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近年、デジタル変革（DX）によって組織における情報処理プロセスの変革だけでなく、

組織構造や社会構造そのものを変革する可能性が注目されています。一方で、情報技術が

社会課題解決の基盤になりつつあるものの、情報科学分野の研究者だけでは解決できない

課題が数多く存在し、情報技術を必要とするさまざまな分野の研究者との共創によるイノ

ベーションが不可欠になっています。

先導的学際研究機構DX社会研究部門は、高度な情報技術の活用をあらゆる分野に遍

在化させ、産業社会や経済社会、また、日常生活においてDXを浸透させ発展させるための

研究活動を推進するために、2022年4月に発足致しました。

　本部門では「DXプラットフォーム研究領域」「DX通信基盤研究領域」「知的DX研究領域」

「産業DX研究領域」「都市DX研究領域」「健康DX研究領域」の６つの研究領域を設定して

います。今後、ご要望に応じて拡大していきたいと考えていますが、本シンポジウムではまず、

既存の６つの研究領域での今後の活動計画についてご紹介します。
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1984年大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期課程修了。1988年工学博士（大阪大学）。
㈱日本アイ・ビー・エム東京基礎研究所主任研究員、大阪大学大学院基礎工学研究科教授、同 サ
イバーメディアセンター教授等を経て現在、大阪大学評議員、大学院情報科学研究科教授。2017
年10月より、大阪大学総長特命補佐、経営企画オフィス長。その他、大阪大学に設置されている
NECブレインインスパイアードコンピューティング協働研究所 副所長、情報通信研究機構・大阪
大学　脳情報通信融合研究センター副研究センター長。（財）アジア太平洋研究所副所長。情報通
信ネットワークアーキテクチャ、脳や生体に学ぶ情報システム設計制御技術などの研究に従事。 
IEEE、ACM、電子情報通信学会各会員。

2022年6月30日木
13：00~16：00

大阪大学吹田キャンパス
銀杏会館３F
阪急電鉄・三和銀行ホール

会場開催+オンライン配信（ハイブリッド開催）
Zoom WebinarによるLIVE配信を実施

参加費
無 料

部門長

プロフィ－ル

以下の参加登録フォームよりご登録ください。
参加申込

※参加を希望される方は必ず上記フォームより事前の参加登録をお願いいたします。

大阪大学先導的学際研究機構 DX社会研究部門
大学院情報科学研究科 研究科長・教授

https://forms.office.com/r/yhwBrLas8Z

村田 正幸
むら た まさ ゆき

http://otri.osaka-u.ac.jp/staff.html#ct15


〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25（JTBビル6階）
Tel.06-6210-5608（平日9:30～17:30） E-Mail：ou-dxsociety_symposium2022@jtb.com

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2

大阪モノレール彩都線「阪大病院前」駅から…
徒歩約5分
JR京都線（東海道本線）「茨木」駅・阪急京都本線「茨木市」駅から…
近鉄バス｢阪大病院・阪大本部前｣行きに乗車。
｢阪大医学部病院前｣下車、徒歩約5分
北大阪急行電鉄（大阪メトロ御堂筋線）「千里中央」駅・大阪モノレール本線「千里中央」駅から…
阪急バス｢阪大本部前｣または｢茨木美穂ヶ丘｣行きに乗車。
｢阪大病院前｣下車、徒歩約5分

株式会社JTB 西日本MICE事業部
問い合わせ先　大阪大学先導的学際研究機構DX社会研究部門 キックオフシンポジウム 運営事務局

大阪大学 銀杏会館

プログラム

開会の挨拶13:00~13:05

尾上 孝雄 理事・副学長 
先導的学際研究機構 機構長

閉会の挨拶15:55~16:00

森田 　浩　大学院情報科学研究科 副研究科長・教授

村田 正幸
DX社会研究部門の紹介13:05~13:15

先導的学際研究機構 DX社会研究部門 部門長
大学院情報科学研究科 研究科長・教授

13:15~13:40 DXプラットフォーム研究領域
ー研究DXを目指して

下條 真司 サイバーメディアセンター センター長・教授 領域長

領域長

領域長

領域長

領域長

領域長

領域紹介①

休憩

13:40~14:05 DX通信基盤研究領域
ーBeyond 5G時代の共創インフラを目指して

下西 英之 サイバーメディアセンター 教授

領域紹介②

14:05~14:30

14:30~14:40

知的DX研究領域
ー豊かな社会を実現するためのビッグデータ・AIの活用

原　 隆浩 大学院情報科学研究科 副研究科長・教授

領域紹介③

14:40~15:05 産業DX研究領域
ー第5次産業革命＆カーボンニュートラルへの挑戦

加納 敏行 大学院情報科学研究科 産学連携教授

領域紹介④

15:05~15:30 都市DX研究領域
ー人間中心の社会を目指して

山口 弘純 大学院情報科学研究科 教授

領域紹介⑤

15:30~15:55 健康DX研究領域
ー健康増進学習にむけて

伊達 　進 サイバーメディアセンター 准教授

領域紹介⑥



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 450
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B002700320034003000640070006900270020006B30FA5765304F305D002000D330B830CD30B9308765F8666E3068883A794A3088307330705337526B30699057305F302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B307F4F287557307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E305930023053306E302D8A9A5B67306F30D530A930F330C8306E30CB578130BC8F7F3092304C8844307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


