2019年度
[G検定対応] AI理論と実践講座
“AI×イノベーション”を創出する人材を10ヶ月で育成するワークショップ
《テーマ》

前期：AIを基礎から応用まで学習
後期：自社課題のAI解決策を創出

期 間

前期：2019年6月～2019年10月（毎月2回全10回）18:30～20:40
後期： 2019年11月～2020年3月（毎月2回全10回）18:30～20:40

会 場
定 員
年会費

経営研究所 会議室
10社（年度途中のご参加も可能です）
前期 300,000円、 後期 300,000円
※通期での学習が望ましいが、前期のみも可能です。

講師
斉藤
森

徹
英悟

吉田 直可

（学習院大学経済学部経営学科 特別客員教授
株式会社ループス・コミュニケーションズ代表取締役）
（株式会社 Sigfoss 代表取締役社長 工学博士）
（法律事務所愛宕山所属弁護士
明治大学自動運転社会総合研究所 特別研究員）
一般社団法人 経営研究所

【AI理論と実践講座のご案内】
全ての産業・サービスの基盤が、IT技術、とりわけAIをコアにした技術と、そのネット
ワークに移行しつつあります。「AIテクノロジー」を事業に組み込み、自社に変革をもたら
すためのイノベーションは、企業成長の必須の要件となりつつあります。そうした問題意
識を背景に［G検定対応］を意識し、『AI×イノベーションを創出する人材を10ヶ月で育成
するワークショップ』 を前期と後期に分けて開催することにいたします。
この領域の第一人者たる斉藤徹(イノベーション担当)、森英悟(AIテクノロジー担当)、
吉田直可（ビジネスモデル特許、知的所有権の担当）による学習・問題解決型のワーク
ショップをめざします。
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ᡭ䛧䚸䛂୍⯡♫ᅋἲே⤒Ⴀ◊✲ᡤ䛃䛸䛧䛶䝇䝍䞊䝖⮴䛧䜎䛧䛯䚹㻌
䛄▱䛸ᐇ㊶䛾ὶ䛾ሙ䛸䛧䛶䚸䜎䛯ᬛ䛾Ⓨಙᇶᆅ䛅䛸䛧䛶䛾ᙺ䜢ᢸ䛖䛺䛛䛷ᚓ䛯ᡂᯝ䜢䚸ᗈ䛟ᴗ䛾ᐇົ䛻䛚䛔䛶ά䛛䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛸䛸䜒䛻䚸⏘ᴗ⏺ཬ䜃
Ꮫ䛾Ⓨᒎ䛻㈨䛩䜛䛣䛸䜢≺䛔䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌
㻌

䛆◊✲ᡤ䛾άື䛸≉Ⰽ䛇㻌
䡚䜟䛜ᅜ䜢௦⾲䛩䜛⏘䞉ᐁ䞉Ꮫ䛾ྛ⏺䛾䇾▱䛸ே䇿䜢⤖㞟䛧䛯䛄◊✲䛅䛜άື䛾䝯䜲䞁䟿䡚㻌
⤒Ⴀ◊✲ᡤ䛿䚸⤒Ⴀ䛾᰿ᖿ䛻䛛䛛䜟䜛䝔䞊䝬䛤䛸䛻◊✲䜢タ䛡䚸ྛ◊✲䛾άື䜢⤒Ⴀ◊✲ᡤ䛾䝁䜰䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹ྛ◊✲䛻䛒䛳䛶䛿䚸ㅮ⩏ᙧ
ᘧ䚸䝉䝭䝘䞊ᙧᘧ䜢䛸䜙䛪䚸ᐇົ⪅䚸◊✲⪅➼䜢୰ᚰ䛻ཧຍ䝯䞁䝞䞊䛾▱ⓗ᱁㜚ᢏ䜢㔜ど䛧䚸ẖᅇ䚸䜟䛜ᅜ䜢௦⾲䛩䜛ከᙬ䛺䝀䝇䝖䜢ᣍ⪸䛧䚸䝀䝇䝖䛾䝥
䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛻䛴䛵䛔䛶䚸ཧຍ⪅䠄䝡䝆䝛䝇䝟䞊䝋䞁䛸◊✲⪅䛜୰ᚰ䠅䛸䛾㛫䛷䚸ྛᅇ㻝㛫䛺䛔䛧㻝㛫༙䛻䜟䛯䛳䛶㆟ㄽ䜢㔜䛽䜎䛩䚹㻌
༢䛺䜛ຮᙉ䛾ሙ䛻䛸䛹䜎䜛䛣䛸䛺䛟䚸䛭䛾ㄽ㆟䜢㏻䛨䛶ၥ㢟䜢῝䛟᥀䜚ୗ䛢䚸䜎䛯ཧຍ⪅䛜┦䛻ษ☩⌶☻䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᐇົୖ䚸◊✲ୖ䛾᪂䛧䛔╔䛸䚸
▱䛺䜙䜃䛻ᐇ㊶䜈䛾ᣦ㔪䜢ᚓ䜛䛣䛸䜢䜑䛦䛧䜎䛩䚹ྛ◊✲䛿䚸ୖグ䛾◊✲άື䜢㏻䛨䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛻㉁䛾㧗䛔ᥦゝ䛸ウㄽ䛜䛺䛥䜜䜛䛾䜏䛺䜙䛪䚸䛧
䛳䛛䜚䛧䛯䝗䜻䝳䝯䞁䝖䜢ᥦ౪䛧䜎䛩䚹㻌

