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企画趣旨
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諸外国に比べ遅れが指摘されてきた日本のDX・デジタル化ですが、今、政官学民が力を合わせ、総力をもって真のデ
ジタル社会を切り拓こうとしております。こうしたなかDXを担う人材が慢性的に不足しており、その育成が急務となっており
ます。多くの企業や自治体でDX人材の必要性は認識されているものの、実際にどのような役割とスキルを持った人材が
必要なのか、そして具体的な育成プランを立てている企業が少ないのが現状です。DX人材はデータの重要性を理解し、
適切にデジタル技術と組み合わせ、企業を変革していくことを主体的に取り組むことができる人材を指し、その需要はさら
に高まっていくことは間違いありません。

DX人材にはデジタルでビジネス変革を主導するリーダー格（CDO含む）、企画・立案・推進などを担うビジネスデザイ
ナー、システムを設計できるアーキテクチャー、データ解析に精通したデータサイエンティスト、実際のシステム実装やインフラ
構築を担うエンジニア・プログラマ―などがおり、それぞれがIT関連の基礎知識を有すること、データの重要性を理解できる
こと、顧客第一であることが求められます。また課題発見する力や、周りを巻き込む力も必要な能力です。こうしたスキルを
もつビジネスパーソンの拡充が日本の国際競争力を高め、産業活性化に欠かせないものになっています。

そこで、日本経済新聞社では昨年に引き続き、DX人材をテーマとしたフォーラム「DXを推進する組織・文化形成と人
材育成（仮題）」を立案いたしました。DXでビジネス変革を進めている企業は着実に増えいます。本フォーラムではDX
推進の肝となる人材育成と組織構築、文化形成について、先進的な企業の取り組みや有識者の知恵を共有することで
産業界のDX推進の底上げを図ることを目的に開催します。以降の企画要綱をご覧いただき、何卒ご協賛賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。
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前回の開催報告

タイトル：DX人材フォーラム 「DX実現に『人と組織』を変革する」

形 式：オンラインLIVE配信

日 時：2021年12月15日(水) 10:00～16:20（配信開始 9：45）

配信会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンス RoomB

主催：日本経済新聞社

後援：日本ディープラーニング協会、データサイエンティスト協会、CDO Club Japan

特別協賛：アフラック、大和証券グループ

協賛：STANDARD、トレジャーデータ、GNUS

≪視聴者データ≫

■申込人数：1663名

■視聴者数：964名（ユニーク）

■累計ユニーク数：1507名

≪見逃し配信≫

■12月23日～27日の5日間配信

≪採録広告≫

2022年1月24日掲載 日経朝刊全国版2P

【本日のセミナー全体について】満足度の高いご評価をいただきました

内容 件数 ％

大変良かった 63 42.0%

良かった 80 53.3%

普通 7 4.7%

良くなかった 0 0.0%

合計 150 100.0%

大変良かった

42.0%

良かった

53.3%

普通

4.7%

【視聴理由】育成方法と人材の活躍状況に強い関心が見られました

内容 件数 ％

DX人材をどのように育成するのか知りたいから 102 68.0%

DX人材に興味があるから 90 60.0%

企業がDX人材をどう活用しているか知りたいから 75 50.0%

DX人材としてキャリアアップをしたいから 42 28.0%

日本経済新聞社が主催するイベントだから 22 14.7%

その他 6 4.0%

経営者

14.0%

役員クラス

6.7%

本部長クラス

4.0%

部長クラス

13.3%

課長クラス

22.7%

主任／係長クラス

8.0%

一般社員

15.3%

契約社員

2.0%

その他

6.0%

該当なし（無職、主婦、学生など）

8.0%

昨年の講演動画はこちら→
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DX人材が求められている背景

企業のDXが進まない一番の理由として
「人材不足」が挙げられています。

企業におけるDX
人材の数は量も
質も全く足りて
いない状況にあ
ります。

出展元：情報処理推進機構 2021年
デジタル時代のスキル変革等に関数調査より

＜DXが進まない原因＞ ＜DX人材の充足度について＞

それから、、
政府は22年夏にも「人的資本」に関わる情報開示の指針をまとめる方針です。世界的にも「非財務情報」として人

材データの開示が求められており、人的資本経営を実践する企業が増加しています。「人材版伊藤レポート」によりま
すと企業価値向上のためにはビジネスモデルと経営戦略と人材戦略が連動することが重要という指摘があり、多くの企
業が進めているDXでは、それを担う人材が不足している状況が続いています。



5

こうした状況下、

デジタルトランスフォーメーションでビジネス変革に挑戦している企業は増加、デジタル人材の育成・確保、そして人
材を生かすための組織変革や企業文化の醸成を積極的に行っています。いまだ産業界全般で不足感が強いDX・デジタル
人材の充実を図るため、先進的な企業の事例や有識者の講演・セッションなどを本フォーラムで発信してまいります。
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▶名称：日経デジタルフォーラム「DXを推進する組織構築と人材育成」（DX人材フォーラム2022）

