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DXF2020 | 開催目的

本フォーラムは、 デジタル・トランスフォーメーション（DX）をテーマとし、

 「ポスト・デジタル」時代を先導する、「攻めのDX」に精通した次世代経営者候補の育成
 「ポスト・コロナ」時代を切り拓く、様々な産業・企業間DXネットワークの構築

を目指します。

参加企業・受講者のメリットとして、

参加企業： アクションラーニング型プロジェクトを通じた、様々な産業・企業に対するDXベ
ンチマーキング、および、御社事業にインパクトを与え、かつ、実行可能な「攻めのDX提案」
を、受講者が策定

受講者： 「攻めのDX提案」の実行に必要となるDXの深い理解、その推進に不可欠な
社内外の仲間形成、それを率いる自己のリーダーシップ・スタイルの再発見・再確立の機会

を提供します。
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DXF2020 | 開催概要 | フレームワーク 「守りのDX vs. 攻めのDX」

「守りのDX」
 いわゆる「デジタル化」・
「デジタイゼーション」

 デジタル技術を活用した、
既存事業・従来業務における
コスト削減・生産性向上

 「ノンデジタル・オフライン」を
前提とし、「デジタル・オンライ
ン」を追加する世界観

 他産業・他社による「デジタル
・ディスラプション」への防御

「攻めのDX」
 デジタル技術を活用し、新たな顧客価値

の共創と競争優位の確立を目指す戦略

策定（全社戦略・事業戦略）

 そのための組織変革（組織文化・業務

プロセス）必要なリーダーシップの発揮

 「デジタル・オンライン」を前提とし、「ノンデ

ジタル・オフライン」を活用する世界観

 自社による「デジタル・ディスラプション」の

積極推進



SOCIETY: よりよい地球・世界・社会の実現

 デザイン経営に根差した、人間中心型の顧客価値の
定義、手順、コミュニケーション
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DXF2020 | 開催概要 | フレームワーク 「DX for CX by CX」

デジタル技術を活用し、新たな顧客価値の共創・競争優位
の確立を目指す戦略策定

「デジタル・オンライン」を前提とし、「ノンデジタル・オフライン」
を活用する世界観

DX | Digital Transformation

デザイン
シンキング

カスタマー
ジャーニー

コミュニケーシ
ョン・デザイン

デザイン
経営

少子高齢化

個人情報
保護

規制サンド
ボックス

SDG

データ
エコシステム

ESG
Society 5.0

新しいビジネスモデルに対応する組織改革、外部資源の
積極活用、産業構造の変革、リーダーシップの発揮

産業構造 組織構造 リーダーシップ
組織文化・
組織能力

新興経済
の台頭 COVID-19

CX | Corporate Transformation CX | Customer Experience

働き方
改革

東京一極
集中

新しい
生活様式
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DXF2020 | 開催概要 | 100% オンライン

2018年に始まり第三期を迎える今年度は、100%オンラインで実施します。

全３モジュールを通じて多種多様なデジタルツールを駆使し、100%オンライン
ならではの学習経験を提供します。

 セッション： 「Canvas」をプラットフォームとしたオンデマンド型 (非同期オンライン型) 事前学習と、「Microsoft
Teams」や「Zooｍ」を用いたリアルタイム型 (同期オンライン型) ライブセッションの組み合わせ進行。

 プロジェクト：「Miro」などのコラボレーションツールを通じて、非同期オンライン型活動と同期オンライン型活動を統合的に
推進します。ファカルティと進捗確認しながら進めます。

 シミュレーション： EdTec先進企業IGS社とパートナーシップによるDX体験シミュレーション「DXGrow」を提供。
 コーチング： エグゼクティブ・コーチおよびAIベースのツール「GROW360」を導入、参加前後の行動特性・気質を測定。
 アナリティクス： 個々の学習履歴を把握し、「PowerBI」などのダッシュボードを通じた提示を予定。
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DXF2020 | 開催日程

