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Change Business! 
企業力を高めるITサービスマネジメント

第６回 itSMF Japan コンファレンス＆EXPO  参加登録事務局（日経BP社 内）
TEL :03-5696-1111（受付時間 9:00～17：00 土・日・祝日を除く）　FAX：03-5696-1139
http://ac.nikkeibp.co.jp/itsmf/2009/ ※URLからもお問い合わせいただけます。

お問い合わせ

（東京都目黒区下目黒1-8-1）

コンファレンス［基調講演/特別講演/セミナ/研修］
参加費：itSMF会員 ￥10,000（税込）  一般 ￥24,000（税込）
         （2日間の参加費/先着順による事前登録制）

主催 ： 特定非営利活動法人 itSMF Japan　  共催 ： 日経コンピュータ

【コンファレンス＆EXPOテーマ】

同時開催

7.30（木）12:00～18:30　7.31（金）11:50～18:30　目黒雅叙園
展示会［ブース］ スポンサ・後援団体［オープンセミナ］
参加費 ： 無料（itSMF会員・一般） ※事前登録制 ※2日間の入場
※コンファレンス登録者は、事前登録なしでご入場いただけます。
お申し込みに関する詳細は：http://ac.nikkeibp.co.jp/itsmf/2009/expo/
「itSMF Japan EXPO 2009」は、 ITIL®の普及促進を目的として、 ITサービスマネジメントに関する団体の活動や、
企業の製品・サービスを展示や講演を通じてご紹介するイベントです。 是非、ご参加ください。

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会
（ITCA）
ISACA（情報システムコントロール協会）
東京支部
独立行政法人 情報処理推進機構
（IPA）
特定非営利活動法人
ソフトウェア資産管理コンソーシアム（SAMCon）

社団法人 企業情報化協会

日本マネジメントシステム認証機関協議会（JACB）

日本ITガバナンス協会
（ITGI Japan）
財団法人 日本科学技術連盟
（JUSE）
社団法人 日本情報システム・ユーザー協会
（JUAS）
財団法人 日本情報処理開発協会
（JIPDEC）

一般社団法人 PMI日本支部

後援

日本アイ･ビー･エム株式会社 
IBMはITIL®の開発初期段階から参画し、ITIL® V3のドキュメント開発など
ITIL®の拡張とレベルの向上に常に重要な役割を果たしてきました。その経
験を活かし、研修、コンサルティング、Tivoli®ソフトウェアを活用した実装サー
ビスまで、お客様がITIL®ベストプラクティスを実践するための包括的なお手
伝いをいたします。本コンファレンスでは、IBM独自のメソッドとテクノロジーを
集約した「IBMサービスマネジメント・ソリューション」をご紹介いたします。

BSPグループ
ビーエスピーグループ（ビーエスピー、ビーエスピーソリューションズ）はITシステム運用分野を事業
ドメインに、基幹業務システム向けに差別性が高いパッケージソフト製品の開発・販売・保守サービ
ス等を行うプロダクト事業と、ITシステム運用に関するソリューションサービスや独自の会員制サー
ビス「シスドック」等のコンサルティングを中心とするソリューション事業を中核にビジネスを展開して
います。 

株式会社野村総合研究所
問題発見から解決へナビゲーションとソリューションでサポートします。
NRIの強みは「トータルソリューション」を提供できる総合力にあると自負し
ています。トータルソリューションとは、お客様の問題を先取りして解決策を
導いていく「ナビゲーション」から、具体的な解決策を実施・運用していく
「ソリューション」まで、いわばフルラインの一貫したサービスです。この総合
力によって、お客様の企業価値を高めていけると私たちは考えています。

富士通株式会社
富士通は国内外でITIL®を中心とした高品質のITサービスマネジメントの実践を進めてきました。セ
ミナーでは、ITサービス継続性管理で述べている事業継続性管理（BCM）に関して、情報システム
に対する事業継続対策の取組みや最新動向、国際基準であるBS25999を国内で初めて取得した
事例についてご紹介致します。展示ブースでは、設計から開発、運用までITIL®V3に基づいたライ
フサイクル全般にわたるITサービスの品質向上を支えるサービスやツールをご紹介致します。

