
インタラクティブな
オンライン コースの作成

IT やデザイン スキルは不要



e ラーニング導入に企業が
直面する主な挑戦

e ラーニング コンテンツを作成してオンライン

で届けるために、企業は指導のデザイナー、

トレーナー、LMS 管理者などの多くの専門家を

雇用する必要があります。

多くの人材が必要

各 LMS にはコース型式の独自の要件があります。

コンテンツ開発前に型式を考える必要があります。

そうしないと、コースはまったく表示されません。

LMS でコースが表示されない

さまざまなタイプの学習教材（動画、スクリーン

キ ャ ス ト 、 ク イ ズ ） を 作 成 す る た め に は 、

特化したソフトウェアを購入してマスター

しなければなりません。

追加のソフトウェアが必要

すばらしいコース作りには、デザイン、クイズと

ロール プレイの開発、動画録画などが含まれます。

これには多くの専門家が関わり、何か月もかかる

ことがあります。

コース オーサリングに時間がかかる



スキルと知識をクイズで確認 従業員とパートナーに
インタラクティブなコースの提供

エージェントと販売担当者を
支援するロール プレイ

ソフトウェアのスキル
トレーニングに動画レッスンを活用

ドキュメントと説明書から
インタラクティブな電子書籍を生成

ソフトウェア使用方法の
トレーニング向けスクリーンキャスト

e ラーニング作成がすばやくできるツール



クイズと
アンケート

スクリーン
キャスト

ダイアログ
シミュレーション

ビデオの録画 電子書籍

インタラクション

数分でコースを作成

iSpring Suite は PowerPoint のアドインとして

タブに追加されます。既存のプレゼンテーションを

1 つ選び、動画、クイズ、ロール プレイ、

インタラクションなどを追加し、「公開」ボタンを

クリックするだけで、コースの準備が完了します。



簡単に研修動画を
作成

動画レッスン

スクリーンキャストでは、手順ごとの

チュートリアル、動画講義を 1 つのツールで

録画することができます。

• ビルトインのビデオ スタジオで動画を編集

• ナレーション、注釈、
ビデオ エフェクトを追加

• 再生速度を変更、動画をトリミング



採用プロセスなどの
コンテンツを視覚化

インタラクション

iSpring Suite にはすぐに使えるテンプレー

トが 14 種類あり、インタラクティブなタイ

ムライン、図表、グラフィックなどをすばや

く作成できます。製品コンポーネントの概要

提供、視覚的に複雑なマーケティング コン

セプトの提示、インタラクティブなカタログ

デザインが可能です。適切なテンプレートを

選んで、画像や情報を入れるだけです。



iSpring を使用すると、すばらしいインタラク

ティブなクイズ (ドラッグ アンド ドロップ形式

など) をすばやく作成し、従業員の訓練・評価、

フィードバック収集を行えます。

• 14 種類の質問から選択

• すぐに使用できる 36 種類の
テーマと 19 色を活用

• クイズ デザインをカスタマイズ

• 分岐の設定

• 詳しいフィードバックを提供

• ポイントを付与し、マイナスの
マーキングを適用

• 修了時間と試行回数を設定

従業員のスキルと
知識を確認

クイズ



会話と販売スキルの
訓練

ロールプレイ

インタラクティブなロール プレイのシナリオは、

販売担当者と顧客サポート エージェントの訓練に

役立ちます。各シーンにクライアントのコメント

として、複数の回答選択があります。従業員の

選択によって会話は複数のシナリオに進みます。

このように、従業員が自分自身や会社にリスクを

与えることなく、さまざまな会話の駆け引きを

試すことができます。

• 場所とキャラクターの選択

• フィードバック メッセージ

• 正解にはポイント、不正解にはペナルティ

• ダイアログ ナレーション



文書を電子書籍に
変換

電子書籍

iSpring Suite を使用すると、Word、PDF、

PowerPoint ファイルをすばやくインタラク

ティブな電子書籍に変換することができ、

変換データをウェブサイトや LMS にアップ

ロードして、従業員に提供できます。



テキスト音声化

コース

声優がいなくても、プロのナレーションのような

音声を作成することが可能です。

iSpring Suite を使用すると、テキストを

自然に聞こえるスピーチに簡単に変換できます。

やるべきことはテキストの貼り付け、

言語選択、コースに合う雰囲気の声の選択

だけです。

この新機能により、多言語のコースも効率良く

作成できます。

iSpring は、日本語、英語、中国語、スペイン語

など、42 言語に対応しています。

※ iSpring Suite Max 製品でのみ使用可能な

機能となり、現状はベータ版となります。



すばやく
コースを翻訳
コースを外国語に翻訳する場合、各スライ

ドでテキストを手動で置き換える必要はも

うありません。iSpring Suite がもっと早く

翻訳するお手伝いをします。

わずか数クリックで、1 つのファイルに

すべてのテキストをエクスポートし、翻訳

した後、再び iSpring Suite にインポート

することでコース内のテキストは自動的に

適切な場所に配置されます。

