
［主催］一般社団法人スマートシティ・インスティテュート（Smart City Institute Japan）
［共催］日本経済新聞社、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング
［後援］内閣府、横浜市、日本経済団体連合会、関西経済連合会、新経済連盟

日時　2021年1月19日（火）10：00-18：10

※講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください｡

10 : 00--10 : 05
テーマ「デジタル庁創設と目指すべきデジタル日本の姿」
平井 卓也氏　デジタル改革担当大臣

1958年香川県生まれ。上智大学卒。電通、
西日本放送社長等を経て、2000年、第
42回衆議院選挙で初当選。以来、連続7
回当選。自民党政調副会長、国土交通副
大臣、内閣常任委員長、自民党 IT戦略特

命委員会委員長等を歴任。18年第4次安
倍改造内閣にてIT政策担当大臣、内閣府
特命担当（科学技術・知的財産戦略・クー
ルジャパン戦略・宇宙政策）大臣就任。19
年10月自民党デジタル社会推進特別委員

長に就任。20年9月菅内閣にてデジタル改
革担当大臣、情報通信技術（IT）政策担当
大臣、内閣府特命担当大臣（マイナンバー
制度）就任。

来賓挨拶

10 : 05--10 : 10
テーマ「規制改革によるデジタル社会実現の加速」
河野 太郎氏　規制改革担当大臣

1985年12月　米国ジョージタウン大学卒業
　86年   2月　富士ゼロックス入社
　93年   1月　日本端子入社
　96年 10月　第41回衆議院議員総選挙で神奈川県15区初当選

以来連続当選（8期）
　99年12月　湘南ベルマーレ代表取締役会長に就任
2002年  1月　総務大臣政務官就任

  4月　生体肝移植のドナーになって父親に肝臓を移植する
　 04年  3月　議員立法で消費者基本法案を提出（04年5月成立）

4月　議員立法で特定船舶入港禁止法案を提出
　　　　　　（04年6月成立）
　05年  8月　議員立法で臓器移植法改正案を提出（09年7月成立）

　　 　11月　法務副大臣就任
　08年 9月　衆議院外務委員長就任
　09年 9月　自民党総裁選挙で次点
　15年10月　国務大臣、国家公安委員会委員長、行政改革担当、

国家公務員制度担当、内閣府特命担当大臣（防災、
規制改革、消費者及び食品安全）就任

　17年 8月　外務大臣就任
　19年 9月　防衛大臣就任
　20年 9月　国務大臣、行政改革担当、国家公務員制度担当、

内閣府特命担当大臣（規制改革・沖縄及び北方対
策）就任

来賓挨拶

日本型デジタル社会実現に向けた
オール・ジャパンサミット P R O G R A M

スマートシティ・
インスティテュート
特別フォーラム

柳川 範之　スマートシティ・インスティテュート 代表理事

1993年東京大学大学院経済学研究科博
士課程修了。経済学博士（東京大学）。
慶応義塾大学経済学部専任講師、東京大
学大学院経済学研究科・経済学部助教授、
同准教授を経て、2011年より現職。東京
大学不動産イノベーション研究センター長、

東京大学金融教育研究センター・フィンテッ
ク研究フォーラム代表。NIRA総合研究
開発機構理事。内閣府経済財政諮問会
議民間議員、経済産業省産業構造審議会
「2050経済社会構造部会」部会長等。

10 : 10--10 : 20 主催者挨拶

10 : 20--10 : 50
テーマ「日本型デジタル社会実現に向けて」

特別対談

片山 さつき氏

参議院議員（全国比例区）
自民党総務会長代理
元国務大臣
元総務政務官、元経済産業政務、元自由
民主党政調会長代理（経済産業・環境・
国土強靭化・オリンピックパラリンピック担

当）、元参議院政審会長代理
1982年東京大学法学部卒、大蔵省入省。
広島国税局海田税務署長（西日本初の女
性税務署長）、国際金融局課長補佐（G7
代表団）、主計局主計官（女性初）などを
経て、2005年第44回衆議院議員総選挙

で初当選。10年、16年、参議院議員選
挙（全国比例区）当選。第4次安倍改造
内閣では内閣府特命担当大臣として入閣し、
地方創生、まち・ひと・しごと創生、規制改革、
男女共同参画、女性活躍の分野を担当。

