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13：00 ～ 13：40　E-133 
レンジャーシステムズが取り組む、
身近なIoTサービスとそこに潜むリスク回避！

レンジャーシステムズ
執行役員
monoコネクト事業部 部長
木村 秀一 氏

16：00 ～ 16：40　E-165 
3DCGを利用した最新のリハビリテーション
研究の成果と3Dプリンタの活用事例

スピード
代表取締役
岩木 勇一郎 氏

提供：愛知・名古屋産業立地プロモーション
事業実行委員会

12：00 ～ 12：40　E-123 
IoT時代の日本型オープンイノベーション
～水面下で加速する中小企業との
コラボレーション～

リンカーズ
リンカーズオープンイノベーション研究所
所長
小林 大三 氏

10：30 ～ 17：20　M-104 
FACTORY Annex～産業IoT実践セミナー～ 【プログラム】

GRANDIT DAYS 2016
14：00 ～ 14：40　P-143 
ERPのクラウド導入は現実的か？
―変化の時代に対応する経営革新に向けた、
次の一手―

GRANDIT
プロダクトユニット
ユニットリーダー
高橋 昇 氏

15：00 ～ 15：40　B-153 
他とは違う、成功するセルフサービスBIとは？
～どんな環境下でどんな要素を網羅すべきか

SAS Institute Japan
ビジネス推進 担当部長
畝見 真 氏

16：00 ～ 16：40　B-163 
戦略的データ活用の勘所

SAS Institute Japan
ソリューションコンサルティング本部
情報基盤イノベーショングループ
シニア プリセールス コンサルタント
山本 圭一 氏

10：00 ～ 10：40　G-105 
次世代ヘルスケア産業の創出
－健康経営と地方創生の視点－

経済産業省
商務情報政策局ヘルスケア産業課
課長補佐
富原 早夏 氏

11：00 ～ 11：40　G-115 
地域医療の環境変化とMSDの取り組み

MSD
執行役員
医薬政策部門統括 兼 社長室長
諸岡 健雄 氏

12：00 ～ 12：40　G-125 
超高齢社会におけるヤマトグループの
取組み及び今後の方向性について

ヤマト運輸
営業推進部 
部長
秋山 佳子 氏

13：00 ～ 13：40　G-135 
～600項目健康ビッグデータから見える
真の健康の未来～
弘前大COI：40以上に及ぶ巨大産学官
連携チームの挑戦
弘前大学
副理事（研究担当）・教授／
COI研究機構（医学研究科）・戦略統括
村下 公一 氏

14：00 ～ 14：40　A-145 
業務改善のプロが教える、生産性2倍、
人材育成効率3倍を実現する方法と事例

スタディスト
代表取締役
鈴木 悟史 氏

15：00 ～ 15：40　A-155 
デジタルビジネスを支援するNTT Comの
「Enterprise Cloud」

NTTコミュニケーションズ
クラウドサービス部　
クラウドエバンジェリスト
林 雅之 氏

10：00 ～ 11：30　K-10A【基調講演】 
トヨタとセコムが描くデジタルビジネスの未来

12：10 ～ 12：50　K-12A【パネル討論】 
サイバー攻撃の脅威からの企業防衛を考える
――組織としての対応に求められるものとは？

14：10 ～ 14：50　KF-14A
 【テーマセッション：アドバンストフィールドテクノロジー】
Brilliant Factory- 製造プロセスにおける
IoT技術の活用

GEデジタル
ソリューション・アーキテクト
ラジェーンドラ・マヨラン 氏

※日本語での講演となります。

12：00 ～ 12：40　KF-121  
【テーマセッション：アドバンストフィールドテクノロジー】
工作機械の生産性向上の為のIoT技術の実用化

シチズンマシナリー
執行役員
営業本部 副本部長
柳平 茂夫 氏

11：00 ～ 11：40　D-112  
失敗しないセキュリティ・ガバナンス対策
～クラウドサービスのID統合管理を考える

13：10 ～ 13：50　K-13A【特別講演】 
IoT大航海時代の先駆け
＝SORACOMの戦略とお客様事例 ＝

ソラコム
代表取締役社長
玉川 憲 氏

16：10 ～ 17：00　K-16A【パネル討論】 
AIの未来は我々が創る！話題の日本発
ベンチャー4社が徹底議論

◆講演1（10：00～10：30）
トヨタ自動車が考える「IoT工場」の将来
トヨタ自動車
未来創生センター統括
Mid-size Vehicle Company 
常務理事
磯部 利行 氏

