
● プログラム内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。最新の情報はWebをご覧ください。● 特別講演、ランチョンセッションならびにコンサルティングセッションは協賛各社の提供プログラムです。　　● セッションはすべて要予約です。
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カブドットコム証券株式会社
常務執行役
阿部 吉伸 氏
新日鐵住金株式会社
業務プロセス改革推進部　部長
中川 義明 氏

みずほ情報総研株式会社
エンタープライズITG　 
エンタープライズ第1部　 
次長
平野 奈歩 氏
内閣官房
情報通信技術（IT）総合戦略室
政府CIO補佐官
長谷川 和人 氏

JFEシステムズ株式会社
情報システム部　主任部員
大林 素生 氏
株式会社NTTデータ経営研究所
情報戦略コンサルティングユ
ニット　IT戦略コンサルティン
ググループ　
シニアスペシャリスト
早乙女 真 氏

株式会社三菱ケミカルホールディングス
情報システム室長
板野 則弘 氏
ライオン株式会社
統合システム部　主席部員
阪間 勇一 氏

AJS株式会社
常務執行役員　生産革新本部長
兼　イノベーション推進室長
赤司 浩文 氏
NRIシステムテクノ株式会社
常務取締役 管理本部長
山崎 正継 氏
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MUFGにおけるデジタルトランスフォーメーションへの取り組み 日本発のセキュリティ技術で未来を守る ～近年のサイバー攻撃の実態と対策とは

100人100通りの働き方へ ～残業削減の先にあるもの
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新日鉄住金ソリューションズ株式会社
ITインフラソリューション事業本部　事業企画推進部　エキスパート
長谷川 祐介 氏

A4

ランチョンセッション 松花堂弁当つき

JUASクローズアップセッション

コンサルティングセッション

JUAS FUTURE PRESENTATION 2017 事例セッション

テクノロジーの進化、顧客行動の変化、異業種による金融業への新規参入、内外当局の取り組み等、最新
のFinTech動向をご説明します。
また、MUFGのデジタルトランスフォーメーションへの取り組みとして、AIやブロックチェーンの活
用に向けた挑戦事例や、社外との積極的な連携によりイノベーション創出を目指すオープンイノベー
ションの事例等をご紹介します。

近年多発するサイバー攻撃は従来型の対策だけでは守りきれなくなってきています。国内にサイバー攻撃対策技術を
研究開発する企業が不在な状況を憂い、純国産技術で自国を守るため起業した米国のセキュリティ企業でエンジニア
経験がある社長が近年のサイバー攻撃の実態と有効性の高い対策技術を解説します。
純国産セキュリティ製品「FFRI yarai」がなぜ従来型の対策では守れないサイバー攻撃から防御できるのかもご紹介
します。

働き方改革の流れを受け、今、日本の企業では長時間労働を⾒直し、残業削減を進める動きが加速していま
す。しかし、それが単に経営者が自己の保身のために進められており、現場の不満や疲弊が高まっていること
も⾒逃せません。この働き方改革が一体何なのか。どのように進めていけば良いのか。人手不足の状況下で
も、人が集まり、モチベーション高く働き、そして業績にも好影響を及ぼしていくためのポイントをお話しし
ます。
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株式会社三菱東京UFJ銀行
取締役常務執行役員
亀澤 宏規 氏

株式会社ＦＦＲＩ
代表取締役社長
鵜飼 裕司 氏

サイボウズ株式会社
代表取締役社長
青野 慶久 氏

予測起点でビジネスを加速する
～機械学習を自動化するプラットフォームDataRobot～

サイボウズ株式会社
ビジネスマーケティング本部　シニアコンサルタント
広井 邦彦 氏

hpaPaaS/Low-Codeプラットフォーム市場の動向と次世代開発基盤の姿 モバイル活用で進める働き方改革
～モバイル活用に最適なセキュリティ ベスト・プラクティス The Enterprise Immune System：次世代サイバー防御に機械学習を活用

JXアイティソリューション
株式会社
統括部長
上野 耕司 氏

おぼろげに見えてきたIT運用コストの「ものさし」
～ソフトウェアメトリックス調査2017の分析結果より～

株式会社Box Japan 
執行役員　アライアンス・事業開発部　部長
安達 徹也 氏

クラウドコンテンツマネジメントで実現する働き方改革
～先進事例にみる効果的な活用法

伝えるのは今！2030年、どんな未来がやってくるでしょうか。
未来に向けたあなたの「想い」を形にして皆様に届けてください！
あなたの創りたい未来のために、自分の想いがどうつながっていくか。
今から何を始めますか？

