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エグゼクティブ・リーダーズ・フォーラムは、

次代を担う経営幹部が、
学界と実務界の壁、企業間の壁を越えて、
知と経験を交換・共有することで
自らの潜在力を最大に引き出し、
新しい経営モデルとITモデルを構築し、
日本産業の永続的繁栄を図ることを目的とします。

ミッション・ステートメント

日本産業の永続的繁栄を図ることを目的とします。

早稲田大学 ＩＴ戦略研究所 所長
大学院 教授
早稲田大学 ビジネススクール MBA/MOT プログラムディレクター

当フォーラム 代表幹事
根来 龍之
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・２００２年に設立 既に８年間の開催実績があります

・資格審査のあるメンバーシップ制コミュニティーです

・メンバーは、上場企業の役員・部長職に限定

・早稲田大学IT戦略研究所の管轄

・活動は、早大に限定せず、他大学と産業界と密に連携

・ITを軸にして 企業経営（経営論）をテーマに

エグゼクティブ・リーダーズ・フォーラム概要

・ITを軸にして 企業経営（経営論）をテーマに

・現在のメンバー数 3,900名 （アクティブ数）

日本で最大のエグゼクティブコミュニティー

・研究実績は、早大のWebページ上で公開しています

・隔月でフォーラムを開催

・フォーラムでの議論は、書籍として発行
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主な研究テーマ

１．産業モジュール化時代のビジネスモデル
産業モジュール化時代の金融ビジネス、製造・開発の外部化と経営戦略、産業モ
ジュール化とネット戦略、産業モジュール化時代のサプライチェーンマネジメント

２．ＩＴとビジネスモデル
クリック＆モルタルのビジネスモデル、ネットビジネスの差別化戦略

３．顧客戦略とＩＴ
オープンパートナーシップ経営とＣＲＭ、顧客主導製品開発、ネットコミュニティの
役割と影響、トレーサビリティと顧客戦略

４．ＩＴ投資の成功条件
ＣＲＭ投資の評価方法、ＥＲＰ導入の成功法則ネット調達の効果と影響ＣＲＭ投資の評価方法、ＥＲＰ導入の成功法則ネット調達の効果と影響

５．ＩＴマーケティング
e-mailマーケティングの実証研究、コンテンツビジネスの成功法則

６．ＩＴと企業革新
組織変革に与えるコミュニケーションシステムの影響、知識創造と企業革新

７．グローバリゼーションとＩＴ
国際展開とＩＴ、ソフトウェア産業の国際化

８．ＩＴベンダー、ＳＩベンダーの戦略
アライアンス型のプロジェクトマネジメント、「インテグレーション」業務の差別化
戦略、ＩＴアウトソーシングの戦略
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早稲田大学ＩＴ戦略研究所 研究員
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活動内容

１．コロキアム （年1回）
コロキアム（討論型の公開講座）を開催します。これは、時々のトピカルのテーマをア
カデミックな視点と実業界との交差をはかりながら議論するものです。

２．インタラクティブミーティング （随時）
コミュニティメンバーを対象にしたインタラクティブな研究会を行います。

３．研究活動報告
研究ワーキングペーパーはweb上に公開し、
活動報告は、雑誌と書籍等で記録しています。活動報告は、雑誌と書籍等で記録しています。

４．公開コロキアム等のコンテンツの提供
コミュニティメンバーに公開コロキアム等の資料の提供や一部の動画記録を提供。

５．ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）
フォーラムメンバー専用のＳＮＳを開設し、メンバー間のコミュニケーションを
支援します。
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日本で最大級のエグゼクティブ・フォーラム

• メンバー数、構成
– 2002年度： 創設
– 2003年度： 900名
– 2004年度： 1300名
– 2005年度： 1680名
– 2006年度： 1800名
– 2007年度： 2010名
– 2008年度： 2800名
– 2009年度： 3500名
– 2010年度： 3900名– 2010年度： 3900名
– 2011年度： 4100名（予定）

– BDMBDMBDMBDM（ビジネスディシジョンメーカー）のフォーラムです
– メンバーのメンバーのメンバーのメンバーのITITITIT部門、事業部門比率 = 30:7030:7030:7030:70
– ご退任の方は、OB/OG資格となり、上述の数字には含まれておりません

