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テーマとプログラム
「Purpose」「Sustainability Day」「Sports / Entertainment」「Education / Career」「Business」のテーマのもと、
各界トップランナーをお招きしてセッションを開催いたします ※各セッション登壇者、概要は後ページをご参照ください
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未来をつくる若手ITエンジニアの
アジャイル開発を活用した教育
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Day 1 | Purpose
デジタル・テクノロジーを活用するのはあくまでも人間です。「デジタル」と「人間らしさ」を融合し、デジタルを駆使してビジネスや社会の未来を 切り拓く。
Well-beingや働き方、未来のモビリティである空飛ぶクルマまで、トップランナーとのパネルセッションや取り組み事例をご紹介します。

GlobalでJapanが勝つために

本年より世界を舞台に闘うトップレーサーの佐藤琢磨氏のスポンサーとなったデロイト トーマツ コンサル
ティング。スポーツとビジネスに共通する世界で挑むために必要なスキルとマインド、そしてデジタルの力
について佐藤氏とCEO 佐瀬真人が対談し、Deloitte Digital Week 2022の幕開けを飾ります。

レーシングドライバー
佐藤 琢磨選手

デロイト トーマツ コンサルティング
CEO 佐瀬 真人

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital / スペシャリストシニア
若林 理紗 (モデレーター）

次世代の働き方を変え、未来を作るDX

データ活用やAI適用を起点としたDXを、単に企業のIT高度化や生産性向上にとどめるのではなく、
いかに次世代に向けた社会・ビジネスの構築のために活かしていくのか。
シナモンAI代表取締役社長CEOの平野未来氏をお迎えし、未来を作る考え方、人とデジタルの
あるべき関係、次世代の働き方について議論を交わします。

シナモンAI
代表取締役社長CEO
平野 未来氏

デロイト トーマツ グループ
Deloitte AI Institute 所長
/ Deloitte Digital パートナー
森 正弥

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital / スペシャリストシニア
若林 理紗 (モデレーター）

Opening Keynote

Session 2 
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Day 1 | Purpose

社会的価値を可視化する~FC今治SROIの取り組み

「次世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創りに貢献する」を企業理念に掲
げるJ3リーグFC今治を運営する株式会社今治．夢スポーツ。
同社の代表取締役会長であり、デロイト トーマツ グループのWell-being推進フェローである岡田
武史氏をお迎えし、デロイト トーマツと共に取り組んだSROI（Social Return on Investment：
社会的投資収益率）評価から、“目に見えない価値”を可視化することの意義や次世代の社会
創りについて考えます。

テクノロジーキャリアの興味を変えた”Women in Tech”
～未来が私を求めてる～

「誰もが自分で未来を描ける世界を創りたい」
その第一歩としてデロイト トーマツは、テクノロジー領域における女性の活躍を推進するWomen in 
Techの活動を始めました。大いなる可能性が広がるテクノロジー領域。
このアツい領域で、”Women in Tech”の可能性を一緒に創造しませんか？

デロイト トーマツ グループ
DEIリーダー
大久保 理絵

デロイト トーマツ コンサルティング
執行役員
ビジネスデザイン&コンフィグレーショ
ンリーダー
宮丸 正人

デロイト トーマツ コンサルティング
ディレクター
松森 理恵

Session 3

Session 4  

株式会社今治．夢スポーツ
代表取締役会長
岡田 武史氏

デロイト トーマツ
コンサルティング
パートナー / 経営会議メンバー
信國 泰

デロイト トーマツ
ファイナンシャルアドバイザリー
シニアヴァイスプレジデント
里崎 慎

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital / 
スペシャリストリード
亀田 慶子（モデレーター）
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Day 1 | Purpose

