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在宅勤務者への

オンライン教育にKK2をご利用ください！

霞が関ナレッジスクエア

2021.06.11

テ レ ワ ー ク
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霞が関ナレッジスクエア(KK2)の概要

霞が関ナレッジスクエア(KK2)は、(一財)AVCCの公益目的事業として社会教育プ

ログラム及びプラットフォームを提供しています。「共に考え、共に学び、共に

担う社会へ」をミッションに掲げ、教育のデジタル化を推進し、いつでも、どこ

でも、誰もが学び交流できる環境整備を目指し活動しています。

KK2では、デジタルプレゼンテーションプラットフォーム(DPP)により「リアル研修/集合学習」

「ライブ配信学習」「オンデマンド学習」の三つの学習形態を提供しています。

• 講師からの設問に対する学習者の回答を集計(リアルタイム

分析)し表示できる

• 学習者はいつでも講師へ質問できる

• テスト･アンケートをリアルタイムに集計できる

• プログラムに対する評価(☆☆☆☆☆とレビュー)ができる

• ポートフォリオを記録する「マイページ」機能がある

• オンデマンド学習において、 Two Way(双方向性)学習機能

• 講師のPCからライブ配信ができる New!

DPPで提供される主な機能
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KK2 デジタルプレゼンテーションプラットフォーム(DPP)の概要

www.kk2.ne.jp

・視聴履歴
・テスト履歴
・アンケート履歴
・レビュー履歴
・講師コメント
・終了証

履
歴

コ
メ
ン
ト

クラウドサービス

視聴・学習履歴

マイページ

動画制作支援
集合研修の収録映像を
VODプログラムに加工
し、教材としても活用
できます。

動
画
教
材

LMS機能

管理者機能

・ユーザー登録
・動画教材登録
・テスト管理
・アンケート管理
・受講対象者設定

・受講実績
・テスト実績
・アンケート実績

動画教材準備

視聴(受講)管理

講義支援

・学習者属性
・回答集計
・質問表示

研修データ集計

・学習者属性情報
・設問情報
・テスト情報
・アンケート情報
・質問情報
・講師コメント

アナライザ機能（RA）

学習者スマホ画面

設問回答 質問

DPPが提供する
3つの学習形態で
LMSを利用可能

集計・管理

視聴者の反応が取得で
きるインタラクティブ
教材を制作することも
可能です。

DPPは

•リアル研修/集合学習

•ライブ配信学習

•オンデマンド学習

を統合的に管理する

遠隔学習支援プラット

フォームです

DPP 集合研修／集合学習

設問への回答

テスト・アンケート回答

講師への質問

ライブ配信/生放送

設問への回答

テスト・アンケート回答

講師への質問

オンデマンド視聴

設問への回答

テスト・アンケート回答

講師への質問

応援メール

※1アナライザ：Response  Analyzer
※2ライブ動画：KK2ライブ配信／どこからでもライブ配信
※3動画教材 ：インタラクティブ動画に対応
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KK2 DPP RA（レスポンスアナライザ）機能

会場やライブ配信での講義の際、参加者から
リアルタイムに反応を得ることができます。

利用者（参加者）画面

メイン画面 設問回答画面 テスト解答画面講師への質問画面 アンケート回答画面

RA情報登録画面 集計画面 プレゼン画面

管理者（講師）画面

属性提示画面 設問提示画面 QRコード作成画面

• プレゼン資料、設問（択一式、自由記述式）、テスト、ア
ンケートが登録できます。

• 参加人数（会場、ライブ別）、講師への質問内容をリアルタイムに
取得します。

• 資料を表示しながら参加者属性や講義で使用する設問、講師へ
の質問を適宜表示することができます。

• 参加者の性別、年代、職業の属性情報や、講義の中で投げかけた
設問の回答結果をリアルタイムにグラフ表示します。

• 参加者がスマートフォン等から読み込むことでRAを利用することがで
きるQRコードを、講義ごとに自動作成します。

• 参加者はPC、スマートフォンでRAを利用します。

• 講義中の設問への回答、講師への質問、テストやアンケートの回答
を直観的な操作で行うことができます。

• 協賛メンバーサービスをご利用の場合は、同一画面内でライブ配信
映像を見ながらRAを利用することができます。

※LMSサービスでのライブ配信＋RA機能は開発中です。

管理者（講師）

利用者（参加者）
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KK2 DPP RA機能を利用した講義の流れ

