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事例マークがついているセッションは、2018～2020 年に「アシストフォーラム」でご講演いただいた（ご講演予定だった）内容です。 

8 月 24 日（月）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 
仮想化/セキュリティ/Web サ

イト活用 
特別講演/協賛 

 第 1 セッション 8 月 24 日（月） 10:00 ～ 10:45 

24A1 
2018 事例   

クラウド活用とテスト自動化で

工数削減と品質向上を同時に

実現 

関西電力株式会社 

電力やガスの小売自由化等、事

業環境の激変に伴いデータの量

と種類は爆発的に増大。SLA の

担保が喫緊の課題になる中、

Oracle Cloud による柔軟な DB

環境構築と、Oracle RAT による

DB 環境のみでのテスト自動化

で、工数大幅削減と飛躍的な品

質向上を同時に実現しました。 
製品/サービス： 

Oracle Cloud Infrastructure、Oracle 

Real Application Testing 

 

24B1 

SAP2027 年問題に伴うシステ

ム移行にデータ連携ツール活

用術！ 

株式会社アシスト 

2027 年に SAP ERP の保守が終

了するため、SAP ユーザーは今

後の対応が必須です。SAP ERP

から S/4 HANA へまたは他シス

テムへの移行時に、データ連携

ツールが活用できます。実践事

例も交えその活用術についてご

紹介します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

24C1 
2019 事例   

日本最大級のゴルフ総合サイ

トを支える攻めのシステム運用

とは 

株式会社ゴルフダイジェスト・オ

ンライン 

「ゴルフで世界をつなぐ」を全社ミ

ッションに多くのサービス展開と

躍進をし続ける GDO。オンプレ 

からフルクラウドへ 変 化し続 け

る BtoC ビジネスの IT 基盤とシ

ステム運用を、JP1 活用の勘所

とともにお伝えします。 
製品/サービス： 

JP1 

 

24D1 

Web からの脅威をどう防ぐ？鉄

壁の Web 分離システムで企業

価値を守る！ 

株式会社アシスト 

企業活動で得た情報（データ）は

企業価値そのものであり、データ

保護はもはや企業の命題です。

本セッションではデータを守る鉄

壁の Web 分離製品

「EricomShield」を徹底解説しま

す。 
製品/サービス： 

Ericom Shield 

 

 

休憩 

 第 2 セッション 8 月 24 日（月）  11:00 ～ 11:45 

24A2 

DB バージョンアップは怖くな

い！RAT 活用の伝授 

株式会社アシスト 

効率的かつ効果的なテストを実

現する Real Application Testing。

バージョンアップやパッチ適用後

の SQL 性能劣化を事前に発見

し、本番切替後のトラブル防止の

ポイントをご紹介します。 
製品/サービス： 

Oracle Real Application Testing 

 

24B2 
2018 事例   

内部統制と共にリアルタイムな

基幹業務を支えるデータ連携

処理 
三菱商事ライフサイエンス株式会

社（旧：MC フードスペシャリティー

ズ株式会社） 

日本トップクラスの食品素材メー

カーの基幹業務を支えるデータ

処理。親会社である三菱商事と

同レベルの IT 業務処理の統制

対応と、7 つのサブシステムから

成る基幹システム間のリアルタイ

ムなデータ連携処理への取り組

みをご紹介します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

24C2 
再放送有   

ユーザーからの問い合わせを

本気で減らしたいお客様へ 

株式会社アシスト 

「簡単・高機能・イマドキ」をコンセ

プトに、ヘルプデスクの現場で実

用頂ける AI、チャットなどを標準

搭載した新世代型の IT サービス

マネジメント製品をご紹介しま

す。 

※再放送は 26C3 です。 
製品/サービス： 

Service Management Automation X 

 

24D2 
2019 事例   

インターネット分離でマルウェア

との「いたちごっこ」に終止符

を！ 
アイテック阪急阪神株式会社 

多層防御ではマルウェアとの「い

たちごっこ」が終わらないと考え、

「インターネット分離」を選ぶ企業

が増えています。オンプレ版・クラ

ウド版における 50 社以上の提案

実績を基に、インターネット分離

の導入ポイントをお伝えします。 
製品/サービス： 

Ericom Shield 

 

 

休憩 

 第 3 セッション 8 月 24 日（月）  13:00 ～ 13:45 

24A3 
DX 時代のデータベースの大本

命、EDB Postgres を使いこな

せ！ 
株式会社アシスト 

高機能・高性能で稼働環境を選

ばない EDB Postgres は DX 時

代における DB 選択の大本命で

す。採用までの考慮点、移行ポイ

ント、稼働後の使いこなしまで、

最重要ノウハウを厳選してお伝

えします。 
製品/サービス： 

EDB Postgres 

 

24B3 
協賛   

国内 1100 社のお客様から支

持されている WhatsUp Gold の

現状と今後 

プログレス・ソフトウェア・ジャパン

株式会社 

監視ソリューション市場の今後と

なぜ WhatsUp Gold が支持され

ているのか、お客様は何を求め

ているのかを WhatsUp Gold の

現状を今後を含めて説明します。 
製品/サービス： 

Progress Corticon 

 

24C3 
いまこそ人材不足に立ち向かう

JP1 担当の育成全てお見せし

ます 
株式会社アシスト 

「新卒入社してよかった会社ラン

キング 2019」で、アシストが 7 位

にランクイン。アシスト技術者の

業務の取り組みを通して、人材

不足に立ち向かうための考え方

や工夫のポイントをご紹介しま

す。 
製品/サービス： 

JP1 

 

24D3 
協賛   

テレワーク時代のセキュリティ

対策 ログ管理の重要性 

インフォサイエンス株式会社 

テレワークへ移行する企業が増

え、セキュリティ対策として、改め

てログ管理を見直す必要があり

ます。テレワーク時代のログ管理

の必要性、重要性を事例を交え

て紹介します。 
製品/サービス： 

Logstorage 

 

24E3 
特別講演  再放送有   

ソフトウェア・ファースト～ニュー

ノーマルを生き抜く～ 

及川 卓也氏（Tably 株式会社 代

表取締役） 

コロナ禍で働き方やビジネスモデ

ルの転換を余儀なくされている

中、その武器となるのがソフトウ

ェアです。これまでアナログを重

視し、IT を単に業務効率化の道

具として捉えてきた企業を「ソフト

ウェア・ファースト」に変える考え

方、アプローチをお伝えします。 
製品/サービス： 

ソフトウェア・ファースト 

 

休憩 
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8 月 24 日（月）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 
仮想化/セキュリティ/Web サ

イト活用 
特別講演/協賛 

 第 4 セッション 8 月 24 日（月）  14:00 ～ 14:45 

24A4 
協賛   

今こそ見比べてほしい、Oracle 

Cloud Infrastructure の実力 

日本オラクル株式会社 

エンタープライズでのクラウド活

用を推進するべく進化を続ける、

Oracle Cloud Infrastructure の最

新情報とお客様事例をご紹介し、

なぜ多くのお客様に選ばれるか、

その理由をお伝えします。 
製品/サービス： 

Oracle Cloud Infrastructure 

 

24B4 
2018 事例   

「よろこんでもらえる喜び」

を！！CS 向上につながる購買

データ分析とは？ 
ティーライフ株式会社 

当社社是の「よろこんでもらえる

喜び」を、全てのお客様に体感し

てもらうため、300 万人超のお客

様購買データを分析、継続率改

善を狙った CRM 活動の実施事

例をご紹介します。 
製品/サービス： 

QlikView 

 

24C4 
協賛   

with コロナ、多様に働く１人ひ

とりに伴走・HRTech 活用 1on1

事例 
株式会社日立製作所 

テレワークや在宅勤務が増える

なか、生産性の維持向上に、多

様な従業員ケアも重要課題の１

つです。HRTech として「日立人

財分析ソリューション」を活用した

1on1 実践事例をご紹介します。 
製品/サービス： 

日立人財分析ソリューション 

 

24D4 
再放送有   

RPA、クラウド利用拡大の影に

潜む特権 ID のリスク見落とし

ていませんか 
株式会社アシスト 

RPA やクラウドはユーザー部門

でも簡単に始められる一方、リス

クを正しく把握していない利用者

も増えています。このリスクに対

し、特権 ID 管理製品を使い、ど

のようなセキュリティ対策が実現

できるか解説します。 

※再放送は 25D4 です。 
製品/サービス： 

iDoperation／特権 ID 管理 

 

