ビジネス創出人材育成
実践プロジェクト

https://innovation-challenge.biz

DXイノベーションチャレンジは、これからの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です。

DX によるこれまでにない新たなビジネスの企画・立案のコンテストを目標とし、その企画・
立案に向けて、多様な育成プログラムにて学び・成長の機会を設けます。

育成プログラムでは20を超える講座・ワークショップ、専門家とのアイデア相談会でインプット・

アウトプットを繰り返し、より実践的に学んでいただけます。併せて、こうした DX 人材・企業
を牽引する役割を担う経営者を支援するプログラムも用意します。

コンテスト課題

DXにより今までに無い新たな価値を創出する

ビジネスの企画・立案
趣旨説明

「サイバーフィジカルシステム
（CPS）
により経済発展

と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」
と
定義されるSociety 5.0、今の延長線を辿るだけで
は到達は困難です。
デジタル技術を駆使し、
ビジネ

スと社会を変革し、新たな価値を提供することで、
SDGs に代表される社会的課題の解決にも繋がる

イノベーションが必要です。DXイノベーションチャレ

ンジでは、
「目の前にある課題の解決」からではな

く、
「目指すべき姿を描き、
それを実現するイノベー
ションの創出」
から、
それらを目指します。

2021年 DXイノベーションチャレンジ

DX人材の育成と、DXの達成及びこれからの社会の変化に適して活躍できる
本コンテストの特徴は大きく3 つです。

2015-2017年 組込みIoTハッカソン

1. 現場のDX推進人材と経営者に向けた2系統のプログラム
2. 効率的に学べる体系的な教育プログラム
3. 全プログラムのオンライン開催

将来不足が想定される人材

いないのが現状です*1。

何がDX推進を阻むのでしょうか。まず、大きく3つの問題があります。第1になぜDX

が必要なのか分からない
（Why）
。
第2 に何をすればDXになるか分からない
（What）
。

1.DX 推進の両輪

大きく２つのプログラムを用意します（右ページ左下）。1 つは

コンテストに参加する人材が自社に戻って価値創造型ビジネス

DXによるイノベーションで、これまでにないビジネスの企画・立案を実現するための

ショップや講座、相談会、コンテストで構成します。2 つ目は、そ

を創出する牽引役となることを目標にしたプログラムです。ワーク

育成プログラムを用意します。

うした人材を組織的にサポートし、活躍できる場を醸成する経

れることが少なくありません。しかし、
経営者の明確で強固なコミットメントのもとで、

ティブセミナー、決勝大会審査権といったプログラムで構成しま

また、
社会と企業そのものの変革を促進するためには、
現場の人材の不足が指摘さ

経営と技術が一体になって推進するものです。ITは経営そのものであり、
経営戦略と

技術戦略は表裏一体で立案・実行されなければなりません
（下図）
。DXイノベーショ
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現在不足している人材
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基礎から実践まで � レベル

内容
育成プログラム

（戦略を実現するための手段）

実装まで、教育プログラムは４つの Part から成ります。ワークショップ

経営者向け

サービスをネットワークを通じて提供することによるサービ
サイジングや、プラットフォームによるマルチサイドビジネ
スなど、デジタルだからこそ可能となる新たな経営戦略を模
索する、という視点

出典 *1

セミナー前編

セミナー後編

テーマ：DX を知り、
歩みを進めるには？

Part0.

基礎

コンテスト審査

テーマ：
DXの戦略と実践

Part1.

課題

※スポンサー

Part2.

解決

Part3.

実装

※育成プログラムは、オンデマンド配信の動画・ライブで体験的に行うワークショップで構成しています

コンテスト

*1 デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会、DX レポート2（中間とりまとめ）、令和 2 年 12 月 18 日

受講者向け

セキュリティ

その他
ハイテク
企業

コンサル

3

協調領域を担う
共通プラットフォーム
提供主体
4

新ビジネス・
サービスの提供主体

時と場所を選ばず受講可能

参加チームと経営者向けの講義、ワークショップはすべてオンラインで
講義はオンデマンド配信ですので、視聴する場所と時間を気にする必要

はありません。またプレゼンテーション審査や決勝大会もすべてオンラ

インです。これまで地理的な問題から参加に躊躇していた企業・団体・
教育機関にも安心して参加いただけます。

3

2.体系的に学べる教育プログラム

デジタル“だからこそ”視点

デジタルのもたらす新たな価値
出典

0

く身につけることができます。

IT

クラウド

1 と 4 が育成のポイント

DXに必要な技術・
ノウハウの提供主体

育成のポイント

を交えながら順を追って学ぶことで、DX 推進に不可欠な知識を効率よ

（何、どこを目指してDXするのか=DXする目的、CEOの役割の一丁目一番地）

市場には既に多様なデジタルサービス・製品・技術が提供さ
れている。それらを活用することによりどのような価値（目標
達成に向けた制約の緩和）が享受可能となるか、という視点

プロジェクトマネージャ

す。

DXに向けた戦略

DX成功パターン

システム全体を
俯瞰して思考
できる人材

基礎から課題設定、課題解決のためのアイデア立案、アイデアの実現・

ビジョンや事業目的

デジタルを“使いこなす”視点

複数の応用分野をまたいで
とりまとめができる人材

営者を支援するプログラムです。アドバンスセミナーやエグゼク

ンチャレンジでは、
現場のDX人材と経営者に向けた2系統のプログラムを用意します。

経営

新技術の専門技術者

1

経営サイドと現場サイドに向けたプログラム

2

4

実施します。
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パッケージ
ソフト

3.全プログラムオンライン開催

ビジネスをデザインできる人材

2

プラット
フォーム

ユーザー企業の
変革を共に推進する
パートナー

出典 *1
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第3にDXをどう進めればよいか分からない（How）
。

DXイノベーションチャレンジは、この3つの問題（Why・What・How）を参考にし、

ミドル
ウェア
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サービス

2

出典 *2

課題のもとにIoTサービスを開発、実装を行う

概要

日本企業にとって喫緊の課題になっています。しかし企業のDX は遅々として進んで

SI・組み込み

※2020年から全プログラムオンライン開催全国からの参加可能

よう、企業を牽引する経営者の支援が目的です。

3

1

SDGsをテーマにIoTを活用したビジネスの企画立案

クトです。

DXを本格的に推進して、変化の激しい事業環境に迅速かつ柔軟に対応することが

（共創・共育）

2018-2020年 IoTイノベーションチャレンジ

これからの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

趣旨

テクノロジー

Society5.0 に向けたイノベーション創出

実施概要

DX イノベーションチャレンジとは

受託開発

252.9 mm

サービス

価値創造
人材育成への
ステップアップ

1

業界別
共通
プラット
フォーム

DX
パートナー

アイデア
出し

相談会

ブラッシュ
アップ

相談会

一次
予選

二次
予選

※書類選考 ※プレゼン
選考

相談会

※プレゼン
選考

※相談会とは、各チームのアイデアについて、講師陣 / 審査員の専門家と相談をする場です

*2 独立行政法人 情報処理推進機構、組込み /IoT に関する動向調査 調査報告書、2020 年 3 月

決勝
大会

Part0.基礎
Part1.課題
（Why）

Part2.解決

共通で使われる手法・技法を学ぶ
解決すべき課題を見つける視点を養う

（What）

アイデア立案のアプローチとそれに必要な知識を
会得する

（How）

アイデアを実装するためのプロセスを理解する

Part3.実装

スポンサー募集

参加費（税込）
① 一般カテゴリ

チームメンバー分の講座とアイデア創出ワークショップの受講権が付きます

企業（自治体、公的機関含む下記以外の法人）

¥220,000 （税 別

JASA 会員企業、 ET/IoT 展の出展者
¥165,000 （ 税 別

参加チーム募集

¥2 0 0 , 0 0 0 ）

¥1 5 0 , 0 0 0 ）

② 混成カテゴリ

1名ごとに講座とアイデア創出ワークショップ、チームビルディングワークショップ
の受講権が付きます

参加資格

¥ 88,000

● チームの全員が申し込み時点で18 歳以上であること
● 参加者はインターネットにアクセスできること
● 有効な電子メールアドレスを保有していること
● 参加登録および応募にあたって必要となる記載事項の提出および
事務局との連絡にあたり日本語での提出・連絡を行なえること
[ 注意 ]

