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拝啓 日頃より BIPROGY 研究会活動にご協力、ご支援をいただき厚くお礼申し上げます。 
新型コロナウィルス感染は未だ収束が見られず会員各位におかれましては日々の活動に制限があ

る中、努力を重ねられていることと存じます。 
 
BIPROGY 研究会では、会員の皆様が日常業務の中で抱えている課題やこれからのＩＴを駆使

した新たな働き方、ＡＩなどのテクノロジー活用をテーマに、会員同士や BIPROGY グループ社
員との情報・意見交換の場、また相互研鑚の場として、各種の研究活動を推進しています。 

 
今年度の研究活動は昨年度と同様に、新型コロナウィルスによる影響を考慮し、Web 会議を

主体とした非接触型の活動を中心としつつ、状況を見ながら可能な範囲で対面での活動も取り
入れることを検討できればと考えております。Web 会議ならではの移動時間削減、テレワーク
による参加のしやすさなどプラス面を積極的に活用し工夫しながらご自身の成⾧へつなげてい
ただきたいと思います。 

 
このような状況だからこそできる活動を通じて自社へ活動成果をしっかり持ち帰っていただ

けるように、研究グループ毎に BIPROGY グループ社員によるアドバイザー制度や運営メンバ
ー、事務局によるフォローをしっかりと行っていきます。 

 
新しい日常（ニューノーマル）におけるビジネスヒント発掘や企業の枠を超えた新しい交流の

場、人材育成の場として研究活動をご活用いただきたく、多数のご参加をお待ち申し上げており
ます。 

敬具 
 
【2022 年度研究活動の目的】 
・異業種交流（社外の年齢や経験、役職の枠を超えたメンバーとの交流） 
・人材育成（課題解決，チームビルディング，ファシリテーション，プロジェクトマネジメント， 

ドキュメンテーション，ファシリテーション，コミュニケーション能力の向上） 
・業務外分野探求への挑戦（失敗を恐れずチャレンジできるプロジェクト） 
・働き方改革による新しい活動形態への挑戦・活動成果の社外への発信 

（発表会や Web 掲載を通して参加者・参加会社の知名度アップ） 

  



「東北支部研究活動」メンバー募集・運営要項 
 

１．参加資格 
BIPROGY 研究会会員企業（会員企業の方であればどなたでも参加いただけます） 
 

２．研究テーマ 
活動開始後にメンバー間で研究したいテーマを協議のうえ、決定いただきます。 

  テーマ案は「2022 年度研究活動 東北支部活動テーマ案」をご参照ください。 
 
３．参加費 

■今年度研究活動費として、1 企業\20,000 を申し受けます。 
＊参加人数にかかわらず 1 企業あたり\20,000 です。 

   ＊参加メンバー確定後、「連絡責任者」へ参加費用をご請求させていただきます。 
■その他交通費・旅費等は、参加者の負担とさせていただきます。 

 
４．グループの構成 

■原則 5～7 名程度で１グループを構成しますが、お申込み状況によって判断いたします。 
■構成メンバーの中から、「リーダー」「サブリーダー」を互選することとします。 
■活動には、BIPROGY グループより選出されたアドバイザーが参加し、研究活動を支援します。 

 
５．年間スケジュール 

開催予定日 開催内容 
5 月 25 日（水） 発足式＆第 1 回会合予定 

8 月下旬～9 月上旬頃 中間報告:リーダー、サブリーダー対象 
１月末 予定 活動報告書提出 

２月上旬～中旬 予定 東北支部発表会 

３月３日（金）  全国発表会 
 
６．活動期間と会合回数 

■活動期間は本年 5 月から翌年２月末までとします。（※全国発表会を除く） 
■期間中、原則月１~2 回の会合（半日）を持ちますが、詳細は別途グループ運営の中で 

決定します。 
業務に支障をきたす活動は本来の活動の形ではありませんので、ご検討の上お申し込み 
いただきますようお願いいたします。 

■第１回目の会合は発足式を兼ね、2022 年 5 月 25 日（水）の 15:00～17:00 を 
予定しております。（会場:BIPROGY 株式会社 東北支店） 

※参加状況により、各メンバーのスケジュールを調整しご連絡いたします。 
また、終了後に懇親会を予定しておりますが、新型コロナウィルスの感染状況により 
中止にする可能性がございます。 

  



■テーマ選定にあたっては、テーマに関しての知見取得に時間を費やし、 
ストーリーを組み立てられなくならないようグループ内で工夫していただき、 
アドバイザーの助言を得ながら進めてください。 

