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１．まえがき 

 

 

近年，多くの大学教員が授業用の教科書や教材を独自に作成し，授業に活用した

り，学生の事前・事後学習に利用させたりしています。千葉大学アカデミック・リ

ンク・センターは，このような教員の教材の開発や利用の状況を調査し，電子教材

へのニーズを探ることにより，新しい大学教育手法の開発を実現すべく，平成 25

年 7月に大日本印刷株式会社，丸善株式会社の協力の下，「電子教材の開発及び活

用に関する共同研究部門」を設置しました。 

この共同研究部門は，大学教員の自作教材作成に関する実態調査，授業教材の著

作権処理，デジタル・コースパックの POD展開，風土記デジタル地図教材等の電

子教材作成支援など，電子教材の開発及び活用に係る所期の研究・開発を行い，平

成 27年 6月に当初の予定通り 2年間の研究を終了しました。 

本報告書が，国内各大学・研究機関における電子教材の開発及び活用の検討の一

助となれば幸いです。最後になりましたが，共同研究部門の設置・活動に多大なご

尽力を頂きました大日本印刷株式会社，丸善株式会社の両社に厚く御礼申し上げま

す。 

 

千葉大学アカデミック・リンク・センター長        

                          竹内 比呂也  
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２．ハイブリッド教材研究プロジェクトについて 

 

多くの大学教員が授業用の教科書や教材を自作し，授業に活用したり，学生の事前学習・

事後学習に利用させたりしている。このような教員の教材開発や教材利用の状況を調査し，

電子教材へのニーズを探ることにより，新たな教材の開発および利用を促進するモデルの

構築を目的に，2013 年 7 月にアカデミック・リンク・センターに「電子教材の開発およ

び活用に関する共同研究部門」が設置された。既に 2011 年 4 月より千葉大学と大日本印

刷株式会社の間で包括協定が締結されており，両者はデジタル環境下の大学における教育

研究の改革の促進に取り組んできた。共同研究部門は両者に丸善株式会社を含めた三者の

合意によって，2013年 7月から 2年間の期間で設置されたものである。 

この部門では，教員の教材利用の実態，支援ニーズの調査といった調査研究を行うとと

もに，個別教員の教材作成支援におけるコンサルティング，著作権処理支援といった実務

的な活動にも取り組んだ。教材作成支援における主なサポートは，「教材のデジタルデータ

化」「素材づくり（図表・画像の作成等）」「リッチ化（音声・動画等）」「著作権処理（判断・

許諾申請）」の 4つである（図２－１）。これらの支援によって，教員の教材作成にかける

時間を削減すると同時に，電子化により改訂・更新が容易になるほか，大学間での教材の

共有が期待される。 

 

図２－１ 教材作成支援における４つのサポート 

 

 

  

本プロジェクトでは，2年間を 3つのフェーズに分け，2013年 7月から 2013年 12月
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までを教員への教材に関する調査を行う「第 1フェーズ：ニーズの調査」とし，2014年 1

月から 2014年 6月までを標準データフォーマットや表現方法の設定を行う「第 2フェー

ズ：仮説の設定」とした。そして 2014 年 7 月から 2015 年 6 月までを標準制作方法の策

定や教材作成の実施を行う「第 3フェーズ：検証・実証実験」とした（図２－２）。 

第 1フェーズでは，教員へのアンケート，インタビューによる調査を行うとともに，教

材作成のニーズを顕在化した。同時に LMS1の調査として，Moodle，Blackboard，MOOCs

といったオンライン学習ツールの研究を行った。第 2フェーズでは，教材のフォーマット

や表現方法を検討した。第 3フェーズでは教材を試作し，授業での活用を行った。 

 

図２－２ プロジェクトのスケジュール 

 

 

 2 年間で作成した主なデジタル教材および支援活動としては，権利処理に関する支援

（「公共図書館サービス論」），デジタル・コースパックの POD2展開（「大学図書館論」），

演習問題の電子化と LMS環境での利用（「物理学 CI電磁気学入門１」），既刊書籍の電子

マイクロコンテンツ化とLMSにおける運用（「印刷産業論」），デジタル地図を活用した教

材作成（「古代文化論」），紙の資料のデジタル化に伴う資料集作成（「民俗・伝承論 b」），

予習用動画教材の作成（「情報検索演習」）の 7つがある（表２－１）。 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 LMSとは，「学習管理システム（Learning Management System）」のことで，ICTを活用

した授業を行うための基盤として用いられるものである。 
2 PODとは，「プリントオンデマンド（Print on Demand）」の略で，必要な時に必要な部数だ

け印刷することである。 
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表２－１ 共同研究部門で実施した教材作成支援（2013～2014年度）  

授業名（開講学部・年度） 教材作成支援 概要 

公共図書館サービス論 

（普遍教育開講科目 2013） 

・デジタル資料集の作成 

・資料利用許諾申請 

大学図書館論 

（文学部開講科目 2013） 

・デジタル・コースパックの作成 

・授業資料の POD作成 

物理学 CI電磁気学入門１ 

（普遍教育開講科目 2014） 

・物理学問題集の電子化 

・演習問題の LMS環境での利用 

印刷産業論 

（教養展開科目 2014） 

・既刊書籍の電子マイクロコンテンツ化と 

LMSにおける運用 

古代文化論 

（文学部開講科目 2014） 

・風土記デジタル地図教材作成 

・写真撮影・資料収集 

民俗・伝承論 b 

（文学部開講科目 2014） 

・授業資料デジタル化 

・菓子栞デジタル資料集の作成 

情報検索演習 

（文学部開講科目 2014） 

・予習用動画教材の作成 
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３．活動実績 

 

３－１ 自作教材に関する教員アンケートとインタビュー（第 1回） 

 

１）背景 

 2013年 7月から 2014年 2月に，教材作成支援のニーズを知るため，全学の教員を対象

とした自作教材に関するアンケートを実施した。 

主な質問項目は，授業での自作教材の使用の有無，自作教材における素材の種類，教材

作成においての課題，学内 LMS（Moodle）の利用状況，教材作成支援に対する関心など

である（表３－１－１）。その後，アンケートに回答があった教員を対象に自作教材や授業

等の詳細についてインタビューを行った。 

 

