NEXT2018札幌大会 セッション時間割 全日程
日程
時間
部屋名

※プログラムの内容については、今後変更になる可能性がございますので予めご了承ください。

2018/11/7（水）
15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:30 09:30-10:30
10
11
12
13
21

11:00-12:00
22

12:00-13:00
2L

2018/11/8（木）
13:00-14:00 14:30-15:00
23
24

16:00-17:00
25

17:00-18:00

2M

18:15-19:30
NEXT Business Link
Day1
～NEXT交流会～

1MH
大ホール
11-1CH
16:00-16:45
オープニング
イベント

1CH
特別会議場

18:00-19:15 09:30-10:30
26
31

11:00-12:00
32

2018/11/9（金）
12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
3L
3M
33
34

18:00-19:15
NEXT Business Link
Day2
～NEXT懇親会～

日程
時間
部屋名
1MH
大ホール

12-1CH
17:00-18:00
緊急パネルディスカッ
ション
自然災害対策をどう
する？

33-1CH
14:15-15:30
特別講演
十勝バス(株)
野村 文吾

34-1CH
15:30-16:00
クロージング
イベント

1CH
特別会議場

NEXT委員
JFEシステムズ(株)
原田 敬太
12-10A
17:00-18:45
Business Forum - 『未来のわたしをクリエイ
トする』
19:00-19:30 交流会

10A
中ホールＡ

NEXT委員
エヌアイシー・ソフト(株)
水野 千穂
NEXT2018実行委員
(株)小松製作所
塩川 千絵
(株)京王プラザホテル札幌
松田 あすみ
12-10B
17:00-18:45
IDEA × IDEA to NEXT (アイデアソン)
19:00-19:30
発表会／交流会

10B
中ホールＢ

NEXT2018実行委員
みずほ情報総研(株)
渥美 智之
(株)情報技術センター
大窪 和仁

15:00-15:45
<IBM i 30th >
【20代、30代の方限
定！】
IBM i に関わる若手
技術者 & 営業/ス
タッフ、全員集合！
セッション

101

21-10A
09:30-10:30 (60分)

22-10A
11:00-12:00 (60分)

2L-10A
12:10-12:50 (40分)

23-10A
13:00-14:00 (60分)

【白熱教室】
損保系企業内にピュア・ア
ジャイルを目指すチームを
作ってみました
これまでの経緯と失敗から
得た教訓、今後解決すべ
きマネジメント論や組織論
的な側面からみた課題につ
いて

ヘルプデスクにおける働き方
改革の実現
〜IBM Cloud Watsonを利
用したナレッジベースの構築
〜

<ランチョンセッション>
安価だけれど高機能、
AutoMateはIBM i に最適
のRPA

PHRサービスの実現を目指 ブロックチェーン基盤を利用 天気が分かればビジネスが
した電子版お薬手帳サービ した簡易実証実験
変わる
ス提供の取り組み
地方創生ユースケース（投
票）へのブロックチェーン技術 日本アイ・ビー・エム(株)
(株)ＳＴＮｅｔ
適用の現在地
ワトソン&CP ザ・ウェザーカ
細井 吉彦
ンパニー
(株)フジミック
網野 順
川島 貴司

25-10A
16:00-17:00 (60分)

モールタイム
(モール会場
にて開催)

31-10A
09:30-10:30 (60分)

32-10A
11:00-12:00 (60分)

全ての企業にAIを。クラウド
で最新の“分析環境”を実
現するためのテクノロジー
〜機械学習・深層学習の
企業データへの透過的適
用〜

極秘プロジェクトに関わる <IBM i 30 >
アーキテクトが語る「次世代 IBM i 30周年 特別ランチョ
IBMクラウド」の全貌
ン講演
Think Japan 2018講演
日本アイ・ビー・エム(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
IBM i 統括部
渡邉 周一

3L-10A
12:10-12:50 (40分)

モールタイム
(モール会場
にて開催)

10A
中ホールＡ

日本アイ・ビー・エム(株)
土屋 敦

MS&ADシステムズ(株)
坂場 悠平
21-10B
09:30-10:30 (60分)

22-10B
11:00-12:00 (60分)

2L-10B
12:10-12:50 (40分)

23-10B
13:00-14:00 (60分)

24-10B
14:30-15:30 (60分)

Deep Learningを活用した
RPA（Cognitive
Automation）の現状と未来
- ヒトが介在すべきRPA -

IBM i ユーザーが目指すべ
きBPOの形
クラウドサービスを中心とした
エコシステムの形成

<ランチョンセッション>
iCafe提供 特別ランチョン
セッション：
RPGの明日はどっちだ？大
激論！

農業xIoTxAI
NTTドコモと日本情報通信
によるApure様実証実験事
例

みずほ情報総研(株)
橋口 祐司

日本情報通信(株)
佐藤 壮介

企業のCSIRTに必要なセ 建設機械のＩｏＴソリューショ
キュリティ技術と展望
ンと開発
CSIRT向けシステム再開判
断基準の提案
(株)小松製作所
宮下 隆
みずほ情報総研(株)
伊藤 聡司

(株)イグアス

日本情報通信(株)
大島 騎頼

21-101a
09:30-10:00 (30分)

22-101a
11:00-11:30 (30分)

23-101a
13:00-13:30 (30分)

<IBM i 30th >
PowerAIで始める画像認
識！ディープラーニングで業
務変革

<IBM i 30 セッション>
世界中で利用のシステム解
析ソリューション
「X-Analsyis」による課題解
決の実例紹介

<IBM i 30 セッション>
<IBM i 30 セッション>
自然災害だらけ！ 早急に ＩＢＭ ｉ （ＡＳ/４００） 環境
対応が必要なBCP対策
でできる！
印刷環境および開発・運
三和コムテック(株)
用環境の業務カイゼン事例
を徹底解説

日本アイ・ビー・エム(株)
児玉 尚子

日本アイ・ビー・エム
(株)
IBM i 統括部

三和コムテック(株)
(株)セイノー情報サービス
鈴木 洋介

24-10A
14:30-15:30 (60分)

21-101b
10:10-10:40 (30分)

ジーアールソリューションズ
(株)
(株) 第一コンピュータリソー
ス

24-101a
14:30-15:00 (30分)

25-10B
16:00-17:00 (60分)

31-10B
09:30-10:30 (60分)

32-10B
11:00-12:00 (60分)

【インタラクティブセッション】
実行委員長と語り合おう。
若手社員が抱えるお悩みを
質問投稿サービス（sli.do）
を利用し実行委員長がお
答えします。

IBM i の内部構造が丸見え
になるREVERSE COMET i
IBMi(AS/400)上で稼動し
ているシステムを、将来に向
けて有効活用する方法のご
紹介

(株)京王ITソリューションズ
後藤 順滋

NCS&A(株)
中村 淳次

25-101a
16:00-16:30 (30分)

31-101a
09:30-10:00 (30分)

32-101a
10:55-11:25 (30分)

<IBM i 30 セッション>
IBMｉ（AS/400）向け災害・
障害対策でのシステムの二
重化(HA)ツール
Maxava(株)

<IBM i 30 セッション>
<IBM i 30 セッション>
インフラからアプリケーションま Cloud/AI時代のIBM i セ
でJBCCはPOWERの総合 キュリティ
クリニック
(株)ソルパック
JBCC(株)

25-101b
16:40-17:10 (30分)

31-101b
10:10-10:40 (30分)

32-101b
11:35-:12:05 (30分)