ソニー株式会社
新規事業創出部 wena事業室 統括課長
對馬 哲平 氏

Tableau Japan 株式会社
セールスコンサルティング・マネージャー
道山 修一 氏

大企業ではなぜ新規事業が失敗するのか、成功するための条件として何が必要なのか。1000人で1000億円の
市場で戦うことと、10人で10億円の市場で戦うチームを100チーム作ることは本質的には同じであると学生
時代に考えていました。ソニー入社一年目の新入社員がどうやって新規事業を立ち上げて、国内のクラウドファ
ンディングで初の1億円を超える⽀援額を集めたのか、自身の経験をもとにお話しします。その過程で10人で

10億円の市場で勝負することがなぜ難しいのか、それを解決するために何をしてきたのか、お
伝えできると幸いです。

詳細はWEBをご覧ください。

大企業でイノベーションを起こすには

株式会社ローソン
オープンイノベーションセンター　センター長　兼
経営戦略本部　副本部長
白石 卓也 氏

富士通株式会社
オファリング推進本部 ワークスタイル変革オファリング統括部 
オファリング企画部　シニアマネージャー
松本 国一 氏

次世代コンビニに向けたデジタルイノベーションの取り組み

富士通のICTを活用した「働き方改革」の取り組み

株式会社シマンテック
セールスエンジニアリング本部・執行役員　本部長
菊地 吾朗 氏

株式会社NYK Business Systems
代表取締役社長
班目 哲司 氏

ピンポイント・セキュリティ投資の終焉
～新生Symantecの次世代セキュリティビジョン

3つの大波
－Democratization,Digitization,Globalization：IT部門の自己変革

神ロボ（RPA）登場！？未だ紙ってる？？ ビジネス価値拡大にIT部門が貢献できることは？ 
～10年後も活躍しているIT組織を想創するために～

情報子会社、○○はじめました！Season２　
～やっぱり人だよね！各社が始めた○○を聞こう～

積水化学工業株式会社
経営管理部　情報システム
グループ長
原 和哉 氏

味の素株式会社
情報企画部長
古川 昌幸 氏

アサヒビジネスソリューションズ
株式会社
執行役員　 
ソリューション本部長代行
小熊  利章 氏
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13:00▶14:10 ディスカッションテーブル
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ダークトレース・ジャパン株式会社
カントリー・マネージャー 北アジア
ジョン・カーチ 氏

L7

ルックアウト・ジャパン株式会社
エンタープライズ営業本部　テクニカルセールス 
守屋 賢一 氏

凸版印刷株式会社
ICT統括本部　
業務システムセンター長
岩村 和也 氏

株式会社リコー
デジタル推進本部　
戦略企画部　部長
東前 卓也 氏

株式会社 
JR東日本情報システム
常務取締役　企画部長
三林 宏幸 氏

多くの現場で厳しい運用コストの削減が求められています。しかし、運用コストの「ものさし」が
存在しないために暗中模索が続いているのではないでしょうか。
今回の調査では、回答企業数が大幅に増加し、より精度の高い分析結果を得ました。本セッション
ではその内容を共有しながら、調査結果の活用と今後の展望について研究プロジェクトを拡大す
る形で意⾒交換をしたいと思います。

周りを⾒てください。未だに紙でやっている業務が、意外とたくさんあるのではないでしょうか。
世間ではRPA登場が話題となっています。テクノロジーを導入すれば、すぐにワークスタイル変
革が促進されるような風潮ですが、はたしてそうでしょうか。
ユーザー企業の実態を紐解きながら、未来のワークスタイルを一緒に創造しましょう！
解決策のあるベンダーの方の参加もお待ちしています。　

多くの企業にとって、先進IT活用による「デジタルトランスフォーメーション」や「ビジネス価値拡大」
が勝ち残りに向けた鍵となっています。そんな中、IT組織に対する期待は今までとは変わってきてお
り、変革をリードする人材やビジネス貢献できる人材が益々求められるようになってきています。
今後も継続してIT組織が事業の価値創造に貢献するために今何をすれば良いのか？
5年後、10年後を⾒据えて課題に取り組んでいる企業の事例をもとに、一緒に議論しましょう。

