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1. ベネッセによる地域企業の社内デジタル人材育成事例

2. オンライン学習プラットフォーム Udemy businessについて

3. 自治体様の人材育成事例
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大企業 中小企業 行政・自治体 大学

国内民間企業
800社以上での導入実績

職員のDX

中小企業DX

AI/データサイエンス
での活用

ベネッセがデジタル人材育成を行っている領域
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課題は何か
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設問「DXについて課題に感じたこと／感じていることを教えてください。」に対し、「とてもあてはまる」「ややあてはまる」と回答した割合 （n=770）※その他省略

東京都の中小企業約800社に対する調査を実施。

その中で、DXを推進するにあたっての一番の課題として挙げられたのが、

「DXを推進するための人材が不足している」という声

「DXを推進するための人材が不足している」

63%Yes

〈出典：ベネッセコーポレーション実施 東京都内の中小企業向け独自調査（ 2021年1月～2月実施） N=770〉



6n＝770〈出典：ベネッセコーポレーション実施 東京都内の中小企業向け独自調査（ 2021年1月～2月実施） N=770〉

83％

DX推進のためにスキルを身につける機会があれば、

学びたい／社員に学ばせたいと思いますか。

8割以上の中小企業はDX推進のための学習機会を求めている

設問「DXの学びの上で、課題に感じていることを教えてください」に対し、「よくあてはまる」「ややあてはまる」と回答した割合（n=770）

Yes
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【鳥取県の健康茶製造企業】【埼玉県の金属加工企業】

健康茶×DXスキルで

新商品企画・ECサイト構築

金属加工×DXスキルで

新規事業立ち上げ

引用元：株式会社ファイナール（https://finarl.co.jp/）引用元：フジテック株式会社（http://www.mage-ftc.co.jp/）

実際のDX成功事例

オンライン学習 オンライン学習
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健康茶・健康食品を製造する企業さまの事例

＜背景と課題＞

・製品の95％がOEMでの受託製造で、業績の多くを供給先企業に依存している

・海外展開も視野に、自社製品をもっと多角的に販売していきたいが、

社内にはそのためのノウハウが無い

昭和60年創業、従業員95名の

健康茶・健康食品を製造する企業さま
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健康茶・健康食品を製造する企業さまの事例

営業担当
×

「デジタルマーケティング」の講座を受講
⇒即実践し、SNSのフォロワーが30倍に！

商品開発担当
×

「企画力」の講座を受講
⇒ペルソナの考え方やワークを

新商品企画会議に取り入れ即実践！

「勘や経験が頼り」だったところ、体系的な学び、最先端の学びが役立った
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マーケティングの顧客の想定や
購買心理分析を用いて新規商品を
リリースし、売上の柱になった

学んだツールを活用して
顧客データを分析し、営業に生かせた

現在進行中のSNSマーケティングに
活用できた

ブランディングを学び、
公式SNSのフォロワーが30倍になった

エクセル関数をマスターし、伝票検収・
入力作業の手作業が格段に簡略化できた

ペーパーレス化に成功し、
AI、IoTを活用して
生産性向上を達成した

全国の学んだ企業さまからのお声
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私たちのプログラムにより、成果を挙げた多くの企業を分析

マーケティングの顧客の想定や購買心理分析を用いて
新規商品をリリースし、売上の柱になった

インフラのクラウド化を短時間で学べたことで、
サーバ管理の簡便化ができた

Tableauを活用して顧客データを分析し、
営業に生かせた

事例を理解し、現在進行中の
SNSマーケティングに活用できた

ブランディングを学び、公式SNSのフォロワーが
30倍になった

エクセル関数をマスターし、伝票検収・入力作業の
手作業が格段に簡略化できた

ペーパーレス化に成功し、AI、IoTを活用した
生産性向上を達成した

マーケティングとデザイン思考を活用し、新商品開発
へ
ECサイトも開設し、販路拡大に成功した

DX 推進に成功した企業には、ひとつの が見られた共通点
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「学び続ける人材＝自律型学習人材」の存在

私たちが、多くの成功事例の中に見出したのは、

「学び続けられる」自律型学習人材の存在です。

DX は一過性のものではなく、変革し続けることに意味があります。

だからこそ、新しいスキルを、持続的に学ぶことができる人材、

「学び続ける人材」こそが、変化の大きなDX 時代を乗り切る大きなポイントであると考えています。

共通点



オンライン学習プラットフォーム
Udemy businessについて
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Udemy businessとは

全世界で

5,400万人
以上の

ユーザー

講師の数は

7.1万人
以上

20.4万本
以上の

コンテンツ

C2Cの学習プラットフォーム 定額・学び放題の
法人向けサービス

受講者から
高評価

厳選

8,800
(日本語1,000以上)

の講座

充実した

学習管理
機能

毎月

10～20
日本語講座が追加

API連携
SSO設定
内製講座UP

も可能

14※2022年8月時点の数値になります



Udemyとは

世界最大級の「オンライン動画学習プラットフォーム」

最先端01
最先端の講座かつ
人気講座を厳選

実践的02
スキル直結型の実践的な
コンテンツをご用意

オンデマンド03
いつでもどこでも学習できる環境(PCでもタブ

レットでもスマホでも)
※ウェブサイトでもアプリでも受講可能です

厳選

8,800
講座
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いつでも、どこでも、自分のペースで学べるカリキュラム

