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K-1201 基調講演
10:00～ 10:20

ポスト・パンデミック、
デジタル東京への道 
東京都 知事
小池 百合子 氏

E-1204 エンタープライズDX

10:00～10:30

～DX時代の事業継続～
今、企業に求められる最適な
データ保全の仕組みは何か！？ 
日本電気

E-1203 エンタープライズDX

10:35～11:05

導入事例から学ぶ！
明日から使える
リモートワークを
成功させるSlack活用術 
Slack Japan

E-1304 エンタープライズDX

10:35～11:05

NewNormal時代に
IT運用管理を変える
NECハイパーコンバージドシステム 
日本電気 

E-1211 エンタープライズDX

11:10～11:40

適切なハードウェア選択による
性能向上と効率向上の両立、
総所有コスト最適化の方法
スーパーマイクロ

E-1313 エンタープライズDX

11:10～11:40

企業のグローバル化推進
プラットフォーム
「SDLコンテンツサプライチェーン」とは
SDLジャパン

E-1311 エンタープライズDX

11:45～12:15

DX推進を支える
継続的な
ITコスト最適化の実現
Apptio

E-1323 エンタープライズDX

12:20～12:50

運用工数を2年で17%ダウン！
DX実現に向けた
運用自動化のススメ！
オージス総研

E-1341 エンタープライズDX

14:05～14:35

ニューノーマルに対応し、
職種毎の最適な
働き方を実現する
ハイブリッドクラウド環境とは。
シネックスジャパン

E-1351 エンタープライズDX

15:15～15:45

今こそ検討！
導入後の運用を
見据えた最適なVDIの
基盤選定のポイント
大塚商会

E-1321 エンタープライズDX

12:55～13:25

SAP on Azureと
クラウドデータレイクや
AI基盤による
SAPデータの活用
日本マイクロソフト 

E-1214 エンタープライズDX

11:10～11:40

コロナ禍で、真の
Agileは可能なのか？
NTTデータ先端技術

E-1213 エンタープライズDX

11:45～12:15

ポストモダンERPと小さなERP
～SOEでイノベーションを促進
するためのERPの在り方～
日本リミニストリート

E-1224 エンタープライズDX

12:20～12:50

データが示す、日本の
DX上位5％の企業が
他に差をつけた取り組み
情報処理推進機構

E-1223 エンタープライズDX

12:55～13:25

Biz∫が提供する価値の
これまでとこれから
～お客様価値向上とERPにおける
デジタル活用の手引き～
NTTデータ・ビズインテグラル

E-1231 エンタープライズDX

13:30～14:00

DX推進を支える
継続的な
ITコスト最適化の実現
Apptio

E-1243 エンタープライズDX

14:05～14:35

すべての業務はサービス化する！
～社内業務にも訪れるDXの波～
ユニリタ

E-1253 エンタープライズDX

15:15～15:45

激化する競争を勝ち抜くために
企業がとるべきクラウド戦略と
NTTデータのソリューション
NTTデータ

E-1251 エンタープライズDX

15:50～16:20

エンドポイントセキュリティーが
大切と言われても
理想と現実のGAPを埋める、
絶妙な処方箋
横河レンタ・リース

E-1263 エンタープライズDX

16:25～16:55

ニューノーマル時代に求められる
ITインフラの形
～今、システム導入で
考慮するべきポイントは何か～
富士通

E-1254 エンタープライズDX

15:50～16:20

トヨタ・三井住友銀行・
カルビーが導入する
契約DX戦略
弁護士ドットコム

E-1244 エンタープライズDX

14:40～15:10

新時代に最強なストレージ設計 
永年保証の実現～TCOの削減、
需要予測、コストの最新事情～
ピュア・ストレージ・ジャパン

E-1234 エンタープライズDX

13:30～14:00

AIによるデジタルサクセス™の実現
AIの民主化とデータドリブン
カンパニーへの進化論
NTTデータ

S-1212 セキュリティ
11:45～12:15

サイバー脅威からの
エンドポイント保護：
クラウドストライクの
アプローチとは
クラウドストライク

S-1312 セキュリティ
11:10～11:40

エンドポイント保護製品による
ランサムウェア阻止のための
ベストプラクティスとは！
ソフォス

S-1314 セキュリティ
11:45～12:15

紛失対策だけではない
MDM活用術
～ゼロトラストを実現する
モバイルセキュリティ～
アイキューブドシステムズ

S-1322 セキュリティ
12:20～12:50

クラウドファーストをサポート、
エンドポイントから
IaaSまでを網羅する
セキュリティ対策
クラウドストライク

S-1332 セキュリティ
13:30～14:00

「テレワーク端末の
セキュリティ対策」
何からすべきか、
どこまでやるべきか
ディー・オー・エス 

S-1344 セキュリティ
14:05～14:35

ランサムウェアに
備えてますか？
データ保護から対策を
ヴィーム・ソフトウェア

S-1354 セキュリティ
15:15～15:45

ニューノーマル時代の
セキュリティモデル
「ゼロトラストセキュリティ」
の推進
NTTデータ先端技術

E-1353 エンタープライズDX

15:50～16:20

新型コロナで変わる働き方 
- Slackで実現するセキュアな
デジタル変革 -
Slack Japan

E-1361 エンタープライズDX

16:25～ 16:55

SAP S/4 HANAに
移行する前に
考慮すべき
5つのポイント
日本リミニストリート

S-1352 セキュリティ
15:50～16:20

コロナ禍に見る
パンデミック対策と
ICTを活用した
事業継続計画について
NECソリューションイノベータ

S-1372 セキュリティ
17:00～17:30

システム開発・運用の
各フェーズにおける最適な
セキュリティ診断方法の選び方
レイ・イージス・ジャパン
提供：アリス

S-1342 セキュリティ
14:40～15:10

テレワークには、
テレワークのセキュリティ
～変わってきた
組織の事情と対策～
エムオーテックス

S-1242 セキュリティ
14:05～14:35

ファイアウォール（UTM）による
ランサムウェア阻止のための
ベストプラクティスとは！
ソフォス

S-1252 セキュリティ
15:15～15:45

テレワークの課題からみるPCの
セキュリティ対策
～情報を漏洩させないために～
Sky

S-1262 セキュリティ
16:25～16:55

SIベンダから見た
セキュリティ現場の2020年、
そしてこれから必要なこと
NECソリューションイノベータ

K-1202 テーマ特別講演
10:35～11:05

9つの観点で既存ネットワークを
見直す、auカブコム証券の
ゼロトラスト実践 
auカブコム証券 
システム統括役員補佐 石川 陽一 氏

K-1302 基調講演
10:00～10:30

ポスト・パンデミック 未来へのシナリオ
- 戦略的選択肢を考察するための
3つのパラレル・ワールド - 
Strategic Business Insights
Tokyo Office 高内 章 氏

K-1401 基調講演
10:00～10:30

思い込みを捨てて
世界をありのままに見よう
～ファクトフルネスのすすめ
翻訳者 関 美和 氏

K-1741 基調講演
14:40～15:10

思い込みを捨てて
世界をありのままに見よう
～ファクトフルネスのすすめ
翻訳者 関 美和 氏

K-1502 基調講演
10:00～10:30

富岳：ムーンショット的な
アプリケーションファースト目標で
開発された世界一のスパコン
国立研究開発法人理化学研究所 
計算科学研究センター センター長 松岡 聡 氏

K-1603 基調講演 10:00～11:00

オフィス・ニューノーマル
ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド
プリンシパル、クリエイティブディレクター 天野 大地 氏
日経クロステック 副編集長 島津 翔

K-1601 テーマ特別講演 10:00～11:00

無観客テックの未来～新型コロナが促すスポーツビジネスの大変革～
北海道日本ハムファイターズ 取締役 / ファイターズ スポーツ
＆エンターテイメント 取締役 事業統轄本部長 前沢 賢 氏
ZERO-ONE 代表取締役 葦原 一正 氏
追手門学院大学 社会学部社会学科スポーツ文化学専攻 
准教授 スポーツファシリティ研究所 代表取締役 上林 功 氏
＜モデレーター＞ 日経クロステック編集委員／日経エレクトロニクス 内田 泰

K-1821 テーマ特別講演
12:20～12:50

無観客テックの未来～新型コロナが
促すスポーツビジネスの大変革～
北海道日本ハムファイターズ 取締役 / ファイターズ スポーツ＆エン
ターテイメント 取締役 事業統轄本部長 前沢 賢 氏
ZERO-ONE 代表取締役 葦原 一正 氏
追手門学院大学 社会学部社会学科スポーツ文化学専攻 准教授 
スポーツファシリティ研究所 代表取締役 上林 功 氏
＜モデレーター＞ 日経クロステック編集委員／日経エレクトロニクス 

