ＮＣＡ（ネットコンピューティングアライアンス
ＮＣＡ（ネットコンピューティングアライアンス）
ネットコンピューティングアライアンス）・ＳＳＫ共催
・ＳＳＫ共催セミナー
共催セミナー

１０１９３

第三フェーズのクラウド戦略
日
会

時
場

2010
2010 年６月１日（火
日（火） 午後１時～５時
アイビーホール青学会館 東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 ４－４－２５

Ⅰ．ＳａａＳ・クラウドビジネスの第三フェーズ
Ⅰ．ＳａａＳ・クラウドビジネスの第三フェーズ

【13：
13：00～
00～13：45】
45】

１９９０年代後半からＳａａＳクラウドは第一フェーズに入り、
１９９０年代後半からＳａａＳクラウドは第一フェーズに入り、２００５年頃から
クラウドは第一フェーズに入り、２００５年頃から徐々に光ブロードバンドと仮想化ミ
２００５年頃から徐々に光ブロードバンドと仮想化ミ
ドルウエアによって市場が拡大して、現在の第二フェーズにある。２０１０年から
２０１０年から、第
ドルウエアによって市場が拡大して、現在の第二フェーズにある。
２０１０年から、第三フェーズに入るが、それ
、第三フェーズに入るが、それ
らの展望について解説する。

１．ＳａａＳクラウドについての整理

４．分野動向

２．発展の経緯

５．質疑応答

３．今後の展望・これからなにが起こるのか？

電気通信大学大学院・ＮＣＡ（ネットコンピューティングアライアンス） 専務理事 津田 邦和 氏

Ⅱ．マイクロソフトのクラウド戦略とＷｉｎｄｏｗｓ
Ⅱ．マイクロソフトのクラウド戦略とＷｉｎｄｏｗｓ Ａｚｕｒｅ

【13：
13：45～14：
14：30】
30】

マイクロソフトはＳｏｆｔｗａｒｅ＋Ｓｅｒｖｉｃｅｓ戦略において、お客様にとってのＩＴ投資の保護と製品・技術の選択
肢の拡充を目指しています。本講演では、戦略の重要な柱であるＷｉｎｄｏｗｓ
では、戦略の重要な柱であるＷｉｎｄｏｗｓ Ａｚｕｒｅの概要と位置づけ、およ
肢の拡充を目指しています。本講演
びクラウド時代の企業ＩＴ基盤の将来像を俯瞰します。

１．マイクロソフトのクラウド戦略概要

４．Ｗｉｎｄｏｗｓ Ａｚｕｒｅの実際と事例

２．提供クラウドサービス全体像と既存製品との関係
２．提供クラウドサービス全体像と既存製品との関係

５．クラウド
５．クラウド,
クラウド, オンプレミス,
オンプレミス, ハイブリッドの考え方

３．データセンターのご紹介

６．質疑応答

マイクロソフト株式会社
マイクロソフト株式会社 プラットフォーム戦略本部
シニアエグゼクティブ マーケティングスペシャリスト 吉川 顕太郎 氏

Ⅲ．ＩＢＭのクラウド戦略
Ⅲ．ＩＢＭのクラウド戦略

【14：40～15：
15：25】
25】

ビジネスのパラダイムシフトをもたらす技術として注目されるクラウド・コンピューティング。ＩＢＭでは
ビジネスのパラダイムシフトをもたらす技術として注目されるクラウド・コンピューティング。 ＩＢＭでは自社
ＩＢＭでは 自社
におけるＩＴ
ＩＴインフラ変革を推進すると共に、クラウドに関するプロジェクトを通じて、そこで得た経験と知見
における
ＩＴ インフラ変革を推進すると共に、クラウドに関するプロジェクトを通じて、そこで得た経験と知見
を全世界のお客様にご提供してきています。本講演では事例を交えながら最新のＩＢＭ
を全世界のお客様にご提供してきています。本講演では事例を交えながら最新のＩＢＭクラウド戦略につ
ＩＢＭ クラウド戦略につ
いてご紹介します。

１．ＩＢＭの
１．ＩＢＭの考えるクラウド・コンピューティング
ＩＢＭの考えるクラウド・コンピューティング

４．お客様事例
４．お客様事例

２．最新クラウド・ソリューション
２．最新クラウド・ソリューション

５．質疑応答

３．自社におけるクラウドへの取組み事例
３．自社におけるクラウドへの取組み事例

日本アイ・ビー・エム
日本アイ・ビー・エム株式会社
エム株式会社 クラウド・コンピューティング事業
クラウド事業 開発部長 神田 博之 氏

Ⅳ．富士通のクラウドへの取組み～企業経営や社会へ
富士通のクラウドへの取組み～企業経営や社会へＩＣＴで
組み～企業経営や社会へＩＣＴで貢献～
ＩＣＴで貢献～

【15：
15：25～
25～16：10】

富士通では、お客様が安心してご利用いただけるセキュアで信頼性の高いトラステッドなクラウドを提供し、
お客様と共にビジネス・イノベーションを実現していくことを目指しています。本講演では、クラウドを活用する
ことにより得られる価値やクラウドサービスや技術を活用した企業ＩＴの最適化について、当社の取組みや最新
事例をご紹介します。

