News Release

アクセンチュアと e ラーニング*大手ドー
セント、 国内 e ラーニング市場拡大で協
業
企業価値向上に直結する 人材パフォーマンス最大化のための総
合ソリューションを提供
アクセンチュア株式会社
ドーセント株式会社

*e ラーニング：パソコンやインターネットを通じて行なわれる（社員）教育
先進的な経営コンサルティグとテクノロジー・ソリューションを提供するグローバル企業、アクセンチュア株式会社
（東京都港区赤坂、代表取締役社長：森 正勝、以下アクセンチュア）と、世界の主要企業に e ラーニング・ソリュー
ションを提供する大手企業、ドーセント（本社：カリフォルニア州マウンテンビュー市、会長 兼 社長 兼 CEO :デイ
ブ・エレット）の日本法人、ドーセント株式会社（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長：村上 憲郎、以下ドーセ
ント）は、これまで両社で培ったグローバルアライアンスを日本市場においても展開し、共同で国内 e ラーニング市場
の拡大に努めることを発表いたしました。
今回の協業は、米国において 2000 年 4 月に締結されたアクセンチュアとドーセントのグローバルな提携関係の一環と
して行われるものです。 アクセンチュアとドーセントは、上記の提携以来、グローバル市場において既に 20 社以上
に上る協業実績を持っています。
現在、日本企業は構造改革の苦しみの過程にありますが、真にグローバルエコノミーの中で競争力を発揮する為には、
人材パフォーマンスの最大活用が必要です。つまり、単なるリストラ（人員数／コスト削減）を超え、社内・グルー
プ内のナレッジの最適化に向けた、いわばナレッジ・リエンジニアリング、ナレッジ・ポートフォリオ・マネジメン
トの段階へと向かうことが求められています。 しかしこれまでの企業内にはナレッジ・ポートフォリオを把握する仕
組みも不十分であり、また感覚的に不足している領域が分かったとしても、OJT*や集合研修に頼った非効率的な教育に
依存せざるを得ない状況でした。
OJT*: On the Job Training
また、成果主義人事制度への転換に伴い ERP 等を用いた人事システム再構築が多くの企業で実施されていますが、こ

うした取り組みを単に社員プロフィールや給与情報管理に終わらせるのではなく、人材パフォーマンスの向上に資す
る経営情報活用にまで発展させていくことによって、はじめて真の企業変革が実現されます。
このような中、e ラーニングは、IT や Web の持つ特性を最大限に活かし、高度な実践的スキルやコミュニケーション能
力を、場所、時間の制約なく、スピーディに習得することを可能にする新たな教育形態として、国内でも高い成長が
見込まれています。アクセンチュアが通産省マルチメディア白書および教育産業総覧などから予測した結果、国内 e
ラーニング市場は、2000 年実績の 300 億円から 10 年後の 2010 年には１兆 300 億円にまで成長するとされています。
また、企業内教育の規模と内訳に関しては、2000 年においては約 99％が集合研修により実施されているのに対し、2010
年には過半数の 54％が e ラーニングにより行われるようになると予測されています。
この分野での高い実績を誇るドーセント社の e ラーニング・プラットフォーム「Docent Enterprise」は、既存の集合教
育をもソリューションに統合することが可能な拡張性、柔軟性を備え、現段階での日本企業の求める企業内教育のニ
ーズにも即座に対応します。また、信頼性に優れ、開発、展開、管理、評価など、学習管理システム（LMS*）及び HRM**
構築に必要なインフラを備えている他、ERP を始めとした様々な基幹システムとの連携を可能にしています。さらには、
日本語、英語をはじめ世界の文字セットに既に対応しており、世界的にビジネスを展開する多国籍企業のニーズにも
対応しています。
*LMS: Learning Management System
**HRM: Human Resource Management (system)
企業は、これまで蓄積した社員データと、『Docent Enterprise.5.0』の提供するコンピテンシーマネジメント機能や、社
員別にパーソナライズされた情報伝播の仕組み等とを結びつけることにより、人事システム投資の効果を格段に向上
させることが可能です。
アクセンチュアでは全世界で約 2,500 名、国内において約 100 名の人材／組織変革における研鑚を積んだ専門のコン
サルタントが、ドーセントの「Docent Enterprise 5.0」を効果的な e ラーニング遂行のための基幹ツールとして活用し、
人材パフォーマンス向上に向けた戦略策定から定着化・運用までの一貫したソリューションを提供いたします。
Docent の提供するソリューションは、アクセンチュアの提唱する HR*テクノロジーを活用した企業変革の重要なコンポ
ーネントの一つであり、両社の培ったノウハウを融合させることで、e ラーニングの仕組みのみならず、ナレッジマネ
ジメント、e コミュニケーションといったヒューマンパフォーマンスの向上、更には真の競争力強化を実現する、企業
変革ソリューションの提供が可能となります。 *HR: Human Resource (人材開発)
アクセンチュアとドーセントは今後共同で、拡大しつつある国内 e ラーニング市場に指針を示し、人材パフォーマンス
最適化ソリューションを提供していく為、展示会への参加、セミナーの開催といった、共同マーケティング活動をも
展開してゆきます。
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