
北九州市

日本では第４次産業革命に対応するためのシステムインテグレーションの機会が増えないた
め、日本に不足している製造設備のシステムインテグレーターの育成・強化が進みにくいという悪
循環に陥っているのが実態です。このままでは、日本のシステムインテグレーションが分かる人材
は、質・量ともに不足し、世界から取り残されるリスクがあります。そこで、北九州工業高等専門学
校及び早稲田大学大学院情報システム研究科をはじめとした産学連携チームは、平成30年度に
経済産業省：産学連携デジタルものづくり中核人材育成事業を活用し、「中小製造業のバリュー
チェーンの高度化・業務革新を推進する中核人材育成カリキュラムの作成」を実施しました。令和
元年度からは北九州市で、内閣府：地方大学・地域産業創生交付金事業を活用し、「第４次産業
革命 エグゼクティブビジネススクール」（以下、「本スクール」）を開催しています。

本スクールは第４次産業革命に関するシステムインテグレーションを理解し、ビジネス全体を俯
瞰して全体最適化を図るべき経営層・幹部、あるいは後進育成に携わる人材を育成するものです。
なぜならデジタルものづくり人材育成のためには、国際標準ツールの活用推進や、部分最適では
なく全体最適化、そして教育が極めて重要だからです。カリキュラムは、受注管理業務や製造実行
指図・実績モニタリング業務等、11の対象領域で構成されており、第４次産業革命による企業変革
の考え方や中小企業のミニマムの現場管理業務を体系立てたものになっています（図１）。図２は、
生産工程の相関図として整理したものです。なお、令和元年度の本スクールでは、この11のカリ
キュラムを再構成し、特別講座と全5回の講義として、優先度の高いものから実施しています。

「デジタルものづくり人材」
の育成のために

日本は高齢化の水準が高く、生産年齢人口の減少が著しく、かつ若年労働者の確保が難しい
という課題を有しています。製造現場での人手不足を解消するため、生産性向上に向けた生産工
程の自動化・無人化を念頭においたロボット・IoT・AIなど、第４次産業革命の先端技術導入の
ニーズは高まる一方です。さらに、製造業の多くは中小企業であり、人手不足の解消対策と生産
性向上に向けた取り組みが急務であると言えます。

本スクールは、国際基準の業務を体験的に学習でき、第４次産業革命への対応力を経営トップ
自ら検討できる、日本で唯一のビジネススクールです。講座では中小企業等のノウハウ、製品デー
タのグローバル統合管理を行い、製品情報をライフサイクル全体で管理する重要性を教授しま
す。製品設計情報だけでなく、製造プロセス情報までをグローバルに管理できるPLM（Product 
Life Cycle Management; 製品ライフサイクル管理）、ERP（Enterprise Resource Planning; 企業
資源計画）のソフトウェア（統合基幹業務パッケージ）等、これまで日本の製造業では本格導入が
遅れていた領域でのシステムを、中小製造業等の経営幹部に体験してもらうことで、地域を支える
中小企業等におけるデジタル技術の活用促進を図るものとなっています。

第４次産業革命エグゼクティブビジネス スクール

1 経営×OT×ITを学べる
唯一のビジネススクール
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現場担当者クラスが先端技術導入の重要性を認識していても、経営層が理解する機会に乏し
い結果、導入判断・意思決定が遅れるケースは多く見られます。当該領域では、日本が得意なボト
ムアップだけでは迅速な経営意思決定は容易ではなく、意思決定が遅れる危険性も大きいので
す。また、第４次産業革命の実現に際してはビジネスモデル革新や経営改革を伴うケースも多た
め、技術論点だけではなく、ビジネスモデルに関わる経営論点が必要です。そのため、社会人リカ
レント教育やトレーニングの提供を通じて、技術動向を理解し、企業内で意思決定のコンセンサス
を構築できる人材を育成することが重要と考えられます。

第４次産業革命に対する経営者の理解、国際標準に準拠した生産管理知識の定着、海外工場
で戦力となる人材育成、中小企業の生産性向上が本スクールの目的です。そのため、経営層（受
講者候補）が講座を受講しやすくするために、1クールの講義を1泊2日で開催し、グループディス
カッション、翌朝に発表を行うことにしています。満足度を高め、再度同方式で学習したいというイ
ンセンティブにつながる工夫です。

