務省／日産／ホンダ】
ＩＴＳ・自動運転・コネクテッドカー最前線
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 大嶋 宏明 氏
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（社会システム基盤担当）付
政策調査員 ＳＩＰ自動走行システム担当 杉江 薫 氏
警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐 上原 雄二郎 氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 新世代移動通信システム推進室 室長 中里 学 氏
日産自動車（株） コネクティドカー＆サービス開発部 テレマティクス開発グループ
兼 ＡＤ＆ＡＤＡＳ先行技術開発部 ＨＤマップ開発グループ
兼 コネクティドカー＆自動運転事業本部 モノづくりグループ 主管 村松 寿郎 氏
（株）本田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター 統合制御開発室 上席研究員
（一社）日本自動車工業会 自動運転検討会 主査 横山 利夫 氏
ＮＴＴ東西の２０１８年度事業戦略
東日本電信電話株式会社 経営企画部 経営管理部門長 三木 崇 氏
西日本電信電話株式会社 経営企画部 経営管理部門長 右田 聖秀 氏
キャッシュレス・ビジョン
～２０２５年キャッシュレス比率４０％達成の可否とビジネス展望～
山本国際コンサルタンツ代表／明治学院大学法学部講師 山本 正行 氏
【安心してＡＩ利活用ビジネスを進めるために】
ＡＩ利用製品の研究・開発・販売と知財実務・契約実務
～各フェーズに即した具体的留意点・対応策～
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士 高瀬 亜富 氏
【ＢＩＧ５も虎視眈々と狙う次世代の本命テクノロジー】
ブロックチェーンでビジネスを創出する
～仮想通貨を超える、全産業への巨大なインパクト～
（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）デジタルイノベーション研究所 代表／クリエーター 冨永 孝 氏
【経済産業省／環境省／京都大学】
セルロースナノファイバー関連施策と自動車素材への活用展望
経済産業省 製造産業局 素材産業課 革新素材室 課長補佐 岸 智之 氏
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 室長補佐 河田 陽平 氏
京都大学生存圏研究所 生物機能材料分野 特任教授 臼杵 有光 氏
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開催日
８／30（木）
18289

テ ー マ ・ 講

師

モビリティビジネスの新たな競争軸
コネクテッドカーとシェアリングサービス２０３０
～ＥＶ・自動運転の先で勝つ～
アビームコンサルティング株式会社
ＭＦＧ＆ＣＢビジネスユニット シニアマネージャー 轟木 光 氏
行政におけるＡＩ・ＲＰＡの活用動向と展望

８／31（金）
18277

９／７（金）
18271

９／７（金）
18304

９／11（火）
18299

９／13（木）
18272

９／14（金）
18273

９／20（木）
18300

９／25（火）
18313

９／26（水）
18295

９／28（金）
18326

１０／3（水）
18317

１０／4（木）
18323

（一社）行政情報システム研究所 調査普及部長 主席研究員
和歌山県 企画部 企画政策局 情報政策課 企画員
大阪府 総務部 ＩＴ・業務改革課 総括主査
富士通（株） 関西支社 第一営業部 部長
横浜市 資源循環局 政策調整部 ３Ｒ推進課 課長
（株）ＮＴＴドコモ イノベーション統括部 クラウドソリューション担当
千葉大学 社会科学研究院 准教授

