
10:00～18:15 （受付開始9:30～）
会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京（赤坂）

Discover Forum 東京
2018

̶ 未来を加速する ̶

定員：700名 （定員となり次第、受付を終了させていただきます）

主催：日本ヒューレット・パッカード株式会社

協賛：インテル株式会社

対象：  経営企画･事業企画に携わる方、IT戦略・企画の立案に携わる方、

ITインフラの導入・決定に携わるテクノロジスト 
※日本ヒューレット・パッカードおよび協賛社と競合となる企業様からのお申し込みはご遠慮ください。

参加無料 事前登録制

2018年7月25日（水）



※プログラム内容は予告なく変更される場合がございます。

基調講演　10:00-12:15

開会のご挨拶
日本ヒューレット・パッカード株式会社

代表取締役 社長執行役員

吉田 仁志

基調講演

Everything Computes 同時通訳

— あらゆるものがITの力で加速する —
IoT、AI、ブロックチェーンなどの新世代のテクノロジーの爆発的普及により、デジタルトラン
スフォーメーションはあらゆる産業を変革しつつあります。そして、あらゆる場所にテクノロ

ジーが組み込まれ、人とものが接続され、すべてが”コンピューティング“になる世界が到来します。 
このような大きな波を捉え、さらなる成長を実現するために、エッジからデータセンターにいたる

IT環境をどのように変革すべきか、その進むべき方向性と道筋について、HPEの戦略も交えながら
解説します。

ヒューレット・パッカード エンタープライズ

ハイブリッドITグループ

シニアバイスプレジデント& 
ゼネラルマネージャー

アラン・アンドレオリ

スポンサーセッション

インテルAIポートフォリオの役割 同時通訳

人工知能（AI）はビジネス投資の最優先項目であり、インテルとHPEのパートナーにとって大きな
ビジネス・チャンスです。このセッションでは、インテルAIポートフォリオを活用し、どのように
新しいAIビジネスの機会を獲得できるかご説明させていただきます。

インテル・コーポレーション

AI営業本部ディレクター

スティーブ・ソーン 様

事例講演①

次世代の高速メモリストレージ利用に向けた
ソフトウェアのモダナイゼーション
日本の通信事業最大手であるNTTグループにて、基盤ソフトウェアの研究開発を進めるソフト
ウェアイノベーションセンタ(SIC)では、ポストムーアの時代を見据えて2015年から次世代の
高速メモリストレージに関わる研究を開始。検討を通じ、高速メモリストレージ利用のソフトウェ

ア設計次第で、享受できる性能に大きな差が生じることが明らかになりました。本セッションで

は、今後求められるであろうソフトウェア設計の方向性について、OSSのミドルウェアへの適用
検討結果を交えてご紹介します。

日本電信電話株式会社

NTTソフトウェアイノベーションセンタ

分散処理基盤技術プロジェクト

主任研究員

石崎 晃朗  様

事例講演②

カード業界におけるデジタル・トランスフォーメーション
―クラウドとRPAの活用 ―
昨年末に創業50周年を迎えた三井住友カードでは、めまぐるしく変化するITシステムへの要望
へ柔軟に対応すべく、Mode2システムへの移行を推進しております。今後、顧客サービスの拡大
やFinTec企業との提携拡大、また社内事務の増加に迅速に対応するために、従来のシステム
開発手法からの脱皮が急務となっています。

三井住友カード株式会社

システム企画部　シニアオフィサー

藤井 一行 様

12:15-13:15　展示 & ご休憩

午前プログラム　最新情報はWEBサイトでご確認ください。 http://www.hpe.com/jp/discover2018

Discover Forum 東京 2018
—未来を加速する—
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午後プログラム　最新情報はWEBサイトでご確認ください。 http://www.hpe.com/jp/discover2018

分科会 : お客様のデジタル・トランスフォーメーションを推進し加速するためのHPEの最新のソリューションをお届けします。
IT部門担当者だけではなく経営企画部門や事業部門の方々にも参加いただける内容でございます。

