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6月2日（木）～3日（金）の両日にわたり、企業ビジネスに役立つ各種ICTサービスを実感いただけます。

アクセス
●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

クラウド / アウトソーシング（U-Cloud™）
製造業支援SaaS普及協会（SCMI）のSaaS

クラウドビジネス促進の場 「ビジネスパーク®」

企業におけるスマートフォン活用とクラウドサービス

SaaS型基幹業務ソリューション

住民の命をつなぐ救急医療クラウドサービス

コミュニティナレッジポータル「NeXtCommons®」

SaaS型サービス「スパークメール® & AirTriQ®」

Cloud OS「CloudStack™」

ICTインフラをシンプルに「IBM System x®」

デルの提案するワンストップで実現する仮想化ソリューション
～モバイル端末からストレージまで～

次世代 ICTプラットフォーム基盤「Cisco UCS & Nexus」
～事業継続、在宅勤務への適用～

ビジネスイノベーション
米国発！先進「ClearPath®」利用技術最前線

購買・調達ソリューション

DigiDmeister™ （住宅設計用3次元CADシステム）

顧客マーケティングを強化する！リスト診断システム「ListDiag．®」

本当に必要なことを真剣に考えたコールセンターアプリケーション
UNIVERSALCRM®　CallcenterApplication「UCCAP」

環境ビジネスへの取組み

ペーパーレスでコスト削減！
「e文書Station®」モバイル活用で変わるワークスタイル

「Karte Cloud」 無床クリニック／診療所様向け電子カルテサービス

事業継続を実現するビデオコミュニケーション

スマートフォン・メディアタブレット端末の認証ソリューション

スマートフォンの企業利用を進化させるソリューション「uniConnect」

スマートフォン接続パッケージ

ビジネスパーソンのための“朝の情報源”

リスクマネジメント
安全に社内の機密情報を守る！～セキュアファイル共有システム
「SecureTrunk」＆SaaS型 「iSECURE® eラーニングセキュリティ教育サービス」

“ブロックからコントロールへ”　次世代ネットワークセキュリティ

地球にやさしいセキュリティー「Crossbeam®」

強固なセキュリティと利便性を両立させたシンクライアントソリューション
「Secured Desktop Cloud」

次世代免震装置・ラック一体型冷却システム・図書殺菌装置「DoctorBook」

「everRun MX」で災害を乗り切るシステムを実現！

システムマネジメント
IP&Aで障害時の影響に先回り 統合システムマネジメントサービス

情報を可視化する「ADMi-21®G7」

国内初！SCSMネイティブなIT資産管理ソリューション

統合監視ソフトウエア「Zabbix」

LCMサービス

グローバルICTコンシェルジュデスクへようこそ！

Access Map
会場へのアクセス

6月2日（木）　12:30～18:00 / 6月3日（金）　10:00～18:20Business Showcase  展示・デモのご案内

特設コーナー　～災害発生時の事業継続のために～
経済産業省は、今夏の電力需給対策として、業界や複数企業が一体となった、大幅な
消費電力削減目標を盛り込んだルールを整備しようとしています。そのような状況下
で、企業が事業継続をしていくためには…。災害発生時においても、在宅勤務、リモー
トアクセスなどにより業務遂行が可能となる各種サービスについてご紹介します。

検索BITS2011

最新の情報はWEBサイトをご確認の上、お申込みください。

http://bits.unisys.co.jp/2011/
参加費無料 事前登録制

※講師、講演内容は都合により変更させていただく場合がございます。
※今後の震災および電力の状況により、内容の変更または中止をする可能性がございます。
※記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。



ユニシス研究会　エッカート賞表彰式
エッカート賞は、コンピューターの生みの親として著名なエッカート博士にちなんで、昭和41年（1966年）に制定された賞です。
毎年、ユニシス研究会活動（グループ研究、論文、支部活動、機関誌の投稿記事など）の中で、特に優れたものに対して贈られます。
※ユニシス研究会の会員企業の方のみご参加いただけます。

