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1.は　じ　め　に

本学U) e-ラーニング教育への取り組みは, 2級自動屯整備

士資格(以下:整備士資格)取得の効率的な指導方法を確立

する体制づくりを契機として始まっている.これまでに本学

が開発したe-ラーニングシステムについては,すでに自動車

整備技術に関する研究報告誌｢第37号｣用及び｢第39号｣

(2)で詳しく報告している7年,開発されたいずれのシステムも,

その時の開発環境等に大きく左右され,それぞれが異なるシ

ステムで運用されたものとなっている.このため,筆者らが

目指すより効率的なシステムに改善するため言五年,急速に

普及しているスマートフォンに清目し,本学が今まで培って

きたものを統合した新しいシステムを締築LTt.また,本学

で推奨しているその他o)資格取得などの学習にも対応できる

システムも追加することで,学生個々の学力･成績などを一

括管理できる総合システムも構築した.本稿では新しく生ま

れ変わった資格取得支援システム｢コ-カくん｣を紹介する.

2.本学U)｡-ラーニング開発の経線概要

本学で本格的に0-ラーニングを学う凱こ活用するシステムの

開発に着手したのは2006年度からである.登録試験は年に2
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回実施され,ガソリン･ジーゼル共に40問題ずつ出題される.

単純に年間160問題が鞠蒸されることとなり,数年で膨大な

教となってしまう.学位は　過去に出題された問題の理解だ

けに止まらず,多岐に亘る学習内容に対応できる能力を習得

する必要がある.また,指導者側も単に過去問題だけが解答

できれば良いとするのではなく,新傾向の出題や類似の問題

にも対応できる能力を学生に習得させなければならない.従

って,学生が効率よく学習できるシステムが必要であると考

え開発に着手した.これまでの取り組みの経緯を表1に示す.

表1本学のe-ラーニング-の取組み

2006年 �(齷:竟I�餔X齎韋ﾋ�n)�伊�X5h5�6X8�8,ﾈ､ｩJﾒ�

2007年 �.�,ｸ�)�XｧvRﾘ8��ｸ6ｨ984�5h5�6X8�%D廼:9y駅��

2009年 凩9'Hﾘﾉ�(/�y駅�+X+ﾘｧx�5h5�6X8�(5"ﾙ|ﾘ*ﾘ/�2�
の開発 

2011年 �5�7ﾘ�ｸ6x7H4�99LZ(5"ﾙ|ﾘ*ﾘ/�8,ﾈ暮w��

2012年 倬�ｦ偃i;韈�x5h5�6X8�(5"ﾘ4ｨ*ﾘ/�8,ﾈ暮w��

2. 1.自動珪整備士試験問題検索システムの開発

初段階として,まずMi(･1･OSOf.t ･《)fTiee ･AL･eeSSを用いて

登録試験問題,解答,その他問題に関する分析情報を検索で

きる自動箪整備士問題検索システム(以下:検索システム)

を確立することから薄手した.これにより登録試験の内容,

解答,その他聞題に対する分析情報をデータベ一一ス化するこ

とができたので　必要に応じた問題を即座に検索でき,類似
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図1自動車整備士試験問題検索システム

問題の作成も可能となった.さらに,学内イントラネットと

リンクすることで全教員が情報を共有することが可能となっ

た.その｢検索システム｣ a)概要を図1に示す.

2.2.帝塚LIJ大学｡-ラーニングシステム｢TIF.SJ (3)の利用

学生を登録試験に臨ませる場合,指導者は学生個々の学力

や成績を把握していなければねもない.そして,学生が｢ど

のような学問をしているか｣ ｢どの分野に弱点があるか｣な

どを掌握し,適切なアドバイスが必要となる.従って,本来

は本学専用の学習用サーバーが準備できればよかったが,高

額であり,その保守節理封及び人件欝などU)捻出が当時はで

きなかった.そこで学習用サーバーを他大学に開放している

帝塚山大学U) TIES (Tezukayam JIltelmCt EducatioI一al

serl証e)を利用させていただくことにした.この経験は後に,

本学が実施する資格取得支援システム｢コ-カくん｣開発の

源となったことは言うまでもなく,非常に多くU)ことを学ば

せていただいたと感謝している.図2に帝塚山大学9-ラー一二

ングシステム｢TIES｣の概要を示す.

