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Fax送信先：03-3459-1704／事務局宛

「第11期ビジネスイノベーション研究会」参加申込書
研究会へ参加をご希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてＩＴ協会までご送信ください。

ホームページからもお申込みいただけます。 http://www.jiit.or.jp/ IT協会 検 索

参加費
(1名様・税込み)

区分 参加費

正会員
準会員

220,000円

一 般 242,000円

※ 参加費には消費税の１０％を加算しております。
※ ２名以上申込み参加の場合は、追加１名につき会員165,０００円（税込）、一般198,０００円（税込） となります。

第11期 ビジネスイノベーション研究会 参加申込書
開催期日：2022年11月～2022年3月 （全5回）

会員区分
□正会員
□準会員(カスタマーサポート部門)
□一般

参加者人数 名

参加費合計 円

ふりがな

会社名

住所
〒

所属／役職

申込責任者 E-Mail

電話番号 FAX

ご要望記入欄 Pjt： ＩL315

※請求書は申込責任者様宛てにPDFをメールにて送付致します。それ以外をご希望の方はご要望記入欄にご記入下さい。

ご参加者① E-Mail

所属／役職

ご参加者② E-Mail

所属／役職

お問い合せ・お申込先 個人情報の取扱いについて

公益社団法人企業情報化協会
TEL.03-3434-6677
FAX.03-3459-1704

〒105-0011 
東京都港区芝公園3-1-22  
日本能率協会ﾋﾞﾙ 3F

Homepage： http://www.jiit.or.jp
E-Mail： entry＠jiit.or.jp

公益社団法人企業情報化協会（IT協会）は、個人情報の保護に努
めております。詳細は小会のプライバシーポリシーをご覧ください。
今回、ご記入いただきました皆様の個人情報は、本催し（カンファレ
ンス・セミナー・研究会）に関する確認・連絡および各種諸手続きの
ため機密保護契約を締結した業務委託先（事務局協力会社および
郵便物発送業者）に預託することがありますのであらかじめご承知
おきください。

事務局使用欄

研究会テーマ

➢ データの利活用
➢ DX人材の育成
➢ 脱炭素・GX
➢ Web3.0
➢ 宇宙ビジネス
➢ メタバース

コーディネーター

DACコンサルティング
代表・コンサルタント、データサイ
エンティスト、ファイナンシャル
プランナー
入江 宏志氏

会期

開催方法

＜現地視察＞

研究テーマ

・情報システム部門責任者
・情報システム機能子会社責任者
・ ITベンダー企業のご担当者・責任者

参加対象

©JAXA©JAXA

2022年11月～2023年3月（全5回）

会場・オンラインによるハイブリッド／完全オンライン

JAXA 『筑波宇宙センター』

http://www.jiit.or.jp/


デジタル化に伴い企業内外に蓄積されている多種多様で膨大なデータ（ビッグデータ）を分析し、企業の経営やビジネスの意思決定
に活用することが、あらゆる企業にとって急務となっております。
特に昨今の新型コロナウイルスの影響により、人々の行動は変容しており、各企業も変化する状況への対応に追われています。現在

はWithコロナとなりつつあり、今後のafterコロナを見据える中、事業の現状を正確に可視化し、次の一手を決定するためのデータの
価値は高まり続けています。
またディープラーニング、AI、IoTの活用より、経営者は絶えず変化を続けるビジネスの局面で迅速かつ的確な意思決定を下すこと

が求められています。
これらデジタルを駆使し、経営判断をサポートする武器としてビッグデータを活用することは、マーケティング戦略での重点施策決

定や、様々なリスク回避など、企業の競争力強化の大きな源泉となっています。
特にデータにひそむ知見を引き出し活用するためには、データを分析・予測・最適化するビジネス・アナリティクスの仕組み・予測

モデルとシミュレーション等これに取り組む組織の形成や人材の育成が必須となっております。
またその一方でセキュリティやコンプライアンスといった観点からの課題を危惧する声も聞かれます。
小会では、“ビッグデータ”に着目し、その活用による有効性について、有識者による解説や先進事例を中心に紹介し、研究と情報収

集を行う場の提供を目的として海外調査団の派遣およびシンポジウム、研究会を開催いたします。

開催にあたって

第11期ビジネスイノベーションコンソーシアム企画委員一覧

第1回 11月30日(水 データの利活用

第2回 12月20日(火)

第3回 2023年1月25日(水)

第4回 時期調整中（2月開催予定）

第5回 3月10日(金)

