3月12日（木）セミナースケジュール
セミナー会場A

セミナー会場B

＜講演内容、講師、時間など予告なく変更する場合があります。＞
＜当日受講希望の場合は、直接会場にお越し下さい。満席の場合、
ご入場いただけない場合があります。
＞

セミナー会場C

セミナー会場D

セミナー会場E

※受講無料

セミナー会場F

セミナー会場G

セミナー会場H

セミナー会場J

K-10A 【KEYNOTE】
10：00 5年間の導入・運用で見えた
大規模プライベートクラウド活用の勘所と留意点
｜
日本たばこ産業
10：50 IT部 次長／工学博士
藪嵜 清 氏

C-11B “クラウド技術”と“脱RDBの選択”
11：00 が企業内システムを劇的に変える
｜ ワークスアプリケーションズ
代表取締役最高経営責任者
11：40 牧野 正幸 氏

S-11D 情報漏洩が起こる背景には共通の原因がある…
11：00 その本質の解明と対策
｜ インフォフラッグ
代表取締役
11：40 神戸 仁 氏

C-11G
11：00
｜
11：40

C-11E グローバルトップ企業が実践する、一元管理に
11：00 よる効率的なデジタル顧客体験の実現方法
｜ SDLジャパン
Regional Sales Director
11：40 藤松 良夫 氏

C-11J 「グループウェア変革」が企業の
11：00 ワークスタイルとコミュニケーションの
あり方を変える
｜
ネオジャパン
11：40 マーケティング統括部
・プロダクトマーケティング担当

クラウド＆ビッグデータ時代の
データ活用の5つのポイント
アプレッソ
技術部・部長
友松 哲也 氏

提供：Sky

C-11A
11：45
｜
12：25

山田 志貴 氏

マイクロソフト コーポレーション
クラウド アンド エンタープライズ
ビジネス本部
ゼネラルマネージャー
Garth Fort 氏

日本マイクロソフト
サーバープラットフォーム
ビジネス本部
業務執行役員 本部長
佐藤 久 氏

マネージャー
山本 啓二 氏

※同時通訳あり

C-12D パブリッククラウドが「心配」な貴社に朗報！
12：30 オンプレ対応の従量課金ソリューション
日本ヒューレット・パッカード
｜ アジア太平洋地域
フレキシブルキャパシティ
13：10 サービス担当 ビジネスコンサルタント

データセキュリティ・スペシャリスト
髙岡 隆佳 氏

S-12E 年間2500億ドルを超えるソフトウェアの不正
12：30 コピー被害、最適な防止法とは？
｜ 日本セーフネット
SRMソリューション事業部 事業部長
13：10 小池 康幸 氏

K-14A 【KEYNOTE】
3社が語る、ビジネスを変える「IoTスタートアップ」の実際
14：45 〈パネリスト〉
｜ テラスカイ 代表取締役社長 佐藤 秀哉 氏
ウフル 代表取締役 園田 崇 氏
15：25 フレク
ト 代表取締役 黒川 幸治 氏

S-14D ウェブセキュリティの理想と現実
14：00 「危険なのは分かってはいるけど」からの脱却
・インフォメーション・テクノロジー
｜ デジタル
商品開発部
14：40 ソリューション推進グループ 担当部長
橋本

円氏

C-14F kintoneで既存のSIモデルからの脱却
〜クラウド時代に生き残れるSIビジネスとは〜
14：45 サイボウズ
プロダクトマネージャー
｜ kintone
伊佐 政隆 氏
15：25 ジョイゾー
代表取締役

C-14H Cloudを守る4つのセキュリティー
14：45 【Dynamic Cloud Security】
｜ 日本IBM
セキュリティーサービス事業部長
15：25 本間 将一 氏

四宮 靖隆 氏

井上 健太郎

インターナル利用とコマーシャル利用の事例に学ぶ、
短納期・低価格なクラウド導入

三浦 勇太 氏

本部長

池田 淳 氏

中本 周志 氏

S-16C 2015年ワークスタイル大解剖
16：15 モバイルワークの整理とICTの利活用
｜ ソリトンシステムズ
Mobile Solution 本部長
16：55 松本 吉且 氏

ガリバーインターナショナル
月島 学氏
加藤大清氏
提供：FPTソフトウェア

C-16F タブレット利活用で営業力アップ！導入から
16：15 運用・更新まで〜ワンストップ型サービスで
最適なクラウド構築を実現するには
｜
東芝情報機器
16：55 カスタマーサポート第一本部 副本部長

