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11:45 – 12:15  |  PAR-27 11:45 – 12:15  |  PAR-30 11:45 – 12:15  |  PAR-01 11:45 – 12:15  |  EX-01 11:45 – 12:15  |  CUS-15 11:45 – 12:15  |  CUS-12 11:45 – 12:15  |  AWS-01 11:45 – 12:15  |  AWS-10 11:45 – 12:15  |  AWS-19 11:45 – 12:15  |  AWS-EVA

AWS ファイルシステムサービス
を徹底調査︕Amazon FSx for 
NetApp ONTAP とサービス選定
のポイントを解説

Okta と AWS によるアイデン
ティティ管理新常識︕ IT 管理者
の⼯数ゼロでセキュアな ID 管理
を実現する⽅法とは︕︖

AI でビジネス課題を解決 - AWS 
におけるインテルのパワーで実現

持続可能な社会のためのクラウド
と再⽣可能エネルギーの活⽤

東京海上⽇動の DX を⽀える基幹
システムのクラウド化 〜SoR 領
域におけるクラウドインフラの実
装〜

三井化学の DX 〜社会課題解決企
業への変⾰〜

AWS クラウドマイグレーション
成功への道〜 クラウド移⾏トータ
ル⽀援プログラムのご紹介 〜

DX を推進するお客さまの取り組
みと AWS のサービス

セキュアでスケーラブルな AWS
アカウント統制プラクティス最新
動向

はじめての AWS(AWS-EVA)

ネットアップ合同会社 Okta Japan株式会社 インテルグローバル 三菱商事株式会社
AWS

東京海上⽇動⽕災保険株式会社
東京海上⽇動システムズ株式会社

三井化学株式会社 AWS AWS AWS AWS

12:30 – 13:00  |  PAR-02 12:30 – 13:00 |  PAR-03 12:30 – 13:00 |  PAR-04 12:30 – 13:00 |  EX-02 12:30 – 13:00 |  CUS-19 12:30 – 13:00 |  CUS-13 12:30 – 13:00 |  AWS-02 12:30 – 13:00 |  AWS-11 12:30 – 13:00 |  AWS-20

AWS 環境をフル活⽤するための、
多⾓的オブザーバビリティの実現
⽅法を 360°解説︕

実測値公開︕ランサムウェア対策
で Amazon S3 へデータ⼊れて
みた︕

クラウド移⾏のその先へ、サント
リーが⽬指す運⽤モダナイゼー
ション

宇宙を普通の場所に ー アクセル
スペース共同創業者 宮下 CTO に
聞く宇宙を舞台としたビジネスの
旅

「朝⽇⽣命×AWS」⽣保の次世代
プラットフォーム構築

コンテナ・サーバーレスもフル活
⽤︕業務系基幹システムもクラウ
ドネイティブに内製開発する時代
へ

メインフレームからのクラウド移
⾏事例と最新アップデート

産業の現場を変⾰するデジタルツ
インとロボティクス

クラウドのシステム運⽤最前線︕
上⼿く使いこなし運⽤を楽にしよ
う

13:15 – 16:10
※各セッション時間は多少前後い
たします

Datadog Veeam Software New Relic 株式会社
サントリーシステムテクノロジー株
式会社

株式会社アクセルスペース
AWS

朝⽇⽣命保険相互会社 株式会社オープンハウスグループ AWS AWS AWS

13:15 – 13:4513:15 – 13:45  |  PAR-06 13:15 – 13:45  |  PAR-07 13:15 – 13:45  |  PAR-08 13:15 – 13:45  |  EX-03 13:15 – 13:45  |  CUS-01 13:15 – 13:45  |  CUS-46 13:15 – 13:45  |  AWS-03 13:15 – 13:45  |  AWS-12 13:15 – 13:45  |  AWS-21

