
CDシンポジウム2022

8月オンラインライブ配信　セッション一覧

2022年8月24日（水）　実施したセッション

基調講演

T00 Jリーグレフェリーが選手と向き合うために考えている事
講演者 村上　伸次　　元プロフェッショナルレフリー

聞き手 石川　秀明　　ヤマハ（株）

パネルディスカッション

T02 「活用されるFAQ」書き方と運用

コーディネーター 高橋　慈子　　（株）ハーティネス

パネリスト 大矢　聡 　（株）PKSHA Communication

パネリスト 樋口　恵一郎　　ハイウエア（株）

パネリスト 平井　大生　　（株）ヤマハミュージックジャパン

T22 TCカフェ2022「深掘り－Z世代のコミュニケーション」

コーディネーター 長谷部　雄一　　ソニー（株）

パネリスト 平野　尚志　　ヤマハ（株）

パネリスト 福士　和洋　　GMOデジタルラボ（株）

パネリスト 松尾　咲良　　日本大学商学部

ミニセッション

T05
サービスマニュアル 制作者を育てる　～技術的知識の習得と技術
の伝承～

コーディネーター 中　奈美　　(株)堀場テクノサービス　

パネリスト 加藤　光　　アベイズム(株)　

パネリスト 瀬戸　大地　　(株)クレステック

T12
ハイブリッドワーク を最大限に活かすこれからのコミュニケーション　
〜ビジネスチャットからメタバースまで〜

コーディネーター 楢本　篤希　　（株）富士通ラーニングメディア

パネリスト 春日井　良隆　　日本マイクロソフト（株）

無料セッション：公開討論および研究発表

T16
製品・サポート情報のプロジェクトマネジメント を学ぶ、指導する　つくりか
た設計工程

パネリスト 黒田　聡　　標準制作工程検討 ワーキンググループ 主査

パネリスト 津司　千明　　標準制作工程検討 ワーキンググループメンバー

パネリスト 標準制作工程検討 ワーキンググループメンバー

T17
製品・サポート情報のプロジェクトマネジメント を学ぶ、指導する　執筆工
程

パネリスト 碓井　直樹　　標準制作工程検討 ワーキンググループ 副主査

パネリスト 若山　陽介　　標準制作工程検討 ワーキンググループメンバー

パネリスト 標準制作工程検討 ワーキンググループメンバー

T19
JMAに応募しよう！　応募⇒評価取得⇒改善⇒再応募…でPDCAサイク
ルを回そう

コーディネーター 上野　由紀子　　DMG森精機（株）

パネリスト 遠藤　幸夫　　ヤマハ（株）

T33
コンシューマーユーズ な医療機器等におけるコミュニケーションデザイン
はどうあるべきか

コーディネーター 黒田　聡　　（株）情報システムエンジニアリング

パネリスト
藤井　清孝　臨床工学技士／北里大学医療衛生学部医療工学科
臨床工学専攻

パネリスト 山本　典子　　看護師／（株）メディディア

パネリスト 吉川　典子　　薬剤師／特定非営利活動法人医工連携推進機構

特別セッション

T01 テクニカルライティング 基礎 講師 高橋　慈子　　（株）ハーティネス

T28
国際共通語としての英文ライティングを学ぶ〜テクニカルライティング の
先の英文ライティングを身につける　基礎編〜

講師 中村　哲三　　（株）エレクトロスイスジャパン

T29 DXに則したトリセツに求められるリスクアセスメント 講師 徳田　直樹　　TC 協会標準規格策定委員会 　委員長

スポンサーセッション

S01 トピック指向CMS「MadCap」多言語マニュアルをマルチ出力(PDF/WEB) 発表者 本多　利光　　アイ・ディー・エー（株）

S02 文書コンテンツのDXを再考 ～多目的活用とアドビのソリューション～ 発表者 仁村 　一利　　アドビ（株）

S03
AEM Guide & FrameMaker 最新事情 ～導入・活用の効果と成功のポイ
ント～

発表者 仁村 　一利　　アドビ（株）

　



2022年8月25日（木）　実施したセッション

パネルディスカッション

T04
質問力を磨き、情報を整理する手法　～相手の思いを引き出し、企画／
提案に繋げる～

コーディネーター 水嵜　清美　　（株）グッドプロポーザル 　

パネリスト 猪飼　順　　毎日新聞社

パネリスト 石川　明慶　　（株）富士通ラーニングメディア

パネリスト 稲岡　紋子　　ヤマハ（株）

T10 CMS活用の可能性を考える　〜話題沸騰中のヘッドレスCMSとは?〜

前半：コーディネーター 仁村　一利　　アドビ（株)

