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PC、スマートフォン、携帯電話による学習 
受講者の一元管理が可能なLMSの活用ノウハウとメリット 

株式会社キバンインターナショナル 
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本日の講師紹介 

株式会社キバンインターナショナル 

取締役 中村央理雄 
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まずは場を暖める為の質問① 

３日間のカンファレンス、何日聞きました？ 

１． 今日はじめて 

２． ２日目 

３． ３日目 

４． 記憶にない 
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まずは場を暖める為の質問② 

今のモチベーションは？ 

１． さすがに疲れた 

２． まだ大丈夫 

３． 興味津々 

４． 一字一句漏らさず聞きたい 

5 

まずは場を暖める為の質問③ 

どちらかというと？ 

１． 教材を受講する人 

２． 教材やシステムを管理する人 

３． 教材を作る人（社内用） 

４． 教材を作る人（外販用） 
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回答有り難うございました。
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最近の 
株式会社キバンインターナショナル 
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株式会社キバンインターナショナルとは？ 

社会基盤（インフラ） 

基盤（PC部品、マザーボード） 
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会社概要：導入実績（官公庁・企業） 

●政府・行政機関 
財務省 
外務省 
防衛省 
総務省 
経済産業省 
宇宙航空研究開発機構(JAXA) 

●メーカー 
京セラ株式会社 
株式会社サトー 
シチズングループ 

（シチズンビジネスエキスパート株式会社） 

シャープグループ 
（シャープシステムプロダクト株式会社） 

ローム株式会社 

●教育関連 
株式会社アビバ(パソコンスクール） 

株式会社クレアール（資格取得） 
株式会社日本マンパワー（通信教育講座） 
和歌山市（小学校・中学校７２校） 
ベリタス・アカデミー（インターネット予備校） 
ルネサンス高等学校 

●金融機関・保険会社 
外為ドットコム 
SBIホールディングス 
日本政策投資銀行 
ソニー生命保険株式 

●ソフトウェアメーカー 
株式会社クレオ 
株式会社プレミアムエージェンシー 

キバンインターナショナルの導入先一覧（教材作成ツール・eラーニングシステム） 
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会社概要：導入実績（大学・その他） 

●大学 
島根大学 
東京大学 
早稲田大学 
筑波技術大学 
札幌医科大学 
佐賀女子短期大学 
聖路加大学 
東京慈恵医科大学 
文教大学 
駒澤大学 
東京大学 
大阪大学 
大阪教育大学 
九州大学 
岐阜医科大学 
大分大学（医学部） 
埼玉県立大学 
新潟医療福祉大学 
日本社会事業大学 

兵庫県立大学 
東京都市大学 
東京外語大学 
神田外語大学 

●その他 
ソフトバンクBB株式会 
ソフトバンク クリエイティブ株式会社 
キューアンドエー株式会社 
日本イーラーニングコンソシアム 
株式会社住友金属 

●コンテンツ販売 
中小企業診断士講座（4dan4.jp） 
TOEFL講座（イーテスト） 
ITパスポート講座 
FP3級講座（ビジネス教育出版） 
子育て支援講座（ハロードリーム） 

導入先 
約2,７00社以上(2011年4月現在） 
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最近の株式会社キバンインターナショナル 

ひとことで言うと 

eラーニングの会社 
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キバンインターナショナル：最近の動向 

キバンインターナショナル 
世界一小さな中継車 SmartCaster Trike をInter BEEで展示
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キバンインターナショナル：最近の動向 

キバンインターナショナル 
VR-3 （ビデオスイッチャー） 
LiveShell (Ustream配信機器） 取り扱い開始 
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キバンインターナショナル：最近の動向 

キバンインターナショナル 
パンダスタジオオープン（2010年10月10日） 
その後全国にスタジオ構築中 

現在工事中を含め、その数なんと１１ 
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キバンインターナショナル：最近の動向 

キバンインターナショナル 
パンダスタジオオープン（2010年10月10日） 
その後全国にスタジオ構築中 

現在工事中を含め、その数なんと１１ 
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キバンインターナショナル：最近の動向 

