
 DX時代の
 人財育成 1 など、自社業務における IoTへの考察が深まっ

ていった実感があります。最終的には、機器類
の不具合情報を収集しているものの、積極的に
活用されていない現状に着目し、不具合情報を
AIで分析することで、トラブル発生時に最適な
対処方法を導き出すビジネスモデルを発表しま
した。

ンを理解する」がテーマ。DXが世の中に与える
影響、脳神経科学の視点からモチベーションを
考えるといった内容の授業に始まり、レゴブロ
ックを使ったゲーム風のワークショップ、実際
のデバイスやセンサーを使った IoTの実験など。
活発なコミュニケーションをベースに、リラッ
クスした雰囲気のなかでDXの概要を紐解いて
いく。
　続くPart 2のテーマは、「デジタルビジネス創
出方法を体得する（ケーススタディ）」。介護ビ
ジネスを想定した架空のビジネスシナリオを作
成し、2つのチームに分かれて入所者である高
齢者やスタッフ、家族など、それぞれの視点か
ら見た問題・課題を明確化。デザインシンキン
グの手法を取り入れながら、解決に向けた新た
なサービスを策定する。そして IBM Cloudで提
供されるWatson APIを活用しながら、実際に
アプリケーションを作成するまでの一連のプロ
セスを体験する。
　そしてPart 3のテーマは、「自社のデジタルビ
ジネスモデルを立案する（自社ケース）」。Part 
2で得た発想のノウハウを活かしながら、受講
者が所属する企業や部門の業務に根差した問
題・課題を整理し、それぞれが独自のビジネス
モデルを策定する。講師と受講者がマンツーマ
ンで向き合い、各ビジネスモデルのメリットや
デメリット、実現可能性や注意点などを検討し、
評価していく。ここが、スクールのハイライト
である。

̶ Part 3ではどういった着眼・発想から、ど
のようなビジネスモデルを策定されたのですか。
吉岡　私は今回参加した受講者のなかでは唯一
の製造業で、IoTとは非常に距離が近いので、提
案はやはりIoTが中心でした。ただ提案するた
びに、講師の方々から「それは本当に必要です
か」とダメ出しをされ、そのたびに新しいサー
ビスを考えることの繰り返しでしたね。ダメ出
しは辛いのですが（笑）、繰り返し考えるなか
で、IoTの必要性や実現可能性、技術の使い方

　デジタルトランスフォーメーション（DX）時
代に必要な人財育成を目指し、アイ・ラーニン
グが提供する新しい研修プログラム「デジタル
ビジネススクール」。第1期は2018年6～ 9月に
全12回で開催された。約4カ月間にわたり、夏
季休暇の時期を除き週1回の頻度で開催された
このスクールには、業種・業務の異なる分野か
ら合計8名が参加した。
　今回の座談会では、その第1期生の4名が再会
し、参加の動機や目的、研修の内容や成果を語
り合う。

̶まずは皆さんが担当されている業務、そし
て「デジタルビジネススクール」に参加した動
機や目的を教えてください。
吉岡　私が所属する大森機械工業は包装機械を
製造・販売しており、そこで制御部品の設計・製
造を担当しています。ちょうどスクールの始ま
った2018年6月に当社で、10年後のビジネスを
構想する「事業企画チーム」が発足し、私もメン
バーの一員に選ばれました。チーム活動の一環
として、それぞれが外部のセミナーや勉強会に
参加して情報収集することになり、私が選んだ
のが「デジタルビジネススクール」でした。
福迫　私はサンブリッジというITベンダーに
勤めています。SFAやCRMをはじめ顧客との接
点を司るクラウドサービスが事業の主体で、私
はそのなかでCRMツールである「Salesforce」

とその関連サービスの販売・導入、活用支援な
どを担当しています。最新ITを組み合わせてシ
ステムを構築し、有望な海外ソリューションを
いち早くキャッチして国内で展開するビジネス
が核なので、社員全員がそれに向けた感性を磨
くことが求められています。そうしたスキルを
身に付けるべく、「デジタルビジネススクール」
に参加しました。
牛尾　C&Cビジネスサービスは、JBグループ
内に共通するスタッフ業務を提供しており、現
在はグループの各事業会社に、経理・財務、人
事・総務、情報システム、業務サービスという
4サービスを提供しています。私は人事部門に
所属し、採用や人事制度に関する業務に従事し
ています。今後はこうしたバックエンド業務で
も、AIやRPAなどDXに関するノウハウをもた
ないと業務改善を進められないとの判断があり、
人事部門から私が参加することになりました。
鴨田　私もC&Cビジネスサービスに所属し、主
に契約管理や受注処理などの業務を担当してい
ます。手を動かす仕事が中心で、今まで何かを
発想したり、提案したりする機会はあまりなか
ったのですが、やはり今後は働き方改革など、
管理業務にもDXの視点を取り入れた発想が必
要ということで、私が部門を代表して参加する
ことになりました。