24E4 

アシスト提唱の新様式「IoK 構

想～Internet of Knowledge～」

とは 

株式会社アシスト 

コロナ禍を背景に、一人ひとりの

価値観が大きく変化する中、 企

業はどう変わり、どう進化できる

のか。"知識と人" をつなぐこと

で、企業変革を加速させる新様

式「IoK 構想」をご紹介します。 
製品/サービス： 

IoK ソリューション 

 

休憩 

 第 5 セッション 8 月 24 日（月）  15:00 ～ 15:45 

24A5 
2019 事例   

「24 時間 365 日稼働」その使

命を実現するための対策とは 
三州食品株式会社 

養鶏から加工までの一貫生産で

お客様に常に安全・安心な製品

をお届けする三州食品グループ

では、中小企業であっても 24 時

間 365 日のシステム稼働が求め

られます。事業継続も視野に入

れて進めたシステム更改の全体

像をご紹介します。 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Dataabse 

Appliance 

 

24B5 
協賛   

データ活用によるビジネスリー

ドを支援する Qlik のソリューシ

ョン 

クリックテック・ジャパン株式会社 

データ、インサイト、アクション。こ

れらを結びつけ、ビジネスを変革

し、社会を改善するためにクラス

最高のソリューションを提供する

エンドツーエンドのプラットフォー

ムをご紹介します。 
製品/サービス： 

Qlik 

 

24C5 
2018 事例   

SAP 基幹システムを AWS 上で

運用して 3 年、「クラウドって実

際どうよ！？」 

アズビル株式会社 

アズビルでは、SAP をビッグバン

導入し、周辺システムを含めて

AWS 上で運用しています。費用

面は？クラウドって大丈夫？JP1

運用はオンプレミスと違う？など

今後のヒントとなるトピックをご紹

介します。 
製品/サービス： 

JP1 

 

24D5 
協賛   

脅威インテリジェンスを活用し

た脆弱性管理の最前線 
テナブル・ネットワーク・セキュリ

ティ・ジャパン株式会社 

脆弱性の量は日々膨大に増え続

けており、人手での管理限界を

超えています。脅威インテリジェ

ンスと機械学習を用いた最先端

の脆弱性管理プラットフォーム

Tenable.io をデモを交えてご紹介

します。 
製品/サービス： 

Tenable 

 

24E5 
協賛   

SAP ERP のデータ連携をシン

プルに～DataSpider/MALSY 

成功事例～ 

三菱電機インフォメーションシス

テムズ株式会社 

SAP S/4HANA は業務の標準化

に適した基幹システムですが、他

システムとのデータ連携も標準化

していますか？本セッションでは

データ連携を DataSpider や

MALSY で標準化した事例をご紹

介します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

休憩 

 第 6 セッション 8 月 24 日（月）  16:00 ～ 16:45 

24A6 
協賛   

今必要とされるマスキングツー

ルとは 

株式会社インサイトテクノロジー 

DevOps による開発サイクル短期

化やデータ分析需要の高まりに

より、本番データ利活用の要求

が高まっています。当セッション

は、開発・分析ニーズにも応える

マスキングソリューションを紹介し

ます。 
製品/サービス： 

Delphix 

 

24B6 
2019 事例   

拡張 BI＋機械学習で現場ノウ

ハウを見える化属人化防止！ 

神星工業株式会社 

デンソーグループのアセンブリメ

ーカーとして、中少量品で世界ト

ップの品質とローコストを目指す

ため、課題である生産現場の属

人化対策として拡張 BI＋形態素

解析を活用した事例をご紹介し

ます。 
製品/サービス： 

Qlik Sense 

 

24C6 
ニューノーマル時代へ。 今こそ

考えるべき運用管理の「やりか

た」 
株式会社アシスト 

DX 推進に加え、アフターコロナ

に訪れる「新様式」。IT 部門の変

革は、待ったなし。この変革に向

けてリニュアルした「ENISHI」と、

様々な課題に対応した「ENISHI

ソリューション」をご紹介します。 
製品/サービス： 

次世代型 ITSM 変革ソリューション 

 

24D6 
再放送有   

ニューノーマル時代の顧客接

点強化のためのチャットボット

＆サイト活用術 

株式会社のれん 

AI チャット bot や MA などのマー

ケティングツールを最大限に活用

するためには、散在するデータの

利活用と Web サイトが要です。

勘や経験のみに頼らず定量的な

根拠に基づくサイト品質向上の

秘訣をご紹介します。 

※再放送は 25D1 です。 
製品/サービス： 

NOREN、NOREN musubi 

 

24E6 
協賛   

アフターコロナを駆け抜けろ 

DX を実現するローコード開発 

株式会社インテック 

新型コロナウィルス感染対策を

受け、企業における IT 戦略は加

速しています。DX を進める手段

として注目されているローコード

開発を開発基盤である

OutSystems を事例にご紹介しま

す。 
製品/サービス： 

Delphix、OutSystems 
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事例マークがついているセッションは、2018～2020 年に「アシストフォーラム」でご講演いただいた（ご講演予定だった）内容です。 

8 月 25 日（火）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 
仮想化/セキュリティ/Web サ

イト活用 
特別講演/協賛 

 第 1 セッション 8 月 25 日（火） 10:00 ～ 10:45 

25A1 
2019 事例   

多様化する保険ニーズに対応

するデータベース基盤とは 
ニッセイ・ウェルス生命保険株式

会社 

金融機関の窓口を通じて優れた

保険を提供するニッセイ・ウェル

ス生命保険。システムの早期立

ち上げ、運用の効率化といった

課題を、Oracle Database 

Appliance でどのように解決した

のかをご紹介します。 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Dataabse 

Appliance 

 

25B1 

RPA＋AI で実現する業務自動

化～業務判断に最適な AI を探

る～ 

株式会社アシスト 

RPA との組み合わせで AI を使う

ことが当たり前になってきた中、

業務判断に最適な AI として、ル

ールベース AI と機械学習 AI の

特徴の違いと使い分けのポイント

を解説します。 
製品/サービス： 

AEDAN 

 

25C1 
2020 事例   

必見！S/4HANA クラウド環境

変更に伴う、ジョブ管理ツール

の刷新！ 

CKD 株式会社 

この地区でいち早く S/4HANA を

採用、稼働させた CKD がクラウ

ド環境変更に伴いジョブ管理ツー

ルを JP1 へ刷新。クラウド環境

変更と同時に実現した既存ジョブ

管理ツールから JP1 への移行の

ポイントをご紹介します。 
製品/サービス： 

JP1 

 

25D1 
再放送   

ニューノーマル時代の顧客接

点強化のためのチャットボット

＆サイト活用術 

株式会社のれん 

AI チャット bot や MA などのマー

ケティングツールを最大限に活用

するためには、散在するデータの

利活用と Web サイトが要です。

勘や経験のみに頼らず定量的な

根拠に基づくサイト品質向上の

秘訣をご紹介します。 
製品/サービス： 

NOREN、NOREN musubi 

 

 

休憩 

 第 2 セッション 8 月 25 日（火）  11:00 ～ 11:45 

25A2 
協賛   

Oracle Database Appliance 最

新情報とお客様導入事例のご

紹介 

日本オラクル株式会社 

ODA がもたらすビジネスメリット

と IT 投資の最適化・コスト削減シ

ナリオや、テクノロジー最新情報

およびお客様事例について、ご

紹介いたします。 
製品/サービス： 

Oracle Databse Appliance 

 

25B2 
導入実績多数！業務自動化の

限界を突破した「エンタープライ

ズ RPA」とは 
株式会社アシスト 

RPA による業務自動化は「定型・

大量・ルーチン」が限界です。「業

務自動化を更に推し進めるため

の考え方と手法」を具体的な事例

を交えてご説明します。 
製品/サービス： 

AEDAN 

 

25C2 
再放送有   

その自動化諦めてませんか？ 

RPA ツール導入の効果的な方

法とは！ 

株式会社アシスト 

RPA ツール導入後、適用可能な

環境が限定的、動作が不安定等

の課題が散見されます。コロナ禍

において期待通りの効果を発揮

するためには？改めて RPA ツー

ルの導入のポイントと最適な導

入手順を考察します。 

※再放送は 28D3 です。 
製品/サービス： 

UFT One、Operations Orchestration 

 