A   ハイブリッド IT B   IoT、AI

13:15
-13:55

運用を自動化。インフラのコード化がもたらす
オンプレミス基盤の改革と未来
既存基盤運用の省力化・自動化を進め、クラウドのような俊敏性と運用

方式を実現する、今後の重要な方向性が「インフラのコード化」です。

本セッションでは、インフラのコード化がもたらす効果や、具体的な

実現の方法を DevOpsやコンテナの話題も交えてご紹介します。

事例で語るIIoT エッジコンピューティングと
来るべき5G時代への期待 
本セッションでは、エッジコンピューティングのために設計された

HPE Edgelineシステムの国内、海外の具体的な最新の事例・ユース
ケースをご紹介いたします。そして、もうそこまで近づいた5Gの技術
がもたらすパラダイムシフトへの展望をお話しいたします。皆様の

Industrial IoT（ I IoT）活用のアイデア、プラン創出にお役立てくだ
さい。

14:05
-14:45

AI、IoT、ARなどデジタル変革を支える
新しいデータマネージメントプラットフォームとは？
これまでにない顧客体験の提供、新たな製品・サービスの創造といっ

たビジネスデジタル変革を支えるのがAI、IoT、ARといった新しいテク
ノロジーです。そこでは、莫大な量のデータ処理、低いレイテンシでの

リアルタイム処理、インテリジェントな推論や洞察を得る効率的な

データ処理など、新しいデータマネジメントやストレージ環境が必要

となります。本セッションでは、これら要件を満たす最適なデータ・ス

トレージプラットフォームについて解説します。

ビジネスに価値を与える
次世代ネットワークアーキテクチャー
～ 「構築する」ネットワークから「利用する」ネットワークへ ～
コンピューター環境はコモディティ化により急速にマルチクラウドに

シフトしています。所有から利用への流れはいまや情報システム基盤

全体におよび、ネットワーク基盤もアーキテクチャーの見直しが急務

です。本セッションではこれからのネットワークアーキテクチャーを

考える上で基本となる考え方、移行・運用のためのガイドラインについて

ご説明します。

14:45
-15:15 展示 & ご休憩

15:15
-15:55

マルチクラウド時代に向けた、インフラ改革のすすめ
～オンプレミス、クラウドを、自由自在に使いこなすための道筋～

ビジネスのデジタルイノベーションが求められる中で、68%の企業が
2年以内にマルチクラウド環境の運用になると回答しています。そこ
では、マルチクラウドの環境をいかにシンプルに構築・管理し、最新の

技術を適材適所で活用できるかが成功の鍵となります。本セッションで

は、マルチクラウド、オンプレミスを一つのリソースをとして扱い、利用

の可視化を行い、運用、開発者、ビジネスのコラボレーションの促進に

向けて、おさえるべきテクノロジーとソリューションをご紹介します。

99.9999%の可用性。 
AIとIoTを活用した自律データセンターを実現
データセンターは、AIの力によって管理する対象から自律する集合へ
と変貌を遂げようとしています。そこでは、数百万個のセンサーデータを

絶えず分析し、システム障害の予測と回避を実現し、多くのIT管理者
の工数を削減することが可能となります。このようなコンセプトを

具現化し99.9999%の可用性を実現した HPE InfoSightについ
てご紹介します。

16:05
-16:45

30年間不可能だった運用が改善。
次世代ハイパーコンバージドが実現する

ユーザーも嬉しいデスクトップ仮想化

企業の働き方改革プロジェクトにITインフラ担当者が貢献するにあ
たって、１つのキーとなるデスクトップ仮想化。「管理者には利点がある

けど・・・」と揶揄される現実に、圧倒的にインテリジェントなHPEの
ハイパーコンバージドシステムを導入するとどう変えることができる

か、これまでの事例を踏まえた活用例やデモを交えてご紹介します。

AI・ディープラーニングの活用を加速する
イノベーションプラットフォーム
～ 先進的なユースケースと驚くべきブレークスルー ～
大量データからインテリジェントな推論を得るAI基盤には、ＯＳＳなど
新しいテクノロジーの採用やこれまでにない先進的なアーキテクチャー