参議院議員、元国務大臣（地方創生・規制改革・女性活躍等）、
自民党総務会長代理、自民党デジタル人材の育成・確保小委員会委員長



村林 聡氏　三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 代表取締役社長

1981年4月　三和銀行 入行
2009年5月　三菱東京UFJ銀行 執行役員 システム部長 兼 UFJ日立システムズ出向
　　　　　　三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 事務・システム企画部長
    15年6月　同 専務取締役 コーポレートサービス長 兼 CIO（システム部の担当）
　　　　　　三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役専務グループCIO
    17年6月　三菱UFJリサーチ&コンサルティング　代表取締役社長（現職）
内閣府 公文書管理委員会 専門委員
内閣府 中央防災会議 防災対策実行会議 災害対策標準化推進ワーキンググループ
国と地方・民間の「災害情報ハブ」推進チーム 委員（2020年4月1日～21年3月31日）
内閣官房 新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会 構成員（20年4月1日～21年3月31日）
三菱UFJニコス 取締役（非常勤）
ディーカレット 取締役（非常勤）

10 : 50--11 : 50
テーマ「共通データ交換基盤の導入と実践に向けて」

セッション 1

眞野 浩氏　データ社会推進協議会（旧データ流通推進協議会） 代表理事

電子機器メーカー勤務などを経て、1993
年にルートを設立。デジタル無線通信機器
や、高速インターネットを実現する無線 IP
ルーターを開発し、地域情報化や学校ネット
ワーク等への導入を促進。無線LANを用い
た高速移動体通信システムの開発、実用
化の事業化、無線利用、地域情報化のた
めの各種審議会、研究開発事業にも多数
参画。2010年よりIEEE802.11FIA-SG, 
TGai chairとして国際標準化活動を行っ

ている。17年6月無線LAN（IEEE802.11）
に関する標準化活動への貢献が評価され
一般社団法人情報通信技術委員会より情
報通信技術賞（総務大臣表彰）を授与され
る。17年内閣府、総務省、経産省の協
力により産学官を越えたデータ流通の推進
を目的に、一般社団法人データ流通推進
協議会の設立を提唱し、同年11月の設立
に伴い理事に就任、18年5月より代表理事
（事務局長）。無線通信、インターネット、

データ流通などの分野において、広く国内
外で標準化、制度提案などに従事し、17
年 トリノG7 ICT大臣会合においては、I-7 
Innovators‘Strategic Advisory Board
のメンバーとして、ビッグデータの戦略提言に
も寄与。18年10月より、内閣府 戦略的イ
ノベーション創造プログラム（SIP）AIホスピ
タルによる高度診断・治療システム担当サブ・
プログラムディレクターに就任。

宮田 拓弥氏　Scrum Ventures 創業者兼ジェネラルパートナー

サンフランシスコと東京を拠点に、日米のテッ
クスタートアップへの投資を行うベンチャー
キャピタルを経営。これまでに、Mobility、
Fintech、IoT、VR、コマース、ヘルスケ
アなど80社を超えるスタートアップに投資を
実行している。TechCrunchなど国内外の
メディア、イベントでの寄稿、講演など多数。

それ以前は、日本および米国でソフトウェア、
モバイルなどのスタートアップを複数起業。
2009年ミクシィのアライアンス担当役員に
就任し、その後 mixi America CEO を務め
る。早稲田大学大学院理工学研究科薄膜
材料工学修了。

越塚 登氏　東京大学大学院 情報学環長 教授

1994年東京大学大学院理学系研究科博
士課程修了、博士（理学）。94年東工大
情報理工学研究科・助手等を経て、2009
年東大情報学環教授、19年より同学環長

を務めている。専門は計算機科学。特に、
IoTやLOD、OS、ネットワーク、ブロックチェー
ン、スマートビルディング・スマートシティなど
に取り組んでいる。

●司会

11 : 50--12 : 50 セッション 2

石山 アンジュ氏　社会活動家

1989年生まれ。シェアリングエコノミーの普
及、規制緩和・政策推進・広報活動に従
事。総務省地域情報化アドバイザーほか
厚生労働省・経済産業省・総務省などの
政府委員も務める。2018年10月ミレニア

ル世代のシンクタンク一般社団法人Public 
Meets Innovationを設立。ほかNewsPicks
「WEEKLY OCHIAI」レギュラーMC出演を
務めるなど幅広く活動。国際基督教大学
（ICU）卒、新卒でリクルート、クラウドワー

