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今年度の研究部会活動は、全国で25のグループが活発な活動を行っています。
各グループより、グループの紹介とシンポジウムでの発表に対する抱負などを語っ
ていただきました。3月の発表にご期待ください。

東日本地区 東日本地区

IE01には、代表と副代表以外にも経験豊富なメンバが在籍しています。シン
ポジウムでの発表は行いませんが、各研究グループの研究活動について支援
を行っていきます。

橋本 隆史［カシオ計算機株式会社］
鈴木 康宏［株式会社公文教育研究会］
川口 賢一［小岩井乳業株式会社］
上釜 隆志［株式会社システムフロンティア］
天井 誠一［株式会社ソフトウェア・パートナー］
飯田 昌也［株式会社ソフトウェア・パートナー］

田中 豊久［株式会社匠BusinessPlace］
山形 友佳子［株式会社匠BusinessPlace］
野呂 泰仁［東亜建設工業株式会社］
金築 律夫［日本機械工業株式会社］
野川 充彦［パナソニックソリューションテクノロジー株式会社］

これからのIT IE01

「オンライン会議はやりにくい…」あなたはリアルな会議に戻りたいですか？画
像・映像認識技術を利用し、オンラインでしか実現できない会議を提案します。
藤井 佳音［アイシーエクスプレス株式会社］
石川 裕人［ANAシステムズ株式会社］
林 生成［MS&ADシステムズ株式会社］
丸山 佳範［MS&ADシステムズ株式会社］

志村 大輝［株式会社K-BIT］
大塚 巳［リコーITソリューションズ株式会社］
岩田 千裕［株式会社リンクレア］

画像・映像認識技術のビジネス活用 IE04

新型コロナウイルスの影響によりイベントが中止されている現状から自動化に
よる人流を抑えたスポーツ観戦の可能性、およびその技術が日々の業務に応
用できるかを検証します。
永渕 彩那［出光興産株式会社］
中 良輔［株式会社K-BIT］
生嶋 惠［情報技術開発株式会社］

佐々木 広和［TDIプロダクトソリューション株式会社］
柳 宗太［株式会社リンクレア］

無人化（セルフ化）の波は人間の生活をどこまで変化させるか IE05

「コンテナ」って聞いたことはあるけどどうやって使うの？何が便利になるの？
実際に環境構築から始めて、開発・運用がどれだけ楽になれるか実践結果を
報告します。
長手 彩夏［出光興産株式会社］
坂 隼輝［株式会社オカムラ］
宮脇 紘佑［株式会社クエスト］
関谷 雄太［ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社］

高木 健作［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
菊地 恵子［株式会社リンクレア］
吉原 真人［株式会社YE DIGITAL］

コンテナ技術を活かしたクラウド活用 IE06

私たちのグループは5Gのビジネス活用について研究しています。
5Gを有効に活用することであなたの今後の働き方が変わるかも！？そんな提
案をさせていただきます！
渡邉 光［エスアイエス・テクノサービス株式会社］
笹子 純也［株式会社オカムラ］

竹澤 亮［株式会社ＫＹＯＳＯ］
植草 直人［パナソニックソリューションテクノロジー株式会社］

5Gのビジネス活用法 IE02

我が社にもDXの波がやってきた！新米DX担当がAI活用の事例分析に取り
組み、“イケてるデジタル産業”を追究します。
山田 真歩［株式会社エムアンドシーシステム］
大木 秀人［株式会社システムフロンティア］
植松 和也［株式会社タカインフォテクノ］

宮崎 洋望［第一生命保険株式会社］
住田 直隆［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
谷 泰良［株式会社リンクレア］

デジタルトランスフォーメーションと人工知能の進化 IE03
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東日本地区 東日本地区

■	情報活用研究部会　　
■	システム運用研究部会　　
■	合同研究部会　　

第38回ユーザシンポジウムでは、22の研究グループが1年間の研究成果を発表します。
各研究発表の会場で、聴講者が「研究内容」と「プレゼンテーション」の2大項目につい
て評価し、投票します。投票結果を元に今年度の「最優秀活動賞」「優秀活動賞」「審査
員特別賞」など、各賞の受賞グループが決定します。

