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変化の時代の経営戦略とDX: 効果と課題
主催： 一般財団法人海外産業人材育成協会 （AOTS）
協力： AOTS 各国同窓会

背 景
一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）は、主に海外の産業人材を対象とした研修および専門
家派遣等の技術協力を推進する人材育成機関です。これらの事業を通じて、日本と海外諸国相互の経済
発展に貢献するとともに、友好関係の増進にも寄与します。
AOTS ウェビナー「変化の時代の経営戦略と DX: 効果と課題研修」は、主として製造業企業の経営
者、経営幹部、上級管理者を対象としたオンラインセミナー（ウェビナー）であり、企業内で DX を推
進することで企業競争力を強化させたい、と考えている方々に適したコースです。

概 要
COVID19 の感染拡大の影響により、インドでは特に小売業、金融業を中心に今まで以上に企業の
デジタルトランスフォーメーション（DX）が進んでいます。そのような状況下、製造業においても積
極的にデジタル技術を導入し、その業務プロセスを根本的に改善することで生産性を向上させ、競争力
を強化することが求められています。
そこで本研修は主として製造業企業の経営者、経営幹部、上級管理者を対象に、製造業における DX
の効果、DX 推進のプロセス、推進における課題を理解することにより、企業の DX を成功に導くこと
のできる人材の育成を目指します。

ねらい
インド在住の主として製造業企業の経営者、経営幹部、上級管理者等が以下の目標を達成できるよ
うにする。
１）DX と DX 推進に必要なデジタル技術（AI, IoT）を理解する。
２）ＤX 活用事例を学び、生産性向上といった目的達成のため、自社でどのように DX を活用すれ
ばよいのか考えることができる。
３）自社で DX を円滑に推進するための工夫や人材育成の方法について理解する。
４）DX が雇用に与える影響など、DX 推進に伴う課題について理解する。

日 時
2022 年 2 月 1７日（木）13：30-16：30（日本時間）※インド時間 10：00-13：00

参加対象国
インド
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参加定員
200 名

参加対象者
インド在住の主として製造業企業の経営者、経営幹部、上級管理者等
[その他の参加要件]
＊本研修の参加者は、本コースで定める業務内容や経験、職位以外に以下の基本要件を満たす必要があ
ります。
a) 原則として研修実施国に居住及び勤務をしている方（日本人はご参加いただけません）
b) 会社に所属する方
c) 参加時の年齢が 20 歳以上の方
d) 英語による研修内容の理解が可能な方
e) 軍に籍を置いていない方
[注意]
1) 日系企業や現地資本企業以外からお申込みいただいた場合、選考時の優先順位が低くなります。
2) 本研修は、主に民間企業・団体に勤務する方を対象としているため、中央・地方政府機関に所属す
る方は参加できません。

講義内容 （予定）
１）日本の製造業における DX 活用事例を通して、DX を活用することで生産性向上といった経営目的
を達成できることを理解するとともに、DX を成功させるための推進のプロセスを学ぶ。
２）DX 推進を担う人材育成について学ぶとともに、DX 推進が雇用面に与える影響といった課題を理
解する。

講 師
藤岡 資正（ふじおか たかまさ）氏
明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科専任教授
タイ・チュラロンコン大学サシン経営大学院サシン日本センター所長
英国オックスフォード大学サイード経営大学院博士課程修了（経営哲学博士）
。
米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院客員研究員、チュラロンコン大
学サシン経営大学院エグゼクティブディレクター・MBA プログラム専攻長、名
古屋商科大学ビジネススクール教授などを経て現職。長年にわたり日本の関係
機関と協力して高等教育機関の国際化、日系企業のアジアへのクラスター進出
の支援、アジアでのベンチャー企業育成、グローバル人材育成事業、コンテンツ
産業の海外展開に携わる。アジアスマートシティーサミット会議体長、アジア市
場経済学会理事、姫路市観光大使、タイ王国ロイヤルプロジェクト、世界円卓会
議 コー円卓会議 、富山文化財団監事などを通じて企業と社会との持続的関係
や地域社会の活性化などに取り組む。中小企業家同友会全国協議会中小企業経
営革新プログラム改訂委員会顧問・国際連携推進委員会アドバイザー、神姫バス
株式会社社外取締役、株式会社アップリーチ社外取締役、戦略コンサルティング
ファーム CDI 顧問（アジア事業）
、同志社大学嘱託研究員などを兼任。
「Doing business in Emerging Markets」
「ファミリービジネス」等 10 冊の
著書・共著有。
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企業講演
事例１

