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現代に起こる学びの変化を、90年代に予測
ネットラーニング社は、e ラーニング業界の最大

手である。e ラーニングとは、インターネットを
通じての新しい学習方法であり、学習履歴をサー
バーに保管、自分のペースで学習できるなどの利
点がある。

ネットラーニング社のそもそものスタートは、
セコムの新規事業として教室内でパソコンを使う
システムを考案した岸田徹 CEO が、1998 年に「コ
ムワーク」という企業を立ち上げたことによる。
このときの状況を、岸田 CEO はこう語っている。
「当時、インターネットが社会や経済を根本的

に変えていくといわれていました。ドラッカーは
じめ多くの人々が『ネットは教育を変える』と言
い始めたのも、同様の考えからです。しかし、自

e ラーニングが世界の「学び」の場を変える
—各社の研修を軸に、業界No.1企業に躍進—
～株式会社ネットラーニング
　岸田代表インタビューをもとに～

Point
❶	 	ネットラーニング社は、e ラーニングがあまり普及していなかった 1998 年にスタート、「学びを

変える」ことをスローガンにビジネスを展開してきた。
❷	 	各企業にカスタマイズし、研修を e ラーニングによって「就業時間中に自分のデスクで」できる

形に変え、大きな反響をよび、業界トップ企業となる
❸	 	マサチューセッツ工科大学（MIT）の講義の無償配信など、大学関係にもビジネスの駒を進めつ

つある。
❹	 	ワークライフバランスへの取り組みも先進的で、女性の産休後の復帰率は 100％となり、多くの

逸材を抱えている。
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分としては、ネットは『学習を変える』ものでは
ないかと考え始めました。学習履歴が取れるから
です。人類の歴史のなかで、教育方法は変わり、
学校というシステムが生まれました。しかし、学
びは変わらない。一人ひとりの中で行われ、だれ
がどう学んでいるのか分からない。ネットがあり
履歴が取れるようになれば、人びとの学びが見え
るようになり、サポートができますし、プロセス
の設計もできるようになります」

まさに、発想の転換である。
子供たちは、自分ではどこで分からなくなった

のか突き止められない。「どこが分からないの？」
と聞くと、「全部分からない」という。ベテラン教
師なら大体見当がつくが、親にはよく分からな
い。しかし、e ラーニングならつまずいた箇所を発
見しつつ次の学習に向かうことができる。岸田
CEO はさらに、変化する学びと教育が結びついた
ときに新しい現象が生まれることに気付いた。
「フリップド・クラスルーム（反転授業）です。

MIT（マサチューセッツ工科大学）などの授業が
無料で公開され、学生たちは自宅でそれを見てあ
らかじめ学習し、教室はディスカッションの場と
なります。教育がはっきりと変化していく流れを、
すでに創業のときに感じ取ったのです。新しいも
のを生み出すのが自分の使命だと感じました」

その時期に同様のことを考えている企業も、人
間もいなかった。コムワークは翌年「ネットラー
ニング」と社名を変え、本格的に業務を開始した。

「結果に責任を持つこと」がコンセプト
当時も現在も、同社のコンペチター（競合他社）

は多く、常時 2,000 社くらいはあった。創業当時
は特に NEC、NTT、富士通など大手 IT 企業の子
会社が多くこの分野に参入していたが、コンテン
ツかプラットホームを売ろうとしており、学びの
方に目を向けてはいなかった。e ラーニング自体
が、補助的な存在と考えられ、簡単でやさしいも
のとされていた。一方、同社は「結果に責任を持
つこと」をコンセプトとし、これらの大手 IT 企

業とは立場も取り組み方も異なっていた。「他社は
インストラクショナルデザイン、うちはラーニン
グデザイン」との立場を明確にしていたため、他
社を競合として意識していなかった。

2000 年は、後に「e ラーニング元年」として位
置づけられる重要な年となった。ネットラーニン
グ社は当時からクラウド型であったというから、
驚きである。まだダイヤルアップ接続だったが、
学習履歴をリアルタイムで見せてサポートし、終
了率 90％を達成した。現在では受講生は延べ
2,500 万人を数えるまでになっている。同社はわ
ずか 4 ～ 5 年のうちに、業界のトップへと躍り出
た。
「学びは教育に従属しています。インストラク

ションデザイン（教材設計）ではなく、われわれ
はあくまでラーニングデザイン。人のサポートは
重要と考え、ラーニングセンターを設置していま
す。例えば、IT のコースではチューターがついて
プログラム言語の添削指導を行っています。学習
が始まるときに、受講生とあいさつメールも交わ
しますし、質問にも無制限に答えます」