期間 | 2020年10月-12月

インフォメーション・セッション 10/2 (金）午後

モジュール１ | ５日間 | 10/19（月）－ 10/23（金）

モジュール２ | ５日間 | 11/02（月）－ 11/06（金）

モジュール３ | ３日間 | 11/16（月）－ 11/18（水）

ファイナルデイ | 半日 | 12/18（金）午後
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一條和生
一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻
専攻長・教授
http://www.ics.hub.hit-
u.ac.jp/jp/faculty/profile/ichijo.html

藤川佳則
一橋ビジネススクール 国際企業戦略専攻
准教授・MBAプログラムディレクター
http://www.ics.hub.hitu.ac.jp/jp/faculty/
profile/fujikawa_yoshinori_yoshi.html

プログラム・ディレクター

エグゼクティブ教育で定評ある
一橋ICSの教授陣が、DXの
最新理論や先進事例を紹介

DXF2020 | 担当教員

http://www.ics.hub.hit-u.ac.jp/jp/faculty/profile/ichijo.html
http://www.ics.hub.hit-u.ac.jp/jp/faculty/profile/fujikawa_yoshinori_yoshi.html


ご参加費用 300万円（税別）／ ご参加者1名

お支払い期限 2020年9月末日まで

お手続きの流れ
 ご参加の意向につきまして、7月２９日（水）迄に運営事務局までご連絡ください。
 弊学よりご参加に伴う書類一式（約款・参加者登録用紙）を折り返し送付いたします。
 請求書につきましては、一般社団法人一橋大学知識共創機構より後日、送付いたします。

その他
 プログラムオンライン化に伴い、参加者共有教材（録画教材）は、社内で最大5名様まで閲覧頂けます。

DXF2020 | ご参加にあたり
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DXF2019 | 昨年度プログラム概要
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参考資料

SOURCE |  choreograph © 123RF.com | Image ID: 26158763
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ご参考 | DXF2019 | 昨年度 参加企業
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本フォーラムのカリキュラムは、４つの構成要素を予定

１．インタラクティブ・セッション

一橋ICS教員が中心に担当するセッション。インタラクティブなセッション進行（ケース・メソッド、クラス・エクササイズなど）。デジタルによって変わること、変わらないこと、
に焦点。

 トピック: 「DXイントロダクション」、「競争戦略」、「戦略と組織」、「データ・アナリティクス」、「デザイン・シンキング」、「知識創造」、「デジタル・マーケティング」、「フィンテッ
ク」、「ものづくり」、など。

２．グローバル・ネットワーク・セッション

一橋ICSが加盟するGNAM (Global Network for Advanced Management: 世界主要ビジネススクール30校間協定）の協定校教授陣がオンライン参加。ヨーロッパ、
北米・南米、アフリカ・中東・インド、アジア各地のDX最新事情を紹介。

参加校: ESMT Berlin (Germany), HEC (France), IE (Spain), SDA Bocconi (Italy), Warwick (UK) | EGADE (Mexico), FGV (Brazil), INCAE (Costa Rica), PUC (Chile) 
| IIM Bangalore (India), Lagos (Nigeria), Technion (Israel) | HKUST (China), Renmin (China), SNU (South Korea).

４．グループ課題・個人課題
 グループ課題を通じて、相互に学び合う機会を提供。
個人課題を通じて、各社固有のDX課題に応用・実行。

３．ゲスト・スピーカー・セッション

 DXを率いるトップマネジメントや、DX関連分野（起業、法律、知財、など）のエキスパートをゲストスピーカーに迎え、 日本企業におけるDXの現在、今後の課題
と機会について対話。

 トピック: 「各社におけるDX」、「大企業におけるオープン・イノベーション」、「フィンテック社会と法規制」、「スマートシティをめぐる最新技術動向と全体戦略」、など。

