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第2回SmartCityTechnologyフォーラム@品川
日本の未来「スーパーシティ構想とデータ流通」



プログラムプログラム

13:00-13:05 MCSCC代表理事 又賀 善茅 開会のあいさつ
13:05-13:25 MCSCC常務理事 三輪 真 「一般社団MCSCCの活動紹介」
13:25-13:55 MCSCC専務理事 豊崎 禎久 「MCSCCのスマートシティ戦略」

13:55-14:00 経済産業省 経済産業副大臣 関 芳弘 主賓挨拶
14:00-15:00 内閣府地方創生推進事務局審議官 村上 敬亮
基調講演①「(仮)日本政府が推進するスーパーシティ構想」
15:00-15:30 一般社団法人データ流通推進機構 代表理事／事務局⾧ 真野 浩
基調講演② 「(仮)データ流通が創る未来～産学官民連携するデータ主導社会～」
15:00-15:30 一般社団法人データ流通推進機構 代表理事／事務局⾧ 真野 浩
基調講演② 「(仮)データ流通が創る未来～産学官民連携するデータ主導社会～」
15:30-16:00 国立研究法人 情報通信研究機構(NICT) 
国際研究連携展開室 室⾧ 井上 真杉
基調講演③ 「(仮)地方都市の都市OSとしてのNerveNet技術」
16:00-16:30 MCSCC客員研究員 岡村 淳、高松 伸一 「スマート道路モニタリングの未来」
16:30-17:00 MCSCC OEM会員 株式会社末松電子製作所 代表取締役 末松 謙一「地方
の鳥獣被害防止と都市間の広域連携プログラム」

17:00-17:05 益田市⾧ 山本 浩章 挨拶
17:05-18:00 パネルディスカッション
（モデレータ: 藤元 パネラー: 山本市⾧、三輪、豊崎、根本、岡村、末松）



一般社団法人一般社団法人MCSCCMCSCC挨拶挨拶

一般社団法人
益田サイバースマートシティ創造協議会
代表理事

又賀 善茅又賀 善茅
Mataga Yoshiji
略歴
島根県益田市生まれ
株式会社フィジオ 顧問
元松下通信工業株式会社 技術本部マルチメディアソリューション研究所
⾧兼ソフトウェア開発センター所⾧
元パナソニックITS株式会社 代表取締役専務
元JESCOホールディング顧問等歴任



講演講演

一般社団法人
益田サイバースマートシティ創造協議会
常務理事
【OEM参画:自治体FIWARE WG】

三輪 真三輪 真
Miwa        Makoto
略歴
NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション戦略本部
エグゼクティブエキスパート
前株式会社RICOH 新規事業開発センター
前パナソニック株式会社 理事 東京R&Dセンター所⾧



講演講演

一般社団法人
益田サイバースマートシティ創造協議会
専務理事
【OEM参画:IoT広域無線ネットワークWG】

豊崎 禎久豊崎 禎久
Toyosaki Yoshihisa
略歴
アーキテクトグランドデザイン株式会社ファウンダー&チーフアーキテクト
ニッポン・ハイテク再成長させる会 主宰
前IoT益田同盟®プロジェクト総合プロデューサー
前ドイツIP500 Alliance Japan/ Asia Pacific プレジデント
前慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特別招聘教授
米フェアチャイルド社、ソニーセミコンダクタ社、米シグネティックス社/蘭フィ
リップス・セミコンダクタ社などを経て、米LSIロジック社では、アプリケーショ
ン型対応の最先端半導体ASIC/パッケージの開発戦略を立案するストラ
テジック・マーケティングとして活躍。
日米半導体摩擦においてSIAと共に、対日戦略担当としての日本半導体
企業の戦略分析に携わる。
米ガートナー社の日本半導体市場およびロジック、マイクロコンポーネント、
IP市場とマルチメディア機器のプリンシパル・アナリスト。



