
1

IoTイノベーションチャレンジは、これからの組込み業界を牽引できる人材の発掘・
育成を目的としたアイデアソンです。今回で2回目の開催となります。企業・団体・
教育機関から参加チームを募り、いま産業界や社会に解決を求められている喫緊
の課題を選び、IoTを活用したソリューションを企画してもらいます。多様な分野
の第一線で活躍する講師陣によるセミナーとアドバイス、企画立案のためのグルー
プディスカッションなどを通して、ビジネスをデザインする能力と組込みシステム
全体を俯瞰して捉えるセンスを養っていただきます。
またIoTイノベーションチャレンジはスポンサーの皆さまに支えられたコンテスト
です。特典の内容に応じてダイヤモンドスポンサー、プラチナスポンサー、パール
スポンサー、エンジェルスポンサー、プライズスポンサーと5つの枠を用意しました。
御社からのアイデアソンへの参加だけではなく、組込み業界を担う人材育成のた
めのご支援についてもぜひご検討ください。

今年もやります！
ビジネス創出人材育成コンテスト

IoT
イノベーションチャレンジ
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参加チーム 
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スポンサー 
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IoTイノベーションチャレンジとは、これからの組込み業界を
牽引できる「組込みIoT人材」の発掘・育成を目的として、IoT
を使ったビジネスの企画・検討に主眼を置いたコンテストで
す。本コンテストの特徴は大きく以下の2つです。

1．充実したセミナー
本コンテストに取り組む上で、参加者が通常の業務だけでは得
られにくい、ビジネス、イノベーション、IoT要素技術、アーキテ
クチャといった、ビジネスの企画・検討に必要な内容に関する
広範囲の教育を、各分野の第一人者から直接受講できます。

2．特徴あるコンテスト課題
これからの企業が事業を進める上で大きな指標となる課題
に対し、今回のコンテストを通じて自分自身の問題として
直接向き合うことで、いち早く、かつ、深い理解を得ること
ができるようになります。2019年は、国連が採択したSDGs

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の
17の目標から定義していただきます。

IoTイノベーションチャレンジ 2019
参加チーム ＆ スポンサー 募集要項

参加資格
●  3～5名のチームを構成すること（教職員を除く）
●  チームの全員が18歳以上
●  日本語でやり取りできること
●  電子メールで連絡が取れること
●  資料をPDF形式で提出すること

（注）実施説明会への参加は必須ではありません
反社会的勢力との関連がないこと。知的財産権の侵害に配慮した対応を
すること

下記日程のうち、調整中の枠もございます

　組込みシステム技術協会が主催する、組込みシ
ステムとIoT（モノのインターネット）に関する国
内最大級の展示会。2019年11月20日～22日にパ
シフィコ横浜で開催する。IoTイノベーションチャ
レンジ2019のほか、ETロボコン2019チャンピオン
シップ大会、ET/IoT Technologyアワード、ET/IoT 
Technologyフェスタを併催。

ET & IoT Technology 2019について

参加費（税別）

●  一般企業：100,000円
●  JASA会員企業またはET/IoT出展社：50,000円
●   高専、専門学校、大学、大学院など（代表者として連絡の

取れる教職員の参加が必須です）：40,000円

・ 参加が確定したチームは、ビジネスイノベーション、デザイ
ン思考、ビジネスモデル、モデルベース開発などの先導者
による教育を受講できます

・ アイデアの実現に必要なパソコンやソフトウェア等の必要
機材は、参加チームにてご用意ください

・ スポンサー企業から提供される製品・サービスを利用する
ことも可能です（希望に応じての提供となります）

以下は開催期間中、チームの1名が必ず出席すること
●  6～8月のセミナー/ワークショップ
●  相談会
●   11月22日（金)  Embedded Technology2019/IoT Techno-

logy2019展におけるプレゼンテーション、審査会、表彰式

スケジュール
2月26日（火）  開催発表／実施説明会
3～5月   参加チーム募集

セミナー
6月18日 （火） Day1 和泉氏、中川氏、小西氏
6月28日 （金） Day2 イノベーティブ思考ワークショップ
7月9日 （火） Day3	 有馬氏、立本教授、今西氏＊、平鍋氏 
7月24日 （水） Day4 渡辺氏、篠原氏、増田氏＊

8月8日 （木） Day5 鷲崎教授、丸山氏、竹森氏
8月20日 （火） Day6 前田氏、徳田教授＊

9月	 	 	 相談会
10月   一次審査
11月22日（金）	  決勝審査

＊2019年の新たな講師によるセミナー枠
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スポンサー募集
ダイヤモンドスポンサー、プラチナスポンサー、パールスポン
サー、エンジェルスポンサー、プライズスポンサーと2019年