キバンインターナショナル 
パンダスタジオオープン（2010年10月10日） 
その後全国にスタジオ構築中 

現在工事中を含め、その数なんと１１ 
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最近の株式会社キバンインターナショナル 

eラーニングの会社？ 
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最近の株式会社キバンインターナショナル 

もちろん 

eラーニングの会社 です。
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なんでこんな事やっているか、これから話します。 
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それから 

今日のお題は、 

PC、スマートフォン、携帯電話による学習 
受講者の一元管理が可能なLMSの活用ノウハウとメリット 
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それから 

今日のお題は、 

PC、スマートフォン、携帯電話による学習 
受講者の一元管理が可能なLMSの活用ノウハウとメリット 

22 

SmartBrainが何故、PC、スマートフォン、携帯電話 
に対応する必要があったのか。 

そして、この状況を活用するためには、 
どのようなノウハウが必要なのか。 

それが提供するメリットとはなんなのか。 
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それも、これから話します。 
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目次

• PC、スマートフォン、携帯電話が必要なのか 

• ノウハウ： 
各デバイス対応の教材はどうしたらいいの？ 

• 無料体験のご案内
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今日の結論 

eラーニングは、PC、スマートフォン、携帯電話 
３つのデバイスに対応する必要がある。 

その為には、動画教材が最も楽。 
学習効果も高い。 

それらを無料で体験できる 
SmartBrain、パンダスタジオを是非活用して下さい。 
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目次 

• PC、スマートフォン、携帯電話対応が必要なのか 

• ノウハウ： 
各デバイス対応の教材はどうしたらいいの？ 

• 無料体験のご案内 
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質問： 

eラーニングはスマートフォンや 

携帯電話に対応しなくても？ 

１． 非対応でいい。（パソコン万歳） 

２． 対応しないと何かと厳しいと・・・ 
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質問： 

携帯電話は？ 

１． 携帯電話は無理じゃないか 

２． これも対応しないと厳しい・・・ 
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スマートフォンに対応する必要はあるか？ 

スマートフォンの普及率2割（22.9％） 

２０代男性のみに限定すれば42% 
ちなみに２０代女性は30.9% 

(インプレスR&D スマートフォン／ケータイ利用動向調査２０１２) 
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スマートフォンに対応する必要はあるか？ 

スマートフォン出荷台数の推移 

234万台 

675万台 

1,545万台 

1,945万台 

（MM総研 2011、2012年は予測）



31 

スマートフォンに対応する必要はあるか？ 

誰でもスマートフォンを持つ（時間の問題） 

スマートフォンを利用したeラーニングの 
要望もでてくる。 

この流れは強まることはあれ、 
弱まることはない 
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スマートフォンに対応する必要はあるか？ 

ある。 
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携帯電話に対応する必要はあるか？ 

では携帯電話どうなの？ 
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携帯電話に対応する必要はあるか？ 

携帯電話学習の復権？ 

パソコンで学習 

携帯電話でも学習したい！ 

制約が多すぎて無理！ 

だいたい 
5～6年前 
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携帯電話に対応する必要はあるか？ 

携帯電話学習の復権？ 

パソコンで学習 

スマホでも学習したい！ 

とりあえず携帯電話！ 

最近 
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携帯電話に対応する必要はあるか？ 

携帯電話学習の復権？ 

ここはガツンと、スマートフォン対応のeラーニング 
をやりたいんだけど、全員持ってるわけじゃないし、 
流石に配布するのもコストがかかるから、とりあえ 
ず携帯電話でモバイルラーニングさせたい！ 

最近よくある問合せ
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携帯電話の普及率 

携帯電話の普及率８割（85.1％） 

(総務省 消費動向調査 主要耐久消費財等の普及率) 

（開発者側にとっては）残念ながら、 
携帯電話が全滅したり、スマートフォン 
に完全に置き換わる事はない。 
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携帯電話に対応する必要はあるか？ 

やはり、必要ある。 
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参考： 
携帯電話、スマホ、PC全対応環境の場合のアクセス割合 

クイズ形式の教材が中心で、 
どのデバイスでも同様に教材を履修可能な場合、割合は・・・ 

PC（Windows） ・・・ 47% 

携帯電話 ・・・ 40% 

スマートフォン ・・・ 10% 

PC（Mac） ・・・ 3% 

SmartBrainASPプラン 3ヶ月利用 のべ34,320件のアクセスを分析 

１． 

４． 

３． 

２． 
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参考：なぜスマホを導入しないの？ 

企業がスマートフォンを導入しない理由 
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参考：なぜスマホを導入しないの？ 

企業がスマートフォンを導入しない理由 

利用用途がわからない 
明確な理由はない 

約半数 
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参考：なぜスマホを導入しないの？ 

企業がスマートフォンを導入しない理由 

携帯電話・スマホでの 
学習事例を紹介



43 

事例１: ベリタスアカデミー 
（スマートフォンの利用） 

iPhone、iPadが教育改革を加速 

「iPhoneやiPadなら、カフェでも通学時間でも教材 
を見られる。さらに学習の効率が上がると思った」 

http://veritas.bz/ 

-高校生向けに動画講義をネット配信 

-iPhone向けをリリースしたところ、高校生に好評！ 

iPhoneをいじっているうちに、学習内容が定着する 
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事例２：ルネサンス高校 
（携帯電話／スマートフォンの利用 問題演習とスマートフォン用デジタル教科書） 

通信制高校 

スマートフォン/携帯電話で受講可能 

携帯電話向け科目は教科書を別配布 
スマホを利用した、デジタル教科書で 
教科書無しの科目も 

http://10000.bz/rac/ 
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事例３ 中小企業診断士講座 
（携帯電話／スマートフォンの利用 動画教材） 

中小企業診断士受験対策講座 

教室を持たずＷｅｂだけで中小企業診断士を目指す方を支援するコンソーシアム 

コマギレ時間を活用するｅラーニングサービス 
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その他 企業での利用事例① 

現場で業務手順の確認（復習） 
の為のeラーニング 

作業現場（1人１台PCの無い環境）で、業務手順の 
確認の為にスマートフォン／携帯電話を利用した 
eラーニングを実施。 

-問題データベースの中からランダム出題 
現場入りの前に携帯電話で回答 

-基本的な所作を収録した3分動画を教材化 
不安のある箇所を各自スマホで自主学習 

-出先にいるメンバーにセミナーや社内資料等 
の情報共有に活用 
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その他 企業での利用事例② 

社内システムの操作方法周知 
オンラインマニュアルとしてのeラーニング 

-社内システムの操作マニュアルとしてタブレットを利用 

-操作説明なのでPC内に表示させるのは何かと不都合 

-紙は更新や世代管理が煩雑なので、サーバ上の 
動画マニュアルを活用したい 
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注意： 

スマートフォン利用の事例は、出先での利用、 
移動中の利用、PCが無い環境での利用を強いられた 
特殊な事情での利用に限定されるのか？ 

多少のコストを掛けてでもスマートフォンを利用したい、そう 
いう事情があるところが先駆けてスマートフォンを利用して 
いる。普及率が上がり、機器配布等の問題がくりあされて 
いけば、特殊な事情がなくとも、スマートフォン利用の要望 
は増えていく。
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ここまでの結論 

eラーニングは、PC、スマートフォン、携帯電話 
３つのデバイスに対応する必要がある。 
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２章に続く 
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目次 

• PC、スマートフォン、携帯電話対応が必要なのか 

• ノウハウ： 
各デバイス対応の教材はどうしたらいいの？ 

• 無料体験のご案内 
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作成コンテンツ 
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なぜ教材作成が問題なのか 

システム 

教材 

Eラーニングに必要なもの 

PC・スマホ・携帯電話で 
受講可能なものを作りました。 

システムが対応していても、 
教材が対応していなければ、受講不可 

では、どうやって対応するものを作成しようか 
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各デバイス対応の教材は何で作る？ 

PC、スマートフォン、携帯電話、多種多様な環境 
各デバイス毎に教材を作り込む事はさけたい 

キバンインターナショナルでは、試行錯誤の結果、 
教材は、この形式で作ることにしました。
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教材は２つのタイプ 