◆講演2（10：30～11：00）
セコムの未来戦略～先端技術をフル
活用するサービスイノベーションとは
セコム
常務執行役員 IS研究所 所長
小松崎 常夫 氏

15：00 ～ 15：40　KF-151 
【テーマセッション：協働ロボット】
デザインとロボットのカンケイ

T-D-F
代表
園山 隆輔 氏

13：20 ～ 14：30　R-131【特別講演】 
ビジネスモデル革命はアーキテクチャから
～Enterprise Architectureの父、ザックマン氏が提言

◆第1部（講演）
米Zachman International
Founder
ジョン・ザックマン
（John A. Zachman）氏

※同時通訳あり

＜パネリスト＞
DAMA日本支部
代表代行
林 幹高 氏

IIBA日本支部
BABOK担当理事
清水 千博 氏

Iasa日本支部 
理事 
梶川 哲生 氏

＜モデレータ＞
日経BPイノベーション
ICT研究所 研究員
谷島 宣之

13：00 ～ 13：40　A-137 
Office 365活用ソリューション紹介
（タブレットで編集・ペン・写真貼付）

日本デジタルオフィス
代表取締役
濵田 潔 氏

11：00 ～ 11：40　N-118 
先進デバイスの連携・協調によってIoTが
創造する近未来
～技術トレンドと適用事例～

NTTデータ
技術開発本部 エボリューショナルITセンタ
デバイス協調技術担当 部長
渡辺 真太郎 氏

12：00 ～ 12：40　N-128 
5メートルの精度！防災やビジネスに威力を
発揮する全世界デジタル3D地図、その技術と
展望

NTTデータ
第一公共事業本部 e-コミュニティ事業部 
課長
筒井 健 氏

13：00 ～ 13：40　N-138 
アナリティクスや人工知能をどう活かす？
ビジネス変革を加速する新世代の
アウトソーシング

クニエ
シニアマネージャー
伊藤 進一 氏

提供：NTTデータ

14：00 ～ 14：40　N-148 
デジタルビジネス成功のカギ
アナリティクスとデータマネジメントの
正しいアプローチ

NTTデータ
ビジネスソリューション本部
ビッグデータビジネス推進室
ソリューション開発センター長
齊藤 直哉 氏

15：00 ～ 15：40　N-158 
NTTデータが目指す生産技術革新
～基幹システムのモダナイズと
イノベーションの実現に向けて～

NTTデータ
システム技術本部　方式技術部
統括部長
田中 秀彦 氏

16：00 ～ 16：40　N-168 
ブロックチェーンの展望と課題
～仮想通貨から社会インフラへ

NTTデータ
金融事業推進部 システム企画担当
部長
赤羽 喜治 氏

14：00 ～ 14：40　D-147 
従来のエンドポイント対策では「不十分」
～マルウェアは「連係と視覚化」で徹底対策～

ソフォス
セールスエンジニアリング本部
技術ソリューション部長
セキュリティエバンジェリスト
佐々木 潤世 氏

15：00 ～ 15：40　D-157 
『いつ発生するかわからない脅威』に
対抗可能な『今どき』のセキュリティ強化策

執行役員
商品開発部 部長
飯嶋 範崇 氏

商品開発部
企画営業グループ
部長
橋本 円 氏

展示会場内
セミナールーム1

展示会場内
アリーナ

展示会場内
セミナールーム2

展示会場内
セミナールーム3

展示会場内
セミナールーム4

展示会場内
セミナールーム5

展示会場内
セミナールーム８

展示会場内
セミナールーム7

デジタルヘルスDAYS

10:00～ 11:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～

＜パネリスト＞
内閣官房 内閣サイバー
セキュリティセンター（NISC）
副センター長 内閣審議官
三角 育生 氏
日本サイバー犯罪対策センター（JC3）
理事
坂 明 氏

