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製造業の未来
〜攻めのDXとデジタルツインによる新たな価値創造（仮題）

創刊6周年記念フォーラム
協賛枠

4社限定！

基調講演 パネル講演

ダイヤモンド クォータリー



はじめに
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※講演内容は全て仮です。また登壇者およびプログラム内容は変更となる可能性があります

＜企画趣旨＞

多くの製造業では、すでに何らかの形でデジタルを使った業務プロセスやビジネスの変革に取り組んでいますが、そのほと
んどが検討段階でROI（投資収益率）が担保されなければゴーサインが下りず、結果的にコストカットや効率重視のDXが主
流となってしまっているのが現状です。当然、コストダウンや効率化は必要ですが、効率化偏重ではその効果はいずれ頭打
ちになることは目に見えており、これまでにない顧客体験や新しい価値を創造するための「攻めの製造業DX」への取り組み
が今まさに求められています。

一方、製造業におけるDXの取り組みの中で、特に期待が高まっているのがデジタルツインやCPS（サイバーフィジカルシス
テム）です。デジタルツインは、物理空間にあるデータを集め、仮想空間上に「デジタルコピー」として再現する技術のこ
とですが、この技術を活用することによって、製造現場における最適な生産計画や人員配置、製造プロセスの最適化、サプ
ライチェーンにおけるリアルタイムでのデータ収集や分析、需要予測など上流から下流まで様々な場面での活用が期待され
ており、「攻めのDX」を実現するための切り札であるとも言えるでしょう。

そこで、東証プライム市場に上場する企業のCクラス、特に製造業やものづくり企業が読者の半数を占めるダイヤモンド
クォータリーでは、「製造業の未来〜攻めのDXとデジタルツインによる新たな価値創造（仮題）」と題したウェビナーを創
刊6周年記念フォーラムとして開催することを決定いたしました。

本イベントでは2022年3月期の決算で過去最高の営業利益を計上し、自らもDXに着手するオムロンの代表取締役社長 CEO 
山田義仁氏を基調講演にお招きし、製造現場におけるデータ活用やDXの取り組み、グローバル戦略などについて語っていた
だく予定です。
また、パネルディスカッションでは、東京大学大学院経済学研究科 教授新宅純二郎氏、および東京大学大学院 経済学研究科
非常勤講師半田純一氏をお呼びして、日本の製造業における課題やデジタルツインなど新しいテクノロジーを活用したDX
の取り組みについてお話しいただく予定です。ぜひ協賛のご検討をお願いいたします。



13:00-13:00  (   - )   開会の挨拶 ダイヤモンドクォータリー編集長 岩崎卓也
13:00-14:00（60分）基調講演 ：オムロン代表取締役社長 CEO 山田義仁氏（決定）
14:00-14:30（30分）協賛講演①：アクセンチュア様（決定）
14:30-15:00（30分）協賛講演②：OPEN
15:00-15:30（30分）協賛講演③：OPEN
16:00-16:30（30分）協賛講演④：OPEN
16:30-17:30（90分）パネル講演：モデレーター：東京大学大学院経済学研究科教授新宅純二郎氏（決定）

パネリスト ：東京大学大学院経済学研究科非常勤講師半田純一氏（予定）

※パネルディスカッションのご登壇者は、確定次第更新いたします。

イベント概要／プログラム構成（案）

＜プログラム＞
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＜イベント概要＞

名 称：ダイヤモンドクォータリー創刊6周年記念フォーラム
タイトル：製造業の未来〜攻めのDXとデジタルツインによる新たな価値創造（仮題）
主 催：ダイヤモンド社ビジネスメディア局
協 ⼒：ダイヤモンドクォータリー編集部
開 催日： 11月上旬開催予定
会 場：ウェブセミナー（事前収録による擬似ライブ配信）

※事前収録は、V-CUBEスタジオもしくはダイヤモンド社9Fカンファレンスルーム（原宿）を予定。
参 加料：無料（事前登録制／抽選）
集客数 ：250名（リード保証数） ※登録数は300件以上、歩留まり（参加率）は5~6割程度を想定。

