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専門分野はより深く

自動車　AI AI　建設

ICT　社会インフラ

VR　工場 IT　建築

建設・住宅 土木

より広く　より深く

融合（クロス）領域はより広く

専門分野

クロス領域（テクノロジー　産業、テクノロジー　テクノロジー、テクノロジー　ビジネス）

5G　スポーツ

日経クロステックは、IT、電機、製造、自動車、建築・土木など様々な産業に携わる全ての技術者とビジネスリーダーに向けた技術系デジタルメディ
アです。従来からの IT、製造、建設はもちろん、各分野のクロスする領域にも 裾野を広げて、技術とビジネスが “クロス” する領域で起こる変革
の最前線をお伝えし、「新しい技術・製品・サービス・各業界のトレンド」を知ることができます。

さまざまなテクノロジーの融合が一層進み、人、生活、産業、地球環境に至るすべてのものを一変させる

IT



月間PV 月間UB
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日経クロステック IT系カテゴリー

IT経営 ITシステム ITセキュリティ ネットワーク ソフト開発

モバイル PC ITキャリアアップ デジタルヘルス

約403万約907万

※2021年11月実績

日経クロステックのIT系カテゴリーは、
IT分野で圧倒的なPVとUBを誇ります。
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日経クロステック Active をプラットフォームに
見込み顧客を獲得！ 
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特集 連載 専門メディア テーマ マイページ

IT 電機 自動車 建築 土木

IE11のサポート終了について 楽天の人気記事を無料公開中！ 無料セミナ-開催「日経クロステックが読み解く DX2022」 12/18、19はPDFダウンロードを休止します

ピックアップ

ニュース解説

ウクライナDX支援会社がDNP・NRIと提携、プロ2千人を相手にでき
る顧客はいるか

ニュース解説：建築・住宅

アパート階段崩落事故、再発防
止へ建基法施行規則などを改正

蓄エネ技術、百花繚乱

産総研のTi-Fe系水素吸蔵合
金　清水建設が北陸支店に大量
採用

ニュース解説

ボディー素材に主役交代の圧
力、トヨタも冷間プレス採用の
わけ

クロステック極言正論

日本のDXを阻む法規制
を撤廃できるのか、デ
ジタル臨調への期待と
不安

記者の眼

高速モバイルの草分け
「CDMA 1X WIN」終
了まで4カ月、心に残る
18年前の騒ぎ

日経クロステックからのご…

苦境の地方銀行が反転
攻勢、システム改革に
乗り出す理由を記者が
語る

カーボンニュートラルな材料

新材料で目指すカーボ
ンニュートラル、バイ
オマスと機能向上が鍵

2022年のPCスペック大予測

データ通信・給電・デ
ィスプレイ出力の相乗
りで分かりにくい
USB、最新規格を整理

本番到来、ノーコード／ロ…

ノーコード／ローコー
ドの威力はこう引き出
せ、カギは業務部門と
の一体開発

エンジニアのためのD2C徹…

サブスクの新しい形
「SaaS Plus a Box」
とは？海外最新D2C事
情

Pythonで実践、暗号化通…

パケットからデータベ
ースを作成、社内の
SaaS利用状況を可視化
する

ITの新着

電機の新着

自動車の新着

建築の新着

土木の新着

新着デジタルムック

住宅改修の知恵袋 建て主が納得 プロ視点の住宅設計 新・エコハウスのウソ

日経コンピュータの特集

日経ネットワークの特集

日経エレクトロニクスの特集

日経ものづくりの特集

日経Automotiveの特集

日経アーキテクチュアの特集

日経コンストラクションの特集

ビジネスAIの特集

建設テックの特集

デジタルヘルスの特集

DXの現場の特集

建築・住宅／土木製品ガイド

ホワイトペーパー

プレスリリース

雑誌

日経アーキテクチュア 2021年12月9日
号

日経コンピュータ 2021年12月9日号 日経ものづくり 2021年12月号

日経NETWORK 2021年12月号 日経コンストラクション 2021年11月
22日号

日経エレクトロニクス 2021年12月号

日経Automotive 2021年12月号

日経クロステック Special

What's New!

