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2013年 9月 17日 

株式会社日立製作所 

 

 

日立イノベーションフォーラム 2013を開催 

「人々の夢に応える社会イノベーション ～情報活用がリードするビジネスと社会～」をテーマに 

日立グループの新しいビジネスや社会の変革に向けた取り組みを紹介 

 

 

株式会社日立製作所(執行役社長：中西 宏明／以下、日立)は、来る10月30日(水)、31日(木)の両日、

東京国際フォーラム(東京都千代田区)において、日立イノベーションフォーラム 2013を開催します。 

 

近年、情報活用が幅広い分野で浸透し、その重要性がますます高まっています。また経済がグローバ

ル化するなかで、企業は迅速な対応、ビジネスモデルの変革を求められています。 

今回から秋の開催となります本イベントでは、「人々の夢に応える社会イノベーション ～情報活用がリ

ードするビジネスと社会～」をテーマに、社会が直面している課題にイノベーションで応える日立グルー

プの新しいビジネスや社会の変革に向けた取り組みについて、講演やビジネスセッション、セミナー、そ

して展示を通じて幅広く紹介します。 

 

基調講演では、執行役社長の中西 宏明が、日立グループが取り組む社会イノベーション事業につい

ての紹介とともに、日本、そして世界の成長に向けていかに取り組み、持続可能で豊かな社会を実現して

いくために何をすべきかについて提言します。 

また、執行役専務(情報・通信システム社 社長)の齊藤 裕が、ビッグデータの利活用の拡大に伴い、バ

リューチェーンの革新やイノベーティブなサービス価値の創出といったビジネス課題の解決だけでなく、

社会課題への対応まで情報活用の可能性が広がるなかで、日立が、いかにお客様とともにイノベーショ

ンを生み出していくかについて話します。 

さらに、マーケティングの第一人者であるフィリップ・コトラー氏(ノースウェスタン大学 ケロッグ・スクー

ル・オブ・マネジメント 教授)やノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツ氏(コロンビア大学 経

済学部 教授)、世界的ベストセラー「リバース・イノベーション」の著者であるビジャイ・ゴビンダラジャン氏

(ダートマス大学 タック・スクール・オブ・ビジネス 教授)などが来日して講演するほか、竹中 平蔵氏(慶應

義塾大学 総合政策学部 教授、グローバルセキュリティ研究所 所長)、そして西水 美恵子氏(元 世界

銀行 副総裁)といった国内外を問わずグローバルに活躍される、さまざまな分野の第一人者、有識者の

講演も行います。 

加えて、「ITで革新するインフラと社会」、「人と ITで実現するこれからの『共感企業』」、「ITで実現す

るサービスの革新とビジネスの創生」、そして、「ビッグデータの可能性と期待―市場や顧客をアナリティク

スで深く知る」と題したビジネスセッションを通じ、グローバル視点での提言や取り組み、そしてイノベーシ

ョンのヒントを紹介します。 

セミナー会場では、「国際社会の潮流と展望」、「社会インフライノベーション」、「ビジネスイノベーショ

ン」、「ライフイノベーション」、そして「テクノロジー/ITプラットフォーム」の各カテゴリーでおよそ 110もの

セミナーにより、人々の夢に応える社会イノベーションを加速する多彩なソリューションを紹介します。 
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そして、展示ホールでは、ビッグデータ利活用やお客様との協創事例のほか、先進の ITを駆使した社

会インフラシステム、そして、人々の暮らしに欠かせないヘルスケアや農業など、さまざまな分野でのイノ

ベーションの実現に向けた日立グループの取り組みとそれらを支えるテクノロジー、ITプラットフォームを

紹介します。 

そのほかにも、特別展示として「社会課題の解決をめざす日立のソリューション」と題し、環境問題をは

じめとした世界のさまざまな社会課題の解決に向けた日立グループの取り組みなどを紹介します。 

 

 

■開催概要（講演、ビジネスセッション） 

 (1) 基調講演 

日時 内容 

10/30 

(水) 
9:30-10:30 

タイトル：日本、そして世界の成長に向けて 

      ～日立グループが実現する社会イノベーション～ 

講演者：(株)日立製作所 執行役社長  中西 宏明 

 

 (2) 特別講演 1 

日時 内容 

10/30 

(水) 
11:00-12:00 

タイトル：Marketing and Innovation: The Winning Combination 

講演者：ノースウェスタン大学 

      ケロッグ・スクール・オブ・マネジメント 教授  フィリップ・コトラー 氏 

 

 (3) 特別講演 2  

日時 内容 

10/30 

(水) 
13:00-14:00 

タイトル：New Priorities for a Future of Sustainable Prosperity 

講演者：コロンビア大学 経済学部 教授  ジョセフ・スティグリッツ 氏 

 

 (4) 特別講演 3 

日時 内容 

10/31 

(木) 
9:30-10:30 

タイトル：A Reverse-Innovation in Action 

講演者：ダートマス大学 

      タック・スクール・オブ・ビジネス教授  ビジャイ・ゴビンダラジャン 氏 
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 (5) ビジネスセッション 

    日時 内容 

10/30 

(水) 

