
��的な利�をもたらす
オンライン��の作り� ガイドブック 
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このガイドブックで得られるもの

オンラインコースを�めるべき理由が�かる

オンラインコースの�め�が�かる

オンラインコース開�までの流れとやるべきことが�かる

オンラインコースの主�コンテンツは、動�です。

このガイドブックでは動�を作成する前のコンセプト作成、��

作成、そして��に動�を作成し�開するまでの⼀�の流れに�

いながら、それぞれの��でどのような作業をするのか��しま

す。

目次
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��を�筆しよう

動�コンテンツを作成し、

�売しよう

オンラインコース（��）の作り�
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はじめに

この度は「��的な利�をもたらすオンライン

コースの作り�ガイドブック」をご�いただき、

ありがとうございます。

このガイドブックでは、オンラインコース（オン

ライン��）の�め�について、��に⾏う作業

⼿順に�ってご��しています。

 
オンラインコースは⾃�の専⾨知識を活かして�

�を得る⼿�として、⼤きな�⽬を�めていま

す。また、�ぶ�にとってはいつでも、どこから

でも�ぶことができるため、年々需�が�まって

いるサービスです。

オンラインコースの�め�は共�ですが、どのよ

うな内�にするかはあなた��です。このガイド

ブックで基�的な��論を�び、あなたらしさを

�現できるオンラインコースの作成を⽬指しまし

ょう。

   デジタルマーケティングの専⾨�

    杉�  永⾥�

オンラインコースを作成したいと思っても、な

かなか踏み�せないという�は�常に�いで

す。何から⼿をつければよいのかわからない、

という不�があるためです。

�が、なぜオンラインコースを作成しようと

思ったのか�それは・・・�来的に⾃由な

時間と��的�らないようにするためでし

た。

しかし、�はオンラインコース作成の知識が

あまりなかったため不�の中⼿�りでオンラ

インコースを作成していきました。このガイ

ドブックを⼿にしてくれたあなたには、不�

をなくオンラインコース作成してもらえたら

と思います。
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オンラインコースはあなたの
専⾨知識をお金に�える��

 

オンラインコースとは

⾃�の「�き」や専⾨的な知識を活かして、��を得たいと思ったことは

ありませんか� 

 

�くの�がそれを�んでいますが、�現できるのはほんの⼀�りの�だけ

です。なぜなら⾃�の�の回りに知識を活かせる場�が�ないからです。

あなたの「�き」や専⾨的な知識は、��的な仕事で�ない��を得る

か、�味として個�的な�しみにとどまってしまいます。

 

ですが、オンラインコースを利⽤すれば、あなたの「�き」や専⾨知識を

�々に�え、�ぶ喜びを共有し�うことができるかもしれません。それだ

けではなく、あなたの知識が��した��につながる��となる可�性さ

えあるのです。

 

オンラインコースとは、インターネット上で⾏われるセミナーや��のこ

とです。

 

オンラインコースの�徴は、いつでも、どこからでも動�を�じて��す

ることができるという点にあります。�国、あるいは�界中の�に向けて

セミナーを開くことが可�なのです。

 

そしてこの�徴は、�師であるあなたに�しても同じことが�えます。あ

なたはいつでも、どこからでも、動�を�じて�々に知識を�えることが

できるのです。

 

POINT!:

あなたの�きなこと

知識を活かせる

Copyright @ Eriko Sugiyama



オンラインコースは現在⼤いに�⽬を�めている⼿�です。巣ごもり需�

の��もあり、時間や場�に�られることなく、インターネット上で�び

たいというニーズは�くの�が�えています。ここにビジネスチャンスが

あるのです。

 

�当に�びたい知識に�して、�はお金を�し惜しみません。あなたの持

っている知識は�かが必�としている知識です。

 

オンラインコースは、あなたの専⾨知識を�⼤�活かすことのできる場で

す。その⼿�の�略を、このガイドブックで�んでいきましょう。

オンラインコースをやるべき理由

⾃�の「�き」や専⾨を活かせる

⾃�へ��し、�品を��することができる

⼀度動�を作れば��となって�り、再利⽤できる

オンラインコースを�めるべき理由には、主に�のようなものがありま

す。

 

 