＜モデレータ＞
日経BP
イノベーションICT
研究所 上席研究員
井出 一仁

＜パネリスト＞
ABEJA
代表取締役社長CEO
岡田 陽介 氏

FRONTEO
取締役  行動情報
科学研究所所長・CTO
武田 秀樹 氏

Preferred Networks
取締役 COO
長谷川 順一 氏

メタップス
代表取締役CEO
佐藤 航陽 氏

＜モデレータ＞
日経BP
イノベーション
ICT研究所
上席研究員
田中 淳

◆第2部（パネル討論）

OneLogin 
Business Development Director - Japan
福見 誠 氏

インフォコム　
サービスビジネス営業部
高瀬 慎太郎 氏

※登録手続完了後や受講証発行後においても、セミナーへの参加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆基調セッション 10：30～11：20
IoTとサプライチェーンの激変～
製造業から情報製造業へ

未来調達研究所
坂口 孝則 氏

◆セッション２ 11：20～12：00
先進事例から学ぼう！ IoTで加速する日
本製造業のデジタル変革

日本マイクロソフト
濱口 猛智 氏　

◆セッション3 13：00～14：20 
触って分かる！ IoTデバイスを
Azureにつないでみよう
東京エレクトロンデバイス
IoTカンパニー
エンベデッドソリューション部
茂出木 裕也 氏　

◆セッション４ 14：20～15：00
クラウド活用による素早いIoTトライアルの
始め方～Azure IoTを例として～
ユニアデックス　
エクセレントサービス創生本部
プロダクト＆サービス部 IoTビジネス開発室
池田 秀紀 氏

◆セッション5 15：20～16：00
“どう活かせる？” 製造現場における
機械学習の役割と具体的な活用方法
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
ビジネスエンジニアリングディビジョン
コンサルティンググループ グループ長 執行役員常務
池田 拓史 氏

◆セッション6 16：00～16：40
モノからコトへ、加速する IoTと製造業の
保守メンテナンス業務改革
日立ソリューションズ　
産業イノベーション事業部
産業ソリューション本部 第４部 主任技師
江角 忠士 氏

◆セッション７ 16：40～17：20
アスク・ザ・スピーカー
（講演者への個別質問）

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

16：00 ～ 18：00　R-167 
卓越したビジネスをアーキテクチャで創り出す
～Enterprise Architectureの父、
ザックマン氏が解説

米 Zachman International 
Founder
ジョン・ザックマン(John A. Zachman) 氏　　
　　　　

※逐次通訳あり

NTT DATA
Solution Day

◆公開取材（11：00～11：30）
専門記者が解き明かす、トヨタ／セコムの
デジタル戦略の本質
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11：00 ～ 12：20　KF-211【基調講演】 
トップコンサルタントが徹底討論！
第4次産業革命後のビジネスモデル

12：40 ～ 13：20　KF-221
【テーマセッション：コネクテッド・システムズ】
オープンIoTで進化する組込み技術

東京大学大学院
情報学環
教授
坂村 健 氏

13：00 ～ 13：40　F-237 
3Dプリント、人工知能やIoTで
生産現場の未来はどう変わるのか

オートデスク
技術営業本部 製造アカウント 
エンジニアマネージャー
加藤 久喜 氏

14：00 ～ 14：40　F-245 
顧客満足と収益の向上とを両立させる
ICTを活用した部品ビジネスのあり方

シンクロン・ジャパン
代表取締役社長
落合 克人 氏

15：00 ～ 15：40　F-255 
“TDM 今問われるNIPPONの開発スピード”
～Time to Design to Market, 勝負の一か月短縮～

Mouser Electronics：エグゼクティブアドバイザー
上海大学/浙江大学：MBA客員教授
TDK：元取締役常務執行役員
横 伸二 氏

提供：Mouser Japan

12：10 ～ 12：50　KF-22A
【テーマセッション：デジタルエンジニアリング】
「Strati」から「Olli」までローカルモーターズが
3Dプリンターで製造する革新的自動車の系譜