<IBM i 30 セッション>
世界最大の郵便ソリュー
ション ピツニーボウズとIBM i
のコラボレーション「Mail
Inserter i」郵便発送業務
のIT化ですべてが変わる‼

<IBM i 30 セッション>
話題のBIツール：
PHPQUERY。IBM i
(AS/400)環境だからこそ実
現出来るデータ活用法をご
紹介

<IBM i 30 セッション>
働き方改革の事例が盛りだ
くさん！
スマートデバイス活用方法
を一挙公開！

(株)イグアス

(株)オムニサイエンス

10B
中ホールＢ

(株)アイエステクノポート

22-101b
11:40-12:10 (30分)

23-101b
13:40-14:10 (30分)

<IBM i 30th >
<IBM i 30 セッション>
IBM iのデータを守ろう！事 IBM i Web化を「超高速開
業継続のための災害対策 発」で実現 ～Valence活
用例のご紹介～
日本アイ・ビー・エム(株)
菅田 丈士
(株)ミガロ．

24-101b
15:10-15:40 (30分)

<IBM i 30 セッション>
<IBM i 30 セッション>
RPG技術者不足を解消す IBM i 活用を考える
る、ベル・データの手法と
（まだまだいけるぞIBM i）
サービス
ソリューション・ラボ・横浜
ベル・データ(株)
(株)

101

(株)ランサ・ジャパン

22-102a
11:00-11:30 (30分)

23-102a
13:00-13:30 (30分)

<モールコラボセッション>
すき家を経営するゼンショー
のExcelインターフェイスの開
発ツールEVOLIO
(株)グローバルITサービス

102

24-102a
14:30-15:00 (30分)

25-102a
16:00-16:30 (30分)

32-102a
11:10-11:40 (30分)

<モールコラボセッション>
<モールコラボセッション>
パスワード管理の課題を解 GDPR対策としてのIBMiコン
決する「本人認証サービス プライアンス
on IBM Cloud」
三和コムテック(株)
(株)ディー・ディー・エス

<モールコラボセッション>
クラウドベンダーが提供する
唯一のIBM iクラウドサービ
ス

<モールコラボセッション>
「つなぐ」技術でIBM iを活か
し切るデータ連携ツール
「Magic xpi」

(株)IIJグローバルソリューショ
ンズ

マジックソフトウェア・ジャパン
(株)

23-102b
13:40-14:10 (30分)

24-102b
15:10-15:40 (30分)

25-102b
16:40-17:10 (30分)

<モールコラボセッション>
アジャイル開発でIBM iを活
かし切る超高速開発ツール
「Magic xpa」

<モールコラボセッション>
進化したOCRで働き方改
革！ ユーザー部門で運用
可能なOCRとは

<モールコラボセッション>
IBMｉ（AS/400）向け災害・
障害対策でのシステムの二
重化(HA)ツール

マジックソフトウェア・ジャパン (株)ハンモック
(株)
21-106

09:30-12:00 (150分)

【ハンズオン】
Watsonに触れてみよう ! セッション1
日本アイ・ビー・エム(株)
(株)アイ・ラーニング

106

107

12-107
17:00-18:00
NEXTライトニングトー
ク
～ISEセッションの見
どころをチェック！～
日本アイ・ビー・エム
システムズ・エンジニア
リング(株)
12-108
17:00-18:45
TALK TIME！ ～U研倶楽部～
19:00-19:30
交流会

108

NEXT2018実行委員長
(株)京王ITソリューションズ
後藤 順滋
NEXT2018実行委員
(株)京王ITソリューションズ
北 朋晃

12-200
17:00-17:45
<IBM i 30th >
IBM i のモバイル革命

200
小ホール

201
+
202

日本アイ・ビ－・エム
(株)
IBM i 統括部 部長
久野 朗

21-107
09:30-10:30 (60分)

24-106
14:10-14:55
(45分)

25-106
15:05-15:50
(45分)

26-106
16:05-16:50
(45分)

【ハンズオン】IBM i
のアプリ開発にも
DevOpsを取り入
れよう

【ハンズオン】IBM i
と連携するNode.js
とNode-REDでアプ
リ構築を体験しよう

【ハンズオン】IBM i
のアプリ開発にも
DevOpsを取り入
れよう

【ハンズオン】IBM i と連
携するNode.jsとNodeREDでアプリ構築を体
験しよう

日本アイ・ビー・エ
ム(株)
<事前申込>
<人数限定>

オープンソース協議
会 - IBM i
ティアンドトラスト
(株)
北原 征夫
<事前申込>
<人数限定>

日本アイ・ビー・エ
ム(株)
<事前申込>
<人数限定>

オープンソース協議会
- IBM i
ティアンドトラスト(株)
北原 征夫
<事前申込>
<人数限定>

日本アイ・ビー・エム(株)
(株)アイ・ラーニング

106

<事前申込> <人数限定>

25-107
16:00-17:00 (60分)

31-107
09:30-10:30 (60分)

より使える！Watson
Discovery Service

ここからはじめようマイクロ
実践工場IoT
サービス 開発と運用のポイ
ント
日本アイ・ビー・エム システ
ムズ・エンジニアリング(株)
日本アイ・ビー・エム システ 城戸 健太郎
ムズ・エンジニアリング(株)
古池 範充

21-108 a
09:30-10:00 (30分)
<IBM i 30 セッション>
モーニングディスカッション：デ
ジタルトランスフォーメーショ
ンとIBMi
Fresche Solutions Inc.

23-108
13:00-14:00 (60分)

25-108
16:00-17:00 (60分)

31-108
09:30-10:30 (60分)

32-108
11:00-12:00 (60分)

<IBM i 30th >
【わいわい】みんなで語ろう
IBM i

<IBM i 30th >
Javaから新世代RPGへ。
IBM i による教務システム
再構築プロジェクトのご紹
介

<IBM i 30th >
ヒューマノイド・ロボット + AI
+ IBM i が創る、ユーザー体
験変革のご紹介

2L-108
12:10-12:50 (40分)

23-107
13:00-14:00 (60分)

【ハンズオン】
Watsonに触れてみよう ! セッション2

デジタル時代の歩き方 ～ しくじり Design Thinking 俺
技術者が育つ会社の在り らみたいにやるな!!
方を考えよう～
日本アイ・ビー・エム システ
日本アイ・ビー・エム(株)
ムズ・エンジニアリング(株)
小池 裕幸
佐川 洵貴
内野 宗平

22-108
11:00-12:00 (60分)

2L-107
12:10-12:50 (40分)

31-106 09:30-12:00 (150分)

RPAの利用事例と課題
敵対的生成ネットワーク
<ランチョンセッション>
～最新のRPAプラクティスに (GAN)概説～その絵、AI が 基幹系システムの負荷削
ついてご紹介します～
描きました～
減
～外部データ通信処理の
日本アイ・ビー・エム システ 日本アイ・ビー・エム システ 過渡期を生き抜く方法～
ムズ・エンジニアリング(株)
ムズ・エンジニアリング(株)
伴 俊秀
平内 雅則
日本情報通信(株)

24-107
14:30-15:30 (60分)

24-108
14:30-15:30 (60分)

日本アイ・ビー・エム システ
ムズ・エンジニアリング(株)
小栗 開

32-107
11:00-12:00 (60分)

<IBM i 30th >
<ランチョンセッション>
IBM i 最新アプリケーション IBM iアプリケーションを迅速
開発環境
にモダナイズ、管理するため
のソリューション
IBM Corporation
スティーブ・ウィル
Fresche Solutions Inc.
日本アイ・ビー・エム(株)
久野 朗