ネット環境、PCの準備は各自必須となります
インターネット接続料および通信費は参加者の負担となります
また反社会的勢力との関連がないこと、知的財産権の侵害に配慮した対応を
することが必要です

（税 別 ¥8 0 , 0 0 0 ）

（1 名につき）
（チームビルディングワークショップ含む）

★ チームビルディングワークショップ参加費

¥110,000 （ 税 別

① 一般カテゴリ

¥1 0 0 , 0 0 0 ）

★ 経営者セミナー受講権

各経営者セミナーについて1回あたり1名が視聴できます。
別途料金は発生しません。

対象カテゴリ：一般カテゴリ、混成カテゴリ

・二つ以上の企業・団体から成るチームです
・1名単位でお申し込みください
・お申込み後、実行委員会にて他社・他団体とのチーム編成をし、ご連絡します
・チームビルディングワークショップへの出席が必須です
※申込み人数が集まらない場合、
「混成カテゴリ」の実施が中止となる場合が
あります

※一般カテゴリのチームビルディングワークショップは4月30日(金)まで
に申し込んでください

3月~4月

募集
開始

第1回/第2回
経営者向け
セミナー
前編（無料）

5/31
申込
締切

5月~7月
教育プログラム
（オンライン開催）

／経営者向け
セミナー後編

6月
第1回
相談会

8月
第2回
相談会

9月

10月

書類審査
提出締切
／結果発表

公開プレゼン
テーション審査
／第3回
相談会
（決勝大会進出
チームのみ）

11/19

決勝
大会

（ET展内）

組込みシステム技術協会が主催する、組込みシステ

ムとエッジテクノロジーに関する国内最大級の展示

会。2020 年 は 11 月 16 日から 12 月 18 日の 33 日 間

にわたって「ET & IoT Digital 2020」と題しオンラ

インで開 催した。の べ 66,500 人 の 来 場 者 が、123

の企業・団体の展示と100 を超えるセミナー（カン

ファレンス）に参加した。2021 年はリアルとオンラ
インのハイブリッド方式で開催する予定である。展示

はリアルを中心に展開し、11 月 17 日～19 日にパシ

フィコ 横 浜での開 催 を予 定する（上 の会 場 風 景 は
2019 年、ロゴは 2020 年のもの）。

ワークショップの様子

※写真は2020年のコンテストのものです。

¥660,000

¥330,000

¥110,000

参加チーム支援大会運営のための資金提供
○

2. チーム参加権 *2

4. WEBパンフレット広告掲載
5. 経営者向けセミナー参加権
6. 経営者向けセミナー

スポンサーメリット*¹
○

ロゴの掲出

5 名／回

3 名／回

ー

1 名／回

ー

ー

½ ページ

¼ ページ

15 分

ー

5 名／回

3 名／回

3 名分

内容

公式 WEB サイト、パンフレット、広報冊子への掲載、
ET&IoT 2021 会場での掲示（予定）

項目

ロゴの掲出

WEBパンフレット
広告掲載

11 月 の 決 勝 大 会 の 際 に 発 行する WEB パンフレットで
1 ペ ージ（A4 サイズ）分の広 告 掲 載、ET&IoT 2021 会
場での配布（予定）

WEBパンフレット
広告掲載

各教育講座について 1 回あたり15 名が視聴できます

各セミナーについて 1 回あたり5 名が視聴できます

セミナー内にて30分間プレゼンテーションを実施でき
ます

2021 年 11 月決勝大会で 3 名一般審査部門にご参加で
きます

パールスポンサーメリット詳細

チーム参加権
講座視聴権

WEBパンフレット
広告掲載
経営者向けセミナー
参加権

コンテスト
審査権

ー

ー

ー

ー

プラチナスポンサーメリット詳細

チーム参加権

ロゴの掲出

ー

ー

混成カテゴリは、2人分＝1チームとして換算します

3 チームが参加できます

項目

ー

1 名分

チーム参加権
講座視聴権

ー

1 チーム無料

2 名分

ダイヤモンドスポンサーメリット詳細
項目

○

1 ページ

10 名／回

ー

○

2 チーム無料

15 名／回

プライズスポンサー

副賞、参加賞の提供

○

3 チーム無料

30 分

プレゼンテーション

コンテスト
審査権

ET & IoT Technology 2021について
2/7

¥1,100,000

1. ロゴの掲出

経営者向けセミナー
プレゼンテーション

決勝大会の様子

エンジェルスポンサー

依頼内容

経営者向けセミナー
参加権

スケジュール

セミナーの様子

パールスポンサー

*¹ その他ご要望に応じて対応いたします *2

2021 年 5 月 31 日 ( 月 )

② 混成カテゴリ

プラチナスポンサー

7. コンテスト審査権

募集チーム数

申し込み締め切り

・一つの企業・団体から成るチームです
・3～5名のメンバーから成るチームを構成してお申し込みください
・参加チームのメンバーとしてインターンシップ等の学生が参加可能です

スポンサー費用

スポンサー種別（税込額）

ダイヤモンドスポンサー

3. 講座視聴権

● 70 チーム

参加カテゴリ

ダイヤモンドスポンサー、プラチナスポンサー、パールスポンサー、エンジェルスポンサー、プライズスポンサーと、���� 年は � つの枠を用意しました。

それぞれの費用と特典は下記をご覧ください。

内容

公式 WEB サイト、パンフレット、広報冊子への掲載、
ET&IoT 2021 会場での掲示（予定）

1 チームが参加できます

各教育講座について 1 回あたり5 名が視聴できます

11 月 の 決 勝 大 会 の 際 に 発 行する WEB パンフレットで
1/4 ページ（A4 サイズの 1/4）分の広告掲載、 ET&IoT
2021 会場での配布（予定）

各セミナーについて 1 回あたり1 名が視聴できます

2021 年 11 月決 勝大会で 1 名一 般審査部門にご参加で
きます

講座視聴権

内容

公式 WEB サイト、パンフレット、広報冊子への掲載、
ET&IoT 2021 会場での掲示（予定）

2 チームが参加できます

各教育講座について 1 回あたり 10 名が視聴できます

11 月 の 決 勝 大 会 の 際 に 発 行する WEB パンフレットで
1/2 ペ ー ジ（A4 サ イ ズ の 半 分）分 の 広 告 掲 載、
ET&IoT 2021 会場での配布（予定）