空飛ぶクルマの可能性

電動・自律・垂直離着陸という3つの特徴を備えた次世代の空のモビリティとして、従来の移動を
根本的に変えるポテンシャルを秘めるとされる空飛ぶクルマ。
現状世界各国で機体開発やサービスの実現に向けた実証実験等が進むが、なぜ空飛ぶクルマ
が注目を集めるのか？現状存在しない空飛ぶクルマの実現・社会実装に向けては何が必要なの
か？産官学の識者と共に空飛ぶクルマが持つ可能性から空飛ぶクルマがある未来・社会のデザ
インや実現に向けて求められる取組等を議論します。

Purpose of Deloitte Digital 2022

「デジタル」と「人間らしさ」を融合し、ビジネスや社会におけるデジタルの未来を切り拓くことを目指す
Deloitte Digital。
昨年も本イベントに参加頂いた株式会社 HiRAKU 代表取締役/元ラグビー日本代表キャプテン
廣瀬俊明氏をお迎えし、今年一年の主な活動を振り返ります。
また活動の中から国際NGOルーム・トゥ・リードの日本法人である、認定NPO法人ルーム・トゥ・リード・
ジャパン事務局長 松丸佳穂氏と取り組みを推進するメンバーが登壇し、デジタル活用の事例紹介
と共にデジタルと人間らしさ、専門性と多様性の融合の可能性を考察します。

Session 5

Session 6

東京大学 スカイフロンティア
社会連携講座
特任准教授
中村 裕子氏

日本航空株式会社
デジタルイノベーション本部
エアモビリティ創造部
オペレーション企画グループ
グループ長
田中 秀治氏

経済産業省
製造産業局 産業機械課
次世代空モビリティ政策室
室長補佐
伊藤 貴紀氏

デロイト トーマツ コンサルティング
航空宇宙・防衛セクター
シニアマネジャー
谷本 浩隆 （モデレーター）

株式会社HiRAKU
代表取締役
元ラグビー日本代表キャプテン
廣瀬 俊朗氏

ルーム・トゥ・リード・ジャパン
事務局長
松丸 佳穂氏

デロイト トーマツ コンサルティング
パートナー
Deloitte Digital Japan Lead
宮下 剛

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital
シニアマネジャー
金子 麿耶
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Day 2 | Sustainability Day
不確実性が高まる中で、企業や組織、そして地域社会の持続的成長を実現するためのヒントを、産学連携の先進的な取り組み事例から探ります。

Session 1

地方創生 × Entertainment- 地域に新たな賑わい・魅力を創出 -

After／With Covid-19を見据えた地域における賑わい創出・活性化・QOL 向上を目指して、
様々な地域においてエンターテインメントの力を活用した地方創生プロジェクトが推進されています。
EXILE/EXILE THE SECONDのパフォーマーでもあり、地域で様々な地方創生の取り組みに携わる
橘 ケンチ氏をお招きして、地方創生や地方活性化を推進していくうえで、エンターテインメントが持つ
可能性について対談します。

EXILE / EXILE THE SECOND
パフォーマー
橘 ケンチ氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
パートナー

朝日 裕一

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
シニアコンサルタント
道川 真帆

ライフサイエンスの垣根を超える
- 湘南アイパーク「FUTURE meets FUTURE」事例 -

組織や分野の垣根を超えたイノベーション創出の場となるエコシステムの構築を目指す「湘南アイパー
ク」では、ヘルスケアの視点だけにとらわれない新たな未来を見出すための試みとして、湘南アイパーク
のイノベーターと「攻殻機動隊」押井守監督など異分野の著名人が対談する「FUTURE meets 
FUTURE」企画を実施しました。
本セッションでは、Deloitte Digitalが支援した本事例を通じて、なぜ今ヘルスケア業界において開か
れたイノベーションが重要なのかを湘南アイパークで本企画を推進した皆様と対談を行います。

