5月23日（水）のコンファレンス早見表
会議棟 7F

2018.5.9 更新

国際会議場
＜基調講演＞

展示会場内 第

5G 最前線！ リーダーズ・ビジョン

10:00

オープニングスピーチ

10:00-10:05

挨拶

国立研究開発法人情報通信総合研究機構（NICT） 理事長

5 23 水

1会場

展示会場内 第

2 会場

10:00

徳田 英幸 氏

10:10-10:25

5G が変革するワイヤレスビジネスと日本の未来（仮）
総務省

総務審議官

鈴木 茂樹 氏

10:30-11:10

S1-1

5G でより豊かな未来を「beyond 宣言」

11:00

NTTドコモ 代表取締役社長
吉澤 和弘 氏

11:15-11:55

11:00
S1-2

5G：新たなワイヤレス時代における
NEC の社会価値創造への取組み
NEC
執行役員常務
河村 厚男 氏

12:00

12:00

13:00

13:00-13:40

S1-3

KDDI の 5G 戦略と研究開発の取り組みについて

13:00

13:00-13:20 近距離無線フォーラム＜1＞
高速近接無線転送技術 TransferJet の最新動向
ソニーセミコンダクタソリューションズ

KDDI 総合研究所
代表取締役所長
中島 康之 氏

K1-1

木下 奈都子 氏

※K2-1、K3-1と同じ内容です

13:30-13:50 IoT セッション＜1＞
IIJ モバイル/タイプ I が、IoT・M2M 用途に最適といえる理由とは？
インターネットイニシアティブ

13:50-14:30

14:00

※T2-1、T3-4と同じ内容です

Google I/O2018 報告 ! 〜現地で見た Androidと未来
日本 Android の会／ KDDI テクノロジー

嶋 是一 氏

はやい、うまい、安い！？
すべてのプラットフォームに届く新しいアプリの形「PWA」の魅力

14:00-14:20 IoT セッション＜1＞
【シリコンバレー発】
ビッグデータ解析・AI 技術を活用したデータ駆動経営の最新事例
FlyData

S1-5

コマーチ

M1-1

ウカシュ・ゼズラク 氏

14:30-14:50 近距離無線フォーラム＜1＞
Wi-Fi アライアンスでの標準化動向
Wi-Fi アライアンス説明代行

山形大学客員教授

15:00

L1-1
15:00-15:20 LPWAフォーラム＜1＞
LPWA によるIoTビジネス最前線 〜 Sigfoxネットワークサービスの活用〜

小林 佳和 氏

京セラコミュニケーションシステム

日比 学 氏

15:00-15:20 IoT セッション＜1＞
身近で効果が出るIoT サービスをめざして 〜企業や自治体の事例〜
NTT 東日本

S1-6

Human Centric Innovation in 5G Era

15:30-15:50 LPWAフォーラム＜1＞
迅速なアプリケーション開発を実現する
産業用ワイヤレス IoTセンサーノードソリューションのご紹介

L1-2

16:00-16:20 LPWAフォーラム＜1＞
ソニーの LPWA − 概要と活用事例のご紹介

L1-3

アドバンテック

富士通
執行役員常務
松本 端午 氏

※T2-2と同じ内容です

16:00

16:00

ソニーセミコンダクタソリューションズ

井田 亮太 氏

S1-7

5G x IoT 発展を促す共創

16:30-16:50 LPWAフォーラム＜1＞
280MHz 帯を用いた FlexNet 通信技術と実証実験の概要

ソフトバンク
代表取締役 副社長執行役員 兼 CTO
宮川 潤一 氏

Sensus Japan

17:00

藤田 祐智 氏

15:30-15:50 IoT セッション＜1＞
無線アクセスシステム回線を用いた公衆無線 LAN サービスの構築
ハイテクインター

矢島 健一郎 氏

L1-4

T1-3

酒井 大雅 氏

※L3-1と同じ内容です

17:00

K1-2

※K2-4と同じ内容です

インテル
ネットワークプラットフォームグループ バイスプレジデント
5G 戦略・プログラムオフィス ジェネラルマネージャー
アレキサンダー・D・コーチ 氏

16:20-17:00

今村 博宣 氏

T1-2

野阪 駿平 氏

14:30-14:50 モバイルインフラセッション＜1＞
ネットワークアシュアランスの自動化―AI は本当に必要？

5G に向けての変革

15:30-16:10

進藤 龍之介 氏

現場からお伝えします・ドローン運用向け通信技術最前線 2018
