
専攻名  情報アーキテクチャ専攻  必修・選択  選択  単位  2  学期 4Q

科⽬群  エンタープライズ系科⽬群 
科⽬名  情報ビジネス特別講義 4 

教員名  淀川  ⾼喜 
(英⽂表記)  IT Strategy and Management 

概要 

近年、⽇本においても IT は企業活動における競争優位を図る重要な道具となってきているが、⼀⽅で IT を戦略的
かつ効果的にビジネスに活⽤していくマネジメント⼒が強く求められてきており、その養成は急務となっている。 

講義では、事業変⾰、業務改⾰、IT 戦略策定などの具体的な事例を通して、その⽅法論や管理⼿法を実務レベル
で修得し、IT サービスを提供する組織や企業におけるマネジメント（幹部）としての役割を実践できる⼈材を養成
する。特に実務での事例をベースに体系化、網羅されたカリキュラムとケーススタディを通して、IT 担当役員（CIO）、
事業担当役員、変⾰リーダー、起業家として必要となる基本知識を理解し実践出来るようにすることを⽅針とする。 

⽬的・狙い 

この講義では、履修⽣が「社会や企業における IT の存在価値」や「IT の更なる活⽤の可能性」を考え「IT 戦略づ
くり」や「事業変⾰における IT 活⽤」「新たなビジネスモデルの創出」を実践出来るマネジメント（幹部）として
の育成を⽬的とする。具体的には、この講義を通して下記の知識と能⼒、スキルを修得する。 

・ビジネス環境の変化や IT の動向をとらえて、今後のシナリオを描き必要となるビジネスモデルの創出を体得する
・ビジネス戦略とそれを⽀援する IT 戦略施策の策定やビジネスモデル創出のための⼿法やプロセスを理解する。 

・コンサルタントとしての、業務プロセス分析、仮説検証、シナリオ策定、変⾰実⾏マネジメントの⽅法論やフレ
ームワークを修得する。
・サービスとしての、投資計画や投資対効果、アウトソーシング活⽤の考え⽅や管理⼿法を理解する。

また、実務での企業を想定したケーススタディーを通して、環境の変化をとらえてビジネス戦略と IT 戦略を策定
して経営層へ提⾔するための、主張のまとめかたや論理展開、プレゼンテーション⽅法などを体得する。 

修得できる知識単位:   

（A4）K‐07‐17‐01  情報システム戦略  (レベル 4)  システム戦略の意義と⽬的、情報化投資計画、ビジネスモデル 

（A4）K‐07‐17‐02  業務プロセス  (レベル 4)    BPR、業務分析、業務改善、業務設計、BPO 

（A4）K‐07‐18‐01  システム化計画  (レベル 4)  システム化構想、開発投資対効果、IT ポートフォリオ 

（A2）K‐08‐19‐02  マーケティング  (レベル 4)  マーケティング⼿法、マーケティング分析、ブランド戦略 

（A2）K‐08‐19‐03:  ビジネス戦略と⽬標・評価  (レベル 4)  ビジネス戦略⽴案、ビジネス環境分析、KPI、KGI 

前提知識 

（履修条件） 

・「企業経営とビジネスモデル」「デジタル化への対応」「コンサルティング活動」「IT 活⽤による事業変⾰や起
業」への関⼼があることが望ましい。
・保有する技術スキルを磨き深めながら、今後企業での経営者や起業あるいはコンサルタントを⽬指すために、経
営視点での発想やマネージメント⼒の強化に関⼼があることが望ましい。

到達⽬標 

上位到達⽬標 

企業における CIO、変⾰リーダーとしての役割を果たせる、あるいは IT を活⽤した起業家やコンサルタントとして 

新たなビジネスモデルの創出が出来るようになる。 

最低到達⽬標 

企業における IT の重要性や可能性、活⽤⽅法などを正しく理解し、今後、企業経営、新たなビジネスモデルの 

創出、事業変⾰の実⾏等に参加出来るようになる。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ○
対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○  対⾯授業はグループディスカッション/セッション/プレゼンで構成 

実習・演習（個⼈）  ―
実習・演習（グループ）  ―

サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 

・毎回の授業前に、取り上げる予定の事例についてあらかじめテキストを読んで関⼼事を整理しておくこと（特に
事前レポートは求めない）。
・最近のビジネス環境の変化に関する情報に常に関⼼を持って記録しておくこと。
・そこから想定されるビジネス施策や IT 施策を仮説として創出すること。
・中間/最終レポートに向けて⽂献調査などにより仮説の検証、精査をすること。
・最終レポートでの効果的な提案に向けて資料の⾒直しやブラッシュアップを実施すること。

授業の内容 

・実務での事例を中⼼とした説明資料とテキストを使⽤した 15 回⼀貫した授業内容である。
・企業での変⾰や新たなビジネスモデルの創出を⽀援するコンサルティングや事例調査に基づいたものである。
・授業はディスカッションなどの対⾯授業⽅式による全員参加型を取り⼊れる。
・2 回のレポートは授業内容の⾃分なりの理解にむけた⼀貫した内容で実施する。
・中間レポートでは各⾃が想定する業界を決めて IT を活⽤した事業変⾰の特徴的な例と成功要因を⽰す。
・最終レポートでは各⾃が想定する新たなビジネスモデルや事業変⾰のプランについて提案する資料を作成する。
・レポートをベースに簡単な発表とディスカッションを全員参加で実施し深耕する。