2.3.携帯亀話を利用した学習システム｢コ-カくん｣の

開発

携群璃話(以下:ケータイ)は学勘ことって最も身近で手

軽かモバイルコンピュータとして利用されている現状を鑑み

て,ケータイを利用した学習サイトがあれば学生はPC (パ

ーソナルコンビェ一夕)で学習するよりも,面こ手軽に半薯

を行うことができると考え,携筋屯話･学習システム｢コ-

カくん｣を開発した. (※この当時TIESはケータイに対応し

ていなかった) 2010年度は,昨年度の不具合箇所の修正,解

説の充実を図ることを主眼に考え, ｢コ-カくん｣の運用を

行っている.
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図2　帝塚山大学e-ラーニングシステム｢TIES｣

この時点でスマートフォン(以下:スマホ)の存在は認知

していたが　普及はまだ先と捉えていた.このため, 2010年

度の学生が使用している勝群瑤話種別のアンケ一･ト調査を実

施せずに｢コ-カくん｣を公開した結果,一一一部の学生からス

マホで｢コ-カくん｣を行うと, ｢非常に見にくい,操作し

難い,図が大きすぎる｣など',想定外o)不具合が報告された.

よって, 2011年度早々に,学生が保有するケータイq)種別を

調査確認したところ, 1/3程度の学生のスマホ-の切り替えが

進んでいる状況が判明した. (12月に実施した拐帯亀話種別

アンケート調査では,スマホの保有率が5割を超える結果と

なっている. )そこで,本システムU)将来性を視野に入れて,

スマホ版｢コ-カくん｣を立ち上げることとした.しかし,

予算の関係上,ケータイ版の公開コンテンツをスマホ版に対

応させることしかできなかった.学生の携帯篭話種別q)変遷

を図3に示す.また,図4に携帯篭話･学習システム｢コー

カくん｣の概要を示す.

3.資格取得支援システム｢コ-カくん｣としての発展

前述の｢検索システム｣ ｢T氾S｣ ｢コ-カくん｣は,自動

車整備士試験-の対応に特化しており,それぞれが異なるシ

ステムでの運用U)た8),問題入力を何度も繰V)返し行わなけ

ればならなかった.また,問題,成績などを管理することも

別々に行かなけ紺青ならず,作業時間が多くなり篭理する側

の負担を増加させる結果となった.そこで,今までの蓄積し

たデータやノウハウを活かすことのできる本学独自の曾-ラー
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図3　単色の携措辞話種別の変遷
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図4　勝辞笹話･学溜システム｢コ-カくん｣

ニングシステム-の移行に着手した.システムを移行するに

あたy),重点的に検討したことは以下の通V)である.

(検討事項〕

･本学独自のシステム｢コーカくん｣は継承する

･問題解説の充実を図る

･入力作業の効率を図月乍業時間の短縮を行う

･問題の-一元得球,統一･性を図る

･学生データの一元管理をする
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図5　資格取得支援システム｢コ-カくん｣の概要

･自動車整備士資格以外の資格サイトの湾入を行う

･本学U)特徴を表すフレンドリー-なサイトを作る

などである.新しく生まれ変わった滋格取得支援システム｢コ

-カくん｣の概要を図5に示す.

3.1.管理者サイト及び教員サイト

笹理者サイト及び教員サイトは同じアドレスにして,ログ

インIDとパスワードを変えることで,節理者サイトまたは

教員サイトにログインできるように設定した.管理者サイト

及び教員サイトのログイン画面を図6に示す.

イ7Zqr鞄
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図6　管理者および教員サイトのログイン画面
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次に節理者または教員でログインした場合のメインメニュ

ーは以下のとおりである.