ローカルモーターズ
プロダクトデベロップメント 
メカニカルエンジニア
James Earle 氏　　　　　　

※同時通訳あり

11：00 ～ 11：50　K-21A【パネル討論】 
日本版FinTechと産業創生の可能性

13：00 ～ 13：40　P-233 
ERP on Microsoft Azureで実現する
最新ワークスタイル変革

14：00 ～ 14：40　P-243 
クラウド×オンプレ環境で実現！
新規顧客開拓に繋げる“攻め”の基幹システム活用術

15：00 ～ 15：40　P-253 
IoT対応を目指す製造業に求められる
基幹システムの活かし方

FCS
マーケティング製品開発本部
Hybrid生産管理P&C室 室長
中里　真仁 氏

提供：GRANDIT

16：00 ～ 16：40　P-263 
グループ経営強化の課題と対策

NTTコムウェア
エンタープライズビジネス事業本部
第五ビジネス部
ビジネス部長
山本 達哉 氏

提供：GRANDIT

11：00 ～ 11：40　N-218 
実証実験に学ぶコミュニケーションロボットと
デバイスの連携による新サービスの創出
NTTデータ
テレコムユーティリティ事業本部
ビジネス企画室
課長
稲川 竜一 氏

12：00 ～ 12：40　N-228 
拡大するIoT市場、事例に学ぶ製造業
変革への取り組み

NTTデータ
ビジネスソリューション事業本部
次世代技術戦略室
部長
北村 唯夫 氏

13：00 ～ 13：40　N-238 
テクノロジーがもたらす大変革
デジタル活用は「和洋折衷型」で！？

NTTデータ経営研究所
社会システムデザインユニット
シニアマネージャー
大林 勇人 氏

　　　　　　　提供：NTTデータ

14：00 ～ 14：40　N-248 
実活動に学ぶCSIRTの取り組み
NTTデータのサイバーセキュリティ戦略2020

NTTデータ
セキュリティ技術部
情報セキュリティ推進室
 NTTDATA-CERT
壷井 彰久 氏

15：00 ～ 15：40　N-258 
クラウドでERPを使いこなす
事例に学ぶ、落とし穴と成功へのロードマップ

NTTデータ・ビズインテグラル
開発本部
佐藤 和典 氏

提供：NTTデータ

16：00 ～ 16：40　N-268 
人工知能最前線～
ビジネスでの活用事例とさらなる可能性

NTTデータ
技術開発本部
エボリューショナルITセンタ
AIソリューション開発担当 課長
樋口 晋也 氏

10：00 ～ 11：40　G-205 
新しい医療が日本を立て直す
－社会を良くする唯一の方法とは？－

医療法人社団KNI
理事長
北原 茂実 氏

14：30 ～ 17：30　L-241 
次世代データセンター研究サミット

12：00 ～ 12：40　G-225 
～「連携」が実現するソーシャルホスピタル～
MBT（Medicine-Based Town）：
医学を基礎とするまちづくり