は5つの枠を用意しました。それぞれの費用と特典は下記を
ご覧ください。

スポンサー種別（税別）

ダイヤモンドスポンサー プラチナスポンサー パールスポンサー エンジェルスポンサー プライズスポンサー

スポンサー費用 1,000,000 円 600,000 円 300,000 円 100,000 円 ー

依頼内容 参加チーム支援
大会運営のための資金提供

副賞、参加賞の提供

スポンサーメリット

1. ロゴの掲出 ○ ○ ○ ○ ○

2. 参加者への告知 3 回 2 回 1回 ー ー

3. チーム参加権 3 チーム無料 2 チーム無料 1チーム無料 ー ー

4. 教育参加権＊1 1名／回 1名／回 1名／回 1名／回 ー

5. コンテスト当日のパンフレット配布 ○ ○ ー ー ○

6. セミナーでのプレゼンテーション ○ ー ー ー ー

7. 大会当日のプレゼンテーション ○ ○ ー ー ー

8. ET/IoT 展のコンテスト紹介
　コーナーにてポスター掲示など ○ ○ ○ ー ー

ダイヤモンドスポンサーメリット詳細
項目 内容

1. ロゴの掲出 公式 WEB サイト　
当日配布物（パンフレット等）への掲載　
コンテスト会場での掲示

2. 参加者への告知 製品、サービス、イベント等の紹介メールを配信（事務局代行）

3. チーム参加権 3 チーム参加無料

4. 教育参加権 各教育講座について1名まで受講可能

5. パンフレット配布 来場者に自社パンフレット等の配布
（A4 サイズ、2 種まで）

6. セミナーでのプレ
     ゼンテーション

参加チームを対象として実施されるセミナーにおいて、プレゼ
ンテーションの機会を提供いたします

7. 大会当日のプレ
    ゼンテーション

IoTイノベーションチャレンジ当日、会場にて 10 分間のプ
レゼンテーションを行っていただけます

8. 大会当日の
    ポスター掲示など

IoTイノベーションチャレンジが開催される ET/IoT 展（3 日
間の会期）のコンテスト紹介コーナーにおいてポスター掲
示やカタログ配布が可能です

プラチナスポンサーメリット詳細
項目 内容

1. ロゴの掲出 公式 WEB サイト　
当日配布物（パンフレット等）への掲載　
コンテスト会場での掲示

2. 参加者への告知 製品、サービス、イベント等の紹介メールを配信（事務局代行）

3. チーム参加権 2 チーム参加無料

4. 教育参加権 各教育講座について1名まで受講可能

5. パンフレット配布 来場者に自社パンフレット等の配布（A4 サイズ、1種まで）

7. 大会当日のプレ
    ゼンテーション

IoTイノベーションチャレンジ当日、会場にて 5 分間のプレ
ゼンテーションを行っていただけます

8. 大会当日の
    ポスター掲示など

IoTイノベーションチャレンジが開催される ET/IoT 展（3 日
間の会期）のコンテスト紹介コーナーにおいてポスター掲
示やカタログ配布が可能です

パールスポンサーメリット詳細
項目 内容

1. ロゴの掲出 公式 WEB サイト　
当日配布物（パンフレット等）への掲載　
コンテスト会場での掲示

2. 参加者への
　 告知

製品、サービス、イベント等の紹介メールを配信
（事務局代行）

3. チーム参加権 1チーム参加無料

4. 教育参加権 各教育講座について1名まで受講可能

8. 大会当日の
    ポスター掲示など

IoTイノベーションチャレンジが開催される ET/IoT 展（3 日
間の会期）のコンテスト紹介コーナーにおいてポスター掲
示やカタログ配布が可能です

エンジェルスポンサーメリット詳細

項目 内容

1. ロゴの掲出 公式 WEB サイト　
当日配布物（パンフレット等）への掲載　
コンテスト会場での掲示

4. 教育参加権 各教育講座について1名まで受講可能

プライズスポンサー要項とメリット詳細

項目 内容

1. ロゴの掲出 公式 WEB サイト　
当日配布物（パンフレット等）への掲載　
コンテスト会場での掲示

5. パンフレット
    配布

当日の来場者に自社パンフレットの配布
（A4 サイズ、1種）

＊1 ワークショップは対象外となります　　＊2 全てのメリットはご希望に応じての提供となります
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2018年のIoTイノベーションチャレンジには19チーム
が参加し、いま注目のSDGs（国連が採択した持続可
能な開発目標）の17の目標（169のターゲット）から課
題を抽出し、IoTを活用したソリューションを企画し
てもらいました。一流講師陣による5日間15コマのセ
ミナー/ワークショップ、相談会を経て4チームが一次
審査を突破し、11月の決勝審査に進出しました。決戦
の場は、のべ2万6000人超の集客力を誇るEmbedded 
Technology2018/IoT Technology2018展のメインステー
ジです。晴れの舞台として不足はありません。しかも事
前の告知が奏功し、立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。
5分間の熱いプレゼンテーションと審査員による10分間
の厳しい質疑応答ののち、（株）電通国際情報サービス
のチームkameによる「音声による子育て記録サービス 
"My Co:そだて"」が最優秀賞、KDDI（株）と（株）KDDI
総合研究所のチームKDDIR01による「チームを変革す
る！　～リアルタイム感情フィードバックサービス～」
が特別賞を受賞しました。

スケジュール

11 月
決勝審査

5月
開催発表説明会

6-7 月
参加チーム募集

8-9 月
セミナー /ワークショップ

10月初旬
相談会
10月下旬
一次審査

11月
決勝審査

5月
開催発表説明会

6-7 月
参加チーム募集

8-9 月
セミナー /ワークショップ

10月初旬
相談会
10月下旬
一次審査

IoTイノベーションチャレンジ 2018

結 果 報 告
セミナー/ワークショップ

（14〜15ページに詳細）

Day1　8月2日（9:50-16:30）
	 ● 戦略的ビジネスモデリングの理論と事例
 ● IoTがもたらすビジネスと市場の構造変革
 ● IoT時代のビジネスモデルを構築する
Day2　8月21日（9:50-16:15）
 ● HCDアプローチがもたらすIoTビジネスへのインパクト
 ● IoT時代のアーキテクチャ設計・評価
 ● デジタルビジネスの潮流とアジャイル開発
 ● 価値と開発コストを勘案した高度なリリース戦略
Day3　9月6日（9:50-16:15）
 ● IoT時代のモデリング
 ● イノベーションを起こす新時代の事業経営とは？
 ● IoTエコシステムについて
 ● 技術開発における国際標準化動向と認証の役割
Day4　9月20日（9:50-17:00）
 ● イノベーティブ思考ワークショップ
Day5　9月21日（9:50-16:15）
 ● 新規ビジネスの推進とリスクマネジメント
 ● IoT向けセキュリティ＆プライバシ対策の実践（ワークショップ）
 ● 参加チーム向けオリエンテーション

審査基準

課題（問題）について教えてください
① 課題設定の妥当性 10 点
② 課題設定の新規性 10 点

�その課題を解決することは、誰にとってどんな価値がありますか
① 価値の新しさ 10 点
②  価値の妥当性

（社会課題を解決しているか、新たな社会課題を作っていないか） 10 点
どのように実現しますか（ソリューション）

技術的な実現性 10 点
市場について教えてください

市場へのインパクト
（市場への影響度、もしくは市場への影響度が大きいか） 10 点

どうやってお金を得ますか？
事業としての成立可能性 10 点

なぜあなたたちが、この課題に取り組むのですか？
① モチベーション 10 点
② チームの情熱（最終審査のみの項目） 20 点
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・和泉 憲明
経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 企画官

・有馬 仁志
 有馬マネジメントデザイン（株） 代表取締役社長

・鷲崎 弘宜
早稲田大学　グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長、国立情報学研究所 
客員教授、（株）システム情報 取締役（監査等委員）、 博士（情報科学）

・篠原 稔和
ソシオメディア（株）代表取締役、
NPO法人 人間中心設計推進機構（HCD-Net）理事長

・平鍋 健児
（株）永和システムマネジメント 代表取締役社長、
（株）チェンジビジョン 代表取締役CTO

・前田 直樹
DNVGLビジネス・アシュアランス・ジャパン（株）代表取締役社長

・広瀬 毅
慶応義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 特任助教

・田丸 喜一郎
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター 調査役

・渡辺 博之 
一般社団法人 組込みシステム技術協会 理事、ET事業本部長
(株)エクスモーション 代表取締役

スポンサー

会場スポンサー

パールスポンサー エンジェルスポンサー

 最優秀賞  
音声による子育て記録サービス "My Co:そだて"
kame
（株）電通国際情報サービス

 特別賞
チームを変革する！ 
～リアルタイム感情フィードバックサービス～
KDDIR01
KDDI（株）、（株）KDDI総合研究所

 入賞
aiChild ～愛で良質な育児と知育～
Chelsy
（株）エクスモーション

 入賞
Daseed ～ だしから芽生えるビジネス ～
KDDIR02
（株）KDDI総合研究所

審査員/講師

・白坂 成功（審査委員長）
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 博士

・片岡 晃（特別審査員）
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター センター長

・立本 博文
筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授

・徳田 昭雄
立命館大学経営学部経営学科 教授

・森崎 修司
名古屋大学大学院 情報学研究科 准教授

・丸山 満彦
デロイトトーマツリスクサービス（株） 代表取締役社長

・小西 一有
特定非営利活動法人CeFIL 
デジタルビジネス・イノベーションセンター 首席研究員

・竹森 敬祐
（株）KDDI総合研究所 スマートセキュリティグループ マネージャー

・中川 郁夫
（株）インテック プリンシパル

　国連が採択した持続可能な開発目標（SDGs）は
通称グローバル・ゴールズとも呼ばれ、17の目標と
169のターゲットから成ります。貧困に終止符を打
ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享
受できることを目指す行動を呼びかけています。発
展途上国だけではなく、先進国自身が取り組むユニ
バーサル（普遍的）なものであり，日本としても積
極的に取り組んでいます。