「デジタルビジネススクール」は全12回、大き
く3つのパートで構成されている。
　Part 1は「デジタルトランスフォーメーショ

デジタルビジネススクール
自律的学びと
 発想力・思考力の鍛え方

デジタルビジネススクールのカリキュラム

自社のデジタルビジネスモデルを
立案する（自社ケース）
第 9 回  ビジネスを整理し、変革点を探す
第10回  ユースケースを明確にし、ビジネスモデルを策定する
第11回  プロトタイプを試作する
第12回  ビジネスモデル発表会

デジタルビジネス創出方法を
体得する（ケーススタディ）
第 5 回  変革点を探す
第 6 回  ユーザーを理解する
第 7 回  ユースケースを明確にする
第 8 回  費用と効果を含むビジネスモデルを策定する

デジタルトランスフォーメーションを
理解する
第 1 回  DXの方向性とマインドチェンジ
第 2 回  AIの現状とビジネスへの応用
第 3 回  IoTを実験してみる
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感として、その境界線を理解できるようになっ
たことは大きいですね。
鴨田　私は内勤の仕事なので、今まで外に出て、
異業種のいろいろな企業の人たちと一緒に勉強
する機会はありませんでした。だから今回はと
ても貴重な経験でした。スクールで策定したビ
ジネスモデルについて、自社への提案後、社長
には、「挑戦してみよう」と言われました。まず
は現状の環境やシステムを使いながら、どんな
ツールを採用していくか、スモールスタートで
段階的に進めるべく、計画を立案しているとこ
ろです。私の考えたビジネスモデルは実現可能
なシナリオとして進んでおり、研修として学ん
だことが、このような形で会社に貢献できたこ
とをとてもうれしく思っています。

吉岡　同感です。日々の業務のなかではどうし
ても目の前にある仕事、目先の優先順位に応じ
て過ごしてしまう傾向にあります。私が考えた
IoTモデルにも、実現には多くの課題がありま
す。しかし今回学んだような発想、考え方のア
プローチを続けていかねば、10年先に目指すビ
ジネスの姿は見えてこないと気づきました。ス
クールを終えて、事業企画チームのメンバーに
もそのことを伝えています。全員が考え方をい
きなり変えることはできませんが、少しずつ取
り入れて、共感する仲間を社内に増やしていき
たいと考えています。
牛尾　人事業務にAIなどの先端ITを活かすと
なると、実際にはさまざまなハードルを越えね
ばならないので、私も今回のビジネスモデル実
現への道のりは遠いと考えています。それより
今回の最も大きな成果は、AIの現実を理解でき
たことだと考えています。受講前は、AIは万能
で、何でもできるようなイメージを抱いていま
した。しかし今はよい点も悪い点も含めて、AI

が実現できること、AIの役割ではないこと、が
理解できるようになりました。もちろん技術は
急速に進化しており、今できないことも、すぐ
に実現できるようになるかもしれませんが、体

福迫　アドバイザーとして3名の講師の方々が
私たちの提案するビジネスモデルを検討し、意
見する。つまりはダメ出しをされるわけですが、
これがなかなかシビアでしたね。私が考えたの
は、当社の別部門が提供するSalesforce一体型
のクラウド名刺管理サービス「SmartVisca（ス
マートビスカ）」、いわゆる名刺のデジタル化サ
ービスに付加価値を創出する2つのサービスで
す。1つは紙の名刺を完全に廃止し、スマート
フォン同士で交換するデジタル名刺サービス、
もう1つはその名刺情報を蓄積・分析して、企業
の組織図やSNS情報からの人脈マップを作成
するサービスです。私も何度かダメ出しを受け
て、やっとここに着地しました。

JBCCホールディングス
株式会社
〒144-8721
東京都大田区蒲田5-37-1
ニッセイアロマスクエア 15階
http://www.jbgroup.jp/

にデータとして見るのではなく、在籍社員と対
比させることで、人物像のイメージを掴みやす
くできるのではないかと考えました。
鴨田　私は最初の提案を支持していただいたの
で、このなかでは珍しく、ダメ出しをもらって
いない受講者になります（笑）。Part 2でのデザ
インシンキングの手法で学んだのは、徹底した
ユーザービューで考える必要がある、というこ
とでした。管理という業務のなかで、改善につ
ながるビジネスモデルを考え始めたとき、まず
は職場の声を聞くことが重要だと思いました。
そこで毎日一緒に働くメンバーたちにアンケー
トし、課題と要望を集めたのです。私が着想し
たのは、今ある環境やシステムをうまく使いな
がら、新しいツールを組み合わせて導入するこ
とで、テレワークができる環境を整備すること
でした。コミュニケーションの改善、紙の書類
の多さ、手作業の削減といった現状の課題を、
新しいツールでどう解決していくか。講師の
方々からは、「こんなツールも使える」「何を組
み合わせることができるか」などのアドバイス
をいただき、アイデアが広がっていきました。