奈良県立医科大学
教授
梅田 智広 氏

11：00 ～ 11：40　E-214 
機械学習×IoTデータが生み出す新たな価値
～IoTストリーミング・データ分析の勘所～

SAS Institute Japan
ソリューションコンサルティング本部
IoTソリューショングループ
マネージャー
松園 和久 氏

10：00 ～ 10：40　K-20A【基調講演】 
6000万人が「次に何を買いそうか」を
ピタリと予測

CCCマーケティング
企画本部
データベースマーケティング研究所 所長
毛谷村 剛太郎 氏

13：10 ～ 13：50　K-23A【特別講演】 
ビジネスイノベーションを加速する、AWSの
クラウドプラットフォーム

アマゾン ウェブ サービス ジャパン
事業開発本部
本部長
安田 俊彦 氏

14：10 ～ 14：50　K-24A【特別講演】 
モバイルワークスタイル 20年間の軌跡とこれから

14：00 ～ 14：40　D-247
脅威の変遷と最新攻撃事例からみる
対策のポイント

カスペルスキー
チーフセキュリティエヴァンゲリスト
前田 典彦 氏

15：10 ～ 15：50　K-25A【パネル討論】 
加速する第4次産業革命～
日本企業はデジタル化の混沌を勝ち抜けるか

15：00 ～ 15：40　A-257 
クラウド＆タブレットで現場支援
（清水建設様・関西電力様等の事例をご紹介）

日本デジタルオフィス
代表取締役
濵田 潔 氏

15：00 ～ 15：40　A-254 
実績豊富なパブリッククラウドを自社のクラウド
基盤として導入！
～TCO削減にも有効な最新ソリューションとは～

GMOインターネット
テクニカルエバンジェリスト
斉藤 弘信 氏

＜パネリスト＞
早稲田大学 ビジネススクール 
教授
根来 龍之 氏

アクセンチュア
執行役員
戦略コンサルティング本部
統括本部長
清水 新 氏

ITmedia
エグゼクティブプロデューサー
浅井 英二 氏

＜モデレータ＞
日経BPイノベーションICT研究所長
桔梗原 富夫

16：10 ～ 17：00　K-26A【パネル討論】 
体感できるFinTech革命～貯蓄から運用、資産
管理まで、FinTechで変わる「あなたのお金」～

展示会場内
セミナールーム1

展示会場内
アリーナ

展示会場内
セミナールーム2

展示会場内
セミナールーム3

展示会場内
セミナールーム4

展示会場内
セミナールーム5

展示会場内
セミナールーム８

展示会場内
セミナールーム7

10:00～ 11:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～

＜パネリスト＞
経済産業省
経済産業政策局 産業資金課長
福本 拓也 氏

日本マイクロソフト
執行役員 最高技術責任者
榊原 彰 氏

メタップス
代表取締役CEO
佐藤 航陽 氏

＜モデレータ＞
SBI大学院大学金融研究所
所長
藤田 勉 氏

＜パネリスト＞
お金のデザイン　
取締役COO
北澤 直 氏

ネストエッグ
代表取締役
田村 栄仁 氏

マネーツリー
代表取締役CEO
ポール・チャップマン 氏

＜モデレータ＞
日経FinTech
岡部 一詩

＜パネリスト＞
PwCコンサルティング 
ストラテジーコンサルティング 
パートナー
PwC Japan
TMT インダストリーリーダー
尾崎 正弘 氏

EYアドバイザリー
ディレクター
園田 展人 氏

＜モデレータ＞
日経テクノロジーオンライン編集
高野 敦

【講演1】14：30～14：40
「開会・次世代データセ
ンター勉強会の紹介」 
JDCC理事・運営委員長/
東京大学教授
江崎 浩 氏

【講演2】14：40～15：10
基調講演「データ活用
時代の本格到来…これ
からのデータセンター
はどう変わるのか？」
IDCフロンティア
代表取締役社長
石田 誠司 氏

【講演3】15：10～15：35
「革新的運用を行うス
パコンの現場、超省力
空調機の導入は正解
だった」
東京大学 医科学研究所
ヒトゲノム解析センター 
DNA 情報解析分野
斉藤 あゆむ 氏

【講演4】15：35～15：50
「中国のIT産業／デー
タセンターの動向」 
NECフィールディング
ソリューション事業部長
泓 宏優 氏

【講演5】15：50～16：10
「地方の動向：倉敷デー
タセンターの事例」
チロロネット
代表取締役
安藤 究真 氏

【講演6】16：10～16：30
「独自の冷却技術・「相変
化冷却ユニット」の紹介」
NEC
プラットフォームサービ
ス事業部 クラウドデー
タセンターグループ
シニアエキスパート
伊藤 正也 氏