䛆䜎䛷䛻◊✲䛻䛤ཧຍ䛔䛯䛰䛔䛯ᴗ䛾୍㒊䛇㻌 㻌
䜰䞊䝹䞉䝔䞊䞉䝽䜲䚸䜰䝃䝠䝡䞊䝹䚸䜰䝖䝺䚸䜰䝟䜾䝹䞊䝥䚸䜰䝺䞁䝆䝢䞊䝇䚸䜲䜸䞁䚸ෆ⏣ὒ⾜䚸㻭㻺㻭䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸䜶䞊䝄䜲䚸㻭㻳㻯䚸㻺㼀㼀䚸䠪䠰䠰䝁䝭
䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝈䚸㻺㼀㼀㒔ᕷ㛤Ⓨ䚸䜸䝣䜱䝇୰ᮧ䚸䜸䝸䝑䜽䝇䚸䜹䝂䝯䚸ᕝᓮỶ⯪䚸㛵㟁ᕤ䚸䜻䝸䞁䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸䜽䝺䝕䜱䝉䝌䞁䚸䝁䝧䝹䝁䞉䜻䝱䝸䜰䞉䝕
䜱䝧䝻䝑䝥䝯䞁䝖䚸䝁䝧䝹䝁㻌 䝬䝔䝸䜰䝹㖡⟶䚸䝁䝬䝒䚸䝃䝖䞊䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸䝅䞊䝈䞉䝇䝸䞊䚸䝅䞊䝯䞁䝇䝦䝹䝇䜿䜰䚸㻶㼄㼀㻳䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸䠦䠢䠡䝩䞊
䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸㻶㻙䜸䜲䝹䝭䝹䝈䚸㻶㻷䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸㈨⏕ᇽ䚸ᓥὠ〇సᡤ䚸ఫᏛ䚸䝆䝲䝖䝁䚸㟁ᕤ䚸ఫၟ䜰䝡䞊䝮⮬ື㌴⥲ྜ◊✲ᡤ䚸ఫၟ
䚸✚ỈᏛᕤᴗ䚸䝉䝤䞁㖟⾜䚸᪥✵ၟ䚸᪥ᮏ✵㍺䚸ᦆᐖಖ㝤䝆䝱䝟䞁᪥ᮏ⯆ள䚸㻿㻻㻹㻼㻻䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸᪥ᮏ༳ๅ䚸᪥ᮏఫ〇⸆䚸
䝔䜽䝜䝞䚸䝔䝹䝰䚸㟁※㛤Ⓨ䚸䝕䞁䝋䞊䚸㟁㏻䚸ᮾᛴື⏘䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸ᮾிᛴ⾜㟁㕲䚸ᮾிᘓ≀䚸ᮾி㟁ຊ䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸ᮾ䝍䜲䚸ᮾṊ㕲
㐨䚸䝖䝶䝍⮬ື㌴䚸㇏⏣⮬ື⧊ᶵ䚸䝙䝁䞁䚸᪥⏘⮬ື㌴䚸᪥ᮏ⸆䚸᪥ᮏỈ⏘䚸᪥ᮏ⏕ά༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ䚸᪥ᮏ⏕⏘ᛶᮏ㒊䚸᪥ᮏ㟁Ẽ䚸ᮧᕤ⸤
䛆ཧຍ⏦㎸᪉ἲ䛇
♫䚸䝟䜲䜸䝙䜰䚸༤ሗᇽ䚸䝟䝘䝋䝙䝑䜽䚸ᮾ᪥ᮏ᪑ᐈ㕲㐨䚸᪥❧䜻䝱䝢䝍䝹䚸᪥❧㔠ᒓ䚸᪥❧〇సᡤ䚸᪥㔝⮬ື㌴䚸䝠䝳䞊䝬䞁䜴䜶䜰䡡䝁䞁䝃䝹䝔䜱䞁䜾䚸
䛆ཧຍ⏦㎸᪉ἲ䛇
䝣䜯䞁䜿䝹䚸㉺䚸〇Ἔ䜾䝹䞊䝥ᮏ♫䚸ᐩኈ㟁ᶵ䚸ᐩኈ䝣䜲䝹䝮䚸ᮏ⏣ᢏ◊ᕤᴗ䚸ᮏ⏣ᢏ⾡◊✲ᡤ䚸䝬䝒䝎䚸䝬䝤䝏䝰䞊䝍䞊䚸⣚䚸䜏䛪䜋㖟
ᖺ㈝  䠍♫㻌 㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜 䠄⤒Ⴀ◊✲ᡤ⥔ᣢဨ䛿 㻝㻜㻑ᘬ䚸ศ⣡ྍ
⾜䚸୕Ꮫ䚸୕ఫᘓタ䚸୕≀⏘ᡓ␎◊✲ᡤ䚸୕䝩䞊䝮䚸୕⳻Ꮫ䚸୕⳻䜿䝭䜹䝹䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸୕⳻ᆅᡤ䚸୕⳻ၟ䚸୕⳻⥲ྜ◊✲
ᡤ䚸୕⳻㟁ᶵ䚸䝲䝬䝖䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䚸㻸㻵㼄㻵㻸䜾䝹䞊䝥䚸䝸䝬䜲䞁䝗䚸䝹䝭䝛㻌 㻌 ከᩘ㻌