ご参考 | DXF2019 | カリキュラム
2019年度の内容です。
2020年度のカリキュラムや
担当講師詳細は決定次第、
別途案内申し上げます。
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DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

10月21日 (月) 10月22日 (火) 祝日 10月23日 (水) 10月24日 (木) 10月25日 (金)

ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 一橋講堂 中会議場1

8:00 グローバル・ネットワーク・セッション
＜北米・南米＞

Andres Ibaneez (PUC, Chile) 
Carla Fernandez (INCAE, Costa Rica) 
Ignacio De la Vega (EGADE, Mexico)
Hitoshi Nagano (FGV EAESP, Brazil)

8:30

9:00 ファウンデーション・セッション
DX イントロダクション 1

「価値づくり」の「レンズ」：
ポスト・デジタル時代の経営論理

藤川 佳則
一橋大学副学長補佐

一橋ICS MBAプログラムディレクター・准教授

グループ課題 & 個人課題
キックオフ

一條 和生
一橋ICS

ゲスト・スピーカー・セッション
オープンイノベーションの極意－大企業の事

業創造 成否を分けるポイント
田所 雅之 氏

ユニコーンファーム 代表取締役

ゲスト・スピーカー・セッション
フィンテック社会と法規制

増島 雅和 氏
森・濱田松本法律事務所 パートナー

9:30

10:00
ブレイク

10:30 ゲスト・スピーカー・セッション
コニカミノルタにおけるDX 

山名 昌衛 氏
コニカミノルタ 代表執行役社長 & CEO

ブレイク ブレイク

11:00

ランチ

ゲスト・スピーカー・セッション
ミツカンにおけるDX
渡邉 英右 氏

ミツカンホールディングス CDO
NOTE: 1045-1215

ゲスト・スピーカー・セッション
スマートシティをめぐる

最新技術動向と全体戦略
吉澤 尚 氏 ・ 横室 直樹 氏
漆間総合法律事務所 副所長

11:30

12:00 グローバル・ネットワーク・セッション
＜ヨーロッパ＞

Casimiro Juanes Calvo (IE, Spain) 
Gianluca Salviotti (SDA Bocconi, Italy)

Jean-Remi Gratadour (HEC Paris, France) 
Johannes Habel (Warwick, UK)

Stefan Wagner (ESMT Berlin, Germany)

12:30

ランチ ランチ ランチ ランチ
13:00

13:30 ファウンデーション・セッション
DX イントロダクション 2

Disrupt or Disrupted

一條 和生
一橋ICS専攻長・教授

グローバル・ネットワーク・セッション
＜アフリカ・中東・インド＞

Miriam Erez (Technion, Israel)
Rahul De (IIM Bangalore, India)

Yinka David-West (Lagos, Nigeria)

グローバル・ネットワーク・セッション
＜アジア＞

Jerry Mao (Renmin, China)
Kar Yan Tam (HKUST, Hong Kong) 
Namgyoo Park (SNU, South Korea)

モジュール・ラップアップ
ワークショップ

一條 和生 ・藤川 佳則
一橋ICS

14:00
ブレイク

14:30 ファウンデーション・セッション
DX イントロダクション 3

対デジタル・ディスラプター戦略の
構築と、その組織的実行

高津 尚志 氏
IMD北東アジア代表

15:00

15:30
ブレイク ブレイク

16:00 ゲスト・スピーカー・セッション
ヤマトにおけるDX  

梅津 克彦 氏
ヤマトホールディングス 上席執行役員

ゲスト・スピーカー・セッション
ファーストリテイリングにおけるDX 

マンズール・マハタボ 氏
ファースト・リテイリング

デジタル業務改革サービス部 シニア・マネジャー

16:30

17:00
ブレイク ブレイク

17:30
オープニング・レセプション

如水会館

グループ課題
グループ・ワーク

(グループ別 @Rooms 7A, 7B, 7C, 7D)