IT

製造

建築・住宅

土木

特設サイト／デジタル専門メディア

ランキング 総合（有料記事）

1 ニュース解説

2 みずほ銀行システム障害の教訓

3 ニュース解説

4 本番到来、ノーコード／ローコード開発

5 新時代の働き方、最新調査

ランキング 総合

1 Excelで時短

2 ニュース解説

3 ニュース

4 ニュース解説

5 ニュース解説

現在のランキング IT

1 Excelで時短

2 ニュース

3 モバイル一刀両断

4 みずほ銀行システム障害の教訓

5 記者の眼

現在のランキング 電機

1 ニュース解説

2 ニュース解説

3 ニュース解説

4 蓄エネ技術、百花繚乱

5 ニュース解説

現在のランキング 自動車

1 ニュース解説

2 ニュース解説

3 ニュース

4 ニュース解説

5 カーボンニュートラルな材料

現在のランキング 建築

1 ニュース解説：建築・住宅

2 スポーツ施設、持続可能の条件

3 ニュース解説：建築・住宅

4 スポーツ施設、持続可能の条件

5 東京大改造

現在のランキング 土木

1 ニュース解説：土木

2 東京大改造

3 新華社

4 建設業界マンスリー・アーカイブス

5 ニュース解説：土木

ピックアップ PR

昨日読まれた記事

日経電子版アクセスランキング

ピックアップ一覧

ニュース
富士通が情報流出招いた
ProjectWEBの廃止を発表、
「名無し」の代替ツールを提供
へ
2021.12.09

ニュース
NTTコムと日本ユニシス、建物
設備の管理業務のデジタルツイ
ンで連携

2021.12.09

ニュース
「低Pingに徹底的にこだわっ
た」、ぷららがゲームに特化し
たISPサービス提供へ
2021.12.09

ニュース解説
トレジャーデータ、250億円調
達で備える「ビッグデータ時代
の終わり」
2021.12.09

ニュース
「顧客目線の目利きが価値」、
日本IBMから分社したキンドリ
ルジャパン社長
2021.12.09

ニュース解説
2022年のサイバー脅威予測、
「ランサムウエアが一層凶悪
に」と注意喚起が相次ぐ訳
2021.12.09

一覧を見る

ニュース
オムロン、カラーセンサーで潤
滑油の経年劣化を検知　22年度
製品化
2021.12.09

ニュース
動画あり エレベーターのボタン
自分で押せる、フロア移動する
警備ロボ
2021.12.09

ニュース
光沢感ある便座も　三井金属が
抗ウイルスの銅被膜製品を提案
2021.12.09

ニュース
手でも足でも操作できる、マツ
ダが「MX-30」に新機能追加
2021.12.09

ニュース
トヨタがノースカロライナに電
池工場、HEV80万台分
2021.12.09

ニュース
電池動作IOT機器向け電源IC、
ADIが待機電流1／20の新製品
2021.12.09

一覧を見る

ニュース
コマツ、脱炭素に向け電動建機
も開発着々

2021.12.09

カーボンニュートラルな材料
新材料で目指すカーボンニュー
トラル、バイオマスと機能向上
が鍵
2021.12.09

ニュース解説
ボディー素材に主役交代の圧
力、トヨタも冷間プレス採用の
わけ
2021.12.09

Books
必要なのは「夢の共有」、
MaaS提唱者が明かす支持を集
めるコツ
2021.12.08

ニュース
保持器なしアンギュラ玉軸受に
シール内蔵、空スペースが受注
開始
2021.12.08

ニュース
超硬製ノズルでカーボン素材も
安定造形、卓上型3Dプリンター

2021.12.07

一覧を見る

バック・トゥ・ザ・週間記事ランキン
グ
1位は「パナソニック子会社で
施工管理技士資格などを不正取
得、過去の教訓生かせず」
2021.12.09

ニュース解説：建築・住宅
アパート階段崩落事故、再発防
止へ建基法施行規則などを改正

2021.12.09

編集長が語る日経アーキテクチュアの
見どころ
日ハム新球場の建設現場に潜
入、スポーツ施設「持続可能の
条件」とは
2021.12.09

製品ガイド：建築・住宅
工場や調理場向けの硬質ウレタ
ン樹脂系塗り床材

2021.12.08

東京大改造
「ドーム建築と違う日本独自の
形に」、開業待つ有明アリーナ
に設計者がこめた思い
2021.12.08

東京大改造
木の構造部材「NLT」を前田建
設工業が採用、22年竣工予定の
東京芸大国際交流拠点
2021.12.08

一覧を見る

新華社
成蘭鉄道の躍竜門トンネル工
事、9年がかりで貫通に成功 中
国・四川省
2021.12.09

ニュース解説：土木
営業所専任技術者の常勤義務を
緩和、コロナ禍の特例措置を恒
久化
2021.12.08

AFPBB News
ラオスで中国建設の鉄道開通
「一帯一路」の一環

2021.12.08

ニュース解説：土木
“突っ張り棒”がなくても自立す
る新土留め工法、掘削期間を3
割減
2021.12.08

ドボクイズ
Q．横浜市が臨海部の回遊性向
上のため採用した新交通サービ
スは？
2021.12.07

東京大改造
荒川堤防の“弱点”解消が13年遅
れ、橋の架け替えルート変更で

2021.12.07

一覧を見る

ライブラリー追加 ライブラリー追加 ライブラリー追加

一覧を見る

学習するクラウドAI

2021.12.08

すれ違うオープンイノベーショ
ン
2021.12.07

綱渡りの楽天携帯

2021.11.24

本番！ノーコード／ローコード
開発
2021.11.24

一覧を見る

必修！ネットワーク技術

2021.12.01

ネットワーク機器利用実態調査
2021
2021.11.30

徹底解説　Web新技術

2021.11.01

基礎から分かるBYOK

2021.10.29

一覧を見る

蓄エネマシン猛レース

2021.11.19

乗り遅れるな、宇宙ビジネス

2021.10.19

Road to 6G

2021.09.21

こんなとこにもイジングマシン

2021.08.19

一覧を見る

カーボンニュートラルな材料

2021.11.30

インダストリー4.0　10年目の
現実
2021.10.29

未来に向けて戦う工場

2021.09.30

日産は復活するか

2021.08.31

一覧を見る

EV狂乱、電池争奪戦

2021.11.10

自動ブレーキセンサー覇権争い

2021.10.08

VW「ID.3」分解

2021.09.10

自動車セキュリティー、22年義
務化に備える
2021.08.10

一覧を見る

コンパクト木造を解く

2021.12.09

スポーツ施設、持続可能の条件

2021.12.09

採用したい 建材・設備メーカー
ランキング2021
2021.11.25

設計者も他人事じゃない 地盤の
落とし穴
2021.11.11

一覧を見る

崩れる民有地

2021.11.22

技能者の処遇改善へ総力戦

2021.11.08

学びで変わる若手

2021.10.25

徹底解剖 世界初の自動化施工

2021.10.11

一覧を見る

追加学習型クラウドAIの実力

2021.11.01

脱ディストピア、炎上しないた
めのAIガバナンス
2021.08.17

AI創薬「当たり前」時代を生き
抜く
2021.07.01

AI業務適用3つの壁

2021.06.22

一覧を見る

鹿島流・全自動工事

2021.09.21

コンクリート超進化

2021.04.22

建築DX元年

2021.01.14

i-Conの申し子たち

2020.10.12

一覧を見る

携帯大手3社が「本腰」で臨む
ヘルスケア
2021.07.21

AI創薬「当たり前」時代を生き
抜く
2021.07.01

測定から治療まで体内デバイス
にお任せ
2021.06.01

どうなる、マイナカード保険証
利用
2021.05.10

一覧を見る

Pythonなら手軽に学べる！
SQLの基本
2021.12.06

ノールックで行こう

2021.11.17

バッチ処理の新常識

2021.11.15

DX成功の鍵、リスキリング

2021.11.10

一覧を見る

工場や調理場向けの硬質ウレタン樹脂系塗り床
材
2021.12.08

柔らかな肌触りの研磨を施したアルミ製の棚

2021.12.07

ノンフロン化した現場発泡ウレタンフォーム断
熱材（日経クロステック Active）
2021.12.07

塗装していないような木材の表情を醸し出すフ
ローリング
2021.12.03

広範囲を照らせる最大4000ルーメンのコードレ
スLEDライト
2021.12.02

室内循環フードとIHヒーターの機能を併せ持っ
た調理ワゴン（日経クロステック Active）
2021.12.02

建築・住宅製品ガイド一覧

土木製品ガイド一覧

急増するランサムウエア被害、有効な対策とな
る次世代バックアップ技術のキモ

年末にも被害拡大の恐れ、最恐のマルウエア
「EMOTET」から組織をどう守るか

「場所を問わず働ける環境」で続出する問題は
統合ソリューションで解決する！

将来も安心・快適に働けるテレワーク環境、実
現した企業・組織の7事例を見る

Emotet再燃、人手不要の「深層学習」でAIは未
知の脅威をどこまで検知できる？

クラウドの利点も享受、デスクトップ／アプリ
ケーション仮想化の実践パターン

一覧を見る

PSC・兼松エレクトロニクス・GSX、マイクロ
ソフトのテクノロジーを活用したトータルセキ
ュリティサービスを提供開始
2021.12.09

レノボとSCSK、ゲノム解析ソリューションの提
供において協業することを発表

2021.12.09

SAPジャパンとサービスグラント、NPOの課題
解決支援へプロボノ活動を実施
2021.12.09

NECネッツエスアイ、「NECネッツエスアイ リ
モートデスクトップ for LGWAN」を提供開始
2021.12.09

GMOインターネット、2022年度より「給与
No.1」の実現に向けた取り組みを始動
2021.12.09

富士通とMIT、人の脳に着想を得て未知のデー
タを高精度に認識できるAI技術を開発
2021.12.09

一覧を見る

ローコード開発基盤の可能性とは？ 屋内5Gの“つながりにくさ”を解消へ
CLOMO 導入事例シリーズ　琉球銀行 コロナ禍の電力問題を解決するＤＣの方向性
スポーツをコアに街全体を活性化 サイバー攻撃で修羅場化した現場からの電話
富士通とインテルが語るデータドリブンとは

ローコード開発基盤の可能性とは？ CLOMO 導入事例シリーズ　琉球銀行
コロナ禍の電力問題を解決するＤＣの方向性 サイバー攻撃で修羅場化した現場からの電話
富士通とインテルが語るデータドリブンとは サイバー攻撃が巧妙化する今知るべき対策は
国内最大規模のDaaS基盤を運営 ＤＸ銘柄グランプリ受賞企業に聞く勘所
情報セキュリティ１０大脅威　識者の見解は 中堅企業のデジタル変革「成功のポイント」
DXパートナーへと変貌を遂げたFPT 重要なのは顧客を見据えた“DX”の“X”
オンプレの「サービス化」5つのメリット 元ヤンマーＣＩＯが語る、製造業ＤＸの指針
iPadアプリをわずか4カ月で開発 健康社会の実現にCASIOが共創で挑む
アジャイル経営でDXの一歩先へ Windows 11搭載「レッツノートFV」秋冬モデルレビュ