持続可能な開発目標（SDGs）について

（白坂成功氏は6ページ、中川郁夫氏と渡辺博之氏の略歴は8、9ページ、その他の
方は16ページに略歴、肩書きは当時）
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白坂 成功 
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 博士
＜略歴＞
1994年3月、東京大学大学院工学系研究科
航空宇宙工学修士課程修了。三菱電機にて
15年間、宇宙開発に従事。「おりひめ・ひこ
ぼし」プロジェクト後、「こうのとり」の開発
に従事。途中、ドイツの衛星開発企業に駐
在し、欧州宇宙機関向けの開発を実施。帰
国後は、「みちびき」プロジェクトの立ち上
げをおこなう。2004年度より慶應義塾大学
にてシステムエンジニアリングの教鞭を取
り、2011年より現職

デザイン思考を学び実践できるイベントで
新価値創造の裾野を広げる

企画委員長を務める白坂成功 慶應義塾大学大学院教授
に、IoTイノベーションチャレンジの意義や2018年の評価、
今後の方向性などを聞いた。

　IoTイベーションチャレンジには前身のハッカソンから関
わってきました。私が大学で新価値創造の方法論を研究して
いることとモノづくりの経験があるということで声がかかっ
たのだと思います。「モノを作る」「動かす」ことを目的とした
ハッカソンは素晴らしいコンテストですが、時間がかかるの
も事実です。参加者の負担が大きくなりがちです。一方で、
日本企業は品質の高いモノを作ることに長けています。いま
足りないのは新価値創造。組込み業界でも新しいアイデアを
生み出せる人材に対する不足感があります。そこで2018年
からはアイデアソンに衣替えしました。
　IoTイノベーションチャレンジの特徴は、新価値創造の方
法論やビジネスモデルの描き方を教えるセミナーを5日（2018
年、2019年は 6 日）にわたって開くことです。講師は優れた
実績を挙げられている方ばかりです。こうしたアイデアソン
は他にはないと自負しています。例えばデザイン思考を個人
でできる方はいると思います。しかし教える人材が不足して

おり、社内で人材を育成できるレベルに達している企業は多
くありません。だからセミナーはとても重要なのです。座学
だけでは十分ではありません。頭で理解することと、体で理
解することは違います。学んだことを、アイデアとしてまとめ
上げてコンテストで発表することがとても大切です。座学と
アウトプットの両方の環境を備えるのがIoTイノベーション
チャレンジです。
　SDGs（国連が採択した持続可能な開発目標）を課題に選
んだのは大義につながるからです。ビジネスを考えるときに
大義は非常に大切です。大義のあるビジネスは間違いなく強
い。企業だとSDGsはCSR（社会的責任）と結びつきがちで 
す。しかし、それだけではないことを知ってもらいたい。
　新価値を創造するときに、“非ロジック”な考え方が重要だ
と思います。非ロジックで考えるから新しくなるのです。た
だし非ロジックなので納得感が不足します。そこを補うのが
ユーザーの声です。プロトタイプを作り、ユーザーからフィー
ドバックを得ることで足りない部分が補えます。2018年のコ
ンテストで決勝審査に進出したチームが、子育てや会社のチー
ムビルディングなどのテーマを選んでいたのはとても良かっ
たと思います。チーム内にユーザーがいるからです。ユーザー
でしか分からないような、表面に出てこない課題を見つける
ことができます。まさに人間中心のデザイン思考のアプロー
チです。決勝審査のプレゼンテーションを見て、よく言われ
る「Iから生まれてWeにする（自分ごとから生まれて社会の
問題を解決するソリューションにつなげる）」ことが実践でき

ていると感じました。
　IoTイノベーションチャレンジは、インプッ
ト（教育）とアウトプット（コンテスト）の両方
の環境を提供する素晴らしいコンテストです。
もっと多くの企業・団体に参加してもらい、新
価値創造の裾野を広げたいと思っています。
セミナーでの受講したワークショップを社内に
展開した方もいると聞いています。裾野の拡
大にとって、とても重要なことだと思います。
IoTイノベーションチャレンジを行った意味が
ありました。 （談）



7

コンテストと教育を通して、
ビジネスをデザインできる人材を育てたい

IoTイノベーションチャレンジの企画立案、セミナー講師、
審査を担った渡辺博之と中川郁夫の2氏に、狙いや成果、
2019年に向けての抱負を聞いた。技術者は技術力向上に
集中するだけではなく、セミナーやコンテストを通して違
う視点の存在に気づくことが重要だと語る。デジタルに
よる価値創造と成長モデルをセットにして考える人材を
育てたいとする。2019年はスタートアップ企業の経営者
と接する場を設けるなど、セミナーのいっそうの充実を
図る（敬称略）。

—IoTイノベーションチャレンジの開催趣旨について教え
てください。
渡辺：これからの組込み技術者には広い視野とビジネスのセ
ンスが必要とされます。情報処理推進機構が2017年に行っ
た「組込みソフトウェアに関する動向調査」よると、「システ
ム全体を俯瞰できる人材」「ビジネスをデザインできる人材」
の不足が顕著になっています（図）。私も経営者として実感し
ているところです。
　IoTイノベーションチャレンジを企画した意図はここにあ

ります。ET/IoT展では2017年までハッカソンを実施してい
ました。技術力を高める効果は期待できるのですが、どうし
ても手を動かすことに集中しがちです。一歩進んで、技術と
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グローバル

研究者
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研究者

品質管理品質管理
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図　現在および将来的に不足する人材
組込み関連企業の経営者または事業部門責任者は、「システム全体を俯瞰できる人材」「ビ
ジネスをデザインできる人材」が、現在も今後も足りないと考えている。出典：独立行政法人 
情報処理推進機構、「組込みソフトウェアに関する動向調査」調査報告書、2018年３月
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渡辺 博之 
一般社団法人 組込みシステム技術協会 理事、ET事業本部長

（株）エクスモーション 代表取締役
＜略歴＞
横浜国立大学卒業後、メーカー勤務を経て、1996年より組込み分野にお
けるオブジェクト指向技術の導入支援に従事。コンサルタントとしてFA
装置や自動車、デジタル家電など多くの分野において現場支援や人材育成
を手掛ける。2008年9月に（株）エクスモーションを設立し現在に至る。
ETロボコンでは、創設時より本部審査委員長として活動。他に、UMTP組
込みモデリング部会主査、派生開発推進協議会代表

ビジネスを橋渡しできる人材を育成したいと考えました。若
い技術者が実装だけで終わっていいのかという危機感もあり
ました。
　もちろん、ハッカソンからアイデアソンへの衣替えには賛
否両論がありました。JASA（組込みシステム技術協会）が主
催するコンテストがアイデアだけでいいのかという議論もあ
りました。でも中途半端はよくない。アイデアソンとして、ビ
ジネスモデルだけに集中しようと思い切りました。
　とはいうものの、多くの技術者はビジネスモデルをどう書
くかの教育を受けたことがありません。そうした教育も、一
流講師陣によるセミナーを通してちゃんと提供しましょうと
いうのが、IoTイノベーションチャレンジのコンセプトです。
技術者がビジネスに思いを致すようになれば鬼に金棒です。

