
10月21日 

平成28年 

金 

東京コンベンションホール（東京都・京橋） 
東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン5F（東京メトロ・京橋駅直結） 

9:50-19:30 

プログラム 
■講演                 

＜招待講演＞『人工知能はビジネスをどう変えるか』 
 矢野 和男 （㈱日立製作所 理事  

                              研究開発グループ技師長 兼 人工知能ラボラトリ長 ） 

＜チュートリアル＞『今回の人工知能のブームは本物か』   

 松原 仁 （公立はこだて未来大学 副理事長）          

■ワークショップ 

■パネルディスカッション 

『自由に語ろう、SIの未来～オープンセッションで変革のタネを持ち帰ろう！』 

※プログラムは裏面をご参照ください。 ■情報交換パーティー 

『デジタルビジネスの先駆者たち』 
  モデレーター：田口 潤 氏（㈱インプレス 編集主幹） 

  パネリスト： 

矢野 和男 （㈱日立製作所 理事 研究開発グループ技師長 兼 人工知能ラボラトリ長 ） 

小野 和俊 （㈱セゾン情報システムズ 常務取締役 / ㈱アプレッソ 代表取締役社長） 

竹村 大助 （日本システムウエア㈱ ITソリューション事業本部 ビジネスイノベーション事業部長） 

山谷 正己 （Just Skill Inc.） 

一般社団法人情報サービス産業協会 JDMF2016実行委員会 
お問合せ：赤尾・大原・上遠野  Tel：(03)6214-1121   Email：jdmf-staff@jisa.or.jp 

【参加費】 
 ■ JISA会員 
 ① 39-U(39歳以下)：無料 
 ② 首都圏(1都3県)外：無料 
 ③ 上記以外：5,000 円 
 

 ■ 学生：無料 
 ■ 一般：10,000 円 
 

JISAホームページからお申し込み
ください！ 

Digital Business in Action 
～いまこそ、ソフトウェアで 「！(革命) 」 を～ 



9:50 開会のご挨拶 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 

 
 

JISA Digital Masters Forum 2016 プログラム（予定） 

★ このほか経験報告セッションを予定しています。 

 
 

＜キーノート＞ 
 第1部(13:30~14:15) 
『破壊的イノベーションの脅威』 
 
 第2部(14:30~15:15) 
『破壊的イノベーターになるた 
 めの７つのステップ』 
 

  
 玉田 俊平太 
（関西学院大学 専門職大学院  
    経営戦略研究科 教授） 
 

                  ※どちらかのみの参加可 

13:30～15:15 

 
 
＜講演＞ 
『ビッグデータを活用する人工
知能技術〜社会実装の取り組み
と課題〜』 
 

 本村 陽一  
（産業技術総合研究所 
 人工知能研究センター  
      首席研究員） 

15:30～16:15 

 
 

16:30～17:50 

 
 
＜講演＞ 
『IoT時代のリスクの認識と製品
開発時の重要ポイントを解説』 

宮原 真次((独)情報処理推進機構    
 ソフトウェア高信頼化センター  
            研究員）  

 
 
  

13:30～14:15 

 
 
＜講演＞ 
『ロボットはもう一つの自分の
身体たり得るか』 
 

 吉藤 健太朗  
（㈱オリィ研究所 代表 ／  
 ロボットコミュニケーター） 

14:30～15:15 

 
 
＜講演＞ 
『日本のソフトウェア技術者の
生産性及び処遇の向上効果研究 
について(仮)』 
 

 中田 喜文  
（同志社大学大学院  
   総合政策科学研究科 教授） 

16:30～17:15  
 

＜Young Innovators Forum＞ 
 ~会員の、会員による、 
         会員のための事例発表会~ 
 

 『”問題探求型”のシステムエンジ
ニアになる』 

  川口 伊澄  

   (㈱インフォ メーション･ディベロプメント) 

『AIを生かしたビジネス創出に向
けて〜実践の中で感じ考えてきた
こと 』 

  山川 均   (㈱インテージテクノスフィア) 

『新会社立ち上げに関わって感じた
こと 』 

  熊谷 優(㈱ユニ･トランド)            

                                           

16:30～17:50 

 
 
＜講演＞ 
『系(システム)という世界の見
かた (仮)』 
 

 岡田 龍太郎  
（筑波大学大学院  
 システム情報工学研究科 
 コンピュータサイエンス専攻  
 情報数理研究室 博士研究員） 

14:30～15:15 

 
 
＜講演＞ 
『髪の毛で音を感じる装置
Ontenna(ろう者用インター
フェース)』 
 

 本多 達也  
（富士通㈱グローバルマーケティン
グ本部 総合デザインセンター） 

15:30～16:15  
 
＜講演＞ 
『屋内位置情報がもたらす未来
の都市生活』 
 

 鳥居 暁  
（ボクシーズ㈱ 代表取締役） 

15:30～16:15 

 
 
＜チュートリアル＞ 
『今回の人工知能のブームは本
物か』 
 

 松原 仁  
（公立はこだて未来大学  
                     副理事長） 

11:00～12:20  
 

11:00～12:20 

 
 
＜ワークショップ＞ 
『自由に語ろう！SIの未来〜
オープンセッションで変革の種
を持ち帰ろう！』 
 

第1部（14:20~15:10) 
「ソフトウェアの変革について
考えよう」 
 

第2部（15:20~16:00） 
「明日から活用できるヒントを
見つけよう」 
 

 角野 幸子  
（NECソリューションイノベータ
㈱）                               他 

※どちらかのみの参加可 

 
 
 

14:20～16:00 

 
 ＜招待講演＞ 
『人工知能はビジネスをどう変
えるか』 
 

 矢野 和男  
（㈱日立製作所 理事  
   研究開発グループ技師長 兼  
   人工知能ラボラトリ長 ） 

10:00～10:45 

 
 
＜情報交換パーティー＞ 
18:00～ 

 
 

14:00～14:20 

 
 
『技術評価の羅針盤 JISA情報
技術マップ2015の紹介 
〜2万5千人参加の会員アンケート
から探るIT技術動向について』 

山口 陽平（JISA技術強化委員会  
     情報技術マップWG 座長） 

 

13:30～14:15 

＜パネルディスカッション＞ 
『デジタルビジネスの先駆者た
ち』 
 

モデレーター：田口 潤（㈱インプレス） 
パネリスト： 

 矢野 和男（㈱日立製作所） 

小野 和俊（㈱セゾン情報システムズ / 
      ㈱アプレッソ） 

 竹村 大助（日本システムウエア㈱） 

 山谷 正己（Just Skill Inc.） 
 

『JISA会長からのメッセージ』 
 

 横塚 裕志 

＜講演＞ 
 津脇 慈子  
（経済産業省 商務情報政策局  
  情報通信機器課 課長補佐） 
 

･IoT産業政策 
･海外の動向 
･日本企業が今起こすべき行動 
          について(仮) 

12:30～14:00 
＜ランチョンセミナー＞ 
『カナダ情報サービス業と企業の    

 ご紹介』  