学習者

⑪アンケート回答

講義前 講義後講義中

⑤問題回答 ⑧講師へ質問

提示された問題に回答します 講義中いつでも先生に質問が
できます

③DPPにログイン ⑩テスト解答 ⑭講師コメント確認

マイページから講師のコメ
ントを確認できます

アンケートに氏名、授業の感想
などを入力します

QRコードを読み取りDPPに
ログインします

平成○年度人口統
計
××の調査
では○○とい
う結果が分
かってい
る・・・

出典：××

⑦解説 ⑨質問への回答

3番の回答に対して

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

⑫実績集計

授業の設問回答、アンケートの集計
結果をPDFやCSVでダウンロードします

④問題を出題②QRコードの提示 ⑥集計結果の共有①プログラム登録

プログラムを登録します
スマホからの登録も可能です
・資料、設問、テスト
・アンケート

※プログラムの複製もできます

⑬講師コメント

コメントを生徒に返します

本日の授業

授業を始めます。
QRコードを読み
取って下さい

設問

【問題】
英語を使う人口が一番多い
1. イギリス
2. カナダ
3. アメリカ
4. オーストラリア

それでは
問題です

３番が多い
ですね

3番目が多いな！

私は1番だと思い
ます。

２番が少ない！

解説します
質問が来ています
ので紹介します

通知メール

授業中に問題を出題し
ます

集計結果を生徒と共有
します

問題に対しての解説を
行います

生徒からの質問に回答
します

QRコード、またはURL
を生徒に提示します

講師

QRコードは、
紙による配布も可

なぜだろう？



6

KK2 DPP インタラクティブVOD教材

講義や集合研修を収録した映像を、いつでも見ることができるオンデマンド動画

プログラムとして登録できます。

インタラクティブ教材制作支援

動画プログラムの視聴終了時に表示される選択式の設問により、

視聴者全体の回答分布を共有することができます。

動画プログラム内容に対するアンケートや、自身の回答と全体

の結果を見比べることにより気づきを得られるプログラムも制

作できます。

オンデマンド動画（VOD）プログラム制作支援

• 講義、研修会場、動画教材制作スタジオとして、KK2スタジオ、三番町スタジオがご利用いただけま
す。両スタジオともライブ配信機能を備えています。

• 講義会場、研修会場への撮影スタッフの派遣、現地からのライブ配信、収録した映像の編集も別途
承ります。

• 協賛メンバーサービス、LMS会員サービスのご利用により、KK2WEBサイト内にお客様独自の動画
ライブラリ機能をお使いいただける専用ページをご用意いたします。

動画視聴後に表示される選択肢に回答すると視聴者全体の集計結果を表示します



7

オンラインセミナー（Web会議 ＋ どこからでもライブ配信 + DPP）

スピーカー

Web会議

スピーカー

オンライン参加者（1,000人程度）

Web会議 (Zoomなど)

インターネット

どこからでもライブ配信

●講師の映像･音声

●講師のスライド
●DPP集計画面

AmazonIVS

マイページ (DPP)
学習管理機能 (DPP)

・属性情報
・設問情報
・テスト情報
・アンケート情報
・質問情報
・コメント回答

・設問履歴
・テスト履歴
・アンケート履歴
・講師コメント

●講師からコメント

アナライザ (RA) 機能

●設問回答

●アンケート回答
●講師へコメント

DPP

リモート

PC画面 スマホ画面

どこからでもライブ配信は
WebEX、Zoom、OBS Studioを
利用してどこからでも配信できます

ライブ配信とアナライザ (RA)を利用

・グラフ表示
・ファイル出力
・学習者管理

サテライト会場

講師

職場

自宅
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ご利用いただけるサービス

KK2 DPPによる学習機能をご利用いただくには、下記いずれかのサービスをご利用いただく必要があります。

• 「協賛メンバー会員」サービス

• 「LMSメンバー会員」サービス

• KK2 Webサイトにお客様の組織情報に基づく専用のLMS(学習管理)機能を提供します。

• 学習対象者の所属情報を登録することで、上長(学習管理者)による学習管理が可能です。

• お客様独自の動画教材を登録することができます。

KK2オリジナルプログラムをカスタマイズして表示することも可能です。

• テスト・アンケートを登録することが可能です。

• 学習者はマイページより自身の学習履歴を確認することができます。

• 任意の配信元からライブ配信を行うことが可能です。(最大同時視聴者数 2,000人まで)

