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2021 年 11 月 15 日

【見逃した方必見！アーカイブ配信は 11 月 30 日（火）まで】
アライドテレシス主催オンラインイベント『Exchange カンファレンス 2021』
ここでしか聞けない豪華ゲスト陣による講演。
DX の波に乗り遅れないための“成功のカギ”とは。
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、11 月 10 日(水)に当
社が主催・開催した『Exchange カンファレンス 2021』に関しまして、11 月 15 日（月）よりアーカイブ
配信を開始したことをお知らせいたします。

当イベントは【加速する“DX” 知っておくべき成功のカギ－世の中の安全をネットワークから創る－】
をテーマに、11月10日（水）にオンラインにて開催されました。昨年に続き大変ご好評をいただき、今
年もアーカイブ動画が11月15日（月）～11月30日（火）の期間限定で配信決定しました。ほぼノーカッ
トで見ることができるので、当日お仕事などで見逃してしまった方や、ゆっくりあらためて見直したい
方にもお勧めとなっております※1。
基調講演では東京大学 大学院 教授 江崎 浩氏、ネットワークセッションの特別講演では脳科学者の
茂木 健一郎氏、セキュリティセッションの特別講演では国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソン
氏、そしてサービスセッションの特別講演では社会学者の古市 憲寿氏のためになるお話が収録されて
います。各特別ゲストの講演内容は下記の通りです。
◆開催概要はコチラ：https://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/exchange2021/
【特別ゲストの皆様の講演内容】
基調講演
江崎 浩氏

『Cyber/Online First from Digital First (after Digital Twin)』

東京大学 大学院
情報理工学系研究科 教授
デジタル庁
Chief Architect

― これからの社会、街づくりにおける、IT インフラ、セキュリ
ティの重要性と、各業種における DX への取り組みについて講演いた
だいています。

茂木 健一郎氏

『デジタル化社会における人間と AI の役割』

脳科学者／作家

― DX が進む中、併せて目覚ましく発展していく AI に対して、人
間の役割はどのようなものになっていくか？AI の役割は？見解につ
いて講演いただいています。

ネットワークセッション 特別講演 I

セキュリティセッション 特別講演 II
モーリー・ロバートソン氏 『今、身近に起きている 国際社会でのサイバー攻撃の脅威』
国際ジャーナリスト／
ミュージシャン／
TV コメンテーター

― 今や他人事ではない国際社会におけるサイバー攻撃の現状、企
業・団体においてセキュリティ対策の重要性について講演いただい
ています。

古市 憲寿氏

『コロナ時代のサービス消費、DX 導入成功のカギとは』

社会学者／作家／
コメンテーター

― 社会や人、経済の風潮について、消費者は？提供者側は？DX
を加速させていく上で成功のカギとなるポイントについて講演いた
だいています。

サービスセッション 特別講演 III

【Exchange カンファレンス 2021 プログラム】
＜開会挨拶＞
アライドテレシス株式会社 専務取締役 佐藤 朝紀
＜基調講演＞
【Cyber/Online First from Digital First (after Digital Twin) 】
東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授／デジタル庁 Chief Architect 江崎 浩 氏
＜ネットワークセッション＞
●特別講演 I
【デジタル化社会における人間と AI の役割】
脳科学者／作家 茂木 健一郎 氏
●プレゼンテーション I
【ネットワーク AI の推進により、誰でも「つなぐ」
、直ぐに「つかう」、
安心・安全な IT インフラの提供を「つづける」！！】
アライドテレシス株式会社 上級執行役員 マーケティング統括本部 統括本部長 佐藤 誠一郎
●プレゼンテーション II
【医療機関向けネットワークを例とした Wi-Fi6 対応スマートフォン連携
ソリューションと今後の展開】
株式会社キューオキ 取締役 営業統括部長 平岡 隆樹 氏
株式会社キューオキ 営業部 営業課 課長 西 直哉 氏
＜セキュリティセッション＞
●特別講演 II
【今、身近に起きている 国際社会でのサイバー攻撃の脅威】
国際ジャーナリスト／ミュージシャン／TV コメンテーター モーリー・ロバートソン 氏
●プレゼンテーション III
【攻撃者は弱点のある企業を狙っている！－攻撃被害はサプライチェーン全体に響く－】
アライドテレシス株式会社 上級執行役員 サイバーセキュリティ DevOps 本部 本部長 中島 豊
●プレゼンテーション IV
【ゼロトラストに対するパロアルトネットワークスのアプローチ】
パロアルトネットワークス株式会社 チャネル営業本部 本部長 鈴木 康二 氏
●プレゼンテーション V
【テレワークが抱えるセキュリティ面の課題と対策とは？】
Ｓｋｙ株式会社 ICT ソリューション事業部 システムサポート部 次長 榊原 敦子 氏
＜サービスセッション＞
●特別講演 III
【コロナ禍のサービス消費、DX 導入成功のカギとは】
社会学者／作家／コメンテーター 古市 憲寿 氏
●プレゼンテーション VI
【ニューノーマル時代に企業が直面する課題とは！？ 今、求められる SASE ワンストップサービス】
アライドテレシス株式会社 上級執行役員 サポート＆サービス事業本部 本部長 福川原 朋広
●プレゼンテーション VII
【Nutanix で実現する、俊敏性とセキュリティを両立したエンタープライズクラウド】
ニュータニックス・ジャパン合同会社 ソリューションエンジニアリング事業本部
テクニカルエバンジェリスト 島崎 聡史 氏