各社でレガシーと言われる基幹システムに関わるメンバが、今後求められる基
幹システムの在り方を紐解き、企業の持続的な成長に寄与するポイントを明
らかにします。
平川 加奈子［株式会社エムアンドシーシステム］
浅井 康祐［MS&ADシステムズ株式会社］
越後 俊介［株式会社オカムラ］

清水 仁紀［ソニー生命保険株式会社］
中村 大志［ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社］
西田 俊樹［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］

基幹システムの近代化 IE07

管理職層の研究グループであるOE01では、IT部門の在り方について広い範
囲で議論しています。今年度もITにとどまらず、様々なテーマで活発な議論を
行っています。

江里口 修［株式会社アークシステム］
小出 誠［株式会社アークシステム］
米林 喜一郎［アイティーサービス匠］
坂巻 弘織［出光興産株式会社］
四ヶ浦 明夫［伊藤忠テクノソリューションズ株式会社］
寺門 美紀［MS&ADシステムズ株式会社］
国吉 典仁［カシオ計算機株式会社］
片山 隆［サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社］
石毛 幾雄［株式会社ソフトロード］

穴太 隆［ＴＩＳ株式会社］
白石 兼康［株式会社日立ビルシステム］
三角 正樹［株式会社フィックスポイント］
三本 勝一［株式会社プラネット］
岩井 健男［LINE Financial株式会社］
中俣 幸二［リコーITソリューションズ株式会社］
江戸 栄一［リコーITソリューションズ株式会社］
田中 彰［リコーITソリューションズ株式会社］
坪井 祐司［ユーザ会OB］

運用管理事例 OE01

近年、「自動化」が注目されていますが、「自動化」にはいくつかのハードル
があります。我々はハードルの越え方を提案し、皆さんが自動化の波に乗れる
ようサポートします。
澤田 省吾［株式会社アイネット］
高柳 周平［出光興産株式会社］
武田 雄二［AGSプロサービス株式会社］
高石 慶一［株式会社エムアンドシーシステム］
水島 康行［MS&ADシステムズ株式会社］

河合 義隆［株式会社オカムラ］
土屋 隆太朗［株式会社ＫＹＯＳＯ］
石井 良和［さくら情報システム株式会社］
斎田 豪［CTCシステムマネジメント株式会社］
鎌田 武志［凸版印刷株式会社］

IT運用業務の完全自動化実現 OE02

DX推進の成功には、PoC（実証検証）が重要なポイントとなります。当グルー
プでは、世間の成功／失敗事例から、より良いPoCの進め方を研究・発表
いたします。
伊藤 匡樹［株式会社全農ビジネスサポート］
平賀 智之［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］

鈴木 大輝［株式会社リンクレア］

本当に有効なPoC IE08

「災害とは？」という根本から実体験の情報交換等を行い、研究しています。
日本では災害は身近です。貴社の事業継続に対する障害が何か把握してみま
せんか？
森田 暁広［アース製薬株式会社］
東梅 大輔［株式会社エムアンドシーシステム］
陶 吉宏［MS&ADシステムズ株式会社］

イボムソク［小岩井乳業株式会社］
細川 祐幾［CTCシステムマネジメント株式会社］
手原 信太朗［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］

災害に強いビジネスモデルを創るＩＴ技術とは IE09

日々蓄積していく問い合わせ記録。あまり見向きもせず、ただの置物になっていませ
んか？明日からでも実践できる分析、活用の方法を、具体例を交えて説明します！

西澤 碧生［出光興産株式会社］
栁谷 颯［出光興産株式会社］
尾崎 雄一［株式会社エムアンドシーシステム］
岡本 仁詩［TDIプロダクトソリューション株式会社］

矢内 和樹［株式会社データ総研］
青木 智子［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
漆戸 亮文［株式会社YE DIGITAL］

問合せ記録のデータマイニングからの顧客満足度向上 OE03
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西日本地区

