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2023年
テーマNo.

サブカテゴリー 研究テーマ名

A 社会課題研究
A-01 医療・健康 ITを利用したこれからのヘルスケアを考えてみる
A-02 少子・高齢化社会 高齢化社会を豊かにするIT (★)

A-03 少子・高齢化社会 保育・育児を支えるITを活用したサービス
A-04 食 農業改革へのIT適用の検討
A-05 食 食品ロス・食料廃棄の削減に向けて
A-06 環境問題 ITを活用した環境への貢献や資源の有効利用について考える
A-07 環境問題 ITを活用し環境課題を可視化する
A-08 公共インフラ キャッシュレス社会に向けた現状と未来
A-09 公共インフラ 多発する自然災害への対応
A-10 公共インフラ データドリブンな都市OS上の新たな公共サービス
A-11 教育 デジタルを活用した子供たちへの教育機会の格差是正
A-12 教育 リカレント教育の機会提供 (★)

A-13 教育 メタバースを活用した体験型学習の高度化 (★)

A-13-S
(四国開催)

教育 メタバースを活用した体験型学習の高度化 (＊)

B 技術探求
B-02 AI&クラウド ハイブリッドクラウド環境の効果的な管理・運用技法
B-03 AI&クラウド 業務システムにおけるAI（機械学習・ディープラーニング）の現実的な適用

B-04-S
(四国開催)

AI&クラウド アプリケーション開発におけるクラウドAIの有用性と課題 (＊)

B-05 AI&クラウド 業務データに対するデータサイエンス(分析/機械学習)の現実的な適用
B-07 AI&クラウド AIはこころを持てるか
B-08 SW Engineering 最高の金融体験の追求 ～本当に欲しい金融サービスとは～
B-09 量子コンピューター 量子コンピューターの活用研究　－機械学習・量子化学計算・組み合わせ最適化への適用－
B-11 先進技術 メタバース技術に関する未来的考察

C 情報システム研究
C-01 システム企画・開発 Web3時代の企業情報システムを考える
C-04 プロジェクト管理 デザインシンキングを取り入れたプロジェクト計画
C-05 プロジェクト管理 アジャイル開発におけるプロジェクトマネジメント
C-06 ITインフラストラクチャー レガシーシステムのモダナイゼーションをどう進める?
C-07 ITインフラストラクチャー メインフレーム若手技術者の広場
C-08 ITインフラストラクチャー IBM i 技術者の広場
C-09 セキュリティー ハイブリッドクラウド環境・マルチクラウド環境におけるセキュリティー

D ビジネス変革
D-02 ビジネス戦略全般 メタバースがもたらす営業変革と新たな営業戦略を考える
D-04 ビジネス戦略全般 デジタル技術がもたらすアートやスポーツの新しいカタチ
D-05 組織・人材 DXを会社全体に浸透させるための組織・人材・文化の在り方
D-06 組織・人材 業務効率向上とワークライフバランス向上の”バランス”
D-08 組織・人材 メタバースを活用したチームコミュニケーションの可能性
D-09 組織・人材 イノベーションを生み出す企業カルチャー醸成にIT・デジタル技術はどう貢献するか

＊ 四国の企業の皆様との研究活動をご希望の方
★ IBM OB/OGの皆様は星マークのあるテーマにお申込みいただけます。



2023年
テーマNo.

サブカテゴ
リー

研究テーマ名
活動参加
対象者

概要 期待される研究成果

A-01 医療・健康
ITを利用したこれからのヘルスケ
アを考えてみる

テーマに興味のある方

医療費は現在も増え続け、今後も拡大が予想されることから、将来の社会保障にとって大
きな問題となります。高齢者の医療、高額医療問題、病院・医師の不足、地域格差、そし
て、在宅療養での遠隔にいる看護者や家族との連絡・連携など多くの問題があります。こ
れからの時代、最適なヘルスケアとは何か、それをどのようにしてIT技術・サービスが支
えていくか検討し、提言します。

ITを活用した最適なヘルスケアの方法

A-02
少子・高齢化
社会

高齢化社会を豊かにするIT (★) テーマに興味のある方

高齢化社会が進む中、社会生活におけるIT利用の機会は増々多くなっています。高齢者に
とっての身体面、精神面、交流などの社会的な側面を支える人生100年時代のセカンドラ
イフを豊かにするITシステムとは、について議論します。世界に先駆けて高齢化が進む日
本の中で、高齢者それぞれの暮らしと幸せとそれを支える情報技術を考察します。

