
ラーニング大百科e
教育担当がこっそり開く
パーフェクトガイド！！！
eラーニングの実践に必要な情報をすべて提供いたします。
新規導入をご検討の方、リプレイスをご検討の方、双方にご活用いた
だけるよう、疑問や課題をステップごとにまとめています。



はじめに

「人と組織を強くする」メディア、Lightworks BLOG が作ったこの冊子を手に取っていただき

ありがとうございます。

この冊子をお読みいただいているのは、e ラーニングの導入またはリプレイスを検討されてい

る企業の教育担当の方々だと思います。そして多くの方が、e ラーニングについてこんな疑問

や課題意識をお持ちなのではないでしょうか。

■  「自社に最適な eラーニングをどうやって探せばよいか？」

■  「eラーニングを導入したがこれがベストな形なのかどうも不安だ」

■  「そもそも eラーニングで何をどこまでできるのか？」

■  「eラーニングで成果を挙げるにはどうしたらよいか？」

インターネットで検索すると、e ラーニングのシステムや教材を提供するベンダーは実にたく

さんあります。その中から自社に合うサービスを探し、手間とコストと考えながら導入を実現

していくことは容易なことではありません。

本書は人材育成という重責を担うあなたをサポートするために作られました。e ラーニングの

実践に必要な情報をすべて提供いたします。新規導入をご検討の方、リプレイスをご検討の方、

双方にご活用いただけるよう、疑問や課題をステップごとにまとめています。

本書を通じて「eラーニングでできること」を把握し、自社の課題に対する打ち手として eラー

ニングの活用方法を具体的にイメージすることができるようになるでしょう。各項目に目を通

しながら、「うちならこういう使い方ができそうだな」「もっとこんな機能が欲しいな」「あの施
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4
step

LMSを導入する
いよいよシステム導入！スムーズに運用開始にこぎつけるためのステップ

3
step

ベンダーを選ぶ
難所を恐れることなかれ！ベンダー選びにベンダーを使う方法

2
step

LMSについて知る
これからの時代は eラーニングより LMS！人材開発プラットフォームとは

e ラーニングについて知る
「eラーニングでできること」は増えている！まずは相手を知るべし

1
step

策も eラーニングでできるかもしれないな」と考えてみてください。

現在、eラーニングのサービスは多様化していますが、結局のところ「あなたの会社が何を課

題としていて、それをどう解決したいか」がすべてです。

ある調査によれば、eラーニングを導入している国内企業は全体の 80.0％に上ります。しかし、

このうちどれだけの企業が真に効果的に eラーニングを活用できているかはわかりません。

人材が不足していくことが明らかなこれからの時代、従業員のスキルは事業運営に直接的に影

響します。そのカギを握るのが教育です。

本書では、企業の人材育成に eラーニングを活用する方法を７つのステップでご紹介していき

ます。教育であなたの会社を変えていきましょう。これまで 1,100 社に上る様々な企業の教育

をお手伝いさせていただいてきた当社の知見を、「あなたの知見」として、フル活用してください。

ご紹介する７つのステップは次の通りです。



7
step

運用上の注意ポイントを知る
コンテンツだけ良くてもダメ！ LMSを使いこなして運用を効率化する方法

6
step

教材を作る
教材コンテンツも自社で作れる！学習目標から逆算する教材設計のコツ

ⅲはじめに

教育施策を作る
自社課題への打ち手は自社で作る！ポイントを押さえて社内教育プランナーに

5
step

次ページに詳細な目次も用意していますので、今必要としている項目や気になるキーワードな

どを確認しながら、ページを辿ってみてください。

もちろん、おさらいも兼ねて e ラーニングの全体像から導入のポイントや運用方法について、

頭から読み進めていただくもよし。いつもお手元に置いていただき、困ったときに開く e ラー

ニングの事典のようにお使いいただいてもよし。あなたのお役に立てる一冊となれたら幸いで

す。まずはご一読を。
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1. e ラーニングについて知る 1

国内最大の e ラーニング関連 NPO 法人である日本イーラーニングコンソシアムの定
義によると、e ラーニングは「パソコンとインターネットを中心とする IT 技術を活用
した教育システム」です。

企業向け e ラーニングの最も一般的なスタイルは、LMS（次項にて説明）を使って教
材コンテンツを配信するというものですが、集合研修のライブ配信や、テレビ会議シ
ステムを使った授業なども eラーニングの一種です。

教材コンテンツは、一昔前だとアニメーションと音声を使ったリッチなものが多かっ
たのですが、最近はコストとマルチデバイス対応の観点から、静止画スライドとテキ
スト、そして動画を使ったものが主流になりつつあります。

1 e ラーニングの定義

「e ラーニングってなに？」と聞かれた際、あなたならどう答えますか？日々、様々な
企業の教育担当の方々とお話しする中で、「e ラーニング＝教材コンテンツ」だと思っ
ていらっしゃる方が意外に多く見受けられます。あながち間違ってもいませんが、実
は eラーニングというのは「教育手法」です。まずは「そもそも eラーニングとは何か」
について解説していきます。

1 日本イーラーニングコンソシアム ( 編集 )（2004）『eラーニング導入ガイド』p.1, 東京電機大学出版局

1

「eラーニングでできること」は増えている！まずは相手を知るべし

e ラーニングについて知る01



1. e ラーニングについて知る 2

2 日本イーラーニングコンソシアム「用語集：LMS（Learning Management System）(lms)」
<http://www.elc.or.jp/keyword/detail/id=35>

2

LMS は Learning Management System の略で、日本語で「学習管理システム」と
も呼ばれることもあります。従来、e ラーニングで使われる教材コンテンツの配信と、
その学習履歴の保管・集計を主な役割としてきました。

日本イーラーニングコンソシアムは LMS を「e ラーニングの運用に必要な機能を備え
た管理システム」と定義し、主な機能として以下を挙げています。

     学習者の登録、変更、削除
     教材の登録、学習者への教材の割り当て
     学習者個人の学習履歴、学習進捗状況、成績の管理
     成績集計、統計分析機能
     情報共有者の掲示板の設置や、学習者に対するメール送信

これらの項目を基準にすると、LMS というのは「教材コンテンツ」を運用するための
システムのように思えますが、e ラーニング、つまり Learning の部分が多様化してき
ているため、現時点ですでにその限りではありません。

2 LMSとは？

・モバイル・ラーニング：スマートフォンやタブレットを用いた eラーニング

・マイクロ・ラーニング：短いコンテンツで反復学習を狙う eラーニング

・ゲーミフィケーション：ゲーム形式で学ぶ eラーニング

・ソーシャル・ラーニング：SNSやメディアを活用した eラーニング

また、目的や形態に応じて、様々な eラーニングが現在進行形で生まれています。



e ラーニングの仕組み3

集合研修の管理機能を備えた LMS、SNS 機能を持った LMS、スキル体系を登録・管
理できる LMS など、ベンダー各社が様々な機能を搭載し、人材育成の IT 化を提案し
ています。

現在はクラウドサービスの利用が一般的なので、LMS 本体とそのデータベースは通常
ベンダーのサーバ上にあります。何らかの理由でクラウドサービスが利用できない場
合は、自社サーバにインストールし、オンプレミスの形で利用します。

管理者は LMS にユーザー情報と教材コンテンツを登録し、学習者はこれらを活用して
システム上で学習を行います。その履歴がデータベースに保存され、学習者本人に学
習結果として送られます。

個々人の学習履歴は会社にとって人材のスキル情報となります。多くの場合、管理者
は学習履歴を LMSから出力し、集計や分析を行います。

LMSを用いた企業向け eラーニングの基本的な運用イメージは以下の通りです。

管理者

インプット

ユーザー情報・
教材登録

アウトプット

学習履歴
（人材のスキル情報）

学習者

インプット

eラーニング閲覧・
テスト実施

アウトプット

学習履歴
（学習結果）

LMS

処理

学習結果の蓄積・集計

教材コンテンツ

ユーザー情報

学習履歴データ

1. e ラーニングについて知る 3

◆LMS運用イメージ



◆矢野経済研究所推計による eラーニング市場規模推移（2017）
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リーマンショックの影響で一時的に減少したものの、近年は堅調に伸びています。人
材不足が深刻化する中、教育予算を増やし、よりよい人材を育てるための投資をする
企業が増えているのです。

ある調査  では国内企業 360 社中 80％が「e ラーニングを実施している」と回答して
おり、このことからも、e ラーニングの定着が進んでいることがわかります。デバイ
スの普及や IT 技術の進化、AI の発達などにより、今後 e ラーニングの活用シーンは
ますます広がっていくでしょう。

3

3 株式会社日本能率協会マネジメントセンター「国内企業 360社対象　e ラーニングに関する実施状況調査」
< https://www.jmam.co.jp/topics/1223801_1893.html >

1. e ラーニングについて知る 4

4 eラーニングの歴史

e ラーニングが生まれたのは 1990年代のアメリカと言われています。
日本では、2000 年に政府が発表した「e-japan 構想」をきっかけに本格的な普及が
始まり、2001 年に発足した日本イーラーニングコンソシアムを中心に、普及促進事
業が行われてきました。

ここ 10年の市場規模を見てみましょう。



・SCORM1.2

・SCORM2004

・xAPI ( Experience API )

現在流通している LMS・教材コンテンツで最も多く採用されているのは SCORM1.2
です。xAPI は 2013 年に公開された次世代規格で、教材コンテンツの学習履歴だけで
なく、様々なシステムを連携することで、オフラインで行われる様々な学習の履歴や
人事情報、業務履歴、実績等を総合的に管理するという思想が特徴的です。「学習」だ
けでなく、そのビジネスパーソンを形成する「あらゆる経験（experience）」を管理・
分析し、育成プランのオートメーション化や、個人のキャリア形成の支援を実現しよ
うとするものです。ビッグデータ時代の新しい人材育成の形と言えるでしょう。

6 e ラーニングのメリット・デメリット

導入検討にあたっては、そもそも e ラーニングにどのようなことが期待でき、また一
方でどのような点に注意が必要なのかを把握しておく必要があります。ここではメリッ
トとデメリットを確認しておきましょう。それぞれ学習者と管理者に分けて挙げてお
きます。

1. e ラーニングについて知る 5

5 規格の考え方

e ラーニングにはいくつかの規格があり、教材コンテンツの作りや、LMS の学習履歴
データの形式などが規定されています。主な規格は以下の通りです。

4

4開発名「TinCan」で呼ばれることもあります。
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学習者にとってのデメリット