ー
「変化し、進化し続ける」最新ERPの実力 顧客企業のビジネス変革を支援
次世代OS登場 PC管理を見直す好機 製造業DXに潜む痛みとその処方箋
データ管理は「集める」から「つなげる」へ クラウドカメラ活用で実現する“現場DX”
5年先の経営を変える「デジタルツイン」 「日本流マネジメント技術」がDXの基盤に
データから力を引き出し、世界基準の追求へ 3Dゲーム開発環境が業界超えDXで大活躍
映像会社がコネクテッド・モダンPCを試用 監視カメラに凝縮された最新テクノロジー
クルマの“デジタルキー”が起こす地域変革 すぐそこまで来ている5G×複合現実の世界
事例紹介／SAP基幹システム刷新の舞台裏 事例／ＳＡＰを約４カ月でクラウドへ移行
SAP の移行先にグーグルが選ばれる理由 SAP の「クラウド移行」選択のポイント
Linux環境のクラウド利活用を支える 「次世代サプライチェーン」の挑戦
ゲーム業界のセキュリティ対策 今知るべき Azure コスト最適化策
インフラ・モダナイゼーションの“現実解” 短期間でバイモーダルを実現した第一生命
VDIで実現する一段上のテレワーク JERA事例に学ぶITチームの意識変革
クラウドの最大限移行の舞台裏に迫る クラウドの効果を最大限に活用せよ！

屋内5Gの“つながりにくさ”を解消へ 脱炭素に向けた日本のエネルギーロードマップなどを議
論(12/16）

脱炭素社会のエネルギーインフラのあり方などを議論
（12/9）

一般道で自動運転を実現するＨＤマップ

DXで切り拓く中堅・中小製造業の未来 唐橋ユミとＡＧＣの協創空間を巡る
唐橋ユミが訪ねる協創空間「AO」 カーボンニュートラル達成に欠かせない技術
ＡＧＶを作業中に「ちょこちょこ充電」 ヒヤリ・ハットも再現するシミュレーション
ものづくりパートナーフォーラム東京2021 パワエレアワード2021最優秀賞決定
「変化の時代」製造業が勝ち残るための一手 ポスト・コロナを見据えた製造業の進路と
48V・12Vを結ぶDC/DCコンバータ 毎月更新。電子エンジニア必見の情報サイト

スポーツをコアに街全体を活性化 カタログを一括で請求することが可能です！
建設 AD Link

建設 AD Link コンストラクション倶楽部

現在 昨日 週間

パナがリコール、ドアホンが相次
いで発煙　いまさら赤リンのなぜ

みずほ銀行の「前時代的」トラブ
ル、稼働11年のスイッチや6年の
ディスクが故障

ボディー素材に主役交代の圧力、
トヨタも冷間プレス採用のわけ

ノーコード／ローコードの威力は
こう引き出せ、カギは業務部門と
の一体開発

テレワーク「劣等生」はあの役職
とあの年代、ダントツに低い利用
率

ランキング一覧

現在 昨日 週間

Excelで年表示、西暦を和暦に一
発変換するこんな裏技があった

ソーラーフロンティア生産撤退で
「日の丸太陽光」は風前の灯

造影剤なしで手足の血流状態を可
視化、「光超音波イメージング装
置」を承認申請

高級感あるのに低コスト、日本製
鉄の新めっき鋼板が人気の理由

ボディー素材に主役交代の圧力、
トヨタも冷間プレス採用のわけ

ランキング一覧

Excelで年表示、西暦を和暦に一
発変換するこんな裏技があった

造影剤なしで手足の血流状態を可
視化、「光超音波イメージング装
置」を承認申請

「口出し無用」と言わんばかりの
携帯大手、格安スマホ事業者との
協議に総務省のメス

みずほ銀行の「前時代的」トラブ
ル、稼働11年のスイッチや6年の
ディスクが故障

高速モバイルの草分け「CDMA
1X WIN」終了まで4カ月、心に残
る18年前の騒ぎ

ランキング一覧

ソーラーフロンティア生産撤退で
「日の丸太陽光」は風前の灯

高級感あるのに低コスト、日本製
鉄の新めっき鋼板が人気の理由

パナがリコール、ドアホンが相次
いで発煙　いまさら赤リンのなぜ

非常識なアルミ鉄合金やノーベル
賞候補のMOF　水素吸蔵に名乗
り

カシオ「G'zOne携帯」9年ぶり復
活の裏側、京セラと異例のタッグ

ランキング一覧

ボディー素材に主役交代の圧力、
トヨタも冷間プレス採用のわけ

日本製鉄がトヨタを訴えたワケ　
価格交渉の神経戦と危機感か

保持器なしアンギュラ玉軸受にシ
ール内蔵、空スペースが受注開始

レクサス初のPHEV「NX」、
RAV4のシステムとどう違う？

新材料で目指すカーボンニュート
ラル、バイオマスと機能向上が鍵

ランキング一覧

アパート階段崩落事故、再発防止
へ建基法施行規則などを改正

築20年で可動屋根を固定化へ

福岡免震偽装マンション続報、非
公表だった譲渡先はまさかの
TOYO TIRE

球場の概念覆す“新庄野球”の砦

木の構造部材「NLT」を前田建設
工業が採用、22年竣工予定の東京
芸大国際交流拠点

ランキング一覧

“突っ張り棒”がなくても自立する
新土留め工法、掘削期間を3割減

荒川堤防の“弱点”解消が13年遅
れ、橋の架け替えルート変更で

成蘭鉄道の躍竜門トンネル工事、
9年がかりで貫通に成功 中国・四
川省

海老名駅、施工不良の原因判明／
羽田空港直下、鉄道トンネル着工
へ／時間外労働、4脚ロボの実力
は？

防波堤が前触れなく一夜で倒壊、
3年前の調査で「問題なし」

ランキング一覧

1 DX時代のデータ活用エンジ
ン、クラウドネイティブなデータ
基盤を整備せよ

2 カード情報を盗むWebスキミ
ング、痕跡を残さない手口とその
対策

3 iPhoneのパスコードを忘れ
た！再設定で助かる3つの方法・
2021年版

4 「日本語でOK」、デンソーの
海外スタッフが愛用する自動翻訳
の意外な使い方

5 エンジニア採用だけじゃな
い、内製先進企業が悩み乗り越え
た組織作りの壁

中国恒大「一部デフォルト」　フィッチが
格下げ

1

SBI、新生銀株の過半取得へ　銀行持ち株
会社を年内申請

2

東証1部146社「プライム」選ばず　日本オ
ラクルや白洋舎

3

ゴールド免許更新、講習をオンライン化　
22年2月試行

4

「人口減で貯蓄過剰」ケインズの予言　投
資促す政策に解

5

あなたの専門領域に
合わせた記事を表示
自分の業種や興味ある専門領域の
記事だけを新着順に表示できます

すぐに設定する

あなたが興味ある
ホットな話題を表示

業種や専門領域を横断する
ホットな話題を新着順に表示

すぐに設定する

利便性向上、利用分析および広告配信等のためにクッキーを利用
してアクセスデータを取得しています。詳しくは「データ利用に
ついて」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。

データ利用について 閉じる
今だけ！モバイル・通信関連の
有料記事が無料で読める
12/22まで。

×
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日経クロステックActiveとは？ ログイン 会員登録日経BP