• 日本のエグゼクティブを対象としたコミュニティー（交流会）の中では、
最大であり、かつ最もアクティブに、定期的に活動しているフォーラムです。

www.elforum.org 7



日本で最大級のエグゼクティブ・フォーラム

• メンバー・プロフィール （全3900名：2010年2月時点）
– 東証1部社数 1130社
– 社長・会長 95名
– 役員・理事 960名
– 事業部長・本部長・部長 2700名
– 大学教員、研究員、他 146名

• 業種（上位７業種）• 業種（上位７業種）
– 電気機器
– 小売
– 卸売
– サービス
– 化学
– 建設
– 機械

www.elforum.org 8



ELForum ボードメンバー

國領二郎 （慶応義塾大学 環境情報学部教授）

小尾敏夫 （早稲田大学大学院 国際情報通信研究科教授、
電子政府・自治体研究所所長）

末松千尋 （京都大学大学院 経済学研究科助教授）

酒井朋久（サントリー株式会社 常務取締役）

小尾敏夫 早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授、
電子政府・自治体研究所所長
慶應義塾大学経済学部卒。同大学大学院修士課程修了。国連開発計
画の企画担当官、コロンビア大学日本経済経営研究所日本代表、労
働大臣秘書官、文教大学教授などを経て現職。著書として、『「ｉモ－ド」
の挑戦 』（ＰＨＰ,2000）、 『情報通信ビッグバン日本の戦略』（時事通信
社, 1998)などがある。

國領二郎 慶応義塾大学環境情報学部教授
東京大学経済学部卒。ハーバード・ビジネススクール博士課程修
了（経営学博士）。日本電信電話公社（現ＮＴＴ）、慶應ビジネスス
クール教授などを経て、現職。著書として、『オープンアーキテク
チャ戦略』 (1999,ダイヤモンド社,) 、『オープン・ネットワーク経営』
(1995,日本経済新聞社)などがある。

末松千尋 京都大学大学院経済学研究科助教授
東京工業大学卒業。スタンフォード大学大学院経営工学科修士課程
修了。マッキンゼー・アンド・カンパニー、アドバンスト・コンサルティン
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藤本隆宏 （東京大学大学院 経済学研究科教授）

出口弘 （東京工業大学大学院 知能システム科学専攻教授）

延岡健太郎 （神戸大学 経済経営研究所教授）

高島正之 （三菱商事株式会社 顧問）

末松千尋 （京都大学大学院 経済学研究科助教授） グ・ネットワーク代表取締役を経て、現職。著書として、『京様式経
営：モジュール化戦略』（2002,日本経済新聞社） 『インタ－ネットは金
融をどう変えるか』 （1999,ダイヤモンド社）などがある。

延岡健太郎 神戸大学経済経営研究所教授
1981年大阪大学工学部精密工学科卒業。自動車会社で８年間商品戦
略の企画推進を担当。マサチューセッツ工科大学（MIT）で経営学修士
号（1988年）、経営学博士号（1993年）取得．1994年より神戸大学経済
経営研究所助教授。1999年から教授。2000年から経済産業省のシンク
タンクである経済産業研究所ファカルティフェロー兼務

出口弘 東京工業大学大学院知能システム科学専攻教授
東京工業大学理学部卒。同大学院総合理工学研究科博士後期課程
修了。理学博士、経済学博士。国際大学Glocom助教授、中央大学商
学部助教授、京都大学経済学研究科助教授など現職。著書として、
『複雑系としての経済学』 （2000,日科技連）、『ネットワ－ク 』（1994,日
科技連）などがある。

藤本隆宏 東京大学大学院経済学研究科教授
東京大学経済学部卒業。三菱総合研究所を経て、 ハーバード大学ビ
ジネススクール博士課程修了（経営学博士）。東京大学経済学部助教
授を経て現職。経済産業研究所ファカルティフェロー。著書として、『生
産システムの進化論 』（1997,有斐閣）、『製品開発力』（1993,ダイヤモ
ンド社）などがある。