MCPCドローン／ JASA ／ IoT ビジネス共創ラボ／ドローンワークス

14:00

華為技術（ファーウェイ）
5G 最高マーケティング責任者
朱 慧敏 氏

15:00

A1-1

エンジニア／日本 Android の会／ NPO 日本 Android の会

小路 麗生 氏

S1-4

5G で世界はどこへ向かうのか
─ファーウェイの戦略とその取組み─

14:40-15:20

T1-1

13:00-14:20 Android セッション＜1＞
Android セッション①

松井 仁志 氏 ／ 森池 信也 氏

T1-4

5月24日（木）のコンファレンス早見表
会議棟1Fレセプションホール

2018.5.10 更新

B

＜基調講演＞

展示会場内 第

IoT、AI、コネクテッドカーでワイヤレスの未来を拓く

10:30

10:30-11:10

S2-1

コネクティッドカーの最新動向と将来展望
トヨタ自動車
コネクティッドカンパニー
山本 昭雄 氏

コネクティッド統括部

1会場

展示会場内 第

10:30

2 会場

10:30-12:50 携帯電話販売代理店向けビジネスセミナー
携帯電話販売代理店向けビジネスセミナー

F-1

社員を大切にする会社が伸びる理由

部長

イマージョン

11:00

11:00
11:20-12:00

11:00-12:20 Android セッション＜2＞
Android セッション②

A2-1

ブリリアントサービス

日本 Android の会秋葉原支部／ハヤトインフォメーション

持続可能な（サステナブル）人材活用を目指して
アースモバイル

光通信システム

金田 浩明 氏

辻尾 吉厚 氏

春日井 修 氏

とりまとめ

メイドさんにたっちなう2018・おうちハック編
〜これからの RFID が実現するタッチレスなお給仕〜

情報通信事業本部長

藤井 正隆 氏

外国籍スタッフも大活躍！！

Android Things と Kotlinで作るIoT

S2-2

5G が織りなす「高度 IoT 社会」の未来像
OKI
常務執行役員
坪井 正志 氏

5 24 木

野村総合研究所

北 俊一 氏

大坂 泰弘 氏

既存商品を IoT化して、新たな価値を創出
日本 Android の会秋葉原支部／シエロ工房

12:00

12:00

江口 和幸 氏

Wi-Fi 経由でリモート開発・ソフトウエア技術者のための超簡単 IoT入門
日本 Android の会秋葉原支部／ dotstudio

菅原 のびすけ 氏

12:30-12:50 近距離無線フォーラム＜2＞
高速近接無線転送技術 TransferJet の最新動向
東芝デバイス＆ストレージ

K2-1

上野 克彦 氏

※K1-1、K3-1と同じ内容です

13:00

13:00-13:40

S2-3

すべてのモノが「つながる」新たな未来へ
IoTネットワーク「Sigfox」
京セラコミュニケーションシステム
取締役 LPWA ソリューション事業部
松木 憲一 氏

13:00

H-1
13:00-13:20 働き方改革フォーラム
営業の働き方改革はこれだ！ 最新モバイルソリューションで現場力アップ！
Bigtincan Mobile

13:30-13:50 働き方改革フォーラム
サーマル・超高感度カメラの IoT/ ウェアラブル応用
インフィニテグラ

つながる未来がここにある
ソニーの LPWAとその活用事例

14:00

13:30-13:50 IoT セッション＜2＞
MCPC の IoT人材育成の取り組みとスマートエスイーの紹介

T2-3

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC） 畑口 昌洋 氏

14:00-14:20 IoT セッション＜2＞
IIJ モバイル/タイプ I が、IoT・M2M 用途に最適といえる理由とは？

T2-1

竹内 信雅 氏

14:00-14:20 IoT セッション＜2＞
IoTネットワークの構築とビジネス実践に向けた勘所
NTT コミュニケーションズ

T2-4

中岡 玲 氏

※T1-1、T3-4と同じ内容です

14:30-14:50 モバイルインフラセッション＜2＞
5G 時代を見据えた高速ギガビット通信用アンテナソリューション

S2-5

コムスコープ・ジャパン

IoTの実装・運用のための
SAS アナリティクス・ソリューション

15:00

SAS Institute Japan
ソリューション統括本部 プラットフォームソリューション統括部
IoT & Advanced Analytics グループ マネージャ
松園 和久 氏