湘南ヘルスイノベーションパーク
ジェネラルマネジャー
オフィス ヘッド 萩迫 孝弘氏

湘南ヘルスイノベーションパーク
コマーシャル&ビジネスディベロップメン
ト ヘッド 兼コミュニケーション ヘッド
中川 弘規氏

湘南ヘルスイノベーションパーク
コミュニケーション 課長代理
日比野 はるか氏

デロイト トーマツ コンサルティング
パートナー /  Deloitte Digital 
Japan Deputy Lead
熊見 成浩

デロイト トーマツ コンサルティング
シニアスペシャリストリード
シニア クリエイティブ ディレクター
八代 圭

Session 2 
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Day 2 | Sustainability Day

ブロックチェーン、アフリカ児童労働問題への挑戦

世界最大のカカオ生産国である西アフリカでは、多くの子どもたちがカカオ関連の児童労働に従
事しています。複雑なサプライチェーン上での問題把握は難しいのが現状ですが、ブロックチェーンを
活用して現状を把握し、農家支援に向けた仕組み作りを目指す、JICA（国際協力機構）のプ
ロジェクトをご紹介します。
JICAの若林基治氏、長野悠志氏をお迎えし、社会課題解決に向けたブロックチェーンの可能性、
社会実装に向けた課題を議論します。

Session 3

独立行政法人国際協力機構
アフリカ部 次長
（Deputy Director General）
若林 基治氏

独立行政法人国際協力機構
ガバナンス・平和構築部
STI・DX室
主任調査役 / 
シニアデジタルオフィサー
長野 悠志氏

デロイト トーマツ コンサルティング
ディレクター
赤星 弘樹

デロイト トーマツ コンサルティング
マネジャー
小野 美和（モデレーター）

Transformation with Sustainability & Digital 
- 官民連携をキーワードに

社会の2大潮流であるSustainabilityとDigitalにどのように企業や政府/自治体は対応すればいいの
でしょうか？─"掛け声"先行ではなく、サステナビリティ×デジタルの掛け算で、戦略に織り込み、官民
連携等を通じて変革を実行することが不可欠です。特に今回はデジタル化を推進した前つくば市副市
長の毛塚幹人氏、国内外から表彰される事業も推進されている小田急電鉄の米山麗氏をお迎えし、
官・民両方のレンズから議論します。

前つくば市副市長
毛塚 幹人氏

小田急電鉄株式会社
経営戦略部 課長
WOOMS事業 共創プランナー
兼 スマートシティPJ 統括リーダー
米山 麗氏

デロイト トーマツ コンサルティング
モニターデロイト
シニアマネジャー
加藤 彰

Session 4  
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Day 2 | Sustainability Day

Session 5

VR野球教室ーデジタルで離島の部活は変わるのかー

少子高齢化が進む離島では、子どもたちの部活動の存続がひとつの問題となっている。
そんな離島の現状をデジタルの力によって変えることはできないか。
高校野球部員に対して半年間おこなった「VR野球教室」について、本取組に携わった元プロ
野球選手3名とともに前例のない挑戦から見えてきた離島の未来について議論します。

元プロ野球選手
鵜久森 淳志氏

元プロ野球選手
今浪 隆博氏

島根県立隠岐高等学校
商業科教諭
渡部謙氏

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital / スペシャリストシニア
若林 理紗 (モデレーター）

株式会社NTTデータ
SDDX事業部
サービスデザイン統括部 課長
荒 智子氏氏

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital / コンサルタント
久古 健太郎
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デロイト トーマツ コンサルティング
ディレクター
赤星 弘樹

Day 3 | Sports / Entertainment
スポーツやエンターテイメントは、私たちの日常を豊かに彩り、感動を与えてくれるだけではなく、人と人をつなぎ、新たな価値を創造するハブにもなり得ます。
新たなチャレンジを続ける第一人者とともに、デジタルで拓く、スポーツやエンターテイメントの可能性について探求します。

Meta Cinema -NFTで拓く新しいエンターテイメントの可能性
コロナ禍を経てデジタル化が進展する中で、映画・映像の未来を体感できる場として、新たな挑戦を
続ける米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル
& アジア」。