・他の受講者との交流機会が減る

・モチベーションや集中力を自己管理する必要がある

・端末がないと利用できない

管理者にとってのメリット

・一度に大人数に教育を提供できる

・講師の質に左右されず、全員に均質的な内容を届けられる

・受講状況や実施結果（学習履歴）がシステムで一元管理できるので、確認や分析・レポーティング等の手 
   間が減らせる

・データの活用のしかた次第で新しい軸での管理・分析が可能になる

・コスト削減（運用費、研修の管理にかかる人件費など）

管理者にとってのデメリット

・学習者のモチベーション喚起・維持のために工夫が必要

・テーマによっては教材を用意しにくい・教育効果が低い（実技など）

・ネットワーク環境の整備が必要

学習者にとってのメリット

・移動時間や隙間時間など、好きな時に学習できる

・インターネット環境と端末があればどこでも学習できる

・自分のペースで学習を進めることができる



e ラーニングの最大のメリットは「利便性」、デメリットは「モチベーション維持」と
言えそうです。モチベーション対策としては、LMS のメール配信機能を利用して定期
的にチアアップメール（受講促進メール）を送ったり、集合研修と組み合わせて  受講
者同士の交流を図るなどの工夫を行っている企業が多いようです。他にも、メンタリ
ングの実施や、組織ごとの学習状況をランキング発表する、e ラーニングの実施を絡
めた社内資格を創設するといった企業も見られます。システムに頼るだけでなく、ま
ずは「学ぶ風土」を作り、その中に e ラーニングを組み込んでいくような考え方がよ
いでしょう。

インターネット環境や端末の問題については、一昔前はよくありましたが、最近はあ
まり見られません。Web システムの普及により企業内の IT 環境は大幅に改善してい
ますし、多くの企業が個人のデバイス利用を許可しているからです。

1. e ラーニングについて知る 7

5 ブレンディッド・ラーニングといいます。詳しくは「5-(3) e ラーニングを活用した教育手法のご紹介」をご参照く
ださい。

5



コラム 気づいたら成長している「
」

という未来

LMS は従来人材育成領域における「e ラーニング」パートのみで利用されていました。そこで

は管理者が「教育コンテンツ」を提供し、これを学習者が受け取る（受講する）という形が一

般的で、現在も教育コンテンツの運用に関してはこれが基本形となっています。

そこでは、学習者の受講によって発生し、システムに保管された学習履歴は主に管理者のため

にあり、学習者はその概要だけを「受講結果」として画面上で確認します。管理者は詳細な情

報を含めてすべての情報を出力することができ、これを教育施策のために活用します。

この点において、LMSというのは学習者にとっては「受講」のためにあり、会社側にとっては「管

理」のためにあるという図が成り立ちます。

◆LMSが扱う情報とユーザーの関係（従来）

管理者

出力

作成・管理

設置

個人の
学習履歴

結果

個人の
学習履歴

結果

個人の
学習履歴

結果

組織の
学習履歴

LMS

教育プラン

学習者

学習者

学習者

表示

提供（学習）

コラム：「気づいたら成長している」という未来 8



コラム：「気づいたら成長している」という未来 9

LMS で管理される情報も、他のシステムとの連携により、学習履歴だけでなく、保有スキルや

職歴、業務成績などに広がっていきます。すると、最終的には個々の従業員の「仕事人生」が

管理者

提供

取込

確認

教育プラン

教育プラン

教育プラン

教育プラン

教育プラン

教育プラン

時事情報など
その他の
履歴情報
など

組織の学習履歴
個人の
学習履歴

LMS

学習者

学習者

観覧・
学習

提供

連携

他システムWeb 上の情報

◆LMSが扱う情報とユーザーの関係（今後）

しかし、今後はAI の発達により、「管理」部分の多くを LMSがやってくれるようになっていく

でしょう。情報の管理だけでなく、それを分析し、個々の学習者に必要な情報を提供したり、

教育プランを提案したり、といった役割を、LMSが担うようになるのです。

学習者には、より日常的かつ自然にそういった情報が入るようになることが予想されます。従

来は、研修開始の通知が来たら LMSにログインし、学習を行って出る、という使い方でしたが、

未来の LMS は常時ログインの状態でポータルのように常に学習者に寄り添い、学習以外の情報

も含めて、自主的な成長を促すための各種の情報を学習者に提供するようになります。

管理者たる人事部の役割は、システムの運用や教育施策をゼロから設計し、進行管理していく

といった従来の内容から、LMS の AI が提案する内容をチェックしたり、状況や結果を確認す

るといったものにシフトしていくでしょう。



コラム：「気づいたら成長している」という未来 10

今はまだ、成長機会は明示的に提供され、これを受け取る形で実現されています。しかし AI の

発達により、成長機会は徐々に、個人が得る日々の情報や生活の一部に埋め込まれ、より無意

識的に学習が行われるようになるでしょう。人も組織も「気づいたら成長している」という時

代がやってくるかもしれません。

（そのときには、e ラーニングという概念も、LMS という概念も、今とは違ったものになって

いるでしょう。）

すべて詰まったビッグデータができあがり、人材の管理や新しいビジネスの創出に活用される

ようになっていきます。

業績

スキル管理

職歴

キャリア情報全般

SNS などによる
ナレッジ共有

アンケート・
意識調査

レポーティング

集合研修

資格情報 学習経験全般

教材コンテンツ

e ラーニング

◆LMSの管理領域の拡大イメージ
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LMS を選ぶ際は、このパートでご紹介するポイントに注目しましょう。これらを網羅
した LMS なら、まずもって想像が及ぶどんな規模のどんな複雑な運用にも耐えられま
す。

1 LMS選定時に注目すべきポイント

LMS について、概要は前章で解説しました。ここでは、LMS を選ぶ際に注目すべき要
素や機能についてご紹介します。LMS についてあまりよく知らない方も、この内容を
確認いただくと「LMSってこういうことができるのか」とイメージできてくると思い
ます。様々な機能がありますが、自社にあてはめた時にどう活用できそうかイメージ
しながら読み進めていただくと、導入時のベンダー選定にも役立つことでしょう。ぜ
ひ参考にしてください。