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

IT を活⽤した変⾰による事業価値創造のフレームワーク、中間レポートの課題提⽰: 

先⾏研究の理論に基づく IT を活⽤した変⾰による事業価値創造の定⽯の理解 

アンケート調査分析結果に基づく⽇本企業における ITによる事業変⾰の実態の把握
―  対⾯ 

第 2 回 

製造業における事業変⾰の事例分析:  ドミノピザ（⽶国）のデジタルマーケティン
グによる事業再⽣、アジアンペインツ（インド）のリテール向けサービス事業への
転換 

―  録画 

第 3 回 

流通業における事業変⾰の事例分析:  アルディ（英国）のバリューフォーマネー実
現のためのマーケティングミックス、しまむら（⽇本）の持続的成⻑を可能にする
ビジネスモデル 

―  対⾯ 

第 4 回 
⾦融業における事業変⾰の事例: HSBC（英国）の銀⾏店頭での顧客経験の刷新、BNP

パリバの顧客向けサービスプラットフォームのデジタル化 
―  録画 

第 5 回 

総括 1  事業戦略、変⾰実⾏組織、変⾰実⾏⼈材、変⾰プロセス、変⾰のための IT

活⽤に関する先⾏研究の理論の解説:  これまでの事例分析に関する理論にもとづく
解釈を全員でディスカッション 

―  対⾯ 

第 6 回 

中間レポートの討議 変⾰による事業価値創造の業界ごとの特徴と成功要因のまと
め:  これまでの事例分析を踏まえて各⾃が業界をひとつ選び、特徴的な変⾰の例と
成功要因についてレポートを提出し、参加者全員で内容をディスカッションする。 

―  対⾯ 

第 7 回 

事業変⾰の具体的⽅法の事例分析（⼈間系システム駆動型アプローチ）:  コーラス
（英国製鉄業）の継続的改善プロセス、スタンダードライフ（英国⾦融業）の全社
横断による顧客満⾜刷新プロセス 

―  録画 

第 8 回 
事業変⾰の具体的⽅法の事例分析（戦略＆IT 駆動型アプローチ）:  東京海上⽇動（⽇
本）の商品・業務・情報システムの抜本改⾰プロセス 

―  録画 

第 9 回 

持続的変⾰の⽅法としての価値創造サイクル理論の提⽰、最終レポートの課題提⽰: 

価値創造サイクルという持続的変⾰の⽅法の考え⽅と、その典型例であるセブンイ
レブンジャパンの事例分析

―  対⾯ 

第 10 回 
製造業における価値創造サイクルの事例分析:  GE（⽶国）の歴代 CEO による変⾰の
経緯と価値創造サイクルによるデジタルイノベーションへの転換 

―  録画 

第 11 回 

⾦融業における価値創造サイクルの事例分析:  ウェルズファーゴ（⽶国銀⾏）の基
幹業務のサービス部品化（SOA）とフィンテックによる⾦融サービスイノベーショ
ン 

―  対⾯ 

第 12 回 
情報サービス業における価値創造サイクルの事例分析:  グーグル（⽶国）の価値創
造サイクルによるクラウドサービスモデルの創造 

―  録画 

第 13 回 

IT サービス先進企業における戦略や変⾰の特徴と⼀般企業への応⽤:  アマゾン、シ
スコ、IBM、アップルなど IT サービス企業の事業戦略や変⾰の特徴の分析と、デジ
タル化による⼀般企業の変⾰に対する⽰唆

―  対⾯ 

第 14 回 

最終レポートの討議（１） 企業における新たなビジネスモデルや事業変⾰プラン
の策定:  各⾃が想定企業をひとつ選び、新たなビジネスモデルや事業変⾰プランの
レポートを提出し、参加者全員で内容をディスカッションする。

―  対⾯ 

第 15 回 

最終レポートの討議（２） 企業における新たなビジネスモデルや事業変⾰プラン
の策定:  各⾃が想定企業をひとつ選び、新たなビジネスモデルや事業変⾰プランの
レポートを提出し、参加者全員で内容をディスカッションする。

―  対⾯ 

試験 
試験は実施しない。総括 2  これまでの重要事項のリマインドと最終レポートの総括
を⾏う。 

―  録画 

成績評価 

中間レポートの評価（30 点）「○○業界における事業変⾰の例と成功要因」 

最終レポートの評価（40 点）「○○企業における新たなビジネスモデルや事業変⾰プランの概要」 

毎回の授業での発⾔による貢献（30 点） いずれについても評価の視点は以下のとおり 

1. ⾃分⾃⾝の考えや主張が述べられているか 2. 新しい発想やアイデアが盛り込まれているか
3. 論理的で説得⼒のある展開で述べられているか 4. ストーリー展開が論理的でわかりやすいか
5. ⽅法論や⼿法などが反映されているか 6. 積極的姿勢など

教科書・教材 
「進化した IT が実現する企業変⾰の新法則」（淀川⾼喜著、⽇経 BP 社、2016 年、2000 円）をテキストとする。 

加えて、理解を深めるための具体的な事例や概要図などの資料を授業で提⽰する。 

参考図書  新聞などで公表されるビジネス環境のトピックや IT 動向、関連事例⽂献などを必要に応じて⽰す。 




