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2019年度の UNIRITA ユーザ会研究

部会活動は、118社294名の皆さまに

ご参加いただき、1年間の活動を行いま

した。研究部会活動キックオフとなる春

の全体会から始まり、合同合宿、冬の

全体会、研究発表練習会などを通して、

研究メンバの皆さまには主体的な活動

を行っていただきました。

例年 で あ れ ば1年間 の 研究成果 を

UNIRITAユーザシンポジウムにて発表

していただいていますが、2020年3月

に予定しておりました第37回UNIRITA

ユーザシンポジウムは、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により開催中止とい

たしました。

シンポジウムを楽しみにしていただいた

皆さまには残念な想いをさせてしまった

かと思いますが、皆さまの安全を第一

に考えた結果ですのでご理解いただけ

れば幸いです。

なお、UNIRITAユーザ会研究部会活動

にご参加いただいた研究メンバの皆さ

まが研究してきた成果を何とか披露す

る場を設け、フィードバックを行いたい

という想いから、音声付き研究発表資

料を提出していただき、ユーザ会ホーム

ページに発表結果を公開させていただ

きました。

研究メンバの皆さまにおかれましては、

各企業の対応方針による在宅勤務など、

研究グループ活動が難しい状況にも関

わらず対応していただけましたこと、また、

研究メンバのご関係者さまには発表資

料の提出をサポートしていただけました

こと、この場をお借りして心よりお礼申

し上げます。

今年度は、新たな試みとしてリモートに

よる研究部会活動を行います。多くの

皆さまの積極的なご参加を心よりお待

ちしております。

●普段関わりの少ないエンジニアの方
と研究活動を行うことで、自身の興味
の幅が広がりました。また、自社内の
打ち合わせが多い中で、考え方の違
う他社の方と一つのことを作り上げた
経験は自分の成長に繋がりました。

●初見で集まったメンバとのコミュニケー
ションやタスク割り振り、進捗管理な
ど、とても苦労した点であり勉強にな
りました。

●年齢もスキルもバラバラの人たちとの
交流を通じて、技術面や精神面で多く
のことを得ることが出来ました。

UNIRITAユーザ会研究部会
活動のご報告

2019
年度

研究メンバの声

2019年5月 春の全体会の様子

2019年7月 東日本合同合宿の様子
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2019年度 UNIRITAユーザ会研究発表

受賞報告

IE12：AI 技術の活用
SNS×AIマーケティング
～ SNSから最新トレンドを暴く～

東日本情報活用研究部会

株式会社アイエスエフネット 佐々木 大輔
イオンディライト株式会社 内山 雄亮
SBSリコーロジスティクス株式会社 菊地 大和
株式会社NTTデータCCS 有森 哲也
株式会社オカムラ 家長 道宏
株式会社クエスト 小川 拓朗

コスモエネルギーシステムズ株式会社 嶋﨑 恒貴
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 勝畑 里美
株式会社無限 松本 佳純
株式会社ユニリタ 阿部 美智子
株式会社ユニリタ 吉川 公隆

優秀活動賞

OE05：クラウド時代の運用管理の在り方
拝啓 オンプレ担当者様

～クラウドへの旅のしおりを入れております～

東日本システム運用研究部会

株式会社アークシステム 西川 英樹
株式会社アイネット 丸山 尚也
株式会社アイネット 齋藤 敦
NTTコムウェア株式会社 竹内 真樹
株式会社オカムラ 河合 義隆
株式会社クエスト 平尾 純一
ケージー情報システム株式会社 関口 篤

さくら情報システム株式会社 川邊 茂和
SOMPOシステムズ株式会社 金子 優介
株式会社無限 望月 志郎
山崎製パン株式会社 山口 優美
株式会社YE DIGITAL 城川 渉
株式会社ユニリタ 清水 直樹
株式会社ユニリタ 瀧澤 隆弘

優秀活動賞

GW03：ITを駆使した働き方改革の研究
NO MORE 時間泥棒！

～音声分析・統計技法による令和の会議改革～

西日本合同研究部会

旭化成株式会社 蔵本 真理
株式会社オージス総研 桑原 大輔
株式会社オプテージ 清水 誠
さくら情報システム株式会社 福田 麻衣
情報技術開発株式会社 冨永 一貴
ダイハツ工業株式会社 田中 智也
株式会社ダイフク 藤江 加奈子