25D2 
2018 事例   

「すばやく」「わかりやすく」「誠

実に」JR 九州 Web サイトリニュ

ーアル 

九州旅客鉄道株式会社 

JR 九州は 2016 年秋、株式上場

に合わせ Web サイトをリニューア

ル。お客さまに 素早く情報を提

供するため NOREN を導入しまし

た。Web 未経験の担当者が、

日々コンテンツを更新し続けるた

めの工夫をご紹介します。 
製品/サービス： 

NOREN 

 

25E2 
協賛   

SAP ERP が保守延長された

今、『やらなければならないこ

と』 

株式会社電通国際情報サービス 

SAP ERP 保守延長のチャンスを

生かし、SAP ユーザーが今「でき

ること」「やらなければならないこ

と」を最新の ISID ソリューション

をご紹介しながら分かりやすく解

説いたします。 
製品/サービス： 

ERP 

 

休憩 

 第 3 セッション 8 月 25 日（火）  13:00 ～ 13:45 

25A3 
2018 事例   

データベースのパフォーマンス

改善でアシストの超サポを体験

した 

四国電力株式会社 

増大し続けるデータ量に対し、デ

ータベースが想定通りの 

パフォーマンスを出せない状況に

直面しました。時間の 

経過により変わっていく状況にも

幅広く対応していった、 

アシスト超サポの体験談をお話し

します。 
製品/サービス： 

Oracle Database 

 

25B3 

クラウド型 DWH を利用した 

Qlik Sense の大量データ活用

術 

株式会社アシスト 

クラウド型 DWH である 

Snowflake と Qlik Sense の最新

機能である Dynamic Views を組

み合わせ、大量の社内データを

いかに Qlik Sense で活用する

か、Qlik Sense June 2020 の最

新機能も交えながらご紹介しま

す。 
製品/サービス： 

Qlik Sense 

 

25C3 
2018 事例   

運用工数を 80%削減！?始めて

から分かった?業務自動化のポ

イントと効果 

京セラコミュニケーションシステム

株式会社 

自動化ツールの導入によりシス

テム運用工数を大幅削減。実際

に取り組み始めてから分かった

業務自動化のポイントと工数削

減だけに留まらない効果につい

て、現場での取り組みをご紹介し

ます。 
製品/サービス： 

Operations Orchestration 

 

25D3 
協賛   

テレワーク時代に求められる新

たなログ活用とは 
株式会社インテック 

ワークスタイルが大きく変わる

中、今の時代に即した情報漏洩

対策や労務管理が求められてい

ます。本セミナーでは、テレワー

ク時代に最適かつ有効な

LogRevi 内部脅威分析サービス

を中心にご紹介します。 
製品/サービス： 

LogRevi 

 

25E3 
協賛   

DX 時代の高生産性を実現す

る「高速開発による内製化」の

ご提案 

キヤノン IT ソリューションズ株式

会社 

「Web Performer」はシステム開発

を革新する Web アプリケーション

自動生成ツールです。本セッショ

ンでは、「Progress Corticon」や

「DataSpider」との連携シーンも交

えてご紹介します。 
製品/サービス： 

Web Performer、Progress Corticon、

DataSpider Servista 

 

休憩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アシストオンラインフォーラム 2020 プログラム 
 

https://www.ashisuto.co.jp/event/af/ 
 

8 月 25 日（火）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 
仮想化/セキュリティ/Web サ

イト活用 
特別講演/協賛 

 第 4 セッション 8 月 25 日（火）  14:00 ～ 14:45 

25A4 

今さら聞けないデータ分析シス

テムに求められるデータベース

とは？ 

株式会社アシスト 

データドリブン経営が進む中、デ

ータ分析のためのサービスは多

数存在します。データ分析システ

ムの課題や事例を通して、様々

なツールやプラットフォームに対

応した超高速データベース

Vertica をご紹介します。 
製品/サービス： 

Vertica 

 

25B4 
2019 事例   

限界突破！セルフサービス BI

導入で見えてきた新しい世界と

は？ 
株式会社堀場製作所 

営業、生産、品証の 3 部門と IT

部門が連携しセルフサービス BI

基盤を導入しました。各部門の苦

労点や技術ノウハウを勉強会で

共有することで展開を加速。統計

解析にも挑戦し、さらなる活用を

目指します。 
製品/サービス： 

Qlik Sense 

 

25C4 
協賛  再放送有   

日立が考える IT 運用の未来像 

～IT 運用への AI 適用最前線

～ 
株式会社日立製作所 

IT 運用への AI 導入について弊

社が経験を通して得た知見など

を、ベストプラクティスとして紹

介。 

※再放送は 27C6 です。 
製品/サービス： 

JP1、IT 運用最適化サービス 

 

25D4 
再放送   

RPA、クラウド利用拡大の影に

潜む特権 ID のリスク見落とし

ていませんか 
株式会社アシスト 

RPA やクラウドはユーザー部門

でも簡単に始められる一方、リス

クを正しく把握していない利用者

も増えています。このリスクに対

し、特権 ID 管理製品を使い、ど

のようなセキュリティ対策が実現

できるか解説します。 
製品/サービス： 

iDoperation／特権 ID 管理 

 

25E4 
特別講演  再放送   

ソフトウェア・ファースト～ニュー

ノーマルを生き抜く～ 

及川 卓也氏（Tably 株式会社 代

表取締役） 

コロナ禍で働き方やビジネスモデ

ルの転換を余儀なくされている

中、その武器となるのがソフトウ

ェアです。これまでアナログを重

視し、IT を単に業務効率化の道

具として捉えてきた企業を「ソフト

ウェア・ファースト」に変える考え

方、アプローチをお伝えします。 
製品/サービス： 

ソフトウェア・ファースト 

 

休憩 

 第 5 セッション 8 月 25 日（火）  15:00 ～ 15:45 

25A5 
2018 事例   

IoT 時代の DB 統合環境～フ

ル SSD＋大容量メモリーで 40

倍高速化～ 

リコー電子デバイス株式会社 

半導体製品の検査結果判定

(SPC)のレスポンスが大幅に悪化

し、生産性を大きく落としていた

現行システムから、Multitenant＋

RAC One Node により、セキュリ

ティと SLA を保ちつつ複数 DB を

集約統合。SPC 判定時間を 99%

削減（※）した全貌をご紹介しま

す。（※）SPC 判定の年間総時間

が、1365 時間から 13 時間に削

減 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Dataabse 

Appliance 

 

25B5 
協賛   

デジタル・カルチャーの取り入

れ方「データドリブン経営の事

例」 

株式会社セゾン情報システムズ 

既存カルチャーに、デジタル・カ

ルチャーを混ぜることができるの

か？2020 年、創業 50 周年を迎

えた当社。経営体制刷新から、デ

ータドリブン経営に変化した取組

み事例についてお伝えします。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

25C5 
迅速且つ高品質にシステムリリ

ースに向け取り組むべきこと！ 

株式会社アシスト 

コロナ禍は開発様式にも変化を

もたらしています。 

ビジネス貢献する高品質なシス

テムをリリースし続けるために

CI/CD がもたらす効果とテストの

考え方、自動テストツールの活用

方法を説明します。 
製品/サービス： 

CI/CD ソリューション 

 

25D5 
協賛   

安全で快適なテレワークを実

現！Citrix ソリューションのここ

がスゴイ 

シトリックス・システムズ・ジャパ

ン株式会社 

このセッションでは既にオフィスに

ある PC を活用することで、２週

間で安全で快適なテレワーク環

境を導入する方法をご紹介しま

す。 
製品/サービス： 

Citrix 

 

25E5 
協賛   

「超 WebFOCUS 活用術」～会

社の未来を変える～ 

株式会社アクセス 

FOCUS ひとすじ。こだわり続けて

30 年．．． 

FOCUS 専門技術者集団が「洗練

されたコーディング術」を伝授しま

す。 

～『想像以上』を形にする～ 株

式会社アクセス 
製品/サービス： 

WebFOCUS 

 

休憩 

 第 6 セッション 8 月 25 日（火）  16:00 ～ 16:45 

25A6 

Oracle 20c から必須構成！マ

ルチテナントによる DB 統合の

キホン 

株式会社アシスト 

複数データベースインスタンスの

集約に効果的なマルチテナント

機能。Oracle Database Appliance

等アプライアンス製品と相性も良

く実績増加中です。構成・運用ノ

ウハウをご紹介します。 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Multitenant 

 

