【ユニシス研究会】2021年度 研究活動・論文発表会（2022年3月4日開催）プログラム
オンライン開催
今回のオンラインによる2021年度 研究活動発表会は、Zoomウェビナーを利用して開催します。
Zoomウェビナーでは、セッション毎に入場するためのURLが設定されております。時間になりましたら、視聴したい各セッションのURLをクリックし、ご入場ください。
URLをクリック後、Zoomが起動するまで約1分程度かかる場合があります。
（URLでログインができない場合には、下段にあるミーティングIDとパスコードを使用して入場ください。）
またお手数ですが各セッションに入場いただく都度、以下項目の入力が必要となります。
・氏名、・メールアドレス、・会社名／団体名、・ご所属の支部名ほか

＊グループ名をクリックすると発表内容の概要をご覧いただけます。(会員専用ページになりますのでご登録が必要です）
2022.3.2
会場名

A会場

B会場

セッション名

A-1

B-1

C会場

D会場

研究活動グループ発表
C-1

D-1

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QApD2ZJ1 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XxgyVUXZ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R3DBIo6K https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_14lRy7CqR
視聴用URL

TIeaIySXwyRY4w

SZWSCigkd-EkrQ

R4SPgiLUCLyj_w

CqljM5Fvy5w9A

ミーティングID:88337495621

ミーティングID:83794854293

ミーティングID:89435176044

ミーティングID:83464776640

パスコード:327547

パスコード:197030

パスコード:925732

関東1グループ

関東2グループ

関東3グループ

関東4グループ

パスコード:752301

テレワークのコミュニケーション

5G×医療

オンライン教育におけるコミュニケーションの変化

地方創生におけるデジタルマーケティングの可能性
を考える

～機能の活用方法、普及していますか？～

〜5G導入における遠隔診断の将来性〜

～集合研修・ＯＪＴの現状と課題～

～メタバースでワーケーション先を選んでみませんか～

働き方改革

5G

人材育成

デジタルマーケティング

9:30～
10:10

休 憩 (１0分)
セッション名

A-2

B-2

C-2

D-2

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WnEpwT6 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6X_HyQ5IR https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nyiw1sy4S https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Fm1wTS01
視聴用URL

10:20～
11:00

RTMaV8ydE29EfGQ

N2tfc_2BBSJew

U638bSpIAPV8w

TiCnGQF1AS6eKw

ミーティングID:88669569339

ミーティングID:84126689252

ミーティングID:84886031922

ミーティングID:88100391153

パスコード:967704

パスコード:543772

パスコード:019257

パスコード:505995

関東5グループ

関東6グループ

関東7グループ

関東８グループ

体験学習によるDX人材育成

テレワーク環境下での課題解決策ご提案

AIによる写真構図判定と評価

地域の強みを活用した経済活性化

～AIを活用できる人を増やせ！～

～悩みを分かち合い、知識を共有し合って一歩先へ！～

～あなたの写真をAIで”採点”します～

～ＥＣサイトのチェックリスト検討を通じて～

DX推進

withコロナの
システム開発プロジェクト

AI

ICTによる地域経済活性化

休 憩 (１0分)
セッション名

A-3

B-3

C-3

D-3

静岡グループ

中部1グループ

中部2グループ

新潟グループ

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QApD2ZJ1 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XxgyVUXZ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R3DBIo6K https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_14lRy7CqR

11:10～
11:50

TIeaIySXwyRY4w

SZWSCigkd-EkrQ

R4SPgiLUCLyj_w

CqljM5Fvy5w9A

ミーティングID:88337495621

ミーティングID:83794854293

ミーティングID:89435176044

ミーティングID:83464776640

パスコード:327547

パスコード:197030

パスコード:925732

パスコード:752301

高齢者の家族交流･認知症に果たすシルバーeス
ポーツの役割

身体は資本！健康的に働こう！

DevOps/NoOps実現への道

テレワークでのSDGs推進

～eスポーツをシルバー世代に普及させるためには！～

～食生活の改善からの考察～

～身近なことから始めましょう～

～ターゲット7.3 エネルギー効率の改善率倍増への貢献～

eスポーツ

アフターコロナでの働き方

DevOps/NoOps

SDGs

A-4

B-4

C-4

D-4

関西・北陸1グループ

関西・北陸2グループ

関西・北陸3グループ

東北グループ

休 憩 (４０分)
セッション名

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WnEpwT6 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6X_HyQ5IR https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nyiw1sy4S https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Fm1wTS01