S-16H エン・ジャパン、赤城乳業など、
16：15 大手企業はなぜOfﬁce 365導入時に
HDE Oneを導入したのか。
｜
16：55 HDE
事業開発室 執行役員

寺田 竹伸 氏

K-17B 【KEYNOTE】
17：00 統合タスク「ロボットは東大に入れるか」の
意味と意義
｜
国立情報学研究所
17：40 教授・社会共有知研究センター長

S-17D 〜侵入された反省から生まれた、
クラウド時代のセキュリティ対策とは〜
17：00 新・情報セキュリティの方程式
｜ NTTコミュニケーションズ
17：40 セキュリティ・エバンジェリスト
（経営企画部 MSS推進室 担当部長）
小山 覚 氏

新井 紀子 氏

セミナー会場B

汾陽 祥太 氏

S-17G Webサイトへの攻撃と被害の
17：00 現状、クラウド型WAFによる
防御・そのメリットと事例
｜
シマンテック・ウェブサイトセキュリテイ
17：40 プロダクトマーケティング部 プロダクトマーケティングマネージャー

F-17E IoT時代のビッグデータ活用による
17：00 イノベーション
｜ トレジャーデータ
マーケティング担当ディレクター
17：40 堀内 健后 氏

S-17J インシデント発生！感染端末は
17：00 どこだ！？その特定と対処策
｜ マクニカネットワークス
ネットワーク第1事業部
17：40 プロダクト第1営業部 第2課
有川 博史 氏

山崎 潤一 氏

KEYNOTE

3月13日（金）セミナースケジュール

S-15J 今までの常識が通用しない？
スマートデバイス時代の
15：30 クラウド、
情報漏えい対策
｜
16：10 エムオーテックス
事業推進本部 執行役員

C-15G オンプレミスからクラウド基盤移行への
15：30 「これから」を最新マイグレーション事例
で解説
｜
システムズ
16：10 マイ
グレーション事業本部 担当部長

C-15E 「遅延しない」システム基盤に必要なものは
15：30 何か。ビジネスに生きる最先端ADC活用法
｜ マクニカネットワークス
ネットワーク第1事業部
16：10 プロダクト第2営業部 第1課

鈴木 徹 氏

セミナー会場A

荒谷 茂伸 氏

伊賀 敏樹 氏

B-15D ビッグデータとIOTがビジネスを変革する
15：30 〜センサー・デバイスデータによる予測分析・最適
化で、新たなビジネス価値を創出するためには〜
｜
日本IBM
16：10 ソフトウェア事業本部 Analytics事業部 ICP エグゼクティブ ITS-IoT

FPTジャパン
クラウドコンサルティング本部
前野 好太郎 氏

S-14J クラウド時代の端末管理方法とは！
14：00 〜LCM、資産管理、セキュリティ、運用〜
｜ NECキャピタルソリューション
ICTアセットソリューション部
14：40 シニアディレクター

T-14G 見えてきたアンチパターン
14：00 〜これをやらないと、モバイルアプリ
開発は失敗する〜
｜
エンバカデロ・テクノロジーズ
14：40 シニア・セールスコンサルタント

C-14E BCP/ディザスタリカバリ強化のための遠隔地
14：00 バックアップ環境の構築ポイントは？
バラクーダネットワークスジャパン
｜ セールスエンジニア
14：40 加藤 路陽 氏

B-14C Dellが提唱するSoftware Deﬁned
14：45 Storageと今後の方向性
デル
｜ ストレージビジネス本部
本部長
15：25 小島 由理夫 氏

〈モデレータ〉

C-16A
16：15
｜
16：55

ソフトウェア事業本部 システムzSW・テクニカル セールス
天野 恭子 氏

西原 敏夫 氏

森 英人 氏

主任研究員

B-13H 眠れる基幹データを呼び覚ませ！
13：15 − Hadoopは基幹システムに寄り添う時代 −
日本IBM
｜ ハイエンドシステム事業 テクニカル・ソリューション
13：55 藤岡 英典 氏

S-13F サイバー攻撃による世界的脅威の最新トレンドと
13：15 今求められる新たなセキュリティ対策
｜ シスコシステムズ
セキュリティ事業
13：55 テクニカルソリューションズアーキテクト

