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米国ワシントン州において、退役軍人を対象としたデータセンター技術者育成のための
VR セルフトレーニングコンテンツを、エドガとトレノケートグループ共同で提供開始

バーチャルリアリティ（以下、VR）の企業向け導入支援・制作を行う株式会社エドガ（以下、エドガ 東京都江戸
川区 代表取締役：米本 大河）は、トレノケート株式会社（以下、トレノケート 東京都新宿区 代表取締役：小澤
隆）の米国ワシントン州にあるグループ企業と共同で、退役軍人をはじめとしたアメリカ国内のデータセンター保
守・管理のための技術者として就業する人を対象にした VR トレーニングコンテンツをリリースし、2018 年度第 4
四半期より運用を開始したことをお知らせします。

■本件に関する問い合わせ先
mail: info@edoga.jp
株式会社エドガ 広報担当
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●24 時間安全なクラウドサービスを提供するデータセンター技術者
日々膨大な情報が処理・集積されるデータセンターでは、昼夜を問わず迅速なトラブルシューティングが求
められます。センター内では各エンジニアに区画が割り当てられ、通常 1 名でサーバーメンテナンス作業を
実施します。そのため、各エンジニアは高いメンテナンス技術だけでなく、集中力と冷静さが必要になります。

●VR の活用により、短期間でメンテナンス技術を身に着け活躍する技術者を育てる
エドガが提供する VR トレーニングコンテンツによって、データセンター技術者は実際のサーバートラブル
や点検の場面をシミュレーションし、実際のサーバールームで業務を始める前に労働環境を体験させることが
でき、主に退役軍人を対象としたデータセンター技術者に向けた研修で用いられます。これにより、すべての
技術者が実際の業務に入る前に技術のトレーニングを行うことができ、実際のトラブルに直面した際の対処方
法を学ぶことができるようになります。

エドガは、今後もトレノケートグループとともに VR トレーニングコンテンツの追加開発・改善に取り組んでま
いります。
また、トレノケートグループとの協業すすめ、アジア・太平洋地域の教育・研修分野への VR ラーニング導入を
促進し、効率的かつ効果的な人材育成を支援してまいります。

■本件に関する問い合わせ先
mail: info@edoga.jp
株式会社エドガ 広報担当
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Edoga Inc., and Trainocate Group, join forces to release VR training content
-Providing high quality self-training programs for
Data Center Technicians including U.S. military veterans

Edoga Inc. (CEO Taiga Yonemoto), a Tokyo based company that supports and creates virtual reality
(VR) for enterprises, and Trainocate Group (CEO Takashi Ozawa), are pleased to announce it has
provided training content using VR to prepare new employees including U.S. military veterans for
Data center technician jobs in the U.S. beginning fourth quarter 2018.

●Data Center Technicians providing 24-hour service for secure cloud services
Data centers require immediate trouble shooting service any time day or night. Data center
server maintenance is usually concluded by one engineer, since they are allocated by sections
within the data center. Hence, each engineer needs to deal with issues which not only require
high technical skills, but concentration and confidence.
●VR for short term technical training program
Edoga provided VR training content used in a program to train military veterans to assume
roles as Data center technicians. All the technicians received technical training before entering
the Data center job, so they understand how to deal with server maintenance issues as they
arise.
The VR training content that Edoga provides simulates real life troubleshooting situations for
Data center technicians so they can experience the work environment before starting their job.
Together with Trainocate Group, Edoga Inc. will continue to add and improve VR training
content.
Moreover, Edoga will collaborate with Trainocate Group to introduce VR training in APAC
region as an effective way to help companies train their employees.

■本件に関する問い合わせ先
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＜トレノケート株式会社 会社概要＞
社名
トレノケート株式会社
設立
代表取締役

1995 年 12 月 6 日
小澤 隆

事業内容
資本金
従業員数
本社所在地

IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務
746 億 981 万円（発行株数：2 億 8,841 万株）
99 名（2018 年 1 月現在）
〒163-6019
東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番 1 号
住友不動産新宿オークタワー19～20 階

＜株式会社エドガ 会社概要＞
社名

株式会社 エドガ

設立

2013 年 11 月 13 日

代表取締役

米本大河

事業内容
本社所在地

企業向けの VR 研修トレーニングコンテンツの制作・導入支援
〒134-0085 東京都江戸川区南葛西 1-2-7
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