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セミナー・ワークショップ
・DX人材育成
・Diversity & Inclusion
・テクノロジー活用事例

未来を創るテクノロジーで豊かな社会を実現する

ナレッジモール論文
ナレッジモール研究

情報共有
成果発表会
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IBM i Clubとは

IBM iを「実際にご利用されている皆様」同士のディスカッションと交流の場

オンライン(Webex)セッション (5回/年)
Slackによるコミュニケーション (いつでもメンバー同士で情報交換いただけます)

<ご参加にあたってのお願い>
守秘義務をお守りください。
営業活動を目的としたご参加はお断りいたします。
IBM Community Japanメンバー登録をお願いします。
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2021年ご参加者からのお声

お客様事例がご自身のお言葉で
語られることもあり、非常にリ
アルで参考になります。

ディスカッションパートに十分
時間があり、意見交換がしっか
りできて良かったです。

人材や育成に関する悩みが、自社だけではない
ことがわかった。他の企業様のお話を聞いて、
どのように対応すべきか、ヒントがありました。

IBMiユーザーの他社さんの取り組みや利
用方法、工夫などを知る良い機会になり
大変貴重な時間だと思っています。

他社様の取組状況、最新技術情報、
どちらも興味深いものでした。
もっと時間が欲しいほどでした。

事例を拝聴し、当社も思い当るところがあり刺激になり
ました。参加企業で情報を出し合い、お互いがメリット
を感じ合える事が一番良いと思っております。

他社様と、取り組み事例や悩み事を共有す
ることは非常に重要と考えており、i Club
のような機会は非常にありがたい。
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2021年 IBM i Club 開催内容
日時 実施内容

第1回
11月26日(木)
16:00-17:30
（開催終了）

最新情報 「Power VS」日本IBM

ディスカッション テーマ：IBM i ユーザーハイブリッドクラウドへの道

第2回
2月25日(木)
16:00-17:30
（開催終了）

事例紹介
「人材育成取り組み状況事例①」豊鋼材工業株式会社様
「人材育成取り組み状況事例②」株式会社ビット・エイ様

ディスカッション テーマ：IBM i 人材育成の勘所

第3回

5月28日(金)
15:00-17:30
（開催終了）

最新情報
「アイマガジンDb2 for i 最新Tipsを読む」日本IBM
「AIを使った画像認識技術」と「研究活動事例」の紹介」日本IBM

事例紹介
「IBM i 活用事例紹介①」澁谷工業株式会社様
「IBM i 活用事例紹介②」株式会社ファイネス様

ディスカッション テーマ：新技術の活用

第4回
7月27日(火)
15:00-17:30
（開催終了）

最新情報 「データ活用とDX推進- IBM Db2 Web  Query for i -」日本IBM

事例紹介 「DX推進の課題と工夫＜システム戦略と組織の意識改革＞」株式会社ニイタカ様

ディスカッション テーマ：IBM i ユーザーのDX

第5回

12月2日(木)
15:00-17:00
（開催終了）

最新情報 「Power VS update」日本IBM

事例紹介
「基幹システムとしてのIBM i〜継続的な活用と人材育成施策」大阪シーリング印刷株式会社様
「AIとデータ分析による物流予測システムとIBM i の連携」センコー株式会社様

ディスカッション テーマ：IBM i の優位性と今後
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課題カテゴリー 課題数

人材確保・人材育成 38

新技術の活用 20

システム構成・運用 15

IBM iの優位性の理解を得るには 13

クラウド 10

開発手法・効率化 9

オープン化 9

DX 9

コスト 4

モダナイゼーション 2

総計 129

2021年課題

1_人材確保・人材育成

29%

2_新技術の活用

15%

3_システム構成・運用

12%

4_IBM iの優位性の理解を得る

には

10%

5_クラウド 8%

6_開発手法・効率化 7%

7_オープン化 7%

8_DX 7%

10_コスト 3%

9_モダナイゼーション 2%

課題カテゴリー 課題数

人材確保・人材育成 9

新技術の活用 6

DX 5

開発手法・効率化 5

システム構成・運用 4

IT部門の役割 4

IBM i の優位性の理解を得るには 2

クラウド 1

総計 36

2022年課題
1_人材確保・人材育成

25%

2_新技術の活用

17%

3_DX

14%

4_開発手法・効率化

14%

5_システム構成・運用

11%

6_IT部門の役割

11%

7_IBM i の優位性の理解を得るには

5%

8_クラウド3%

第1回テーマ

第2回テーマ

2021のテーマ

各回のテーマについて
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<開催例> 第1回 IBM i Club  2022年2月24日(木) 15:00-17:00