〔管理者サイトメインメニュー〕 10項目

･分類1

･分類2

･分類3

･問題作成

･テスト作成

･学生管理

･お知らせ筒理

･ダウンロード管理

･先生ダウンローード

･解答履歴ダウンロード

〔教員サイトメインメニュー〕 6項目

･問題検索

･テスト検索

･学生データ

･お知らせ管理(全体)

･ダウンロード管理

･先任ダウンロードファイル間騒

今までは,教員も学内のイントラネット内だけでの閲覧に

止まっていたので種々の制約を受けていた.このシステムに

よりインターネットの環塊が整っていれはぎ,どこからでもア

クセスでき,学牛-の助喜,指導が効率よくできるようにな

った.また,授業での演習問題作成や試験問題作成もこのサ

イトから行うことが可能となった.今後は,問題解説などの

教員間の統一が図れるものと期待している.

3.2.学生サイト

学生サイトは大別すると, PCサイトとスマホサイトで構

成している.図3で示したように学生Q)持っている携稿篭話

は,ほぼケータイからスマホに移行したと考え,学生サイト

はPCサイトとスマホサイトの二本立ての構成とした.

〔PCサイト〕

PCサイトは, PCを利用して問題を効率よく学習するこ

とが目的である.図7はPCサイトのTOPペ一一ジ画面である.

学生は｢年月検索｣ ｢分類検索｣ ｢ガソリンランダム｣ ｢ジ

ーセルランダム｣および｢テスト｣の5項目Or)中から学習す

る項目を選択できるが. ｢テスト｣問題のみ40問題すべてを

解答しないと採点できないように設定した.また,過去に実

施した学生アンケートの結果から, e-ラーニング学割こおい

ては, ｢解説｣の良し悲しで学生の･,5欲が大きく左右される

ことを経験しているため,いずれの問題にも本学独酌の解説
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を加えることにより,単色自らが理角紳~る力を育む工夫も行

った.

図8は問題解説の一例である.さらに,学位の理解度を上

げるもう-･つq)工夫として,動画での解説を導入したことで

ある.現在は試験運用の段階ではあるが. YoLITube経由で教員

の解説(板書と説明)を取り入れることも可能になった.
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図7　学生用PCサイトTOr'ページ画面
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図8　問題解説の一例

〔スマートフォンサイト〕

スマホは情報処理能力も優れており,小さなPCといった

ところであるが,ではPCサイトと同じ方法で運用が可能か

というと,そうではないことも判明した.インターネットで

は,現在はPC版とスマホ版の両方を運用しているサイトが

大半である.これは画面のサイズなどU)違いによるものであ

る.本学では,すでにスマホサイトは2011年度に運用を開始

していたが,この移行に最も苦慮した点は　問題に掲載され

ている図柄をすべてリサイズすることであった.中でも, P

Cサイトと違って,一画面の中に入る大きさに合わせた,的

を得たシンプルか解説に仕上げることに留意したことである.

スマホサイト｢コ-カくん｣のTOP前面,問題検索画面,

解説画面を図9に示す.