クス経営企画室を経て現職。著書「シェア
ライフ-新しい社会の新しい生き方（クロスメ
ディア・パブリッシング）」。

テーマ「スマートシティにおける市民参加・
　　　　　　　コミュニティデザインを考える」



隅屋 輝佳氏　Pnika 代表／世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター アジャイルガバナンスプロジェクト担当

上智大学国際教養学部卒業。大学卒業後
に環境系ベンチャー企業にて新規事業開発
を担当し、その後青年海外協力隊として2
年間ウガンダで、コミュティによる水源維持
管理システムの構築を進めた。2017年よ
り3年間、NPO法人ミラツクの研究員とし
てオープンイノベーションを軸とした複数プロ
ジェクトに参画する傍ら、LIFULLにてブロッ

クチェーンを用いた新規事業開発に取り組
んだ。また、慶應大学大学院システムデザ
イン・マネジメント研究科の修士課程にて「非
専門家による法規制改正提案の支援を行
う自律的実践プロセスの設計と評価」を執
筆。19年2月にイノベーターが制度設計者
や専門家、市民とつながり、協働で法制度
設計を行うことを可能にすることをミッションと

した一般社団法人Pnikaを立ち上げ、現在
も代表として活動している。20年2月より、
世界経済フォーラム第四次産業革命日本セ
ンターのアジャイルガバナンスプロジェクト担
当として、デジタル時代にあったガバナンス
のアップデートに向けて活動している。

橋本 徹氏　横浜市 国際局担当理事（国際協力部長）

東京大学都市工学科卒業後、バンコクに
あるアジア工科大学大学院へ進学。マサ
チューセッツ工科大学博士課程単位取得
中退。国連アジア太平洋経済社会委員会
（ESCAP）、世界銀行、アジア開発銀行
研究所（ADBI）に勤務。ESCAP時代には

バンコク駐在、都市間連携、CityNetの立
ち上げに関わる。世界銀行、ADBI時には
マニラ、ハノイに駐在、都市マスタープラン
の作成、インフラ整備への民間資本導入な
どに携わる。2008年7月横浜市入庁。政
策局共創推進室国際技術協力担当部長、

国際局国際協力部長を経て、現在国際局
担当理事。事業立ち上げより公民連携に
よる海外インフラ展開事業Y-PORTに携わ
る。趣味は作曲活動。

12 : 55--13 : 10
テーマ「第9回アジア・スマートシティ会議実施報告」

特別報告

下山 紗代子氏　リンクデータ 代表理事／ Code for YOKOHAMA 副代表

琉球大学大学院で分子生物学を学び、バ
イオインフォマティクス系ベンチャーに就職。
その後理化学研究所に転職し、ライフサイ
エンス統合データベース構築事業に参画。
研究開発したデータ変換技術を活用しオー
プンデータ支援プラットフォーム「LinkData.
org」を立ち上げ、リンクデータを設立。以

降、総務省地域情報化アドバイザーや内閣
官房オープンデータ伝道師として自治体にお
けるオープンデータ・データ分析の支援や、
インフォ・ラウンジ取締役、ミーカンパニー
データスチュワードとしてデータの付加価値を
高める活動を行っている。その他、武蔵大
学及び情報科学専門学校で非常勤講師と

してデータビジュアライズを教えたり、Code 
for Japanデータ活用アドバイザー、Code 
for YOKOHAMA副代表 /CBOとしてのシ
ビックテック活動等データ関連分野で幅広く
活動。2020年に女性初の政府CIO補佐
官に就任。

南雲 岳彦　スマートシティ・インスティテュート 理事

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング専務執
行役員。内閣府規制改革推進会議委員、
内閣官房行政改革推進本部EBPM推進
委員会有識者、総務省電子政府推進員、
世界経済フォーラム第四次産業革命日本セ

ンター・フェロー、京都大学経営管理大学
院客員教授、東海大学客員教授、タリン工
科大学客員教授、国際大学グローバル・コ
ミュニケーション・センター（GLOCOM）上
席客員研究員、ロイヤルメルボルン工科大

学シニア・フェロー、産業技術総合研究所
客員研究員、SmartCityXプログラム・メン
ター等を兼務。

●司会

13 : 20--14 : 20
テーマ「日本のデジタル改革の実行に向けて」

セッション 3

吉村 隆氏　日本経済団体連合会 産業技術本部長

1997年一橋大学大学院修了後、経団連
事務局入局。経済本部にて金融制度改革、
国際協力本部にて開発援助政策や経済連
携協定の推進に関与した後、2008年より
産業技術本部に配属。17年より同本部の
本部長として、Society 5.0の推進をはじめ