K-1621 テーマ特別講演
12:20～12:50

あなたにもビジネスチャンス、
宇宙IoT活用のススメ
慶應義塾大学
システムデザイン・マネジメント研究科 
教授 神武 直彦 氏 

K-1403 テーマ特別講演
10:00～10:30

人工知能の進展と
産業・社会の変化
東京大学
大学院工学系研究科
教授 松尾 豊 氏

X-1402 特別講演
10:35～11:05

ポストコロナ時代を勝ち抜く
日本企業のクラウド戦略
アマゾン ウェブ サービス 
ジャパン 
日経BP総合研究所 

K-1501 テーマ特別講演
10:35～11:05

アフターコロナ時代の次世代型DX実現
～社会課題から現場におけるAI活用まで～
エクサウィザーズ 取締役 
大植 択真 氏

A-1404 ビジネスAI
10:35～11:05

AIに仕事が取られる！？
デジタル時代に必要な経理人財が
備えておくべきリテラシー
aiforce solutions / 東北大学
パナソニック

A-1411 ビジネスAI
11:10～11:40

PoCの現場から届ける！
失敗しないAI導入の
進め方と注意点
アクティブコア

A-1421 ビジネスAI
12:20～12:50

ニューノーマル時代を
生き抜くための
新たなバックオフィスの
デジタル化とAI活用
NTTデータ先端技術 

A-1423 ビジネスAI
12:20～12:50

社内業務にこそ
AIチャットボットが効く！
業務デジタル化の
実践事例を紹介
NDIソリューションズ

A-1431 ビジネスAI
13:30～14:00

前提知識なし、
少量のデータからでも
高精度なAIモデルを作る方法
ソホビービー
兼松

A-1533 ビジネスAI
13:30～14:00

DataRobotによる製造業への
AI導入とその活用方法
～DataRobotによる
モノづくりの高度化と最適化～
DataRobot Japan

A-1541 ビジネスAI
14:05～14:35

リモートワーク時代の
テキスト・音声データの
AI活用
テクノスデータサイエンス・
エンジニアリング

A-1441 ビジネスAI
14:40～15:10

スーパーマイクロが提供する
AI／ディープラーニングの
最適化システムと、
今後の展開
スーパーマイクロ 

A-1451 ビジネスAI
15:50～16:20

最先端AI技術搭載！
“Pactera X”が実現する
「イノベーションの民主化」
パクテラ・コンサルティング・ジャパン
提供：パクテラ・テクノロジー・ジャパン

A-1551 ビジネスAI
15:15～15:45

データドリブン経営の
実現に向けて
～“データの意味理解”と
“知識の共有・活用”
NTTデータ

A-1561 ビジネスAI
16:25～ 16:55

DXのポイントは
ビジネスAIの活用！
画像認識AIの
業務活用事例を紹介
NDIソリューションズ

A-1471 ビジネスAI
17:00～17:30

製造業向け事例で解説！
効果の出やすいビジネス課題への
AIアプローチとは？
テクノスデータサイエンス・
エンジニアリング

A-1473 ビジネスAI
17:00～17:30

本田技研工業における
AIと人間のハイブリッド判断による
業務効率化と高度化の実例
aiforce solutions / 東北大学
本田技研工業

A-1413 ビジネスAI
11:10～11:40

AIの活用でポストコロナの
変化に対応する
～DataRobotを使った小売・
消費財業界でのAI活用事例～
DataRobot Japan

A-1414 ビジネスAI
11:45～12:15

BIによる分析と
AIによる予測を
ビジネスで活用する
～導入企業対談セッション
セールスフォース・ドットコム 

A-1511 ビジネスAI
11:45～12:15

DXを全社活動にするためには
～ビジネス視点とデータ視点
での取り組みの重要性～
テクノスデータサイエンス・
エンジニアリング

A-1521 ビジネスAI
12:55～13:25

AIの精度向上は、
データ前処理と人材育成がカギ。
実務ケースのセミナ内容を
一部公開
日立産業制御ソリューションズ

C-1412 クラウド
11:45～12:15

クラウド移行を成功させる
タスクリストと
社内組織の作り方
～AWS導入事例～
クラスメソッド

C-1503 クラウド
10:00～10:30

Azure VMware Solution
～マイクロソフトが提供する
VMwareプライベートクラウド～
マイクロソフト コーポレーション
提供：日本マイクロソフト