も必要となります。本セッションではAI/ディープラーニングの
ソリューションやサービスプラットフォーム活用最新情報を分かり

やすく解説いたします。

17:05
-17:45

【特別講演】 宇宙探査プロジェクト研究者が語る！ AIとスーパーコンピューターが切り拓く未来 同時通訳

HPEはNASAと協力し、スーパーコンピューターを宇宙に送リ、火星探査を加速するプロジェクトを実施しています。そのプロジェクト主任研究員 
かつCTOであるDr.ゴーが登壇し、人生の未来をかえるかもしれない、AIとスーパーコンピューターが切り拓く未来について語ります。AIはもはや
未来のテクノロジーではありません、具体的なビジネスでの活用例として、金融、小売、製造、気象や宇宙におけるAIについて解説します。

ヒューレット・パッカード エンタープライズ

HPC & AI
バイスプレジデント&
チーフテクノロジーオフィサー（CTO）

Dr. エンリン・ゴー

17:45
-18:15 展示
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C   スポットライトセッション

13:15
-13:55

デジタルトランスフォーメーションを加速する

HPEが提供するオンプレミス型従量課金サービス
クラウドファーストが加速する一方、オンプレミスにおいてもビジネス

成長に応じた高い柔軟性や俊敏性はITインフラ選定の重要な鍵と
なります。本セッションでは、ビッグデータ、バックアップ、データベース

などワークロードに対応した、オンプレミス“As-a -Service”モデル
の新ソリューション“HPE GreenLake”をご紹介いたします。

14:05
-14:45

ミッションクリティカルブロックチェーンが生み出す
社会とビジネスへのインパクト
仮想通貨の基盤技術として大きな注目を集めているブロックチェー

ン。最近では第3世代と呼ばれる技術も登場し、幅広い用途・業界で
の活用が可能になりつつあります。この第3世代ブロックチェーンの
世界をリードしているR3社とHPEが、プライバシーとアセット流動性
を同時に実現。第3世代ブロックチェーンの可能性と実装のポイント
について、各業界での最新の事例やユースケースを交えてご紹介し

ます。

14:45
-15:15 展示 & ご休憩

15:15
-15:55

ビジネスに貢献する次世代ITへの変革 
"HPE NextGen IT" の取り組み事例
HPEでは、ビジネスの成長を加速し、シンプルなビジネスプロセスと
次世代ITの実現を目指した社内のIT変革を推進しています。30%の
運用コスト削減、75%のアプリ削減、80%のクラウドベースアプリの増
加などの目標を掲げた変革の取り組みの中から、DevOps、インフラの
コード化、インメモリコンピューティングなどの事例をご紹介します。

16:05
-16:45

お客様事例講演： 
電気通信大学におけるOpenStackを活用した
学内クラウド基盤システムの構築

電気通信大学では、セキュアで高品質のITサービスを教職員・学生に
提供するため、学内クラウドサービスを提供しています。創立100周年
を迎える今年、さらなる集約的な管理や、仮想基盤と物理基盤の

統合を目指し、OpenStack や HPE Synergyを採用することで基盤
システムの刷新を行いました。本セッションでは、取り組みの全成果、

今後の展開についてご紹介します。

17:05
-17:45

【特別講演】 
宇宙探査プロジェクト研究者が語る！ 
AIとスーパーコンピューターが切り拓く未来 同時通訳

ヒューレット・パッカード エンタープライズ

HPC & AI
バイスプレジデント&
チーフテクノロジーオフィサー（CTO）

Dr. エンリン・ゴー

17:45
-18:15 展示

※プログラム内容は予告なく変更される場合がございます。

午後プログラム　最新情報はWEBサイトでご確認ください。 http://www.hpe.com/jp/discover2018



展示コーナー

当日は、9:30～イベント終了まで展示コーナーをご用意しております。ぜひお立ち寄りください。

Discover Forum 東京 2018は、ヒューレット・パッカード エンタープライズ（HPE）が主催する 
最大のイベント、「Discover※」の内容をお客様にご紹介するイベントです。

