
h t t p : // b i t s .unis y s . c o . jp / 2 0 1 7/
検索B I T S 2 0 17 事前登録制

※本イベントは、ICTソリューションにご関心をお持ちの企業・官公庁・団体の皆様を対象にご案内しております。
※そのため、上記以外の方のお申し込みについてはお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承
願います。※講師・講演内容は都合により予告なく変更する場合がございます。

参加費無料
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ビジネスエコシテムの
旬な話題をお届けするデジタルメディア

会場へのアクセス

日本ユニシスグループのユーザー会であるユニシス研究会は、「BITS2017」ととも
に、初日6月8日（木）に全国カンファレンスを開催します。
「ユニシス研究会セッション」では、2016年度の優秀な研究活動および論文活動
の成果を発表いたします。続く「年次総会」では、ユニシス研究会をはじめICT
業界、社会に対し多大な貢献をした個人やグループ等に贈られる2016年度
「エッカート賞」の発表と表彰式を行います。最後に「情報交換会」を設けました
ので、会員企業同士、異業種交流の場としてご活用ください。

社会課題の解決とビジネスエコシステムを結びつけるWebメディアとして、業界を
越えた連携を促す、価値ある情報を厳選して発信。ビジネスエコシステムの実現
が、日本の社会／ビジネスにどのような意味と意義をもたらすのか、記事を通して
様々な角度から考察していきます。

ユニシス研究会 全国カンファレンス

ANAインターコンチネンタルホテル東京
東京都港区赤坂1-12 - 33　 TEL . 03 - 3505 -1111

・東京メトロ 銀座線「溜池山王駅」
13番出口より徒歩1分

・東京メトロ  南北線「溜池山王駅」
13番出口より徒歩1分

・東京メトロ  南北線「六本木一丁目駅」
3番出口より徒歩2分

・東京メトロ 日比谷線「神谷町駅」
4番B出口より徒歩10分

つながる構想、ひろがる革 新
ビジネスエコシステム拡大中 2017年6月8日（木）・6月9日（金）

主催：日本ユニシスグループ　共催：ユニシス研究会

ANAインターコンチネンタルホテル東京

日本ユニシスグループ
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ANAインターコンチネンタルホテル東京

主催
日本ユニシス ユニアデックス 日本ユニシス・エクセリューションズ ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ エス・アンド・アイ

共催
ユニシス研究会

「ビジネスエコシステム」について詳しく知りたい方は

展示コーナー

6.8  T hu 1 2 :30 - 1 8 : 00
6.9  Fr i  1 0 : 00- 17 : 30

ビジネスエコシステムの進化について、オープンイノベー
ションや、AI／ロボティクス、セキュリティ、スマートタウンと
いったテーマごとに、最新の事例や取り組みを交えご紹介いた
します。また日本ユニシスグループの活動をお伝えする展示
ブースや、バドミントン部の選手といっしょの写真をプリント
できる『らいぶろ』コーナーにも、ぜひお立ち寄りください。

※展示コーナーのみのお申し込み、ご参加も承っております。



6.8

PROGR A M

G-1

T-1

各セッション開始日時のご案内

T hu 1 2：3 0受付開始 6.9 10：00 ━ 17：30T-2Fr i 9：0 0 展示コーナー受付開始

13:30 - 15:30

G-4
13:30 - 15:10

G-3
09:30 - 11 :30

12：30 ━ 18：00 展示コーナー

※本イベントは、ICTソリューションにご関心をお持ちの企業・官公庁・団体の皆様を対象にご案内しております。
※そのため、上記以外の方のお申し込みについてはお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承願います。また、当グループまたは事例講演企業の競合となる企業にご所属の方のお申し込みをお断りさせていただく
場合もございます。あらかじめご了承願います。

※講師・講演内容は都合により予告なく変更する場合がございます。
※基調講演・特別講演および日本ユニシスグループ各社社員以外による講演の内容は各講師個人または所属組織の見解であり、日本ユニシスグループ各社の見解を示すものではありません。