【実録】クラウド市場トップを⽬
指す NTTデータの戦略と実⼒

⼤規模⽣体認証システム NEC 
I:Delight で⾒えた︕マネージド
サービスに⽢えない信頼性の作り
⽅

セブン＆アイグループのデジタル
戦略を⽀えるインフラチームの
AWS 活⽤と組織づくり

リスキリングに関する市場動向と
成功事例 ー 凸版印刷株式会社︓
「企業変⾰なくして、リスキリン
グなし」ー

NTTドコモが挑んだデータ基盤の
モダナイゼーション 〜システムが
⾜枷にならない意識改⾰と基盤〜

「さらなる質の⾼い顧客サービス
の実現のために」中堅中⼩企業が
語る︕クラウドだからできた DX 
への挑戦

エンタープライズシステムのモダ
ナイゼーション〜 成功の鍵は「組
織」が握っている 〜

産業分野で利⽤できる AWSの
IoT サービスと活⽤⽅法

AWSのObservability（可観測
性）の全体像〜 Amazon 
CloudWatch とオープンソース
の活⽤〜

AWS のグローバルインフラストラク
チャとネットワークおよびコン
ピューティング

株式会社NTTデータ ⽇本電気株式会社 クラスメソッド株式会社
株式会社セブン＆アイ・ネットメ
ディア

凸版印刷株式会社
AWS

株式会社NTTドコモ ⼤⻘⼯業株式会社
株式会社リードビジョン
AWS

AWS AWS AWS

14:00 – 14:30  |  PAR-09 14:00 – 14:30  |  PAR-16 14:00 – 14:30  |  PAR-18 14:00 – 14:30  |  EX-04 14:00 – 14:30  |  CUS-10 14:00 – 14:30  |  CUS-50 14:00 – 14:30  |  AWS-04 14:00 – 14:30  |  AWS-13 14:00 – 14:30  |  AWS-22 14:10 – 14:40

時代の変化に対応し、「社会課題
解決」と「ビジネス」の両⽴を
AWS と実現するユースケースア
プローチ

増え続けるシステムに困っていま
せんか︖〜CTC と進めるマルチア
カウント戦略〜

デジタルジャイアントに学ぶ、不確
実な時代を勝ち抜くための成功の秘
訣〜PwC Cloud Transformation 
で実現するデジタル変⾰〜

The Future of Leadership -
Economies of Speed - 速度の
経済

KDDI 情報システム部⾨における
デジタル変⾰の取組み

ガバメントクラウドで考える技術
的統制と効率性 〜AWSでの実現
策〜

Enterprise System クラウド移
⾏最前線〜
SAP/MS/VMware/DB 最新
アップデート 〜

IoTイノベーションを実現するた
の AWSサービスと基本構成

テンプレートによる AWS環境の
ガバナンス〜 Baseline 
Environment on AWS 徹底解説
〜

ストレージとデータベース

富⼠通株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ株
式会社

PwC コンサルティング合同会社 AWS KDDI株式会社 デジタル庁 AWS AWS AWS

14:45 – 15:15  |  PAR-10 14:45 – 15:15  |  PAR-15 14:45 – 15:15  |  PAR-19 14:45 – 15:15  |  PAR-21 14:45 – 15:15  |  CUS-11 14:45 – 15:15  |  CUS-47 14:45 – 15:15  |  AWS-05 14:45 – 15:15  |  AWS-14 14:45 – 15:15  |  AWS-23 14:50 – 15:25

事例紹介︕国産テックカンパニー
⾃⾝が挑んだシアトル発の最新ト
ランスフォーメーションの実態と
はー。

野良クラウドを防ぐ︕クラウド
ジャーニーを加速する「AWS 利
⽤標準ガイドライン」の策定とは

クラウドによるコストメリットを
過去の事例から公開︕数字で考え
る AWS ジャーニーの成功⽅法

今更聞けない︕どこよりも便利に
AWS を使いこなす秘訣︕〜ツー
ル活⽤によるコスト削減とマルチ
CDN 活⽤〜

事業成⻑のキモは、従業員満⾜度
と顧客体験にあり︕ 〜NTT東⽇本
流 攻めの AWS 活⽤術〜

全国の学校が活⽤できる CBT プ
ラットフォーム・⽂部科学省 CBT 
システム MEXCBT（メクビッ
ト）

リホストから始める AWS への
サーバー移⾏

⾦融サービス業界での Amazon 
Connect 活⽤の広がり

イノベーションを加速するセキュ
リティ〜 AWS Identity 
Services でビジネスの成功の礎
をつくる 〜

ネットワーク と セキュリティ

スラロム株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
トレンドマイクロ株式会社

SCSK株式会社 NHN テコラス株式会社 MEGAZONE株式会社 東⽇本電信電話株式会社 ⽂部科学省
オンライン学習システム推進コンソーシ
アム / 株式会社内⽥洋⾏

AWS AWS AWS

15:30 – 16:00  |  PAR-11 15:30 – 16:00  |  PAR-12 15:30 – 16:00  |  PAR-13 15:30 – 16:00  |  PAR-14 15:30 – 16:00  |  CUS-21 15:30 – 16:00  |  CUS-48 15:30 – 16:00  |  AWS-06 15:30 – 16:00  |  AWS-15 15:30 – 16:00  |  AWS-24 15:35 – 16:10