＜事例紹介＞
●エスビー食品株式会社
【製造ラインにおける DX～無人工場を目指して～】
エスビー食品株式会社 開発生産グループ 供給部 生産開発ユニット
ユニットマネージャー 小林 正典 氏
●三井不動産株式会社
【ビル管理現場の高度化～ビルの壁をこえろ～】
三井不動産株式会社 ビルディング本部日本橋一丁目オフィス
＜閉会挨拶＞
アライドテレシス株式会社 代表取締役副社長 長尾 利彦

上井 公介 氏

◆プログラム・各講演の詳細情報はコチラ：https://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/exchange2021/
【Exchange カンファレンス 2021 について】
コロナ禍で浮き彫りになった、日本社会におけるデジタル化の遅れ。そこで巻き返し策として期待される
のが、デジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みです。 DX 時代を生き抜くために、各業種の
様々な企業や団体が取り組みを模索する中、業務の効率化・省力化、商品・サービスの高度化などが改善項
目として挙げられ、社会全体の変革にもつながると注目されています。
しかし一方で、DX 推進にはデジタル人材の確保や既存システムの問題点、猛威を振るうサイバー攻撃への
セキュリティ対策など、新たな課題が山積しています。
そこで今年の Exchange カンファレンス 2021 では、
【加速する“DX” 知っておくべき成功のカギ －世の
中の安全をネットワークから創る－】をテーマに、東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 江崎 浩氏を
はじめ、脳科学者の茂木 健一郎氏、国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソン氏、そして社会学者の古
市 憲寿氏と各界から有識者をゲストとしてお招きし、ネットワーク・セキュリティ・サービスの 3 つの観点
から、
「デジタル化の遅れを巻き返す DX への取り組みとは何か？」そして「DX を加速させていく上での成功
の“カギ”とは何か？」についてご講演いただきました。
当社からは、特別ゲストの皆さまのご講演を踏まえ、デジタル化を支える IT インフラや IT サービス、そ
してサイバーセキュリティ対策といった、成功の“カギ”を支援する最新ソリューションをご紹介しており
ます。ぜひアーカイブ動画をご覧いただき、お役に立てていただければ幸いです。
なお、アーカイブ動画をご覧いただくには登録が必要となります。下記 URL より登録を行い、Exchange カ
ンファレンス 2021 をお楽しみください。
◆アーカイブ動画の詳細はコチラ：https://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/exchange2021/
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Exchange カンファレンス 2021
加速する“DX” 知っておくべき成功のカギ －世の中の安全をネットワークから創る－
2021 年 11 月 15 日(月) ～ 11 月 30 日(火)
アーカイブ動画配信
アライドテレシス株式会社
【Platinum sponsor】パロアルトネットワークス株式会社、ニュータニックス・ジャパン
合同会社、株式会社キューオキ、Sky 株式会社、三井不動産株式会社
【Goldsponsor】株式会社カスペルスキー、ジェイズ・コミュニケーション株式会社、トレ
ンドマイクロ株式会社、デル・テクノロジーズ株式会社、株式会社ソリトンシステムズ、
レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ合同会社
【Media sponsor】ITmedia エンタープライズ、@IT、リスク対策.com、テレコミュニケー
ション、businessnetwork.jp （※順不同、敬称略）
対
象 ： エンドユーザー様、インテグレーター様、アプリケーションベンダー様、サービスベンダー様
参 加 方 法 ： ホームページからの事前登録制（参加費無料）
プ ロ グ ラ ム ： 当社ホームページをご覧ください。
お申し込み方法： https://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/exchange2021/
※1）ライブ配信をご覧いただいた方であっても、再度アーカイブ配信をご覧いただくにあたり、動画視聴の再登録が必要となります。
注）当イベントの構成やプログラムの内容は、都合により変更される場合がございます。今回ご紹介している内容は、11 月 10 日（水）にライブ配信され
た「Exchange カンファレンス 2021」のアーカイブ配信です。バナー内の「ほぼノーカット」という表記は、ライブ配信内の不要箇所をカットしていること
を指します。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならび
に第三者や各社の商標または登録商標です。

《ニュースリリースに対するお問い合わせ先》
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
TEL: 03-5437-6040 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル
https://www.allied-telesis.co.jp/