16:00 - 17:20
G-2

抵抗勢力との向き合い方
働き方改革、業務改革を阻む
最大の壁を乗り越えろ

ケンブリッジ・テクノロジー・
パートナーズ株式会社
榊巻 亮

S-13

「オムニチャネル化の本質」に
迫る
デジタル技術で顧客体験価値を
向上させるEFSサービス

株式会社ファッション・コ・ラボ
代表取締役社長　中嶋 築人 氏

S-8

０（ゼロ）から始める
“デザイン思考”
～観方が変われば、
こたえも変わる!!～

TIS株式会社
佐藤 恭平 氏
株式会社三重県農協情報センター
村田 健司 氏

研究活動U-8

ネットワーク運用における
サイレント障害の対応
～障害箇所自動探索ツールの
開発について～

北海道総合通信網株式会社
中本 早紀 氏

論文活動U-3

Foresight in sight®と
DigitalTransformationで
実現するIoTの世界
Microsoft Azureを活用した
IoTビジネスプラットフォームのご紹介
日本マイクロソフト株式会社　大谷 健 氏
日本ユニシス株式会社　吉澤 穂積

S-10
未来のデジタルビジネスを
支える覚悟
「AIにはAIを、データにはデータを」
一流のサービス届けます

ユニアデックス株式会社
日吉 忠之　小椋 則樹

S-12
ビジネスエコシステム臨戦態勢!
星をつないで星座を描く
StellaSwarm™

日本ユニシス株式会社
執行役員 CIO
須貝 達也

S-9

デジタルシフトとAIが支える
企業の未来、社会の未来
人工知能がつくる
現代の竜宮小僧伝説

日本ユニシス株式会社
小畑 夕香　水嶋 翔

S-5
富士フイルムの
ITSMタクティクス
多くのITサービス活用戦術をとる
富士フイルムの狙いと期待する効果とは？

富士フイルム株式会社
柴田 英樹 氏

S-7
“超”スマート社会の実現
コーディネーションで
社会課題に立ち向かえ！

日本ユニシス株式会社
金井 智

S-6
“NeoBank”と紡ぐ
新しいストーリー
今までにない「つながり」を
創り出そう

日本ユニシス株式会社
三澤 聰司

S-4

PROFILE   石倉 洋子 氏
専門は経営戦略、競争力、グローバル人材育成。バージニア大学大学院
経営学修士、ハーバード大学大学院経営学博士修了。マッキンゼー・アンド・
カンパニーを経て一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。世界経済
フォーラムGlobal Future Councilのメンバー。主な著書に「戦略シフト」
（東洋経済新報社）「日本の産業クラスター戦略 地域における競争優位
の確立」（共著 有斐閣）など。