M-1602 製造業DX
10:35～11:05

Splunk ARを使った
製造現場のDX
Splunk Services Japan

M-1612 製造業DX
11:45～12:15

組込み技術からIoTまで豊富な経験で
最適なソリューションを実現
～当社のプロフェッショナルサービスとは～
アドバネット

M-1622 製造業DX
12:55～13:25

製造業のデジタル変革
- 業務変革を成功に導く
3つの要因
日本IBM 

M-1633 製造業DX
13:30～14:00

失敗しない製造業DX 
デジタル業務変革
3つのポイント
システムインテグレータ

M-1643 製造業DX
14:40～15:10

Bluetooth デバイスを使った 
簡単位置認識
ソリューションのご紹介
東京エレクトロンデバイス

M-1652 製造業DX
15:15～15:45

Karbon Platform 
Services:Nutanixによる
マルチクラウドPaaSと
IoT事例
ニュータニックス・ジャパン

M-1662 製造業DX
16:25～ 16:55

アフターコロナ時代における
製造業のDXと
サブスクリプションの
収益化
タレスDIS CPLジャパン 

M-1653 製造業DX
15:50～16:20

始動した5Gと
IoTで進める
製造業界の
デジタル化
KDDI 

M-1642 製造業DX
14:05～14:35

未来のものづくりを
デザインする
～DX実践編～
アビームコンサルティング

T-1641 IoT
14:05～14:35

Eurotech社のIoTプラットフォーム
“Everyware IoT”は、
なぜグローバルで
普及しているか？
アドバネット

T-1631 IoT
14:05～14:35

「挑戦しないのは損」、
画期的IoTプロダクトを生みだし続ける
ソースネクストの開発プロセス
ソラコム
ソースネクスト

T-1651 IoT
15:50～16:20

インテリジェントな
エッジ装置を活用した
IoTソリューション事例を
ご紹介
スーパーマイクロ 

T-1671 IoT
17:00～17:30

ニチガスが挑む
エネルギー業界DX
～IoTプロジェクトを
成功させるポイント
ソラコム 
日本瓦斯

C-1512 クラウド
11:10～11:40

「まさか」に備えるDR改革 ! 
1-クリックでディザスタリカバリに伴う
本格的なデータセンター管理の
複雑さから脱却する方法とは
ニュータニックス・ジャパン

C-1522 クラウド
12:20～12:50

クラウド・プラットフォームの運用と
セキュリティー確保を一挙に解決
分散クラウドをリードする
パブリック・クラウド
日本IBM

C-1523 クラウド
12:20～12:50

災害大国日本！
電力系データセンター事業者伝授
「データセンター導入10のメリット」
QTnet

C-1513 クラウド
11:10～11:40

安全で確実な
クラウド移行・
マルチクラウド化とは？
先進事例をご紹介
ヴィーム・ソフトウェア

C-1422 クラウド
12:55～13:25

ネットワーク使用料が無料の
パブリッククラウド。
賢い使い方で多大な恩恵を
うける企業が続々。その価値とは。
日本IBM 

C-1524 クラウド
12:55～13:25

Google Cloud
人気サービス3選
～ゼロから最新情報まで、
分かりやすく解説～
グーグル・クラウド・ジャパン

C-1433 クラウド
13:30～14:00

事業継続のリスクを排除！
Microsoft 365
データ保護のすすめ
ヴィーム・ソフトウェア

C-1532 クラウド
13:30～14:00

「中堅・中小企業こそ
クラウドを使うべき」
１、2人情シスが実感する
3つのクラウド導入効果
アマゾン ウェブ サービス ジャパン

C-1424 クラウド
12:55～13:25

営業×DX　
最新セールステックを活用した
インサイドセールス組織づくり
スマートキャンプ

C-1442 クラウド
14:05～14:35

ハイブリッドクラウドへの
無理のないステップアップ
ーNutanix on AWS
ニュータニックス・ジャパン 

C-1452 クラウド
15:15～15:45

DXに不可欠なITインフラを
ワンストップで提供する
クラウドソリューション
日立システムズ

C-1554 クラウド
15:15～15:45

マルチクラウドでいいとこ取り
～課題と管理を総ざらい～
Coltテクノロジーサービス
三菱総研ＤＣＳ

C-1453 クラウド
15:50～16:20

コロナの時代の
DX・クラウド
NTTデータ先端技術

C-1552 クラウド
15:50～16:20

開発時間を最大で84%短縮し、
運用コストを最大で75%削減。
エンタープライズのためのコンテナ化された
ソフトウェア・ソリューションとは
日本IBM

C-1462 クラウド
16:25～ 16:55

クラウド移行戦略立案と
推進のポイント
～事例に学ぶ
最適な道筋とは？
アマゾン ウェブ サービス ジャパン

C-1444 クラウド
14:05～14:35

激化する自然災害から
業務システムを守るには
～データをクラウドに
避難させる秘策～
Arcserve Japan 

C-1443 クラウド
14:40～15:10

～大手企業の事例に学ぶ～
ビジネス環境の変化と
プライベートクラウドを支える、
仮想ADCソリューション
SCSK

A-1543 ビジネスAI
14:40～15:10

脱属人化！システム運用への
AI活用の課題とソリューション
～Hinemosが
実現するAIOps～
NTTデータ先端技術

C-1542 クラウド
14:40～15:10

既存資産を生かして
SQL Serverを
お得にAzureへ
移行しよう！
日本マイクロソフト

K-1303 基調講演
10:00～10:30

アフラックが加速させる
デジタルトランスフォーメーション戦略 
アフラック生命保険
上席常務執行役員CIO
二見 通 氏

X-1221 特別講演
12:20～12:50

コロナ禍で加速する
企業のDX 
NTTデータ

X-1241 特別講演
14:40～15:10

ITを競争力の源泉に
変えるための処方箋
～DXからPXへ 
ニュータニックス・ジャパン

K-1222 テーマ特別講演
12:55～13:10

900社調査と事例で読み解く
DXの実態と課題分析 
日経BP総合研究所
イノベーションICTラボ
所長 戸川 尚樹

K-1282 テーマ特別講演
17:55～18:10

「デジタルヘルス」が拓く未来
～ロボットやアプリ、
AIが医療を変革～ 
日経デジタルヘルス
編集長 河合 基伸

K-1232 テーマ特別講演
13:15～13:30

5Gで加速する
クラウドDX 
日経BP総合研究所
イノベーションICTラボ
上席研究員 菊池 隆裕

K-1271 テーマ特別講演
17:00～17:30

IT小売業への変革　
カインズのデジタル
戦略の実現 
カインズ デジタル戦略本部
本部長 池照 直樹 氏

