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＜あらまし＞　フルオンデマンドによるeラーニング授業を実践してきた経験から、eラーニングが実質的な
成果をあげるための人的資源（教員、コーチ、サポートスタッフ）の果たすべき仕事とラーニング・マネジ
メント・システム（LMS）を含むeラーニングシステムが備えるべき機能について考察した。教員の仕事の
重心は授業の実施から、授業の設計と詳細化に移り、授業の実施にあたっては、活動の促進や雰囲気と規範
の生成という点でコーチの導入が不可欠である。また、授業以外の学習者サポートや著作権処理などの仕事
を請け負うサポートスタッフも必須の人的資源となる。LMSについては、アクセスするとすぐにそこが学習
者のワークスペースになっているような学習環境が必要になってくるだろう。
＜キーワード＞　eラーニング、インストラクショナルデザイン、コーチ、LMS

1. 背景と問題
　フルオンデマンドによるeラーニングのコースを
実質的に成果のあるものにするためには、教員、
コーチ、サポートスタッフの３種類の人的資源がそ
れぞれに割り当てられた仕事をこなすこと、そして
ラーニング・マネジメント・システム（LMS）を含
むeラーニングシステムが学習者の学習を促進する
ような機能をもつことが必要である。本報告では、
大学でのeラーニング授業を実践してきた経験か
ら、人的資源が果たすべき仕事とLMSが備えるべき
機能について記述し、考察する。

2. ３種類の人的資源
　eラーニングの実質的運営に最も重要なのは３種
類の人的資源である。それは、教員、コーチ、サ
ポートスタッフであり、それぞれに異なる役割を担
う。

2.1　教員の仕事
　教員の仕事は大きく分けて、コースの設計、実
施、評価と改善の３つに分類できる。eラーニング
になってとりわけ重要なことは、コースの設計と詳
細化における仕事に重心が移ることである。以下、
それぞれについて記述する。

コースの設計と詳細化
　コースの設計は対面授業と同様だが、より詳細を
詰めておく必要がある。とりわけ注意すべきなの

は、コースデザインにおける一貫性を重視すること
である。対面授業では、毎週決まった教室、決まっ
た仲間がいるので、同じ授業を受けているという感
覚が一貫性を生み出すが、eラーニングでは、そう
した感覚が小さくなるので、コース内容の一貫性を
強くしなければ、ばらばらの内容を細切れに勉強し
ているという気持ちになってしまう。そうした場合
に学習者に残るものは弱くなってしまう。コースの
一貫性を強くするためには、図1に示すように、目
標から下位目標さらに活動までの詳細設計を緊密に
すること、それと同時に、全体評価・中間評価・活
動フォームを決めておき、学習者に適宜フィード
バックすることが必要である。
　「実験調査研究法」という科目を例に挙げる。目
標は、卒論で使われる研究手法を実習によって学ぶ
というものであった。これを次の４つの下位目標に
分解した。質問紙調査法、インタビューとグラウン
デッド・セオリー・アプローチ、単一被検体法、実
験計画法の実習。それぞれの実習においては、その
研究法の理解、データ収集、データ分析、レポート
の作成が具体的活動とされた。それぞれの活動にお
いては、主にBBSで受講生の報告が求められ、それ
を受講生全体で共有した。中間評価はだいたい４週
間に１回提出された研究レポートを評価し、細かい
部分を添削してフィードバックした。

1 本研究は、平成15～18年度文部科学省科学研究補助金・基盤研究(B)「ブロードバンドを利用した新しい高等教育の有
機的モデルとプロトタイプの開発」（課題番号15300287）による支援を受けています。
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図1　コースデザインにおける一貫性

実施とチューニング
　eラーニングというと放送番組のように、すでに
できあがったコンテンツをスケジュール通りに配信
していくというイメージがある。しかし、授業が開
始されてから、受講生の状況や要望を細かく取り入
れながら、授業そのものをチューニングしていく必
要がある。そうでなければ、eラーニングコースは
受講生にとって冷たく動かしがたいものとして捉え
られてしまうことになるだろう。
　実際、数年間にわたって繰り返され、経験が蓄積
された授業であっても、細かい活動を変更すること
によって、スケジュールを微調整したり、補足的な
資料を配付したり、また追加のレクチャーを配信す
ることが必要になる。初めての開講であればなおさ
らこうしたチューニングは必須のものになる。ま
た、数年間経過すれば、大抵の科目については何ら
かの改訂が必要になって来るので、改善とチューニ
ングは必ずしなければならないルーチンとして組み
込まれていなければならない。
　すでにおおもととなるコンテンツができていて
も、その年度に撮り直すような導入のショートレク
チャーがあった方がよい。それは既存のコンテンツ
についての価値や位置づけ、あるいは現実社会との
関連性を述べるものになる。これは既存のコンテン
ツに対する「メタディスコース」と呼ぶものになる
だろう。メタディスコースとは自分が言っているこ
とについての言及である。この意味でコンテンツに