※同時通訳あり

B-14B 分析パワーを全ての人に−競争優位と社会の
14：00 変革を実現するIBM Analytics
日本IBM
｜ ソフトウェア事業本部
インフォメーション・マネジメント事業部
14：40 ビッグデータ＆DM製品営業統括部長

日経BPイノベーションICT研究所

神保 岳大 氏

C-13C ワークスタイルチェンジを実現する
13：15 ビジネスコラボレーション基盤
東芝 クラウド＆ソリューション社
｜ クラウドプラッ
トフォーム＆サービス推進部 部長
：
13 55 香川 弘一 氏

K-13A 【KEYNOTE】
Brave New IT〜VMware で実現する One
13：15 Cloud,
Any Application, Any Deviceの世界〜
｜
VMware
13：55 社長兼最高執行責任者

C-12J クラウド名刺管理がもたらす革新
12：30 〜2,000社の導入事例を元に解説〜
｜ Sansan
営業部
13：10 加藤 容輔 氏

S-12G 驚異！パターンファイルレス／
12：30 フルクラウド型ウイルス対策ソリュー
ションのご紹介
｜
インテック
13：10 クラウド事業推進部
主任

福田 晶子 氏

カール・エッシェンバック 氏

C-11H 今までなかった！クラウド上の情報
11：45 漏えい監視とフォレンジック最前線
ディメンションデータジャパン
｜ クラウドビジネス部 部長
金子 眞治 氏
：
12 25 ブルーコートシステムズ

T-11F 開発者が語る最先端モバイルアプリ：
11：45 福島銀行の「iPadを活用した先進事例」のご紹介
マジックソフトウェア・ジャパン
｜ マーケティ
ング部・課長
渡辺 剛 氏
12：25 シー
・シー・ユー

【Azure、Windows Server パートナープログラム統括責任者
ガース・フォート氏 緊急来日講演！】
未来を切り拓くマイクロソフトのクラウド戦略

クラウド

ビッグデータ

スマートフォン＆タブレット

セキュリティ

＞
＜講演内容、講師、時間など予告なく変更する場合があります。
＜当日受講希望の場合は、
直接会場にお越し下さい。
満席の場合、
ご入場いただけない場合があります。
＞

セミナー会場C

セミナー会場D

セミナー会場E

IoT

※受講無料

セミナー会場F

セミナー会場G

セミナー会場H

K-20A 【KEYNOTE】
10：00 GEのインダストリアル・インター
ネット戦略
｜
日本GE
10：50 代表取締役社長兼CEO

セミナー会場J

Cisco Cloud Solution Day

熊谷 昭彦 氏

コトがつながる
F-21B すべてのヒト、モノ、
11：00 時代のイノベーション
・ドットコム
｜ セールスフォース
取締役社長 兼 COO
11：40 川原 均 氏

T-21D 先進企業タブレット導入事例：
11：00 現場が本当に必要としている
タブレットツールは？
｜
日本デジタルオフィス
11：40 代表取締役

G-21J 今後のクラウドの姿
〜来たるべき Intercloudの世界に向けて〜
11：00 〈パネリスト〉
伊藤忠テクノソリューションズ
｜ ITサービス事業グループ
クラウド事業推進本部長代行 兼 クラウドサービス販売推進部長
12：15 東 智之 氏

C-21G ビジネス貢献のためのクラウドと
11：00 は何か？！
｜ NEC
C&Cクラウド基盤戦略本部・シニアエキスパート
11：40 酒井 雅啓 氏

S-21E SIEM導入の現実解
11：00 〜スモールスタートのメリット〜
｜ マクニカネットワークス
ネットワーク第1事業部
11：40 プロダクト第1営業部 第1課

NTTデータ

羽田野 栄志 氏

濵田 潔 氏

ビジネスソリューション事業本部 データセンタ事業部 グローバル・アライアンス担当 部長

本城 啓史 氏

K-21A
11：45
｜
12：25

【KEYNOTE】
“儲ける”システムはクラウドで作る
〜コスト削減からビジネス貢献へ
〈パネリスト〉
すかいらーく
マーケティング本部 ディレクター
神谷 勇樹 氏

