
Azure AI Days 2021 Winter
Day 1  Business  Session【12月14日（火）】

自然言語処理や深層学習技術の発展により、これまで利活用が難しかった、企業に蓄積した様々な形式のデータを使って推論・分類という、新たなインサイ
トを AI・機械学習により試し得るという時代が到来しています。世界中のあらゆる組織が規模に関わらず、マイクロソフトが提供する Microsoft AI テクノロ
ジーを利活用し、ビジネスへの実装とデジタル トランフォーメーションを加速化させています。本セッションでは、Microsoft AI が見据えるイノベーション
の最前線、そして実際に皆様のビジネスやソリューションに実装する際にご利用いただくAI 機能群 Azure AI についてご説明します。

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 Azureビジネス本部本部長

上原正太郎
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ソニーセミコンダクタソリューションズは、世界初※の AI 処理機能を搭載したインテリジェントビジョンセンサー「IMX500」を商品化し、エッジ AI センシ
ングプラットフォーム「AITRIOS（アイトリオス）™」のサービス開始を発表しました。エッジの価値を追求するソニーと、クラウドに強みを持つマイクロ
ソフト社の協業内容を紹介します。 ※イメージセンサーとして。ソニー調べ。（2020年5月14日広報発表時）
AITRIOS、およびそのロゴは、ソニーグループ（株）またはその関連会社の登録商標または商標です。
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本セッションでは、ソフトバンクが「Microsoft Azure」を基盤に独自に開発
した AI 映像解析プラットフォーム「STAION」を通しての、従来の通信事業
者の枠を超えて、幅広い産業分野における革新的なサービスの提供や DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）の取り組みをご紹介します。さらに、５
G を活用しあらゆる産業における課題解決や事業価値の拡大に貢献すること
を目指すソフトバンクの、DX 推進の取り組みをご紹介します。
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花山裕一氏

コロナ禍で消費者の行動変化が加速し、数年間かかると思われたデジタル
化が一気に進んだ。アフターコロナとなっても進んだ時代・消費スタイル
が元に戻ることは難しく、小売業はデジタル トランスフォーメーションに
よる変化が求められる。その中で E コマースによる全社業績の向上をはか
る企業が増えた。小売業をとりまく課題と、E コマースの果たすべき役割
と AI の可能性・活用について解説する。
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公共交通機関のデータ活用が加速しています。国内では多くの事業者がバス、電車、タクシー等の交通サービスを提供しています。これら事業者がデータ活
用を加速させている一方でデータフォーマットの違い、データ取引における権利、知的財産、責任など様々な課題が明らかになってきています。本セッショ
ンでは、これら諸課題を取り組んでいる公共交通オープンデータ、AI データ活用コンソーシアムより現状についてご紹介します。

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員
ナショナルテクノロジーオフィサー

田丸健三郎

INIAD(東洋大学情報連携学部)学部長
東京大学名誉教授

坂村健氏

企業のプライオリティ施策としてデジタル トランスフォーメーション推進を掲げ、抜本的な業務改革を推し進める企業が乱れる中、経営ビジョンとの差異、
ビジネス事業側へのインパクト不足やデータ AI 人材不足から、DX 推進に頓挫してしまっているケースが散見されます。同セッションでは、製薬・科学業界
の DX・社内改革に挑む先駆者をお招きし、DX 推進の勘所とテクノロジーの利活用のベストプラクティスについてお話を伺います。
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西脇資哲

データドリブンなビジネス・組織を支えるAIの力
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Keynote Data & AI でつながるデジタルトランスフォーメーションの可能性

Break-out Session Microsoft AI が導くイノベーションのビジネス実装

Break-out Session 「センサー×AI で目指す世界」～クラウドとエッジの協創～

Break-out Session AI 映像解析が切り開く産業分野の DX

Break-out Session アフターコロナへ。小売業を取り巻く課題と E コマースによる全社業績の向上

Break-out Session 加速する交通機関のデータ流通と AI 活用で浮上する様々な課題



Day 2  Learning  Session【12月15日（水）】

AI がいくら発達してもシステムエンジニアは必要だと言われています。それはシス
テムエンジニアが、最先端の ICT 技術を駆使して、人々が抱える様々な問題を解決
する存在だからです。日々複雑化していく様々な問題に対応するためには、知識、
技術について新しい手法や考え方を常に修得してゆく必要があります。HAL で
Cloud の活用や AI/Data から価値を創造できる人材の育成を目指した、Azure サー
ビスを最大限活用したカリキュラムについて、私たちの取り組みや狙いをお伝えい
たします。

