One-on-Oneミーティング 担当アナリスト
ビジネス戦略と
リーダーシップ

•ガートナーの「シニア・リサーチ委員会」責任者。ガートナー

Business Strategy &
Leadership

バイス プレジデント 兼 最上級アナリスト

リサーチのグローバルでの方向性を決定しフレームワーク
を策定

デイヴィッド・ウィリス／David A. Willis

•IT戦略とデジタル・ビジネス戦略の策定、伝達、実行
•CIOオフィスの創設と管理
•企業におけるCIOの役割の進化と位置付け
•Cレベル・リーダーのデジタル・ビジネス問題に関する意識
と理解の向上
•ビジネスモデル・イノベーション
マネージング バイス プレジデント

•CEOの優先課題と動向
•デジタル・ビジネス戦略、ビジネスモデル、業界変革
•デジタル・ビジネスのリーダーシップと組織化
•イノベーション管理

データ &
アナリティクス

•データベース製品に関する製品動向調査および製品選定
におけるアドバイス
•データ統合、データ品質管理、マスターデータ・マネジメン

•データの分析・活用に関するベスト・プラクティス
•BIシステム構築・導入・利用に関するアドバイス
•データベース製品に関する製品動向調査および製品選定

バイス プレジデント 兼 ガートナー フェロー

主席アナリスト

マネージング バイス プレジデント

マーク・ラスキーノ／Mark Raskino

一志 達也／Tatsuya Ichishi

堀内 秀明／Hideaki Horiuchi

•日本国内のアプリケーション・アーキテクチャおよびアプリ

•アプリケーション開発、アプリケーション・ストラテジ（企業に

•ITマネジメントとITガバナンスに関するフレームワークや
手法のアドバイス、
デジタル化への対応、
バイモーダルITの
構築、
グループIT管理、IT組織

Data & Analytics

アプリケーション
Applications

バイス プレジデント

松原 榮一／Eiichi Matsubara

リサーチ ディレクター

•CIOの役割、CEOとCIOとの関係構築、IT組織の改革、IT戦
略、
ITのグローバル化

バイス プレジデント

松本 良之／Yoshi Matsumoto

Artificial Intelligence

モノのインターネット
（IoT）
Internet of Things

バイス プレジデント 兼 ガートナー フェロー

ジェイミー・ポプキン／Jamie Popkin

バイス プレジデント 兼 最上級アナリスト

•CRMとカスタマー・エクスペリエンス
•カスタマー・エクスペリエンス

CRM

バイス プレジデント 兼 最上級アナリスト

Customer Experience/CRM

エド・トンプソン／Ed Thompson

•ERPを中心としたビジネス・アプリケーション分野の日本国
内における市場動向／競合分析ならびに将来予測
•同分野における製品選定／導入のユーザー企業向け支援・
助言

バイス プレジデント

•ITオペレーション管理における技術動向、市場動向、将来予
測、
ベンダー分析
•ITオペレーション管理に関するインフラ戦略と推進にかか

Infra & Operations

主席アナリスト

リサーチ ディレクター

青山 浩子／Hiroko Aoyama

阿部 恵史／Yoshifumi Abe

亦賀 忠明／Tadaaki Mataga

る動向分析、
支援・助言

•企業のITインフラに関する戦略、構築、運用について、特に

ネットワーキングとコミュニケーションの視点からの支援・
助言

バイス プレジデント

池田 武史／Takeshi Ikeda

わる支援・助言

•データやストレージを中心としたITインフラ（クラウド、サービス

含む）、
ビッグ・データ、
デジタル・ビジネスへの戦略支援、
インフ
ラ戦略の立案と運用、
組織戦略への支援・助言
文書管理、
コンテンツ管理のトレンド分析とユーザー戦略
事業継続管理、災害対策に向けた効率的なインフラ技術活用への支援・助言
日本国内および世界のストレージ市場の動向分析・将来予測・戦略分析