１．クラウドがもたらす変革と市場動向
１．クラウドがもたらす変革と市場動向

４．クラウド活用事例

２．当社における取組み

５．質疑応答

３．クラウドの適用に向けて

富士通株式会社
富士通株式会社 サービスビジネス本部 プロジェクト統括部長
クラウド／ＡＰＭ担当 兼 ＡＰＭサービス推進部長 横山 耕三 氏

Ⅴ．システム・インテグレータから見たクラウド

【16:15～
15～17：00】
00】

クラウド・コンピューティングの本質は本来シンプルなものであり、従来から企業IT
クラウド・コンピューティングの本質は本来シンプルなものであり、従来から企業 ITが進んできた「持たない
IT が進んできた「持たない
IT」「共有する
IT」「共有するIT
」「共有するIT」への正常進化と考えることができる。本講演では、企業
IT」への正常進化と考えることができる。本講演では、企業I
」への正常進化と考えることができる。本講演では、企業ITの変遷を紐ときながら、クラウド・コ
ンピューティングをわかりやすく解説する。あわせて、クラウド時代のＩＴに
ンピューティングをわかりやすく解説する。あわせて、クラウド時代のＩＴについて、利用者、およびシステム・イ
ＩＴについて、利用者、およびシステム・イ
ンテグレータであるＣＴＣの視点から提案する。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 クラウドビジネス企画推進部 部長 田中 匡憲 氏

―――――――――― ＰＲＯＦＩＬＥ 津田 邦和（
邦和（つだ くにかず）
くにかず）氏 ――――
―――――――――――
―――――――――
１９５４年札幌市生まれ。１９７８年電気通信大学卒業。ＮＣＡ（ネットコンピューティングアライアンス）専務理事。
電気通信大学大学院
大学大学院 情報システム学研究科 博士課程。総務省グローバル時代のＩＣＴ政策研究会 ＷＧメンバー。
電気通信
札幌市産業振興財団ＳａａＳビジネス研特別顧問。ＳａａＳ広告研究会会長。モバイルＳａａＳ研究会。ＥＤＣＩ理事。
東海大学講師（非常勤）。東京理科大学講師（非常勤）。総務省「地球温暖化に対応したＩＣＴ政策研究会」ＷＧ
メンバー。中小企業基盤機構サービス産業研究会委員。北海道グリーンエナジーデータセンター研究会会長。
ＳａａＳワールド実行委員長。ＡＳＰ・ＳａａＳインダストリーコンソーシアム常務理事 技術部会長。沖縄県情報通信
技術部会長。沖縄県情報通信
産業振興計画検討委員会 委員。宮崎県中小企業ＡＳＰ研究会顧問。東京都電子都市構築懇談会委員。
宮崎県ＩＣＴ戦略会議委員。
【著書・執筆・その他】「ブロードバンドＳａａＳ新市場」（リックテレコム社）／「ＡＳＰ白書」共著（ＩＤＧ社）／「公共ＸＳＰ・ＩＩ
【著書・執筆・その他】「ブロードバンドＳａａＳ新市場」（リックテレコム社）／「ＡＳＰ白書」共著（ＩＤＧ社）／「公共ＸＳＰ・
ＤＣ活用のアウトソーシングとリスクマネージメント」編纂・共著（自治日報社）／「ＡＳＰ・ＩＤＣ活用による電子自治体
アウトソーシング実践の手引き」編纂・共著（日経ＢＰ社）／日刊工業新聞連載寄稿

―――――――――― ＰＲＯＦＩＬＥ 吉川 顕太郎（
顕太郎（よしかわ けんたろう）
けんたろう）氏 ―――――――
メーカーにて金融機関向けシステムエンジニアとして５年間勤務。１９９７年にマイクロソフト株式会社に移籍し、
大企業顧客およびパートナー支援担当のシステムエンジニアとして従事。２０００年にマーケティング部門に
異動し、セキュリティ、ＩＴ技術者向けテクニカルマーケティング、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ製品のビジネス統括責任者を
担当。現在、日本市場におけるプラットフォーム全体戦略を担当。

―――――――――― ＰＲＯＦＩＬＥ 神田 博之（
博之（かんだ ひろゆき）
ひろゆき）氏 ―――――
――――――――――
―――――
１９８９年 日本アイ・ビー・エム（株）
日本アイ・ビー・エム（株）入社
（株）入社／
入社／２００１年 公共事業部営業部長／２００３年
公共事業部営業部長／２００３年 会長補佐（兼経済同友会
代表幹事秘書）／
／ ２００４年 ヘルスケア・ライフサイエンス事業部長 ／ ２００６年 副社長直属インダストリー・
代表幹事秘書）
ビジネス・デベロップメント・エグゼクティブ ／ ２００８年 未 来 価 値 創 造 事 業 ビジネス・デベロップメント・
エグゼクティブ／
エグゼクティブ／２００９年 新規ビジネス開発事業 ビジネス・デベロップメント・エグゼクティブ／
ビジネス・デベロップメント・エグゼクティブ／２０１０年 クラウド・
コンピューティング事業 クラウド事業開発部長

