２０１３年 開 催 実 績 表
ＩＣＴ戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／17（木）
13007

１／18（金）
13036
１／21（月）
13016
１／24（木）
13025

１／29（火）
13022

２／12（火）
13039
２／22（金）
13027

３／26（火）
13106
４／23（火）
13121
４／23（火）
５／30（木）
６／27（木）
７／26（金）
８／29（木）
９／25（水）
13119

５／15（水）
13133

５／17（金）
13153

テ ー マ ・ 講

師

IT・ネットワーク市場 2013 年の展望と IBM の技術戦略
～クラウド、ビッグデータ（アナリティクス）、OpenFlow を踏まえた今後の技術トレンド～
（株）日経 BP 日経コンピュータ編集部 副編集長 市嶋 洋平 氏
日本アイ・ビー・エム（株） グローバルテクノロジーサービス事業
ITS デリバリー 技術理事 ディスティングイッシュト・エンジニア 山下 克司 氏
ＮＴＴグループのグローバル戦略
日本電信電話（株） 取締役 グローバルビジネス推進室長 奥野 恒久 氏
オープンガバメント・オープンデータ成功の鍵
（株）富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博 氏
（株）ライフビジネスウェザー 代表取締役 石川 勝敏 氏
新春！出版記念特別セミナー
ビッグデータの活用と企業競争力
東京大学 先端科学技術研究センター 特任教授 稲田 修一 氏
（前 総務省 大臣官房 審議官）
【ICT×成長産業 2013】
新規事業・新サービス成功のための情報収集・利活用ノウハウ
～2012 年のビジネストレンド、注目企業に学ぶ勝利の法則～
(株)日本能率協会総合研究所 MDB 事業部 営業推進部 部長 菊池 健司 氏
経済産業省によるロボット介護機器の開発・導入促進施策
経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐（技術担当） 北島 明文 氏
【発展が期待される眠れる有望市場】
トヨタのパートナーロボット戦略２０１３
～様々な実証実験を踏まえてクリアすべき技術的・事業的課題と展望～
トヨタ自動車（株） パートナーロボット部 部長 玉置 章文 氏
3 年先・5 年先の新ビジネスの鉱脈を読み解く
国際比較データの収集・利活用ノウハウ
明治大学 国際日本学部 准教授 鈴木 賢志 氏
「ビッグデータ」時代の著作権法・個人情報保護法
－ビッグデータ利用で忘れられがちな著作権、避けられない個人情報保護－
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士 達野 大輔 氏
新設 ＳＳＫ アジア塾
－２１世紀はアジア再興の時代－
アジア展開策研究の場
アセアン・中国・インドビジネス３極徹底比較
＜第１回＞ はじめに「アジアビジネスの実相と課題、解決策」
＜第２回＞ 「インドビジネスの実相と課題、解決策」
＜第３回＞ 「急伸するイスラム大国インドネシア・マレーシアビジネスの実相と課題、解決策」
＜第４回＞ 「タイ・ミャンマービジネスの実相と課題、解決策」
＜第５回＞ 「中国ビジネスの実相と課題、解決策」
＜第６回＞ まとめ「アジアビジネスの実相と課題、解決策」
グローバル＆チャイナビジネスコンサルタント 代表 平沢 健一 氏
日本経済新聞社 編集局産業部兼アジア部 編集委員 後藤 康浩 氏
Sun and Sands Group 代表 サンジーヴ・スィンハ 氏
（株）ネクストマーケット・リサーチ 顧問 藤崎 照夫 氏
（有）スラマット 取締役社長 茂木 正朗 氏
アジア連携委員会委員長(前三菱商事) 中島 耕一郎 氏
前パナソニックインダストリータイ 社長／日本経済大学 経済学部 経営学科 教授 高橋 直人 氏
（株）共同通信社 情報企画本部 ミャンマー経済クラブ 業務顧問／（元ジェトロ・ヤンゴン事務所長） 荒木 義宏 氏
ジャーナリスト 作家 莫 邦富 氏
味の素（株） 前常務執行役員 中国事業本部長／立命館大学 客員教授 前田 宏一 氏
クロスボーダーグループ 代表 矢野 暁 氏
【ICT×アベノミクスで新興国ブルーオーシャン攻略のための】
＜短期・中長期別＞ 新事業・新サービスを成功に導く！
情報収集・利活用ノウハウ AtoZ
～グローバル隙間市場に挑戦する 3 つの重要ポイント～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 営業推進部 部長 菊池 健司 氏
国内外の公共ビッグデータ最前線
武雄市つながる部 企画課 企画係長／フェイスブック・シティ課 フェイスブック係長 小松 政 氏
イーコーポレーションドットジェーピー株式会社 代表取締役社長 廉 宗淳 氏
株式会社国際社会経済研究所 情報社会研究部 主幹研究員 東 富彦 氏
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開催日
５／21（火）
13131