高齢者のIT利活用推進策、デジタルデ
バイドへの対応策、多世代コミュニ
ティの共助を促すITシステム、など

A-03
少子・高齢化
社会

保育・育児を支えるITを活用した
サービス

テーマに興味のある方

ベビテック/ベビーテックと呼ばれる領域に関しては、近年、ITを活用したサービスが注
目され始めてはいますが、保育や子育てでITソリューションを使っているケースは多くあ
りません。反面、自分の意志が明確に伝えられない乳幼児の時期は、ITを活用したサービ
スは相性が良く、効果的なIT技術の活用に期待が持てます。そのようなIT技術を使って、

             保育や子育てをより安心・安全に、そして負担を軽減する方策について研究します。

保育・育児へのITソリューション適用
に関する提言

A-04 食 農業改革へのIT適用の検討 テーマに興味のある方

高齢化、就労人口の減少や耕作放棄地の拡大が課題となっている日本の農業。
スマート農業やアグリテックの言葉で代表されるAI、IoT、ロボットやドローンなどを利
用した新しい農業の形が脚光を浴びています。一方で産業界と比較して必ずしも進んでい
ない適用分野も多く、さらなるITの利活用を推進することがイノベーションにつながりま
す。農業を志す人が増えるような新しい形の農業を研究します。

日本の農業を復活させるための提言

A-05 食
食品ロス・食料廃棄の削減に向け
て

テーマに興味のある方

「2030年までに、お店や消費者のところで捨てられる食料（一人当たりの量）を半分に
減らす。また、生産者からお店への流れのなかで、食料が捨てられたり、失われたりする
ことを減らす」はSDGsの目標の一つです。途上国では、飢えに苦しむ人が多くいる一方
で、私たち先進国では食品ロスが大きな問題となっています。当研究会では、食品ロス、
食料廃棄をいかに削減できるかについて、検討します。

ITを活用した食品ロス、食料廃棄の削
減方法

A-06 環境問題
ITを活用した環境への貢献や資源
の有効利用について考える

テーマに興味のある方

GX(グリーントランスフォーメーション)が新たな経営の価値観となり、カーボンニュート
ラルを目指す社会での再生可能な資源の有効利用が企業にとって重要な課題となっていま
す。当研究では、これらの課題を解決するため、ブロックチェーンやメタバースなど様々
なIT技術を活用した環境問題解決への貢献について、事例などを通じて、検証・検討しま
す。

ITを活用した環境問題を解決する資源
の有効利用の施策についての提言

A-07 環境問題 ITを活用し環境課題を可視化する テーマに興味のある方

社会が環境問題を解決する第一歩は問題領域を特定し、状況を整理し、可視化、共有する
こと。気候リスク管理、炭素排出量の管理、人体への健康リスク管理、など、対象領域は
幅広く、一つ一つが重要なテーマとなっています。本研究ではサステナブルな社会を構築
するために、重要となる対象領域を特定し、ITを利用してその状況を可視化し、継続的に
モニタリングするための検証を行います。

環境問題の可視化に関する検証手法

A-08 公共インフラ
キャッシュレス社会に向けた現状
と未来

テーマに興味のある方

2021年の日本のキャッシュレス決済比率は32.5％と過去最高の伸び率でした。日本政府
はキャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度、将来的には世界最高水準の80％ま
で上昇させることを目指し、キャッシュレス決済の推進に取り組んでいます。また、QR
コード決済など非接触による新たな決済手段の利用が広がっている反面、セキュリティー
に関する不正事案も発生しています。安全・安心なキャッシュレス決済サービスをいつで
も誰でも利用できることが期待されています。本研究ではキャッシュレス決済を取り巻く
現状・課題や技術動向を調査するとともに、今後の普及拡大に向けた展望や提言を検討し
ます。

キャッシュレス社会の未来を見据えた
社会や企業に対する提言

A-09 公共インフラ 多発する自然災害への対応 テーマに興味のある方

異常気象などによる自然災害が多発しています。地震、台風による被害、大雨による河川
の氾濫など、日本だけではなく世界的な問題になっています。自然災害は未然に防ぐこと
は困難です。また被災する前の準備の重要性も言われています。本研究テーマでは、自然
災害は発生することを前提に、災害をいかに防げるか、また災害発生時の対応を効率良く
行い、被害を受ける人の数や経済の損失を軽減するためにITに何ができるかを議論しま
す。

