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「明日の成長」を切り開く

先行きが見えない世界経済の情勢、過度な円高などで日本企業を取り巻く経営環境は厳しさを増し、

経営の先行きに不透明感が漂っている。日経BP社はその解を探るため、東京コンベンションで10

月3日から5日まで「The Japan 2012」を開催。今後の経営を左右するクラウドサービス、ビッ

グデータなど五つのテーマを中心に延べ1万人が来場して新たな成長路線を求めた。

IT活用による成長路線を提示

不透明感漂う経済情勢から脱出

BP Conference 2012 開催

　企業経営にとってデータの活用は極

めて重要で、今やデータは戦略的資産

そのものと位置付けられる。しかし、

その一方で、課題も生じている。具体

的には、「顧客」「商品」「取引先」といっ

た情報が企業内の複数システムで管理

されているため、データをきめ細かく

管理することが年々難しくなってきた

ことだ。この解決策としてマスターデー

タマネジメント（MDM）が注目を集め

る。 今 回 の「 MDM Summit Tokyo 

2010」では、データマネジメントに詳

しい第一人者や先進的なユーザー企

業、MDMを支援するIT企業がそれぞ

れの立場で語った。　MDMが及ぼす効果は顧客サービス

やサプライチェーンの改善にとどまら

ない。IFRS（国際会計基準）やバーゼ

ル㈼と呼ばれる国際決済銀行（BIS）の

規制といった法的規制に基づいて報告

義務を負うことが少なくないが、その

対応でもMDMは役立つ。このほか、

M&A（合併・買収）によって製品ライ
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ンなどが複雑化し、データの統合を必

要とする企業でもMDMは効果を発揮

する。

IT活用による成長路線を

MDMを支援するIT企業が提示
　MDMを実践する際の注意点として

「自社でスクラッチでシステムを開発

するより、ソフトベンダーのパッケー

ジを使ったほうがコストを抑えられる

傾向がある」と指摘。そのうえで、「パッ

ケージベンダーによって得意不得意が

あるため、1社の製品をすべての用途

に使うのは難しく、複数の製品を使い

分けるのが現実的です」と付け加えた。

　日本企業は米国企業に比べてMDM

の導入が遅れているといわれるが、中

には積極的に取り組んできた日本企業

もある。「統合する際には共通化でき

るデータはマスター連携用のハブでつ

ないで片寄せし、混ぜるべきではない

データはブリッジシステムで接続して

コードを変換して使っています」
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効果を発揮する。

ITで経営の実態を即座に把握

顧客ニーズとらえ、需要を創造
　講演の最後にMDMを実践する際の

注意点として「自社でスクラッチでシ

ステムを開発するより、ソフトベンダー

のパッケージを使ったほうがコストを
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を変換して使っています」
　「顧客」「商品」「取引先」といった情

報が企業内の複数システムで管理され

ているため、管理することが年々難し

くなってきたことだ。

経営者5人が明日の成長を探し議論

改革と情報システムは二人三脚
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クラウド、ビッグデータなど5つのテーマを中心に議論を深める
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Speedy production; approx. 1 month from interview to delivery
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4 pages in color x 3,000 copies: JPY2 million (tax excluded)
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Nikkei Computer Express is a completely new type of communication medium, which 
can be distributed independently of the Nikkei Computer issues and is available whether 
or not you are the magazine’s current advertiser. It can be used in many ways - to 
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For promotion before and after the event
Nikkei Computer Express can ideally be used for 
promoting your private events and seminars. We 
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target audience and attract visitors, and the 
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●Pre-event type
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　must-see points of the event / seminar, etc.

●Follow-up type
　Carries a review of the event / seminar / trade show, 
　detailed explanation of your newly launched products, etc.

■Production schedule
 　About one month from the first interview to delivery

■Basic fee
 　4 pages in color x 3,000 copies: JPY2 million (tax excluded)
　　*The above fee includes costs of editing and production with an interview and shooting session.
　　　 (Transportation expenses will be additionally charged for an interview in a remote place.)
　　*The costs of producing up to one piece of an illustration are included in the basic fee. An additional illustration 
　　　can be produced for an extra fee.

■Request for distribution with the Nikkei Computer issue
 　JPY5 million (basic fee included) if sent to all the subscribers (approx. 38,000), or an additional charge of JPY150 / 
　 copy if sent to your specified number of readers (minimum charge: JPY600,000 or 4,000 copies)

■Request for distribution with other B-to-B ICT magazine issues
 　An additional charge of JPY150 / copy (minimum charge: JPY600,000 or 4,000 copies)

■For the pre-event type, a package program (w/ visitor attraction via ITpro) is also available.

Contact:
　Advertising Sales I, Technology Information Group
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