５／23（木）
13157
５／28（火）
13139
６／11（火）
13195
６／12（水）
13196
６／25（火）
13176
６／26（水）
13205

７／２（火）
13192

７／26（金）
13169

７／30（火）
13241
７／30（火）
13254
７／31（水）
13248

８／22（木）
13269
８／23（金）
13239

８／27（火）
13257

８／28（木）
13242
９／11（水）
13273

テ ー マ ・ 講

師

【2035 年 17 億台市場をモノにする】
新興国におけるクルマの近未来
～ICT 産業から学ぶ日本勢躍進の処方箋に向けて～
（株）トヨタ IT 開発センター 代表取締役会長
電子情報通信学会フェロー IEEE フェロー 工学博士 井上 友二
光１，０００万時代に突入
ＮＴＴ東日本の平成２５年度事業計画
東日本電信電話（株） 経営企画部 経営管理部門長 中江 康二
ＮＴＴコミュニケーションズのＯｐｅｎＦｌｏｗ／ＳＤＮ戦略
ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 取締役サービス基盤部長 伊藤 幸夫
平成２５年度ＮＴＴ東日本におけるネットワーク関連事業動向
東日本電信電話（株） ＮＷ事業推進本部 企画部 事業計画部門
設備部 設備計画部門 部門長 星野 理彰
２０１３年度 ＮＴＴグループ・ＮＴＴ西日本の事業戦略
日本電信電話（株） 経営企画部門 経営企画担当部長 伊藤 浩司
西日本電信電話（株） 経営企画部 経営管理部門長 伊藤 謙一
東京都が直面する３大重要課題への挑戦と具体策
２０２０年の東京～猪瀬都政は何を目指しているのか～
東京都 知事本局 計画調整部長 澤 章

氏

氏
氏

氏
氏
氏

氏

ドコモ／ＮＴＴ東 ＮＴＴグループのクラウド戦略と今後
（株）ＮＴＴドコモ サービス＆ソリューション開発部 部長 大野 友義 氏
東日本電信電話（株） 理事／ビジネス＆オフィス事業推進本部
ソリューションエンジニアリング部 ビジネス開発部門長 志村 光昭 氏
【「Ｓｉｒｉ」を生んだＳＲＩインターナショナル（シリコンバレー）発】
ポスト「Ｓｉｒｉ」 世界を変えるイノベーションの先端
～数々の注目技術と次なる変革の芽～
ＳＲＩインターナショナル日本代表 情報科学・エンジニアリング部門 本部長 ユセフ イギデル 氏
続 ＳＳＫアジア塾 グローバル競争で勝ち抜くために！
ベトナム・タイ・ミャンマービジネス成功の秘訣
[コーディネーター]グローバル＆チャイナビジネスコンサルタント 代表 平沢 健一
クロスボーダーグループ 代表 矢野 暁
前 パナソニック インダストリー タイ 社長／日本経済大学 経済学部 経営学科 教授 高橋 直人
株式会社共同通信社 情報事業部 ミャンマー経済クラブ 企画顧問 （元ジェトロ・ヤンゴン事務所長） 荒木 義宏
ブラジル・メキシコ進出成功のための法務と実務
森・濱田松本法律事務所 弁護士 梅津 英明
ＮＴＴグループのＯ２Ｏ・ビッグデータビジネス
日本電信電話（株） 新ビジネス推進室 次長 高屋 洋一郎
【今でしょ！ 市場攻略の好機、最新成長加速化計画（ＰＡＣ２）に乗る】
ブラジル公共インフラ投資の実際と具体的参入ノウハウ
～伯政府が日本企業の参入を期待する分野と予算規模～
（株）クォンタム 代表取締役 輿石 信男
ＳｏｆｔＢａｎｋのＯ２Ｏ事業展開 ～実例効果とビックデータ活用～
ソフトバンクテレコム（株） パートナー営業本部 ソリューション推進統括部 Ｏ２Ｏ戦略企画室長
ソフトバンクギフト（株） 取締役兼ＣＯＯ 藤平 大輔
激戦のグローバル決済市場とキープレイヤーの最新動向
～Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｓｑｕａｒｅ、ＰａｙＰａｌ、キャリアＮＦＣから
Ｗａｌｍａｒｔ、ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、日本企業の事業戦略～
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
（社）電波産業協会 高度無線通信研究委員会特別委員（モバイルコマース担当） 山本 正行
マイナンバー法成立！
マイナンバー導入による関連ビジネス
（株）富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博
神奈川県 町村情報システム共同事業組合 主幹 兼 情報システム担当課長 橋本 幸治
社会保険労務士法人 大野事務所 代表社員 大野 実

氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏

氏

氏
氏
氏

情報システムプロデューサー養成講座
富士通（株） ＳＩ技術本部 モダナイゼーション事業部 ＡＰＭサービス部 部長 井口 正之 氏
富士通（株） ＳＩ技術本部 システム技術統括部 シニアマネージャー 森田 功 氏
【新規事業・新サービスを成功に導く】
ビッグデータ時代の情報収集・利活用ノウハウ
～圧倒的な情報収集力５つの要×データ分析～
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 カスタマーセンター部長 菊池 健司 氏
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開催日
９／12（木）
13286
９／20（金）
13277

９／25（水）
13172

９／25（水）
13283

１０／３（木）
13302

10／9（水）
13200

テ ー マ ・ 講

師

「未来予測２０１４－２０２５」 激動する産業界の行方を見通す
～ビジネスの変化と戦略のポイント～
（株）アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー 「未来予測レポート」シリーズ著者 田中 栄
ビッグデータ利活用とデータサイエンティストの先端
～拡大するビジネス最前線とＮＴＴぷららの挑戦～
（株）野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部 主任コンサルタント 鈴木 良介
（株）ＮＴＴぷらら 技術本部 技術開発部 担当部長 堀内 周
続 ＳＳＫアジア塾 グローバル競争で勝ち抜くために！
インド・インドネシアビジネス成功の秘訣
[コーディネーター]グローバル＆チャイナビジネスコンサルタント 代表 平沢 健一
株式会社ネクストマーケット・リサーチ 顧問 藤崎 照夫
有限会社スラマット 取締役社長 茂木 正朗
ＳＤＮ／ＮＦＶの先端動向とキャリアネットワークの展望
日本電気（株） 情報ナレッジ研究所 所長代理 岩田 淳
ＮＴＴコミュニケーションズ（株） サービス基盤部 担当部長 佐藤 陽一
日本電信電話（株） ネットワーク基盤技術研究所 ネットワーク技術ＳＥプロジェクト 主幹研究員 高谷 直樹
ジュニパーネットワークス（株） サービスプロバイダービジネス
統括本部 営業開発本部 チーフアーキテクト 長滝 信彦
内閣府副大臣 西村ヴィジョン
次なる成長戦略と東京五輪経済効果
経済再生特区構想・国土強靭化計画
〔講師〕内閣府 副大臣（経済再生/防災・国土強靭化担当） 西村 康稔
〔コーディネータ〕月刊「ニューメディア」発行人/ジャーナリスト 天野 昭

氏

氏
氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏
氏

【２０１３年の大改正と新規概念への対応策とは】
インド新会社法の衝撃
弁護士法人北浜法律事務所 弁護士 奥野 剛史 氏

11／14（木）
13345

日産自動車の調達戦略とものづくり活動の進捗及び更なる進化
－新興国市場での部品現地調達化の推進
－ＴｄＣ車種別総発生コスト低減へのチャレンジ
日産自動車（株） 常務執行役員 山内 康裕 氏

11／25（月）
13360

11／28（木）
13173

11／29（金）
13356
11／29（金）
13374
12／10（火）
13354

12／11（水）
13391

ＮＴＴグループのグローバル戦略
～グローバルクラウドの活用事例とＮＴＴＩ３の具体的な取組み～
ＮＴＴコミュニケーションズ（株） クラウドサービス部 ホスティング＆プラットフォームサービス部門
担当部長 津田 かほる 氏
ＮＴＴ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｉｎｃ． ＥＶＰ／ＣＯＯ 桑名 栄二 氏
続 ＳＳＫアジア塾 グローバル競争で勝ち抜くために！
中国・アジアビジネス成功の秘訣
[コーディネーター]グローバル＆チャイナビジネスコンサルタント 代表 平沢 健一
味の素株式会社 前常務執行役員 中国事業本部長／立命館大学 客員教授 前田 宏一
日本経済新聞社 編集局 産業部兼アジア部 編集委員 後藤 康浩
データを読み解く力をつける～数字を追うな 統計を読め～
総務省 統計局 統計調査部 消費統計課 企画官 佐藤 朋彦
Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮが推進する「爆速」経営
～「第二の創業」の挑戦～
ヤフー株式会社 執行役員 社長室長 別所 直哉
【ビジョン２０１４】
ＫＤＤＩ研究所が取り組む新技術と今後の展望
～スマホの先を見通すＲ＆Ｄの最先端～
（株）ＫＤＤＩ研究所 代表取締役会長 安田 豊
２０１４年に向けて準備
東京オリンピック開催で生まれるＩＣＴビジネスは何か
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授 原田 宗彦
綜合警備保障株式会社 執行役員 川口 正廣
柔道部 コーチ 塚田 真希
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 ソーシャルイノベーション・コンサルティング本部
特別理事 エグゼクティブコンサルタント 小田島 労

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