


ひとはその人生の多くをはたらいて過ごします。
はたらくことは楽しいことばかりではありません。
むしろつらいことのほうが多いかもしれません。
　
だからこそひとには、たとえば朝目を覚ました時、「今日も元気にはたらこう！」と思えるような、
なにか自分を鼓舞してくれる「理由」がなければならないと考えます。
それは、お金だったり、仲間だったり、仕事だったり、さまざまですが、
「はたらく」を通して「成長を実感する瞬間」も、その理由のひとつになるはずです。
　
私たちは、はたらくひとびとが「成長を実感する瞬間」を増やしていきます。
それはきっとこの世界の明るいミライにつながるはずだから。

かつてない規模で経済のグローバリゼーションが進み、
世界はよくも悪くも「スモールワールド」になり、どこかで起こったなにかが
想像を超えるスピードと影響力をもって、私たちの生活に押し寄せる時代になりました。
国内では少子高齢化による生産人口の減少が加速化しており、
50年後にはその40%が失われると予測されています。

この時代、そしてこれからの時代、「ひと」の重要性が増すのは明らかです。
この不確実性の時代に、わたしたちは「どうすれば企業の成長を促す人財を開発し、
彼らと持続可能な信頼関係（エンゲージメント）を構築できるのか」という、
企業からの問いに応えられるパートナーでありたいと考えます。

ひとにはそれぞれに違い（個性や感性など）がある。
その違いを受け入れ、思いやりを持って接し、チームとしてどう成果を引き寄せるかを考える。

「志」があればあらゆる活動が手段となり、失敗を恐れずに試みを投じ続けることができる。
「誇り」を持って自らの仕事に取り組めば、仕事は必ず多くの学びやチャンスを返してくれる。

ミライの「はたらく」を、明るくする

不確実性が増す現代社会に必要な
人財開発プラットフォームを提供する

多様性を受け入れ、配慮と敬意をもって
行動すれば、チームはうまくいく

「志」と「誇り」を持って取り組めば、
結果はあとから付いてくる

ミライはひとつではない。
そう思えたら、誰かが創るのではなく、自らが創るミライが想像できる。

遊び心を持ってミライを想像すれば、
可能性は無限に広がる
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不確実性の時代に突入し、企業では「ひと」を「資源」ではなく「資本」ととらえる動きが活発化しています。
すなわち「人材管理（HRM:Human Resource Management）」から「人財管理（HCM:Human Capital Management）」へのスイッチです。

私たちは人財管理（HCM）の観点から、「empower」「evolve」「engage」をテーマにシステムの開発・拡充を進めており、このシステムを「eLMS」と呼んでいます。

学習管理システム

ライトワークスは、大企業に特化してサービスを提供してきました。大企業のニーズに応え続けてきた結果、複雑な組織構造への対応や権限設定など、LMSとして最も重要
な「配信・権限管理」機能が突出して高いレベルに成長し、それが当社LMSの大きな特長となっています。また、学習管理システムにとどまらず、キャリアやスキルを管理する
機能を持つため、今後の企業の競争優位となる「人財」に関するデータベースを持つことが可能になります。

人財開発のあり方を変える

eLMSとは何か

eLMSは今後さらにポータル機能やタレントマネジメント機能、ビジネスインテリジェンス（BI）ツール
や人工知能（AI）を組み込んだ機能、強化した自動化機能（LMA：Learning Management Automation)
などを一体化させた統合型の学習管理システムとしてのパフォーマンスを高めていきます。
私たちは、従業員の育成にかかる生産性を高めながら、企業の教育・人財開発の現場を支え、企業の
成長に貢献し続けることで、働く現場を明るくすることを目指します。

eLMSは、論理的で発展性が高く、「多機能なのに使いやすい」を実現しました。これによって、
管理者にとって管理しやすく、学習者にとって学習しやすい、ベストな学習環境を提供します。

