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JUAS FUTURE ASPECT 2016

プログラム ● 特別講演、ランチョンセッションは協賛各社の提供プログラムです

9：20 ▶ 9：30 挨拶～JUAS FUTURE ASPECT開催にあたって　舞扇・夢扇

18：20
 ▼ 

19：30
交流会　（お気軽にご参加ください）　 華うたげ・華つどい

10：40
▼

11：40

特別
講演
K2

舞扇・夢扇

人工知能は、ビジネスをどう進化させるか

株式会社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
牧野  正幸 氏

L412：00 ▶ 12：45 ランチョンセッション 華つどい L3

お弁当付き

ファイア・アイ株式会社
FireEye Labs.　シニア・スタッフ・リサーチ・アナリスト
本城  信輔 氏

12：00 ▶ 12：45 ランチョンセッション 華しずか L4

お弁当付き

セキュリティ侵害は防げない：日本における最新サイバー攻撃の実情（仮）
大企業・組織を狙った標的型攻撃による被害は後を絶たず、標的となった企業による情報漏えい事件は後を絶ちません。ファイア・アイ
の実環境で行った調査レポートでは、調査対象組織の実に96%が何らかのセキュリティ侵害を受けている事実が明らかとなりました（*¹）。
サイバー攻撃によるセキュリティ侵害が不可避となった今、企業は侵害を想定した対策を講じることが求められます。
本セッションでは従来の「防御型」のセキュリティ対策を超えた、マンディアントの専門知識、脅威情報（インテリジェンス）を駆使した高度な
サイバー攻撃対策を解説します。（*¹）「続・サイバー・セキュリティにおけるマジノ線：実環境における多層防御モデルの有効性を追跡調査」

株式会社TRINUS
代表取締役
佐藤  真矢 氏

株式会社フィンチジャパン
ビジネスクリエイター/商品開発コンサルタント
牧野  裕 氏

東京海上日動システムズ株式会社
池  秀典 氏
株式会社ティージー情報ネットワーク
河内  千晴 氏

モノからコトを、コトからバを創り出すビジネスモデル
～使い手視点で素材を活かすマーケットが生まれる仕組みとは～
これからの商品やサービスは、マーケットが創り出します。ものづくり大国ニッポンでの、これまでのシーズ主導マーケットに
一石を投じるビジネスモデルとして、「要素／素材」、「デザイン化／商材化」、「ニーズ／マーケット」、それぞれを有機的
に結び付ける新たな商流が廻り出しました。その発展可能性を事例を踏まえてご紹介します。

さがそう！　私のハピネス！
あなたの思う幸せは、どんなものでしょうか？
お金？　社会的評価？　達成感？　人とのつながり？　etc・・・？
人によってさまざまかもしれません。
学生も社会人も立場を越えてお互いの‘ハピネス’を語り合い、
そこから新たな発見や出逢いが生まれたらと思います。

13：00 ▶ 13：45

13：55 ▶ 14：40

15：00 ▶ 17：00

新ビジネスモデルセッション 華しらべ

新ビジネスモデルセッション 華しらべ

ワールドカフェ 華しらべ

C1

C2

C3 15：00 ▶ 17：00 JUAS FUTURE PRESENTATION 華うたげ D1

ワクワクする未来へ
ご応募いただいたスピーカーの皆様が6分間で未来を語ります。

13：00 ▶ 14：30

15：00 ▶ 17：00

ワークショップ 華しずか

ワークショップ 華しずか

E1

E2

デジタルサービス開発を成功させるUXアプローチ
～ユーザを共通言語に組織サイロを打破する
企業と顧客との関係強化のためにデジタルを活用することへの関心がより一層高まっています。
Uberの成功が大きな注目を集め、スマホアプリによる新たな顧客価値創造に大手企業もチャレンジ
を始めています。
その中で、顧客接点を担うマーケティング部門と開発を担当するIT部門との協働も増えており、部門
間の共通言語として「ユーザ（お客様）」を軸に据えることが企画を成功させるために有効であること
が分かってきました。
本ワークショップでは、UX（ユーザエクスペリエンス）を起点としたデジタルサービス開発のアプローチを
「参加型」形式で体験いただきます。ユーザを軸に据えたプロジェクト進行の具体的な手法を体感す
るとともに、明日から簡単に実施できる具体的なTIPSをお持ち帰りいただきます。