狩野
田村
金島
古橋
江口
小林
横田

英司
成準
陽介
宏次
洋人
拓也
明美

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

【モビリティ業界に激動が迫る】
ＭａａＳのインパクトと展望
～シェアリング、自動運転の先の統合型プラットフォームの覇権争い～
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 井上 岳一 氏
キャッシュレス最新動向
経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 係長 小暮 千賀明 氏
株式会社トライアルホールディングス 取締役副会長 グループＣＩＯ 西川 晋二 氏
６００株式会社 代表取締役 久保 渓 氏
株式会社富士通総研 経済研究所 上級研究員 趙 瑋琳 氏
スポーツビジネス最新動向とＩＣＴ・データ活用
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授 原田 宗彦 氏
アビームコンサルティング（株） Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔセクター長／執行役員 久保田 圭一 氏
戦略ビジネスユニット マネージャー 前出 貴則 氏
データスタジアム（株） ベースボール事業部 アナリスト 金沢 慧 氏
ＣＡＴＡＰＵＬＴ ビジネス開発マネージャー 斎藤 兼 氏
コネクティッドカー関連新規ビジネスと法的留意点
～データ取引、カーシェアリング、自動運転等～
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 永田 幸洋 氏
弁護士 岩田 幸剛 氏
「未来探索×他業界・異業種の変化」
新事業成功のカギを握る情報収集・利活用ノウハウ
～ポスト２０２０そして２０２５年２０３０年を見据えて～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 コンサルティングサービス部 部長 菊池 健司 氏
【全産業が根こそぎ変わる時代の必須スキル】
エクスポネンシャル思考
～２８のテクノロジーメガトレンドを理解し未来を創る～
エクスポネンシャル・ジャパン株式会社 共同代表 齋藤 和紀 氏
【ＢＩＧ５が金融業界の解体もたらす】
フィンテックと未来予測２０２５
～ＢＩＧ５の戦略、技術、資本が社会、産業、ビジネスをかえる～
（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）デジタルイノベーション研究所 代表／クリエーター 冨永 孝 氏
＜ＩＴ超大国へ変貌＞
中国・ＡＩ、ＩｏＴ最新政策と市場動向
～キープレーヤーとビジネス最新事例から日本企業のビジネスチャンスまで～
ＦＯＲＷＡＲＤグループ総代表・CEO
ＩＰ ＦＯＲＷＡＲＤ Ｃｈｉｎａ（上海擁智商務諮詢有限公司） 董事長・総経理
ＩＰ ＦＯＲＷＡＲＤ法律特許事務所 代表弁護士・弁理士
分部 悠介 氏
【各社のビジネスモデルが明確に】
ＥＶを巡る自動車・電池業界の生き残り戦略
～ＥＶ、ＰＨＥＶ、ＨＥＶ用電池、全固体電池の展望～
名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授
エスペック（株） 上席顧問 佐藤 登 氏
【スポーツ×ＩＣＴ】
スポーツ・デジタル・イノベーション
～Ｓｐｏｒｔｓ－Ｔｅｃｈが生み出す新たなビジネスエコシステムと事業機会～
株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 情報戦略事業本部
スポーツ＆クリエイショングループリーダー
シニアマネージャー 河本 敏夫 氏
【１２５社以上を超える投資実績を持つ米国ベンチャーキャピタリストが見る】
シリコンバレーのトップ技術のトレンドとスタートアップ企業の活用モデル
～ＡＩ、ヘルスケア、量子コンピューター等～
米国 Ｆｅｎｏｘ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｃａｐｉｔａｌ，Ｍａｎａｇｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ＆ ＣＥＯ アニス・ウッザマン 氏
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開催日
1０／12（金）
18328

1０／18（木）
18318

１１／27（火）
18322

テ ー マ ・ 講

師

ＭａａＳ、ＣＡＳＥ時代に知能化で生き残る
自動車産業の新事業展開
～トヨタ、ＶＷ、Ｄａｉｍｌｅｒ他、国内外最新ビジネスモデル３０社～
株式会社野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部
上級コンサルタント 下 寛和 氏
【ビッグデータの世界２０２０】
データ流通でビジネスはどう変わるのか
～各事業分野でのデータ利活用の方向性、将来像～
株式会社日本データ取引所 代表取締役社長 森田 直一 氏
【特許情報から読み解く】
ＩＴ企業が狙う新たな自動車ビジネス
～自動運転＋シェアリングサービス、ＭａａＳの動向～
ランドンＩＰ合同会社 アナリティクスグループ ディレクター
中島 顕一 氏

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

9

ＦＡＸ (03)5532-8851