IT 系のチューターは、一人で 50 人から 100 人
もの受講生のサポートをしているのだという。

その後、2 回の転換期が訪れた。2005 ～ 6 年ご
ろに社会的に個人情報保護への機運が高まり、こ
のために各企業で全社員の研修が必要となった。
とはいえ、大企業では 50 ～ 60 人の規模で繰り返
し研修をしてもらちが明かない。しかも、「プライ
バシーマーク」（個人情報について適切な保護措置
を講ずる体制を維持している事業者を認定、付与
されるもの）の取得については、研修終了などな
んらかの結果が求められる。そこで、「少しずつで
も自分のペースで学べる」e ラーニングが選ばれ
た。さまざまな企業が e ラーニング研修を取り入
れ、おおむね好評であった。研修が「よかった」「大
変よかった」という評価が 9 割を超え、e ラーニン
グに対する認知度もぐっと高まったのである。こ
れが転機となって、プレーヤーの交代が起こっ
た。これまでの IT 関連企業は撤退、教育を扱う
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企業が乗り出してきた。コンテンツビジネスが本
格的に始まったのだ。

市場の変化はさらに続く。2 ～ 3 年前からタブ
レット、スマートフォン（以下スマホ）などの新
しいデバイスが広く普及するようになり、学習環
境が大きく変わってきた。動画が多様化、ライブ
型の授業が自由にどこでも受けられるようになっ
たのだ。それは、企業から大学など教育機関に広
がりつつあり、まさに岸田 CEO が創業時に予想
した通り、「反転授業」が行われるようになってき
たのである。

企業研修から大学の公開講座までカバー
ここで、ネットラーニング社のコンテンツをご

紹介しておこう。90％以上が企業の研修のための
コースである。初期は IT 系の講座が多く、3 分の
1 近くを占めたこともある。現在は中堅技術者が
プロになる講座や、プロジェクトマネージャー養
成講座が好評だ。次がマネジメント講座で、さら
に語学も含めてグローバル人材育成へと広がって
いる。

同社では、さまざまな研修コースに対応できる
ように全 14 シリーズ、260 以上のコースが用意さ
れている。シリーズは、情報技術、語学、資格試
験対策など多岐に及んでいる。また、カスタムソ
リューションとして、これまで延べ 3,500 を超え

る各企業のニーズに合ったコースを制作してき
た。顧客の中には、アマゾンやマクドナルド、新
日鉄など多くの大企業が名を連ねている。

e ラーニングの満足度は総じて高い。導入事例
を見ても、「コンプライアンスの必要性と日々の落
とし込み」（満足度 99％）、「情報セキュリティー
研修」（終了率 100％）（注：いずれも同社のカス
タムソリューションによる）という数字が並ぶ。
なぜだろうか。
「e ラーニングには、面白さがあります。ノート

に書くより、いろいろなデータを見、時にキャラ
クターに導かれつつ画面に打ち込んでいったほう
が楽しい。また、多忙な日々のなかで 10 分、15
分と区切って学ぶことができます。人間は分かり
やすいと満足度が下がり、手ごたえがあるとそれ
が上がる。自分が何か獲得できた、学んだ結果得
るものがあったと達成感を感じることができるの
です。ことに、日本人は学ぶことが好きです。当
社の IT 系の講座は 25 ～ 26 時間でしたが、他社
は 5 ～ 6 時間。当社がこの市場トップになれたの
は、そんな理由もあったのです」

同社が創業以来こだわり続けてきたのが、クラ
ウドである。独自に開発した「マルチバース」と
いうクラウド型 LMS（ラーニング・マネジメント・
システム）を使い、企業からのニーズを新機能と
して搭載しつつ発展してきた。現在では受講管理

図表 1　事業領域

コースウェア
販売

カスタム
ソリューション

・NetLearning®コース
・ラーニング・
 エクスチェンジ

コースウェア制作
・セミカスタムコース
・フルカスタムコース
・動画ソリューション

クラウド型多機能LMS
Multiverse®
（マルチバース）

SaaS
LMS

文教向け
ソリューション

・かんたんシリーズ
・Learning Tube®

・ネットライブレッスン
　　　　　　　など

・大学向けソリューション
・専門学校ソリューション
・学習塾／予備校向けソリューション
・JMOOC公認プラットフォーム
 『OpenLearning, Japan』

出所：（株）ネットラーニング
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だけでなく、アンケートやネットライブレッスン、
無料で閲覧できる電子図書館などさまざまな方向
へ発展している。

力を入れているのが、「グローバル幹部人材育
成」。グローバル人材育成のニーズの高まりに応え
て、米国 UCLA や英国国立オープンユニバーシ
ティと提携して学生の募集をしている。また、独
自の語学を軸にしたきめ細かな人材育成プログラ
ムを組み上げ、オンラインと講師派遣の双方で対
応している。今年 10 月には、グローバル人材育
成事業を行う㈱ Phoenix Consulting が事業を開始
した。