図9　スマホサイト｢ユーカくん｣画面

3.3.本学が推奨する資格取得サイトの追加

現在,本学では多くの資格取得指導にも力を注いでいる･

欝格は大別すると,取得すれば有利に働く付加的な資格と,

取得しないと従事できない絶対的な資格がある.自動車整備

士の資格は,整備に拐わる者にとっては絶対必要となるもの

であることから,学生自身o)整備士資格取得-の受け止め方

は他の資格取得とは異なっていることも後押しとなり,整備

士資格取得のためU) e-ラーニングシステムは-一一応C)成果を収

めるまでに至ったと考えている.そこで,今回の資格取得支

援システム｢コ一一カくん｣の付加価値を上げるため,必要性

の高い資格サイトも同時に立ち上げることにした･

資格取得支援システム｢コ一一カくん｣の学生サイト総合TOP

ページを図10に示す.今回,同時に立ち上げたサイトは,

･低圧亀気試験問題サイト

･中古車査定士拭蕨問題サイト

･ガス溶接試験問題サイト

･危険物乙4試験問題サイト

U)4つU)サイトである.システムとして立ち上がっているも

のの,現在公開できているものは, ｢ガス溶接試験問題サイ

ト｣と｢低圧亀気試験問題サイト｣の2講座のみである･

図10に示したPCサイトの総合TOPページには講座名が表

示されているが,現状はスマホサイトだけでの公卿こ止まっ

ている.図11は現在公開しているスマホサイトの検索画面で

ある.
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図10　学生サイト総合TOPページ(pC版)
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図11ガス溶接および低圧篭気試験問題サイト(スマホ版)

3.4.フレンドリーなサイト作りの工夫

本学独自の｡-ラーニングシステムとして学生に広く受け入

れられるためにはマスコットキャラクターが必要と考えた･

本サイトを分かり易く表現で5,本学学生をキャラクター化

することで,より馴染みのあるものとしたのが,図12に示す

｢コ-カくん｣である.

図12　マスコットキャラクター｢コ-カくん｣

次に,図13に示すキャラクターが｢ピストくん｣である･

｡-ラーニング学習により,問題を解答していると,必ず,ア

レ?ナゼ?といった疑問が生じてくる.また,何かヒントが

欲しいといったことが必ず起こる･このような場合に･ ｢ピ

ストくん｣が登場するように設定した要するに解答が〔 × 〕

の場合に登場して,学生の理解を助けるのである･

図13　｢ピストくん｣
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さらに,キャラクター以外で工夫しだ点は｢レベル表示｣

を｢☆印｣でかかるようにしたことである.これは.問題を

40間解答するごとに｢☆印｣が追加されていくシステムであ

る.レベル表示と同時に｢学生ランキング｣も表示できるよ

うにした.これにより,学生間の競争心が生まれモチベーシ

ョンl古上土に発展した感がある.その他は, ｢お知らせ｣欄を

設け,連絡事項を掲載できる項目も付加しだ　最後にPDFフ

ァイルをダウンロードできる項目を設け,学生自身が必要に

応じて,紙面上で0-)テストを行うことや,可能とした.

4.まとめ

本学の0-ラー-ニングシステムは,スマホの登場によって,

2011年度から大きく舵を切った形となった.図14は,ケ一一タ

イまたはスマホサイト｢コ-カくん｣の50日間の1日当たり

の平均利用率(利用人数÷受験者教×100)を表したものであ

る. 2011年度からの利用状況が向上した理由として考えられ

ることは,図を変更し,解説を充実できた結果であると推測

する.また,スマホの場合,処理スピードが速いため,テン

ポ良く問題を解くことができることも,利用率向上の要因と

捉えている.また,図15は2012年度に実施したPC版とス

マホ版の平均利用率(利用人数÷受験者数×100)を示したも

のである.残念ながら, PC版が完成して,学位に公開がで

きたのは登録試験日の26日前であったにもかかわらず.多く

U)学位がサイトを利用してくれたことは幸いであった.

5.今後C)課題

昨今,入学仕の学力は既に入学時に大きな差があるため,

カリキュラムに沿った学年進行と共に,単色の理解度が向上

するよう,いずれの指導者も講義･実習内容等に工夫を凝ら

し取り組んでいる.しかし,正規の授業時間のみでは,その

学力差を埋めることが難しく,補習等で補完することで登録

試験までには,一一一定のレベルに到達できるよう指導している.

今後はその場合においても, e-ラーニングシステムが活用さ

れることを期待し, 『動画』の解説を増設したいと考えてい

る.これは動画解説(説明)を提示することで,内容を理解

するまでの時間が籠縮できると捉えているためである.また,

現在作成進行中U)自動車整備士以外の綻格サイトを早期に完

成させ,学生の利便性を商めたいと考えている.さらには,

教員サイトの充実度を向上させることにより,本サイトの活

用範囲を広げたい.
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図15　2012年度　r,(:サイトおよびスマホサイトの利用状況
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