スマートインサイト株式会社
代表取締役社長
町田  潔 氏

データ利活用が経営を左右する～新アーキテクチャーによる情報統合のパラダイムシフト 
ビッグデータ、IoTデータの活用のためには、トライ＆エラー/スパイラルなアプローチが必須で、エンタープライズデータと融
合した横断的なデータディスカバリ（情報探索）と活用が鍵になります。新製品Mµgenは、企業活動に必要な多様なデー
タを新しいアルゴリズムベースのアーキテクチャーでデータ統合をサポートします。更にデータモデル間の関連性を自律的
に発見し、ユーザのスピーディーな情報探索と可視化を実現します。

Googleの「サジェスト機能」やAmazonの「おすすめ商品」など、コンシューマー
ITの利便性を飛躍的に向上させた人工知能。その人工知能が、エンタープライ
ズITに革新を起こす時代が訪れています。人工知能により、エンタープライズIT
はどう変わるのか。人工知能は、私たちのビジネスになにをもたらすのか。世界初
の人工知能型ERP「HUE」の事例とともに、人工知能が変えるエンタープライ
ズITの未来、そしてビジネスパーソンの新しい働きかたをご提案いたします。

ファシリテーター：
Future’20　競争優位・付加価値創出モデル研究会　
座長
（花王株式会社　情報システム部門ビジネスシステ
ム部　部長）
浜田  文吾 氏

株式会社ビービット
エグゼクティブマネージャ / エバンジェリスト
宮坂  祐 氏

株式会社ビービット
シニアマネージャー
前田  俊幸 氏

株式会社ビービット
ワークショップデザイナー
小林  泰紘 氏

JUAS発！ビジネスに変革を起こすメソッドを体験しませんか！
新たなる価値創造と実現のための、２４の手順と３つのハンマー
多くの企業にとって、どのように既存ビジネスにデジタル技術を
活用してビジネス変革を促していくかが、今後の勝ち残りに向け
たポイントとなっています。
ＪＵＡＳ会員の実務家が集まり、
ビジネス変革アプローチを概念
の枠を超え、新たな価値創造の
メソッドにする研究に取組みま
した。
デジタル時代のイノベーション
リーダーに必要なビジネスデザイ
ン手法を体験してみませんか？

Future Presentation2015優勝者が語る、IoTアイディアを毎週生み出す訓練法
「何かいいアイディアはないのか」「新しい商品を考えろ」．．そう言われてもなかなかアイディアが浮かばす、また、思いついたとして
も、その良さを分かってもらえない・・　そんな経験、ありませんか？「新たにモノを生み出す」というのは、とてもエネルギーのいるこ
とです。私は2015年4月から毎週必ず１つIoTのアイディアを考え、YouTubeで発信するという「発想力の筋トレ」をしてきました。
本講演ではその経験をもとに、どのようにしたら新しいアイディアを生み出し、世の中に伝えることができるかを紹介します。

ワクワクするウェアラブルのミライ

神戸大学大学院
工学研究科電気電子工学専攻
教授
塚本  昌彦 氏

17：10
▼

18：10

特別
講演
K3

舞扇・夢扇

「デザイン思考」が社会イノベーションを加速する

株式会社日立製作所
研究開発グループ　
東京社会イノベーション協創センタ　
主管デザイナー
古谷  純 氏

インテル株式会社
常務執行役員　ビジネス・ディベロップメント
平野  浩介 氏

12：00 ▶ 12：45 ランチョンセッション 華しらべ L1

お弁当付き

コスト削減を越えて～IOTによるビジネス価値を生み出せ！ 
多くの企業でIT部門はコストセンターとみられてきましたが、現在、ITは企業の既存のビジネスを変革し、成長を支える原動力となってきています。特
にIOTの発展はその可能性をさらに拡大しています。
ITがどのような新しいビジネス価値やビジネスモデルをもたらすのか？
ビジネス革新を生み出すインフラ基盤（ビッグデータ、クラウド、データセンター）の在り方とは？
IT部門が変革するためヒンジ・ファクターや障壁は何か？
インテルと答えを探しましょう！

株式会社JALインフォテック
ソリューション推進部　
主管エンジニア
今井  陽太郎 氏

12：00 ▶ 12：45 ランチョンセッション 華うたげ L2

お弁当付き

ＪＡＬインフォテックが語る！情報システム刷新の主流となる手法　システムリフォーム
東証１部ＴＯＰ２００社の２割以上の企業で利用されているシステムリフォームは、格段に高品質で、低コスト、少ユーザー
負担で老朽化システムを刷新し、望んだ業務機能を実現します。
今回は株式会社ＪＡＬインフォテックでの大手損保会社のWindowsシステムリフォーム事例について、採用の経緯やシステ
ム構築の詳細などを紹介します。