オンラインコースはあなたの「�き」や専⾨知識を活かす⼿�です。�々

に知識を�えることで、あなた⾃�も�びながら��を得ることができる

でしょう。また、��的に動�コンテンツを作成することで、あなたの専

⾨性に�する�頼や��性を得ることができます。�頼性や��性はさら

なるステップアップにつながる��となるものです。

 

また、オンラインコースを�じて��を⾏い、⾃�の�品を��すること

もできます。もちろんオンラインコースの主�は�ぶことです。そのため

露⾻に��するようなことはいけません。しかし、セミナーの内�に��

した�品であれば、�に立つツールとしてさりげなく��し、��するこ

とが可�です。⾃��品を持っている�は、オンラインコースを�してそ

の売り上げを�ばすことを⽬指しましょう。

 

さらに、オンラインコースは⼀度動��した�はずっと�る��となりま

す。そのため�期的に�⽤することで��的な��を上げることができる

のです。これは��するように⼿�きを⾃動�することでより�率的な�

⽤が可�になります。

 

オンラインコースを�めるのは、�からでも決して�くはありません。�

めるべき理由を⾒つけたなら、ぜひあなたも�すぐ挑戦してください。

POINT!：

効率的な運用が可能
になる

Copyright @ Eriko Sugiyama



⾃動�することで�率的に��を得る

オンラインコースには、⼀度��した動�を何度も再利⽤することができ

るという重�な�徴があります。この�徴を活かすことで、�率的に��

を上げることができます。

 

��した⼀つの動�は、何百�、何千�の�へ�売することが可�です。

つまり��の⼀回��には⽣�コストがかかりません。そのため⼀�の動

�は�常に�い��性を持っています。

 

�い��性を活かすには、インターネットでできることをフル活⽤して、

事業を⾃動�することが必�です。セミナーをインターネットで配�する

だけでは、オンライン�を果たしたとはいえません。セミナー動�を⾃動

配�し、�率的に�⽤することが��した��をもたらすオンライン�な

のです。

 

セールスや��、セミナー動�閲�のためのID発⾏、動�サービスの提供

まで、お��の⼿元に�くまでのすべての��を⾃動�することが理想で

す。そのためには、インターネット上で使える�々なツールを利⽤しま

す。

 

⾃動�することで得られる利�は、��した��だけではありません。お

��との�頼��も⾃動�によって得ることができます。

 

セールスの��に⼒を�くことの弊�は、お��との�頼��を築く活動

へ時間を回せなくなってしまうことです。⾃動�によってあなたはアフタ

ーフォローや問い�わせなど、1�1のやりとりでお��と�頼��を築く

活動へ�中することができます。

 

�頼��を得ることで、⼝コミなどで��が�まり、さらなるステップア

ップを�むことができるでしょう。⾃動�し時間を�得することによっ

て、オンラインコースの可�性はもっとも発揮されるのです。

POINT!：

再利用ができる 
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オンラインコースを�めるまでの流れ

コンセプトを決める

��を�筆する

動�コンテンツを配�・�売する

 

オンラインコースを�めるまでの⼤まかな流れは、�下の�りです。

 

 

コンセプトを決める��では、この�品を買うべき理由を、�体的な�品

コンセプトとして�り上げていきます。コンセプトは�品を開発・�売す

るまでのすべての��に��するものです。ニーズの�査やゴールの��

を�じて、時間をかけて�り上げましょう。

 

��の�筆は、セミナーを動��する前の��で必�な��です。コンセ

プトやゴール��から�立てや⽬�を構成し、書いていきます。スライド

の構成や、動�になった時どのように�こえるかを�識しながら、�り⼝

�で��を書いていきましょう。

 

��に動�コンテンツを作成し、配�と�売を⾏います。動�作成という

と�材がたくさん必�なイメージですが、このガイドブックでは���の

�材で動�を作成する��をご��します。動�を作成したら、�売に必

�なサイトを開�しましょう。

 

オンラインコースを�めるまでの⼀�の流れを、これから簡単に�ってい

きます。このガイドブックを�じて、まずは開�までの流れをイメージで

きるようにしてください。その��で、⾃�のやるべきことを⼀つずつ⾒

いだしていきましょう。
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POINT!:

コンセプト設定には
時間をかける 



コンセプトを
��にしよう

 

�品コンセプトの�⼒が売上を左右す
る

オンラインコースを作る上で、コンセプトは�かせない��です。�体的

で�⼒的なコンセプトは、開発から�売までの��に⼀貫した指�を�え

てくれます。

 