とする科学技術イノベーション政策のほか、
知的財産・スタートアップ・情報通信・サイ
バーセキュリティなどに関する政策を担当。
経済産業省や文部科学省など政府の審議
会。研究会の委員を歴任。

野島 学氏　関西経済連合会 理事・産業部長

1989年4月　関西経済連合会 事務局入局
2001年6月　　　同会　　　 国際部課長
    08年6月　　　同会　　　 産業部次長
    11年4月　関西経済連合会 産業部次長
    12年4月　　　同会　　　 産業部長
    20年5月　　　同会　　　 理事・産業部長（現職）



小木曽 稔氏　新経済連盟 事務局 政策部長

1994年3月東京大学法学部卒業。94年4
月運輸省（現・国土交通省）入省　2006
年5月楽天入社。12年6月新経済連盟活
動開始とともに事務局兼務。

●司会 柳川 範之

テーマ「スマートシティの国際提携
　　～GSCA設立から1年、そしてGTGSに向けて」
宮元 陸氏　加賀市長

法政大学法学部を卒業。衆議院議員秘書
を経て1999年4月石川県議会議員就任（4
期）。県議会副議長・県監査委員・県議
会運営委員会委員を歴任。2013年10月
加賀市長就任（現在2期目）。

鈴木 康友氏　浜松市長

1985年  3月　財団法人松下政経塾卒業
    90年  4月　ステラプランニング代表取締役
2000年  6月　衆議院議員
　　　　　　 経済産業委員会理事
    03年11月　衆議院議員（2期目）
　　　　　　 経済産業委員会理事

    07年   5月　浜松市長就任
    11年   5月　浜松市長再選（2期目）
    11年12月　指定都市市長会副会長就任
    15年   5月　浜松市長再選（3期目）
    19年   5月　浜松市長再選（4期目）

山本 龍氏　前橋市長

1978年3月　群馬県立前橋高校卒
85年3月　早稲田大学商学部卒
95年4月から2006年7月 群馬県議会議員（3期）

09年1月から11年4月 群馬県議会議員（1期）
12年2月から前橋市長（3期目）

14 : 30--15 : 30 セッション 4

平山 雄太氏　世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター スマートシティ担当

民間企業での新規事業の立ち上げを複数
経験後、福岡地域戦略推進協議会にて自
治体や大企業と共にオープンイノベーション
の推進や、スタートアップ支援、スマートシ
ティプロジェクトを担当。2019年3月より世
界経済フォーラムにてG20 Global Smart 

Cities Alliance立ち上げに従事。その他、
18年4月より名古屋大学客員准教授、20
年熊本大学客員准教授、公益財団法人九
州先端科学技術研究所特別研究員、加賀
市スマートシティフェロー等、テクノロジーの
社会実装をテーマに活動している。

●司会

15 : 30--16 : 30
テーマ「スマートシティ・アーキテクトの必要性と育成戦略」

セッション 5

中村 彰二朗氏　アクセンチュア・イノベーションセンター福島 センター共同統括 マネジング・ディレクター

1963年生まれ、宮城県出身。IT業界～
経営コンサル業界、33年間従事。86年
よりオープンシステム上でのアプリケーション
開発に従事し、ERPパッケージベンダー、
EC業務パッケージベンダーの経営に関わ
る。2002年6月、サン・マイクロシステム
ズへ入社し、政府・自治体システムのオー
プン・標準・共通化、高度 IT人材育成や

自治体アプリケーションシェアモデルを提唱
し全国へ啓蒙する。11年1月、アクセンチュ
アに移籍し、東日本大震災3.11以降は、
福島県及び東北復興を目的に設立した、ア
クセンチュア福島イノベーションセンターのセ
ンター長に着任し、居を会津若松市に移し、
復興支援に従事する。14年からは日本の
再生を実現するため、復興から地方創生へ

とステージを移し、首都圏一極集中から分
散配置論を提唱、会津若松市を実証フィー
ルドと位置づけ、デジタルシフトによるスマー
トシティ・地方創生事業（再エネ／省エネ・
IoTヘルスケア・デジタルDMO・デジタル
コミュニケーション等）を推進し、会津発で
の地方創生モデル構築・成功事例の全国
展開に取り組んでいる。



