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ニュースリリース 

2017年 9月 1日 

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

ITCカンファレンス事務局 

 

ITC Conference 201７開催 

11月 24日（金）～25日（土） 於；ベルサール新宿グランド 

 

IT 経営を推進する経営者の方々や中小企業の経営改革を応援する支援機関、商工団体、金融機関

等と、ITコーディネータとの相互のネットワークづくり、交流等を目的として、11月 24日（金）・25日（土）に

ベルサール新宿グランド（東京都新宿区）にて「ITC Conference 2017」を開催いたします。本カンファレン

スは、弊協会が 2002 年以来毎年主催し、第 16 回目を迎えるもので、毎回延べ 1,500 名を超える来場者

をお迎えしています。 

 

今年のITC Conference 2017は「ITCがつなぐ付加価値創造社会～Road to Society5.0～」をテーマに、

経営改革を実践されている経営者や最新の経営、ITに関するご専門の方々をお招きしてご講演をいただ

くと共に、パネルディスカッション等も予定しております。 

 

今年の特別講演は、最強将棋 AI“ポナンザ”開発者の山本一成氏をお迎えし、囲碁や将棋の名人を

超えるほど強くなった人工知能だが、果たして、それで我々の生活がどこまで変わるのか？名人を倒した

コンピュータープログラム作者ご本人に人工知能と人類の未来についてお話しいただきます。 

基調講演では、経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課長 中野剛志氏にご登壇いただ

き「Connected Industries の実現に向けて（仮）」と題し、様々なつながりにより、新たな付加価値が創出さ

れる「Connected Industries」の実現に向け、国の施策や取り組みの具体例についてご講演いただきます。 

 

 

ITC Conference 2017は、一般の方も受講が可能（有料）です。ご希望の方は協会ホームページよりお

申込みができます。 

ITC Conference 2017：https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/ 

  ※9月末まで「早割り」にてお申込みいただけます！ 

 

また、プレス関係の皆様には、ぜひ取材にお越しください。 

（ご一報いただければ、ご招待状をお送りさせて戴きますのでよろしくお願い致します。） 
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(本件に関するお問合せ先) 

〒113-0021 

東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 9Ｆ 

特定非営利活動法人 ＩＴコーディネータ協会  

電話：03-6912-1081 

メール：confer-zenpan@itc.or.jp 

ホームページ http://www.itc.or.jp 

カンファレンス事務局 山川、山崎、中村 

（参考）ＩＴコーディネータとは 
 

ＩＴコーディネータはＩＴ経営を実現するプロフェッショナルで、特定非営利活動法人 ITコ

ーディネータ協会が認定する「経済産業省推進資格」です。 

ＩＴコーディネータ協会は、経済産業大臣（当時は通商産業大臣）の諮問機関である産業構

造審議会 情報産業部会 情報化人材対策小委員会の中間報告を受けて、経営戦略を情報システ

ムに繋ぐ企業経営者のパートナー人材＝「ＩＴコーディネータ」の育成、認定、普及を目的と

して、2001年 2月にＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）として創設されました。 

弊協会は発足以来 ITコーディネータの育成・認定と普及・促進活動に取り組んでまいりまし

たが、既に IT コーディネータ資格認定累計者数は約１万人を超え、多くの方々が全国各地で

IT経営を普及・推進する活動を展開し、数々の成功事例や支援成果を生んでいます。 

※詳しくは、ＩＴコーディネータ協会ホームページをご覧ください。 

 ⇒ http://www.itc.or.jp/ 

 

http://www.itc.or.jp/
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ＩＴＣ Conference 2017 プログラム 
大会テーマ：「ITCがつなぐ付加価値創造社会」 

            ～Road to Society5.0～ 
 

於 ベルサール新宿グランド 
 

１1月２４日（金）：基調講演、特別講演、協会取り組み報告、表彰式 

（講演者および講演題目は変更になる場合があります） 

13：00～13：30 主催者挨拶 IT コーディネータ協会 会長 澁谷 裕以 

13：40～14：10 基調講演 
【01】「Connected Industries の実現に向けて（仮）」 

経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課長 中野 剛志 様 

14：10～15：00 特別講演 

【02】「将棋や囲碁の名人を超えるほどを強くなった人工知能 

果たして、それで我々の生活が変わるのか（仮）」 

将棋 AI ポナンザ開発者 山本 一成 様 

15：00～15：20 休 憩 (20 分)  

15：20～16：10 特別講演 

【03】「LINEがAI/チャットボット技術でもたらす次世代エクスペリエンス」 
LINE 株式会社 LINE Biz センター 広告・ビジネスプラットフォーム室  

戦略企画担当ディレクター 副室長 砂金 信一郎 様 

16：15～17：00 
協会取り組み

報告 

【04】「次世代企業間データ連携調査事業取り組み内容紹介」 

特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 IT経営研究所 主席研究員  

鈴木 修 

17：00～17：15 表彰式 小島プレス工業株式会社 取締役社長 小島 洋一郎 様 

17：20～17：40 表彰式 攻めのＩＴ中小企業百選受賞企業支援者 

交流会会場へ移動（５F） 

17：45～19：45 情報交換・交流会 

19：45～ 今年もやります！放課後カンファレンス 
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１１月２５日（土）：共通セッション、最新動向、事例セッション 他 

 （講演者および講演題目は変更になる場合があります） 

10：00～10：50 共通セッション 

【A01】「吉野家 V字回復の軌跡 ～同じ方向を共有する組織づくり～」 

株式会社吉野家ホールディングス 

会長 安部 修仁 様 

11：00～11：50 共通セッション 

【A02】「AI・人工知能が変える私たちの社会」 

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト 

西脇 資哲 様 

11：50～13：00 昼 食 ／ レイアウト変更 （70分） 

A会場 

13：00～13：50 最新動向 

【A03】「これから始めるセキュリティ投資  

～サイバー脅威インテリジェンスから読み解く3つのポイント～」 

株式会社ラック サイバー・グリッド・ジャパン 次世代技術開発センター 

チーフリサーチャー 仲上 竜太 様 

13：55～14：45 最新動向 
【A04】「FinTech がもたらすインパクト」 

日経 FinTech 編集長 原 隆 様 

14：45～15：05 休 憩 (20 分)  

14：05～15：55 最新動向 

【A05】「つながる社会でデータ・サイエンスが担う役割と具体例」 

一般社団法人データサイエンティスト協会 幹事会員 

日本アイ・ビー・エム株式会社 アナリティクス事業部 

SPSS ITスペシャリスト 西牧 洋一郎 様 

16：00～16：50 最新動向 

【A06】「サービスデザイン思考でイノベーションを実現するために」 

株式会社オージス総研 技術部 ビジネスイノベーションセンター長   

島本 道夫 様 

B会場 

13：00～13：50 
攻めの IT経営

活動事例 

【B03】「サカタ流 攻めの IT 全体最適に向けて」 

株式会社サカタ製作所 ITシステム課課長 樋山 智彰 様 

ITC 石垣 比呂志 氏 

13：55～14：45 
攻めの IT経営

活動事例 

【B04】「事業推進のカギは IoT 

自動販売機を新たな広告媒体とした新事業で地域活性化に貢献」 

株式会社オートスナック 代表取締役 三品 浩文 様 

ITC 野田 和巳 氏 

14：45～15：05 休 憩 (20 分)  

14：05～15：55 最新動向 

【B05】「おもてなし規格認証制度の活用によるサービス品質の見える化」 
おもてなし規格認証紹介 

一般社団法人サービスデザイン推進協議会 理事 平川 健司 様 

16：00～16：50 最新動向 【B06】近日公開 

 