• KK2 Webサイトにお客様の組織名称等を表示する専用ページを提供します。

• 学習対象者がご自身でKK2 Web会員登録していただく必要があります。

(自組織ドメインのメールアドレス、パスワード、生まれ年、性別、業種 の登録が必要となります)

• 専用ページにはお客様独自の動画教材及びKK2オリジナルプログラムのカスタマイズ表示が可能です。

• テスト・アンケートを登録することが可能です。※上長による学習管理機能はありません。

• 学習者はマイページより自身の学習履歴を確認することができます。

• 任意の配信元からライブ配信を行うことが可能です。(最大同時視聴者数 2,000人まで)



9

サービスごとの教育体系イメージ

「協賛メンバー会員」サービス「LMSメンバー会員」サービス

組織構造に基づいた学習者管理が可能 組織構造はなく、フラットな教育体系

学習者データ登録により個人を識別 メールアドレス（ドメイン）により個人を識別

組織（企業・団体）

職員

・自宅での学習
・自身の学習履歴管理

上長・ドメイン管理
・学習者データ登録

・コンテンツ制作、登録
・受講履歴DL

教育対象部門人事管理部門 教育管理部門

人事管理部門 教育管理部門教育対象部門

組織（企業・団体）

部課

学習対象者

・組織構造策定
・学習者データ登録
・伝達事項登録

・コンテンツ制作、登録
・学習履歴管理
・伝達事項登録

・自宅での学習
・自身の学習履歴管理

上長（学習管理者）

部課部課

・自身の部下の
学習履歴管理

・未受講者への催促

「LMSメンバー会員」サービスには、上長による履修マネジメント機能があることが最大の特徴です。
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サービス機能比較表

LMSメンバー会員 協賛メンバー会員

人事管理部門 ユーザ(学習者データ)管理 ユーザ登録、変更、削除 〇 (代行可) 〇 (個人で登録)

一括管理 一括ユーザー登録、変更 〇 (代行可) ×

問合せ業務 ヘルプデスクの設置 必要 (代行可) 必要 (代行可)

教育管理部門 動画教材制作 動画教材登録、動画教材配信 〇 (代行可) 〇 (代行可)

テスト、アンケート作成 設問、テスト、アンケート登録 〇 (代行可) 〇 (代行可)

ライブ配信/生放送 ライブ配信/生放送 〇(20秒ほど遅延あり) 〇(20秒ほど遅延あり)

視聴･学習履歴管理 視聴･学習進捗管理 〇 〇

教育対象部門 (上長) 所属部下の学習履歴管理 視聴･学習進捗管理、催促通知 〇 ×

学習対象者 オンデマンド学習 動画教材視聴 〇 〇

設問返答、テスト、アンケート 〇 〇

レビュー(動画教材評価) 〇(アンケートで代替) 〇

マイページ機能 〇 〇
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パソコン Windows Mac

OS Windows 8.1/10（日本語版） mac OS

ブラウザ

Microsoft Edge 最新バージョン
Microsoft Internet Explorer Ver11
Mozilla Firefox 最新バージョン
Google Chrome 最新バージョン