【パネルディスカッション】
16：40～17：30
「次世代データセン
ターを考える」

営業本部
セールスイノベーション
推進室
室長
新井 明 氏

執行役員
管理本部
経理財務部 部長
藤本 泰輔 氏（予定）

提供：GRANDIT

日本マイクロソフト
エグゼクティブビジネス
デベロップメント
マネージャー
川岡 誠司 氏

GRANDIT
プロダクトユニット
ユニットリーダー
高橋 昇 氏

13：00 ～ 13：40　Y-232 
「設計・開発・試作」編：
AROMASTICの開発・量産における
3Dプリンターの活用事例の紹介

ソニー
新規事業プラットフォーム 新規事業創出部
OE事業室
藤田 修二 氏

提供：スリーディー・システムズ・ジャパン

14：00 ～ 14：40　Y-242 
「製造」編：
これからのデジタル・マニュファクチャリング

スリーディー・システムズ・ジャパン
3Dプリンター事業本部 営業部
プロダクション・プリンティング・システムズ
担当マネージャー　
春日 寿利 氏

14：00 ～ 14：40　TB-244 
SD-WANが変える新しい企業ネットワーク
～最新のトレンドを安心して取り込むために～

ユニアデックス
プロダクト＆サービス部 プラットフォーム
プロダクト室　
マーケティングマネージャー
上水 公洋 氏

15：00 ～ 15：40　Y-252 
「検査」編：
インダストリー4.0時代の検査プロセス

スリーディー・システムズ・ジャパン
ソフトウェア事業部
事業部長
並木 隆生 氏

16：00 ～ 16：40　Y-262 
「保守」編：
3Dプリンタを活用したアフターマーケットの
最適化

デロイト トーマツ コンサルティング
デロイト エクスポネンシャル
SCMテクノロジーエキスパート
井上 智 氏

提供：スリーディー・システムズ・ジャパン

＜パネリスト＞
パナソニック
AVCネットワークス社
ITプロダクツ事業部
東アジア営業統括部
統括部長
向坂 紀彦 氏

女優
比嘉 愛未さん

＜モデレータ＞
日経BPイノベーション
ICT研究所  上席研究員
中野 淳

ウイングアーク1st
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10月21日（金）　セミナースケジュール

セキュリティ/ガバナンスクラウド ビッグデータ基調講演・特別講演・パネル討論 FACTORYIoT デジタルヘルスモバイル/ウエアラブル その他

11：10 ～ 11：50　KF-31A【基調講演】 
人と設備が共創するグローバルなモノづくり

デンソー
生産革新センター DP-Factory IoT革新室
室長
加藤 充 氏

展
示
会
棟

会
議
棟

12：00 ～ 12：40　F-322 
事例で学ぶ！製造業における社内／社外技術
情報の横断検索と、事業アイデア創出への応用

IHSグローバル
プロダクト・デザイン部門
河野　一 氏

13：00 ～ 13：40　F-332 
事例に学ぶ！製造大手も始めた工場における
サイバーセキュリティの最新動向

トレンドマイクロ
プロダクトマーケティング本部
ICSセキュリティグループ 
プロダクトマーケティングマネージャー
上田 勇貴 氏

15：00 ～ 15：40　F-352 
絶対に止められない！制御ネットワークの
セキュリティ対策とは？

アルチザネットワークス
事業統括本部
ネットワークプロダクト事業戦略部
部長
門田 隆之 氏

16：00 ～ 16：40　F-362 
PLM情報活用で実現する製造業の全体最適化
～先駆的メーカー成功事例に学ぶ～

ラティス・テクノロジー
代表取締役社長
鳥谷 浩志 氏

14：00 ～ 14：40　F-342 
ABBの協働型双腕ロボットYuMiとIoTSPが
実現する未来の工場

ABB
オートメーション・モーション事業本部
ロボティクス事業部長 
中島 秀一郎 氏

13：00 ～ 13：40　P-333 
クラウドでグループ共通基盤を作る！
～川崎重工に学ぶ、システム集約とTCOの大幅な削減術
ベニックソリューション
ソリューション本部
GRANDITソリューションサービス部　
部長
西川 武志 氏

提供：GRANDIT

14：00 ～ 14：40　P-343 
デアゴスティーニは、なぜ、稼働中の
基幹システムをクラウド環境に移行したのか？

パナソニック インフォメーションシステムズ
エンタープライズソリューション事業部　
導入コンサルタント
島田 久資 氏

提供：GRANDIT

15：00 ～ 15：40　P-353 
業務コストが50％減！基幹システム刷新で
実現した、業務負荷低減の方法

ソレキア
コーポレートシステム部 
部長
塩谷 明彦 氏

提供：GRANDIT

16：00 ～ 16：40　P-363 
クラウド導入事例から学ぶ
Microsoft Azure活用の勘所

10：00 ～ 10：40　G-305 
AMEDのミッション：情報共有による
研究開発の課題解決に向けて

日本医療研究開発機構（AMED）
理事長
末松 誠 氏

11：00 ～ 11：40　G-315 
ロボット化するスマート治療室SCOT
第4次医療革命medicine 4.0始まる

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所
先端工学外科/脳神経外科 教授
村垣 善浩 氏

15：00 ～ 15：40　TA-354 
BizRoboと「StiLL」で実現する
Webアプリ･業務システム全自動RPA

13：00 ～ 13：40　G-335 
クラウドサービス＆デバイスを活用した
医療現場でのケーススタディ
日本マイクロソフト
パブリックセクター クラウドソリューション統括本部 
医療ソリューション技術営業部 
プリンシパルテクノロジーストラテジスト
遠山 仁啓 氏