なお、「第４次産業革命 エグゼクティブビジネススクール」は、令和２年度から経産省「第４次
産業革命スキル習得講座認定制度（通称：Reスキル講座）」、厚生労働省「教育訓練給付制度」に
認定されます。

なぜ「エグゼクティブ」なのか3

これまでに実施した講義では「概要は理解したが、自社で具体的にどのように進めて良いのか
わからない」といった声も聞かれました。さらに、工場や生産プロセスの自動化を検討している企
業等にヒアリングを実施したところ、システムの導入や開発について、業種や事業形態ごとに様々
な課題を有していることを確認しています。

今後の展開は、地域の中小企業が抱えている自社の課題解決に対し、最先端のソリューション
体験と学習で、POC（Proof of Concept）を支援し共同活用できる場（実証ラボ）の形成です。この
実証ラボにおいて、日本における製造設備のシステムインテグレーションが分かる人材育成と確
保を実現します。また、高専機構が主催する東京での実施、中小企業大学校直方校との連携、大
分県での実施等も予定しています。更には受講修了者を北九州産業イノベーション牽引企業とし
て認定し、様 な々支援も行います。

第４次産業革命は、日本の製造業が人的生産性を高めてきた「生産準備工程」の生産技術を核
とするイノベーションです。「第４次産業革命 エグゼクティブビジネススクール」の受講修了者に
は、自社の業務革新・事業成長・技術継承の実現、またグローバル市場への展開と円滑な業務運
営の構築を図るため、地域を牽引する企業・経営者として、成長していただくことを期待しています。

地域を牽引する企業への
成長を目指す
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図１  11の対象領域で構成する教育プログラム

IoT、第4次産業革命の全体像を主にユースケースで鳥瞰し、自らの問題と照らし合わせて動機付け実施
受注管理業務（見積・原価企画）
受注管理業務（納期回答）
製造実行指図・実績モニタリング業務
 ・ERP、MES、各種センサー、 IoTプラットフォームとの連携
品質管理、品質管理プロセス設計業務
・ロットトレースの仕組み
・品質管理プロセス設計
・ MESによる履歴管理とマネジメント
製造計画管理業務（製品設計～生産設計～製造計画～進捗管理～納期変更～リスケジューリング業務）
プロジェクト型生産形態におけるプロジェクトスケジューラの活用
フロントローディングによる設計業務の効率化・短期間化（公差シミュレーション・形状検索他）
製品や設備の保守管理業務のサイバー・フィジカル・システム（CPS）
製品設計・生産設計と製造現場（アフターマーケットとのデータの統合管理について）
経営パフォーマンスの可視化と経営計画の機敏な調整
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NO カリキュラム

図２  カリキュラム相関図

※図中の①～⑪は、カリキュラム（図１）
の11の対象領域に対応している

e-mail : business_school@apps.kct.ac.jp
URL ： https://www.kct.ac.jp/kigyou/business_school.html

第４次産業革命エグゼクティブビジネススクール事務局（担当：向井・岩崎・上村） TEL:093-964-7259
■スクールに関するお問い合わせ先
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佐賀県

佐賀県では、「第4次産業革命を佐賀から」を掛け声に、AIやIoTといった先進技術の利活
用に取組む県内企業の支援窓口として、2018年10月に佐賀県産業スマート化センター（佐賀
市鍋島町）を開設・運営しています。（年間運営費：約47,000千円）

開設にあたって関係者に協力を依頼する際、全国に類似施設がないことから開設したい
施設像を上手く説明できないという点は苦労しました。それでもAI・IoTの可能性や必要性、
センターの果たすべき役割について説明する過程で、実は誰もが同じ問題意識を持っている
ことがわかり、それを関係者間で事前にしっかり共有できたことが、その後スムーズに関係者
とネットワークを構築できた要因となりました。

