
10:10 株式会社 NTTデータ数理システム 代表取締役社長　山本 二朗 

 

タワーホールＡ タワーホールＢ
カンファレンス
ＲＭ１＋２

コラボレーション
ＲＭ１＋２

カンファレンス
ＲＭ６

カンファレンス
RM7

カンファレンス
ＲＭ５

13:00～13:20

野村　眞平様 小杉　奈央様 関　弘和様 各最優秀受賞者

稲葉　弥一郎様
(株式会社エルデータサイエン
ス
INABA Consultiong office)

Sheng-Chuan　Wu様

(株式会社リクルート住
まいカンパニー)

(YKK AP株式会社) (千葉工業大学)

統計処理はデータ解析が1
割！残りは？ ～「実践データ・
ハンドリング 実務者のための
S言語入門」 出版講演～

(Franz Inc.)

休憩 （5分）

13:25～13:45

亀川 佳美
(NTTデータ数理システム)

信頼と実績の統計解析ソフト
ウェア S-PLUS のご紹介～モ
デル構築からWebアプリケー
ション開発まで～

 

13:50～14:10 13:50～14:10 13:50～14:10

南　聖治様 矢崎　崇成様
沼生　久司様
(鉄道情報システム株式会社)

石田　和宏
(NTTデータ数理システム)

関川　拓也
(NTTデータ数理システム) Kevin　Fujii様

(株式会社りそな銀行)
(株式会社本田技術研
究所)

ＮＵＯＰＴを活用した勤務表自動
作成ツール  「勤務シフト作成お
助けマン」のご紹介

BAYONET新バージョンのご紹
介　～Visual Mining Studioとの
連係、その魅力の機能～

Rをより大規模に、スムーズ
に！　NTTデータ数理システム
が提供するR関連製品のご紹
介

(Pandorabots Inc.)

休憩 （5分） 休憩 （5分） 休憩 （5分）

14:15～14:35 14:15～14:35 14:15～14:35

小澤　仁護様
(SCSK株式会社)

山本　晃成
(NTTデータ数理システム)

徐　良為
(NTTデータ数理システム)

VOC分析をもっと身近にスムー
ズにする新分析ツール Masset
のご紹介

S4 Simulation System  新機能
紹介　～エージェントシミュレー
ション～

より手軽に、より正確に、より
大規模に　Visual Mining
Studio 次期バージョン（V8.0）
のご紹介

 

15:05～15:25 15:05～15:25 15:05～15:25

小澤　真由子様 布施　貴信様
鶴本　祥文様
(正林国際特許商標事務所) 石井　一夫様

小木　しのぶ
(NTTデータ数理システム)

五十嵐　健太
(NTTデータ数理システム) 岡田　譲二様

(株式会社Consumer
first)

(株式会社TMJ)

特許調査・解析・知財評価サー
ビスのご紹介～テキストマイニン
グを用いた業界動向分析、ライ
センス・提携先候補探索、知財
DD等～

(東京農工大学)

数理システムVisual Analytics
Platform WEB Server　～大幅
刷新最新バージョンのご紹介
～

大規模データで手軽にデータ
マイニング Big Data Module 紹
介

(株式会社NTTデータ)

休憩 （5分） 休憩 （5分） 休憩 （5分）

15:30～15:50 15:30～15:50 15:30～15:50

菅　由紀子様
(株式会社ALBERT)

山口　裕
(NTTデータ数理システム)

科学技術部
(NTTデータ数理システム)

ビッグデータ解析を活用した統合
CRMソリューション
DMP（データマネジメントプラット
フォーム）

CRM Insightなら！現場で顧客
分析

半導体形状シミュレータ
ParadiseWorld-2ご紹介

 

15:55～16:15 15:55～16:15

中井　洋平様 細川　由香里様
貝塚　洋様
(新日鉄住金ソリューションズ株
式会社)

河野　康成様
田辺　隆人
(NTTデータ数理システム) 岩本　圭介 須田　啓司

(東京ガス株式会社)
(カルチュア・コンビニエ
ンス・クラブ株式会社)

