
　　 ＢＡエグゼクティブサロンの実施状況
　

BA事務局

氏名 役職

第1回
平成16年
4月13日

藤田史郎
ＢＡ理事長、　ＮＴＴデ－タ
シニアアドバイザ－

いま何故ブロ－ドバンドか
～ブロ－ドバンド社会の背景の考察～

19名

第2回 6月18日 長谷雅彦
BA顧問、　　ＮＴＴサイバ－
スペ－ス研究所長

ブロ－ドバンド情報通信サ－ビスの展望
～サービスを支える技術動向～

20名

第3回 7月15日 佐々木隆一
ＢＡ顧問、　　（経団連）利
用者団体協議会　代表世
話人

ブロ－ドバンド環境におけるデジタルコンテンツ
ビジネスと著作権

31名

第4回 9月16日 加藤秀樹
構想日本代表、慶應義塾
大学　総合政策学部教授

アライアンス　フォ－ラム2004
東京円卓会議（報告）

27名

第5回 10月21日 三好秀和
ＢＡ顧問、　三好内外国特
許事務所会長・弁理士、
電気通信大学客員教授

ベンチャ－･中小企業の知的財産戦略　研究開
発開発型企業を目指して　～オンリ－ワン企業
を実現する知的財産権/信託業法改正に伴う新
しい知的財産活用法～

21名

第6回 11月18日 岡本比呂志
ＢＡ理事、　　　学校法人
中央情報学園　理事長

インタ－ネット大学の可能性　～ブロ－ドバンド
で高等教育はどう変わるか？～

20名

第7回
平成17年
1月20日

奈良俊哉
総務省　情報通信政策局
コンテンツ流通促進室長

総合的なデジタルコンテンツ政策の展開 21名

第8回 2月17日 高木誠一
ＮＴＴ東日本 ブロ－ドバンド
ビジネス開発部長

これからの放送通信連携 24名

第9回 3月17日 金子　満
CA研究会委員長、
東京工科大学　メディア学
部教授

ヒット映画には共通の工学的ル－ルがある～最
新ディジタルコンテンツの制作技術と大学教育
～

25名

第10回 4月14日 38名

第11回 6月29日 城所岩生
成蹊大学　法学部教授(米
国弁護士)

米国デジタル著作権戦争
～ハリウッド対シリコンバレ～

27名

第12回 7月29日 田﨑公郎
ＢＡ理事長、　　ＮＴＴアドバ
ンステクノロジ相談役

ネットワ－クから見たブロ－ドバンド 24名

第13回 9月15日 為ケ谷秀一
女子美術大学　メディアア
－ト学科教授

デジタルコンテンツの現状と人材育成 22名

第14回 10月20日 早稲田祐美子
ＢＡ顧問、　　　森・濱田松
本法律事務所　弁護士（著
作権）

コンテンツ・ビジネス（現状・法・ファイナンス） 27名

第15回 11月17日 板東浩二
㈱ぷららネットワ－クス
代表取締役社長

インターネット　と　ビジネス　－ブロードバンド
時代を目指して－

29名

第16回 1月24日 浜口直太
ＢＡ理事、㈱ジェイ・シ－・ア
イ　代表取締役社長

ブロ－ドバンド時代における〈凡人でも上場でき
る！〉起業の黄金ル－ル

32名

第17回 2月16日 飯塚久夫
ＮＴＴラ－ニングシステムズ
㈱ 代表取締役 社長

通信・放送連携問題とコンテンツ流通の展望
～ＮＴＴ　ＬＳとの関連を中心に～

34名

第18回 3月9日 稲蔭正彦
ＢＡ顧問、　　慶応義塾大
学　環境情報学部教授

｢人を楽しませる」コンテンツ戦略 22名

20
04
年
度

2023年3月

参加者数
講師

ＢＡ理事、　(財）アライアン
ス・フォ－ラム　代表理事、
デフタ・パ－トナ－ズ　グル
－プ会長

テ－マ

Ｍ＆Ａの考察とパソコン時代の終焉　～アメリカの
持株会社でイスラエルに半導体会社を設立し世
界3大有力メ－カ－の一つに育てたのち今年2月
にインテル（ＩＮＴＥＬ）と合併させた日本人の話～

