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ニッポンをＩＴから再生する
業務の最適化で競争力を高める経営戦略

ションを﹁現状の均衡を創

ない﹂と喝破し︑イノベー
豊かになる﹂と世界に宣言

しか使わないのに︑世界一
が︑その８年後︑アポロ

宣言したときのやり取りだ

造的に破壊し︑新たな経済
と思う︒

するくらいでちょうどいい
まう︒米航空宇宙局︵ＮＡＳ

号が月面着陸に成功してし

歳︒ケネディの演説を

積みだからこそ︑イノベー

ネルギー対策など課題が山

スがある︒少子高齢化︑エ

決先進国﹂になれるチャン

連︵当時︶が人類初の有人宇

葉を返そう︒１９６１年︑ソ

ケネディ元米国大統領の言

に根拠はいらない﹂という

しては﹁そもそもビジョン

るだろう︒そんな意見に対

者もいる︒だから﹁でき

ーも︑エネルギッシュな若

日本企業には賢いリーダ

が﹂と集まっていたのだ︒

聞いた若い連中が﹁よし︑俺

齢

Ａ︶の開発チームは平均年

発展を導くこと﹂と定義し
﹁何を夢のような︑根拠

ティブな解決策を確立し︑
宙飛行を実現したことに対

を示せ﹂と批判する人がい

今後︑同じ課題に悩むだろ

いまの日本には﹁課題解

た︒

かねばならない︒天候や潮
う諸外国に売り込むのだ︒

復活の兆しが見えてきた日本経済︒これまで長らく続いた経済の低迷の中にあっても
﹁メード・イン・ジャパン﹂という言葉が高品質の代名詞であり続けたことが象徴する
ように︑ものづくりの強さや技術革新の可能性︑それを支える現場の力は高いレベルで
保たれている︒今こそ独創力を磨き︑現場の力を結集し︑日本の底力を示すときといえ
る︒そのとき成長戦略の一環として︑ＩＴ︵情報技術︶をどのように活用していけばい
いのか︒効果的なＩＴ活用のあり方や最新のソリューションについて︑有識者および現
場の最前線で活躍中の実務家がセッションした︒