12：00 ～ 12：40　G-325 
ITを用いた精神科急性期医療と
退院後の多職種連携

医療法人静心会
桶狭間病院藤田こころケアセンター
理事長・院長
藤田　潔 氏

13：00 ～ 13：40　E-331 
実践IoT！最新活用事例30選

ソラコム
エバンジェリスト
プリンシパルソフトウェアエンジニア
片山 暁雄 氏

13：00 ～ 13：40　E-338 
機械学習×IoTデータが生み出す新たな価値
～IoTストリーミング・データ分析の勘所～

SAS Institute Japan
ソリューションコンサルティング本部
IoTソリューショングループ
マネージャー
松園 和久 氏

14：00 ～ 14：40　E-344 
IoTシステム運用に必要な「IoT統合監視」の
最新事例と今後について

コムスクエア
ネットワークソリューション事業部 
事業部長
田嶋 規明 氏

10：00 ～ 10：50　K-30A【基調講演】 
クラウドユーザー3社が語る「ここがダメだよクラウドSI」

11：10 ～ 11：50　K-31R【特別講演】 
デジタルの乱気流に立ち向かう技術経営とは

NTTデータ
代表取締役常務執行役員
植木 英次 氏

14：00 ～ 14：40　C-34R 
外出先での業務効率を3倍増!!
「すぐできる」モバイル機器活用ハック

12：10 ～ 12：50　K-32A【パネル討論】 
企業ITにVRを導入すべきか？～ビジネスに
勝つ、VR（仮想現実）の最新活用法を討論

14：10 ～ 14：50　K-34A【特別講演】 
IoTビジネスの実現と成功に向けて～
「協創」がもたらすイノベーションとは？

ウフル
ウフル IoTイノベーションセンター
所長
八子 知礼 氏

14：00 ～ 14：40　K-341【特別講演】 
IoT、AR/VR、アナリティクスの複合利用で大胆な
業務改革を実現！
～PTCが提唱する『Transformation Journey』
とは～