スマートフォン、タブレットなど
個人の機器でいつでもどこでも受講できる。

POINT

1

実践的な講座を自分のペースで学べる環境

録画動画なので自分のペースで理解できるま
で何度でも視聴できる。（倍速やスロー再生機能あり）

POINT

2

クイズ問題や演習で理解度を
確認することも可能。

POINT

3
Q＆A機能で講師への質問や他者の意見を
閲覧することも可能。

POINT

4

16



ラーニングパス（学びの道しるべ）
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ラーニングパス（学びの道しるべ）を作り、受講者に割り当てができます
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多彩な学習管理機能を搭載し、研修管理をトータルサポートします。

学習進捗管理 データ抽出 グループ機能

管理者は講座ごとに
受講者の学習進捗率や
アクティビティをグラフで
把握できます。

職員や講座ごとの
学習データをCSVで
エクスポートして確認する
ことができます。

部局や職階ごとに
グルーピングを行い、
受講の講座の割り当てが
できます。

受講状況が
一目でわかる

学習データをCSVで
自由に加工可能

まとめて受講設定が
できて簡単

管理機能の特徴

18

Udemy businessの管理機能



経済産業大臣賞
＆

日本電子出版協会会長賞

日本の人事部
HRアワード受賞

国内導入企業様

海外導入企業様

(国内民間企業編)

(海外民間企業編)

国内約800社以上、日経225の50％以上で導入頂いております。

民間大手企業での導入実績

19※2022年8月時点の数値になります



全国の自治体様のDX人材育成を支援

ご導入自治体様・実証研究自治体様
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今年度からも

政令市含め40以上の団体で導入予定

【実証研究ご参加自治体】

昨年度5月から8月まで全国34の自治体様との

「行政・中小企業DX人材育成」の実証研究を実施

北海道、岩手県、神奈川県、山梨県、岡山県、香川県、鹿児島県

埼玉県さいたま市、東京都世田谷区、神奈川県相模原市、

静岡県浜松市、大阪府堺市、広島県広島市

茨城県笠間市、埼玉県川口市、埼玉県越谷市、千葉県君津市、

神奈川県藤沢市、神奈川県横須賀市、新潟県糸魚川市、

富山県砺波市、福井県あわら市、福井県敦賀市、長野県諏訪市、

岐阜県下呂市、静岡県裾野市、静岡県袋井市、三重県桑名市、

三重県亀山市、滋賀県甲賀市、兵庫県伊丹市、奈良県生駒市、

山口県下関市、大分県別府市



自治体様の人材育成事例
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【鳥取県さま】中小企業の人材育成

自治体様から中小企業へ学ぶ環境（Udemy）を提供し、DX支援・デジタル人材の育成を支援
（製造業、卸売・小売業、情報通信業、観光業など）

支援企業の社員 支援企業の社員 支援企業の社員

自治体内の企業の幅広いニーズにあわせた学びや、
実務に直結するスキルが習得できる学習環境をご提供致します。

自治体様

契約・受発注

利用規約の同意
アカウント提供

・募集、告知
・アカウント付与、管理
・学習促進
・利用規約遵守と伝達
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「デジタル田園都市国家構想実現会議」にて、鳥取県平井知事から取り組みをご紹介いただく

鳥取県 平井知事

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai3/gijiyoushi.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202111/11digitaldenen.html

【鳥取県さま】中小企業の人材育成



【鳥取県さま】鳥取県様中小企業様からのお伺いした課題とご支援内容

DX推進力育成 講座プログラム
AI・RPAの活用

業務効率化（ExcelVBA、チャットボット）

DX推進による生産性向上や、
デジタルを活用した新たなビジネスを検討

できるようになりたい

～企業様からお伺いした課題・ニーズ～ ～「学び」からご支援できること～

コロナ禍での業態転換に向け、
Webでの集客・マーケティングをしたい

最先端のIT専門スキルを習得したい

営業力や組織力を向上していきたい

Web集客・SNSの活用
HP制作、デザイン、動画制作

プログラミング、データベース、
クラウド資格対策（AWS、Azure）等

リーダーシップ、チームビルディング
プレゼン・会議術など
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【東京都さま】DX人材リスキリング支援事業（中小企業250社500名を支援）
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【東京都さま】DX人材リスキリング支援事業

当事業はDX人材育成を目的に

企業課題に寄り添うコンサルティングと学習計画の策定

個別最適化した学習プログラムの提供と学習伴走

学習成果の見える化

１

２

３ を一体的にご支援
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【東京都さま】DX人材リスキリング支援事業

DXスキル診断の結果

応募時に記入いただく自社のDX課題 DXコンサルタントと
オンライン面談

各社の課題と目標を確認
必要なデジタルスキルを提案

一人ひとりに

最適化した

学習計画の提供

※イメージです

各社の経営課題と、参加者一人ひとりの
スキルにあった学習計画書を作成、本プロ
グラムの受講の道しるべにしていただくことが
できます

DXスキル診断と、DXコンサルタントとの個社ごとの面談により、

個別最適化した学習計画の作成をご支援
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【東京都さま】DX人材リスキリング支援事業

・業務効率化コース

・集客・売上向上コース

・新商品・新サービス開発コース

・経営戦略コース

「DXで解決したい経営課題」の解決に向けた、４つのコースを設定