前半：パネリスト 加藤　健太　 （株)ディバータ

後半：コーディネーター 黒田　聡　　（株)情報システムエンジニアリング

後半：パネリスト 加藤　健太　 （株)ディバータ

後半：パネリスト 仁村　一利　　アドビ（株)

後半：パネリスト 林　美里　　DMG森精機（株)

T11
開発者と共創するためのTCにおるプロジェクトマネジメント 〜アジャイル
開発との向き合い方〜

コーディネーター 楢本　篤希　　（株）富士通ラーニングメディア

パネリスト 北村　博司　標準制作工程検討 ワーキンググループメンバー

パネリスト 栗田　太郎　　ソニー（株）／システム開発文書品質研究会

パネリスト 牧志　孝俊　　（株）情報システムエンジニアリング

パネリスト 渡邊　裕介　　標準制作工程検討 ワーキンググループメンバー

T14 動くインフォグラフィックス の有効活用・・・モーショングラフィクス とは 

コーディネーター 松尾 百紀　　リコークリエイティブサービス （株）

パネリスト 木村 博之　　（株）チューブグラフィックス

パネリスト 本多 眞吾　　（株）インディゴ

ミニセッション

T03 ライティングとナレッジマネジメント がDXを加速させる
コーディネーター 豊島　崇泰　　（株）富士通ラーニングメディア

パネリスト 吉田　純一郎　　パーソルワークスデザイン （株）

無料セッション：公開討論および研究発表

T09
公用文の新しい執筆ルールを理解しよう～読み手とのコミュニケーション
を改善しよう～

コーディネーター 細田　達幸　　TCシンポジウム委員会委員

パネリスト 高橋　尚子　　TC協会専務理事

パネリスト 武田　康宏　　文化庁　国語課

T24
製品・サポート情報の改善プロセスを学ぶ：解析データの読み説き方、そ
の使い方

コーディネーター
黒田　聡　　製品・サポート情報における解析取り組み実務技術研
究会主査

パネリスト
安西敬介　　製品・サポート情報における解析取り組み実務技術
研究会メンバー

パネリスト 大岡　歩夢　　株式会社パワーメディア

パネリスト
田所　輝美雄　製品・サポート情報における解析取り組み実務技
術研究会メンバー

パネリスト
製品・サポート情報における解析取り組み実務技術研究会 メンバ
ー

T25
いのち輝く未来社会のコミュニケーションデザイン  〜大阪大学の2025年
大阪・関西万博推進の取組み～

発表者 新藤　一彦　　大阪大学2025年日本国際博覧会推進室副室長

聞き手 黒田　聡　　大阪大学　大学院医学系研究科

T32
外国人介護職とのコミュニケーション 改善にMTは有効か―介護現場で
活用できるMTの構築

発表者 中村　哲三　　（株）エレクトロスイスジャパン

発表者 若林　夏樹　　（株）情報システムエンジニアリング

特別セッション

T21
具体例をモチーフにした「よいFAQ」のBefore＆After ～FAQの書き方に
よって成果がこんなに変わる！～

講師 樋口　恵一郎　　ハイウエア（株）

講師 平井 大生 　（株）ヤマハミュージックジャパン

講師 山田　貴美子 　（株）ヤマハミュージックジャパン

スポンサーセッション

S06
すべての人に機械翻訳を　～「XMAT」バージョン 2.0 と新たなカスタマイ
ズ機能「LAC」～

発表者 葉山　薫　　（株）川村インターナショナル

S07
UI翻訳専用の翻訳プラットフォーム「Rigi」～エクセルを使ったUI翻訳から
の卒業～

発表者 伊澤　力　　（株）川村インターナショナル

S08 CKD社、シストラン導入事例（社内DXの成功と取り組み） 発表者 野波　勇希　　シストランジャパン合同会社

S09
いつでもどこでも 校正業務を実現～柔軟な働き方を実現する校正ワーク
フローをご提案～

発表者 塚本　信明　　（株）Too

発表者 山下　由香　　（株）Too

S10 『Helpfeel』～検索ヒット率98%を誇る革新的FAQ～
発表者 宮崎 圭太　　（株）Helpfeel

発表者 四下　朋子　　（株）Helpfeel



2022年8月26日（金）　実施したセッション