P-1274 エンタープライズＤＸ プレゼンテーション
17:00～17:30

エンタープライズＤＸを
成功させるための
企業の施策とは

P-1273 エンタープライズＤＸ プレゼンテーション
17:35～18:05

激化するサイバー攻撃、
求められる経営目線の
セキュリティ
マネジメント

K-1721 基調講演
12:20～12:40

ポスト・パンデミック、
デジタル東京への道 
東京都
知事
小池 百合子 氏

E-1301 エンタープライズDX

10:35～11:05

トヨタ・三井住友銀行・
カルビーが導入する
契約DX戦略
弁護士ドットコム

X-1343 特別講演
14:40～15:10

使いやすくて
生産性が上がる
テレワークを実現する
IT環境とは
Sky

K-1374 テーマ特別講演
17:35～18:05

新型コロナ対策 NTT東日本
-IPA「シン・テレワークシステム」
おもしろ開発秘話
NTT東日本
特殊局 登 大遊 氏

P-1373 エンタープライズＤＸ プレゼンテーション
17:00～17:30

エンタープライズＤＸを
成功させるための
企業の施策とは

P-1371 エンタープライズＤＸ プレゼンテーション
17:35～18:05

エンタープライズＤＸを
成功させるための
企業の施策とは

P-1364 エンタープライズＤＸ プレゼンテーション
16:25～ 16:55

激化するサイバー攻撃、
求められる経営目線の
セキュリティ
マネジメント

P-1454 クラウド プレゼンテーション
15:15～15:45

「2025年の崖」を好機に変える
～ クラウドシフトを加速させ、
ニューノーマルでの
成長戦略を描く

P-1464 ビジネスＡＩ プレゼンテーション
16:25～ 16:55

ビジネスＡＩ導入に関し
様 な々課題や障壁を持つ
企業のための解決策とは

P-1474 ビジネスＡＩ プレゼンテーション
17:35～18:05

ビジネスＡＩ導入に関し
様 な々課題や障壁を持つ
企業のための解決策とは

P-1504 クラウド プレゼンテーション
10:35～11:05

「2025年の崖」を好機に変える
～ クラウドシフトを加速させ、
ニューノーマルでの
成長戦略を描く

P-1611 製造業DX／ IoT プレゼンテーション
11:10～ 11:40

「ものづくりのデジタル化」で
新たな価値創造と
顧客価値の最大化を実現へ

P-1623 製造業DX／ IoT プレゼンテーション
12:20～12:50

「ものづくりのデジタル化」で
新たな価値創造と
顧客価値の最大化を実現へ

P-1514 ビジネスＡＩ プレゼンテーション
11:45～12:15

ビジネスＡＩ導入に関し
様 な々課題や障壁を持つ
企業のための解決策とは

P-1544 ビジネスＡＩ・クラウド プレゼンテーション
14:05～14:35

ニューノーマル時代を
勝ち抜くヒントがここに

P-1553 クラウド プレゼンテーション
15:50～16:20

「2025年の崖」を好機に変える
～ クラウドシフトを加速させ、
ニューノーマルでの
成長戦略を描く

P-1564 クラウド プレゼンテーション
16:25～ 16:55

「2025年の崖」を好機に変える
～ クラウドシフトを加速させ、
ニューノーマルでの
成長戦略を描く

K-1572 テーマ特別講演
17:00～17:30

日清食品グループ
基幹システムのクラウド移行
日清食品ホールディングス
情報企画部 係長 西村 太輔 氏

K-1571 基調講演
17:35～18:05

科学技術と共に実現する
インクルーシブな未来社会
IBM フェロー /IBM T. J. ワトソン研究所
/IBMコーポレーション IBM特別功労教授
/カーネギーメロン大学 浅川 智恵子 氏

K-1672 テーマ特別講演
17:35～18:05

ビジネスプロセスの変革を目指す！
DXを活用したAGCの挑戦
AGC
常務執行役員・技術本部長
倉田 英之 氏

K-1673 基調講演 17:00～18:00

アフターコロナ・ニューノーマル・リレートーク
建築家 隈 研吾 氏
レオス・キャピタルワークス 社長 藤野 英人 氏
インテル 事業企画・政策推進ダイレクター 野辺 継男 氏
インテグリティ・ヘルスケア 会長 医師 武藤 真祐 氏
立命館アジア太平洋大学 学長 出口 治明 氏
日経クロステック 副編集長 島津 翔

K-1771 基調講演 17:00～18:00

アフターコロナ・ニューノーマル・リレートーク
建築家 隈 研吾 氏
レオス・キャピタルワークス 社長 藤野 英人 氏
インテル 事業企画・政策推進ダイレクター 野辺 継男 氏
インテグリティ・ヘルスケア 会長 医師 武藤 真祐 氏
立命館アジア太平洋大学 学長 出口 治明 氏
日経クロステック 副編集長 島津 翔

P-1573 ビジネスＡＩ プレゼンテーション
17:00～17:30

ビジネスＡＩ導入に関し
様 な々課題や障壁を持つ
企業のための解決策とは

K-1613 テーマ特別講演
11:10～11:25

IoTセンサー利用者
満足度調査 
日経BP 技術メディア・
クロスメディア編集部 
松山 貴之

K-1623 テーマ特別講演
11:30～11:45

ポストコロナを
見据えて加速する
製造業DX 
日経BP総合研究所
上席研究員 三好 敏

K-1731 基調講演
13:40～14:00

ポスト・パンデミック 
未来へのシナリオ
- 戦略的選択肢を考察するための
3つのパラレル・ワールド - 
Strategic Business Insights
Tokyo Office 高内 章 氏

K-1751 基調講演
15:50～16:20

富岳：ムーンショット的な
アプリケーションファースト目標で
開発された世界一のスパコン
国立研究開発法人理化学研究所
計算科学研究センター
センター長 松岡 聡 氏 

K-1831 テーマ特別講演
13:30～14:00

IT小売業への変革　
カインズのデジタル
戦略の実現 
カインズ
デジタル戦略本部 本部長
池照 直樹 氏

K-1841 テーマ特別講演
14:40～15:10

アフラックが加速させるデジタル
トランスフォーメーション戦略 
アフラック生命保険
上席常務執行役員CIO
二見 通 氏

K-1851 テーマ特別講演
15:50～16:20

人工知能の進展と
産業・社会の変化
東京大学
大学院工学系研究科
教授
松尾 豊 氏

K-1871 テーマ特別講演
17:00～17:30

ビジネスプロセスの変革を目指す！
DXを活用したAGCの挑戦
AGC
常務執行役員・技術本部長
倉田 英之 氏

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

K-1472 テーマ特別講演
17:35～18:05

ZOZOTOWNが
実践する
3つのクラウド活用戦略
ZOZOテクノロジーズ
技術開発本部 岡 大勝 氏
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E-1913 エンタープライズDX