会社を離れ、多様な人材と交流することが重要
中川：私も渡辺さんと同じことを考えていましたので、企画
立案やセミナー講師のお誘いを受けたときに二つ返事でOK
しました。技術屋が集まると、どうしても技術視点で効率化
やコスト削減といった話になりがちです。そうではなく、課
題を解決するために技術をどのように使うのかが重要になっ
ています。つまり価値創造やソリューション、ユーザーの視
点が今の技術者には求められています。

　でも、そうした視点を持つことは簡単ではありません。違っ
た考え方、視点に触れる機会が少ないからです。ビジネスが
どう変わるのか、社会がどう変わるのか、経済モデルがどう
変わるのかといったことに、技術者が目を向ける機会が必要
です。視点はスキルではないので教えることは難しいところ
があります。自分で意識して訓練することが必要です。その
ためには会社に閉じこもっていてはダメです。強制的でもい
いので業務を離れる機会を作り、外に出て多様な方々と交流
することが大切です。
　IoTイノベーションチャレンジが目指しているのは、今まで
技術に集中していた方が、セミナーやコンテストを通して違
う視点の存在に気づくキッカケを提供することです。例えば、
愛読書が技術書からビジネス書となるといった変化が大切な
のです。人を育てるには時間がかかります、でも気づきが第
一歩なのです。
　エッジコンピューティングが騒がれ、組込み業界には活気
が出てきました。これ自体は良いことですが、一方でエッジ
コンピューティングの要素技術さえやっていけば食べていけ
るという雰囲気が漂い始めました。ここに流されてはダメだ
と思います。システム全体を見通せる人材を育てないと、業
界の未来は暗いと言わざるを得ません。そこにIoTイノベー
ションチャレンジの価値があります。

2019年はベンチャースピリットを育てるセミナーも
—講師、内容とも充実したセミナーがIoTイノベーション
チャレンジの特徴です。お二人とも講師を務められましたが
印象を教えてください。
渡辺：第一線で活躍され、実績を積まれた方が講師を務め、
中身の濃いセミナーでした。受講者からも高い評価を得まし
た。私の話をすごく真剣に聞いてくれていたのが印象に残っ
ています。彼ら、彼女らにもいい刺激になったようです。中
川さんがおっしゃった気づきにつながっていれば、所期の目
的を達成できたことになります。
中川：確かに真剣に受講されていました。自分と異なる考え
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方があるのだと気づかれ、刺激を受けたのだと思います。技
術の“はやりすたり”といった一過性のものではなく、構造変
化に気づいてもらえればと思います。構造変化の影響は何年
も続くもので、ビジネスや社会、生活に大きな影響を及ぼし
ます。この変化に気づけるかどうかが重要です。
渡辺：2018年のセミナーについては、色々なフィードバック
をいただいています。その声を生かして、2019年はスタート
アップ企業の経営者の声を直接聞くセミナーを設けます。期
待してください。
中川：セミナーは幅広くテーマを取り上げ、バランスが良かっ
たですね。充実していたと認識しています。反省点としては、
もっとベンチャースピリットの育つ場にすれば良かったとい
うところでしょうか。スピード感を身に着けて欲しいと思っ
ています。
渡辺：ベンチャー投資家の方々は、口々に「スケーリング」と
いうことをおっしゃいます。その感覚が大切です。線形では
なく指数関数的な成長を求められるのがベンチャーです。
中川：人月ビジネスは言ってみれば線形の世界です。そうで
はない世界があることを、若い技術者には知ってもらいたい。
デジタルによる価値創造と成長モデルをセットにして考える
ことを身に着けてほしいと思います。

プレゼンにはもっと熱量が欲しかった
—決勝審査の際に参加チームが行ったプレゼンテーション
にはどういった印象を持たれましたか。
渡辺：技術的には良かったですね。でも、少し固かった。もっ
と笑顔があった方がよかったと思います。相手に伝える、納
得させるプレゼンとしては改良の余地がありそうでした。
中川：私も全体としては上手だったと思います。練習の成果
が表れていました。ただ、自分たちのビジネスモデルにかけ
る思いをもっと熱く語る熱量があれば良いなという印象を持
ちました。
渡辺：2019年は大学生のチームに、ぜひ参加してほしいです
ね。

中川：私もそう思います。頭の柔らかい、実現できるかどう
か分からないようなアイデアの提案も待っています。

— 2019年のIoTイノベーションチャレンジに向けて、応
募者とスポンサーの方にひとことお願いします。
渡辺：応募者には、日々やっている業務とは全く違う世界を
楽しんでもらいたいですね。セミナーにはとてもいい話が、た
くさん詰まっています。最短の時間で多様な話が聞け、本を
読むよりはずっと効率的です。
　スポンサーにとっては、優れた人材の発掘・育成を支援し
イノベーションに熱心な企業ということをアピールする場に
なります。素晴らしい企画なのでご支援をぜひいただきたい。
中川：先ほども申しましたが、日常業務から離れるのはとて
も大切です。イノベーションを考えるという、別の時間を楽
しんでほしいと思います。これまでとは異なる視点を学んだ
り、自分の視点が変わっていくのを体感してほしいですね。
　IoTイノベーションチャレンジには新しいビジネスを考え
る技術者が集まっています。ビジネスのデザインのヒントが
数多くあります。企業にとって宝の山です。スポンサーには
セミナーの受講資格など、特典が多くあります。多くの企業
にスポンサーとして手を挙げていただきたいと思います。

（聞き手＝ETラボ 技術ジャーナリスト 横田 英史）

中川 郁夫 
（株）インテック プリンシパル
＜略歴＞
1993年 東京工業大学 システム科学専攻修士卒。1993年 株式会社イン
テック入社～研究所でインターネット技術の研究に従事。2002年 株式
会社インテック・ネットコア設立 同社取締役就任。2005年 東京大学よ
り博士（情報理工学）を授与。2012年 Tクラウド研究会（代表: 東京大学 
江崎教授）を設立。 2012年 大阪大学招聘准教授（兼務）。2015年 株式
会社インテック プリンシパル就任（現職） 
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最優秀賞を受賞したのは（株）電通国際情報サービスの
チームkame。同じ部署に所属する人見靖彦、黒田健、宮
城玲子、中山晋一、徳山広士でチームを構成した。この
うち、人見、徳山、中山の3氏にセミナーやコンテストに
関する忌憚ない感想を聞いた（敬称略）。

　IoTイノベーションチャレンジ参加のキッカケを作ったの
は人見だ。実は人見、審査委員長の白坂成功教授が教える慶
応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科で
学ぶ大学院生でもある。白坂教授のFacebookの投稿を見て、
IoTイノベーションチャレンジの存在を知った。会社の業務
とは関係なくデザイン思考やシステム思考を試したくて、さっ
そくチャットツールのSlackを介して部内に声をかけた。こう
して人見、徳山、中山、宮城、黒田の5 人でチームを結成する
ことになった。
　数カ月をかけてビジネスモデルを考えるイベントという立
て付けにも興味があった。デザイン思考がどこまで効果的な
のか時間をかけて検証し、効果を十分に確認してから会社
の業務に展開したいという思いが人見にはあった。この点で
IoTイノベーションチャレンジは、ぴったりのコンテストに思
えた。
　メンバー全員が受講できる5 日間にわたるセミナーとワー
クショップでは、デザイン思考やシステム思考をはじめ、ビジ
ネスモデルを生み出すための基礎知識を習得できる。会社勤