代表の別所哲也氏をお迎えし、今年の映画祭のテーマである「Meta Cinema（メタシネマ）」から、
NFTを中心に新たな映画の可能性について語ります。

世界最高峰を目指す新リーグの戦略とスーパーDXへの挑戦
2024年に新しくプロリーグの開幕を迎える日本ハンドボールリーグ（JHL)。世界でも類を見ないような
新しいコンセプトで世界最高峰を目指しています。その実現のための一つの柱が「スーパーDX戦略」。

JHLの代表理事の葦原一正氏と理事の原山麻子氏をお招きし、ハンドボールが目指す世界とスーパー
DXへの取り組みを実際の事例とともに紹介します。ハンドボールだけでなく、日本のスポーツの進化を
リードするチャレンジにご期待ください。

Session 1

Session 2 

ショートショートフィルムフェス
ティバル＆アジア 代表
俳優 /  ビジュアルボイス
代表取締役社長
別所 哲也氏

デロイト トーマツ
コンサルティング
パートナー / 経営会議メンバー
田中 義崇

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital / 
スペシャリストリード
亀田 慶子（モデレーター）

一般社団法人
日本ハンドボールリーグ
代表理事
葦原 一正氏

一般社団法人
日本ハンドボールリーグ
理事
株式会社乃村工藝社
執行役員
原山 麻子氏

一般社団法人
日本ハンドボールリーグ
DXアドバイザー

デロイト トーマツ コンサルティング
Deloitte Digital / ディレクター
森松 誠二（モデレーター）
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各界のレジェンドの声を届ける『THE WORDWAY』が切り拓く、
新たなデジタルメディアの世界

仕事に慣れてきて数年。若い頃と比べて、自分の成長の伸びが鈍化してきたと感じていません
か？そんなあなたに贈る、各界のレジェンドの声をテキストと音声のハイブリッドスタイルでお届けす
る『THE WORDWAY』。企画プロデューサーでありプロラクロスプレーヤーの山田幸代氏、本企画に
賛同し登場された井上康生氏をゲストに迎え、『THE WORDWAY』の価値や魅力について考察
します。

クリエイターとエンジニアの融合が生み出す新たなエンターテイメント
の未来

エンターテイメント業界における技術革新は新たな消費者体験だけでなく、クリエイターにとっての新たな
創造体験を生み出してきました。近年注目される新たな映像制作手法「バーチャルプロダクション」も
その一例です。クリエイティブとテクノロジーの融合が、どのようなエンターテイメントの未来を切り拓くのか
について、先端技術を用いた映像制作の撮影監督で知られる伊藤俊介氏とともに議論します。

日本撮影監督協会 / 
株式会社第3惑星 代表
伊藤 俊介氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
ディレクター
今市 拓郎

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
シニアコンサルタント
辻田 慶太郎

Session 3

Session 4  

スポーツアンカー、
プロラクロスプレーヤー
（2017年オーストラリア代表）
山田 幸代氏

東海大学 体育学部武道学
科教授／全日本柔道連盟強
化副委員長／ブランディング推
進特別委員会委員長
井上 康生氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
Deloitte Digital / 
シニアスペシャリストリード
上田 圭祐（モデレーター）

Day 3 | Sports / Entertainment

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
パートナー / Deloitte Digital 
Japan Lead
宮下 剛
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スポーツの新しい価値創造へのチャレンジと常勝チームを率いた
元プロ野球監督の想い-

様々な競技の多くのトップアスリートに登壇頂くDeloitte Digital Week 2022。コンサルティングの
知見を活かしたスポーツ観戦体験の向上、元プロ野球選手のキャリアチェンジ、VRを活用した野
球指導、大量のデータ分析デジタルアセット構築/競技支援などデロイト トーマツのスポーツに纏わ
る活動全体について、Deloitte Digital Japan Leadの宮下剛がご紹介します。
投手として通算224勝を挙げ数々のタイトルに輝き、優勝請負人と呼ばれ、また監督として常勝
軍団を率い、2016年に野球殿堂入りを果たした福岡ソフトバンクホークス前監督、工藤公康氏
をお迎えし、スポーツの可能性、未来への想いについて対談します。