ゴールドスポンサ

シルバープラススポンサ

※ITIL® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

NTTコミュニケーションズ株式会社
日本を代表する通信キャリアとして長年培ってきた技術と実績をもとに、IPネットワーク、データセンター
によるICT基盤の強化から、セキュリティ、品質、可用性の向上といった高付加価値化、そして最新
環境へのスムーズな移行まで、信じられるICTアウトソーシング・パートナーとしてワンストップでお手伝
いします。ICT基盤の強化・運用のことなら、すべてNTTコミュニケーションズにおまかせください。

NTTコムウェア株式会社
NTTコムウェアでは、NTTグループの通信インフラや基幹システムの構築・保守・運用の実績をもと
にキャリアグレードのデータセンターとISO20000認証取得に裏付けられた高品質なアウトソーシング
サービスを展開しています。本セミナー・展示では、その運用を基盤に提供している各種サービスと、
ITIL® V3プロセスの導入をはじめとする今後の展開についてご紹介いたします。

株式会社シーイーシー
「ITエキスパート集団として成長を続け、顧客・社会に貢献する」を経営方針にITパートナーとして
お客様の企業価値向上を支援。受託開発で培った業務知識と情報技術をもとに、業種に特化し
たソフトウェア開発サービスを提供。また、情報システムサービス分野で蓄積した経験とノウハウを
集約し、ITIL®をベースとしたITマネジメントサービスや検証、センターサービスなど、コンサルから
構築、運用、保守までワンストップでソリューションを提供。

株式会社IT＆ストラテジーコンサルティング
ITサービスの品質向上と長期的なコスト削減を実現するため
には事業戦略や組織の再構築および変革が必要となります。
弊社はこのような再構築および変革を支援する為の研修・コン
サルティングを行っております。本コンファレンスでは、これまで
4000名以上の方に受講頂いたITサービスマネジメント関連研
修や、数々の企業等へのコンサルティングで培ったノウハウを基
として作り上げた独自のソリューションをご紹介いたします。

株式会社ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック
ITプレナーズは ITIL®やISO/IEC 20000、COBIT®の分野に
おけるITベストプラクティスのトレーニング、およびナレッジソ
リューションのプロバイダです。世界各国のパートナー企業との
協働によって集合研修やeラーニング、ゲームシミュレーション、
ワークショップなどのトレーニングソリューション、およびITパ
フォーマンス・マネジメントソリューションを提供しています。

NECネッツエスアイ株式会社
NECネッツエスアイ株式会社は、ICT（情報通信技術）の企画・コ
ンサルティングから設計、構築、運用・保守までワンストップでサー
ビスをご提供するネットワークSIerです。当社はこれまでに培って
きた確かな技術力とノウハウをもとに、お客様にご満足いただける
最先端のソリューションを追求し続けております。また、サポート・
サービス分野をはじめとした事業基盤や人材育成の強化、サー
ビス品質のさらなる向上にも積極的に取り組んでいます。

NTTラーニングシステムズ株式会社
NTTグループの教育研修会社として1987年に設立。以降、人
材教育を中心に「教育・研修」「Web」「映像」の3つの事業を展
開しています。ゲームを取り入れたITIL®バージョン3の集合研
修も数多く提供しており、研修後のフォローアップやITSMに対
するモチベーションの維持・向上、サポートも含め受講いただい
た皆様より高い評価を戴いております。また、ITIL®だけでなくメ
ンタルヘルスケアの研修・セミナーもご用意しております。

コベルコシステム株式会社
コベルコシステムは、（株）神戸製鋼所様をはじめとした長年に
わたるシステム運用の実績、ノウハウを結集し、分析・計画～設
計・構築～運用・保守フェーズまで一貫したサービス（i-Kiss）を
提供いたします。独自テンプレートを利用することで、短い期間
での実装、安定した品質のサービス提供が可能です。プロセ
ス、組織などを含めた抜本的な改革と、継続的な改善のご支援
を行う各種サービスを提供いたします。