表３－１－１ アンケート項目 

Q1 自作教材を授業で使用しているかどうか 

Q2 

自作教材はどのような素材を使用しているか（複数回答可） 

 紙資料（図書・新聞・雑誌等）のコピー 

 ワード・エクセル・パワーポイント等で作成したコンテンツ 

 ウェブ上のコンテンツ 

 その他（       ） 

Q3 

自作教材を作成する際に課題に感じていることは何か（複数回答可） 

 材料の収集 

 絵や図の作成 

 表現方法 

 予算 

 著作権処理 

 作成する時間 

 その他（       ） 

Q4 Moodle（千葉大学内 LMS）を使用しているかどうか 

Q5 
ハイブリッド教材研究のため，研究メンバーによる授業の聴講をさせてい

ただけるかどうか 

Q6 
当プロジェクトによる教材のデジタルデータ化やリッチ化（音声・動画等）

の支援に関心があるかどうか 

 

 

２）アンケート実施状況 

 アンケートでは全学の教員 1,080 名中 39 名の教員から回答を得た（表３－１－２，図

３－１－１）。自作教材を使用している教員は 39 名中 38 名であった。アンケートの結果

から，自作教材の素材として使用されているものは，ワードやエクセル，パワーポイント
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で作成したコンテンツが最も多く，次いで紙資料のコピー，ウェブ上のコンテンツが使わ

れていることが分かった。また，自作教材を作成する際，時間の確保が一番の課題とされ

ていることや，次いでイラストや図の作成，材料の収集，著作権処理などが課題とされて

いることも明らかになった。（図３－１－２）。 

 

表３－１－２アンケート依頼者の内訳 

学部名 依頼数 回答数 インタビュー 

工学部 139 13 9 

理学部 124 7 3 

法政経学部 59 6 0 

園芸学部 76 4 0 

教育学部 122 3 0 

文学部 70 2 3 

看護学部 77 2 0 

融合科学研究科 69 2 0 

医学部 279 0 0 

薬学部 65 0 0 

アカデミック・リンク・センター 0 0 4 

総計 1080 39 19 

 

図３－１－１ 教員の自作教材アンケート：回答者内訳 
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図３－１－２ 教員の自作教材アンケート：使用している素材と作成時の課題 

 

 

３）インタビュー実施状況 

 2013年 10月から 2014年 3月に，アンケートに回答があった 39名の教員の内，15名

の教員とアカデミック・リンク・センター教員 4 名の合計 19 名の教員にインタビューを

実施した。主なインタビュー内容は，授業での指定教科書の有無や，授業で使用している

自作教材の詳細等についてである。インタビューを通して，19名の内 8名が指定教科書を

使わずに自作の教材を中心とした授業を行っていることが分かった（図３－１－３）。また

授業コンテンツについては，17名が授業で紙資料の配付を行っていることや，7名が学内

Moodle 環境等を利用し，資料や小テストをデジタル化して授業で活用していることなど

が分かった（図３－１－４）。多くの教員が，デジタルコンテンツのみを用いた授業ではな

く，板書や紙資料と組み合わせた授業を実施しているという状況が見えてきた。 

 

図３－１－３ 教員の授業インタビュー：回答者内訳，指定教科書と参考書の有無 
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図３－１－４ 教員の授業インタビュー：授業コンテンツについて 

  
 

４）まとめ 

 2013年度の教員へのアンケートでは，大学における教材の状況とその課題点を明らかに

することができた。教材は市販の教科書ばかりでなく，自作教材を使用する教員が多いこ

とが分かった。一方で自作教材を使用する場合は，作成時間の確保が一番の課題として挙

げられており，教材作成支援のニーズがあることが考えられる。 

 本取組は，同時に，教材作成支援を必要とする教員との接点となった。個々の教員へ適

切な支援を行うためには，広く教員のニーズを知り，教材作成の効率化や学習効果を高め

る開発，授業実践につなげることが重要であることから，このアンケート・インタビュー

調査後，2015年にも 2度目の調査を行った。 
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３－２ 授業教材の著作権処理 

 

１）概要 

 千葉大学アカデミック・リンク・センターが推進するプロジェクトの一つに「デジタル・

コースパック・プロジェクト」がある。このプロジェクトでは，刊行物の一部，教員の自

作教材，あるいは学術論文の一部などを組み合わせて電子的にパッケージ化し，新たな授

業教材を作成する取り組みである。それと並行してデジタル化に必要な著作権処理を実施

している。 

共同研究部門でも，デジタル教材提供の事例を蓄積するため，当該プロジェクト担当教

員の協力の下に，授業教材の電子化に必要な著作権処理を行った。 

 2013年度の普遍教育開講科目「公共図書館サービス論」（常世田良教授）において，紙

媒体の授業資料を電子的にパッケージ化して複製し，学生へのオンライン配付（学内サー

バーを利用）を試みた。この取り組みによって，教員は授業にカスタマイズされた教材を

作成することができるほか，教材を一つにまとめることにより教員・学生にとって利便性

の向上が期待される。また，オンラインでの教材提供により，インターネット環境があれ

ば時間と場所の制約を受けずに学習できるため，履修生の授業外学習の促進効果も想定さ

れる。 

資料の電子的なパッケージ化には著作権処理が欠かせない。これは，現状では著作物を

オンラインで教材として提供する場合や，サーバーでの複製・蓄積は，著作権法第 35 条

による権利制限の範囲外と考えられるため，権利者の許諾が必要となっているからである。

このサポートでも，教育目的による利用許諾の申請（著作権処理）を行った。 

 

２）著作権処理の流れ 

利用許諾の申請は，次の手順で行った（表３－２－１）。 

まず，教員から提供された教材を著作物単位に整理した。出典の異なる複数の情報が記

載されているものについては全て単独の情報資料に整理した。その上で整理した資料内容

を，「新聞社関連（記事・ウェブサイト）」，「図書館関連（発行物・ウェブサイト）」，「学会

誌・専門誌・ガイドライン」，「法律」，「自作資料」，「その他（企業・団体による発行物，

書籍）」，「出典不明」の 7つに分類した。 

 次に，著作権処理の進捗状況を管理するため，分類した各資料内容の概要をリスト化す

るとともに，電話番号，メールアドレス，住所等利用許諾の申請をする際の問い合わせ先

を追加した。出典や問い合わせ先が不明の資料に関しては，授業担当教員の常世田教授に

確認をお願いした。 

 その後，各資料の出典元に利用許諾の申請を行った。申請をする際は，最初に出典元に

直接連絡をし，本活動の概要と意義を説明したうえで，理解が得られた場合は，利用許諾

申請書類を郵送した。後日返信された申請書は，証拠としてファイリングした。許諾可否

の状況については，その都度リスト化して管理した。 

申請の際に提示した利用許諾の条件は次の通りである（表３－２－２）。 
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表３－２－１ 著作権処理の方法と手順 