13:00-13:50 

ビジネスセッション 1 / [講演] 

タイトル：情報活用がリードする、ビジネスと社会のイノベーション 

講演者：(株)日立製作所 執行役専務  齊藤 裕 

14:20-15:30 

ビジネスセッション 2 / [パネルディスカッション] 

タイトル：ITで革新するインフラと社会―どう変わるのか？10年後の社会・生活 

モデレータ：早稲田大学ビジネススクール 教授  内田 和成 氏 

パネリスト：三井不動産(株) 

スマートシティ企画推進部 グループ長  永矢 隆 氏 

(株)日立製作所 執行役常務  渡部 眞也  ほか 

16：00-17:30 

ビジネスセッション 3 / [パネルディスカッション] 

タイトル：人と ITで実現するこれからの「共感企業」 

モデレータ：(株)日立コンサルティング 経営戦略部 部長  荒井 岳 

パネリスト：日本たばこ産業(株) IT部 部長  鹿嶋 康由 氏 

マイラン製薬(株) 

インフォメーション・テクノロジー部 部長  塚本 裕昭 氏 

(株)ふくおかフィナンシャルグループ 

経営企画部 部長  河﨑 幸徳 氏 

(株)日立コンサルティング 代表取締役 取締役社長  芦邊 洋司 

10/31 

(木) 

13:00-14:10 

ビジネスセッション 4 

タイトル：ITで実現するサービスの革新とビジネスの創生 

講演者：日経BP社 取締役  浅見 直樹 氏 

      (株)グランパ 代表取締役社長  阿部 隆昭 氏 

      (株)日立製作所 執行役常務  塩塚 啓一 

15:00-16:30 

ビジネスセッション 5 / [パネルディスカッション] 

タイトル：ビッグデータの可能性と期待―市場や顧客をアナリティクスで深く知る 

モデレータ：(株)日立製作所 情報・通信システム社 

スマート情報システム統括本部 副統括本部長  安田 誠 

パネリスト：(株)博報堂 エンゲージメント・ビジネス・ユニット 

マーケティングプラットフォームソリューション部 

部長  山之口 援 氏 

弁護士法人 英知法律事務所 パートナー・弁護士  森 亮二 氏 

(株)日立製作所 横浜研究所 

情報サービス研究センタ センタ長  赤津 雅晴 

 

 (6) 講演 1 

日時 内容 

10/30 

(水) 
14:30-15:30 

タイトル：日本の成長戦略―国の繁栄と企業の進化を考える 

講演者：慶應義塾大学 総合政策学部 教授 

グローバルセキュリティ研究所 所長  竹中 平蔵 氏 

 

 (7) 講演 2 

日時 内容 

10/30 

(水) 
16:00-17:30 

タイトル：国づくりへの静かなイノベーション 

講演者：元 世界銀行 副総裁  西水 美恵子 氏 
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(8) 講演 3 

日時 内容 

10/31 

(木) 
11:00-12:00 

タイトル：アジア半球の時代をどう読み解くのか 

      ―ビジネス・リーダーのインテリジェンス感覚を磨く 

講演者：慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 

外交ジャーナリスト  手嶋 龍一 氏 

 

(9) 講演 4 

日時 内容 

10/31 

(木) 
13:00-14:00 

タイトル：統計学が最強の学問である 

      ―データ社会を生き抜くための武器と教養 

講演者：統計家  西内 啓 氏 

 

(10) 講演 5 

日時 内容 

10/31 

(木) 
14:30-15:30 

タイトル：P&G流グローバル人材の「5つの条件」 

講演者：元 プロクター・アンド・ギャンブル 人事担当ヴァイスプレジデント 

      ビジネス・ブレークスルー大学大学院 客員教授  会田 秀和 氏 

 

■入場に際しての事前登録について 

会場への入場は、事前登録制(無料)となっています。登録は日立イノベーションフォーラム2013オフィ

シャルサイトからお申し込みください。(9月 24日(火) 10:00から事前登録受付(予定)) 

 

■手話案内サービス、要約筆記サービスについて 

2006 年から実施している日立グループのろう社員による手話案内サービスを今回も実施します。また、

基調講演をはじめとした講演の一部において、要約筆記サービスを今回も実施します。 

詳しくは、日立イノベーションフォーラム 2013オフィシャルサイトでご確認ください。 

 

■日立イノベーションフォーラム 2013オフィシャルサイト 

http://iforum.hitachi.co.jp/ 

 

■日立イノベーションフォーラム 2013 ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)公式アカウント 

日立イノベーションフォーラム2013に関する情報は、日立イノベーションフォーラム2013オフィシャル

サイトに加え、インターネットのミニブログサービスである「Twitter」、ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス「Facebook」でも提供します。 

  Twitter  ： https://twitter.com/hitachi_iforum 

Facebook ： https://www.facebook.com/hitachi.iforum 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社日立製作所 日立イノベーションフォーラム 2013 レジストレーションデスク 

TEL：03-5471-4120 (10：00～12：00、13：00～18：00 土、日、祝日を除く) 

FAX：03-5471-3796 

E-mail： iforum@itg.hitachi.co.jp 

以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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