メニュー
キーワードで検索

資料 特集・連載 資料一括DL マイページ

IE11のサポート終了について システムメンテナンスのお知らせ 興味のある情報を素早く見つけ出す「タグ」

ピックアップ

#文書管理／コンテンツ共有 #人材育成 #アプリ開発／Web作成 #運用管理 #RPA #ERP #会計／経理 #人事／労務

#SFA／営業支援 #CRM／顧客管理／名刺管理 #VPNサービス

キーワードで検索する 検索

Activeまとめ

AIフレームワークとは：自社用AI
開発の基本、機械学習モデルを効
率作成
2021.12.06

電子契約サービスとは：電子署名
を施した文書を取引先とクラウド
で共有
2021.11.22

ハイパーコンバージドインフラス
トラクチャー（HCI）とは：新IT
基盤の正体
2021.11.08

RPAとは：自動化できる業務やツ
ール、事例、AIとの違いを解説
2021.11.02

資料一括ダウンロード

気になるタグをフォローして最新記事をチェック

気になるタグをフォローすると、最新記事がここに表示されます。
（フォローは最大30タグまで可能）

おすすめのタグ

#情報共有 #開発支援 #運用管理

特設サイト

IT新着

ビジュアルで理解する最新Web技術

「WebHID」や
「WebAssembly」、ここまで来
たWeb技術の最先端
2021.12.09

職場のトラブル相談室

「部下の残業が多い？」システム
開発責任者、会社の集計方法に首
をかしげる
2021.12.09

週末スペシャル

レノボの新タブレット「Yoga Tab
13」、パソコンの外付けディスプ
レーとして試した
2021.12.09

トップコンサルタントが教える業務改革

販売現場で使えない価格・在庫デ
ータ、SCMとCRMの「分断」が
原因に
2021.12.09

製品＆サービス：IT

レガシーシステムにアクセスする
Web APIをローコードで開発でき
るソフト
2021.12.09

クラウドシフト＆DX先進事例：三井不…

商用DBのクラウド化とシステム全
体のリアーキテクチャを完遂！そ
の効果は？
2021.12.09

不便を感じる点は何ですか？ ファ
イルサーバーに関する実態調査
2021.12.09

ホワイトペーパー

ランサムウエア攻撃に遭った米国
病院、身代金支払いを回避し復旧
できた理由
2021.12.09

製造新着

ホワイトペーパー

検査の作業効率を向上、ミスや不
正も防止する音声システムとは
2021.12.09

ホワイトペーパー

過信は禁物、協働ロボットと働く
作業員の安全・安心はこう守る
2021.12.09

ホワイトペーパー

半導体の開発遅れを招く要因にメ
ス、解析に必要な数値情報を求め
る革新的手法
2021.12.09

ホワイトペーパー

自動車業界で求められる
IATF16949認証取得と、品質管理
システム構築の要点
2021.12.09

製品＆サービス

保持器なしアンギュラ玉軸受にシ
ール内蔵、空スペースが受注開始

2021.12.08

CADを導入する際に重視する点
は？ 設計業務の環境に関する実態
調査
2021.12.08

製品＆サービス

NEDOの「安全安心ドローン」事
業、ACSLが成果を基に製品化
2021.12.07

製品＆サービス

超硬製ノズルでカーボン素材も安
定造形、卓上型3Dプリンター
2021.12.07

建設新着

製品ガイド：建築・住宅

工場や調理場向けの硬質ウレタン
樹脂系塗り床材
2021.12.08

製品ガイド：建築・住宅

柔らかな肌触りの研磨を施したア
ルミ製の棚
2021.12.07

製品ガイド：建築・土木

ノンフロン化した現場発泡ウレタ
ンフォーム断熱材
2021.12.07

製品ガイド：建築・住宅

塗装していないような木材の表情
を醸し出すフローリング
2021.12.03

製品ガイド：建築・住宅

広範囲を照らせる最大4000ルーメ
ンのコードレスLEDライト
2021.12.02

製品ガイド：建築・土木

室内循環フードとIHヒーターの機
能を併せ持った調理ワゴン
2021.12.02

東京大改造

100のパーツで組む木のお椀パビ
リオン、平田晃久氏が青山の公開
空地の内外を反転
2021.12.01

製品ガイド：建築・住宅

2層構造で防水性や耐震性を高めた
非住宅向け外壁工法
2021.12.01

レノボの新タブレット「Yoga
Tab 13」、パソコンの外付け
ディスプレーとして試した

DX賢者の流儀

［動画］「興味を持つ努力」で
サービス産業を変革、がんこフ
ード新村副社長の流儀

製品＆サービス

NEDOの「安全安心ドローン」
事業、ACSLが成果を基に製品
化

製品ガイド：建築・住宅

工場や調理場向けの硬質ウレタ
ン樹脂系塗り床材

ビジュアルで理解する最新Web技術

「WebHID」や
「WebAssembly」、ここまで
来たWeb技術の最先端

IT経営 AI データ活用 パブリッククラウド

PC セキュリティ 働き方改革 イベント／セミナー

製造 建設 Amazonギフト券が当たる！ 資料一括ダウンロード

タグ一覧を見る

一覧を見る

タグ一覧を見る

一覧を見る

一覧を見る

一覧を見る

一覧を見る

リモートワークの普及が決定
打、避けては通れないログ管
理、監視の強化

テレワーク時代のいま、ゼロト
ラストがセキュリティ対策のカ
ギを握る

PPAP廃止の流れが進むなか今
後のファイル送受信はどうある
べきか

コロナ禍を契機にヘルプデス
ク、サービスデスクの再構築が
本格化する

ハンコ卒業で紙文書を極限まで
減らす！安全・安心な文書の電
子化を目指すには

ニューノーマル時代においては
マルチクラウド活用がIT戦略の
中核となる

強力なデータ連携を身につけ
て、属人的なレガシー企業文化
からの脱却を目指す

改ざん・隠ぺいを“音声認識”で
防御、なくならない不正検査に
DXで対抗

利便性向上、利用分析および広告配信等のためにクッキーを利用
してアクセスデータを取得しています。詳しくは「データ利用に
ついて」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。

データ利用について 閉じる

「日経クロステック Active 」は IT分野のリードジェネレーション ( 見
込み顧客獲得）サイトです。読者には企業向け製品・サービス選択を
支援する資料・情報を提供しています。

ホワイトペーパー

動画

テーマ特集

アンケート

タイアップ

様々なプランを
ご用意しています

IT分野のキーパーソンを
強力に誘導
  

■日経クロステックITメール
配信頻度：平日毎日（広告掲載は毎週月･水･金曜日）配信数：443,483

■日経クロステックIT最新ニュースメール
配信頻度：平日毎日　配信数：193,618

■日経クロステックIT注目記事メール
配信頻度：平日毎日　配信数：223,406

■日経クロステックPC /Mobileメール
配信頻度：毎月10日･25日　配信数：154,795

■日経BPガバナントテクノロジー・メール
配信頻度：毎週月･水･金曜日　配信数：11,693

■日経デジタルヘルスNEWS
配信頻度：毎週月曜日　配信数：146,857

メールマガジン 配信数（10月実績）

Web以外でもメールマガジンで情報を多岐に発信
＆

見込み顧客の獲得もサポート



※日経クロステックITメールの登録者属性より

IT立場

読者の半数以上がユーザー企業 情報処理・情報システム、経営者・役員が
半数以上

職種

ユーザー
53.0%

ITコンサルタント、
システムインテグレーター 3.5%

その他の立場 7.2%

読者プロフィール

5

情報処理・
情報システム
38.8%

経営者・役員
11.5%

営業・販売
12.4%

技術・設計
12.1%

企画・調査・
マーケティング
7.0%

研究・開発
6.6%

一般事務 5.1%
経営企画 2.8%
総務・人事 2.2%

生産・製造 1.5%

＊上位10項目を抜粋

SI、
コンサルティング／
その他 15.5%

IT関連ハード／
ソフトのメーカー／
ベンダー／その他
14.7%

通信サービス提供者／
その他 6.1%



読者プロフィール
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役職

関東・近畿・中部の
大都市圏が中心

勤務地の所在地

年齢

60歳以上
15.4%

29歳以下
5.6%

30~39歳
17.8%

40~49歳
31.3%
40~49歳
31.3%

50~59歳
29.9%
50~59歳
29.9%

40～50代が約6割

役職者が約6割

経営層・役員
クラス
12.3%

本部長・部長
クラス
11.7%

主任／係長クラス
17.8%

一般社員
41.7%

課長クラス
16.5%

従業員規模

5,000
～9,999人
7.1%

10,000人
以上
15.1%

1～99人
33.4%

100～499人
17.8%500

～999人
8.7%

1,000
～4,999人
17.9%

大企業から中小企業まで
幅広くカバー

北海道
2.0%

九州・沖縄
4.3%

東北2.2%

北関東3.5%

中国・四国
3.0%

中部
8.8%

一都三県 
64.5%

近畿
11.7%

※日経クロステックITメールの登録者属性より



読者プロフィール
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IT業界や各産業界でITを活かして活躍してる人が会員の中心

