
2023年 参加ご相談受付中

デジタル人材イノベーションチャレンジ実行委員会
���������������������������������������お問い合わせ

企画

決勝大会スケジュール

審査項目

チーム名
TsuNIDa
k�o
makeup
熟成技あリンク

所属
株式会社エヌアイデイ
株式会社ソルクシーズ/福井大学/同志社大学
株式会社日新システムズ
リンク情報システム株式会社

チーム名
�C MiX
バルコール
LIS Aチーム
t-Create Future

所属
株式会社ソルクシーズ/福井大学/富山県立大学
株式会社アフレル/福井大学
リンク情報システム株式会社
TDIプロダクトソリューション株式会社

デジタル人材 イノベーションチャレンジ 検索

ビジョン
どのような「問い」に取り組む
かを具体的に説明し、なぜ自分
たちがこの「問い」に取り組む
のかといった背景や思いを明
確にされているかを評価する

アイディア
ユニーク性があり、合理的かつ
実現可能性を満たすものか等
を評価する

価値
誰に対してどのような価値を創
出するのかを踏まえた上で、新
しい価値で社会的なインパクト
を与えるようなものか等を評価
する

ビジネス
新しいビジネスであり事業として成
立するか、実現に向けた問題点等の
対応策が取れているのか、ビジネス
に対応する仮設と検証がされており
市場となり得るか等を評価する

プラチナスポンサー

ツールスポンサー

パールスポンサー

エンジェルスポンサー

ビジネス創出人材育成実践プロジェクト
�������������������������������

決勝
大会 2022.11.18(Fri)

スポンサー

後援

デジタル技術とイノベーションによる、課題を解決するビジネス企画・立案課  題

デジタル社会を牽引できるを人材を育成することを目的とします。基礎的な理論を習得し、幅広い知識を得るとともに、
動画によるオンデマンド学習、ワークショップなどを通じて、思考力、企画力などの実践的な力を鍛えます。

�������������
オンライン同時開催

会場 :
センター
ステージ13:30～13:40

13:40～14:40

14:40～14:55

14:55～15:55

15:55～16:15

16:20～16:45

オープニング
主催挨拶

ファイナリストプレゼンテーション（�チーム）

休憩

ファイナリストプレゼンテーション（�チーム）

来年度開催案内 ／ 審査会

表彰式、閉会式

竹内 嘉一（一般社団法人 組込みシステム技術協会 会長、 株式会社日新システムズ 代表取締役社長）

�チームあたり�分間のプレゼンテーションと�分間の質疑応答

�チームあたり�分間のプレゼンテーションと�分間の質疑応答



ファイナリスト チーム紹介
チーム名： �������
所　　属：

企画タイトル

職場と育児を「繋ぐ」 職場で「育む」～つぐはぐ～
つぐはぐは、育休後も働き続けたいと思う人のために、育休以外の選択肢を実現する働き方支援です。つぐはぐ
によって、育児を組み込んだ業務時間を実現することにより、”自分らしく働く”ことが可能になります。また、職
場と育児を繋ぐことで、育児者の負担軽減や離職者の防止など、社員と企業の双方にメリットが生まれるよう
な仕組みを作ります。

社会人になって数年が経ち、日頃疑問に思っていることについて今回本気で考え、アイディアにしました。
ここまで来るのに紆余曲折ありましたが、「楽しく」ということを常に忘れず取り組んできました。
将来の働き方に、安心できるような提案がお伝えできればと思います

株式会社エヌアイデイ

チーム名： ���
所　　属：

企画タイトル

����������──全ての人が「楽しく」「アグレッシブに」学習できる社会へ──
独学というものは退屈さや不安を生みます。
エウレカリンクのコンセプトは「いつでもどこでも誰かと一緒に勉強できるスタディスペース」です。
「学習のきっかけ」と「仲間との学習体験」を提供し、学習を循環させます。

私たちは、学生と社会人の産学連携チームです。
学生メンバーは「自由な勉強がしたい」社会人メンバーは「自己研鑽をしたい」
どちらも学習に関する思いがあり、新しいチャレンジをサポートするアイデアにたどり着きました。

