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1. はじめに 

著者らの所属する小樽商科大学は，コロナ禍以前から

LMS（Learning Management System：学習管理システム）

とクラウド型クリッカーを積極的に活用したアクティブ

ラーニングや（1），学内の教室をオンライン会議サービス

「Zoom」（2）で結んだ遠隔アクティブラーニングの教授法

開発などに取り組んでおり（3），遠隔授業や ICTの活用の

知見は，一定程度蓄積されていた。また，学生や教職員の

国際交流事業を重視していることから，海外の大学や留

学生と Zoom を用いた各種の取り組みを実施してきた。

さらに，2022 年から帯広畜産大学，北見工業大学との 3

国立大学法人統合を予定しており，将来の遠隔授業や学

生間の交流などのため，遠隔教育の体制整備に取り組ん

でいた。 

しかし，教員レベルでは，LMSやZoomの利活用が全

員に浸透しているとはいえず，全学的なFD研修会の実施

が急務であった。本報告では，コロナ禍で早急な実施体制

の構築が迫られたオンライン授業に関して，大学全体と

してのFDの取り組み事例を示し，今後の遠隔授業へ向け

た課題を検討するとともに，知見を共有することを目的

とする。 

 

2. 大学全体の新型コロナ対応 

2020年 3月頃から，日本国内において新型コロナウイ

ルス感染者が日々増加し，収束の目途が見通せない状況

なった。著者らの所属する小樽商科大学（以下，本学）で

は，3月 2日に 2019年度の学位授与式の中止を決定し，

3月10日には2020年度の入学式の中止を決定した（4）。3

月19日には，「令和2年度前期の授業実施方針について」

を策定し，すべての科目について遠隔授業を行うことを

決定した。また，新学期の授業開始日も2020年4月7日

（火）から 5月 7日（木）へ 1ヵ月延期することを学生

へ通知した。 3月31日には具体的な遠隔授業の運営方法

に関する「遠隔授業に関するガイドライン」を全教職員へ

通知した。 

授業開始を1か月後に延期したことにともない，4月中

はオンライン授業の準備期間に充てることとし，教職員

一同，5月7日からの授業開始へ向けた各種の取り組みを

行うこととなった。本学では，新型コロナに対応するため，

3月中に学長を本部長とする危機対策本部を設置し，その

中に，オンライン授業に関する FD プロジェクトチーム

（FDチーム）を発足して，サポート体制の整備，各種マ

ニュアルの作成，FD研修会の企画等を実施する体制を整

備した。また，オンライン授業用の教室やオンライン教材

作成用PC，撮影用ブースなどの準備，授業担当教員への

Zoomアカウント付与，オンライン授業用のコンテンツ配

信サーバの構築などを行った。 

 

3. FD研修会の概要 

FDチームでは5月からのオンライン授業の実施へ向け

て，本学教職員および非常勤講師を対象に，4月9日～17

日まで，計 6日間，1日 3～4時間の FD研修会を実施し

た。研修内容は，（a）LMS（学修管理システム）の基本的

な使い方，（b）オンデマンド教材の作成方法，（c）Zoom

の使い方，（d）オンデマンド教材の配信方法等であった。

非常勤講師を含む全教員で情報を共有し，一元管理する

ために，LMS上で FDに関するすべての情報を提供する

こととした。また，この研修自体もZoomで同時配信し，

後日その動画，資料等をLMSへアップし視聴可能とした。 
 

（a）LMSの基本的な使い方 

本学の3月31日の「遠隔授業のガイドライン」 では，

3月 24日の文部科学省による「令和 2年度における大学

等の授業の開始等について（通知）」（5）に基づき，①1 コ

マ当たり90分相当の授業内容となるよう，講義資料，小

テスト・レポート等を準備，②LMSを活用し，設問回答，

添削指導，質疑応答等を行い，双方向による適切な学修管

理・インタラクティブな環境を確保して指導，の 2 点を

基本方針として教員へ通知された。しかし，教学 IR室で

これまでの LMS の利用状況を分析した結果，LMS を活

用している教員は一定数いるものの，まったく利用して

いない教員や非常勤講師も多く，2極化していることが判

明した。 

そこで，まずは全教員が LMSを使用できることを FD

研修会の第一の目標とし，教材提示，学生管理，テスト，

レポート，掲示板などの基本的な機能の使い方に関する

講習を行った。その上で，学生への各種通知やオンライン

教材の配信，資料の配付などは，すべて本学で使用してい

るLMSの「manaba」（6）をポータルとするよう全教員へ依

頼した。今後のFD研修会も対面形式で実施することが可

能か不明であるため，オンライン授業に関する各種連絡，

マニュアル，FD情報の提供なども，学生と同様にすべて

manabaをポータルとした（図1）。 

 



