
15:00-16:30

パネル：第一部デジタル都市
からみたモビリティ、
MaaSの発展可能性について

渡邉 佑規
グロービスキャピタルパートナーズ

信朝 裕行
内閣府

石村 尚也
日本政策投資銀行

土井 崇和
第四次産業革命日本センターフェロー

日高 洋祐
MaaS Tech Japan 代表取締役

16:50-18:20

デジタル大改革ニッポンにエール！

柳川 範之
東京大学大学院経済学研究科教授

岩田 太地
NEC主席ディレクター

藤井 達人
auフィナンシャルホールディングス
執行役員CDO 兼 Fintech企画部長

千葉 孝浩
TRUSTDOCK 代表取締役社長

日下 光
xID 代表取締役兼CEO

東海林 正賢
ＫＰＭＧコンサルティング フィンテ
ックイノベーションパートナー

関口 和一
MM総研代表取締役社長
元日本経済新聞社論説委員

羽深 宏樹
商務情報政策局情報経済課 課長補佐・弁護士

小泉 誠
商務情報政策局情報経済課 課長補佐

菅野 洸史
商務情報政策局国際室室長補佐

Hall B 日本橋ライフサイエンスハブ

13:00-13:40

人生系YouTuberと考える発明創出のデジタルトランスフォー
メーション

白坂 一
AI Samurai 代表取締役社長

やっちゃんねる
YouTuber

14:00-14:40

ブロックチェーン技術を用いたコンテンツ流通・管理の最新動向

加納 裕三
bitFlyer Blockchain 代表取締役

高瀬 俊明
TART 代表取締役

15:00-15:40

Groovenautsワークショップ：AI×量子コンピュータ×ロボッ
トが可能にする新しい働き方

荻野 武
キユーピー生産本部未来技術推進担当
テクニカル・フェロー

15:50-16:50

パネル：AI時代のソフトとハードの融合

大山 宗哉
Inaho 共同創業者兼代表取締役COO

山下 大地
浜野製作所執行役員企画開発部部長

長谷川 和宏
リバネス執行役員CKO
リアルテックホールディングス取締役副社長

17:00-17:40

Aidemyワークショップ：銀行のデジタルトランスフォーメー
ションに向けて −AI 導入における3つのポイントとは？−

石川 聡彦
アイデミー代表取締役社長

大櫃 直人
みずほ銀行執行役員イノベーション企業支援部長

18:00-19:30

英国大使館が厳選：
スタートアップショーケース

小澤 健祐
ディップ株式会社 AINOW編集長

高井 志保
LeapMind Marketing Communication

参加予定企業 AI関連

• BlockDox（空間のスマート化技術）

• CENTURY（EdTech企業）

• Mindtech Global Limited
（AI用人工データ）

• UtterBerry
（スマートインフラ向けセンサ）

• Ipsotek（動画分析用アナリティクス）

• Rezatec（空間データ分析プラットフォーム）

参加予定企業モビリティ関連

• Humanising Autonomy（行動予測と分析）

• Intellicharge Limited（電力供給最適化ソフトウエア）

• Propelmee Ltd. バーチャル・ツーリズム・プラットフォーム）

• Immense Simulations Ltd（トランスポート・シミュレーションプラットフォーム）

• Trustonic（車両サイバーセキュリティ技術）

10.19 MON

DAY1

状況により変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

相川 航
情報流通行政局情報流通振興課課長補佐

遠藤 新

野崎彰
組織戦略監理官兼フィンテック室長

早瀬 健彦
大臣官房政策課企画官

神田 龍平
大臣官房政策課技術政策室企画係長

畠山 暖央
大臣官房デジタル戦略グループ
情報化推進係長（実装係長）

山田 康昭
日本経済新聞社 SUM事務局アドバイザー

パネル：第二部
BeyondMaaSからスマート
シティへの展開について

井上 岳一
日本総合研究所

井上 佳三
自動車新聞社

日高 洋祐
MaaS Tech Japan 代表取締役

勝俣 哲生
日経BP 日経クロストレンド編集部 副編集長

10.20 TUE

DAY2

10:00-11:40

スタートアップショーケース：ニューノーマル時代の人の仕事
を支える日本のAI技術を紹介

小澤 健祐
ディップ株式会社 AINOW編集長

参加予定企業

• emol（感情を記録してAIロボと会話するアプリ）

• Sportip（運動指導をAIによって高度化する筑波大発ベンチャー）

• スピークバディ（最新のAI技術と言語習得理論に基づいたAI英会話アプリ）

• MITAS Medical（スマートフォン接続型の眼科診療機器MS1）

• バカン（あらゆる場所の「空き」をAIとIoTで可視化、無駄な待ち時間を減らす）

• アッテル（活躍人材を見極め、採用し、定着させるAIによる未来予測サービス）

• Books＆Company（AIによる小説執筆プロジェクトを推進）

高井 志保
LeapMind Marketing Communication
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岡部 真輔
AI Samurai シニアマーケティングマネージャー

岩永 朝陽
エイベックスグループ執行役員
テクノロジー本部本部長
エイベックス・テクノロジーズ代表取締役

高木 美香
経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課
コンテンツ産業課長

最首 英裕
株式会社グルーヴノーツ 代表取締役社長

桐原 憲昭
アイデミーエンタープライズサービス部長

18:00-18:45
【参加型オンラインセッションスタート
アップマッチングウェビナー】

AIに強い組織を作る
Eラーニングプラットフォーム
Aidemy Business Cloud
– 金融業向けウェビナー–

※参加申込された方のみ

吉田 順哉
アイデミーインサイドセールスマネージャー

藤山 紗希
アイデミーカスタマーサクセス

村松 佳幸
経済産業省商務情報政策局
情報経済課課長補佐

中間 康介
環境共創イニシアチブ事業推進担当




