
奈良交通株式会社
Nara Kotsu Bus Lines Co., Ltd.

同時開催 NTT コミュニケーション科学基礎研究所
オープンハウス2016

●日時：6/2（木）12：00～17：30
6/3（金）9：30～16：00

●会場：NTT京阪奈ビル
●入場無料・事前登録不要

京都スマートシティエキスポ運営協議会
京都府、京都市、京田辺市、木津川市、精華町、バルセロナ市、スペイン・バルセロナ見本市会社、バルセロナ・グローバル、スペイン大使館経済商務部、デンマーク大使館、
日西経済委員会、京都商工会議所、（公社）京都工業会、（公財）関西文化学術研究都市推進機構、（一社）京都産業エコ・エネルギー推進機構、（公財）京都産業21、
（公財）京都高度技術研究所、（公財）京都文化交流コンベンションビューロー、（一財）インターネット協会、（株）けいはんな

主　催

内閣府、総務省、外務省、経済産業省、国土交通省、環境省、日本商工会議所、（公社）関西経済連合会、（一社）京都経済同友会、
（独）日本貿易振興機構大阪本部、（独）都市再生機構、関西国際戦略総合特別区域地域協議会後　援

〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1（株式会社島津アドコム内）　
TEL：075-823-1109　FAX：075-823-3659　E-mail：info@expo.smartcity.kyoto事務局モノづくり日本会議協　力

2016.6.1［Wed］▶6.3［Fri］
6.1［Wed］ 国際シンポジウム 会場：国立京都国際会館（京都市）

6.2［Thu］
6.3［ F r i ］

スマートシティメッセ
in けいはんな （けいはんな学研都市）

詳しい情報およびお申込みはこちらから ▶ http://expo.smartcity.kyoto/

会場：けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）ほか

プラチナ
サポーター

ゴールド
サポーター

シルバー
サポーター

プロモーション
サポーター

安寧で持続的な未来を創る地域と産業

京都スマートシティエキスポ2016
あん ねい

ICTを基盤に環境・エネルギー、交通、健康、食、文化・教育など、
スマートシティ分野における国内外の専門家・研究者が京都・けい
はんなに集結。広く海外出展を誘致し、ワールドワイドなビジネス
マッチングの機会を提供。

入場無料

【無料シャトルバスのご案内】
会期中は無料シャトルバスが、近鉄京都線「新祝園駅」、「KICK」、
「NTT京阪奈ビル」と近鉄けいはんな線「学研奈良登美ケ丘駅」の間
で運行しておりますのでご利用ください。

インターネットのみの事前申込制となります。

グローバル
プレミア
サポーター



6.1
10：00～17：30
［Wed］国際シンポジウム 同時通訳 事前申込制

国立京都国際会館（京都市）

6.2
10：00～17：30 10：00～16：30

［Thu］/ 6.3［Fri］ スマートシティメッセ in けいはんな
けいはんな学研都市（けいはんなオープンイノベーションセンター(KICK)等）

●主催者あいさつ（京都スマートシティエキスポ運営協議会会長、京都府知事、京都市長）
●来賓あいさつ（駐日スペイン特命全権大使、スマートシティエキスポ世界会議審議会理事長、総務省）

●経済産業省 新エネルギー、社会システムの戦略展開
●ラバル大学 教授 セバスチャン・トランブレ 氏(カナダ) 
　都市課題解決へのスマートソリューション

●株式会社GSユアサ環境統括部 長畑 和典 氏 蓄電池等次世代環境・エネルギー戦略
●台北市 副市長 リン・チャールズ 氏(台湾) 
　先進的なスマートシティづくりの実践

○コーディネーター：公益財団法人地球環境産業技術研究機構 理事・研究所長 山地 憲治 氏 電力などエネルギーシステム工学の推進
「安寧で持続的な未来を創る地域と産業」