 
図1 教員向けmanabaコース画面 

 

（b）オンデマンド教材の作成方法 

3月 24日に文部科学省から通知された「令和 2年度に

おける大学等の授業の開始等について（通知）」の中では，

多様なメディアを高度に利用して行う授業（遠隔授業）の

活用が示されており，平成 13 年文部科学省告示第 51 号

（大学設置基準第25条第2項の規定に基づく大学が履修

させることができる授業等），いわゆる“メディア授業告

示”の授業方法が提示された。本学では，メディア授業告

示に基づき，Zoomを利用した同時双方向型（リアルタイ

ム授業）と，オンライン教材を用いたオンデマンド型（オ

ンデマンド授業）の2種類について，FDチームとしてそ

の標準形を提示することとした。オンデマンド教材の作

成方法では，主にPowerPointやWindowsのビデオ作成機

能を用いた動画作成に関する講習を行った（図2）。 

 

 

図2 教材作成に関する資料の例 

 

 

（c）Zoomの使い方 

本学の方針として，全国の教育機関でのオンライン化

に伴うネットワークの帯域幅の問題や，学生の通信端末

のパケット制限などの懸念から，可能な限り同時双方向

型ではなく，オンデマンド型の遠隔授業を推進した。しか

し，教員や学生同士の高い双方向性が求められる科目も

一部あることから，リアルタイム授業の実施へ向けた

Zoomの使い方についての講習も実施した。Zoomの基礎

的な利用方法や注意点，ブレイクアウトルームの使い方，

画面共有の方法などについて実習形式により講習を行っ

た。 

 

（d）オンデマンド教材の配信方法 

オンデマンド教材の配信方法として，①LMS上にアッ

プロード，②YouTubeやGoogleドライブ等の外部へアッ

プロードし，LMSからリンクする，③学内のコンテンツ

配信サーバへアップロードし，LMSからリンクする，の

3 つを想定し，その方法について講習を行った。しかし，

③の学内サーバは FD 研修会の実施時にはまだ構築が完

了しておらず，主に①と②の方法について具体例を示し

た。また，LMS等へオンデマンド教材をアップロードす

る際には，データ通信量の懸念からファイルサイズを小

さくする必要があるため，FDチームで動画ファイル等の

ファイルサイズ圧縮ツールを作成し，その使用方法につ

いての講習も実施した。 

 

