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4.研 究成果 の概要 (2, 000字 程度で記入。 ただ し、図・ グラフは使わないこ と

)

1.研 究 の 目的
本研究 の 目的は、e‐ ラーニング教材の組織的な開発 。運営 のノ ウハ ウの蓄積、検証 を行 う
ことで ある。
学習管理 システム (LMS:Learning Mallagement System)等 を用いた e‐ ラーニングに
よる教材 の配信や運営には、教材 の登録、教材 の評価、コース として の登録な ど様 々な手続
きが必 要 となる。また、近年 の学習者 のメディア接触や学習内容を考慮 し、教材開発 の際には
PCに よる教材受信 だけでなく、モバイル機器 による受信への対応も、検討 してお く必要があ
る。
そのため、教材開発者 とは別に、LMS管 理者、教材開発支援者 を設定 し、教材 開発支援
者 が、モバイル環境を想定 した e‐ ラーニング教材 の登録、評価、運営を行えるよう、ノウハ ウ
の蓄積 、検証 を行 つた。

2.研 究 の内容
開発組織 は、教材 開発者、教材開発支援者 、出 IS管 理 を設定 し、それぞれ以下を担 当し
た。
1)教 材 開発者 による教材 の開発
教材 開発者は、各担当の授業 での利用 を想定 した映像教材 の開発 を行 った。
2)LMS管 理者 によるシステ ム構築
LMS管 理者は、映像教材 の提供 を想定 し、LMSと CMS、 動画サーバの比較検討、教材
評価 のためのツールの比較検討 を行 つた。
LMSは 、既 に本 学 で も導入 され てい る Webclass(株 式会社 ウェブ クラ ス )と 、
NetCommons(国 立 情報学研 究所 )と い うコ ンテ ンツ管 理 システ ム (CMS i Content
Management System)と の比較検討 をした。動画サーバの比較検討 では、Webclassに よ
る登録、Youtube、 Dailymotionの 比較検討 を行 つた。 いずれ も、本研究 で採用 したモバ
イル 機器 iPodTouchに よる教材受信、また、PCか らの教材 の登録、形成的評価での利用
の側面 か ら検討 した。
3)教 材開発支援者 による教材登録 と形成的評価 の実施
形成的評価 とは、教材開発 のシステム的 アプ ローチの一環 で、本番 (授 業)で 利用す る
前 にできる限 り問題点 を把握 しておき、教材 の改善に役 立てた り、指導に活かすための も
ので ある。
教材 開発支援者 は、LMS、 動画サーバ を用 いて、教材 の登録、教材評価 のための機能や
掲示板等 の機能 の設置 を担当 し、評価 のた めのテス トとア ンケー トを実施 した。

3.研 究の成果

1)教 材 の開発

開発 した教材 の内容は、「撮影」 に関す る映像教材 である。映像制作演習 の授業で利
用す ることを想定 した もので、 15の 章立て となってい る。各章は 3分 〜5分 程度 の長
さで、一つ一つが完結 してい る。
2)LMS管 理者 によるシステム構築
NetCommonsに ついては新 たにサーバ にイ ンス トール し、既 に大学に導入 されてい る
WebClassと 双方で、テス トコース を作成 した。 また、動画 については、Webclassへ の
直接登録 と、動画サーバ Youtibeと Dailymotionに 動画登録を した上で、LMS等 へ埋め
込み型 リンクで動画 を呼び出せ るよ うに した もの とを比較検討 した。なお、この動画へ の
アクセ スは、限定的なもの として開発、実験 を行 った。
その結果、圧縮率を調整 しなが ら登録す るこ とで、いずれ の動画登録 タイプにおいて も、
iPodTouch付 属 のブ ラウザか ら動画 を視聴す ることができた。PCサ イ ト向けに比べ て動
「PCサ イ トと携帯サイ トを意識 しない教材開発」と
画圧縮率を高 くす る必要があるため、
い う条件を満た さない ものの、モバ イル環境 を想定 した教材配信 の注意点をま とめること
ができた。
3)教 材開発支援者 による教材登録 と形成的評価 の実施
以上のシステ ム構築 をふまえて作成 された手順 書 をもとに、教材支援者 は、LMSと
CMSへ の教材登録お よび教材評価 のためのテス トの実装 を行 つた。
教材開発支援者 は、イ ンス トラクシ ョナル・デザイ ンを学び、実際 に教材開発 を行 つた
ことが ある学生があた った。教材開発支援者は、開発 された教材 をもとに知識・理解 を問
うテス トを作成 し、Webclassと NetCommons双 方でのテス ト設定 と、被験者 (想 定受
講者 )に よる回答を試みた。その結果、両 システム ともに、このプロセス は問題 な く行え
ることが確認 された。 この結果 NetCommonsに 付属す るア ンケー トやテ ス トツール は、
視覚的 に結果が把握 しやす い こと、一方で、 コース登録 については Webclassの 方が、開
発支援者 にとっては選択肢 が少ない分、慣れ が必要でない ことも明 らかになった。これ ら
の点を考慮 して、今後、手順書 の加 筆修正を行 ってい く必要がある。
ま とめ
本研究 では、組織的な e‐ ラーニ ング教材開発 を行 うため、教材 開発者、LMS管 理者 、教
材 開発支援者 が協同で、e‐ ラーニング教材 の開発 。提供 を行 つた。そ の際 に、教材開発支
援者用 に教材開発 のための手順、お よびモバ イル環境 を想定 した注意点 を整理す ることが
できた。
今後 の課題 としては、手順書や注意〕
点の体系的な整理 し、加筆修正を重ねて信頼性の高
い もの とすること、また、実際の授業における評価 を行 い、そ の際の支援 の あ り方を整理
す ること、 さらに教材開発 の際の教師支援、教材開発支援者 の育成、ハー ド面での環境 の
整備な どが残 されてい る。e‐ ラーニング教材 開発 が一過性で終わ らないために も、今後取
り組みを進 めてい きたい。
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