めをしていると接することのない内容が含まれており魅力的
だったという。
　例えば、徳山は「アジャイル開発」の（株）永和システムマ
ネジメント 平鍋健児代表取締役社長のセミナー、中山は「人
間中心設計」のソシオメディア 篠原稔和代表取締役のセミ
ナーに興味を感じたと語る。第一線で活躍する講師陣による
セミナーの内容の充実ぶりに比べると安価な参加費にはとて
も“お得感”があったという。
　
議論を重ね、実体験に根ざしたアイデアに行き着く
　テーマの決定には苦労した。SDGs（国連が採択した持続
可能な開発目標）の17の目標（169のターゲット）から課題を
抽出しIoTを活用したソリューションを企画しなければなら
なかったが、そもそもSDGsに不案内だった。SDGsの勉強か
ら始める必要があったのだ。
　チームkameの「“My Co：そだて”」は、育児中の音声を自
動的にスマホに記録して、乳児の睡眠、排泄、食事、体調など
を見える化した「子育て記録」を作るというもの。例えば、乳
児の成長を家族間で楽しんだり、育児のノウハウを伝達した

音声による子育て記録サービス“My Co:そだて”
kame
（株）電通国際情報サービス

最優秀賞
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り共有したりすることで、育児の負担や不安の軽減を図ると
いった使い方を想定する。同時に、個人情報を削除した育児
記録のビッグデータを離乳食メーカや研究機関に提供するこ
とによるデータ料や、スマホの画面に広告を掲出することに
よる広告料などで売り上げにつなげる。
　こうしたアイデアはどのようなプロセスを経て生まれたの
だろうか。まず部内でワークショップを開き、各自が2～3件
のアイデアを持ち寄り議論したものの、いま一つまとまらな
かったという。ワークショップは数回に及んだという。「技術
志向が強すぎた」（人見）、「技術的に新しいものにチャレンジ
したかった」（徳山）と当時を振り返り反省する。
　こうした過程を経て生まれたのが、「実体験に基づくイン
パクトと情熱」を感じた宮城が提出した子育て支援のアイデ
ア。その後は2カ月強をかけてブラッシュアップした。しか
し議論は迷走気味だったという。「正直、試行錯誤だった印
象がある」（中山）、「優れたビジネスモデルを作り上げるには、
進めていた議論を一度捨てる勇気が必要ということを学んだ」

（人見）。
　メンバーが集まる時間がなかったことも問題だった。昼休
みの時間をやりくりすることで議論を深めたが、1～2週間の
空白期間が生まれたこともあった。「時間的に余裕がある学
生チームにはかなわないかも」（徳山）という不安が頭をよぎっ
たという。

相談会でのアドバイスで、方針を大きく転換
　IoTイノベーションチャレンジでは、セミナー受講後に講師
からアドバイスを受ける相談会を設けている。この相談会で、
チームkameは根底からビジネスモデルの見直しを迫られる
ことになる。実は当初のアイデアは、食器の重さを測って離
乳食をどれだけ食べたかを自動的に記録し、子育ての負荷を
軽くするというもの。
　講師から方向性や課題に取り組む姿勢は評価されたものの、

「育児で楽をするだけではなく、育児を楽しくすることも大切」
と指摘された。「苦労の多い育児を楽なものにしたい」という
のがチームの思いだったが、「役に立つけど局所的な解決に
とどまる」「イノベーションとしては物足りない」ことに気づく。
この気づきから、「おじいちゃん、おばあちゃんを含め、子ど
もの成長を家族で楽しむ」「育児中の人たちが情報を共有し
やすい」ビジネスモデルに行き着く。
　マネタイズについては、データを売るのか、モノを売るの
かなど、かなり議論したという。乳幼児の子育て期間はさほ
ど長くない。短期間しか使わないのにお金を払ってもらえる

のか、儲かるのかといった懸念もあった。一つ言えることは、
子育てから得るデータを集めてビッグデータ化することの希
少性である。これがメンバーの拠り所となった。ちなみ審査
員から質問が出ることを想定し、概算だが収支計算も行い決
勝審査に臨んだ。

若手に体験してほしいセミナーとコンテスト
　最後にIoTイノベーションチャレンジ全体を振り返っても
らった。
　人見は「他流試合をすることで、多くの気付きがあり、視
野が広がった。できれば、ぶっとんだアイデアを出したかった。
日ごろの癖が出て技術の細かい点にこだわり過ぎたのが反省
点」と語る。
　徳山は、「通常の業務は定量的な議論が中心だが、今回は
定性的なことを時間をかけてメンバーと話し合った。おかげ
で人への理解が進み、コミュニケーション力が高まったと感
じる。後になって、あの会話通じてなかったと気づくことも
あった」という。
　中山も、「3カ月みっちり議論したのは貴重な経験だった。
私も人への理解が深まったと感じる。人はどのように考える
のか、それぞれのメンバーの思考の癖にも思いが至るように
なった。会社の仕事は指示系統が明確で、権限も決まってい
る。今回のようにフラットな関係でアイデアを組み立てたこ
とはなく、とても貴重な経験だった」。
　3人が異口同音に指摘するのは、若手層にこそ経験してほ
しいセミナーとコンテストという点である。IoTイノベーショ
ンチャレンジの認知度を高め、参加者を増やすことでアイデ
アの質をさらに高めてほしいという。今後の発展が楽しみと
語る。

目標5. ジェンダー平等を達成し、すべ
ての女性及び女児の能力強化を行う
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チームを変革する！
～リアルタイム感情フィードバックサービス～
KDDIR01
KDDI（株）、（株）KDDI総合研究所

特別賞

摘を受け、方針転換を迫られたのだ。多忙なこともあり、競
合するサービスについての調査が足りないことを4 人は薄々
感じていた。「図星を指された」と振り返る。
　その後は商品企画や研究的アプローチの経験など、各自が
持ち味を適材適所で発揮してビジネスモデルを作り上げ、書
類審査を経て決勝へと駒を進めた。会社のバックアップもあ
り、コンテストの終盤には終日作業に没頭したこともあった
という。残念ながら最優秀賞は逃したものの、「業務を離れ
たテーマに時間をかけて取り組めたのは初めてで、貴重な体
験だった」とコンテストでプレゼンテーションを行った佐藤
は語る。
　5日間にわたったセミナーについては、「理系とは異なる考
え方の枠組みを学べたのが良かった。イノベーティブなもの
の見方についての気づきが多かった」（磯原）、「アイデアを具
現化するときのフレームワークをきちんと学べたし、実際に
手を動かして学んだことを確かめられるワークショップが役
に立った」（美嶋）、「イノベーションを“自分ごと”としてとら
えることができた。セミナーでの体験をもとに、若手を集め
てワークショップも開いた」（栗木）という。

KDDI（株）と（株）KDDI総合研究所で構成したチーム 
KDDIR01が特別賞に輝いた。メンバーの栗木隆太朗、佐
藤優美子、美嶋勇太朗、磯原隆将の4氏にIoTイノベー
ションチャレンジを振り返ってもらった（敬称略）。