時間 セッション 担当

15:00-15:05 オープニング 事務局

15:05-15:25 最新情報
日本IBM システム事業本部 テクニカルセールス 佐々木 幹雄
数字で見るIBM i最新事情

15:25-15:45 事例紹介
トクラス株式会社
「利用部門からの要望」にどう対応しているか？

15:45-16:55

グループディスカッション

＜テーマ＞
これからのIT部門の役割

ファシリテーター

1 日本IBMシステム事業本部 テクニカルセールス OO OO

2 日本IBM システム事業本部 テクニカルセールス OO OO

3 日本IBM システム事業本部 システムズ・ラボサービス OO OO

4 日本IBM システム事業本部 テクニカルセールス OO OO

５ 日本IBM システム事業本部 テクニカルセールス OO OO

６ 日本IBM CSM クラウドプラットフォーム OO OO

16:55-17:00 クロージング 事務局

IBM i 最新情報のご提供

お客様より事例紹介

5-6名でディスカッション

今回のテーマ
「これからのIT部門の役割」

ファシリテーターはIBM社員
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日時 テーマ 実施内容

第1回

2月24日(木)
15:00-17:00

開催終了

「これからのIT部門の役割」

• IBMより最新情報
• 事例紹介 トクラス株式会社 様

「『利用部門からの要望』にどう対応しているか？」
• グループディスカッション

第2回

6月3日(金)
15:00-17:15

申込受付中

「人材確保・人材育成]
• IBMより最新情報
• 事例紹介 SBSリコーロジスティクス株式会社様

「IBM i 若手技術者育成の取組み (仮題) 」
• グループディスカッション

第3回 7月 (予定) 「新技術の活用」(仮) • IBMより最新情報
• 事例紹介
• グループディスカッション

第4回 9月 (予定) 「DX」(仮)

第5回 11月 (予定) (計画中)

第2回 IBM i Clubにぜひご参加ください。
お申し込み手順)
(1) IBM Community Japanメンバー登録 https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/ibmcommunityjapan.html
(2) IBM i Club お申込み https://ibm.biz/ibmiclubjapan

<ご注意事項>・守秘義務をお守りください。・営業活動を目的としたご参加はお断りいたします。

https://www.ibm.com/ibm/jp/ja/ibmcommunityjapan.html
https://ibm.biz/ibmiclubjapan
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IBM Community Japan 「皆が輝いて働ける社会を目指して」シリーズ
テーマ 内容 スピーカー 開催日 このような方におすすめします

DX x 人

ﾌｫｰﾗﾑ

DX人材 「DX人材とは？ -基礎編-」 石田秀樹
(IBM 組織･人材変革コンサルタント)

4月21日(木)
開催終了 • DX人材育成・

ジョブ型の検討
を始めようとし
ている企業の人
事ご担当者

• DX人材育成に興
味のある管理職
の方々

DX人材とは？
- 対談編 -

「個人のキャリア形成と
企業の人材育成のあり方」(仮題)

安田雅彦氏
(株)We Are The People 代表取締役
石田秀樹
(IBM 組織･人材変革コンサルタント)

6月8日(水)
申込受付中

IBMの人材育成 「 IBMの人材育成のご紹介」 中村拓 (IBM理事 人事担当 )
藤本亜子(IBM人事 ラーニング部長)
藤岡里織(IBMConsulting事業本部人材育成担当)

5月19日(木)
開催終了

技術者の育成 「デジタル人材育成の考え方〜研修
だけでは人は育たない〜」(仮題)

データ活用ができる技術者の育成

山田敦
(執行役員 & IBM Distinguished Engineer)
服部翔大
(IBM データサイエンティスト)

7月(予定) • 技術者の人材育
成に関わられる
人事部門の方々

• 技術部門の管理
職の方々

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ
&

ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ
(D&I)

ﾌｫｰﾗﾑ

D&Iと社会 D&Iが社会に与える影響とは
(仮題)

川上結子
(IBM Japan Women's Council リーダー)
ゲスト: 決定後発表します

7月(予定)

• D&Iに関心のある
経営者の方、人
事部門の方、マ
ネージャー

• テーマにご興味
のある方々

多様性 皆が多様性を理解する社会になるた
めに (仮題)

川田篤
(IBM LGBTQ+コミュニティー・リーダー)
ゲスト: 決定後発表します

8月(予定)

多様性 多様な働く形を実現するために必要
なこと (仮題)

小澤綾子
(IBM PwDAコミュニティー・メンバー)
ゲスト: 決定後発表します

8月(予定)