これからの時代はeラーニングよりLMS！人材開発プラットフォームとは

LMSについて知る02

いわゆる「ユーザビリティ」です。ユーザーにあれこれ考えさせず、「直感的な操作」ができる

のが理想的です。操作しやすいほどユーザーにポジティブに LMS を使ってもらえますし、問い

合わせも減らせます。次のような点に注目しましょう。

　・画面の見易さ

　・情報の配置の合理性

　・次に必要な操作のわかりやすさ

①　操作のしやすさ

組織の構造は、規模が大きくなればなるほど複雑さを増します。様々な階層の組織の長、その

②　組織管理機能の緻密さ・柔軟さ



代理、兼任者など、役職も様々です。また、組織変更への対応も必要です。よって、組織管理

機能には、現実の状態をそのまま登録できる緻密さと、柔軟さが求められます。以下のような

機能を確認するとよいでしょう。

　・複雑なツリー構造を反映できること

　・横断組織を登録できること

　・兼任者が登録できること

　・組織長だけでなく、代理者が登録できること

　・編集が容易であること

公開設定というのは、登録した e ラーニングを配信したり、集合研修の情報を公開し、募集を

開始したりする機能です。バイネーム（ユーザー単位）で設定することもできますが、個別だ

と大変なので、通常は所属組織や入社年など、属性情報を経由して公開を行います。この属性

情報をいかに活用できるかが、公開設定の緻密さを左右します。

例えば、新人に受けてもらいたいコンプライアンス基礎教育を全社員に公開しても無駄が多い

だけです。これを入社年という属性情報で指定して公開することができれば、必要な対象者に

絞って、教育を届けることができるわけです。

③　公開設定機能の緻密さ・柔軟さ

◆公開設定の仕組み

公開設定

管理者

学習者会社員

2017 年入社

第二営業部

OJT 担当者

簿記 2 級

2. LMS について知る 12



LMS の選定時には、

　・ユーザーの属性情報をいくつ登録できるか

　・それらを公開設定にどのように利用できるか

を確認するとよいでしょう。

LMS 上で行われた学習行為の履歴はすべて LMS のデータベースに保存されます。また、集合

研修や OJT など、オフラインで行われた研修の結果を LMS に取り込むこともあります。その

理由は、学習履歴の一元管理です。個人の学習履歴データは、人材育成や人材のスキル保有状

況を企業が把握し、活用するための資産です。このデータへのアクセシビリティや閲覧・出力

のしやすさは、LMSの質を左右します。

④　学習履歴の見やすさ

LMS を利用するためには、組織情報、ユーザー情報など、様々な情報を登録する必要があります。

運用中にも、情報を更新したり、オフラインの研修結果を取り込んだりと、情報の入力は続き

ます。画面上で一つひとつ入力するのではなく、CSV ファイルなどに一覧化したデータをワン

クリックで取り込める機能が必要です。

⑤　インポート機能

LMS に保存された学習履歴は、評価や傾向分析に活用できます。その結果を次の施策に活かし、

教育の PDCAサイクルを回していくことが人材育成の基本です。そのためには、LMSからデー

タを簡単に取り出せなければいけません。分析や加工を前提とすると、できるだけ深い（詳細な）

ログ情報を、ローデータの形で出力することが理想です。一定のフォーマットに落とし込んだり、

グラフ表示したいというニーズは当然ありますが、その形式は企業によってまちまちです。出

力したローデータを Excel のマクロで自動変換したり、専用のツールを開発するなど、このあ

たりはいくらでも方策がありますので、最初から出力形式が規定されていない LMS を選択する

のが無難でしょう。

⑥　エクスポート機能

一定の条件を満たすデータを表示したりエクスポートしたりするとき、検索機能を使います。

⑦　高度な検索機能

2. LMS について知る 13



例えば、「2018 年度版情報セキュリティ教材について、進捗率が 50％に満たない第二営業部

の新入社員」を確認したいとします。この場合、教材のタイトルや進捗率、組織、入社年といっ

た条件で、データの絞込みを行うことになります。分析用のデータを LMS から出力する際も、

事前にある程度の絞込みを行っておけば、加工の手間が省けます。

複雑な検索条件に対応し、目指すデータにたどり着きやすい LMSを選びましょう。

LMS は通常、掲示板やメール機能を備えています。個別の学習者に連絡をしたい場合は、ユー

ザー情報に登録されているメールアドレス宛にメールを送ることができます。一定のトリガー

で送信するメールは、事前にセットしておき、自動送信することも可能です。例えば以下のよ

うなメールを送信することができるかどうか、確認しておくとよいでしょう。

⑧　コミュニケーション機能の充実

前項に挙げたメールのうち、チアアップメールは研修施策の推進において特に重要です。開講後、

手放しで全員が修了してくれればそれに越したことはないのですが、残念ながらそううまくは

行きません。うっかり忘れてしまったり、サボっていたり、何らかの理由で受講が進められな

い学習者が出てくるものです。そこで、研修期間中に受講を促すための連絡が必要になるので

すが、これを手動でやるのは大変です。事前にセットしたメールを自動配信してくれる LMSが

⑨　チアアップメール（受講督促メール）自動配信機能

2. LMS について知る 14

学習者にアカウント情報を知らせるためのメール。
※ユーザーが設定したパスワードは管理者も確認できない。

アカウント通知メール

学習者に研修案内や注意事項、マニュアルなどを案内するためのメール。アカウント通知と同じメールで
行うことも多い。

開講通知メール

学習を促すためのメール。タイミングを決め、個々人の学習進捗度合いに応じて、事前セットすることが
できる。

チアアップメール（受講督促メール）

LMS 上で行った各種申請について、学習者から承認者に向けて配信する定型メール。受講申請、修了承
認依頼などがある。

承認依頼メール



よいでしょう。

例えば以下のようなイメージです。

・開講後 1週間の時点で、進捗率が 30％以下の学習者に送信

・開始後 2週間の時点で、進捗率が 50％以下の学習者に送信

・修了期限前日に確認テストに合格していない学習者に送信

この機能を応用すれば、修了した学習者に「お疲れ様でした」メールを送信することもできます。

2. LMS について知る 15

教材コンテンツや集合研修の希望者を募り、申請をしてもらった上で受講を承認する、という

機能を持つ LMS は珍しくありません。その場合、一般的には学習者の上長が「承認者」である

と考えられますが、こと教育施策となると、実際には上長以外の担当者が承認者であることも

考えられます。しかし、時に何百人、何千人というユーザーについて、管理者が都度確認と設

定を行うというのは非現実的です。そこで、ユーザー本人が、受講申請時に自身の承認者を設

定できるという機能が望まれます。

承認者設定機能11

LMS の運用範囲が拡大したり、運用が長期化してくると、教材コンテンツや集合研修の数が増

え、管理が大変になってきます。そこで、その管理業務を分担する機能があると便利です。

教材管理権限の分担機能12

「直リンク」というのは、URLをクリックすると目的のページが表示されることを言います。通常、

教材コンテンツを表示するには以下の手順が必要ですが、直リンク機能があればこれを省略す

ることができます。

教材直リンク機能13

LMS の利用料は通常ユーザー ID 単位のライセンス費用の形を取りますので、ユーザーが多い

ほど請求額は大きくなります。よって、退職者や休職者は早く削除したくなりますが、安易に

削除してしまうと、期末のレポーティングに影響が出たり、復職後に学習履歴が復元できなかっ

たりといった問題が生じます。そこで、ユーザー ID をライセンスのカウント対象から除外す

る機能が望まれます。大きな組織ほど影響は大きいので、確認してみるとよいでしょう。

休職者管理機能10



 ⑴ LMS にログイン

 ⑵ 教材コンテンツを探す

 ⑶ 教材画面を開く

教材数が増えて②が学習者の負担となることを回避し、優先順位の高い教材の受講率を上げる

ために、直リンク機能があると便利です。
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ユーザーが受講したい集合研修を選び、応募枠に申請するという流れは集合研修管理システム

の基本機能です。しかし、ダブルブッキングをしてしまうというトラブルが散見されるようです。

LMSを選ぶ際は、これを予防する機能があるかどうか、確認するとよいでしょう。

ダブルブッキング回避機能15

パスワードポリシーとは、ユーザーが設定できるパスワードに関するルールのことです。例え

ば字数や文字種、有効期限、更新時のルールなどがあります。これを事前に定めておくことで、

ユーザーが自分で設定するパスワードの強度をコントロールすることができます。

自社の情報セキュリティポリシーや、教育施策の内容に合わせて、自由にパスワードポリシー

を設定できる LMSが便利でしょう。

パスワードポリシー設定機能16

最近は教材作成ツールを使って e ラーニングの教材コンテンツを自社で作成する企業が増えて

います。それと共に、自社特有の、秘匿性の高い情報を扱う教材も増えています。例えば、社

アクセス制限機能17

派遣社員やアルバイトスタッフなどの導入時研修に e ラーニングを活用する企業は多くありま

す。ただ、入社時期がバラバラだと、公開設定や本人への手配、進捗確認などを行うのは大変です。

そこで、例えば当社では、ユーザー情報に「入社年月日」という属性情報を設定し、その日付

を起点として自動的に研修が開始されるという仕組みを設けています。

別の項目でご紹介しているメールの自動配信機能も活用すれば、ユーザー情報の登録後は手放

しで研修の実施・管理が行えます。

派遣会社や、パート・アルバイトスタッフの出入りが多いリテール系の企業では、こうした機

能の有無を確認してみるとよいと思います。

導入研修（入社時研修）のオートメーション化機能14



長の訓示を動画コンテンツとして配信するといった例も見られます。いかに e ラーニングが時

間と場所を選ばないとはいえ、そうした教材を通勤中に閲覧されては困ります。そこで、秘匿

性の高い教材にアクセス制限をかける機能があると安心です。
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バックグラウンド処理とは、ユーザーがシステム上で実行した処理を、システムの背面（バッ

クグラウンド）で進める機能です。LMSの場合、例えば管理者が大量のユーザー情報をインポー

トしたり、大量の学習履歴を出力したりといった操作が考えられます。データ量が多いほど時

間がかかるので、前面で処理が行われるとその間待機しなければなりません。バックグラウン

ド処理機能はこれを回避する機能で、作業の効率化につながります。

バックグラウンド処理機能19

システム稼働率というのは、一定期間中にシステムが正常稼働している割合を示す値で、クラ

ウドサービスの品質を表す指標です。100％に満たない分は、システムダウンなどの傷害が発

生していることになります 。LMSのクラウドサービスを利用するにあたっては、そのベンダー

のシステム稼働率とその定義を確認するとよいでしょう。SLA（Service Level Agreement、

サービス水準合意）の提示を求めるのも合理的です。

システム稼働率 100％18

6 メンテナンス時間は障害時間に含みません。

6
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LMS のオプションサービス / カスタマイズ要件についてはベンダー各社が様々なプラ
ンを用意していますが、近年代表的と言えるのは以下の 3つです。

2 よくあるオプションサービス /カスタマイズ要件

e ラーニングの教材コンテンツを自社で制作する（「内製」という言葉がよく使われます）企業

が増えています。これはコスト削減の意味もありますが、自社で自由な内容の教材を制作でき

ること、メンテナンスもベンダーの手を借りずに実施できることが大きなメリットです。

特に、集合研修の動画やスライドを流用し、数多くの教材を「内製」することで、これまで集

合型で行ってきた研修をどんどんオンライン化していく例が見られます。

①　教材作成ツールの利用

既存の人事データベースから、必要な情報を LMS に取り込むサービスです。対象は組織情報や

ユーザー情報、資格情報など様々です。LMSに手動でユーザー情報を入れる（手入力かインポー

ト作業になります）必要がなくなり、また更新の手間も省けるため、規模の大きな企業ほどメリッ

トが大きいと言えます。カスタマイズが必要ですが、当社の感覚では、ユーザー数が 2000 人

を超えたら検討の価値がある（コストとメリットのバランスが取れる）イメージです。

②　人事データベース連携

別のシステムへのログイン履歴を活用して、LMS へのログイン手続きを省略する仕組みです。

例えば社内ポータルなど、従業員が日常的にログインするシステムを「玄関口」とし、そのシ

ステム内から LMS にアクセスできるようにするものです。この場合、社内ポータル内に LMS

のタイトルやアイコンを配置し、これをクリックすれば認証なしで LMSに入れます。

「ログインが面倒」「パスワードを忘れた」といった理由で学習をやめてしまうリスクを減らし、

③　シングルサインオン（SSO）

出力 転送 登録
LMS人事

データベース
LMS

データベースCSV

◆人事データ連携のイメージ
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受講を促進させる効果が期待できます。

ログイン
LMSポータルサイト

学習者

◆シングルサインオンのイメージ



3. ベンダーを選ぶ 20

ベンダーの選定は e ラーニング導入の最大の山場です。ここでの判断が、あなたの会
社の人材育成の未来を左右すると言っても過言ではありません。あなたの会社に寄り
添い、未来志向で一緒に課題解決に取り組んでいけるパートナーを探す必要がありま
す。

この作業には、実は強力な助っ人がいます。それは選定対象たるベンダーです。eラー
ニングの専門家たる彼らの知見を活用しない手はありません。付き合いのあるベン
ダー、コンタクトを取ってみたベンダーに相談をしながら進めましょう。

ベンダー選定のステップには大きく以下の 3つがあります。順番に見ていきましょう。

難所を恐れることなかれ！ベンダー選びにベンダーを使う方法

ベンダーを選ぶ03

e ラーニングは LMS と教材コンテンツがあれば実施でき、多くの場合 LMS ベンダーがコ

ンテンツベンダーを兼ねています。どちらを重視すべきかというと、それは LMS です。

教材コンテンツ自体は、規格に準拠していればいろいろな会社の製品を一つのLMSに登録・

運用することができるからです。LMS は、すべての情報を統合管理するシステムとして、

慎重に選ぶ必要があります。

探すのはコンテンツベンダー？LMS ベンダー？

豆知識



まず情報収集です。以下の 2種類に分けて進めるのがよいでしょう。

・社内の情報

導入する LMS に期待される要件や、現状の課題を確認します。情報源は人事部だけと
は限りません。業務部門での教育に活用することもできますので、各部署にリサーチ
を行うのがよいでしょう。

・社外の情報

LMS ベンダーに関する情報を集めます。Web 調査のほかに、付き合いのあるシステ
ムベンダーに紹介を依頼するのもよいでしょう。

企業向けの主な LMS ベンダーを確認しておきましょう。（50 音順、コロン以下は
LMS名）
　　サバ・ソフトウェア：Saba
　　サムトータル・システムズ：SumTotal
　　デジタル･ナレッジ：KnowledgeDeliver
　　東芝：Generalist
　　ライトワークス：Careership

1 情報収集

情報収集

◆ベンダー選定のステップ

・ベンダー数社に
   アクセス

・導入事例収集

・デモ依頼

・教育施策の6W1H
  を整理

企画立案 / 予算申請

・LMSの要件整理

・情報提供依頼書RFI

・要件定義書 RFP

・予算確保

ベンダーの選定

・ベンダーの要件提示

・ベンダーの比較

・サービス内容の
   最終チェック

※必要に応じて実施

※

※

3. ベンダーを選ぶ 21



RFI は、ベンダーに対して製品や市場に関する情報提供を依頼するための文書です。情報

収集段階であれこれ悩む前に、実績のある製品の情報を確認しながら、運用イメージの参

考にしたり、要件項目の検討や概算費用の算出に利用したりすることができます。

自社に必要なシステムの要件をどのように検討し、設定すればよいかわからないときは、

RFI を発行し、主だったベンダーに送ってみましょう。

RFI の項目としては、例えば以下のようなものが挙げられます。

「情報提供依頼書（Request For Information, RFI）」を使うと比較検討しやすい！

豆知識

各 LMS についてこれらの情報を並べてみると、比較のポイントが見えてきます。社内
のリサーチ結果（期待される要件）に照らして、この段階で一次選考ができる場合も
あるでしょう。

とはいえ、選定基準が何もない状態で情報収集に入るのも不安かもしれません。そこで、
本書では LMS の選定時に注目すべき機能をご紹介しています。詳しくは「2 LMS に
ついて知る」をご参照ください。

まずは 3-4 社から以下のような情報を取り寄せてみましょう。
　　製品情報（機能・ユーザビリティ）
　　事例情報（導入効果・実績）
　　サポート情報（運用代行、ヘルプデスク）
　　概算費用（価格）

3. ベンダーを選ぶ 22
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Ⅰ. 基本サービスの内容 製品・サービス概要 製品・サービスの特徴およびセールスポイント