　IoTイノベーションチャレンジの存在を知ったのは、セミ
ナー講師を務めるKDDI総合研究所の竹森が社内に展開した
情報だった。テーマやセミナーに興味を持った有志が手を挙
げ、結果としてKDDIとKDDI総合研究所からは3チームがエ
ントリーすることになった。実はこの3チーム、セミナーを受
講してSDGs（国連が採択した持続可能な開発目標）やビジネ
スモデルなどへの理解が深まるなかで、編成を替えることに
なる。SDGsの17目標のどれに興味を感じるかによってチー
ムを再編したのだ。「働き方」というテーマで集まったのが、
栗木、佐藤、美嶋、磯原の4 人だった。
　特別賞に輝いた「リアルタイム感情フィードバックサー
ビス」では、まずビーコンなどで上司と部下の接近度を調べ
る。部下の感情をセンサーで検知し、例えば過度のストレス
状態なら、近づいてきた上司にそのことをフィードバックす
る。こうしてフィードバックされた感情情報と会話情報をサー
バーに蓄積し、社員の健康管理や管理職の研修に役立てる。
　もっとも、ここに至るまでには紆余曲折があった。セミナー
受講後の相談会で当初のビジネスモデルを披露したときに、
講師から「目標設定はいいが、既存サービスが存在する」と指

目標8.働きがいも経済成長も
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＜決勝にあたって＞異なるバックグラウンドや専門性、
食体験を持つ我々が「持続可能なおいしさ」を実現する
ために集結しました。料理に手間をかける人、ささっと
済ませる人。でも「できるなら、おいしいご飯を食べたい」
という想いは共通でした。ただ、それができていないだ

たのが我々アラフォーおじさん集団です。Chelsyという
チーム名は「これまでにない甘い体験をユーザに提供し
たい」という想いを込めており、今回は育児を甘く楽し
いものにするビジネスの創生にチャレンジしています。
＜寸評＞ チームのモチベーションと市場へのインパクト、
価値の妥当性（社会課題を解決しているか、新たな社会
課題を作っていないか）で見るべきものがありました。

けなんです。
我々の提案する“Daseed”は、最新の科学技術・分子ガス
トロミーとIoTとを使って家庭のおいしさを限界突破！ 
日本の誇る「だし文化」を活用して、世界中の人々の「ひ
と味違う」食生活を実現します。
＜寸評＞ 課題設定の新規性、価値の新しさ、技術的な
実現可能性、事業としての成立可能性について高い評価
を得ました。

目標12. 持続可能な生産
消費形態を確保する

aiChild 
～愛で良質な育児と知育～
Chelsy

（株）エクスモーション

＜決勝にあたって＞ 我々は普段は組込みソフトウェア
開発の“技術参謀”として、エンジニアリング技術を活か
したコンサルティングを行っています。そんな我々です
が、エンジニアリングだけでなくビジネス創生の舞台に
活躍の場を拡げたいと思い、その先陣を切るべき集まっ

Daseed 
～だしから芽生えるビジネス～
KDDIR02

（株）KDDI総合研究所

目標4.質の高い教育をみんなに
目標5. ジェンダー平等を達成し、すべ
ての女性及び女児の能力強化を行う
目標10.人や国の不平等をなくそう

入 賞

入 賞
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セミナー・ワークショップ プログラム&サマリー

事務局のメンバーが、5日間にわたったセミナーとワークショップの概要をセミナー会場からレポート

Day 1 
８月２日

9:50

〜

11:05
【講義】

戦略的ビジネスモデリングの
理論と実際

和泉 憲明 氏
経済産業省・
商務情報政策局・
情報産業課 企画官

＜概要＞　テクノロジーは万能ではなく、やりたいことに合ったテク
ノロジーを採用することが重要であり、ITの導入ではなく解決した
いボトルネックがどこなのかを突き止めることが第一である。ビジ
ネスモデリングでは社会全体を考え、モノを作るのではなくそれに
付随する社会課題を解決するという考え方、捉え方をする。

　バックキャスティング、試行錯誤と仮説検証の異なり、敷衍、
サービサイジングなど

11:15

〜

12:30
【講義】

IoTがもたらすビジネスと
市場の構造変革

中川 郁夫 氏 
（株）インテック 
プリンシパル

＜概要＞　スマートフォンがたった10年で世界を席巻したのはなぜ？
という問いから、様々な視点や考え方を明らかにする。昔ながらのヒ
ト、モノ、カネによる経営スタイルから、これらに依存しないビジネス
構造へと移りつつある世の中について海外企業を例に紹介する。イ
ノベーションを捉える際は、世の中はどう変わるのか、どう変えてい
くのか、自分視点ではなく、俯瞰視点で考えることがポイントである。

　俯瞰視点、事業境界の変革、つながりの時代、社会構造の
変革など

13:30

〜

16:30
【ワーク
ショップ】

IoT時代のビジネスモデルを
構築する

小西 一有 氏
特定非営利活動法人
CeFIL デジタル
ビジネス・イノベーション
センター 首席研究員

＜概要＞　イノベーションの成否は、抽出・発見する課題で決まる。
IoTの定義から「繋がる」の意味を考え、全ての目標が相互に関連
し合うSDGsを解説。世の中を俯瞰し、自らが所属する企業（団体）
が社会に対してどのようなインパクトを与えているのかを広く考え、
ビジネスに取り組む時代に変わっている。

　サステナブルカンパニー、デジタルボルテックス、三つのバ
リュー、マッチメーカー、プラットフォームビジネスと補完材など

Day 2 
８月21日

9:50

〜

11:05
【講義】

HCDアプローチがもたらす
IoTビジネスへのインパクト

篠原 稔和 氏
ソシオメディア（株）
代表取締役
NPO法人 
人間中心設計推進機構

（HCD-Net）理事長

＜概要＞　新生児死亡率の高い地域に対する保育器を通した支援
について、デザインやエクスペリエンス、社会通念など様々な観点
から考察。問題や課題に対して机上で考えたものは必ずしも順調
に進まない。現地での気づきは大きい。本当の問題は何かを発見
することが重要である。

　ヒューマンセンタードデザイン、製品開発としてのエクスペリ
エンス、デジタルトランスフォーメーションなど

11:15

〜

12:30
【講義】

IoT時代のアーキテクチャ
設計・評価

鷲崎 弘宜 氏
早稲田大学 グローバル
ソフトウェアエンジニア
リング研究所所長、
教授

＜概要＞　アーキテクチャとは何か、その普遍的な価値について講
義。アーキテクチャドライバ、アーキテクチャスタイル（パターン）、
参照アーキテクチャ、アーキテクチャ設計手法ADD、アーキテクチャ
評価手法ATAM、ケーススタディなどについて解説。

　アーキテクチャ、パターン、参照アーキテクチャ、ADD、
ATAM、センシティビティポイント、トレードオフポイントなど

13:30

〜

14:45
【講義】

デジタルビジネスの潮流と
アジャイル開発

平鍋 健児 氏
（株）永和システムマネジメ
ント 代表取締役社長。

（株）チェンジビジョン 
代表取締役CTO

＜概要＞　アジャイル開発とは何か？スクラムとは何か？を中心に
講義。アンブレラワードとしてのアジャイルを、具体的なアクティビ
ティを例示しながら紹介。イノベーションの中でどうやってソフト
ウェアを作り出すか、知見をどうやって集めるかを解説。

