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～THiNQ Makerスタートアップ編～ 
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はじめに 

本日ご紹介する内容 
 

1. THiNQ Makerでできること ～閲覧デモ～  

2. セットアップのコツ 

3. 操作：テキスト＋画像のテストを作ってみよう 

4. 操作：そのほかの設定 
   （様々な選択肢設定、動画・音声、書き出し） 

おわりに（質疑応答・アンケート） 

 

• ご不明な点は「チャット」「質問」でお知らせください 

• 操作のデモンストレーションで使用する素材 
http://learning.logosware.com/wp-content/uploads/TH_training_1st.zip 
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１．THiNQ Makerでできること 
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できること（概要） 
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パソコンでもスマートフォンでも閲覧 

クイズコンテンツ、アンケートコンテンツの作成 

実コンテンツを見るのは、こちらから！（ロゴスウェア公式サイト) 

http://suite.logosware.com/thinq-maker/sample/ 

http://suite.logosware.com/thinq-maker/sample/
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できること（詳細） 

• 択一プッシュボタン 

• 択一ラジオボタン 

• 複数選択チェック 

• テキスト入力 

• ドラッグ＆ドロップ 

• ○×解答形式 

• 判定モード（1問ごと/最後一括) 

• 問題のスキップ（許可/不許可） 

• 抽出出題（設定数の問題をランダム
に抽出） 

• カテゴリ別問題抽出（問題を任意のカ
テゴリへ分類、カテゴリ毎に設定数の
問題をランダムに抽出） 

• 制限時間（全体/1問毎） 
• 採点対象可否（問題毎） 
• 解説画面・資料画面の有無 

豊富な出題形式・機能設定 多彩な解答形式 さまざまな素材 

• テキスト（リッチテキストエディタ
によるHTML装飾に対応） 

• 画像（jpg/png/swf/gif） 
• 音声（MP3ファイル） 
• 動画（FLVファイル） 

※ 一部HTML5コンテンツで利用できない機能があります（後述） 



２．セットアップのコツ 
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セットアップの流れとコツ 

1. 動作環境の確認  
– http://suite.logosware.com/thinq-maker/requirements/ 

2. インストール （setup.exe からスタート） 

3. ライセンス認証 
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ファイルの中身を記入
するのではなく、ファ
イルを指定するのが簡
単です。 

http://suite.logosware.com/thinq-maker/requirements/
http://suite.logosware.com/thinq-maker/requirements/
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３．操作：テキスト＋画像のテストを作っ
てみよう 
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テキスト＋画像のテスト 
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2.  フォルダ名、コンテンツタ
イトル、用途を選択。 

 

1. 新規作成ボタンをクリック 



テキスト＋画像のテスト 
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3. 「基本設定」画面 

• 制限事項あり（次ページ） 

• LMSでご利用時は、「1問ごと＋スキップ不許可」または、「最後一括」をお勧めします。 

「1問ごと＋スキップ許可」の場合、回答漏れに気づかずコンテンツを終了しても、「途
中でやめた」ことになり、完了になりません。 

「基本設定 （全体）＞ 画面設定（前後の画面） ＞ 問題データ設定 （個々の問題）」の
順に設定すると、設定しやすいです 

※PC（Flash）の場合 
  

• 背景の絵柄 

（背景01／02／03／04） 
• 横分割か、縦分割か？ 

（スキン01、02（横に分割）／スキン03、04（縦に分割）） 
• 操作ボタンの色 

（スキン01、03（黒）／スキン02、04（シルバー） ） 



資料集）HTML5コンテンツの制限 
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※ 操作マニュアルより抜粋 

項目 制限内容 
全般 
画像全般 SWFファイルは利用できません。 

テキスト全般 
テキスト装飾のうち、フォントサイズ設定が無効化されます。また、改行や半角スペースだけの
行は非表示となります。 

スキンセット／レイアウト 
スキンセット変更およびレイアウト変更はPC向けFlashコンテンツでのみで有効なものであり、
HTML5で作成したTHiNQコンテンツは無関係です。 