株式会社三菱東京UFJ銀行
法人企画部 法人事務改革室

 次長　永井 統一 氏

佐賀県
健康福祉本部医務課

医療支援担当 主査　円城寺 雄介 氏

株式会社インフォマート
取締役開発本部長　長浜 修 氏

エイチアールワン株式会社
システム企画部 統括部長　池田 泉 氏

日揮情報システム株式会社
マーケティング室　深池 敏光 氏

株式会社ミキ情報システム
取締役 システム部長　川口 昌典 氏

株式会社日本生工技研
代表取締役　若山 昇一 氏

日本ユニシス株式会社
エネルギー事業部 次世代ビジネス部

鈴木 康史

プロジェクト・プランニング
～コンサルタントのメシのタネ公開～

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社
ディレクター　白川 克

多様化・高度化する
購買業務に打ち勝つ改革
～開発購買、取引先管理、BCP等、重責を負う
購買の役割を支援！～

日本ユニシス株式会社
製造工業事業部

SRMプロジェクト長　村高 浩司

進化するエンタープライズクラウド
～U-Cloudのラインナップ紹介～

日本ユニシス株式会社
ICTサービス事業部

U-Cloud推進部長　廣田 博美

日本ユニシス株式会社
公共サービス事業部 公共営業一部

内海 裕介

ものづくりを支えるクラウド
～生産管理・設備保全・作業改善業務をSaaSでサポート～

「U-Cloud™（ユークラウド）」は、日本ユニシスグループが提供する“ICTサービス”
の総称です。 「U」には、あらゆるニーズや変化に対応する「Utility」、高い利便性
をもたらす「Useful」、 既存のシステムと密接につながる「United」という日本
ユニシスグループがもつ優位性、そしてあなたの企業のためのクラウドである
ことを表す「You」が集約されています。

独立行政法人産業技術総合研究所
デジタルヒューマン工学研究センター

センター長　持丸 正明 氏
グンゼ株式会社

取締役　小澤 七洋 氏

株式会社ユナイテッドアローズ
上席執行役員

事業支援本部 本部長　佐川 八洋 氏

日本ユニシス株式会社
ビジネス創出センター コンサルティング室

永沼 雅史

ユニアデックス株式会社
戦略マーケティング部

村上 努

日本ユニシス株式会社
サービス企画部 プラットフォーム企画室

佐藤 雅則

ユニアデックス株式会社
戦略マーケティング部

高橋 優亮

ユニアデックス株式会社
システムマネジメントセンター サービスデザイン部

齋藤 寛
日本ユニシス･ビジネス株式会社

業務企画推進部
林田 安弘

日本ユニシス株式会社
製造工業事業部

アフターサービスプロジェクト長　多勢 正英

ユニアデックス株式会社
システムソリューション統括部 戦略技術部

　チームリーダー　藤田 勝貫

「機械系CAD、建築系CAD、
含有化学物質管理ソフトウェア」のSaaS化
～日本ユニシス・エクセリューションズ プロダクトの
SaaS化への取組み～

日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社
システム統括部

市場開発技術室長　辻川 仁
諸星 潤

マルチデバイス化時代に向けた
これからのWebサイトデザイン革命
～HTML5を利用したスマートフォン・
タブレットの活用とユーザー中心設計～

日本ユニシス株式会社
システム統括部

ECラボ室長　有家 正博

さらば管理の手間たち！
安価・らくらく障害監視
～運用のプロならではの-Zabbix-の
機能強化と、他商材との融合を提案～

ユニアデックス株式会社
システムソリューション統括部 戦略技術部

刈込 純一
日本ユニシス株式会社

サービスインダストリ事業部
戦略ロジスティックス一部長　新堀 聡

クラウド環境の快適な利活用を実現
する、WAN最適化・高速化
～WAN最適化技術の新たな展開と
仮想環境での活用～

株式会社ネットマークス
マーケティング部

髙木 経夫

ユニシス研究会紹介コーナー
ユニシス研究会は、
日本ユニシスグループのユーザー会です。

こちらのコーナーでは、企業の枠組みを超え
た研究活動など活動全般についてのご案内
を行っております。現在入会キャンペーン中
につき、初年度の年会費が無料になります。
ぜひ、この機会にお立ち寄りください。

   　は

ユニシス研究会活動の
成果発表セッションです。
（2010年度優秀研究活動グループおよび入賞論文）

U-1 U-9～

【略歴】
1935年、大阪市出身。
東京大学経済学部卒業（1960年）後、通商産業省入省。日本万国博覧会の提案、企画・実施に携わる。
沖縄開発庁に出向中には沖縄国際海洋博覧会および観光開発を手掛けた。
1962年通商白書では「水平分業論」を展開し、世界的に注目される。1978年に退官。
作家として予測小説手法を開発、「油断！」「団塊の世代」「平成三十年」等のベストセラーの他、
歴史小説「巨いなる企て」「峠の群像」「豊臣秀長」「世界を創った男 チンギス・ハン」等を執筆。
また1985年に出版した経済理論「知価革命」は世界8カ国語に訳され国際的評価を得ている。
1998年7月～2000年12月まで経済企画庁長官を歴任。
2010年上海万国博日本産業館代表兼総合プロデューサーを務め、好評を博する。