企業別登録会員数データ

 No. 会社名 会員数
 1 富士通 18,789
 2 日立製作所 7,774
 3 パナソニック 7,493
 4 NEC 5,556
 5 NTTデータ 5,421
 6 日立グループ 4,743
 7 東芝 4,262
 8 野村総合研究所 4,194
 9 NTTコミュニケーションズ 3,677
 10 日本アイ・ビー・エム 3,345
 11 KDDI 3,161
 12 ソニー 3,146
 13 伊藤忠テクノソリューションズ 3,140
 14 エヌ・ティ・ティ・データ 3,010
 15 リコー 2,937
 16 日本ユニシス 2,823
 17 ソフトバンク 2,757
 18 三菱電機 2,474
 19 アクセンチュア 2,360
 20 デンソー 2,306
 21 シャープ 2,304
 22 キヤノン 2,236
 23 日立システムズ 2,210
 24 富士ゼロックス 2,192
 25 NTT東日本 2,125

 No. 会社名 会員数
 26 大塚商会 2,116
 27 SCSK 2,090
 28 セイコーエプソン 1,952
 29 OKI(沖電気工業) 1,925
 30 NTTコムウェア 1,903
 31 大日本印刷 1,891
 32 ソフトバンクグループ 1,878
 33 TIS(IT) 1,816
 34 アビームコンサルティング 1,798
 35 NTTドコモ 1,736
 36 リコージャパン 1,704
 37 日立ソリューションズ 1,697
 38 東京大学 1,621
 39 凸版印刷 1,599
 40 NECソリューションイノベータ 1,433
 41 日本オラクル 1,341
 42 キヤノンマーケティングジャパン 1,335
 43 ヤフー 1,316
 44 ルネサスエレクトロニクス 1,308
 45 NTT西日本 1,300
 46 富士通エフサス 1,271
 47 コニカミノルタ 1,230
 48 楽天 1,221
 49 トヨタ自動車 1,188
 50 本田技術研究所 1,166

 No. 会社名 会員数
 51 ユニアデックス 1,163
 52 富士ソフト 1,162
 53 インテック 1,157
 54 日本アイ ビー エム 1,155
 55 日産自動車 1,148
 56 IIJ（インターネットイニシアティブ） 1,124
 57 ネットワンシステムズ 1,115
 58 村田製作所 1,096
 59 NTT 1,091
 60 有限責任監査法人トーマツ 1,074
 61 日本IBM 1,057
 62 ホンダ 1,031
 63 三井物産 1,026
 64 みずほ情報総研 1,013
 65 京セラ 1,008
 66 東芝ソリューション 983
 67 キヤノンITソリューションズ 940
 68 横河電機 935
 69 富士フイルム 907
 70 オリンパス 883
 71 オムロン 881
 72 日本マイクロソフト 880
 73 京都大学 872
 74 学校法人日本女子大学 868
 75 三菱重工業 867

 No. 会社名 会員数
 76 電通国際情報サービス 864
 77 慶應義塾大学（慶応義塾大学） 858
 78 富士電機 839
 79 三井情報 837
 80 PwCあらた有限責任監査法人 813
 81 住友電気工業 813
 82 リクルートホールディングス 792
 83 トランスコスモス 767
 84 マツダ 765
 85 芝浦工業大学 764
 86 NECネッツエスアイ 748
 87 ニコン 734
 88 Warner Bros. Entertainment Inc. 733
 89 PFU 722
 90 NECフィールディング 721
 91 早稲田大学 714
 92 三菱総研DCS 694
 93 日鉄ソリューションズ 693
 94 東芝デジタルソリューションズ 692
 95 NHK 678
 96 日本ヒューレット・パッカード 678
 97 カシオ計算機 676
 98 日本ビジネスシステムズ 672
 99 Accenture LLP 667
 100 アシスト（IT） 654

※日経クロステックITメールの登録者属性より
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日経クロステックとは？ ログイン お申し込み日経BP

メニュー
キーワードで検索

特集 連載 専門メディア テーマ マイページ

IT 電機 自動車 建築 土木

IE11のサポート終了について 楽天の人気記事を無料公開中！ 無料セミナ-開催「日経クロステックが読み解く DX2022」 12/18、19はPDFダウンロードを休止します

ピックアップ

ニュース解説

ウクライナDX支援会社がDNP・NRIと提携、プロ2千人を相手にでき
る顧客はいるか

ニュース解説：建築・住宅

アパート階段崩落事故、再発防
止へ建基法施行規則などを改正

蓄エネ技術、百花繚乱

産総研のTi-Fe系水素吸蔵合
金　清水建設が北陸支店に大量
採用

ニュース解説

ボディー素材に主役交代の圧
力、トヨタも冷間プレス採用の
わけ

クロステック極言正論

日本のDXを阻む法規制
を撤廃できるのか、デ
ジタル臨調への期待と
不安

記者の眼

高速モバイルの草分け
「CDMA 1X WIN」終
了まで4カ月、心に残る
18年前の騒ぎ

日経クロステックからのご…

苦境の地方銀行が反転
攻勢、システム改革に
乗り出す理由を記者が
語る

カーボンニュートラルな材料

新材料で目指すカーボ
ンニュートラル、バイ
オマスと機能向上が鍵

2022年のPCスペック大予測

データ通信・給電・デ
ィスプレイ出力の相乗
りで分かりにくい
USB、最新規格を整理

本番到来、ノーコード／ロ…

ノーコード／ローコー
ドの威力はこう引き出
せ、カギは業務部門と
の一体開発

エンジニアのためのD2C徹…

サブスクの新しい形
「SaaS Plus a Box」
とは？海外最新D2C事
情

Pythonで実践、暗号化通…

パケットからデータベ
ースを作成、社内の
SaaS利用状況を可視化
する

ITの新着

電機の新着

自動車の新着

建築の新着

土木の新着

新着デジタルムック

住宅改修の知恵袋 建て主が納得 プロ視点の住宅設計 新・エコハウスのウソ

日経コンピュータの特集

日経ネットワークの特集

日経エレクトロニクスの特集

日経ものづくりの特集

日経Automotiveの特集

日経アーキテクチュアの特集

日経コンストラクションの特集

ビジネスAIの特集

建設テックの特集

デジタルヘルスの特集

DXの現場の特集

建築・住宅／土木製品ガイド

ホワイトペーパー

プレスリリース

雑誌

日経アーキテクチュア 2021年12月9日
号

日経コンピュータ 2021年12月9日号 日経ものづくり 2021年12月号

日経NETWORK 2021年12月号 日経コンストラクション 2021年11月
22日号

日経エレクトロニクス 2021年12月号

日経Automotive 2021年12月号

日経クロステック Special

What's New!