パネルディスカッション

T06 安全に配慮するポジティブなトリセツ　～安心を伝える～

コーディネーター 美奈子・ブレッドスミス　　クロスメディアコミュニケーションズ （株）

パネリスト 金子　裕之　　本田技研工業（株）

パネリスト 楠山　努　　アベイズム（株）

パネリスト 黒田　聡　　（株）情報システムエンジニアリング

パネリスト 樋口　史代　　パナソニック（株）

T07
製品やサービスの向上にフィードバックを活用！　～受け手に寄り添う製
品やサービスのために、テクニカルコミュニケーター ができること～

コーディネーター 水野　智仁　　（株） ニデック

パネリスト 清水　学　　UXデザイナー

パネリスト
中西　義人　　TC協会・標準制作工程検討 ワーキンググループメ
ンバー

T15
コミュニケーション をデザインする〜情報発信の基本はターゲットごとの
3W＋1H〜

コーディネーター 矢野　りん　　（株）LegalForce

パネリスト 安西　敬介　　アドビ（株）

パネリスト 岡　謙治　　（株）マイナビ出版　雑誌『Web Designing』誌編集長

パネリスト 筒見　憲介　　（株）セブンデックス

T18
DXへの変革におけるコミュニケーションデザイン ：求められるコミュニケー
ションデザイナーの役割とは？

コーディネーター 加藤 大理　　YAMAGATA INTECH（株）

パネリスト 天野　忍　　（株）日本ユニテック　

パネリスト 村上　俊博　　TMES（株）

パネリスト 山口　純治　　（株）ダイテック　

ミニセッション

T08 受け手に「刺さる」プレゼン 〜「ピッチ」を学んでマニュアルに活かす〜
パネリスト 石川　秀明　　ヤマハ（株）

パネリスト 水嵜　清美　　（株）グッドプロポーザル

T13
ショートカットキー 同好会 　劇的に資料作成がはやくなる仕事術〜パワ
ーポイント編〜

コーディネーター 楢本　篤希　　（株）富士通ラーニングメディア

パネリスト 吉田　隼人　　（株）富士通ラーニングメディア

T26 ユーザーコミュニティー を通して、顧客の本音を傾聴できるのか？
コーディネーター 平野　尚志　　ヤマハ（株）

パネリスト 小島　英揮　　Still Day One 合同会社

無料セッション：公開討論および研究発表

T20 産学協同ポスター発表　～大学生および企業からの発表～

座長 岸　学　　　東京学芸大学名誉教授 、TC協会理事

コーディネーター 島田能里子　　TC協会　学術研究産学協同委員会

発表者 神奈川大学

発表者 常葉大学

発表者 広島女学院大学

発表者 （株）情報システムエンジニアリング

発表者 （株）バッファロー

発表者 パナソニック コネクト（株）

T27 経済安全保障　～狙われる日本の技術～ パネリスト 忍足警視　　　警視庁　公安部　外事第一課

特別セッション

T30
高い生産性構造のWord文書を作る ～Word文書の作り方を学び直して
みませんか～

講師 片山　雄次　　駿河台大学 メディア情報学部 非常勤講師

スポンサーセッション

S04 革新的な２つのパブリッシュツール のご紹介
発表者 堀江　ひとみ　　IXIASOFT（株）

発表者 村田　展俊　　IXIASOFT（株）

S11 SCHEMA ST4のご紹介　～多言語制作、コンテンツ配信、DX～
発表者 楳田　克浩　　（株）ナビックス

発表者 村上　嘉陽　　（株）ナビックス

S12
マニュアル翻訳部署のCATツール効果を最大化! MTrans for 
Memsource/Trados

発表者 太田　真悠子　　（株）ヒューマンサイエンス

発表者 高野　敬一　　（株）ヒューマンサイエンス

発表者 高橋　祐衣　　（株）ヒューマンサイエンス

発表者 上田　健司　　（株）ヒューマンサイエンス

S14 memoQ TMSの紹介～ローカライズの品質向上と効率化のキーは？～ 発表者 三浦　 陽　　memoQ Translation Technologies Ltd.

S15 大きく可能性を秘めた音声翻訳の未来とは 発表者 古谷　 祐一　　（株）ロゼッタ


