2022

新 し い 試 み とし て、
VR を活用し大阪城と
その周辺をイメージし
た 3D 空間での視聴体
験を提供

2022 年、新しい年を迎えて最初の

会報 Family のテーマは、“近未来のビジョン” です。
遠い未来ではなく、例えば 2030 年の社会、産業、生活を想像してみましょう。
2022 年のリアルを 2030 年の「ありたい姿」へ導くテクノロジーと

テクノロジー×ビジネス×人の想いのチャレンジをご紹介します。
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2021年度 FUJITSUファミリ会秋季大会は、関西支部
（大阪市）
と結んで、完全オンライン形式で開催されました。
「サステナブルな社会を生きる企業の DXとは」をテー

社会の一員として取り組むべき課題を取り上げ、各界の
有識者の提言、会員企業様の取り組みなどをご紹介しま
した。

Perspective… ………………………………16
未
 来社会＆テクノロジー本部が挑む、

会員の皆様と直接お会いすることはかないませんでし
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Fri

ワードに焦点を当て、企業が、また私たち 1 人ひとりが、

未来社会の創造

2

- 26

Purpose

DX

マに、DX、SDGs、カーボンニュートラルなど、時代のキー

Practices… …………………………………14
生
 活インフラの担い手に聞く、
近未来への取り組み
・東京品川病院様
・イオンリテール株式会社様

●

Wed

サステナブルな社会を生きる企業の DX とは

プロゴルファー 丸山 茂樹 氏

「近未来の社会を生きる、私たちの暮らし」
テクノロジーがもたらす、暮らしの未来予想図とは
● Online Discussion… ……………………… 8
若
 手会員が有識者とともに描く
2030年代の「ありたい姿」

2021 秋季大会

SDGs

たが、3 日間を通して多くの皆様にご視聴いただき、た
くさんの感想が寄せられています。そうした声を交えて、
オンライン秋季大会の模様をご報告します。

開催地である関西支部からは、関西エリアの見どころやスポットが紹介された。
こちらはリアル大阪城公園からのビデオメッセージ
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Thanks Gathering

ライブステージ

講演

～ 2030 年笑顔あふれる世界に！～

大和ハウス工業株式会社
執行役員 情報システム部門担当

今更聞けない！SDGsって何？

佐藤 智

佐藤会長のご挨拶により秋季大会がスタート

出演：吉本興業株式会社
黒ラブ教授／トレンディエンジェル

講演

富士通の
パーパスドリブン経営について
富士通株式会社 代表取締役社長 時田

仁

事業を通じた社会課題解決が求められる中、世界中の企業が
自らの存在意義「パーパス」に駆動される「パーパスドリブン
経営」を実践し始めています。富士通では、自身のパーパス
を起点に、社会課題の解決を目指す新たな事業ブランドの展
開や自らの変革を進めており、その考え方や具体的な取り組
みについてご紹介しました。

SDGs に賛同し「笑顔」につなげる活動を展開している吉本興業よ
り、SDGs を基礎から楽しく学べるお笑いライブをお届けしました。
科学技術の視点と笑いをかけ合わせた講演、SDGs のゴールが見
える漫才を通じて、SDGs は「世界を笑顔にする」活動なのだと改
めて感じました。
Review
東京大学大学院客員研究員である吉本興業のピン芸人が、科学
技術の側面から SDGs の基本からわかりやすく笑いを交えなが
ら解説していたのでとても面白かった。

富士通の新・事業ブランド「Fujitsu Uvance」のご紹介はこちら

https://www2.fujitsu.com/jp/uvance/

関西支部長挨拶
FUJITSUファミリ会 関西支部長

有司 順一

大阪へ、ようこそ
折しもプロ野球日本シリーズでのオリックス・バファローズ
の激闘に沸いていた大阪より、開催挨拶と地域の最新情報を
お届けしました。アフターコロナへ向けて街に活気が戻り、
2025年には55年ぶりに万博がやっ
てくる大阪・関西では、未来へ持続
可能な社会づくりへの機運が高まっ
ています。

オリックス・バファローズのユニホーム姿で
登壇した有司（あるじ）支部長

松山 竜蔵 氏

住宅・建築・まちづくりを通じて、持続可能な社会
の実現に貢献する大和ハウスグループの、SDGs の
取り組みと、取り組みに関する IT の対応についてご
紹介いただきました。

沖縄支部長挨拶（2022 年度秋季大会開催支部）
FUJITSUファミリ会 沖縄支部長

儀保 清美

まっちょいびんどうたい！
―沖縄で、お待ちしています―

講演

More Information

大和ハウスグループの SDGsとIT

秋季大会レポート
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FUJITSUファミリ会 会長

2
0
2
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今、なぜ DX が必要なのか？なぜ、SDGs が注目されるのか？
持続可能な未来社会と私たちのビジネス、生活の関係について、知識を深めた 1 日

Wed

SDGs をビジネスに活かす！

ワクワクするビジョンを掲げることができれば変わるのが楽しくなる
逆に ワクワクするビジョンを掲げることができなければ変わるのが
面倒になる

2022年度秋季大会は、
沖縄支部にて開催いたします。
沖縄は、2022 年、本土復帰 50 周年を迎えます。こ
の節目の年に、たくさんの方々とお会いできること
を今から楽しみにしております。沖縄ならではのイ
ベントを用意してお待ちしています。