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 棟田 勇
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 藤川 靖之
株式会社ノエビアホールディングス 金城 仁
兵庫県信用農業協同組合連合会 常峰 歓人
株式会社ユニリタプラス 二見 徳人
株式会社ユニリタプラス 橋本 学

優秀活動賞

IE09：企業 YouTuberのマーケティング戦略
時代の波に乗り遅れるな！

～YouTuberになって企業マーケティングやってみた～

東日本情報活用研究部会

株式会社アイエスエフネット 藤本 裕也
出光興産株式会社 日比 滋元
株式会社エムアンドシーシステム 吉原 拓人
株式会社システムフロンティア 小林 つかさ
昭和シェルビジネス＆ITソリューションズ株式会社 藤田 渉

株式会社タカインフォテクノ 將基 史忠
株式会社データ総研 齋藤 威
株式会社フジシステムズ 青島 さやか
株式会社ユニリタ 鵜澤 祐輔
株式会社ユニリタ 伊藤 聖一郎

優秀活動賞

西日本情報活用研究部会

Fintechだけじゃない！ブロックチェーンの大きな可能性！！
～ SNSで広がるペットコミュニティ～

IW01：ブロックチェーンの実践的な導入

審査員特別賞

旭化成株式会社 中川 剛志
株式会社オプテージ 太田 北斗
京セラ株式会社 梅若 星
近鉄情報システム株式会社 高山 智充
株式会社ダイフク 池本 光大

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 西田 俊樹
株式会社リンクレア 小坂 真喜子
株式会社ユニリタプラス 梅村　材
株式会社ユニリタプラス 吉岡　佳音

中部システム運用研究部会

人間工学によるヒューマンエラー対策
～最終的かつ不可逆的な解決～

ON02：ヒューマンファクターに基づくヒューマンエラー対策

審査員特別賞

株式会社KYOSO 小池 貴裕
株式会社トヨタシステムズ 前田 かず美
株式会社豊通シスコム 尾毛川 直人
株式会社ナイス 松本 裕介

日東工業株式会社 酒井 道隆
株式会社ビーティス 大平 圭
株式会社ユニリタ 松岡　親司

東日本情報活用研究部会

学習×テクノロジーの可能性
～モチベーションの維持 [LINE×AWS] ～

IE06：学習×テクノロジーの可能性

審査員特別賞

株式会社エムアンドシーシステム 三澤 陽和子
株式会社エムアンドシーシステム 髙橋 一将
MS&ADシステムズ株式会社 窪田 真
株式会社K-BIT 川端 芙由子

株式会社システムエグゼ 千野 武之
株式会社ユニリタ　 田中　大地
株式会社ユニリタ　 古山　俊輔

西日本システム運用研究部会

RPA 運用地獄からの脱出
～置き去りにされた管理者たちへ～

OW01：RPA 導入を成功させるポイント

審査員特別賞

株式会社KYOSO 小田 裕之
第一工業製薬株式会社 山本 大吾
株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 加藤 晃一
株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 西岡 智美
ナカバヤシ株式会社 徳光 哲也

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 神山 将一
日本精線株式会社 佐々木 拓真
ユニチカ株式会社 関谷 佑美
株式会社ユニリタプラス　 中村　依理子
株式会社ユニリタプラス　 北方　一騎

東日本情報活用研究部会

スマートスピーカーって実際どうなの？
～天気を教えてくれるだけじゃない～

IE05：スマートスピーカーのビジネス活用
最優秀
活動賞

ANAシステムズ株式会社 福永 恭子
株式会社NTTデータテラノス 恩田 依以子
株式会社エムアンドシーシステム 関口 知世

三愛石油株式会社 笹木 稔
株式会社匠BusinessPlace 翠 寛人
TISシステムサービス株式会社 福永 吉昌

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 齊藤 功
株式会社ビーティス 牧 翔平
株式会社フジシステムズ 大石 淳之

株式会社プラネット 荒木 祐介
株式会社ユニリタ 吉田 英司
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9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新型コロナウイルス感染症拡大の対策として、今年度は例年とは形式を変え、
新たな試みとしてリモートによる研究部会活動を行います。