4. FD研修会の課題 

4.1 オンライン授業の定義 

オンライン授業に関する FD 研修会の大きな課題は，

「オンライン授業」の定義が曖昧のため，「標準的な」オ

ンライン授業の実施方法を強く示せなかった点である。

文部科学省からの3月24日の通知では，これまで省令や

通知等でほとんど使用されてこなかった「遠隔授業」とい

う用語を用いており，設置基準等で規定されている，いわ

ゆるメディア授業とは別のものを指しているようにも解

釈ができた。一方で，同通知では，メディア授業告示を引

用しており，「遠隔授業＝メディア授業」であるようにも

解釈ができた。 

大学設置基準の第25条では，「授業は，講義，演習，実

験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用」と規定されているが，これは「対面授業」を想定した

ものである。そして，対面授業の代替として，「多様なメ

ディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の

場所で履修させることができる」となっており，いわゆる

「メディアを利用して行う授業（メディア授業）」が60単

位まで認められている。つまり，（通学制の）大学の授業

形態は，「対面授業」と「メディア授業」の2種類であり，

メディア授業として，Zoom等による同時双方向型授業と，

インターネット上で好きな時間に講義を受講する非同期

型のオンデマンド授業の 2 つが認められていることにな

る。 

メディア授業については，平成13年文部科学省告示第

51号では，オンデマンド型授業について，「多様なメディ

アを高度に利用して，文字，音声，静止画，動画等の多様

な情報を一体的に扱うもの」を前提として，「二 毎回の授

業の実施に当たって，指導補助者が教室等以外の場所に

おいて学生等に対面することにより，又は当該授業を行

う教員若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやか

にインターネットその他の適切な方法を利用することに

より，設問解答，添削指導，質疑応答等による十分な指導

を併せ行うものであって，かつ，当該授業に関する学生等

の意見の交換の機会が確保されているもの」としている。

つまり，オンデマンド型のメディア授業は，①多様なメデ

ィアを高度に利用（文字，音声，静止画，動画などを一体

的に扱うもの），②“毎回”の授業ごとに，テストや課題，

質疑応答を実施，③LMSなどで，学生などの意見交換の

場の確保，が必須要件となる。 

しかし，2020年 4月 1日に文部科学省高等教育局大学

振興課から出された事務連絡「学事日程等の取扱い及び

遠隔授業の活用に係るQ&A」（7）では，「問6 遠隔授業の
実施方法として，教科書や教材による学修を一定時間自



宅において行わせたうえで，メールや掲示板等を用いて
質疑応答等を行うことは許容されるか。」という質問に対
して，次のような回答となっていた： 

 

 

法令上，遠隔授業の一部において，教科書や教材による
学修を自宅において行わせることが禁止されるものでは
ございませんが，面接授業に相当する教育効果を有する
ものである必要があることから，授業外の予習・復習に相
当するような単に教科書を読ませるといった形態は想定
しておらず，授業担当教員による事前のガイダンス等に
おいて，当該授業の目的やねらい，教科書を読むに当たっ
ての留意点や，必要な視点・観点などを示すなどにより，
授業中に課すものに相当する学修である必要があります。 
 

 

この回答では，教科書や教材を用いて自宅で学修し，メ

ール等での質疑応答を行うのは，禁止してはいないとな

っているが，教科書の配付のみでは「多様なメディアを高

度に利用」とは言えないため，メディア授業告示51号第

2号の要件には合致していないと考えられる。一方で，同

回答において，授業方法の区分が明確になっている通信

制大学の「印刷授業」「放送授業」「面接授業」「メディア

授業」の 4 つの授業形態（大学通信教育設置基準の第 3

条）を同時に示しているため，間接的に質問にあるような

遠隔授業形態は好ましくない，と示唆しているとも推測

できる。 

さらに，4 月 1 日の同事務連絡では，15 回の授業にお

いて，通信制大学における4つの授業形態が混在する「ハ

イブリッド」な授業でも，「メディア授業」として単位を

認定できるような記載もあった。 

したがって，授業形態が厳密に区分されて運用してい

る通信制大学を参照しつつも，柔軟な運用を可能にして

いるようなQ＆Aとなっており，FD研修会の実施に当た

っては，オンライン授業，遠隔授業，メディア授業をどの

ように解釈して教員へ例示すべきかが最大の検討点であ

った。 

 

4.2 著作物の取り扱い 

FD研修会では，オンライン教材の作成にあたり，著作

権の扱いに関する質問も多くあった。本学では，3 月 31

日の「遠隔授業に関するガイドライン」において，著作物

の使用については従来の文化庁の示す指針を元に著作権

に留意して資料を作成し，著作権が明確でないものは利

用しないように通知を行っていた。しかし，メディア等で

は，平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公

衆送信補償金制度」（8）を前倒して施行する情報も流れてお

り，オンデマンド授業の配信や，対面授業の同時配信では

ないリアルタイム授業における著作物の配信に関する質

問等もあった。 

結果として，2020年 4月 28日から，2020年度に限り

補償金額を特例的に無償とし，運用されることが決定し

たが，FD 研修会時点では未確定であった。FD 研修会の

期間中である4月16日には，「改正著作権法第35条運用

指針（ガイドライン）」（9）が出されたものの，その時点で

は今後の見通しが不明であるため，あくまでも従来の文

化庁の指針に基づいて教材作成や授業配信をするよう依

頼した。 

 

4.3 試験実施，成績評価 

本来，オンライン授業を作成するためには，対面授業を

そのまま置き換えるのではなく，オンライン授業の特性

を考慮した授業設計や成績評価方法などを検討すること

必要である（10）。しかし，対面授業に替えてオンライン授

業を実施するという決定から授業提供までは 1 か月程度

の期間しかなく，まずはオンライン授業の準備を早急に

行う必要があることから，FD研修会では従来の対面授業

をオンラインで実施することを念頭に講習を行った。そ

のため，4月時点のFD研修会では，その後の成績評価方

法や試験の実施などの具体的な検討には至らず，研修内

容には含めることができなかった。 

 