日本情報通信株式会社
ITIL®に準拠した日本情報通信（NI＋C）のシステム運用サー
ビスは、IBMビジネスパートナーとして培った基盤技術をベース
に高度化・複雑化するシステム運用・管理をトータルにサポート
いたします。展示ブースでは簡単・手軽に始められるITIL®準
拠のサービスデスク支援ツール“RESSO（レッソ）”について、デ
モをまじえてご紹介します。

マクニカネットワークス株式会社
マクニカネットワークスは、統合サービスデスクツール「Numara 
RapidTracker（ヌマラ ラピッドトラッカー）」の最新版をご紹介
します。現場で使える、実用的なITサービスマネジメントをご支
援するため、最新版では構成管理（CMDB）やサービスカタロ
グなど多くの管理機能を強化しました。経営陣にも現場にも“負
担にならない”ITIL®実践でサービス品質を高め、ぜひ顧客満
足度の向上を！

ユニアデックス株式会社
日本ユニシスグループの総合ICTサポートサービス企業です。
コンピューターネットワークの設計・構築・導入から、運用管理代
行、保守、ソフトウェア導入・保守、設備工事、周辺機器製造、イ
ンターネットサービスまで一貫して提供、お客様の生産性向上
のための効率的なICT基盤づくりを支援します。展示ブースで
は、ITSMS構築を支援するサービスや運用管理プロセスの最
適化を実現するソリューションをご紹介します。

シルバースポンサ

デット ノルスケ ベリタス エーエス
DNVは、「生命・財産、環境の保護」を企業理念に掲げ、ノル
ウェー・オスロに本部を置く自主独立財団として1864年に設立さ
れました。自主独立財団とは、第三者機関としての公平性・中立
性を保つため、いかなる経済的影響（株主を持たず）・政治的影
響を受けず、また、すべてのprofitは、すべて研究開発へと投資
され、高度な専門性と資格を有する強固な団体です。ISO20000
の認証分野では、itSMS/UKAS、JIPDECの認定を受けて業務
を推進し、認証件数では世界でトップクラスの実績を有します。

株式会社インサイトテクノロジー 
インサイトテクノ ロジーでは、データセンターや企業システムにおける運用
管理を支えるソフトウェア製品、ハードウェアおよびサービスを包括的に
「Insight Technology Datacenter Management Services」として提
供しています。これらは、システム基盤を監視、管理する1000社8000ライ
センスの導入実績を誇る「Performance Insight」、バックアップストレー 
ジの最適化や冗長化を支援する「DataDomain」、データベースセキュリ
ティを実現するシェアNo.1製品「PISO」、それらを支えるサービスなどで
構成され、本イベントではそれらを余すところ無くご紹介する予定です。

EXIN Japan
EXINは国際的に展開する独立系のIT試験機関です。世界中で
日本語を含む10以上の言語に対応したITプロフェッショナルの認
定を45万人以上に実施。IT認定資格の分野で、40年以上の実
績による豊富な知識と試験の品質をご評価頂いております。弊社
は独立した機関であり、教育を実施せずいかなる教育機関にも帰
属しません。また国際標準認定スキームの構築、試験要件の策定
と試験実施教育事業者の認定の重要な役割を担っております。

日本ヒューレット･パッカード株式会社
HPは、サーバ、PC、ソフトウェア、サービスからITインフラにいた
る多彩なポートフォリオを持ち、世界170カ国以上の国で事業を
展開しています。サービスマネジメントにおいては、戦略から設
計、構築、運用に至るすべてのライフサイクルをカバーするテク
ノロジー、コンサルテーション、教育を提供しお客様を支援しま
す。特に、教育は先進的なシミュレーションゲームにより投資効
果の高い教育プログラムを提供しています。当日は素敵な景品
が当たる企画で来場をお待ちしています!!