ITを活用した自然災害対策への提言

A-10 公共インフラ
データドリブンな都市OS上の新
たな公共サービス

テーマに興味のある方

日本の国全体のDX促進への期待が高まりつつあり、各地方自治体においてもDXは加速す
るものと想定されています。持続可能なまちづくりを目指して、住民の暮らしやすさ、ま
た、地方経済の発展などを目指したデータドリブンの都市OS構築がフォーカスされてき
ます。当研究では、未来に向けた新たな公共サービスのDXが各地方自治体にもたらす”価
値のある進化”について研究します。

住民、地方自治体、関連する人々が双
方に価値を感じるユースケース案

A-11 教育
デジタルを活用した子供たちへの
教育機会の格差是正

テーマに興味のある方

新型コロナで顕在化した遠隔教育システムの未整備、また教育の地域格差、経済状態によ
る教育機会の格差は大きな問題となっています。一方、コロナ禍においても遠隔教育の環
境を素早く整えた国も存在するなど、教育機会の格差是正にはITの活用が必須と考えられ
ています。すべての子供たちが公平で質の高い教育を受けることができるよう、当研究会
では、デジタル価値を最大限に活用した、子供たちへの教育格差の是正について議論しま
す。

デジタルを活用した、子供たちへの教
育機会格差の是正への提言

A-12 教育 リカレント教育の機会提供 (★) テーマに興味のある方

平均寿命が⾧くなり、働き方が多様化する中、社会人になっても教育の機会を求める人が
多くなっています。変化し続ける社会に対応するため、学び続けたいという声は今後ます
ます強くなっていくと考えられます。教育の機会は、人生の初めで終わるものではなく、
生涯続くべきものです。「学び直し」「リスキリング」は豊かな人生を送るための重要な
要素となっています。IT・デジタルを利用した効率的なリカレント教育とは?について、
当研究を通じて検討していきます。

ITを活用したリカレント教育の提供の
方策

A-13 教育
メタバースを活用した体験型学習
の高度化 (★)

テーマに興味のある方

人間の学習方法の発展過程（見る・真似るー読む・聞くー動画を見る・聴くー体験する）
を見た時、現代社会においては動画により学ぶことが潮流になっています。これからの学
習はいかに体験して学ぶかがテーマとなり、だれでも希望すれば体験学習ができる世界の
実現を目指すには、メタバースに更なる工夫が必要です。本研究では、現在の教師と生徒
間の”Face to Face”による学習スタイルから、より社会に役立つメタバース学習モデルを
考察します。

メタバース学習モデル構築への提言

A 社会課題研究
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A-13-S
（四国開催)

教育
メタバースを活用した体験型学習
の高度化 (＊)

テーマに興味のある方

人間の学習方法の発展過程（見る・真似るー読む・聞くー動画を見る・聴くー体験する）
を見た時、現代社会においては動画により学ぶことが潮流になっています。これからの学
習はいかに体験して学ぶかがテーマとなり、だれでも希望すれば体験学習ができる世界の
実現を目指すには、メタバースに更なる工夫が必要です。本研究では、現在の教師と生徒
間の”Face to Face”による学習スタイルから、より社会に役立つメタバース学習モデルを
考察します。

メタバース学習モデル構築への提言

B-02 AI&クラウド
ハイブリッドクラウド環境の効果
的な管理・運用技法

サーバー運用経験者（ハ
イブリッドまたはマルチ
クラウドの運用経験者が
望ましい）

昨今、日本の多くの企業がサーバー環境として「ハイブリッド環境」「マルチクラウド環
境」を採用するケースが増えてきています。一方で、ハイブリッド・マルチクラウドを採
用したが、効率的な管理・運用に課題を抱えている企業も多くあります。本研究では、ハ
イブリッド化・マルチクラウド化が急速に進んでいる国内IT市場において、理想的なクラ
ウドを実現させるため、企業が導入するクラウド環境の課題を幅広く捉え、IT基盤の管理
運用はどうあるべきかを技術的に掘り下げます。