基調講演１ 日本の経済動向とイノベーション
流を読んだ燃費の良い船舶
抗し︑
﹁米国は月に行く﹂と

の労働者の年間労働時間
技術革新と訳されることが

イノベーションというと

慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授

中村 伊知哉 氏

ＩＴ投資の動向とＩＴを活用した成長戦略のあり方

る﹂に決まっているのだ︒

運航システム︑タクシーに
﹁従来の半分のエネルギー

は ︑ 韓 国 が ２ １９ ３ 時 間 で
多いが︑必ずしもテクニカ

基調講演２

搭載した端末からの情報を

寒い限り︒国内総生産︵Ｇ

位と低迷してい

世 界 一 だ が ︑ １人 当 た り Ｇ

米倉 誠一郎 氏
集約しての渋滞回避システ

Ｄ Ｐ ︶ 比 で 見 た 生 徒 １人 当
ＤＰは

一橋大学イノベーション研究センター教授
プレトリア大学GIBS日本研究センター所長
ムなど︑ＩＴを生かせる分

たり公教育支出など︑あら

野は多々ある︒

ゆる統計からその傾向は明
ルなことだけでない︒全米

初めてでも上手に作る︒あ

子どもたちはアニメ作りが

る ︒ オ ラ ン ダ は １３ ７ ９ 時

兆円と

り︑ＩＴを利用する側の記

らかになっている︒なぜ︑

事が増えている︒

１５ ０ 都 市 間 で 翌 日 の 配 達
を可能にす

間しか働いていないのに １
るという︑

こうなったか︒若者が
選挙に行かない

パネルディスカッション

もなった︒

ユーザー企業の求めるＩＴ投資〜ＥＲＰがもたらす可能性

パネリスト

今後じわじわ効果が出てく

か︒

理由は︑どのようなもの

ｅ Ｓｔａｇ ｅ が採用される

田中 一般にＦｕ ｔｕｒ

た︒

バナンスが効くようになっ

すく︑グループとしてのガ

渡したデータの集計がしや

やすい︒グループ全体を見

データの抽出・加工もやり

で︑非常に有効だと思う︒

変更だけで対応できるの

もマスターのパラメーター

る消費税増税などに関して

るだろう︒例えば目前に迫

業務ニーズへの対応は︑

日本精機グループ NＳ・コンピュータサービス
ソリューション本部 取締役本部長

田井 秀俊 氏

日立製作所 情報・通信システム社 エンタープライズ
ソリューション事業部 エンタープライズパッケージ
ソリューション本部 担当本部長

竹山 雄一 氏

日立ソリューションズ 産業・流通システム事業本部
ビジネスソリューション事業部 ビジネス・アプリケ
ーション本部 本部長

立石 寿郎 氏

木野 雅司 氏

日立システムズ 産業・流通事業グループ 産業パッケ
ージ開発本部 本部長

モデレーター

木野 製造業の場合︑業
人も集まった︒これは喜ば

るワークショップには

からだ︒若い人
今こそ課題解決先進国へ

いうＩＴ産業の市場規模に

デジタル教科書を導入する

いう場があるべきだろう︒

タに時間軸の

報管理︶デー

︵販売時点情

いった攻めへと移っている

ビスの開発︑成長の加速と

た守りから︑新商品やサー

ーズは︑コスト削減といっ

最近︑ユーザーのＩＴニ

た︒初音ミクは﹁ＶＯＣ

初音ミクの名が挙がっ

ーティストを聞くと︑

会式で歌ってほしいア

アンケートの中で︑開

て世界規模で実施した

ンピック開催に当たっ

スマート情報
分野では︑得意

ること︒そして︑導入先企

適用で︑短期間で導入でき

技術はどんどん進む︒幼

こそ日本の強みだろう︒

文化の上に生まれた︒これ

コ ン テ ン ツ を 作 れ ︑協 業 の

来の﹁ソリューションベン

というブランドを通し︑従

作曲ができるようになるこ

デジタルでアニメを作れ︑

私は︑すべての子どもが

提案にあたって

ま︒多数用意したテンプレ

る︒また︑操作性や運用の

できる点が支持されてい

連携に優れている点もある

しやすさ︑他システムとの

っかり把握することを

ると長期間使い続け

ーションは一度入れ

基幹系のソリュ

意識した︒そのため頻

立石

社が独自にシステムを作

繁に訪問し︑業務の状

だろう︒

り︑非効率だった︒システ

況や課題をうかがっ

は︑日本精機グループの業

日本では新しい文化やコ

ム統合によるシェアードの

た︒パッケージ機能へ

していくためのノウハウを

ャップにどう対応した

で対応した︒また︑

ることなく︑アドオン

十分に満足できるレベルに

げでフィット率は上がり︑

Ｆｕ ｔｕｒｅ

を提供していきたい︒

使っていただけるシステム

え︑将来にわたり安心して

り︑中堅企業の成長を支

かし︑その拡充と強化を図

後︑グループシナジーを生

ョンブランドだ︒今

を統合したソリューシ

備してきた３社の強み

ーシアムを立ち上げ準

Ｓｔａｇ ｅ は︑コンソ

竹山

いてきた︒

で提供できる体制を築

る処置をワンストップ

維持する上で必要とな

上に努め︑システムを

ソリューション力の向

になる︒そのために︑

ていただけるかがカギ

きるパートナーと思っ

やはり︑我々を信頼で

迫られることになる︒

は︑相当に重い決断を

ることになる︒選定者
ンテンツが次々と生み

展開︑グループ全体として

の評価はもちろんだ

の保守コスト削減︑変化す

が︑そうした姿勢を認

は︑世界に発信してい

る業務ニーズへの対応とい

めていただけたことも

う３つの狙いから導入に踏

採用に結び付いたと思

クールジャパン戦略を

み切った︒選定の決め手

う︒

は︑まずパッケージである

こと︒とはいえ︑入れたら

日本の全Ｊ ポップミュ

終わりでなく︑我々が維持
展開するなど︑さまざ

のか︑また導入の効果

田井 パッケージだ

は出ているか︒

しっかり教授してくれるビ

から当然︑フィットし

ている︒日本で ４００
ーシャルゲームも海外

０億円市場に育ったソ

ない部分があったが︑
１２００年前の日本

システムを大きく変え
の若い女性は︑漢字を

我々自身で業務拡張で
同様で︑ギャル文字を生み

なっている︒効果はすでに

きるユーザーツールのおか
出し︑独特のファッションを

学を編んだ︒平成のいまも

楽しんでいるが︑それは海

実現したし︑サーバー数を

出ている︒シェアード化は
えるほど魅力あるものだ︒

田中氏

減らせたのでコスト削減に
ツと文化の力がある︒言い
換えれば︑ものづくりの
力︑独創力︑ソーシャルの
力といえる︒これらは︑天
然資源に乏しい日本が世界
に誇れる資源である︒資源
を持てる国と自己を認識し
力を発揮すれば︑まだまだ