<IBM i 30th >
<IBM i 30th >
Db2 for i 開発リーダーが語 世界のIBM i 最新動向と
る！ Db2 ＆ Web Query 事例
最新情報
IBM Corporation
IBM Corporation
スティーブ・ウィル
ダグ・マック
日本アイ・ビー・エム(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
久野 朗
久野 朗

21-200
09:30-10:30 (60分)

22-200
11:00-12:00 (60分)

2L-200
12:10-12:50 (40分)

23-200
13:00-14:30 (90分)

IBM Research
未来の研究

デジタルイノベーションと働き
方改革
（対談形式）テクニカルコミュ
ニティの運営＋兼業副業

<ランチョンセッション>
RPGからJavaへ自動変換
ツールによるマイグレーション
サービス

日本アイ・ビー・エム(株)
山下克司
山下文彦

コベルコシステム(株)

技術者コミュニティTEC-Jの研究活動から 技術コミュニティによるデジタル時代の人材
見る最新技術動向
育成
人工知能や量子コンピューターなどの最新
研究から技術を展望する
日本アイ・ビー・エム(株)
山下 文彦
日本アイ・ビー・エム(株)
山下 克司

UOSからの提言 これからの 働き方改革の決め手！
時代 高齢ITエンジニアに RPA， AI， API， BPMによ
活躍の場を！
る業務パフォーマンス改革
RPAの課題を克服し、更な
(株)エム・アンド・アイ
る生産性向上につなげるた
山中 進
めに
UOS高齢IT問題タスクチー
ム
日本アイ・ビー・エム(株)
中村 航一

21-108 b
10:10-10:40 (30分)
<IBM i 30 セッション>
IBMiアプリケーションをより管
理、強化、革新するために
Fresche Solutions Inc.

日本アイ・ビー・エム(株)
東京基礎研究所
福田 剛志

IBM Corporation
スティーブ・ウィル
ダグ・マック
日本アイ・ビー・エム(株)
久野 朗

24-200
15:30-17:00 (90分)

立命館大学 服部 陽介
日本アイ・ビー・エム(株)
佐々木 幹雄

(株) ブレーンスタッフコンサル
タンツ 浅沼 良則
日本アイ・ビー・エム(株)
佐々木 幹雄

31-200
09:30-10:30 (60分)

32-200
11:00-12:00 (60分)

21-201a
09:30-10:00 (30分)

22-201a
11:00-11:30 (30分)

23-201a
13:00-13:30 (30分)

25-201
16:00-17:00 (60分)

31-201
09:30-10:30 (60分)

32-201
11:00-12:00 (60分)

農業IOTで北の大地の農
業を盛り上げる
陸から空から日本の食を守
る「ＩＴで圃場診断 農薬の
少ない畑」

地域活性化およびビジネス
に貢献するアプリ開発にチャ
レンジ！

ブロックチェーンで作るミライ
ノカタチ
業界の垣根を超えた新たな
ビジネスモデルの提案と試
作から⾒えてきたこと

お酒セッション
日本酒の海外市場につい
て
*整理券配布
*試飲あり

ゼンショーホールディングスの
イノベーションへの取り組み
ココスのおもてなしロボットへ
の挑戦

今こそ ITモダナイゼーション
をはじめよう！
スマートデバイス活用から始
める工場ＩＴ化

関東研
IT研 H29-3b チーム

男山(株)
山崎 五良

(株)ゼンショーホールディング ネオアクシス(株)
ス
池田 鉄哉
柴田 雄介

沖縄研
IT研 T1 チーム

エンゲル800 北海道研 IT
研 T1 チーム
21-201b
10:10-10:40 (30分)

22-201b
11:40-12:10 (30分)

23-201b
13:40-14:10 (30分)

巧妙化するサイバー攻撃 クラウドのスピード開発にお
経営者を説得するための情 けるプロジェクト・マネジメン
報セキュリティ担当者必携 ト手法研究
ツール
九州研
四国研
IT研 F チーム
IT研 T2 チーム

21-204
09:30-10:30 (60分)

204

22-107
11:00-12:00 (60分)

Maxava(株)
<25-101a 16:00-16:30 のリ
ピートセッションです>

23-106
13:00-13:45
(45分)

<事前申込> <人数限定>

102

22-204
11:00-12:00 (60分)

改善が出来る組織に大切 会議から風土を変える
な基礎の話
～最高のパフォーマンスを上
自立と自発を促す組織風 げる会議～
土を作るコツ
(株)フォレストハーモニー
(株)タカインフォテクノ
伊藤 美紀
阿部 将永

Power AI Visionを使ってみ
よう

107

108

200
小ホール

201
+
202

関東研 北関東支部
IT研 H30T1 チーム

2L-204
12:10-12:50 (40分)

23-204
13:00-14:00 (60分)

24-204
14:30-15:30 (60分)

25-204
16:00-17:00 (60分)

31-204
09:30-10:30 (60分)

32-204
11:00-12:00 (60分)

<ランチョンセッション>
IBM iユーザー必見！今後
どうなる『次期EDI』への対
応！

リフォームで実現した成長
性の高いユニチカ基幹シス
テム
～ 高品質・低コスト・高保
守性の開発の決め手 ～

最高のパフォーマンスを上げ
るためのＷｅｌｌ-Ｂｅｉｎｇ
－成長と幸せを科学的に
実現する－

製造業のデジタルトランス
フォーメーション
攻めのＩＴ経営を目指したＪ
ＦＥグループＩＴ戦略

独自仮想通貨の開発・導
入における課題
災害復興のための独自仮
想通貨導入検証を通して

(株)フォレストハーモニー
猿谷 清吾

JFEスチール(株)
新田 哲

トラック輸送における積載率
向上のためのシェアリングト
ラック構築に関する取り組
み
～IBM Watson(VR)とニュー
ラルネットワークの活用によ
る荷物と空きスペースのマッ
チング～

ネオアクシス(株)
ユニチカ(株) 近藤 寿和
(株)ソフトロード 劉 忱

日本アイ・ビー・エム(株)
佐々木 優

204

(株)セイノー情報サービス
原 謙介

205

21-205 09:30-12:00 (150分)

23-205 13:00-17:00 (240分)

【ワークショップ】
Bluemix User Groupのこれまでとこれから
IBM Cloudユーザー会の活動について

【ワークショップ】
「アクティブ・ブレイン 人生が変わる新しい脳の動かし方」

206

207

【ワークショップ】
「みんなで考える、ブロックチェーンの使い方」

ソーシャル・コネクト(株)
品田 マルクス高志

ラテラルシンキング(株)
竹谷 忠幸
21-206a
09:30-10:00 (30分)

31-205
09:30-12:00 (150分)

22-206a
11:00-11:30 (30分)

23-206a
13:00-13:30 (30分)

24-206a
14:30-15:00 (30分)

ワークスタイル変革のため
「０円」からはじめる働き方
に、なすべきことは？
改革
働く人の目線で考えたホワ ～ ＲＰＡ最初の一歩 ～
イトカラーの生産性向上
中国研
関西研
IT研 T3 チーム
IT研 T6 チーム

IoTでスメルハラスメント対策 IoTの利活用研究
ニオイデータ×人の感覚
～相央太郎の挑戦～
データ付加によるニオイ測定
関西研
中部研
IT研 T2 チーム
IT研 T2 チーム

21-206b
10:10-10:40 (30分)