同社は、今年 9 月に JMOOC（日本オープンオ
ンライン教育推進協議会）公認の大規模公開オン
ライン講座「オープンラーニング　ジャパン」を
開設した。第 1 弾は 9 月 25 日からの九州大学・
溝口孝司教授・Claire Smith 先生の「グローバル
社会考古学」で、この後同志社大学、東海大学、
東京外国語大学など本年度中にかけて 10 大学以
上の講座が順次開講される予定だ。多数の大学の
講座を同一時期に複数提供し、多くの講座から自
分の興味のある講座を選べるようになる。100 校

の参画、100 講座、100 万人の受講者を目指す「ト
リプルハンドレッドプラン」のスタートである。

また、同社の支援する特定非営利活動法人
「Asuka Academy」は、MIT の無償公開授業を日
本語化し、無料でネット配信する。「MIT 白熱教
室」で有名な「ルーウィン先生の物理学入門」も
あり、世界でも定評のある MIT の授業を日本語で
受けられる。

このプロジェクトに関わることは、プラット
ホームを提供するだけで、同社として利益にはな
らない。しかし、今後反転授業は多くなり、大学
や高校のビジネスが増えてくることを踏まえた布
石といえる。

さらに、国外への進出をも果たしている。上海
に「明香企業信息諮（上海）」を設立し、中国で事
業を展開している日系企業で働く、1,000 万人と
もいわれる中国人のために、語学やコンプライア
ンス、ビジネスマナーの研修などを行っている。
さらに、2014 年内にはブラジルでサービスを開始
する予定で、今後発展が見込まれる東南アジアに
も積極的に進出する計画だ。まさに、「グローバル
企業」として成長しつづけているのである。

図表 2　人による学習支援

ビジネス
プロセス 受付 開講通知 教材による

学習

コースウェアによる学習

チュータ※1による指導

当社が考える学習支援サービス

理解度
テスト

開講通知メール、各種促進メールでの学習促進

研修関連事務の
アウトソース化により、
貴社の事務負担が
大幅に削減されます。

※1：チュータのつかないコースも
 あります。
※2：電話サポートも
 対応可能です（別料金）。

学習者からのお問合せ対応※2

研修ご担当者もご支援いたします。
ご利用状況（ページ閲覧ログ、テスト結果、アンケート結果など）を定量的に分析
し、定期的な報告会議を通じてコース内容や運営改善をご提案いたします。

研修内容
の評価

出所：（株）ネットラーニング
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先進的なワークライフバランスへの取り組み
同社の「ワークライフバランス」への取り組みも、

よく知られており、時間単位の有給休暇や在宅勤
務など個人の事情に合わせた制度を充実させてい
る。社員約 100 名のうち、女性社員は約半数で、
女性管理職の比率は 48％。育児休業者の職場復帰
率は 100％を達成、男性の育児休業取得率も
100％となっている。子供を 2 人持つケースも多
く、職場に完全復帰するのはむしろ当然のことと
なっている。現在 5 カ国の社員が在籍、全体の
25％を占めている。

また、「wiwiw（ウィウィ）」という系列会社が
あり、資生堂で生まれた日本初の育休者能力アッ
プ支援企業としてサービスを提供。休業期間をブ
ラッシュアップの期間ととらえ、学習サポートや
上司とのコミュニケーションなどを支える。復帰
した後の活躍を支えるために、パートナーとの考
えの共有を図るコンテンツもある。

こういった多彩なダイバーシティ（多様な人材
を働きやすくする職場づくり）への発想は、どこ
が起点になっているのだろうか。
「若いころ、出版関係のプロダクションを立ち

上げたことがあります。当初から始業を大切にし、
週休 2 日、残業ゼロを実現していました。ネット
ラーニンググループも、6 年ほど前初めて社員の
出産に直面、そのころから wiwiw（ウィウィ）の
ビジネスも始まり、産休・育休のサポートが実質
的にスタートしていきました。国が（産休・育休
の取得とサポートに）力を入れ始めたのもちょう
どこの時期です。出産を契機に辞める社員が 1 人
も出ないように、システムを組みました」

残業も少なく、8 月は平均 6.1 時間。「ゼロにす
る」運動も行っていて、それが多彩な人材を育ん
でいる。例えば、テコンドーの日本チャンピオン、
数学オリンピックの金メダル受賞者、劇団運営者、
ジャズピアニストなど、達成するだけでも非常に
大変なことなのに、昼間は同社の社員として働い
ている。
「一人ひとりが超人的に努力していると感じて

います。仕事の後で芝居の公演を打つ、週末にコ
ンサートを開く、本を書く、講演をする。その他
に子育てもしています。残業がないことは、社員
の時間を増やし、もう一つの才能を伸ばせるので
はないでしょうか」