関するショートコメントは、コンテンツのメタディ
スコースと呼べるだろう。このようなメタディス
コースをeラーニングの中に置くことによって、コ
ンテンツを学習者の中に位置づけ、そのことによっ
て動機づけを高める可能性を持つ。
　この意味で、こうしたショートレクチャーをわざ
わざスタジオに行くことなく、自分の研究室あるい
は専用の場所で気軽に収録し、それを手間をかけず
にサーバにアップロードするようなシステムがあれ
ば非常によい。
　実験調査研究法の例では、ビデオは直前の週に研
究室の中で収録した。収録そのものは、デジタルビ
デオカメラを固定し、録画状態にしたところで
ショートレクチャーをすればよいので、手間はかか
らない。ただし、ズームインなどの操作はリモコン
でしようと思えばできるが、ぎこちないものになる
ので、ショートレクチャーだけにとどめておいた方
がよい。実際、パソコンによる細かい操作プロセス
を収録したが、うまく読み取れないなどの苦情が出
たケースがあった。
　このように収録がほぼ同時進行で進められている
場合は、臨場感があり、細かいフィードバックなど
も即座にできるので学習者の動機づけを高めること
ができる。すでに編集済みのコンテンツがある場合
も、最新のショートレクチャーを入れることで、そ
のコンテンツの価値と学習者の動機づけを高めるこ
とができる。

評価と改善
　すべての授業の終了時には、総括的評価を行う。
　総括的評価においては、５段階スケールのような
ものは定点観測として必要ではあるが、むしろ観点
を指定した上での、自由記述を求めた方がいい。そ
の方が授業改善への具体的なヒントを数多く得られ
るからである。
　自由記述の観点には、授業の内容・学習の方法・
フィードバック・自由な感想などが考えられる。具
体的には次のような質問をしている。

• もっと深く学びたかった内容や、こんなことを取り上
げて欲しいということがあればどうぞお書きくださ
い。

• 学習の方法（講義視聴、テスト、レポート、BBSな
ど）について希望があればどうぞお書きください。

• フィードバック（BBSでの質疑や介入、テスト・レ
ポートの採点、コメントなど）について希望があれば
どうぞお書きください。



• 最後に、この授業を受けてみての自由な感想をどうぞ
お書きください。

　このような質問に対する記述式回答を得ることに
より、次回のコースに向けての改善点が具体的に把
握できる。改善点が、設計段階のものであるのか、
あるいは実施・チューニング段階のものであるの
か、あるいは、科目と学生のミスマッチのような授
業以前のものであるのかによって改善の方法は異な
る。こうした分類をした上で次のリアクションを取
ることが肝要である。

2.2　コーチの仕事
　eラーニングにおける教員の仕事はコースの設計
と詳細化という部分に重心が移った。それによって
コースの実施段階では教員を補佐し、実質的に授業
運営の大きな部分を担う人材が必須のものとなっ
た。それがコーチである。コーチの仕事は、大きく
分けて、学習活動の促進、雰囲気と規範作り、議論
プロセスの主導の３つである。以下にそれぞれにつ
いて記述する。

学習活動の促進
　eラーニングにおけるコーチの最も重要な役割
は、学習活動を促進し、ドロップアウトを少なくす
るということである。コーチの細やかな個別指導や
アドバイスがなければ、ドロップアウト率は高く
なってしまうだろう。学習の継続率はもちろんその
コースがどれくらい適切に設計されているかという
ことが大きく効いてくる。それにもかかわらず、
コーチの仕事ぶりが学習を継続させる大きな原動力
となっていることは事実である。

雰囲気と規範を作る
　対面の授業と違って、オンラインでの授業の雰囲
気を作るのは難しいが、重要である。なぜならばク
ラスの全体の雰囲気は授業への参加の動機づけを高
めるのに大きいからだ。
　オンライン授業の議論や情報交換の場はBBSが中
心である。BBSが議論をするのに安全な場所である
ことを確信させ、発言のためのハードルを下げるた
めには、コーチが積極的にBBSの雰囲気と規範を作
ることに携わらなくてはならない。BBSでの自己紹
介やアイスブレーク活動をすること、また、雑談専
用のBBSを設けることで、受講生の一体感が生ま
れ、BBSの雰囲気が良くなる。その一方で、不規則
な発言や攻撃的な発言に対しては、それとなく軌道
修正をかけ、BBSにおける発言の仕方の規範を作っ

ていくということも仕事になる。

議論のプロセスを主導する
　eラーニング授業を個別学習ではなく、協同学習
の形態で進める場合に、コーチの役割はより重要に
なってくる。その場合、BBSにおける議論のプロセ
スを主導し、サポートするという仕事が不可欠であ
る。つまりファシリテーターのような役割をコーチ
が担うことになる。BBSでの議論が生産的なものに
なり深い学習を導くものになるかどうかは、ファシ
リテーターの仕事に依存する。本来は受講生の中か
らファシリテーター役となる人を養成しなくてはな
らないが、そのためにもまずはファシリテーターの
モデルとしてコーチが活動することが必要である。