23-206b
13:40-14:10 (30分)

22-206b
11:40-12:10 (30分)

24-206b
15:10-15:40 (30分)

RPA(Robotics Process
RPA
Automation)
～ホントに簡単に使える
RPA導入の超えるべきハー の？～
ドルとは
G.W. with R
中部研
関西研
IT研 T3 チーム
IT研 T4 チーム

ハッカソンに挑戦！
「女性が活躍する社会」の
～最新AIを駆使し地域活 実現に貢献するITとは？
性化につながるアプリ開発
～
関東研
IT研 H29-10 チーム
こざくらすいっち
中国研 IT研 T4 チーム

21-207a
09:30-10:00 (30分)

22-207a
11:00-11:30 (30分)

25-206
16:00-17:00 (60分)

31-206
09:30-10:30 (60分)

32-206
11:00-12:00 (60分)

クラウドAI活用における初心
者向けプロトタイプ開発プロ
セスの提案
クラウドAIを実装したアプリ
ケーション開発について

失敗しないRPAのための
チェックポイント
RPA導入を成功へ導く手
段

ウェアラブルデバイス普及に
向けた簡易実証実験
現在の利用状況から導く，
次世代音声技術との連携
によるウェアラブルデバイス活

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受
賞チーム（IA部会）

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受 JGS研究2018
賞チーム（IP1部会）
優秀プレゼンテーション賞受
賞チーム（IP2部会）

25-207
16:00-17:00 (60分)

31-207
9:30-10:30 (60分)

32-207
11:00-12:00 (60分)

AIを活用したIT人材向け性
格スキルアセスメントツール
の開発
これからの時代も生き残れ
るIT人材とは

ビジネスシステムの高速開
発への期待と限界精査

23-207a
13:00-13:30 (30分)

24-207a
14:30-15:00 (30分)

Future AI Things
ゼロから始めるＩＢＭ Ｃｌｏｕ
～AI開発者を増やしたい～ ｄ
～ＩｏＴ、ＡＩソリューションの
FAITH 関東研
研究～
IT研 H29-1c チーム
北陸研
IT研 T1 チーム

女性が楽しいワケ

21-207b
10:10-10:40 (30分)

23-207b
13:40-14:10 (30分)

働き方改革
情報システムの価値を可視
～ここちよい職場づくりを目 化する見積もりプロセス提
指して～
案
見える化で見積もりを成功
関東研 神奈川支部
させる
IT研 T2 チーム
JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受
24-207b
賞チーム（PM部会）
15:10-15:40 (30分)

22-207b
11:40-12:10 (30分)

IoTの利活用研究
「IoT」から「IoE」へ 感情
すぐに使える「IoT参照モデ データによるIoT利活用領
ル」
域の拡大
～もし「人の感情」がイン
関東研
ターネットに繋がったら.. 検
IT研 H29-4a チーム
証環境の実演と体験用ア
プリの紹介を交えご説明～
関東研
IT研 H29-4b チーム

東北研
IT研 W1 チーム

ＲＰＡ（Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｐｒｏｃｅ IBM Cloudから考える地域
ｓｓ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）
活性化に向けたコグニティブ
ＲＰＡで楽がしたい！
システム
関東研
IT研 H29-6b チーム

205

エヌアイシー・ソフト(株)
國藤 篤規

関東研 新潟支部
IT研 T1 チーム

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受
賞チーム（RM部会）

206

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受
賞チーム（SP部会）

207

NEXT ２０１８ 札幌大会 セッション時間割 １日目
日程
時間
部屋名

※プログラムの内容については、今後変更になる可能性がございますので予めご了承ください。
2018/11/7（水）

15:00-16:00
10

16:00-17:00
11

17:00-18:00
12

18:00-19:30
13
18:15-19:30
NEXT Business Link Day1
～NEXT交流会～

1MH
大ホール
11-CH
16:00-16:45
オープニングイベント
1CH
特別会議場

12-1CH
17:00-18:00
緊急パネルディスカッション
自然災害対策をどうする？
NEXT委員
JFEシステムズ(株) 原田 敬太

日程
時間
部屋名
1MH
大ホール

1CH
特別会議場

12-10A
17:00-18:45
Business Forum - 『未来のわたしをクリエイトする』
19:00-19:30
交流会
NEXT委員
エヌアイシー・ソフト(株)
水野 千穂
NEXT2018実行委員
(株)小松製作所
塩川 千絵
(株)京王プラザホテル札幌
松田 あすみ

10A
中ホールＡ

10A
中ホールＡ

12-10B
17:00-18:45
IDEA × IDEA to NEXT (アイデアソン)
19:00-19:30
発表会／交流会
10B
中ホールＢ

101

NEXT2018実行委員
みずほ情報総研(株)
渥美 智之
(株)情報技術センター
大窪 和仁
15:00-15:45
<IBM i 30th >
【20代、30代の方限定！】
IBM i に関わる若手技術者 & 営業/スタッ
フ、全員集合！セッション

10B
中ホールＢ

101

日本アイ・ビー・エム (株)
IBM i 統括部

107

12-107
17:00-18:00
NEXTライトニングトーク
～ISEセッションの見どころをチェック！～

107

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリ
ング(株)
12-108
17:00-18:45
TALK TIME！ ～U研倶楽部～
19:00-19:30
交流会

108

200
小ホール

NEXT2018実行委員長
(株)京王ITソリューションズ
後藤 順滋
NEXT2018実行委員
(株)京王ITソリューションズ
北 朋晃
12-200
17:00-17:45
<IBM i 30th >
IBM i のモバイル革命
日本アイ・ビ－・エム (株)
IBM i 統括部 部長 久野 朗

108

200
小ホール

NEXT ２０１８ 札幌大会 セッション時間割 ２日目
日程
時間
部屋名

09:30-10:30
21

11:00-12:00
22

※プログラムの内容については、今後変更になる可能性がございますので予めご了承ください。
2018/11/8（木）
13:00-14:00
23

12:00-13:00
2L

14:30-15:30
24

16:00-17:00
25

17:00-18:00

2M

18:00-19:15
NEXT Business Link
Day2
～NEXT懇親会～

1MH
大ホール
21-10A 09:30-10:30 (60分)

10A
中ホールＡ

MS&ADシステムズ(株)
ＩＴマネジメント本部・システム開発推進部
システムデザイングループ 坂場 悠平

21-10B 09:30-10:30 (60分)

101

22-10A 11:00-12:00 (60分)

【白熱教室】損保系企業内にピュア・アジャイルを目指すチーム ヘルプデスクにおける働き方改革の実現〜IBM Cloud
を作ってみました
Watsonを利用したナレッジベースの構築〜
これまでの経緯と失敗から得た教訓、今後解決すべきマネジメ
ント論や組織論的な側面からみた課題について
(株)セイノー情報サービス

<白熱教室> <事例>
【IT】アプリケーション開発
【経営】IT部門改革、IT部門の今後の在り方
【対象者】参加者全員

10B
中ホールＢ

2L-10A 12:10-12:50 (40分)

23-10A 13:00-14:00 (60分)

<ランチョンセッション>
安価だけれど高機能、AutoMateはIBM i に最適のRPA

PHRサービスの実現を目指した電子版お薬手帳サービス提 ブロックチェーン基盤を利用した簡易実証実験
供の取り組み
地方創生ユースケース（投票）へのブロックチェーン技術適用
の現在地
(株)ＳＴＮｅｔ
ビジネスソリューション第１部 細井 吉彦
(株)フジミック
デジタルメディア推進部兼企画部
<IBMユーザー論文> <事例>
スペシャリスト 川島 貴司
【IT】クラウド
【IT】モバイル
<JGS> IA-017
【対象者】参加者全員
【IT】仮想通貨、ブロックチェーン
【IT】アプリケーション開発
【対象者】参加者全員