●サンタンデール市 イノベーション部門 CEO
　ホセ・アントニオ・テシェイラ 氏(スペイン) スペインをリードするイノベーションとIT

●シスコシステムズ合同会社 グローバルヘッド オブ 
　マーケットデベロップメント-IoT
　マシュー・スミス 氏 今後のIoT社会における戦略的展開

■オープニングセレモニー

■企業・団体展示（順不同）

ルームA

・スマートシティに関する斬新な事業化アイデアを、若手研究者等がプレゼンテーション　・優秀アイデアを表彰
■「次世代スマートチャレンジ」

ルームB-2

●京都大学 総長 山極 壽一 氏 「コミュニケｰションの進化と次世代のコミュニティ」■記念講演
ルームA

●リープクラフト社 CEO
　ヴィナイ・ベンカトラマン 氏 （デンマーク王国）
　ビッグデータとデザインの産業面での活用

■基調講演
ルームA

■パネルセッション

13：00

16：00 ルームA

「ＩｏＴが推進する社会変革」
■分科会

●京都大学ナノテクノロジーハブ拠点長 教授 平尾 一之 氏 
　次世代エネルギーとしての水素の活用

京都経済団体連携プログラム
「京都における次世代エネルギー開発と
省エネ（BEMS）の取組」

10：00

10：25

11：05

13：00

14：30

●国内スピーカー 
　ビルエネルギーマネジメントの取組

●東京大学先端科学技術研究センター 
　教授 森川 博之 氏 ビッグデータ時代の情報ネットワーク社会

ルームA

●日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員
　ワトソン事業部長 吉崎 敏文 氏
　人工知能ワトソンが拡げる新たな可能性ルームA

●岡山県 真庭市長 太田 昇 氏 木質資源の活用による地域活性化戦略
●ウッタル･プラデーシュ州(インド) 世界が注目するインドのスマート戦略

●奈良県立医科大学 理事長・学長 細井 裕司 氏 医学を基礎とするまちづくり戦略（BMT）
○ファシリテーター：一般財団法人インターネット協会 副理事長 木下 剛 氏

○ファシリテーター：一般財団法人インターネット協会 副理事長 木下 剛 氏

「地域資源を活用した街づくり・地方創生」

11：40

13：00

●京都大学 名誉教授 吉原 博之 氏 医療ICTの展開による健康社会づくり
●日本電気株式会社 執行役員 受川 裕 氏 世界で展開する交通・都市基盤の構築
●カタルーニャ先端建築協会 創設者 ビセンテ・ガジャート 氏(スペイン) 自然と新しい技術の融合による建築

「ICTが支える生活・文化の質の向上」14：30

ルームB-1

■スマートシティセミナー
6.2［Thu］

企画展示
　「安心・快適な日常生活を営む
　　スマートシティを体感」
■京都大学COI「しなやかほっこり社会」拠点
■京都三菱自動車販売株式会社
■グンゼ株式会社
■株式会社恵葉＆菜 健康野菜
■けいはんなスマートラボ倶楽部
■京阪奈PRTプラットフォーム
■Gold Green Japan株式会社
■シスコシステムズ合同会社
■株式会社テレノイド計画
■ニチコン株式会社
■パナソニック株式会社
■三菱自動車工業株式会社
特別協賛企業ゾーン
■スペイン貿易投資庁（ICEX）

■シスコシステムズ合同会社
■日新電機株式会社・株式会社日新システムズ
■日本テレネット株式会社
■オムロン株式会社
■関西電力株式会社
■株式会社京都銀行
■京都情報大学院大学 サイバー京都研究所
■株式会社島津製作所
■「スマートひかりタウン熊本」プロジェクト
　（熊本県・熊本市・西日本電信電話株式会社）
■大成建設株式会社
■日欧産業協力センター
■ニチコン株式会社
■日本電気株式会社
■富士電機株式会社
■株式会社三菱東京UFJ銀行
■ヤマハ株式会社

インターナショナルゾーン
■イスラエル大使館・テクニオンジャパン株式会社
■ケベック州政府（カナダ）
■タイ王国
■台北市（台湾）
■デンマーク大使館
スマートイノベーションゾーン
■青山商事株式会社
■株式会社アントアント
■株式会社飯田照明
■株式会社石田大成社
■京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト
■京都大学COI「しなやかほっこり社会」拠点
■京都中央信用金庫
■京阪奈PRTプラットフォーム
■CONNEXX SYSTEMS株式会社
■株式会社システムディ
■鈴木商事株式会社
■星和電機株式会社

■一般社団法人全国異業種連携協議会
■株式会社ソシオネクスト
■大日本印刷株式会社
■西本建設株式会社
■日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社
■パナソニック株式会社
■日立マクセル株式会社
■本田技研工業株式会社
スマートライフ＆アグリゾーン
■株式会社OKファイバーテクノロジー
■環境衛生薬品株式会社
■株式会社恵葉＆菜 健康野菜
■けいはんなリサーチコンプレックスFS
■サントリー
■株式会社双研
■テアニン株式会社
■株式会社DIY STYLE
■合同会社NAL
■株式会社メルシ―

