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あらまし： 信州大学大学院工学系研究科情報工学専攻においては，大学院修了に必要な単位を全て

インターネットで取得できるようにしたインターネット大学院を 2002 年度より開校した．インターネ

ット大学院の仕組み自体は，Web のサーバ上に授業のコンテンツを置いただけの大変単純なものであり，

構想を提示することは容易である．しかし，現実に大学院を運営するにあたっては，その根幹となる

授業コンテンツの作成とそれらを支えるシステムの開発が不可欠である．さらに，学生の便を図る様々

なシステムも必要である．本発表では，情報工学専攻のインターネット大学院で用意したこれらコン

テンツとシステムについて報告すると共に，学習を始めた学生について報告する． 
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１．はじめに 

 信州大学大学院工学系研究科情報工学専攻において

は，2002 年度よりインターネット大学院を開校した．

これは，大学院における多くの授業をインターネット

上で開講し，学生の都合に合わせて好きな時間に好き

な場所で受講できるようにし，大学院修了に必要な単

位を全てインターネットで取得できるようにしたもの

である．  

 インターネット大学院の仕組み自体は，Web のサー

バ上に授業のコンテンツを置いた単純なものであり，

構想を提示することは容易である．しかし，現実に大

学院を運営するにあたっては，その根幹となる授業コ

ンテンツの作成とそれらを支えるシステムの開発が不

可欠である．さらに，学生の便を図る様々なシステム

も必要である．情報工学専攻では，これらコンテンツ

の作成とシステムの開発を１０年以上にわたって行っ

てきた． 

 本発表では，情報工学専攻のインターネット大学院

で用意したこれらコンテンツとシステムについて報告

すると共に，学習を始めた学生について報告する． 

 

２．コンテンツの構成 

 本章では，本インターネット大学院のコンテンツの 

構成を説明する．本大学院では全てのコンテンツは各

教官が自ら開発したものである．コンテンツは現在も

さらに開発中であるが，６月の時点で２４科目ある． 

 2001年３月末に改訂された大学設置基準では， Web

コンテンツを用いたインターネット授業においては，

コンテンツは次の条件を満たすこととされている． 

「毎回の授業の実施に当たって設問解答，添削指導，

質疑応答等による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の意見交換の機会が確保されて

いる」． 

 この条件を満たすために，信州大学インターネット

大学院においては，各授業のコンテンツを次の構成と

している． 

・Web で配信されるマルチメディア教材 

・「設問解答」を Web上で行うテスト（以下CAIテス

トと呼ぶ） 

・「意見交換」のための掲示板 

２．１ W e b で配信されるマルチメディア教材 

 Ｗｅｂで配信される教材は，授業内容に応じてイラ

ストやスクリプト，動画等を組み合わせたマルチメデ

ィア教材となっている．図１はその一例で，説明文と

動画により解説を行っている．これらを安定して動作

させるために，現在のサーバ環境は図２のようになっ



ている． 

 通常の教材は，ＨＴＭＬ化されたコンテンツとして

Ｗｅｂサーバ上におかれ，Ｗｅｂによる配信が行われ

る．これらの教材は，各教官が作成したものであり，

複数のＷｅｂサーバに分散して存在している．さらに，

動画等の大容量のコンテンツについては専用のサーバ

を用意し（図２の動画サーバ），ブロードバンドに向け

た配信に対応している． 

 また，ＣＡＩテストシステムはサーバ上でプログラ

ムを実行しなけらばならないことから，ＣＡＩテスト

システム用のサーバ（図２のＣＡＩサーバ）を用意し，

セキュリティ対策を行った上で運用を行っている． 

 このように教材が複数のサーバ上に分散して存在し

ているため，各教材へのリンクがあるカリキュラムの

ページを用意している． 

  
図１ マルチメディア教材の例 
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図２ サーバの設置状況 

 