経営者向けセミナー
参加権

各セミナーについて 1 回あたり 3 名が視聴できます

コンテスト
審査権

2021 年 11 月決勝大会で 2 名一般審査部門にご参加で
きます

経営者向けセミナー
プレゼンテーション

セミナー内にて15分間プレゼンテーションを実 施でき
ます

エンジェルスポンサーメリット詳細
項目

ロゴの掲出
講座視聴権

内容

公式 WEB サイト、パンフレット、広報冊子への掲載、
ET&IoT 2021 会場での掲示（予定）
各教育講座について 1 回あたり3 名が視聴できます

プライズスポンサーメリット詳細
項目

ロゴの掲出

内容

公式 WEB サイト、パンフレット、広報冊子への掲載、
ET&IoT 2021 会場での掲示（予定）

白坂 成功
慶応義塾大学大学院

システムデザイン・マネジメント研究科 教授 博士

1994 年 3 月、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学修士課程

修了。三菱電機にて 15 年間、宇宙開発に従事。
「おりひめ・ひこぼし」
プロジェクト後、
「こうのとり」の開発に従事。途中、ドイツの衛星開

発企業に駐在し、欧州宇宙機関向けの開発を実施。帰国後は、
「みち
びき」プロジェクトの立ち上げをおこなう。2008 年 4 月より慶應義塾

大学大学院 SDM 研究科非常勤准教授。2010 年より同専任准教授、
2017 年より同教授。

この 1 年、新型コロナウイルスに直面して、多くの方が

も多くでてきたことも事実で

す。講師による講演だけなく、
グループワークによるワー

す。そこで 今年からはタイト

クショップもオンラインで提供します。これからの時代、

テレワークや遠隔授業を経験し、人々の意識や行動に変

片岡 晃

では、IT 部門と経営者や 事
業 部門の対 話が 進まずに、

ルを変え、
DXイノベーション

オンラインでできることを最大限拡大することも重要な

化の兆しが見えました。一方で、
ペーパーレス化の遅れ、

上記のような状況が生まれ

チャレンジといたしました。

力となります。オンラインを活用すれば、
空間を超え、
時

押印文化、
ネットワーク環境不備、
そして、
リアルタイムに

ていると推測できます。また、

IoTのみならず、
デジタルテク

間を効率的につかった協創が可能となります。DXイノ

データが集約、
共有されていないなど、本質的なデジタル

このような 環 境 下 で、ベン

ノロジーを活用した変革を目

ベーションチャレンジに参加していただくことで、
オンラ

力の弱さが顕在化しました。

ダー企業のビジネスは受託

指すことをいたします。特に

インでの新価値創造アプローチも学ぶことができます。

Society5.0 で は、サ イ バ ー

様々な分野で DX による課題解決が急務となってお

開発に依存し、
多重下請構造

IoTイノベーションチャレンジから変更したこともありま

り、人や企業などのあらゆるインターフェースをデジタル

も形成されてきました。ベン

(Cyber)と フ ィ ジ カ ル

す。今回から経営者向けのセミナーを用意しました。DX

化し、企業経営や統治機構（ガバナンス）
を見直すことが

ダー企業においては、
デジタ

必要です。

独立行政法人 情報処理推進機構
社会基盤センター センター長

京都大学工学部卒業後、日産自動車、パナソニックを経てIPAで勤務。
イノ
ベーション人材センター長、産業サイバーセキュリティ副センター長、
ソフト

ウェア高信頼化センター所長を歴任。
2018年からは、社会基盤センター セ

ンター長。
その他、
（一社）
コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）次世代AI人

材育成訓練プログラム委員（～2020年度）、文科省enPiT外部評価委員会
委員（～2020年度）、(一社)情報サービス産業協会（JISA）技術革新委員会
委員、日経コンピュータIT Japan Award審査員などを務める。

過去３年間、
IoTイノベーションチャレンジをおこなってき

(Physical) の融合を目指しており、
今後、
DXは単なるIT

の推進においては経営者のリーダーシップが重要である

ました。IoTイノベーションチャレンジでは、
IoTを技術と

インフラの活用ではなく、サイバーフィジカルシステム

ため、経営者にもDX について理解していただける機会

システムベンダー企業も例外ではありません。

して捉えるだけでなく、新価値創造のチャンスとして捉

(CPS : CyberPysical System)としてのデジタル化が新

を用意しております。経営者の方々にも素晴らしい講師

今年 1 月に JEITA（一般社団法人電子情報技術産業

え、
システム全体を俯瞰的に捉えてビジネスをデザイン

しい社会の基盤となります。そういった意味では、
組込

による経営者目線のDXに関する講座を受けていただけ

協会）が日本企業の DX に関する調査結果を発表しまし

の企業文化を変革し、
ビジネス変革を行う絶好の機会で

できる人材の育成を目的に進めてきました。もちろんこ

み技術はDXにおける基礎となります。そのような世界

ます。

た。その中で、米国企業は半数以上で経営層が DX に積

あり、2021 年は日本社会のデジタル化に向けた新しい

れらは一朝一夕にできるものではありません。しかし、
ど

における新価値創造を学ぶ必要が出てきました。そこ

応募してくださるチームの皆様、本気で DXイノベーショ

極関与しているのに対し、日本企業は 4 割未満にとど

基礎を構築する年だと考えています。

のように考え、
どのようにアプローチすれば IoTを活用し

で、今年からは DXイノベーションチャレンジと名前を変

ンのアイデアを出すために取り組むことを通じてDXによ

まっていることが明らかになりました。
ＩＰＡが中立機関とし

たビジネスをデザインできるのか？ということについて、

え、プログラムもアップデートすることといたしました。

るイノベーションを生み出すために必要なスキルセット、

て分析した、
「DX 推進指標」
の自己診断結果においても、

ジカル 空間（現実空間）
を高度に融合させたシステム

ルスキルの習得や生産性向上などのインセンティブが生
まれづらいという問題も指摘されています。
人々の意識や行動に変化の兆しが見えた今こそ、
従来

このデジタル社会は、サイバー空間（仮想空間）
とフィ

SDGsという世界共通のフレームも活用して考えること

DXイノベーションチャレンジと名前は変わりますが、
IoT

マインドセットを学んでください。

DX の取り組みが遅れている平均的な日本企業では、経

（Cyber Physical System: CPS）で 実 現されます。人と

を体験できたのではないないかと思っています。技術的

イノベーションチャレンジの良い特徴はそのまま継承い

スポンサーの皆様のおかげで DXイノベーションチャレ

営層の危機感や取り組みに対する必要性の欠如、適切な

人、
人とサービス
（モノの提供も含む）
、
サービスとサービ

なこと、
ビジネス的なこと、
技術を使って新たな SDGsビ

たします。具体的には、
多彩な講師陣による講座は継続

ンジを開催できています。DXイノベーションチャレンジ

ガバナンスや人材育成に問題があることが分かりました。

スが、
ネットワークを介してオンラインで繋がる世界です。

ジネスを創造する方法論。色々なことを学ぶチャンスを

するとともに、
DXに相応しい講座を新たに追加いたしま

は人材育成プログラムであり、これを通じてDXの社会

日本は欧米先進国と比較して、IT やデジタルに関連す

用意していました。しかしながら、
世の中の進みは早く、

す。また、
ワークショップを通じた体験的学びも継続い

実装ができる人材を増やし、
ひいてはより良い社会の実

る人材の割合がベンダー企業に偏在していることもあり、

備をソフトウェアで制御し、
ネットワークで繋いで自動制

もはや IoTという手段が必ずしも適切ではないアイデア

たします。さらに、
今年も完全オンラインで実施いたしま

現を進めていきます。

大半のユーザー企業は、
IT やデジタルに関して、
多くをベ

御を行うなど、いわば、ハードウェアのデジタル化を進め

ンダー企業に委ねてきました。その結果、
ユーザー企業内

てきました。今後は、組込みソフトウェア技術と、各種デ

組込みソフトウェア業界は、
これまで様々な製品や設

バイス技術、AI・IoT を含んだデジタル技術を活用した

りだけではなく、
人の行動や社会の活動といったコトまで
も含んだ、
新たなコトづくりを実現するシステムができ、
さ
らには、
様々な現実社会の産業、
社会インフラの進化をも
促し、
デジタル社会が実現することになると考えます。
「DX イノベーションチャレンジ 2021」は、
この期待に
応えるものであるとともに、経営サイドと現場サイドが一
緒に参加することで、従来の企業文化の変革、
ビジネス
変革、
さらには新たな価値創出へとつながる学びの体験
の場となります。体系的な知識・手法の学習内容ととも
に、
オンラインで全国から様々なメンバーが参加するこの
取り組みは、近未来の社会課題（SDGs 等）の解決や、
多様な人々の想像力と創造力が求められるデジタル社
会、
つまり、人間中心の社会である
「Society5.0」の実現
のためにも大変有意義な内容であり、大変楽しみにして
います。