25B6 
2018 事例   

満足度 100%を実現する 78 点

の基幹システム作り～ kintone

連携事例 ～ 
株式会社日阪製作所 

老朽化と属人化が進み、経営情

報の分散化も大きな問題となって

いた基幹システムのリプレースに

成功しました。大規模短期導入を

なぜ実現できたのか、100 点満

点を目指さない大胆な方針をご

紹介します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista、WebFOCUS 

 

25C6 
協賛   

DevOps のリードタイム削減を

加速する Value Stream 

Mapping の実践 
マイクロフォーカスエンタープライ

ズ株式会社 

DevOps を促進するために必要

なプロセスの無駄な箇所の特定

とリードタイムの削減に対して有

効な Value Stream Mapping 手法

の概要を紹介します。 
製品/サービス： 

Value Stream Mapping 

 

25D6 
再放送有   

自治体システム強靭化リプレー

スのポイント解説 

株式会社アシスト 

この夏に公開される新ガイドライ

ンで自治体、県クラウドの追加要

件が明らかになります。αモデル

の課題解決と、βモデルとテレワ

ークに最適な Ericom のソリュー

ションをご提案します。 

※再放送は 27D4 です。 
製品/サービス： 

Ericom／自治体強靭化 

 

25E6 
協賛   

なぜコンテナ活用が難しいの

か？CloudNative 化の課題と処

方箋 
SCSK 株式会社 

コンテナ活用に向けて、その特有

の問題点やリスクにどのように対

処すべきか。「Sysdig Secure 

DevOps Platform」を用いた解決

策をご紹介いたします。 
製品/サービス： 

Sysdig Secure DevOps Platform 
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事例マークがついているセッションは、2018～2020 年に「アシストフォーラム」でご講演いただいた（ご講演予定だった）内容です。 

8 月 26 日（水）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 
仮想化/セキュリティ/Web サ

イト活用 
特別講演/協賛 

 第 1 セッション 8 月 26 日（水） 10:00 ～ 10:45 

26A1 
2019 事例   

スッキリ！！DB の集約化で課

題解決 
株式会社オーシーシー 

「システムの共同利用化の要求」

や「DB 管理工数の増加の課題」

などを DB の集約化で解決。

Oracle Database Appliance の仕

組みを利用して、当初の課題解

決プラスアルファの効果を得た取

り組みをご紹介します。 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Databse 

Appliance 

 

26B1 
協賛   

AI x BI による次世代アナリティ

クス 
クリックテック・ジャパン株式会社 

独自の連想エンジンと強力な AI 

を備えた Qlik Sense は、あらゆ

るスキルレベルのユーザーがデ

ータを自由に探索することを可能

にします。Qlik Sense の最新リリ

ースとその特徴をご紹介します。 
製品/サービス： 

Qlik 

 

26C1 
2019 事例   

障害対応スピードアップと IT 部

門の信頼回復を実現した戦略

的アプリ品質改善とは 

パーソルキャリア株式会社 

日本最大級の転職エージェント

サービス doda を支える基幹シス

テム。そのアプリの課題を一目で

確認できるようにして長年の品質

課題を改善。ユーザー部門から

賞賛されるようになった

JENNIFER 活用事例をご紹介し

ます。 
製品/サービス： 

JENNIFER 

 

26D1 

Web サイトをセールス担当とし

て育てる方法とは 
株式会社のれん 

平成の 30 年間でネット環境の発

達やデバイスの普及により顧客

の消費行動は激変しました。いつ

でも・どこでも情報を得ることに慣

れたお客様を満足させるために、

これだけはやるべきサイト運営の

コツをお伝えします。 
製品/サービス： 

NOREN、NOREN musubi 

 

 

休憩 

 第 2 セッション 8 月 26 日（水）  11:00 ～ 11:45 

26A2 
協賛   

Oracle Autonomous 

Database(自律型 DB)が示すデ

ータベースの未来 

日本オラクル株式会社 

世界初の自律型データベース・ク

ラウド・サービスは、日本のお客

様での利用が急速に進んでいま

す。この新しいサービスがなぜ受

け入れられているのかを、お客様

事例とともにお伝えいたします。 
製品/サービス： 

Oracle Cloud Infrastructure 

 

26B2 
2018 事例   

Qlik Sense で実現！ゲームユ

ーザー属性の多角的なクラスタ

分析 

株式会社セガ（旧：株式会社セガ

ゲームス） 

これまで実現できなかった、ゲー

ムユーザーの属性（クラスタ）に

応じた分析を Qlik Sense によっ

て実現。様々な角度からデータを

分析することで得られた効果と、

実際のクラスタリングデータ構造

をご紹介します。 
製品/サービス： 

Qlik Sense 

 

26C2 
協賛  再放送有   

急激なアクセス集中に即対処 

アプリの見える化で変える準備

と運用 

株式会社ジェニファーソフト 

業界トップ企業でも発生する、

Web サイトのダウンや遅延。急激

なアクセス集中の対策は見える

化がポイント。見える化によって

変わる準備と対処方法、更にリモ

ート運用体制についても紹介しま

す。 

※再放送は 28C3 です。 
製品/サービス： 

JENNIFER 

 

26D2 
2019 事例   

“PDCA を本気で回す”ニッショ

ー流 Web 施策。ここだけの話 

株式会社ニッショー.jp、株式会社

アクアリング 

賃貸住宅検索サイト「ニッショ

ー.jp」、地域情報「住む街なび」を

運営するニッショー.jp の Web 施

策、運用体制を大公開！実際に

成果をあげられた具体的な施策

を含む事例は共感ポイント満載

です。 
製品/サービス： 

NOREN 

 

26E2 
再放送有   

今さら聞けない Oracle 

Database ライセンスのルール 

株式会社アシスト 

Oracle Database ライセンスの基

本的な考え方をあらためてご説

明します。特に、皆さまからの関

心が高い仮想化／クラウド各環

境について、活用ポイントや考慮

事項をお伝えします。 

※再放送は 28A6 です。 
製品/サービス： 

Oracle ライセンス 

 

休憩 

 第 3 セッション 8 月 26 日（水）  13:00 ～ 13:45 

26A3 
2019 事例   

アプライアンスだからこそ実現

できたデータベースの楽々運

用 
いちよし証券株式会社 

コスト低減を狙いデータベースア

プライアンスを導入したものの、

想定外のハードウェア障害が発

生。実際に経験してわかった障

害対応の実際と、高い効果を得

た障害対策への取り組みをご紹

介します。 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Databse 

Appliance 

 

26B3 
再放送有   

強制テレワークでもビクともしな

い～業務自動化戦略が DX の

第一歩～ 
株式会社アシスト 

コロナ禍による突然のテレワーク

が業務の姿を大きく変えてしまい

ました。アフターコロナ時代を生

き抜く先進企業様の業務自動化

戦略をご紹介します。 

※再放送は 28D1 です。 
製品/サービス： 

AEDAN 

 

26C3 
再放送   

ユーザーからの問い合わせを

本気で減らしたいお客様へ 

株式会社アシスト 

「簡単・高機能・イマドキ」をコンセ

プトに、ヘルプデスクの現場で実

用頂ける AI、チャットなどを標準

搭載した新世代型の IT サービス

マネジメント製品をご紹介しま

す。 
製品/サービス： 

Service Management Automation X 

 

26D3 
協賛   

ニューノーマルのテレワークを

守るゼロトラスト技術 

Ericom Software Ltd. 