11:10～11:40

コロナ禍で加速する
DX推進、
乗り遅れない
ノウハウとは
Sky

E-1923 エンタープライズDX

12:20～12:50

総合商社の
DX推進メソッドから
考える業務改革
aiforce solutions / 東北大学
住友商事

E-2122 エンタープライズDX

12:20～12:50

ニューノーマル時代に
求められる
ITインフラの形
～今、システム導入で
考慮するべきポイントは何か～
富士通

E-2132 エンタープライズDX

13:30～14:00

データセンター運用の
課題と解決の方向性
日本データセンター協会

E-2142 エンタープライズDX

14:40～15:10

JDCCネットワークWG
近況報告
日本データセンター協会

E-2152 エンタープライズDX

15:50～16:20

日本データセンター
業界の近況
-事業者はCovid-19に
どう向き合うべきか？
日本データセンター協会

E-1943 エンタープライズDX

14:40～15:10

時代に乗り遅れるな！ 
Azureという名の
最新ハイブリッドクラウド
活用術 
2020秋編
日本マイクロソフト

K-2302 基調講演
10:00～10:30

ニューノーマルにおいて
DXを加速する
文書情報マネジメント
日本文書情報マネジメント協会
理事長 勝丸 泰志 氏

M-1912 製造業DX
11:10～11:40

AI×製造業DX  
今踏み出すべき
省人化のポイント
システムインテグレータ

M-1932 製造業DX
13:30～14:00

現場のモノ
（金型、予備品、中間品）と
ヒト（作業員動線と作業）の
「見える化」を実現
日立システムズ

M-1942 製造業DX
14:40～15:10

製造現場で
すぐに使えるIoT！
OMNIedgeとは！？
THK

M-1952 製造業DX
15:50～16:20

自動運転車にも採用！
組込みコンピュータから
エッジコンピュータへの進化
アドバネット

M-1951 製造業DX
15:15～15:45

CASE時代のクルマの
進化を縁の下で支える
～車載ソフトウエア
開発力の鍵～
Sky

W-1953 働き方改革 / ニューノーマル
15:50～16:20

ツールで働き方は変わるのか？ 
Google Workspace 
ユーザー事例から見る
ツールの価値
グーグル・クラウド・ジャパン

W-1961 働き方改革 / ニューノーマル
16:25～16:55

リモートワーク実現を支える
「ゼロトラスト」
ネットワークの要諦
KDDI

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

■基調講演／テーマ特別講演、特別講演　　■エンタープライズDX　　■クラウド　　■セキュリティ　　■ビジネスAI　　■働き方改革／ニューノーマル　　■IoT　　■製造業DX　　■建設テック　　■Fintech ／ブロックチェーン　　■デジタルドキュメント　　■プレゼンテーション

K-1902 基調講演
10:00～10:30

アイリスオーヤマ 
大山社長が語る
アフターコロナ時代の製造業
～マスク国内製造、
地産地消の開発・製造体制 
アイリスオーヤマ
代表取締役社長
大山 晃弘 氏

K-2001 基調講演 10:00～11:00

非接触ニーズが生み出す世界 
avatarin 代表取締役CEO 
深堀 昂 氏
アースアイズ 代表取締役
 山内 三郎 氏
ウシオ電機 
事業統括本部インキュベーションセンター
CARE222プロジェクト リーダー 主任研究員 
大橋 広行 氏
＜司会＞
日経エレクトロニクス 
編集長 中道 理

K-1901 基調講演 10:35～11:35

Smart Mobility in a Cloud-Connected World 
トヨタ・リサーチ・インスティテュート・
アドバンスト・デベロップメント（TRI-AD）
最高経営責任者（CEO）
ジェームス・カフナー 氏

K-2101 テーマ特別講演
10:35～11:05

建設分野のデジタル化と
オープンイノベーション
竹中工務店
技術本部
執行役員本部長
村上 陸太 氏

K-1911 テーマ特別講演
11:45～12:15

予測不能に挑む
企業経営：
幸せを中心とする
企業に向けて 
日立製作所
フェロー
矢野 和男 氏

C-1903 クラウド
10:00～10:30

進化し続ける
Windows Virtual Desktop
のいま！
日本マイクロソフト

P-1922 製造業DX／ IoT プレゼンテーション
12:20～12:50

「ものづくりのデジタル化」で
新たな価値創造と
顧客価値の
最大化を実現へ

P-1921 製造業DX／ IoT プレゼンテーション
12:55～13:25

「ものづくりのデジタル化」で
新たな価値創造と
顧客価値の
最大化を実現へ

K-1933 特別講演
13:30～14:00

With/Afterコロナに
求められる新たな
ワークスタイルへの転換 
PwCコンサルティング
グーグル・クラウド・ジャパン

T-1941 IoT
14:05～14:35

商業施設、街中での
活用事例からみる
エッジAIカメラの可能性（仮）
ソラコム
JR東日本情報システム
Intelligence Design

M-1972 製造業DX
17:00～17:30

クラウド時代の
「ユーザーサポート」を実現する
FalconLink on Azure
東京エレクトロンデバイス

K-1983 テーマ特別講演
17:20～17:35

二大決済インフラ、
決断の時 
日経FinTech
編集長
岡部 一詩

K-1971 テーマ特別講演
17:35～18:05

由紀精密＆
クリエイティブワークス、
町工場で始まるアフターコロナ 
Creative Works 代表 宮本 卓 氏
由紀精密
代表取締役社長 大坪 正人 氏
＜モデレーター＞
日経クロステック
副編集長 吉田 勝