原　丈人

20
05
年
度

実施日



氏名 役職

第19回 4月20日 岸上順一
日本電信電話㈱　理事　中
期経営戦略推進室　　　サ
－ビス戦略担当

ＩＰＴＶと新しいコンテンツ 34名

第20回 6月15日 持田侑宏
ＢＡ理事、　㈱富士通研究
所　顧問

海外との産学連携体験から～中国とドイツを中
心に～

22名

第21回 7月26日 菅原瑞夫
(社)日本音楽著作権協会
常任理事

ブロ－ドバンドにおける著作権の許諾環境 33名

第22回 9月26日 堀　義貴
㈱ホリプロ　代表取締役社
長

エンタティメントとは何か？ 33名

第23回 10月19日 大野 誠一
テレビポータルサービス
(株)　代表取締役社長

 テレビポータルサービス 30名

第24回 11月16日 砂川浩慶
立教大学社会学部助教
授、前日本民間放送連盟

放送とＩＰマルチキャスト 35名

　　テーマ：上場を狙う若手べンチャの事業戦略

池田武弘
(株)トリプレットゲ－ト
代表取締役ＣＥＯ

日本のワイヤレスブロードバンドサービスの現
状と今後の動向

間下直晃
(株)ブイキューブ
代表取締役社長

日本のブロードバンド環境が育てるビジュアルコ
ミュニケーション

第26回 2月22日 津田　大介 IT･音楽ジャ－ナリスト
2007年はどう動くのか
動画配信ビジネスの現在と未来

34名

第27回 3月15日 高橋幸雄
(株)ビ－バット
顧問

放送の同時再送信の円滑化
～著作権法の一部を改正する法律～

22名

第28回 4月16日 和泉法夫
日本SGI㈱
代表取締役社長　CEO

いよいよコンテンツが主役の時代に～企業/研
究者/個人が放送局(情報の発信者）になる時代
～

35名

第29回 6月21日 天野 博介
松下電工㈱　情報機器事
業本部　情報機器戦略企
画推進室　室長

ユビキタスホームネットワークシステムとＴＶセン
トリックな世界

27名

第30回 7月25日 板谷駿一
ＢＡ理事長（ＮＨＫエンタ－

プライズ　前社長）
テレビから見たブロ－ドバンド 31名

　特別企画：ＮＨＫア－カイブス（川口）施設見学会

板谷駿一
ＢＡ理事長（ＮＨＫエンタ－

プライズ　前社長）
ＮＨＫアーカイブス（川口）施設見学会

第32回 10月18日 岸原孝昌
モバイル・コンテンツ・
フォーラム　事務局長

モバイルコンテンツ関連市場1兆円の詳細 28名

第33回 11月21日 金　正勲 慶應義塾大学　准教授
デジタルコンテンツ立国に向けた韓国の取り組
み　～産業面、政策面を中心に～

33名

第34回 1月23日 安田　浩
ＢＡ理事、東京電機大学教
授、東京大学名誉教授

デジタルコンテンツ新技術動向 32名

第35回 2月21日 飯塚久夫
NECビックローブ㈱　代表
取締役社長

インターネット事業の展望と試練
～映像配信やNGNをめぐって～

４５名

第36回 3月19日 竹内冬郎
㈱ＮＨＫエンタープライズ
ライツ・アーカイブセンター
特別主幹

放送番組のネット配信～権利処理の実際～ 25名

54名

参加者数

34名

テ－マ

9月20日第31回

実施日

20
07
年
度

講師

20
06
年
度

第25回 1月31日



氏名 役職

第3７回 4月18日 持田侑宏
BA理事、フランステレコム
㈱　ＣＴＯ

フランステレコムのＩＰＴＶ事業展開 31名

第38回 6月23日 清水計宏
(有）清水メディア戦略研究
所　代表取締役

コンテンツ駆動ビジネス& メディアの社会化現象
～価値を増幅する仮想性とP2P経済の胎動～

29名

第39回 7月16日 高垣佳典
ＢＡ理事、（株）ショウタイム
代表取締役社長

ネットワークを用いた配信ビジネスの現状と課題 36名

第40回 9月25日 井上友二
ＢＡ顧問、　（社）情報通信
技術委員会　理事長

国際標準化の世界と日本のこれから進むべき
道　＝グローバルはもう古い！　新しいパラダイ