Safari 最新バージョン
Mozilla Firefox 最新バージョン
Google Chrome 最新バージョン

CPU Intel Core i 3相当以上 Intel Core i 3相当以上

その他 JavaScriptを「オン」Cookieを「受け付ける」に設定 JavaScriptを「オン」Cookieを「受け付ける」に設定

スマートフォン Android iPhone／iPad

ブラウザ Chrome最新バージョン Safari最新バージョン

その他 JavaScriptを「オン」Cookieを「受け付ける」に設定 JavaScriptを「オン」Cookieを「受け付ける」に設定

サービスご利用の前提条件
• ご利用にあたっては「KK2協賛メンバー」への入会が必要です。（年会費 1口 120,000円・税別）

• 視聴端末（PC/タブレット/スマホ）からインターネットに接続できる必要があります。

• ［ kk2.ne.jp  /  stream.co.jp /  stream.ne.jp ］ のドメインにアクセスできる必要があります。

• 協賛メンバー会員サービス利用の場合は、学習対象者自身が、メールアドレス、パスワード、氏名などの情報をKK2Web会員サイトに
登録する必要があります。

• LMS会員サービス利用の場合は、メールアドレス、パスワード、氏名、所属組織などの職員情報の登録が必要です。

• LMS会員サービス利用の場合は、学習対象者に個別に登録ログイン情報（メールアドレス、パスワード）を通知する必要があります。

• LMS会員サービスでプログラム視聴制限を利用される場合は事前の設計が必要となります。

• ライブ配信の最大同時視聴者数は2,000人です。

• ライブ配信元にはインターネット環境が必要です。

• ご利用にあたっては下表の視聴環境を推奨します。
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LMS会員サービス
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LMS会員サービスの特徴

KK2 LMS会員サービスご利用イメージ

• LMS会員サービスは、KK2Webサイトにお客様の組織情報に基づく
専用のLMS（学習管理）機能を提供する学習支援サービスです。

• 学習対象者の所属情報に紐づいた個人データを登録することにより、
上長による部下の学習者管理や所属による視聴制限が可能です。

• お客様独自の動画プログラムを登録して掲載することができます。
KK2オリジナルプログラムをカスタマイズして表示することも可能
です。

• プログラムごとにテスト・アンケートを設定することができます。

• トップページ上に自身の学習プランの進捗情報が表示されます。ま
たマイページより自身の学習履歴が管理できます。

• 学習者単位、プログラム単位で学習の進捗を管理し、未受講者への催促メールの送信や、
テスト・アンケートの集計（分析・表示）を行うことができます。
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LMS会員サービスご利用準備

• 動画プログラムに視聴制限をかける場合、事前にコース・グループ設計が必要となります。

コース毎に公開グループ（最大5階層）、職掌のマトリックスで視聴制限をかけることができます。

視聴制限を行うコンテンツを登録する場合は、予め公開グループと職掌の設計が必要になります。

• 以下の学習者情報の登録が必要となります。

• 氏名

• メールアドレス（ログインID）

• パスワード（ログインパスワード）

• 組織情報（上長が部下の受講状況を確認するための階層別組織情報）

• 公開グループ（視聴可能な動画プログラムを指定するグループ情報）

• 職掌（視聴可能な動画プログラムを指定する職掌情報）

• カスタムID（オプション：お客様組織のユーザー情報と紐づけする場合等にお使いいただけます）
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LMS会員で出来ること

③ 学習者自身による受講状況の管理

学んだ履歴や過去のテスト・アンケートの結果を「マイページ」で学習者自身が確認できます。

LMSトップページには自身の学習プログラムの進捗状況が表示され、未受講プログラムをスムーズに履修可能です。

① お客様の組織構造に基づいた学習者管理

お客様の組織構造に基いてLMS会員（学習者）情報を管理（一括登録、編集、削除）することができます。

学習者にはKK2で持つ基本属性情報以外に、お客様独自の拡張情報を最大10件付与することができます。

② お客様独自の学習プログラム作成

お客様独自の動画教材と学習コースを登録できます。

動画プログラムごとに自社の組織構造に基づいた視聴制限をかけることも可能です。

④ 学習管理者による学習者の受講管理

範囲が限定された学習管理者を設定することができます。学習管理者は学習者の進捗状態を確認することができます。また

未受講の学習者に対しては催促メールを送ることもできます。

⑤ インタラクティブ教材の利用

動画プログラムをインタラクティブ教材として設定することにより、動画プログラム視聴時に管理者に質問や意見を送信

することができます。管理者からの回答は学習者のマイページで確認できます。
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1. 受講すべき未受講プログラムがある場合は、管理部門から受講を促す催促