̶スクールを受講して得た、最も大きな成果
は何でしたか。
福迫　私が考えたビジネスモデルは他部署との
調整など多くのハードルがあり、解決すべき課
題も多いので、今すぐ実現できるサービスでは
ありません。でもスクールを受講して、今まで
は自分の部署、目の前の仕事しか見ていなかっ
たことに気づきました。担当するサービスの実
績をどう伸ばすか、担当するお客様にどう喜ん
でいただくかしか考えていなかったのです。で
も未来につながるビジネスモデルを考える過程
では、他の部署の業務や対外的に見た自社の強
み、優位性などを大きな視野で考察せねばなり
ません。「うちの会社」「うちのビジネス」という
視点で考えられるようになり、そのように視座
を高められたのが、今回得た最も大きな成果で
あったと思います。

リラックスできる環境で、ディスカッションを中心に講習が進む
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牛尾　どの講師の方も、起業やITビジネスに携
わるプロフェッショナルなので、ダメ出しの内
容がとても勉強になりました。私も人事業務に
AIなどを活かしたサービスをいくつも考え、そ
のたびに欠点を指摘されました。最終的に認め
られたのは採用面接における人材マッチングサ
ービスです。マッチングと言っても、このサー
ビスでは求職者の適正試験の結果データを、在
籍する社員のデータと照合し、近似値にある社
員を表示するものです。適正試験の結果を単純
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感として、その境界線を理解できるようになっ
たことは大きいですね。
鴨田　私は内勤の仕事なので、今まで外に出て、
異業種のいろいろな企業の人たちと一緒に勉強
する機会はありませんでした。だから今回はと
ても貴重な経験でした。スクールで策定したビ
ジネスモデルについて、自社への提案後、社長
には、「挑戦してみよう」と言われました。まず
は現状の環境やシステムを使いながら、どんな
ツールを採用していくか、スモールスタートで
段階的に進めるべく、計画を立案しているとこ
ろです。私の考えたビジネスモデルは実現可能
なシナリオとして進んでおり、研修として学ん
だことが、このような形で会社に貢献できたこ
とをとてもうれしく思っています。

吉岡　同感です。日々の業務のなかではどうし
ても目の前にある仕事、目先の優先順位に応じ
て過ごしてしまう傾向にあります。私が考えた
IoTモデルにも、実現には多くの課題がありま
す。しかし今回学んだような発想、考え方のア
プローチを続けていかねば、10年先に目指すビ
ジネスの姿は見えてこないと気づきました。ス
クールを終えて、事業企画チームのメンバーに
もそのことを伝えています。全員が考え方をい
きなり変えることはできませんが、少しずつ取
り入れて、共感する仲間を社内に増やしていき
たいと考えています。
牛尾　人事業務にAIなどの先端ITを活かすと
なると、実際にはさまざまなハードルを越えね
ばならないので、私も今回のビジネスモデル実
現への道のりは遠いと考えています。それより
今回の最も大きな成果は、AIの現実を理解でき
たことだと考えています。受講前は、AIは万能
で、何でもできるようなイメージを抱いていま
した。しかし今はよい点も悪い点も含めて、AI

が実現できること、AIの役割ではないこと、が
理解できるようになりました。もちろん技術は
急速に進化しており、今できないことも、すぐ
に実現できるようになるかもしれませんが、体

福迫　アドバイザーとして3名の講師の方々が
私たちの提案するビジネスモデルを検討し、意
見する。つまりはダメ出しをされるわけですが、
これがなかなかシビアでしたね。私が考えたの
は、当社の別部門が提供するSalesforce一体型
のクラウド名刺管理サービス「SmartVisca（ス
マートビスカ）」、いわゆる名刺のデジタル化サ
ービスに付加価値を創出する2つのサービスで
す。1つは紙の名刺を完全に廃止し、スマート
フォン同士で交換するデジタル名刺サービス、
もう1つはその名刺情報を蓄積・分析して、企業
の組織図やSNS情報からの人脈マップを作成
するサービスです。私も何度かダメ出しを受け
て、やっとここに着地しました。
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にデータとして見るのではなく、在籍社員と対
比させることで、人物像のイメージを掴みやす
くできるのではないかと考えました。
鴨田　私は最初の提案を支持していただいたの
で、このなかでは珍しく、ダメ出しをもらって
いない受講者になります（笑）。Part 2でのデザ
インシンキングの手法で学んだのは、徹底した
ユーザービューで考える必要がある、というこ
とでした。管理という業務のなかで、改善につ
ながるビジネスモデルを考え始めたとき、まず
は職場の声を聞くことが重要だと思いました。
そこで毎日一緒に働くメンバーたちにアンケー
トし、課題と要望を集めたのです。私が着想し
たのは、今ある環境やシステムをうまく使いな
がら、新しいツールを組み合わせて導入するこ
とで、テレワークができる環境を整備すること
でした。コミュニケーションの改善、紙の書類
の多さ、手作業の削減といった現状の課題を、
新しいツールでどう解決していくか。講師の
方々からは、「こんなツールも使える」「何を組
み合わせることができるか」などのアドバイス
をいただき、アイデアが広がっていきました。
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