図表 3　ネットラーニンググループのダイバーシティ

   
   
   
   

男性
50%

女性
50%

従業員の男女比

 
 

女性 

外国人 再雇用  

男性 

残業時間10時間以下・時間単位有休・子の看護休暇・時差出勤など
性別不問のワーク・ライフ・バランス（WLB）支援

・女性比率 平均50％
・育児休業者 職場復帰率 100％
・ママ（小学校3年生以下の子をもつ女性従業員） 31％
・産休・育休取得者（2013年度） 22％

イクメン推進
育児休業取得率
100％

定年後、再雇用従業員の
賃金は、担当業務に応じる

（変更がない場合、定年前と同様）

外国人比率
18％

５ヵ国の社員が在籍
今後さらに拡大

女性管理職比率 48％
（うち、小3以下の子を持つ

女性管理職 36%）
2011年～　　　　　　　　
ポジティブアクションプラン実施
女性社員管理職候補者育成計画
24％→48％を達成

出所：（株）ネットラーニング

「変化対応力」のある企業に
岸田 CEO は 10 年以上前から八丈島に自宅を構

え、週末をここで過ごしている。そこは亜熱帯で
東京都心とは別世界で、どんな植物でもよく育
つ。夏には、福島の子供たちを招くボランティア
にも参加している。八丈島からは「東京都心から
では見えないこと」が見えるという。

日本の現状を見てみると、ますます人口減や地
方の疲弊が進むことが予想される。気候変動も激
しく、災害も多くなる。一方で高齢化の結果、社
会的なセーフティーネットは弱体化する。万一病
気になったときに、サポートできるシステムが弱
くなってしまうのだ。そういう現状の中で、企業
がどういう役割を果たしていくかが重要だ。企業
が社員をサポートして、守っていく。同社のダイ
バーシティも、この考えに基づいている。「どんな

e ラーニングが世界の「学び」の場を変える
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変化が起きても、対応する力を持たなくてはなら
ない」と岸田 CEO は考える。おそらくこれから
来るだろう激動の時代を予測すれば、この「変化
対応力」は企業ばかりでなく国や自治体、個人に
も求められるものだろう。
「会社を、日本にこだわらず、人類企業のよう

に育てたい。本社はどこにあってもいい。これま
でずっと、人間の学びの楽しさをサポートしてき
ました。その喜びは今も変わらずにあります。
近々の目標は、本年度グループ全体で（3 年中期
計画最終年として、対 2011 年比）140％の伸びを
達成すること。既存分野で 20％、新規分野（グ
ローバル人材育成・学校など）で 20％と考えてい
ます」

市場は広がり、同業者も増えたが、企業同士仲
がいい。
「シェアの取り合いではなく、皆で新しい市場

を開いていくという考えです。『e ラーニングア
ワード』＊が中止になったときに、存続させたい
ので、ネットラーニング社が自社で費用を出すか
らと言いだしたところ、3 社が名乗りを上げてき
ました。リスクも共有しつつ、業界を支えていこ
うという気概が、各社にはあるのです」
「誰もやっていなかった分野」を切り開いてきた

ネットラーニング社。今タブレットやスマホの爆
発的な普及によって、「学びの場」は教室から家庭

や生活の中へと浸透してきた。スタートのときか
らある程度この状況を予見していた岸田 CEO は、
誠に先見の明があるといわなければならない。
MIT の有名講座が「いつでも、どこでも、誰でも」
聴講できるようになった現在、学びの場は職業、
年齢、場所、貧富の差を問わず大きく開かれる時
代となりつつある。そこで、ネットラーニング社
の果たしつつある役割は大きい。

企業 DATA
会社名：㈱ネットラーニング
 本社所在地：東京都新宿区西新宿 7 － 2 － 4 新
宿喜楓ビル 3 階
代表取締役：岸田 徹
設立：1998 年
資本金：1 億円
 事業内容：e ラーニングトータルソリューショ
ンサービス
提供コースウエア：自社制作 3586 コース
 グループ会社：㈱ wiwiw、㈱ Phoenix Consulting、
明香企業信息諮（上海）有限公司
 主要クライアント：イオン㈱、NTT グループ、
キヤノン㈱、㈱資生堂、住友商事グループ、マ
イクロソフト㈱、野村證券㈱、東京電機大学、
ほか 4,146 の企業・学校。述べ受講生は約 2,471
万 8 千人

＊    e ラーニングアワード：「e ラーニングを取り巻く現状と未来」について豊富な事例とともに紹介・発表・議論する国内唯一の総
合フォーラム。また併催企画として『日本 e-Learning 大賞』を実施。先進事例を広く募集し、e ラーニングアワード 2014 フォ
ーラムの会期中に授賞式を行う。

マネジメント