最適な学習環境を提供することで従業員を「empower」する

eLMSはシングルサインオン（SSO）や人事システムとの連携に優れています。さらに自動配信
機能やスキル管理機能と連携させることで、管理者の教育管理にかかるコストを削減しながら、
従業員の学習の習慣化や自律的な成長を促すことができます。

学習を習慣化することで従業員を「evolve」させる

自律的な成長を始めた従業員と、eLMSのポータル機能を使って持続可能で主体的な関係を
構築していくことができます。

ポータルサイトを活用して従業員と「engage」する

LMSは次の時代へ



使いやすいインターフェース

エンタープライズに最適な学習環境を提供

社内インフラとして採用される安定性

業界屈指の高水準な基本性能

多言語対応

導入から本格運用までを短時間で実現できるほど、論理性・柔軟性に
優れた操作性。

日・英・中（簡・繁）・越の五言語に対応し、グローバル展開を推進。

マルチデバイス対応
レスポンシブデザインでスマホやタブレットに対応。

高度なセキュリティ対応

安定したサービス稼働

大手金融機関がクラウドで利用するセキュアなシステム環境を提供。

定期メンテナンスを除くシステム稼働率99.99％以上を維持。

柔軟な配信・権限管理
複雑な組織構造においてもコンテンツの配信先や管理者等を自由
自在に設定可能。

CAREERSHIPⓇは、学習管理にとどまらず、能力開発の一連の流れを一気通貫で管理することができます。 
スキルを定義し、各種教育施策を提供し、履歴情報を元にキャリアを管理することで、計画的な人財育成とスキルの保有状況の「見える化」を実現。
そして、その過程の中で、人財に関する様々なデータを取得・蓄積できます。

eLMSを体現する

能力開発の方向性と全体像の把握

キャリアカルテ

能力開発の実施 能力開発の成果

ポジションごとに求められるスキルを体系化し、
スキル評価ができる

社員の受講履歴やキャリア履歴など
を一元化できる

戦略的情報発信ポータル

スキル管理 eラーニング
集合研修
アンケート／レポート
ルーム（社内SNS）

コ
ー
ス
管
理

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
管
理

※2021年4月現在、グループ会社を
　含む、当社調べ

※



コアパフォー
マンス

発展性 システム連携

配信・権限管理

2 ３

１

エンタープライズ向けのLMSの選定において、「配信・
権限管理」、「発展性」、「システム連携」は、最も重要な要
素といえます。

CAREERSHIP®は、この3つをコアパフォーマンスと
して、その水準を高めることに注力してきました。その結
果、論理的で使いやすく、発展性の高いシステムという
評価をいただくようになり、多くのグローバル企業に選
ばれています。

選ばれる3つの理由

管理者

一般的なLMS

アソート方式

複雑な組織・マネジメント
構造を持つグローバル企業A社 柔軟な配信計画が実現できない

LMS

A社
管理者

配信対象を自由にアソートできる

eラーニング スキル管理

DB

キャリアカルテ

総合型学習管理システム従来の学習管理システム

eラーニング
総務
会計
財務

ガジェット式ポータル

タレントマネジメントから、メンタルヘルスケア、
エンゲージメントの構築まで、従業員のビッグデータを元
に、ビジネス活動の成果や人財教育による能力向上まで総合
的に把握。従業員の能力を最大限に引き出す「攻めの教育」を
実現します。

統合型システムとしての発展性2

「導入後に活用を深めようとしたら、
 できないことが多かった。」

LMSで人財育成の施策を展開していくうえで、最も重要なの
がこの要素です。
教材、集合研修、アンケート・レポートなど、「誰に・いつ・何を」
配信し、「誰が・どう」管理するか、そんな基本的な要求を満た
せず、CAREERSHIP®にリプレイスされるお客様が多いのが
実態です。CAREERSHIP®は、1,500社の人財育成に関わって
きた経験を踏まえ、論理的に細かい利用シーンを想定して作り
込まれています。