IT

製造

建築・住宅

土木

特設サイト／デジタル専門メディア

ランキング 総合（有料記事）

1 ニュース解説

2 みずほ銀行システム障害の教訓

3 ニュース解説

4 本番到来、ノーコード／ローコード開発

5 新時代の働き方、最新調査

ランキング 総合

1 Excelで時短

2 ニュース解説

3 ニュース

4 ニュース解説

5 ニュース解説

現在のランキング IT

1 Excelで時短

2 ニュース

3 モバイル一刀両断

4 みずほ銀行システム障害の教訓

5 記者の眼

現在のランキング 電機

1 ニュース解説

2 ニュース解説

3 ニュース解説

4 蓄エネ技術、百花繚乱

5 ニュース解説

現在のランキング 自動車

1 ニュース解説

2 ニュース解説

3 ニュース

4 ニュース解説

5 カーボンニュートラルな材料

現在のランキング 建築

1 ニュース解説：建築・住宅

2 スポーツ施設、持続可能の条件

3 ニュース解説：建築・住宅

4 スポーツ施設、持続可能の条件

5 東京大改造

現在のランキング 土木

1 ニュース解説：土木

2 東京大改造

3 新華社

4 建設業界マンスリー・アーカイブス

5 ニュース解説：土木

ピックアップ PR

昨日読まれた記事

日経電子版アクセスランキング

ピックアップ一覧

ニュース
富士通が情報流出招いた
ProjectWEBの廃止を発表、
「名無し」の代替ツールを提供
へ
2021.12.09

ニュース
NTTコムと日本ユニシス、建物
設備の管理業務のデジタルツイ
ンで連携

2021.12.09

ニュース
「低Pingに徹底的にこだわっ
た」、ぷららがゲームに特化し
たISPサービス提供へ
2021.12.09

ニュース解説
トレジャーデータ、250億円調
達で備える「ビッグデータ時代
の終わり」
2021.12.09

ニュース
「顧客目線の目利きが価値」、
日本IBMから分社したキンドリ
ルジャパン社長
2021.12.09

ニュース解説
2022年のサイバー脅威予測、
「ランサムウエアが一層凶悪
に」と注意喚起が相次ぐ訳
2021.12.09

一覧を見る

ニュース
オムロン、カラーセンサーで潤
滑油の経年劣化を検知　22年度
製品化
2021.12.09

ニュース
動画あり エレベーターのボタン
自分で押せる、フロア移動する
警備ロボ
2021.12.09

ニュース
光沢感ある便座も　三井金属が
抗ウイルスの銅被膜製品を提案
2021.12.09

ニュース
手でも足でも操作できる、マツ
ダが「MX-30」に新機能追加
2021.12.09

ニュース
トヨタがノースカロライナに電
池工場、HEV80万台分
2021.12.09

ニュース
電池動作IOT機器向け電源IC、
ADIが待機電流1／20の新製品
2021.12.09

一覧を見る

ニュース
コマツ、脱炭素に向け電動建機
も開発着々

2021.12.09

カーボンニュートラルな材料
新材料で目指すカーボンニュー
トラル、バイオマスと機能向上
が鍵
2021.12.09

ニュース解説
ボディー素材に主役交代の圧
力、トヨタも冷間プレス採用の
わけ
2021.12.09

Books
必要なのは「夢の共有」、
MaaS提唱者が明かす支持を集
めるコツ
2021.12.08

ニュース
保持器なしアンギュラ玉軸受に
シール内蔵、空スペースが受注
開始
2021.12.08

ニュース
超硬製ノズルでカーボン素材も
安定造形、卓上型3Dプリンター

2021.12.07

一覧を見る

バック・トゥ・ザ・週間記事ランキン
グ
1位は「パナソニック子会社で
施工管理技士資格などを不正取
得、過去の教訓生かせず」
2021.12.09

ニュース解説：建築・住宅
アパート階段崩落事故、再発防
止へ建基法施行規則などを改正

2021.12.09

編集長が語る日経アーキテクチュアの
見どころ
日ハム新球場の建設現場に潜
入、スポーツ施設「持続可能の
条件」とは
2021.12.09

製品ガイド：建築・住宅
工場や調理場向けの硬質ウレタ
ン樹脂系塗り床材

2021.12.08

東京大改造
「ドーム建築と違う日本独自の
形に」、開業待つ有明アリーナ
に設計者がこめた思い
2021.12.08

東京大改造
木の構造部材「NLT」を前田建
設工業が採用、22年竣工予定の
東京芸大国際交流拠点
2021.12.08

一覧を見る

新華社
成蘭鉄道の躍竜門トンネル工
事、9年がかりで貫通に成功 中
国・四川省
2021.12.09

ニュース解説：土木
営業所専任技術者の常勤義務を
緩和、コロナ禍の特例措置を恒
久化
2021.12.08

AFPBB News
ラオスで中国建設の鉄道開通
「一帯一路」の一環

2021.12.08

ニュース解説：土木
“突っ張り棒”がなくても自立す
る新土留め工法、掘削期間を3
割減
2021.12.08

ドボクイズ
Q．横浜市が臨海部の回遊性向
上のため採用した新交通サービ
スは？
2021.12.07

東京大改造
荒川堤防の“弱点”解消が13年遅
れ、橋の架け替えルート変更で

2021.12.07

一覧を見る

ライブラリー追加 ライブラリー追加 ライブラリー追加

一覧を見る

学習するクラウドAI

2021.12.08

すれ違うオープンイノベーショ
ン
2021.12.07

綱渡りの楽天携帯

2021.11.24

本番！ノーコード／ローコード
開発
2021.11.24

一覧を見る

必修！ネットワーク技術

2021.12.01

ネットワーク機器利用実態調査
2021
2021.11.30

徹底解説　Web新技術

2021.11.01

基礎から分かるBYOK

2021.10.29

一覧を見る

蓄エネマシン猛レース

2021.11.19

乗り遅れるな、宇宙ビジネス

2021.10.19

Road to 6G

2021.09.21

こんなとこにもイジングマシン

2021.08.19

一覧を見る

カーボンニュートラルな材料

2021.11.30

インダストリー4.0　10年目の
現実
2021.10.29

未来に向けて戦う工場

2021.09.30

日産は復活するか

2021.08.31

一覧を見る

EV狂乱、電池争奪戦

2021.11.10

自動ブレーキセンサー覇権争い

2021.10.08

VW「ID.3」分解

2021.09.10

自動車セキュリティー、22年義
務化に備える
2021.08.10

一覧を見る

コンパクト木造を解く

2021.12.09

スポーツ施設、持続可能の条件

2021.12.09

採用したい 建材・設備メーカー