システム環境 オンプレであればシステム構成やスペック案、
クラウドであればクライアント動作環境等

バージョンアップへの対応 バージョンアップ方針、実施時の具体的な対応内容

費用体系 イニシャル費用、ランニング費用それぞれの価格および前提条件

サポート内容 導入支援サービス、運用支援サービスの内容

デバイス対応 デバイス対応状況およびモバイル向けのセキュリティ対策状況

II. 機能

III. サービスレベル

Ⅳ. 導入事例・運用性

Ⅴ. 拡張性

機能要件 機能要件に対する対応

システム稼働状況 システムの稼働率、パフォーマンスレベル、
メンテナンス対応ロードマップ、停止時間など

セキュリティ要件 セキュリティーポリシーの内容

導入実績 導入企業数、利用ユーザー数、システム連携実績、海外配信実績など

メンテナンス対応 運用開始後に必要となるメンテナス例およびその対応方法

グループ利用 グループ各社による運用可能性およびその具体的な運用イメージ

Ⅵ. 会社情報 会社概要 貴社会社情報の提示

海外配信 海外配信の方法及びその前提条件

アドオン開発 機能追加または改変の可否及び可能な場合その手続き

多システム連携 他基幹システムとの連携可能性およびその方式

大項目 小項目 主な内容

◆RFI の項目例



2 企画立案／予算申請

情報収集が終わったら、収集した情報を元に社内手続きを行います。具体的には、予
算の申請・確保、そのための企画書作成という作業になります。

LMS 導入の企画書では、現状の課題に照らして LMS を導入する必要性、緊急性や重
要性を合理的に説明する必要があります。RFP（下記参照）を作成して情報を整理す
るのもよいでしょう。

ただ、最近は LMS ベンダーのパッケージサービスが充実しているので、その中から選
ぶ前提であれば、必ずしも RFP は必要ありません。このあたりは、実現したい内容の
複雑さによるでしょう。もしパッケージサービスが利用できそうなら、企画書には主
要ベンダーのパッケージサービスに基づいた要件を記載すればよいでしょう。

オプションやカスタマイズが必要な場合は、要件を明確にするためにも、RFP の作成
をおすすめします。

RFPは、自社が求めるシステム要件をまとめたもので、IT 業界ではごく一般的な資料です。

発注側は、自社に最適な提案を得るために、RFP を作成してベンダー各社に配布します。

ベンダーは RFP を参照しながら、要件への対応状況やプラスアルファの提案をしてくれる

というわけです。

発注側もベンダー側も、一定の項目に基づいて情報をやりとりできるので効率がよいです

し、ベンダー各社からの提案内容を比較評価しやすくなります。

なお、RFP には機能要件のリストを添付するのが一般的です。サンプルを掲載しますので、

参考にしてください。

提案依頼書（Request For Proposal, RFP）について

豆知識
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◆ LMS機能要件一覧（当社サービスより抜粋）

No.

1  機能要件 eラーニング e ラーニング公間時

要件種別 要件分類 プロセス種別

管理者 様々な教材を作成し配信できること
PowerPoint や動画、HTMLコンテンツ、PDF等の学習教材、テストやアンケー
ト等のアセスメント教材を自由に作成できること

2  機能要件 eラーニング e ラーニング公間時 管理者 様々な対象者に公開設定できること
全社員、 組織別、 職種別、 年次別など様々な属性に応じて柔歓に公間設定ができる
こと

4  機能要件 eラーニング e ラーニング公間時 受講者 マルチでバイズ対応できること

様々な形式でアンケートを作成できること

ユーサ個人が保有している端末（タブレットやスマートフォン、自宅 PC) など様々
な端末で利用できること

6  機能要件 アンケート アンケート回答時 管理者

アンケートの自動集計・一括出力ができること

アンケート回答を中断、再開できること。再開時に中断時点の状態が保持されて
いること

8  機能要件 集合研修 集合研修管理時 管理者

集合研修の申込管理ができること

集合研修に関わる慨要情報（配布資料、講師、場所、時間等）や成積を登
録できること

10  機能要件 集合研修 集合研修管理時 管理者

様々な構成でコースを作成できること

集合研修の成績 (合格、不合格、修了、欠席等 )の管理や、成績に応じたメール配
信ができること

12  機能要件 コース管理 コース受講時 受講者

ポジション毎の能力体系的に設定でき、
学習や評価に連動できること

コース内で eラーニングを受講後、集合研修を受けるなど順番に受講を進められ
ること

14 機能要件 キャリアカルテ 能力管理運用時 管理者

ユーザ情報を管理できること

人材管理 (資格保有情報、スキル習得状況、受講履歴、業務経験等 )を自由な項目
や入力形式で一元管理できること

16  機能要件 組織管理 常時 管理者

多言語対応していること

組織情報 (組織、親組織等 )を登録できること。一括登録や人事データ連携が可能
で可能であること

18  機能要件 申請 /承認 常時 管理者

汎用的な教材を提供できること

eラーニングや集合研修等の申込を行う際、申請、承認フローを最低 2階層以上
組めること

20  サーピス要件 教材の開発 教材利用時 ー

運用業務を委託できること

様々な要件に応じた教材開発が可能なこと。社内にリソースを抱えており十分な
実績を保有していること

22  コンサルティング要件 能力体系設計 能力体系設計時 ー

教育体系を設計できること

当初の目的や状況を理解し、最適な能力体系を設計できること。社内にリソース
を抱えており十分な実績を保有していること

24  コンサルティング要件 運用設計 運用設計時 ー
当社の目的や状況を理解し、最適な運用ルールや体制構築、LMS設定等を設計で
きること

3  機能要件 eラーニング e ラーニング公間時 受講者 社内外での利用・閲覧が自由に生業できること
ユーザ毎、教材毎で IP アドレスやクライアント証明書等をもとにアクセス制限を
掛けられること

5  機能要件 アンケート アンケート作成時 管理者

アンケートの回答を中断できること

択一式、複数選択、自由記述、ブルダウン、HTMLテキスト、ファイル添付など様々
な形式で設問を作成できること

7  機能要件 アンケート アンケート集計時 管理者

集合研修情報を登録できること

回答されたアンケートを自動菓計したり、提出された履歴やファイルを一括ダウ
ンロードできること

9 機能要件 集合研修 集合研修管理時 管理者

集合研修の成績管理ができること

集合研修の定員設定や申請フローの設定、申請時質問 (弁当手配有無等 )の設定、
進捗管理、進捗に応じたメール配信ができること

11  機能要件 コース管理 コース作成時 管理者

順番にコースを受講できること

eラーニング、アンケート、集合研修等を自由に構成したコースを作成できること。
順番にしか実施できない等の前提条件設定ができること

13  機能要件 スキル管理 能力管理運用時 管理者

人材管理情報を登録できること

能力体系を 3階層等で体系的に表示でき、スキル評価や学習 (e ラーニング、集合
研修 )などと連動できること

15  機能要件 ユーザ管理 常時 管理者

組織方法を管理できること

ユーザの属性情報 (組織、職位、年次等 )を登録できること。一括登録や人事デー
タ連携が可能であること

17  機能要件 言語設定 常時 ー

申請・承認フローが組めること

ユーザーごとに言語選択 (日本語 /英語 /中国語の 3言語 ) ができること
ユーザ属性として言語設定できると尚良い

19  サーピス要件 教材の提供 教材利用時 ー

教材開発を委託できること

様々な汎用教材 (ビジネス、IT、Office、コンプライアンス・CSR、金融業界 )を
提供できること

21  サーピス要件 運用代行 運用時 ー

能力体系を設計できること

様々案要件に応じた教材開発が可能なこ様々な要件に応じた教材開発が可能なこ
と。社内にリソースを抱えており十分な実績を保有していること

23  コンサルティング要件 教育体系設計 教育体系設計時 ー

LMS運用を設計できること

当初の目的や状況を理解し、最適な教育体系を設計できること。社内にリソース
を抱えており十分な実績を保有していること

対象種別 要件 要件詳細
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3 ベンダー選定

企画が通り、予算を確保したら、ベンダーの選定を本格化します。

ここまでにまとめた要件をベンダー各社に伝え、正式な提案依頼をしましょう。RFP
を作成している場合は、それを送付すればOKです。

提案を受ける際は、プレゼンテーションや製品デモを積極的に依頼するとよいでしょ
う。文書でのやり取りは効率的ではありますが、製品のイメージや操作性、ベンダー
各社の強みなどは、なかなか資料だけでは確認しにくいものです。また、社内関係者
への情報共有にも役立ちます。

また、ベンダー各社を比較するにあたっては、比較表の作成をおすすめします。自社
の要件に合わせて技術点と価格点を設定し、ベンダーの評価を一覧化するイメージで
す。

技術点には、機能要件のほかに、同業他社での導入実績や、導入後の運用サポートの
有無（または手厚さ）、セキュリティ対策の状況、サービスレベルなども含めておくと
安心です。

セキュリティ対策については、ISO の取得状況、サービスレベルについては SLA
（Service Level Agreement、サービス品質保証）の開示有無などを指標にするとよ
いでしょう。

価格点については、ベンダー各社の相対比較でポイントを付けたり、価格項目ごとに
評価基準を設けて採点を行うといった方法が考えられます。なお、価格項目は大きく
初期費用とランニング費用に分けられ、ランニング費用にはライセンス料やサーバ利
用料、サポート費等があります。

オプション利用やカスタマイズが想定される場合は、この段階でスケジュールを確認
しておきましょう。
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4. LMS を導入する 27

ベンダーが決まったら、いよいよ導入のステップに入ります。ここでは LMS 導入の一
般的な流れを解説します。

導入のステップには大きく以下の 4つがあります。順番に見ていきましょう。

いよいよシステム導入！スムーズに運用開始にこぎつけるためのステップ

LMSを導入する04

◆LMS導入のステップ

契約

・契約締結

・発注

環境構築

・サイト開設

・教材制作ツール

・人事データ連携

・シングルサイン
  オン連携

※

※

※

運用準備

・運用設計

・運用テスト

・本番データ登録

・マニュアル準備

・説明会実施

・利用案内

運用

・運用開始

※必要に応じて実施

1 契約締結

まずは契約です。契約書の雛形は各ベンダーが用意しているはずですので、提供を依
頼しましょう。それ以外にも、自社にクラウドサービスを利用するために必須とされ
ている契約書や同意書がないか、法務に確認しておきましょう。また、契約にあたり、
情報セキュリティチェックやクラウドサービスチェック、業務委託チェックなどが必



2 環境構築

LMS を利用するためのサイトを開設するステップです。サイト利用の要件をベンダー
に伝え、セッティングをしてもらいます。サイトの URL や管理者のアカウント情報も
この段階で決定します。

必要日数は要件次第となります。例えば当社の場合、オプションやカスタマイズなし
で標準パッケージを利用いただく形であれば、5日程度でサイトをご案内できます。

オプション利用やカスタマイズが必要な場合は、事前に確認したスケジュールに則っ
て、設定や開発を進めます。内容によっては自社の情報セキュリティ部門との連携が
必要になりますので、事前に具体的な進め方のイメージを持っておくようにしましょ
う。

なお、LMS のオプションサービスやカスタマイズの例は、「2-(2) よくあるオプション
サービス /カスタマイズ要件」で紹介していますので、そちらをご参照ください。

3 運用準備

サイトができあがったら、実際に運用するための設計やデータ登録などを進めていき
ます。
サイト自体は箱のようなものなので、これだけあってもすぐには利用できません。

特に重要なのは運用設計です。運用設計とは、LMS に登録する内容やその管理方法を
決め、必要な設定を行う作業です。例えば以下のようなものが挙げられます。

・ユーザーの属性情報項目の設定

氏名やメールアドレスなどの基本項目のほかに、管理したい項目があればその内容を

要な場合もあります。情報システム部門やセキュリティ部門に確認を取っておきましょ
う。
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決定します。例えば社内資格の種類や職種の名称などが挙げられます。