セキュアアクセスのリーダーの

Ericom がコロナ以降の Web とメ

ールの脅威動向、VPN の脆弱性

と狙われやすい NW、そして既存

ネットワークに「あと付け」できる

ゼロトラスト技術を紹介します。 
製品/サービス： 

Ericom 

 

26E3 
特別講演  再放送   

ソフトウェア・ファースト～ニュー

ノーマルを生き抜く～ 

及川 卓也氏（Tably 株式会社 代

表取締役） 

コロナ禍で働き方やビジネスモデ

ルの転換を余儀なくされている

中、その武器となるのがソフトウ

ェアです。これまでアナログを重

視し、IT を単に業務効率化の道

具として捉えてきた企業を「ソフト

ウェア・ファースト」に変える考え

方、アプローチをお伝えします。 
製品/サービス： 

ソフトウェア・ファースト 

 

休憩 
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8 月 26 日（水）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 
仮想化/セキュリティ/Web サ

イト活用 
特別講演/協賛 

 第 4 セッション 8 月 26 日（水）  14:00 ～ 14:45 

26A4 
協賛   

【2025 年の崖に備えて】DX を

促進するデータ連携ソリューシ

ョン 
株式会社インサイトテクノロジー 

DX を推進する上では様々なデー

タの利活用が重要な要素となり

ます。当セッションではマルチデ

ータベース間で効率的にリアルタ

イムにデータ連携を実現する

Qlik Replicate の活用事例をご紹

介致します。 
製品/サービス： 

Qlik Replicate 

 

26B4 
2018 事例   

いつでも誰でも使える「全社情

報活用基盤」実現への挑戦 

片倉工業株式会社 

世界遺産である富岡製糸場の民

間最後のオーナーである片倉工

業は、145 年に亘る企業経営の

中で、繊維／商業施設／医薬品

等の事業を推進。多角化経営の

キーとなる、全社員が自由に情

報収集できる、変化に強い情報

活用（BI）の取り組み事例をご紹

介します。 
製品/サービス： 

WebFOCUS 

 

26C4 
協賛   

海外における SMAX のユーザ

ー事例の紹介と技術的解説 

マイクロフォーカスエンタープライ

ズ株式会社 

当社のユーザーフォーラム

UNIVERSE で紹介された ITIL に

限定されず広く企業内のワークフ

ロー処理に利用されている海外

SMAX ユーザ自らによる事例を

字幕付きのビデオと合わせて解

説します。 
製品/サービス： 

Service Management Automation X 

 

26D4 
2019 事例   

セキュリティ対策の足し算に終

止符！仮想ブラウザで脅威を

シャットアウト 
AGS 株式会社 

様々な対策を加え続けているサ

イバー攻撃対策。「どこまでやれ

ばいいのか」の解になりえる仮想

ブラウザ。セキュリティと利便性を

両立した Ericom Shield で、対策

のベストミックスを実現した取り組

みについてご紹介します。 
製品/サービス： 

Ericom Shield 

 

26E4 
協賛   

ニューノーマルの生活行動を捉

えるデータドリブンマーケティン

グ 
大日本印刷株式会社 

本講演では、新型コロナウィルス

の影響によるニューノーマルにお

ける生活者行動の変化を事例

に、新時代におけるデータドリブ

ンマーケティングを実現するマー

ケティングサービスをご紹介しま

す。 
製品/サービス： 

DNP マーケティングクラウド 

 

休憩 

 第 5 セッション 8 月 26 日（水）  15:00 ～ 15:45 

26A5 
2019 事例   

数億件の行動履歴データを活

用した「バイトル」の新サービス

を支える DB 基盤とは 

ディップ 株式会社 

日本最大級のアルバイト・パート

求人情報サイト「バイトル」を展開

するディップ。企業と求職者 の

「新たな出会いの機会を創出す

る」新サービスを支える Oracle 

Exadata Database Machine の導

入効果についてお伝えします。 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Exadata 

Database Machine 

 

26B5 
協賛   

新しい時代待ったなし!!! 「マー

ケティング力」がますます重要

に 

株式会社セゾン情報システムズ 

新たなお客様に時間を確保して

もらうこともマーケティングの今ま

で以上に重要な任務です。もう非

効率に働いてはいられません。

営業と一枚岩となったマーケティ

ングの取り組みをご紹介します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

26C5 
Zabbix を利用する前に知って

おくべき「10」の真実 

株式会社アシスト 

Zabbix を導入する前に検討すべ

き「10」個の重要なポイントがあり

ます。 

様々な業種・規模の導入を手掛

けてきた経験を元に、今まさに検

討・企画に必要な情報を厳選して

お伝えします。 
製品/サービス： 

Zabbix 

 

26D5 
協賛   

SIEM は必要なのか、国内 IT

運用に即したログのセキュリテ

ィ運用とは 

インフォサイエンス株式会社 

働き方が劇的に変化する中、情

報システム部門への負担は増す

ばかりです。多忙を極める情シス

で成功するログ管理や SIEM 運

用とは何か、導入事例を交え現

実的な解決策をご紹介します。 
製品/サービス： 

Logstorage 

 

26E5 
協賛   

Qlik Sense の可視化を大幅に

強化、拡張機能製品 Vizlib の

ご紹介 

INSIGHT LAB 株式会社 

講演概要：2020 年日本初上陸！

Qlik Sense のエクステンション製

品 Vizlib を活用したノンコーディ

ングでの美しいダッシュボートの

構築をご紹介します。QlikView ユ

ーザーも是非ご覧ください。 
製品/サービス： 

Qlik Sense 

 

休憩 

 第 6 セッション 8 月 26 日（水）  16:00 ～ 16:45 

26A6 
協賛   

進化の止まらない Oracle 

Exadata 最新情報のご紹介 

日本オラクル株式会社 

2019 年に発表されてから約 1

年。さらに進化を続ける Exadata

について、技術情報を中心に、新

しい利用モデルなど、最新情報を

お届けいたします。 
製品/サービス： 

Oracle Exadata Database Machine 

 

26B6 
2018 事例   

データ利活用によるグループ全

体の生産性向上 ～ファストシ

ステム×データ連携による効率

化の実現～ 

遠鉄システムサービス株式会社 

グループ 16 社に散在するデータ

をシームレスに連携できる基盤を

構築し、kintone を活用して開発

期間の短縮・コスト低減を実現し

ました。生産性を高めるため、グ

ループ企業に適用した事例をご

紹介します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

26C6 
協賛   

Zabbix 最新 LTS バージョン 

Zabbix 5.0 新機能のご紹介 

Zabbix Japan LLC 

先日 5 月 12 日に長期サポート

(LTS)の新バージョン Zabbix 5.0

をリリースしました。Zabbix 5.0 で

追加された機能や特長について

ご紹介します。 
製品/サービス： 

Zabbix 

 

26D6 

「Tenable」による効率的な脆弱

性対策のススメ 
株式会社アシスト 

多くの標的型攻撃は脆弱性を塞

ぐことで予防可能ですが、対応が

追い付いていないのが実情で

す。Tenable では「Nessus」による

自動スキャンと高度な優先度付

けで、効率的なセキュリティ運用

を実現します。 
製品/サービス： 

Tenable 

 

26E6 
再放送有   

2025 年の崖を乗り越える！バ

ッチ処理のモダナイゼーション 

株式会社アシスト 

「2025 年の崖」として、バッチ処

理のかたまりとも言えるレガシー

システムへの課題が注目されて

います。データ連携処理に 15 年

携わった技術マネージャが、バッ

チ処理基盤構築のベストプラクテ

ィスをご紹介します。 

※再放送は 28B3 です。 
製品/サービス： 

DMExpress 
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事例マークがついているセッションは、2018～2020 年に「アシストフォーラム」でご講演いただいた（ご講演予定だった）内容です。 

8 月 27 日（木）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 仮想化/セキュリティ 特別講演/協賛 

 第 1 セッション 8 月 27 日（木） 10:00 ～ 10:45 

27A1 
2019 事例   

金融業界での開発・運用実績

を集結！「クラウド時代の SI ビ

ジネス」で選ばれる DB とは 

三菱総研 DCS 株式会社 

三菱総研 DCS の豊富な開発・運

用実績を集結し、高いセキュリテ

ィを誇るクラウドサービス

「FINEQloud」。顧客の要望に柔

軟に対応するために選択した

EDB Postgres の効果を、実例を

交えてご紹介します。 
製品/サービス： 

EDB Postgres 

 

27B1 

「機械学習の自動化 X アシス

ト」で AI サクセス！ 
株式会社アシスト 

アシストは、エンタープライズ AI

プラットフォーム「DataRobot」の

提供を開始しました。

「DataRobot」の最新情報や事例

と共に、「AI X アシスト」が提供す

るソリューションをご紹介します。 
製品/サービス： 

DataRobot 

 

27C1 
2019 事例   

これで安心！東京ガスのシス

テムを支える〇〇自動化の取

り組みをご紹介 
東京ガスｉネット株式会社 
東京ガスでは平常時から災害発

生時までを想定した各種システ

ムを用意しています。システム品

質の向上という喫緊の課題から

取り組んだ、開発・運用業務にお

ける様々な自動化事例をご紹介

します。 
製品/サービス： 

UFT One （旧：Unified Functional 

Testing）、Operations Orchestration 

27D1 
協賛   

今必要なゼロトラストセキュリテ

ィ～ニューノーマル時代を見据

えて～ 

株式会社日立ソリューションズ 

クラウドシフトやテレワーク活用

が進む中、セキュリティの境界は

曖昧になっています。本講演で

は、その現状を考慮した「ゼロト

ラストセキュリティ」について解説

し、対策のご紹介をします。 
製品/サービス： 

秘文、他 

 