•
•
•

バイス プレジデント

鈴木 雅喜／Masaki Suzuki

•企業におけるデータセンター展開、広域企業ネットワーク構

築に関する戦略立案・ベンダー選定・契約締結・運営管理の
支援・助言
日本の通信産業全般および固定通信サービス市場、
データ
センター・サービス市場の動向分析・将来予測・競合分析

【金融/カード/決済/Future of Money】
デジタル・バンキングと決済
（ペイメント）
戦略
決済システムのモダナイゼーション
デジタル・ウォレット、
モバイル・ウォレット
決済
（ペイメント）
のイノベーション
モバイル決済システム

•
•
•
•
•

•

バイス プレジデント

田崎 堅志／Kenshi Tazaki

バイス プレジデント

•デジタル・コマース・テクノロジ
•CRMとカスタマー・エクスペリエンス
•市場／競争に関するインテリジェンスの管理
•新しい市場機会
•人工知能
リサーチ ディレクター

サンディ・シェン／Sandy Shen
以下の項目に関する調査・分析・予測と、それに基づくお客様への提言
CRMアプリケーション全般
CRMの実現を支援するベスト・プラクティス
その他顧客関連のアプリケーションやテクノロジ
（顧客にかかわ
る分析全般、Webコンテンツ管理、
ソーシャル・メディアやモバ
イル・アプリケーションの活用など）

•
•
•

•ITオペレーション管理における技術動向、市場動向、将来予
測、
ベンダー分析
•ITオペレーション管理に関するインフラ戦略と推進にかか
わる支援・助言

マネージング バイス プレジデント

長嶋 裕里香／Yurika Nagashima

•クライアント・コンピューティング全般における技術動向、市
場動向、将来予測、ベンダー分析
•クライアントOS、オフィス・ソフトウェア、デスクトップ仮想
化、
ウェアラブルに関する動向分析
•モバイル・コンピューティングに関する戦略立案・支援・助言

クリストフ・ウズロー／Christophe Uzureau

カスタマー・
エクスペリエンス／

•グループウェアや電子メール、コラボレーション・ツールに関
するリサーチ
•デジタル・ワークプレースに関するリサーチ
•エンタプライズ・ソーシャル・ソフトウェアに関するリサーチ
•エンタプライズ・サーチに関するリサーチ

•ITインフラストラクチャ、日本サーバ市場に関する市場調
査・分析
•オープンソース・ソフトウェア（OSS）、Linux、仮想化に関す

ファイナンシャル・サービス Financial Services

バイス プレジデント 兼 ガートナー フェロー

片山 治利／Harutoshi Katayama

ITインフラ
ストラクチャ &
オペレーション

バイス プレジデント 兼 最上級アナリスト

デイビッド・ファーロンガー／David Furlonger

リサーチ ディレクター

本好 宏次／Koji Motoyoshi

ニック・ジョーンズ／Nick Jones

•ブロックチェーン
•未来の銀行
•デジタル・ビジネス戦略とIoT（モノのインターネット）
•Fintech／イノベーション

とってのアプリケーションの価値を高めるための戦略）、
ガ
バナンス
（管理・統治）、オーバーホール（再構築―標準化、
近代化、
効率化）
の動向分析

志賀 嘉津士／Katsushi Shiga

•IoT戦略／モノのインターネット
•モバイル／エンドポイント戦略
•ポジショニングとメッセージング
•モバイル・アプリケーション戦略

ブロックチェーン Blockchain

におけるアドバイス

飯島 公彦／Kimihiko Iijima

バイス プレジデント

•クラウド・コンピューティング •サーバ、仮想化
•ITインフラ戦略（ベンダー、ユーザー）
•メインフレーム •スーパーコンピュータ（HPC）
•スマート・マシン、ロボット、人工知能的なもの、先端テクノ
ロジ、
未来志向
•ITインフラストラクチャ・リーダー

