
デジタルトランスフォーメーションリード
本プログラムではDXスペシャリスト育成のために開発された、スタンフォード専門能力開発センターから

認可されたコースを一部提供します。

受講期間:

約400時間

ビジネス

日本語サポート 個人メンター 受講期間の目安:

約6か月

修士号レベル

ディプロマ
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6カ月を受講期間とする本OpenClassrooms修士レベルの卒業証書プログラムには、スタンフォード専門能

力開発センターから認可されたコンテンツが含まれており、スタートアップから大手企業まで変革するために必要

なスキルを身に付けるために設計されています。

OpenClassroomsの使命は、すべての人が専門教育を受けられるようにすることです。 OpenClassrooms

は、最も需要の高い仕事に必要なスキルの習得を可能にする、雇用直結型のグローバルオンライン教育プラット

フォームです。

本パスを受講し、パス内の様々なプロジェクトに取り組む学習者は、DX経験のある現役の専門家と1対1のメン

ターシップを受けることができます。

何を学ぶ？

現代のビジネスでは、デジタルトランスフォーメーションの実現が不可欠です。 企業が顧客体験を改善し、新し

いビジネスモデルを導入するためには、デジタルテクノロジーの採用と実装を効果的に実施することが欠かせませ

ん。 IDC(The Internet Data Corporation)は、デジタルトランスフォーメーションへの年間支出が2023

年までに世界中で年間2.3兆ドルに増加すると予測しています。

グローバルアドバイザリー企業であるGartnerが2018年に行った調査では、460人のCEOに今後2年間で組織のビジ

ネス上の優先事項の上位5つを挙げてもらったところ、62％が 『デジタル変革』 の必要性を挙げています。

デジタルトランスフォーメーションは複雑な取り組みであり、社内からの反対など様々なチャレンジに満ちています。

人的投資、また金銭的投資が必要になるため、変革を正しく行うことが成功の鍵になります。

本コースはシニアリーダーやエグゼクティブ、あるいはDXで新たなキャリアを築きたい人にとって必須内容となる

でしょう。

受講完了までにデジタルトランスフォーメーションの主要な以下のスキルを学び、応用し、実践できるようになり

ます。

• デジタルトランスフォーメーションプロジェクトのサポートを獲得
• DXにおける価値創造と顧客関係を再定義するビジネスモデルを計画する
• データドリブン型の組織づくりに必要なデータ収集と構造化
• ディスラプティブな（想像的破壊力を持つ）技術（IoT、ブロックチェーン、クラウド、ロボット工学、AI
など) の可能性について理解し、説明する

• 社内で必要とされるスキルと人材・組織の再構築

これらの基本的なスキルは、デジタルトランスフォーメーションプロジェクトの成功を支えます。
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https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44440318
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-05-08-gartner-survey-reveals-that-ceo-priorities-are-slowly


本コースについて更に詳しい内容にご興味ある方は、OpenClassroomsプラットフォームで提供するデジタルトランスフォー
メーション入門コースを無料でご視聴いただけます。
リンク：『Drive Digital Transformation Programs and Projects』
または、こちらのブログ記事『What is Digital Transformation and Why it is Essential in
Today’s Rapidly Changing Marketplace?』 をご参照ください。

このパスに含まれるコース内容は？

パスを修了するためには、５つの実践的なプロジェクトを実施・提出する必要があります。プロジェクトの完了に必要な
コース教材はすべて、スタンフォード専門能力開発センターが製作に関わっています。スタンフォードで提供するコー
スの例は以下の通りです：

• 『産業主義者のジレンマ：変化する環境に適応する方法』
Robert E.Siegel：経営学講師。スタンフォードGSB教員、起業家研究センター。

• 『ヒューマンコンピュータインタラクションを用いてユーザーエクスペリエンスを向上』
Michael Bernstein：スタンフォード大学コンピュータサイエンス学部ヒューマンコンピュータインタラクション
グループ准教授。

• 『リーディングイノベーション』
Robert Sutton：スタンフォード大学経営科学工学教授。

こちらからスタンフォード専門能力開発センターの特別コース一覧をご確認いただけます。

本パスで取得できる修了書について

スタンフォード専門能力開発センターとOpenClassroomsのコラボレーションとして製作された本パスを修了した
受講生は、スタンフォード大学専門能力開発センターの修了書、およびOpenClassrooms修士号レベルの卒業
証書（EQFレベル7）の両方の取得が可能です。