設置の経緯

佐賀県産業スマート化センターは、開館時間（平日9：00～17：00）であれば常時見学・相
談が可能です。（ショールームの解説やコーディネータへの相談をご希望の場合は、Webサイ
トから事前の訪問予約をお願いしています。）

センターには、ショールームのご案内やヒアリング等を行うコーディネータが常駐しており、
利用者から企業の課題やありたい姿をお聞きした上で、具体的な技術導入に関する相談に
ついては専門の知識を有するアドバイザーが対応しています。

また、利用者がお持ちの課題に対して、センターの趣旨に賛同し、登録いただいている120
社超の県内外の「サポーティングカンパニー」が、業種や規模などそれぞれの得意分野を生
かしてアドバイスや具体的な提案、導入への支援を行うマッチングの仕組みを構築するととも
に、必要に応じて佐賀県工業技術センターをはじめとした県内の支援機関、商工団体、教
育・研究機関等ともマッチングを行うなど、オープンイノベーションのハブとしての役割も担っ
ており、開設以来、1,500人を超える方々にご利用いただいています。

佐賀県産業スマート化センターでは、AIやIoTといった先進技術を活用した生産性向上や
新たなビジネスの創出をサポートするため、「体験／相談」「人材育成」「交流／マッチング」の
3つの機能を提供しています。
「ショールーム」には、国内外で提供されている20種類ほどの製品やサービスを展示し、そ

れらを来場者に体験いただくことで「AI・IoTって何？、何ができるの？」という疑問にお答えす
るとともに、センターが主催するAI・IoTに関する人材育成セミナーや、IT企業によるソリュー
ションセミナーを「セミナールーム」で開催。セミナーには、Web上や県内各地に設置されてい
るサテライト拠点から参加が可能となっているため、県内どこからでも気軽にセミナーを受講
できます。

また、「ミーティングルーム」ではヒアリングを通じて企業課題の整理や導入に向けたアドバ
イスを行うとともに、課題解決につながるサービス等を提供している企業とのマッチングも行っ
ています。

佐賀県産業スマート化センター

1

利用方法・利用状況3

施設の概要2

AI・IoT等について相談・
体験できる場の提供

経営者等に対する意識改革
セミナーの開催、人材育成

県内事業者とAI・IoTベンダー
のマッチング

アドバイザーが貴社の現状
や課題をヒアリング

イベントやセミナー、ワーク
ショップを定期的に開催

ユーザー企業とベンダー企業
のマッチングから導入支援まで

体験・相談 人材育成 交流・マッチング

第４次産業革命エグゼクティブビジネススクール

Industry4.0の時代と言われる最近のデジタル化の動向に
ついて、今の国内外の状況を理解ができたのは良かったです。
技術面では、ERP（統合基幹業務システム）等、個別の説明を
聞く機会はあるが、関連技術をまとめて聞くという機会はなか
なか無いため、一括して全部を聞くことで、それぞれの役割分
担とか、どういう連携ができるのかなどが理解できることは、
他所では無い点と思います。

◆今回、受講して良かったこと

◆デジタル化に関する課題は何か

スクールを受講する中で、中小企業が一社、単体で悩んで
も、自動化やデジタル化はなかなか進まないと思いました。こ
ういうビジネススクールのような場にみんなが参加したら良
いのではないかと思います。参加すれば、周りも同じような状
況で悩んでいることが分かり、一緒に取り組むしかないのかな
という意識となり、同じことをするのであれば、一社でするより
も連携した方が良いのではという発想にもなると感じます。
まだ多くの中小企業は、Industry4.0時代のシステム導入
には取り組んでいないので、ちょっとしたことで、生産効率や売
上が大幅に上がる可能性もあると考えています。

◆他の企業、経営者へのメッセージ

エグゼクティブビジネススクール参加者の声 有限会社ICS SAKABE

工場の新設に取り組む上で、スマートファクトリーについて
学びたく受講しました。講義を受け、今の日本が置かれている
立場や世界の動きが分かり、デジタル化の現状や取組むべき
ことが分かったと思います。特に、「フロントローディング」とい
う、設計段階で出口のところまで決めてしまうという考え方は
大変参考になりました。
また、スマートファクトリー化について、受講前のイメージは
少し違っていたことも分かりましたし、SIerとのコミュニケー
ションも、これからはうまくいくだろうと思っています。