学校法人日本教育財団専門学校HAL

(東京・大阪・名古屋)

学務室主任

浅田正雄氏

リテール AI 研究会とキカガクはリテール業界での AI 活用を推進するべく、様々な企業に対して実践的な研修の提供を行ってきました。全くの初心者から
AI/データサイエンス について学び、AI 活用を実践し、売上 2 倍などの事例を作るといった人たちを直に見てきた経験を通して、どのような AI スキルが今リ
テール業界で働く人達に求められるのかを、過去受講生のリアルな体験を交えてお話します。

一般社団法人
リテールAI研究会
テクニカルアドバイザー

今村修一郎氏

株式会社キカガク
取締役副社長
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キリンホールディングス
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株式会社EBILABは、伊勢の老舗食堂「ゑびや」がデジタルシフトに成功した経営手
法を提供する IT 企業です。店舗分析 BI ツールや来客予測 AI を手がける EBILAB で働
くメンバーの中には、ゑびやの飲食店の現場からデータアナリストや BI デザイナー
にジョブチェンジした女性スタッフがいます。今回はどうやって現場スタッフが
データに関するスキルを身につけ、データ人材になったのか、経験談にもとづいて
それぞれ１名ずつがお話しいたします。データ人材育成にお悩みの方のご参考にな
れば幸いです。 株式会社EBILAB経営企画

大西愛里氏

株式会社EBILAB経営企画

堀口千春氏

目まぐるしく変わる環境の中で、産業構造が大きく変化を続けています。銀行の枠
にとらわれない自己改革を続けるセブン銀行は、新型 ATM や銀行免許以外の新規事
業を産み出し、さらに業務改革も進めています。これら新しい技術を活用するため
のアプローチ、チーム創り、運用についても共有します。
・データ活用 ビジネスと業務改革、企業改革アプローチ
・マイクロソフト社 DataHackによる社内データカルチャー浸透
・推進チーム創りやテーマ設定方法 など

株式会社セブン銀行
専務執行役員セブン・ラボ

松橋正明氏

すべての企業が旧態依然ではいられなくなり、DX 推進待ったなしの状況下で俄然不足が顕著な AI・データ人材。 AI・ディープラーニングにかかる、eラーニ
ングや資格試験など、学び方の手段としては世にあふれつつあります。 いざ学びを始めようとすると、どんなコンテンツでどう学べばよいか？情報過多な状
況下におけるラーニングパスの定義や、企業としての意識改革が重要になってきております。どうやって DX 推進の適合人材を採用・育成するか、また企業
内にいる既存メンバーの新たな可能性を切り開く、リスキリングというトレンドを踏まえ、AI の社会実装に向けて取り組むステークホルダーをお招きし、企
業内ラーニング・スキルパスのベストプラクティスを模索します。

一般社団法人
日本ディープラーニング協会
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日本マイクロソフト株式会社
執行役員チーフラーニングオフィサー
プロフェッショナルスキル開発本部長

伊藤かつら

株式会社zero to one

代表取締役CEO

竹川隆司氏

日本マイクロソフ株式会社
Azureビジネス本部
プロダクトマーケティングマネージャー

小田健太郎

AI とデータの活用度が企業の競争力ともいわれる時代になりました。このセッションではイオン中山雄大様をお迎えし、事業会社におけるデータサイエンス
組織の立ち上げの内幕、混同されがちな「AI を作る人、AI を利活用する人」について、更に不足するデータサイエンティストなどのデータ/AI 人材の採用/教
育について、実際に実体験から得たインサイトを交えてお話しいただきます。

イオン株式会社
データイノベーションセンター
チーフデータオフィサー

中山雄大氏

日本マイクロソフト株式会社
執行役員チーフラーニングオフィサー
プロフェッショナルスキル開発本部長

伊藤かつら

Keynote AI 時代の人材育成とデータ活用

Break-out Session
Azure ではじめるカリキュラムイノベーション ～Azure Cloud 基盤を活用した
HAL における創造性開発カリキュラム～

Break-out Session AI で変わる小売業！AI 活用が当たり前になるリテール業界に今求められるスキルとは？

Break-out Session 飲食店の現場から「データアナリスト」や「BI デザイナー」が生まれる EBILAB 流のデータ人材育成

Break-out Session セブン銀行のチャレンジ ～AI・データ活用企業改革のアプローチ～

Break-out Session DX 人材への第一歩は意識改革から～AI の社会実装に向けたリスキリングパス～