片山 雄一 氏
ユニシス研究会 会長
（株式会社
オリエンタルランド
取締役専務執行役員）

基調講演

特別講演

平岡 昭良
日本ユニシス株式会社
代表取締役社長

トークセッションご挨拶

基調講演／パネルディスカッション

羽田 昭裕
日本ユニシス株式会社
総合技術研究所所長
CTO

AIでビジネスはどう変わるのか ～“未来の働き方”、そしてAI×IoTによるビジネスエコシステム実現に向けて～

パネルディスカッション
パネルディスカッション

パネルディスカッション

特別講演 星を星座に、きらめく未来

齊藤 昇
日本ユニシス株式会社
取締役常務執行役員
CMO

U-1118:25 - 19:40

U-1017:50 - 18:20

15:50 - 16:30

スマートにね！
もっと暮らしやすい社会へ
金融・エネルギー等の基幹業務で
培った力をサービスに

日本ユニシス株式会社
松平 将宜　中川 将司　山田 喜裕

S-11

仮想現実による
観光誘致の有効性
～VRどうでしょう～

リコージャパン株式会社
大坂 充 氏
ほくでん情報テクノロジー株式会社
北村 学 氏

研究活動U-5

スマートフォンと機械学習
による行動分析
～スーパーマーケットの
お兄さんの一日～

株式会社シアンス
伊藤 彩乃 氏
株式会社新潟県農協電算センター
塚本 浩之 氏

研究活動U-1

ロボットが繋ぐ夫婦の
コミュニケーション
～子育ての現在（いま）を共有～

インフォテック株式会社
山本 隆冶 氏
株式会社キユーソー流通システム
上戸 咲弥 氏

研究活動U-7

15:50 - 16:20

ウイルス対策「最終」手段
～暗号対応スマートフォンに
関するセキュリティ評価
および留意点～

東北インフォメーション・
システムズ株式会社
横田 勇一 氏　坂爪 匡 氏
藤澤 将吾 氏

論文活動U-6

ソースコード、テストコード
の自動生成
～設計書からコードを作らせよう～

株式会社
DNPデジタルソリューションズ
折原 功治 氏　太田 勝敏 氏
久保田 昌輝 氏

論文活動U-9
17:10 - 17:40

16:50 - 17:30

山田 誠二 氏
人工知能学会 会長
国立情報学研究所・総合研究大学院大学 教授
東京工業大学 特定教授

新井 紀子 氏
国立情報学研究所
社会共有知研究センター
センター長・教授

プレゼンテーション＆デモ

葛谷 幸司
日本ユニシス株式会社
取締役常務執行役員
CDO

田中 星一
日本ユニシス株式会社
エバンジェリスト(ＡＩ）

石倉 洋子 氏からの
メッセージムービーはこちら

ユニシス研究会　年次総会
2016年度で最も優れた活動に贈られる「エッカート賞」の表彰と年間活動計画のご案内。

仮面ライダーに学ぶ
次世代物流
～それは、Smart W.E.A.R
というコンセプト～

株式会社ニチレイロジグループ本社
佐藤 登司貴 氏
横浜冷凍株式会社
甲高 翼 氏

研究活動U-2

研究活動U-4
企業のサイバー攻撃に
対する意識向上対策の検討
～効果的な訓練・教育による
セキュリティ意識向上とその維持～

ANAシステムズ株式会社  福山 史雄 氏
山崎製パン株式会社  中村 駿 氏
東京計器インフォメーションシステム
株式会社  中西 拓也 氏

16:30 - 17:00

※ユニシス研究会の
会員企業向けの情報交換会となります。

※ユニシス研究会の
会員企業向けの年次総会となります。

ユニシス研究会 情報交換会
情報交換会は、会員の皆様同士が枠組みを超え幅広く情報交換できる場です。
全国から大勢のご参加をお待ちしております。

新井 紀子 氏からの
メッセージムービーはこちら

12:30 - 13:10

熊本復興へ、
日本初のインバウンドサービス
スマホマルチ決済＆周遊パスによる
訪日外国人向けおもてなし

日本ユニシス株式会社
在間 靖泰

S-3
人とは何か、健康とは何か
未病の時代に向けた研究と
企業における健康経営の取り組み
株式会社リバネス 取締役副社長 CTO
井上 浄 氏
日本ユニシス株式会社
田中 美穂

S-2

11:00 - 11 :40

ITが変える未来の住宅
日本ユニシスが考える住宅業界への
これからの取り組み

日本ユニシス株式会社
大曲 多久

S-1

エコシステムと共創がもたらすIoT活用の最前線
～模索を続ける利用者が提供者と本音で未来を語る～

鳥巣 悠太 氏
IDC Japan株式会社
Worldwide IoT Team
コミュニケーションズ
シニアマーケットアナリスト

谷 直樹 氏
株式会社NTTドコモ
法人ビジネス本部
IoTビジネス部 部長

特別講演

山平 哲也
ユニアデックス株式会社
エクセレントサービス
創生本部
IoTビジネス開発統括部
統括部長

東 常夫
ユニアデックス株式会社
代表取締役社長

ビジネスエコシステムで未来を創る

「さぁ始めよう 最高のステージ」を目指し
～チームに宿るリーダーシップ～

平岡 昭良
日本ユニシス株式会社
代表取締役社長

倉木 麻衣 氏
シンガー
立命館大学産業社会学部客員准教授
日本ユニシスグループアンバサダー 

平山 優
日本ユニシス株式会社
広報部
シンボルスポーツ室

平岡 昭良
日本ユニシス株式会社
代表取締役社長

石倉 洋子 氏
一橋大学名誉教授

桔 原 富夫 氏
日経BP社 執行役員
日経BP総研 
イノベーションICT研究所
所長

桔 原 富夫 氏
日経BP社 執行役員
日経BP総研 
イノベーションICT研究所
所長

丸 幸弘 氏
株式会社リバネス
代表取締役CEO

オープンイノベーションで、つなげひろげるビジネスエコシステム

齊藤 昇
日本ユニシス株式会社
取締役常務執行役員
CMO

宮田 拓弥 氏
Scrum Ventures
創業者
ジェネラルパートナー

鎌田 富久 氏
TomyK Ltd.
代表取締役

グローバルを駆けるベンチャーたち、そして日本企業は

井上 浄 氏
株式会社リバネス取締役副社長CTO
慶應義塾大学 先端生命科学研究所 特任准教授
株式会社メタジェン技術顧問

齊藤 昇
日本ユニシス株式会社
取締役常務執行役員
CMO

冨田 勝 氏
慶應義塾大学 先端生命科学研究所 所長
慶應義塾大学 環境情報学部 教授

山中 大介 氏
YAMAGATA
DESIGN株式会社
代表取締役

世界的インキュベーションエリアに成長する鶴岡、サイエンスでまちづくり1
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