AWS 技術者コミュニティを内製
化してみた︕2,000 名が参加する
TIS 流社内技術者コミュニティ活
⽤術

IaC で始める DX 基盤の整備〜
DevOps を確実に進める⽅法とは
〜

三井E&Sマシナリー様と野村総合
研究所による⾮破壊検査サービス
の AI・クラウド化

業界共通基盤でデジタル変⾰を加
速︕カスタマーサクセスを導くハ
イブリッドクラウド

コニカミノルタの画像 IoT プラッ
トフォーム FORXAI における
AWS 活⽤とクラウド⼈財強化に
ついて

加速する⾏政サービスの⾰新と待
ち受ける課題

企業内 Windows Server アプリ
ケーション移⾏⼿法とツール

⾦融機関に求められる クラウドセ
キュリティの AWS 環境での実装

運⽤視点で考える AWS のセキュ
リティ体制強化

AWS の イノベーション と 次の
ステップのご紹介

TIS株式会社 富⼠ソフト株式会社 株式会社 野村総合研究所 ⽇本アイ・ビー・エム株式会社 コニカミノルタ株式会社 株式会社グラファー AWS AWS AWS

16:15 – 16:45  |  PAR-20 16:15 – 16:45  |  PAR-22 16:15 – 16:45  |  PAR-23 16:15 – 16:45  |  PAR-24 16:15 – 16:45  |  CUS-18 16:15 – 16:45  |  CUS-49 16:15 – 16:45  |  AWS-07 16:15 – 16:45  |  AWS-16 16:15 – 16:45  |  AWS-25

世界で戦うアスリートが求めるサー
バーレスデータ分析プラットフォー
ム〜Its data is even more 
powerful than its engine.〜

CX の向上と監視運⽤の省⼒化を
実現するマネージドサービスを活
⽤したクラウドネイティブ実装と
は

サーバーワークスがエキサイトし
た先進プロジェクト 5 選〜三越伊
勢丹様と代表⼤⽯が Mode2 を語
る〜

ビッグデータはもう古い︖データ
活⽤の新トレンド「スモール＆ワ
イドデータ」

MUFG 市場ビジネスにおけるクラ
ウド活⽤とテクノロジーによる変
⾰への挑戦

⽇医標準レセプトソフトのクラウ
ドサービスについてのご紹介

商⽤データベースから Amazon 
Aurora へ移⾏する際に知ってお
きたいポイント

公共システムに求められる耐障害
性、⼤量同時アクセスに対応する
アーキテクチャ

重要データを保護するためのアー
キテクチャとアプローチ

デロイトトーマツコンサルティン
グ合同会社

アイレット株式会社 株式会社サーバーワークス
株式会社IM Digital Lab

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 株式会社三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ

⽇本医師会ORCA管理機構株式会
社

AWS AWS AWS

17:00 – 17:30  |  PAR-29 17:00 – 17:30  |  PAR-05 17:00 – 17:30  |  PAR-26 17:00 – 17:30  |  PAR-25 17:00 – 17:30  |  CUS-16 17:00 – 17:30  |  CUS-42 17:00 – 17:30  |  AWS-08 17:00 – 17:30  |  AWS-17 17:00 – 17:30  |  AWS-26 17:00 – 17:30  |  AWS-TC-
01

freee が語る︕AWS をフル活⽤
するサービスを保護するセキュリ
ティの考え⽅とは

クラウドネイティブなワークロー
ドは最新のテクノロジーで防御せ
よ 最先端のクラウドセキュリティ
はこれだ

AWS Graviton2 環境で AWS 
Fargate に CircleCI で CI/CD 
しよう〜ARM64 イメージをビル
ド、デプロイする

NTTドコモが PagerDuty を使⽤
してデジタルオペレーションを変
⾰した⽅法

野村證券における DX の取組みに
ついて 〜 ⼈とデジタルが融合し
たビジネスモデル 〜

まずはここから︕中堅中⼩企業の
事例から学ぶファイルサーバーを
AWS で活⽤する「意外に知らな
い」価値

最も効果的な エンタープライズシ
ステム・モダナイゼーションの進
め⽅とは

公共機関における AWS 公開テン
プレートの活⽤ 〜
Infrastructure as Code の概要
と活⽤〜

顧客と従業員の体験を⾼めるクラ
ウドコンタクトセンターの実践

AWS の学習コンテンツを活⽤し
て初めの⼀歩を踏みだそう︕
(AWS-TC-01)