コンセプトの�⼒は、お��がその�品からどれだけ�体的なベネフィッ

トを�じ�れるかにかかっています。ベネフィットとは、オンラインコー

スを受�したお��がどんな利�を得られるのか、どんな⾵に�われるの

か、ということです。このベネフィットを�体的に思い描くことで、コン

セプトが固まり、開発の指�が得られます。

 

コンセプトを�るために、まずはあなたがどのような�品を作りたいの

か、どのように�界をよくしたいのか、お��にどうなってほしいのか、

などを思いつくままに書き�してみましょう。あなたは�々に何を提供で

きるか、という�点からコンセプトを�えてみるのです。

 

コンセプトは、どんな些�なことでもよいので、とにかく書き�してみる

ことが⼤切です。�てきたコンセプトの�⽚は、その�を�えたり、否�

的な�⾒をあえて�えたり、�たようなコンセプト同⼠をグループ�けし

て�理したりすることで、さらにイメージを�らませることができるでし

ょう。

 

��点として、コンセプトは抽�的なものではいけません。たとえば、

「コースを�じてお��によい⽣活を�現してほしい」とか「��的な暮

らしを�現してほしい」というコンセプトでは、�品を�じてお��がど

う�われるのかという�体的なイメージが�いてきません。これでは�品

⾃体も中�半�な、曖昧なものになってしまう可�性が�くなってしまい

ます。

POINT!:

ベネフィットを
提供する
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コンセプトを�える�は、�体的なお��の⽣活をイメージし、あなたの

オンラインコースがどのように⽣活を�かにするのかを想�してみるのが

⼤切です。それが⾒えれば、コンセプトは�しずつ固まっていくでしょ

う。

お��のニーズを�査する

コンセプトを�成させるためには、⼀�で想�を�らませるだけではどう

しても⾜りないことがあります。そのためお��が何を�めているのかと

いう、ニーズを�査することが必�です。

 

⼀�で�えるだけでは⾒えてこない�点を�し�すのが、ニーズ�査の⽬

的です。ニーズを�査することで、コンセプト�との共�点や相�点が⾒

つかります。そして「お��が�んでいること」と「あなたが提供できる

もの」との間の共�点にこそ、コンセプトの��が�っているのです。

 

ニーズの�査��は、�問サイトの�査やアンケートの��によって⾏う

ことがもっとも簡単な��です。�問サイトではターゲットとなりうるお

��を�り�み、どのようなことに�んでいるのかを�索することができ

ます。アンケートはアンケート代⾏業者などを利⽤して、ターゲットを�

�にした上でこちらの�きたい�問に回�してもらうことができます。

 

また、オンラインコースのお�し�を提供し、それに�するアンケートに

回�してもらうのは、ニーズを知るための⼀�の��になり得ます。��

に受けてもらうことで、⾃�のセミナーに何が⾜りないのかについてフィ

ードバックをもらえるからです。お��としても�料であれば気�に受け

られるので、お�いにとって利�のある�策であるといえます。

 

ニーズとコンセプトの�⽚を�き�わせることで、コンセプトは�り上げ

られていきます。独りよがりの�品にしないためにも、ニーズの�査は必

ず��するようにしましょう。

POINT!：

共通点や相違点を
把握する 
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お��のゴールを��にする

すぐに��したくなるようなわくわくするゴールか

ほかのどんな�品が提⽰しているものよりも�⼒的なゴールか

��他�の�品よりもメリットを�じられるゴールか

コンセプトがある�度形になってきたら、お��のゴールを��してみま

しょう。ゴールとは、オンラインコースを�して��的に得られる�果の

ことです。

 

オンラインコースの��を�っていると、もっと��した内�にしようと

�えがちです。しかし、お��はコース⾃体にお金を�うわけではありま

せん。オンラインコースを�して、⾃�はどう�われるのかという�果に

こそお金を�っているのです。この点は、��と⾒落としがちな⼤切なポ

イントです。

 

たとえオンラインコースの内�を��させたとしても、お��が�む�果

をもたらさなければ、��なことばかり�ばされたとがっかりしてしまう

でしょう。ですので、コースを��させれば売れるようになるというの

は、間�いです。お��が�めるゴールにたどり�けるよう、⼀貫した内

�であることこそが⼤切なのです。

 