•CIOとデジタル・ビジネス戦略
•CIOのデータ／アナリティクス戦略
•CIOの組織設計／人員配置
•CIOの人工知能戦略

ケーション・プラットフォーム、アプリケーション統合ミドル
ウェア領域
上記領域に関する戦略立案やテクノロジ選択・適用に関す
るベスト・プラクティスなどの提供

•

リー・ウェルドン／Lee Weldon

人工知能（AI）

ト環境の構築・導入・利用に関するアドバイス

主席アナリスト

針生 恵理／Eri Hariu

ソーシング &
ITマネジメント
Sourcing & IT Management

•ソーシング戦略
•グローバル・ソーシング動向
•IT人材育成

•ITサービスに関する市場調査およびアドバイザリ業務
•ITサービス市場全般の動向とプロバイダーの競合状況に

バイス プレジデント 兼 最上級アナリスト

リサーチ ディレクター

足立 祐子／Yuko Adachi

海老名 剛／Tsuyoshi Ebina

•IT投資効果測定支援
•ITコスト最適化支援
•IT投資管理最適化支援

•日本国内のITサービス市場動向・将来予測
•日本国内のITサービス・プロバイダーの競合分析
•日本国内のインフラストラクチャ・サービスにおける市場動

ついての分析と提言

リサーチ ディレクター

川辺 謙介／Kensuke Kawabe

エンタプライズ・
アーキテクチャ
Enterprise Architecture

•世界クラスのEAケイパビリティの構築
•エンタプライズ・アーキテクチャとテクノロジ・イノベーショ
ンのリーダー
•EAを使った最新トレンド／戦略的トレンドの習得
•デジタル・ビジネスの構築と拡大
•高い適応力のある企業を構築しながら、ビジネス変革を遂行

片山 博之／Hiroyuki Katayama

バイス プレジデント 兼 最上級アナリスト

Security &
Risk Management

•情報セキュリティ管理プログラム
•セキュリティ／リスク管理リーダー
•リスク管理プログラム
バイス プレジデント 兼 ガートナー フェロー

トム・ショルツ／Tom Scholtz

•セキュリティ&リスク・マネジメント全般（特にエンドポイント
保護）
•セキュリティ・ガバナンス、監査
•日本のセキュリティの技術動向、ベンダー分析、市場動向、
将来予測

主席アナリスト

木村 陽二／Yoji Kimura

シニア アナリスト

中尾 晃政／Akimasa Nakao

•企業のITソーシングに関する戦略立案・ベンダー選定・契約
締結・運営管理の支援・助言
•日本国内のITサービス市場動向・将来予測・競合分析

ベッツィー・バートン／Betsy Burton

セキュリティ &
リスク・マネジメント

向・競合分析

リサーチ ディレクター

マネージング バイス プレジデント

•情報セキュリティ全般（特にサイバーセキュリティ）
•情報セキュリティ・ガバナンス、マネジメント、監査

山野井 聡／Satoshi Yamanoi

リサーチ ディレクター

礒田 優一／Yuichi Isoda

•情報セキュリティ全般（特にデータ保護、アイデンティティ／
アクセス管理等）
•セキュリティ・ガバナンスとセキュリティ・リスク管理
•金融機関におけるセキュリティ・トレンド分析
主席アナリスト

テクノロジ &
サービス・
プロバイダー
Tech & Service Provider

•日本国内におけるユーザー企業のIT利用動向、日本企業の
業種別IT投資動向
•グローバルの電力・ガス、製造市場におけるIT投資動向
アナリスト

成澤 理香／Rika Narisawa

•ウェアラブル、パーソナル・コンピューティングおよびコン

シューマー・デバイス市場に関する市場分析および予測、技
術／ベンダー／業界分析およびそれにまつわる提案・助言、
ビジネス成長戦略への提言
企業エンドユーザーのウェアラブル、クライアント・コン
ピューティングに関するベンダー選定の支援

•

主席アナリスト

蒔田 佳苗／Kanae Maita

矢野 薫／Kaoru Yano
※記載内容は2017年8月31日現在のものです。予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
（http://www.gartner.co.jp/symposium）若しくは、
シンポジウムのパンフレットをご覧ください。
各アナリストの担当セッションは、Webサイト