K-2002 テーマ特別講演
10:35～11:05

証券トークンで広がる
「ファン作り×資金調達」
BOOSTRY CEO
佐 木々 俊典 氏

P-2011 建設テック プレゼンテーション
11:10～11:40

業界の生産性向上と
働き方改革を実現する
技術とは

P-2021 建設テック プレゼンテーション
12:20～12:50

業界の生産性向上と
働き方改革を実現する
技術とは

P-2022 FinTech プレゼンテーション
12:55～13:25

金融機関に求められる
最先端の
テクノロジーとは

F-2012 Fintech / ブロックチェーン
11:45～12:15

世界上位7行の
銀行で採用
リアルタイムの
取引データ可視化と
市場の監視が
もたらすものとは？
アルテアエンジニアリング

D-2031 建設テック
13:30～14:00

建設現場の
働き方改革を実現する
最適なITツールとは？
eYACHOのご紹介
MetaMoJi

D-2041 建設テック
14:40～15:10

ニューノーマル到来！
建設現場の省力化、
遠隔化を実現する
ソリューション
日立ソリューションズ

D-2051 建設テック
15:50～16:20

現場が求める
ソーシャルディスタンス
～どこにいても
繋がる情報と
コミュニケーション～
YSLソリューション

K-2042 テーマ特別講演
14:05～14:35

「データ×金融」で
建設業界の
ビジネスモデル変革に
挑戦する
ランドデータバンクの
取り組み
ランドデータバンク
代表取締役社長CEO
徳永 順二 氏

P-2052 エンタープライズＤＸ プレゼンテーション
15:15～15:45

エンタープライズＤＸを
成功させるための
企業の施策とは

E-2062 エンタープライズDX

16:25～16:55

怖くない！
失敗しないAzure移行
日本マイクロソフト

P-2072 FinTech プレゼンテーション
17:35～18:05

金融機関に求められる
最先端の
テクノロジーとは

K-2071 テーマ特別講演
17:00～17:30

鹿島のDXへの挑戦！
～デジタルツインで
顧客へ付加価値提供～
鹿島建設
執行役員
建築管理本部
副本部長
茅野 毅 氏

K-2102 基調講演
10:00～10:30

アフターデジタル時代の
精神とケイパビリティ 
- データの過信と
UXの軽視
ビービット
東アジア営業責任者
藤井 保文 氏

K-2201 基調講演 10:00～10:45

シリコンバレーから見る
ニューノーマル時代のトレンド
Scrum Ventures 創業者 兼
ジェネラル・パートナー
宮田 拓弥 氏

P-2103 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
10:35～11:05

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2123 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
12:55～13:25

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2153 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
15:15～15:45

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2161 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
16:25～16:55

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2163 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
16:25～16:55

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2171 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
17:35～18:05

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2173 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
17:35～18:05

