






セミナープログラム [Thu]10/6 10: :00
2F ホール 英語対応有、LIVE配信

オープニングセレモニー 主催者挨拶10:00

10:30 基調講演 持続可能な都市の実現を支援するバーチャルツイン・エクスペリエンス
Godbout Philippe 氏

11:20 基調講演 保険の枠を超えたエコシステムの構築～スマート社会の実現を目指して～

12:10 基調講演 スマートシティを加速させるパーソナルデータ流通の要諦
PwCコンサルティング合同会社  テクノロジー＆デジタルコンサルティング シニアマネージャー

13:00

14:30

特別セッション

スマートシティ
セミナー

スマートシティ
セミナー

『メタバース』の未来予想図～スマートシティの新たな潮流～
iU（情報経営イノベーション専門職大学）  学長

株式会社GSユアサ  理事  産業電池電源事業部  電源システム生産本部  本部長

ソフトバンク株式会社  代表取締役会長

石本　孔律 氏

15:20
宮内　謙 氏

16:10
松本　紘 氏

蓄電システムによるカーボンニュートラルへの取組み～過去・現在・未来～

Smart & Fun！テクノロジーで街と暮らしを楽しく

国際高等研@けいはんな学研都市

16:20
高見　茂 氏
ヘルスリテラシー@けいはんな学研都市

2F シアター 英語対応有、LIVE配信

Web3の技術を活かして京都の経済力を強めに12:20
ドンバテック株式会社  CEOBai Qiang 氏

アフラック生命保険株式会社  執行役員松尾　栄一 氏
調布市  副市長伊藤　栄敏 氏

京銀・東証イノベーションピッチ16:00
イーセップ株式会社  代表取締役社長澤村　健一 氏
株式会社幹細胞＆デバイス研究所  代表取締役加藤　謙介 氏
mui Lab株式会社  代表取締役社長大木　和典 氏

メトロウェザー株式会社　代表取締役CEO古本　淳一 氏
株式会社データグリッド　代表取締役CEO岡田　侑貴 氏

スペインDX状況
【スペイン大使館特別セッション】 都市デジタル化に於けるスタートアップ企業との協業
13:10

スペイン大使館 経済商務部 投資産業協力  担当アナリスト内田 瑞子 氏

14:00 けいはんなグローバルイノベーションエコシステム ～人間中心のスマートシティの実現に向けて～

15：20 スタートアップピッチセッション

国際高等研究所セミナー

日本・取組紹介（各10分） ビジョン、事例、予算規模13:15

Aktihanoglu Murat 氏 アントレプレナーズ・ラウンドテーブル・アクセラレーター（ERA)  共同創業者兼マネージング・パートナー
Quan Perry 氏 カナダ国立研究機構  産業研究支援プログラム  ディレクター
Goel Abhishek 氏 インド大使館  政務・商務官
Wolf Ulrike 氏 ドイツ  バイエルン州 経済省  事務次官
木地本　裕子 氏 スペイン  カタルーニャ州政府貿易投資事務所  代表
鈴木　博之 氏 株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）  代表取締役専務

Tal Roy 氏 SOLO Wellbeing  創業者・CEO
Patil Sumeet 氏 Ethereal Machines  執行責任者
松本　友理 氏 株式会社Halu  代表取締役

座間　健太朗 氏 株式会社アイ・ロボティクス  事業開発担当
Duchaine Simon 氏 Dyze Design  最高商務責任者

Aragonés Raúl 氏 AEInnova (Alternative Energy Innvoations)取締役会長
今井　伸良 氏 ProGlove  事業開発上級マネージャー 【司会】 辰巳　真起子 氏 株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）  経営統括部・事業開発室  担当部長

【ディスカッション】スタートアップ企業との協業への期待13:45

三井物産株式会社  エネルギーソリューション本部  New Downstream事業部  新事業開発室  室長補佐生板　純一 氏
株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）  代表取締役専務鈴木　博之 氏 神戸大学大学院 システム情報学研究科 システム科学専攻 准教授藤井　信忠 氏

三井物産株式会社  エネルギーソリューション本部  New Downstream事業部  新事業開発室  室長補佐生板　純一 氏
株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）  代表取締役専務鈴木　博之 氏 神戸大学大学院 システム情報学研究科 システム科学専攻 准教授藤井　信忠 氏

KGAP+SUMMIT2022

京都スマートシティエキスポ運営協議会  会長　村尾 修
京都府知事  西脇 隆俊
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構  理事長　堀場 厚