リモート会議ツールを使用して、月1～2回のペースで

研究活動を行います。また、例年の研究部会活動と

比べて研究期間が短いことから、テーマ選定にかか

る時間を短縮するために、従来よりも絞り込んだ研究

テーマを用意しています。

1グループのメンバー数は6名程度を想定しています。

また、リモートによる研究は初めての試みであること

から、分析や考察を主とした調査研究（調査を実施し、

その結果を分析・考察する研究）を行います。

参加者全体のイベントとしては、2020年9月と2021

年1月に全体会、3月に発表会を予定しており、すべて

リモート開催を予定しています。

今年度の研究活動は例年と進
め方が異なるため、研究部会
の参加者は右記の参加条件を
満たす必要があります。

2020年9月、2021年1月に全体会、3月に発表会を予定しています。

▶今年度研究部会活動について

活動概要

スケジュール案

※国内情勢により集会が可能な場合に限り実施する。

研究の
主な流れ

カメラ、スピーカー、マイクが
搭載されたPCもしくは
タブレット端末を持っていること

インターネット環境が
整っていること

研究の
方向性決め
（1ヶ月）

調査研究
（4ヶ月）

仕上げ
（1ヶ月）

全体会 合宿※ 全体会 発表会
発表資料

提出

注意事項

2020年度 UNIRITAユーザ会
研究部会活動

UNIRITA Users' Group

2020年 2021年
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研究テーマと研究概要

お申し込み・詳細はユーザ会ホームページをご覧ください。
2020年度の全国の研究テーマの詳細を公開しています。

応募方法と募集期間

▼ https://www.uniritauser.jp/research-activities/ 

ユニリタユーザ会 検索

東日本地区 （情報活用研究部会）

リモートワークの 
ベストプラクティス
新型コロナウイルス感染症拡大の対策として、多く
の企業が在宅勤務を実施したことで、様々なメリッ
トとデメリットを経験しました。今後も発生しうる
感染症や自然災害に備えて、自宅に限らずリモート
で働くための体制や設備を整えることが重要な経
営課題となってきています。
本研究グループでは、在宅勤務にかかわる実体験
を共有し、リモートワークで業務を継続するための
課題や施策、メリット・デメリットについて、会社と
個人の両方の視点で調査と議論をします。その結
果から、リモートワークのベストプラクティスを導き
出します。

中部地区

開発・運用現場における 
リモートワーク改善
働き方改革として準備しつつあったリモートワーク
が、新型コロナウイルス対策で突如本格導入となり、
各社対応に追われました。緊急事態宣言が明けて
もこの先の余波に備え、リモートワークがいつでも
できる職場、リモートワーク中心の職場へと変革が
必要な時を迎えています。
本研究部会では、開発・運用の現場におけるリモー
トワークの実施前、実施、実施後の変化を振り返り、
生産性、業務精度、進捗管理、コミュニケーション、
連携作業など様々な場面で見えてきた課題や問題
点を洗い出し、Withコロナ、Afterコロナに対応で
きる改善策について調査・研究します。

東日本地区 （システム運用研究部会）

IT 運用業務の 
リモートワーク実現
新型コロナウイルスの影響により、緊急事態宣言
が発出されたことで多くの企業では原則在宅勤務
の状況となりました。
このような状況の中で、システム運用部門は、物理
的なスイッチの操作を伴う業務、セキュリティの観
点からリモートではできない業務があり、他部門に
比べて在宅率が低く、当番・シフト制など工夫をし
て出社している傾向にあります。本調査研究では、
各社の実態を調査し、リモートワークに移行できな
い業務やリモートワークにおける課題解決のため
のアプローチについて調査研究します。

西日本・九州地区

最新技術で実現する 
コミュニケーション革新と 
リモートワークの在り方
コロナ影響により、各企業は新しい仕事のスタイル
に対応する為にハード、ソフト両面の工夫に直面さ
れています。
本研究グループでは、リモートワーク特有の問題や
課題を探り、最新技術の活用によって、企業活動の
維持向上と、より快適な環境づくりを目指したリモー
トワークの在り方を研究します。
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UNIRITA Users' Group

ITゼミナール、マネジメント研究会の詳細はユーザ会ホームページにて公開しますので、お楽しみに！

▼ https://www.uniritauser.jp

2020年度 UNIRITAユーザ会
情報交換活動

マネジメント研究会

マネジメント研究会は、全国の部門長・マネージャクラスの方々を対象にマネジメ

ントの立場から見た情報システムにまつわる最新の話題を幅広く取り上げ、有益

な情報を持ち帰っていただくこと、また、情報交換を行うことを目的としています。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により集まっての活動を行うことがで