ハイブリッドクラウド・マルチクラウ
ドを効率的に運用・管理するための課
題を整理し、企業が導入する効果的な
クラウド環境の管理・運用を提言

B-03 AI&クラウド
業務システムにおけるAI（機械学
習・ディープラーニング）の現実
的な適用

業務システムでAI（機械
学習・ディープラーニン
グ）を活用したいと考え
ている方

IBMの"Watson"をはじめとしたAIはすでに多くの企業が業務システムへの組み込みを行
なっています。ただし、イメージ先行で現実的に適用していくとなると膨大な予算が必要
になったり、実際に何をすればよいかよく分からないという現状もあります。本研究で
は、AIを使った代表的な業務システムの事例（例:問合せ応答システムやマッチングサー
ビス、異常データ検知や不正取引検出のようなプロセスなど）を題材に、AI技術を現実的
に適用する際に必要となる手順や課題、適用した効果について考察します。

業務システムにAIを適用していく際の
手順や効果検証、および課題を抽出し
その対策などを提言

B-04-S
(四国開催)

AI&クラウド
アプリケーション開発におけるク
ラウドAIの有用性と課題（＊）

ＡＩ（人工知能）の社内
適用をご検討の方

機械学習による予測分析や自然言語処理、画像・音声認識などの人工知能(AI)技術を手軽
に使える「クラウドAI」の登場で、業務システムやアプリケーションの作り方が変わりま
した。例えば、チャットボットや音声のテキスト化サービスなどがあります。当研究で
は、クラウドAIサービスを利用したアプリケーション開発の事例、問題・課題について考
察します。「クラウドAI」とは、IBMの「Watson」のほか、アマゾン・ウェブ・サービ
ス（AWS）の「Amazon Machine Learning」、マイクロソフトの「Azure Machine
Learning」など、最先端のAI技術をWeb上で簡単に利用できるサービスです。

以下の事項を研究の成果として提言
- クラウドＡＩサービスの利活用場面
の想定案や実例
- クラウドＡＩサービスを活用したア
プリケーションの開発方法
- クラウドＡＩサービスによって引き
起こされる問題や課題、および対策案

B-05 AI&クラウド
業務データに対するデータサイエ
ンス(分析/機械学習)の現実的な
適用

テーマに興味のある方

DXがさらに促進する社会においてデータ分析や機械学習の特性を理解し、大量かつ多様
な業務データに対して様々な新しい技術を利用することはより重要性を増しています。業
務データに対するデータサイエンスへの学びを深めることで、データ活用の成功を妨げる
要因と現実的な課題解決方法を研究します。

DX社会における新たなデータ活用につ
いて提言

B-07 AI&クラウド AIはこころを持てるか テーマに興味のある方

近年のAI技術は、ビッグデータと結びつくことで膨大な情報を学習し、コンピュータなら
ではの高速処理により膨大な数の経験を通じ、瞬時に意思決定を下すことができるように
なりました。人間の感情を理解し適切な表現も行えると言われています。また脳科学の研
究分野もAIに応用されようにもなって来ました。これらの進歩の末に果たして「コン
ピュータは心を持てるのか」という疑問に答えは見出されるのでしょうか?我々にとって
「心」とはなんでしょうか。何が実現できれば「心を持てた」と言えるでしょうか。AIが
心を持つのにロボットの身体は必要でしょうか。心を持ったAIは社会に、私達にどう貢献
していくのでしょうか?これらの課題に対し「技術的側面」から将来の可能性を探ってい
きます。

AIはこころを持てるか、に対する技術
的アプローチによる考察

B-08
SW
Engineering

最高の金融体験の追求 ～本当に
欲しい金融サービスとは～

金融デジタルサービスに
興味のあるすべての方
（ビジネス・IT・その
他）

あらゆるサービスにおいてユーザー体験の重要性が叫ばれる中、金融サービスにおいても
例外ではありません。本研究会では貯金や支払、借入、運用、保険契約などの金融取引の
切り口、または買い物、旅行、エンタメなど消費活動の切り口でテーマを絞り込み、テー
マにおける最高のユーザー体験を追求し、デザインを行います。その上で、IBMの金融デ
ジタルソリューションであるDSPを活用した、ユーザー体験の実現方式を研究し、デモア
プリケーションの開発を目指します。
ビジネス的・技術的制約の枠にとらわれず、自身が本当に欲しい・使ってみたいと思う
サービスを一緒に追求していきましょう。