株式会社日本IPイノベーション
株式会社日本IPイノベーション社では、英国商務省（OGC）のベス
トプラクティスデータを管理している英国出版局（TSO）より委託を
受け、日本語版ベストプラクティスデータを会員様向けに有料で提
供しております。今後も当社は、英国商務省及び英国出版局との
友好的なるパートナーシップのもと、日本国内の情報システム機関
様へ価値ある情報を提供してまいります。

日本クイント株式会社
ITIL®と歩んできたクイント
クイント（Quint Wellington Redwood）は、ITIL®がまとめられた
際に、それを民間に転用した最初の企業のひとつです。私達は、新
しい技術を導入するのではなく、ただITのマネジメントを改善するこ
とにより、ITから更なる成果を導き出すことができると確信するに至
りました。ITIL®、（アウト）ソーシング・ガバナンス、ISO/IEC20000な
ど、市場のベストプラクティス、標準、規格を有効活用し、ITマネジメ
ントの強化、コストダウン、人材育成、品質向上を実現します。 

NECラーニング株式会社
NECラーニングは、1000種類を超える「研修サービス」や「eラーニン
グ」と「人材開発コンサルティング」を組み合わせ、お客様に最適な
人材の開発・育成支援を行っています。ITサービス人材育成にお
いては、テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキ
ル（ビジネスシーンにおいて、問題を合理的に整理・判断する能力）
の3要素に対応した研修を提供しています。例えば、EXIN認定の
ITIL®研修のほか、ISO/IEC20000研修、SLA/SLMに関する研
修や運用改善研修など多数の研修メニューをご用意しております。

コンファレンス 詳細・お申し込み http://ac.nikkeibp.co.jp/itsmf/2009/

日本CA株式会社
CAは、ITマネジメント・ソフトウェアの世界的なリーディングカンパニーです。ITマネジメントの手法に
変革をもたらすエンタープライズITマネジメント（EITM）をビジョンとし、企業のITインフラ基盤を支え
るマネジメント・ソフトウェアを提供しています。CAのEITMは、全社規模のITの統合（Unify）と簡略
化（Simplify）をコンセプトに、システム（Technology/System）、プロセス（Process）、人（People）を
安全に統合し、複雑なIT環境のマネジメントを簡略化します。

株式会社エクサ
エクサは長年にわたり、「ITのあるべき姿の実現」を追求してい
ます。様々な業種で培ったノウハウを礎にしてITサービスに蔓
延するムダ・ムリ・ムラを排除し効果的・効率的改善に取り組ん
でいきます。現状を可視化［見る］し、状態を観察［観る］し、改
善を診断［診る］し、お客様のITを最適化します。ITサービスマ
ネジメントの専門医として、お客様と共にITの体質改善を行い
ます。

NECフィールディング株式会社
NECフィールディングは、複雑化、高度化するお客様のニーズに
お応えするため、ITシステムのライフサイクルすべてのフェーズ
において、高い専門性と知識を持った技術者がサポートサービ
スを提供しています。全国400カ所のサービス拠点を活用したソ
リューションサービスや、システム導入後の運用サービス等ITシ
ステムを最大限に活用するための様 な々サービスを提供してい
ます。

アレン・システムズ・グループ・ジャパン株式会社
ASGは1986年に創設された、顧客のIT管理と業績向上の
為のITインフラ利用をサポートするグローバルプライベートカ
ンパニーです。ビジネスとITサービスの最適化を実現する、
ASG-metaCMDBは単なるビジネスサービス管理ソフトウェア
を超えて、洗練されたエンジンの利用により、すべてのIT資産
情報を収集し、それらを特定の構成アイテムとして業務サービ
ス全般に関連付けます。ASG-metaCMDBは企業のITIL®コ
ンプライアンス実現を促進します。

株式会社アイ・アイ・エム
アイ・アイ・エムは、コンピュータの性能管理の専門会社として、
設立以来20年にわたり、800社以上のシステム安定運用をご支
援しています。また、これまでの豊富なノウハウを基に、性能管
理ソフトウェア「ES/1 NEOシリーズ」の開発・販売およびコンサ
ルティングを含む各種サポートをご提供しております。OSからシ
ステムリソース、ミドルウェア、RDB、ネットワークまでの統合管理
を実現し、SLMの実施を支援いたします。