2.3　サポートスタッフ
　eラーニングにおいては、教員・コーチ以外にサ
ポートが必要である。

学習者サポート
　eラーニングにおいては受講する前の段階でのト
ラブルが意外に多い。たとえば、配線の仕方がわか
らない、プラグインのインストールがわからない、
パソコンがクラッシュしてしまった、ファイルの
バックアップを取っていなかったなどである。この
ようなケースで受講生をサポートするようなスタッ
フは必須である。さらには、こうしたトラブルへの
対処をノウハウとして蓄積し、便利な形で公開して
いくという作業も続けて行かなくてはならない。

教務事務
　たとえば成績評価に対するクレームや情報開示に
ついては、eラーニングでは教員への直接の接触が
難しいので、最終的には教員が判断するにしても、
その窓口としての役割を請け負うことが必要であ
る。

撮影・編集・著作権処理・配信
　レクチャー形式のコンテンツが中心になる場合
は、撮影・編集・配信のための専任スタッフが不可
欠である。とりわけコンテンツ内でビデオ、書籍か
らの図版、デジタル化された博物館・美術館の資料
などを使用している場合は、その著作権処理をする
ためのスタッフが必要である。

3. LMS
　Learning Managemant System（LMS）につい
ては、有償・無償のものを含めてさまざまな種類の
ものが利用できる。最低限、ビデオ配信、BBS、レ



ポート・テストのやりとりができるシステムであれ
ばeラーニングを実施することができる。しかし、e
ラーニング授業をもっと着実なものにするために
は、それぞれの機能についていっそうの工夫が必要
である。それについて記述する。

ビデオ配信
　レクチャーそのものに価値があるケースを例外と
して、長々とした講話だけのレクチャーをそのまま
配信してeラーニングであるという時代はすでに過
ぎ去っている。レクチャーをひとつの学習資源とし
て学習活動をどうデザインするかということがポイ
ントになっているのである。そのため、レクチャー
はもうやめようという運動も広がりつつあるわけで
はあるが、それでもなおレクチャーも少しは聴きた
いというニーズはある。
　ビデオ配信に意味があるとすれば、むしろレク
チャーではなく、受講生のレポートへのコメントや
BBSでされた質問への回答を、文字ではなくビデオ
で語るというような使い方であろう。この場合は、
できるだけ早くフィードバックしなければならない
ので、ビデオをいかに手軽に速く収録するかという
ことがポイントになる。パソコンに向かって語りか
けるだけでそのままファイルができて、それをすぐ
にサーバにアップロードできるような仕組みが必要
である。

BBS
　ツリー型のBBSは、長く使われてきた枯れた技術
だが、依然として使いにくいといわざるを得ない。
それは、BBS上での生産的な議論の実施が非常に難
しいことで証明されている。つい、言葉尻をとらえ
たやりとりになってしまったり、フレーミングが起
こったりしやすいのである。これを防ぐためには
ファシリテーターが活動しなくてはならない。その
意味で、ファシリテーションがデフォルトでできる
ようなBBSシステムを作ることが必要だろう。つま
り、意見を聞いたり、意見を変容させたり、集約し
てまとめるなどの作業がシームレスにできるような
システムを開発することが必要だろう。
　BBSは使いにくいので、少人数のゼミのような
ケースではテレビ会議を使っている。テレビ会議で
は、参加者同士の時間を合わせるのが苦労ではある
が、準備をしておけば、短時間に生産的な会議をす
ることができる。

レポート・テスト
　レポートにしてもテストにしても、それを提出し

てもらったあとに、学習者に対して個別のフィード
バックをするということがなければ、学習は起こら
ない。添削したレポートをスキャンして送り返すよ
りは、現物をそのまま郵送するほうが簡便なため、
このような錯誤的なことをしている。たとえば添削
のようなフィードバックが簡単にできるようなシス
テムを開発することが必要になっている。
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図2　将来的な学習者のワークスペース

将来の学習環境
　将来的な学習環境について述べる。現在の環境
は、学習者がLMSにログインして、そこで学習のリ
ソースを見て、自分の手元でノートを取るというよ
うな形になっている。しかし、将来的には、Webブ
ラウザを開けば、すぐにそこが自分の学習用のワー
クスペースになっているようなイメージにしたい
（図2参照）。
　ビデオを見てノートを取ったり、資料や検索した
データから切り抜きをしたりして、個人のドキュメ
ントを作成することができる。また、日々どのよう
な勉強をしたかをブログに書いてアピールしたり、
あるいは同じ授業を取っている仲間と情報を共有し
たりする。自分の書いたレポートや作成した課題な
どを自分のキャリアアップのための財産としてポー
トフォリオに蓄積する。このようなデータの蓄積が
シームレスにWeb上に展開されているイメージであ
る。
　そのように蓄積されたものの一部はチームメン
バーと共有して共同作業に活かすことができる。ま
た、一部は世界に公開することで、何らかの形で共
同体に貢献できる。このようなワークスペース・シ
ステムを使うことで、自分自身の学習活動がそのま
まチームや社会につながっていくのだという認識が
生まれ、実際に自分の知的活動が社会や共同体の中
で活かされるという体験をすることができる。