ム”地域化”でアジア連携を＝

22名

第41回 10月16日 萩本和男
ＮＴＴ未来ねっと研究所
所長

光ネットワーク技術の最新動向 2１名

第42回 11月19日 辻村清行
(株)ＮＴＴドコモ　代表取締
役副社長

ケイタイの今とこれから 39名

第43回 1月22日 黒水則顯
ＢＡ理事、（株）ＷＯＷＯＷ
取締役

２０１１年 放送と映像配信の行方
～ＷＯＷＯＷの視点から～

25名

第44回 2月19日 津田俊隆
ＢＡ理事、(株)富士通研究
所　常務取締役

これからのネットワークについての一考察 28名

第45回 3月19日 岩浪剛太
（株）インフォシティ
代表取締役

デジタルネットワークによる映像コンテンツサー
ビスの動向

31名

第46回 4月15日 板垣陽治
(株)フジテレビジョン
技術開発局　専任局長

Ａｒｏｕｎｄ　放送番組著作権２００９
～ドメステックな議論にグローバルな座標軸
を！～

25名

第47回 6月19日 石橋 聡
ＮＴＴサイバースペース研
究所　所長

ＮＧＮ今後のサービス展開－次世代映像通信
サービスと技術動向－

２５名

第４８回 7月22日 安田　浩
ＢＡ理事、東京電機大学教
授、東京大学名誉教授

紫綬褒章受章特別卓話　～創造性・映像感性
涵養を目指す新教育体系の構築～

24名

第４9回 9月17日 関口和一
日本経済新聞社　編集局
産業部編集委員兼論説委
員

クラウド時代のメディアの新潮流 31名

第50回 10月20日 谷脇康彦　
総務省　情報通信国際戦
略局 情報通信政策課長

ＩＣＴと経済成長 50名

第51回 1月19日 壇俊光
弁護士　Winny弁護団事務
局長

ＢＡエクゼクティブサロン講義　Winny事件について 32名

第52回 2月18日 川邊健太郎
株式会社GyaO 代表取締
役社長

株式会社ＧyaＯの展開とYahoo! JAPAN映像事業
の再構築について

37名

第53回 3月18日 遠藤　諭
（株）アスキー・メディアワーク
ス アスキー総合研究所
所長

１万人調査から見る電子書籍・電子配信の行方 39名

実施日 参加者数テ－マ

20
09
年
度

20
08
年
度

講師



氏名 役職

第54回 4月14日 宮井 宏
パナソニック株式会社　ＡＶＣ
ネットワークス社　高臨場感Ａ
Ｖ開発センター所長

パナソニック３Ｄの取り組み－フルＨＤ方式の提
案と標準化－

34名

第55回 6月17日 丸山不二夫
早稲田大学客員教授
日本Androidの会 会長

クラウドとクラウド・デバイス 36名

第56回 7月15日 阿佐美弘恭
株式会社ＮＴＴドコモ 執行
役員　コンシューマサービ
ス部長

モバイルでの検索エンジンとエージェントサービ
ス（iコンシェル）の動向

28名

第57回 9月30日 高川雄一郎
早稲田大学　国際情報通
信研究センター　客員研究
員

どうなるICT市場の潮流
～2010年後半戦を予測する～

34名

第58回 10月21日 野坂章雄　
UQコミュニケーションズ株
式会社 代表取締役社長

WiMAXが切り拓くモバイルブロードバンドの世界 27名

第59回 11月18日 今和泉仁
株式会社 ＮＨＫエンタープラ
イズ　国際事業センター　国
際企画部　部長

欧米におけるOTTとConnectedTVの動向 32名

第60回 1月20日 小笠原雅弘
ＮＥＣ航空宇宙システム　シ
ニアエキスパート

太陽系大航海時代の幕開け　～「はやぶさ」を
継ぐもの～

18名

第6１回 2月17日 境　真良
国際大学GLOCOM客員研
究員、慶応義塾大学大学
院非常勤講師

デバイス＝クラウド生態系のこれまでとこれから
～iPhone/Android革命の波及メカニズムを考え
る～

28名

第62回 4月21日 板東浩二
ＢＡ理事、株式会社ＮＴＴぷ
らら　代表取締役社長

伸びる！｢ひかりTV｣の現状と今後の事業展開 35名

第63回 6月16日 二木治成