◆今回、受講して良かったこと

◆デジタル化に関する課題について
これからのIndustry4.0やデジタル化の時代においては、設
備投資等をやるやらないは別としても、IоTやＩＣＴなど、いざ
という時に判断が遅れないよう、経営者は知識として知ってお
く必要があると感じました。

◆他の企業、経営者へのメッセージ

エグゼクティブビジネススクール参加者の声 株式会社しんこう 執行役員 喜代原 隆

代表取締役 坂部 好則

有限会社ICS SAKABE
北九州市小倉北区三郎丸1-12-17
http://icssakabe.com/
平成15年創業
自動機用制御盤・設計・製作
産業ロボット導入支援の会社

株式会社しんこう
http://www.petit-shinko.co.jp/
昭和29年創業
菓子・飲料製造卸販売会社

やるべきことは分かっても、PLM（製品ライフサイクル管理）
やERPを連動して動かすのはなかなか難しく、システム立ち上
げに要する人員・知識の確保、社内の協力などの大きな課題
をどうやって中小企業が乗り越えていけるのか。Industry4.0
の時代になって、中小企業は自社をどう変えていくのかの問題
に突き当たっていると思います。ロボット導入の例でも、大企
業に入れられたものを小さくして入れても解決しません。同じ
ことがERPにも言えます。
中小企業が欲しいのは、導入設置すればすぐに使える事、
足りなければ、その後のカスタマイズで対応できるようなもの
です。そのためには、大企業も中小企業も分かっている人間が
システム導入に関わらないといけないと思います。Industry4.0

時代のシステムを導入することで、日本のモノづくりの活性化
につながるのではないかと感じます。

日本の世界の中での立ち位置が不安になりました。また、日
本人がトータルにエンジニアしていくことが弱いということに
関しては、現場の意見を聞いて決めようとするこれまでの日本
のやり方だけで進めようとするのではなく、ある程度トップダ

ウンの方法も必要な気がしました。中小企業でこのような新し
いシステムの導入が進まないのは、そういう理由があるのでは
と思います。
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株式会社ウェッブアイ 長崎オフィス 営業推進部
長崎県長崎市出島町1-43 
ながさき出島インキュベータD-FLAG405号室
TEL：095-895-7072
FAX：095-895-7074
https://www.webi.co.jp/

有限会社トーワテック 開発室
〒854-0061
長崎県諫早市宇都町19-4 三長興産ビル2F
TEL／FAX：0957-22-3744

株式会社佐賀電算センター デジタルソリューション事業部
佐賀県佐賀市兵庫町藤木1427番地7
TEL：0952-43-7983
https://www.sdcns.co.jp/

ネットワーク構築のカギとなったのは、県内の経済規模において「自分がしなくても誰かが
するだろう」の「誰か」が存在しないため、それぞれの企業や機関が使命感をもってそれぞれ
の役割を果たすとともに、自らの限界を理解して、足りない部分を「繋がり」で補おうという意
識をもっていることです。

そういう意味で、それぞれがキーマンであり、キーマン同士を効果的に繋ぐ、まさに「ハブ」と
しての役割をセンターが果たしていると言えるかと思います。

センターの開設以降、県内におけるAI・IoTの取組は確実に広がりを見せていますが、AI・
IoTといった分野における取組は、社内の一部門で完結するがことなく、他の部門や時には社
外との連携・協力が必要となるため、その広がりの難しさも感じています。

そのため、センターでは現在の取組を更に深めていくとともに、今後は交流機能を充実さ
せ、「一緒にやるならあの人・会社」と思ってもらえるような繋がりを作っていくことにも挑戦して
いきたいと考えています。

佐賀県産業労働部産業企画課 AI・IoT利活用推進担当
TEL：0952-25-7586

「ICTの可能性を追求し、豊かな社会の実現に貢献する」を
企業理念に、幅広い分野のソフトウェアやITソリューション・
サービスを全国へ提供しています。「RPA」（Robot ic 
Process Automation）で業務を自動化することで、処理時
間の大幅短縮やヒューマンエラーを防止し、働き方改革や労
働生産性向上の実現
が期待できます。
当社はRPA導入の

