
報道関係各位: 

 

菅前首相ほか、国内外の産官学の第一人者が登壇! 日経クロステック EXPO 2022 

 

＜プレスリリース＞ 

社会とビジネスを変革するテクノロジーの祭典～技術の近未来が分かる 2 週間～ 

日経クロステック EXPO 2022 を 10 月 11 日～21 日、オンラインで開催! 

 

 
 

 

インフレ、円安、ウクライナ危機、エネルギー資源問題、少子高齢化……。 

日経 BP は 10 月 11 日～21 日、オンラインで『日経クロステック EXPO 2022』を開催し、 

社会や企業を取り巻く厳しい現状の打開に向け「社会の変革」「企業/産業の変革」 

「人材/働き方の変革」を支える技術を中心に有益で魅力的な情報を配信します。 

 

IT、先端技術、建設分野に精通した編集⾧ 15 人が、注目技術の動向を解説するほか、 

メタバースや量子コンピューター、最先端ロボット、次世代カーなどの最新技術、 

さらに DX 先進企業の経営幹部や変革リーダー、スーパーエンジニア、著名学者など 

の協力を得てホットトピックに迫るコンテンツをお届けします。 

 

最新テクノロジーの動向、DX の進展による社会・産業の近未来が分かる 2 週間。 

報道関係の皆様におかれましても、ぜひご登録のうえ、 

『日経クロステック EXPO 2022』をオンライン会場でご体感ください。 

 

＜開催概要＞※公式 HP  https://events.nikkeibp.co.jp/xtech/2022/ 

 

◆名称:日経クロステック EXPO 2022 

◆会期:2022 年 10 月 11 日(火)～21 日(金) 

◆開催形態:オンライン開催 

◆出展社数: 90 社（9 月 30 日現在） 

※各社出展内容は下記にてご確認ください。 

 https://events.nikkeibp.co.jp/xtech/2022/#booth  

◆講演:全 110 セッション（9 月 30 日現在） 



※プログラムは下記にてご確認ください。 

 https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html 

◆同時開催:日経クロスヘルス EXPO 2022 

 https://events.nikkeibp.co.jp/xhealth/2022/ 

 

＜基調講演＞※一部抜粋／順不同 

 

▼菅前首相に聞く携帯値下げの真意と情報通信の今後 

前首相  菅 義偉 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-174b1 

 

▼ハリネズミ経営を支えるデジタル変革―IT 小売業への道 

ベイシア カインズ  代表取締役会⾧  土屋 裕雅 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-130a1 

 

▼味の素グループの DX、オペレーション変革から事業モデル変革、社会変革への挑戦 

味の素  取締役代表執行役副社⾧ Chief Innovation Officer（CIO） 白神 浩 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-172a1 

 

▼ブルーヨンダーを買収したパナソニック コネクトのデジタル変革 

パナソニック コネクト  代表取締役 執行役員社⾧・CEO  樋口 泰行 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-190a1 

 

▼40 代で早大入学、老化学研究者へ、いとうまい子の 「学び直し」のすすめ 

俳優  いとう まい子 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-210a1 

 

▼岩出式・心理的安全性の極意～大学ラグビー9 連覇、「常勝集団」のチーム構築術 

帝京大学 スポーツ局⾧（帝京大学ラグビー部前監督） 岩出 雅之 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-170a1 

 

▼AI は社会をどう変えるのか、本当の革命はこれから 

 ～マーティン・フォード氏公開インタビュー 

フューチャリスト、「AI はすべてを変える」著者  マーティン・フォード 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-146a1 

 



▼データ連携でメタバースはビジネスツールになる 

 ～デジタルツインの第 1 人者が語る～ 

シンメトリー・ディメンションズ  Founder/CEO  沼倉 正吾 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-115a1 

 

▼日産自動車に直撃インタビュー!どうなる!? 次世代カー 

日産自動車  最新軽 EV「サクラ」開発責任者  坂 幸真 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-212a1 

 

▼「量子コンピューターの未来は明るいか?」、実機動画リポートも 

慶應義塾大学 理工学部 教授／量子コンピューティングセンター センター⾧ 

山本 直樹 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-112a1 

 

▼紛争解決にイノベーションを～国連にテック支援組織を立ち上げた政務官の挑戦 

国際連合  政務・平和構築局 イノベーション・セル 政務官 

高橋 タイマノフ 尚子 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-132a1 

 

▼2030 年代最大級の「TOKYO CROSS PARK 構想」を英国建築家が語る 

PLP アーキテクチャー  取締役  相浦 みどり 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-185a1 

 

▼ここまで来た建設 3D プリンター～注目スタートアップ Polyuse に聞く 

Polyuse  代表取締役 CEO  岩本 卓也 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-195a1 

 

▼「日本の大航海時代」日本の経済再生と洋上風力 

Xodus Group Japan  代表取締役社⾧  小川 逸佳 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-197b1 

 

▼アフターデジタルのその先へ:社会課題ドリブンのデジタルイノベーションが始まる 

ビービット  CCO 兼 東アジア営業責任者  藤井 保文 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-117b1 

 

 



▼独学プログラマーこそコンピューターサイエンスを学ぼう 

プログラマー／「独学プログラマー」「独学コンピューターサイエンティスト」著者 

コーリー・アルソフ 氏 ほか 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-135b1 

 

▼「ソシオテクニカル経営」とは～DX/SDGs 時代を生き残る術 

国際大学 グローバルコミュニケーションセンター 准教授 櫻井 美穂子 氏 

＜モデレーター＞慶應義塾大学 総合政策学部 教授  國領 二郎 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-140a1 

 

▼湾岸から始まる東京大改造、東京ベイ eSG プロジェクトに迫る 

東京都 政策企画局計画調整部 東京 eSG プロジェクト推進担当課⾧  山本 健一 氏 

東京都 都市整備局都市づくり政策部 開発計画推進担当課⾧  荒井 大介 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-180a1 

 

▼AI ヒット書籍の著者だから分かる「本当に役立つ AI 人材とは」 

 ～データサイエンティスト vs AI エンジニア～ 

AI エンジニア  赤石 雅典 氏／データサイエンティスト  伊藤 真 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-125b1 

 

▼これをやったら炎上必至、AI・データ活用の「べからず集」 

日本データマネジメント・コンソーシアム（JDMC） 佐藤 市雄 氏／安井 秀一 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-145a1 

 

▼全学生が STEAM を超えたその先へ! 

お茶の水女子大学は未来を創る「ひと」をこう育てる 

お茶の水女子大学 学⾧  佐々木 泰子 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-177b1 

  

▼腕試し!大学入学共通テスト「情報」に挑戦、今後の社会に必要な情報活用能力とは 

みんなのコード 未来の学び探究部  永野 直 氏 

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2022z1011ex/index.html#TK_TK-127b1 

 

 

 

 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

●本件に関するお問い合わせ先 

日経 BP イベント事務局（日経クロステック EXPO） 

 https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_1601/p/388 