ソフトバンク株式会社
首席エヴァンジェリスト
中山  五輪男 氏

13：00 ▶ 13：45 価値創造セッション 夢  扇

PepperとIBM Watsonが切り拓く新たなビジネスの世界
ソフトバンクの知的ロボットPepperは毎月1000台以上のペースで販売されており、また企業での幅広い活用が始まっています。
Pepperはソフトバンク独自開発の人工知能を駆使して人間との様々な会話を実現しますが、人工知能と言えば米IBM社のIBM 
Watsonが有名であり、これも日本をはじめ全世界の多くの企業が採用を始めています。今後は知的ロボットと人工知能の融合が
新たな世界を創り出すとして期待されています。そこで本講演ではPepperの概要や事例、さらにはIBM Watsonとの融合につい
て詳しく紹介します。

13：00 ▶ 14：30 パネルディスカッション 舞  扇

最先端の情報技術を実践的に活用できる人材育成を目指して産学連携で設立された
enPIT。（＊）
このenPITに参加した大学院生が何を学び、どのように社会へかかわっていきたいか熱い想い
を語ります。
そして、どうやって世界が求める価値を創っていく
か、社会人と未来を見つめていきます。
会場の皆様にもご参加いただき、ワクワクする未来
を実現する芽を花咲かせるハピネスなストーリーを
描きます！

（＊）enPiT： Education Network for Practical 
Information Technologies
分野・地域を越えた実践的情報教育協働ネットワーク
（　enPiT　：　http://www.enpit.jp/　）

13：55 ▶ 14：40 価値創造セッション 夢  扇

15：00 ▶ 16：30 パネルディスカッション 舞  扇

2020年、日本が変わる！そして、その先！
2020年、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。この一大イベントでICTはどのよう
な発展を遂げ、その役割とは何か、そして、その先の未来にはIoT、AIなどの発達によって、いず
れ機械が人の能力を超える日、いわゆる“シンギュラリティ（技術的特異点）”の到来が予測さ
れています。
2020年を一つのマイルストーンと考え、ＩＴに期待されている夢の実現と、その先の未来に向け
てどのような対応が考えられるのか、パネラーと会場の参加者の方 を々交えて、ディスカッション
したいと思います。

MIKAWAYA21株式会社
代表取締役社長
鯉渕  美穂 氏

15：00 ▶ 15：45 価値創造セッション 夢  扇

日本初！ドローン宅配サービスが実現する豊かな街づくり
まごころサポートサービスは、シニアの生活に溢れる「ちょっと困った」を「ちょっと助かる」に変えることで、豊かで安心して暮
らせる社会の実現を目指し、全国に広がり続けています。そのようななかで、昔ながらの新聞販売店というネットワークに、ド
ローンという新しいテクノロジーを掛け合わせることで、多様化するシニアのニーズに応えるドローン宅配サービスが生み出さ
れました。新しい市場で、新しいルールのもと、新しいサービスに挑戦する今の「ドローン宅配サービス」についてお話しします。

15：55 ▶ 16：40 価値創造セッション 夢  扇

B1A1

B2

A2 B3

B4

9：30
▼

10：30

基調
講演
K1

舞扇・夢扇

東日本旅客鉄道株式会社
執行役員　総合企画本部 技術企画部・部長
JR東日本研究開発センター・所長
横山  淳 氏

IoT、AIが変える未来の鉄道に向けて～スマートメンテナンスの実現をめざして～
今後の日本は、人口減少、少子高齢化、グローバル化がさらに進むとともに、IoT、AI等の益々の進展による急激な時代の
変化が起きようとしています。そのような状況において、鉄道もこれまでのビジネスモデルを大変革していく必要があります。
本講演では、IoT、AIが変える未来の鉄道についての展望、およびメンテナンスの仕組みをシステムチェンジすることによ
り，業務を最適化する「スマートメンテナンス」の取り組みについて紹介します。

日本交通株式会社
総務財務部部長（事業開発）
兼　無線センター　センター長
濱  暢宏 氏

スマホアプリが成熟業界にもたらした新たな可能性
成熟市場と言われるタクシー業界。
業界を先駆けて、同業他社を巻き込んだスマートフォンアプリの開発・サービスを全国展開するほか、塾の送り迎えなどと
いった新サービス等、従来のタクシー会社の域を超えた新たなビジネスモデルへ挑戦している老舗タクシー会社、日本交
通。いかにして戦おうとしているのか、需要創造と供給変革を担う責任者にお話しいただきます。

社会イノベーションを実現するためには、多くのステークホルダが思いを共有しながら不
明確な課題に向けて探索的に取り組む必要があり、そのためには「デザイン思考」が
有効な方法であると各界で注目されています。本講演では、デザイン思考を活用した価
値協創手法「Exアプローチ」よるビジョン/サービスデザイン/事業計画の策定方法
などを、お客さま事例を交えてご紹介します。