【免責】新型コロナウィルスの流行等、世の中の状況によっては主催社の判断により、延期または中止する可能性があります。2社協賛決定で企画が成立いたします。予めご了承ください。



ゲスト講師（基調講演／パネルディスカッション）
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＜基調講演＞

■モデレーター：

東京大学大学院経済学研究科教授 新宅純二郎氏（決定）

■講師：オムロン代表取締役社長 CEO 山田義仁氏（決定）

1961年生まれ。学生時代はハンドボール部のキャプテンとしても活躍。1984年同志社大学経済学部卒業後、
オムロンに入社。一貫してヘルスケア部門を歩み、2003年オムロンヘルスケア・ヨーロッパ社長、2008年
オムロンヘルスケア社長を歴任。2010年、突如オムロン本社に呼び戻され、グループ戦略室長に。作田久
男前社長の命により、同社の10年ビジョン策定を託される。１年後の2011年、49歳の若さでオムロンの代
表取締役社長CEOに指名され、オムロングループのトップに就任。以来、創業者・立石一真氏が掲げた企
業理念を軸にした経営を実践。みずからソーシャルニーズを創造し、自走的に成長する企業になるための
改革を続けている。

＜パネル講演＞

■パネリスト：

東京大学大学院経済学研究科非常勤講師半田純一氏（予定）

1988年から17年間にわたりマッキンゼー、A.T.カー
ニーなどで経営コンサルティングとその経営に従事。
戦略、イノベーション、サプライチェーン、組織・人
事の支援を行う。その後、企業のリーダー育成に⼒点
を置いたコンサルティング会社を起業。
2013年からは、武田薬品工業コーポレートオフィサー
人事部長として同社の企業変革を率いるメンバーとな
る。2016年より現職。ハーバード大学経営学大学院修
了(MBA)、東京大学社会学科卒。

東京大学経済学部卒業後1989年同大学院博士課程満期退学。
経済学博士。藤本隆宏氏（現早稲田ビジネススクール教授）
とともに「東京大学ものづくり経営研究所センター」「東京
大学経営教育研究センター」などを立ち上げると同時に、
数々の共同研究に取り組んできた。主な著書に、組織学会高
宮賞を受賞した『日本企業の競争戦略』（有斐閣、1994年）
のほか、藤本氏との共著に『中国製造業のアーキテクチャ分
析』（東洋経済新報社）、『リサーチ・マインド経営学研究
法』（有斐閣アルマ）、『日本のものづくりの底⼒』（東洋
経済新報社）、『ものづくりの反撃』（ちくま新書）がある。

※パネルディスカッションのご登壇者は、確定次第更新いたします。



集客・告知

過去に実施したDX等の（リアル・ウェブ）イベント参加者へのターゲティングメール：約13,000名

DHBR Onlineメールマガジン登録会員：約55,000名

DOLメールマガジン登録会員：約810,000名

＜集客方法＞

告知ページ

※上記名簿より経営層、意思決定層、デジタル部門の担当等にセグメントして配信いたします。

登録ページ

■デモグラフィック情報
勤務先（組織形態）
勤務先名（社名、団体名）
部署名
氏名
電話番号
役職
業種
部門・職種
売上高
従業員数など

ご提供情報（一例）
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■簡易アンケート
DXおける立場（アンケート）
デジタルツール導入の決定権
DXおける課題
など

