SESSION
RoomA
8:40

RoomB

RoomC
東京大学 名誉教授
理化学研究所・革新知能統合研究センター・グループディレクター
内閣府「人間中心の AI 原則検討会議」構成員
総務省「AI ネットワーク推進会議」技術顧問
情報ネットワーク法学会 理事長
人工知能学会 倫理員会委員

AI を基盤にした社会編成

9:20

9:35

RoomD

中川 裕志

KPMG コンサルティング（株）
Digital Labor & Transformation DIRECTOR

【提供】KPMG コンサルティング（株）

福島 豊亮



IoT の特性 / 制約に対応するセキュリティの現在地と目指すべき目標像とは

NEC
デジタルプラットフォーム事業部・シニアエキスパート

11:10

【提供】日本電気（株）

桑田 雅彦



NTTPC の IoT/M2M モバイルと今後の
eSIM への取り組み

ジャパンネット銀行
IT 統括部サイバーセキュリティ対策室長

三澤 響

岩本 俊二

IoT データをビジネスに活かす
〜 Google Cloud で実現する IoT ソリューション〜

14:00

磯部 俊行

【提供】グーグル・クラウド・ジャパン（同）

追跡

で実現した、

14:55



位置からはじめる業務改善アプローチのご紹介
〜 Android を搭載 IoT デバイスを活用〜

羽石 斉



IoT 時代を支えるクラウド型ネットワーク
〜頭脳はオンプレ、その他はクラウド〜

東郷 君樹

ユーザサイドから見た RPA ー実例と今後についてー





〜

永井 一美

【提供】日本ネクサウェブ（株）

モバイルクラウド時代のセキュリティ
〜ゼロトラスト環境の中でのモバイルワーカー活用事例〜

松園 和久



ソフトバンク登壇｜AI チャットボットを導入し担当者二人で年間 2.3 億円のコスト削減を実現した事例
（株）ギブリー

【提供】
（株）ギブリー

取締役

山川 雄志

ソフトバンク（株） コンシューマ営業統括 営業第三本部 戦略部 企画課

長目 拓也

-

コールセンター部 マネージャー
島本 暢
( 株 ) キタムラ コールセンター部 青木 直也
( 株 ) ユーザーローカル コーポレートセールス
林 敬之

富士通（株）
エバンジェリスト

松本 国一





ディープラーニングがもたらす画像認識の
イノベーションとその活用方法
(株)