メールが届いている場合があります。メール文面からKK2 Webサイトにアク

セスすることができます。

2. KK2 Webサイト(www.kk2.ne.jp)に、PC、タブレット、スマートフォンなど

のデバイスでアクセスします。（要インターネット）

3. 管理部門より連携されたメールアドレス、パスワードでログインを行います。

お客様組織専用トップページが表示されます。

4. トップページの「受講状況」に自身に設定された学習コースが表示されます。

未受講のプログラムがあるかどうかをグラフで確認することもできます。

5. 学習コース画面ではコースに設定されているプログラムの一覧と受講状況が

確認できます。「受講する」を押すことで該当の動画プログラムが表示され

ます。

KK2 LMSトップページのイメージ

学習コース画面イメージ

【LMS】学習者ご利用イメージ ①
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動画視聴画面イメージ

5. 動画プログラムを視聴します。設定されていれば視聴後にテスト・アンケート

画面に遷移します。

6. インタラクティブ教材に設定されている場合は、動画視聴時に管理者に質問や

意見を送信することができます。

7. LMS受講実績画面で自身の受講実績を確認することができます。

8. カスタマイズされた動画グループから任意の動画を選択して視聴することもで

きます。

9. 自身の動画視聴履歴や質問履歴、LMS受講履歴は、マイページを見ることによ

りいつでも確認できます。

テスト画面イメージ

【LMS】学習者ご利用イメージ ②
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●●

LMS会員専用ページ

受講済みのコース・プログラムは
一覧画面から確認できます。

【 LMS】学習者画面イメージ ①

受講中と未受講のコース・
プログラムを表示します。
コースは「必須」コースと
「任意」コースのどちらか
を指定できます。

受講状況はグラフに表示
されます。
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●●

LMS受講

【LMS】学習者画面イメージ ②

「受講する」をクリックすると
LMSの動画が表示されます。

プログラムの単元単位で
受講状況を表示します。
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●●

LMS受講実績

【LMS】学習者画面イメージ ③

・結果
・得点
・受講状況
・受講回数
が一覧表示されます。
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LMS動画視聴

【LMS】学習者画面イメージ ④

インタラクティブ教材では講師に
質問することができます。

オンデマンド (VOD) で
学習します。
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LMSテスト画面

【LMS】学習者画面イメージ ⑤

オンデマンド (VOD) で学習後に
テストを受けることができます。

テストの得点とテスト結果
（合否判定）がその場で
出力されます。

設問毎に正解／不正解の判定と、
解説文が表示されます。
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●●

マイページ

【LMS】学習者画面イメージ ⑥

マイページから過去の学習履歴を
確認できます。
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• 割り当てられた学習対象組織の学習コース受講状況を確認できます。

• 割り当てられた学習対象組織の未受講者に催促メールを出すことができます。

【LMS】管理者が利用できる機能

上長（限定管理者）

• 学習者データの登録・変更・削除ができます。（Excelによる一括取込にも対応）

• コース設定により、学習させたい動画プログラムの登録や受講期間の指定、学習者にどのプログラムを

視聴させるかなどの設定ができます。

• 全体の受講状況の確認、データでのダウンロードができます。（Excel、CSV形式）

• 設問・テスト・アンケートの結果をグラフ表示で確認、ダウンロードできます。（Excel、CSV形式）

• 専用トップページを自由にカスタマイズすることができます。

学習者に周知させたいメッセージをトップページにインフォメーションとして掲載することも可能です。

管理部門（人事管理者、教育管理者）
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Step1 ： 組織の登録

【LMS】管理者画面イメージ ①

・学習者が所属する組織を登録します。組織は5階層まで指定できます。

・組織情報の登録・修正・削除は、Excelファイルによる一括取込みも可能です。
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Step2：公開グループの登録

【LMS】管理者画面イメージ ②

・コースと学習者を紐づける公開グループを定義します。（任意）

・公開グループ情報の登録・修正・削除は、Excelファイルによる一括取込みも可能です。
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Step3：職掌の登録