※アンケート項目は変更になる場合がございます。

ダイヤモンド クォータリーへのDMチラシ同梱：約21,000名



■企画/運営

・イベント企画・進行管理

・登録者管理

・イベント当日の運営・管理

・スタジオ、WEBセミナーシステム管理

■協賛特典

・30分間の講演枠

※講演中、資料の掲示やデモの実施なども.可能です。

・申込者リスト（プロファイル）情報提供（200〜250件想定）

・実施報告書

※セミナー内で実施したアンケートやユーザーの各種情報を

ご報告 ※その他、ご質問等があれば詳細は弊社担当にお問い合わせください。

■告知/集客

・各種メールマガジン配信

・告知ページ、登録フォーム作成など

■イベントレポート

・DQオンラインでのイベント全体レポート

※個社のレポートはオプションとなります。

■ダイヤモンドクォータリー誌面、同オンライン上でのセミナーレポート掲載

誌面のみ掲載 ：1,800,000円（税抜）

誌面＋オンライン転載：2,500,000円（税抜）※PVは2,500PV保証

オンラインのみ掲載 ：2,250,000円（税抜）※PVは10,000PV保証

■イベント映像の二次利用

動画提供 ： 500,000円（税抜）〜 ※協賛社講演部分のみ

＜実施内容＞

＜協賛内容＞
＜追加オプション＞
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料金／実施内容／オプション

※登録数は300件以上を想定。
歩留まり（参加率）は5~6割程度を想定

【備考】
・枠の仮押さえについても承りますが、状況により仮押さえ期間の指定、または仮押さえをお断りする場合がございます。
・協賛企業の競合排除などはできかる場合がございます。

＜イベント協賛枠 ・料金＞

3,800,000円（税抜）⑴協賛枠①
※コンサルティングファーム様限定枠

⑵協賛枠②-④ 3,500,000円（税抜）

登録数

250件
保証



スケジュール

＜お申込後のスケジュール＞

・登壇者プロフィール
講演タイトルのご提供 ：2022年9月8日（木）まで
※「お写真（バストアップ）」「お名前」「部署名」「役職」「略歴（300字程度）」および「ご講演タイトル」などをご用意下さい。

・事前収録日 ：2022年9月21日（水）〜28日（水）を想定
・告知ページ公開 ：2022年9月26日（月）想定
・開催日（配信日） ：2022年11月8日を予定

＜開催後のスケジュール＞

・参加者リスト :イベント開催後10日前後
・開催レポート提供 :イベント開催後10日前後
・採録（オンライン） :イベント開催後1ヶ月半〜2ヶ月後
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＜申込締切＞

2022年8月10日（水）まで

※講演枠が埋まり次第、終了となります。

※詳細スケジュールはお申込後にあらためてご連絡いたします。



配信画面イメージ

V-CUBEスタジオ
港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー16、17階

※東京メトロ南北線白金高輪駅直結

単独講演（資料＋人物ワイプ） 複数講演（パネルなど）

※実際の収録場所とは異なります。詳細はV-CUBE社HPをご参照ください。
https://jp.vcube.com/service/platinum
※スケジュールの関係で、ダイヤモンド社もしくは別のスタジオでの
収録となる場合がございます。

V-CUBEスタジオ（エントランス、収録ルーム）イメージ

単独講演（資料のみ）単独講演（人物のみ）

※講演内容、ご希望に合わせて見せ方を変更いたします。

配信イメージ・収録場所（ V-CUBEスタジオの場合）

https://jp.vcube.com/service/platinum


イベント全体のレポート
（出稿特典・全社共通）

イベントレポート（採録）

協賛社個別レポートページ
（オプション）

クライアント個別レポートページ
（オプション）

左下に協賛社名、
問い合わせ、
URLなどを記載

※誌面へのイベント全体のレポートはございません

右カラムに
全協賛社名
とリンクを
設置

＜DQオンライン掲載イメージ＞ ＜ DQ誌面掲載イメージ＞

右カラムに
協賛社名
問い合わせ、
リンクを記載

本文：3500〜
4000字程度

本文：2500〜
3000字程度

本文：2000〜
2300字程度
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ロゴ記載
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DQウェビナーイベント実績（参加者受講形態）