　アジャイル開発、スクラム、イノベーション、半製品、デジタル
とアナログ、日本のオリジナリティなど

15:00

〜

16:15
【講義】

価値と開発コストを勘案した
高度なリリース戦略

森崎 修司 氏
名古屋大学大学院 
情報学研究科 准教授

＜概要＞　価値が大きいとは使った人の満足度が高いことであり、
価値とコストの見積り方法や優先順位付けについての手法を講義。
世代によりスマートフォンのアップデートに対する印象が大きく異
なること、アップデートを受け入れる社会になりつつあると解説。

　ネットワーク効果、MMF（MinimunMarketableFeature）、
継続的開発、ステージド・ロールアウト、リリース戦略など
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Day 3　
9月6日

9:50
〜

11:05
【講義】

IoT時代のモデリング 渡辺 博之 氏
一般社団法人 
組込みシステム技術協会

（JASA）理事、
ET事業本部長

（株）エクスモーション 
代表取締役

＜概要＞　IoT時代はどういうモデリングが求められているかに始まり、
IoT時代のビジネスにはテクノロジーの活用が不可欠で、既存ビジネ
スにテクノロジーが掛けあわされて指数関数的に広がるケースが出
ていることを紹介。またビジネスモデルをどのように考えていくかの
手順や、イノベーションを生み出すためのいくつかの手法を解説。

　CPS（サイバー・フィジカル・システム）、合意形成、説明責任
モデル、価値提案キャンバス、IoTキャンバスなど

11:15

〜

12:30
【講義】

イノベーションを起こす
新時代の事業経営とは？

有馬 仁志 氏
有馬マネジメントデザイン

（株） 代表取締役社長

＜概要＞　ビジネスを作り出し、新しい市場やトレンドを盛り上げ
ていくにあたって、経営者の考え方を理解することが重要。マー
ケットに対してどうするか、ビジネスに役立つかを判断できる情報
を技術者から出していくことが欠かせない。

　モデルベース、共創、学び合い、デジタルトランスフォーメー
ション、デジタルプロデューサー、IoTビジネスキャンバスなど

13:30

〜

14:45
【講義】

IoTエコシステムについて 立本 博文 氏
筑波大学大学院 
ビジネス科学研究科 
教授

＜概要＞　エコシステムという語の始まり（生態学からの輸入）や、
企業間の複雑な関係性において非常に影響度の高いプラットフォー
ム企業はネットワーク効果を利用していることを紹介。IoTエコシス
テムとはデータで繋がっている産業構造である。世界は逆算で動
いていて、技術があるから作るではなく、未来から逆算して生み出す。

　IoTエコシステム、プラットフォーム企業、直接財、補完財、ビジ
ネスエコシステム、予測モデルなど

15:00

〜

16:15
【講義】

技術開発における国際
標準化動向と認証の役割

前田 直樹 氏
DNV GL ビジネス・
アシュアランス・ 
ジャパン株式会社 
代表取締役社長

＜概要＞　スマートフォン普及グラフを用いて、スマホの変遷は、作
るところを重視し、その他を軽視してきた日本企業が追い込まれ
ている現状を象徴すると解説。ビジネスモデルの中の知財や標準
化の役割を解説。標準化をうまく活用すれば成果物の拠り所を
得られるので、設計の最前線にいる技術者自身が標準化への意
識を変えることが重要。

　標準化、国際標準、知財戦略、コンソーシアム標準、デファク
ト標準、認証機関など

Day 4　
9月20日

10:00

〜

17:00
【ワーク
ショップ】

イノベーティブ思考
ワークショップ

広瀬 毅 氏
慶応義塾大学大学院 
システムデザイン・
マネジメント研究科 
特任助教

＜概要＞　今、世界に残っている問題は、問題同士がつながってい
て、システムとして考えなければ解決できない。デザイン思考は個々
のアプローチ手法ではなく、問題解決にアプローチする姿勢＝マイ
ンドセットであり、四つから成る。新しいことは発散と収束のコン
ビネーションでできている。今回のワークショップでは、発散と収
束の様々なワークに取り組みながら、アイディアの出し方、広げ方
を実践で獲得した。

Day 5　
9月21日

9:50

〜

11:05
【講義】

新規ビジネスの推進と
リスクマネジメント

丸山 満彦 氏 
デロイトトーマツ
リスクサービス（株）
代表取締役社長

＜概要＞　リスクマネジメントの国際規格であるISO31000、JISQ
31000:2009を説明。ビジネスにおいては、リスクをどこまで取る
かを合意できていないと議論がかみ合わないこと、リスクとは不確
実性であること、統制、制御、コントロールという三つの言葉の使
い分けを紹介。

　リスクマネジメント、リスクアセスメント手法、リスクコミュニ
ケーション、リスクキャパシティ、UporLoss型、0orLoss型など

11:15

〜

14:45
【ワーク
ショップ】

IoT向けセキュリティ＆
プライバシ対策の実践

竹森 敬祐 氏
（株）KDDI総合研究所 
スマートセキュリティ
グループ マネージャー

＜概要＞　IoT事業者＝個人データ取扱事業者になるため、企画の
早期段階でセキュリティやプライバシーを考える重要性を説く。評
価マップを書いてリスクを考え、例えばリスク分析手順シートを活
用することで事故が起きた際に備える例も紹介。

　 異業種コラボ、セキュリティ、プライバシー、脆弱性、正規別
と認証、ISO27000、GDPRなど

15:00

〜

16:15

参加チーム向け
オリエンテーション

渡辺 博之 氏
一般社団法人 
組込みシステム技術協会

（JASA）理事、
ET事業本部長

（株）エクスモーション 
代表取締役

＜概要＞　参加チームを対象としたオリエンテーションを実施。今
後のスケジュール、相談会、提出資料、審査に関して説明。



森崎 修司
名古屋大学大学院 
情報学研究科 准教授

和泉 憲明
経済産業省 
商務情報政策局 
情報産業課 企画官

篠原 稔和
ソシオメディア（株）
代表取締役、
NPO法人 人間中心設計推進
機構（HCD-Net）理事長

広瀬 毅
慶応義塾大学大学院 
システムデザイン・
マネジメント研究科 
特任助教

小西 一有
特定非営利活動法人CeFIL 
デジタルビジネス・
イノベーションセンター 
首席研究員

丸山 満彦
デロイトトーマツ
リスクサービス（株） 
代表取締役社長

立本 博文
筑波大学大学院
ビジネス科学研究科 教授

有馬 仁志
有馬マネジメント
デザイン（株） 
代表取締役社長

平鍋 健児
（株）永和システムマネジ
メント 代表取締役社長、

（株）チェンジビジョン 
代表取締役CTO

田丸 喜一郎
独立行政法人
情報処理推進機構（IPA）
専門委員

徳田 昭雄
立命館大学
経営学部経営学科 教授

竹森 敬祐
（株）KDDI総合研究所 
スマートセキュリティ
グループ マネージャー

鷲崎 弘宜
早稲田大学 
グローバルソフトウェア
エンジニアリング研究所 所長、
国立情報学研究所 客員教授、

（株）システム情報 取締役
（監査等委員）、
博士（情報科学）

前田 直樹
DNVGLビジネス・アシュア
ランス・ジャパン（株）
代表取締役社長

名古屋大学大学院 情報学研究科 准教授。2001年奈良先端科学技術
大学院大学情報科学研究科博士後期課程修了後、ソフトウェア技術者
として、情報通信企業に勤務する。通信サービス、無線 ICタグシステム
の国際標準化に携わる。2013 年より現職。ソフトウェア開発の効率化
やソフトウェアの高品質化の理論と技法の効果や限界を実際のソフトウェ
ア開発に適用して確かめる実証的ソフトウェア工学を研究の柱とする。