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

D-2112 建設テック
11:10～11:40

現場が求める
ソーシャルディスタンス
～どこにいても
繋がる情報と
コミュニケーション～
YSLソリューション

W-2111 働き方改革 / ニューノーマル
11:45～12:15

働き方を変える、
スマホアプリがもたらす
次世代コミュニケーション
のあり方
ヤプリ

W-2121 働き方改革 / ニューノーマル
12:55～13:25

リアルタイムメール分析で、
企業に潜在するリスクや
不正をいち早く検出し
防ぐ方法
アイマトリックス

W-2141 働き方改革 / ニューノーマル
14:05～14:35

Withコロナ時代の
ビジネス俊敏性を追求
～ハイブリッドクラウドで
始めるデータ活用戦略～
丸紅情報システムズ

W-2151 働き方改革 / ニューノーマル
15:15～15:45

人×デジタルが創造する
コラボレーション空間
富士通研究所

W-2143 働き方改革 / ニューノーマル
14:05～14:35

成果を出し続ける！
新時代のセールス
概論と具体例
ベルフェイス

W-2113 働き方改革 / ニューノーマル
11:45～12:15

継続的で安心な
テレワークの運用へ
～テレワーク
実態調査にみる
傾向とMDMの効能～
アイキューブドシステムズ

W-2202 働き方改革 / ニューノーマル
10:35～11:05

契約書業務を
効率化するための
リーガルテック活用法
LegalForce

W-2211 働き方改革 / ニューノーマル
11:10～11:40

新常識！
IT資産管理で丸ごと実現！
「テレワーク運用/
セキュリティ/業務可視化」
ディー・オー・エス

W-2221 働き方改革 / ニューノーマル
12:20～12:50

リモートワークの満足度向上！！
見落しがちな「マニュアル」と
「トレーニング」とは
テンダ

W-2231 働き方改革 / ニューノーマル
13:30～14:00

ニューノーマル時代に
求められるビジネススキル
～Salesforce流
オンラインセールスの極意～
セールスフォース・ドットコム

W-2242 働き方改革 / ニューノーマル
14:05～14:35

Withコロナの
顧客コミュニケーションを
変革させるクラウドサービス
シンカ

W-2252 働き方改革 / ニューノーマル
15:15～15:45

2025年を見据えた
新しい人材活用と
ミレニアル世代を
中心とした組織づくり
SmartHR

W-2262 働き方改革 / ニューノーマル
16:25～16:55

はじめてのSlack入門 
- ニューノーマルに対応した
働き方改革を実現 -
Slack Japan

W-2271 働き方改革 / ニューノーマル
17:00～17:30

人事が取り組んだ
ニューノーマル時代の
制度改革について
富士通が実践する
「Work Life Shift」
富士通

W-2263 働き方改革 / ニューノーマル
16:25～16:55

ニューノーマル時代に
必要とされる働く環境とは
～ICTによる
業務効率化入門～
東日本電信電話

W-2253 働き方改革 / ニューノーマル
15:15～15:45

私たちは、こうやって
在宅勤務に
一気にシフトした
TOKAIコミュニケーションズ

W-2243 働き方改革 / ニューノーマル
14:05～14:35

HRテックが変える
配置・育成・採用・抜擢
～事例にみる
最新タレントマネジメント～
プラスアルファ・コンサルティング

W-2241 働き方改革 / ニューノーマル
14:40～15:10

テレワークの
環境整備から
DXを実現
ネオジャパン

W-2251 働き方改革 / ニューノーマル
15:50～16:20

リモートワークは
新しい日常へ、
VPNとSDPの共存
丸紅情報システムズ

W-2222 働き方改革 / ニューノーマル
12:55～13:25

OA業務から
ワークステーション業務まで。
VDI専門ベンダーがお薦めする
最新テレワーク
ソリューションのご紹介
アセンテック 

W-2223 働き方改革 / ニューノーマル
12:55～13:25

緊急提言！
テレワークPCの
バックアップ整備は
お済みですか？
～後手に回さないための
カンタン解決講座～
Arcserve Japan

W-2212 働き方改革 / ニューノーマル
11:45～12:15

在宅勤務を強力に推進！
真の業務自動化はツール
の使い分けがポイント。
セゾン情報システムズ

W-2213 働き方改革 / ニューノーマル
11:45～12:15

新しい生活様式を
支援する
デジタルワークスペース
NTTデータ

W-2203 働き方改革 / ニューノーマル
10:35～11:05

顧客満足度No.1！
ニューノーマルを支える
レッツノート
開発とモノづくり30年ヒストリー、
そして「未来」
パナソニック

P-2172 建設テック プレゼンテーション
17:00～17:30

業界の生産性向上と
働き方改革を実現する
技術とは

K-2273 テーマ特別講演
17:35～18:05

三井物産
新本社移転を機に、
新たな価値創造への
挑戦
三井物産
人事総務部 Work-X室
室長
鈴木 大山 氏

P-2272 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
17:35～18:05

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

W-2303 働き方改革 / ニューノーマル
10:00～10:30

リモートワーク／テレワークの
落とし穴を解決する！
デスクトップ仮想化ソリューション