DXスキルを活かせる仕事について

デジタルトランスフォーメーションのスキルは国内外にて、ほぼすべての業界・企業によって積極的に求められていま
す。本パスは凄まじい勢いで成長するデジタル業界およびご自身のマネージャーやリーダー職についてよりよく理解す
るのに役立ち、どの市場（製品、財務、マーケティング、データ、テクノロジー、人事など）でも応用できます。

パス受講後には、下記のような役割の仕事にて活躍が可能になります。

• イノベーションプロジェクトマネージャー
• チーフイノベーションオフィサー
• DXオフィサー
• チェンジマネージャー
• デジタルチェンジ/チェンジマネジメント主任
• デジタルエバンジェリスト/チャンピオン
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https://openclassrooms.com/en/courses/6356111-drive-digital-transformation-programs-or-projects
https://blog.openclassrooms.com/en/2020/05/04/what-is-digital-transformation-and-why-it-is-essential-in-todays-rapidly-changing-marketplace-part-1-of-3/
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/robert-e-siegel
https://hci.stanford.edu/msb/
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/robert-i-sutton
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/Stanford_P1/List_of_courses_and_professors_Stanford_Online_shared_OpenClassrooms.pdf


なぜ今、デジタル変革を学ぶのか？

近年、AI、クラウド、IoT、ブロックチェーン、ロボット工学、機械学習などのさまざまな破壊的テクノロジーによって、
組織とその顧客の間の関係、力のバランスが変化しました。
これは機会とチャレンジの両方を生み出しました。 このような新興技術は市場競争の場を変え、伝統的なビジネス
から市場シェア奪い取ったり、『挑戦者』の新しい波をもたらしました。

シニアリーダーは、デジタルトランスフォーメーションに関係する利害関係を認識し、会社を正しい方向に導く必要があり
ます。変革にコミットした以上は、組織全体にわたる新たな機会を認識し、課題を探し出し、優先順位を設定しなけれ
ばなりません。内部から社内変革するために何が必要かを理解すると共に、市場および自社と他社の競合関係を理解
する必要があります。 また、最新のデジタル情報や技術、デジタルトランスフォーメーション手法について学ぶことが必須で
す。最後に、リーダーは会社全体の変化を促進する文化を創造できなければなりません。

中堅のエグゼクティブやDXコンサルタントは、正しいプロジェクトに正しい人材を割り当てる必要性を経営陣に説明し、
社内での変更管理戦略の展開を監督しながら、成果を定期的に報告する必要があります。

本コースを受講する利点

専門的なスキルを成長させる、実践的な学習課題

本プログラムでは、実際の業務にて起こり得ることを想定した実践的なプロジェクト課題を中心に学習することで、多
くの企業が求める技術的スキルを習得します。 プログラム修了後には、本プログラムで取り組んだプロジェクト内容を
記載したプロジェクトポートフォリオを作成することで、あなたのDX経験を採用担当者やリクルーターに魅力的かつわ
かりやすく伝えることができます。

メンターとの個別セッション

毎週、専任のメンターとオンラインミーテイングを行います。メンターがあなたの学習をサポートおよび導き、また
質問に答えていきます。 共に学習の目標を定義し、あなたに合わせた学習計画を作成します。 メンターは
全員、デジタルトランスフォーメーションを実務的なマネジメントレベルで経験した専門家です。

ダイナミックな学習コミュニティ

一人孤独に学習する必要はありません。Student Successチームが受講生全員の学習進捗状況を確認してお
り、いつでも質問への回答・サポートの必要に応じます。また、グローバルコミュニティプラットフォームを介して、全世
界のOpenClassroomsの受講者と日々連絡を取り合うことも可能です。

受講条件

1. 学士号
2. 管理職での専門的な経験（少なくとも2年）
3. 英語力（CEFRレベルのB2、IELTSバンドスコア6.5、またはTOEFLスコア80推奨）
4. コンピューター（WindowsあるいはMac）、ヘッドフォン、Webカメラ、安定的なインターネット接続

上記1.2のいずれかの条件が不足しているが、プロジェクトまたはプログラム管理職で同等の経験がある場合は、
office@opencolassrooms.co.jp までお問い合わせください。
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プロジェクト 1 -90時間