グループ課題
グループ・ワーク

(グループ別 @Rooms 7A, 7B, 7C, 7D)

グループ課題
グループ・ワーク

(グループ別 @Rooms 7A, 7B, 7C, 7D)
18:00

ご参考 | DXF2019 | モジュール1 | グローバル・パースペクティブズ
2019年度の内容です。
2020年度のカリキュラムや
担当講師詳細は決定次第、
別途案内申し上げます。
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Johannes Habel
Warwick, UK

Jean-Remi Gratadour
HEC Paris, France

Casimiro Juans Calvo
IE, Spain

Kar Yan Tam
HKUST, Hong Kong

Jerry Mao
Renmin, Beijing

Namgyoo Park
SNU, South Korea

Rahul De
IIM Bangalore, India

Miriam Erez
Technion, Israel

Andres Ibanez
PUC, Chile

Hitoshi Nagano
FGV EAESP, Brazil

Gianluca Salviotti
SDA Bocconi, Italy

Stefan Wagner
ESMT Berlin, Germany

Ignacio De la Vega
EGADE, Mexico

Carla Fernandez
INCAE, Costa Rica

Yinka David-West
Lagos, Nigeria

グローバル
ネットワーク
セッション

ヨーロッパ

北米・南米

アフリカ
中東
インド

アジア

インタラクティブ・
セッション

「DX イントロダクション２」
一條 和生
一橋ICS

「DX イントロダクション１」
藤川 佳則
一橋ICS

「DX イントロダクション３」
高津 尚志 氏
IMD 北東アジア代表

ゲスト・
スピーカー・
セッション

「オープンイノベーションの極意」
ユニコーンファーム
田所 雅之 氏

「コニカミノルタにおけるDX」
コニカミノルタ
山名 昌衛 氏

「ヤマトにおけるDX」
ヤマトホールディングス
梅津 克彦 氏

「ミツカンにおけるDX」
渡邉 英右 氏
ミツカンホールディングス

「ファーストリテイリングにおけるDX」
ファースト・リテイリング
マンズール・マハタボ 氏

「スマートシティをめぐる最新技術動向と全体戦略」
吉澤 尚 氏 ・ 横室 直樹 氏
漆間総合法律事務所 副所長

「フィンテック社会と法規制」
森・濱田松本法律事務所

増島 雅和 氏

ご参考 | DXF2019 | モジュール1 | グローバル・パースペクティブズ
2019年度の内容です。
2020年度のカリキュラムや
担当講師詳細は決定次第、
別途案内申し上げます。



ご参考 | DXF2019 | モジュール１| グローバル・パースペクティブズ

同時通訳により理解を深め討議する

コニカミノルタ山名社長によるDX推進事例各国教授から海外事例をZOOMで紹介

対話方式による質疑応答で深堀り

DXとは何か？何故必要なのか？

DXによって変わるところ、変えてはならないところ
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DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

11月11日 (月) 11月12日 (火) 11月13日 (水) 11月14日 (木) 11月15日 (金)

ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 如水会館

8:00

8:30

9:00 マネジメント・エッセンシャルズ：
競争戦略

楠木 建
一橋ICS 教授

ゲスト: 中山 哲也 氏
トラスコ中山 代表取締役社長

マネジメント・エッセンシャルズ：
戦略と組織

大薗 恵美
一橋ICS 教授

ゲスト: ジェームス・J・カフナー氏
トヨタ・リサーチ・インスティテュート・
アドバンスト・デベロップメント

(TRI-AD) CEO

マネジメント・エッセンシャルズ：
オペレーションズ・マネジメント

菅野 寛
早稲田大学 教授

一橋ICS 非常勤講師

マネジメント・エッセンシャルズ：
デジタル・マーケティング

藤川 佳則
一橋ICS 准教授

ゲスト: 堀内 健后 氏
ARMトレジャーデータ

マーケティング・ディレクター

マネジメント・エッセンシャルズ：
デザイン・シンキング ２

鈴木 智子
一橋ICS 准教授

共同ファシリテーター: 市川 文子 氏
リ・パブリック 共同代表

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ
13:00

13:30 マネジメント・エッセンシャルズ：
フィンテック

野間 幹晴
一橋SBA 教授

ゲスト: 柴山 和久 氏
ウェルスナビ 代表取締役CEO

マネジメント・エッセンシャルズ：
データ・アナリティクス

大上 慎吾
一橋ICS 准教授

ゲスト: 福原 正大 氏
Institution for a Global Society, CEO

マネジメント・エッセンシャルズ：
ものづくり

藤本 隆宏
東京大学 教授

一橋ICS 非常勤講師

マネジメント・エッセンシャルズ：
デザイン・シンキング 1

鈴木 智子
一橋ICS 准教授

共同ファシリテーター: 市川 文子 氏
リ・パブリック 共同代表

マネジメント・エッセンシャルズ：
知識創造

一條 和生
一橋ICS 教授

ゲスト: 辻本 秀幸 氏
ヴァリューズ 代表取締役社長

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00
ラップアップ

16:30
グループ課題
グループ・ワーク

(グループ別 @Room 7A, 7B, 7E, 7F)
17:00

ラップアップ ラップアップ ラップアップ

17:30
グループ課題
グループ・ワーク

(グループ別 @Room 7A, 7B, 7E, 7F)

グループ課題
グループ・ワーク

(グループ別 @Room 7A, 7B, 7E, 7F)

グループ課題
進捗確認プレゼンテーション

(グループA&B @ICS第４講義室)

グループ課題
進捗確認プレゼンテーション
(グループC&D @如水会館)

18:00

ご参考 | DXF2019 | モジュール２ | マネジメント・エッセンシャルズ
2019年度の内容です。
2020年度のカリキュラムや
担当講師詳細は決定次第、
別途案内申し上げます。
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ゲスト: 
柴山和久氏
ウェルスナビ
代表取締役CEO

オペレーションズ・マネジメント
菅野寛

競争戦略
楠木建

デジタル・マーケティング
藤川佳則

戦略と組織
大薗恵美

ゲスト: 
堀内健后氏
ARMトレジャーデータ
マーケティング・ディレクター

フィンテック
野間幹晴

知識創造
一條和生

データ・アナリティクス
大上慎吾

デザイン・シンキング
鈴木智子

ゲスト: 
福原正大氏
Institution for a Global society
CEO

共同ファシリテーター: 
市川文子氏
リ・パブリック共同代表

ゲスト: 
ジェームス・J・カフナー氏
トヨタ・リサーチ・インスティテュート・
アドバンスト・デベロップメント
(TRI-AD) CEO

ものづくり
藤本隆宏

ゲスト: 
辻本秀幸氏
ヴァリューズ
代表取締役社長

ゲスト: 
中山哲也氏
トラスコ中山
代表取締役社長

ご参考 | DXF2019 |モジュール２ | マネジメント・エッセンシャルズ
2019年度の内容です。
2020年度のカリキュラムや
担当講師詳細は決定次第、
別途案内申し上げます。
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DAY 1 DAY 2 DAY 3 FINAL DAY

11月26日 (火) 11月27日 (水) 11月28日 (木) 12月19日 (木)

ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 ICS 第4講義室 ICS 第4講義室

8:00

8:30

9:00 リーダーシップ・チャレンジ 1
変革をリードする

一條 和生
一橋ICS

グループ課題

グループ・ワーク
グループ別、@Rooms 7A, 7B, 7E, 7F

グループ課題

最終発表
グループ A & B

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

ランチ
12:30

ランチ ランチ
13:00 グループ課題

最終発表
グループ C & D

個人課題

最終発表13:30 グループ課題

事前発表 & フィードバック
グループ A, B, C, D

リーダーシップ・チャレンジ 2
オーセンテック・リーダーシップ

一條 和生
一橋ICS

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00 プログラム・ラップアップ
一條 和生 ・ 藤川 佳則