情報子会社にとって古くて新しい課題、それは「人」です。
デジタル化が加速する中で、求められるIT人材像は変化し、ビジネス部門による内製化や外部サービスの利
用など、親会社には新たなリソースを求める動きもあります。
一方、情報子会社では、今こそ自らの価値を再構築する絶好の機会と捉え、新たなIT人材像の定義、iCD等の
スキル標準の活用、ローテーションによる人材流動化、若手の成長ストーリー、働き方改革や風土改革など、新

たな価値想創を担う人材育成の取り組みを着実に進めています。
各社が始めた様々な取り組みを参考に、さらなる可能性について一緒に考えませんか。
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今、多くの企業がファイルの保管・共有に関する課題を抱えています。この多くは、ファイルサー
バと添付ファイルというレガシーなコンテンツプラットフォームによるものです。先進的な企業
が、クラウドベースの企業向けコンテンツマネジメント「Box」を活用して、こうした問題をどのよ
うに解決し、ワークスタイル変革に取り組んでいるのか、事例を交えてご紹介します。

※公募によるスピーカーが未来への「想い」と自身の
経験を6分間で語るライトニングトークです。

セキュリティはビジネス上の大きな課題ですが、予算は限定的で暫定的な対処になりがちです。
BlueCoatを統合し、セキュリティプラットフォームベンダーとなったSymantecから、どのよう
な視点で対策を講じるべきか、またどのようなビジョンを描いているか共有します。

富士通では2010年より「働き方改革」の社内実践を行っています。働き方改革を実現するには、企業
内において「ビジョン」を共有することが重要です。本講演では自社の実践内容や、働き方変革の企画
から、改革の実現をサポートするICT基盤の構築・運用まで、様々なフェーズでの⽀援メニューについ
てご紹介します。 

競争が激しさを増し、新商品・新サービスを次々と展開する等、変化し続けるコンビニエンス業界では、
スピーディに環境変化に対応し、他社に先んじてお客様に新たな価値を創造することが求められてい
ます。ローソンはテクノロジーを活用した新たなビジネスを創る企業を目指し、デジタルイノベーショ
ンに向けて舵を切っており、カメラ・センサー、AI、RFIDなどを活用したデジタル戦略の先に、どのよ

うな「次世代コンビニ」を描いているのかを説明します。

社内の誰もが外部のITサービスを好きなだけ使えるようになっています。また、企業は生き残り
をかけてグローバル規模でのデジタル化を進めています。IT部門はどう変わらねばならないので
しょうか。皆さんと一緒に考えたいと思います。

DataRobotは予測起点であなたのビジネスを加速する最先端の機械学習プラットフォーム。
DataRobotを使えば高度な機械学習のスキルがなくとも予測をビジネスで活用できるようにな
り、競合に先んじた効果的な施策をすばやく実行可能となります。今回はDataRobotのデモと最
新事例をご紹介します。

デジタルトランスフォーメーションの流れによって、ビジネスの現場におけるアプリケーション
開発の需要は増大する一方です。
クラウドネイティブの高速開発環境である「hpaPaaS/Low-Codeプラットフォーム」を次世代
開発基盤として導入し、ビジネス部門とIT部門の適切な役割分担のもと、市民開発の概念を取り

入れた俊敏で柔軟なアプリケーション開発戦略を実現する方法論をサイボウズか
らご紹介します。

働き方改革を進めるにあたり、多くの企業が業務へのモバイル端末の活用を加速・拡大させようとして
います。IT管理者にとってモバイル活用の最大の課題はセキュリティであると認識されているにもか
かわらず、多くの企業では紛失対策のみに留まることが多く、ネットワーク攻撃やマルウェア感染、脆
弱性を狙うゼロデイ攻撃の対策が施されていないのが現状です。本セッションでは、デモを交えながら
モバイル脅威の現状とモバイル活用に最適なセキュリティ ベスト・プラクティスについて説明します。 

ますます高度化・増加するサイバー攻撃や内部脅威に対し、完璧な防御はもはや不可能です。ダークトレー
スのEnterprise Immune System技術は、ケンブリッジ大学の専門家により開発された機械学習と数学
理論を駆使してネットワーク全体の定常状態を常に把握、リアルタイムに可視化し、異常な挙動や未知の脅
威を即検知する、ルールやシグネチャに依存しない新機軸のセキュリティ対策です。設立からわずか4年で

全世界に24の拠点を展開、世界60か国以上における2,400件以上の導入実績において、
30,000以上の未知の深刻なサイバー攻撃を検知したダークトレースの自己学習型アプ
ローチについてご紹介します。

応募はこちらから http://www.juas.or.jp/seminar_event/event/