新しい評価関数  iNorm＼アイノ
ルム の紹介　～l2 ノルムと ｌ∞
ノルムの間を任意に補完するノ
ルム～

(立教大学)

数理計画法パッケージ数理シ
ステムNumerical Optimizer の
現在とこれから

(NTTデータ数理システ
ム)

(NTTデータ数理システ
ム )

休憩 （5分） 休憩 （5分）

16:20～16:40 16:20～16:40

万代　豊様
(スマートインサイト株式会社)

田辺　隆人
(NTTデータ数理システム)

構造化データと非構造情報の統
合ソリューション 〜サーチアプリ
ケーションSMART/InSightとTMS
の連携〜

RNUOPT，FIOPT，Visual
Mining Studio，Monaco，
Numerical Optimizerによる金
融工学の事例紹介

 懇  親  会     17:00～18:30    ( ライブラリーカフェにて）

※　本プログラムは変更されることがありますので予めご了承ください
プログラムには45分の講演と20分の講演がございます。ご注意ください。

資産運用における
RNUOPTの活用（ロバ
ストポートフォリオ最適
化）

Text Mining Studio・
SMART/InSight連携に
よる社内ナレッジの一
元化と活用

制御依存関係に基づく
プログラムの可調デ
フォルマシオン

Text Mining Studio(TMS)×
Patent Mining eXpress(PMX)
テキストマイニングとその応用
技術 ～新製品・特許分析ツー
ルPMXのご紹介～

特許データのスクリー
ニング分析 ―花王・
P&G・ユニリーバの事
例を中心に―
  （参考文献: 特許情報
のテキストマイニング)

BAYONETを活用した
加盟店定着率予測判
別モデルの紹介

ガス設備定期保安点
検の巡回計画の効率
化

休    憩    （5分）        

13:00
～

13:45

15:55
～

16:40

休    憩    （30分）                       ハンズオンデモ実施中：スカイスタジオにて

休    憩     （5分）       

セマンティック技術を
使った作物収量と生物
多様性向上を図る事例

Pandorabots - A
Multilingual Chatbot
Hosting Service

S-PLUS/Rを用いたゲ
ノム科学のビッグデー

タ解析

TextMiningStudioを
使ったコンタクトセン
ターVOC分析
　-サービス改善・CS向
上への取り組み-

ここまでわかるの？！
本当に見たかった「競
合」「ユーザー行動」ロ
グ分析最新事例とその
実現方法
～ビッグデータ活用は
ここから始めよう！～

13:50
～

14:35

ＳＵＵＭＯ流　ＤＭＰを
活用した分析事例のご
紹介

Text Mining Studioを活
用した組織変革
～窓口の意識変革か
ら商品開発への提言
～

One-Class SVMを用いた
高齢者異常検出モニタリ
ングシステム

学生賞

数理システム ユーザーコンファレンス 2013 プログラム

15:05
～

15:50

10:20
～

11:05
基   調  講  演

教授　水田　正弘 様

11:05
～

11:35
特　別  講  演

東京大学　新領域創成科学研究科

宇宙飛行士　野口　聡一 様

医薬特別セッション
１３：００～１４：３５

オーガナイザー
笠井 英史様
（サターラ合同会社）

笠井 英史様
(サターラ合同会社)
【モデリング＆シミュ
レーションを利用した医
薬品の臨床薬理試験
のデザイン
－S-PLUS と他のソフ
トウェアとの連携－】

鈴木 昭之様
松岡 伸篤様
(ファイザー株式会社)
【Application of model
based meta-analysis】

COBOL meets Haskell
- Haskellを用いた
COBOLのプログラム解
析ツールの開発事例 -

開  会  の 辞 

北海道大学　情報基盤センター先端データ科学研究室

昼休憩 11:35～13:00                    ハンズオンデモ実施中：スカイスタジオにて

テキストマイニングでみる宇宙の心理

ビッグデータの始まりと終焉

Lispセッション 