手順項目 具体的内容 

資料の分解・分類 

両面印刷の資料は片面印刷にする 

(1) 資料ごとに内容をジャンル分けする 

 新聞社関連（記事・ウェブサイト） 

 図書館関連（発行物・ウェブサイト） 

 学会誌・専門誌・ガイドライン 

 法律 

 自作資料 

 その他（企業・団体の発行物，書籍） 

 出典不明 

資料概要のデータ化 

（リスト化） 

(2) 資料の概要をリスト化する 

(3) 各資料の著作権問い合わせ先をウェブ等で調べる（電話番

号，メールアドレス，住所等） 

利用許諾申請書類の 

送付 

(4) 利用許諾について直接連絡を入れる 

(5) 利用許諾申請書類の郵送（申請が可能そうな場合） 

(6) 返信が来た申請書のファイリング 

(7) 返信が来ない出典元へのリマインダー対応 

(8) 並行してリストで申請の進捗管理 

その他 (9) 問合せ先不明の資料は，担当の教員に確認をお願いする 

 

表３－２－２ デジタル資料の利用範囲および配付方法 

■利用の範囲 

期間 2014年度前期（2014年 4月～）以後千葉大学において実施される授業 

対象 千葉大学における授業の受講者 

利用方法 
授業担当者および受講者にアクセスが限定された環境における複製・サ

ーバー蓄積・ダウンロード配付・印刷 

■受講者への配付方法 

(1) 授業担当者またはアカデミック・リンク・センター担当者によって各資料のコピー（電

子ファイル）を作成し，サーバーへアップロードする。 

(2) 受講者は各資料のコピーを閲覧またはダウンロード，プリントアウトし，当該授業の

予習・復習のための補助・参考教材として使用する。 

(3) 学内サーバーの設定により利用者は受講者に限定される。 

 

利用対象を特定の授業に限ったうえで，受講者への配付方法を「授業担当者および受講

者にアクセスが限定された環境における複製・サーバー蓄積・ダウンロード配付・印刷」

（許諾申請書面より）に限定した。申請書には，当該授業の「授業名，授業担当者名，開

講期間」の明記とは別に，「今後，千葉大学において実施される授業において当該資料を使

用する場合の許諾もお願いしたく存じます。」との一文も明記し，該当授業以外でも利用で
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きるようにした。配付の際には，他大学や外部での使用については利用許諾を得ていない

ことの周知を徹底した。 

 

３）著作権処理状況 

許諾申請を行った著作物は全部で 56 点あり，その内，利用許諾が取得できた著作物は

35 点であった（図３－２－１）。許諾が得られた資料の内訳は新聞記事が最も多く，次に

論文，学会誌の記事であった。新聞記事に関しては，全国紙は概ね教育目的利用について

無償で許諾が得られた（一社は有料での許諾）。過去のウェブサイトのページについての申

請では，新しいウェブサイトに差し替えるか，末尾に当時の日付明記を求められた。また

一方，「当時の担当者に確認が取れない」，「古い記事・情報に責任が持てない」などの理由

で許諾が得られないことがあった。 

許諾不可の回答が一番多かったのはチラシ（図書館発行物）であった。これは，チラシ

に多数の著者が関わっており，図書館だけでは判断できないとの理由からである。中には，

応対する担当者によって異なる見解を言われることもあり，「許諾申請自体を無かった事に

して欲しい」，「資料は無断で使って欲しい」との回答も一部に見られた。 

 

図３－２－１ 「公共図書館サービス論」授業資料における利用許諾状況 

 

  

 

利用許諾が取得できた 35 件の資料は，アカデミック・リンク・センター教員，附属図書

館職員，学生スタッフと共に資料のデジタル化と，編集作業（整理番号やキャプションの

付加，資料のレイアウト調整等）を行い，授業担当教員にデジタル資料集（PDF）として

データの受渡しを行った。 
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チラシ（企業発行物） 

その他 
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４）成果と課題 

 著作権処理では申請した56点のうち過半数の35点の著作物について利用許諾を得るこ

とができ，教材へと活用できた。授業用にカスタマイズされた教材を作成することができ

ただけでなく，これまで複数の紙資料として提供していた教材を一つにまとめることによ

り教員・学生双方にとって利便性が向上したと考えられる。 

申請作業においては，新聞社などは教材としての記事の利用には協力的であることが分

かった。一方，作業上の問題も見受けられた。許諾申請の作業量が非常に大きい点や，新

聞社以外は著作権に対する窓口が明確ではなく，許諾申請者（この場合千葉大学）の問い

合わせに対して明確な回答が得られない場合が少なくない点などが挙げられる。 
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３－３ デジタル・コースパックの POD展開 

 

１）概要 

2013年度の文学部開講科目「大学図書館論」（竹内比呂也教授）で使用する授業教材に

おいて，許諾申請処理を行った学術書籍や論文，文部科学省審議会資料を含めた 12 篇か

らなるデジタル・コースパック教材を作成し，必要な部数を提供する POD 印刷によって

履修学生に販売する実証実験を行った。千葉大学生協に設置されている POD マシンを利

用することにより，「書籍」＋「自作資料」＋「ノート機能」の教材を数種類作ることがで

き，学生の希望するパターンで提供できるという利点がある。 

 

２）POD教材の作成 

文学部開講科目の「大学図書館論」においては，竹内教授の自著を含め，様々な資料を

教材として使用している。その中で，自著を含む市販書籍や文部科学省審議会資料を含め

た 12 篇からなる合本教材をデジタル・コースパックとして作成し，履修学生にはデジタ

ル・コースパックを POD印刷したものを販売した（表３－３－１）。基本的には，関係す

る版元の許諾は得られたが，一部の出版社に関しては「実証実験に限り使用可能」という

条件付きであった。 

 