トレンドマイクロ株式会社
freee株式会社

パロアルトネットワークス株式会
社

CircleCI 合同会社 PagerDuty 
株式会社NTTドコモ

野村ホールディングス株式会社 株式会社資産科学研究所
AWS

AWS AWS AWS AWS

17:45 – 18:15  |  PAR-17 17:45 – 18:15  |  PAR-28 17:45 – 18:15  |  AWS-60 17:45 – 18:15  |  AWS-CUL 17:45 – 18:15  |  CUS-22 17:45 – 18:15  | CUS-43 17:45 – 18:15  |  AWS-09 17:45 – 18:15  |  AWS-18 17:45 – 18:15  |  AWS-27 17:45 – 18:15 |  AWS-TC-02

メインフレームを本気で AWS に
マイグレーションする「AWS 
Mainframe Modernization」実
践

仮想マシンとはここが違う
Amazon ECS でわかるコンテナ
監視実践⼊⾨

SAP ユーザー様、必⾒︕︕SAP 
on AWS 最新情報〜 SAPシステ
ムのクラウド化に向けて知ってお
きたいこと 2022 〜

もっと知りたい AWS カルチャー
〜 The power of our builders

⾃動運転⾞開発のためのチーム横
断的な ML 基盤の統合

中堅中⼩企業の担当者が語る「社
内システムの AWS 移⾏」のきっ
かけ、課題、効果とその後

[管理者向けセッション]事例から
学ぶクラウドトランスフォーメー
ションの成功のヒント

医療業界に求められるセキュリ
ティ対策とAWSが提供するソ
リューション

CI/CD for 5G Networks on 
AWS

認定資格から始める AWS の機械
学習(AWS-TC-02)

アクセンチュア株式会社 株式会社はてな AWS AWS Woven Planet Holdings, Inc 株式会社東京ダイヤモンド⼯具製作所
⽯屋製菓株式会社
AWS

AWS AWS AWS AWS

基調講演
5 ⽉ 25 ⽇（⽔）9:30 –

未来を拓くクラウドの真価
クラウドは IT インフラのデファクトスタンダードとしての位置づけを確⽴しつつあります。
⼀⽅、既存インフラの代替ではなく事業戦略の中核としてクラウドを活⽤しているお客様は「価値創造への集中」というクラウドのメリットを享受しながら、
ビジネスの可能性を⼤きく拡げています。

1 ⽇⽬の基調講演では、デジタルトランスフォーメーション、⼤規模マイグレーション、次世代イノベーションといった課題に取り組むチャレンジャーたちのス
トーリーをお届けします。また、世界規模で早急な対策が必要とされているサステナビリティへの AWS の取り組みをご紹介します。

