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梶田 康生 （かじた やすお）

岡山県倉敷市出身 43歳

【経歴】

岡山県倉敷市産まれ倉敷市育ち 1997年岡山大学経済学部卒業

1997年4月～ 日本IBM 16年 SAS 1年 コンサルティング（製造） 新規開拓 社内組織改革

2014年7月 故郷の岡山に戻りコンサルタントとして独立。

並行して、世界３０ヶ国の学校や団体を結んだWEB会議システムを活用し、

岡山の子供たちと世界の子供たちの交流の場を提供。

2015年9月 その活動が岡山県に認められ、県の事業『ICT岡山熱血リーダー』に選出。

活動を本格化。

【資格】

日本経営品質協議会認定セルフアセッサー （2003～）

TOEIC７６５点 （1年で４９０→７６５）

自己紹介
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【活動】

・ICTを活用した国際交流授業（４０ヶ国に拡大）

2015年 岡山県主催『ＩＣＴ岡山熱血リーダー（平成27年度）』コンテスト優勝

2016年 岡山県主催『ビジネスプランコンテストおかやま２０１６』ファイナリスト

・岡山大学 工学部 乃村研究室アドバイザー（AI・IoT）

2017年 大和ハウスグループ主催AI・IoTコンテストコンテスト優秀賞 戦略担当

・岡山情報ビジネス学院 臨時講師 『初めてのビジネスプランコンテスト』

・岡山県産業振興財団認定専門家（IT AI IoT）(2018/02-)

・中小企業庁『岡山県よろず支援拠点』コーディネーター (2018/04-)

・ハイブリィド（株）（IT部門支援ベンチャー AIヘルプデスク）(2018/01-)

自己紹介
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業務理解＋IT技術の理解（＋デザイン思考）＝
ITが効果を発揮する業務エリアを見つける専門家



自己紹介
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・木曜日 テクノサポート岡山（芳賀）
・土曜日 倉敷サテライト（倉敷駅前）
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【ICT国際交流授業】
世界４０ヶ国 年２５０回以上
ICTで世界中の子供達が友達になっています。

ICTの力で、世界４０ヶ国 年２５０回以上の国際交流授業を実現。

未来を担う世界中の子供達が、多言語交流 音楽交流 日本文化（琴 書道
花火 桜） 科学 環境 食 など様々なコンテンツでお互いを知っています。
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２０１８年６月２９日 開催決定！！
パナソニック遠隔電池教室 屋久島
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２０１８年１１月 開催決定！！
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【ICT国際交流授業】
２０１８年度予定。

・６月８日 大阪 東ティモール JICA

・６月２９日 屋久島 パナソニック遠隔電池

・７月２３日（調整中） 倉敷 ネパール 岡山県生涯学習センター
・７月or８月 大阪 岡山 フィジー オーストラリア 音楽交流 JICA
・８月１９日 犬島（岡山） ペルー 岡山県生涯学習センター

・１１月 糸木名 パナソニック遠隔電池
・１２月 イギリス ベラルーシ他 ６か国 音楽交流
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【２０１８年度】
小学校向け遠隔TT授業
『ITを好きになる授業』

教材作成の参考

IT専門家
講師

小学校

簡単ICT機器
簡単マニュアル
遠隔TT授業の実績（サイピア）
CoderDojoとの連携

岡山大学生
へのアンケート
（学生の意識調査）

遠隔TT授業

先生の抵抗感の軽減
抵抗を下げる

小学校現場への興味喚起
やる気を上げる
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CoderDojo倉敷について

CoderDojo・・・アイルランド発の子供向け無料プログラミング教室。
世界８５ヶ国１６００拠点。指導者はボランティア。
会場費やシステム費用を企業や自治体が支援。

２０１８年６月 倉敷拠点スタート 月１回ペースで開催予定
会場は、美観地区近くのコワーキングスペース『分福』
『分福』・・・総務省「ふるさとテレワーク推進事業」で古民家を再生
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CoderDojo倉敷について
第一回目の様子
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CoderDojo倉敷について
今後の予定

・世界８５ヶ国の道場とのプログラミングｘICT国際遠隔交流
インフラ構築とテスト完了
８月開催を目指してアイルランド本部に提案

・プログラミング遠隔授業のコンテンツの作成と試行
４市の小学校が参加予定 岡山県３ 大阪府１

・総務省「情報通信技術利活用事業費補助金（地域IoT実装推進事業）」
応募済み 結果待ち（７月中）

・メンター（指導者 ボランティア）募集 今は中学生と社会人が中心です。
現在・・・Scratch Mineclaft (java)
今後・・・3Dモデリング IoT PHP Ruby など



CoderDojo
Kurashiki

（仮）世界85ヶ国 プログラミングで世界中と友達に！！
別紙２
様式６

提案者 特定非営利活動法人 吉備たくみ会

事業費 １５０万円 実施地域 wifi回線使用可能な日本国内、国外各地域

事業概要 小中学生達によるプログラミング自主勉強会を、安価且つ安定したweb会議システ
ムを使って離島、山間部を含む日本国内と全世界を結んで開催し文化交流を図る。