来賓挨拶来賓挨拶

経済産業省 副大臣
衆議院議員

関 芳弘関 芳弘
Seki Yoshihiro



基調講演①基調講演①

内閣府
地方創生推進事務局
審議官

村上 敬亮
Murakami          Keisuke



基調講演②基調講演②

一般社団法人データ流通推進機構
代表理事

真野 浩真野 浩
Mano Hiroshi



基調講演③基調講演③

国立研究法人 情報通信研究機構
(NICT) 
国際研究連携展開室 室長

井上 真杉
Inoue          Masugi



益田市益田市挨拶挨拶

益田市長
益田サイバースマートシティ創造協議会
顧問

山本 浩章山本 浩章
Yamamoto Hiroaki
略歴
昭和４４年５月 滋賀県甲良町生まれ
昭和５７年３月 滋賀県甲良町立甲良東小学校 卒業
昭和６０年３月 滋賀県甲良町立甲良中学校 卒業
昭和６３年３月 滋賀県立彦根東高等学校 卒業
平成 ４年３月 東京大学法学部第１類 卒業
平成１０年４月 （株）兵間仏閣堂（現ひょうま） 入社
平成２２年１２月 （株）ひょうま代表取締役社長 就任
平成２３年９月 益田市議会議員 初当選
平成２４年３月 益田市議会議員 辞職
平成２４年８月 益田市長（１期目）
平成２８年８月 益田市長（２期目）

趣味
サイクリング、読書、登山



講演講演

一般社団法人
益田サイバースマートシティ創造協議会
客員研究員
【OEM参画:スマート道路モニタリングWG】
WGリーダー

岡村 淳
Okamura          Atsushi



講演講演

一般社団法人
益田サイバースマートシティ創造協議会
【OEM参画:スマート鳥獣WG】
WGリーダー
株式会社末松電子製作所
代表取締役社長

末松 謙一
Suematsu Kenichi
略歴
1977年 熊本県生まれ。2000年 広島大学・工学部第2類（電気電子系）卒
業、同年株式会社協和エクシオ入社。システムエンジニアとして企業の
LAN/WAN構築及び、キャリア系のコアネットワーク構築に従事。2006年 実
父が1975年に創業した株式会社末松電子製作所へ入社。農作物の鳥獣被
害対策機材のひとつである電気柵の開発/製造/販売がメイン事業であり、
入社時から取締役として従事。自社商品である「ゲッターシステム」を日本全
国及び海外へ販売する。社内の各部門長を歴任し、2015年代表取締役社
長就任。既存事業の傍ら、パルスを応用した新規事業展開を模索中。
現在41歳。



パネル・ディスカッションパネル・ディスカッション

D4DR株式会社 代表取締役社長

藤元 健太郎
Fujimoto             Kentaro

一般社団法人
益田サイバースマートシティ創造協議会
顧問

Fujimoto             Kentaro
略歴
1993年からインターネットビジネスの研究を開始し，1994年に野村総合研究所
で日本最初のサイバービジネス実験サイトであるサイバービジネスパークをトータル
プロデューサーとして立ち上げ，現在成功しているソフマップ，JTB，JCB，
NTTDoCoMo，HONDAなどのインターネットビジネス参入の支援コンサルティングを
実施。

委員等
経済産業省産業構造審議会情報経済分科会委員/情報サービス・ソフトウェア小委員会委員
経済産業省情報セキュリティ基本問題委員会情報セキュリティ専門調査会委員
経済産業省「ITによる情報大航海時代の情報活用を考える研究会」委員
経済産業省「通信販売の新たな課題に関する研究会」委員
青山大学大学院Executive MBA 非常勤講師
日本オンラインショッピング大賞審査員
日本経済新聞「世界情報通信サミット1998-2006」オンライン会議メンバー
TBSラジオ「ニュースストリーム」解説
法政大学エクステンションカレッジ非常勤講師
財団法人デジタルコンテンツ協会主催のデジタルコンテンツグランプリの企画委員，サービス・システム表彰の
部審査員



パネラーパネラー

一般社団法人
益田サイバースマートシティ創造協議会
理事
【OEM参画:IoTプラットホームWG】
キュレーションズ株式会社
代表取締役CEO

根本 隆之
Nemoto Takayuki
略歴
1973年東京生まれ。1997年(株)ウォータースタジオ入社。大手企業へのラ
イフスタイルマーケティング、コンセプトメイクのプロジェクトを多数経験した後、
2002年ソニー(株)入社。
ネットワークサービスの立上げ、要素技術のモバイル活用の企画を担当し、
2007年ブランドデータバンク事業に参画。
2010年(株)マクロミルに事業譲渡後、 (株)リアルフリートにてamadanaの
マーケティングを主管。
2013年（株）インタレストマーケティング創業に携わった後、2013年キュレー
ションズ株式会社を設立。