※ テキストを翻訳する作業は、サード パーティの

ソフトウェアまたは、プラットフォームが必要となり

ます。

コース



アクセシビリティ
モード
iSpring Suite を使用すると、障害のある

学習者のために Section 508 と WCAG 2.1 

AA 対応コースを作成できます。コンテンツは

最も人気があるスクリーン リーダー (JAWS、

VoiceOver、 NVDA) で認識されます。

利用できる特別なコースのコピーの作成は

不要です。学習者は「眼鏡アイコン」を

クリックするだけで、アクセシビリティ

モードに切り替えることができます。

コース



すぐに使えるアセットで
コースを組み立て

コンテンツ ライブラリ

89,000 種類のデザイン アセット (コース テンプレート、

キャラクター、ロケーション、オブジェクト、アイコン) 

を活用しましょう。短時間でコースを作成するには、

テンプレートを選択してコンテンツを入力するだけです。

キャラクター

74,800
ロケーション

2,400

テンプレート

2,200
オブジェクトと

アイコン

3,200

※ iSpring Suite Max 製品でのみ使用可能な機能となります。



• ブラウザーで直接コースを作成

• チーム内外で安全に教材を共有

• パブリック アクセスのために別々の
ファイルを開く

• リアルタイムでコースのコメント、
レビュー、編集を一緒に実行

オンラインストレー
ジ保存、共同編集

※ iSpring Suite Max 製品でのみ使用可能な

機能となります。



作成したコースを
マルチ デバイス
で表示

モバイル再生

iSpring Suite で作成したコースは、PC、

タブレット、スマホなどの画面サイズに

自動的に適応します。

学習者は、Windows、iOS、Android

デバイスで自宅や外出先で受講できます。



iSpring Suite Max が選ばれる理由

156 種類の LMS に対応

iSpring Suite は cmi5、xAPI (Tin Can)、

SCORM 2004、SCORM 1.2、 AICС 形式に

変換できます。

※ 各 LMS で取得可能な情報は異なりますので、

iSpring で生成される LMS 用データとご使用され

る LMS との動作につきましては、事前に評価版に

てご確認ください。

さまざまなスクリーン サイズに対応する複数

のコースを作成する必要はありません。

iSpring Suite で作成された教材は自動的に

PC、タブレット、スマホに適応します。

カスタマ― サポート

iSpring 社のサポート エージェントが、

お手伝いさせていただきます。

メール（日本語と英語）をご利用いただけます。

テクニカル サポートにつきましては、メール ベースと

なりますが、日本語で弊社エクセルソフト株式会社が

問い合わせ受付窓口となり、内容によって、弊社から

製品の開発元である iSpring 社に確認を依頼いたします。

デザイナーを採用したり、オンラインで画像

を検索するのに何時間も費やす必要はありま

せん。iSpring コンテンツ ライブラリには

89,000 種類以上のデザイン アセット

(テンプレート、キャラクター、ロケーション、

オブジェクト、アイコン) があります。

7 イン 1 ツールキット

オンライン コースの作成、動画とスクリーン

キャストの録画、クイズとロール プレイ、

オンラインでのマイクロ コース製作、

文書の電子書籍への変換が可能です。

すべて 1 つのツールキットで行えます。

オンライン スペースがあると、1 つの場所に

コースを保管できます。iSpring Space で

管理しているプロジェクトへのリンクを社内

の関係者に送ることができ、社内の関係者が

見直して、フィードバックを与えることがで

きるようになります。

コラボレーションのための

オンライン スペース

すぐに使えるアセットと

テンプレート

マルチ デバイスで

利用できるコース



iSpring を信頼している世界的に有名なブランド

ハイテク & 
ソフトウェア

小売

製造

電子工学 & 

機械工業

医療

銀行

教育



『革新と技術卓越性』

ブランドン ホール

ゴールド メダル

Training Magazine 

Network が選んだ

『オーサリング ツール

チョイス アワード』

(2021)

SoftwareWorld 

『トップ評価の e ラー

ニング ソフトウェア』

(2021)

G2 でコース オーサ

リングのリーダー

(2022)

eLearning Industryが

選んだ 『オーサリング

ツールのユーザー体験

トップ 20』 (2022)

Crozdesk が選んだ

『クオリティ チョイス

トップ ランク ソリュー

ション』 (2021)

優れた技術とすばらしいカスタマー サポート



www.xlsoft.com/jp/products/ispring/trial.html?d=hrex22

14 日間の無料評価版を提供中

https://www.xlsoft.com/jp/qa/

製品についてのお問い合わせ
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