デザインシンキングなどユーザー中心
の付加価値を創造する手法について実
践を通じて身につけられるほか、プロ
ダクトビジョンから体験やフィー
チャーへの落とし込み、またそれらを
実現するための具体的な技術の活用方
法や開発手法について習得することを
目指します。成果物としてはサービス
デザインの企画書、概念アーキテク
チャー設計書、デモアプリケーション
などを想定しています。

B-09
量子コン
ピューター

量子コンピューターの活用研究
―機械学習・量子化学計算・組み
合わせ最適化への適用－

機械学習に関心のある
方、および量子コン
ピューターに関心のある
方

2021年日本初・アジア初となるゲート型商用量子コンピューター「IBM Quantum
System One」が稼働を開始しました。量子コンピューターは、ますます、様々な分野で
の活用が期待されています。応用分野として期待されている領域が機械学習・量子化学計
算・組み合わせ最適化です。これらの分野における量子コンピューターを使ったアルゴリ
ズムの調査、実際のプログラミングを行い、社会問題への適用について研究します。 同
じく注目されている量子化学計算、最適化計算分野への研究も歓迎します。

量子コンピューターの機械学習・量子
化学計算・組み合わせ最適化への適用
について、理論、実装について研究、
提言、普及活動。
参加者は、量子コンピューターの専門
技術分野についての知識・スキルを習
得します。

B-11 先進技術
メタバース技術に関する未来的考
察

テーマに興味のある方

技術革新はますます加速しています。Web3の時代に必要とされる様々な技術、xR、AI、
3Dモデリング、IoT、ブロックチェーン、NFT等の技術は、今後、どのように発展する
か、また、それによりメタバース空間やメタバースシステムはどう進化していくのでしょ
うか。本研究では、特に現在のメタバースを超える未来のメタバースについて、技術革新
の観点から考察します。

メタバース関連技術の進化予測とそれ
によってもたらされる未来社会につい
ての技術的観点からのまとめ

B 技術探求

＊ 四国の企業の皆様との研究活動をご希望の方
★ IBM OB/OGの皆様は星マークのあるテーマにお申込みいただけます。

＊ 四国の企業の皆様との研究活動をご希望の方
★ IBM OB/OGの皆様は星マークのあるテーマにお申込みいただけます。
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C-01
システム企
画・開発

Web3時代の企業情報システムを
考える

情報システムに関連する
技術者、開発者など

Web3で注目される様々な技術や手法、xR、NFT、DAO、ブロックチェーン等と従来の企
業情報システムはどのように融合し、活用の幅を広げていくのか。本テーマでは、社会・
経済に大きな変化をもたらす新技術や新たな活用方法を学びつつ、現在の企業情報システ
ムや、今後のプラットフォームへの展開について研究します。併せて、エンターテイメン
トだけではないビジネス領域におけるメタバースの開発者、利用者として必要となるスキ
ルも考察します。

Web3時代の情報システム考察まと
め・必要となるスキルのまとめ

C-04
プロジェクト
管理

デザインシンキングを取り入れた
プロジェクト計画

企画担当者などテーマに
興味のある方

デザインシンキングでは、プロセスを繰り返してシステムが構築されるため、最初の要件
定義に従って開発を行う形態のプロジェクト計画では運営できません。一方で、繰り返す
ことによりスコープの拡大や品質の不安定さが出る可能性もあります。ビジネスに活用す
ればイノベーションを起こせるのではと大いに期待されている手法であるデザインシンキ
ング。その利点を活かしかつ、マネージ可能なプロジェクト計画の策定方法を研究しま
す。

デザインシンキング の真の活用方法と
価値を提言

C-05
プロジェクト
管理

アジャイル開発におけるプロジェ
クトマネジメント

プロジェクトマネー
ジャー経験者、又は、
プロジェクトマネー
ジャーを目指す方

アジャイル開発は、ウォーターフォール、プロトタイプ、スパイラル等と同様に、「開発
手法」の一つです。当然、開発手法には、プロジェクト特性によって向き不向きがありま
す。そのような中で、昨今アジャイル開発への注目度が上がって来ており、大規模開発に
於いてもアジャイル開発を採用するケースが見受けられます。しかし、一部のプロジェク
トマネージャーにおいては、スパイラル開発と混同してマネジメントし、スケジュールの
遅延やコスト増に至るケースも見受けられます。本研究では、アジャイル開発に向いてい
るプロジェクトの明確化、アジャイル開発の様々な開発手法(スクラム etc.)の適正な利活
用、そしてアジャイル開発ならではの理想と現実のGAPを洗い出し、どのようなプロジェ
クト管理を実施して行くべきかを導き出します。