株式会社テリロジー
テリロジーは創業時より、海外の優れた製品の輸入販売、構
築、保守サービスを提供して参りました。その経験を活かし、現
在ではネットワーク／セキュリティのマネジメントソリューションに
注力。特にマネジメント系ソリューションでは、FMCやクラウドコ
ンピューティングなど激変する環境の中でテレコムや金融サー
ビス事業者様向けにITサービスにおけるEnd to End のパ
フォーマンス管理ソリューションを提供しています。

株式会社プロシード
株式会社プロシードは、マネジメントシステムに関する研修・コン
サルティングカンパニーです。1991年に設立し、ISO/IEC20000
やITIL®（V2・V3）に加え、IT投資をライフサイクル視点で支援
する「ITライフサイクル調達マネジメント」、サービスデスクにも応
用可能なコンタクトセンターのパフォーマンス・マネジメント規格
「COPC®」など多くの分野に渡って、総合的なコンサルティング、
研修等を行っています。

株式会社日立製作所
日立グループでは、ITサービスのライフサイクルをサポートする
様々な活動を行っています。今回はセミナーにて、データセンタ
の運用現場におけるITIL®適用の成果、課題等をご紹介しま
す。展示ではITの運用業務を大幅に効率化する統合システム
運用管理ソフトウェアJP1を中心に、IT部門の負荷を軽減する
様 な々サービスをご紹介します。

日本電気株式会社
NECグループでは、ITIL®有資格者の育成、社内啓発に努め
るとともに、ITIL®に基づく運用の実践、コンサルティングや研修
サービスの提供など、グループ全体でITサービスマネジメントの
実践と普及に取り組んでいます。また、ITIL®の国際規格であ
るISO20000の取得を推進し、ITサービスマネジメントの企業運
営に与える効果と役割を自らの取り組みの中で検証することで、
お客様へ価値のある真のソリューションを提供します。

富士通エフ・アイ・ピー株式会社
富士通エフ・アイ・ピー株式会社は、主力のITアウトソーシングを
はじめ、Webサービス、システムインテグレーションサービスの3つ
の事業を通じ、お客さまをトータルにサポートしています。今回
は、ITIL®（V3）をベースにした、BPO（ビジネスプロセスアウト
ソーシング）サービスの取り組み事例をご紹介します。

マイクロソフト株式会社
マイクロソフト株式会社では、次世代のIT基盤管理を視野に
入れたソリューションをご紹介いたします。弊社の管理ソリュー
ションであるSystem Centerファミリー製品なら、Windowsだ
けでなくヘテロなシステム基盤管理が可能です。同時に、OS
からアプリケーション、サービスワークフローまで一元的な管理
を提供いたします。

NTTコムテクノロジー株式会社
NTTコムテクノでは、企業システムのフロントにおける運用管理
に、サービス維持を追及した体系を適用しており、このような
サービス管理を支えるためには、ITIL®手法に適合してカスタ
マイズしやすいICT運用監視管理システムが必須です。既に
当社では新しいオープンソースベースのICT管理システムをカ
スタマイズして、個々の大規模ユーザシステムに適用し、成果を
あげており、その事例を紹介します。

（2009.7.30（木）～31（金） 目黒雅叙園
 6月12日（金）まで

早期割引キャンペーン実施
itSMF会員
一般

￥8,000（税込）
￥20,000（税込）
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つ ITIL®V3ファンデーションブリッジ日本語研修