株式会社ソルクシーズ/福井大学/同志社大学

チーム名： ������
所　　属：

企画タイトル

らぶとり~夫婦ワンチームで女性活躍の手助けを~
仕事と家庭を両立するには夫婦での協力が必要不可欠です。「らぶとり」が共働き夫婦の仲介役となり、家事の
可視化や改善＋ストレス解消を実現します。互いを尊重・協力しあい、『夫婦ワンチーム』になることで、女性が
活躍する社会を目指します！

私達のチームは、全員が女性です。既婚／独身、営業／技術／事務など多種多様の知識・経験を持ち合
わせているメンバーが集結しました。女性視点の強みを活かして、共働き夫婦の困りごとを解決し、女性
が活躍する社会をつくります。

株式会社日新システムズ

チーム名： 熟成技あリンク
所　　属：

企画タイトル

＜褒める ×トライ＞を通して個客 ( 一人ひとり) に特別な経験を提供
皆さん、新しいことに挑戦していますか。大人になる程、失敗を恐れて挑戦する機会が減るようです。そして、褒め
られていますか。日本人は褒める・褒められるが苦手のようです。そこで、私達はこの２つを組み合わせた「挑戦
すると、失敗しても絶対に褒められる」サービスを考えました。「褒めトライ」で挑戦も失敗も楽しみましょう！

“一本！”は難しくとも、”技あり！”は目指したいとつけたチーム名です。理論派いとっち、元気印かわしー、
情熱ごまの�人を襲い続ける"試練"の数 ！々お互いを褒め合い乗り越え続けてた私達だからこそ生み出し
た「褒めトライ」にLet's Try!

リンク情報システム株式会社

チーム名： �����
所　　属：

企画タイトル

じょぶなりー
じょぶなりーはゲーミフィケーションを通じて、子どもたちが未来を考えるきっかけの場を提供します。知らな
かった職業を知り、興味を持ち、職場体験や働いている人との交流することで、職業の魅力ややりがいを知るこ
とできます。ワクワクできる夢を見つける、未知の職業《じょぶ》と出会えるじょぶなりー。さあ、冒険の時間です。

私たち�C MiXは学生�人、社会人�人の産学連携チームです。
学生と社会人の悩みをMiXして、学生時代に具体的な将来の夢が想像できないのではないかと考えまし
た。学生たちに夢や目標をもって将来に進んでほしい、という願いを込めて考えた企画案です。

株式会社ソルクシーズ/福井大学/富山県立大学

チーム名： バルコール
所　　属：

企画タイトル

推しを体感できる握手ロボット
二次元の推しと現実世界でコミュニケーションできる社会の実現を目指す私たちは、キャラクターの感触・匂い・体
温・握力を体感できる握手ロボットを提案します。ファンには「推しと現実世界でコミュニケーションがとれる楽しさ」
を、Vtuber事務所には「ファンからの高いエンゲージメントの獲得」「新たな収益の柱」という価値を提供します。

私たちバルコールはアフレルと福井大学の混合チームです。バカ＋アルコールを組み合わせたチーム名
には「イノベーションを起こせるバカ者になろう」という思いを込めています。「好き」という気持ちを突き
詰めて、もっと世界が楽しくなるような企画を考えました。

株式会社アフレル/福井大学

チーム名： ����
チーム
所　　属：

企画タイトル

災害備蓄品管理からの解放
災害備蓄品の保管場所のシェアサービスです。駐車場にコンテナを設置して災害備蓄品の保管を行います。また、
サービス側で災害備蓄品の管理を行うために、コンテナにはGPSやスマートロック、災害備蓄品にはICタグを取り付
けます。これにより、利益を生み出さない災害備蓄品の「保管場所」と「管理」から企業を解放することができます。

社内の有志で集まってチームを作成しました。最初はほぼ初対面でお互いのキャラクターを探りつつでし
たが回数を重ねるごとに噛み合うようになってきました。おじさん二人にフレッシュな若者を食わせた色
んな世代の意見が発することができるチームです。