Session 5

Day 3 | Sports / Entertainment

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
パートナー / Deloitte Digital 
Japan Lead 宮下 剛

フリーアナウンサー
望月 理恵氏

福岡ソフトバンクホークス
前監督
工藤 公康氏
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デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
ディレクター
原 裕之（モデレーター）

デジタル×次世代人財育成、キャリアをテーマに、産官学連携の取り組み紹介や今後取り組むべきテーマまで様々な分野のトップランナーとともに考えます。

Day 4 | Education / Career

デジタルネイティブ世代教育と企業の役目
生徒がより考え、表現し、世界を切り拓いていけるようにとDeloitte Digitalのメンバーを中心に取り組
んでいる田園調布雙葉学園の探究学習。デジタルネイティブ世代に対して求められている教育と企業
のあるべき連携の姿を、元コンサルタントの先生と探究授業に携わるメンバーで探ります。

デジタルと子どもの未来
次世代人材育成をテーマに早稲田大学グローバル科学知融合研究所と共同で取り組むSDGs教材
開発。その活動を主導する朝日教授と大学生をお迎えし、デジタル世代である子どもたちの未来を
テーマに、取り巻く環境の変化から、子どもたちに必要とされる価値観・倫理観をテーマについて議論を
交わす。

Session 1

Session 2 

田園調布雙葉学園
中学高等学校情報科
主任/事務局次長
小林 潤一郎氏

三菱地所株式会社
TOKYO TORCH事業部
企画ユニットリーダー
谷沢 直紀氏

デロイト トーマツ コーポレート
ソリューション合同会社
スタッフ
越智 英

デロイト トーマツ
サイバー合同会社
マネージングディレクター
高橋 宏之

早稲田大学
理工学術院 教授
グローバル科学知融合
研究所所長
朝日 透氏

早稲田大学
人間科学部
人間環境科学科 4年
紅野 優氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
Deloitte Digital 
ディレクター
河野 慎哉（モデレーター）
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次世代のものづくり・ひとづくり
～いま産学連携にできることを考える

日本のものづくり現場を支えるための人材育成と輩出、そして既存の戦略・オペレーションからの
非連続な変革を起こすための施策は産学官にとって大きなミッション。
"Be a Street Smart Engineer"をキーワードに、京都先端科学大学とDeloitteが担うこれから
のものづくりDXを起こすための人材育成について議論します。

Session 3 | 14:40-15:20

Session 4  | 15:30-16:10

京都先端科学大学
工学部長
田畑 修氏

京都先端科学大学
キャリア・インターンシップ
センター 部長
池田 仁美氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
スペシャリストリード
大地 宏明（モデレーター）

Day 4 | Education / Career   5.26 (Thu)13:00-18:00

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
パートナー
藤岡 稔大

こども未来国連会議とピースコミュニケーション

「こども未来国連会議」では、「2030年の世界はどうなっていてほしいか。そのためにはどのようなアイデア
が必要か」をテーマに、これまでに29か国の9～12歳までの子どもたちが集い対話を重ねてきました。この
取り組みは、社会課題を解決していくために、企業・個人・団体の様々なネットワークや情報を共有し、
コミュニケーション本来の力を駆使して平和な社会づくりに積極的にチャレンジするアクション&オピニオン
参加型プロジェクト「SDGsピースコミュニケーションプロジェクト」の一環です。
本セッションでは、コミュニケーションサポーターである、中山泰秀氏（自民党政調会長特別補佐）、
堀潤氏（ジャーナリスト）、SDGsピースコミュニケーションプロジェクト発起人である一木広治氏を
お迎えし、本取り組みや今後の展望についてお話を伺います。