きない可能性があるため、Web形式での開催を予定しています。

● 2020年11月
● 2021年2月

開催時期

ITゼミナール

● 2020年10月
● 2021年1月

開催時期

これまでのITフォーラムの活動内容の幅を広げ、今年度よりITゼミナールに

名称を変更して活動します。

ITゼミナールは、話題となっているIT 技術・業務革新動向をテーマとした講

義あるいは、討議・情報交換を行います。または、1つのテーマを小人数の同

一メンバで2～3回に渡り討議･情報交換するための勉強会を行うことで、有

益な情報を持ち帰っていただくことを目的としています。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により各企業は出社することが

できず、Web会議や離れた場所にいる社員とのコミュニケーションなど、様々

な課題を抱えながらリモートワークを行っているという実態があります。そこで、

今年度のITゼミナールはリモートワークをテーマにWeb形式での講義を予

定しています。
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役員・代表の紹介 2020年度のUNIRITAユーザ会役員・代表の方々をご紹介します。

会計幹事

小池 拓
株式会社ユニリタ
執行役員

幹事

河村 優司
さくら情報システム株式会社
執行役員
サービス事業本部 本部長

会長

後藤 聖央
ソニー生命保険株式会社 執行役員
ITデジタル戦略本部 本部長
兼 同本部 基盤システム統括部
統括部長

幹事

久保 知裕
出光興産株式会社
情報システム部 部長

幹事

山口 公晃
ケージー情報システム株式会社
取締役営業企画部長

幹事

井上 勝
第一生命保険株式会社
ITビジネスプロセス企画部
IT 運用管理課 課長

幹事

深沢 修
旭化成株式会社
パフォーマンスプロダクツ事業本部
企画管理部 業務推進室 室長
兼 IT 統括部 部付

幹事

渡辺 順
株式会社日立ビルシステム
IT 本部 担当本部長
兼 情報セキュリティ部 部長

幹事

根崎 周一
生活協同組合連合会
東海コープ事業連合
専務理事

幹事

丸田 俊彦
ANAシステムズ株式会社
上席執行役員

幹事

髙橋 博実
三菱 UFJインフォメーション
テクノロジー株式会社
デジタルプロデュース部 部長

幹事

田中 久子
SOMPOシステムズ株式会社
執行役員 ITサービス本部長

幹事

中俣 幸二
リコー ITソリューションズ株式会社
ビジネスプロセス革新事業部
インフラマネジメント部 部長

幹事

渡辺 浩之
株式会社ユニリタ
常務執行役員

九州地区代表
情報活用・システム運用
研究部会代表

永浦 秀敏
株式会社インフォセンス

マネジメント研究会会長
マネジメント研究会会長

山口 公晃（兼任）
ケージー情報システム株式会社

I T ゼミナール代表
IT ゼミナール代表

中俣 幸二（兼任）
リコー ITソリューションズ株式会社

役員

東日本地区代表
情報活用研究部会代表

田中 豊久
株式会社匠 BusinessPlace

システム運用研究部会代表

坂巻 弘織
出光興産株式会社

西日本地区代表
情報活用・合同研究部会代表

近藤 寿和
ユニチカ株式会社

システム運用研究部会代表

坂元 弘樹
株式会社 CACオルビス

システム運用研究部会代表

杉本 浩彰
株式会社トヨタシステムズ

中部地区代表
情報活用・合同研究部会代表

山口 聡
株式会社ダリヤ
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昨年度はシンポジウムが中止になってしまいましたが、
皆さまのご協力のおかげで音声付発表資料を用いた
研究発表を行うことができました。本当にありがとう
ございました。
今年度は集まっての活動ができませんが、リモート
での研究活動ができるように調査研究テーマを設定
してメンバ募集を開始いたしました。
研究活動の開始は9月を予定しております。例年と

比べて半年という短い期間ではございますが、時勢
に沿ったテーマを設定しておりますので、奮ってご参
加ください。
事務局としても初めての試みとなりますが、安全を第
一に考えつつメンバの皆さまにご満足いただけるよ
う活動を行う所存でございます。今年度もよろしくお
願いいたします。

編集後記

事務局より

2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

研究部会
運営会議 5/20(水 ) 11/11(水 )

幹事会 6/12(金 ) 11/20(金 ) 2/5(金 )

東
日
本

情報活用
研究部会

全体会
9月予定

全体会
1月予定

発表会
3月予定

システム
運用
研究部会

中
部 研究部会

西
日
本
・
九
州

研究部会

マネジメント
研究会 11月予定 2月予定

ITゼミナール 10月予定 1月予定

2020年度
年間スケジュール（2020年4月～2021年3月）
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