ゴールを��するためには、ニーズの�査�果が�立ちます。お��が何

を�めているのかを知ることで、「お��がなりたい⾃�」のイメージを

��にしていきます。それが⽬指すべきゴールとなります。そのゴールへ

向かうように、内�が構成されるのです。

 

�切なゴールであるか�価するためには、�下のような�点からチェック

することが⼤切です。

 

 

�査したニーズを��にしながら、お��に�して、あなたはこうなれま

すよ、と提⽰して�⼒を�じるようなゴールを��することが�⼀に重�

です。その上で、��他�や他の�品と��しながら、より�⼒的なゴー

ルを�り�していきましょう。

 

ゴールを��することで、コンセプトはさらに��になるでしょう。ま

た、コースの内�もゴールを⽬指すように構成するため、はっきり⾒えて

くるようになります。ゴールを��することで、⼀貫性のあるオンライン

コースを作り上げましょう。

POINT!：

一貫性がある内容を
作成する 
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優れたコンセプトを�り上げるには

優れたコンセプトを�り上げるには、⾃�のアイディアとお��のニーズ

とを何度も�き�わせていくことが重�です。

 

��に�したコンセプトの�⽚的なアイディアは、ニーズとの共�点を⾒

つける��で、���択されていきます。⼀�で、�しいコンセプトのア

イディアが⽣まれることもあるでしょう。それらのアイディアも��せず

にどんどん書き�えていきます。その�再びニーズと�き�わせて、コン

セプトに�えるべきか否かを��します。この�り�しによって、コンセ

プトは�り上げられていくのです。

 

重�なのは、⾃�のアイディアを�さず、お��のニーズも��しないこ

とです。⾃�のアイディアをなくしてニーズだけに�わせることは、あな

たの��を�してしまい、事業を�けてもいずれ消耗してしまうことにな

るでしょう。⼀�、ニーズを��しては期待�れな思いをさせ、あなたの

�価も下がってしまいます。

 

アイディアを�さず、ニーズも��しないコンセプトを作り上げるには、

何度も�者を�き�わせることで�しずつ共�点を⾒いだしていくしかあ

りません。なので、コンセプトの��には⼗�な時間を�やしましょう。

コンセプトをはっきりさせれば、⼀貫性を持ったオンラインコースを提供

し、受�者の�頼を得ることが可�になります。

 

どうしてもコンセプトがまとまらない時は、⼀度ゴールを��し、�体的

なビジョンを思い�かべてみましょう。お��の�現したいゴールや�体

的なコース内�を思い�かべるうちに、��的なコンセプトが何なのか⾒

えてくる場�もあります。ゴールは�来コンセプトを�映した�体的なビ

ジョンだからです。

 

このような作業を�じてコンセプトが��したら、いよいよコース内�の

�筆です。コンセプトがはっきりしていれば、内�を�えるのに苦労する

ことは�なくなりますので、ぜひコンセプトの��には⼗�な時間をかけ

てください。

POINT!：

十分な時間をかける 
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��を�筆しよう

�立てと⽬�を作成する

オンラインコースのコンセプトが決まったら、それに�ってコース内�を

構成していきます。

 

コンテンツは、⼤きな��から構成していくのが基�です。はじめにコン

セプトを作り、�に�立てを決め、��に⽬�で�かく内�を決めるとい

う順�で作成しましょう。いきなり��を書いてしまうと、内�に⽭�が

⽣じたり、�量にばらつきが⽣じたりしてしまうので、構成をあらかじめ

立ててから�筆するのがよい��です。

 

内�は、ゴールへ向かって⼀�ずつ�んでいくようなイメージで構成しま

す。⼤⽬標がゴール、中⽬標が�、⼩⽬標が⽬�、といったイメージで�

�ごとに⽬標が�成できるように構成しましょう。

 

まずは�立てを⾏います。�立ては、基�的に何�でもかまいませんが、

�くなりすぎたり�すぎたりするのはよくありません。⽬�として、��

立てが内�を�不⾜なく盛り�め、きれいにまとめられるとされていま

す。

 

POINT!:

段階ごとに構成する 
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1��マインドセット、現状把�、あなたのノウハウが優れている理