CKD Thai Corporation Ltd.
「DX(SNS) x Project Management 手法を活用した顧客満足度の向上」
講師：四方 元基（しほう もとき）氏
Sales Manager, Sales Division, CKD Thai Corporation Ltd.
2006 年 CKD 株式会社入社。
2013 年より CKD Thai Corporation Ltd.にて、FA 機器提案・販売を手がける。
2020 年からは営業プロセスの改善に従事。2021 年 4 月より営業部プロジェ
クトマネージャ兼任。

事例２ Hino Motors Asia Ltd.
「データ活用によるサプライチェーン改善」
講師：岩井 博史（いわい ひろし）氏
Managing Coordinator, Product Strategy Planning Division, Hino Motors Asia Ltd.
2007 年日野自動車株式会社入社。タイ・インドネシアの約 10 年の駐在中に、
需給調整・商品企画業務に従事。
大手乗用車メーカー等で海外向け需給調整・構築の業務に実務リーダーとして携
わった経験もあり。
使用言語
講義は英語で行われます。
配布資料は英語で作成されます。

参 加 費
無料
本セミナーは経済産業省の補助金と在インド AOTＳ同窓会の協力により実施されます。

申込方法

最寄りの AOTS 同窓会から申込書を受け取り、締切日迄に AOTS 同窓会の担当者宛にメールでお申込みくだ
さい。AOTS 日本での応募締切日である 1 月 27 日（木）以降、AOTS による参加者選考が行われ、選定
された参加者にはご応募の AOTS 同窓会からメールでご連絡します。
＊AOTS 同窓会一覧につきましては下記をご参照ください。https://www.aots.jp/en/alumni/about/
申込締切日
2022 年 1 月２7 日（木）(日本時間)
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使用ツール
Cisco Webex Meeting （オンライン会議システム）
 参加者として選定された方には AOTS 同窓会から参加リンクを記したメールが送られます。当日
はこのリンクをクリックしてウェビナーにご参加ください。
 上記メールが届かない場合は、AOTS 同窓会迄ご連絡ください。
 参加者には講義日前日までに、講義資料のダウンロード方法をご案内するメールが AOTS 同窓会
から送られます。

注意事項








今回のウェビナー参加では、AOTS 修了証書は付与されません。
複数名で一台の PC を共有するグループ視聴が認められています。詳細は AOTS 同窓会の担当者
にお問合せください。
ご提供いただいた個人情報は、参加者の同意に基づき、AOTS の他研修プログラムの広報および
アンケート実施のために利用することがあります。
配布資料を無断で複製、改変、配布、転載、または講義内容を撮影することは、固くお断りいた
します。受講に当たっては違反行為を行わない旨、誓約をしていただきます
不可避の事故（戦争、暴動、労働争議、地震、暴風雨、火災、洪水、疫病の蔓延等）やネットワー
ク・機器トラブル等が起こった場合、AOTS はウェビナーの実施を中止することがあります。
ミーティング参加のために付与されるミーティング情報（リンク、番号、パスワード）は無断で参
加者以外の方に譲渡しないでください。
参加者が、不可避の事故やネットワークトラブル等により、ウェビナーへの参加・継続が困難にな
った場合でも、AOTS は責任を負いません。

お問合せ
一般財団法人 海外産業人材育成協会
事業統括部 海外協力グループ
住所 〒120-8534 東京都足立区千住東 1-30-1
電話：03-3888-8256
Fax：03-3888-8242
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E-mail:

