C U S T O M E R C A S E S T U DY

全国のエンジニアに求められる VMware のテクノロジー
自ら学べるオンデマンド トレーニングで
“ 学び方改革 ” を推進

ネットワンシステムズは、高度なネットワーク技術をベースとして、
クラウド、セキュリ
ティ、IoT、働き方改革といった最先端の ICT 基盤を提供しています。特に、仮想化技
それらを提供するた
術・クラウド技術は、近年の企業 IT には欠かせないものであり、
めの人材強化が最優先課題でした。ネットワンシステムズでは、全国のエンジニアを
効率よく効果的に育成するため、VMware Education サービスの「オンデマンド ト
業界
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課題

• VMware のテクノロジーに精通したエンジニ
アの拡充

• 全国各地の技術者に公平な学習環境を提供
• 多忙なエンジニアへの学習時間の確保
ソリューション
クラウド基盤ビジネスの加速によって VMware
製品へのニーズが高まるにつれ、全国のエンジニ
アへの教育が急務に。その打開策として、オンデ
マンドトレーニングコースを採用し、自由な時間
で受講できる環境を提供。カリキュラムの進捗
を受講者自身に管理させることで、
自ら学ぶ姿勢
の育成も期待できる。
導入効果

• コストを抑えながら受講者数の増加を実現
• 場所と時間を選ばず受講できる
• 業務状況に応じて自在に進捗を管理できる
導入環境

• VMware オンデマンド トレーニングコース
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「私たちは自らを、最適な技術や製品を提供する
ための “ 実験台 ” と捉えています。実験台になる
には、優れた技術力や洞察力が必要です。そこで

各技術に精通していないと、顧客のニーズに応え
ることができません。特に VMware 製品は利用
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で発展しています。製品やサービスも高頻度で

そこで同社は、
「VMware オンデマンド トレー
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てカリキュラムをこなすことができるサービスです。

追求する役割を担っています。そのため同社にとっ
て、優れた人材の育成は重要なミッションです。
板倉氏の所属するネットワークアカデミーは顧
客向けの教育機関ですが、自社の新人研修を統
括しているほか、各部門の人材育成もサポートし
ています。専門機関を通じて戦略的な人材育成
に取り組んでいることは、ネットワンシステムズの
強みの 1 つです。
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ネットワンシステムズがオンデマンド トレーニン

「講義で “ 教えてもらう ” だけでは、自ら考え

モチベーションを保つことができました」
（松下氏）

講義の時間を選べますが、“ 自ら学ぶ ” 姿勢

グコースに注目したのは、単に受講しやすいから

も必要です。その点で、当社が目指す “ 学び
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革」の取り組みを推進していました。

ネットワンシステムズ株式会社
板倉 恭子 氏

ビジネス推進本部 第 1 応用技術部 ネットワーク
アカデミーチーム エキスパートの荒牧エリ氏は、
「働き方改革は、自ら働く環境を選び、管理するこ
とが肝要です。同様に人材育成においても、一方
的に “ 教えてもらう ” のではなく“ 自ら学ぶ ” とい
う意識改革を図りたかったのです。オンデマンド
トレーニングコースは、私たちが目指す改革にマッ
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チすると感じました」
と述べています。
同社では、まず 2018 年上期に 30 名の受講者を
募集しました。自由に時間を選択できるとはいえ
業務時間を活用するため、部門長の承認を必須
としましたが、
ポータルサイトで募集を開始すると、
たった 1日で満席になってしまったそうです。
「当社は積極的なエンジニアが多いため、私の上
司も混雑することを予測して手続きを早めてくれ
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ました。以前から VCP を取得したいと考えていた
ので、
いつでも学べるオンデマンドコースは助かり
ました。実際、
ある時期から忙しくなることが判明
したため、急いでカリキュラムをこなして間に合わ
せることができました」
と、東日本第 1 事業本部 第

1 営業部 技術第 9 チームの橋本愛氏は評価して
います。
西日本事業本部 システム技術部 第 1 チームの松
下 暁一氏はベテランエンジニアですが、知識を固
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めるために受講を申し込んだ 1 人です。同氏の上司
も積極的で、
同じ部署の同僚も受講したそうです。
「VMware の構築方法を 1 から学び直すことがで
き、非常に勉強になりました。先生がいないため、
疑問を相談したり聞いたりする機会がないものの、
同僚と相談しながらカリキュラムを進めることで
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カスタマープロフィール

1988 年に創業し、高度なネットワーク技術をベー
スとして、クラウド、セキュリティ、IoT、働き方改

ライブオンラインなど
教育コンテンツの拡充に期待
オンデマンドコースは、全国のエンジニアが自席
で受講できるため、交通費や宿泊費などが不要
です。また、一般のクラスルームよりも安価に受講
できるのでコストの抑制が可能になり、以前より
受講人数を増やせたことを、
ネットワンシステムズ
は高く評価しています。
「新しい取り組みということもあって、問い合わせ
は増えました。“ 席は空いていますか ” という積
極的なものも増えており、学び方改革に向けた効
果を実感しています。VMware は、機能強化にも
積極的に取り組んでくれるため、管理面でも使い
やすくなってきたと感じます。人事システムなどと
の連携も期待したいですね」
（荒牧氏）
ネットワンシステムズでは、2018 年後期以降も
オンデマンド トレーニングコースを積極的に活用
していきたいと考えています。しかし、ディスカッ
ションを必要とする教育については、
オンデマンド
コースでは不足を感じているのも事実です。
そこで同社は、VMware Education の新しい
サービス「ライブオンライン」に注目しています。
日程は限定されるものの、場所を選ばずオンラ
インで受講できるクラスです。トレーナーと会話
をしながらカリキュラムを進められるため、
より高
度なトレーニングを受けることができます。
「 特 に 最 新 の 技 術 や 製 品 を 学 ぶときに は 、

VMware のスペシャリストから指導を受けられる
ことが魅力です。また、学ぶ環境の選択肢が豊富
であることは、
エンジニアにとって重要なことです。
コンテンツとともに日本語の動画・
VMware には、
音声・ドキュメントを拡充して、エンジニアがより
学びやすい環境を整備してほしいと考えています」
（板倉氏）
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革といった世界最先端の ICT 基盤を提供するイ
ンテグレーター。顧客ニーズに応じて、マルチベ
ンダー製品を組み合わせた基盤設計・構築・運
用が実現できる点に強みがある。
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図：VMware オンデマンドトレーニングコースの採用で｢学び方改革｣を推進
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