
2019年6月6日（木）・6月7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

同時開催  ユニシス研究会 全国カンファレンス2019

―サステナブルな 社 会 へ―
ビジネスエコシステムは

人々を、地域を、日本を、地球を救う！



6.6 E-1T hu 1 2：0 0受付開始 12：00 ━ 17：10 展示コーナー
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S-1 基調講演

ユニシス研究会 年次総会
2018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。

※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 情報交換会
情報交換会は、会員の皆さま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。

齊藤 晴伸
ユニアデックス株式会社
常務執行役員

新たな時代の企業が活用すべきITアウトソーシング

スマートコントラクトから
見える世界
～ブロックチェーン基盤の
有効性および、課題について～

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

意識改革で働き方改革
～わたしは幸せになりたい！～

株式会社オカムラ
宇高 沙織 氏
インフォテック株式会社
岡戸 嵩太 氏

AI自然言語解析
チャットボットの取り組み
～ツール比較による
実用性の検証～

近鉄情報システム株式会社
筈山 達也 氏

金融機関における
窓口業務の効率化
～窓口業務受付システム導入
プロジェクトへの取り組み～

株式会社紀陽銀行
福田 剛士 氏　道 紀行 氏

FP生産性による
工数見積りのリスク
～外部ベンチマークの
FP生産性と比較して検証～

東北インフォメーション・
システムズ株式会社
若生 学 氏

新入社員RPAさんの通信簿
～ワタシ シゴト デキマス～

株式会社椿本チエイン
外池 武司 氏
積水ハウス株式会社
中尾 空 氏

働き方の変革（改革）活動に
ついて
～長時間残業の是正から始めて
組織風土改革へ～

株式会社DNP情報システム
徳納 啓樹 氏

運転手のための「車内BGM」
～感情認識×音楽で
安全運転支援～

研究活動

論文活動

論文活動研究活動論文活動

研究活動

論文活動 論文活動

研究活動

白河オリンパス株式会社
熊田 凱 氏
オリンパス株式会社
鵜川 賢史 氏

日本酒を気軽に頼める
環境づくり
～利き酒AI使ってみてよ～

北海道電力株式会社
平井 学 氏
ほくでん情報テクノロジー株式会社
加賀 実咲 氏

PROFILE 
ハーバード大学Ph.D.（経済学）。大阪大学、一橋大学教授を経て、
小渕内閣経済戦略会議議長代理、ソニー株式会社取締役会議長
などを歴任。主要著書に『「AI資本主義」は人類を救えるか』『入門
マクロ経済学』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 副社長執行役員

中谷 巌 氏
株式会社不識庵 代表取締役社長、「不識塾」塾長
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 理事長
一橋大学名誉教授

平岡 昭良
日本ユニシス株式会社
代表取締役社長

平岡 昭良
日本ユニシス株式会社
代表取締役社長

福島 敦子 氏
ジャ－ナリスト

「AI資本主義」は人類を救えるかご挨拶

PROGRAM 各セッション開始日時のご案内



6.7 9：30 ━ 17：50E-2Fr i 9：3 0 展示コーナー受付開始

11 :20-12:00
S-5
セキュリティーインフラを
レジリエントに！
～クラウド時代に求められる
セキュリティープラットフォーム
はこれだ～

ユニアデックス株式会社
森 駿

S-6
一人ひとりの生き方が
広がる社会
～人に寄り添うAIが
ココロとカラダを活性化～

日本ユニシス株式会社
宮村 佳典

10:00-11 :00
S-3 基調講演

PROFILE
1973年、早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。同年三井物産入社。ワシントン
事務所長、三井物産戦略研究所所長、三井物産常務執行役員を経て、現職。『新経済
主義宣言』（新潮社刊・石橋湛山賞受賞）『ジェロントロジー宣言―「知の再武装」で100歳
人生を生き抜く』（NHK出版新書刊）ほか、著書多数。 

寺島 実郎 氏
一般財団法人
日本総合研究所 会長
多摩大学 学長

ジェロントロジー宣言
～100歳人生を生き抜くための「知の再武装」～

11 :00-12:00
S-4 特別講演

宮田 拓弥 氏
Scrum Ventures
創業者／ジェネラルパートナー

“戦略的投資”がスタートアップと大手企業の新たな価値創造を加速する
～日本のさらなるデジタルトランスフォーメーション進展に向けて～

齊藤 昇
日本ユニシス株式会社
取締役 常務執行役員
CMO

12:30-13:10

S-20
DNPのIoTセキュリティー
の取り組み
～「開発から運用フェーズまで」
IoTセキュリティーを支えます～
大日本印刷株式会社
野地 弘 氏
日本ユニシス株式会社
吉澤 穂積