【LMS】管理者画面イメージ ③

・学習者の職掌を登録します。（任意）

・職掌と公開グループでコースと学習者を紐づけます。
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Step4：LMS会員（学習者）の登録

【LMS】管理者画面イメージ ③

・LMS会員(学習者)データを登録します。姓、名、メールアドレス、パスワード のほか、

Step1～3で登録した、組織、公開グループ、職掌を指定します。

・LMS会員情報の登録・修正・削除は、Excelファイルによる一括取込みも可能です。
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Step5：LMSプログラムの登録

【LMS】管理者画面イメージ ④

・LMSプログラムを登録します。

・プログラム内に学習動画に対応した単元を登録します。
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Step6：コースの登録

【LMS】管理者画面イメージ ⑤

・LMSプログラムをコースに紐づけます。

・コースには、受講期間と受講対象者の公開グループと職掌を指定します。
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Step7：受講管理 – 受講一覧

【LMS】管理者画面イメージ ⑥

・プログラムの受講（受講済、受講中、未受講）

人数を一覧表示します。

・受講実績をCSVファイルに出力できます。

CSVファイル

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

敬語の使い方

挨拶の基本

敬語の使い方

挨拶の基本

敬語の使い方

挨拶の基本

敬語の使い方

挨拶の基本

営業１部

営業１部

営業２部

営業２部

神奈川支社営業部

神奈川支社営業部

埼玉支社営業部

埼玉支社営業部

佐藤

鈴木

山田

高橋

伊藤

渡辺

山本

中村

太郎

花子

一郎

春江

次郎

夏子

三朗

冬美

マナー研修 基本１全社員研修

社内資格取得支援コース 商品知識１
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Step8：受講管理 – 受講詳細

【LMS】管理者画面イメージ ⑦

・学習者の受講状況（未受講、受講中、受講済）

を確認します。
・受講実績をCSVファイルに出力できます。

・未受講者には催促のメールを送信することができます。

CSVファイル

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１

マナー研修 基本１全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

全社員研修

敬語の使い方

挨拶の基本

敬語の使い方

挨拶の基本

敬語の使い方

挨拶の基本

敬語の使い方

挨拶の基本

営業１部

営業１部

営業２部

営業２部

神奈川支社営業部

神奈川支社営業部

埼玉支社営業部

埼玉支社営業部

佐藤

鈴木

山田

高橋

伊藤

渡辺

山本

中村

太郎

花子

一郎

春江

次郎

夏子

三朗

冬美

全社員研修

マナー研修 基本１

営業１部

営業２部

神奈川支社営業部

埼玉支社営業部

千葉支社営業部

大阪支社営業部

福岡支社営業部
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協賛メンバー会員サービス
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協賛メンバー会員サービスの特徴

• 協賛メンバー会員サービスは、KK2Webサイトを協賛メン
バー企業専用ページとして提供する学習支援サービスです。
※各自での登録が難しい場合は、オプションとして一括登録する
ことも可能です。

• メンバー企業様のドメイン（@以下）を事前に登録するこ
とによって、従業員の皆さまがKK2サイトにアクセスした
場合、メンバー企業専用ページが表示されます。（事前に
KK2Web会員登録が必要です）

• お客様独自の動画プログラムを登録して掲載することがで
きます。KK2オリジナルプログラムをカスタマイズして表
示することも可能です。

• プログラムごとにテスト・アンケートを設定することがで
きます。

• 学習者はマイページより自身の学習履歴が管理できます。

協賛メンバーページご利用イメージ
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協賛メンバー会員サービスご利用準備

• KK2 Web会員の登録が必要となります。

Web会員登録は学習者がご自身で行っていただく必要があります。

登録時に以下の情報が必要になります。

• お客様特定ドメインのメールアドレス（ログインIDとして使用します）

• パスワード（会員登録時にご自身で設定していただきます）

• 生まれ年

• 性別

• 業種

• 動画プログラムを登録する際に動画グループの設定が必要となります。

登録した動画をまとめるためのグループを管理画面より設定します。
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協賛メンバー会員サービスで出来ること