コンテンツ設定 
最終画面 「なし」固定です。 
問題設定 
資料画面 「なし」固定です。 
選択肢タイプ ドラッグ＆ドロップは利用できません。 

問題音声／動画  
解答開始タイプ 

「画面表示直後」固定です。 

自動再生開始秒数 設定できますが、Flash版でのみ有効です。 

問題選択肢設定 
選択肢音声／動画 設定不可。テキスト／画像のみ設定できます。 

選択肢テキスト 
フォントサイズ設定が無効化されます。また、改行や半角スペースだけの行は非表示となりま
す。 

選択肢タイプ：テキスト入力 入力可能文字タイプ「制限なし」固定です。 

解答テキスト入力の設定 入力可能文字数「0」固定（制限なし）です。 

書き出し設定 

終了ボタン表示 Flash版のみ。 

表示サイズ設定 Flash版のみ。 

ログ保存機能 
詳細設定：入力ウィンドウ表示 

iPhone／iPad／Androidで閲覧した場合は、この設定に関わらず毎回ユーザー情報入力画面を
表示します。 



資料集）アンケート用途の制限 

12 

※ 操作マニュアルより抜粋 

項目 強制的に設定される内容 コンテンツ上の表示 

コンテンツ設定 

判定モード 最後一括 判定ボタン・画面は表示されません。 

解説画面 なし 解説ボタン・画面は表示されません。 

出題設定 全問出題 － 

シャッフル出題 なし － 

合格点 0 合格点は表示されません。 

各問題設定 

配点 －（変更されません） 配点は、表示されません。 

資料画面 なし 

資料ボタン・画面は表示されません。 

（資料「あり」に再設定することも可能で
す） 

採点対象 対象外 採点結果は表示されません。 



テキスト＋画像のテスト 
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4. 「画面設定」画面 

 

 

• 文字を装飾できます。 

• リンクも設定できます。 

• ドラッグで画像を配置できます。 

※PC（Flash）の場合 

• イメージに近いレイアウトを選
びます。 



テキスト＋画像のテスト 
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5. 「問題データ設定」画面 

 

 



テキスト＋画像のテスト 
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6. 問題詳細データ設定「基本設定」画面 

 

 

※PC（Flash）の場合 

• さまざまなレイアウトの中から、イメージ
に近いものを選択します。 

• 選択しているスキンによって、表示され
るレイアウトは異なります。 

• 択一プッシュボタン 

• 択一ラジオボタン 

• 複数選択チェック 

• テキスト入力 

• ドラッグ＆ドロップ（HTML5はNG） 
• ○×解答形式 



テキスト＋画像のテスト 
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7. 問題詳細データ設定「問題設定」画面 

 

 



テキスト＋画像のテスト 
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8. 問題詳細データ設定「選択肢設定」画面 

 

 



テキスト＋画像のテスト 
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9. 問題詳細データ設定「解説／資料設定」画面 

 

 
• 問題の設定は完了です。 

• 問題詳細データ設定
「基本設定」画面で、資
料ありの場合、設定で
きます。 



テキスト＋画像のテスト 
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10. 問題詳細データ設定「解説／資料設定」画面 

 

 

• ここでは、実験用に先
ほど作成した問題を複
製します。 

• 抽出問題でない場合、問題詳細データ設定「基本設定」でなく、
ここでも配点を決められます。 

• 抽出問題でない場合、ここで合格点を決めます。 



テキスト＋画像のテスト 
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11. プレビューしてみましょう。 

 

Internet 



４．操作：応用設定（様々な選択肢設定、
動画・音声、書き出し） 
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様々な選択肢設定 
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動画・音声の利用 
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問題に・・・ 解説や資料に・・・ 

選択肢に・・・ 



参考）書き出したコンテンツをロ
ーカル環境で確認するために
は、グローバルセキュリティ
の設定が必要です（マニュア
ル参照）。 

書き出し 
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• 書き出しフォルダを指定します。 

 

• フォルダができあがりますので、
まるごとWebサーバーにアップ
ロードします。 

 

• index.htmlからコンテンツを起
動します。 

最終的にコンテンツを書き出して、サーバーにアップロードする必要があります。 



回答履歴を取得するには？ 

1. Score（スコア機能）を利用する 

– 無料で使える簡易履歴管理機能（レギュラー以上） 

– ログ用サーバー不要。Googleのデータ領域に蓄積。 

– LMSがない環境の方におすすめ 

 

2. LMS（学習管理システム）を利用する 

– SCORM形式での本格履歴機能 

– LMSのサーバーシステムが別途必要 

– すでにLMSがある環境の方にお勧め 
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おわりに 
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• お客さまサポートサイト 
（講習会、ｅラーニング、ドキュメント） 

http://learning.logosware.com/  
 

 

 

 

 

 

• LOGOSWARE製品ブログ 
http://product-blog.logosware.com/ 
 

ご案内 
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ごあいさつ 
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ご参加いただき、誠にありがとうございました 

 

• お問い合わせ先 10:00 – 18:00（土日祝を除く） 

– Mail：support@logosware.com Tel：03-5818-8011 
 

 

• アンケートにご協力ください（3分程度） 

mailto:support@logosware.com