S-7
DX時代だからできる
気候変動適用ビジネス
～気候変化を受け入れて
明るい未来社会を
創るヒント～

ユニアデックス株式会社
小椋 則樹

13:20-14:20
S-9

谷口 優 氏
株式会社宣伝会議
出版・編集取締役
月刊「宣伝会議」編集長

DXで実現する企業と顧客の価値創造型コミュニケーション  
～仮説検証から文脈発見型マーケティングで生活者のQOLと企業のROI向上を目指す～

Digital Acceleration

NeoBank

竹内 裕司
日本ユニシス株式会社
執行役員
ネオバンク戦略本部長

田中 建
日本ユニシス株式会社
執行役員
デジタルアクセラレーション
戦略本部長

15:50-16:30
15:30-16:10

S-13 S-14 S-15
S-11 S-12

特別講演

野村 泰一 氏
全日本空輸株式会社
デジタル変革室
イノベーション
推進部 部長

ブロックチェーンが
街を、商いを変える！
～電子バウチャーで実現
商品の自由な流通と
新しいマーケティング～

株式会社 会津喜多方グローバル倶楽部
取締役会長  松崎 健太郎 氏　取締役 山田 貴司 氏
日本ユニシス株式会社　牧野 友紀

社内適用から見えてきた
RPA導入の勘所
～実体験!RPA（UiPath）適用
の表裏すべて話します～

UiPath株式会社
宍戸 健一 氏
ユニアデックス株式会社
浅井 保行

リーダーが育つ
変革プロジェクトの作り方
～変革ブートキャンプに
リーダー候補を放り込め！～

ケンブリッジ・テクノロジー・
パートナーズ株式会社
バイスプレジデント 白川 克

AI Contact Centerの“今”
～ナレッジの効率的な活用
を促進させるAIを用いた
運用手法とは？～

パーソルワークスデザイン株式会社
松野 淳一 氏
エス・アンド・アイ株式会社
佐々 博音

ANAの顧客情報基盤が意味するものは何か

16:50-17:30

S-8

S-21S-19
S-17

16:30-17:10
S-16 S-18

柔軟な働き方を目指す
ICT活用
～いち早く取り組みを
始めた企業が目指す姿～
静岡ガス株式会社
佐藤 貴亮 氏
日本ユニシス株式会社
坂田 大輔

人と共生しロボットが
変革する小売業の未来
～人手不足と顧客多様化に
対応する店舗への適用事例～

日本ユニシス株式会社
小畑 夕香　大熊 義久

データ・シンギュラリティー
～第四次産業革命の幕開け～

株式会社ギックス 様
日本ユニシス株式会社

ビジネスのデジタル化は
“つながり”で創りだす
～APIエコノミーが変える
新しいバリューチェーンの姿～

日本ユニシス株式会社
上田 潤

決済とアイデンティティー
領域の環境変化
～決済領域からの
アプローチ～

株式会社ジェーシービー
久保寺 晋也 氏

スマホで実現！
新しい家の買い方・売り方
～バーチャル住宅展示場
「MY HOME MARKET®」～

日本ユニシス株式会社
多勢 正英

14:20-15:20
S-10

Smar t Town

Asset Guardianみんなと創るあなたと創るスマートタウン  ～ノスタルジーとテクノロジーが織り成す安心で安全な共感型社会～
永島 直史
日本ユニシス株式会社
執行役員
スマートタウン戦略本部長

伊藤 聡子 氏
フリーキャスター
事業創造大学院大学
客員教授

森口 秀樹
日本ユニシス株式会社
執行役員
新事業創出部長

セッション
テーマ

Digital Acceleration Asset Guardian

Smar t Town

ユニシス研究会

NeoBank

※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・団体の皆さまを対象
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。また、日本ユニシス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。
※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。



新たな時代の始まりに、創立30周年を迎えるユニシス研究会は、「BITS2019」と
共に初日6月6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、2018年度の優れた執筆論文や研究活動の発表
をします。続く「年次総会」ではユニシス研究会をはじめ、ビジネスに刺激を、業界
に気づきを与える進取性の高い、創造性豊かな活動を成し遂げた個人やグループ
に贈られる2018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。

ユニシス研究会
全国カンファレンス2019

展示コーナー

6.6 T hu
1 2 :00-17: 1 0

6.7 Fr i
9 :30-17:50

BITS2019では、日本ユニシスグループにおけるデジタルトラ
ンスフォーメーション実現への取り組み、社会課題の解決と
“SDGs”の達成に向けた貢献などを紹介します。またデジタル
アクセラレーション、アセットガーディアン、スマートタウン、
ネオバンクの4つの注力領域における最新事例なども集めま
した。ぜひ展示コーナーへも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。

ご来場の皆さまと日本ユニシスグループが連携し、ビジネスエコシステムに
よる新たな価値創造を目指す、特別相談会を実施します。関心のある展示が
ございましたら、事前にBITS2019公式サイトの専用フォームから、お申し
込みください。当日、専用スペースにて各担当者が対応いたします。

https://bits.unisys.co. jp/2019/tokyo/businessecosystem_networking.html

特別相談会

ビジエコネットワーキング

SDGｓ（持続可能な開発目標：Su s t a i n a b l e  D e v e l o pme n t  
Goa ls）とは、2015年9月の国連サミットで採択された、人と地球の
未来のために2030年までに解決すべき17の目標です。国際社会
で普遍的に適用されるこれらの目標を達成するために企業への期待
も高まっています。日本ユニシスグループはビジネスエコシステムを
通じて、SDGｓの達成に向けて貢献していきます。

事前アポイント制

検索B I T S 2 0 1 9

※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・団体の皆さまを対象
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。

ユニシス研究会

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USOLベトナム

会場へのアクセス

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・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

https://bits.unisys.co.jp/2019/tokyo/

ユニアデックス日本ユニシス

主催

共催

3番出口

4番出口

13番出口

赤坂駅

六本木駅
首都
高渋
谷線

外堀通り

桜
田
通
り

溜池
山王駅

虎ノ門駅

神谷町駅神谷町駅六本木
一丁目駅

ANAインターコンチネンタルホテル東京

赤坂
ツインタワー
赤坂
ツインタワー

ホテル
オークラ東京
ホテル
オークラ東京

アークヒルズアークヒルズ

M A P

キャナルペイメントサービス

事前登録制参加費無料