発信元：岡山県倉敷市Coderdojo Kurashiki

①世界中のCoderDojo仲間とプログラミングをテーマに交流。
自分たちの地域、県、学校、国の特長や文化なども紹介。

②離島・山間部など、プログラミングの指導者を確保しにくい
小学校に、遠隔で連携授業を行う

Wi-Fi
インターネット

ICT国際交流授業インフラ
世界40ヶ国 年200回以上 の実績

CoderDojo
85ヶ国1600拠点

国内小学校
（離島・山間部など）

Wi-Fi
インターネット

Wi-Fi
インターネット
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『AIを活用した業務支援システムの紹介』

© HIBLEAD INC. ALL RIGHTS RESERVED.
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会社紹介

会社名 ハイブリィド株式会社（HiBlead Inc）

所在地 東京都港区麻布台一丁目11番9号 BPRプレイス神谷町11階

設立 2015年3月

資本金 約2,000万円（資本準備金含む）

主要法人株主 株式会社ウィルグループ（証券コード：6089/東証第一部）

・・ 51% ※関係親会社

スカイライト コンサルティング株式会社

・・ 15%

役員 代表取締役 中山大輔 （倉敷市出身）

取締役 髙山 智史

取締役 廣瀬 真彦

事業領域 情報システム部門の支援事業

URL http://hiblead.co.jp/
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企画
Planning

要件定義・設計
Design

開発マネジメント
Development

マニュアル化
Manualization

ユーザ周知
Announcement

問い合わせ対応
Q&A

サーバ監視
Monitoring

IT Lifecycle

構想策定

ロードマップ策定

要求仕様調整

ソリューション定義

詳細設計・PG

テスト結果検証

マニュアル作成周知・説明

ユーザ問合わせ

予兆監視

インシデント対応

改善活動

依頼対応

システム設計

IT領域におけるライフサイクルをトータルでサポート致します。

HiBleadの事業領域



AI-Helpdesk （仮称） 画面イメージ
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AI-Helpdesk （仮称）は、情報システム部門業務を自動化・効率化します。
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AI-Helpdesk（仮称）開発の背景

• 操作性が低い（導線が複雑・面倒・遅い）
• 検索しても欲しい情報にヒットしない（古い、雑多）
• キーワードが分からない（何を調べていいか分からない）
• 聞いたほうが早い

解決したい課題

原因の仮説

課題解決
ソリューション

提供価値
働き方改革

欲しい情報が直ぐに見つかる！！
• チャットでのカウンセリング型の検索
• 欲しい情報の傾向を”学習”
• 必要なページへのダイレクトアクセス

• 対応が遅い・・
• 思った回答が得られない・・
• コレだから情シスは・・

• 何度も何度も同じ質問を・・
• 本来やるべき作業が出来ない・・
• コレだから事業部門は・・

問い合わせ・回答

• 忙しくてマニュアルの更新が出来ない（古い）
• 情報を体系的に整理できていない（秘伝のタレ化）
• 聞いてもらったほうが早い

情報を簡単に登録！！
• 自動で”タグ”の生成
• 文書同士の関連付けによる修正漏れの防止
• 要約文の自動生成

• 非生産的な業務から開放、クリ
エイティブな活動に集中

• 欲しい情報に直ぐにアクセス、生
産性の向上

問い合わせ応答・
文書検索システム

ユーザー 情シス
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企画
Planning

要件定義・設計
Design

開発マネジメント
Development

マニュアル化
Manualization

ユーザ周知
Announcement

問い合わせ対応
Q&A

サーバ監視
Monitoring

IT Lifecycle

構想策定

ロードマップ策定

要求仕様調整

ソリューション定義

詳細設計・PG

テスト結果検証

マニュアル作成周知・説明

ユーザ問合わせ

予兆監視

インシデント対応

改善活動

依頼対応

システム設計

IT領域におけるライフサイクルをトータルでサポート致します。

HiBleadの事業領域
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A社における情シス問い合わせ分析

