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Southside
Southside Exchange 2017
2017 上期カンファレンス
〜 エッジを駆使した "空間セキュリティ設計"
空間セキュリティ設計" とは...
とは... 〜
福岡 5 月 19 日・東京 5 月 24 日、連続開催！
【基調講演】東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 江崎浩 氏

アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大嶋章禎）は、5 月 19 日（金）
福岡会場、5 月 24 日（水）東京会場にて、『Southside Exchange 2017 上期カンファレンス』を開催します。
アライドテレシスでは、データセンター（Northside）で培われた SDN 技術をエンタープライズ
（Southside）に適応させるため、パートナー企業様と協業しながらその仕組みを実現しています。
「Southside Exchange」とは、Southside 主体に ICT 産業を創出するエコシステムです。
本カンファレンスでは、多くの IT ベンダーが Northside（データセンター）市場に傾注する中、逆に
Southside（エンタープライズ・IoT デバイス・ユーザ環境）市場を主体に IT 基盤の発展について協議す
ることを目的としています。
さて、Southside は産業・環境ごとに様々な脅威に晒されています。脅威はマルウェアやランサムウェ
アだけでなく、IoT デバイスを狙う DDoS 攻撃や物理テロ/サイバーテロなど多岐にわたっています。一
方法制面では、改正個人情報保護法など企業の責務は増すばかりです。そこで今回のカンファレンスのテ
ーマは、これらに共通して有効な対策として、エッジを駆使した"空間セキュリティ設計"に関する発表や
協議を行います。
前回までの SouthSIDE SDN Exchange から通算して４回目となる本カンファレンスは、お陰様で毎
回規模を拡大して開催しており、今回は東京・福岡エリアでの開催となります。アプリケーションベンダ
ー様・インテグレーター様・サービスベンダー様、そしてエンドユーザー様のたくさんの方々のご参加を
心よりお待ちしております。

【概 要】
・名称
Southside Exchange 2017 上期カンファレンス
・主催
アライドテレシス株式会社
・参加方法 ホームページからの事前登録制（参加費無料）
・詳細 URL http://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/exchange2017_1/
・開催場所 ‐福岡会場
・日時： 2017 年 5 月 19 日（金）開場 13:10 ／ 開演 13:30
※終了後、情報交換会（懇親会）を開催
・会場： ホテル日航福岡本館 3 階 大宴会場「都久志の間」
福岡市博多区博多駅前 2 丁目 18 番 25 号
・定員： 200 名（先着順）
‐東京会場
・日時： 2017 年 5 月 24 日（水）開場 13:10 ／ 開演 13:30
※終了後、情報交換会（懇親会）を開催
・会場： 品川インターシティホール
東京都港区港南 2 丁目 15 番 4 号
・定員： 300 名（先着順）

【本会場・プログラム（福岡会場・東京会場 共通）】
13:10
開 場
＊＊＊＊＊＊＊＊ １部 開演ご挨拶/基調講演 ＊＊＊＊＊＊＊＊
13:30
開 演 / ご挨拶
Southside Exchange 開催にあたり
「エッジを駆使した “空間セキュリティ設計” とは...」
アライドテレシス株式会社 専務取締役 川北 潤
14:00
基調講演
「IoT を前提とした「サイバー・ファースト」革命
～ 実空間をリアルタイムに IoT で管理・制御する ～」
東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授 江崎 浩 氏
14:35
休憩
＊＊＊＊＊＊＊＊ ２部 テクニカルセッション ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
14:45
講演1
「次世代ネットワーク基盤の実現
～AMF+AWC で有線と無線の統合管理～（仮）」
アライドテレシス株式会社 マーケティング統括本部
Global Product Marketing 部 部長 盛永 亮
15:15
講演2
「様々な環境に対応可能なセキュリティ対策＝SES
～急増する連携パートナーとの組み合わせ提案例のご紹介～（仮）」
アライドテレシス株式会社
ビジネスデベロップメント部 部長 中島 豊
15:45
講演3
「サイバーとフィジカルが融合するボーダレス IoT ソリューションのご紹介
～プリベンティブメンテナンスから、サーベイランス/テロ対策まで～」
アライドテレシス株式会社 バーチカルインテグレーション事業本部
Envigilant 事業部 プロジェクト・ダイレクター 青木 実
＊＊＊＊＊＊＊＊ ３部 （事例）招待講演 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
16:15
講演4
SIer パートナー事例紹介
調整中
16:40
講演5
アプリベンダー＆SIer パートナー事例紹介
Sky 株式会社
17:05
講演6
ゼネラルコントラクターパートナー事例紹介
「高度化する建物設備システムとネットワーク設計における課題
～建物設備システムにおける SDN 適用～」
株式会社竹中工務店
情報エンジニアリング本部 主任 粕谷 貴司 氏
17:25
閉 演／ご挨拶
アライドテレシス株式会社 代表取締役副社長 長尾 利彦
終了後 情報交換会（懇親会） ※特別会場にて

【特別会場・オープンステージプログラム（福岡会場・東京会場 共通）】
＊＊＊＊ ２部 OPEN STAGE パートナープレゼンテーション＊＊＊＊
14:45
講演1
トレンドマイクロ株式会社 プロダクトマーケティング本部
ソリューションマーケティンググループ
ディレクター 大田原 忠雄 氏
15:15
講演2
エムオーテックス株式会社 様
15:45
講演3
「最新の次世代セキュリティプラットフォームと
SES 連携ソリューション紹介」
パロアルトネットワークス株式会社
ビジネスデベロップメント マネージャー 神田 正次郎 氏
16:15
講演4
「Webvisor 入退室管理システム -SES 連携ソリューション(仮)」
株式会社日立システムズ
16:40
講演5
マクニカネットワークス株式会社 様
※東京会場のみ本会場にて閉会挨拶、
※プログラムにつきましては都合により変更となる場合がございます。
最新のプログラム内容につきましては弊社 HP にてご確認ください。
以上
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