DX人材の育成

現地視察

メタバース

脱炭素・GX/Web3.0

ヤフー株式会社
Yahoo! JAPAN研究所

上席研究員

坪内 孝太氏

西日本旅客鉄道株式会社

『データガバナンスによるJR西日本グループの
データ利活用推進（利活用促進と安全性確保の両立）』

JR西日本グループは本体と150社のグループ会社で構成され、鉄道事業から物販飲食・
不動産・ショッピングセンター・ホテルまで事業領域は多岐に渡る。新しい価値の創造に向け
て、事業間のデータを横断的に活用するため、「JR西日本グループデータ利活用ポリシー」を
策定し、「利活用促進」と「安全性確保」の両立を支援する「データガバナンス」に取り組んで
おり、ソフト面、ハード面の複合的な施策によって実現している。

『ヤフーのビッグデータ解析〜ユーザのコンテキストを理解する〜』

検索、ショッピング、地図、天気、乗り換え案内など数多くアプリを提供し、10億を有に超える
1日のアクセス数を誇っているYahoo! JAPANには日々多くの履歴情報が蓄積されている。
この、多様で膨大なビッグデータを解析し、実ビジネスに役立てている事例をいくつか紹介する。
さらに、ユーザのコンテキスト理解というテーマに絞り、研究事例や実用化事例を示す。

株式会社インプレス
DIGITAL X編集部

編集長

志度 昌宏氏

『DX時代に求められる人材像』

デジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みが本格化する中、多くの企業が課題に挙
げるのが「DX人材の不足」である。一方で“DX人材”の定義はあいまいで、ややもするとデー
タ／AI活用に偏重しているともいえる。DX活動を推進し、その成果を刈り取るために必要な人
材像について、DXの“意味“を問い直しながら、考察する。

『筑波宇宙センター』

株式会社グリッド

取締役

中村 秀樹氏

『脱炭素DX最前線 ~AIで実現するCO2削減と
生産コスト効率化~』

燃料費高騰、急激な円安、物価高など様々な原価コストが厳 しくなる中、AIとデジタルツイン
の活用により、複数のシナリオに基づいた将来の事業計画をシミュレーションすることで、 CO2
だけでなく、コストも削減する最適な事業計画の意思決定が可能となります。経済性と環境ど
ちらもバランスが取れた事業計画、サステナブル時代の新しいDXの在り方についてご説明し
ます。

株式会社NTTデータ

技術開発本部 イノベーションセンタ
XR/Identity エバンジェリスト

山田 達司氏

『メタバースの本質と社会に与えるインパクト』

コロナ禍により様々な活動がオンライン化したこと、元Facebook社がMetaと社名を変更し巨
額なR&Dの継続を発表したことなどからメタバースに大きな注目が集まっています。しかし、現
在利用可能なメタバースサービスはまだまだ未成熟なものが多く、この大きな流れが腑に落ち
ていない方も少なくないでしょう。本公演ではメタバースが持つ価値をコンピューティングパラ
ダイムの歴史、XR(AR/VR/MR)、Web3、NFTなどとの関係なども含めてお話いたします。

『調整中』

デジタルソリューション本部
ＩＴ部 課長代理

杉本 知仁氏

各回プログラム・内容 プログラム内容は変更となる場合がございます。
プログラムテーマは一部仮題を含みます。

『DX人材育成の要諦と実践事例』

多くの企業がDXを戦略の中核に掲げる中、DX人材の獲得・育成が急務となっています。しか
しながら、実際にデジタル化に向けた研修等を多数実施しているものの、期待した効果を上げ
られていない企業も少なくありません。
本講演では、DX人材育成において陥りがちな罠について真因と共に深堀したうえで、アクセ
ンチュアの経験・知見を元にした効果的な推進のための要諦を、クライアント実践事例も交え
てご紹介します。

アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部

AIグループ マネジング・ディレクター

中村 喜隆氏

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）

筑波宇宙センターは筑波研究学園都市の一画にあり、約53万平方メートルの敷地に、緑ゆ
たかな環境と最新の試験設備を備えた総合的な事業所です。
当センターでは、JAXAの推進する活動のうち、宇宙からの目となる人工衛星の開発・運用
およびその観測画像の解析、「きぼう」日本実験棟を用いた宇宙環境利用や、宇宙飛行士
養成と活動推進、ロケット・輸送システムの開発と、技術基盤確立のための技術研究推進な
ど、宇宙開発の最先端分野の研究・開発・試験を行っており、日本の宇宙開発の中枢セン
ターとして未来の宇宙を考える多彩な役割を果たしています。

株式会社電通グループ
電通イノベーションイニシアティブ プロデューサー

鈴木 淳一氏

『Web3.0の最新技術からビジネス応用まで』

商取引情報や個人情報のやりとりに透明性や公平性を求める社会的な要請が高まりつつ
ある。そのような時代背景のもと、新たなインターネット環境であるWeb3.0という概念は社
会実装フェーズへと移行しつつある。Web3.0はネットワーク効果や規模の経済等を通じて
データの寡占化を進めてきたメガプラットフォーマーによる情報管理のあり方を見直そうとす
る動きでもあるが、この潮流は既存ビジネスにどのように影響するのだろうか、考察する。