15:30-16:10

スカイリー・ネットワークス

14:30-14:50 IoT セッション＜2＞
実フィールドで活用される自営網型ワイヤレスネットワークの価値
OKI

L2-1

木村 秀一 氏

15:30-15:50 LPWAフォーラム＜2＞
新しい LPWA 向けプロトコル「SkWAN」の紹介と今後の展開

S2-6

M2-1

吉村 健一 氏

15:00-15:20 LPWAフォーラム＜2＞
「mono コネクト for LoRaWAN」で実現する、導入事例のご紹介
レンジャーシステムズ

ビジネスを加速させるIoT 時代のイノベーション
日本アイ・ビー・エム
Watson IoT 事業部 テクニカルセールス＆ソリューション部
永井 修 氏

H-2

清水 喜弘 氏

インターネットイニシアティブ

14:40-15:20

16:00

酒井 大雅 氏

S2-4

ソニーセミコンダクタソリューションズ
コネクテッドサービス事業室 室長
井田 亮太 氏

15:00

NTT 東日本

T2-2

※T1-3と同じ内容です
事業部長

13:50-14:30

14:00

竹之内 渉 氏

13:00-13:20 IoT セッション＜2＞
身近で効果が出るIoT サービスをめざして 〜企業や自治体の事例〜

島田 貴光 氏

K2-2
15:00-15:20 近距離無線フォーラム＜2＞
エコシステムとインターオペラビリティでホーム IoT 市場を牽引する Z-wave
シリコン・ラボ

L2-2

梅田 英和 氏

T2-5

大津 行洋 氏

15:30-15:50 近距離無線フォーラム＜2＞
Digi LPWA 製品ロードマップと M2M/IoT最新事例
ディジインターナショナル

K2-3

湯澤 貴哉 氏

部長

16:00

16:00-16:20 LPWAフォーラム＜2＞
電源・電池不要 EnOcean LPWAセンサーで実現する屋外 IoT
NISSHA

L2-3

藤井 芳郎 氏

16:00-16:20 近距離無線フォーラム＜2＞
Wi-Fi アライアンスでの標準化動向
Wi-Fi アライアンス説明代行

山形大学客員教授

K2-4

小林 佳和 氏

※K1-2と同じ内容です

16:30-16:50 LPWAフォーラム＜2＞
LPWA の成功に必要な実用設計の提言
Braveridge

17:00

17:00

L2-4

小橋 泰成 氏

17:00-17:20 LPWAフォーラム＜2＞
LoRaWAN™でスマートオフィス・スマートビルディングの実現
マクニカネットワークス

白土 誠 氏

L2-5

5月25日（金）のコンファレンス早見表
展示会場内 第

2018.5.9 更新

5 25 金

1会場

展示会場内 第

2 会場

10:30

11:00

11:00-11:50 IoT セッション＜3＞
セキュア IoT プラットフォーム協議会の考えるIoTセキュリティ
セキュア IoT プラットフォーム協議会

T3-1

白水 公康 氏

E-1
11:00-11:20 エネルギーハーベスティングフォーラム
世界最小ワイヤレス給電チップセット
〜 13.56MHz 帯ワイヤレス給電で、ヒアラブル機器にワイヤレス充電時代が到来〜
ラピスセミコンダクタ