天気が分かればビジネスが変わる

2L-10B 12:10-12:50 (40分)

23-10B 13:00-14:00 (60分)

24-10B 14:30-15:30 (60分)

25-10B 16:00-17:00 (60分)

<ランチョンセッション>
iCafe提供 特別ランチョンセッション：RPGの明日はどっち
だ？大激論！

農業xIoTxAI
NTTドコモと日本情報通信によるApure様実証実験事例

企業のCSIRTに必要なセキュリティ技術と展望
CSIRT向けシステム再開判断基準の提案

建設機械のＩｏＴソリューションと開発

日本情報通信(株)
バリューインテグレーション本部
ソフトウェア・テクニカルセールス部 大島 騎頼

みずほ情報総研(株)
グループＩＴ第４部 伊藤 聡司

三和コムテック(株)

技術部ヘルプデスクグループ 課長 鈴木 洋介
<IBMユーザー論文> <事例>
【IT】Cognitive/AI
【IT】運用・管理
【対象者】参加者全員

22-10B 11:00-12:00 (60分)

Deep Learningを活用したRPA（Cognitive Automation）の IBM i ユーザーが目指すべきBPOの形
現状と未来
クラウドサービスを中心としたエコシステムの形成
- ヒトが介在すべきRPA 日本情報通信(株)
みずほ情報総研(株)
マネージドサービス本部 担当部長 佐藤 壮介
グループＩＴ第３部 次長 橋口 祐司
<事例> <IBM i>
【IT】Cognitive/AI
【IT】クラウド
【IT】RPA
【経営】IT部門改革、IT部門の今後の在り方
【対象者】参加者全員
【対象者】参加者全員

IBM i
投資対効果
Software全般

(株)イグアス
IBM i
アプリケーション開発
Software全般

24-10A 14:30-15:30 (60分)

【IT】IoT
【IT】Cognitive/AI
【対象者】参加者全員

<JGS> IP-016
【IT】セキュリティ
【IT】運用・管理
【対象者】参加者全員

【IT】その他（先進事例・先端技術を含む）
【経営】ビジネスモデル改革
【対象者】参加者全員

(株)小松製作所
宮下 隆

22-101a 11:00-11:30 (30分)

23-101a 13:00-13:30 (30分)

24-101a 14:30-15:00 (30分)

<IBM i 30 セッション>
世界中で利用のシステム解析ソリューション
「X-Analsyis」による課題解決の実例紹介

<IBM i 30 セッション> 企画担当者向け
自然災害だらけ！ 早急に対応が必要なBCP対策

<IBM i 30 セッション> 企画担当者向け
<IBM i 30 セッション> 企画担当者向け
ＩＢＭ ｉ （ＡＳ/４００） 環境でできる！
IBMｉ（AS/400）向け災害・障害対策でのシステムの二重化
印刷環境および開発・運用環境の業務カイゼン事例を徹底解 (HA)ツール
説

日本アイ・ビー・エム(株)
Power Systems テクニカルセールス 児玉 尚子

ジーアールソリューションズ(株)
(株) 第一コンピュータリソース
IBM i
運用管理
アプリケーション開発

IBM i
災害対策・BCP

(株)アイエステクノポート

24-101b 15:10-15:40(30分)

モールタイム
(モール会場
にて開催)

10A
中ホールＡ

10B
中ホールＢ

Maxava(株)
IBM i
運用管理
災害対策・BCP

IBM i
運用管理
アプリケーション開発

22-101b 11:40-12:10 (30分)

23-101b 13:40-14:10 (30分)

<IBM i 30th >
IBM iのデータを守ろう！事業継続のための災害対策

<IBM i 30 セッション>
IBM i Web化を「超高速開発」で実現 ～Valence活用例の
ご紹介～

<IBM i 30 セッション> 企画担当者向け
世界最大の郵便ソリューション ピツニーボウズとIBM i のコラボ
レーション「Mail Inserter i」郵便発送業務のIT化ですべてが変
わる‼

IBM i
スマートフォン／タブレット
アプリケーション開発

<IBM i 30 セッション> 企画担当者向け
<IBM i 30 セッション> 企画担当者向け
RPG技術者不足を解消する、ベル・データの手法とサービス IBM i 活用を考える
（まだまだいけるぞIBM i）
ベル・データ(株)
ソリューション・ラボ・横浜(株)
IBM i
アプリケーション開発
IBM i
投資対効果
スマートフォン／タブレット
アプリケーション開発

22-102a 11:00-11:30 (30分)

23-102a 13:00-13:30 (30分)

24-102a 14:30-15:00 (30分)

25-102a 16:00-16:30 (30分)

<モールコラボセッション>
すき家を経営するゼンショーのExcelインターフェイスの開発
ツールEVOLIO

<モールコラボセッション>
パスワード管理の課題を解決する「本人認証サービス on
IBM Cloud」

<モールコラボセッション>
GDPR対策としてのIBMiコンプライアンス

<モールコラボセッション>
クラウドベンダーが提供する唯一のIBM iクラウドサービス

三和コムテック(株)

(株)IIJグローバルソリューションズ

セキュリティ

IBM i
コンプライアンス施策

IBM i
クラウドコンピューティング

23-102b 13:40-14:10 (30分)

24-102b 15:10-15:40 (30分)

25-102b 16:40-17:10 (30分)

<モールコラボセッション>
アジャイル開発でIBM iを活かし切る超高速開発ツール
「Magic xpa」

<モールコラボセッション>
進化したOCRで働き方改革！ ユーザー部門で運用可能
なOCRとは

<モールコラボセッション>
IBMｉ（AS/400）向け災害・障害対策でのシステムの二重化
(HA)ツール

マジックソフトウェア・ジャパン(株)

(株)ハンモック

Maxava(株)

IBM i
スマートフォン／タブレット
アプリケーション開発

ビジネスプロセス改革（BPR）
AI／Deep Learning
先端技術

IBM i
運用管理
災害対策・BCP
<25-101a 16:00-16:30 のリピートセッションです>

(株)ミガロ．

1MH
大ホール

25-101a 16:00-16:30 (30分)

21-101b 10:10-10:40 (30分)

(株)グローバルITサービス

25-101b 16:40-17:10 (30分)

101

(株)イグアス
IBM i
セキュリティ
コンプライアンス施策

(株)ディー・ディー・エス

アプリケーション開発
投資対効果

102

21-106 09:30-12:00 (150分)

23-106 13:00-13:45 (45分)

24-106 14:10-14:55 (45分)

【ハンズオン】
Watsonに触れてみよう ! セッション1

【ハンズオン】
IBM i のアプリ開発にもDevOpsを取り
入れよう

【ハンズオン】
【ハンズオン】
IBM i と連携するNode.jsとNode-REDで IBM i のアプリ開発にもDevOpsを取り
アプリ構築を体験しよう
入れよう

【ハンズオン】
IBM i と連携するNode.jsとNode-REDでアプリ構築
を体験しよう

日本アイ・ビー・エム(株)

オープンソース協議会 - IBM i
ティアンドトラスト(株)
北原 征夫

オープンソース協議会 - IBM i
ティアンドトラスト(株)
北原 征夫

日本アイ・ビー・エム(株)
(株)アイ・ラーニング
<事前申込> <人数限定>

<事前申込> <人数限定>

25-106 15:05-15:50 (45分)