ランキング2021
2021.11.25

設計者も他人事じゃない 地盤の
落とし穴
2021.11.11

一覧を見る

崩れる民有地

2021.11.22

技能者の処遇改善へ総力戦

2021.11.08

学びで変わる若手

2021.10.25

徹底解剖 世界初の自動化施工

2021.10.11

一覧を見る

追加学習型クラウドAIの実力

2021.11.01

脱ディストピア、炎上しないた
めのAIガバナンス
2021.08.17

AI創薬「当たり前」時代を生き
抜く
2021.07.01

AI業務適用3つの壁

2021.06.22

一覧を見る

鹿島流・全自動工事

2021.09.21

コンクリート超進化

2021.04.22

建築DX元年

2021.01.14

i-Conの申し子たち

2020.10.12

一覧を見る

携帯大手3社が「本腰」で臨む
ヘルスケア
2021.07.21

AI創薬「当たり前」時代を生き
抜く
2021.07.01

測定から治療まで体内デバイス
にお任せ
2021.06.01

どうなる、マイナカード保険証
利用
2021.05.10

一覧を見る

Pythonなら手軽に学べる！
SQLの基本
2021.12.06

ノールックで行こう

2021.11.17

バッチ処理の新常識

2021.11.15

DX成功の鍵、リスキリング

2021.11.10

一覧を見る

工場や調理場向けの硬質ウレタン樹脂系塗り床
材
2021.12.08

柔らかな肌触りの研磨を施したアルミ製の棚

2021.12.07

ノンフロン化した現場発泡ウレタンフォーム断
熱材（日経クロステック Active）
2021.12.07

塗装していないような木材の表情を醸し出すフ
ローリング
2021.12.03

広範囲を照らせる最大4000ルーメンのコードレ
スLEDライト
2021.12.02

室内循環フードとIHヒーターの機能を併せ持っ
た調理ワゴン（日経クロステック Active）
2021.12.02

建築・住宅製品ガイド一覧

土木製品ガイド一覧

急増するランサムウエア被害、有効な対策とな
る次世代バックアップ技術のキモ

年末にも被害拡大の恐れ、最恐のマルウエア
「EMOTET」から組織をどう守るか

「場所を問わず働ける環境」で続出する問題は
統合ソリューションで解決する！

将来も安心・快適に働けるテレワーク環境、実
現した企業・組織の7事例を見る

Emotet再燃、人手不要の「深層学習」でAIは未
知の脅威をどこまで検知できる？

クラウドの利点も享受、デスクトップ／アプリ
ケーション仮想化の実践パターン

一覧を見る

PSC・兼松エレクトロニクス・GSX、マイクロ
ソフトのテクノロジーを活用したトータルセキ
ュリティサービスを提供開始
2021.12.09

レノボとSCSK、ゲノム解析ソリューションの提
供において協業することを発表

2021.12.09

SAPジャパンとサービスグラント、NPOの課題
解決支援へプロボノ活動を実施
2021.12.09

NECネッツエスアイ、「NECネッツエスアイ リ
モートデスクトップ for LGWAN」を提供開始
2021.12.09

GMOインターネット、2022年度より「給与
No.1」の実現に向けた取り組みを始動
2021.12.09

富士通とMIT、人の脳に着想を得て未知のデー
タを高精度に認識できるAI技術を開発
2021.12.09

一覧を見る

ローコード開発基盤の可能性とは？ 屋内5Gの“つながりにくさ”を解消へ
CLOMO 導入事例シリーズ　琉球銀行 コロナ禍の電力問題を解決するＤＣの方向性
スポーツをコアに街全体を活性化 サイバー攻撃で修羅場化した現場からの電話
富士通とインテルが語るデータドリブンとは

ローコード開発基盤の可能性とは？ CLOMO 導入事例シリーズ　琉球銀行
コロナ禍の電力問題を解決するＤＣの方向性 サイバー攻撃で修羅場化した現場からの電話
富士通とインテルが語るデータドリブンとは サイバー攻撃が巧妙化する今知るべき対策は
国内最大規模のDaaS基盤を運営 ＤＸ銘柄グランプリ受賞企業に聞く勘所
情報セキュリティ１０大脅威　識者の見解は 中堅企業のデジタル変革「成功のポイント」
DXパートナーへと変貌を遂げたFPT 重要なのは顧客を見据えた“DX”の“X”
オンプレの「サービス化」5つのメリット 元ヤンマーＣＩＯが語る、製造業ＤＸの指針
iPadアプリをわずか4カ月で開発 健康社会の実現にCASIOが共創で挑む
アジャイル経営でDXの一歩先へ Windows 11搭載「レッツノートFV」秋冬モデルレビュ

ー
「変化し、進化し続ける」最新ERPの実力 顧客企業のビジネス変革を支援
次世代OS登場 PC管理を見直す好機 製造業DXに潜む痛みとその処方箋
データ管理は「集める」から「つなげる」へ クラウドカメラ活用で実現する“現場DX”
5年先の経営を変える「デジタルツイン」 「日本流マネジメント技術」がDXの基盤に
データから力を引き出し、世界基準の追求へ 3Dゲーム開発環境が業界超えDXで大活躍
映像会社がコネクテッド・モダンPCを試用 監視カメラに凝縮された最新テクノロジー
クルマの“デジタルキー”が起こす地域変革 すぐそこまで来ている5G×複合現実の世界
事例紹介／SAP基幹システム刷新の舞台裏 事例／ＳＡＰを約４カ月でクラウドへ移行
SAP の移行先にグーグルが選ばれる理由 SAP の「クラウド移行」選択のポイント
Linux環境のクラウド利活用を支える 「次世代サプライチェーン」の挑戦
ゲーム業界のセキュリティ対策 今知るべき Azure コスト最適化策
インフラ・モダナイゼーションの“現実解” 短期間でバイモーダルを実現した第一生命
VDIで実現する一段上のテレワーク JERA事例に学ぶITチームの意識変革
クラウドの最大限移行の舞台裏に迫る クラウドの効果を最大限に活用せよ！

屋内5Gの“つながりにくさ”を解消へ 脱炭素に向けた日本のエネルギーロードマップなどを議
論(12/16）

脱炭素社会のエネルギーインフラのあり方などを議論
（12/9）

一般道で自動運転を実現するＨＤマップ

DXで切り拓く中堅・中小製造業の未来 唐橋ユミとＡＧＣの協創空間を巡る
唐橋ユミが訪ねる協創空間「AO」 カーボンニュートラル達成に欠かせない技術
ＡＧＶを作業中に「ちょこちょこ充電」 ヒヤリ・ハットも再現するシミュレーション
ものづくりパートナーフォーラム東京2021 パワエレアワード2021最優秀賞決定
「変化の時代」製造業が勝ち残るための一手 ポスト・コロナを見据えた製造業の進路と
48V・12Vを結ぶDC/DCコンバータ 毎月更新。電子エンジニア必見の情報サイト