由、あなたのノウハウが必�とされる背�など

2��ノウハウの�体�、�略

3���体的、体�的なノウハウの��

4��ノウハウを活⽤した����、��例

5��さらなる�⽤や捕捉、��事項、ステップアップのための��や

書籍の�内など

どのようなノウハウなのか

なぜ�ぶ必�があるのか

�ぶとお��の未来はどう�わるのか

�ぶメリットは何か

オンラインコースのコンセプトが決まったら、それに�ってコース内�を

構成していきます。

 

コンテンツは、⼤きな��から構成していくのが基�です。はじめにコン

セプトを作り、�に�立てを決め、��に⽬�で�かく内�を決めるとい

う順�で作成しましょう。いきなり��を書いてしまうと、内�に⽭�が

⽣じたり、�量にばらつきが⽣じたりしてしまうので、構成をあらかじめ

立ててから�筆するのがよい��です。

 

内�は、ゴールへ向かって⼀�ずつ�んでいくようなイメージで構成しま

す。⼤⽬標がゴール、中⽬標が�、⼩⽬標が⽬�、といったイメージで�

�ごとに⽬標が�成できるように構成しましょう。

 

まずは�立てを⾏います。�立ては、基�的に何�でもかまいませんが、

�くなりすぎたり�すぎたりするのはよくありません。⽬�として、��

立てが内�を�不⾜なく盛り�め、きれいにまとめられるとされていま

す。

各�で書きたい内�は、�下のようなものです。

 

 

これらが各�で��される内�の⼀例です。あなたが�えたいコースのジ

ャンルに�じてアレンジしてみるとよいでしょう。

 

�立てが決まった�は、⽬�を構成していきます。⽬�は�の⽬的を�成

するための�筋を�え、構成しましょう。

たとえば1�であれば、ノウハウを�ぶためのマインドセットをさせること

が⽬的です。従って、

 

 

などの内�が⽬�として構成されるでしょう。⽬�はコースのテーマや�

量にも⼤きく左右されますが、おおむね30〜50ほどの項⽬があるとセミナ

ーとして��したものを提供できるでしょう。

 

�と⽬�を⼀�ずつ�んでいくことで、コンセプトを�現し、ゴールに�

�するようなイメージで、これらの内�を盛り�んでいきましょう。Copyright @ Eriko Sugiyama

POINT!:

段階ごとに構成する 



⽬�ごとに��を�筆する

コース内�の�体�が⾒えたら、⽬�ごとに��を�筆していきます。こ

の��は、いわば動�の��となるものです。そのため、��する��で

��を書いていきましょう。

 

⽬�ごとの��は、�くする必�はありません。たくさんの内�を�め�

めば、それだけお得だという�え�は�りです。お��がゴールにまで�

�できるような内�を、必�なだけ書くようにしましょう。�い動�を1つ

⾒るよりも、�い動�をいくつも⾒た�が、メリハリがついてお��のや

る気も持�しやすくなります。

 

��の�さは、おおよそ3〜5�の動�にまとめられる�度が⽬�になりま

す。ワードの��にしておよそ1ページ�度です。もしもそれ�上�くなる

場�は、動�2回�に�けるなどしてできるだけ�めにまとめるのがよいで

しょう。

 

また、��には�切りのよいところで【】（隅付き括�）を⽤いて���

けをするとよいでしょう。動�ではこの��ごとにスライドを切り替えま

す。【】の中には【スライド1】のように、ここにスライドを挿�するつも

りだと��を�ってメモしておくと、�の動�作成の��立ちます。

 

構成してみるとわかると思いますが、⽬�は�常にたくさんの�になるも

のです。それだけの�量を1⽇2⽇で書くことは�しいでしょう。1⽇1項⽬

のペースでかまわないので、�ヶ⽉かけるつもりでじっくり書いていくこ

とが⼤切です。

 

POINT!：

お客様がゴールに
達成できる内容に
する 
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わかりやすい��を書くためには

オンラインコースの��は、�に�えるための��ですので、��的にわ

かりやすく書くべきです。

 

わかりやすい��を書くために、まずは⼀度書いた��を⼀�間ほど�か

しておくことが重�です。そうすることで⾃�の��を�めて��的に眺

めることができます。

 

�に、�かした��を��していきます。��は�しい単�や��な�い

回しがないかをチェックすることから�めます。とりわけ専⾨⽤�は⽇常

使わない�葉なので、わかりやすい�葉に�い�えるか、�しい��を付

け�えるように気をつけましょう。

 