柔軟な配信・権限管理

「組織構造に即した権限設定や
 配信設定ができない。」

１

既存システムとの連携が実現できない…

人事システムとの連携やSSOを実現することで…

一般的なLMS

LMS

既存のシステムDB

Active
Directory人事DB

LMSのユーザー情報を手入力
しなくても定期的に自動で最新
状態で維持できるようになる

・

ユーザー情報や組織情報など
配信管理に必要な人事情報を
手入力で更新・管理する必要
がある

・

既存のシステムで発行してい
るアカウントをそのままLMS
に利用できるようになる

・

※ 「退職者のアカウントを自動で削除」といった多様な連携オプションも実装可能です。

人事データとの自動連携やシングルサインオン（SSO）など、管
理工数の削減や利便性の向上につながる他システムとの連携に
ついて、開発を伴う複雑な連携パターンのみならず、開発無し
で安価に実装可能な汎用プログラムもご用意しています。

豊富なシステム連携実績3

「既存のシステムとの連携ができず、
 ユーザーや組織のメンテナンスの
 手離れが悪い。」

役職
スキル

入社年次

職務
時間

役職ごとに… 職務ごとに…

入社年次ごとに…



従業員向けの教材を充実させようとすると、「専門性のある高品質な教材はコストがかかり過ぎる」「安価な教材は品質が不十分だと感じる」「提供ベンダーの教材の
バリエーションが少ない」といった問題によくあたります。コンテンツ制作事業がルーツにあるライトワークスは、MBA（経営学修士）やコンプライアンス教育、
DX人材育成など、エンタープライズが求める人財開発において活用頂ける豊富なラインナップをご用意しています。教材は平均3分のマイクロコンテンツから、
1時間以上の長尺教材まで1,000を超えるタイトルを揃えており、以下のマッピングでターゲットと目的に合わせた選択が可能です。

人財開発のDX化を加速させる
豊富なeラーニング教材ラインナップ

ｅラーニング教材の
ご提案可能領域

管理職 中堅 若手 新入社員 内定者

コンプライアンス研修（応用）

ダイバーシティ研修

リーダー選抜研修

語学 思考系

ビジネススキル グローバル基礎

異文化教育

語学教育

ITリテラシー

MS Office研修

コンプライアンス研修（基礎）

情報セキュリティ 個人情報保護

外国人材
採用企業向け
シリーズ

外国人材
個人向け
シリーズ法令遵守

ハラスメント

初級管理者研修 入社4-5年目研修

新任管理者研修 入社2-3年目研修 オリエンテーション

新入社員研修

営業基礎研修

内定者研修

外国人材管理者 外国人材

本社・支社

全社教育

階層別教育

自己啓発

グローバル教育

育
教
別
種
職 営業系

DX人材 資格試験対策・AI・IoT技術教育

※ 教材の対応言語については別途お問合せください。



各種ハラスメントについての知識を深め、誰も
が安心して働ける職場環境の実現を目的とし
た教材です。

働き方改革の実現をテーマとした、長時間労働
の是正やダイバーシティの重要性などを学習
できる教材です。

DX人材需要の高まりに伴いニーズが増えてい
る資格試験対策などを含む専門性の高い教材
です。

情報セキュリティや個人情報保護法など企業
の社会的責任（CSR）について学習できる教
材です。

外国人材の採用にあたって企業が把握しておく
べき基本的な制度等について手軽に学べる教
材です。

新入社員のPCスキルの低下を背景に導入が
広がっている人気のオフィス教材です。

ハラスメント対策教材 働き方改革関連教材

CSR対策教材

人気シリーズのご紹介

DX人材育成関連教材

MicrosoftOffice関連教材 外国人材採用企業向け関連教材

アセスメントサービス
研修を企画するうえで最も重要なのは、従業員が現在どの程度のスキ
ルや知識を持っているかを把握することです。ライトワークスでは、従
業員の現状把握に活用できるアセスメントサービスをご用意しており、
その結果に即して、最適なeラーニング教材をご提供いたします。また、
eラーニングの学習後は、スキル管理機能を利用して発揮度をチェック
することも可能です。