スポーツをコアに街全体を活性化 カタログを一括で請求することが可能です！
建設 AD Link

建設 AD Link コンストラクション倶楽部

現在 昨日 週間

パナがリコール、ドアホンが相次
いで発煙　いまさら赤リンのなぜ

みずほ銀行の「前時代的」トラブ
ル、稼働11年のスイッチや6年の
ディスクが故障

ボディー素材に主役交代の圧力、
トヨタも冷間プレス採用のわけ

ノーコード／ローコードの威力は
こう引き出せ、カギは業務部門と
の一体開発

テレワーク「劣等生」はあの役職
とあの年代、ダントツに低い利用
率

ランキング一覧

現在 昨日 週間

Excelで年表示、西暦を和暦に一
発変換するこんな裏技があった

ソーラーフロンティア生産撤退で
「日の丸太陽光」は風前の灯

造影剤なしで手足の血流状態を可
視化、「光超音波イメージング装
置」を承認申請

高級感あるのに低コスト、日本製
鉄の新めっき鋼板が人気の理由

ボディー素材に主役交代の圧力、
トヨタも冷間プレス採用のわけ

ランキング一覧

Excelで年表示、西暦を和暦に一
発変換するこんな裏技があった

造影剤なしで手足の血流状態を可
視化、「光超音波イメージング装
置」を承認申請

「口出し無用」と言わんばかりの
携帯大手、格安スマホ事業者との
協議に総務省のメス

みずほ銀行の「前時代的」トラブ
ル、稼働11年のスイッチや6年の
ディスクが故障

高速モバイルの草分け「CDMA
1X WIN」終了まで4カ月、心に残
る18年前の騒ぎ

ランキング一覧

ソーラーフロンティア生産撤退で
「日の丸太陽光」は風前の灯

高級感あるのに低コスト、日本製
鉄の新めっき鋼板が人気の理由

パナがリコール、ドアホンが相次
いで発煙　いまさら赤リンのなぜ

非常識なアルミ鉄合金やノーベル
賞候補のMOF　水素吸蔵に名乗
り

カシオ「G'zOne携帯」9年ぶり復
活の裏側、京セラと異例のタッグ

ランキング一覧

ボディー素材に主役交代の圧力、
トヨタも冷間プレス採用のわけ

日本製鉄がトヨタを訴えたワケ　
価格交渉の神経戦と危機感か

保持器なしアンギュラ玉軸受にシ
ール内蔵、空スペースが受注開始

レクサス初のPHEV「NX」、
RAV4のシステムとどう違う？

新材料で目指すカーボンニュート
ラル、バイオマスと機能向上が鍵

ランキング一覧

アパート階段崩落事故、再発防止
へ建基法施行規則などを改正

築20年で可動屋根を固定化へ

福岡免震偽装マンション続報、非
公表だった譲渡先はまさかの
TOYO TIRE

球場の概念覆す“新庄野球”の砦

木の構造部材「NLT」を前田建設
工業が採用、22年竣工予定の東京
芸大国際交流拠点

ランキング一覧

“突っ張り棒”がなくても自立する
新土留め工法、掘削期間を3割減

荒川堤防の“弱点”解消が13年遅
れ、橋の架け替えルート変更で

成蘭鉄道の躍竜門トンネル工事、
9年がかりで貫通に成功 中国・四
川省

海老名駅、施工不良の原因判明／
羽田空港直下、鉄道トンネル着工
へ／時間外労働、4脚ロボの実力
は？

防波堤が前触れなく一夜で倒壊、
3年前の調査で「問題なし」

ランキング一覧

1 DX時代のデータ活用エンジ
ン、クラウドネイティブなデータ
基盤を整備せよ

2 カード情報を盗むWebスキミ
ング、痕跡を残さない手口とその
対策

3 iPhoneのパスコードを忘れ
た！再設定で助かる3つの方法・
2021年版

4 「日本語でOK」、デンソーの
海外スタッフが愛用する自動翻訳
の意外な使い方

5 エンジニア採用だけじゃな
い、内製先進企業が悩み乗り越え
た組織作りの壁

中国恒大「一部デフォルト」　フィッチが
格下げ

1

SBI、新生銀株の過半取得へ　銀行持ち株
会社を年内申請

2

東証1部146社「プライム」選ばず　日本オ
ラクルや白洋舎

3

ゴールド免許更新、講習をオンライン化　
22年2月試行

4

「人口減で貯蓄過剰」ケインズの予言　投
資促す政策に解

5

あなたの専門領域に
合わせた記事を表示
自分の業種や興味ある専門領域の
記事だけを新着順に表示できます

すぐに設定する

あなたが興味ある
ホットな話題を表示

業種や専門領域を横断する
ホットな話題を新着順に表示

すぐに設定する

利便性向上、利用分析および広告配信等のためにクッキーを利用
してアクセスデータを取得しています。詳しくは「データ利用に
ついて」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。

データ利用について 閉じる
今だけ！モバイル・通信関連の
有料記事が無料で読める
12/22まで。
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IE11のサポート終了について システムメンテナンスのお知らせ 興味のある情報を素早く見つけ出す「タグ」
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#文書管理／コンテンツ共有 #人材育成 #アプリ開発／Web作成 #運用管理 #RPA #ERP #会計／経理 #人事／労務

#SFA／営業支援 #CRM／顧客管理／名刺管理 #VPNサービス

キーワードで検索する 検索

Activeまとめ

AIフレームワークとは：自社用AI
開発の基本、機械学習モデルを効
率作成
2021.12.06

電子契約サービスとは：電子署名
を施した文書を取引先とクラウド
で共有
2021.11.22

ハイパーコンバージドインフラス
トラクチャー（HCI）とは：新IT
基盤の正体
2021.11.08

RPAとは：自動化できる業務やツ
ール、事例、AIとの違いを解説
2021.11.02

資料一括ダウンロード

気になるタグをフォローして最新記事をチェック

気になるタグをフォローすると、最新記事がここに表示されます。
（フォローは最大30タグまで可能）

おすすめのタグ

#情報共有 #開発支援 #運用管理

特設サイト

IT新着

ビジュアルで理解する最新Web技術

「WebHID」や
「WebAssembly」、ここまで来
たWeb技術の最先端
2021.12.09

職場のトラブル相談室

「部下の残業が多い？」システム
開発責任者、会社の集計方法に首
をかしげる
2021.12.09

週末スペシャル

レノボの新タブレット「Yoga Tab
13」、パソコンの外付けディスプ
レーとして試した
2021.12.09

トップコンサルタントが教える業務改革

販売現場で使えない価格・在庫デ
ータ、SCMとCRMの「分断」が
原因に
2021.12.09

製品＆サービス：IT

レガシーシステムにアクセスする
Web APIをローコードで開発でき
るソフト
2021.12.09

クラウドシフト＆DX先進事例：三井不…

商用DBのクラウド化とシステム全
体のリアーキテクチャを完遂！そ
の効果は？
2021.12.09

不便を感じる点は何ですか？ ファ
イルサーバーに関する実態調査
2021.12.09

ホワイトペーパー

ランサムウエア攻撃に遭った米国
病院、身代金支払いを回避し復旧
できた理由
2021.12.09

製造新着

ホワイトペーパー

検査の作業効率を向上、ミスや不
正も防止する音声システムとは
2021.12.09

ホワイトペーパー

過信は禁物、協働ロボットと働く
作業員の安全・安心はこう守る
2021.12.09

ホワイトペーパー

半導体の開発遅れを招く要因にメ
ス、解析に必要な数値情報を求め
る革新的手法
2021.12.09

ホワイトペーパー

自動車業界で求められる
IATF16949認証取得と、品質管理
システム構築の要点
2021.12.09

製品＆サービス

保持器なしアンギュラ玉軸受にシ
ール内蔵、空スペースが受注開始

2021.12.08

CADを導入する際に重視する点
は？ 設計業務の環境に関する実態
調査
2021.12.08

製品＆サービス

NEDOの「安全安心ドローン」事
業、ACSLが成果を基に製品化
2021.12.07

製品＆サービス

超硬製ノズルでカーボン素材も安
定造形、卓上型3Dプリンター
2021.12.07

建設新着

製品ガイド：建築・住宅

工場や調理場向けの硬質ウレタン
樹脂系塗り床材
2021.12.08

製品ガイド：建築・住宅

柔らかな肌触りの研磨を施したア
ルミ製の棚
2021.12.07

製品ガイド：建築・土木

ノンフロン化した現場発泡ウレタ
ンフォーム断熱材
2021.12.07

製品ガイド：建築・住宅

塗装していないような木材の表情
を醸し出すフローリング
2021.12.03

製品ガイド：建築・住宅

広範囲を照らせる最大4000ルーメ
ンのコードレスLEDライト
2021.12.02

製品ガイド：建築・土木

室内循環フードとIHヒーターの機
能を併せ持った調理ワゴン
2021.12.02

東京大改造

100のパーツで組む木のお椀パビ
リオン、平田晃久氏が青山の公開
空地の内外を反転
2021.12.01

製品ガイド：建築・住宅

2層構造で防水性や耐震性を高めた
非住宅向け外壁工法
2021.12.01

レノボの新タブレット「Yoga
Tab 13」、パソコンの外付け
ディスプレーとして試した

DX賢者の流儀

［動画］「興味を持つ努力」で
サービス産業を変革、がんこフ
ード新村副社長の流儀

製品＆サービス

NEDOの「安全安心ドローン」
事業、ACSLが成果を基に製品
化

製品ガイド：建築・住宅

工場や調理場向けの硬質ウレタ
ン樹脂系塗り床材

ビジュアルで理解する最新Web技術

「WebHID」や
「WebAssembly」、ここまで
来たWeb技術の最先端

IT経営 AI データ活用 パブリッククラウド

PC セキュリティ 働き方改革 イベント／セミナー

製造 建設 Amazonギフト券が当たる！ 資料一括ダウンロード

タグ一覧を見る

一覧を見る

タグ一覧を見る

一覧を見る

一覧を見る

一覧を見る

一覧を見る

リモートワークの普及が決定
打、避けては通れないログ管
理、監視の強化

テレワーク時代のいま、ゼロト
ラストがセキュリティ対策のカ
ギを握る

PPAP廃止の流れが進むなか今
後のファイル送受信はどうある
べきか

コロナ禍を契機にヘルプデス
ク、サービスデスクの再構築が
本格化する

ハンコ卒業で紙文書を極限まで
減らす！安全・安心な文書の電
子化を目指すには

ニューノーマル時代においては
マルチクラウド活用がIT戦略の
中核となる

強力なデータ連携を身につけ
て、属人的なレガシー企業文化
からの脱却を目指す

改ざん・隠ぺいを“音声認識”で
防御、なくならない不正検査に
DXで対抗

利便性向上、利用分析および広告配信等のためにクッキーを利用
してアクセスデータを取得しています。詳しくは「データ利用に
ついて」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。

データ利用について 閉じる
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