ELForum エグゼクティブ・コミッティー

www.elforum.org 10



早稲田大学 商学研究科 ＭＢＡコースと連携しています
（社会人向け夜間・土曜日）

www.elforum.org 11



フォーラム開催風景

毎回、早稲田大学国際会議場
井深大記念ホールで開催、
名刺交換会は同会場3階にて

www.elforum.org 12



これまでの開催実績１

2005年6月28日マイクロソフト社ビルゲイツ会長にご講演いただきました。
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これまでの開催実績２

2006年度 2007年度
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これまでの開催実績３
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これまでの開催実績４
活動内容を早大のWeb上で記録公開しています
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充実のフォーラム・ホームページ

www.elforum.org

毎回の開催記録を掲載
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メンバーSNSを開設しています

ITメディアエグゼクティブ様に

ご支援をいただき、

elforumメンバー専用の

SNSサービスを運用しています
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協賛企業
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２０１１年度 フォーラム開催日

2008年度年度年度年度

www.elforum.org
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2011年度は、上記の日程の中から少なくとも３回開催する予定です。



� IT導入および経営に決定権を持つエグゼクティブの方との
リレーションシップの構築と、それを深めるお手伝いをします

� 会場内や名刺交換会での交流が可能です。

� 事務局からメンバー宛に配信するメールをご活用いただけます。

� 貴社のお客様にケーススタディーをお話いただくことや、

２０１１年度ご協賛のお願い

� 貴社のお客様にケーススタディーをお話いただくことや、
貴社の戦略的営業上のテーマを、フォーラムにて取り扱うことが
場合により可能です

� IT戦略研究所との連携により、産学連携プロジェクト
（研究、実証実験、ケース作成など）を
進めていただくことができます

www.elforum.org
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２０１１年度ご協賛のお願い

ロゴの掲載 メンバー宛PR メンバー宛PR 資料の配付 メンバー宛DM バナー広告 コミッティー セミナーご招待 共同セミナー
共同マーケティ

ング

ELFのWebおよ
び会場等、ELF
の活動の場に
て、貴社の会
社ロゴを掲示し
ます。

ELF事務局か
らのメールに5
行広告を掲載
いたします。

ELFのWebおよ
びtwitterを用
いて、貴社のプ
ロモーションを
行っていただ
けます。

貴社のカタログ
や事例などの
プロモーション
パンフレットを
会場で配布い
たします。

貴社のイベント
やセミナーの
集客のお手伝
いをいたしま
す。個別にメー
ルを送信しま
す。

Itmediaエグゼ
クティブ上のバ
ナー広告ス
ペースが一定
条件の元でご
利用いただけ
ます。

ボードコミッ
ティーメンバー
にご就任いた
だけます。

当フォーラムの
有償セミナー
に貴社の方を
一定枠無料で
ご招待します。

ELFとの共同セ
ミナーを開催い
たします。

コラボレーショ
ンメンバーズ
カードの発行
など、共同マー
ケティングを行
います。

Platnum ○ ○ ○ 8ページまで ○ ○ ○ ○ ○ ○

www.elforum.org
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-協賛費用のお支払いは、分割が可能です。
-協賛費には、IT戦略研究所の研究費分が含まれます。
-早大（IT戦略研究所）へ直接寄付していただくことでも、ご協賛いただけます。

Gold ○ ○ ○ 4ページまで ○ ○ ○ ○ - -

Silver ○ ○ ○ 2ページまで - - - ○ - -

Platnum 1200万円

Gold 250万円

Silver 80万円



� ご協賛いただける場合は、お申込書にご捺印を
お願いしております。2011年2月中もしくは3月上旬に
お知らせいただけますと、次年度への準備の都合上
たいへん助かります。

� お問い合わせは、elforum事務局
早稲田情報技術研究所内にお願いいたします。

２０１１年度ご協賛のお願い

mail:  admin@elforum.org

住所: ELforum事務局
〒169-0051 新宿区西早稲田1-22-3
早稲田大学 インキュベーションセンター 9号室

早稲田情報技術研究所内
担当： 高橋、加藤

www.elforum.org
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日本最大

最もアクティブ ＆ アカデミックな

エグゼクティブ限定の

メンバーシップ・コミュニティー

Executive Leaders Forum

www.elforum.org
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