■来年１月下旬に活動成果を「研究活動報告書」として提出していただきます。 
＊研究活動運営委員の皆様により、活動報告書の表現力・構成力はもとより、実用性・ 

有効性、先進性・独創性・独自性などの面を考慮して査読審査をさせていただきます。 
   ■来年３月３日（金）に「研究活動成果発表会」として、グループメンバー以外の方々に向けて 

発表をしていただきます。 
※新型コロナウィルスの感染状況により発表形態は変更になる場合があります 
また、各グループリーダー、サブリーダーを対象に 8 月下旬から 9 月上旬にグループの 
中間報告をしていただく予定です。 

 
７．活動運営について 

■研究活動の企画・運営は参加メンバーの自主運営とします。 
■会合は Web 会議を主体としながら、状況によって対面での会議もご検討いただきます。 
 対面会議の場合は、BIPROGY(株)東北支店及び参加メンバーの会社施設等を利用します。 
■研究成果は、「研究活動発表会」や「全国カンファレンス」等で発表していただくことが 

あります。 
■特に優れた成果には、「エッカート賞」やその他入賞制度の受賞候補として推薦されます。 
■ご報告いただいた研究活動成果（研究活動報告書、プレゼン資料その他発表資料を含む）の 

著作権は著作者に帰属するものとします。但し著作者は、BIPROGY 研究会が情報発信する 
機関誌や Web サイトにおいて、著作者の研究活動成果の掲載・配布に関する権利（個人名・ 
会社名・所属先の公開を含む）を BIPROGY 研究会に無償で許諾するものとします。 

 
８．申込方法:５月１８日（水）までに下記サイトにてお申込みください。 

https://form.biprogy.com/public/seminar/view/18992  
 
９．お問合せ先 

BIPROGY（株）東北支店内 
BIPROGY 研究会東北支部事務局 清水・稲生 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-1-25 JRE 東二番丁スクエア 
    E-mail: tohoku-box@biprogy.com 

   TEL:022-706-2503 
以上 



No キーワード 募集対象 　　テーマタイトル（案） 活動内容（案）

1 Ｄ２Ｃ
ＩＴ企業のＳＥ、及び、ユーザー企

業の情報システム部門
今後のD2C領域の展望

米国ではB2CビジネスからD2Cビジネスへ広がりを見せている。日本ではまだあまりなじみがな
い言葉であるが、今後ITやデジタル活用によりD2C形態でのビジネスが広がる可能性がある。
そのリサーチと社会実験ができるとよい。

2 IoB IT企業のSE IoB（IoTからの進化）
トレンドワードとしても挙がっているIoB（Internet of Behavior/Bodies）について、その前身とも
言われているIoT（Internet of Things）からの進化過程も含め、今後の展開・メリット/デメリット
等について検討する。

3 ＮＦＴ
ＩＴ企業のＳＥ、及び、ユーザー企

業の情報システム部門
NFTを活用したビジネス開発

一時期ブロックチェーン技術が仮想通貨の台頭と合わせて表舞台に出てきたが、実際の所ビ
ジネスで継続して活用されている事例は少ないようだ。しかしながら、ここに来てNFTの技術を
活用したデジタルアートやクリエイター商品の販売やオークション等が脚光を浴びている。その
NFTとは何者かを研究し、ビジネスへの活用を探る。

4 エドテック（学習関連の技術）
ユーザー企業の経営戦略・人事・

情報システム企画
エドテックを取り入れた

「未来の教室」

エドテック（EdTech）は、教育（Education）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語。
金融業界のFinTechや食品業界のFood Techなどのように、「〇〇に関する新技術」という意味
合いで「〇〇Tech」という表現が用いられるが、エドテックもその一つといえる。教育・学習領域
では、学習アプリやオンライン学習の配信サービスなどのほか教師や教員が生徒の学習を管理
するためのツールも導入されいる。教育・学習領域でテクノロジーを活用することで、教育現場
の効率化や教育格差の解消などが期待されている。

5 グラフデータベース 指定なし
グラフデータベースを活用した関係

性の見える化

データのつながりを表現できる、ネットワークやグラフ構造を扱った「グラフデータベース」が注
目されている。例えばFacebookやLinkedInなどのソーシャルメディアが、ユーザー同士の関係
性を表すソーシャルグラフを格納するために使っている例がよく知られている。グラフデータ
ベースを活用してビジネスに役立てるためには？グラフデータベースはどのような用途に向いて
いるのか？を研究する。