・各種管理者に付与する権限の設定

LMS の管理者は 1 名（1 アカウント）とは限りません。システム全体を統括するシス
テム管理者のほかに、e ラーニングや集合研修、その他のコンテンツの登録や運用を
行う管理者もいます。当社ではこれを「アイテム管理者」と呼んでいますが、例えば
研修の種類や部門別教育ごとにアイテム管理者を任命し、研修の管理業務を分担する
ことができます。

この場合、運用設計段階でアイテム管理者に付与する権限の内容を定義しておく必要
があります。例えば管理対象を e ラーニングだけとするのか、集合研修も含めるのか、
アイテム管理者ごとに権限の内容を調整することができます。

特に大規模な組織で運用する場合、管理業務の分担は必須となってきますので、設計
段階でよく検討しておくことが重要です。

・パスワードポリシーの設定

パスワードはセキュリティの要です。パスワードポリシーとは、パスワードの登録ルー

◆管理者権限のイメージ
システム管理者

一部権限を共有
補佐担当

人事部
新人研修担当

人事部
管理職研修担当

人事部
コンプライアンス
教育担当

営業部
業務教育担当

技術部
業務教育担当

人事部
統括担当

・パスワードポリシーを変更できる
・ユーザ・組織情報を変更できる
・メールテンプレートを変更できる .etc

・集合研修と eラーニング
・ユーザ情報の編集は不可

・集合研修と eラーニング
・ユーザ情報の編集も許可

・eラーニングのみ
・ユーザ情報の編集は不可

・eラーニングのみ
・ユーザ情報の編集は不可

・eラーニングのみ
・ユーザ情報の編集は不可

アイテム管理者群
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ルに当たります。文字数や文字種、有効期限、更新ルール、再設定を強制する際の条
件などを事前に決めておくことで、推測されにくいパスワード設定を促すことができ
ます。

当社の場合、運用設計には 2 週間から 1ヶ月程度を見込んでいます。運用イメージが
よくわからない場合は、ベンダーにも相談しながら進めましょう。

設計とそれに基づく設定が終わったら、テストデータを登録して運用イメージを確認
した上で、本番データの登録を行います。具体的には以下のような作業を行います。
 
     組織情報の登録
     ユーザー情報の登録
     e ラーニングや集合研修などの教育素材の登録・配信設定

これでサイトの準備は完了です。次に、用意できたサイトをユーザーに使ってもらう
ための準備を行います。学習者のほかに、上長やシステム上の承認者 、各種管理者など、
LMS の運用に関わる方々に向けて、マニュアルを提供したり、操作説明会を実施した
りする例が多いようです。

7

8

7 人事データ連携を行う場合は、ユーザー情報の登録作業は不要です。
8承認機能を利用する場合

4 運用開始

システムと人の準備が整ったら、いよいよ運用開始です。LMS のメール配信機能を活
用して、ユーザーにサイトのURL とアカウント情報を配信しましょう。
マニュアルは、ログイン後画面の掲示板などに添付しておくと、初回ログイン時に確
認できて便利です。

なお、運用が本格化すると、学習者から操作方法や研修の内容に関する問い合わせが

4. LMS を導入する 30



来る可能性があります。こうした場合に備えた社内のサポート体制の構築も重要です。
また、運用開始後も必要充分な支援が受けられるよう、ベンダーのサポート体制もしっ
かり確認しておきましょう。
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5. 教育施策を作る 32

LMS を導入すれば e ラーニングの利用は可能になりますが、より効果的に活用するた
めには、もう少し準備が必要です。ここでは、e ラーニングという教育手法がどのよ
うな施策に向いているのか、また、それを踏まえてどのように施策を設計すればよいか、
といった点を確認しておきましょう。

自社課題への打ち手は自社で作る！ポイントを押さえて社内教育プランナーに

教育施策を作る05

1 代表的な教育施策

e ラーニングを導入している企業では、以下のような教育施策に e ラーニングを活用
しています。

全社教育

全社員を対象に、eラーニングの教材コンテンツを一括配信します。
 ・施策例：コンプライアンス教育、情報セキュリティ、自己啓発用のラインナップ提供、経営理念の共有など

・目的：コスト削減、グループ、海外含む大規模な情報共有、社長メッセージの動画配信など

階層別教育

階層別に行われる研修に活用します。e ラーニングだけで行う場合もありますが、集合研
修と組み合わせ、ブレンディッド・ラーニング  とする例も多くみられます。 

・施策例：内定者研修、新人研修、入社 4-5 年目教育、新任管理職研修、中間管理職研修など
・目的：コスト削減、集合研修の予習・復習・確認テストの実施、昇格試験など

9詳しくは「5-(3) e ラーニングを活用した教育手法のご紹介」をご参照ください。

9



語学教育

英語をはじめとした語学教育に活用します。従業員に求められる英語力は企業によって異
なるので、オリジナルのプログラムを用意するか、汎用教材をカスタマイズして活用する
ケースが多いようです。 

・施策例：接客スタッフの外国人応対スキルの向上、海外派遣研修の予習、オンラインレッスンの予習など
・単語や構文の予習・復習、反復学習、確認テスト、英語のビジネス文書研修など
・目的：接客スタッフの外国人応対スキルの向上、海外派遣研修の予習、オンラインレッスンの予習・復習、
           確認テストなど

商品教育

店舗スタッフの商品知識向上に活用します。教材作成ツールを導入して自社で教材を作る
仕組みを整えれば、新商品がリリースされるタイミングに合わせた、スピーディかつ低コ
ストでの情報共有が可能になります。動画を活用する例も多いようです。

・施策例：新商品の情報共有、商品教育、セールストーク教育など
・目的：販促、接客レベルの底上げ、顧客満足度の向上など

職種別教育

部門別教育や、専門分野の知識習得を支援します。体の動きや手元作業を伝えるために、
動画を活用する例も多く見られます。

・施策例：店舗スタッフの接客マナー研修、技術職向けのオペレーション教育、金融・保険系の基礎教育、   
  資格教育など
・目的：知識・スキルの底上げ・標準化、マニュアルの電子化、レベル別教育の最適化など

タレントマネジメントへの活用

タレントマネジメントに eラーニングを活用する例が増えています。

・施策例：タレントマネジメントシステムとのデータ連携、LMS 単独でのスキル管理の仕組み構築
・目的：人材の「能力管理」のうち育成パートの強化、従業員のスキルの見える化など

2 教育施策の設計のしかた

前項では、e ラーニングがどのような教育施策に活用されているかをご紹介しました。
続いて、そうした教育施策をどのように設計すればよいかを解説します。

e ラーニングを用いた教育施策を具体化するには、以下の 7 つのステップを参考にす
るとよいでしょう。
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5. 教育施策を作る 34

e ラーニングには、テキストベースの教材コンテンツから、手順を動画で説明したもの、
集合研修を動画化したもの、テストコンテンツまで、様々なスタイルのものがあります。
「eラーニングでできること」を把握した上で、設計に当たるのがよいでしょう。

運用のしかたがカギを握る場合もあるので、ベンダーにも相談しながら進めましょう。

経営課題

教育テーマ 教育テーマ 教育テーマ

人材育成状の課題

知識

eラーニング
(研修ビデオ) eラーニング eラーニング

( 動画 )
eラーニング
( テスト )

スキル 知識 スキル 知識 スキル

集合研修 集合研修OJT OJT

◆管理者権限のイメージ

e ラーニングだけですべての教育を行うことはできません。施策を成功に導くために
も、目的をしっかりと見定め、効果と効率を見込めるパートに e ラーニングを当てて
いく工夫が必要です。

そのためには、自社の経営課題から課題をブレイクダウンしていき、e ラーニングを
どこにどのように活用するのがよいか検討するのがよいでしょう。

e ラーニングの利用目的を明確にする  ー why ーStep1



教育施策の対象者を確認する  ー whom ーStep2

教材コンテンツを用意する  ー what ーStep3

e ラーニングの利用者を確認します。全社員なのか、一部なのか。後者の場合、特定
の階層なのか、特定の部門なのか。または雇用形態によるのか、などです。同じ教育テー
マでも、別の教材コンテンツを用意する必要があるかもしれません。必要な教育を必
要な集団に届けることを意識しましょう。

また、「必要な集団に届ける」ためには、LMS にその集団を割り出すためのユーザー
属性項目が登録されている必要があります。例えば組織情報、入社年、雇用形態など
です。これも併せて確認しておきましょう。

e ラーニングは自己学習を前提とするので、教材コンテンツの質は大変重要です。準
備のしかたには以下の 4つのパターンがあります。

 ①　既製品を購入する
 ②　既製品をカスタマイズする
 ③　教材をオーダーメイドする
 ④　教材を自社で制作する

最も手軽なのは①です。プロが制作したものなので、品質に関しても信頼できるでしょ
う。規格が合えば様々なベンダーの教材を一つの LMS に登録・運用することができま
すし、バルク（大量・一括）導入すれば割引が受けられ、コストも抑えられます。

自社オリジナルのテーマや情報を扱いたい場合は、その程度により、②③④を選ぶこと

になりますが、③のオーダーメイドはそれなりにコストがかかりますので、予算を確認

しましょう。汎用的な教育内容に、自社のポリシーや表現、事例などを適用 / 追加し

たい程度であれば、②のカスタマイズが無難です。

④の自社制作（内製）の場合は自社に教材を作るだけの情報や知見が必要になります。

教材の作り方については「6 教材を作る」でご紹介しますので、そちらもご参照くだ
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システムの利用方法と端末を確認する  ー where ーStep4

教育の内容が決定したら、利用環境を確認します。

この段階で e ラーニングの利用方法がクラウドサービスかオンプレミスかに決まって
いない場合は、「1-(3) e ラーニングの仕組み」を参照のうえ、ベンダーとご相談くだ
さい。

次に受講端末です。パソコン、タブレット、スマートフォンなど様々な端末が考えら
れます。最近の LMS や教材コンテンツはマルチデバイス対応が進んでいますが、念の
ためミスマッチがないかどうか、確認しておきましょう。

秘匿性の高い教材コンテンツを利用する場合は、アクセス制限の方法も確認しておく
とトラブル予防になります。

さい。最近は動画制作もだいぶ身近になったため、集合研修を自社で動画化したもの

を配信するといった例も多く見られます。

利用開始時期を想定する  ー when ーStep5

教育内容と手段が整ったら、スケジュールを確認します。LMS を導入済みであれば、
教材コンテンツの準備が整い次第、公開設定を行い、配信を開始するイメージです。

既製品教材を利用する場合は、早ければ数日で配信が可能でしょう。一方で、カスタ
マイズやオーダーメイドを行う場合は、教材の仕様にもよりますが数週間から数ヶ月
を見込む必要があるでしょう。別途プロジェクトのスケジュールを引き、利用開始時
期を見定めましょう。

