２０２０年 開 催 実 績 表
開催日
１／１４（火）
20039
１／１５（水）
20028

１／１６（木）
20057
１／１７（金）
20047
１／２０（月）
20012

１／２１（火）
20053

１／２２（水）
20011
１／２３（木）
20050
１／２８（火）
20013

１／３０（木）
20049

１／３１（金）
20029
２／４（火）
20035

２／５（水）
20023

２／６（木）
20060
２／６（木）
20101

ブロードバンド＆グローバル戦 略 特 別 セミナー
テ ー マ ・ 講 師
【全産業デジタル化時代に向けた】
ＧＡＦＡに学ぶＭ＆Ａ・業務提携によるＤＸ
～どのように社外のリソースを自社に取り込みデジタルトランスフォーメーションを推進するのか～
（株）ビタリー 代表取締役社長／ビジネスプロデューサー 片倉 健
ビッグデータを制すものはＡＩビジネスを制す
～ＩｏＴ時代に先駆けたスマートフォンから取得する
センサデータのビジネス活用の可能性～
ソフトバンク（株） ビッグデータ戦略室 室長 兼 （株）Ａｇｏｏｐ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 柴山 和久
イスラエル×日本のコラボで創るビッグビジネスの可能性
～新規事業を成功させる秘訣～
ミリオンステップス株式会社 取締役兼ＣＯＯ 井口 優太
新たなドローン、エアモビリティで革新する未来の空
～「４Ｄ ＧＲＡＶＩＴＹ®」が起こす次世代ドローン革命～
（株）エアロネクスト 代表取締役ＣＥＯ 田路 圭輔
【シリコンバレー最新レポート】
白熱する量子コンピュータ開発とビジネス展望
－量子コンピュータから量子インターネットまで最新技術と活用法を徹底解説－
米国 ＶｅｎｔｕｒｅＣｌｅｆ社 代表／アナリスト 宮本 和明
米国ＧＡＦＡと中国ＢＡＴＨの７つ戦略と未来予測
－アマゾン、グーグル／テンセント、百度、アリババらディスラプターとどう戦うか？どう連携するか？－
（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
ＡＩ・データ関連ビジネスにおける法的留意点
～ＡＩ技術の利用動向と、限定提供データの創設、個人情報保護を踏まえたデータ保護・管理、利活用の実務～
西村あさひ法律事務所 弁理士・弁護士 濱野 敏彦
【トヨタのサブスクリプション】
ＫＩＮＴＯが描く未来のモビリティサービス
株式会社ＫＩＮＴＯ 副社長執行役員 本條 聡
【未来予測２０２５－３０×ビジネストレンド×新規事業】
業界の枠を超えたビジネスを成功に導くための情報収集・利活用ノウハウ
～「未来構想力」の有無が優勝劣敗を分ける～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 部長 菊池 健司
【未来のコミュニケーション基盤】
ＮＴＴが推進するＩＯＷＮ構想
～Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ Ｏｐｔｉｃａｌ ａｎｄ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ～
日本電信電話（株） 研究企画部門 Ｒ＆Ｄビジョン担当部長 岩科 滋
ＡＩ・ＩｏＴ・ビッグデータの法務最前線とデジタル市場の新しいルール
森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 岡田 淳
【２０３０年以降大変革期を迎える】
中国自動車市場の最前線
～市場変化、ＣＡＳＥ革命、モビリティ社会とＭａａＳの動向、日本企業の対応～
（株）みずほ銀行 法人推進部 国際営業推進室 主任研究員
上海工程技術大学 客員教授
専修大学 社会科学研究所 客員研究員 湯 進
【年間８０００案件を扱うシリコンバレーのベンチャーキャピタリストが注目】
世界のトップ１０テクノロジートレンド２０２０
～ヘルスケア、モビリティ、量子コンピュータから宇宙開発まで～
米国 Ｐｅｇａｓｕｓ Ｔｅｃｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ，Ｃｏ－ｆｏｕｎｄｅｒ＆ＣＥＯ アニス・ウッザマン
オープンイノベーションによる事業創出とフィンテック最新グローバルトレンド
～業界の垣根を超えたコラボレーションのＫｅｙ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｆａｃｔｏｒとは～
Ｐｌｕｇ ａｎｄ Ｐｌａｙ Ｊａｐａｎ（株） Ｆｉｎｔｅｃｈ部門統括Ｄｉｒｅｃｔｏｒ 貴志 優紀
【２０２０年４月改正民法施行直前対策】
改正民法を踏まえた
ＩＴビジネスに関する契約書の修正ポイント
～どの条項をどのように修正すべきか？～
弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士 高瀬 亜富
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開催日
２／１３（木）
20051
２／１８（火）
20043
２／１９（水）
20075