株式会社mmbi　　代表取
締役社長

マルチメディア放送のポテンシャルと事業展開 30名

第64回 7月21日 井上友二
BA理事長、株式会社トヨタ
IT開発センター　代表取締
役会長

震災を教訓とする日本の振興策=業際イノベーション＝26名

第65回 9月15日 梶浦 敏範
株式会社日立製作所 情報・
通信システム社　経営戦略室
IT戦略担当本部長

震災復興に向けて～新しいコミュニティをつくる
～

34名

第66回 10月20日 今井和雄
国立情報学研究所　特任
教授

シリコンバレーから見たケータイの未来 32名

第67回 11月21日 西野文人
株式会社富士通研究所
主管研究員

Linked Data - つながるデータ、ひろがるサービス 28名

第68回 1月18日 水野忠則
愛知工業大学　情報科学
部教授、情報処理学会　副
会長

コンテンツ分野の教育・研究と学会活動 22名

第69回 3月15日 黒田　豊
Cardinal Consulting

Internationalマネージング・
ディレクター

日常化する米国のインターネット・ビデオ視聴 23名

実施日
講師

テ－マ

20
10
年
度

20
11
年
度

参加者数



氏名 役職

第70回 4月19日 青山友紀
BA顧問、ＧＩＣＴＦ会長、慶
応義塾大学教授、東京大
学名誉教授

2010年代に生じるICTパラダイムシフトとそのイ
ンパクト

22名

第71回 6月21日 串間和彦
BA顧問、NTTサイバーコ
ミュニケーション総合研究
所　所長

サービス創造を目指す研究所の戦略 23名

第72回 7月19日 竹田義行
株式会社ＮＴＴドコモ研究開
発センター専任部長

携帯電話の進化とオープン化 30名

第73回 9月20日 植村八潮
株式会社出版デジタル機
構　取締役会長

「出版デジタル機構」設立の背景と現状、将来
像

26名

第74回 11月15日 塚田　修
香川大学大学院　地域マ
ネジメント研究科　教授

「営業トヨタウェイのグローバル戦略」 18名

第75回 1月17日 林　信行
フリーランスITｼﾞｬｰﾅリスト
兼コンサルタント

スマート×ソーシャル×3Dから見え始めた21世
紀の社会･ﾋﾞｼﾞﾈｽの地平線

29名

第76回 2月21日 福井省三 株式会社トマデジ　フェロー
マルチデバイス時代の新しい視聴スタイルと放送の
関係について～2013年1月　米国調査に同行した考
察記～

36名

第77回 3月19日 藤代裕之 ジャーナリスト
「大槌みらい新聞」の挑戦　被災地から生まれた
ソーシャルメディア時代の地域メディア

17名

第78回 4月19日 桑原知久
日本放送協会　編成局編
成センター（デジタル）　編
成主幹

ソーシャル視聴から能動的視聴へ　そしてハイ
ブリッドキャストへ

33名

第79回 6月20日 原田謙介
NPO法人 YouthCreate 代
表理事

ネット選挙解禁。有権者と政治の新たな関係性
へ

26名

第80回 8月6日 山下　徹
ＢＡ理事長（株式会社ＮＴＴ
データ　取締役相談役）

NTT DATA TECHNOLOGY FORESIGHT 2013 48名

第81回 9月19日 元橋圭哉
一般財団法人次世代放送
推進フォーラム　事務局員

“放送 1世紀”に向けて～4K・8K・スマートテレビ
時代への期待と課題～

30名

第82回 10月17日 谷脇康彦
内閣審議官（内閣官房　情
報セキュリティーセンター
副センター長 ）

ビッグデータとサイバーセキュリティ戦略 29名

第83回 11月21日 阿佐美弘恭
ＢＡ理事、株式会社NTTドコモ
常務執行役員 スマートライフ
ビジネス本部長

ドコモが目指す「スマートライフのパートナー
へ！

34名

第84回 1月23日 斉藤賢爾
慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科     特
任講師