申込者数（獲得リード数） 417

出席者数（視聴ユーザー数）
※勤務先メールアドレスよる重複を除いて算出 266

欠席者数 151

【受講時間の割合】 【入退室者数の遷移】

n=417名

■創刊5周年記念フォーラム 第2弾 日本型「製造業DX」 人間とAI・デジタル技術の共進化



DQフォーラム実績（イベント概要）
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名称
ダイヤモンドクォータリー5周年記念フォーラム 第2弾
日本型「製造業DX」 人間とAI・デジタル技術の共進化

主催企画 ダイヤモンド社 ビジネスメディア局

協賛

ジェンパクト
アビームコンサルティング
セールスフォース・ジャパン
東京ガス

日時 2022年3月3日（木）13:00-18:00

視聴 Webセミナー

受講料 無料（事前登録制／抽選）

事前
登録者数

417名

15:15〜
15:45

（30分）

◆協賛講演③「製造業DX：進むべき方向性とその手段
- The new CASE loop for Manufacturing -」

セールスフォース・ジャパン
常務執行役員 ソリューション・エンジニアリング統括本部
製造ソリューション本部 本部長 兼関西・韓国リージョン担当
高野 忍氏

15:45〜
16:15

（30分）

◆協賛講演④「東京ガスならではのデジタルエコシステムと価値共
創への挑戦」

東京ガス
エネルギーソリューション本部 ソリューション共創部 部長
清水 精太氏

エネルギーソリューション本部 ソリューション共創部 Joy事業
グループマネージャー
浦田 昌裕氏

16:15〜
17:45

（90分）

◆パネルディスカッション「日本のものづくりと製造業の未来」
[パネリスト]
コマツ
特別顧問 野路國夫 氏

東芝
執行役上席常務 CDO 島田 太郎氏

早稲田大学 教授 藤本 隆宏氏

[モデレーター]
東京大学大学院
経済学研究科 教授 経営教育研究センター長 新宅純二郎 氏

17:45 アンケート記入・閉会

13:00〜
14:15

（75分）

◆基調講演「ヒューマナイジング・ストラテジー」
一橋大学 名誉教授 野中 郁次郎 氏

14:15〜
14:45

（30分）

◆協賛講演①「先進事例からひも解く勝つためのDXとは」
ジェンパクト 代表取締役社長
グローバルシニアバイスプレジデント 田中 淳一氏

14:45〜
15:15

（30分）

◆協賛講演②「製造業の新しい顧客価値を創造する「考え
る組織」
アビームコンサルティング執行役員
プリンシパル デジタルテクノロジービジネスユニット
DXIセクター長 橘知志 氏

■創刊5周年記念フォーラム 第2弾 日本型「製造業DX」 人間とAI・デジタル技術の共進化
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n=417名