活用のポイント
日本電気

W-2313 働き方改革 / ニューノーマル
11:10～11:40

Workstyleの
見える化がもたらす
「従業員が求める」
働き方改革施策の推進
PwCコンサルティング

J-2312 デジタルドキュメント
11:10～11:40

テレワークを困難にする
紙文化のデジタル化
～電子帳票基盤
Paples（パピレス）活用事例～
日鉄日立システムエンジニアリング

X-2301 特別講演
10:35～11:05

働き方の大転換を
生き抜くには？
Slackの提唱する
5つのポイント
Slack Japan

K-2311 テーマ特別講演
11:45～12:15

コロナ禍で迫られるビジネス変革、
新規事業のヒントを探る
こゆるぎ総合研究所
コンサルタント・代表取締役
鈴木 良介 氏
日経BP 技術メディア局長 河井 保博

W-2304 働き方改革 / ニューノーマル
10:35～11:05

働く環境の大変革
～新型ウイルスが作り出した
新しい常識と富士通の挑戦～
富士通

W-2314 働き方改革 / ニューノーマル
11:45～12:15

2020年代を勝ちぬく！
成果を出し続ける
営業組織とは？
ベルフェイス

W-2322 働き方改革 / ニューノーマル
12:20～12:50

契約書業務を
効率化するための
リーガルテック活用法
LegalForce

W-2321 働き方改革 / ニューノーマル
12:55～13:25

SaaS提供企業が語る
SaaSとの付き合い方と
情報管理の未来
SmartHR

W-2323 働き方改革 / ニューノーマル
12:20～12:50

クラウドだから実現できる！
生産性とセキュリティを
両立する
テレワーク環境
アマゾン ウェブ サービス ジャパン

W-2332 働き方改革 / ニューノーマル
13:30～14:00

働き方改革／テレワーク
実際に行って
見えてきた
課題と対策とは
エムオーテックス

W-2333 働き方改革 / ニューノーマル
13:30～14:00

ニューノーマル時代のBCP対策～
堅牢な都市型データセンターと
セキュリティ診断の活用をご提案
東北インテリジェント通信
東北インフォメーションシステムズ

W-2341 働き方改革 / ニューノーマル
14:05～14:35

バックオフィス作業の働き方改革とは
～BPO&AI-OCRを用いた
Withコロナ時代のニューノーマル～
不二家システムセンター
三菱電機ITソリューションズ

W-2344 働き方改革 / ニューノーマル
14:05～14:35

AI/MLは当たり前、ニューノーマルに
向けた第4世代クラウド
ネットワーク運用のご紹介
丸紅情報システムズ
エクストリームネットワークス

W-2342 働き方改革 / ニューノーマル
14:40～15:10

マシンデータの活用で実現！
テレワーク時代の
「在宅コールセンター」
Splunk Services Japan

W-2343 働き方改革 / ニューノーマル
14:40～15:10

「新しい働き方」を支援する、
ハイブリッドクラウド時代の
データ保護
Arcserve Japan

W-2352 働き方改革 / ニューノーマル
15:50～16:20

Withコロナ時代のDX人材育成
～自律的に学習する企業文化・
風土醸成のポイント～
ベネッセコーポレーション

W-2353 働き方改革 / ニューノーマル
15:50～16:20

ニューノーマル時代に
必要とされる働く環境とは
～ICTによる
業務効率化入門～
東日本電信電話

P-2324 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
12:55～13:25

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

W-2351 働き方改革 / ニューノーマル
15:15～15:45

約3万件の業務処理を
3500時間分削減！
事例に学ぶ、
現場から始めるDXとは？
ネオジャパン

W-2372 働き方改革 / ニューノーマル
17:00～17:30

テレワーク時代の
企業リスクを防止する
AIログ解析ソリューション
CTCシステムマネジメント

W-2373 働き方改革 / ニューノーマル
17:00～17:30

DX活用で安心・安全な
業務と効率化を実現
～ソリューション導入事例・
製品のご紹介～
パナソニック 

P-2354 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
15:15～15:45

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2364 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
16:25～16:55

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

P-2374 働き方改革／デジタルドキュメント プレゼンテーション
17:35～18:05

ニューノーマル時代の
新しい働き方。
人、組織、HCM、
テレワーク、
中長期的に運用できる
制度とは

E-2361 エンタープライズDX

16:25～16:55

テクノロジーで実現するエンタープライズ
企業のDX～LIFULLが挑んだ
IT活用と営業組織改革とは～
LIFULL　
セールスフォース・ドットコム

K-2371 テーマ特別講演
17:35～18:05

東京海上日動の働き方の変革／
社員の働きがい・モチベーション
向上が個人と会社の成長に繋がる
東京海上日動火災保険 人事企画部 
部長 兼 企画組織グループリーダー
吉田 昌弘 氏

公開取材公開取材