フィジカル空間がサイバー空間と繋がることによって、社
デジタルトランスフォーメーション
（DX）推進の担当官

段階だということがわかりました。これに関してもう少し掘

として、DXイノベーションチャレンジへの期待を申し上げ

り下げてみると、多くの企業が DX 推進を重要と考えてい

ます。

て、取り組もうとしている状況であることは確認出来たも

まず業所管としての立場から言うと、例えば、我が国に
おける情報サービス産業の成長率は例年 1％強。これに
対して、
米国では6%、
中国では15%と言われている中で、

のの、
具体的な取組に至っていないということでした。
DX 推進の取組が具体化しない原因としては、
単に既存

DXイノベーションチャレンジへの期待
D X 推 進 の 中 心 メン バ ー が 語 る「 新 価 値 創 出 」へ の 第 一 歩

業文化や、
既存ビジネスを是としたときのコンフリクトが足

います。また、データセンター
（DC）業は例年 8% の成長

かせとなっている、
などが考えられます。このような状況を

経済産業省が後援するに値する取組だと考えています。

率を維持している一方で、サーバーの出荷台数はマイナ

打開するには、経営トップから発出する決断・メッセージ

そして、単なる製品活用にとどまらず、社会全体へ価値提

ス成長。DC には大量のサーバーが導入されることを考え

と、
それを受け取る人材が重要だと考えています。

組込み業界と IT ベンダーやユーザー企業が連携する
ことで、
組込み業界が担っていたモノ
（製品や設備）
づく

DX 推進は一義的には経営トップの問題に集約されま

ういう意味で、DX 推進における重要なファクターとして、

供するための企画立案を経験する、
という観点から、DX

JASA では、2015 年より
「IoT ハッカソン」、2018 年よ

イノベーションチャレンジは、
DX 推進に関する規範的な人

り
「IoTイノベーションチャレンジ」
と、
これまで計 6 年間

ガクラウドベンダーへの集約は、加速していると考えるべ

すが、
その際、
デジタルという技術をどう取り扱うかが重

きではないかと。

要な論点になります。組込み業界は、単にソフトウェアを

デジタルに関するエンジニアの人材育成には、難しい

作るだけではなく、最終製品、例えば、
自動車や家電の高

課題がいくつかあると考えています。特に、
動くソフトウェ

グローバルでのクラウドの成長率が、
ここ数年、30％以

切なサービスを提供するシステム
（つまり CPS）
を生み
だしていくことが期待されます。

ITシステムの問題ではなく、
これまでに築き上げてきた企

この産業をいかに強くするか、
がひとつの論点だと考えて

ると、
ユーザー企業のデジタルインフラに関する海外のメ

会の中で、
それぞれの生活、活動をしている人たちに適

材育成の取組になると期待しています。

今回体系化したことで、
より学びを深めていただけた

アイデア・企画を創出していただくことを期待してい

らと思います。

ます。本コンテストでの 経 験 が、みなさんの DX への

に渡り、“ エンジニアが技術を使って社会課題を解決す

併せて、DX 達成のためには、DX 実行役である現場

る ” ことを目指す、新たなイノベーション人材の育成プ

サイドの人材と共に、その人材が活躍できる場づくり

ロジェクトを開催してきました。

が重要となることを考慮し、今年は経営層の方々を対

上の成長を続けていることを考えると、
デジタルインフラ

品質を実現するという重要な役割を担ってきました。端的

アを納品すれば良い、
などという考え方が通用しない世

7 年目となる 2021 年は、新たに「DXイノベーション

の活用、すなわち、
デジタルによる経済成長にシフトする

に言うと、
自動車や家電に関する利用者の体験について

界観です。例えば、
より良い体験、
より重要な価値とは何

チャレンジ」と名称を変更して実施することになりまし

ことが重要だと考えられます。逆に、
そうしなければ、
相対

の重要なファクターだということです。

か、
を追求することが重要です。この観点から、過去の

た。昨 年 度 末 に、経 済 産 業 省より発 表され た『DX レ

本年も、昨年同様、すべてオンラインにて実施いた

IoTイノベーションチャレンジで印象に残っていることが、

ポート2（中間とりまとめ）』にあるように、今、日本にお

しますので、時間や場所を問わず、全国からのご参加

的に我が国産業は衰退してしまう、
まさに、
「2025 年の崖
問題」
が表出するのではないかと危惧しています。
これまで、政府としては、DX 推進ガイドラインや DX 推

DXというデジタル技術の活用においては、利用者の
体験を具体化するにあたり、提案するサービスがサクサ

「優勝できなくて悔しい」
という入賞者のコメントです。い

いては、DX で新事業を創出し成立させること、そして

が可能です。昨年は急な開催となり各チームの交流

わゆる研修を一度受ければ良い、
ということではなく、毎

それを担うイノベーション人材の育成が急務になって

を図ることが困難でしたが、本年はオンラインツール

進指標を策定し、企業が主体的にDXを推進できるような

すが、
これらに関しては、組込み業界に相当のエクセレン

年毎年、新しいことを吸収し、
そして、高い目標に向かって

います。これを受け、本プロジェクトも
「IoT」から「DX」

等を活用し、皆様に交流の場を提供できるよう計画中

環境整備を行ってきました。また、
デジタルガバナンスコー

スやノウハウが集約されていると考えています。

チーム一丸となって取り組む。これからの DX 推進に重要

に冠を変 更 することで、喫 緊の 課 題である DX に取り

です。他企業がどのような取り組みをしているのかな

なマインドセットではないかと思います。

組むための契機にしていただくとともに、
「 DX」という

どの情報収集や、本プロジェクトへの意気込みなどぜ

共 通 の 課 題 の 元、経 済 産 業 省 を 始 め IPA、JISA、

ひ意見交換してみてください。交流の場を経て、より

するという観点から、
とても重要な取組だと考えていま

JUAS、CSAJ といった他の団体と連携し活動を広めて

皆様がブラッシュアップされることを期待しています。

す。そして、期待される成果は、DX に関するトップガンの

いくことで、これまで以上の多くの方々に参加の機会

自動車や家電など、
工業製品の高機能・高性能であったは

排出です。なので、私以外の講師陣は超一流の方々です

を広げていければと考えています。

ず。もっと言うと、
工業製品の

し、末席ながら、私もDX に関する政策担当官として、毎年

これらを突き詰めて考えると、
組込み業界の皆さんの活

のための外部環境を整備してきました。これらの活用度

躍そのものが、
経営における技術者復権の幕開けになる

合いや申請状況を調査したところ、
簡単に言うと、
DXを全

のではと期待しています。

社レベルで本格的に推進している企業は、全体の高々
5％程度であり、
ほとんどの企業が未着手、
あるいは、
試行

組込ソフトウェアそのものが達成しようとしていることは、

和泉 憲明

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）
静岡大学情報学部 助手、
産業技術総合研究所
（産総研）
サイバーアシスト研究