２／２０（木）
20104

２／２６（水）
20109

２／２８（金）
20084

３／３（火）
20088
３／４（水）
20090

３／５（木）
20087

３／５（木）
20089

３／６（金）
20119
３／１０（火）
20056

３／１１（水）
20052
３／１１（水）
20122

３／１６（月）
20117
３／１６（月）
20115

テ ー マ ・ 講

師

サブスクリプションビジネスの動向と戦略立案
～行動データの活用と事業化のポイント～
ディーフォーディーアール（株） 代表取締役社長 藤元 健太郎 氏
自動車用パワーエレクトロニクスの最新動向と今後の展望予測
元東海大学 教授 森本 雅之 氏
【あらゆる産業で起こるゲームチェンジの時代を見越した】
デジタルトランスフォーメーションの本質と生き残りをかけた戦略
～注目テクノロジーと爆発的に成長する産業、破壊される産業～
ＤＸＴコンサルティング株式会社 代表取締役 兼安 暁 氏
量子コンピュータの将来性
～ハードとソフトの発展を見据えた量子コンピュータ活用法とロードマップ～
慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科 教授
ＩＢＭ Ｑｕａｎｔｕｍ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｈｕｂ ファウンダー
ＡＩ・高度プログラミングコンソーシアム 代表 伊藤 公平 氏
【内閣府／総務省／文部科学省】
令和２年度 人工知能の重点政策
内閣府 ご担当官
総務省 国際戦略局 技術政策課 研究推進室 室長 高村 信 氏
文部科学省 研究振興局参事官（情報担当）付 参事官補佐 出口 夏子 氏
【従来とは異なる発想・視点からの先端技術の活用】
ビッグデータ・ＡＩ活用の最新事例と事業成長への組織体制
～人とＡＩが共に成長していくビジネスモデル～
（公社）企業情報化協会 常任幹事
ＡＩ＆ロボティクス委員会 委員長 森 正弥 氏
ＮＴＴが目指すデジタルツインコンピューティング
～ヒトと社会のデジタル化を加速させる～
日本電信電話株式会社 常務理事 サービスイノベーション総合研究所長 川村 龍太郎 氏
【５Ｇ、ＬＰＷＡで激変する】
ＩｏＴビジネスの未来
～２０２５年ＩｏＴ市場規模と業界別ビジネスチャンス～
株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 代表取締役 神谷 雅史 氏
【「ＡＩゲームチェンジャー」シアトルの全貌】
アマゾンのＡＩ最新動向とｘＲの先端
～シアトルのエコシステムとの連携と注目のＡＲ、ＭＲスタートアップ～
米国Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｆｉｎｄｅｒｓ Ｃａｐｉｔａｌ ＧＰ，ＬＬＣ Ｆｏｕｎｄｅｒ 江藤 哲郎 氏
ＤａｔａＭｅｓｈ（株） マーケティング＆セールスマネージャー 鹿島田 健将 氏
中国サイバーセキュリティー法の最新要点
－データ保護等の規制内容の概観と実務対応の重要ポイント－
弁護士法人ＧＶＡ法律事務所 パートナー・弁護士 戸田 一成 氏
中国弁護士 李 昱昊 氏
量子コンピュータ、どう動いて、どう使う？
～利用法、今後の技術動向をわかりやすく解説～
日本電気株式会社 中央研究所 理事／上席技術主幹 中村 祐一 氏
～ＭａａＳ等がけん引する次世代モビリティ～
激動の運輸セクター２０２０年の動向
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
テクノロジー・ロードマップから読み解くＩＣＴの展望２０２０－２９と事業創出実践手法
株式会社ビジネス工房 代表取締役 緒方 真一 氏
【グローバルの知見・テクノロジーと人材に触れる体験型セミナー】
印タタ・グループＴＣＳから見た日本企業のＤＸ推進とリソース確保
～デジタル・ＩＴ人材確保に悩むＤＸ推進担当のあなたへ～
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 専務
チーフデジタルイノベーションオフィサー（ＣＤＩＯ） 中村 哲也 氏
個人情報保護法改正いわゆる３年ごと見直しとデータ利活用実務に与える影響
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 大井 哲也 氏
【デジタルの次の革新技術Ｂｉｏｔｅｃｈ時代の幕開け】
バイオ関連ビジネス・技術の最前線
～既に始まっている各国の覇権争い～
ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング（株） シニアマネージャー 齊藤 三希子 氏
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開催日
３／１７（火）
20129

３／１９（木）
20130

３／２３（月）
20138

３／２６（木）
20118
４／３（金）
20107
４／７（火）
20136

４／８（水）
20080

テ ー マ ・ 講 師
【Ｏｎｅ ＮＴＴによるビジネスの進化】
ＮＴＴのグローバル戦略
～グローバル事業の再編と事業強化～
日本電信電話株式会社 常務取締役 グローバルビジネス推進室長
ＮＴＴ Ｌｔｄ． 取締役会長 奥野 恒久
令和２年度 消防・防災行政の重点施策と今後の推進方策
総務省 消防庁 総務課 理事官 稲垣 英明
総務省 消防庁 総務課 課長補佐 内藤 浩由
総務省 消防庁 救急企画室 課長補佐 齋藤 健一
総務省 消防庁 防災情報室 課長補佐 七絛 勇佑
総務省 消防庁 防災課 災害対策官 外囿 暖
総務省 消防庁 地域防災室 課長補佐 石川 真也
【加速するボイステクノロジーの最前線】
音声アシスタントの２０２０年代の未来予測
～モビリティ、住宅、ヘルスケア分野などのボイスファースト時代のゲームチェンジに向けて～
株式会社ＶＯＩＣＥ ＡＬＥ 代表取締役
Ｗｏｍｅｎ ｉｎ Ｖｏｉｃｅ Ｊａｐａｎ ａｍｂａｓｓａｄｏｒ 中嶋 あいみ
ビッグデータ・ＡＩの利活用に伴う法的留意点
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 大井 哲也
データビジネスを始める際の法的留意点
～プライバシー、個人情報保護、データ取引の最新状況を踏まえ～
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士 岩田 幸剛
【モビリティ、医療、エンタメ、観光、住宅等各産業の激動の未来】
ＳＦ考証家が描く２１．５世紀のサバイバル
－ＡＩの大進化や最先端科学から斬新で説得力のあるアイデア・世界観の構築方法と未来予測の現状－
ＳＦ考証家／小説家 高島 雄哉
欧州Ｍ＆Ａ最前線
～最新トレンドにみる戦略のポイントと法的留意点～
ＧＣＡ（株） ロンドンオフィス エグゼクティブディレクター 村井 慎
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 大沼 真

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