③ 学習者自身による受講状況の管理
学んだ履歴は「マイページ」で一人ひとりが確認することができます。また、テスト・アンケートへの自身の回答や、
視聴した動画へのレビューを確認することができます。

① オリジナル動画プログラムの掲載
自社にすでにある映像素材やオリジナルに制作した動画プログラムを登録することができます。
(掲載はKK2事務局が行います）

※KK2スタジオ、メディアリンク 三番町スタジオ等でライブ配信を行うことも可能です。
※制作にあたってはメディアリンクで承ることもできます。

② KK2が提供する豊富な学びの動画の活用
新入社員向け、管理職向けなど、KK2がこれまで制作してきたおすすめの動画プログラムをリストアップし、独自の
セレクションとして提供することができます。

④ 管理ページで簡単操作
管理画面では、学習者管理（自社ドメインでの登録者の削除のみ）、従業員の学びの履歴（動画プログラム視聴）を
Excelデータでダウンロードすることができます。

⑤ インタラクティブ教材の利用
動画プログラムをインタラクティブ教材として設定することにより、動画プログラム視聴時に管理者に質問や意見を送信
することができます。管理者からの回答は学習者のマイページで確認できます。
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【協賛メンバー】学習者ご利用イメージ ①

1. KK2 Webサイト(www.kk2.ne.jp)に、PC、タブレット、スマート

フォンなどのデバイスでアクセスします。（要インターネット）

2. お客様ドメインのメールアドレスでログインを行います。お客様専

用トップページが表示されます。

3. トップページ上の動画グループから任意の動画プログラムを選択し

ます。

4. 詳細画面から動画を視聴することができます。

協賛メンバーページご利用イメージ

動画教材視聴イメージ
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5. 視聴後はプログラムごとにレビューを書き込むことができます。

6. 設定されていれば視聴後にテスト・アンケート画面に遷移します。

7. 自身の視聴履歴や記入したレビュー履歴、テスト・アンケートの回答

履歴は、マイページを見ることによりいつでも確認できます。

動画教材視聴イメージ

動画教材レビュー画面イメージ

【協賛メンバー】学習者ご利用イメージ ②
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• 学習者が視聴した動画プログラムのデータを管理画面よりExcel形式でダウンロードできます。

取得できるデータはメールアドレス（ログインID）、プログラム名、視聴日時となります。

管理者

• ライブ配信研修を手軽に行うことができます。

配信元としてKK2スタジオやメディアリンク三番町スタジオを利用することも可能です。

• 専用トップページを自由にカスタマイズすることができます。

学習者に周知させたいメッセージをトップページに掲載することも可能です。

※メッセージ文言の登録・編集はKK2事務局にて行います。

• 動画グループを自由に設定することができます。（グループ管理機能）

【協賛メンバー】管理者が利用できる機能
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【協賛メンバー】管理者画面イメージ ②

Step1：オリジナルプログラムの登録

・オリジナルのプログラムを登録します。
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【協賛メンバー】管理者画面イメージ ③

Step2：グループの登録

・学習者にプログラムをまとめたグループとして提供します。
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取得できるデータ

• 閲覧日

• 学習者氏名（会員登録時に入力したもの）

• メールアドレス

• プログラムタイトル・単元タイトル

【協賛メンバー】管理者画面イメージ ④

Step4：動画視聴ログの確認

・学習者の動画視聴ログを確認することができます。

・抽出したログ情報はExcelファイルに出力できます。
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霞が関ナレッジスクエア 事務局

■お問い合わせ先

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート 西館ショップ＆レストラン3F

電話：03-3288-1921 FAX：03-5157-9225（※9:00～17:30 月～金、祝日除く）

・お問い合わせフォーム https://www.kk2.ne.jp/kk2/header_link/inquiry_privacy.html

※「個人情報の取扱について」をご一読の上「同意する」ボタンをクリックしてお進みください。

・お問い合わせメール kk2seminar@avcc.or.jp 

https://www.kk2.ne.jp/kk2/header_link/inquiry_privacy.html
https://www.kk2.ne.jp/kk2/header_link/inquiry_privacy.html