特別講演

パネルディスカッション

司会：国際高等研究所　森口 有加里氏

ダッソー・システムズ株式会社  代表取締役社長
Beltran Jacques 氏 ダッソー・システムズ  公共市場担当  バイスプレジデント

黒田　育義 氏

中村　伊知哉 氏
加藤　直人 氏 クラスター株式会社  代表取締役CEO

国際高等研究所　所長 / 理化学研究所名誉理事長 / 京都大学第25代総長 / 株式会社ATR会長

国際高等研究所　チーフリサーチフェロー / 京都光華女子大学学長 / 京都大学学際融合教育研究推進センター特任教授



経験やカンに頼る経営からの脱却
～算命学の壮大な理論体系に基づく経営とは？～

デジタル田園都市国家構想の現状と課題10:30

DXの推進とデジタル産業の創出に向けた政策展開～新たな地産地消モデルの構築を目指して～11:20

デジタル田園都市国家構想の実現に向けて～持続可能でWell-beingな社会を目指して～13:00

スーパーシティ等の実現を目指して～2030年に実現される未来社会～14:10

1F 全国自治体交流シンポジウム会場

特別講演1

スマート避難誘導13:00

DXによる感染症対策とドローン技術の
最前線からみる京都の未来
～「下水・人流」と「空」を活用したWith コロナ時代の挑戦～

京都府 デジタル政策推進課

京都から拓く脱炭素の取組
13:00

14:00

13：30

15：15

15：15

17：00

1F ビジネスセミナー会場

セミナー会場
その他のセミナー

KYOTO地球環境の殿堂サイドイベント会場

ビジネスセミナー

デジタル化に伴い必要とされるセキュリティやプライバシーの観点とは11:00 ビジネスセミナー

セミナー

けいはんなビジネスメッセ2022特別講演会

カーボンニュートラルセッション

人手不足の課題をヒューマノイドAIロボットで対策する人手不足の課題をヒューマノイドAIロボットで対策する

ウェアラブルデバイスを活用した取組みとビジネスフレームワーク 

クラウドプラットフォームを活用したスマートシティ実現の実践例

14:00

特別講演2

デジタル田園都市
セッション

スーパーシティ
セッション

『e街プラットフォーム』・『旅先納税』を活用した地域の未来像～それぞれの地域DXアプローチのご紹介～16:00 先進企業紹介

14:30 ビジネスセミナー

ビジネスセミナー

15:00 ビジネスセミナー

自治体や企業のオフィスDXからコロナ対策まで～日経グループのTECHソリューション～

デジタル庁  国民向けサービスグループ  統括官  国民向けサービスグループ長

経済産業省  商務情報政策局  情報経済課  アーキテクチャ戦略企画室長

村上　敬亮 氏

和泉　憲明 氏

前橋市  スマートシティ推進監  兼  未来創造部  参事谷内田　修 氏
京都府  文化学術研究都市推進課（科学技術共創担当）参事塩崎　大祐 氏
京丹後市  総務部  デジタル戦略課 課長上羽　正行 氏

一般財団法人インターネット協会  副理事長木下　剛 氏

大阪府  スマートシティ戦略部  戦略企画室  戦略企画課  参事佐向　正 氏
つくば市  政策イノベーション部 部長藤光　智香 氏
加賀市  政策戦略部  最高デジタル責任者山内　智史 氏
一般財団法人インターネット協会  副理事長木下　剛 氏

NTTコミュニケーションズ株式会社

PwCコンサルティング合同会社  Manager

伊達市長菊谷　秀吉 氏
京都府  政策企画部  地域政策室  企画参事吉田　宏則 氏
日本航空株式会社  執行役員兼地域事業本部長本田　俊介 氏
株式会社ギフティ  第四事業本部  Regional Community事業部  常務執行役員/本部長森　悟朗 氏

高澤　真理 氏

丸文株式会社  ディオネカンパニー長樋口　智昭 氏

ミツフジ株式会社

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

株式会社日本経済新聞社

15:30 ビジネスセミナー

全国自治体交流シンポジウム

14:30

16:00

6日講演者情報はコチラから

講演・スマート
シティセミナー
講演者一覧

全国自治体交流
シンポジウム
講演者一覧

特別セミナー
講演者一覧

「KYOTO地球環境の殿堂」サイドイベント
衣食住の観点から考える脱炭素に向けて～企業×若者セッション～

スマートな電力利用の最前線
～再エネ普及で変わる電力システム～

司会：一般財団法人インターネット協会　副理事長　木下 剛 氏