BEYOND 2020 
NEXT FORUM代表幹事
SDGsピースコミュニケーション
プロジェクト発起人
株式会社ヘッドライン
代表取締役社長
一木 広治氏

自民党政調会長特別補佐
中山 泰秀氏

ジャーナリスト・8bitnews代表
堀 潤氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
Deloitte Digital / 
スペシャリストシニア
若林 理紗（モデレーター）
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未来をつくる若手ITエンジニアのアジャイル開発を活用した教育

年々複雑化していくITスタック、それらを活用できるエンジニア。そんなエンジニアを渇望しながら、
わくわくする未来を描いていく企業。いきいきと仕事をするエンジニアを増やしていきたいと、大学の
授業や新卒研修におけるエンジニア教育を紹介します。
授業や研修の事例、各企業に求められること、価値観などにふれていきます。

Salesforce × Deloitte  DX人材育成プログラム「Pathfinder」

SalesforceとDeloitteが共同で開催しているDX人材育成プログラム「Pathfinder」が2021年8月から
開催され、2022年2月に第1期生が卒業しました。
本セッションではSalesforce・Deloitte双方のプログラム運営者に加え、第1期の卒業生にも登壇して
いただき、本プログラムの振り返りと今後の展望について語ります。

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
マネジャー
姜 文玉

Session 5

Session 6

株式会社アトラクタ
Founder 兼 CBO
永瀬 美穂氏

デロイト トーマツ ノード合同会社
代表職務執行者社長
森 亮

Day 4 | Education / Career

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
執行役員
小林 恭平 (kyon_mm)

株式会社セールスフォース・
ジャパン
アライアンス事業
パートナーエコシステム本部
シニアマネージャー
詫間 智之氏

デロイト トーマツ
アクト株式会社
関原 祐佳

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
マネジャー
長塚 智史（モデレーター）
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デジタル×ビジネスをテーマに、今後1～2年の間にわたって企業が重視すべきキートレンドや各業界における最新のデジタルトランスフォーメーション事例を紹介します。

Day 5 | Business

2022 Global Marketing Trends
今年の3月に公開したGlobal Marketing Trends日本版。DeloitteDigitalが全世界のコンサルタント
の総力をあげて完成したレポートで、日本を含むグローバル企業の経営幹部1,099人と、19か国計
11,500人のコンシューマーのサーベイを新たに実施。企業が顧客とのつながりを再構築する上での重要
な視点を、7つのキートレンドとして紹介するとともに、高成長を続ける企業の特徴を明らかにしています。
昨年同様に、一橋大学大学院教授の阿久津聡先生をお迎えし、最新グローバルマーケティングのキー
トレンドを踏まえて、日本企業のマーケティング戦略の策定・実行に向けたポイントを紐解きます。

NVIDIA x Deloitte AI Institute
よりよい世界を作る10の方法
NVIDIA（エヌビディア）は、圧倒的なパフォーマンスを誇るGPU（画像処理半導体）をディープラーニ
ングモデルの開発に応用することによって、人工知能（AI）研究の進化を支えてきました。また昨今は、
同社のメタバース・デジタルツインプラットフォームが、R&Dやものづくり、さらには気候変動のシミュレーショ
ンなどに幅広く活用されるようになってきています。本セッションでは、NVIDIA日本法人 エンタープライズ
事業本部本部長の井崎武士氏をお招きし、NVIDIA社の取り組みや社会課題を解決していくための、
AIやメタバース・デジタルツイン等の技術活用について議論を交わします。

Session 1

Session 2

国立大学法人
一橋大学大学院
経営管理研究科国際企業
戦略専攻 教授
DBAプログラムディレクター
阿久津 聡氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社パートナー
Deloitte Digital Japan
Deputy Lead
熊見 成浩

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
Deloitte Digital
シニアコンサルタント
齊藤 万純