３）販売価格の設定と仕様別購入傾向 

 販売価格の設定にあたっては，原価コストを POD マシンの製造元のコニカミノルタ，

販売コストを大学生協，版元ロイヤリティを大日本印刷 hontoビジネス本部と書籍の版元

でそれぞれ算出した。算出結果を受けて，大学生協の利益分を 400円，版元へのロイヤリ

ティを 800円，製造原価を 100円として設定し，1,300円を基準に仕様によって購入価格

を設定した。 

 

表３－３－１ 学生の購入実績 

 仕様 価格 購入者数 

1 B5判 １面付け（くるみ製本） 1,500円 3名 

2 B5判 ２面付け（くるみ製本） 1,360円 8名 

3 B5判 ２面付け（中綴製本） 1,290円 5名 

4 B5判 ２面付け＋ノート（くるみ製本） 1,500円 1名 

5 A4判 ４面付け（くるみ製本） 1,300円 3名 

6 A4判 ４面付け（中綴製本） 1,250円 2名 

7 A4判 ４面付け＋ノート（くるみ製本） 1,380円 3名 

 

購入傾向としては，B5判：A4判≒7：3，くるみ：中綴≒7：3であった。B5判ノート

付きは 16％の学生のみが注文し，必ずしもノート付きの教材は需要が高いとは言えなかっ

たことが分かった。B5 判 2 面付けの購入者が多いことから，持ち運びやすいサイズや厚

みと，紙面の見やすさが両立するのがこのレイアウトだと考えられる。 
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４）成果と課題 

 複数の参考資料を一つの冊子にまとめることで，教員，学生ともに容易にそれらを管理・

活用できるようになった。POD印刷を用いることで，必要部数のみを用意できることや，

学生の希望に応じた仕様のものを提供することができた。ノート付きテキストの購入者は

少なかったものの，実験・実習科目など記録をとる必要がある授業での活用が期待される。 

 一方，教材の価格設定や，版元から理解を得られるかといった点には課題が残った。価

格に関しては，履修学生の負担の面からは，通信教育事業者が販売する 500円分のオンラ

イン教育プログラムのような「ワンコイン教材」程度に費用を抑えることが望ましいが，

現状の価格設定手順を取ると，実現は難しい。書籍の一部提供にあたっては，大学出版会

や，出版社に協力をいただいた。本取組に参加した大学出版会は，大学での研究・教育活

動に対応した書籍の出版を行っていることもあり，本活動に協力的であったが，一部の出

版社については，出版物の部分的利用に関しては実証実験での許諾にとどまった。 
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３－４ 物理学問題集の電子化 

 

１）概要 

千葉大学では LMS の一つである Moodle を授業情報の周知や，授業関連資料の提供，

レポートの送受信に用いている。共同研究部門では，デジタル・コースパック・プロジェ

クトの一環として，Moodle 上で運用可能な『物理学問題集を対象としたコースパック素

材の開発』を行った。千葉大学の理系学生の 1，2 年生が受講する普遍教育の共通専門基

礎科目（物理）のうち，大半の学生が受講する「力学」，「電磁気学」そしてその基礎とな

る「数学基礎（物理数学）」を対象とし，千葉大学の物理学教員のアドバイスのもと，問題

作成とその電子化を進めた。これらの科目は，理系における基礎科目として多くの学科で

必修になっているため，受講生も多く，教員からの要望も多い。 

 

２）作成した問題集について 

 作成した問題集は，「電磁気学Ⅰ」，「電磁気学Ⅱ」，「電磁気学Ⅲ」，「力学Ⅰ」，「力学Ⅱ」，

「数学基礎」の 6種類で，それぞれ 80問程度の問題数となっている（表３－４－１）。問

題形式は，自動採点が可能な選択式とし，解答提出後は解説を確認できるようにした（図

３－４－１）。 

作成した問題集は，Moodleの標準機能である「問題バンク」を利用して，教員が共有

できるようにしている。問題バンクの利用申請をした教員であれば，自身の担当するコー

ス上で，問題バンクで公開される問題を使った小テストの実施が可能となる。 

 

 

 

表３－４－１ 物理学問題集の科目と問題数 

科目 問題数 

電磁気学Ⅰ 81 

電磁気学Ⅱ 82 

電磁気学Ⅲ 80 

力学Ⅰ 84 

力学Ⅱ 80 

数学基礎 84 
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図３－４－１ 制作した問題とその解説例 

 

 

３）成果と課題 

出題，解答提出，解説および採点を全て Moodle を通じてオンラインで行うため，学生

にとっては利便性向上による学習理解の促進，教員にとっては業務の省力化といった効果

があった。実際，「物理学CI電磁気学入門 1」（山本和貫准教授），「物理学CI電磁気学演

習 1」（山本和貫准教授），「物理学CI電磁気学入門 1」（深沢英人准教授），「物理学BII力

学入門 2」（山田豊和特任准教授），「物理学 BII 力学演習 2」（山田豊和特任准教授），「物

理学C電磁気学入門」（藤本茂雄特任助教）の 6つの授業で，課外学習に活用されており，

成果があったといえる。さらに，作成した問題集は理系の授業に共通するものであるため，

他大学とのコンテンツ共有も考えられる。 

一方，課題点も明らかになった。現在，問題を電子化するにあたっては，ウェブ上で数

式を表示する必要があるため，問題文ごと画像ファイルとして作成してウェブに表示して

いる。この欠点として，問題に変更を加えたい場合，画像ファイルを再度作り直す必要が

あるという点が挙げられる。問題を画像として提供している場合，その元となったソース

ファイルは提供されていないので，問題の変更には手間がかかる。もしソースファイルが

提供されていたとしても，画像ファイルの作り直しを含む問題の変更は大変な手間となる。

加えて，問題を変更したいという状況は，問題や解答に間違いがあった場合だけとはいえ

ない。たとえば，授業で利用している記号と問題集で利用している記号が異なっている場

合，授業で利用している記号に統一したいという希望は十分考えられる。 
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また，問題を解くにあたって手書きで計算するほうが身につきやすいという学生もいる

だろう。今後は手書き機能の開発や，希望者には PDF を利用した紙で提供するなど，さ

らなるニーズに応じたサポートを拡大していく必要がある。 
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３－５ 既刊書籍の電子マイクロコンテンツの LMSにおける運用 