中部地区

中部地区

東日本地区

デジタル化したけどその後は？それだけで終わってはいけません。デジタル時代だか
らこそ考えられるサービス企画の可能性を皆様にご提案します。ぜひお越しください。
櫻木 勇人［株式会社インフォテクノ朝日］
小島 翠［株式会社エムアンドシーシステム］

大内 祐司［CTCシステムマネジメント株式会社］

IT運用から提案する新たなサービス企画 OE05

データの見方やその分析方法を身近な業務データから検証しました。
皆様の今後の意思決定の一助となるかもしれないので、是非ご確認ください。
野々山 暁［株式会社ＫＹＯＳＯ］
的場 由佳［情報技術開発株式会社］
生島 康太郎［生活協同組合連合会 東海コープ事業連合］

尾関 健［株式会社トヨタシステムズ］
石橋 佳也乃［株式会社リンクレア］

意思決定のためのデータ分析、活用手法 IN01

コロナ禍で外出や対面の交流が減り、働きづらくなった方も多いのでは？身近
なIoT機器で人と環境のデータを分析し「辛い時代により幸せに働く」処方
箋を考えてみました。
福山 諒［京セラ株式会社］
横井 真一［株式会社ダイハツビジネスサポートセンター］
福光 純子［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］

島田 紗帆［株式会社ノエビア］
國貞 浩良［ユニチカ株式会社］
片岡 優斗［株式会社リンクレア］

IoTを活用した業務改革 IW01

コロナ禍でのコミュニケーション能力育成は課題となっており、AIを用いるこ
とで容易に客観的な分析が出来るかを研究中です。日常業務からの強み弱み
分析を実証します。
田路 暢宏［アイシーエクスプレス株式会社］
永田 大智［京セラ株式会社］
藤井 洸樹［株式会社K-BIT］
辺見 泰斗［コベルコシステム株式会社］

阿江 邦章［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
木下 雅子［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
黄 善玉［ユニチカ株式会社］
矢橋 美智子［ユニチカ株式会社］

ＡＩと人材育成 IW02

デジタルセルフサービスで業務効率化しませんか？導入のポイント、効果の指
標について研究しています。美味しい博多ラーメン食べれるように力を合わせ
て頑張るばい！
堀場 祐樹［株式会社ＫＹＯＳＯ］
河合 亮太［株式会社クエスト］
岩田 夢月［株式会社トヨタシステムズ］

松本 ゆい［株式会社豊通シスコム］
山口 達己［日東工業株式会社］

デジタルセルフサービスによる業務改善 ON01

昨今の企業における「進化するITスキルマップ」の必要性と、そのあり方につ
いて発表します。ITスキルマップの策定や活用に関わる方はぜひお越しください。
片野 和美［小岩井乳業株式会社］
和田 翔竜［CTCシステムマネジメント株式会社］

南部 毅［ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社］
佐倉 寛幸［ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社］

デジタル時代の新スキルマップ OE06

欧米IT企業の働き方を調査し、仕事のやりがい、働き方、評価について研究してい
ます。日本企業の未来を担う方々に向けて、自社の魅力度向上策をご提案いたします。
志賀 洋之［AGSプロサービス株式会社］
伊藤 俊希［株式会社エムアンドシーシステム］
脇嶋 康介［株式会社エムアンドシーシステム］

髙田 諒［株式会社データ総研］
西 洋平［日販テクシード株式会社］

欧米IT企業と日本IT企業の比較によるIT部門の魅力度向上策検討 OE04
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西日本地区 西日本地区

九州地区

■	情報活用研究部会　　
■	システム運用研究部会　　
■	合同研究部会　　

ニューノーマル時代の働き方で、コミュニケーションのストレスを感じていませんか？
そんなストレスを進化したRPAで解消し、業務効率化する方法をご提案致します！
長崎 貴裕［株式会社オプテージ］
齊藤 智也［株式会社CACオルビス］
小柴 佑太［TDIシステムサービス株式会社］

長田 秀樹［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
松尾 大輔［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］