4.4 配信基盤 

本学では，オンライン授業の配信基盤としてmanabaの

使用を前提としてとするべくFD研修会を行ってきたが，

4 月 24 日になり，manaba を提供している朝日ネットよ

り，manaba にアップロードできる1ファイル当たりのフ

ァイルサイズの上限が 50Mbyteから 10Mbyteへ引き下げ

る通知があった。本学では，独自のコンテンツ配信サーバ

を構築中であったが，この時点では未完成であった。幸い

にして担当教職員の取り組みにより 5 月 1 日からサーバ

の運用が開始されたが，全国的なアクセス増とはいえ本

学のような小規模大学にとって，直前の通知では対応が

できないところであった。今後の安定したオンライン授

業の配信へ向けて，LMSの再検討や基盤整備の必要性が

明らかとなった。 

 

4.5 サポート体制 

4 月中旬に 6 日間の FD 研修会を開催したが，実際に

LMSを利用したり，オンライン教材を作成する段階では，

研修会後に多くのサポートが必要となった。オンライン

授業に関するFDチームには，教員のみではなく，教務に

携わる職員もメンバーとなっており，教職協働体制でFD

研修会の企画・運営，オンライン授業に関する教員へのサ

ポートを行った。 

特にLMSやZoomなどの技術的なサポートの多くは事

務職員により支援されたが，職員は新入生オリエンテー

ション等の通常の新学期の準備に加えて，学生の受講環

境の調査・整備やコロナ禍の経済支援の手続き等，例年に

ない業務量の増加となっており，職員が少ない小規模大

学としての課題が改めて浮き彫りとなった。 

 

5. おわりに 

本学でオンライン授業の導入を決定してから，FD研修

会までの 3 週間，非常勤講師を含む全教員がオンライン

授業を実施できるよう，以上のような取り組みを行って

きた。「オンライン授業」の定義や明確なガイドラインが

なく，従来のメディア授業告示にある「メディア授業」の

実施方法をどの程度厳守すべきかが一番の課題であった。 

FD研修会が終了後の5月1日には，文部科学省高等教

育局大学振興課から「遠隔授業等の実施に係る留意点及

び実習等の授業の弾力的な取扱い等について」（11）が出さ



れ，オンライン授業の扱い方が次のようにやや具体的に

示された： 

 

 

今回の特例的な措置として，面接授業に相当する教育
効果を有すると大学等が認めるものについては，面接授
業に限らず，自宅における遠隔授業や，授業中に課すもの
に相当する課題研究等（以下「遠隔授業等」という。）を
行うなど，弾力的な運用を行うことも認められます。 

 

 

これにより，遠隔授業であっても，大学等が面接授業に

相当すると認めた場合については，「対面授業」として扱

われ，卒業単位認定においても「対面授業」となり，遠隔

授業（メディア授業）として扱われる60単位には算入し

なくても良いこととなった。同内容は，2020年5月22日

に文部科学省高等教育局大学振興課から出された「学事

日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係る Q&A 等の送

付について」でも，再度Q&A形式で掲載されている（12）。 

ただし，5月 22日の通知では「自宅における遠隔授業

や授業中に課すものに相当する課題研究等」に関して，

「遠隔授業等」ではなく「面接授業以外の授業」と表現が

変化している。つまり，メディア授業に準拠しない遠隔授

業や，そもそも遠隔授業ではなくても，“教育効果を有す

ると大学が判断”すれば，対面授業の一部として実施し，

単位認定することが可能であると解釈できる。今回の文

部科学省の一連の通知をみると，本来は，大学設置基準，

大学通信教育設置基準，メディア授業告示などに従い，従

前からの「メディア授業」を実施することが望ましいが，

全国の大学で一律に運用するのは困難であると判断し，

各大学の自主性と教育の質保証に一任した結果といえる

だろう。 

 

本学では，大学教育としての質を保証することを第一

の目標として 4 月中旬に FD 研修会を実施したが，それ

以降も，6月には「中間試験の実施方法を検討するワーク

ショップ」，7 月には「前期期末試験の実施方法を検討す

るワークショップ」を開催し，4月のFD研修会では取り

組むことができなかった課題に関する検討を継続してき

た。また，全学的な遠隔授業に関するアンケート及び前期

の授業改善アンケートの結果をもとに，9月には後期の授

業へ向けたFD研修会を実施した。 

現時点では，来年度の見通しが立っておらず，全面的に

対面授業を再開可能かは不明であるが，本学では今後も

これまでどおり国内外の大学との交流や遠隔授業を促進

するとともに，遠隔地に立地する大学同士の法人統合を

視野に入れた異分野間の連携教育手法の開発普及を推進

していくことから，今回のコロナ禍における対応は貴重

な経験となった。今後は様々な大学との情報交換や知見

を集約し，より効果的なオンライン授業に関するFD研修

会に取り組んでいきたい。 
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