２．２ ＣＡＩテスト 

 このCAIシステムの特徴は，学習定着度を増す目的

で，単元毎に履修した内容の理解度を確認するための

テストが置かれ，このテストにパスした後に次の単元

に進む形式になっていることである．最初に学籍番号，

氏名，電子メールアドレスを入力すると問題が表示さ

れ，解答はサーバ上CGIにより自動採点され，不備を

即座に指摘する．学生はこのテストに合格しない限り

先の学習へは進めない． 

 テストの形態は，教材により様々であるが，大別し

て以下の３形態で実施されている． 

(1)一問一答形式の問いに連続して何問か正解しなけ

ればならない形態 

(2)いくつかの課程を経てシステムを組み上げていく

形式の単元において，各課程を順にCAIと対話をし

ながら実施していく形態 

(3)解答プログラムを提出させてその正しさをチェッ

クする形態 

 このＣＡＩテストも，前述の教材と同様に各教官が

個々に作成したものであり，Web サーバ上の CGI プロ

グラムにより動作している．プログラムは，各教官が

独自に作成したものや，信州大学工学部情報工学科で

開発した汎用ＣＡＩテストシステムにより運用されて

いるものがある．これらのＣＡＩの問題は，乱数を用

いて毎回異なる問題が出るように工夫されており，繰

り返しＣＡＩテストを受けることで知識の定着が図れ

ることが確かめられている（参考文献１）． 

 また，ＣＡＩテストを受けた履歴はファイルに蓄積

され，各学生の学習履歴として利用される． 

 
２．３ 掲示板 

 学生間の意見交換の場を確保するために，Ｗｅｂ上

で動作する掲示板システムを提供している． 

 この掲示板システムは，全学生を対象としたものと

して， 

 ・大学からのお知らせ（大学側のみ書き込み可能） 

 ・相談窓口（大学側・生徒側共に書き込み可能） 

の２つが用意してあり，この他に，各講義毎に授業内

容に関する意見交換を行うための掲示板が用意されて

いる． 

 全学生を対象とした掲示板は，授業やシステム等の



教官に対する質問が中心になり，応対も教官が中心と

なるが，講義毎の掲示板や，相談窓口での授業内容に

関する相談では，学生相互意見交換が活発に行われて

おり，「学生の意見交換の機会の確保」という点では十

分な機能を発揮している． 

 

３．ＣＡＩ進捗状況提示システム 

 ＣＡＩテストは，その開発過程やテスト内容等様々

な理由により，複数のサーバ上で別々に実現している．

また，これらのシステムは，各々は独自の形式で進捗

状況を管理しており，システムによっては進捗状況の

表示サービスを行っていないものもある．一方，学生

にとっては，各自のCAIの履修状況を，個別に問い合

わせるのではなく，一覧として見たいという要求があ

る．教官にとっても，自分が指導している学生の履修

状況を把握する必要がある．  

 そこで，各ＣＡＩシステムから進捗状況を収集し一

括して表示するシステムの開発を行った． 

３．１ 進捗データの定義 

 ＣＡＩテストの進捗状況は，各ＣＡＩテストシステ

ム毎に異なる形式と種類のデータが存在する．そこで，

各システム間に共通で，かつ必要最小限のデータのみ

を収集するために，データの定義を行った． 

 進捗状況の表示には，最低限，以下のデータが必要

である． 

 (1) 学生を識別するコード（誰が） 

 (2) ＣＡＩテストを識別するコード（何を） 

 (3) 修了時刻（いつ修了したか） 

 これらのデータのうち，(1) については，各ＣＡＩ

テストとも学籍番号の入力を求める仕様になっており

このデータを使用することが可能である．また，修了

時刻についても，データフォーマットに違いがあるも

のの，各ＣＡＩテストで修了時刻を記録している． 

 そこで，各講義のＣＡＩテストを識別するためのコ

ードを新たに生成した．ＣＡＩテストは，各講義の教

材内に複数あることから，講義を識別するためのＣＡ

Ｉ名と，教材内でのテストを識別するための課題番号

を付与した． 

この識別コードに，学籍番号，修了時刻を合わせて

進捗状況のデータレコードとした．表２にその例を示

す． 

 

表２ 進捗状況データの例 

ＣＡＩ名 課題番号 学生番号 修了時刻 

logic 003 99JA1234 16:25 

logic 004 99JA1234 16:33 

 

３．２ 進捗データの収集 

 ＣＡＩテストの進捗状況を一括管理するためには，

各ＣＡＩテストシステムから進捗状況のデータを取得

しなければならない． 

 各ＣＡＩテストシステムは，独自の進捗管理を行う

と共に，進捗状況表示の機能も異なり，それぞれ， 

 ・ＣＧＩ等を用いたＷｅｂによる進捗状況表示 

 ・進捗状況をファイルに記録 

 ・電子メールによる進捗状況の通知 

の方法が用いられている．図３に概念図を示す． 

 まず，ＣＧＩによる進捗状況表示については，ＣＡ

Ｉテストサーバの特定のアドレスにアクセスすること

で進捗状況が表示される．このとき，データはＨＴＴ

Ｐプロトコルにより配信されるため，サーバがファイ

アウォール（以後，ＦＷと略す）の内側にあった場合

でも取得が可能である． 

 同様に，進捗状況をファイルに記録しているシステ

ムであっても，そのファイルがＷｅｂで公開されてい

る場所にあれば，ＣＧＩによる場合と同じくＨＴＴＰ

により取得が可能である． 

 また，電子メールのよる通知機能については，進捗

状況管理サーバを電子メールの配信先に指定すること

で，進捗状況の取得が可能である． 

 これらの方法について比較を行うと，まずＨＴＴＰ

プロトコルによるデータの取得については， 

 ・進捗管理サーバのタイミングで取得できる． 

 ・ＦＷによる制限にほとんど影響を受けない． 

というメリットはあるが，進捗管理サーバが各ＣＡＩ

テストシステムのデータを取得する形式となるため． 

 ・毎回，全進捗データが配信される． 

 ・一定間隔毎の更新となる． 

というデメリットが発生する． 

 また，電子メールによる通知機能については， 

 ・世界中の任意の場所に送ることができる． 

 ・ＦＷによる制限にほとんど影響を受けない． 



 ・変更点のみが通知される． 

等にメリットがある． 

 しかし，伝送途中に複数のサーバがかかわり，かつ

それらのサーバの状況を管理することが困難であるこ

とから，進捗データを取りこぼす恐れがある． 

そこで，データの取りこぼしをなくすことを優先させ

るために，可能な限りＨＴＴＰによるデータの取得を

行うこととした． 

 