木野氏

日本には技術とコンテン

外のモードに強い影響を与

立石氏

崩して仮名を生み︑女流文

う︒

展開できる有望株だろ

田井氏

まな取り組みが始まっ

田中 フィット＆ギ
ータベース化し海外に

ージシャンの情報をデ

練っており︑民間でも

く必要がある︒政府は

出されている︒これ

務特性やニーズの背景をし

竹山

とを重視した︒

態や業務の仕組みはさまざ
とどまっていた話から︑日

しいことでなく︑それだけ

で︑個々のユーザーに対応

ートを組み合わせること

ＩTジャーナリスト 元日経ＢＰ社 日経コンピュータ
副編集長

フレデリッ

本 の Ｇ Ｄ Ｐ の ４７ ０ 兆 円 を

だ︒本来は小中学校にそう

供給が少ないということ

万

ク・スミス

どう増やすかという次元に

たちが︑候補者
の掲げる政策を
︵Ｆｅ ｄＥｘ 創業者︶の考

焦点は移っている︒

年﹂の本質

は︑企業が生産性を上げな
人当たりＧＤＰは
え た ハ ブ ＆ス ポ ー ク 理 論 に

﹁失われた

田中 克己 氏

吟味して投票し︑政治家は
基づくビジネスモデルも立

日本のＩＴ利用の課題は

位と高

かったこと︑イノベーショ
い︒賢くＩＴを使っている

社会全体の意識がまだ低い

データ︑組織

と感じる︒日立のＩＴソリ

そのためには自社の情報を

業自らが必要な機能を拡張

少時からＩＴに慣れ親し

導入先企業が

ダー﹂から﹁ビジネスパー

とを目指し活動している︒

ジネスパートナーであるこ

のだ︒日本でも製造業︑農

新聞を毎日読んでいれば

日本精機グループ

長期的なビジョンで物事を

分かると思うが︑最近はＩ

田中

考えることが今後の日本の
派なイノベーションだ︒シ

はこのたびＦｕ ｔｕｒｅ Ｓ

ュンペーターは﹁馬車は何

ｔａｇ ｅ を導入した︒経緯

業︑物流などあらゆる分野

府の目標は２０２０年に全

運動にも関わっている︒政

でワークハードを改め︑ワ

生産性では︑賢く働く工

ことだが︑希望はある︒す

進路を左右するだろう︒

でに使いこなしているユー

について教えてほしい︒

Ｔを整備する側の記事が減

が︑現実には現場がずっと

小中学校に入れることだ

台つないでも機関車になら

ザーがたくさんいること

ークスマートを実現してい

だ ︒ ｉモ ー ド が 出 て 以 降 ︑

夫が必要になる︒世界各国

若者の情報発信量は増え続

軸のデータなどを組み入

ューションがお役に立てる

的確かつスピーディーに把

できるエンドユーザーコン

本来持ってい

トナー﹂へと成長していく

以前はグループ各
次元に商品の売れ行き︵未

けている︒世界中のブロ

れ︑かつツイッターなどソ

握し判断を下す必要がある

ピューティングツールを標

る強みを生かすソリューシ

日立グループに期待してほ

田井

て低コストで効率的な保守

来︶を予測するというもの

速鉄道の車両保守を手掛け

ーシャルメディア上のデー

が︑その際のツールとして

ョンを提案できること︒次

先行していくだろう︒
だ︒また︑長年にわたり社

グで使われる言語で一

ビッグデータは︑さまざ

会インフラを支えてきた実

を実現するというものだ︒
まな分野で過去と現在のデ

ている︒車両上のセンサー