動画教材 クイズ教材 

・スマートフォン 
・PC 

・スマートフォン 
・PC 
・携帯電話 
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携帯電話むけの教材はどんなものか 

携帯電話の場合は問題演習（クイズ教材） 

  携帯電話の小さい画面では、テキスト閲覧は厳しい 
  機種による対応状況の差が非常に大きい 
  通信費の負担は誰がするのか 
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参考：携帯電話でのeラーニング事例 

・テキスト（教科書）部分はeラーニング以外の媒体（紙／人） 

・問題演習を携帯電話で受講 

予め紙媒体でテキストを配布 必要な時に随時 問題演習 
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参考：携帯電話でのeラーニング事例 

・教科書配るの？ 

・既に紙や人づて等で周知済のはずの情報確認に利用 

予め紙媒体でテキストを配布 必要な時に随時 問題演習 
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スマートフォン／PC用の教材はなんで動画？ 

動画教材 

動画教材が一番楽に作れて 
学習効果も高いからです。 
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動画教材の学習効果 

電子黒板を利用して無駄な板書の時間 
や板書を消す時間を大幅に削減 

通常の黒板授業と比べて約２～３倍も 
学習効率を高める事が可能。
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動画でない場合は制作が大変・・・ 

HTML 
-動きが無いものだと単調で飽きる 

-JavaScriptに頼るとブラウザ間の実装の違いが鬼門 

Flash 
-動きのある面白い教材が作れる。（但し、結構大変） 

-iPhoneでは動かない 

-Flash Playerのバージョンにより動作が異なる 
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スマートフォン／PC用の教材はなんで動画？ 

動画教材が一番楽に作れるからです。 

本当に楽に作れるの？ 

例えば、Googleで検索した 
法人向けビデオ制作の価格は 作品時間 8分 

作品時間 3分 
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弊社作成教材のタイムスケジュール例： 

ITパスポート講座 第1章20コマ （講義時間 約2時間） 

たった3時間 収録に要した時間 

講座全体で9章構成 
半日の撮影×9回 で収録終了 
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弊社作成教材のタイムスケジュール例： 

中小企業診断士講座は約100コマ（15時間程度）を2週間毎にリリース 
http://4dan4.jp/?page_id=5310 

毎月3章分程度の 
リリース 
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動画教材作成のポイント： 

・クロマキー合成の利用 

・編集しない 

・1コマ10分以内 
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パンダスタジオ 無料PIP体験 

このあたりは実際に作成して、体験できる機会 
をご用意致しました。 

後ほどご案内させて頂きます。
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ここまでの結論 

eラーニングは、PC、スマートフォン、携帯電話 
３つのデバイスに対応する必要がある。 

その為には、動画教材が最も楽。 
学習効果も高い。 

68 

携帯電話用クイズ教材の作成方法 

http://10000.bz/kibaraji/ 
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参考：携帯電話用コンテンツのスクリーンショット 
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参考：携帯電話用コンテンツのスクリーンショット 
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動画教材の登録方法 

72 

SmartBrainによる一元管理
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３章に続く 

74 

目次 

• PC、スマートフォン、携帯電話対応が必要なのか 

• ノウハウ： 
各デバイス対応の教材はどうしたらいいの？ 

• 無料体験のご案内 
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無料体験のご案内 

パンダスタジオの無料お試し 
（PIP無料体験） 

SmartBrainの無料お試し 

初期費用0円でeラーニングビジネス！？ 

76 

パンダスタジオ 無料PIP体験 

2012年2月1日～2月末日までの間、 
10:00～12:00のなかで1時間限定でパンダスタジオの無料体験が可能です。 

お申し込み・お問い合せフォームからお申し込み下さい。 
http://pandastudio.tv/?page_id=2486 
※すでにスタジオの予約が入っている場合、お断りさせて頂く事があります。 

撮影サンプル 
http://pandastudio.tv/?page_id=2486 
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パンダスタジオ 無料PIP体験 