 

１）概要 

 2014年度に実施された教養展開科目（キャリアを育てる）「印刷産業論」（長丁光則客員

教授，竹内比呂也教授）の授業において，既刊書籍のマイクロコンテンツ化を行った。情

報メディア，エレクトロニクス，医療・バイオ，流通，食品，建築，セキュリティ，金融

など幅広い産業にサービス・機能を提供する現代の印刷産業の知識を得ることにより産業

界の構造を理解することを目的とする本講義では，参考書の一つ，『メディア文化論』（吉

見俊哉著，有斐閣アルマ）の 2章分を電子コンテンツ化し，LMSのMoodleを通じて履修

者に提供する試みを行った。 

 

２）電子化作業 

電子化する際には，まずは著者に同意をいただき，その後に出版社と交渉の結果，履修

学生に限ったアクセス環境のもとでのオンライン配付が実現した。授業実施期間を含む 1

年間のみ利用可能とするデジタル処理（DRM）を施した PDFを有償で提供した。出版社

との交渉の結果，価格は 1章あたり 200円に設定した。 

 

表３－５－１ 電子マイクロコンテンツ化の概要と条件 

概要 

書籍名 「メディア文化論 改訂版」 

著 者 吉見 俊哉 

出版社 有斐閣アルマ 

配付ページ 1章と 5章（本体は全 15章） 

利用 

条件 

配付対象 「印刷産業論」の履修登録学生のみ 

配付方法 
PDFデータを学内 LMSのMoodleに掲載 

※履修登録学生のみのアクセス制限環境下 

価 格 
1章あたり 200円 

※紙の書籍は 1,800円 

期 間 
授業が実施される期間を含んだ 1 年間のみ閲覧

可能（DRM付き） 

その他 
PDF データに，表紙の書影と目次（全章）も付

帯させる 
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図３－５－１ 電子化した「メディア文化論」 

 

 

３）成果と課題 

 本活動は，書籍の電子化，オンライン上での運用による利便性の向上という点はもちろ

んのこと，市販されている 1冊の書籍から授業で使用する部分のみを部分的に購入する試

みとしても評価できる。1章分の価格は 200円と紙の書籍の市販価格と比べ割高になって

いるものの，必要箇所のみの購入ができることから学生の負担は大きく軽減すると考えら

れる。近年，金銭的な問題から指定教科書を購入せず，コピー等で入手する学生が少なか

らずおり，本活動で行った教材の部分的購入方式は相当程度の需要があると考えられる。

今後このような利用を拡大するためには，出版社の理解が必要である。 
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３－６ 風土記デジタル地図教材の作成 

 

１）背景と概要 

 2013 年度から 2014 年度にかけて文学部開講科目「古代文化論」（兼岡理恵准教授）の

授業において，教材作成支援を行った。この講義では，「風土記」を中心に，「記紀」，「万

葉集」，「続日本紀」などの同時代文献や，木簡などの史料を参考にしつつ，古代日本の様々

な姿を探る。これまで教員は，風土記の本文，古代の国を表した地図，現代地図といった

複数の紙資料を受講生に配付し，解説を行っていたが，史跡や古代の地図に見られる地名

と現代地図との地理的な対応関係の把握が難しいという課題点があった。 

そこで，共同研究部門ではGoogle Earthを利用した「風土記デジタル地図教材」（図３

－６－１）を提案した。デジタル地図には現代地図と古代地図との比較や， 当該地の写真

や説明が表示される機能などを盛り込んだ。また，教員の指示のもとで風土記地図に表示

する写真の撮影や情報収集等も共同研究部門が行った。 

 

図３－６－１ 風土記デジタル地図教材 

 

 

２）デジタル地図教材の作成 

 デジタル地図教材では，「風土記」の写本が残っている「出雲国」「常陸国」「豊後国」「肥

前国」「播磨国」の 5ヶ国について，地図資料34を参考に古代地図のイラストデータを作成

し，Google Earth上の現代地図に重ね合わせ，一つの画面で古代と現代の地図の比較がで

きるようにした。また，授業で触れられる重要な地名には印をつけ，現地調査で収集した

写真資料を吹き出し形式の注釈として各地点に付し，地図上で必要に応じて写真を表示で

                                                
3 “風土記フェスタ公開シンポジウム 風土記研究の最前線”, パンフレット, 2013. 
4中村啓信, 谷口雅博, 飯泉健司, “風土記 探訪事典”, 東京堂出版, 2006. 
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きるようにした。さらに「常陸国」の地図上では地理情報記述言語 KML （Keyhole 

Markup Language）のタイムスタンプ機能を用い，東海道と東山道の街道上を人のアイ

コンが移動するアニメーションを作成した（図３－６－２） 

 

図３－６－２ 風土記デジタル地図教材 

 

 

３）デジタル地図教材の使用方法と受講学生の評価 

 次にデジタル地図教材の授業での活用方法について説明する。教材試作後，同じ教員の

授業「日本文学史ｂ」（文学部開講・2014年度前期）においてデモンストレーションを行

い，アンケートで受講生 38名の評価を収集した。 

デモンストレーションでは，「出雲国風土記」に記述されている「国引神話」（島根半島

は朝鮮半島付近，隠岐島，能登半島の一部を引っ張って形成されたという記述）を，「出雲

国」の古代地図と現代地図を示しながら解説した（図３－６－３）。3つの地を出雲国へと

引いている様子をわかりやすく示すため，地図上に線を表示しながら説明し同時に，島根

半島とそれぞれの土地との距離を測定し図示した。 

授業後，受講生に地図教材を使用した授業への意見・感想などの記述式アンケートを実

施した。その結果，「風土記への理解が深まった」「（地理的な対応関係を）イメージしやす

かった」との意見が多く聞かれ，地図教材を使用した授業は，学生にとって「風土記」の

内容理解を深めるために有益であることが実証できた。この授業実践と学生アンケートの

結果については，日本デジタル教科書学会 2014 年度年次大会にて，授業担当教員とアカ

デミック・リンク・センター教員，共同研究部門とで学会発表5を行った。 

 

  

                                                
5栃木博子, 能登谷泰見, 小野永貴, 岡本一志, 兼岡理恵, 長丁光則 

“「風土記」の授業におけるデジタル地図教材の開発” 日本デジタル教科書学会 2014年度年次

大会発表原稿集, pp.81-82, 2014年. 
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図３－６－３ 授業実践の様子  