6 ゼロトラスト
ＩＴ企業のＳＥ

ユーザー企業の情報システム部
門

クラウドおよびリモートワークの進展と
それに伴うセキュリティ対策

コロナ渦におけるリモートワークの進展に伴い、パブリッククラウドの利用が進んでいる。クラウド
では、デバイス認証およびログによる監視でセキュリティ対策をしているケースが出てきている
が、従来型の閉域接続によるセキュリティとの併用による不都合が生じてきている可能性があ
る。ユーザー企業としては、本質的にセキュリティのどこに不安をもっているのかを議論したい。

7 ローコード開発、ノーコード開発 企業情シス部門 「開発しない」開発手法

ローコード開発、ノーコード開発が世に出て久しく、プラットフォームもだいぶ出そろってきていま
す。しかし、プログラム開発技術を持たない情シス部門へ広く浸透しているかと言えば、そうでも
ないと感じています。「開発しない」この手法が最も適した業種は？とか、強味、弱みといったも
のを分析するのも面白いのではと思い提案します。

8 ヘルスケアプラットフォーム 全般 クラウド時代のヘルスケア

医療情報のIT化や、共有化が広く議論されている。コロナにより医療機関に出向くことが出来な
くなことも背景にヘルスケア分野のIT化やプラットフォームを提供するサービスが提供され出し
ている。
さらに、データ分析により個々人に合わせたヘルスケアも可能となっている。
今後さらなる広がりを見せるヘルスケア分野のIT化の方向性を深堀りする。

9 ＤＸ人材育成
ＩＴ企業のＳＥ、及び、ユーザー企

業の情報システム部門
ＤＸを担う人材像と育成手段

ＤＸが叫ばれて数年が経過しているが、真にＤＸを担える人材像とは？　具体的にはどんなマ
インドやスキルセット、経験を経て活躍できる人材になるのかを、実モデルを通じて研究し、そ
の育成手段やキャリアパスを提言する。

10 ダイバーシティ＆インクルージョン 全組織対象 D&Iがあたりまえの時代

個人の信念や価値観、ライフスタイルなど、一人ひとりの違いを認め合い、多様性を受け入れ
る。
企業・組織・チームが自律的に成長していくために求められる「ダイバーシティ＆インクルージョ
ン（D&I）」とは。
ポストコロナ時代を見据えた「強みや個性を活かした多様性ある組織のあり方」について研究す
る。

11 セキュリティ
ＩＴ企業のＳＥ、及び、ユーザー企

業の情報システム部門
サイバーセキュリティの進化への対
応

コロナ禍の折、リモートワークや在宅勤務の需要・利用が急拡大し、ネットワークの利用も増大し
た。　その結果、そういったネットワークを利用する利用者（個人含む）をターゲットにしたサイ
バー攻撃も増加の一途をたどっている。　今までは、どちらかというと、企業体をターゲットにして
きたサイバー攻撃が、個人や限定的な環境（部分）をターゲットにしてきている。
エンドポイントセキュリティを含め、個～集団までを包括できるセキュリティ対策の考察をしてみ
てはどうか？

12 非接触型ソリューション＆エッジAI
ＩＴ企業のＳＥ、及び、ユーザー企

業の情報システム部門

エッジAI連携・非接触型ソリューショ
ン
（〇〇〇〇〇〇〇サービス）

今後益々「非接触型・非密集型」のソリューション需要は高まっていくと予想される。　エッジAIの
考え方とも連携し、人々の多種多様な行動様式やニーズに合ったアプローチを行うためにはど
うしたらいいのか？を考察してみてはどうか？
「そういったデータを…」、「どうやってデータを収集するか…」、「データをどう使うか…」、etcを
検証し幅広い層で利用できるソリューションを検討。

13 UD（ユニバーサルデザイン）
ＩＴ企業のＳＥ、及び、ユーザー企

業の情報システム部門
年齢層に関係なく、すべての人がス
マホサービス利用。

スマホを利用したサービス提供が主流となっている。操作に不慣れな人向けの簡単スマホ全国
統一規格を多くの企業が導入すれば、高齢者でもＤＸを容易に享受できる。
研究内容は、人が同じサービスを享受できるメリット、社会・企業が窓口業務縮小により経費が
削減できるメリット等を数値化し証明。実現に向けた提案を行う。

ユニバーサルデザインの7原則　出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
１　どんな人でも公平に使えること。
２　使う上での柔軟性があること。
３　使い方が簡単で自明であること。
４　必要な情報がすぐに分かること。
５　簡単なミスが危険につながらないこと。
６　身体への過度な負担を必要としないこと。
７　利用のための十分な大きさと空間が確保されていること。

2022年度研究活動　東北支部活動テーマ案