静岡大学情報学部助手、独立行政法人（後に、国立研究開発法人に改組）産業技術総合研
究所（産総研）サイバーアシスト研究センター研究員、産総研情報技術研究部門・上級主任
研究員などを経て平成 29 年 8 月より現職。博士（工学）（慶應義塾大学）。その他、これまで、
東京大学大学院・非常勤講師、北陸先端科学技術大学院大学・客員准教授、大阪府立大学・
文書解析・知識科学研究所・研究員、先端ＩＴ活用推進コンソーシアム（AITC）顧問などを兼
務してきた。現在、情報産業課の企画官として情報サービス産業の政策立案等を担当している。

「Design for Transformation」を標榜するソシオメディア株式会社の代表。同社では、ITとデザイン
に関わる包括的な専門性を用いながら、企業のイノベーションに向けた UX 戦略コンサルティング活動に
注力している。また、理事長を務める人間中心設計推進機構（HCD-Net）では、HCD（Human Cen-
tered Design）・UCD（User Centered Design）、ユーザビリティ、UX（User eXperience）、サービ
スデザイン、デザイン思考などを実践するための専門家認定制度や教育活動を推進している。イノベーショ
ンを実現するための実務者の教育から、欧米の最新動向や研究動向の研究・紹介まで、幅広く活動中。

合同会社 JudgePlus 代表。富士通パソコンシステムズにてプログラ
マーとしてキャリアをスタートし、富士通株式会社を経て、電通ワンダー
マンにて部長兼ストラテジックプランナーを務める。2016 年 3 月に
慶應 SDM 研究科を修了。2017 年 4 月より現職。

山一證券、テレビ朝日、ソニーなどで、IT 企画、ビジネス企画を担当。
大規模プロジェクトのマネジメントを得意としていた。外資系大手 IT リ
サーチ＆アドバイザリ企業ガートナーでは、国内 CIO に経営とITとの関
係、デジタルイノベーション領域のアドバイザーとして10 年以上のキャリ
アを持つ。 専門領域：CIOの課題、ビジネス戦略とIT戦略の融合、イノベー
ション、デジタルビジネス。国立大学法人 九州工業大学 客員教授

有限責任監査法人トーマツに入社後、会計監査に従事。1998 年より2000 年まで Deloitte
のデトロイト事務所に勤務。製造業グループ他米国企業のシステム監査を実施。帰国後、リス
クマネジメント、コンプライアンス、情報セキュリティ、個人情報保護関連の監査及びコンサルティ
ングに従事。経済産業省の情報セキュリティ監査研究会、情報セキュリティ総合戦略策定委員
会、個人情報保護法ガイドライン策定委員会他、国土交通省、厚生労働省の情報セキュリティ
関連の委員会等の委員、日本情報処理開発協会 ISMS 技術専門部会等の委員を歴任。

1998 年東京大学経済学部卒。東京大学、MIT 客員研究員等を経て、
2012 年より筑波大学にて教鞭を取り、現在に至る。専門は、経営戦
略論、技術経営論、国際経営論。企業の国際競争力構築に興味を持
つ。近年はオープン標準戦略やプラットフォーム戦略を研究。

1959 年長崎県生まれ。国内機器メーカーで制御系システム開発、産業用ロボット開発や組込み
OS（iTRON）開発を担当。家電・産業用組込みソフトウェアを提供するWindRiverSytems 社、
Integrated Systems 社の技術部長などの上級管理職を歴任。2000 年に組込み Linux のディ
ストリビューションを提供するMontavista Software Japan社を設立し代表取締役社長に就任、
2006 年より自動車向け制御装置開発ツールを提供する dSPACE Japan 株式会社 代表取締役
社長に就任、退任後 2015 年 5月に有馬マネジメントデザイン株式会社を設立、代表を務める。

UML エディタastah*（旧 JUDE）の開発等、20 年以上ソフトウェア
開発を経験、うち10 年のアジャイル開発経験をもち、開発現場をよ
り生産的に、協調的に、創造的に、そしてなにより、楽しく変えたい
と考えている。著書『アジャイル開発とスクラム～顧客・技術・経営を
つなぐ協調的ソフトウェア開発マネジメント』、など多数。

1981年慶應義塾大学工学研究科博士課程修了。工学博士。同年、（株）東芝
入社。半導体技術研究所、本社技術企画室などを経て、2004 年より独立行
政法人情報処理推進機構（IPA）の活動に従事。現在、国立大学法人九州工
業大学客員教授、（一社）WSN-ATEC 理事長、（一社）ディペンダビリティ技
術推進協会副理事長、（一社）スキルマネージメント協会顧問などを務める。

2000 年 立命館大学経営学研究科修了（博士号：経営学）。立命館
大経営学部助教授、英国 Reading University 客員研究員、独国
RWTH Aachen University, School of Business and Econo-
mics 博士研究員、仏国 EHESS 客員研究員を経て現職。現在の研
究対象は、オープンイノベーション論をベースとした日米欧の技術イノ
ベーション政策およびエコシステム形成プロセスの分析。

1996 年 慶應大学 理工学研究科 修士了。同年、現在の KDDI/
KDDI 総合研究所へ入社。2004 年 慶應大学 理工学研究科 博士了

（社会人ドクター）。2000 年からインターネットセキュリティ、2010
年からスマホセキュリティ、2014 年から IoT セキュリティに取り組む。

ソフトウェア、情報システムの研究、教育、社会実装に従事。IEEE CS Japan Chapter 
Vice-Chair, SEMAT Japan Chapter Chair, IPSJ SamurAI Coding Director, ISO/
IEC/JTC1/SC7/WG20 Convenor, CSEE&T 2017 PC Co-Chair, COMPSAC 2018 
Local Chair, APSEC 2018 PC Co-Chair ほか。著書・訳書に『ソフトウェアパターン』

『演習で学ぶソフトウエアメトリクスの基礎』『初級ソフトウェア品質技術者資格試験（JCS 
QE）問題と解説』『ゴール & ストラテジ入門 : 残念なシステムの無くし方』ほか。

1962 年 兵庫県丹波市生まれ。1987 年 九州大学大学院工学研究科
修了。川崎重工業（株）船舶事業本部開発部にて流体設計・開発。ロ
ンドン事務所駐在後、基本設計部にて基本計画業務に従事。2000
年 DNVGL 入社。以後、品質監査業務と同時に、マーケティング＆セー
ルス部長、KCM 部長等を歴任。2010 年より現職。

審査員/講師 紹介

主催
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企画：
IoTイノベーションチャレンジ実行委員会
事務局：
IoTイノベーションチャレンジ事務局
問い合わせ先：
https://www.iot-innovation-challenge.
net/contact