天野 繁 氏

11:20-11:40 エネルギーハーベスティングフォーラム
電源・電池レスセンシングによるIoTへのアプローチ
アダマンド並木精密宝石

青柳 智英 氏

11:40-12:00 エネルギーハーベスティングフォーラム
Fe 系合金による熱電モジュールの開発
アイシン高丘

12:00

12:00-12:40 IoT セッション＜3＞
認証試験機関による無線製品認証スキーム解説
テュフ ラインランド ジャパン

T3-2

齋藤 修治 氏

E-3

吉見 仁志 氏

12:00-12:20 エネルギーハーベスティングフォーラム
IT 企業からみた製造現場のワイヤレス技術及び環境発電技術
アトムシステム

NTT データ経営研究所

13:00-13:20 近距離無線フォーラム＜3＞
高速近接無線転送技術 TransferJet の最新動向
ソニーセミコンダクタソリューションズ

K3-1

木下 奈都子 氏

E-5

竹内 敬治 氏

13:00-13:20 近距離無線フォーラム＜3＞
BLE と Zigbee も同時につながる！ マルチプロトコルのレシピ
シリコン・ラボ

E-4

山本 文洋 氏

12:20-12:50 エネルギーハーベスティングフォーラム
エネルギーハーベスティングで IoT を実現する−2018 最新動向

13:00

E-2

K3-2

水谷 章成 氏

※K1-1、K2-1と同じ内容です

13:30-13:50 IoT セッション＜3＞
太陽誘電の IoT ソリューション
太陽誘電

14:00

T3-3

小網 宏樹 氏

13:30-13:50 IoT セッション＜3＞
5G 時代の 4K/8K 映像配信技術と OKI の取り組み
OKI

14:00-14:20 IoT セッション＜3＞
IIJ モバイル/タイプ I が、IoT・M2M 用途に最適といえる理由とは？
インターネットイニシアティブ

T3-4

阪本 裕介 氏

T3-6

山本 秀樹 氏

14:00-14:20 IoT セッション＜3＞
IoT 時代のモバイルネットワーク
〜 NTTCom が提案する共創イノベーション〜

T3-7

14:30-14:50 IoT セッション＜3＞
MCPC におけるモバイル充電の安全活動について

T3-8

NTT コミュニケーションズ

小川 瑞希 氏

※T1-1、T2-1と同じ内容です

14:30-14:50 IoT セッション＜3＞
「IoT コネクティングサービス mono コネクト」を活用した、
様々なお客様事例のご紹介
レンジャーシステムズ

15:00

T3-5

ソフトバンク / モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

木村 秀一 氏

L3-1
15:00-15:20 LPWAフォーラム＜3＞
LPWA によるIoTビジネス最前線 〜 Sigfoxネットワークサービスの活用〜
京セラコミュニケーションシステム

日比 学 氏

島崎 克紀 氏

15:00-15:20 IoT セッション＜3＞
AI 翻訳が変えるインバウンドビジネス
NTT 東日本

T3-9

山本 美希子 氏

※L1-1と同じ内容です

15:30-15:50 LPWAフォーラム＜3＞
目からウロコの LPWA 無線！！
ラピスセミコンダクタ

16:00

野田 光彦 氏

16:00-16:20 モバイルインフラセッション＜3＞
5G 時代を見据えた屋内向けモバイル・インフラソリューション
コムスコープ・ジャパン

L3-2

15:30-15:50 IoT セッション＜3＞
製造業におけるスマートファクトリー化の壁と突破方法
FA プロダクツ

T3-10

貴田 義和 氏

M3-1

黒田 隆広 氏

※講演内容や講師は、変更になることがございます。

すべて聴講無料! 展示会場内のセッションは立ち見も OK! お気軽にお立ち寄りください!
＜セミナー受講に関するお願いとお断り＞
●

●

●

各セミナー会場受付で、セミナー受講票（メールまたは PDF）のなかの、該当するセミナーの受講票をお渡しください。受講票を忘れたり紛失された方は、受付にてその旨をお知ら
せいただきお名刺をお渡しください。
受付は先着順とさせていただきます。満席になった場合は入場を制限させていただいたり、立ち見となる場合がございます。展示会場内のセミナー会場は、すべてオープンスペース
ですので、お気軽にお立ち寄りください。
各セミナーの事前登録がお済でない方のご入場は、事前登録をされた方の後になります。お名刺をご用意のうえ受付までお越しください。立ち見の方は登録も受付も不要です。