チェックが�わったら、声に�して�んでみましょう。これは動�の�声

を��する�の��にもなります。�みにくい箇�や�和�のある箇�が

あったら�正し、つまずかずに�めるような��を⽬指しましょう。ま

た、�みながら動�のスライドが�れ替わるイメージも頭に思い�かべて

みてください。

 

��に、�成した��を�かに�んでもらうようにしましょう。もちろ

ん、声に�して�んだ��を�いてもらうことも⼤切です。他�に�価し

てもらうことで、⾃�⼀�では⾒つけられなかった�点がわかります。こ

こで得たフィードバックをもとに、さらに��をブラッシュアップしてい

きます。

 

これらの作業を�り�し⾏うことで、わかりやすい��に�づけていきま

す。�に重�なのは、⾃�の��を他�に�価してもらうことです。わか

りやすさは⾃�⼀�ではなかなか��できるものではありません。�頼で

きる�かに頼んで�価してもらうことが、わかりやすい��を書くための

⼀�の��なのです。

 

POINT!：

専門用語を使わない
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動�コンテンツを作成し、
�売しよう

 

動�作成の��

��が�成したら、いよいよ動�の作成です。

 

オンラインコースの動�の作成��には⼤きく�けて2�りの��がありま

す。1つはビデオカメラで�を映して��する��で、もう1つがスライド

と�声を�み�わせて作成する��です。

 

ビデオカメラで��する��は、�が⾒えるため�しみや�頼を�じても

らいやすいというメリットがあります。しかし、セミナー動�は物事の�

�などが中�となるため、�葉��の��を⽤いることが�いです。ビデ

オカメラでの動���は、�葉で��することが�くなりがちですので、

セミナー動�には向かない場�があります。

 

セミナー動�はスライドと�声を�み�わせて動�を作成するのがよいで

しょう。もちろんビデオカメラで��する��も可�ですが、その場�で

もスライドを別�⽤�したり、��や�などを挿�したりするなど、わか

りやすく��する⼯夫が必�です。

 

ここではスライドと�声を�み�わせて作成する��を中�に��してい

きます。これが基�の作成��です。もしもビデオカメラで��したい場

�でも、この基���を押さえておけばわかりやすい動�にアレンジする

ことができるでしょう。

POINT!:

分かりやすく説明
する
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��をもとに動�を作成する

ナレーション�声

スライド��

動�の作成は、⽬�ごとに書いた��をもとに⾏います。作成に必�なの

は�の2点です。

 

 

ナレーション�声は、【スライド1】などとメモしておいた��ごとに��

していくのが�率的です。あまり�い��を�けて�むと、早⼝になった

り�んでしまったりしてしまうからです。スライドの�り⽬と�声の切れ

⽬を⼀�させることで、�和�なく⾒られるようにしましょう。

 

ナレーションはプロに�頼するのがもっとも��な��ですが、もちろん

⾃�で���材をそろえて��することもできます。��のレコーダーと

��⽤のマイクをそろえれば、⼗�なクオリティの�声が��できるでし

ょう。

 

スライド��も【】で⽰した��ごとに作成していきましょう。スライド

��といっても、必ずしもデータやグラフを書かねばならないわけではあ

りません。⼤切なのは�声だけではなく�覚でも内�を�えることです。

現⾏の内�を��し、箇�書きにしたものでも⼗���は果たせるでしょ

う。

 

スライド��はパワーポイントなどのプレゼンソフトを⽤いればスムーズ

に作成できます。もちろんそのほかの��作成ソフトを⽤いてもかまいま

せん。⾃�のやりやすい��で��を作成してください。

 

��点として、ナレーション�声とスライド動�は、必ず��ごとに作成

し、�理しておくようにしましょう。そうすることで動�作成の�ミスが

�なくなります。

 

ナレーション�声とスライド��が⽤�できたら、2つを�み�わせて動�

を作成します。�声とスライド内�が�い�わないように気をつけなが

ら、3〜5��度の動�を作成しましょう。動�のファイル形式は汎⽤性の

�いMP4にしてください。

 