一般社団法人 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会
代表理事 森戸 裕一 氏

DX の推進も SDGs への取り組みも、自らを変革することにほかな
りません。いざ実践となると、目標と現状とのギャップに苦慮して
おられる経営者は少なくないでしょう。
演題にもあるワクワクするビジョン = 未来の可能性を、どのよ
うにステークホルダーと共有し連携を深め、また広げていくか？
変革の道筋をどう描くか？チャレンジを成功へ導くための重要な
視点をご説明いただきました。
Review
DXとSDGsの関係をとてもわかりやすく解説していただきました。
「裕福を目指すのではなく、幸福を目指す」という言葉が印象的で
した。当社でも2025年までのデジタル基盤整備と2030 年まで
のSDGs 対応を長期ロードマップに組み入れたいと思いました。

2022 年秋、
沖縄でお会いしましょう
※ Review はご参加者の声

2 日目、3 日目に続く
Family VOL.404

3

秋季大会レポート

2
0
2
1

11

Thu

25

講演

講演

成功のキーワードは
“共生力”

～プロゴルファーとして、社会の一員として～
プロゴルファー

11

ビジネス現場の知見・体験を共有し、
DX 推進の展望を新たにした 1 日

講演録 P5

丸山 茂樹 氏

マスターズ優勝といった歴史的快挙を含め、立て続
けに日本人選手がメジャー大会で勝利を収めるなど
盛り上がりをみせたゴルフ界。日本人選手の強化に
欠かせなかったも
のとは。自然や社
会との「共生」につ
いて、貴重な経験
をご紹介いただき
ました。

百貨店危機
－髙島屋は持続可能であり続けられるか
株式会社髙島屋

執行役員 情報システム部長

大川 秋生 氏

コロナ禍以前より極めて厳しい経営状況が続く百貨店業界に
あって、昨年創業 190 周年を迎えた髙島屋。コロナ禍に加え、
持続可能性に関する課題解決と
いう社会的使命を抱える中で、
生き残りをかけて ESG 戦略や循
環型社会への取り組みを推進し
ています。
Review
サステナブルと百貨店に対するイメージのギャップに負けず、
百貨店だからできる循環型社会へ取り組んでいる様子に、髙島
屋は持続可能であり続けるだろう、と感じつつ、広がれ”Depart
de Loop（デパート デ ループ）
”と思いました。

Fri
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会員活動報告

発表

LS 研究委員会研究報告

■ LS 研究委員会 活動紹介
■ LS 研 2020 年度研究分科会入賞報告

LS 研究委員会活動報告 P20

優秀
研究賞

レガシーシステムの効率的な
整理方法についての研究

優秀
研究賞

データ利活用のための
データマネジメント技法の研究

第一生命情報システム株式会社
経営企画部 チーフSE 松下 啓示 氏

森ビル株式会社 営業本部オフィス事業部
オフィス営業 2 部 齊藤 空良 氏
優秀
研究賞

MSA を適用したサービス開発実践に
基づくMSA 選定・適用評価手法の研究

株式会社トヨタシステムズ
アドミニシステム部 調達 G 主任

講演

SDGs やパーパスに本気で
取り組む企業カルチャーへ
どう変えるか？
富士通株式会社

執行役員常務

福田 譲

企 業 や 経 営ト ッ プ が SDGs や ESG へ の 貢 献 を う た
うことは、日常の景色になってきました。一方で、
それをどうやって実現するか？そのチャレンジは、
始まったばかりではないでしょうか。
富士通もまた、同様の課題に直面し、SDGs やパーパ
スに本気で取り組む企業カルチャーの醸成へ、変革の
真っただ中にいます。13 万人の従業員とパーパスを
共有し、1人ひとりが個人のパーパスの実現へ向かう、
その多様性を推進力に、変わり続けていきます。

講演

JFE グループの DX 戦略

最優秀
研究賞

JFEシステムズ株式会社

代表取締役社長

大木 哲夫 氏

JFEグループは最新のデジタル技術の導入と豊富なデータ・ノウハ
ウ・技術を最大限活用してDX
を実現。既存ビジネスの変革や
革新的な生産性向上を加速させ、
またカーボンニュートラルへの
長期的な挑戦を続けています。
Review
1t の鉄鋼生産で CO2 を2t 排出するそうです。
「ITを最大限に活
用して、サイバーフィジカルシステムによる高炉操業の高効率化
＆安定化を実現する」など、様々な取り組みの説明を通じて、カー
ボンニュートラルに向けたJFEグループの強い決意を感じました。

『システム運用要員』の新たな
IT 人材への転換についての研究
都築電気株式会社
内部統制推進室 課長

～巨大製鉄所の生産性向上とカーボンニュートラルへの挑戦～

中村 隼 氏

須貝 貴美 氏

発表

ファミリ会 2020 年度論文発表
優秀
論文

生命保険会社におけるパブリッククラウドの活用

～機動的なシステムインフラ構築と
コスト最適化を目指して～

Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社
テクニカルサポート二部 担当課長

白石 征久 氏

※ Review はご参加者の声
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