ビットコイン《人間不在のデジタル巨石貨幣》と
デジタル通貨の未来

24名

第85回 2月20日 舟橋洋介
株式会社トマデジ 特別顧
問、W3C Web and TV
Interest Group 共同議長

CES2014から考える Internet of Things と Web of
Things

27名

第86回 3月20日 塚本昌彦
神戸大学 教授、NPOウェ
アラブルコンピュータ研究
開発機構 理事長

ウェアラブルコンピューティングの動向とこれか
ら

22名

参加者数実施日

20
12
年
度

講師
テ－マ

20
13
年
度



氏名 役職

第87回 4月17日 森内一成
日本電信電話株式会社 研
究企画部門担当部長 チー
フプロデューサ

ｈｉｔｏｅから人へ ～ＮＴＴが考える「ウエアラブル」
の本質～

32名

第88回 6月20日 小山田憲功
BA顧問、オレンジジャパン
株式会社　CTO代理

「Orange Fab ～オレンジの「オープン・イノベーショ
ン」への取り組み～」

19名

第89回 8月5日  森川博之
東京大学 先端科学技術研
究センター 教授

M2Mが切り拓くデータ駆動型経済ビックデータ 25名

第90回 9月19日 濱島秀夫
内閣官房　情報通信技術
（１Ｔ）総合戦略室 参事官

世界最先端IT国家創造宣言と工程表の改定等
について

25名

第91回 10月16日 杉本誠司
株式会社ニワンゴ　代表取
締役社長

インターネット産業革命時代を生き抜く思考法 44名

第92回 11月20日 藤原　洋
株式会社ブロードバンドタ
ワー 代表取締役会長兼社
長ＣＥＯ

日本のICT/IT産業の行方を左右する2015年
/2045年問題とは？

28名

第93回 1月21日 境 真良
国際大学 GLOCOM 客員
研究員

ネットとハードの混合経済の未来〜CESの隙間
から見る

19名

第94回 2月19日 田村穂積
株式会社ＮＴＴドコモ　執行
役員　スマートライフ推進
部長

スマートライフのパートナーへ 34名

第95回 3月19日 石川昌行
株式会社mmbi 取締役　経
営企画部長

移動体向け放送NOTTVの挑戦 －現状と将来
－

21名

第96回 4月16日 渡邊智之
 日本農業情報システム協
会　会長、農林水産省　大
臣官房　評価改善課

IT農業革命～日本農業を魅力あるものにするIT
利活用とは？

29名

第97回 6月22日 安藤聖泰
株式会社 ＨＡＲＯｉＤ　代表
取締役社長兼ＣＥＯ

テレビとインターネットのさらに高い親和性のあ
る融合を目指す、日本テレビとバスキュールの
新合併会社ＨＡＲＯｉＤとは？

25名

第98回 7月8日 小森光修　
スカパーJSAT株式会社
執行役員副社長

宇宙・衛星と放送の話 28名

第99回 9月17日 関口和一
日本経済新聞社　編集委
員

インダストリー4.0時代の日本のものづくり 26名

第100回 12月18日 角川歴彦
株式会社KADOKAWA
代表取締役会長

最新メディアの興亡 57名

第101回 1月20日
小原正光

小谷野崇司
NHKエンタープライズ　SEP
NHKエンタープライズ　EP

2016　International CESから見えてきたもの 28名

第102回 2月18日 柴垣圭吾
一般社団法人　日本ケーブ
ルテレビ連盟　企画部長

ケーブル・プラットフォーム構想のもとケーブル
テレビ業界全体が大きく動きだした その内容と
今後の計画について

33名

第103回 3月17日 間下直晃
株式会社ブイキューブ　代
表取締役社長、BA理事

日本のITベンチャー、海外展開の苦悩と展望 23名

20
15
年
度

参加者数テ－マ

20
14
年
度

実施日
講師



氏名 役職

第104回 4月21日 広田 稔
株式会社パノラプロ 代表取締
役社長、VRジャーナリスト

「VR元年」におさえておきたい最新動向と課題 25名