日本アイ・ビー・エム(株)
<事前申込> <人数限定>

<事前申込> <人数限定>

107

日本アイ・ビー・エム(株)
ワトソン&CP ザ・ウェザーカンパニー
アジア・太平洋気象予報センター長 網野 順

<IBM i 30th >
PowerAIで始める画像認識！ディープラーニングで業務変
革

三和コムテック(株)

日程
時間
部屋名

25-10A 16:00-17:00 (60分)

21-101a 09:30-10:00 (30分)

日本アイ・ビー・エム(株)
Power Systems テクニカルセールス 菅田 丈士

106

18:00-19:15
26

26-106 16:05-16:50 (45分)

106

<事前申込> <人数限定>

21-107 09:30-10:30 (60分)

22-107 11:00-12:00 (60分)

2L-107 12:10-12:50 (40分)

23-107 13:00-14:00 (60分)

RPAの利用事例と課題
～最新のRPAプラクティスについてご紹介します～

敵対的生成ネットワーク(GAN)概説～その絵、AI が描きま
した～

<ランチョンセッション>
基幹系システムの負荷削減
～外部データ通信処理の過渡期を生き抜く方法～

より使える！Watson Discovery Service

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング(株)
クラウド・イノベーション 伴 俊秀

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング(株)
アナリティクス・ソリューション 平内 雅則

デジタル時代の歩き方 ～技術者が育つ会社の在り方を考 しくじり Design Thinking 俺らみたいにやるな!!
えよう～
日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
先進インダストリー・ソリューション 佐川 洵貴
テクニカル・リーダーシップ兼デジタル・イノベーション事業
クラウド・アプリケーション 内野 宗平
執行役員 小池 裕幸

23-108 13:00-14:00 (60分)

24-108 14:30-15:30 (60分)

25-108 16:00-17:00 (60分)

<IBM i 30th >
世界のIBM i 最新動向と事例

<IBM i 30th >
【わいわい】みんなで語ろう IBM i

IBM Corporation
スティーブ・ウィル IBM i チーフアーキテクト
日本アイ・ビー・エム(株)
IBM i 統括部 部長 久野 朗

IBM Corporation
スティーブ・ウィル IBM i チーフアーキテクト
ダグ・マック Db2 for i コンサルタント
日本アイ・ビー・エム(株)
IBM i 統括部 部長 久野 朗

日本情報通信(株)

102

24-107 14:30-15:30 (60分)

25-107 16:00-17:00 (60分)

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング(株)
第２ワトソン・ソリューション 小栗 開

107

アプリケーション開発
ネットワーク
ERP/基幹業務

108

21-108 a 09:30-10:00 (30分)

22-108 11:00-12:00 (60分)

2L-108 12:10-12:50 (40分)

<IBM i 30 セッション>
モーニングディスカッション：デジタルトランスフォーメーションと
IBMi
Fresche Solutions Inc.

<IBM i 30th >
IBM i 最新アプリケーション開発環境

<ランチョンセッション>
<IBM i 30th >
IBM iアプリケーションを迅速にモダナイズ、管理するためのソ Db2 for i 開発リーダーが語る！ Db2 ＆ Web Query 最
リューション
新情報

21-108 b 10:10-10:40 (30分)

IBM Corporation
スティーブ・ウィル IBM i チーフアーキテクト
日本アイ・ビー・エム(株)
IBM i 統括部 部長 久野 朗

Fresche Solutions Inc.

IBM Corporation
ダグ・マック Db2 for i コンサルタント
日本アイ・ビー・エム(株)
IBM i 統括部 部長 久野 朗

22-200 11:00-12:00 (60分)

2L-200 12:10-12:50 (40分)

23-200 13:00-14:30 (90分)

24-200 15:30-17:00 (90分)

<ランチョンセッション>
RPGからJavaへ自動変換ツールによるマイグレーションサー
ビス

技術者コミュニティTEC-Jの研究活動から見る最新技術動向
人工知能や量子コンピューターなどの最新研究から技術を展望する

技術コミュニティによるデジタル時代の人材育成

デジタルイノベーションと働き方改革
（対談形式）テクニカルコミュニティの運営＋兼業副業

<IBM i 30 セッション>
IBMiアプリケーションをより管理、強化、革新するために
Fresche Solutions Inc.
21-200 09:30-10:30 (60分)
IBM Research
未来の研究

200
小ホール

日本アイ・ビー・エム(株)
東京基礎研究所 所長 福田 剛志
【IT】その他（先進事例・先端技術を含む）
【対象者】参加者全員
21-201a 09:30-10:00 (30分)

201
+
202

22-201a 11:00-11:30 (30分)

【経営】人材／スキル育成
【IT】デジタルイノベーション
【対象者】参加者全員

<Executive>
【IT】その他（先進事例・先端技術を含む）
【IT】Cognitive/AI
【対象者】参加者全員

25-201 16:00-17:00 (60分)

ブロックチェーンで作るミライノカタチ
業界の垣根を超えた新たなビジネスモデルの提案と試作から⾒
えてきたこと

お酒セッション
日本酒の海外市場について
*整理券配布
*試飲あり

21-201b 10:10-10:40 (30分)

22-201b 11:40-12:10 (30分)

23-201b 13:40-14:10 (30分)

巧妙化するサイバー攻撃
経営者を説得するための情報セキュリティ担当者必携ツー
ル

クラウドのスピード開発におけるプロジェクト・マネジメント手法研
究

Power AI Visionを使ってみよう

関東研 H29-3b チーム

201
+
202

関東研 北関東支部 H30T1 チーム
<IT研究会>
【IT】Cognitive/AI
【IT】クラウド
【対象者】技術者基礎

<IT研究会>
【IT】アプリケーション開発
【IT】クラウド
【対象者】 参加者全員

21-204 09:30-10:30 (60分)

22-204 11:00-12:00 (60分)

2L-204 12:10-12:50 (40分)

23-204 13:00-14:00 (60分)

24-204 14:30-15:30 (60分)

25-204 16:00-17:00 (60分)

改善が出来る組織に大切な基礎の話
自立と自発を促す組織風土を作るコツ

会議から風土を変える
～最高のパフォーマンスを上げる会議～

<ランチョンセッション>
IBM iユーザー必見！今後どうなる『次期EDI』への対応！

リフォームで実現した成長性の高いユニチカ基幹システム
～高品質・低コスト・高保守性の開発の決め手～

最高のパフォーマンスを上げるためのＷｅｌｌ-Ｂｅｉｎｇ
－成長と幸せを科学的に実現する－

製造業のデジタルトランスフォーメーション
攻めのＩＴ経営を目指したＪＦＥグループＩＴ戦略

ネオアクシス(株)

ユニチカ(株) 理事 情報システム部 部長 近藤 寿和
(株)ソフトロード 代表取締役社長 劉 忱

(株)フォレストハーモニー
代表取締役社長 猿谷 清吾

JFEスチール(株)
常務執行役員 新田 哲

<事例>
【IT】モダナイゼーション
【IT】アプリケーション開発
【対象者】管理者

<Executive>
【経営】働き方改革
【経営】人材／スキル育成
【対象者】参加者全員

【IT】デジタルトランスフォーメーション
【対象者】参加者全員

(株)タカインフォテクノ
ITソリューション事業推進室 室長 阿部 将永

(株)フォレストハーモニー
未来創造支援本部／パートナー 伊藤 美紀

<事例>
【IT】運用・管理
【経営】人材／スキル育成
【対象者】参加者全員

【経営】人材／スキル育成
【経営】働き方改革
【対象者】参加者全員

IBM i
運用管理
投資対効果

21-205 09:30-12:00 (150分)