コンピュータを身につけるウェアラブルコンピューティング。コンピュータを持ち運ぶモバイルコン
ピューティングの次のスタイルとして、近未来の人々のくらしや仕事の一シーンとして、SF映画や
アニメでよく描かれてきましたが、それがいよいよ現実のシーンとなろうとしています。業務用およ
び民生用として立ち上がりつつあるウェアラブル産業の現状とこれからの展開、無限に広がる
将来の可能性について、解説を行います。

株式会社大林組
取締役専務執行役員
三輪  昭尚 氏

日本放送協会 
情報システム局長
長村  中 氏

株式会社ブリヂストン 
常務執行役員
武濤  雄一郎 氏

モデレータ：

ＪＵＡＳ専務理事
金  修 

パネリスト：

モデレータ：
大阪大学大学院情報科学研究科
特任教授
春名  修介 氏

株式会社ソフトロード
代表取締役社長
劉  忱 氏

大学院での学び／気付きの成果がワクワクする未来を呼び起こす
～社会人のセンスがその可能性を拡げられるか～
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華さそい 華ごろも
華しずか

ランチョンセッション
L4

舞  扇

夢  扇

クローク華つどい
ランチョンセッション

L3

華うたげ

受　付

華しらべ

2 F

2-6

W.C.

W.C.

W.C.

ランチョンセッション
L1

ランチョンセッション
L2

新ビジネスモデルセッション
C1　C2

ワールドカフェ
C3

パネルディスカッション
A1　A2　

特別講演
K2

特別講演
K3

基調講演
K1

価値創造セッション
B1　B2　B3　B4

JUAS FUTURE PRESENTATION
D1

交流会ワークショップ
E2

ワークショップ
E1

❶
❷

❷

午後開催セッション一覧
舞  扇 夢  扇 華しらべ 華うたげ 華つどい 華しずか

12：00
▼

12：45

L1 L2 L3 L4

インテル ソフトロード スマートインサイト ファイア・アイ

13：00
▼

13：45

A1（13：00▶14：30） B1 C1 E1（13：00▶14：30）

パネル
ディスカッション
（大学院での学び）

ソフトバンク TRINUS
ワークショップ
（UXアプローチ）13：55

▼
14：40

B2 C2

東日本旅客鉄道 フィンチジャパン

15：00
▼

15：45

A2（15：00▶16：30） B3 C3（15：00▶17：00） D1（15：00▶17：00） E2（15：00▶17：00）

パネル
ディスカッション
（2020年、日本が
変わる！）

MIKAWAYA21

ワールドカフェ JUAS FUTURE 
PRESENTATION

ワークショップ
（JUASメソッド）15：55

▼
16：40

B4

日本交通株式会社

17：10
▼

18：10

K3

日立製作所

18：20
▼

19：30
交流会　

会場
時間

会場案内図15：00 ▶ 17：00
D1華うたげ

自分の未来の夢を6分間で語るセッションです。
本セッションは、多くの人が次から次へとプレゼンする「ライトニングトーク」という形式で

15名がプレゼンに臨みます。

そして、会場にご参加の皆様による投票を行います。

一番応援したい夢を語ったスピーカーに投票してください。

表彰式
18：20～

交流会会場（華うたげ・華つどい）

＜審査基準＞
・ワクワクする未来をイメージできるか
・未来を感じる技術が使われているか
・あっと思うようなアイデアか
上記3点のいずれか一つを満たすもの。

● ベストアワード
● スポットライトアワード
● スペシャルアワード

❶ JUAS資料コーナー ❷ ドリンクコーナー

甘  健永 氏

海外の技術者と一緒に
働く

片山  健 氏

直感的に使える
情報機器をつくる

田村  直樹 氏

誰もが旅行の感動を
分かち合える未来

白﨑  結妃 氏

―ワクワクする未来へ　
桜の美しさの全てを離れた
人にも？―

大舘  賢史郎 氏

”IoE”により着実に
変わる”日常”

岡田  知 氏

世界のどこでもモバイル
先生

望月  裕規 氏

高齢者× ITが若者を
支える社会

奥江  葉子 氏

accesibleな世界へ

小林  彩菜 氏

ワクワクする未来

中山  紗彩 氏

子供の可能性をテクノロ
ジーを用いたサービス作
りで広げるという想い

東出  紀之 氏

神は細部に宿る

市川  聖士 氏

核融合発電によるエネル
ギー革命がもたらす明る
い未来

比嘉  将大 氏

コミュニティの向かう先

植松  隆多 氏

企業収益力の向上を
目指した経営情報を！

森下  真弓 氏

未来のコミュニケーショ
ン能力