〈モデレータ〉
日経コンピュータ 副編集長
森山 徹

クラウドサービス拡販本部
中田 龍二 氏

横河電機
コーポレート本部 YGSP部
山下 じゅん子 氏

本部長

「モノのインターネット」
F-22B PTCが導く
12：30 の始め方
PTCジャパン
｜ ソリ
ューション戦略企画室 執行役員
13：10 成田 裕次 氏

K-23A
13：15
｜
13：55

【KEYNOTE】
【特別対談】
もうホワイト企業でなければ生き残れない
国際ジャーナリスト
蟹瀬 誠一 氏
サイボウズ
代表取締役社長
青野 慶久 氏

マイナンバー対策待ったなし！
生体認証でパスワード認証の
リスクと課題をまとめて解決
富士通
ユビキタスビジネス戦略本部
ソリューションビジネス企画統括部・マネージャー
和田 篤志 氏

C-23F これなら納得！データ移行の負荷軽減術
〜データ抽出、変換がノンプログラミング
13：15 で〜
｜
13：55 データ･アプリケーション
新 勝己 氏

〜ハイブリッド・クラウドを見据え、システム部門が準備すること〜

日本IBM
システム製品事業本部
システムズ＆テクノロジーエバンジェリスト
新井 真一郎 氏

S-24D
14：00
｜
14：40

安藤

WAFで対策！ウェブへの攻撃は、
IPSや統合型製品では防げない
〜パスワードリスト攻撃や
L7 DDoSの対策方法〜

バラクーダネットワークスジャパン
セールスエンジニア
澤入 俊和 氏

「kintone
C-24E 業務改善クラウド
」
が変革する日本の
14：00 （キントーン）
現場
｜
サイボウズ
14：40 社長室 フェロー

Publickey 編集長、クラウド利用促進機構（CUPA） 総合アドバイザー

新野 淳一 氏

G-24J
14：00
｜
14：40

T-24G 世界の先進事例から読み解く、2016
14：00 年もビジネスに差をつけるためのモ
バイル・プラットフォームとは？
｜
日本IBM
14：40 クラウド事業 クラウド・テクニカル・ソフトウェア
佐々木 志門 氏

C-24F たかがメール、されどメール
日々あたりまえに使っているツール
14：45 宝の山に変える秘策は？
｜ Zimbra Japan
ソリューションズ アーキテクト
15：25 シニア
関根 章弘 氏
T-25D BYODを主とした
15：30 スマートフォン社内活用事例
｜ 日本IBM
BTIT統合推進 ITインフラ企画
16：10 横田 努 氏

クラウドの
C-26A ハイブリッドが本流に。
16：15 最新動向とその利用シーン
｜ ヴイエムウェア
CTO Ambassador
16：55 金子 亨 氏

G-25J ビジネスに革新をもたらす、グローバル
15：30 マルチデバイス・コラボレーション
NTTコミュニケーションズ
｜ ボイス＆ビデオコミュニケーションサービス部
販売推進部門
16：10 中井 敏生 氏 担当部長
C-26H XenDesktopの弱点を
16：15 克服するITインフラ構築
｜ マクニカネットワークス
ネットワーク第2事業部
16：55 営業推進室 室長

服部 京子 氏

井坂 智博 氏

S-27E
17：00
｜
17：40

Vormetric
東京オフィス
カントリーマネージャー
池田 克彦 氏
提供：アズム ※逐次通訳あり

KEYNOTE

クラウド

ビッグデータ

金児 大輔 氏

S-27G
17：00
｜
17：40

サイバーセキュリティ対策のゲーム・チェンジ
〜対処療法から根本治療へ〜
いまマイナンバー対策として注目される
「利用させない」
データセキュリティとは
Vormetric
アジア・日本担当副社長
ジョージ・H・チュー 氏

NTT東日本
ビジネス開発本部第一部門WiFi推進担当 担当課長
増山 大史 氏
提供：シスコシステムズ

提供：シスコシステムズ

C-26F 「PaaSのある開発」で差をつける！
16：15 −Bluemixがもたらすパラダイム・シフト−
日本IBM
｜ ソフトウェア事業本部
マーケティング
16：55 Bluemix担当
C-27D コンバージドインフラストラク
17：00 チャが切り開くクラウドへの道
ノロジー・ソリューションズ
｜ VCEテク
vアーキテクト シニア・マネージャー
17：40 三邉 祥一 氏

〜中堅・中小ビジネスにおけるサポート付き
簡単オフィスWi-Fiの活用事例と成功ポイント〜

池野 桂司 氏

S-25G インシデントレスポンス対応か
15：30 ら見えた課題と展望について
シスコシステムズ
｜ アドバンスドサービス セキュリティ専任
16：10 楢原 盛史 氏