本イベントでは、「未来を加速する」をテーマに企業がどのようにデジタル・トランスフォーメーションを 
進め、新たな価値を創出していくのか、その成功のためのIT戦略やイノベーション、プラットフォーム 
選定など、ここでしか聞けない国内外の最新事例を含めてご紹介します。

3つのトラックからなる分科会では、以下をテーマに戦略とテクノロジーの両面からご紹介し、IT部門 
担当者だけではなく経営企画部門や事業部門の方々にも参加いただける内容となっております。

① ハイブリッドIT： 
デジタル・トランスフォーメーションに必要なITの”適材適所”を、活用例を中心に解説

② IoT、AI： 
IoT、AI、ディープラーニングを活用し、次世代のデジタルエクスペリエンス、サービスを創出する方法

③ スポットライトセッション： 
グローバルのノウハウや知見からのトレンド解説

また、最新のイノベーション、テクノロジーを体感したり、各ソリューションのエキスパートと直接 
コミュニケーションいただく場として展示コーナーもご用意しております。

ぜひDiscover Forum 東京 2018にご来場いただき、ここでしか聞けない事例、イノベーション、トレンド 
から今後のIT戦略のヒントを見つけていただければ幸いです。

展示ソリューション

ハイブリッドIT

IoT、AI、インテリジェントエッジ

オンプレ型従量課金サービス

最新テクノロジー体感コーナー

など、ここでしか見られない多数の

最新ソリューション展示を予定しております。

イベントご紹介

※Discoverとは?
ヒューレット・パッカード エンタープライズが主催する、年間最大のカンファレンス・展示会です（開催地：ラスベガス、マドリッド）。
例年全世界からITリーダー、ITプロフェッショナルたちが集結するこのイベントでは、その年の事業方針、最新製品、研究・開発内容、 
大規模な提携などの発表がおこなわれます。

※各写真は過去の弊社イベントのものを使用しています。

HPEはNASAと協力し、スーパーコンピュータを宇宙に送リ、火星探査を加速するプロジェクトを実施

しています。今回はこの宇宙プロジェクトやAR（拡張現実）を体感できるコーナーなど、多数の最新テク

ノロジーの展示を予定しています。



facebook.com/HPEJapan
twitter.com/HPEJapan
youtube.com/HPEJapan

日本ヒューレット・パッカード
公式ソーシャルメディア
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●本イベントへのお申し込み、セッションの最新情報は以下Webサイトをご確認ください。

hpe.com/jp/discover2018
日本ヒューレット・パッカードおよび協賛社と競合となる企業様からのお申し込みはご遠慮ください。

お問合せ先 日本ヒューレット・パッカード株式会社 セミナー 事務局

 〒136-8711　東京都江東区大島2-2-1
 E-Mail：call.hpe@hpe.com

Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation
またはその子会社の商標です。

© Copyright 2018 Hewlett Packard Enterprise Development LP

お申し込みはイベント公式サイトから
（最新情報もこちらでご確認ください）

会場ご案内

ANAインターコンチネンタルホテル東京

〒107-0052  東京都港区赤坂1-12-33
TEL：03-3505-1111
http://anaintercontinental-tokyo.jp/access/

■地下鉄：銀座線「溜池山王駅」 13番出口より徒歩1分（溜池山王駅より約5分）

南北線「溜池山王駅」 13番出口より徒歩1分（溜池山王駅より約7分）

南北線「六本木一丁目駅」 3番出口より徒歩2分（六本木一丁目駅より約5分）

丸ノ内線「国会議事堂前駅」より「溜池山王駅」出口をご利用ください（国会議事堂前駅より約13分）

千代田線「国会議事堂前駅」は「溜池山王駅」出口をご利用ください

千代田線「赤坂駅」 5番出口より徒歩10分
日比谷線「神谷町駅」 4番B出口より徒歩10分

協賛企業