G-1

オリンパスメディカルシステムズ株式会社　寺田 尚也 氏
日本ユニシス株式会社　尾崎 修一　 

株式会社キユーソー流通システム　塩川 恭浩 氏
中部電力株式会社　吉川 裕己 氏

社外Webサービスを実現する共通インフラ基盤構築事例
～Webサービス連携インフラ基盤の取組み～

北陸グループ　ツイッターやってます！
～旬な“つぶやき”で盛り上げまっし!金沢・近江町市場～

株式会社中電シーティーアイ  安藤 直樹 氏
岡田 浩二 氏

金沢信用金庫　山下 照智 氏
トナミ運輸株式会社　土部 剛 氏　

近鉄情報システム株式会社　鹿子 禎一 氏
アトラス情報サービス株式会社　矢野 雄大 氏

ほくでん情報テクノロジー株式会社　島 素美礼 氏
北海道電力株式会社　濱野 義寿 氏

関東12グループ　ダイレクトマーケティングにおける顧客戦略について
～顧客情報の活用実態と課題～

効果的なPMO運営 関西4グループ　スマートフォンとICTで観光ビジネス
～「旅ったー」でまわりゃんせ～

株式会社DNP情報システム　佐藤 正人 氏

中部電力株式会社　杉本 浩明 氏

関東6グループ　業務の見える化とは?
～属人化撲滅委員会～

アプリケーション仮想化における
業務レスポンスの問題解決について
～仮説検証型の調査・分析～

北海道グループ　スマートフォンの観光ビジネス活用検討
～札幌と世界を言葉でつなぐスマートフォン～

トヨタ車体株式会社　酒井 宏和 氏
株式会社ユーフィット　松永 圭 氏　

中部1グループ　若手IT技術者の失敗
～失敗したって、ええじゃないか！～

ご挨拶

基調講演
日本経済復興のシナリオ

作家
経済評論家

堺屋 太一 氏

日本ユニシス株式会社
代表取締役社長
籾井 勝人

17:50
|

19:20

16:50
|

17:30

【略歴】
1945年、神奈川県出身。
1968年一橋大学経済学部卒、外務省入省。1991年退官。
同年、岡本アソシエイツ設立、代表取締役就任現在に至る。
橋本内閣で1996年-1998年総理大臣補佐官（沖縄担当）。
小泉内閣で2001年9月より内閣官房参与、2003年4月より2004年3月まで総理大臣補佐官（イラク問題担当）。
NPO法人「新現役ネット」理事長、立命館大学客員教授。
国際問題の専門家として、政府関係機関や企業への助言活動の傍ら、講演や新聞、雑誌への執筆など幅広く活動。
著書に、「知の超人」（産経新聞出版）、「砂漠の戦争～イラクを駆け抜けた友奥克彦へ」（文藝春秋社）、
「日米同盟の危機-日本は孤立を回避できるか」（ビジネス社）、「生きのびよ!日本」（朝日新聞社）、
「ニッポン再生最前線」（都市出版）、「さらば漂流日本」（東洋経済新報社）等。
（その他に朝日新聞社より「岡本行夫-現場主義を貫いた外交官90年代の証言」が出版されている）

G-2

外交評論家
岡本アソシエイツ 代表

岡本 行夫 氏 

特別講演
国際情勢から読む明日のビジネス

15:50
|

16:30

10:25
|

11:05
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三菱東京UFJ銀行でのクラウド活用事例
～SASTIKサービスを利用した
行員向けの自己啓発環境を構築～