リンク情報システム株式会社

チーム名： 	�����	����	���
所　　属：

企画タイトル

コドベンチャー 新しい冒険に駆け出そう！
『コドベンチャー』は、子どもたちに高品質な教育・体験を提供するプラットフォームです。子どもたちは「冒険者」とな
り正解のない課題に取り組んでもらい「成功」だけでなく「失敗」を経験し社会を生き抜く力を培います。私達は変化
の激しい時代の中で新しいものを創造できる我慢強さ、失敗で立ち止まらないねばり強さを持った人材を育てます。

企業理念である「情報技術で未来を創造」を目指す�人のチームです。
わくわくする新しいサービスをDXで実現することで、人々に『愛』が溢れる世界を創るをモットーに、チーム
全員の想いである"未来を創る子ども達が将来活躍するための教育"について、ご提案させて頂きます。

TDIプロダクトソリューション株式会社



����-����年
組込みIoTハッカソン
����-����年
組込みIoTハッカソン
����-����年
組込みIoTハッカソン 課題のもとに���サービスを開発、実装を行う

����年 DXイノベーションチャレンジ ����年 DXイノベーションチャレンジ ����年 DXイノベーションチャレンジ 
����������に向けたイノベーション創出

����-����年 IoTイノベーションチャレンジ����-����年 IoTイノベーションチャレンジ
����をテーマに���を活用したビジネスの企画立案

����-����年 IoTイノベーションチャレンジ

 

2022年
デジタル人材イノベーションチャレンジ 
2022年
デジタル人材イノベーションチャレンジ 
2022年
デジタル人材イノベーションチャレンジ 

デジタル社会を牽引できる人材の育成

代表者

スケジュール・コンテストの流れ

参加カテゴリ

����年参加チーム一覧

デジタル社会を牽引できる
人材の育成を目的とした
実践プロジェクト

NO 所属団体 チーム名 NO 所属団体 チーム名
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
��

株式会社エクスモーション
早稲田大学
株式会社ソルクシーズ/富山県立大学/同志社大学
株式会社ソルクシーズ/福井大学/富山県立大学
株式会社ソルクシーズ/福井大学/同志社大学
株式会社イー・アイ・ソル
株式会社シーエーシー/長崎大学
株式会社シーエーシー
立命館大学
株式会社ビッツ
リンク情報システム株式会社

ぬのいち�.�
Eagles
H�K Innovation
�C MiX
k�o
江戸前男闘呼組
箱崎ちゃんぽん
ANTS
D×D Room
GamBITS
LIS Aチーム

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

リンク情報システム株式会社
エプソンアヴァシス株式会社
株式会社エヌアイデイ
株式会社エヌアイデイ
株式会社エヌアイデイ
TDIプロダクトソリューション株式会社
インフォテック株式会社
ジスクソフト株式会社
株式会社アフレル/福井大学
株式会社日新システムズ

熟成技あリンク
SPIRAL
ENVS
AtThirds
TsuNIDa
t-Create Future
Junorishu
くればぁ じすく
バルコール
makeup

主催
一般社団法人 組込みシステム技術協会（JASA）
��������������������������������������
��
��

目的

会員（����年�月�日現在）

人材育成
技術高度化

ビジネス
マッチング

人材
育成

技術力向上

正会員���社　支部会員��社　賛助会員��社　学術会員�団体　個人会員�名

組込みシステム（組込みソフトウエアを含めた組込みシステム技術をいう。以下同じ。）における応用技術に関する調査研究、標準化の推進、普及及
び啓発等を行うことにより、組込みシステム技術の高度化及び効率化を図り、もって我が国の産業の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること
を目的とする。

実践プログラム 研修プログラムにて学んだ知識・手法を活かし、今までにない新しいビジネスを企画をチームにて立案します。
チームの企画アイデアを専門家に伝え、フィードバックやアドバイスをもらう相談会を繰り返し、ビジネス企画に
磨きをかけてプレゼンテーションします。

