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研修ツアー内容紹介01

関連
産業

政策
理解

実際
応用

先端
開発

将来のﾌﾞﾛｯｸ
ﾁｪｰﾝの動向

•ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝと仮想通貨の日本政府の政
策理解。

•日本のﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの展望と現在の秩序

•最新のﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝと開発動向

•ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ、AI との結合と金融、保険、
物流、不動産、決済及びその他産業で
のﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの応用

•日本初の仮想通貨取引所の日本の仮想
通貨の現状と今後の展開を解説。

•第1回ｱｼﾞｱ太平洋ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝｻﾐｯﾄに参加

研修内容



特別ゲスト02

慶応義塾大学
ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｭｸﾄ

• ｱｼﾞｱ初民間機関、日本の権威ある世界
的に有名な研究大学・慶応大学は、日
本最古の私立総合高等教育機関。

• 慶應義塾大学・大槻知明教授と豊田健
特任助教が世界初のﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ技術によ
り開発した商品ｾｷｭﾘﾃｨ検査ｼｽﾃﾑは幅広
い注目を浴びている。

• 豊田健特任助教が、彼の発明・研究をﾃ
ｰﾏに、将来のﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの実際のｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝを解説する
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講師紹介02

西岡進

• 西岡進 ﾙｰﾃﾞﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社（東
証ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ上場）取締役会長

• 内装業、不動産管理業。

• 2018年より仮想通貨による不動産販売
、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝを利用した不動産決済ｼｽﾃ
ﾑの事業を開始。

• 不動産とﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの融合を推進し事
業展開している。

B



講師紹介

紺野勝弥

• 日本初の仮想通貨取引所 Quoinex 取

締役 CFO

• 技術第一、安全取引第一、顧客の個

人情報保護第一を理念に、ｺｰﾙﾄﾞｳｫﾚｯ

ﾄ技術を利用し、非常に安全な取引ｺｰ

ﾙﾄﾞｳｫﾚｯﾄｺｰﾙﾄﾞｳｫﾚｯﾄを構築。

• 仮想通貨開発ﾁｰﾑを率いて独自のﾄｰｸﾝ

も開発。

• 2008～2016年、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟの金融

投資部門に勤務。投資・合併・買収

を担当。

• 金融と仮想通貨の将来発展と動向に

ついて独自の見解を解説
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講師紹介02

罗敏

• 世界ﾄｯﾌﾟﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ・ NTT研究所主任 (唯一
の中国籍主任)。 現在、NTTが研究するﾌﾞﾛ
ｯｸﾁｪｰﾝの企画、研究、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを担当。

• 2011年から東京工科大学の著名な研究者と
して、全国ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参画、
その後NTTの研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参画

• 2012年NTT総合研究所に入社。ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀﾘｱﾙ
ﾀｲﾑ分析・処理ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ研究・開発に従事

• 2012-2015年：創始者の１人として、 ｱｼﾞｱ
初のﾘｱﾙﾀｲﾑﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ分析・処理ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
・JUBATUSを完成。

• 2015/11-2016/11：ｱﾒﾘｶに赴任。世界第2位
のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ (NTT買
収後)ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝﾃﾞｰﾀｱﾒﾘｶの技術指導を実施
。

• 現在の研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ、
AI 、ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀを結合した基盤技術・ｱﾌﾟﾘｹ
ｰｼｮﾝの研究開発。金融、保険、物流、決済
など、世界有数の成果を達成している。

B



ｻﾐｯﾄ特別ｹﾞｽﾄ03

福沢荣治

• ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ・人工知能の専門家。

• 早稲田大学工学博士、早稲田大学客
員研究員、AFC株式会社代表取締役

• ﾋﾞｯｸﾃｰﾀ処理や機械学習などの人工
知能ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを専門とする。