第105回 6月16日 福井省三
一般社団法人IPTVフォーラム
理事

視聴データに関する海外の動向と、IPTVフォーラム
の今後の取り組みについて

26名

第106回 7月21日 井上友二
株式会社トヨタIT開発センター
代表取締役会長、BA理事

クルマを活用したスマート社会の産業・街づくり 36名

第107回 9月15日 杉本誠司
株式会社ブループリント ビジ
ネス開発部長、元株式会社ニ
ワンゴ 代表取締役

地方創生とIT(ネット通信高校の職業体験にヒントを
得る地方創生のシナリオと考察）

26名

第108回 10月27日 暦本純一
東京大学　大学院情報学環
教授、ソニーコンピュータサイ
エンス研究所　副所長

「Internet of Abilibitresの時代：Augmented Realityか
らAugmented Humanへ」　（IoTからIoAへ、 人類を拡
張する ネットワーク）

33名

第109回 1月18日 倉又俊夫
日本放送協会　放送総局デジ
タルコンテンツセンター　副部
長

2017年のデジタル潮流～CES2017から～ 34名

第110回 2月16日 松本純夫
東京医療センター 名誉院長、
内閣官房IT総合戦略本部　新
戦略推進専門調査会委員

Hospital in the Homeー４Kテレビと通信の融合が創
るD to Pの新しい形

46名

第111回 3月16日 小林忠男
無線LANビジネス推進連絡会
会長

生活の中のワイヤレス　Wi-Fiを中心に 26名

第112回 4月20日 城所岩生 イノベーションと著作権
国際大学グローバルコミュニケーションセンター客員
教授、米国弁護士

25名

第113回 6月15日 福田 一則
JOCDNの取り組み～放送局
による動画配信CDN事業～

JOCDN株式会社　取締役、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

46名

第114回 7月20日 中尾彰宏
「ネットワーク・ソフトウェア化」
から「考えるネットワーク」へ

東京大学 大学院情報学環　教授 27名

第115回 9月21日 宇佐見正士
ＫＤＤＩのマルチメディア技術の
取り組み

KDDI 理事　技術統括本部　新技術企画担当 40名

第116回 10月19日 橋田浩一
パーソナルデータの分散的活
用とスマートソサエティ

東京大学大学院情報理工学系研究科ソーシャルICT
研究センター教授

28名

第117回 11月20日 関口和一
世界の見本市に見る家電新
潮流２０１７

日本経済新聞社　編集委員 31名

第118回 1月18日 小池良次
CES（国際家電見本市）2018
に見るブロードバンド新潮流

情報通信システム/商業無人飛行機システムを専門
とするリサーチャーおよびコンサルタント、Contents
DotCoｍ社代表、Aerial InovationLLC最高経営責任
者

46名

第119回 2月15日 筧誠一郎 「eスポーツ」について
eスポーツコミュニケーションズ合同会社 代表執行役
社長、一般社団法人日本eスポーツ連合文化委員長

42名

第120回 3月15日 礒 尚樹
高精度測位サービスが創る未
来　～準天頂衛星みちびきの
運用開始に向けて～

NTTデータ　ｅ-コミュニティ事業部　担当部長、QBIC
（高精度衛星測位サービス利用促進協議会）海外展
開WGリーダ

25名

講師
実施日 参加者数テ－マ
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度

20
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度



氏名 役職

第121回 4月19日 倉田宜典

ソニー（株）UX・事業開発部門
シニアテクニカルプロデュー
サー、　　 ソニーモバイルコ
ミュニケーションズ（株） ス
マートプロダクト部門 エージェ
ント企画開発室 室長