３．３ 進捗データの処理 

 ４．２でも説明したとおり，ＣＡＩテスト毎に異な

る進捗管理を行っており，進捗管理サーバは，４．１

で定義した形式のデータで管理を行う．このため，各

ＣＡＩテストの進捗データを進捗管理サーバのデータ

形式に変換しなければならない．  
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 図３ 進捗状況データの取得 
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図４ フィルタによるデータ形式の変換 

 

  

図５ ＣＡＩ進捗状況掲示の例 

 

そこで，各ＣＡＩテストの進捗管理データから進捗管

理サーバのデータ形式に変換するフィルタを開発し，

各々のデータをフィルタ経由でデータベースに格納す

ることとした．（図４） 

また、データベースに蓄積されたデータは，生徒か

らにリクエストに応じてＨＴＭＬに変換されＷｅｂ経

由で配信される。このため、生徒はいつでも進捗状況

を参照することができる（図５）． 

 

４．学生分析 

 ２００２年４月より始まったインターネット大学院

にでは，現在８１名の学生が学んでいる．この学生に

ついての分析を，学生のプロフィールと３章で述べた

CAI 進捗状況掲示システムの結果から述べる． 

 インターネット大学院の学生に関するプロフィール

のうち，年齢，職業及び現住所についてを図６，７，

８に示す．また，ＣＡＩテスト各課題の修了を時間帯

別，曜日別に集計した結果を図９，１０に，全学生の

ＣＡＩテスト進捗状況のヒストグラムを図１１に示す．

さらに，日別のＣＡＩテスト修了集計を，最もＣＡＩ

テストが進んでいる生徒のアクセスが占める割合と共

に図１２に示し，図１３に週毎の全学生の修了数の合

計を示す． 

 年齢は３０，４０代の方が全体の７割を占め，また

働いておられる方が全体の８割以上となっている．ま

た，主な学習時間は夜９時以降である．このことから，

社会の第一線で忙しく働いておられる方が本大学院の

大多数の学生であることがわかる．更に，現住所から



わかるように，決して信州大学がある長野県にお住ま

いの方が多いわけではなく，全国に学生の方がおられ

ることもわかる． 

 CAI の進捗状況は，２年間の課程のまだ２ヶ月しか

経っていないことを考えると，全体の 10%程度しか進

んでいない学生が半数であることは当たり前であり，

むしろ意欲的に学習に取り組んでいる学生が，全体の

半数近くいると考える．図１２，１３のアクセス数を

見ると，開講直後にアクセス数が多くその後減少する

といった傾向はみられず，集中して学習を行う傾向が

あるものの，コンスタントに学習が続いている様子が

見られる．なお，学生は皆各々の指導教官が決められ

ており，学習計画，研究計画について個別の指導を得

ている．進度が遅い学生には，指導教官が今後相談に

乗り，改めて学習計画を立てる等の処置をとる予定で

ある． 

図６　年齢構成
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図８　地域構成
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図９　ＣＡＩテストの修了数（時間帯別）
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５．おわりに 

 インターネット空間上で授業を開講することは，考

えとしては誰もが思いつく当たり前の考えである．し

かし，実際に授業としての効果が高いコンテンツを作

成することは，多くの経験と試行評価に基づくフィー

ドバックが必要不可欠であり，その構築は容易ではな

い．また，当然のことであるがこのコンテンツは教官

自らが作成したものである．そうでなければ著作権上

の問題が生じる． 

 さらに，インターネット大学院を運営するためには，

様々なシステム開発の必要がある．本発表で報告した

システムはその一部であり，これ以外にも成績管理シ

ステムや事務手続き等を代行するシステム等多くのシ

ステムを開発してきた． 

 インターネット大学院が開講してまだ２ヶ月である

が， IT 時代を生き抜くために必要不可欠な知識と技

術を身につけたいという社会人の方々の切実な思いが

開講後の質問や履修状況からも読みとれる．本大学院

は，これからも更に多くのコンテンツを作成して，よ



り多くの方の学びたいというニーズに応える責務があ

ると考えている． 
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図１０　ＣＡＩテストの修了数（曜日別）
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図１２　ＣＡＩテスト修了数の日別集計
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図１３　週毎の学生別ＣＡＩテスト修了数

 