LMS の導入が同時進行の場合は、「3 ベンダーを選ぶ」「4 LMS を導入する」をご参照
ください。クラウドサービスの場合は 1～ 3ヶ月、オンプレミスの場合はそれ以上を
見込む必要があります。
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管理・運用体制を整備する  ー who ーStep6

教育施策の運用担当者を決め、設定や問い合わせ対応や進捗確認などに備えましょう。
運用にあたり必要となる主な作業は以下の通りです。
 
　　教材コンテンツの登録
　　公開設定
　　公開通知メールのセット
　　チアアップメールのセット
　　進捗確認
　　施策終了後の分析・評価、レポーティング

運用が複雑な場合は、運用自体をベンダーにアウトソースするのも一手です。

学習履歴の活用方法をイメージする  ー how ーStep7

施策の実施を経て LMS に保存される学習履歴には、「どのユーザーが、いつ、どの教
材のどのパートを受講したか、テストで何点取得し、合格したのか、不合格だったのか」
といった情報が詰まっています。

この履歴情報を活用することで、教材施策をよりよいものにしていくことが可能です。
主な例をみてみましょう。

　　「教育のエビデンス」としてレポーティングに活用
　　テストの実施結果を分析して従業員の保有能力を把握
　　施策の進捗状況を確認し、チアアップに活用
　　施策の振り返り・評価に活用

教育施策の設計段階で、学習履歴の活用イメージを持っておくとよいでしょう。
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3 e ラーニングを活用した教育手法のご紹介

e ラーニングを用いた教育施策を設計するにあたり、ぜひ知っておいていただきたい
手法がいくつかありますので、ここではそれをご紹介します。

・ブレンディッド・ラーニング
集合研修と e ラーニングを併用する研修スタイルです。知識習得やテストは e ラーニングで、
ディスカッションや実地訓練などは集合研修で、という風に役割分担をさせることで、より効
率的な研修が可能になります。

・反転教育
「集団講義で学び、自分で確認する」という従来型の教育を、「自分で学び、集団で確認する」
という形に反転させた教育手法です。受講者は e ラーニングで学んだ後、講義の場で質疑応答
やディスカッションに参加します。ブレンディッド・ラーニングの一種と言えますが、知識の
定着・応用に大きな効果が認められ、独立した教育手法として活用・研究されています。

・アクションラーニング
アクションラーニングとは、現実の課題をケースとしてその解決に取り組むグループワークの
一種で、リーダー育成の手法として知られています。例えば自社のリアルな経営課題について、
その解決方法をチームで討議・立案し、採用されれば予算を得て実施まで行います。参加者は
その過程で必要な経営知識を学び、思考力や問題解決力、チームワーク力などを養います。
経営課題の解決とリーダー候補の育成を兼ねた施策と言えるでしょう。
アクションラーニングには一定の型はありませんが、知識教育やオンライン上での討議にeラー
ニングを活用する例が見られます。

・動画配信
自社で撮影した動画を e ラーニングに活用する例が増えています。集合研修を撮影したものを
そのまま、または編集を施して 1本の eラーニングにすることもあれば、商品説明や手元作業、
模範動作などを撮影し、教材の一部に組み込むといった方法も見られます。また、マニュアル
を動画化し、LMS上で検索・閲覧できるようにするなど、利用のしかたは様々です。最低限の

10 この場合の eラーニングは、教材コンテンツだけでなく、社内 SNSやテレビ会議システムの利用なども含まれます。

10
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機材と編集ソフト、そして動画配信   が可能な LMS があれば、低コストで任意の動画教材を作
成することができますので、ぜひご検討ください。

11 ストリーミング配信用のサーバが用意されていることが理想的です。

11
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6. 教材を作る 40

ここでは、e ラーニングの教材コンテンツの作り方をご紹介します。学習用教材、テ
スト教材、動画教材に分けて解説しますので、参考にしてください。

教材コンテンツも自社で作れる！学習目標から逆算する教材設計のコツ

教材を作る06

1 学習用教材の作り方

当社では、「よい教材」のポイントを以下のように考えています。

わかりやすいこと

情報が整理されており、学習者がスムーズに内容を把握・理解できる文章、レイアウト、
デザイン、操作性が実現されている。 

学習効果が高いこと

学習者のレベルに合ったテイストと難易度で、順を追った解説がなされている。学習前後
の理解度を比較したり、復習するためのアセスメント、理解度を確認するための総合テス
トなど、学んだ内容の定着や学習者のモチベーションを維持するための工夫がなされてい
る。

更新（メンテナンス）しやすいこと

定期的に更新が必要な情報（例えば法律や数値データなど）がわかりやすい。更新の際に
修正すべき素材ファイルがきちんと管理されている。

これらのポイントを押さえた学習教材を作るには、きちんとした設計と管理体制が必要で
す。そのためには、一定のプロセスに則って作業を進めるのが効率的です。



◆学習教材の作成・運用プロセス

評 価実 施開 発分 析 設 計

運用フェーズ作成フェーズ

最初のうちは手間に感じるかもしれませんが、 PowerPoint（PPT）のテンプレートと
同じで、自社なりの教材の「型」ができてくると、むしろ楽に作れるようになります。

それでは、教材制作の具体的なステップを見ていきましょう。
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◆ 教材作成ツールの運用イメージ

LMS
登録

素材コンテンツ
変換

教材作成ツール

動画・音声ファイル

Excel ファイル

PPTファイル

教材コンテンツの制作には、教材作成ツール    が必要です。教材作成ツールは、PPTやエ

クセル、動画などのファイルを取り込み、Web コンテンツに変換してくれるソフトで、

通常は LMSとセットで提供されているものを利用します。

素材から変換した教材コンテンツを LMS に登録すれば、任意の対象に配信することがで

きます。

多くの LMS ベンダーが教材作成ツールを提供していますので、お持ちでない場合は自社

の LMSベンダーに問い合わせてみてください。

教材作成ツールについて

豆知識

12

12 内製支援ツールと呼ばれることもあります。
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教材の作成目的を整理するStep1

何のために教材を作るのか、を明文化します。そのためにはこの教材の運用によって
解決したい課題を明らかにする必要があるでしょう。
 
　　直面している課題は何か？
　　その課題の要因は何か？
      課題を克服した後、どのような状態になるのが理想的か？

こうした課題意識を現場にヒアリングし、教材作成の目的を設定しましょう。

分析フェーズでは、教材の要件を整理します。

教材の学習対象者を確認するStep2

次に、教材の利用者像を明らかにします。誰のために教材を作るのか、ということです。
例えばアルバイトスタッフと管理職では、提供する情報の難易度から文体、スライド
のデザインまで、変わってくるでしょう。ここを明確にしておくことで、必要な人に
必要な教育を届けることができるようになります。

学習者にとっての学習目標を明文化するStep3

次に、教材の学習目標を設定します。学習者に、この教材を通じて「何を」「どのくらい」
できるようになってほしいのか。これを明確にしておくことで、目標に対して真に効
果的な教材を設計することができます。

分析
Phase1
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40分標準学習時間

営業ランク 3（社内資格）対応する資格試験

FP必須前提知識

全てのページを閲覧し、確認テストで100点を取得すること修了条件

保険商品Aの特徴や競合商品との差別化ポイントを把握し、
効果的なセールストークを展開できるようになる学習目的

営業スタッフ全員学習対象者

営業スタッフに新保険商品Aに関する教育を実施し、営業
活動の改善・標準化と売上アップを図る教材作成の目的

商品Aの基礎知識教材名

教材の仕様書を作成するStep1

仕様書とは、教材の設計書です。まず、この段階では仮でもよいので教材のタイトル
を決め、分析の段階で明らかになった情報をすべて記載しましょう。次に、修了条件
や想定学習時間などを設定します。こうした基本情報を整理しておくことで、誰が見
ても「何のための、どんな教材なのか」がわかるようになりますし、引継ぎにも便利です。

学習環境を洗い出すStep4

学習者が利用する端末やネットワーク環境を確認します。パソコンかスマートフォン
かによって、教材のレイアウトや文字サイズ / 量を調整したり、ネットワーク環境に
よっては動画の利用を控えるなどの工夫が考えられます。最近は個人のデバイス利用
を許可する企業も増えていますが、そのあたりの確認もしておく必要があるでしょう。

設計フェーズでは、教材の作成要件を整理します。

設計
Phase2

◆ 教材コンテンツ仕様書の例

6. 教材を作る 44



6. 教材を作る 45

30問程度出題

想定されるお客様からの質問への答え方を確認する

動画で主なセールストークを確認する

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

商品Aの開発目的やその背景を説明。団塊世代が 70代に
突入し、ますます高齢化が進んでいく中で保険商品に求め
られているのは○○

学習内容

競合B社、競合C社、競合D社がそれぞれ類似商品をこの春
にリリースしている。これは保険業法の改正を受けたもの
で、当社も○○

上半期で売上○○○円を目指す。そのために必要な販売戦
略は○○○○○○○○○

想定問答集

基本のセールストー
ク集

払込期間

保障内容

価格

選べるプランの充実

一時金の受取条件

競合商品

保険料の手頃感

売上目標と販売戦略

商品Aのご紹介

節

商品Aのセー
ルストーク例

確認テスト

商品Aのセー
ルスポイント

他社商品との
差別化ポイン
ト

はじめに

章

保
険
商
品
Ａ
の
基
礎
知
識

教材タイトル

◆ 目次・骨子の例

目次の作成は、教材制作の肝とも言える作業です。学習目標をピラミッドのトップに
置き、これをブレイクダウンする形で整理していくのがよいでしょう。一つの項目に
たくさんの学習要素を入れると、目次タイトルとの整合が取りにくく、学習目標が曖
昧になってしまうので、一項目＝一単元とし、一つの目標が設定できるような粒度に
揃えるのが理想です。

目次ができたら、各項目に対して学習内容の要点（骨子）をまとめます。メモ程度で
構いませんので、その項目でどんな内容を教えるのか、明文化してみましょう。

必要に応じてピラミッドに戻り、修正を加えながら全体を整えましょう。この作業は
教材の質を左右する大切な作業です。学習する順序に問題はないか、項目にモレはな
いか、他の項目とダブりはないか、といった点をチェックしながら丁寧に進めましょう。

目次・骨子を作成するStep2



PowerPoint スライドを作成するStep1

まずはスライドのノート部に、目次・骨子に沿った原稿を入力していきます。事前に
決めた目次・骨子との整合を意識し、内容の逸脱やモレ・ダブりのないよう注意しましょ
う。

このときの作業ポイントは以下の通りです。
①「読み手は誰か？」を考え、読み手のレベルに合った文章を書く

②原稿が書けたら、ある程度時間を置き、必ず声に出して読み返す

③独りよがりの文章になっていないか、他者のチェックを受ける

④誤字や脱字はないか、表記ゆれはないかチェックする（校正ツールを導入すると効率化できる）

スケジュールを作成するStep3

最後に教材の制作スケジュールを決めます。想定すべき主な工程は以下の通りです。
　　PowerPoint スライド作成
　　テスト原稿の作成
　　ナレーションデータ作成
　　動画撮影・編集
ナレーションや動画を使うかどうかは任意ですが、確認テストは実施した方がよいで
しょう。