ぜひＦｕ ｔｕｒｅ Ｓｔａｇ

中︑重要なのは現時点の環

に︑業種別テンプレートの

成長できるだろう︒
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ンを生み出せなかったこと
に尽きる︒
イノベーションを担うの
は︑基本的に若者だ︒しかし
日本の若者の教育環境はお

日立の取り組むＩＴイノベーション
森田 英嗣 氏

％

％の

番多いのは︑
英語を上回り︑

績を基に高信頼クラウドサ
ービスを﹁Ｈａｒｍｏｎ ｉ

ータから未来を予測する手
段といえる︒

とする情報・制御の連携技

からリアルタイムに情報を

ている︒ロンドンオリ

海外からも注目され

の日本語という調査結
うブランド名で展開してい

果もある︒

Ｃｌｏｕ ｄ︵ハー
リューション﹂というパッ

る︒

モニアスクラウド︶﹂とい
ケージをリリース予定だ

ｏｕｓ

国内はもちろん︑グロー

が︑これは商品軸のＰＯＳ

例えば﹁日立流通分析ソ

バル展開を視野に入れてお

している︒

り︑例えばイギリスでは高

術︑ビッグデータの利活用

ＡＬＯＩＤ﹂という音声

外展開に伴う事業のグロー

境に対応することでなく︑

技術・文化・コンテンツが資源

協賛社プレゼン１
日立製作所 情報・通信システム社
エンタープライズソリューション事業部 副事業部長

る︒特に注力しているのが
ッグデータの利活用分野﹂

﹁スマート情報分野﹂﹁ビ
﹁高信頼クラウド﹂﹁セキ

日立の情報・通信事業

技術などを組み合わせ︑高

と信じている︒

ュリティー﹂

は︑技術と協創による社会

タも加えることで︑より多

だ︒

イノベーションへの貢献と

取得し︑その情報を生かし

バル化をはじめ︑国内外で

み︑ユーザーの能力も上が

たもの︒つまり技術があり

くの人が参加して作り上げ

インターネット上で多

いいキャラクターを︑

合成技術を使い︑かわ

品質な業務システムを提案

日立が提案する基幹業務ソリューション﹁Ｆｕ ｔｕｒｅ Ｓｔａｇｅ ﹂とは

業向けの基幹業務パッケー

準装備し︑フレームワーク

竹山 雄一 氏

ジの統一ブランドで︑製

ｅ を選んでほしい︒

る︒そんな中︑これからど

大きな外部環境の変化にさ

をベースに継続的なシステ

造︑商社・卸︑小売りの中

Ｆｕ ｔｕｒｅ Ｓｔａｇ ｅ

んな人材を育てるのか︒そ
ろそろ社会的に腹を据える

たり︑導入先の状況に合わ

変化に対応できる強固な企

Ｆｕ ｔｕｒｅ Ｓｔａｇ ｅ

ム拡張ができる点だ︒

らされている︒そのような

の特徴は３つ

せ︑最適なソリューション

ある︒まず︑

Ｆｕ ｔｕｒｅ Ｓｔａｇ ｅ

を提案できる強みがある︒

ワークショップを開くと︑

時期でないか︒

は日立製作所︑日立ソリュ

しい︒

などと多岐にわ

ーションズ︑日立システム

活用と導入メソドロジーの

産︑会計︑人事

業務は販売︑生
ユーザーが持つ強み生かす

カバーしている

堅企業を対象としている︒

日立製作所 情報・通信システム社 エンタープライズソリューション
事業部 エンタープライズパッケージソリューション本部 担当本部長
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