• 科学的ﾃﾞｰﾀ分析、ﾃﾞｨｰﾌﾟ学習を中心
とした人工知能量的投資ﾓﾃﾞﾙの構築
に特化

• 日本の大手上場企業に以前勤務。人

工知能関連の技術研究開発と業績転
換に10年近い経歴をもつ

• ｼｽﾃﾑｱﾅﾘｽﾄ資格を有し、40以上の学
術論文を発表、日本の発明特許を5
つ保有

B



第一回ｱｼﾞｱ太平洋ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝｻﾐｯﾄ03
ｻﾐｯﾄ紹介

ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝとAIﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの応用とその広範な研究開発により、こ
れらのﾊｲﾃｸ技術はますます注目を集め、大きな期待が寄せられ
ている。 現在、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ技術は急速に発展しており、世界中
の様々な大企業がﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ技術のﾋﾞｼﾞﾈｽへの応用を積極的に模
索している。政府機関も潜在的な利点を模索しています。大胆
な起業家は、この技術をｽﾏｰﾄﾌｫﾝなどに応用する方法を検討して
いる。
日本は、世界有数の技術先進国の一つ。ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの
開発を積極的に推進し、この技術のもとで現れた最新のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓ
ﾃﾞﾙを歓迎するためのｵｰﾌﾟﾝな姿勢を採用してる。 このｻﾐｯﾄでは
、最新の動向と業界の見通しを得るために、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
の話題を取り巻く各業界の専門家を招待｡ ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
､ﾃﾞｨﾅｰﾊﾟｰﾃｨｰなどの無料交流ｾｯｼｮﾝは、起業家と技術開発者の間
のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの促進する。またﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ分野で積極的にﾁｬﾝｽを
求めている人々のためのｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを提供するように設計
されている。 このｻﾐｯﾄは、ｴﾘｰﾄ学者が世界中のさまざまな業界
でさらに繁栄するための技術を交流させ、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ化するのに
役立つｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞなﾄﾋﾟｯｸｽを提供すると考えている

B B



第一回ｱｼﾞｱ太平洋ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝｻﾐｯﾄ03

.日程Date
2018年3月24日(土) 

10: 00~21:00

10:00~21:00,Sat,24th March,2018

2018年3月25日(日) 

10: 00~17: 00

10:00~ 17:00,Sun,25th March,2018

会場
ホテルニューオータニ

東京で最も古い5つ星ホテルの1つ。日本の高
層ビルの象徴としても賞賛されている。日本
政府とオリンピック委員会の信頼を得て1962
年に伏見宮廷跡地に建設され、400年前の日
本庭園に囲まれている。繁栄と永遠の象徴B
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主賓紹介

平野洋一郎：日本ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ協会会長
野口悠纪雄：《ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ革命》作者。日本経済学者。一
ツ橋大学教授。東京大学教授。早稻田大学金融研究センタ
ー顧問。ｽﾝﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学客員教授。
金群：早稻田大 学教授。国際電気電子ｴﾝｼﾞﾆｱ学会・日本情
報処理学会高級会員。
李頡：国際電気電子ｴﾝｼﾞﾆｱ学会ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ技術委員会主席。
通信学会ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ技術委員会主席。
罗党论：新三版智本連合創始人。広東省相互ﾈｯﾄﾜｰｸ、金融
研究会会長。
Katsuya Konno：QUOINEX交易所CFO.

张店：日本BTCBOX取引所創始人CEO。
蒋海：布比网络創始人兼CEO，中科院博士。
大永：Tuechain （初链） 創始人

B B

第一回ｱｼﾞｱ太平洋ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝｻﾐｯﾄ
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• 3月22日初日

• 国際線で東京に到着。

• 到着後専用車で、国際的な5つ星ﾎ
ﾃﾙにﾁｪｯｸｲﾝ。

• 研修ﾂｱｰ開始

日程紹介
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• 3月23日２日目午前 専門家講座

• 第1部：豊田健：世界初偽造防止ｼｽﾃﾑ、
ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの今後の応用

• 第2部：赤坂恵司：日本の仮想通貨交換
業者登録手続き、仮想通貨業界参入手法

• 第3部：西岡進。仮想通貨と不動産業界
の統合方式。実用的なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、特
性 、取引ﾌﾟﾛｾｽ、運用ﾓﾃﾞﾙ、今後の開発
動向

日程紹介

•3月23日２日目午後 専門家講座

•紺野勝弥：日本の仮想通貨市場の分析、
日本の仮想通貨取引所の最近の動向、将
来の方向性、ﾘｽｸｺﾝﾄｰﾙ手法導入

•羅敏：NTTﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰの最近の研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ。ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ、AI、ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀと金融、保
険、物流などとの具体的なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、今
後の潜在的価値の紹介

•夕食：和風焼肉。日本高級和牛・松阪牛
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• 3月24日3日目

• ｱｼﾞｱ太平洋ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝｻﾐｯﾄ

• 午前 主賓挨拶。専門家講演

• 午後 ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ会議。ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱﾌﾟﾘ
ｹｰｼｮﾝの展望

• 夜 交流宴席

日程紹介

• 3月25日4日目

• ｱｼﾞｱ太平洋ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝｻﾐｯﾄ

• 各ﾁｰﾑ (15 ﾁｰﾑ) のﾛｰﾄﾞｼｮｰを公聴。
対話型ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ実施

• 投資家とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとのﾗｳﾝﾄ
ﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ。

• 夜 懐石料理、内部交流会
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• 3月26日5日目

• 専用車で空港へ。

• 国際線飛行機で中国に帰国

• 楽しい日本の研修ﾂｱｰの終了

日程紹介