 

休憩 

 第 2 セッション 8 月 27 日（木）  11:00 ～ 11:45 

27A2 
協賛   

ブレイク・フリー Oracle ファー

ストステップ 

エンタープライズ DB 株式会社 

「Migration Portal」の利用が 

Oracle からの解放の第一歩とな

ります。Oracle から EDB 

Postgres への DB 移行を支援す

るオンラインツールの概要と使い

方についてデモを交えて分かり

やすく解説いたします。 
製品/サービス： 

EDB Postgres 

 

27B2 
2020 事例   

日立製作所のデジタルイノベー

ションを加速する「データの民

主化」を紐解く 
株式会社日立製作所 

DX やデータ活用が進むほどデ

ータの消費が早くなり、求められ

るデータの種類や量が増えること

に注目。Paxata で機械学習や分

析用データを準備し、良質なデー

タから新たな知見を得ていく事例

をご紹介します。 
製品/サービス： 

Paxata 

 

27C2 
協賛   

モバイル開発のテスト効率化ソ

リューション「UFT Mobile」の紹

介 
マイクロフォーカスエンタープライ

ズ株式会社 

モバイルアプリ開発時のテストの

品質問題（複数メーカ／複数 OS

バージョンのデバイス不足）をサ

ーバによるデバイスの一元管理

によって解決する「UFT Mobile」

をご紹介します。 
製品/サービス： 

UFT Mobile 

 

27D2 
2019 事例   

セキュリティと利便性の両立を

実現！働き方改革も支えるセ

キュリティ対策とは 
森永乳業株式会社 

いつでも、どこでも働くことができ

る環境を提供できることは企業価

値の一つになりつつあります。利

便性を下げずにセキュアな環境

をユーザーに提供できるかが重

要な課題です。働き方改革の取

り組みとともにご紹介します。 
製品/サービス： 

秘文 

 

27E2 
2020 事例   

コロナ禍における情シスの苦闘

の軌跡と未来 

株式会社アシスト 

緊急事態宣言。想定外のテレワ

ーク率：90%！ 

2020 年 3 月以降の未曾有の事

態に対して、アシストの情報シス

テムが遭遇した緊急対応の軌跡

と、ニューノーマルを支える計画

について共有します。 
製品/サービス： 

コロナ禍と IT 

 

休憩 

 第 3 セッション 8 月 27 日（木）  13:00 ～ 13:45 

27A3 

クラウド戦国時代を生き抜く！ 

Oracle Cloud の採用ポイント 

株式会社アシスト 

Oracle Cloud は Oracle Database

を低コストで利用可能です。クラ

ウド戦国時代を迎えた今だからこ

そ伝えたい、Oracle Cloud の採

用ポイントをお伝えします。 
製品/サービス： 

Oracle Cloud Infrastructure 

 

27B3 

デジタル変革を成功に導くデー

タプレパレーション基盤とは 

株式会社アシスト 

様々な用途でご活用いただけ

る、使いやすいデータプレパレー

ション基盤をご紹介します。デー

タプレパレーションを企業課題と

とらえ導入された事例に加えて、

2020 年にリリースされた新機能

をご説明します。 
製品/サービス： 

Paxata 

 

27C3 
2019 事例   

データ仮想化による、テスト工

数の大幅削減への取り組み 

マツダ株式会社 

システム更改プロジェクトで利用

するテストデータの準備時間を大

幅に削減し、プロジェクトの生産

性向上を実現したサプライチェー

ンシステムの取り組みについてご

紹介します。 
製品/サービス： 

Delphix 

 

27D3 
協賛   

ニューノーマルに向けて人中心

のデジタル変革を加速するプラ

ットフォームの考え方 

シトリックス・システムズ・ジャパ

ン株式会社 

今回の緊急事態発生によってリ

モートワークにおける課題が明確

になりました。ニューノーマル、デ

ジタル変革に向けた IT 活用環境

の戦略的アプローチとプラットフ

ォームの考え方を紐解きます。 
製品/サービス： 

Citrix 

 

27E3 
協賛   

全部見せます！BI の困りごと

に効く処方箋・コロナ禍による

変化 

株式会社エイム 

BI 案件 10 年間の過去を紐解き

見えてくる未来。出します貴社に

ぴったりの処方箋。「リアルタイム

データが見たい」「引継ぎがなくメ

ンテ出来ない」「性能が悪化した」

等々、解決方法を一挙紹介 
製品/サービス： 

QlikView／Qlik Sense 

 

休憩 
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8 月 27 日（木）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 仮想化/セキュリティ 特別講演/協賛 

 第 4 セッション 8 月 27 日（木）  14:00 ～ 14:45 

27A4 

「限界性能」の常識をブチ破る

究極のデータベースとは 
株式会社アシスト 

オンプレミスだけではなくクラウド

でも本流になりつつある Oracle 

Exadata。アシストが現場で利用

する“門外不出”の Exadata チュ

ーニングノウハウを余すところな

くお届けします。 
製品/サービス： 

Oracle Exadata Database Machine 

 

27B4 
2019 事例   

次世代 EDI＋データ連携基盤

構築の秘訣～COBOL 技術者

の AWS 挑戦～ 
センコー情報システム株式会社 

オンプレミスからクラウドへ。2018

年グループ会社の EDI とデータ

連携基盤を AWS 上で構築。極め

て短納期の中、COBOL 技術者し

かいないメンバーでクラウド化を

実現した秘訣をご紹介します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

27C4 

SAP BASIS 担当必見！

S/4HANA 導入を支えるテスト

データ管理 

株式会社アシスト 

S/4HANA への移行時には膨大

なテストとテストデータの入れ替

えが必要です。  

SAP BASIS 担当の負担を軽減し

ながら、"高品質なテスト"のため

の"高品質なデータ"を準備する

手法をご紹介します。 
製品/サービス： 

Delphix 

 

27D4 
再放送   

自治体システム強靭化リプレー

スのポイント解説 

株式会社アシスト 

この夏に公開される新ガイドライ

ンで自治体、県クラウドの追加要

件が明らかになります。αモデル

の課題解決と、βモデルとテレワ

ークに最適な Ericom のソリュー

ションをご提案します。 
製品/サービス： 

Ericom／自治体強靭化 

 

27E4 
特別講演  再放送   

ソフトウェア・ファースト～ニュー

ノーマルを生き抜く～ 

及川 卓也氏（Tably 株式会社 代

表取締役） 

コロナ禍で働き方やビジネスモデ

ルの転換を余儀なくされている

中、その武器となるのがソフトウ

ェアです。これまでアナログを重

視し、IT を単に業務効率化の道

具として捉えてきた企業を「ソフト

ウェア・ファースト」に変える考え

方、アプローチをお伝えします。 
製品/サービス： 

ソフトウェア・ファースト 

 

休憩 

 第 5 セッション 8 月 27 日（木）  15:00 ～ 15:45 

27A5 
2018 事例   

アースグループを支える BI 基

盤を次のステージへ～機械学

習活用への挑戦～ 
アース製薬株式会社 

2014 年から BI 専用高速 DB の

検討を開始し、Vertica の導入に

より 130 倍の業務処理の高速化

を実現。次のステップとして、中

期経営計画に基づきグループ統

合した BI 基盤（WebFOCUS）を、

AWS と機械学習（Vertica）によっ

て最適化する取り組みをご紹介

します。 
製品/サービス： 

Vertica、WebFOCUS 

 

27B5 
協賛   

IT 運用とセキュリティ管理でメ

インフレームモダナイゼーショ

ン 
シンクソート・ジャパン株式会社 

Precisely Ironstream－メインフレ

ームとオープンシステムの IT 運

用/セキュリティを Splunk や

ServiceNow で一元管理しメイン

フレームをモダナイゼーション 
製品/サービス： 

Ironstream 

 

27C5 
協賛   

クラウド移行を加速する

Delphix DataOps Platform 

Delphix Software 合同会社 

このセッションでは、Delphix が開

発する DataOps プラットフォーム

が、安全に、かつ効率的にデータ

をマルチクラウドへマイグレーシ

ョンする方法を実機デモを交えな

がら事例と共にご紹介します。 
製品/サービス： 

Delphix 

 