コンサルティングから
開発、教育・運用サ
ポートに至るまで、お客
様のニーズに合わせた
幅広いサービスをご提
供しています。

1.会社紹介

地場に根差すIT企業として、当社が取り組む先進技術のほ
か、国内外の様々な先端技術企業と交流し、連携・共創してお
客様のイノベーションやデジタル化に貢献する、その新たな可
能性を期待して登録をさせていただいています。RPAや
AI-OCR導入を検討される企業とのマッチング、また先進的セ

ミナーの共催などを通じ、DXに取り組む当社の姿勢やサービ
スを知っていただく良い機会になっています。

2.サポーティングカンパニーのメリット

RPAをはじめAIやIoT、ロボテックスやAR、MRなど、お客
様のデジタル変革・事業変革に寄与する先端的技術を実際
にご体験頂き、新たな価値を共創するスペース「DXラボ」を
2019.7にオープンしました。また、サテライトセンターとして、
各種ハンズオンセ
ミナーも開催して
います。
身近な体験の

場として、どうぞ、
お気軽に当社に
ご相談ください。

3.地域の中小製造業へのメッセージ

当社は、工程管理、プロジェクト管理に関する製品のご提
供、運用のご支援等をワンストップで行っています。工程表の
作成や管理に多くの時間をかけていないでしょうか？
工程表作成ツール「工程's」は、従来からの工程設計者の

思考を妨げることなく、簡単操作で多角的な視点から最善の
工程表が作成可能なツールです。
企業内の計画情報のデジタル化を促進し、工程計画の共

有・再利用を可能にすることができます。

1.会社紹介
ショールームでの展示によりセンターを利用される方への
アピールとなり、ご紹介、導入いただけるケースが増えていま
す。登録することで、当社のサービスをより深く正確に知って
もらえる機会になると考えました。

2.サポーティングカンパニーのメリット

DXの取り組みはやってみれば決して難しいことではありま
せん。中小企業だからこそ小さく、早く取り組める強みがある
と思います。どんな業種の製造業務も工程計画から始まりま
す。工程管理のDXこそが業務効率化の近道と考えます。工程
管理のデジタル化でしたら、当社の「工程'ｓ」をご検討くださ
い。工程計画、工程管理について何かお困りのことがありまし
たら、お気軽に当社にご相談ください。

3.地域の中小製造業へのメッセージ

「見たいデータ」・「見たい状態」・「見たい異常」等、見える
化の基礎となる情報を手軽にセンシング！！ LPWAを利用し
たIoTセンシングモジュール「PonTsuke」ラインナップを提供
しています。
積層信号灯監視・アナログメータ監視等、稼働中の設備へ
簡単に取り付けでき、様々な
場面の状態異常を検知できる
センシング機器です。

1.会社紹介
「センターへご相談に来られた企業の皆様からの生の声を
直接伺うことができることで、IoT要素技術を組合わせた“カイ
ゼン提案”に尽力している当社の取組・製品・サービスを知っ
ていただく良い機会になっています。

2.サポーティングカンパニーのメリット

DXの取り組みの第一歩として、データや状態を取得するセ
ンシングは不可欠です。PonTsukeは手軽に導入できるので、
何か困ったことがありましたら気軽に当社にご相談ください。

3.地域の中小製造業へのメッセージ

佐賀県産業スマート化センター

「PonTsuke」積層信号灯

株式会社ウェッブアイ

有限会社トーワテック

おわりに4

連絡先
■佐賀県の事業に対するお問い合わせ先■佐賀県産業スマート化センター

佐賀市鍋島町八戸溝114（佐賀県工業技術センター内）
E-mail：info@saga-smart.jp TEL：0952-97-9120

サポーティングカンパニーの紹介 株式会社佐賀電算センター

サポーティングカンパニーの紹介

サポーティングカンパニーの紹介

トーワテックの「PonTsuke」
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