©JAXA©JAXA

時間 内容

14:00～14:10 事務局長挨拶・コーディネーターによる課題提起

14:10～15:00 ゲストスピーカーによる講演 (1)

15:00～15:10 休憩

15:10～16:00 ゲストスピーカーによる講演 (2)

16:00～16:55 ディスカッション・情報交換・発表・質疑応答

16:55～17:00 コーディネーターによるまとめ

各回の基本スケジュール

※第1回・第5回研究会終了後に参加者交流会
（懇親会）を開催致します。
（新型コロナウイルス感染症の状況により中止の
可能性もございます）

※基本スケジュールは開催回によって変更される
場合があります。

※各会合の詳細につきましては、
開催10日～1週間前までを目処に、
ご参加者様へメールにてご案内いたします。

研究会の具体的な研究項目・内容については、小会より委嘱されたビジネスイノベーションコンソーシアム企画委員会において検討頂き、取りまとめて頂きました。

○委 員 長

能丸 実 日産自動車株式会社 グローバルIS/IT 理事

○委 員

土田 正道 株式会社ＩＨＩエスキューブ デジタルソリューション事業部企画グループ グループ長

水原 祥光 イツワ商事株式会社 営業本部 システム部 執行役員

神戸 秀樹 株式会社インテージテクノスフィア データビジネステクノロジー本部データビジネス推進部 部長

嶋田 基史 ＳＣＳＫ株式会社 理事 R&Dセンター 副センター長 兼 技術開発部長／技術企画部長

塚田 章智 NRIシステムテクノ株式会社 副社長

吉澤 俊明 NTTコミュニケーションズ株式会社 プラットフォームサービス本部 5G& IoTサービス部 IoTサービス部門 第二グループ 担当部長

山﨑 恭弘 NTTコミュニケーションズ株式会社 ビジネスソリューション本部 事業推進部 マーケティング部門 担当課長

木村 博之 NTTコムウェア株式会社 エンタープライズビジネス事業本部 BigDataソリューション部 開発部門長

谷中 一勝 株式会社NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 事業本部長

坂本 信寛 MS&ADシステムズ株式会社 コーポレート本部 副本部長 兼 ＤＸ推進室長 兼 デジタルシステム本部 副本部長

上田 晃穂 関西電力株式会社 IT戦略室 IT企画部長

坂入 啓一 株式会社関電システムズ ソリューション本部 テクニカルラボ 部長

藤原 敏高 クボタシステムズ株式会社 KS第二事業部 事業部長

鈴木 貴博 株式会社シーエーシー 取締役 兼 業務担当執行役員 デジタルソリューションビジネスユニット長

上田 和巳 JFEエンジニアリング株式会社 DX本部 DX推進センター デジタル事業企画部長

下平 俊充 ソフトバンク株式会社 JR営業統括部 クライアントエグゼクティブ

府川 利幸 大和ハウス工業株式会社 東京本社 情報システム部 部長

熊谷 典夫 千代田工商株式会社 IT業務部 部長

入江 宏志 DACコンサルティング 代表・コンサルタント データサイエンティスト ファイナンシャルプランナー

岡田 健一 鉄道情報システム株式会社 第一営業企画部 担当部長

湯澤 謙一 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 自動車セクター 執行役員 パートナー

佐藤 信二 東京海上日動システムズ株式会社 営業戦略推進本部 営業推進システムサービス部 担当部長

秋元 一博 東京ガス株式会社 事業開発部 デジタル技術開発グループ マネージャー

若目田光生 株式会社日本総合研究所 創発戦略センター シニアスペシャリスト

小柳 和也 日本電気株式会社 デジタルトラスト推進本部 プロフェッショナル

上原 穂高 株式会社日本能率協会総合研究所 社会イノベーション研究事業本部 交通研究部 部長

吉岡 祐 日本ヒューレット・パッカード株式会社 ポイントネクスト事業部 担当部長

鵜飼 拓男 パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー スマートシティ・MaaS推進部 部長

浅見 真人 株式会社日立製作所 Lumada CoE Lumada Innovation Hub Tokyo Chief DX Producer

野田 純也 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 先端技術研究部 技術企画チーム 次長

藤岡健太郎 三井E&Sシステム技研株式会社 取締役 営業本部長

柴田 裕介 ヤマトホールディングス株式会社 デジタル戦略推進機能 マネージャー

佐々木 宏 立教大学 経営学部 教授 (敬称略・会社・団体名50音順)

近日公開予定


