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書籍コンテンツを活用した
eラーニングシステムの構築
eラーニングシステムの構築に必要なものが、LMSと学習コンテンツ。
書籍データを学習コンテンツとして活用することができれば、
LMSを導入することですぐにeラーニングを立ち上げられます。

■eラーニングの市場動向

という点で大変便利なシステムと言えます。

eラーニング（e-Learning / イーラーニング）とは

eラーニングの目的や使い方、対象者は導入先企業

学びを電子化したもの、つまり、パソコンやタブレッ

や教育機関によって様々です。 そのため、既存の

ト、スマートフォンを使ってインターネットを利用し

LMSをそのまま使用するのではなく、目的に合わせ

て学ぶ学習形態のことです。「Webラーニング」
「オン

てカスタマイズやチューニングを行い、より効果を高

ライン学習」といった言葉を耳にしたことがある方も

める手法も有効です。

多いのではないでしょうか。これらは一般的に「eラー
■学習教材

▲

ニング」と同じ意味で使われています。
国内におけるeラーニングの普及は、2000年前後に

学習教材はオーサリングツールと呼ばれる編集ソ

企業の社内研修領域から進み、現在では大学をはじめ

フトで作成し、その教材をLMSに登録して学習を提

とする教育機関、塾や資格取得スクールといった様々

供する方法が一般的でしたが、最近では教材作成機能

な教育サービスで幅広く活用されています。

が標準搭載されたLMSも登場しています。

これまでは座学を中心としたeラーニングが主流で

また、導入先企業や教育機関においてeラーニング

したが、近年では外食・小売といった現場における“動

教材を内製化する動きも活発になってきています。教

作を伴う”作業手順やコツの習得を目的とした「実習

材の内製化は、そのための人材の確保や工数増加と

型eラーニング」も増えてきています。さらに、スマー

いった負担を生み出す一方、組織内の課題や教育目的

トフォンやタブレットの爆発的な普及により、モバイ

を熟知している内部スタッフが教材を作成、あるいは

ル端末を利用して学習を行う「モバイルラーニング」

作成監修を行うことで、より教育効果の高い教材作成

にも注目が集まっています。

を目指せるというメリットもあります。
学習コンテンツは、新たに作成することも可能です

■学習管理システム（LMS）

が、学習参考書、資格試験問題集、語学書、各種マニュ

インターネット上でeラーニングを配信するためのプ

アルなどの書籍のデータがあれば、それらを学習コン

ラットフォームがLMSです。学習環境を提供すると

テンツとして使用することができます。

同時に、

書籍の内容をメインコンテンツとして使用しつつ、

1.学習者と教材の登録・管理

理解を深めるための動画や、テストなどのインタラク

2.受講管理（学習進捗や学習結果）

ティブな機能をそれに付加するような方法なら、より

といった重要な機能が搭載されています。

スムーズにeラーニングを立ち上げることが可能です。

これにより「どの受講者にどのコースを受けさせる
か」
「学習者がどの教材を学習・完了したか」
「成績は

裏面では、書籍データを資産として活かすことで実

どうか」といったことなどを一元的に管理できます。

現可能なeラーニングサービスの想定パターンやビジ

管理者側にとっては、一からシステムを構築する必要

ネス展開について紹介します。

がなく、大規模な受講者や教材も統合的に管理できる

詳しくは当社までお気軽にお問い合わせください。
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書籍データ × eラーニングで実現可能な教育サービス
■問題集をeラーニング化
資格問題集や過去問題集をeラーニング化(データベー
ス化)いたします。
お持ちの書籍のDTPデータからテキストや画像を素材
として抽出します。その際、テキストにタグを入れる
などeラーニング教材化するための処理を行います。
テーマ別・出題頻度別に問題を絞り込んだり、間違っ
た問題のみを抽出して再度受講するなど、eラーニング
ならではの便利な学習を可能にします。
また、お持ちの書籍データを「テキストコンテンツ」
と「テストコンテンツ」に分けて登録することで、イ
ンプット（学習）→アウトプット（テスト）の一連の
流れがeラーニング上で可能に。eラーニングのもっと
もスタンダードな形です。
書籍の紙面
セクション4

長文読解

問1

Lesson 1

長文を読んで設問に答えなさい。

DTPデータ

PDFデータ

図版・画像データ テキストデータ

PC

eラーニング

eラーニング教材

次の英文の質問にたいして、最もふさわしい答えをA〜Dから
選べ。

Q.1

What believers in some religions claim their faith has?

Every great religion promises a pathway to love and peace and

A.righteousness

B.license to kill

righteousness. And yet no religion has been spared from believers

C.sacriﬁce

D.to cure disease)

who have claimed their faith has a license to kill.
and cooperation, allowing for remarkable feats, but those same

Q.2

▲

Nations arise telling a story that binds people together in sacriﬁce

What can we do to communicate across the seas?

stories have so often been used to oppress and dehumanize those

A.science

B.wars

who are different. Science allows us to communicate across the

C.nations

D.religions)

seas, fly above the clouds, to cure disease and understand the
cosmos. But those same discoveries can be turned into ever more

Q.3

As well as evolution of science, what is required for us?

efﬁcient killing machines.
The wars of the modern age teach us this truth. Hiroshima teaches

A.human institutions

B.technology

this truth. Technological progress without an equivalent progress

C.moral

D.killing machines)

in human institutions can doom us. The scientiﬁc revolution that
led to the splitting of an atom requires a moral revolution as well.
That is why we come to this place. We stand here in the middle of

Q.4

Where is this speech made?

this city and force ourselves to imagine the moment the bomb fell.
We force ourselves to feel the dread of children confused by what

A.Hiroshima

B.Nagasaki

C.Paris

D.Washington)

they see.
We listen to a silent cry. We remember all the innocents killed
across the arc of that terrible war, and the wars that came before,

Q.5

What now we have to look directly?

and the wars that would follow.

A.progress

B.bomb fell

Mere words cannot give voice to such suffering. But we have a

C.innocents killed

D.history)

shared responsibility to look directly into the eye of history and
ask what we must do differently to curb such suffering again.
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スマホ

■書籍＋アプリで学び力アップ

■購読者情報の取得で新たなビジネス展開へ

これまでは書籍の付録はCDやDVDが一般的でしたが、こ
こ最近は、書籍＋アプリのセットも増えてきています。用
語集のおまけに単語帳アプリを付けたり、テキスト＋テス
トで構成された書籍の場合はテスト部分のみをアプリ化し
たりといったことが可能。アプリならゲーム感覚で気軽に
学習でき、学習継続率向上・教育効果アップも目指せます。
特にシリーズ化されている参考書や教材は、シリーズ専用
のeラーニング（学習管理）アプリを制作することで読者に
対し継続購入を促します。

eラーニングを活用すれば、従来のCD・DVDに代わる書籍
付録としてアプリやWebサービスを購読者にご提供いただ
けます。アプリ・Webサービスを利用される際に購読者に
アカウント登録をしていただくことで個人情報を取得でき、
その情報をもとに新たなビジネス展開をすることも考えら
れます。

当チラシの制作にあたっては、株式会社デジタル・ナレッジ様の
ご協力をいただいております。
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