▶主催：日本経済新聞社

▶日時：2022年12月中旬

▶形式：オンラインLIVE配信

▶協賛区分：特別協賛3～4社、協賛3～4社程度 ※予定

▶協賛対象：①DX人材の育成や活用に積極的で、ビジネス変革を実践している企業

②DX人材の育成や獲得を支援・サポートする企業、教育機関など

▶想定聴講者：デジタルスキルでキャリアアップを考えているビジネスパーソン、データサイエンティスト
やAI人材を目指している学生、DX推進に取り組んでいる、取り組もうとしている企業、国・自
治体など

▶想定申込者数：1,000名

▶配信会場：都内会場

開催概要

昨年の講演動画はこちら→
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プログラム案

Time Table Lap Program Time Table

9:30～10:00 30 
キーノートスピーチ「デジタル人材230万人養成に向けて」（仮題）

デジタル庁など

10:00～10:30 30 特別協賛講演① 大和証券グループ

10:35～11:05 30 特別協賛講演②

11:10～11:30 20 協賛講演③ ※特別協賛講演も可能です

11:35～11:55 20 協賛講演④ ※特別協賛講演も可能です

11:55～13:00 55 休憩

13:00～14:00 60
特別セッション 「DX人材に必要なスキル、考え方」（仮題）

日本ディープラーニング協会、データサイエンティスト協会によるセッション ※予定

14:00～14:30 30 特別協賛講演④

14:35～14:55 20 協賛講演⑤ ※特別協賛講演も可能です

15:00～15:20 20 協賛講演⑥ ※特別協賛講演も可能です

15:25～16:25 60
特別セッション 「人的資本経営に対応するDX人材の育成・活用」（仮題）

出演者 未定

※内容、出演者は予定です

DX支援
または育成・
派遣・紹介
する企業・
教育機関
による講演枠

DX人材活用
を実践して
いる企業に
よる講演枠
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協賛パッケージ

協賛メニュー 特別協賛 協賛

7,000,000 5,000,000

シンポジウム

特別協賛社講演 ご登壇（30min.) ●

協賛社講演 ご登壇(20min.） ●

告知、タイトルスライド等への社名掲載 ● ●

イベント開始前、休憩時間中での貴社動画（max 1min.）放映 ●

視聴ページ内での協賛社アンケート＆資料リンク ● ●

視聴申込者のリード情報提供 ● ●

メディア掲載

告知（日本経済新聞、WEBサイト）での社名掲載 ● ●

日本経済新聞朝刊 採録特集にて講演記事の掲載 大 小

日本経済新聞朝刊 採録特集にて社名ロゴ掲載（モノクロ） ● ●

日経デジタルフォーラム ウェブサイト内にて講演採録 ● ●

日経デジタルフォーラム ウエブサイト内にて講演アーカイブ配信 ● ●



9

APPENDIX
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告知・採録広告について（※前回）

告知
（複数回出稿）

採録（22年1月掲載）

昨年の講演動画はこちら→

※今年は特別協賛プラン実施の場合、「半5段モノクロ（純広告）」か
ら、「採録講演記事を大きく掲載」へ変更いたします。
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【参考】：前回イベントの様子・視聴画面

視聴画面にプログラムを掲載、
協賛社のアンケートと資料DL
をリンク

協賛社のURLへリンク

視聴画面
P in Pで配信



■個人情報取扱い確認書（開催前に取り交わしの必要有）
：ドキュサインを利用し【日経⇒協賛社担当者様】に直接ご送付します

■開催後にご提供する個人情報（開催約1週間後にご提供予定）
：スナップチャンバーというオンラインストレージを利用し、【日経⇒協賛社ご担当者様】に直接ご送付します

日経ID情報必須項目 条件付必須項目

氏名 氏名(フリガナ) 勤務先名

日経ID登録メールアドレス 性別 勤務先住所

職業 業種 所属部署

職種 役職 勤務先電話番号

従業員規模 勤務先メールアドレス

その他必須項目(カスタム)

事前申込時に取得する日経ID付随情報(申込者リスト)を協賛各社様にご提供いたします。

▶GDPRに伴うルールにより、海外居住者のリード情報はご提供リストに含まれません

▶セッションごとの視聴の有無や視聴時間情報に関しましては仕様の都合でご提供できません

▶オンラインフォーラムは原則、スクリーニングや当落による選別は行いません

▶リードご提供にあたり、協賛社さまには「個人情報取扱確認書」をご提出（下記ご参照）いただく必要がございます。

個人情報のご提供に関しまして
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2021年10月14日（金） ご協賛申込締切

2021年11月中旬 告知・集客開始

2021年12月中旬 本番開催

2022年1月中下旬 フォーラム抄録掲載

スケジュール