23-205 13:00-17:00 (240分)

【ワークショップ】
Bluemix User Groupのこれ までとこれから
IBM Cloudユーザー会の活動について

【ワークショップ】
「アクティブ・ブレイン 人生が変わる新しい脳の動かし方」
ソーシャル・コネクト(株)
代表取締役 品田 マルクス高志

ラテラルシンキング(株)
ITソリューション本部システム開発部／スペシャリスト 竹谷 忠幸

200
小ホール

男山(株)
山崎 五良

<IT研究会>
【IT】仮想通貨、ブロックチェーン
【経営】ビジネスモデル改革
【対象者】参加者全員

九州研 F チーム

204

205

【経営】人材／スキル育成
【対象者】参加者全員

【IT】クラウド
【経営】人材／スキル育成
【対象者】参加者全員

206

IBMi
アプリケーション開発

日本アイ・ビー・エム(株)
TEC-Jテクニカルアドバイザー 山下文彦

23-201a 13:00-13:30 (30分)

<IT研究会>
【IT】セキュリティ
【対象者】経営者

205

【経営】働き方改革
【対象者】参加者全員

コベルコシステム(株)

農業IOTで北の大地の農業を盛り上げる
地域活性化およびビジネスに貢献するアプリ開発にチャレン
陸から空から日本の食を守る「ＩＴで圃場診断 農薬の少な ジ！
い畑」
沖縄研 T1 チーム
エンゲル800 北海道研 T1 チーム
<IT研究会>
<IT研究会>
【IT】Cognitive/AI
【IT】IoT
【対象者】参加者全員
【対象者】技術者応用

四国研 T2 チーム

204

日本アイ・ビー・エム(株)
技術理事 TEC-Jプレジデント 山下克司
TEC-Jテクニカルアドバイザー 山下文彦

日本アイ・ビー・エム(株)
技術理事 TEC-Jプレジデント 山下克司
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21-206a 09:30-10:00 (30分)

22-206a 11:00-11:30 (30分)

23-206a 13:00-13:30 (30分)

24-206a 14:30-15:00 (30分)

25-206 16:00-17:00 (60分)

ワークスタイル変革のために、なすべきことは？
働く人の目線で考えたホワイトカラーの生産性向上

「０円」からはじめる働き方改革
～ ＲＰＡ最初の一歩 ～

IoTでスメルハラスメント対策
ニオイデータ×人の感覚データ付加によるニオイ測定

IoTの利活用研究
～相央太郎の挑戦～

関西研 T6 チーム

中国研 T3 チーム

中部研 T2 チーム

関西研 T2 チーム

クラウドAI活用における初心者向けプロトタイプ開発プロセス
の提案
クラウドAIを実装したアプリケーション開発について

<IT研究会>
【経営】働き方改革
【対象者】参加者全員

<IT研究会>
【経営】働き方改革
【IT】RPA
【対象者】参加者全員

<IT研究会>
【IT】IoT
【経営】メンタルヘルスケア
【参加者】参加者全員

<IT研究会>
【IT】IoT
【対象者】参加者全員

21-206b 10:10-10:40 (30分)

22-206b 11:40-12:10 (30分)

23-206b 13:40-14:10 (30分)

24-206b 15:10-15:40 (30分)

RPA(Robotics Process Automation)
RPA導入の超えるべきハードルとは

RPA
～ホントに簡単に使えるの？～

ハッカソンに挑戦！
～最新AIを駆使し地域活性化につながるアプリ開発～

「女性が活躍する社会」の実現に貢献するITとは？

中部研 T3 チーム

G.W. with R 関西研 T4 チーム

こざくらすいっち 中国研 T4 チーム

<IT研究会>
【IT】RPA
【対象者】参加者全員

<IT研究会>
【IT】RPA
【対象者】参加者全員

<IT研究会>
【IT】アプリケーション開発
【IT】Cognitive/AI
【対象者】技術者基礎

21-207a 09:30-10:00 (30分)

22-207a 11:00-11:30 (30分)

23-207a 13:00-13:30 (30分)

24-207a 14:30-15:00 (30分)

25-207 16:00-17:00 (60分)

Future AI Things
～AI開発者を増やしたい～

ゼロから始めるＩＢＭ Ｃｌｏｕｄ
～ＩｏＴ、ＡＩソリューションの研究～

女性が楽しいワケ

働き方改革
～ここちよい職場づくりを目指して～

情報システムの価値を可視化する見積もりプロセス提案
見える化で見積もりを成功させる

FAITH
関東研 H29-1c チーム

北陸研 T1 チーム

関東研 神奈川支部 T2 チーム

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受賞チーム（PM部会）

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受賞チーム（IA部会）
【IT】クラウド
【IT】Cognitive/AI
【対象者】技術者基礎

206

関東研 H29-10 チーム

207

<IT研究会>
【経営】働き方改革
【対象者】参加者全員

東北研 W1 チーム
<IT研究会>
【経営】その他
【対象者】参加者全員

<IT研究会>
【IT】Cognitive/AI
【対象者】技術者基礎

<IT研究会>
【IT】Cognitive/AI
【IT】IoT
【対象者】技術者基礎

21-207b 10:10-10:40 (30分)

22-207b 11:40-12:10 (30分)

23-207b 13:40-14:10 (30分)

24-207b 15:10-15:40 (30分)

IoTの利活用研究
すぐに使える「IoT参照モデル」

「IoT」から「IoE」へ 感情データによるIoT利活用領域の拡大
～もし「人の感情」がインターネットに繋がったら.. 検証環境の
実演と体験用アプリの紹介を交えご説明～

ＲＰＡ（Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）
ＲＰＡで楽がしたい！

IBM Cloudから考える地域活性化に向けたコグニティブシス
テム

関東研 H29-6b チーム

関東研 新潟支部 T1 チーム

<IT研究会>
【IT】RPA
【対象者】参加者全員

<IT研究会>
【IT】Cognitive/AI
【IT】クラウド
【対象者】参加者全員

関東研 H29-4a チーム
<IT研究会>
【IT】IoT
【対象者】参加者全員

関東研 H29-4b チーム
<IT研究会>
【IT】IoT
【IT】アプリケーション開発
【対象者】参加者全員

<IT研究会>
【経営】働き方改革
【対象者】参加者全員

【経営】その他
【対象者】管理者
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NEXT 2018 札幌大会 セッション時間割 ３日目

※プログラムの内容については、今後変更になる可能性がございますので予めご了承ください。
2018/11/9（金）

日程
時間
部屋名

09:30-10:30

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

31

32

3L

3M

十勝バス(株)
代表取締役社長 野村 文吾
31-10A 09:30-10:30 (60分)

31-10B 09:30-10:30 (60分)

101

32-10A 11:00-12:00 (60分)

34
34-1CH
15:30-16:00
クロージングイベント

日程
時間
部屋名
1CH
特別会議場

モールタイム
(モール会場
にて開催)

10A
中ホールＡ

【IT】デジタルトランスフォーメーション
【IT】クラウド
【対象者】経営者
32-10B 11:00-12:00 (60分)