エヌビディア合同会社
エンタープライズ事業本部
事業本部長
井崎 武士氏

デロイト トーマツ グループ
Deloitte AI Institute
所長 森 正弥

有限責任監査法人トーマツ
デロイトアナリティクス
シニアマネジャー
金 英子（モデレーター）
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日系企業を強くする。アジアから-----。
「Customer」X「Digital」X「Asia」でのシン・マーケティング

日系企業を強くする。アジアから-----。
その想いを胸に、2012年より10年間に渡り、日系企業の成長を支えるTrusted Partnerで在
り続けるDeloitte Tohmatsu Consulting Japan Collaborationから、アジアの最前線で働く
コンサルティングのDynamismを現地からレポート。
数千名の現地Deloitteコンサルタントと連携・協力し、新しいコンサルティングの価値を創出・提
供し、お客様と共に成長し続けるDeloitteのプロフェッショナルが、コロナ禍で激変するアジアの動
向を捉え、「顧客」X「Digital」X「Asia」での新しいマーケティングの在り方をお伝えします。

Session 3

Session 4  

Deloitte Consulting SEA
エグゼクティブ ディレクター
塩谷 拓也

Deloitte Consulting SEA
エグゼクティブ ディレクター
Irwin Lim

Deloitte Consulting SEA
シニアコンサルタント
Lin Xiao sha

Day 5 | Business

Deloitte Consulting SEA
シニアマネジャー
小林 哲也

40分でわかる「Adobe Summit 2022」

今年の3月に開催された、世界最大のデジタルエクスペリエンスカンファレンス「Adobe Summit 
2022」から、日本企業が注目すべきポイントを最新事例と共に解説します。
今年のテーマは『Personalization at Scale（大規模なパーソナライゼーション）』。パーソナライズ
された顧客体験の重要性を提唱しました。
グローバルのマーケティングDXがどのように進化して、企業の競合優位性を高め、継続的な事業の
革新と創造に至っているのかを考察。Deloitte Digitalとアドビが今後共に提供できるビジネスの
可能性についても語ります。

アドビ株式会社
DX ソリューション
コンサルティング本部
マネージャー 兼 エバンジェリスト
安西 敬介氏

アドビ株式会社
パートナー営業本部
シニアマネージャー
アダム イスマル氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
シニアコンサルタント
寺島 希和

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
パートナー
Deloitte Digital Japan
Deputy Lead
熊見 成浩
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モダンアーキテクチャでコンポーザブルエンタープライズを実現する
アルファプラットフォーム

デジタル技術の進化や変動するバリューチェーンによりデジタルトランスフォメーションなどの名目で変
革を行なっている企業は多々存在しています。特に海外では変革で得たものは今後のビジネスを
支えるデジタル部品であり、その部品の組み合わせで新しい顧客体験やアジリティを持って新技
術の取り組みなどで生き残りを実現しています。この組み立て式のコンポーザブルエンタープライズの
世界観を実際に動く弊社のアセットであるアルファプラットフォームで実体験いただきます。

テクノロジー×デザインで、人間の未来を変える
~神山まるごと高専（仮称）の取り組みから

「テクノロジー×デザインで、人間の未来を変える学校」をコンセプトとして掲げ、徳島県神山町に来年4
月の開校を目指す、私立高等専門学校「神山まるごと高専」。本プロジェクトを推進する
Sansan株式会社 代表取締役社長／CEO寺田親弘氏をお迎えし、“人間の未来を変える”をテーマ
に、私たち一人ひとりや企業・組織が未来を切り拓く上で大切なことを共に考えます。

Sansan株式会社
代表取締役社長／CEO
寺田 親弘氏

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
パートナー / 経営会議メンバー
信國 泰

経済キャスター／
東京大学工学部アドバイザリーボード
瀧口 友里奈氏（モデレーター）

Session 5

Closing Keynote

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
インダストリーソリューションユニット
エグゼクティブオフィサー
吉川 洋介

Day 5 | Business
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Who are we?

