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1705-019                                  2017 年 5 月 22 日 
    

日本ユニシスグループ 

6 月 8 日、9 日の 2 日間、グループ総合イベント「BITS®2017」を開催 
 
日本ユニシス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：平岡 昭良、以下 日本ユニシス）は、

6 月 8 日（木）、9 日（金）の 2 日間、日本ユニシスグループ総合イベント「Nihon Unisys Group Business 
& ICT Strategy Forum 2017（BITS2017）」を ANA インターコンチネンタルホテル東京（東京都港区）にて
開催します。 
 

ICT ですべてがつながりひろがる、デジタルエコノミーの時代となり、企業は社会課題解決のためにビ
ジョンを共有し、協業して革新的なサービスやビジネスを創出する時代になりました。 
日本ユニシスグループは‘Foresight in sight® （注 1）’をコーポレートステートメントとして掲げ、先見性

と洞察力で社会課題に着目し、ビジネスエコシステムの中核となり、AI、IoT、ビッグデータ、ロボティ
クスをはじめ先進的なテクノロジーやビジネス革新を提案することで、 業界の垣根を越えた企業連携を
次々と実現しています。 

 
ビジネスエコシステムとは、Fintech（フィンテック）や新電力事業のように複数の企業が商品開発や事

業活動などでパートナーシップを組み、新しいサービスを産み出す仕組みのことです。その背景として
は、新たなビジネスモデルや新技術を持つ企業の参入により、業界の壁が壊され、異業種企業の連携で生
き残りを図るイノベーションの必要性などが挙げられます。 

  
日本ユニシスグループの総合イベント「BITS2017」では、星と星がつながる星座をモチーフとして、

‘つながる構想、ひろがる革新 ビジネスエコシステム拡大中’をコンセプトに、拡大するビジネスエコ
システムの現在と未来、活力ある社会を共創する多くの取組みをご紹介します。 

 
BITS2017 の概要は以下のとおりです。 
 

■ 開催概要 

1．開催期間：2017 年 6 月 8 日（木）～9 日（金） 
2．会  場：ANA インターコンチネンタルホテル東京 B1F 
3．主  催：日本ユニシスグループ 
4．共  催：ユニシス研究会（注 2） 

 
■ 主なプログラム（全 33 セッションより抜粋） 

＜6 月 8 日（木）＞ 

・基調講演 

ご挨拶 
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 取締役専務執行役員） 

平岡 昭良  日本ユニシス株式会社 代表取締役社長 

基調講演／パネルディスカッション ビジネスエコシステムで未来を創る 
石倉 洋子 氏 一橋大学名誉教授 

桔梗原 富夫 氏 日経 BP社 執行役員、日経 BP総研 イノベーション ICT研究所 所長 

平岡 昭良  日本ユニシス株式会社 代表取締役社長 

http://fis.nri.co.jp/ja-JP/publication/kinyu_itf/backnumber/2015/06/201506_6.html
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トークセッション 
「さぁ始めよう 最高のステージ」を目指し  ～チームに宿るリーダーシップ～ 
倉木 麻衣 氏   シンガー、立命館大学産業社会学部 客員准教授 

日本ユニシスグループアンバサダー 

平山 優  日本ユニシス株式会社 広報部シンボルスポーツ室 

平岡 昭良  日本ユニシス株式会社 代表取締役社長 

・特別講演 

  エコシステムと共創がもたらす IoT活用の最前線 ～模索を続ける利用者が提供者と本音で未来を語る～ 

鳥巣 悠太 氏 IDC Japan コミュニケーションズ シニアマーケットアナリスト 

谷 直樹 氏  株式会社 NTTドコモ 法人ビジネス本部 IoTビジネス部 部長 

桔梗原 富夫 氏 日経 BP社 執行役員、日経 BP総研 イノベーション ICT研究所 所長 

東 常夫  ユニアデックス株式会社 代表取締役社長 

山平 哲也  ユニアデックス株式会社 エクセレントサービス創生本部 IoTビジネス開発統括部長 

・ユニシス研究会 セッション 全 9 セッション、年次総会、情報交換会 
2017年度の優秀なグループ研究および論文を発表 

＜6 月 9 日（金）＞ 

・特別講演 「星を星座に、きらめく未来」パネルディスカッション 

① 世界的インキュベーションエリアに成長する鶴岡、サイエンスでまちづくり 
冨田 勝 氏 慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長、慶應義塾大学環境情報学部 教授 

山中 大介 氏 YAMAGATA DESIGN株式会社 代表取締役 

井上 浄 氏 株式会社リバネス 取締役副社長 CTO、慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任准教授 

   株式会社メタジェン 技術顧問 

齊藤 昇  日本ユニシス株式会社 取締役常務執行役員 CMO 

② グローバルを駆けるベンチャーたち、そして日本企業は 
鎌田 富久 氏 TomyK Ltd.代表取締役 

宮田 拓弥 氏 Scrum Ventures 創業者 ジェネラルパートナー 

齊藤 昇  日本ユニシス株式会社 取締役常務執行役員 CMO 

③ オープンイノベーションで、つなげひろげるビジネスエコシステム 
丸 幸弘 氏 株式会社リバネス 代表取締役 CEO 

齊藤 昇  日本ユニシス株式会社 取締役常務執行役員 CMO 

・特別講演 

AI でビジネスはどう変わるのか ～“未来の働き方”、そしてAI×IoTによるビジネスエコシステム実現に向けて～ 

パネルディスカッション 
山田 誠二 氏 人工知能学会 会長、国立情報学研究所・総合研究大学院大学 教授 

東京工業大学 特定教授 

新井 紀子 氏 国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授 

羽田 昭裕  日本ユニシス株式会社 総合技術研究所所長 CTO 

プレゼンテーション＆デモ 
葛谷 幸司  日本ユニシス株式会社 取締役常務執行役員 CDO 

田中 星一  日本ユニシス株式会社 エバンジェリスト（AI） 

 ・日本ユニシスグループセッション 全 13 セッション 
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なお、2 日間を通して併設の展示コーナーにて各種デモやプレゼンテーションを実施します。 
 

■ BITS2017 イメージ画像 

 

以 上 
 

注 1：Foresight in sight 
日本ユニシスグループのコーポレートステートメントです。 
'Foresight'（先見）は、業界の変化やお客さまのニーズ、これからの社会課題を先んじて想像し把握
すること。'in sight'は、「見える・捉えることができる」という意味の'in sight'と、「洞察力」という意
味の'insight'のダブルミーニングとなっています。 
 

注 2：ユニシス研究会 
日本ユニシスグループのユーザー会です。 

 
 
※BITS、Foresight in sight は、日本ユニシス株式会社の登録商標です。 
※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 
 
※関連 URL： 
・BITS2017    http://bits.unisys.co.jp/2017/ 
・中期経営計画「Innovative Challenge Plan」 http://www.unisys.co.jp/com/innovative_challenge_plan.html 
・ユニシス研究会    http://www.yuni-ken.gr.jp/ 
 
 
※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合があります
ので、あらかじめご了承ください。 
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