
*テストビデオサービスを利用して、
音声とビデオの品質に関するパーソナ
ライズされたサポートおよびフィード
バックを受けることを強くお勧めしま
す。 これにより、確かな音声とビデ
オの設定でコースを収録できます。
音声に関する一般的な問題の詳細につ
いては、こちらを参照してください。
ビデオに関する一般的な問題について
は、こちらをご覧ください。

テストビデオを提出したり、コ
ースを審査に提出す
ると、パーソナライズされたフ
ィードバックが受けられます。コース品質チェックリスト

Udemyで公開するための、コ
ース公開の最低必須条件は次
のとおりです。

1

コースには以下が必要です。

完全なコース紹介ページには以下が必要です。

最低要件チェックリスト
Udemyには、プラットフォームのコー
スのための最低標準と推奨標準が
あります。 Udemyの審査チームは、
受 講生が楽しめるようにコースを準
備するお手伝いをします。 

Udemyは皆さんとパートナーを組んで、世界中の数百万の受講生に有益なコース内容を提供し
ます。 少しだけ時間を割いて、Trust & Safetyポリシーガイドラインをご確認ください。

30分以上のビデオコンテンツ

少なくとも5つのレクチャー

有益な教育用コンテンツ（詳細はこちら）

HDビデオ品質（720pまたは1080p）*

音声が両方のチャンネルから出力され、ビデオと同期していること

受講生の気が散らない音声品質*

Udemyの画像標準（最低2048x1152ピクセル）に準拠した高品質なコース画像

関連するキーワードを含む、よく練られたコースタイトルおよびサブタイトル

簡潔で率直な、よく練られたコースの説明

明確な学習目標、受講対象、および理解しやすい要件

信頼できる完璧な講師のプロフィールおよびプロフィール写真

https://support.udemy.com/hc/ja/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://support.udemy.com/hc/ja/articles/229232747-Audio-Quality-Common-Issues-and-Solutions
https://support.udemy.com/hc/ja/articles/229232427-Video-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/ja/trust-safety-for-japanese/
https://teach.udemy.com/ja/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%B4%A0%E6%9D%90/
https://support.udemy.com/hc/ja/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/ja/trust-safety-for-japanese/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/


受講生の体験のチェ
ックリスト

受講生が何よりもまず重視するのは、コ
ンテンツの品質です。 受講生を満足さ
せるコースを作成するために、
コース作成のベストプラクティスの3つ
の重要な分野についてよく理解しておく
ことを強くお勧めします。

プロフェッショナリズム
学習体験
明瞭で説得力のあるマーケティング

受講生がデジタル商品にお金を支払うときは、その
商品がある程度まで洗練されていることを期待し
がちです。 そのため、Udemyコース審査チームに
音声の設定を審査してもらうことを強くお勧めしま
す。 これは講師ダッシュボードの「テストビデオ」タ
ブで無料で提供しています。

良い音声とは:

背景ノイズやハム音がない（通常、電子機器、電化
製品、環境騒音、マイクのセットアップの問題
が原因）。
エコーが少ないかまったくない（通常、録音空間
に減衰しない固い面がある、または録音空間が広
すぎることが原因）。
パ行やタ行などの気が散る破裂音がない（すべて
の音声およびマイクにこの問題があるわけではあ
りませんが、ある場合は、ポップガードが役に立
ちます）。
両方のヘッドフォンから出る適切なベースボリューム

今や、HDビデオが期待されます。 そのほかにも、受
講生が画面上で何を見ることができるかが、受講
生の学習体験の質に直接影響を与えます。

良いビデオとは:

HDでは、720pまたは1080p（縦横比16:9）。
クリアでぼやけておらず、受講生は講師や教材を
難なく見ることができる。
安定している（不安定さがない）。
受講生が画面上にあるものを目で容易に追える
ように、フレーミングやズームインが適切に行われ
ている。
十分な照明が当たっており、ビデオフレームに気
を散らすものがなく、周囲を片付けて適切な照明
のもとで撮影したように見える。

受講生は講師が講義内容を知っているように話す
ことを期待します。

良い話し方とは:

「えーと」や「あのー」をできるだけ入れない、簡
潔明瞭な話し方。
熱意のあるエネルギッシュな声のトーン。 話すと
きの熱意が録音機器により少し抑えられてしま
うことがあります。通常よりやや強い熱意を持って
話しましょう。
語句の発音を明瞭にし、重要な点を強調するため
に間を利用します。
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音質

プロフェッショナリズム

ビデオ品質 話し方

コースを受ける際、受講生は以下の事項がプロレベルかどうかを評価します。

推奨



3www.udemy.com

2～5分の最初のレクチャーで、コースおよび各セ
クションの内容を説明します。
最初の3つのレクチャー（または最初の15分）で、
成功の秘訣アクションを行います。
コースの早い段階で有益なコンテンツを共有し、
背景の説明に時間を割きすぎないようにします。
セクションごとにに明確な目標や主要スキルを設
定し、すべてのレクチャーでセクションごとの目標
を達成するようにします。
各レクチャーで、1つの主要なコンセプトとメッセ
ージ（5つではありません）を取り上げます。
セクションごとに1つ以上の学習活動（演習、プロ
ジェクト、小テストなど）を行い、学習した内容を
応用する機会を受講生に与えます。
レクチャーの長さは2～6分です。（例外: ヨガ、コー

ド作成、リラクゼーション）
コース全体を通じて、レクチャーの形式に変化を
持たせます。 スクリーンキャストや語りが多すぎる
と、退 屈になる可能性があります。 レクチャーの形
式は、教える題材に基づいて選択します。 記事（テ
キスト）の レクチャーおよび演習もよいでしょう。
受講生が講師に親しみを感じられるようにします。 
特にコースの初期段階で、語り手のレクチャーが
人間関 係を築きます。
必要とするリソースを受講生が容易に見つけられ
るようにします。 各演習に必要なリソース、ダウン
ロード、リンクをすべて用意します（ワークシート、
ソースコード、演習ファイルなど）。

コースを受ける際、以下であれば受講生
はより適切に学習できます。

学習体験

推奨

https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/JP-Quick+Win.pdf


コースを受けるかどうか決める際に受
講生が知りたい情報:

明瞭で説得力のあるマーケティング

コースで学習するスキル
学習目標は強い動作を表す言葉で始めて、「コー
ス修了時に、以下のことができるようになります...
」という文にします。

コースの対象者
レベル、業種、学習目的などのキーワードを使っ
て、対象となる受講生を区別します。 コースを「す
べての人」向けにした場合、実際には誰も対象に
していません。 「トピックに関心を持つすべての人」
ではなく「 キャリア早期クラスの講師」または「...のヒ
ントを得ようとしている小規模事業主」などにします。

提供する体験の種類
2～3分のプロモーションビデオによって、受講生に
講師の指導スタイルの感じを伝えます。 コースの

目標を 要約し、コースのわくわくする点および他と
異なる点を共有して、受講生が自信を持って購入
を決断できる ようにすることをお勧めします。

金額に見合う価値
コース価格は、同様のトピック、コンテンツの長さ、
教え方の他のコースと同等にする必要があります。
価格が異なる場合は、理由を説明します。

主要なレクチャーの内容
レクチャーの説明によってコースのカリキュラムに
磨きをかけて、受講生が自信を持って購入を決断
できる ようにします。
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推奨
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教育ハブ

コース作成およびマーケティン
グについての情報を入手しま す。

講師ダッシュボード

コース作成の各ステップのヒン
トやコツが分かります。

サポートセンター

プラットフォームで発生してい
る問題への回答を入手し、音声
とビデオの設定に関する技術的
な問題を解決します。

Studio U

コース作成プロセスについて他の
講師に相談して、すぐにフィード
バックを受けられます（Facebook
グループ）。

テストビデオ

コースダッシュボードで無料のパ
ーソナライズされたフィードバッ
クを受けて、レクチャーを収録す
る前に音声とビデオの設定を調整
しましょう。

Official Udemy Insights

コース作成の基礎を無料で学ぶこ
とができます。

詳細については、以下のリソースを利用してください。

詳しく見る

https://www.udemy.com/teaching/ja/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://support.udemy.com/hc/ja
https://www.facebook.com/groups/UdemyStudioJP/
https://support.udemy.com/hc/ja/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://www.udemy.com/user/udemymanager/
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