デジタルトランスフォーメーション
ロードマップの作成と承認

観光業界のとある企業に対して、顧客の期待に応えるためにどのようにサービスを変革する必
要があるかについて理解を深めるためのお手伝いをします。自身が作成したDX計画に企業の
時間とリソースを費やす価値があることを、懐疑論者も存在する取締役会に納得してもらいま
しょう。

習得スキル

• 組織分析を行い、デジタル変革の機会を特定する
• 主要な利害関係者にデジタルトランスフォーメーション戦略を提案
• 戦略的デジタルトランスフォーメーションロードマップの作成
• イノベーション主導の文化をビジネスに広める

関連コース

DXプログラムとプロジェクトの推進
Drive Digital Transformation Programs or Projects

中級 8時間

このコースでは、顧客体験を向上させるための新しいテクノロジーの採用、あるいは新しい
ビジネスモデルの導入など、あらゆるシナリオにおいて企業のデジタルトランスフォーメーショ
ン戦略を設計する方法を学びます。
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企業のビジネスモデルを変革

あなたは、市場シェアの維持に苦労しているTV局のイノベーションディレクターに着任しました。
そこで早速、ビジネスモデルを改革するための提案をするよう求められています。
現在までのあらゆるビジネス数値を分析し、調査結果を提示しましょう。

習得スキル

• 組織構造の変革を計画
• デジタルテクノロジーとイノベーションを活用してビジネスモデルを開発
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プロジェクト 2 -70時間



ダッシュボードを設計し、データドリブン
（データ主導型）の意思決定を行う

現代の市場は、AI技術を活用したドキュメント管理にシフトし始めています。ある会社は多くの小規模
顧客を失っている中、CEOから直々に採用されたあなたはデータマイニングを行い、業績と状況を追跡、
管理するための指標を特定するよう求められています。

習得スキル

• データ主導型の意思決定を行うための社内トレーニング
• 特定の事業領域に関連する指標の定義
• データを活用した業績の追跡
• 顧客中心のデータを使って新しいビジネスチャンスを特定

関連コース

Tableauを使用したダッシュボードの作成

Create a Dashboard with Tableau

中級 12時間

このコースでは、効果的なダッシュボードを設計する方法を学習します。 業界標準
のデータ視覚化ツールであるTableauを使用して、インタラクティブかつエンゲージメ
ント性の高いダッシュボードを作成する方法を学びましょう。
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プロジェクト 3 -80時間



ディスラプティブ（破壊的）テクノロジー
を活用し、新たな価値を生み出す

「Fashion-Insta」は、写真をもとに服のアイテムをリコメンドするモバイルアプリを立ち上げようとしている
ファッション企業です。 AI技術を活用した上記プロジェクトの範囲を定義し、取締役会で発表するため
の調査と準備を進めましょう。

習得スキル

• 事業領域における技術的革新による影響の分析
• 問題解決のための適切なテクノロジーの選択
• ビジネスに潜在するサイバーセキュリティリスクの評価
• 技術開発の関係者と効率的にコミュニケーションする方法
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プロジェクト 4 -70時間

デスティネーション AI: 人工知能 入門編
Destination AI: Introduction to 
Artificial Intelligence

初級 6時間

このコースでは、AI（人工知能）の真実を追求します。AIの可能性、リスク、およ
びビジネスへの影響を理解し、実際のAIプロジェクトの裏側に潜入することでさらに
AIのサブ分野の2つ、機械学習と深層学習を探索していきます。



革新的なプロジェクトを中心に
社員を一致団結させる

あなたは、ある輸送会社でのチェンジマネジメント（変更管理）計画を実施する任務を負っています。
社内でモバイルアプリを導入し、全社員の日常業務に利用してもらわなければいけません。社員からプロ
ジェクトへの賛同、およびアプリの継続的な改良に対して協力を得られるようにしましょう。

習得スキル

• 適切なデジタルツールを活用して組織内のコミュニケーションを改善
• チェンジマネジメント計画の作成

関連コース

チームで効率的に仕事をしよう

Work Effectively in a Team

中級 8時間

チームワークは、業界関係なく不可欠なスキルです。 そしてスキルである以上、
学習し体得することができます！このコースでは、チームの大きな力となる「集団
的知性」を実現するための行動学的テクニックを学びます。
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プロジェクト 5 -90時間