太田 直樹氏　New Stories 代表／コード・フォー・ジャパン 理事

ボストンコンサルティンググループでは、 シニ
アパートナーとしてテクノロジーに関する専門
性を生かし、情報通信企業を中心にプロジェ
クトを推進。テクノロジーグループのアジア
統括も務める。その後、2015年に総務大
臣補佐官に就任し、IoT、AI、ビッグデー
タの政策を立案する一方で、中央と地方の

様々な分断にも問題意識が移行。現在、
セクターを越えた連携やシビックテックの推進
を通じて、コミュニティ主導のまちづくりや地
域に開かれた教育など、地方の本当の豊か
さを創る仕組み作りの支援をしている。東京
大学文学部卒。ロンドン大学経営学修士。

山口 功作氏　側用人 代表

1971年生まれ東京都出身。2003年から
駐日エストニア共和国大使館にてエストニア 
投資庁、ならびにエストニア政府観光局を
所管するエンタープライズ・エストニアの日
本支局長を15年間務める。民間企業の社

外取締役等を務める傍ら、DXアーキテクト
として地方自治体のアドバイスや講演活動を
行なう。エストニア共和国大統領よりテッラ・
マリアナ十字勲章を受勲する。

白坂 成功氏　慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授

東京大学大学院修士課程修了（航空宇
宙工学）、慶應義塾大学後期博士課程修了
（システムエンジニアリング学）。大学院修
了後、三菱電機にて15年間、宇宙開発に
従事。「こうのとり」などの開発に参画。技
術・社会融合システムのアーキテクチャ設

計方法論の研究、人材育成に取り組む。
2008年より慶應義塾大学大学院SDM研
究科非常勤准教授。10 年より同准教授、
17年より同教授。15年12月～19年3月
まで内閣府革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT）のプログラムマネージャーとして

オンデマンド型小型合成開口レーダ（SAR）
衛星を開発。20年5月から独立行政法人
情報処理振興機構デジタルアーキテクチャ・
デザインセンター 有識者会議座長。20年5
月から一般社団法人スマートシティ・インスティ
チュート エグゼクティブアドバイザー。

●司会

16 : 40--17 : 40
テーマ「スマートシティの最終目的としてのWell-Being」

セッション 6

前野 隆司氏　慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授

1984年東京工業大学卒業、86年同大学
修士課程修了。キヤノン、カリフォルニア
大学バークレー校訪問研究員、ハーバード
大学訪問教授等を経て現在慶應義塾大学
大学院システムデザイン・マネジメント研究
科教授。慶應義塾大学ウェルビーイングリ

サーチセンター長兼務。博士（工学）。著
書に、『幸せな職場の経営学』（2019年）、
『幸福学×経営学』（18年）、『幸せのメカ
ニズム』（14年）、『脳はなぜ「心」を作っ
たのか』（筑摩書房，04年）など多数。日
本機械学会賞（論文）（1999年）、日本ロボッ

ト学会論文賞（2003年）、日本バーチャル
リアリティー学会論文賞（07年）などを受賞。
専門は、システムデザイン・マネジメント学、
幸福学、イノベーション教育など。

内田 由紀子氏　京都大学 こころの未来研究センター 教授

京都大学教育学部卒業、京都大学大学
院人間・環境学研究科博士課程修了、博
士（人間・環境学）。専門は社会心理学・
文化心理学。ミシガン大学・スタンフォード
大学客員研究員等を経て、2008年に京都

大学こころの未来研究センター助教、11年
同准教授、19年より現職。19年～20年
はスタンフォード大学行動科学先端研究セン
ターフェロー。

関 治之氏　コード・フォー・ジャパン 代表理事

「テクノロジーで、地域をより住みやすく」をモッ
トーに、会社の枠を超えて様々なコミュニティ
で積極的に活動する。住民参加型のテクノ
ロジー活用「シビックテック」を日本で推進
している他、オープンソースGISを使ったシ

ステム開発企業、合同会社 Georepublic 
Japan CEO及び、企業のオープンイノベー
ションを支援するHackCampの代表取締
役社長も勤める。また、神戸市のチーフ・
イノベーション・オフィサー（非常勤）や東京

都のフェローとして、自治体のスタートアップ
支援政策やオープンデータ活用を推進してい
る。その他の役職に、総務省 地域情報化
アドバイザー、内閣官房 オープンデータ伝
道師等。

●司会 南雲 岳彦

●司会 南雲 岳彦

眞野 浩氏　平山 雄太氏　白坂 成功氏　柳川 範之
17 : 40--18 : 10 全体総括