センター・研究員、
産総研・情報技術研究部門・上級主任研究員などを経て平成

29年8月より経済産業省商務情報政策局情報産業課企画官、
令和2年7月より
現職。
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）
を兼

務。
博士
（工学）
（慶應義塾大学）
。
その他、
これまで、
東京大学大学院・非常勤講師、
北陸先端科学技術大学院大学・非常勤講師、
大阪府立大学・文書解析・知識科

学研究所・研究員、
先端IT活用推進コンソーシアム
（AITC）
顧問などを兼務。

DXイノベーションチャレンジは、DX 推進の人材を育成

最後に、DXイノベーションチャレンジはスポンサー
の皆様のご支援で活動して

利用者へ提供する新たな体

毎年、最新の情報提供をしています。なので、審査に関し

また、
イノベーションチャレンジの大きな目玉である

おります。引き続きお 力 添

験という観点からは、組込み

ても、政策として採用できるレベルかどうか、
という観点で

育成プログラムですが、今年はこれまでの講義の羅列

えいただきますようお願い

業界が提供していた価値は、

今年も取り組みたいと考えています。

ではなく、DX 達成のための Why・What・How と照ら

申し上 げると共 に、本 活 動

そもそも、ITベンダ ー・ユ ー

今年も多くの方に好影響が与えられ、我が国のＤＸ推

し合 わ せ、4 つ の パート
（基 礎、課 題、解 決、実 装）に分

をより広くより充実したもの

ザー企業の区別がない世界。

進が加速されることを願い、
ＤＸイノベーションチャレンジ

けて構成し直しました。より理解を深め、DX によるイノ

とするた め、ご 一 緒 できれ

への期待として本稿を結びたいと思います。

ベーションを達成する手助けとなるように、参加者のみ

ば幸いです。

ジタルという新しい社会での

なさんに提示する予定です。昨年までは何から手を付

また、
参加チームの皆様には、

重要な観点だと思います。そ

けたら良いのか分からない等の意見もありましたが、

本年もコンテストにて様々な

この構図は、ある意味、デ

貢献出来ればと願っています。

象としたセミナーも実施いたします。

ク動く、自然に操作できる、
といった要件はとても重要で

ドの策定や DX 銘柄などの認定制度も立ち上げ、
DX 推進

取り組 みや、その先のイノベーション創出に少しでも

渡辺 博之

一般社団法人 組込みシステム技術協会（JASA）理事、ET事業本部長／
株式会社エクスモーション 代表取締役

横浜国立大学卒業後、メーカー勤務を経て、1996年より組込み分野にお

けるオブジェクト指向技術の導入支援に従事。コンサルタントとしてFA装

置や自動車、デジタル家電など多くの分野において現場支援や人材育成を
手掛ける。 2008年9月に（株）エクスモーションを設立し現在に至る。

ETロボコンでは、2002年の創設時から2017年まで、本部審査委員長と
して活動。他に、UMTP組込みモデリング部会主査、派生開発推進協議
会代表。

IoT イノベーションチャレンジとは
これからの組込み業界を牽引できる
「組込みIoT人材」の発掘・育成を目的として、IoTを使ったビジネスの企画・

処理やメガネに取り付ける骨伝導スピーカーなどの技術を取り

優勝 /JASA特別賞

入れた。アイデアの方向性が決まったあとは、
「アイデアがどん

どん出てきて、
まとめるのに時間がかかった」
という。発散ぎみ

検討に主眼を置いたコンテストです。特徴は大きく以下の2つです

1．充実したセミナー
本コンテストに取り組む上で、参加者が通常の業務だけでは得られにくい、ビジネス、イノベーション、IoT 要素技
術、アーキテクチャといった、ビジネスの企画・検討に必要な内容に関する 広範囲の教育を、各分野の第一人者か

ら直接受講できます

結果報告

これからの企業が事業を進める上で大きな指標となる課題に対し、今回のコンテストを通じて自分自身の問題とし

て 直接向き合うことで、いち早く、かつ、深い理解を得ること ができるようになります。2020 年のコンテスト課題は、
国連が採択した SDGs（ Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の 17 の目標から定義してい

ただきました

李 潤太

企業名：大𫞂工業株式会社

若杉 祥一

月

11
月

それでもシンプルで分かりやすいという方針を貫いたBull だったが決勝大会までには

想定問答集を携え、
審査員からの厳しい質問に臨んだ。

IoTイノベーションチャレンジの 90日間は、
「専門用語が多く、
教育プログラムで理解

大𫞂工業株式会社は板金加工を手掛ける群馬県太田市の中堅メーカー。その大𫞂工

できたのは 30～50％くらいだったかもしれない」
と語るが、
若い2 人にとって得難い経

験となった
「SDGs など業務に無関係のテーマに触れて興味の範囲が広がった」
（黄）
。リ

業の若手技術者の黄と李、
品質保証部の若杉部長がタッグを組んだのがチームBullで

モートでの講義だったのも良かったという。
「分からなければ、講義を聞きながらイン

る日、
若杉からIoTイノベーションチャレンジに参加してみないかと持ち掛けられた。大

隣とおしゃべりはできない」
（李）
。

ターネットで調べられるし、
隣の若杉にも尋ねられる。リアルな講義だったら、
さすがに

黄には渡りに船だった。さっそく、
高校の同級生でラグビーのチームメイトだった李を
誘った。

決 勝 審 査／
プレゼン
テーション
審査

月

10

書類審査

9

資料を見て
「Bullは大学の卒論レベル」
（李）
と愕然とする。

割けず、
「セミファイナルでの質問にまったく答えられなかった」
（黄）
のだ。決勝大会には

学で経営を学び、
「自分でビジネスのプランを立て、
人前でプレゼンしたい」
と思っていた

相談会

月

セ ミ ナ ー／
ワーク
ショップ

参加チーム
募集

8

会でのアドバイスだった。アドバイスを生かしてシンプルで分か

りやすくなったが、
公開プレゼンテーション審査で他チームの

手痛い失敗もあった。プレゼン資料の作成に時間を取られて質疑応答の準備に時間を

ある。若手がアイデアの企画・立案を主に担い、
若杉はアドバイザー役に回った。黄はあ

全体スケジュール
月

チーム名：Bull

参加者：黄 光明

2．特徴あるコンテスト課題

7

~Hello World~
視覚障がい者が困らない世界を創る

だったアイデアが収拾に向かうキッカケは、
「もっとシンプルで、

聞いている人にとって分かりやすいものにすべき」
という相談

会社は全面的にBullをサポートした。ちょうど佳境を迎えていた社内研修と重なるこ

ともあったが、IoTイノベーションチャレンジの教育プログラムを優先するようにスケ

ジュールを変更した。会社のバックアップもあって、
2 人は連日のように就業後に議論を

重ねた。所属部署こそ異なるが、
同じ建屋で仕事に携わる黄と李は直接会って話し合っ

2020 年は、22 名の講師と 1 名のトークゲストにより多彩な教育プログラムが展開されました。
8 日間に渡り、すべてオンラインにて 24 種のセミナー / ワークショップを実施いたしました。