 

 

４）成果と課題 

デジタル地図教材の作成により，これまで課題であった，史跡や古代の地名と現代地図

との対応関係の把握が容易になった。写真資料や解説文も画面上に添付したことで，これ

まで複数の紙資料を配付し，解説内容に応じて各資料を参照していた煩わしさが解消され

た。さらに，KML を用いたアニメーションには，教員が説明の際マウスやポインタを動

かす必要がなくなり，解説に集中できる点や，複雑な動きでも常に正確に再現できる点と

いった特長があり，今後の授業での活用が期待される。 

課題としては，Google Earthを活用するため常に最新の地図を表示できるというメリッ

トがある反面，オンライン環境が必要であり，通信環境によって地図表示が遅くなってし

まうという問題もある。また Google Earth を教員が利用したことのない場合は，ある程

度教員が操作に慣れる必要があるなどが挙げられる。 

受講生のアンケートからは「理解が深まった」との意見が多く，一定程度の学習効果の

向上が期待できる。教材として地図を用いる，他の地理・歴史学分野の授業にも活用可能

である。 
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３－７ 民俗・伝承論における授業資料の電子化・デジタル資料集作成 

 

１）背景 

 本活動は，2014年度後期文学部開講科目「民俗・伝承論 b〜菓子栞からひもとく伝承〜」

（兼岡理恵准教授）における教材作成支援である。この講義では，菓子栞（菓子折りに添

えられた，菓子の由来や土地の伝承をまとめた紙）の記述を手掛かりに，地域の歴史・伝

承，またそれに寄せる人々の思いを探り，現代に生まれた「伝承」を探求することを目的

としている。 

教員が収集した菓子栞を素材として用いるが，数が膨大であり，管理に手間がかかると

いう問題があった。また電子データ化されていないために，講義で示す際，パワーポイン

ト等での活用が難しかった。 

そこで共同研究部門では，教員が選別した計 100点の菓子栞（紙資料）の電子化を行っ

た。さらに，そのデータを活用したデジタル資料集の作成も行うこととなった。 

 

２）電子化作業について 

 菓子栞電子化の作業は，アカデミック・リンク・センター教員，附属図書館職員，学生

スタッフと共に実施した。学生スタッフによる，スキャン及びタグの作成作業では，今後

教員が画像データをパワーポイント等でも使用できるように，スキャンをするデータの解

像度は 300dpi とした。その後，栞の管理・分類のためスキャンした画像ファイルに菓子

名，製造会社名，地域名の 3つのタグをつけた。 

 

３）デジタル資料集の作成 

 電子化した菓子栞資料データを使用し，EPUB3 によるデジタル資料集を作成した（図

３－７－１，２）。教員と検討し，菓子栞の画像データを中心に，菓子名，会社名，地域名

等の情報を挿入した。まずは，Googleマップ地図へのリンク等も加えたデジタル資料集を

数ページ試作し，教員に提案した。その後，教員と再検討し，冒頭に地域ごとの目次も付

与した，菓子製造会社のホームページリンク先等の情報も盛り込み，PC画面や iPad等の

タブレット端末での使用を想定した教材モデルを作成した。 

 

４）成果と課題 

 教員が紙媒体で保存していた菓子栞をデジタル化したことで，パワーポイント等での活

用が容易になったほか，研究上必要な作業である栞の整理や分類も簡単になった。さらに，

デジタル化したデータを電子書籍形式にまとめ，製造元のHPや製造地などの情報を盛り

込んだことで，教員は授業に使用する菓子栞を持参する必要や基本情報を確認する必要が

なくなり，授業準備の負担が軽減した。 

一方，膨大な菓子栞の電子化作業は資料数も多く，タグ付け等の作業工程も多いために

相当な作業時間を要しており，今後，処理作業の効率化が求められる。また菓子栞デジタ

ル資料集の授業実践には至らなかったため，学生への使用感の調査などの課題も残されて

いる。 
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図３－７－１「菓子栞デジタル資料集」の完成イメージ 

 

図３－７－２ 「菓子栞デジタル資料集」表紙 
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３－８ 情報検索演習 

 

１）背景 

2014年度後期に開講された文学部開講科目「情報検索演習」（竹内比呂也教授・岡本一

志特任助教）において，演習科目の予習用チュートリアル（仕様書・手順書）教材の作成

支援を行うこととなった。この演習授業は情報検索の基礎理論，データベースの構造を理

解し，適切な情報源を選択し，効率的な情報検索を行える実践的な知識を身につけること

を目的とし，検索課題など実習的な内容を含んでいる。本活動では同授業の演習課題を予

習できる教材を作成した。 

 

２）予習用動画教材の作成 

 2014 年度の授業の中で岡本特任助教が作成した予習用動画データと説明テキストを素

材とし，EPUB形式の電子書籍タイプによる予習用動画教材（図３－８－１，図３－８－

２）を作成した。教員と共に，動画とテキストのレイアウトを決定した。開発した予習用

動画教材は，授業前に学生がダウンロードして気軽に参照できるものを想定し，iPad等の

タブレット端末や WindowsPC，スマートフォンでも再生可能な，端末に依存しないコン

テンツを目指した。中身の構成は，向かって左ページに説明テキスト，右ページに動画再

生画面とし，小さい画面でも閲覧しやすいように，1ページに動画は 1つから 2つを基本

とした。 

 チュートリアル動画に説明を付与するため，字幕作成ソフトによる字幕の導入や，音声

合成ソフトによるナレーションの作成も検討した。しかし，この教材は PC 画面での操作

をキャプチャした動画とともに，画面上に解説文が記されているため，字幕は不要と判断

した。音声合成によるナレーションは，聞きやすい自然な音声を目指すとかなり細かい調

整が必要であるため，今回は見送った。 

 動画の再生についてはWindowsOSの環境では，EPUB上で動画が再生できるビューワ

が限られるため，今回は Readium にビューワを限定した。Readium は GoogleChrome

上でEPUBのコンテンツを表示するためのアプリケーション（拡張機能）である。動画は，

各データの画面サイズとフレームレート等を調整し，おおよそ 6MB 以内に収まるように

した。iOSについては，iPadと iPhoneでの動作確認を実施した。 
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図３－８－１ 「情報検索演習」予習用動画教材の画面イメージ 

