
【講演】
KDDI VISION 2030
～「つなぐチカラ」を進化させ、
誰もが思いを実現できる社会をつくる～

KDDI株式会社
代表取締役社⾧

髙橋 誠

基調講演①

10:00  - 10:30

【ゲストスピーカー】

一橋大学ビジネススクール
客員教授

名和 高司 氏

【特別対談】
今、なぜパーパス経営が求められるのか?
～混迷の時代を切り拓くパーパス経営の要諦～
名和 高司 氏 × 髙橋 誠

2/21 (Tue) - 2/22 (Wed)
主 催 : KDDI株式会社

オンライン開催

10:30  - 11:20

基調講演② 13:00  - 14:00

【講演】「つなぐチカラ」でDXを加速 ～誰もが思いを実現できる社会に向けて～

KDDI株式会社
取締役 執行役員副社⾧
ソリューション事業本部⾧

森 敬一

東日本旅客鉄道株式会社
常務執行役員
マーケティング本部
副本部⾧

表 輝幸 氏

10:00  - 11:20

【ゲストスピーカー】

私たちは、事業環境の変化に迅速に対応しながら、経済発展と社会課題の解決を両立する
レジリエントな未来社会に向けて「KDDI VISION 2030」を策定しました。

KDDI SUMMIT 2023では「KDDI VISION 2030」の実現に向けた取り組みのご紹介を通じて
みなさまとともに創造していくワクワクする未来を一緒に考えていきます。

株式会社KDDIエボルバ
代表取締役社⾧

若槻 肇

Telehouse
International Corporation
Europe Ltd.
Managing Director

高室 貴代

株式会社GEOTRA
代表取締役社⾧

陣内 寛大 氏



１日目 2/21(火)

基調講演① 10:00 - 11:20

【講演】
KDDI VISION 2030 ～「つなぐチカラ」を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる～
【対談】
今、なぜパーパス経営が求められるのか? ～混迷の時代を切り拓くパーパス経営の要諦～

Session1 11:30 - 12:15

あらゆるものに通信が溶け込むBeyond 5G/6Gの世界とは
東京大学 大学院工学系研究科 教授
森川 博之 氏
総務省 総合通信基盤局 電波部 新世代移動通信システム推進室 室⾧
増子 喬紀 氏
株式会社KDDI総合研究所 先端技術研究所 所⾧
兼 KDDI株式会社 技術統括本部 技術戦略本部 副本部⾧
小西 聡

基調講演② 13:00 - 14:00

【講演】
「つなぐチカラ」でDXを加速 ～誰もが思いを実現できる社会に向けて～

Session2 14:00 - 15:00

お客さまのサステナブルな企業活動を支えるコーポレートDX ～グリーントランスフォーメーションの取り組み～
SBIインベストメント株式会社 CVC事業部 部⾧
別所 隆之 氏
KDDI株式会社 執行役員 ソリューション事業本部 ソリューション推進本部⾧
村山 敏一
KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション推進本部 サービス企画部⾧
梶川 真宏

Session3 15:00 - 16:00

DX実践企業に学ぶビジネスDX成功のカギ
マツダ株式会社 MDI&IT本部 コネクティッドシステム部 部⾧
山田 達也 氏
株式会社オプティム 代表取締役社⾧
菅谷 俊二 氏
KDDI株式会社 ソリューション事業本部 DX推進本部⾧
上村 幸夫
＜モデレーター＞
ノンフィクションライター
酒井 真弓 氏

Session4 16:00 - 16:30 【Breakout session】

Session5 16:30 - 17:00 【Breakout session】

Session6 17:00 – 18:00

DXの３つのジレンマを乗り越えるために
～現場が抱える課題と、チームを成功へと導くためのヒント～
トヨタ自動車株式会社 デジタル変革推進室 室⾧
泉 賢人 氏
株式会社永和システムマネジメント 代表取締役社⾧
平鍋 健児 氏
KDDI株式会社 執行役員 KDDI Digital Divergence Holdings 株式会社 代表取締役社⾧
藤井 彰人
アイレット株式会社 取締役副社⾧
平野 弘紀
KDDIアジャイル開発センター株式会社 KDDI CCoEリード 兼 三島サテライト オフィス⾧
大橋 衛

※掲載情報は2022年1月13日現在。
プログラムの内容は予告なく変更される場合がございます。

＜KDDI SUMMIT 2023事務局＞
MAIL:info@kddi-summit2023.jp
対応時間:平日10:00～17:00（土日祝日を除く）
発行元:KDDI SUMMIT 2023事務局 2023年1月発行

①下記のURLまたは、QRコードにアクセスしてください。
②お申し込みフォームへ必要項目を入力してください。
③登録完了のお知らせをメールでお送りします。
＜お申し込みはこちら＞
http://kddi-l.jp/nfq
期間:2023年2月22日（水）17:00まで

２日目 2/22(水)

Session1 10:00 - 10:30

KDDIのサステナビリティ経営
～パートナーのみなさまとともに社会の持続的成⾧と企業価値の向上を目指す～
KDDI株式会社 執行役員 コーポレート統括本部 副統括本部⾧
兼 サステナビリティ経営推進本部⾧
最勝寺 奈苗

Session2 10:30 - 11:00

GX（グリーントランスフォーメーション）に向けた取り組み
KDDI株式会社 執行役員 兼 auエネルギーホールディングス株式会社 代表取締役社⾧
中桐 功一朗
株式会社エナリス 代表取締役社⾧
都築 実宏