27D5 
協賛   

DX 推進と COVID-19 対応に学

ぶ、No.1 特権 ID 管理ツールの

活用事例 
NTT テクノクロス株式会社 

DX 推進や COVID-19 対応にとも

ない特権 ID 管理の重要性が高

まっています。本セッションでは、

DX 推進や COVID-19 対応など

の課題に対する特権 ID 管理ツ

ール iDoperation の活用を、事例

やデモを交えてご紹介します。 
製品/サービス： 

iDoperation 

 

27E5 
協賛   

DataSpider × SAP の極意 

株式会社メディアフォース 

DataSpider を用いて SAP とのイ

ンターフェースを構築する上で、

陥りやすい問題点や効果的な連

携方法を解説いたします。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

休憩 

 第 6 セッション 8 月 27 日（木）  16:00 ～ 16:45 

27A6 
協賛   

リーディングカンパニーが愛用

するデータ分析基盤業務を

DX！ 
マイクロフォーカスエンタープライ

ズ株式会社 

データ分析基盤のリーダーポジ

ションである Vertica のコア技術

を説明し、Uber 様などの破壊的

イノベーションでどのように活用さ

れているか紹介します。 
製品/サービス： 

Vertica 

 

27B6 
2019 事例   

全社大データ利活用基盤構築

の勘所～ストップ！置くだけの

データ管理～ 
株式会社オプテージ 

2019 年 4 月から関西電カグルー

プの情報通信会社として誕生し

たオプテージ。データの適正な取

り扱いおよび情報セキュリティ対

策を考慮したデータ利活用基盤

の構築ノウハウをご紹介します。 
製品/サービス： 

WebFOCUS 

 

27C6 
協賛  再放送   

日立が考える IT 運用の未来像 

～IT 運用への AI 適用最前線

～ 
株式会社日立製作所 

IT 運用への AI 導入について弊

社が経験を通して得た知見など

を、ベストプラクティスとして紹介 
製品/サービス： 

JP1、IT 運用最適化サービス 

 

27D6 

パスワードを超えて～新世代

方式でよりセキュアな認証を目

指せ！ 

株式会社アシスト 

日進月歩で進化する認証技術の

変遷と動向に加え、過去から現

在までにアシストが培った認証に

纏わるナレッジについてご紹介し

ます。パスワード認証に疑問を持

たれている皆様、是非ご視聴くだ

さい。 
製品/サービス： 

認証基盤ソリューション 

 

27E6 
協賛   

2025 年の崖！今こそ考えるレ

ガシーマイグレーション 

株式会社第一コンピュータリソー

ス 

2025 年の崖（残り 5 年！）に向

け、本セッションでは、老朽化、属

人化、ブラックボックス化した基

幹システムを再起させる「進化し

たマイグレーション」の実施方法

について紹介します。 
製品/サービス： 

VSSD、VSAG 

 

 

 

 

 

  



アシストオンラインフォーラム 2020 プログラム 
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事例マークがついているセッションは、2018～2020 年に「アシストフォーラム」でご講演いただいた（ご講演予定だった）内容です。 

8 月 28 日（金）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 業務自動化/データ連携 特別講演/協賛 

 第 1 セッション 8 月 28 日（金） 10:00 ～ 10:45 

28A1 
2019 事例   

日本最大規模の診療データを

超高速分析！サービス急成長

にも耐える次世代分析基盤の

選び方 

メディカル・データ・ビジョン株式

会社 

大量データのリアルタイム分析を

高速化することは重大な課題で

した。課題解決のために実施した

DB の検証結果や Vertica を選定

した理由を明らかにするととも

に、導入後のデータ活用状況を

ご紹介します。 
製品/サービス： 

Vertica 

 

28B1 
協賛   

Precisely Connect で IBM メイ

ンフレームデータ活用を推進 
シンクソート・ジャパン株式会社 

Precisely Connect は ETL と

CDC を統合した社内の様々なデ

ータを活用可能なデータ処理製

品です。今回は IBM メインフレー

ムデータの簡単活用をテーマに

ご紹介します。 
製品/サービス： 

DMExpress 

 

28C1 
2019 事例   

「日本最大級の工具箱」の安定

稼働をシステム運用管理でい

かに実現したか？ 

トラスコ中山 株式会社 

プロツールのサプライヤーとし

て、モノづくり現場を陰から支える

トラスコ中山では、常にノンストッ

プでのサービス提供が欠かせま

せん。それを支える堅牢で安定し

たシステム運用管理についてご

紹介します。 
製品/サービス： 

JP1 

 

28D1 
再放送   

強制テレワークでもビクともしな

い～業務自動化戦略が DX の

第一歩～ 

株式会社アシスト 

コロナ禍による突然のテレワーク

が業務の姿を大きく変えてしまい

ました。アフターコロナ時代を生

き抜く先進企業様の業務自動化

戦略をご紹介します。 
製品/サービス： 

AEDAN 

 

28E1 
協賛   

aebis 製品でガッチリ！プロジェ

クト支援に応じた成功の極意 
株式会社ティー・シー・エフ 

aebis 製品における、TCF のこれ

までの長期熟成ノウハウをベー

スとしたプロジェクト支援パターン

をお見せします。 
製品/サービス： 

aebis 

 

休憩 

 第 2 セッション 8 月 28 日（金）  11:00 ～ 11:45 

28A2 
協賛   

進化し続ける！Vertica10 最新

テクノロジーとトレンド 

マイクロフォーカスエンタープライ

ズ株式会社 

5 月にメジャーバージョンをリリー

スしました。市場ニーズをスピー

ディに取り込み、進化し続けてい

ます。最新アップデートを最新ト

レンドに沿って実践的なユースケ

ースとともにご紹介します。 
製品/サービス： 

Vertica 

 

28B2 
2019 事例   

電力インフラを支えるデータ連

携基盤へのツール導入秘話と

改革への道 
株式会社中電シーティーアイ 

電力自由化など事業環境が変化

する電力業界。「システム開発の

スピードアップ」と「安全・安心な

社会インフラとしての高い信頼性

の維持」をテーマに、ETL ツール

導入とバッチ処理業務への適用

ポイントと効果をご紹介します。 
製品/サービス： 

DMExpress 

 

28C2 

「ビジネスを止めるな」 運用業

務の自動化 2.0 へ 
株式会社アシスト 

コロナ禍の変則的な勤務体制で

もビジネスを止めないシステムで

あり続ける為、自動化はシステム

に関わる全員の共通言語にすべ

きです。システムや組織を超えた

自動化 2.0 を実現する自動化・構

成管理を紹介します。 
製品/サービス： 

Ansible 

 

28D2 

データ連携で実現する業務自

動化アプローチをお伝えしま

す！ 

株式会社アシスト 

DataSpider で、Excel や Access

を用いたデータ 処理等、業務自

動化へのアプローチが可能で

す。 更に、RPA ツールとの連携

や手書き情報のデータ化など、

RPA ツール単体よりも柔軟で適

用範囲が広い活用例をご紹介し

ます。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista 

 

28E2 

システム更改時に必要な

Oracle Database ライセンス 
株式会社アシスト 

システム更改時では必要な

Oracle Database ライセンスが充

分に検討できていないこともあり

ます。高可用性構成を例にあげ、

リプースプロジェクトにおける考

慮事項を解説します。 
製品/サービス： 

Oracle ライセンス 

 

休憩 

 第 3 セッション 8 月 28 日（金）  13:00 ～ 13:45 

28A3 
アシスト流 Oracle Cloud への

DB 移行ガイド 

株式会社アシスト 

DB のクラウド化にはコスト、性能

など多数の考慮点があり運用も

変わります。聞こえの良い言葉に

惑わされず、安全な選択をする

にはどうすれば良いか。アシスト

が持つ様々なノウハウを伝授し

ます。 
製品/サービス： 

Oracle Cloud Infrastructure 

 

28B3 
再放送   

2025 年の崖を乗り越える！バ

ッチ処理のモダナイゼーション 

株式会社アシスト 

「2025 年の崖」として、バッチ処

理のかたまりとも言えるレガシー

システムへの課題が注目されて

います。データ連携処理に 15 年

携わった技術マネージャが、バッ

チ処理基盤構築のベストプラクテ

ィスをご紹介します。 
製品/サービス： 

DMExpress 

 