 

 

図３－８－２ 「情報検索演習」予習用動画教材 表紙 

 

 

 

３）成果と課題 

このような動画付き EPUBは予習用教材として理解を深めるのに大変有効であるため，

他の授業教材においても開発ニーズは高いと考えられる。後述する 2度目の教員アンケー

ト及びインタビュー調査でも，動画教材への要望が出た。 

しかしながら，本教材では受講学生に予習させてその効果を調べるまでには至っておら

ず，今後の効果の検証が必要となる。 
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３－９ 自作教材に関する教員アンケートとインタビュー（第 2回） 

 

１）概要 

 2013年度に引き続き，2015年度にも教材作成支援のニーズを探るために全学の教員を

対象としたアンケートを実施した。今回は教材の電子書籍化へのニーズを探るため，教材

作成支援への協力の申し出があった教員を中心に，要望等をインタビューした。 

 

２）アンケート実施状況 

アンケートの回答期間は 2015 年 5 月 21 日から 6 月 4 日までとした。実施にあたって

は，全学の教員にメールで通知したほか，共同研究部門の具体的なサポート内容とこれま

での教材作成支援の実績を紹介したチラシ（図３－９－１）を作成し，教員に個別にポス

ティングするなど，積極的な広報に努めた。 

アンケートは千葉大学のウェブシステム上で行った。質問項目は表３－９－１のとおり

である。 

 

図３－９－１ 共同研究部門チラシ表（左），裏（右） 
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表３－９－１ アンケート項目 

Q1 

ご所属を教えてください。 

 文学部 

 教育学部・教育学研究科 

 法政経学部 

 理学部・理学研究科 

 医学部・医学研究院 

 薬学部・薬学研究院 

 看護学部・看護学研究科 

 工学部・工学研究科 

 園芸学部・園芸学研究科 

 人文社会科学研究科 

 融合科学研究科 

 その他（                 ） 

Q2 アカデミック・リンク・センターの教材作成支援をご存知ですか。 

Q3 

自作教材を授業で使用していますか。 

（使用している場合は）自作教材はどのような素材を使いますか。 

 複数の書籍や雑誌からの抜粋 

 ワード，エクセル，パワーポイント等で作成したコンテンツ 

 Webで入手できるもの      

 その他（               ） 

Q4 

教材をどのように配付していますか。 

 印刷物，紙媒体 

 Moodle 

 自身のホームページで 

 その他 

 配付はしない 

Q5 
教材のデジタル化やリッチ化（音声や動画を加えること）に関心がおあり

ですか。 

Q6 

来年度から予定されている 6ターム制に備えて，授業や教材の準備をして

いますか。 

（準備をしている場合は）具体的にどのような準備をしていますか。 

Q7 自作教材や研究成果の書籍化（電子・紙を問わず）をお考えですか。 

Q8 
教材作成支援にご協力いただくため，こちらからご連絡してもよろしいで

しょうか。 

 

アンケート実施期間中に，全学の教員 1,080名中，43名から回答を得た（図３－９－
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２）。工学部が最も多かった前回6と異なり（図３－１－１），幅広い学部・大学院等の教員

から回答を得ることができ，アカデミック・リンクの考えや，共同研究部門の活動内容が

周知されていることが分かる。 

図３－９－２ アンケート回答者所属内訳 

 

 

教材については，回答者の 81パーセントにあたる 35名が自作教材を使用しており，そ

の内訳としては，ワード，エクセル，パワーポイント等で作成したコンテンツが最も多く，

次いで複数の書籍や雑誌からの抜粋やウェブで入手できるものを使用していることが分か

った（図３－９－３）。 

 

図３－９－３ 自作教材で使用している教材（複数回答可） 

 

                                                
6 前回の調査については p.8， 図３－１－１を参照 
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また，教材の配付に関しては，印刷して紙媒体で配付している教員が最も多く，次いで

学内のMoodleにアップロードする方法がとられていることが明らかになった（図３－９

－４）。 

図３－９－４ 教材の配付方法（複数回答可） 

  
 

このような教材の現状を前提として把握したうえで，さらに教材作成支援のニーズを探

るため，教材のデジタル化・リッチ化（音声や動画を加えること）への関心や，教材や研

究成果の書籍化（電子・紙を問わず）の検討状況や希望についても調査した。 

教材のデジタル化・リッチ化に関しては，65パーセントにあたる 28名の回答者が，関

心があると答えた。実際に教員にインタビューを行うと，パワーポイント等で自作した手

持ちの教材を専門的な技術を持った人間の手により，デザイン，レイアウト等を整えてほ

しいといった声も多く聞かれ，既にある教材をよりわかりやすいものになるよう加工を施

したいという要望があることが明らかになった。 

一方，教材や研究成果の電子書籍化を検討していると回答した教員は 17名と、40パー

セントにとどまった。出版を前提とした電子書籍化には消極的であったが，教材の形式と

して電子書籍を採用することには前向きな意見が多かった。 

  

３）インタビュー実施状況  

2015年 5月から 6月にかけて，アンケートのQ8で教材作成支援への協力の申し出があ

った 17名と，チラシを見て連絡があった教員 1名，他の教員から紹介があった教員 5名

の計 23名のうち 20名にインタビュー調査を行った。インタビューを行った教員の所属内

訳は以下のとおり（図３－９－５）である。2013年度のインタビュー実施の際には，回答

者は工学部，理学部，文学部，ALCの 4部局にとどまっていたが，2015年度はアンケー

ト同様，幅広い学部，研究科等の教員からインタビューへの協力を得ることができた。 
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図３－９－５ インタビューを行った教員の所属内訳 

 

 

 インタビューでは教員に教材作成支援の要望などをヒアリングした。インタビューを通

して，教材作成上の要望が明らかになった（図３－９－６）。 

教材の要望としては，音声や動画を用いた教材を使用したいという回答が 9名と最も多

く，主な理由としては学生の理解を向上させるため，より効果的な教材を用いたいという

ものであった。次いで，紙の教材や資料を電子化して配付する，あるいは既にある電子デ

ータを電子書籍形式にまとめたいといった要望も 7名と多く聞かれた。これには印刷コス

トの削減や，学生の利便性の向上といった理由が背景にあった。 

さらに 2015年度は，授業を録画してMoodle上で運用したいといった要望や，海外留

学前の事前学習用動画教材を作成したいとの意見もあり，電子教材の利用目的や形式が多

様化していることがうかがえる。 
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図３－９－６ 要望の内容（複数回答可） 