RPAの進化と他システム連携 OW01

リモート会議に不安、コロナによって会話が減ったなど感じることはありませんか？そこ
で私たちはリモートワークにおける、円滑なコミュニケーションの手段をご提案します。
竹内 智士［株式会社オプテージ］
山田 淳也［株式会社K-BIT］
河井 良太［情報技術開発株式会社］
梅木 泰伸［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］

七里 武史［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
佐々木 拓真［日本精線株式会社］
石山 隆太［株式会社リンクレア］

ニューノーマル時代のIT運用とコミュニケーションとモチベーション OW02

本研究グループでは、メンバー各社が抱える課題、問題などを題材に、情報
システム部門の考えやIT関連会社からの視点などを交えて情報交換をメイン
に活動しています。
深沢 修［旭化成アミダス株式会社］
網師本 里志［株式会社アド・ダイセン］
中西 要［エース株式会社］
小玉 博樹［小浦石油株式会社］
西 洋一［株式会社ＫＹＯＳＯ］
齋藤 永真［さくら情報システム株式会社］
坂元 弘樹［株式会社CACオルビス］
小谷 英之［生和コーポレーション株式会社］

藤原 善秀［南海マネジメントサービス株式会社］
前田 史朗［株式会社西出自動車工作所］
滝川 奈緒美［株式会社ノエビア］
江角 博規［ユニチカ株式会社］
近藤 寿和［ユニチカ株式会社］
村上 康治［ユニチカ株式会社］
野田 賢治［株式会社リンクレア］

業務変革とIT活用 GW01

ＤＸってよく聞くけど、ＤＸとは？から議論をスタート。 どんな体制で進めれば？
ＩＴ部門の人数が少なくてもできる？など“多くの方が気になること”を研究し
ています！ 
西村 佳也子［さくら情報システム株式会社］
植村 悠理［情報技術開発株式会社］
清水 里枝香［生和コーポレーション株式会社］
勝見 真悟［第一工業製薬株式会社］

藪田 忠良［東洋カーマックス株式会社］
大村 恵実［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
日野 謙一郎［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
門田 誠希［ユニチカ株式会社］

IT部門におけるDX推進 GW02

リモートワークが当たり前になった今日この頃、皆さまご機嫌に業務に取り組
めていますか？生産性やコミュニケーションに課題はありませんか？そんな課
題に切り込みます。
本部 千恵［小浦石油株式会社］
山内 正輝［株式会社ＫＹＯＳＯ］
中西 正人［株式会社K-BIT］
大野 公平［コベルコシステム株式会社］
相原 和紀［株式会社CACオルビス］

西岡 鉄平［TDIシステムサービス株式会社］
藤田 朋弥［東洋アルミニウム株式会社］
岩松 一憲［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］
吉崎 隆子［ニッセイ情報テクノロジー株式会社］

リモートワークによる生産性向上 GW03

DX推進の成功にはサービスの起点を利用者にシフトすることが重要なポイン
トとなります。
利用者にシフトするための方法について研究・発表いたします。
大石 新［株式会社インフォセンス］
三木 弘哉［株式会社インフォセンス］
梶本 貴文［西鉄情報システム株式会社］

仲地 大樹［西鉄情報システム株式会社］
大川内 健人［株式会社リンクレア］

クラウドを活用したDXの取り組み IKOK01
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5月　May
■春の全体会〈研究グループキックオフ〉

5/25
中部・西日本・九州地区合同

5/26
東日本地区

研究会メンバの初顔合わせ。今年度は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、オンラインで開催いたしました。ユーザ
会会長からビデオメッセージでこれから始まる研究会活動へ
の激励をいただきました。また、2021年3月のシンポジウム
で最優秀活動賞を受賞されたグループの発表もご視聴いただ
きました。

東日本情報活用研究部会 IE04
「三密回避でも業務は密に！会わなくても業務は進む？！	
～最適なツールのご提案～」

オンラインで開催したため、例年とは異なり【中部・西日本・
九州合同】と【東日本合同】で行いました。
研究グループごとに分かれて研究内容やテーマについて討議
していただきました。その後、全体ルームで今年度の活動計
画や意気込みを発表していただきました。