山中 幸代

【提供】モバイルアイアン・ジャパン



AI 音声認識の使い方

人口減少社会でどのように働くか
-300 社以上が業務利用する AI「DX Suite」-

田村 健太朗

金融のデジタルイノベーションを支える次世代 IT 基盤
〜柔軟なハイブリットクラウド基盤を準備しませんか？



渡久地 択

【提供】AI inside（株）

キャッシュレス普及に向けた
取り組み・最新動向について

牧田 延大



葛飾区政策経営部情報政策課調整係
係長

（一社）キャッシュレス推進協議会
事務局長 常務理事

土居 真喜

福田 好郞



エンタープライズ RPA で加速する
企業のデジタルシフト

三井情報（株）
ソリューションナレッジセンター ソリューションディレクター
【提供】三井情報（株）

門井 達也

「クラウド ERP」で攻めの経営管理を
〜「AI」
「API」で実現する業務最適化〜



freee（株）
ミッドマーケット事業部 戦略マーケティング

佐藤 彰広

【提供】（株）アシスト

Excel の限界をクリアする
" 脱 VBA" ソリューションはどこまでできるか！



新村 陸

【提供】freee（株）

「位置情報ビッグデータ」を活用した 金融
マーケティングと地方活性化を促進する新事業の仕掛け

【提供】（株）unerry

内藤 慶一

G Suite で実現する新しい働き方
〜 Google の AI を業務で活用するには 〜



グーグル・クラウド・ジャパン（同）
Google Cloud アカウント エグゼクティブ
【提供】グーグル・クラウド・ジャパン（同）

津川 恵理子

（株）unerry

東京海上日動火災保険（株）
営業企画部 部長兼地方創生・健康経営室長 磯田 賢

クラウド時代に求められる SD-WAN による企業
NW の構築について



128 テクノロジー・ジャパン（同）
代表執行役員社長

（株）アイエルアイ総合研究所
代表取締役
【提供】（株）アイエルアイ総合研究所



【提供】128 テクノロジー・ジャパン（同）

イベントメッシュが社会をつなぎ、
IoT 時代の DB を代替する
〜 EDA コンソーシアム /VANTIQ の紹介

黒田 和国





エンタープライズ RPA のあるべき姿
〜業務で使い倒すために必要なコツとは〜

（株）電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部 コアバンキング ソリューションユニット
ＲＰＡソリューション部

川口 一茂
間中 英明

【提供】( 株 ) 電通国際情報サービス



可視化だ！クラウド時代の解決困難なトラブルを
ピンポイント解析
〜過去の障害解析例や可視化デモを公開〜

サウザンドアイズ・ジャパン（株）
カントリーマネージャー

尾方 一成

【提供】サウザンドアイズ・ジャパン（株）

機械学習（AI) とコンテンツサービスで業務を自動化
＜Alfresco＋機械学習で実現する RPA＞

取締役 鈴木 茂二郎

（株）アシスト
情報基盤技術統括部 プログレス推進部 課長

ニュータニックス・ジャパン（同）
エンタープライズ SE 部 統括部長
【提供】ニュータニックス・ジャパン（同）





ServiceNow でマルチクラウド運用を
自動化／効率化

AI inside（株）
代表取締役社長 CEO

（株）アドバンスト・メディア
STF 事業部 営業部長
【提供】
（株）アドバンスト・メディア

インキュビット
代表

北村 尚紀

【提供】（株）インキュビット

モバイルアイアン・ジャパン
シニアリードプロダクトマーケティングマネージャ

（株）網屋
営業本部 東日本営業部
【提供】
（株）網屋

17:40

【提供】SAS Institute Japan



AI を活用した新しい「働き方改革」

日本ネクサウェブ（株）
COO

ビッグローブ（株）
法人事業本部サービス企画部新規サービス企画・開発グループ
グループリーダー

16:45

17:00



畑佐 拓哉

【提供】ビッグローブ（株）

16:05

マルチプラットフォーム対応は時代の趨勢
〜強固な基盤によりシステムを 攻めの IT へ

スプリームシステム（株）
営業部 シニアセールス
【提供】スプリームシステム（株）

15:50



グーグル・クラウド・ジャパン（同）
Google Cloud カスタマーエンジニア

位置情報だけではない動線
製造業での動線活用例



Fintech 時代のセキュリティ対策

( 株 )NTTPC コミュニケーションズ
サービスクリエーション本部 本部長
【提供】
（株）NTTPC コミュニケーションズ

15:10

SAS Institute Japan（株）
ソリューション統括本部 IoT ソリューショングループ グループ マネージャー

【提供】
（株）ユーザーローカル

13:05

14:15



最新事例に学ぶ IoT ビジネスで成功する秘訣とは？

( 株 ) キタムラ

12:05

13:20

山田 泰宏

キタムラの事例に学ぶ、AI チャットボットで実現する顧客サポート業務自動化のポイント

11:25

12:25



SMBC グループにおける RPA の取組み

（株）三井住友フィナンシャルグループ
企画部 業務改革室 上席室長代理



Intelligent Automation（IA) -RPA の次に来るアプローチ

10:15

10:30



RoomE



リックソフト（株）
部長

大塚 和彦

【提供】リックソフト（株）



今、企業に必要な AI 文書ソリューション

（株）SCREEN アドバンストシステムソリューションズ
マーケティング課・課長
【提供】（株）SCREEN アドバンストシステムソリューションズ

地銀におけるデジタル化の方向性および
フィンクロス・デジタルの取組みについて

畠田 浩司



EDA コンソーシアム 運営委員長
VANTIQ（株）セールス & マーケティング 執行役員

（株）フィンクロス・デジタル
代表取締役社長

川北 潤

伊東 眞幸

※2019/03/01 現在