スキルアセスメント
若手層、中間層に必要なビジネス知識について、その充足・不足度を測るた
めのアセスメントです。

ハラスメントアセスメント
ハラスメント分野に特化した、知識・意識を問うアセスメントです。2020年
の法改正に対応した内容のため、法案対策の現状把握としてご利用いただけ
ます。

コンプライアンスアセスメント
コンプライアンスに関する知識・意識を問うアセスメントです。アンケートは
企業コンプライアンスの専門家監修のもと、セルフエフィカシー理論に基づい
て設計されています。



eラーニング教材制作サービス
現代に合った学習形態として、マイクロラーニングを導入する企業が増えています。マイクロラーニングとは、1回1～ 5分程度の短時間で学ぶ学習法です。1つのテ
ーマを1本数分程度に細分化した動画教材「マイクロコンテンツ」で学ぶため、集中力を継続しやすい、好きな時に好きな場所で学習できる、などメリットが多く効果
的な学習法として注目されています。

ライトワークスの
教材制作サービス4つのポイント

・ １テーマ
・ 10見出し
・１時間の動画

１テーマ10見出しを10個のコンテンツに分割

フォーマット制作：15万円
１コンテンツ：5万円～

最低発注ロット数10本から承ります。※
制作内容をヒアリングの上お見積りいたします。※

従来のコンテンツ マイクロコンテンツ

１本200万円～
1/3までコストダウン

豊富なオプション

配信システムも
併せて提供可能

企画からサポート

汎用コンテンツを
カスタマイズ可能

POINT1

POINT2

POINT3

POINT4

制作費
制作費



教材作成ツール
社内資料をもとに最短1分で簡単にオリジナル教材を作成することができます。オンライン
上で教材を手軽に作成・共有できる「eStudio」と、ローカルでより細やかな設定ができるイ
ンストール版の「教材コーチ君」をご用意しています。

使いやすさ
PowerPoint 形式ファイルをそのまま教材に変換できるため、最短１分で教材を作成する
ことが可能です。また、各部門の担当者に対して制作権限を簡単に付与することもできます。

作成可能な教材のバリエーション
全23種類のさまざまな形式のファイル（PowerPoint、Excel、動画、音声、HTMLなど）をも
とに、最大30パターンの教材を作成することが可能です。

テストや設問などのバリエーション
ランダム出題や制限時間設定など、豊富な出題形式・設定から自由に選んで、作成すること
ができます。

マルチデバイス対応
作成した教材は各種タブレット端末やスマートフォンにも対応しており、画面サイズの調整
をする必要がありません。

導入支援サービス
標準セットアップ
利用要件に応じた「個別サイトの構築」や、操作説明会の実施を含む「導入インストラクション」
など、導入に欠かせないサービスを提供します。

セットアップオプション
お客様独自の「マニュアル作成」や、既存システムからの「学習履歴の移行設計」など、利用シー
ンに合わせたオプションサービスを提供します。

導入コンサルティング
CAREERSHIP®を利用するユーザの種類・役割の定義や、スキル体系の作成サポートなど、教
育体系の整備に関するコンサルティングサービスを提供します。

充実のサポート
あらゆるシステムにおいて、導入は「ゴール」ではなく、「スタート」です。ライトワークスで
は、ご導入いただくお客様の全てのフェーズに寄り添いながら、人財育成の成功に向けてサ
ポートすべく、万全の組織体制およびサポートメニューを整えています。

運用支援サービス
BPO（運用代行サービス）
学習コンテンツの「配信代行」や、集合研修管理の「運用代行」、システム稼働状況の「レポーテ
ィング」など、運用に関する様々な作業の代行が可能です。

テクニカルサポート
サーバーの「シングルテナント化」や、誤操作で失われた「ユーザー情報の復旧サポート」など、
より安心な環境の提供が可能です。

プレミアムサポート
電話お問合せ対応、最新事例の共有や活用支援など、システム利用を開始したあとも安心・充
実のサポートメニューをご用意しています。

TOP アクティビティ

キャリアマップ 動画配信

導入決定

運用開始

目的・目標の達成