セミナースケジュール
8/17：チームビルディングワークショップ

8/18：セミナー

8/21：セミナー

8/26：ワークショップ

8/28：ワークショップ

8/31：セミナー

9/4：セミナー

9/9：セミナー

「経営戦略にITエンジニ
アが貢献するために：
「レゴ® シリアスプレイ®に
よるセッション」

増田睦子 氏

メーションの推進と社会

「システムxデザイン思考に

実装」

よる新価値創造

和泉憲明 氏

イノベーティブに考える～」

「競争力を生み出すIoT×
データ戦略

ツール”Monica”を使った

～」

中川郁夫 氏

「オープン・イノベーション
の理論と実践」

活用を推進できる人材に」

今西航平 氏

「DX 実現のためのHCDア
プローチ：基礎編」‒HCDア
インストール ‒」

篠原稔和 氏

「イノベーティブ思考
ワークショップ」

現場に行って観察しよう！」

「新規ビジネスの推進と

「Society 5.0における

リスクマネジメント」

法的責任のすがた」

丸山満彦 氏

稻谷龍彦 氏

「IoTビジネスで気にすべきセ
キュリティ＆プライバシ対策"
技術"」

「IoTエコシステムの将来像」

立本博文 氏

広瀬毅 氏
「イノベーションを起こす

新時代の事業経営とは？」

有馬仁志 氏

「提供価値と開発コストを勘

案した高度なリリース戦略と 「IoT時代のビジネスは、
利用時 データの活用による ”モデル”で考えよう！」

フィードバック」

森崎修司 氏

渡辺博之 氏

ロー チ：実 践 編 、応 用 編 」

「SDGｓをシステム思考

小西一有 氏

そこで利用したのがワークショップで習った
「アイデア出し」
の手法である。出てきた

アイデアは 3 つ。VRを使って公園で遊ぶアプリやマッチングアプリも考えたが、
最終的

には、
ストーリーが作りやすく将来性のある
「ビデオカメラを使って視覚障がい者を支援
する」
アイデアに絞ることにした。優勝した
「Hello World」
の原型の誕生である。

自らがインターネットで調べたり、
若杉の助言を得たりしながら、
AIによる動画の画像

竹森敬祐 氏

田平博嗣 氏

「DX実現のためのHCDアプ

で解く」
交流会

「開発チームのみんな、

「I Tエンジニアが 躍 動 する

「I Tエンジニアが 躍 動 する
「組織論のワークショップ」

「AIのビジネス活用とAI

前まで続いた。

白坂成功 氏

徳田昭雄 氏

小西一有 氏

鷲崎弘宜 氏

～狙って

プローチのマインドセットの

セッション」

大橋正司 氏

設計・評価」

～先進事例

から考える市場の構造変革
「チームメンテナンス

「IoT時代のアーキテクチャ

デジタルトランスフォー

た。しかし、
「これだ」
というアイデアがなかなか出てこない。そんな状態が、
書類審査直

‒HCDマインドセットを駆動

するための現場観察とDXに

「デジタルビジネスの

鱗原晴彦 氏

平鍋健児 氏

繋げる概念設計へ‒」

潮流とアジャイル開発」

田平博嗣 氏

「VUCAの時代におけるクリ 「利用時品質の高いプレゼン
エイティブリー ダシップと テーション～伝えたいことが
ウェルビーイング」

増田睦子 氏

伝わるための10の秘訣」

鈴木啓高 氏

参加できなかったメンバーとの意識を合わせた。打ち合わせ

準優勝

終了時には、社歴 10 年でリーダー役の岩本が 2 人 1 組のペア
に “ 宿題 ” を与え、議論の方向性を整理するとともに進捗を管
理した。

eスポーツで差別をなくす！
Agel World（アゲル・ワールド）
チーム名：CimAsoC

参加者：岩本峻樹

増山祐太

企業名：株式会社シーエーシー

小川真生子

テーマ設定に当たって岩本は、まず「〇〇差別の解消」をお

題として出した。各自がアイデアを持ち寄ったなかから、ニュー

スなどで取り上げられる機会が多くなり、健常者と障がい者が対等に競技でき、プ

レーヤーとしてもコーチとしても活動できる e スポーツを選んだ。障がい者への理解と

社会参画にもつながるアイデアである。豊かな将来性と、
「考えていて楽しいテーマ」

竹島瑛帆

チーム CimAsoC が所属する株式会社シーエーシーは、IoTイノベーションチャレン

プラチナ
スポンサー

会場
スポンサー

ジを人材育成の場として戦略的に活用している独立系の ITベンダーである。2019 年

に は JASA 特 別 賞 を 受 賞し、2020 年 の 2 チ ーム は とも に 決 勝 大 会 に 進 出した。

決勝大会に至るまでには紆余曲折があった。当初はリアルな会場を設置してe ス

ポーツの大会を開催する企画だったが、相談会で「もっと視野を広くしたほうが良い」
と指摘され方向を転換した。深夜まで議論した結果として、障がい者が安心できるプ
レー環境とe スポーツの魅力が伝わる観 戦 環境とをバーチャルの世界で提供する

「Agel World
（アゲルワールド）」にたどり着いた。

IoTイノベーションチャレンジに参加することで、
「情報感度が高まった。Webで情報

収集するときに、今までと違ったテーマもクリックするようになった」
（岩本）。業務で

バランスの取れた構成だ。同じ産業向け部署に所属する現場技術者の 4 人だが、客先

だった」
「すべての面で刺激を受けた」と、メンバーは異口同音に語る。

クトに興味があると言っていたら誘われた」
（竹島）。メンバーの社歴は 2 年～ 10 年と
新型コロナの影響もあって、打ち合わせはすべてリモートで行った。就業を終えた

19 時ころから始め、熱を帯びた議論が夜半に至ることもあったという。
「相談会で講師
の方から多くの意見を頂いたが、優先順位がつけらず取捨選択にとても迷った」
（小

川）、
「今となってはいい経験だったと思うが、客先から戻って来て自宅ですぐに会議と

エンジェル
スポンサー

のメンバーは e スポーツにまったく不案内。一から勉強を始めた。

CimAsoC のメンバーが参加したのも、上長からの指名を受けてのこと。
「新規プロジェ
に常駐するメンバーもおり、まずは「はじめまして」の挨拶から始まったという。

パール
スポンサー

（小川）だったこともメンバーの背中を押した。もっとも増山が知見を持っていたが、他

いう生活は大変だった」
（竹島）と当時を振り返る。

打ち合わせではまず、参加したセミナーやワークショップについて情報共有を行い、

は受講することが考えられなかったテーマのセミナーが受講できたのは、
「得難い経験

第3位

参加者：石井 隼人
野澤 和幹

角田 雅量

松下 奈津希

IoTで実現するサステナビリティ・シーフード

参加者：錦織 達也

参加者：外山 祐子

チーム名：break bad

呼吸で健康診断
呼気測定器付きマスクフレーム
チーム名：松野谷 石角

Yummy Bugs―食卓に、虫を｡―
上野 憲人

チーム名：Go To イノベーション

萩原 円

企業名：エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
決勝にあたって

私たちのチーム名は ” 慣習を打ち破る ” という俗語を意味して

おり、そんなサービスを企画したいという思いから、昆虫養殖業者の生産性向上

サービスを考案しました。本サービスを普及させることで、皆様の食卓にも当た

谷 祐平

武田 将雄

橘 淳士

甲斐荘 裕

企業名：エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社

り前に昆虫料理が並ぶ日が来るかも !?