12:30～
13:10

RTMaV8ydE29EfGQ

N2tfc_2BBSJew

U638bSpIAPV8w

TiCnGQF1AS6eKw

ミーティングID:88669569339

ミーティングID:84126689252

ミーティングID:84886031922

ミーティングID:88100391153

パスコード:967704

パスコード:543772

パスコード:019257

パスコード:505995

５Gはカラオケ難民を救えるか

もう騙されない、定期購入広告

AIによる写真の部分塗り絵化

よりみちアプリ「る.る.る.」

～越えろ３０ｍｓの壁～

～テキストマイニングで広告を要約～

～その被写体、塗り絵にしてみませんか？～

～出かける、すすめる、立ち寄れる。～

AI

地域活性化

５G

デジタルマーケティング

A-5

B-5

C-5

D-5

北海道グループ

九州・沖縄グループ

中国グループ

関西・北陸4グループ

休 憩 (１0分)
セッション名

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QApD2ZJ1 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XxgyVUXZ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R3DBIo6K https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_14lRy7CqR

13:20～
14:00

TIeaIySXwyRY4w

SZWSCigkd-EkrQ

R4SPgiLUCLyj_w

CqljM5Fvy5w9A

ミーティングID:88337495621

ミーティングID:83794854293

ミーティングID:89435176044

ミーティングID:83464776640

パスコード:327547

パスコード:197030

パスコード:925732

パスコード:752301

青果特徴判別アプリ

ゲーミフィケーションによる資格取得の意欲向上に
むけた研究

カープ観戦で電気を起こす！

楽して減らそうフードロス！

～こんな見た目の青果が良かったんだ！～

～資格取得を楽しみましょう～

〜あなたの応援が SDGs ?!〜

～家庭でできるDX実践～

画像認識、AI

ゲーミフィケーション

SDGs

DX推進

休 憩 (20分)

論文発表
セッション名

A-6

B-6

C-6

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WnEpwT6
視聴用URL

14:20～
14:40

D-6

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nyiw1sy4S https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Fm1wTS01

RTMaV8ydE29EfGQ

U638bSpIAPV8w

TiCnGQF1AS6eKw

ミーティングID:88669569339

ミーティングID:84886031922

ミーティングID:88100391153

パスコード:967704

パスコード:019257

パスコード:505995

【優秀】
リモート時代もこれで安心
～セキュリティを強化したリモート操作環境構築につ
いて～

【二席】
保険設計書等の募集資料の電子的送付について
～ITで届けるお客さまへの想い～

【優秀】
機械学習による未知分類に対する有用性検証
～VOC分析の推進を目指して～

富国生命保険(相)
木部 修様

(株)再春館製薬所
中司 弘樹様

ほくでん情報テクノロジー(株)
吉田 将平様
休 憩 (１0分)
セッション名

A-7

B-6

C-7

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QApD2ZJ1
視聴用URL

14:50～
15:10

D-7

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R3DBIo6K https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_14lRy7CqR

TIeaIySXwyRY4w

R4SPgiLUCLyj_w

CqljM5Fvy5w9A

ミーティングID:88337495621

ミーティングID:89435176044

ミーティングID:83464776640

パスコード:327547

パスコード:925732

パスコード:752301

【優秀】

【二席】
生保基幹システムにおける外部設計工程内製化の
挑戦
～開発会社依存からの脱却～

【入選】
SDGsがビジネスになる
～取り組むことで得られる価値～

ＭＳ＆ＡＤシステムズ(株)
大石 祐太様

(株)Taisei
村重 純也様

プロダクトオーナーとして参画したアジャイル型開発プロジェ
クトでの教訓
～将来のDXプロジェクト実施に向けた布石～
東北インフォメーション・システムズ（株）

小野 有輝様
休 憩 (30分)

論文・研究活動 入賞発表・表彰式
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7lyHpa7_SqKOkrXQYrS70Q
視聴用URL

ミーティングID:85116351579

15:40～
17:00

開会のご挨拶
論文表彰式、研究活動入賞発表・表彰式

パスコード:652658