人とモノとの新しい関係を提案するコミュニケー
ションロボットXperia Hello!のご紹介とそれを支
える技術の応用

34名

第122回 6月21日 稲見昌彦
東京大学先端科学技術研究
センター教授

身体とコミュニケーションの未来 28名

第123回 7月2日 青山友紀
ＢA新理事長、東京大学名誉
教授

東京オリ・パラと日本のV字回復に向けて－カギを握
るICT－

37名

第124回 9月20日 犬童周作
総務省　情報流通行政局　情
報流通振興課長

医療・介護・健康×ＩＣＴ政策の最新動向 39名

第125回 10月18日 三牧一郎
経済産業省　商務サービスグ
ループ　クールジャパン政策
課長

クールジャパン政策の最新動向 24名

第126回 11月14日 山口重樹
BA副理事長、（株）NTTデータ
代表取締役兼副社長執行役
員

デジタルエコノミーの本質を考える 39名

第127回 1月21日 境　真良
独立行政法人情報処理推進
機構参事、　国際大学
GLOCOM客員研究員

CES2019トピックス 35名

第128回 2月21日 落合慈之
NTT東日本関東病院名誉院
長、東京医療保健大学学事
顧問

医療におけるトレーサビリティの確立を目指して 28名

第129回 3月14日 三宅　功
NTTデータ先端技術　相談
役、最高技術顧問

グローバルな視点で見たサイバーセキュリティの動
向

30名

第130回 4月18日 元橋圭哉
BA理事、NHKエンタプライズ
上席執行役員

アメリカ・テレビメディアの地殻変動 ４５名

第131回 7月18日 川村龍太郎
BA顧問　NTTサービスイノ
ベーション総合研究所 所長

人に関するデジタル化の時代とＡＩ技術について 41名

第132回 9月19日 花谷昌弘
NTTデータ 金融事業推進部
デジタル戦略推進部 部長

情報銀行の今と将来 25名

第133回 10月17日 船越健志
NTTドコモ　法人営業本部  ５
G・IoTソリューション推進室長

ドコモが目指す５Ｇ時代のビジネス協創～さまざまな
パートナーと創る未来～

35名

第134回 11月21日 間下 直晃
株式会社ブイキューブ 代表
取締役社長 CEO

働き方改革によるサテライトオフィス利用とドローン
の今後の活用

28名

第135回 1月16日 黒水則顯
 （株）WOWOW 取締役副社長
兼 （株）WOWOWコミュニケー
ションズ取締役会長

WOWOWが描く今後の放送・映像配信ビジネス 32名

実施日 テ－マ
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度
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度