決勝にあたって

我々 GoTo イノベーションは IoT「うおっち」
「うおふる」を使って

「SDGs14.4 破壊的な漁業慣行を終了し科学的な管理計画を実施する。」の達成

を推進します。また、行政やNGOを巻き込んで、世界中の漁業にイノベーションを
起こします。

企業名：株式会社クロスキャット

決勝にあたって 個人情報を売って、
センサーの情報を収集した。
におい検知センサーについて調べるために次世代体験型店舗(b8ta)に足を運び、情報を
収集した。
実際にマスクフレームを複数購入し、機能性とデザイン性を検討した。
iPad でマスクフレームのデザインをした。

審査員特別賞

SDGsコンシェルジュ
~誰もが参加するSDGs~
チーム名：Chelsy

参加者：松井 良太

岩崎 咲耶

内田 圭

企業名：株式会社エクスモーション

審査員 講師
渡辺 紘

京都大学大学院法学研究科准教授

ト ウ ェ ア を 提 供 す る WindRiverSytems 社、Integrated Systems 社 の 技

経て平成29年8月より経済産業省商務情報政策局情報産業課企画官、令和2

年度より現職。2013 年度から 2015 年度にかけ、パリ政治学院法科大学院・

年7月より現職。ソフトウェア・情報サービス戦略室、デジタル高度化推進

締役社長に就任、2006 年より自動車向け制御装置開発ツールを提供する

大学大学院・非常勤講師、北陸先端科学技術大学院大学・非常勤講師、大阪

dSPACE Japan 株式会社 代表取締役社長に就任、退任後 2015 年 5 月に

有馬マネジメントデザイン株式会社を設立、代表を務める。

参加者：萩野 健一

参加者：高橋 滉一

企業名：エプソンアヴァシス株式会社
決勝にあたって

岩下 拓実

小出 優真

チーム名の由来は、
「パシフィコ目指して行くぞ!」
という気持ちを

チーム名：Dense(3k+1)
白崎 克

齋藤 学

企業名：株式会社シーエーシー
決勝にあたって

吉野 瑠

相原 光葵

室（DX推進室）を兼務。博士（工学）
（慶應義塾大学）。その他、これまで、東京
府立大学・文書解析・知識科学研究所・研究員、先端IT活用推進コンソー
シアム（AITC）顧問などを兼務。

今西 航平

2008 年京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻修了。同助教を経て、2011
シカゴ大学政治学部にて客員研究員として在外研究に従事する。専門は刑

事政策。現在の主要な研究関心は、企業犯罪法制及び科学技術と法。イノ

ベーションと合理的なリスクマネジメントを両立させるための法制度のあ
り方を、学際的なアプローチから研究している。

鱗原 晴彦

株式会社U'eyes Design取締役会長
NPO法人人間中心設計推進機構
前理事長

株式会社キカガク 取 締役副社長

大橋 正司

モニカ株式会社 取締役

東京理科大学応用数学科卒。AI・機械学習領域のイベント登壇や講座作成、

内閣官房、経済産業省、IPA/SEC各委員会、筑波大学大学院、首都大学講師、組込

インフォメーションアーキテクト、デザイナー。ウェブサービスやアプリの

世界最大級のオンライン学習サイトである Udemy デビュー作はベストセラー。

フェース」に関する研究及び商品化支援活動。目に見えない操作性を「見える化」

の関係性づくりを主眼に置いたサービスデザインと組織変換の推進を支援

講師育成等を中心に行う。

2 作目はわずか 1 ヶ月で受講生 1000 名を突破し、累計受講者数は 3000 名
超え。日本最大の Python コミュニティである PyConJP Tutorial2018 にも
登壇実績あり。

みシステム開発技術展 専門セミナーなど講演多数。
「ユーザーとシステムのインタ

し、商品のユーザビリティ向上に30年間従事。開発マンのHCDスキルアップのための

活動や、SQuaRE ISO25000シリーズ「利用時の品質」を高めるための具体的なアク

開発にデザインフェローとして携わり、サービスを通じた長期的な顧客と
している。

ションを展開。ユーザビリティ ハンドブック（共立出版、共著）GUIデザインガイド

ブック（海文堂、共著）

私たちのチームでは、地方の衰退化問題を取り上げ、
これを解

込めて付けました。チーム結成以来、我々の居住地である長野県の交通課題を

決するために Kairos を提案しています。本ソリューションは特に長崎市や雲仙

過ごすためのソリューションを提案致します!ご期待ください。

Kairos で地方を活性化していきたいと思います!

軸に様々な課題を拾い上げ、
アイディアの検討を重ねてきました。豊かな人生を

究センター・研究員、産総研・情報技術研究部門・上級主任研究員などを

術部長などの上級管理職を歴任。2000 年に組込み Linux のディストリ
ビューションを提供する Montavista Software Japan 社を設立し代表取

Kairos（カイロス）
～地方課題を解決する出会いの場～

京都大学大学院 法学研究科
准教授

静岡大学情報学部 助手、産業技術総合研究所（産総研）サイバーアシスト研

ロボット開発や組込み OS(iTRON) 開発を担当。家電・産業用組込みソフ

いつまでも生き活き暮らすための
仮想空間プラットフォーム Colorful City

稲谷 龍彦

1959 年長崎県生まれ。国内機器メーカーで制御系システム開発、産業用

ファイナリスト （決勝大会出場順）

柿崎 裕一

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）

有馬マネジメントデザイン（株）
代 表取 締役社長

SDGs達成の条件は、
「 誰もが」取り組むこと―。
私たちはその難しさの根本に迫るべく話し合いを 重ね、実現したい社会像を吟味しました。
至ったビジョンが「SDGsコンシェルジュ」。
IoTが持つ、個への訴求力を活かして実現します。

松澤 宙

和泉 憲明

有馬 仁志

決勝にあたって

チーム名：パシフィコショット
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市などと弊社が協力をしつつ実現に向けて取り組みを始めています。近い将来、

小西 一有

合同会社タッチコア 代表／
九州工業大学 客員教授／
同志社大学大学院 嘱託講師

篠原 稔和

ソシオメディア（株）代 表取 締役、
NPO 法人 人間中心設計推進機構
（ HCD -Net）理事長

白坂 成功

慶応義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科
教授 博士

山 一 證 券 、テレビ 朝 日、ソニーなど で、I T企 画 、ビジ ネス 企 画 を担 当 。

「Design for Transformation」
を標榜するソシオメディア株式会社の代表。同社では、

1994年3月、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学修士課程修了。三

チ＆アドバイザリ企 業 ガートナーでは、国 内 C I Oに 経営とI Tとの関 係 、デ

UX戦略コンサルティング活動に注力している。また、
理事長を務める人間中心設計推

後、
「こうのとり」の開発に従事。途中、ドイツの衛星開発企業に駐在し、欧

大規模プロジェクトのマネジメントを得意としていた。外資系大手ITリサー

ジタルイノベーション領域のアドバイザーとして10 年 以 上のキャリアを持
つ。 専門領域：CIO の課題、ビジネス戦略とIT 戦略の融合、イノベーション、
デジタルビジネス。国立大学法人 九州工業大学 客員教授

ITとデザインに関わる包括的な専門性を用いながら、企業のイノベーションに向けた

進機構
（HCD-Net）
では、
HCD
（HumanCenteredDesign）
・UCD
（UserCenteredDesign）
、

ユーザビリティ、UX（UsereXperience）、
サービスデザイン、
デザイン思考などを実践

するための専門家認定制度や教育活動を推進している。イノベーションを実現するた

めの実務者の教育から、
欧米の最新動向や研究動向の研究・紹介まで、
幅広く活動中。

菱電機にて15年間、宇宙開発に従事。「おりひめ・ひこぼし」プロジェクト
州宇宙機関向けの開発を実施。帰国後は、
「みちびき」プロジェクトの立ち
上げをおこなう。2008年 4月より慶應義塾大学大学院SDM研究科非常勤准
教授。2010 年より同専任准教授、2017年より同教授。