以下の事項を研究成果として提言す
る。
- アジャイル開発に向いているプロ
ジェクト特性の明確化
- プロジェクトに於いて起こりうるリ
スクの洗出し(理想と現実のGAP)
- アジャイル開発時のプロジェクト管
理の有り方・ドキュメント最適化など
の提言

C-06
ITインフラス
トラクチャー

レガシーシステムのモダナイゼー
ションをどう進める?

システム企画部門、およ
び、メインフレームシス
テムの担当者

レガシーシステムは、重要なインフラとして最適化を繰り返してきていますが、オープン
化への施策に課題を持っている方も多いのではないでしょうか。レガシーシステムのモダ
ナイゼーションをどう進めるのが良いのか、何を変えず、何を変えるべきなのか、など多
角的な側面から現状の課題とモダナイゼーションのアプローチ手法を研究します。

レガシーシステムのモダナイゼーショ
ンに取り組むにあたっての課題を明ら
かにするとともに、モダナイゼーショ
ンへのアプローチ・手法について研
究、提言

C-07
ITインフラス
トラクチャー

メインフレーム若手技術者の広場
メインフレーム関連の業
務に携わっている若手技
術者の方

比較的シニアな技術者が多いメインフレームの現場でどうしても孤立しがちな若手技術者
が集り、「キャリア相談」や「スキル習得方法」、「こんな時、みんなはどうしてる?」
など本音トークを交えながら最新のスキル習得と情報交換を行います。 "ジェネレーショ
ンZ（Z世代）"とも呼ばれる皆さまこそが、将来のメインフレームを背負っていく技術者
です。積極的な参加をお待ちしています!

メインフレーム技術者不足の解消だけ
でなく、若い世代がメインフレームの
特⾧や違いを理解すること。また、
SNSなどを使って情報発信していける
ような機会も提供します。

C-08
ITインフラス
トラクチャー

IBM i 技術者の広場
IBM i 関連の業務に携わっ
ている技術者の方 (ご経験
年数が⾧い方も短い方も)

IBM iをご利用中の企業の多くは、経験豊富なベテラン技術者により支えられており、若
手技術者の育成や世代交代が重要な課題となっています。この研究では、IBM iのシステ
ムを構築、開発、運用する際、後継者へスキルを継承するためには何が必要なのかを考察
し、スムーズに技術継承を進めるために有用な技術情報や考慮点などを研究します。（成
果物の例:IBM i 技術情報の収集方法、RPG開発の勘所、印刷、バックアップなど日次運
用管理の考慮点のガイドブックなど）

IBM i をご利用の企業の人材育成や技
術継承をスムーズに進めるための対策
（成果物の例:IBM i 技術情報の収集
方法、RPG開発の勘所、印刷、バック
アップなど日次運用管理の考慮点のガ
イドブックなど）

C-09
セキュリ
ティー

ハイブリッドクラウド環境・マル
チクラウド環境におけるセキュリ
ティー

ハイブリッドクラウド環
境・マルチクラウド環境
に興味がある方

オンプレミスからクラウドへのサーバー移行（リフト）は徐々に浸透してきており、基幹
系システムの重要データ等もクラウド上に配置されることも珍しくありません。一方で、
クラウドは利便性の高さから、設定ひとつで外部への接続経路を構築できる等のセキュリ
ティー事故リスク等も懸念されます。また、ITシステムの変化のみならず、人々の働き方
が多様している中での新たなセキュリティー対応も求められています。この研究では、ク
ラウド利用が加速する現在において、改めて、ハイブリッドクラウド環境・マルチクラウ
ド環境におけるセキュリティー対策指針を整理・提案します。

ハイブリッドクラウド環境・マルチク
ラウド環境におけるセキュリティー対
策（デファクト・スタンダード）の提
案、クラウドメリットを活かした利便
性ある環境と両立するセキュリティー
対策の指針を提言