（日本語試験付）
　
ITIL®V2 マネージャ試験対策研修（試験予約券付き）　
サービスサポート編／サービスデリバリ編
　
ITIL®V3 特別研修コース

イブニング★GALA
日時：7月30日（木）17：30～18：30
会場：EXPO会場
対象：コンファレンス＆EXPO参加者

スタンプラリーによる
ドリンクサービス

抽選による豪華景品

100年に一度と言われる経済危機は、企業のビジネスに大きな影響を及ぼし、
ビジネスを支えるITにも、効率化や安定性・堅ろう性がこれまで以上に強く求められる時代となってきました。
では、環境変化に合わせた事業成果や投資効率の目標を着実に達成していくために、IT部門が今、なすべきこととは何でしょうか？
その解の一つが、ITサービスの戦略的活用と、ベストプラクティスであるITIL®の実践を始めとするマネジメント体制の確立です。
ITサービスの提供の能力を企業力につなげる道が、そこから始まります。

こうした状況を受け、特定非営利活動法人 itSMF Japanは、ITサービスマネジメントに関する各種の講演と展示を一堂に会した
「第6回 itSMF Japanコンファレンス」を開催することといたしました。
皆様のお仕事の一助となるイベントとして、是非、ご参加ください。

後援団体  知識ポイント付与
対象講演多数!!

ITサービスマネジメントに関する多彩な研修コースを開催

【1日目】 7月30日（木） 9:30～17:15
コンファレンス EXPO

A会場 B会場 C会場 D会場 オープンセミナ

スポンサトラック

【2日目】 7月31日（金） 9:30～18:00
コンファレンス EXPO

A会場 B会場 C会場 D会場 オープンセミナ

教育研修トラック

教育研修トラック

教育研修トラック

45分45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

45分

後援団体・スポンサセミナトラック 後援団体・スポンサセミナトラック

※このマークの講演ではセミナ受講後、ITC資格、CISA資格・CISM資格の知識ポイントを希望者に付与し、証明書を発行します。 ※各講演タイトルおよび講演者は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※講演・セミナの録音、写真、ビデオ撮影などは一切禁止させていただきます。

ユーザー事例講演 ユーザー事例講演

パネルディスカッション ユーザー事例講演

特別講演

ユーザー事例講演

itSMF講演 itSMF分科会講演 itSMF分科会講演 itSMF分科会講演

スポンサ講演

スポンサ講演

itSMF分科会講演

itSMF分科会講演

スポンサ講演

スポンサ講演 スポンサ講演

特別講演

基調講演

特別講演

基調講演

オープニング講演

スポンサ講演 スポンサ講演 スポンサ講演
ITサービスマネジメント
で効果を出すために
何をなすべきか！

プロシード
東郷 茂明氏

運用を起点とした
情報システムの
継続性管理手法

富士通総研
伊藤 毅氏

実例：運用ノウハウの
「見える化」による
品質向上法

NTTコミュニケーションズ
久住 昭之氏

「着の身着のまま」運用
から「おしゃれ」運用へ
ITIL®はIT運用の
みだしなみ

電力計算センター
佐藤 恵司氏

ITサービスマネージメント
日本での普及状況

itSMF Japan 副理事長
山口 真人

主催者挨拶

ITサービスマネジメントへの取り組み
10年を振り返って
「失敗から学んだCFS（成功要因）」

日本IBM
久納 信之氏

激変する経済と求められる企業力
̶いまITで企業を強くするには

東京大学大学院経済学研究科教授
伊藤 元重氏

グローバル時代に求められるリーダー人財
ベネッセコーポレーション取締役副会長

ベルリッツインターナショナルインク代表取締役会長
兼社長兼CEO
内永 ゆか子氏

システム統合にみるプロジェクト運営とその後

三菱東京UFJ銀行
常務執行役員
根本 武彦氏

IT部門とベンダーのパートナーシップ構築
－IT戦略実現に向けての実践

ガートナージャパン
リサーチ グループバイスプレジデント

山野井 聡氏

itSMF Japan 理事長
富田 修二

ITライフサイクルの
コストパフォーマンスを
科学する

シーイーシー
矢田 近氏

システムは
なぜダウンするのか
̶実例に学ぶシステム
運用の重要性

日経コンピュータ記者
大和田 尚孝

ミッションクリティカルな
大規模基幹システムの
運用品質向上に向けて

日本証券テクノロジー
中村 良司氏

パナソニックグループの
基幹システムを支える
運用改善の取り組み
～ITサービスマネージメントを
ベースにしたサービス品質向上～
パナソニック コーポレート情報システム社