審査員 講師
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鈴木 啓高

竹森 敬祐

エスディーテック株式会社
取 締役副社長 CTO

DNVGL ビジネス・アシュアランス・
ジャパン（株）プリンシパル

立本 博文

筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 教授

長年、携帯電話や車載器などの組み込み機器向けのUI/UX技術を中心に取

1996 年 慶應大学 理工学研究科 修士了。同年、現在のKDDI ／ KDDI 総合

1998年東京大学経済学部卒。東京大学、MIT客員研究員等を経て、2012

Active UIを提唱し、様々な適用事例に取り組む。エスディーテックでは、デ

2000 年からインターネットセキュリティ、2010 年からスマホセキュリティ、

経営 論 、国 際 経営 論 。企 業の国 際 競 争力構 築に興 味を持 つ。近 年はオー

り組む。20 05 年頃より「ユーザをより深く知るための」A I技 術を核とする

ザインエンジニアリングにより利用時品質の高い製品を創りだすことを使命

とし、そのための研究開発に取り組んでいる。「ヒトに対する理 解と技術」

研究所へ入社。2004 年 慶應大学 理工学研究科 博士了（社会人ドクター）。
2014 年からIoT セキュリティに取り組む。

年より筑波 大学にて教鞭を取り、現在に至る。専門は、経営戦 略論、技術
プン標準戦略やプラットフォーム戦略を研究。

を深めるためのHuman CenteredArtiﬁcial Inteligence(HCAI) の技術開
発および製品開発が現在の主なテーマ。

田平 博嗣

博士(工学)／
株式会社U'eyes Design代表取締役
／相模女子大学学芸学部 非常勤講師

田丸 喜一郎

独立行政法人情報処理推進機構
（ IPA）専門委員

専門はヒューマンファクターズ。人間の意思決定と行動のメカニズムから、

1981

と組織デザインなど、デザイン思考による生活イノベーション創出支援のコン

独立行政法 人情報 処理推 進機構（IPA）の活動に従事。現在、九州工業大

ヒューマンエラーによる事故の防止、消費者行動の最適化、経営の意思決定

サルティングに従事。共著に、UX × Biz Book－顧客志向のビジネス・アプ
ローチとしてのUXデザイン-（マイナビ出版）、マーケティング・リサーチ入門:

「調査」の基本から「提言」まで（東京図書）。

年慶應義塾大学工学研究科博士課程修了。工学博士。同年、株式会

徳田 昭雄

学校法人 立命館 副総長／
立命館大学 副学長
立命館大学 経営学部 教授

2000年立命館大学経営学研究科修了（博士号：経営学）。立命館大経営学

社東芝入社。半導体技術研究所、本社技術企画室などを経て、2004年より

部 助 教 授 、英 国 R e a d i n g U n i v e r s i t y 客 員 研 究 員 、独 国 R W T H Aachen

学情報工学部客員教授、
（一社）WSN-ATEC理事長、
（一社）ディペンダビ

員研究員を経て現職。現在の研究対象は、オープンイノベーション論をベースと

リティ技術推進協会副理事長、
（一社）スキルマネージメント協会顧問など
を務める。

平鍋 健児

中川 郁夫

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

株式会社 エクスモーション フェロ ー
／大阪大学 招へい准教授

University, School of Business and Economics 博士研究員、仏国EHESS客

した日米欧の技術イノベーション政策およびエコシステム形成プロセスの分析。

広瀬 毅

慶応義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント
研究科 特任助教

1993年 東京工業大学 システム科学専攻修士卒。同年、株式会社インテック

UMLエディタas tah*の作 者。20 年のアジャイル開発 経 験をもち、開発 現

合 同 会 社 Judge Plus代 表 。富士 通 パソコンシステムズにてプログラマー

テック・ネットコア設立 同社取締役就任。2005年 東京大学より博士（情報

る。著書『アジャイル開発とスクラム 』、など多数 。福井からアジャイルで

にて部 長 兼ストラテジックプランナーを務める。2016 年 3月に慶 應SD M

入社～ 研究所でインターネット技術の研究に従事。2002年 株式会社イン

理工学）を授与。2012年 Tクラウド研究会（代表: 東京大学 江崎教授）を設

立。2012年 大阪大学招へい准教授（兼務）。2015年 株式会社インテック、

場をより協調的に、創造的に、そしてなにより、楽しく変えたいと考えてい
日本を変えたいと思っている。

としてキャリアをスタートし、富士 通 株 式 会 社を経て、電 通ワンダーマン
研 究 科を修了。2017年 4月より現 職 。

2020年より株式会社エクスモーション フェロー。

増田 睦子

一般社団法人行政情報システム研究所
研究員
外資出版社、大手外資コングロマリット、国内最大規模の医学系学術学会

丸山 満彦

PwCコンサルティング合同会社
パートナー

名古屋大学大学院 情報学研究科 准教授。2001年奈良先端科学技術大学院

査を実施。帰国後、
リスクマネジメント、
コンプライアンス、情報セキュリティ、個

通信企業に勤務する。通信サービス、無線ICタグシステムの国際標準化に

でDeloitteのデトロイト事務所に勤務。製業グループ他米国企業のシステム監

ファシリテートや、大学でのデザイン思考ワークショップを行う。行政機関に

人情報保護関連の監査及びコンサルティングに従事。経済産業省の情報セキュ

限らず、多方面の人脈を生かし、日本でのデザイン思考普及、イノベーション

リティ監査研究会、情報セキュリティ総合戦略策定委員会、個人情報保護法ガ

S cr um Mas ter

委員会等の委員、日本情報処理開発協会ISMS技術専門部会等の委員を歴任。

創発に努める。LEGO® Serious Play®認定ファシリテーターScruｍ社認定

鷲崎 弘宜

早稲田大学グローバルソフトウェア
エンジニアリング研究所所長
国立情報学研究所 客員教授、
株式会社システム情報 取締役（監査
等委員）博士（情報科学）

イドライン策定委員会他、国土交通省、厚生労働省の情報セキュリティ関連の

渡辺 博之

横浜国立大学卒業後、メーカー勤務を経て、1996年より組込み分野における

Coding Director, ISO/IEC/JTC1/SC7/WG20 Convenor, CSEE&T 2017

動車、デジタル家電など多くの分野において現場支援や人材育成を手掛け

PC Co-Chair, COMPSAC 2018 Local Chair, APSEC 2018 PC Co-Chair ほ

か。著書・訳書に『ソフトウェアパターン』『演習で学ぶソフトウエアメトリク
スの基礎』『初級ソフトウェア品質技術者資格試験(JCSQE)問題と解説』
『ゴール& ストラテジ入門: 残念なシステムの無くし方』ほか。

大学情報科学研究科博士後期課程修了後、ソフトウェア技術者として、情報

携わる。2013年より現職。ソフトウェア開発の効率化やソフトウェアの高品

質化の理論と技法の効果や限界を実際のソフトウェア開発に適用して確か
める実証的ソフトウェア工学を研究の柱とする。

主催

一般社団法人 組込みシステム技術協会
（JASA）理事、ET事業本部長／
株式会社エクスモーション 代表取締役

ソフトウェア、情 報 システムの 研 究 、教 育、社 会 実 装 に 従 事 。I E E E C S
Japan Chapter Vice-Chair, SEMAT Japan Chapter Chair, IPSJ SamurAI

名古屋大学大学院 情報学研究科
准教授

有限責任監査法人トーマツに入社後、会計監査に従事。1998年より2000年ま

広報職を経て現職。現職では各国でのデザイン思考を利用したイノベーショ
ン政策について調査研究を行う。自治体でのデザイン思考ワークショップの

森崎 修司

オブジェクト指向技術の導入支援に従事。コンサルタントとしてFA装置や自

る。2008年9月に（株）エクスモーションを設立し現在に至る。ETロボコンで
は、2002年の創設時から2017年まで、本部審査委員長として活動。

他に、UMTP組込みモデリング部会主査、派生開発推進協議会代表。

企画：DXイノベーションチャレンジ実行委員会
お問い合わせ

https://innovation-challenge.biz/contact