牧島 かれん ⽒
デジタル⼤⾂
⾏政改⾰担当⼤⾂
内閣府特命担当⼤⾂（規制改⾰）

⼤⼭ ⼀也 ⽒
三井住友トラスト・ホールディングス
株式会社
取締役執⾏役

三井住友信託銀⾏株式会社
代表取締役社⻑

加藤 真平 ⽒
株式会社ティアフォー
創業者 兼 CTO

東京⼤学
⼤学院情報理⼯学系研究科
准教授

⻑崎 忠雄
アマゾン ウェブ サービス ジャパン
合同会社
代表執⾏役員社⻑

DAY 1

スペシャルセッション 1
11:45 – 13:25  |  SP-01

梅⾕ 晃宏 ⽒
デジタル庁
Head of Government Cloud

中室 牧⼦ ⽒
慶應義塾⼤学
総合政策学部 教授
デジタル庁
デジタルエデュケーション統括

⽮作 尚久 ⽒
慶應義塾⼤学⼤学院
政策・メディア研究科
教授、医学博⼠
デジタル庁
デジタルヘルス統括

宇佐⾒ 潮
AWS 執⾏役員
パブリックセクター統括本部⻑

スペシャルセッション 2
14:00 – 15:35  |  SP-02

岡嵜 禎
AWS
執⾏役員
技術統括本部⻑

スペシャルセッション 3
16:10 – 17:50  |  SP-03

松本 理恵 ⽒
経済産業省 商務情報政策局
情報技術利⽤促進課 課⻑補佐
（総括）

⽯坂 知⼦ ⽒
⽯坂産業株式会社
専務取締役

さかなクン
東京海洋⼤学名誉博⼠
客員教授

佐藤 有紀⼦
AWS 事業開発統括本部 統括本部⻑
兼サステナビリティ推進室 室⻑

岡野原 ⼤輔 ⽒
株式会社Preferred Networks
代表取締役
最⾼研究責任者

今知っておきたい、世界を変える「技術」と進化
を⽀える「クラウド」
最新テクノロジーはクラウドの出現により、企業にとって積極的なチャレ
ンジが可能な領域となり、そして、確実にお客様の⽣活をより便利に魅⼒
的なものに変⾰しています。本セッションでは、AWS の最新動向や、IoT、
AI/ML、エッジコンピューティング、デジタルツイン、ブロックチェーン、
メタバースなどの最新テクノロジートレンドを、ビジネスや業界の変⾰に
活⽤されるお客様の事例や AWS によるデモなどを交えお届けします。

⽇本が⽬指すデジタル社会の姿と、それを実現す
るために必要な考え⽅と取り組みについて
コロナ禍に浮き彫りになった⽇本社会のデジタル化の遅れ。それを取り戻
すべく、我が国では⾏政⼿続き、医療、教育などのデジタル化によって、
⼀⼈ひとりのくらしを豊かにするデジタル社会の実現を⽬指しています。
本セッションでは、⽇本のデジタル社会を実現するために、今我々が取り
組まなければならない点についてと、理解しておくべき基本原則とデジタ
ル化の考え⽅について、各領域から有識者を招いて議論します。

Technologies for Sustainability - AWS で実
現するサステナビリティ
持続可能な社会に向けて、あらゆる分野で取り組みが始まっています。こ
のセッションでは、地球規模の課題である気候変動対策やクリーンエネル
ギーのためにアマゾン・AWSが⾏っている活動を紹介するとともに、クラ
ウドデータセンターが環境に優しいこと、そしてAWSクラウドサービスを
活⽤したサステナビリティーに関する事例を紹介していきます。

AI は⼈を笑わせられるのか︖⼈間と AI がタッグを組んだ 全く新しいお笑い対決がさらにパワーアップして AWS Summit に登場。
テクノロジーが作り出す斬新なボケをぜひお⾒逃しなく︕

⼈間の喜怒哀楽に AI は影響を与えることができるのでしょうか。「電笑戦」はその命題に挑戦した AI ⼤喜利対決です。国内最⼤級
のお笑いメディア「ボケて」の約 100 万のお笑いのデータを利⽤して、⼈間が考え出したボケを上回る新たな笑いをAI が作り出せる
のかを競い合う「ボケて電笑戦」。まさに新時代の笑いをテクノロジーで切り開くかもしれない壮⼤なチャレンジです。

コメンテーター
FUJIWARA （原⻄ 孝幸 ⽒ / 藤本 敏史 ⽒）

電笑戦
18:30 – 19:30 | SP-DENSHO

13:30 – 14:15  |  DEV-02

開発者がデータサイエンティスト
と描くMLOps ~ライブアーキテ
クティングでお⾒せします~

AWS

14:30 – 15:15  |  DEV-03

AWS HERO Talk

AWS

15:30 – 16:15  |  DEV-04

AWS CDK で CI/CD つきの
Web アプリを作ろう︕開発⾵景
を Live Coding でお届けします

AWS

16:30 – 17:15  |  DEV-05

ISUCON at Developer Zone

AWS

12:30 – 13:15  |  DEV-01

そこの Dockerfile 書いてるあな
たちょっと待って、そのコンテ
ナって安全ですか︖

AWS

CUS-EX-PAR- AWS- AWS- DEV-

パートナーセッション エグゼクティブ
セッション

事例セッション AWS セッション 初⼼者向けセッション Developer Zone

⼤渕 ⿇莉
AWS
技術統括本部
シニア機械学習
プロトタイピング
エンジニア

吉⽥ 英世
AWS
技術統括本部
ゲームエンターテイメ
ントソリューション部
部⻑

瀧澤 与⼀
AWS
パブリックセクター技術統括本部⻑

広橋 さやか
AWS
技術統括本部
デジタルトランス
フォーメーション
本部
本部⻑

※SDGs 14番 海の豊かさを守ろう についてさかなクンが語ります。さかなクンは、
AWS クラウドおよび関連技術についての解説等は⾏いません。

今すぐ登録する

https://register-summits-japan.virtual.awsevents.com/