下北 太郎氏

ISO/IEC20000と
ITマネジメント研究分科会
ISO/IEC 20000
要求事項研究
～ITIL®と事例に学ぶ～

小山 條二氏
塩田 貞夫氏

ITSMトレンド分析分科会
ITSMトレンド分析
分科会活動報告
-ITサービスマネジメント
の現状を探る-

品田 京子氏
竹田 弘氏

日立グループデータセンタ
の運用現場における
ITIL®プロセス適用効果
および課題

日立情報システムズ
田中 雅裕氏

ITのコスト削減と
最適化戦略

アレン・システムズ・
グループ・ジャパン
ジョン・コナー氏

仮想化による
サーバ統合と
サービスレベルの維持

アイ・アイ・エム
河野 知行氏

変更管理プロセス研究分科会
現場レベルの変更管理から
ビジネス貢献へ
～ビジネス貢献…あると思います!!～

藤原 達哉氏
三浦 康弘氏
佐藤 淳氏

教育・研修分科会
ITサービスのライフサイクル
から捉えた資格群の考察

小島 章教氏

スポンサ講演 スポンサ講演スポンサ講演 スポンサ講演
NTTコムウェアの進める
ITIL® V3導入と
クラウド・コンピューティング・
サービスに向けた
取り組み

NTTコムウェア
尾西 弘之氏

地方銀行における
ITIL®定着への
取り組み

十六銀行
可児 直樹氏

ITIL®に基づく
グローバルサービス管理
への取組み
～グローバルCMDBの
開発～

NEC
林 智之氏

国際会計基準が
情報システムにもたらすインパクト

デロイトトーマツコンサルティング
篠田 昌典氏

アウトソースした
基幹システムの運用管理術
サービス品質確保のための
取り組みと課題

ライオン
馬場 純夫氏

ITサービスマネジメント
への取り組み 
～マイクロソフトでの
対応と発見～ 

マイクロソフト
三部 佳彦氏

BPOサービスにおける
プロセス標準化の
取組み

富士通エフ・アイ・ピー
布施 一樹氏

激変する
ITサービス環境における
パフォーマンス管理

テリロジー
新美 竹男氏

サービスデザイン研究分科会
「45分でサービスデザイン」
～もう運用で苦労しない～

伊佐 元邦氏
 海東 憲多郎氏
三森 輝久氏

サービスオペレーション分科会
『ITIL®抵抗勢力』を
説得せよ
～「運用の現場」が
出会うべきレポートとは

舟野 真樹氏

Value Creation分科会
コストから投資へ！
Value Creationが
ITサービスマネジメント
への進化を加速する

久納 信之氏

潜在価値を引き出し、
コストを抑える
- Lean（リーン）IT
Service

CA, Inc.
ロバート・ストラウド氏

運用品質向上に向けた
ISO/IEC20000
認証取得に
関わる事例のご紹介

三菱総研DCS
宗像 浩氏

ITIL®ベースの
システム運用事例と、
それを可能ならしめる
新しいICT監視系の適用

NTTコムテクノロジー
馬渕 比呂志氏

ユーザー事例講演

休憩　30分 休憩　30分

休憩　70分 休憩　65分

スポンサ講演 スポンサ講演 スポンサ講演

日経BP講演 ユーザー事例講演 itSMF分科会講演 itSMF分科会講演

10分

NRIのデータセンターにおける
システム運用でのカイゼン事例

野村総合研究所
應和 周一氏

NRIのデータセンターに
おけるシステム運用での
カイゼン事例

野村総合研究所
應和 周一氏

スポンサ講演

スポンサ講演 スポンサ講演

システム運用の今とこれから
～これからのシステム運用
に求められること～

ビーエスピーソリューションズ
庄司 憲氏

教育研修トラック2-1 教育研修トラック2-2 教育研修トラック2-3

ITIL®V3
ファンデーション
ブリッジ
日本語研修

（日本語試験付）

研修実施企業：
NTT

ラーニングシステムズ

資格試験実施機関：
EXIN JAPAN

ITIL®V2