相談会 企画にあたっては、専門家が内容を評価しながら、進め方を見直す相談会（メンタリング）を複数回実施し、参加
者と共に伴走するかたちで育成します。

研修プログラム 各界著名人によるセミナー・ワークショップにて、知識、手法を体系立てて学びます。

ET(Embedded Technology)×ET(Edge Technology)で実現する
スマートな社会の実現に向けたパラダイムシフトを推進します

●開発ツール
●組込みPF
●先端技術普及
●技術者ネットワーク
●実証実験、試作、実験

●JOB型人材育成
●ETEC
●セミナー
●ETロボコン
●イノチャレ

●総合展示会
　　●共同販売支援
　　　●グローバル事業
　　　　●地方活性化　
　　　　　●就職支援

デジタル人材
イノベーション
チャレンジとは

延べ
��チーム

延べ
��チーム

延べ
��チーム

一般

JASA

一般

JASA

一般

JASA

一般

JASA

�

	

�

�

�

�

�

�

スタンダード � チーム

� チーム

なし なし

なし

チームメンバ分

�� 人分

チームメンバ分 チームメンバ分

チームメンバ分

代表者

なし なし なし なし

なし

�������円

�������円

�������円

�������円

�������円

�������円

�������円

�������円

チャレンジ
(サポートなし)

ビューイング
(講座視聴のみ)

チャレンジ+TB
(チームビルディング
 ワークショップ参加権付)

参加費
(税込み)

イノチャレ
参加権

研修プログラム

講座
視聴権

ワークショップ
プレゼン

テーション
相談会

(※�)
メンター
サポート

(※�)
チーム

ビルディング
アイデア創出

(慶応SDM)

実践プログラム

�：� 回実施（各 �� 分 /� チームあたり）
�：相談会➀➁の前に各２回実施（各 �� 分 /� チームあたり） メンターは、一次審査までのサポートです。メンターが対象チームの審査は行いません。

講座
ワークショップ
ビジネス企画

一次
審査

二次
審査

決勝
審査

11月

セミ
ファイナリスト

ファイナリスト

6月～8月 9月 10月

企画立案に向けた
育成プログラムを受講
各チームで企画立案

各チームで立案した
ビジネス企画書類と動画を提出

各チームで立案した
ビジネス企画のプレゼン

選抜チームによる
最終プレゼンを披露

次代の業界リーダーを目指して、
試験制度、コンテストなど独自の
プログラムを展開しています

展示会、交流会など、人脈形成に
直結する多彩な機会を創出します

飽くなき探究心でホットな
技術テーマに取り組み、
普及推進を展開しています

産業強化

カテゴリ



基礎的な理論を習得し、幅広い知識を得るとともに、動画によるオンデマンド学習、ワークショップなどを
通じて、思考力、企画力など実践的な力を鍛えます。

����年は��の講座、�つのワークショップに加え、各チームに企画に対するアイデア相談会を実施しました。インプット・
アウトプットを定期的に繰り返しながら、実践的に学んでいきます。

����年は基礎・課題・解決・事業化の�つのパートで育成プログラムの講座を構成し、イノベーションに不可欠な要素を、幅広い知識を学びました。
すべてオンデマンド配信のため、場所や時間を選ばずに受講できます。

講座・ワークショップ一覧

Part0.基礎

イノベーションアイディア発想法

合同会社タッチコア 代表/(一社)スキルマネージメント協会 理事/
国立大学法人 九州工業大学 客員教授/同志社大学 大学院 嘱託講師

小西 一有 氏

��時代のアントレプレナーシップ

リクルート スタディサプリ教育 AI 研究所所長 /
東京学芸大学大学院准教授

小宮山 利恵子 氏

デジタルビジネスの潮流とアジャイル開発
～ビジネスとエンジニアの協働チームづくり～

株式会社永和システムマネジメント 代表取締役社長／株式会社
チェンジビジョン 代表取締役CTO／Scrum Inc, Japan 取締役

平鍋 健児 氏

共創のための共感ワークショップ

株式会社 Hyper-collaboration 代表取締役
トランジションデザイナー

吉田 裕美子 氏

株式会社 Hyper-collaboration 取締役
エクスペリエンスデザイナー

寺嶋 広明 氏

講座 講座

講座

良いチームは、良い対話から！
”Monica” を使ったチームビルディングセッション

EQ（感情知能）コンピテンシーの�つである「共感力」を活用して、本質的な課
題発見とチーム力を向上するワークショップです。「共感」と聞いて何を思い浮
かべるでしょうか？共感という言葉は、比較的一般的な用語ですが、共感する
とは、どのような行為なのか誤解も多く存在します。本ワークショップでは、他
者の感情経験をありのまま理解し、そこからイノベーションに結びつく本質的
な課題発見や、チームがより強固に結びつくプロセスを体験していただきます。