PTCジャパン
執行役員 製品開発事業部
成田 裕次 氏

16：10 ～ 17：00　K-36A【パネル討論】 
IoTが実現する未来

11：00 ～ 11：40　A-311 
AI／ディープラーニング時代に求められる
新プラットフォーム「Data Centric Cloud」とは

IDCフロンティア
代表取締役社長
石田 誠司 氏

11：00 ～ 11：40　A-317 
クラウド＆タブレットで営業支援
（トヨタ自動車様・三井ホーム様等の事例をご紹介）

日本デジタルオフィス
代表取締役
濵田 潔 氏

13：00 ～ 13：40　A-334 
ランサムウェアの防御策と備え
～バラクーダによるセキュリティ手法とバック
アップ～

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

12：00 ～ 12：40　TC-324 
仮想化時代を見据えた新世代の
データ保護とは？

ヴィーム・ソフトウェア
システムズ・エンジニアリング・マネージャー
吉田 幸春 氏

12：00 ～ 12：40　C-327 
iPhone 7のここがいい＆ガッカリ

戸田覚事務所
アバンギャルド
代表取締役
戸田 覚 氏

15：00 ～ 15：40　A-351 
クラウド導入にみるカイゼンのポイントと
活用事例

アマゾン ウェブ サービス ジャパン
マーケティング本部
シニアプロダクトマーケティングマネージャー
石𣘺 達司 氏

15：00 ～ 15：40　A-355 
Windows 10をベースに構築する
クラウド時代のセキュリティ対策

ソネットビジネスアソシエイツ
事業企画本部
本部長
後藤 勉 氏

16：00 ～ 16：40　A-365 
事例で学ぶ“安心安全”で“効率的”な
Wi-Fi環境の構築・運用の実践

東日本電信電話
ビジネス開発本部　
WiFi推進担当 担当課長
楢村 幸寛 氏

提供：シスコシステムズ

13：00 ～ 13：40　A-337 
クラウド時代のモダナイゼーションの切り札！
可視化とリライトでレガシー刷新のススメ

システムズ
マイグレーション事業本部 企画推進部　
担当部長
中本 周志 氏

14：00 ～ 14：40　D-345
セキュリティ対策がワークスタイル変革も実現？！
～セキュアなDaaSのススメ～

NTTネオメイト
ITビジネス本部
プラットフォームサービス推進部
前野 秀彰 氏

14：00 ～ 14：40　D-347
SOCで観測したマルウェアの分析結果から知る
サイバー攻撃の実態

SCSK
セキュリティサービス部
エバンジェリスト
松本 隆 氏

15：00 ～ 16：30　D-357
IPA×日経BPイノベーションICT研究所 5年後に生き残れるITベンダーとIT人材の条件

日本マイクロソフト
エグゼクティブビジネス
デベロップメントマネージャー
川岡 誠司 氏

GRANDIT
プロダクトユニット
ユニットリーダー
高橋 昇 氏

アイエルアイ総合研究所
代表取締役
内藤 慶一 氏

RPA テクノロジーズ
代表取締役
大角 暢之 氏

15：00 ～ 17：00　S-358
プレゼンイベント「N IDEA（エヌ･アイデア）」#6　＜AI・ディープラーニング＞＜フィンテック＞

ABEJA
代表取締役社長CEO
岡田 陽介 氏

SUSQUE
代表取締役 岡村 慶尚 氏
HEROZ
取締役 浅原 大輔 氏
ヒューマンファースト
代表取締役 山本 陽亮 氏

展示会場内
セミナールーム1

レセプションホールA

展示会場内
アリーナ

展示会場内
セミナールーム2

展示会場内
セミナールーム3

展示会場内
セミナールーム4

展示会場内
セミナールーム5

展示会場内
セミナールーム８

展示会場内
セミナールーム7

10:00～ 11:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～

12：00 ～ 12：40　KF-321
 【テーマセッション：次世代情報基盤】
つながる工場のOKIの事例紹介
（国内－海外工場のIoT取り組み）

沖デジタルイメージング
技術部第三チーム
課長
新井 保明 氏

15：10 ～ 15：50　KF-35A【基調講演】
ファナックのIoTへの取り組み－FIELD system

ファナック
取締役　専務執行役員　
ロボット事業本部長
稲葉 清典 氏

＜パネリスト＞
コーセー
情報統括部 部長 
小椋 敦子 氏

スマイルズ 
経営企画本部 情報システム部 
副部長
佐藤 一志 氏

IDOM
ITチーム
月島 学 氏

＜モデレータ＞
日経コンピュータ編集
森山 徹

＜パネリスト＞
楽天 執行役員
楽天技術研究所 代表
森 正弥 氏

大成建設
技術センター 技師長
森川 泰成 氏

コロプラネクスト
代表取締役社長
山上 愼太郎 氏

＜モデレータ＞
Mogura VR 編集長
久保田 瞬 氏

＜パネリスト＞
リクルートホールディングス
Media Technology Lab. 
室長
麻生 要一 氏

SBドライブ
CTO 須山 温人 氏

＜モデレータ＞
日経BPイノベーション
ICT研究所 上席研究員
菊池 隆裕

戸田覚事務所、
アバンギャルド
代表取締役
戸田 覚 氏 

日経BPイノベーション
ICT研究所
上席研究員
小向 将弘

提供：パナソニック

提供：情報処理推進機構

特別協賛：みずほ銀行

GRANDIT DAYS 2016

デジタルヘルスDAYS

第1部：講演
日経BP
イノベーション
ICT研究所
主任研究員
目次 康男

＜パネリスト＞
サントリー
システムテクノロジー
管理部人材育成チーム 
参与
松本 道典 氏

セイコーエプソン
IT推進本部
情報化推進部 
部長
田中 秀樹 氏

旭情報サービス
中部支社
技術部長
村瀬 成行 氏

第2部：パネルディスカッション 「iCD認証企業が伝授！失敗しない経営改革の始め方・進め方」
＜モデレータ＞
日経BPイノベーション
ICT研究所
上席研究員
田中 淳

マネーフォワード
代表取締役CEO 辻 庸介 氏

みずほ銀行  イノベーション企業支援部長
大櫃 直人 氏

●Keynote ●Presentations ●Special対談
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