当面オンラインでの活動ということもあり、研究メンバ同士の
交流を図るため1回目の会合後にはオンライン懇親会が開催
されました。

6月　June
■第150回マネジメント研究会（6/25）24社30名参加
「令和の「め組」が目指す火災現場の近代化（デジタル化）」
日本機械工業株式会社　金築 律夫 様

消防車メーカーの日本機械工業株式会社様より、『令和の
「め組」が目指す火災現場の近代化（デジタル化）』と題し
てご講演をいただきました。
消防署の歴史から消防業界の抱える課題および消防車メー
カーの課題をデジタイゼーション・デジタライゼーションの両
面からご説明いただきました。事前撮影による消防車作りの
工場見学も実施いたしました。
たくさんのご質問をいただき、ご参加いただいた方々の関心
の高さがうかがえる会となりました。

7月　July
■第151回マネジメント研究会（7/16）26社40名参加
「音声物流が実現した人手不足からの劇的な生産性の向上」
株式会社インフォセンス　ビジネスソリューション営業部　大関 一郎 様

スーパー等への食品の配送を請け負っている国分九州株式会
社様の実例を九州の物流一大拠点である福岡総合ロジスティッ
クセンターの導入現場を担当した株式会社インフォセンス様に
ご講演いただきました。小規模店舗の増加に伴う、小ロットで
の配送における箱出し・ピッキング作業の増加を、慢性的な人
手不足の中、多品種の取扱商品を取り違えなく、効率良く処
理するという難題をどう乗り越えたのか。働く人のモチベーショ
ンアップをはかりながらの取り組みは大変参考になりました。

8月　August
■集中討議フォロー、懇親会
例年では一箇所に集まって合宿を行いますが、今年度はオ
ンラインで、集中討議という形で実施しました。研究の深掘
りのために、8月より代表、副代表に参加いただく形で各地
区で実施しました。その後、集中討議フォローとして、いた
だいたアドバイスにおける対応や現状報告をしていただきまし
た。さらに、グループを越えた交流として、フリーディスカッ
ションを行いました。また、研究メンバの親交を深めるためオ
ンライン懇親会を開催しました。

9月　September
■第152回マネジメント研究会（9/3）34社57名参加
「コンタクトセンターも社内も、お問い合わせ対応がはかどる３つ
の成功要因と開発秘話」
株式会社オプテージ ソリューション事業推進本部 
ソリューション営業戦略部　池上 友則 様

株式会社オプテージ様が提供されているサービス事業におけ
るコンタクトセンターでのAI活用実例をご紹介いただきました。
コンタクトセンターでは、定着率の低さ（高離職率）の問題
に加え、人手不足による採用難という問題から、サービス品
質の維持、お客さま満足度の低下が課題になっていました。

『お客様満足度は従業員満足度から』の考え方で、AIの活用
で、オペレーターのストレス軽減とお客様満足度向上を共に
解決する取り組みを大変興味深く拝聴しました。

活動報告
2021年度

今年度も多くの方にご参加いただいております。
今後も多数の企画をご提案してまいりますので、
皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。

2021年4月～2022年3月
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10月　October
■第1回ITゼミナール（10/6）29社34名参加
「セブン銀行におけるクラウド活用」
株式会社セブン銀行　デジタルバンキング部 フェロー　平鹿 一久 様

第1回である今回は、株式会社セブン銀行（以下、セブン
銀行様）の平鹿様より「セブン銀行におけるクラウド活用」
についてご講演いただきました。
セブン銀行様がクラウド移行を行われた際の取り組みや苦労
話等を分かりやすくご説明いただきました。ご講演後はたくさ
んのご質問をいただきました。
クラウド移行を実施されている方や検討されている方等ご参
加いただいた方々には有意義な場となりました。

■グループリーダ会議を実施
10/5
九州地区

10/6
中部地区

9/15
東日本情報活用
研究部会

10/13
東日本システム
運用研究部会

10/7
西日本地区

各地区でグループリーダ会議がオンラインで開催されました。
各地区の代表、副代表の皆様と、各グループのリーダにご参
加いただき、研究状況と課題、今後の方向性について報告を
していただきました。
代表の皆様からフィードバックをいただき、今後の研究活動
の参考にすることができました。