そもそもビジョンとは何か？なぜチームにビジョンが必要なのか？ビジョン、ミッション、パーパ
スなどよく似た言葉で混同されがちですが、それらの違いは何か？ビジョンに対する基本的な
理解を深め、単なるスローガンで終わらない、チームメンバーの推進力となり、成長を促す原
動力にもなるビジョンメイキングプロセスを体験できます。

慶應SDMの必修科目である授業「デザインプ
ロジェクト」の中で教えている新価値創造の方
法論「システム×デザイン思考」をイノチャレ参
加チーム向けに広く体験していただける機会を
用意いたします。本ワークショップは、「デザイン
プロジェクト」の教員陣が中心となって提供し
ており、システム×デザイン思考による新価値
創造を体感的に理解していただける内容です。

イノベーションを起こせるチームづくりの本質は「チームで学ぶ」こと。チーム
全体で経験やアイデアを共有し、ひとりひとりが改善したいと主体的に取り
組み協働することが大切です。そのために欠かせないのが、個々人のモチ
ベーションを大切にする風土や、話したいことに関連した考えや感情を、気兼
ねなく発言できる空気をつくり、対話していくこと。対話をサポートするカード
型のツールMonicaを使って、チームビルディングを始めていきましょう。

モニカ株式会社  取締役

大橋 正司 氏

モニカ株式会社  代表取締役 CEO 兼 COO

周藤 大輔 氏

決勝大会 審査員

決勝大会 審査員

決勝大会 審査員

決勝大会 審査員

決勝大会 審査員決勝大会 審査員

��推進に関する政策展開と技術者主導の産業戦略
～デジタル化の本質とアーキテクトの重要性～

デジタルがもたらす変化の本質とそのインパクト

改めて、いま なぜオープンイノベーションなのか？：
オープンイノベーション ��� の理論と社会実装

立命館大学 副学長 経営学部 教授

徳田 昭雄 氏

��� アプローチ入門
- デジタル人材としての必須基礎スキル -

NPO法人 人間中心設計推進機構 理事長 / 国立大学法人 豊橋
技術科学大学 客員教授 / ソシオメディア株式会社 代表取締役

篠原 稔和  氏

講座 講座

講座 講座

経済産業省商務情報政策局情報経済課・アーキテクチャ戦略企画室長（併）
ソフトウェア・情報サービス戦略室、デジタル高度化推進室（DX推進室）

和泉 憲明 氏

株式会社ソシオラボ 代表取締役
大阪大学 招へい准教授

中川 郁夫 氏

Part1.問い（課題）

ビジネス始動に欠かせないセキュリティ＆
プライバシ対策

DNV ビジネス･アシュアランス･ジャパン株式会社 執行役員
サイバーセキュリティコンサルタント

竹森 敬祐 氏

予算管理とリスク管理の基礎

PwCコンサルティング合同会社
テクニカルコンサルティング パートナー

丸山 満彦 氏

講座 講座

Part2.解決

イノベーションをおこす実際の事業化とは？

有馬マネジメントデザイン株式会社 代表取締役社長

有馬 仁志 氏

すぐれたアイデアを事業化へつなげるための
��の秘訣

エスディーテック株式会社
取締役副社長 CTO

鈴木 啓高 氏

講座 講座

Part3.事業化

チームビルディングワークショップ

株式会社アフレル
事業開発プロデューサー 

北川 千華 氏

アイデア創出
ワークショップ

ビジョンメイキングワークショップ

ワークショップ

講座

チームメンバーを互いに知り、ビジネス企画立案を進めていくうえで重要なチームワークを養うワークショップです。

チームでイノベーションを創出するために必要不可欠な要素であるビジョンを作るワークショップです。

慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネージメント研究科

イノベーションを生む！ビジョンメイキング�ワークショップ