�声と��だけの動�であれば、Lightworksなどの�料動���ソフトでも

⼗�作成が可�です。もしもビデオカメラで��したい場�など、よりク

オリティを�める場�は、有料のものを使⽤するとよいでしょう。

 

�上が基�的な動�の作成��です。これ⾃体は�常に簡単に��できま

すので、ぜひ⾃�のアイディアで�⽤を利かせ、オリジナルな動�を作成

POINT!：

早口には注意
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動�サイトに動�をアップロードする

�成した動�は、youtubeやvimeoなどの動�サイトにアップロードしま

す。その�気をつけたいのは、動�を必ず���開にすることです。

 

Youtubeには簡易的な���開��があります。オンラインコースの��者

にURLを���して��してもらうことで、��的に�開するという形式

です。これを利⽤すればyoutubeの�式サイトで�索しても�果に�⽰され

ることはありません。ただし、URLが流�してしまうと�でも⾒られるよ

うになってしまうリスクがあります。

 

Vimeoでは、動�を��するためのパスワードを��したり、��のサイト

のみでしか⾒られないようにしたりできるなど、���開��が��して

います。この��を利⽤すれば、オンラインコースの��者のみがログイ

ンできるページを作成し、そこに動�を�せることもできます。

 

また、現在ではUdemyなど動���⽤のプラットフォームも��していま

す。これを利⽤すれば�常に簡単な⼿�きでオンラインコースを作成・�

売することができます。⾃前でサイトを作り、決�システムの��まで⾏

うのは�しい、という�は、このようなプラットフォームからオンライン

コースをはじめてみるのもよいでしょう。

POINT!：

限定公開にする
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オンラインコースのサイトを開�する

Wordpressで⾃作する

Web制作��に�頼する

��的なオンラインコースを提供するためには、�員��や動���など

を⾏うための��サイトが必�です。サイトはインターネット上で利⽤で

きるツールを活⽤して、提供までのプロセスを⾃動�することを⽬指しま

す。

 

サイトの作成には、主に�下の2�りの��があります。

 

 

オンラインコースの��サイトを構築するには、Wordpressが使いやすく必

�な��がそろっています。決�システムや�員�理システム、���理

システムなどと��することができるため、ビジネスプロセスを⾃動�し

やすいからです。また、コンテンツの作成もWordpressであればブログを�

筆するような�覚でできます。

 

しかし、デザインなどを�ったものにするためには、HTMLなどの知識が⼀

��度必�です。もしも⾃�で作成することに不�を�じる場�は、Web

制作��に�頼してサイトを作ってもらうのも⼿�の⼀つです。予算を�

慮しながら⾃�に�った��でサイトを構築しましょう。

 

サイトを作成した�は、サーバーを�りてインターネット上に�開しま

す。�開�は、��と問い�わせ��に�中して�り�みましょう。決�

システムや�員�理システムによってビジネスプロセスを⾃動�すること

ができていれば、お����へ�中することができます。これによって�

頼��を構築することを⽬指しましょう。

 

なお、サイト構築が�しいと�じる場�は、前�したUdemyなどの動��

�⽤のプラットフォームを利⽤することも�野にいれましょう。これらの

プラットフォームのよい点は、サービス提供までのプロセスをシステムが

⾃動的に⾏ってくれるということです。サイト作成に不�を�じる�は、

ぜひ⼀�してみてください。

POINT!：

ツールを活用して
自動化を目指す
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おわりに

おわりに

オンラインコースの作り�について、⼤まかな流れをご��してきまし

た。

 

オンラインコースはあなたの専⾨知識を活かすことができ、うまくいけば

⼤きな��を⼿にすることができる⼿�です。しかし、インターネットに

�する�々な不�から、��している�はまだわずかしかいません。

つまり、あなたが��する�地はまだまだあるということです。

 

あなたの持っている専⾨知識は、他の�かがどこかで必�としている知識

です。オンラインコースはあなたに思いがけない��いを�えてくれる場

�なのです。

 

このガイドブックで��した流れは基�的なものです。��に�めると

�々なことでつまずくかもしれません。しかし、基�さえ押さえておけ

ば、そこに立ち�ることで必ず乗り�えることができます。

 

�からでも決して�くはありません。このガイドブックをきっかけに、ぜ

ひあなた⾃�の知識やアイディアを盛り�んだ、オリジナルなオンライン

コースを��してください。

POINT!:

専門知識を活かす 
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