専門的な内容については事前調査や有識者の協力が必要になりますし、複数のスタッ
フで作業を分担することもあるでしょう。また、各工程の成果物をチェックし、修正
を行う猶予期間も必要です。計画的に進められるよう、教育の実施時期から逆算した
スケジュールをしっかり引いておきましょう。

いよいよ開発です。このフェーズでは、仕様書と目次・骨子に基づいて、パーツごと
に制作を進めます。

開発
Phase3
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次に、スライド部に図表やイラストを入れていきます。PowerPoint の図形やクリッ
プアートを利用するのもよいですが、最近はインターネットのフリー画像が充実して
いるので、そちらを利用するのもよいでしょう。

作業ポイントは以下の通りです。
①原稿内容や学習対象者にマッチした図表やイラストを用意する

②テキストのフォントやサイズに基準を設ける

③スライド内に「Zの法則」で情報を配置する

②については、14～ 16 ポイントのゴシック体がおすすめです。スライド内の見出し
や強調したい文字列は、サイズを大きくしたり、太字にしたりするとよいでしょう。

③の「Z の法則」とは、人の視線が対象物の全体像を把握するために、左上 → 右上 
→ 左下 → 右下 と「Z」の形を描いて移動するという法則です。つまり、インプット
してもらいたい情報はこの順に配置するのがよいということです。スライド部にテキ
ストやチャート、イラストを配置するときに意識しましょう。

◆ 「Zの法則」

左下 右下

左上 右上
最初に目が
行く場所
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ナレーションデータを作成するStep3

学習用のスライドができあがったら、テスト原稿を用意します。テストは必須ではあ
りませんが、学習した内容の定着を図るために有効です。

作業ポイントは以下の通りです。
①明確かつ率直に問う

②必ず学習範囲内から出題する

③設問文、選択肢、解説などの文章の体裁はできる限り統一する

学習者が解答に集中できるよう、出題のしかたや文体の統一を心がけましょう。
なお、テスト教材の作り方については「6-(2) テスト教材の作り方」に、より詳しく
まとめていますので、そちらもご参照ください。

テスト原稿を作成するStep2

学習スライドに音声をつけたい場合は、収録を行います。通常、Step1 で作成した原
稿を読み上げる形を取ります。ファイル形式は mp3 が代表的ですが、教材作成ツー
ルによって異なるので、事前に確認しておきましょう。

なお、音声は、必ずしもある方がよいとは限りません。スマホ文化が定着し、画像と
テキストから情報を読み取る能力が一般的に向上していると言われます。これを受け
て、静止画とテキストだけでシンプルに構成された教材コンテンツが増えています。

収録や編集、教材への適用にそれなりの手間がかかることも事実ですので、本当に必
要かどうか、よく検討しましょう。

6. 教材を作る 48



教材作成ツールを使って教材化するStep5

教材コンテンツに動画を入れたい場合は、動画を撮影します。よく使われる動画には
以下のようなものがあります。

　 集合研修を撮影した動画
 　配信用に講義を撮影した動画
　 営業マンや店舗スタッフ向けに自社の商品・サービスを説明する動画
 　具体的な作業や体の動きを伝えるためのマニュアル動画
　 社長や経営幹部から従業員に向けたメッセージ動画

教材用の動画の作り方については、「6-(2) 教材用動画の作り方」に詳しくまとめてい
ますので、そちらをご参照ください。

動画を撮影・編集するStep4

必要な素材が揃ったら、これを教材作成ツールに取り込んでコンテンツ化します。内
製用に提供されているツールであれば、通常、特別な知識や開発環境がなくても操作
が可能です。

できあがった教材の使い勝手（学習のしやすさ等）を確認するStep6

コンテンツが完成したら、必ず表示・動作チェックを行います。教材作成ツールのプ
レビュー機能か、LMS にテスト登録してみるのがよいでしょう。イメージ通りにでき
ているかどうか、見にくいところはないか、テストの正誤判定は正しいかなどを確認し、
必要な修正を行います。（大抵何かあります）

より念を入れる場合は、第三者に実際に受講してみてもらうのがよいでしょう。
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実施Step1

完成した教材コンテンツを LMS に登録し、対象者に向けて配信します。全員が修了す
るよう、状況を見ながらチアアップを行いましょう。教材に関する問い合わせが来る
可能性もありますので、回答する担当者を決めておくとよいでしょう。

運用フェーズは「教材の作り方」と関わりがないように思えるかもしれませんが、実
は大変重要なフェーズです。運用の結果が、教材コンテンツの今後の改善方針や教育
施策の見直しに結びついていくからです。

評価Step2

LMS に記録された学習履歴を確認します。まず、どれだけの学習者が修了しているか。
また、テストの点数やその分布状況を確認することにより、設計フェーズで設定した
学習目標が達成されたかどうか、どの分野の理解が足りていないのか、といったこと
が見えてきます。

また、実施後のアンケートを行うのも有効です。難易度や実感できた効果などを問い、
教材の評価や感想を集めましょう。

こうした情報を元に、次にどんな施策が必要か、来期に向けて教材をどのようにブラッ
シュアップすべきか、といったことを検討します。

こと人材の育成を目指すだけに、教材コンテンツの作成・運用では、常に PDCA サイ
クルを回していく姿勢が大変重要です。

運用
Phase4
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2 テスト教材の作り方

学習用の教材のコンテンツに続き、テスト教材の作り方を解説します。
当社が考える「よいテスト」のポイントは以下の通りです。

それでは、テストの作成ステップを見ていきましょう。PDCA という考え方は、教材
コンテンツの作り方と同じです。

テストの実施目的が明確であること

テストは一般的に「知識の習得状況」を確認するために作られます。どんな知識をどれだ
け習得していれば目標達成といえるのか。知識の定着を目的とする場合も、理解度の計測
を目的とする場合も、ここが明確になっていることが重要です。 

テスト問題に妥当性・信頼性があること

基礎教育の理解度確認テストに発展的な内容が出題されていたら、受験者はどう思うでしょ
うか。また、対応する学習教材や集合研修で習っていない内容が出題されていたら、どう
でしょう。学習した範囲から出題すること、設定した実施目的に適った内容を出題するこ
とが大切です。

ストレスなく解答できること

テストというのはそれだけで一定の緊張を与えるものですが、本来の目的と関係のないと
ころで受験者にストレスを生じさせてしまうこともあります。例えば前項で挙げたような、
学範囲外からの出題。また、設問文の意味がわかりにくい、無意味な引っ掛け問題が多い
など、解答のための思案時間を別の要因で取られてしまうような事態は避けるべきです。

テストの目的（何をどのような基準で測るのか）を決めるStep1

まずはテストの実施目的をまとめます。整理するポイントは以下の通りです。

　　① テストと対を成す「学習教材」の目的は何か？

　　② 学習教材を踏まえたテストの目的は何か？

　　③ 学習者の理解度を測る基準は？

これらを確認することで、出題の範囲、ポイント（何を問うか）、深度、難易度などが
決まってきます。
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次に、テストの仕様を決めます。項目別に見ていきましょう。

・テストの種類
テストには様々な種類があります。代表的なものは以下の通りです。
今回作るテストはどれなのか、決めておきましょう。

・出題形式
代表的な出題形式には以下のようなものがあります。
 - ○×式
 - 択一式
 - 複数選択式
 - 記述式

これはこのまま、大まかに難易度を示すものでもあります。記述式は単語を書かせるか文章を
書かせるかでまた難易度が変わってきます。しかしその分、採点の手間も増えますので、注意
が必要です。

テストの仕様（種類、出題形式、解説の要否、合格基準など）を決めるStep2

◆ 主なテストの種類

学習コース全体についての理解度を測り、設定した基準点を超えた
場合には修了とするテスト。eラーニング教材の修了条件の一つと
なる。テストの名称として、「総合テスト」が使われることもある。

修了テスト

学習単元ごとにその理解度を測ることを目的としたテスト。ボリュー
ムの大きな教材の場合には、「章末テスト」の名称で実施されることが
多い。

確認テスト

事前テストの結果と比較することで、学習者の知識の獲得度合いを
測る。事前テストと同じ問題を出題することもある。事後テスト

学習コースを受講する前に、学習者の知識レベルを測定するための
テスト。テストの名称として「チェックテスト」が使われることも
ある。事後テストと対をなすことが多い。

事前テスト

テストの種類 特 徴
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難易度の調整について原稿段階でできることは少ないですが、教材作成ツールでコンテンツ化
する段階で、「ランダム出題」や「選択肢シャッフル」といった機能が使える可能性があります
ので、事前に機能を確認しておきましょう。

・解説の要否
採点後に表示される解説は、そのまま学習機会にもなります。テストの実施目的に合わせて検
討しましょう。能力測定さえできればよい、または「なぜその解答になるのか」を自分で考え
させるため、教材コンテンツの再受講を促す方がよいと判断されれば、解説は不要となります。
一方で、端的に理解を促したい場合や、正解への道筋が複数ある場合（例えば計算のしかたなど）、
関連 /参考情報を知らせたい場合などは、解説が必要になるでしょう。

・合格基準
合格基準点を決めます。実施目的やテストの難易度にもよるので、よく検討しましょう。例え
ば情報セキュリティに関する必須知識を問う場合は、合格基準点が 100 点ということもあり得
ます。毎年同じテストを実施する場合は、前年の平均点なども参考にできるでしょう。

また、そもそも正解チェックができればよく、合格基準点、または採点自体が必要ないという
こともあり得ます。このあたりは教材作成ツールの機能によって実現の可否が変わってくるの
で、事前に確認しておきましょう。

仕様に合わせて原稿を作成するStep3

テストの仕様を決めたら、いよいよ原稿の作成です。
テスト原稿の文章を作成する際のポイントは以下の通りです。

　　① 設問文の仕様統一

　　② 文章の調子を整える

細かいお話ですが、例えば「正しいものはどれですか」と「適切なものはどれですか」
はほぼ同じ意味の文章です。「正しくないものはどれですか」「間違っているものはど
れですか」「不適切なものはどれですか」も同様です。一つのテストの中でこれらが混
じって使われていると、学習者は読み取りに余計な労力を割くことになります。
文章はなるべくパターン化し、文体も揃えるようにしましょう。
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教材化するStep4

原稿が完成したら、学習用の教材コンテンツと同様に、教材作成ツールを使ってコン
テンツ化します。

まず、教材作成ツールで指定されているフォーマットに原稿の内容を反映させます。
ファイル形式は Excel またはCSVファイルであることが多いです。
次に、これを教材作成ツールに読み込み、コンテンツに変換します。

◆ テスト原稿のイメージ

◆ 変換後のコンテンツイメージ
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テスト結果を分析して改善するStep5

テスト教材の場合も学習用教材と同様に、実施後に結果を分析します。確認ポイント
は以下です。

　　テストの目的を達成することができたか
　　テスト問題と学習者のレベルは合っていたか
　　合格基準は適切だったか
　　学習者はストレスを感じていなかったか etc.