【業種】 【職種】

65.0%

6.2%

4.6%

4.1%

3.1%

2.4%

2.4%

1.9%

1.9%

1.7%

1.4%

1.2%

1.0%

0.7%

0.7%

0.5%

0.5%

0.2%

0.2%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

製造業

医薬品・化学製品製造

商社

運輸・エネルギー関連

情報処理・ソフトウェア

サービス業

大学・教育・研究機関

流通・小売、外食

食料品・飲料・嗜好品

金融・証券・保険

官公庁・公共団体・公益法人

建築業

通信サービス

マスコミ・広告関係

その他

SI／コンサルティング

住宅・不動産

専門サービス（弁護士・会計士な…

医療・福祉・介護施設・サービス

自営業

18.0%

16.5%

12.7%

10.8%

9.4%

7.2%

7.2%

6.2%

3.1%

1.7%

1.4%

1.4%

1.0%

1.0%

0.7%

0.7%

0.5%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

経営全般

技術／研究開発

経営企画／事業開発

製造／生産／検査

営業／販売

マーケティング／調査

情報システム

その他

総務／人事

購買／資材／物流

専門職（医師／弁護士／コンサル…

デザイン／設計

法務／知的財産／特許

IR／CSR

経理／財務

なし

保守／サポート

広報／宣伝

DQフォーラム実績（登録者属性①）

■創刊5周年記念フォーラム 第2弾 日本型「製造業DX」 人間とAI・デジタル技術の共進化



【職種】

経営者

（CEO・

COO・CFO

など）

8%

役員

16%

部長職以上

28%

課長職

22%

係長・主任職

10%

一般社員・職員

10%

上記以外

3%

専門職

3%

32.1%

10.1%

7.0%

18.0%

7.0%

13.4%

2.4%

10.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1兆円以上

5000億円〜1兆円未満

3000億円〜5000億円未満

1000億円〜3000億円未満

500億円〜1000億円未満

100億円〜500億円未満

50億円〜100億円未満

50億円未満

33.6%

12.9%

28.5%

7.2%

6.7%

3.1%

2.9%

2.9%

1.9%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

10001人以上

5001〜10000人

1001〜5000人

501〜1000人

301〜500人

201〜300人

101〜200人

51〜100人

1〜50人

勤めていない

12n=417名

DQフォーラム実績（登録者属性②）

■創刊5周年記念フォーラム 第2弾 日本型「製造業DX」 人間とAI・デジタル技術の共進化

【従業員規模】

【売上規模】
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・DX推進するためのヒントが得られると良い
・野中郁次郎教授の講演『考える組織』の講演

・技術開発・製品設計業務システムの更新の際に、カスタム化しない（最小限に抑えた）システム構築のための知恵・工夫について、
具体的な事例を紹介いただきたい。

・現在の企業動向について野中先生の見解をお聞きしたいです。
・自社でDXを推進する際のヒントを得たい。
・誰もが考える常識と異なる視点が得られれば御の字。
・日本特有のボトルネック・陥りやすいワナ、その理由
・DXを進めるに当たり、各社が乗り越えた課題、当社が考えなくてはなれない課題についてを認識し、今後の取り組みの参考にしたい。
・デジタル技術のみならず、日本には優れた個の技術があるが、それらの価値を最大化するための全体をデザインする⼒が、
他国に比べ弱いのではと思っています。是非日本の強みを使い、世界に広げられる日本型製造業DXのあり方を学びたいと考えております。

・具体的事例、成果、コスト、Lesson Learned

・業務活動のおいて、AI化できる事とできない事の想定があれば教えていただきたい。
また、AI化を進める上で必要な人材要件も教えていただきたい。

・製造業におけるDXを実現する上で、製造部門とＩＴ部門の連携が欠かせないが、文化の壁が未だ大きく、弊害となっている。
弊害を取り除き、お互いが尊重しあい、連携を図るために必要なマインドセットや事例等があればご教授いただきたい。

・DX導入に当たっての導入プロセスにおける社員の方向性を同一化させる手法に関してのヒントを得ること。
・日本のものつくりは世界をリードしていたはずだが、いつの間に保守的になったのか？それを打破するにはどうすれば良いのか？
優秀な技術者が能⼒を発揮する為には何を整えてやらなければいけないのか？

・DXについての他社事例を知りたい
・同様異業種の導入実例などを、聞いてみたい
・DXを進める業者と導入側がどのように協⼒して進めているかを知りたい。
・野中先生のお話を楽しみにしております。
・単なるデジタル化ではなく、本当の意味でのDX（デジタルトランスフォーメーション）を進める上での要諦
・情報系産業ではない、日本旧来の製造業のDXについて、知見を深めたい、
・DXでの他社実績、今後の展開を見ることで自社での展開や考えを作るなかでの一助としたい。（こんなことできる、こんなことしたい）
・先の10年の流れを予め認識していきたい。
・各業界で著名な方々のご意見を拝聴させて頂きたい

DQフォーラム実績（参加者の声）



【お問い合わせ先】

株式会社ダイヤモンド社ビジネスメディア局
担当：鈴木／鶴巻／寺田／川地

〒150-8409 東京都渋谷区神宮前6-12-17

TEL:03-5778-7220 web_ad@diamond.co.jp

お問い合わせ先
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