一橋ICS
16:30

17:00
如水会館へ移動

17:30

修了式
ディナーレセプション

18:00

18:30

19:00

ご参考 | DXF2019 | モジュール３ | リーダーシップ・チャレンジ
2019年度の内容です。
2020年度のカリキュラムや
担当講師詳細は決定次第、
別途案内申し上げます。
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グループ課題
 課題概要： グループごとに、DXのベスト・プラクティス事例を選択、その成功要因を分析し、モジュール３において発表す
る（11/28、各グループ20分）。

 事例選択： 事例選択にあたり、個人課題（後述）も念頭におくこと。また、グループメンバーの所属企業を事例に選ん
でもよいが、その場合には発表時に当該企業からDX当事者を招くことを条件とする。

 統合機会： ベスト・プラクティスの選択・分析にあたり、DXF2019からの学びを統合し、応用する機会として活用する。

個人課題
 モジュール３（11/28）： グループ課題で発表するベスト・プラクティス事例から、自社は何を学び、それをどう実践する
か、その際に自らは何にリーダーシップを発揮するのか、スライド１枚にまとめ、グループ課題のプレゼンテーション直後に発表
する（11/28、ひとり５分）。

 モジュール３（11/28）からファイナルデイ（12/19）までの間： 自社においてスライド１枚を報告し、フィードバック
を受ける。

 ファイナルデイ（12/19）： 自社で受けたフィードバックに基づき、スライド１枚を見直し、再度発表する（ひとり5分）

※上記は2019年度の内容です。2020年度のカリキュラムや担当講師詳細は決定次第、別途案内申し上げます。

ご参考 | DXF2019 | グループ課題・個人課題
2019年度の内容です。
2020年度のカリキュラムや
担当講師詳細は決定次第、
別途案内申し上げます。



ご参考 | DXF2019 | モジュール2,３

グループ課題発表

そして、修了式

MBA視点からDXによる変化を紐解き考察

課題に対してワークショップ形式で討議

発表に対するフィードバック

腹が減っては戦はできぬ

共同学習を通じた連帯感とネットワーキング



ご参考 | DXF2019 | 参加者の声

このフォーラムのように集中して学ぶ機会が少なく、知識面だけでなく、リーダーシップ習得の観点で、学びにつながっ
た。また、自社だけでなく、他社との交流を通じて、悩みを共有し、自社に持ち帰れる内容が得られたことは大きい。

自身の意識と取り組み次第で、非常に有意義。ものの見方の変革ができた。
社内に共通言語や共通の意識を持つ同志をつくり、企業文化を変革していきたい。そのためにも、最低5年間は
派遣し続け、その者を社内で有機的に結び付けていきたいし、会社にもそれを期待する。

自身の学びとして視座が高まった。異なる視点を得るために、より高い視座を持たないと見えない事を痛感した。

また、情報収集の意識を持つ重要性を理解した。このような学習機会を意図的に持たない限り、思っているだけ
で実行に移せていないと反省した。

海外でもDXに対して悩んでいる事が分かった。日本は取り組みとアイデアでまだまだ勝てるとも思えた。

Aさん

Bさん

Cさん

Dさん

新しい気づきの連続だった。
経済自体、デジタルが根底にある時代になり、我々は、大企業だから安泰だという時代ではなくなってきた。
その中でも、大企業の悪い部分の殻を打ち破れば、もっと先にみえてくる大きいものがあることを強く感じた。

デジタル時代の環境認識、強烈かつ健全な危機感の醸成ができた。
「デジタル時代に変わるもの、変わらないもの」そして、「本質は何か」という一貫した問いかけをしていただき、常に
ぶれずに考えることができた。

Eさん

Fさん