活用事例
先端ICT技術を駆使して医療崩壊を防げ！
～佐賀県が挑む救急医療現場の
ICT推進事例からの提言～

活用事例

活用事例にみる「U-Cloud IaaS」
～「所有」から「利用」へ。ユーザーが語る
U-Cloud IaaS適用のポイント～

活用事例

Unisys Corporation
Technology, Consulting and Integration Solutions

James W. Thompson

米国発！メインフレーム利用技術最前線
～ロードマップとオープン環境での活用事例～

※同時通訳あり
総務省実証実験にみる「図書館による
電子書籍活用」の要点と可能性
～総務省「新ICT利活用サービス創出支援事業」
の活動成果紹介～

活用事例

活用事例にみる「U-Cloud SaaS」
～「必要な時に、必要な分だけ。」
U-Cloud SaaS適用のポイント～

日本ユニシス株式会社
ICTサービス事業部

活用事例 活用事例 活用事例 スマートフォンの
ビジネス活用に更なる一手を！
～企業の電話を「スマート」にする
内線化ソリューション『uniConnect』～

エス･アンド･アイ株式会社
執行役員 第二事業部長　村田 良成

EV用充電インフラシステムサービス
の概要
～「smart oasis®」によるサービス事例の紹介～

A-1

A-7

A-11

A-2 A-3 A-4 ビジネスイノベーション

A-8 ビジネスイノベーション

U-1 ユニシス研究会入賞論文発表 U-2 ユニシス研究会グループ研究発表 U-3 ユニシス研究会グループ研究発表

U-4 ユニシス研究会入賞論文発表 U-5 ユニシス研究会グループ研究発表 U-6 ユニシス研究会グループ研究発表

U-7 ユニシス研究会入賞論文発表 U-8 ユニシス研究会グループ研究発表 U-9 ユニシス研究会グループ研究発表

A-9 A-10 クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）

クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）

クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）

クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）

クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）

クラウド /アウトソーシング（U-Cloud）クラウド /アウトソーシング（U-Cloud） クラウド /アウトソーシング（U-Cloud） A-5 ビジネスイノベーション A-6 ビジネスイノベーション

体形データ活用による新しいサービス・ものづくりの世界
～「カラダすっきり3Dナビ」が実現する次世代型サービス～

顧客数を切り口とした
マーケティング戦略や経営判断手法
～顧客価値最大化に向けた新たなアプローチ～

PCマイグレーションなら
絶対シンクライアント
～PCマイグレーションをスムーズに実現する
シンクライアント・ソリューション～

セキュリティ対策を変える！
ビジネスが変わる！
最新ソリューション紹介エクスプレス！
～セキュアファイル共有とWebを守るセキュアクリニック～

B-1 B-4 ビジネスイノベーション

ビジネスイノベーション

B-5 リスクマネジメント B-6 リスクマネジメント

日本ユニシスが考えるアフターサービス
業務のトータル・コンセプトと
その実現による価値向上と利益創出

こう変わる！クラウド時代のデータ連携
～クラウド活用に必要なデータ連携の
要件とサービス紹介～

顧客ニーズを掴むCRM情報戦略
～消費者に選ばれる企業の顧客情報活用とは～

クラウドと仮想化の大転換
～災害を乗越えて
～ロードマップ激変！
エバンジェリストが語る今後のITのありかた～

固定観念を捨てよう！
ICTマネジメントの新たな形
～IP&Aで障害時の影響に先回り、
統合システムマネジメントサービス～

紙文化からの脱却！
日本ユニシスグループ事例
～e文書Station®でできる！
コスト削減、事業継続（BCP）対策、ワークスタイルの変革～

活用事例

B-7 B-10 B-11 B-12B-9 ビジネスイノベーションB-8 ビジネスイノベーション

B-3 ビジネスイノベーションB-2 ビジネスイノベーション

物流情報プラットフォーム
「UNITRA®」を活用した物流革新事例
～クラウドサービスを活用した
物流情報可視化の新たな仕組みづくり～

活用事例

システムマネジメント

B-13 B-14 B-15 B-16 B-17ビジネスイノベーションビジネスイノベーション システムマネジメント

ビジネスイノベーション

9:30
|

10:10

16:20
|

17:00

17:20
|

18:00

15:20
|

16:00

11:20
|

12:00

6月3日（金）　9:30～18:00（受付開始 9:00）Day2 Session

6月2日（木）　13:30～19:20（受付開始 12:30）Day1 Session

Session & Business Showcase Theme
セッション・ビジネスショーケース テーマ

ビジネスイノベーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 企業のビジネスを加速

クラウド / アウトソーシング（U-Cloud） ・・・・・・・・・ 経営資源の外部活用

リスクマネジメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ リスク軽減による事業継続

システムマネジメント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ システム運用管理の効率化 

参加費無料 事前登録制
※講師、講演内容は都合により変更させていただく場合がございます。
※今後の震災および電力の状況により、内容の変更または中止をする可能性がございます。
※記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。