D-02
ビジネス戦略
全般

メタバースがもたらす営業変革と
新たな営業戦略を考える

営業部門/マーケティング
部門の責任者及び担当
者、テーマに興味のある
方

コロナ禍が人々の暮らしを一変させ、リアルとバーチャルのハイブリッド型のコミュニ
ケーションスタイルが定着しつつあります。Web3やメタバースなどの新領域に注目が集
まる中、これらの手法や技術がこれからの営業戦略にどのような影響を与えるのか。顧客
への新たな体験を顧客目線から考えると共に、顧客との接点を増やし、案件の勝率を高め
るための具体的かつ効果的な営業戦略とそれを支えるITについて考えます。

メタバースを活用した効果的・効率的
な営業戦略

D-04
ビジネス戦略
全般

デジタル技術がもたらすアートや
スポーツの新しいカタチ

テーマに興味のある方

NFTアート等の盛り上がりの背景から、デジタル技術が芸術に新たなビジネス領域を生み
出しつつあります。また、ボリュメトリックスの進化は人々に新たなスポーツの楽しみ方
を提供しています。これからのデジタル技術の進展はアートやスポーツの分野にどのよう
な新鮮な視点を持ち込み、また、私たちの文化的生活をより豊かにするのでしょうか?本
研究では、デジタル技術と芸術やスポーツとの融合による新たな市場と文化について考察
します。

デジタル技術と芸術やスポーツとの融
合による新たな市場と文化への考察

D-05 組織・人材
DXを会社全体に浸透させるため
の組織・人材・文化の在り方

役員、経営企画担当者、
教育研修担当者を問わず
会社全体の改革に興味の
ある方

パンデミック以降、企業におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX) の取り組み
は加速されましたが、その一方で意識共有の困難さやDX人材不足などの課題は継続して
存在しています。DXを担う部門を超えて、会社全体でDXを浸透させて大きな業務改革を
実現するための方法やリーダーシップについてを検討します。

組織のあるべき姿、DX人材定義、企業
カルチャー変革などの要点

D-06 組織・人材
業務効率向上とワークライフバラ
ンス向上の”バランス”

働き方改革に興味がある
方

リモートワークの浸透や働き方の多様が進みつつありますが、依然として、日本人の残業
時間は⾧く、労働生産性は先進国と比べて低いと言われています。このような中、各企業
においては、社員一人一人のワークライフバランスを考慮しながら、組織全体の業務効率
向上を目指す時代となりました。ともすると反目しそうなこの2つの観点をどのように”バ
ランス”をとりながら、働き方改革を実現していくか。本研究では、目指すべき姿の設定
と現状の課題、解決のための具体的施策を研究します。

時代に即した新しい働き方のあるべき
姿と改革への具体的施策

C 情報システム研究

D.ビジネス変革

＊ 四国の企業の皆様との研究活動をご希望の方
★ IBM OB/OGの皆様は星マークのあるテーマにお申込みいただけます。
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D-08 組織・人材
メタバースを活用したチームコ
ミュニケーションの可能性

テーマに興味のある方

メタバースに期待が寄せられていますが、実際にVR空間を利用しても、Web会議などに
対するメリットをあまり感じない現状があります。今後、メタバース空間ならではのコ
ミュニケーション領域を見出せるか、また、新たな技術やシステム組み込みについてはど
のような可能性があるのでしょうか。本研究を通じて、これからのリモートワーク・チー
ムワークの効果・効率向上を考察します。

メタバースを活用したチームコミュニ
ケーション方法

D-09 組織・人材
イノベーションを生み出す企業カ
ルチャー醸成にIT・デジタル技術
はどう貢献するか

テーマに興味のある方

多くの企業が新しい事業を生み出すことに苦戦しています。新たなイノベーション領域へ
チャレンジしている企業はどのようなカルチャーを持っているか、また、そのカルチャー
醸成にITやデジタル技術はどのように役立っているのでしょうか。本研究では、イノベー
ションを加速し、新規事業を考案、実践するためのIT利活用を中心に議論します。

イノベーションを加速し、新規事業を
考案、実践するためのIT・デジタル技
術利活用への提言

＊ 四国の企業の皆様との研究活動をご希望の方
★ IBM OB/OGの皆様は星マークのあるテーマにお申込みいただけます。