■株式会社ヤマト
■龍谷大学 農学部
■株式会社YOOコーポレーション
スマートシティプロジェクトゾーン
■大阪ガス株式会社
■大阪市
■釜石市
■京田辺市・木津川市・精華町
■気仙沼市
■東松島市
■福島県
■宮古市
■横浜市
京都・けいはんなＲ＆Ｄゾーン
■NTT コミュニケーション科学基礎研究所
■国立研究開発法人情報通信研究機構
■国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
■ミツフジ株式会社

その他

同時通訳 事前申込制

事前申込制

■けいはんなラボトリップ 英語コースあり 事前申込制

10：45
［基調講演］

●カーネギーメロン大学 ワイタカー記念全学教授 金出 武雄 氏 
　最先端の画像処理・ロボティクス研究

10：30

11：35

13：25 ●ニューヨーク市（アメリカ） 最新技術を安全な都市づくりに導入
14：05 ●スペイン経済競争力省 貿易投資庁 投資局長 

　ホセ・カルロス・ガルシア＝デ・ケベド 氏（スペイン） 
　スマート産業の発展で経済成長を実現

14：45 ●日本テレネット 京都エコエネルギー学院長 槌屋 治紀 氏 次世代のスマートライフ研究を推進
15：25 ●KDDI株式会社 技術統括本部 技術開発本部長 宇佐見 正士 氏 大規模なHEMS実証による実用化推進
16：05 ●ブルームバーグ アナリスト アリ・イザディ 氏（アメリカ） 日本でのエネルギー転換戦略を提言
16：45 ●国土交通省 都市局 都市計画課 都市計画調査室長 菊池 雅彦 氏 

　国土形成の観点からの都市計画戦略

12：45 ●スマートシティエキスポ世界会議審議会 理事長 
　ジェリー・ハルティン 氏（アメリカ） 世界のスマートシティをネットワーク化

・優秀提案者による企業等に向けてのプレゼンテーション
・企業賞贈呈

12：10 「次世代スマートチャレンジ」

開会あいさつ

「スマートな新しいエネルギー社会の実現」
●日新電機株式会社 常務取締役 延 昌秀 氏 

15：00 「けいはんなグリーンイノベーションフォーラム」連携プログラム

6.3［Fri］

10：45
［企画講演］

●国内スピーカー
　大変革時代の産業とイノベーション創出

10：30
［特別講演会］

●サントリー 「サントリーにおける食と健康に関する取組」

●北海道 下川町長 谷 一之 氏 環境モデル都市のエネルギー自給戦略
●海外スピーカー
●海外スピーカー
○ファシリテーター：一般財団法人インターネット協会 副理事長 木下 剛 氏

12：30 「スマートシティ・グローバルネットワークを通じた地域課題の解決」

●京都情報大学院大学 サイバー京都研究所長 木戸出 正継 氏 
　良質なサイバー空間で情報発信を推進
●CONNEXX SYSTEMS株式会社 代表取締役 塚本 壽 氏 革新的蓄電デバイスの開発を推進
●同志社大学 理工学部 教授 千田 二郎 氏 地下資源に依存しないグリーンエネルギー

13：40 「スマートコミュニティ形成へのKICK発イノベーション」

●株式会社国際電気通信基礎技術研究所 社会メディア総合研究所長 萩田 紀博 氏 
　人間と共生する知能ロボティクス
●パナソニック株式会社 先端研究本部 相澤 将徒 氏 人工光合成、熱発電等の開発を推進
●奈良先端科学技術大学院大学 教授 中村 哲 氏 多言語音声翻訳等ビッグデータ活用

14：50 「けいはんな学研都市発の最先端研究」

12：45 「けいはんなリサーチコンプレックスFS」連携プログラム

けいはんなオープンイノベーションセンター周辺施設を会場に、各研究機関を研究員等の解説付きで見学。

あん ねい

※青字は各講演者の専門分野を紹介するもの　※講演者・セミナータイトルについては、予告なく変更となる場合があります。

ホール

シアター

ホール

シアター

空席があれば、当日でもご入場いただけます

当日受付あり

空席があれば、
当日でもご入場いただけます