―――――――――― ＰＲＯＦＩＬＥ 横山 耕三（
―――――――――
―――――――
耕三（よこやま こうぞう）
こうぞう）氏 ―――――――――
１９８６年、富士通株式会社に入社。以来、社会公共システム、映像ソリューション等のフィールド
１９８６年、富士通株式会社に入社。以来、社会公共システム、映像ソリューション等のフィールドＳＥ
年、富士通株式会社に入社。以来、社会公共システム、映像ソリューション等のフィールドＳＥ・商品企画、
ＳＥ・商品企画、
セキュリティ系ＡＳＰ
ＡＳＰサービスの企画・運用に従事。
セキュリティ系
ＡＳＰサービスの企画・運用に従事。２００５
サービスの企画・運用に従事。２００５年よりセキュリティ、
２００５年よりセキュリティ、ＢＣ
年よりセキュリティ、ＢＣ（
ＢＣ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ）、
Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ）、ＩＴ‐
）、ＩＴ‐
ＬＣＭ（
ＬＣＭ（Ｌｉｆｅ Ｃｙｃｌｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）ＷＥＢアウトソーシング、
ＷＥＢアウトソーシング、ＡＳＰ
アウトソーシング、ＡＳＰ、
ＡＳＰ、ＳａａＳに関するビジネス推進を担当。現在、
ＳａａＳに関するビジネス推進を担当。現在、
クラウド、ＡＰＭ
クラウド、ＡＰＭ（
ＡＰＭ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）のビジネス推進に従事。
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）のビジネス推進に従事。

―――――――――― ＰＲＯＦＩＬＥ 田中 匡憲（
――――――――
匡憲（たなか まさのり）
まさのり）氏 ――――――――――
１９９８年伊藤忠テクノサイエンス株式会社（現
１９９８年伊藤忠テクノサイエンス株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ）に入社。コンサルティング部門に所
属し、金融、製造業等の大手顧客を中心に、顧客ＩＴ
属し、金融、製造業等の大手顧客を中心に、顧客ＩＴシステムの投資最適化や大型案件導入の企画等に従事。
ＩＴシステムの投資最適化や大型案件導入の企画等に従事。
２００６年より、米国シリコンバレーの関連会社
２００６年より、米国シリコンバレーの関連会社Ｉｔｏｃｈｕ
、米国シリコンバレーの関連会社Ｉｔｏｃｈｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ,
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ, Ｉｎｃ.
Ｉｎｃ.に出向。当地の先端技術やサービス
に出向。当地の先端技術やサービス
モデルを開拓、日本市場に展開する業務を進めてきた。その間に、米国でのクラウドコンピューティングの胎動を
目の当たりにし、２００９年
目の当たりにし、 ２００９年帰国後、
２００９年 帰国後、ＩＴ
帰国後、 ＩＴビジネス企画部を経て、
ＩＴビジネス企画部を経て、２０１０年４月より
ビジネス企画部を経て、２０１０年４月よりクラウドビジネス企画推進部を新
２０１０年４月よりクラウドビジネス企画推進部を新
設、クラウドコンピューティング関連ビジネスの展開に取り組んでいる。
●受 講 料
●お申込方法

１名につき ３１，２９０円（税抜２９，８００円）
お申込フォームにご記入いただきＦＡＸでお申込み下さい。
折り返し、受講証（当日ご持参下さい）、請求書、会場地図をご本人様宛てにお送り致します。
お申込み後、５日以内にお手元に届かない場合は必ずご一報下さい。
※お客様のご都合でキャンセルされる場合は、「開催１週間前まで」にお申し出下さい。
その後のキャンセルは、お申し受けできませんのでご了承下さい。
請求書を発行いたしますので、開催日までに銀行振込でお願いします。
（遅れる場合はご相談下さい）

●お支払方法

６月１日（火
日（火）

「第三フェーズのクラウド戦略」
第三フェーズのクラウド戦略 」

申込日

月

日

貴 社 名
所 在 地

〒

Ｔ Ｅ Ｌ

（

）

－

Ｆ Ａ Ｘ

（

）

－

Ｅ－ｍａｉｌ
氏

名

所 属 部 署 ・ 役 職

※「受講証」等の送付先が上記と異なる場合は下記にご記入下さい。

通信欄

□セミナーへのお申込みではなく E-mail アドレスのみご登録の方は左記へ✔を入れて下さい。
今回ご参加されない方であっても、あなたの E-mail アドレスをご記入し、お送りいただければ次回以降 E-mail でご案内致します。

■ＮＣＡ（ネットコンピューティングアライアンス） ／ 新社会システム総合研究所 共催 ■
（お申し込み・お問い合せ先） （株）新社会システム総合研究所
〒105-0003 東京都港区西新橋２－１－１ 興和西新橋ビル１１階
Tel:03-5532-8850／Fax:03-5532-8851
E-mail: info@ssk21.co.jp URL:http://www.ssk21.co.jp/
※配信停止、宛先変更、個人情報の苦情及び相談・開示は上記までご連絡下さい。

１０１９３－Ｇ