C-25E 気づかない脅威にこう備える！
中堅企業の
15：30 クラウドで実践、
セキュリティ対策12の方法
｜
16：10 東芝情報システム
SIソリューション事業部 ソリューション第一部 部長

Wi-Fiで会社が変わります

C-24H 北海道のクラウド環境での
14：45 バックアップとWAN高速化に
よる大容量データ転送の秘策！
｜
15：25 北海道総合通信網
営業推進部 市場開発グループ 主査

野瀬 克紀 氏

Y-27C 課長塾〜マネジメントスキル講座
17：15 イノベーションを生み出す「デザイン・シンキング」
〜画期的な商品を創り出す思考術〜
｜
インクルーシブデザイン・ソリューションズ
17：55 代表取締役社長

宮川 義彰 氏

C-23H データセンター最新活用術
13：15 なぜ、名だたるグローバル企業
はエクイニクスを選ぶのか？
｜
エクイニクス・ジャパン
13：55 代表取締役社長

野水 克也 氏

正之 氏

S-25B 本気モードの攻撃者が仕掛ける手口
15：30 の理解
・アイ
｜ ファイア
最高技術責任者
16：10 名和 利男 氏

クラウド＆マネージドサービス事業部 システムエンジニアリング シニアSEマネージャー

〈モデレータ〉

古田 敬 氏

S-24C 最新の調査に基づくアンダーグラウンド
14：45 ハッカー市場の現状と脅威への対応
デル
｜ デルソニックウォール
15：25 SEマネージャー

C-24A ビジネス・ニーズの変化に応える
14：45 クラウドの進化とは
｜ 日本IBM
執行役員 クラウド事業統括担当
15：25 小池 裕幸 氏

事業部長

提供：シスコシステムズ

技師長
中村 憲政 氏

四倉 章平 氏

クラウド＆マネージドサービス事業部

梁瀬 和人 氏

G-22J クラウドの使分けについて
〜ミッションクリティカルに最適なクラウドとは〜
12：30
伊藤忠テクノソリューションズ
｜ クラウドサービス企画開発部 部長代行
13：10 神原 宏行 氏

C-22G 情報漏えい対策は万全ですか？
12：30 〜企業内ITデバイスの管理や仮想デスク
トップのセキュリティ強化策とは
｜ 東芝
13：10 パーソナル＆クライアントソリューション社

C-22E 動き始めたMicrosoftAzure
12：30 の 閉 域 網 接 続と ハイブリッド
クラウド顧客事例
｜
インターネットイニシアティブ
13：10 アライアンスマーケティング部
副部長

オンプレミス環境のクラウド化と運用を楽にする
OpenStack ソリューション

B-24B ビッグデータによる価値創造
14：00 〜最大限の効果につながる実践ノウハウ〜
｜ NEC
ビッグデータ戦略本部 本部長
14：40 中村 慎二 氏

執行役員

シスコシステムズ

伊賀 絵理子 氏

S-22D
12：30
｜
13：10
C-23C
13：15
｜
13：55

シスコシステムズ

C-21H モ バイル デバイス から社 内
11：45 データを流出させないための
MS流多層防御
｜
12：25 日本マイクロソフト
エグゼクティブ プロダクト マネージャー

C-21F エンタープライズ企業が選ぶべき
クラウドグループウェア
11：45 サイボウズ
サイボウズ
ガルーン プロダクトマネージャー
｜ 池田 陽介 氏
12：25

C-21C クラウドで実現したビジネス
差別化戦略をひも解く！
11：45 クラウドの活用事例をご紹介！
｜ 日立システムズ
12：25 クラウド事業推進統括本部

スマートフォン＆タブレット

内部犯行による情報漏洩をしっかり
抑止！特権ID管理、
3つのステップと
手軽な方法
NTTデータSMS
新規ビジネス推進室 課長
綾野 穣児 氏
ゾーホージャパン
ManageEngine & WebNMS事業部
海老原 雅人 氏

G-27J クラウドで異文化コラボレーション
17：00 〜企業間連携に必要なコミュニケーション環境とは〜
IIJグローバルソリューションズ
｜ サービス推進本部
コラボレーションサービス推進部
17：40 吉田 拓未 氏
提供：シスコシステムズ

営業部

セキュリティ

IoT

課長塾〜マネジメントスキル講座