中項目 小項目 依頼元 入力データ 備考

B IO S 代理人 パスワード 本人のPC操作不可

共通ログイン（PC） 代理人
本人のPC操作不可

（SM Sなどを使わないと本人に直接返信する方法がない）

AIヘルプデスクログイン 代理人
本人のAIヘルプデスク操作不可

（SM Sなどを使わないと本人に直接返信する方法がない）

社内業務システムログイン 本人 氏名・社員番号・メールアドレス・対象システム
本人のPC操作可

AIヘルプデスクログイン後、リセット申請

メールアカウント申請 代理人 氏名・ヨミガナ・ローマ字・社員番号（希望アカウント）
紙申請の場合は取扱データなし（U RL表示）

電子申請の場合は承認ルーチンが必要

メールアカウント削除申請 代理人、（本人） メールアドレス・申請者名
紙申請の場合は取扱データなし（U RL表示）

電子申請の場合は承認ルーチンが必要

メーリングリスト作成/追加/削除申請 本人、代理人 登録者名（社員番号）・メールアドレス 社内システムに合わせる

アカウント登録申請 代理人、（本人）
氏名・ヨミガナ・メールアドレス・（社員番号）・（所属部署）・

（部署電話番号）

紙申請の場合は取扱データなし（U RL表示）

電子申請の場合は承認ルーチンが必要

アカウント削除申請 代理人、（本人）
氏名・ヨミガナ・メールアドレス・（社員番号）・（所属部署）・

（部署電話番号）

紙申請の場合は取扱データなし（U RL表示）

電子申請の場合は承認ルーチンが必要

アカウントロック解除申請 本人 氏名・社員番号・メールアドレス・対象サービス 紙申請の必要性は？

（権限変更申請） 本人 氏名・社員番号・メールアドレス・対象サービス・変更内容 紙申請の必要性は？

貸与機器手配申請 代理人、本人
部署名（または部門コード）・使用者名使用者社員番号・利用開始

日・種別/機種
紙申請の場合は取扱データなし（U RL表示）

貸与機器返却申請 代理人、本人 機器管理番号・部署名（または部門コード）・返却予定日 紙申請の場合は取扱データなし（U RL表示）

（トークン利用申請） 本人、代理人 氏名・社員番号・メールアドレス 紙申請の場合は取扱データなし（U RL表示）

（App登録申請） 本人

システム導入申込書 本人 U R L 解説U RL＆申請D L

発注依頼 本人 U R L 解説U RL＆申請D L

（入社申請） 代理人 U R L 解説U RL＆申請D L

（退職申請） 代理人 U R L 解説U RL＆申請D L

（異動/雇用形態変更申請） 代理人 U R L 解説U RL＆申請D L

（休暇申請） 本人、代理人 U R L 解説U RL（申請署D L）

（契約書押印申請） 本人 相手先企業名・契約概要・締結者名/部署名・締結希望日 原本データアップロード

貸与機器紛失 代理人、（本人）
使用者名・使用者社員番号・（機器管理番号 or 貸与機器一覧）・

紛失日時・紛失場所・紛失状況・警察への届け出の有無
個人情報保護スキームに則り、社内対応

貸与機器破損 代理人、（本人） 機器管理番号・使用者名・（使用者社員番号）・破損理由 破損理由によっては始末書を添付

貸与機器動作不良 本人、（代理人） 機器管理番号・使用者名・（使用者社員番号）・不良理由 必要に応じて手配申請へ

共通機器破損/動作不良 本人
（機器管理番号 or 機器名称）・場所

発生状況・発生時期・理由

立ち入り作業 本人
立ち入り日時・立ち入り場所・立ち入り業者名・作業予定時間・作

業内容（概要）

依頼 システム不具合改善要望 本人 対象システム・内容

パスワード

リセット

申請

連絡

総件数：909件（約3W）

==============

パスワードリセット 18%

登録/変更/再設定 12%

問い合わせ/トラブル 34%

社内定型業務 10%

その他 26％

これらのうち、約半
数が自立解決でき
るとすると、単純計
算で74/2＝36％
の効率化が可能。
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どう実現するか？

何をすれば
完成度が高まるか？

どうやってやるか？

“学習の質”向上 “学習の量”担保

• 産学連携によって学習ロジックを構築。
※産学連携の例
・NEC＆東北大学
・サイバーエージェント＆東京工業大学
・サイバーエージェント＆明治大学
・NTTデータ＆群馬大学

• 情シスのデータが集まる、ヘルプデスクソ
リューションの開発を行い、ログを蓄積。

『AI』

• 学習のための、
”データ蓄積する仕組みの開発”が必要

• ディープラーニングなどに代表される、
”学習方法の開発”が必要

コラボレーション
パートナー
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AI-Helpdesk（仮称）の機能

AI-Helpdesk
機能

チャット機能

検索機能

管理機能

サポート応答機能

プロセス応答機能

1

2

3

• ユーザとのインタフェース（一次窓口）となる最重要機能。
• 問い合わせ対応するサポート応答と、申請処理等を行うプロセス応答からなる。

• チャット機能で対応できない場合、検索機能で対応することになる。
• 大量のドキュメントから適切な情報までダイレクトでたどり着けるような機能を有する。

• ドキュメントアップロードや、ユーザ追加、権限など、システム管理者用の機能。
• 基本的にはユーザは利用しない。

レポーティング機能
4

• 利用・操作ログ（件数・頻度・内容等）をビジュアルに画面上でレポーティング。
• 情報システム部門の業務効率化に活用する。
（特定問い合わせ多ければ全体周知、マニュアル化。要員計画や管理会計活用）

インシデント
・問題管理機能

5

• 問い合わせを一元管理し、解決までの運用をサポートする機能。

業務システム連携
（RPA）



開発環境

開発環境：

・実行・試験環境：AWSの仮想ホスト（linux）
・開発リポジトリ：Github
・コミュニケーション Slack Skype
・タスク管理はExcelとGithubのissue

・ruby 2.4
・rails5
・mysql
・Apache Solr（検索エンジン）
・MeCab/CaboCha（自然言語処理）