28C3 
協賛  再放送   

急激なアクセス集中に即対処 

アプリの見える化で変える準備

と運用 

株式会社ジェニファーソフト 

業界トップ企業でも発生する、

Web サイトのダウンや遅延。急激

なアクセス集中の対策は見える

化がポイント。見える化によって

変わる準備と対処方法、更にリモ

ート運用体制についても紹介しま

す。 
製品/サービス： 

JENNIFER 

 

28D3 
再放送   

その自動化諦めてませんか？ 

RPA ツール導入の効果的な方

法とは！ 

株式会社アシスト 

RPA ツール導入後、適用可能な

環境が限定的、動作が不安定等

の課題が散見されます。コロナ禍

において期待通りの効果を発揮

するためには？改めて RPA ツー

ルの導入のポイントと最適な導

入手順を考察します。 
製品/サービス： 

UFT One、Operations Orchestration 

 

28E3 
特別講演  再放送   

ソフトウェア・ファースト～ニュー

ノーマルを生き抜く～ 

及川 卓也氏（Tably 株式会社 代

表取締役） 

コロナ禍で働き方やビジネスモデ

ルの転換を余儀なくされている

中、その武器となるのがソフトウ

ェアです。これまでアナログを重

視し、IT を単に業務効率化の道

具として捉えてきた企業を「ソフト

ウェア・ファースト」に変える考え

方、アプローチをお伝えします。 
製品/サービス： 

ソフトウェア・ファースト 

 

休憩 
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8 月 28 日（金）  

インフラ/データベース データ活用（AI/RPA/BI/DI） 運用/開発/テスト 業務自動化/データ連携 特別講演/協賛 

 第 4 セッション 8 月 28 日（金）  14:00 ～ 14:45 

28A4 
協賛   

管理者必見。DB を狙った標的

型攻撃/内部不正の実態とそ

の対策 
日本オラクル株式会社 

情報漏えいをもたらす脅威への

最後の砦となるのが、データセキ

ュリティ対策です。この数年の事

件からみえてきた課題と解決策

をお客様事例とともにお伝えいた

します。 
製品/サービス： 

Oracle Database 

 

28B4 
2019 事例   

ビッグデータ分析基盤の利活

用で電力自由化の荒波に立ち

向かう！～北海道電力の挑戦

～ 

北海道電力株式会社 

新技術の取り込みを意欲的に進

める中、ビッグデータ分析基盤と

して WebFOCUS と MapR を導

入。営業指標の分析や日々の業

務改善まで、その広い活用方法

をご紹介！ 
製品/サービス： 

WebFOCUS 

 

28C4 

テレワーク体制に強い”問い合

わせ基盤”とは 
株式会社アシスト 

テレワーク状況下の問い合わせ

対応工数を減らしつつ、最小限

の工数で抜け漏れの無い対応を

可能とする方法をご紹介します。

「テレワークヘルプデスクソリュー

ション」のデモを是非ご覧くださ

い。 
製品/サービス： 

テレワークヘルプデスクソリューション 

 

28D4 
協賛   

在宅勤務でも、セキュア情報の

取り扱いを可能にする方法 

株式会社セゾン情報システムズ 

行政手続きのデジタル対応が進

む中、在宅勤務でもセキュア情

報の取り扱いを可能とする「クラ

ウド上にデータが残らない、ネット

ワークを介したセキュア情報授受

の事例」についてお話します。 
製品/サービス： 

HULFT 

 

28E4 
協賛   

QlikSense で眠れる点検データ

を営業に生かしませんか？ 

株式会社ミントウェーブ 

機器の定期点検報告書！そこに

は貴重なデータが眠っています。

QlikSens を使って点検データを

分析し、予防保全やリプレース提

案など営業活動への活用事例を

ご紹介します。 
製品/サービス： 

Qlik Sense 

 

休憩 

 第 5 セッション 8 月 28 日（金）  15:00 ～ 15:45 

28A5 
2018 事例   

マシンパワーで処理時間最大

80%減！～夜は短し早よせよバ

ッチ～ 

エスペック株式会社 

増大する夜間処理時間、枯渇す

るリソース、老朽化に伴う 

故障リスク増加等、課題山積とな

った基幹系データベースをリプレ

イスしました。リプレイスに伴う膨

大なシステム検証工数削減への

挑戦と、リプレイスで得られた効

果をご紹介します。 
製品/サービス： 

Oracle Database、Oracle Databse 

Appliance 

 

28B5 
協賛   

データ基盤構築のためのデー

タ統合プラットフォームのご紹

介 

クリックテック・ジャパン株式会社 

有益なデータ基盤を構築し、リア

ルタイムデータ、クラウド移行、デ

ータベース更新などあらゆるデー

タ移行を容易にかつ低コストで実

現する Qlik のデータ統合プラット

フォームをご紹介します。 
製品/サービス： 

Qlik 

 

28C5 
2018 事例   

サーバ運用の品質強化と工数

削減…二兎を追うものを救った

自動化とは 

鈴与システムテクノロジー株式会

社 

サーバ運用において、必ずといっ

ていいほど課題となる品 

質強化と工数削減。相反するこ

の課題を同時に解決する期待が

高い自動化へのチャレンジと、そ

こにたどり着くまでの改善活動の

軌跡をご紹介します。 
製品/サービス： 

JP1 

 

28D5 

超入門！データ連携？ファイル

連携？システム間連携を徹底

解説！ 

株式会社アシスト 

ファイル転送ツールのデファクト

である HULFT。2025 年の崖や

DX を背景に迅速なシステム移行

やシステム連携が求められる

中、データ連携やファイル連携、

密結合や疎結合など、システム

間連携について解説します。 
製品/サービス： 

HULFT 

 

28E5 
協賛   

ERP を知る三菱総合研究所グ

ループによる DX 時代のビジネ

ス改革 

MRI バリューコンサルティング・ア

ンド・ソリューションズ株式会社 

三菱総合研究所と MRVS が連携

し、ERP を理解するコンサルタン

トが業務の可視化・改善を支援、

プロセスマイニング＋RPA＋デー

タ活用で業務の効率化を一気通

貫のサービスで提供します。 
製品/サービス： 

ERP 

 

休憩 

 第 6 セッション 8 月 28 日（金）  16:00 ～ 16:45 

28A6 
再放送   

今さら聞けない Oracle 

Database ライセンスのルール 
株式会社アシスト 

Oracle Database ライセンスの基

本的な考え方をあらためてご説

明します。特に、皆さまからの関

心が高い仮想化／クラウド各環

境について、活用ポイントや考慮

事項をお伝えします。 
製品/サービス： 

Oracle ライセンス 

 

28B6 
2020 事例   

製造業におけるプロセスデータ

活用の始め方～不良低減を目

指して～ 

株式会社スターインフォテック 

大同特殊鋼線材工場では時系列

の大容量データを Qlik Sense で

見える化し、製品不良低減を目

指しています。ツールを組み合わ

せ、自社中心で作り上げたデータ

活用基盤の構築ポイントをご紹

介します。 
製品/サービス： 

Qlik Sense 

 

28C6 
協賛   

働き方改革 IT の New Normal 

株式会社日立製作所 

New Normal を前向きに捉え、よ

り良い働く環境を如何に整備す

べきか、先進的な職場施策・経験

も踏まえ、明るい未来へ向けた

働き方の提言を行います。 
製品/サービス： 

働き方改革ソリューション 

 

28D6 
協賛   

Azure、AWS を使用した

MOVEit が提供する新たなファ

イル転送と管理 

プログレス・ソフトウェア・ジャパン

株式会社 

クラウドの需要が高まり、ファイ

ル転送に関する新たなニーズが

起こっています。これらの新しい

ニーズに応えられる MOVEit マネ

ージドファイル転送ソリューション

の紹介をします。 
製品/サービス： 

MOVEit 

 

28E6 
協賛   

「2025 年の崖」を前に、製造業

に求められる基幹システムとは

何か 

株式会社インテック 

システムの複雑化、老朽化、ブラ

ックボックス化などの「2025 年の

崖」への解決策として、SCM 基幹

システム「mcframe」とデータ連携

ツール「DataSpider」について、ユ

ーザー事例を交えながらご紹介

します。 
製品/サービス： 

DataSpider Servista、mcframe 

 

 
※セッション内容は都合により予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 
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