分析結果は、次回の教育施策や教材の改善に活かします。

3 教材用動画の作り方

ここでは教材に使う動画ファイルの作り方を解説します。

カメラやスマートフォンの普及により、動画の撮影や閲覧は大変身近になりましたが、
こと学習が目的なだけに、最後まで見てもらえるコンテンツを用意するのは簡単では
ありません。

例えば集合研修を動画化するといっても、1 日がかり、6 時間かけて行われる集合研
修の映像をそのまま見てもらうわけにはいきません。教材用の動画の作成には、事前
設計と編集が必要だということです。

では、具体的な手順を見ていきましょう。

◆ 動画ファイル作成のステップ

圧縮編集ロケハン・
撮影

絵コンテ・
脚本作成企画
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企画Step1

誰に向けて、どんなテーマの動画を作るのか、を整理します。自社での撮影が本当に
可能かどうかも確認しておきましょう。

なお、e ラーニングで動画を使う場合、教材コンテンツの一部として使うのか、教材
そのものを一本の動画で作るのか、二種類のパターンがあります。前者の場合は教材
コンテンツの他のパートとの整合が必要になります。後者の場合は動画自体にストー
リーや起承転結が必要になります。

絵コンテ（ストーリーボード）・脚本作成Step2

制作の難易度は、前者の方が低いといえます。今回作るのがどちらのタイプの動画な
のか、確認しておきましょう。

◆ 動画の適用パターン

動　画

1. はじめに

2. 商品Aのセールスポイント

3. 他社商品との差別化ポイント

4. 新商品Aのセールストーク例

5. 確認テスト

教材コンテンツ

動　画

スライド

1. はじめに

2. 商品Aのセールスポイント

3. 他社商品との差別化ポイント

4. 新商品Aのセールストーク例

5. 確認テスト

教材コンテンツ

撮影を行うには関係者間で「どんな動画を撮るか」を共有しておく必要があります。
絵コンテや脚本を用意し、以下のような情報を記載しておきましょう。

　　画面のレイアウト
　　出演者の動き
　　出演者のセリフ
　　撮影に関する指示
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　　演技に関する指示
　　編集想定事項（後からテロップや効果を入れる場合）

◆ 絵コンテの例

ロケハン・撮影Step3

ロケハンとは事前に撮影現場をチェックしておくことです。大げさに感じるかもしれ
ませんが、たった 5 分の動画でも、撮影には何時間もかかったりします。事前に現場
を見て、撮影の運びをイメージしておくことはとても大切です。

主なチェックポイントは以下のとおりです。

なお、講義風景など、単調になりがちな題材を扱う場合は、講師に動いてもらう、ア
イスブレイクを挟む、ホワイトボードや関連資料など小物を活用する、アングルを変
える、講義スライドや他の動画を挟む、効果音を入れるなどの工夫をするとよいでしょ
う。
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編集Step4

編集の段階では、絵コンテを参照しながら、主に以下のような作業を行います。

　　不要な部分をカットする
　　アングルの切り替えなどの工夫をする（サブカメラの映像があることが前提）
　　テロップを入れる
　　ナレーションを付ける（別収録の場合）
　　効果音を入れる
　　光や色合いなどを調整する

特に照明には注意が必要です。「照明 1つで画質の良し悪しが決まる」と言っても過言
ではありません。素人が撮る映像は、暗くなりがちです。十分な光を当てられるよう、
照明器具を用意しておくことをおすすめします。

また、サブカメラの配置もぜひご検討ください。万が一メインカメラの映像に問題が
あった場合、再度撮影をセッティングするのは大変です。アングルの切り替えにも使
えます。高額な機材でなくとも、最近は一定品質の動画撮影が可能ですから、複数台
のカメラで撮っておくに越したことはありません。

実際の撮影では、雑音や影の混入に注意しましょう。出演者以外のスタッフの声や影
が入ってしまうというのはありがちですが、これは小手先の編集ではどうにもなりま
せん。事前にしっかりリハーサルを行うことをおすすめします。

　　撮影可能な場所かどうか（特に屋外の場合）
　　照明は確保できるか（時間帯による明るさの確認、照明器具の要否など）
　　撮影関係スタッフを配置するだけのスペースがあるかどうか
　　想定どおりの導線が引けるかどうか（出演者やカメラマンが動く導線を確認）
　　休憩や飲食のための場所・手段はあるか
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圧縮Step5

編集後の動画ファイルを、配信するために圧縮します。
企業向けの一般的な映像サイズは以下の通りです。

　　画面サイズ：横 853ピクセル×高さ 480ピクセル　前後
　　ビットレート：500Kbps　前後
　　フレームレート：30

上記の基準で圧縮した場合、動画１ファイルあたりの容量は、10 分程度のもので
38MB くらいになります。YouTube で採用されている自動圧縮基準はもっと高画質
ですが、企業のネットワークを使用することを考えると、これくらいが妥当なところ
です。

同じシーンでも、複数のアングルを使うことで品質が上がり、視聴者の集中力維持に
役立ちます。また、学習のポイントを文字列で表示したり、間にクイズを挟んだりす
ることで、単調さを軽減したり、学習効果を高める効果も期待できます。色々工夫を
してみましょう。

なお、編集ツールとしては、アドビ社の Premier が使いやすく値段も手ごろで、おす
すめです。
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7. 運用上の注意ポイントを知る 60

どんなに質の高いコンテンツを揃えても、運用の根幹部分に問題を抱えていると施策
はうまく運びません。せっかく e ラーニングを導入しても、運用の負荷が減らず、仕
組みが形骸化してしまう例は意外と多いものです。そこで、ここでは e ラーニングの
運用においてありがちな問題をご紹介します。当てはまるものがないか確認し、あれ
ば改善を図りましょう。

コンテンツだけ良くてもダメ！LMSを使いこなして運用を効率化する方法

運用上の注意ポイントを知る07

1 部門ごとに異なる教育ツールを使っている

A 部門では B 社の LMS を利用、C 部門では D 社の配信サービスを利用、E 部門では
F 社のアプリを利用、といったように、部門ごとに異なる教育ツールを使っている例
です。
部門ごとの教育施策を展開できるのはよいことですが、テーマによっては人事部と業
務部門で管理が重複したり、学習履歴が一元管理できないといった問題が生じます。
コスト面のロスも無視できません。

タレントマネジメントの観点からも、人材のスキルは一つのシステムで一元管理し、
異動や組織変更に対応できる体制を整えておくべきです。なるべく早く LMS を統一す
ることをおすすめします。

2 複数のベンダーから教育コンテンツの配信を受けている

コンプライアンス教育はA社から、ハラスメント教育はB社から、技術教育はC社から、



といったように、教育テーマごとに異なるベンダーから配信を受けている例です。学
習者は、教育テーマごとに異なるシステムにログインすることになります。
これでは学習者に無用な手間をかけることになりますし、学習履歴が別々のシステム
に保存されるため、全体の学習状況の把握や分析に支障が生じます。
e ラーニングには統一規格があり、基本的にはある会社の LMS に他の会社が開発した
教材コンテンツを登録して配信することが可能です。いずれか一つの LMS を採用し、
管理を統一することをおすすめします。

3 必要な人に必要な教育を届けられていない

「大は小を兼ねる」の発想で、新人向けの基礎教育コンテンツを全社員に公開したり、
学習者にとっての優先順位を考慮せずに大量の教材を公開している例が挙げられます。
これは、LMS の公開設定の機能、またはその使いこなし方に問題があることも多いよ
うです。
学習者にとっては、負荷の増大や機会損失につながります。課題を抱える集団を特定し、
そこに必要な教育を当てていけるよう、施策の設計と LMS の使い方を見直す必要があ
ります。

4 LMSの運用サポート機能を使いこなせていない

LMS は教材コンテンツを運用するために必要な、様々な機能を持ち合わせているのが
普通です。例えば以下のようなものが挙げられます。

メール送信機能：学習者にログインアカウントや研修の開講通知、受講期限のお
知らせ、チアアップ（受講の督促）などを行う機能。

掲示板機能：学習者に向けて各種情報を掲示する機能。研修のガイダンス資料や
操作マニュアルの配布にも利用可能。

問い合わせ機能：学習者からの質問や相談を受け付けるための機能。パスワード
の問い合わせは自動応答の LMSが多い。
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セキュリティ機能：社外での LMS へのログインを禁止したり、秘匿性の高い特定
の教材へのアクセスを制限したりする機能。

シングルサインオン機能：社内ポータルなど別のシステムへのログイン履歴を活
用し、LMS へのログイン手続きを省略する仕組み。カスタマイズが必要だが、
LMSへのアクセスが容易になる分、受講促進効果が期待できる。

人事データ連携機能：人事データベースが保有する情報を LMSに取り込む仕組み。
逆に、LMS から人事データベースに学習履歴を送ることも可能。カスタマイズが
必要だが、ユーザー情報を登録、管理する手間がなくなるので、規模の大きな組
織ではよく採用される。

5 教育施策の内容が組織の課題に結びついていない

そもそも教育施策の設計に問題がある状況です。どんなに効果的でよい教材コンテン
ツでも、課題に対応していなければ求める効果に結びつきません。また、重点教材と
自己啓発用の教材をただ同じように配信するだけでは、学習者に真意は伝わりません。
課題を明確にした上で、対象者を絞り込んだり、強制度を上げたり、上でご紹介した
運用サポート機能を駆使して必要な情報を届けるなど、設計と運用の工夫が必要です。
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おわりに

いかがでしたか？

eラーニングを導入するために必要な知識と実践方法を見てきました。

ここまで一通りお読みいただき、eラーニングでどんなことができるのか、導入時・運用中に

どんな点に注意が必要か、教材コンテンツを含めた教育施策の作り方などについて、具体的な

イメージをつかんでいただけたのではないかと思います。

ビジネスでものを考えるときには問題発見と問題解決の視点が不可欠です。eラーニングの導

入においても、まずは現状と「あるべき姿」のギャップを洗い出して課題を明確にし、原因を

1,  e ラーニングについて知る
「eラーニングでできること」は増えている！まずは相手を知るべし

2,  LMSについて知る
これからの時代は eラーニングより LMS！人材開発プラットフォームとは

3,  ベンダーを選ぶ
難所を恐れることなかれ！ベンダー選びにベンダーを使う方法

4,  LMSを導入する
いよいよシステム導入！スムーズに運用開始にこぎつけるためのステップ

5,  教育施策を作る
自社課題への打ち手は自社で作る！ポイントを押さえて社内教育プランナーに

6,  教材を作る
教材コンテンツも自社で作れる！学習目標から逆算する教材設計のコツ

7,  運用上の注意ポイントを知る
コンテンツだけ良くてもダメ！ LMSを使いこなして運用を効率化する方法
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追究した上で対策を講じる必要があります。その中で eラーニングをどう活用したら有効か？

を考えるのです。

eラーニングは、導入すること自体が目的ではありません。eラーニングはあくまで「手法」

であることを念頭に置き、まずは自社の人材育成上の課題を明確にしましょう。課題解決のた

めに必要なのは eラーニングではないかもしれません。あるいは運用を工夫したり、他の手法

と組み合わせることによって、より効果的な施策が実施できるかもしれません。

ありものを限られた形 /範囲で利用するのではなく、あくまで自社の視点・課題を起点に、よ

り自由に eラーニングを活用いただけるよう、私たちも協力を惜しみません。本書で eラーニ

ングについて知り、その可能性に期待を抱かれた方は、ぜひ当社にご連絡ください。ご一緒に、

より効果的でチャレンジングな人材育成プランを構築しましょう。
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	デザイン
	01
	02
	03
	04
	05
	e-book