【参加申込方法】
年 会 費
申込方法

連絡先

前期 300,000 円（前期のみの支払いも可能でございます。
）
後期 300,000 円 ※経営研究所維持会員は 10%割引、分納可。
所定申込書に必要事項をご記入の上、メールもしくは FAX でご送付下さい。
参加は会社単位で、1 社 3 名の会員の登録ができます。
ワークショップには 3 名迄ご出席頂けます。登録者以外の代理出席はご遠慮いただいております。
一般社団法人 経営研究所 事務局
〒100-0005東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビルB1Ｆ
TEL：03-5220-2881 ／ FAX：03-3217-0208
E-mail：keieikenkyusho@keieik.or.jp ／ URL：http://www.keieik.or.jp

会場案内図
【三菱ビルへの行き方】
・JR
｢東京駅｣(丸の内南口)・・・・・・・・・・・・・・・徒歩約3分
京葉線「東京駅」10 番出口より直結
・地下鉄
千代田線｢二重橋前駅｣4番出口・・・・・・･･徒歩約2分
丸ノ内線｢東京駅｣地下道経由・・・・・・・・・徒歩約3分
都営三田線｢大手町駅｣D1出口・・・・・・・・徒歩約4分
東西線｢大手町駅｣B1出口・・・・・・・・・・・・徒歩約6分

2019年度
AI理論と実践講座 参加申込書
年

月

日

会社名
所在地 〒
ふ

り

が

な

登録者氏名

TEL
E-mail

所属部署および役職名
ふ

り

が

な

登録者氏名

TEL
E-mail

所属部署および役職名
ふ

り

が

な

登録者氏名

TEL
E-mail

所属部署および役職名
※1 請求書送付先は、こちらに丸印をつけて下さい。
※2 オールインワン制度でのご参加の場合は、右記に☑ を入れてください。

□
20190327