11月　November
■第153回マネジメント研究会・第2回ITゼミナール
合同開催（11/26）35社49名参加
「三菱ケミカル	三重事業所におけるDXへの取組み事例ご紹介」
三菱ケミカル株式会社 三重事業所 企画管理部 TRY推進室 
DX推進グループ グループマネージャー 兼 設備技術部 
企画調整グループ 米谷 郁太郎 様

国内大手総合化学メーカーの三菱ケミカル様では、全社を挙
げて「KAITEKIをものづくりの場で実現する」ために抜本的
な課題解決を目指しておられます。
そのためのDX推進プロジェクトとして、イノベーションを起こ
して新たな価値の創造や多様な働き方を実現させるための取
組みをご紹介いただきました。
プラント内でのドローン監視やVRの導入など先進的な取組み
も多数実施されており、参加者の皆様からも参考になったと
いう声を多くいただきました。

12月　December
■冬の全体会

12/8
西日本地区

12/10
東日本地区

12/14
中部地区

12/16
九州地区

▲

 2022年開催予定

1月　January
■第3回ITゼミナール開催（1/21）

2月　February
■Web総会投票

3月　March
■第38回UNIRITAユーザシンポジウム（3/3 ～ 3/4）
　第49回定時総会報告
2021年度の各研究グループの1年間の活動成果がここで発
表され、研究発表の評価により、最優秀活動賞、優秀活動
賞、審査員特別賞が表彰されます。

※社名・所属・役職などは開催当時のものです。

昨年、一昨年と開催できなかった福
岡でのシンポジウム。今年度、事務
局体制も一新し、初めてのシンポジ

ウムです。新型コロナウイルス感染対策のため、制約があ
り、例年通りの開催とまではいきませんが、3 年ぶりの福
岡開催に向けて最高のシンポジウムとなるように頑張ります
ので、ご期待ください。
研究発表は１年間苦楽を共にした研究メンバとともに集大
成としての発表を全力で行っていただければと思います。研
究メンバのご関係者様も、真剣に発表している姿をご覧い
ただければと思います。最後まで楽しい時間を過ごしてい
ただけることを願っています。
皆さまと福岡でお会いできること、事務局一同楽しみにして
おります。

編集後記
事務局より
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The 38th UNIRITA Users’ Symposium 

　　　　UNIRITAユーザシンポジウム 
開催のお知らせ

UNIRITAユーザシンポジウムを以下の通り開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

開催期間：	2022年3月3日（木）～4日（金）1泊2日

会　　場：	ヒルトン福岡シーホーク	
	 〒810-8650		
	 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-3

公式HP：	https://fukuokaseahawk.	
	 hiltonjapan.co.jp/

参	加	費：	ユーザ会会員	 60,500円／名	
	 ユーザ会非会員	 70,500円／名

定　　員：	275名	お早めにお申し込みください!!
※感染予防対策のため、今回の開催はシングルルーム料金18,000円／ 1泊が加算されてお
ります。
※参加費には、宿泊費、第1日目の夕食～第2日目夕方の軽食、および各セッションへの参
加が含まれております。
※現地までの交通費は含まれておりません。

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。

▲ https://www.uniritauser.jp/

UNIRITAユーザ会入会のご案内
ユニリタグループが提供するソフトウェア・プロダクトおよびサービスを利用している企
業・団体様は随時入会できます。年会費は30,000円／社です。（事業年度1月～12月）

ユーザ会が提供する活動での会合費は基本的にはかかりません。
入会の手続きに関しましては、ユーザ会ホームページをご確認いただくか、ユーザ会事
務局までお問い合わせください。

非会員の皆様へ

UNIRITAユーザ会事務局
E-Mail：usergrp@unirita.co.jp
TEL：03-5463-6412
        （受付時間：平日 9：30 ～17：00）

お問い合わせ

第38回

QRからも
アクセス
できます