IBM i の内部構造が丸見えになるREVERSE COMET i
【インタラクティブセッション】
IBMi(AS/400)上で稼動しているシステムを、将来に向けて有効活用する
実行委員長と語り合おう。
若手社員が抱えるお悩みを質問投稿サービス（sli.do）を利用し実行 方法のご紹介
委員長がお答えします。

NEXT2018実行委員長
(株)京王ITソリューションズ 後藤 順滋

15:00-16:00

3L-10A 12:10-12:50 (40分)

全ての企業にAIを。クラウドで最新の“分析環境”を実現するためのテ 極秘プロジェクトに関わるアーキテクトが語る「次世代IBMクラウド」の全貌 <IBM i 30 >
Think Japan 2018講演
クノロジー
IBM i 30周年 特別ランチョン講演
〜機械学習・深層学習の企業データへの透過的適用〜
日本アイ・ビー・エム(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
クラウド事業本部
日本アイ・ビー・エム(株)
IBM i 統括部
エグゼクティブ・アーキテクト
渡邉
周一
テクニカル・リード 土屋 敦
【IT】Cognitive/AI
【IT】クラウド
【対象者】参加者全員

10B
中ホールＢ

33
33-1CH
14:15-15:30
特別講演

1CH
特別会議場

10A
中ホールＡ

14:00-15:00

NCS&A(株)
主席ビジネスコンサルタント 中村 淳次

31-101a 09:30-10:00 (30分)

<IBM i>
【IT】運用・管理
【対象者】参加者全員
32-101a 10:55-11:25 (30分)

<IBM i 30 セッション> 技術者向け
インフラからアプリケーションまでJBCCはPOWERの総合クリニック

<IBM i 30 セッション> 技術者向け
Cloud/AI時代のIBM i セキュリティ

JBCC(株)

(株)ソルパック

IBM i
スマートフォン／タブレット
アプリケーション開発

IBMi
セキュリティ
運用管理

31-101b 10:10-10:40 (30分)

32-101b 11:35-12:05 (30分)

10B
中ホールＢ

101

<IBM i 30 セッション> 技術者向け
<IBM i 30 セッション> 技術者向け
話題のBIツール：PHPQUERY。IBM i (AS/400)環境だからこそ実現出来 働き方改革の事例が盛りだくさん！
るデータ活用法をご紹介
スマートデバイス活用方法を一挙公開！
(株)オムニサイエンス

(株)ランサ・ジャパン

IBM i
データ活用
BI

スマートフォン／タブレット
データ活用
アプリケーション開発
32-102a 11:10-11:40 (30分)
<モールコラボセッション>
「つなぐ」技術でIBM iを活かし切るデータ連携ツール「Magic xpi」
マジックソフトウェア・ジャパン(株)

102

IBM i
データ活用
ビジネスプロセス改革(BPR)

102

31-106 09:30-12:00 (150分)

106

【ハンズオン】
Watsonに触れてみよう ! セッション2

106

日本アイ・ビー・エム(株)
(株)アイ・ラーニング
<事前申込> <人数限定>

107

108

200
小ホール

201
+
202

204

31-107 09:30-10:30 (60分)

32-107 11:00-12:00 (60分)

ここからはじめようマイクロサービス 開発と運用のポイント

実践工場IoT

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング(株)
クラウド・アプリケーション 古池 範充

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング(株)
クラウド・アプリケーション 城戸 健太郎

31-108 09:30-10:30 (60分)

32-108 11:00-12:00 (60分)

<IBM i 30th >
<IBM i 30th >
Javaから新世代RPGへ。IBM i による教務システム再構築プロジェクトの ヒューマノイド・ロボット + AI + IBM i が創る、ユーザー体験変革のご紹介
ご紹介
(株) ブレーンスタッフコンサルタンツ
立命館大学 情報システム部 情報システム課
代表取締役 浅沼 良則
課長 服部 陽介
日本アイ・ビー・エム(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
Power Systems テクニカルセールス 佐々木 幹雄
Power Systems テクニカルセールス 佐々木 幹雄
31-200 09:30-10:30 (60分)

32-200 11:00-12:00 (60分)

UOSからの提言 これからの時代 高齢ITエンジニアに活躍の場を！

働き方改革の決め手！RPA， AI， API， BPMによる業務パフォーマンス
改革
RPAの課題を克服し、更なる生産性向上につなげるために

(株)エム・アンド・アイ
代表取締役 山中 進
UOS高齢IT問題タスクチーム
【経営】ITと高齢者
【経営】働き方改革
【対象者】管理者

日本アイ・ビー・エム(株)
IBMクラウド事業本部
シニア・コンサルティング・ＩＴスペシャリス 中村 航一

31-201 09:30-10:30 (60分)

【経営】働き方改革
【IT】RPA
【対象者】参加者全員
32-201 11:00-12:00 (60分)

ゼンショーホールディングスのイノベーションへの取り組み
ココスのおもてなしロボットへの挑戦

今こそ ITモダナイゼーションをはじめよう！
スマートデバイス活用から始める工場ＩＴ化

(株)ゼンショーホールディングス
グループIT本部 AI推進室 柴田 雄介

ネオアクシス(株)
ソリューション事業部 開発部 部長 池田 鉄哉

【IT】デジタルイノベーション
【IT】UX
【対象者】参加者全員

<IBM i >
【IT】モダナイゼーション
【IT】モバイル
【対象者】参加者全員

31-204 09:30-10:30 (60分)

32-204 11:00-12:00 (60分)

トラック輸送における積載率向上のためのシェアリングトラック構築に関する 独自仮想通貨の開発・導入における課題
取り組み
災害復興のための独自仮想通貨導入検証を通して
～IBM Watson(VR)とニューラルネットワークの活用による荷物と空きスペー
スのマッチング～
日本アイ・ビー・エム(株)
グローバルビジネスサービス事業部
(株)セイノー情報サービス
Strategy & iX エクスペリエンス・ソリューション
知識ベース・ロボット推進室 原 謙介
シニアコンサルタント 佐々木 優
<IBMユーザー論文> <事例>
【IT】Cognitive/AI
【対象者】参加者全員
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108

200
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<JGS> IP-024
【IT】仮想通貨、ブロックチェーン
【参加者】参加者全員

31-205 09:30-12:00 (150分)
【ワークショップ】
「みんなで考える、ブロックチェーンの使い方」

205

205

エヌアイシー・ソフト(株)
第三開発部 國藤 篤規
【IT】仮想通貨、ブロックチェーン
【対象者】参加者全員

206

31-206 09:30-10:30 (60分)

32-206 11:00-12:00 (60分)

失敗しないRPAのためのチェックポイント
RPA導入を成功へ導く手段

ウェアラブルデバイス普及に向けた簡易実証実験
現在の利用状況から導く，次世代音声技術との連携によるウェアラブルデ
バイス活用

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受賞チーム（IP1部会）
【IT】RPA
【経営】働き方改革
【対象者】参加者全員

207

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受賞チーム（IP2部会）
【IT】その他（先進事例・先端技術を含む）
【IT】IoT
【対象者】参加者全員

31-207 9:30-10:30 (60分)

32-207 11:00-12:00 (60分)

AIを活用したIT人材向け性格スキルアセスメントツールの開発
これからの時代も生き残れるIT人材とは

ビジネスシステムの高速開発への期待と限界精査

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受賞チーム（RM部会）
【IT】Cognitive/AI
【経営】人材／スキル育成
【対象者】参加者全員

206

JGS研究2018
優秀プレゼンテーション賞受賞チーム（SP部会）

207