「デジタル」と「人間らしさ」を融合し、ビジネスや社会における
デジタルの未来を切り開くグローバルブランドです

© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.
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5,000
Americas 

● Camp Hill

● Chicago

●● Denver

● Calgary

● Greensboro

● Los Angeles

●● Mexico City

● New York City

● Orlando

● Queretaro

● Red Bank

● San Francisco

● Santiago

●● Seattle

● Sao Paolo

●● Toronto

●● Washington DC

5,000
EMEA

●● Amsterdam

●● Belfast

● Berlin

●● Brussels

●● Bucharest

●● Cape Town

● Copenhagen

●● Dublin

● Dusseldorf

● Edinburgh

● Frankfurt

● Geneva

● Gothenburg

●● Helsinki

● Istanbul

●● Johannesburg

●● Lisbon

● Łódź

●● London

●● Luxembourg

●● Madrid

● Malta

●● Milan

● Munich

● Moscow

● Oporto

● Oslo

●● Paris

●● Prague

● Qormi

● Reykjavik

● Riyadh

● Stockholm

●● Tel Aviv

● Vienna

●● Warsaw

●● Zurich

11,500
APAC

● Adelaide
●● Auckland
● Beijing

●● Bengaluru
●● Brisbane
● Canberra
● Chongqing
● Delhi
● Guangzhou
● HCM City

●● Hong Kong
●● Hyderabad
● Jakarta
● Kuala Lumpur
●Manila

●●Melbourne

●● Mumbai
● Perth

●● Shanghai
● Shenzhen

●● Singapore
●● Sydney
●● Tokyo
● Wellington

● Studio ● HUB ● Delivery Center
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世界60ヵ国 21,500人のプロフェッショナルが所属しています
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日本ではデロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ コンサルティングが
サービスを提供しています
デロイト トーマツ コンサルティングは、デロイトの一員として日本のコンサルティングサービスを担い、提言と戦略立案から実行まで一貫して支援するファームです。
クライアントの持続的で確実な成長を支援するコンサルティングサービスはもちろん、社会課題の解決と新産業創造でクライアントと社会全体を支援します。

Deloitte Worldwide
334,800 people / 150+ countries*2

Deloitte Asia Pacific
72,100 people / 31 countries and region*2

Deloitte Tohmatsu Group (Deloitte Japan)
14,500 people / 30 cities*2

Deloitte Tohmatsu Consulting
3,846 people*1

Audit
Financial
Advisory
Services

Risk
Advisory Tax

Global 
Consulting
107,900 people*2 LegalConsulting

*1 2021年5月現在
*2 2020年11月現在

社 名 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 設 立 1993年4月

本 社 所 在 地 東京都千代田区丸の内3-2-3
丸の内二重橋ビルディング 資 本 金 5億円

代 表 者 代表執行役社長 佐瀬 真人 メ ン バ ー 数 3,846名 （2021年5月現在）
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For Business / For New Value/For Connectで、デジタル・テクノロジー
の知見を活かした新たな価値創造に取り組んでいます

27

価値創造のノウハウの社会や企業への還元

デジタルを活用しクライアント
の高度化/効率化ビジネス貢献

デジタルのパーパス、
新技術へのチャレンジ、人材育成

For Business For New Value

Purpose of Deloitte Digital

デジタルで
可能性を繋ぐ

For Connect

想いや知見の繋がる機会を広げる事による
リアルの行動変容やNewの創造

デジタルを駆使した
新たな価値創造

先進性の高い
デジタルオファリング
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ワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関し
て相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファー
ムまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧くださ
い。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に
独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、
上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global 
500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促し、
より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、
創設以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。“Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約
345,000名のプロフェッショナルの活動の詳細については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよび
それらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定ま
たは行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものでは
ありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接また間接に発生したいかなる損失および損害に対して
責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。
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