現在の予約状況 
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過去の無料PIP体験動画 

撮影サンプル 
http://pandastudio.tv/?page_id=2486
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SmartBrain無料体験 

以下のURLから、無料コースのお申し込みをクリックして下さい。 
２０ユーザまで無料です。 
http://smartbrain.info/ 
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SmartBrain無料体験 

実際にスマートフォン向け教材として公開をされている環境を利用してみたい場合は、 

http://4dan4.jp/ 

http://itpassport.tv/ 

中小企業診断士資格講座 
PC/スマートフォン向けの動画教材です。無料のユーザ 
登録でガイダンスと科目ガイドを受講可能です。 

ITパスポート資格講座 
PC/スマートフォン向けの教材です。無料のユーザ登録で 
ガイダンス（動画教材）と知識確認テストを受講可能です。 
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初期費用0円でeラーニングビジネス立ち上げ！？ 

スタジオ費用0円、システム利用料金0円。売上げの中から、1/3を手数料でいただく完全 
レベニューシェア型でのコンテンツビジネスを展開しています。 

http://contentsbank.jp/ 
http://contentsbank.jp/?page_id=5292 （eラーニングビジネス支援パック） 

※目安として、6か月で100万円程度の売上目標を設定しています。 
※目標の達成が厳しいと判断される場合、作成をお断りさせて頂く場合もございますのでご了承ください。 
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ご清聴ありがとうございました。 
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今日の結論 

eラーニングは、PC、スマートフォン、携帯電話 
３つのデバイスに対応する必要がある。 

その為には、動画教材が最も楽。 
学習効果も高い。 

それらを無料で体験できる 
SmartBrain、パンダスタジオを是非活用して下さい。 
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参考： 各種無料体験一覧 

SmartBrainの無料お試し 
以下のURLから、無料コースのお申し込みをクリックして下さい。２０ユーザまで無料です。 
http://smartbrain.info/ 

パンダスタジオの無料お試し （PIP無料体験） 
2012年2月1日～2月末日までの間、10:00～12:00のなかで1時間限定でパンダスタジ 
オの無料体験が可能です。お申し込み・お問い合せフォームからお申し込み下さい。 
http://pandastudio.tv/?page_id=2486 
※すでにスタジオの予約が入っている場合、お断りさせて頂く事があります。 

初期費用0円でeラーニングビジネス立ち上げ！？ 
スタジオ費用0円、システム利用料金0円。売上げの中から、1/3を手数料でいただく完全 
レベニューシェア型でのコンテンツビジネスを展開しています。 
http://contentsbank.jp/ 
http://contentsbank.jp/?page_id=5292 （eラーニングビジネス支援パック） 

※目安として、6か月で100万円程度の売上目標を設定しています。 
※目標の達成が厳しいと判断される場合、作成をお断りさせて頂く場合もございますのでご了承ください。
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参考： 

ITで築く「学習の高速道路」 
“定額見放題”のネット授業、iPhone／iPadでより便利に 
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1107/20/news010.html 

ベリタスアカデミー について 
http://veritas.bz/ 

ルネサンス高校の取り組みに見る「デジタル教科書」のメリット 
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1108/01/news009.html 

ルネサンス高校 について 
http://www.rac.jp/ 
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参考： SmartBrainを使った講座（無料体験あり） 

実際にスマートフォン向け教材として公開をされている環境を利用してみたい場合は、 

http://4dan4.jp/ 

http://itpassport.tv/ 

中小企業診断士資格講座 
PC/スマートフォン向けの動画教材です。無料のユーザ 
登録でガイダンスと科目ガイドを受講可能です。 

ITパスポート資格講座 
PC/スマートフォン向けの教材です。無料のユーザ登録で 
ガイダンス（動画教材）と知識確認テストを受講可能です。 

http://fp3q.com 

FP3級資格講座 
PC/スマートフォン向けの教材です。無料のユーザ登録で 
動画教材を受講可能です。 

社会人向けやりなおし英文法講座 
ベリタスアカデミーの、電子黒板を利用した授業を体験 
できます。PCおよびiPhone/iPad向け http://bunpou.com/