 マネージャ
試験対策研修
サービスデリバリ編
（試験予約券付き）

研修実施企業：
日本クイント

資格試験実施機関：
EXIN JAPAN

ITIL®V3
特別研修コース

SLAを軸にした
サービス提供の

実践
～ITIL®V3
Intermediate
Capability
コースより～

研修実施企業：
プロシード

試験は別日程で実施

研修参加料、補足事項など、
詳細はwebサイトでご確認ください。

教育研修トラック1-1 教育研修トラック1-2 教育研修トラック1-3

ITIL®V3
ファンデーション
ブリッジ
日本語研修

（日本語試験付）

研修実施企業：
NECラーニング

資格試験実施機関：
EXIN JAPAN

ITIL®V2
マネージャ
試験対策研修
サービスサポート編
（試験予約券付き）

研修実施企業：
日本ヒューレット･
パッカード

資格試験実施機関：
EXIN JAPAN

ITIL®V3
特別研修コース
ITサービス

パフォーマンス管理
の理論と実践
 ― ITIL®V3

サービスデザインと
継続的サービス
改善をもとに

研修実施企業：
ITプレナーズジャパン・
アジアパシフィック

試験は別日程で実施

研修参加料、補足事項など、
詳細はwebサイトでご確認ください。

12：15～12：45

13:00～13:40

東京海上日動システムズ
島田 洋之氏

社団法人 日本情報システム・ユーザー
協会（JUAS）

14:00～14:40

ITサービスマネジメントが
もたらすコスト削減と
ITサービスの品質向上

ビーエスピー
猪谷 幸氏

スポンサ講演

15:05～15:25

ITSMSの動向と
今後の展望

高取 敏夫氏

財団法人
日本情報処理開発協会
（JIPDEC） 

15：45～16：25

ITIL®v3の
ISO20000への適用

村上 治氏

財団法人 日本科学技術連盟

16：40～17：20

イブニングGALA
■ スタンプラリーによる
　 ドリンクサービス
■ 抽選による豪華景品
 　あり

17：30～18：30

ダイナミック・インフラスト
ラクチャーと
サービスマネジメント

日本IBM
渡辺 義明氏

スポンサ講演

12：05～12：35

ITスキル標準の概要と、
その活用事例の紹介

新日石インフォテクノ
上野 耕司氏

独立行政法人
情報処理推進機構（IPA）

12：50～13：30

困難な時代においてこそ、
ITガバナンスを強化しよう

梶本 政利氏

日本ITガバナンス協会
（ITGI Japan）

13：50～14：30

運用と開発の連携による
アプリケーション
ライフサイクル管理

富士通
桝野 弥千雄氏

スポンサ講演

14：50～15：10

ソフトウェア資産管理コンソーシアム
（SAMCon）の取り組みと
ISO/IEC 19770-1対応のソフトウェア
資産管理基準/評価規準
NECソフトウェア中部 岩瀬 浩人氏

特定非営利活動法人
ソフトウェア資産管理コンソーシアム

15：30～16：10

 ISACA
（情報システムコントロール協会）
東京支部

16：30～17：10

システム価値＝
システム開発マネジメント＋
システム運行マネジメント

神庭 弘年氏

一般社団法人 PMI日本支部

ISACA認定資格と
ITサービスマネジメント

関谷 浩之氏

企業力を高める
ITサービスマネジメントとは？
～日本における
　ITサービスマネジメント
　の現状と課題～

パネリスト
東京海上日動システムズ

小林 賢也氏
PMI日本支部
神庭 弘年氏
itSMF Japan
西野 弘氏

日本ITガバナンス協会
梶本 政利氏
モデレータ

日経コンピュータ編集長
谷島 宣之

JUAS システム運用研究会活動紹介
身の丈にあった、実践的システム
運用管理～IT統制を意識して～