氏名 役職

第136回 9月17日 川添雄彦
BA理事　NTT取締役　企
画部門長

限界打破のイノベーションIOWN構想について
会場：5名

ネット：119名

第137回 10月18日 伊達吉克
 （株）NHKエンタープライズ
エグゼクティブ・プロデュー
サー

最新の４K・８Kプロダクション及びリアルタイムCG映
像作成

会場:19名
ネット：65名

第138回 11月19日 堀　清敬　
 （株）ドコモ・バイクシェア　代
表取締役

シェアサイクルビジネスの現状と今後の展望
会場：11名
ネット：43名

第139回 1月21日 三谷慶一郎
 （株）NTTデータ経営研究所
エグゼクティブ・オフィサ

ニューノーマル時代のDX戦略
会場：6名

ネット：74名

第140回 2月18日 龍宝正峰
 TBSホールディングス特任執
行役員　（株）Tver代表取締役
社長

Tver～放送局による広告付き無料動画サービスへ
の挑戦

会場：7名
ネット：106名

第141回 3月18日  青野義明

日本電気(株) ネットワーク
サービスビジネスユニット 第
一ネットワークソリューション
事業部 部長

地球上場張り巡らせた光ファイバで世界を感知し、未
来を洞察する光ファイバセンシング

会場：8名
ネット：62名

第142回 4月15日 山田 肇
東洋大学名誉教授、特定
非営利活動法人情報通信
政策フォーラム理事長

高齢社会に対応したヘルスケア分野でのICT 活
用

会場：8名
ネット：59 名

第143回 5月20日  矢野 亮
（株）NTTデータ 戦略統括本
部 事業戦略室 事業戦略担
当 部長

感性DX を実現する仮想脳「NeuroAI」とビジネス創出
会場:6名

ネット：62名

第144回 7月15日 クロサカ タツヤ
（株）企 代表取締役、 慶應義
塾大学大学院政策・メディア
研究科 特任准教授

5Gでビジネスはどう変わるか 会場:7名
ネット：102名

第145回 9月16日 藤井　信英
総務省情報流通行政局
地域通信振興課デジタル企
業行動室　室長

総務省における医療・健康等分野における取組
会場:3名

ネット：80名

第146回 10月21日 髙瀬　義昌

医療法人社団至髙会たかせ
クリニック　理事長
日本老年精神医学会専門医
日本プライマリ・ケア連合学会
認定医

地域における高齢者の在宅療養支援
会場:5名

ネット：45名

第147回 11月18日 丸山　俊一
NHKエンタープライズ　エグゼ
クティブ・プロデューサー

「欲望の資本主義」が示す「無形資産」時代のパラ
ドックス

会場:4名
ネット：41名

第148回 1月20日 出井　京子
 株式会社NTTドコモ　ヘルス
ケアビジネス推進室長

NTTドコモのICTを活用した医療ヘルスケア事業戦略
会場:3名

ネット：73名

第149回 2月17日 村岡　元司
株式会社NTTデータ経営研究
所　執行役員　パートナー

グリーン×デジタル　ビジネスの可能性
会場:4名

ネット：84名

第150回 3月17日 片岡 正光

株式会社TBSホールディング
ス 事業投資戦略局事業投資
戦略部 部長　TBSイノベー
ション・パートナーズ合同会社
代表パートナー

事業投資を活用した成長戦略への取組
会場:3名

ネット：60名

20
20
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度
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20
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第151回 4月28日 井上　秀樹

日本電気株式会社　ネット
ワークサービスビジネスユ
ニット ネットワークソリューショ
ン事業部門 ネットワークイン
フラ事業統括部　ディレクター

新たな生体認証技術であるヒアラブルデバイスを活
用したビジネス共創

会場:3名
ネット：57名

第152回 5月19日 宮本　隆史

 社会福祉法人善光会　理事
最高執行責任者　統括施設
局長
特別養護老人ホーム フロー
ス東糀谷　施設長

テクノロジーを活用したハイブリット介護経営
会場:5名

ネット：42名

第153回 7月21日 星 敬一

NTTデータ先端技術株式会社
執行役員
サイバーセキュリティ事業本
部 セキュリティイノベーション
事業部長

サイバーセキュリティの動向とビジネス成長を支える
セキュリティマネジメント

会場:4名
ネット：48名

第154回 9月15日 小木  しのぶ

株式会社NTTデータ数理シス
テム 取締役 応用統合プラット
フォーム部長、日本計算機統
計学会 会長、統計関連学会
連合 理事、立教大学 客員教

AIのベースとなる数理科学とアカデミアとスキリング
と企業

会場:5名
ネット：43名

第155回 10月19日 今和泉 仁
メディア・ITコンサルタント、前
NHK Cosmomedia (Europe)
Ltd. 副社長

日本の放送番組の海外での違法IPTV配信の状況
会場:8名

ネット：58名

第156回 11月17日 岩村 幹生
株式会社NTTコノキュー 取締
役

NTTグループが目指すXRの世界とメタバースの可能
性

会場:11名
ネット：116名

第157回 1月19日
冨士川 祐輔
小川 貴之

株式会社フジテレビジョン 編成制作
局 編成ビジネスセンター ビジネスセ
ンター事業部 局次長職 ＤＸ担当

株式会社NTTデータ スマートライフシ
ステム事業部メディア統括部 課長代

iCADsのポテンシャルを見える化 ～NeuroAI®/D-
Planner®による広告効果検証

会場:3名
ネット：53名

第158回 2月16日
濵村 芳彦
丹野 至之

トヨタ自動車株式会社 CVカンパ
ニー 水素事業領域 統括部長

株式会社TBSテレビ メディアテク
ノロジー局長

世界初の水素中継車が日本を走る！ 来るべき水素
社会と放送業界の未来

会場:9名
ネット：70名

第159回 3月16日 野中　崇史

日本電気株式会社 デジタル
ビジネスプラットフォームユ
ニットDXオファリング・プラット
フォーム戦略統括部 プロ
フェッショナル

VRの業務活用とメタバースでの応用 会場:8名
ネット：54名

参加者数
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