Session3 11:00 - 11:30

KDDIの人的資本経営
「なぜ今、『人』にフォーカスするのか ～人財価値を伸ばし企業価値向上へ～」
KDDI株式会社 執行役員 コーポレート統括本部人事本部⾧
白岩 徹

Session4 11:30 - 12:00

グリーンなモビリティ社会に向けたコネクティッドの未来
トヨタ自動車株式会社 コネクティッド先行開発部 主査
同 E2Eコンピューティンググループ グループ⾧
大西 亮吉 氏
シスコシステムズ合同会社 戦略ソリューション事業開発本部 ビジネスデベロップメントマネージャー
宮本 敦 氏
KDDI株式会社 技術統括本部 技術戦略本部 副本部⾧
兼 株式会社KDDI総合研究所 副所⾧
大谷 朋広

Session5 13:00 - 13:45

未来に“つなぐ”ために、今デジタルツインでできること
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 カスタマーエンジニアリング本部⾧
佐藤 聖規 氏
株式会社島精機製作所 スーパーバイザー
小畑 正好 氏
KDDI株式会社 事業創造本部 XR推進部⾧
上月 勝博

Session6 13:45 - 14:30

スマートドローンが飛び交う社会
株式会社大林組 ビジネスイノベーション推進室 室⾧ 工学博士
堀井 環 氏
日経BP 総合研究所 上席研究員
菊池 隆裕 氏
KDDIスマートドローン株式会社 代表取締役社⾧
博野 雅文

Session7 14:30 - 15:15

Opening a new space age, together
衛星通信の進化、月探査に向けたあくなき挑戦
学校法人東京理科大学 特任副学⾧ スペース・コロニーユニット ユニット⾧
宇宙飛行士、医師、医学博士
向井 千秋 氏
KDDI株式会社 技術統括本部 グローバル技術・運用本部 副本部⾧
河合 宣行
KDDI株式会社 技術統括本部 技術戦略本部 担当部⾧（宇宙事業・技術戦略）
市村 周一

Session8 15:15 - 16:15 

KDDIとつくる地域の明日 ～デジタルデバイド解消・地域DXの視点から～
塩尻市 企画政策部 参事 兼 最高デジタル責任者
小澤 光興 氏
高知県 デジタル政策課 DX推進室⾧
矢野 隆補 氏
高知県日高村 企画課 主幹
安岡 周総 氏
KDDI株式会社 経営戦略本部 副本部⾧ 兼 地域共創推進部⾧
江幡 智広

Session9 16:15 - 16:45

auがパートナーとともに創る 新たな体験価値
株式会社ピカ 取締役社⾧
柴田 泰 氏
⾧野県 白馬村 村⾧
丸山 俊郎 氏
株式会社運動通信社 代表取締役社⾧
黒飛 功二朗 氏
KDDI株式会社 パーソナル事業本部 マーケティング統括本部 副統括本部⾧
村元 伸弥
KDDI株式会社 パーソナル事業本部 マーケティング統括本部 担当部⾧
坂詰 正樹

Session10 16:45 - 17:45

デジタル金融の未来
株式会社日経BP 日経FinTech編集⾧
岡部 一詩 氏
株式会社野村総合研究所 DX基盤事業本部 プリンシパル・アナリスト
城田 真琴 氏
株式会社ディーカレットDCP 専務執行役員 プロダクト開発責任者（CPO）
時田 一広 氏
auフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社⾧
勝木 朋彦
auじぶん銀行株式会社 代表取締役社⾧
兼 auフィナンシャルホールディングス株式会社 専務取締役
石月 貴史

お申込み方法

「グローバル企業を守る。」
～日立製作所/KDDIが挑むサイ
バーセキュリティ戦略の実例対談～

株式会社日立製作所
サービスプラットフォーム事業本部
マネージドサービス事業部
セキュリティサービス本部
サイバーセキュリティソリューション部
部⾧
圷 毅 氏
KDDI株式会社
ソリューション事業本部
ソリューション推進本部
ゼロトラスト推進部⾧
堀 純二

日本中どこでも高性能なネット
ワークをご提供
～スペースXの衛星ブロードバンド
「Starlink」～

KDDI株式会社
ソリューション事業本部
ソリューション推進本部
ネットワークサービス推進部⾧
中村 哲也

これからの働き方を支える
コミュニケーション環境
～クラウド電話・音声DXソリュー
ション～

KDDI株式会社
ソリューション事業本部
ソリューション推進本部
ネットワークサービス推進部
副部⾧
新井 武

新たなビジネスを切り拓く
「IoTサービスプラットフォーム」
～Web/モバイルアプリの開発・
運用・マーケティングを通じたDX
の実現～

KDDI株式会社
ソリューション事業本部
コネクティッドビジネス本部
モビリティビジネス開発部⾧
古茂田 渉

5G時代のDXを加速する
KDDIの映像ソリューション
～記録するためのデータから
意思決定のためのデータへの
転換～

KDDI株式会社
ソリューション事業本部
DX推進本部
5G・IoTサービス企画部⾧
野口 一宙

JR東日本との共創サービス
「空間自在ワークプレイス
サービス」
～離れていても同じ場所にいる
かのようにチームが繋がる空間
～
KDDI株式会社
ソリューション事業本部
DX推進本部 ビジネス開発部
グループリーダー
保科 康弘