 

 

 

４）まとめ 

第 2回のアンケートでは，第 1回に比べ短時間でより多くの回答を収集することができ

た。これはこれまでの実績の紹介などによる具体的なサービスの提示や，広報活動に力を

入れた成果と考えられる。アカデミック・リンク・センターそのものの活動も広く知られ

ていたこともあり，インタビューにおいても，より幅広い学部・大学院の教員から話を聞

くことができ，大学教育における電子教材のニーズを探ることができた。 

2015年度のアンケートでは，電子書籍形式の教材にテーマを絞って質問した。 

これは 2年間の教材作成支援の取組から分かってきた教科書や参考資料の電子化のニー

ズに応えるためのモデルとして，電子的配付が容易かつ音声，動画の組み込みも可能であ

る電子書籍形式が，有用であると判断したためである。 

アンケートおよびインタビューでは，複数の教員から，電子書籍形式に対するポジティ

ブな意見を聞くことができた。今後の教材の形態として，電子書籍は十分に期待しうるも

のと考えられる。 

またMoodle上での教材運用や，動画収録に対する要望もあった。教材作成の支援と合

わせて，運用面での支援を求められていることが明らかになった。 

 

  

9 

7 

3 

2 

1 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

音声・動画教材の作成 

既存教材・資料の電子化 

Moodle上での教材活用 

電子出版 

授業の録画 

著作権処理 



35 

 

４．あとがき 

 本共同研究では大学の実際の授業において活用されている教科書（書籍）と教材（資料）

に，最先端のデジタル技術と ICTを応用することを試みた。研究成果として記載した事例

は，いずれも実授業で利用されているアナログ教材が，デジタル制作，ネットワーク運用

に実用レベルでどこまで対応できるかを実証・評価したものである。 

結果として，当初研究・実証対象とした範囲を超えた取り組みとなったものもあるが，

開発したデジタル教材は実際の授業において活用されており，制作，開発，運用の各フェ

ーズで実践的なノウハウを積むことができた。 

平成 25 年 7 月にスタートした千葉大学アカデミック・リンク・センター，丸善株式会

社，大日本印刷株式会社の三者による「電子教材の開発及び活用に関する共同研究部門」

（本共同研究）は平成 27年 6月に，本報告書に記したとおりの成果を上げて終了した。 

 共同研究は終了したが，アカデミック・リンク・センターでは，この研究成果を生かし

て，教員の自作教材の作成を支援していきたい。  

 

 最後に，本研究の実施において教材作成支援にともに取り組ませていただいた，立命館

大学常世田良教授（本学非常勤講師），文学部兼岡理恵准教授，融合科学研究科山本和貫准

教授および物理学問題集作成にご協力頂いた先生方，アンケートやインタビューに快くご

協力頂いた千葉大学教員の皆様に深く感謝するとともに，謹んでお礼申し上げる。 

 

 

  

 

 



36 

 

附録 共同研究部門 活動概要 

資 料 

千葉大学 アカデミック・リンク・センター共同研究部門 活動概要 

 

  

 １．研 究 課 題 名   電子教材の開発及び活用に関する共同研究 

 

 ２．研 究 期 間   平成 25年 7月 1日 ～ 平成 27年 6月 30日 

 

 ３．研 究 代 表 者 

 

氏   名 所属機関・部局名 職  名 

竹内 比呂也 
千葉大学  

アカデミック・リンク・センター 

アカデミック・リンク・センタ

ー長 

 

 ４－１．研 究 分 担 者 

 

氏  名 所属機関・部局名 職  名 期  間 

長丁 光則 
大日本印刷株式会社 

hontoビジネス本部 
共同研究部門客員教授 

平成 25年 7月 1日～ 

平成 27年 6月 30日 

栃木 博子 
丸善株式会社 

図書館サービス事業部 
共同研究部門客員研究員 

平成 25年 7月 1日～ 

平成 27年 3月 31日 

能登谷 泰見 
丸善株式会社 

図書館サービス事業部 

共同研究部門外部機関共同

研究員 

平成 25年 7月 1日～ 

平成 27年 6月 30日 

菅野 美香 
丸善株式会社 

図書館サービス事業部 
共同研究部門客員研究員 

平成 27年 5月 1日～ 

平成 27年 6月 30日 

  

４－２．研 究 協 力 ス タ ッ フ  

 

氏  名 所属機関・部局名 職  名 期  間 

斎藤 充春 
大日本印刷株式会社 

hontoビジネス本部 
協力スタッフ 

平成 25年 7月 1日～ 

平成 26年 12月 31日 

平野 桃子 
大日本印刷株式会社 

hontoビジネス本部 
協力スタッフ 

平成 27年 4月 1日～ 

平成 27年 6月 30日 

藤原 由季 
丸善株式会社 

図書館サービス事業部 
協力スタッフ 

平成 27年 5月 1日～ 

平成 27年 6月 30日 
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５．共同研究の成果 

 

発表論文，学会発表 

1.長丁 光則 

“千葉大学アカデミック・リンク・センターにおけるハイブリッド教材研究プロジェクト” 

第 15回図書館総合展，2013年 10月 

 

2.長丁 光則 

“教材作成支援の最前線―ハイブリッド教材研究プロジェクトご紹介―”2013年度第 4回千葉大学

アカデミック・リンク・セミナー， 2013年 12月 

 

3.栃木 博子，能登谷 泰見，小野 永貴，岡本 一志，兼岡 理恵，長丁 光則 

“「風土記」の授業におけるデジタル地図教材の開発 ”日本デジタル教科書学会 2014年度年次大会，

2014年 8月 

 

4.栃木 博子，能登谷 泰見，小野 永貴，長丁 光則 

“デジタル教材作成支援の実績（共同研究部門における活動）”千葉大学アカデミック・リンク・シ

ンポジウム，2014年 12月  

 

5.兼岡 理恵，能登谷 泰見 

“「風土記」の授業におけるデジタル地図教材の開発”第 6回 教育 ITソリューション EXPO，2015

年 5月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


