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AgendaAgenda
• 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)

– 遠隔教育研究センター（DLC）

– 遠隔教育プログラムの分類

– 遠隔教育への段階アプローチ

• リアルタイム型遠隔講義システム事例
– 遠隔コミュニケーションモデル
– JAIST遠隔講義システム事例

• 遠隔講義システムのデザインパターン
– 遠隔コミュニケーションモデルの構成要素

– 遠隔講義システムの構成要素

– 遠隔講義システムのデザインパターンの例

• まとめ/今後の課題



北陸先端科学技術大学院大学北陸先端科学技術大学院大学

充実した大学院教育充実した大学院教育

– 体系的カリキュラム：知識・情報・マテリアルサイエンス

- 社会人教育：東京サテライトキャンパス

- 留学生教育：デュアル大学院プロジェクト（ベトナム）
- コンソーシアム型大学間連携：北陸地区連合，JJREX

研究科 博士前期 博士後期 合計

知識科学研究科 224［［［［52］］］］ 114［［［［29］］］］ 338［［［［81］］］］

情報科学研究科 221［［［［23］］］］ 102［［［［37］］］］ 323［［［［60］］］］

マテリアルサイエンス研究科 200［［［［7］］］］ 80［［［［28］］］］ 280［［［［35］］］］

合計 645［［［［82］］］］ 296［［［［94］］］］ 941［［［［176］］］］

2007.5 現在．[ ] は留学生で内数

北陸先端科学技術大学院大学北陸先端科学技術大学院大学

JAISTJAIST新教育プラン新教育プラン((20082008～）～）

– 学生のキャリア目標の実現を支援

– 学生の意欲や経験，能力等に対応

– 幅広い専門知識，高度な応用力，確かな実践力の養成

技術者・研究者の養成に向けて技術者・研究者の養成に向けて

– 基礎分野の早期・確実な習得

– 基礎学力に基づく高レベルな学問分野への取り組み

→→ 学生のバックグラウンドの多様化：学生のバックグラウンドの多様化：学部を持たない学部を持たない



遠隔教育研究センター遠隔教育研究センター

目的目的

• 遠隔教育を通じた本学の教育研究の高度化・多様化

所掌所掌

• 遠隔教育に関する研究，企画，開発，運用，推進
• 全学横断組織として各研究科・各センターと連携

主な活動内容主な活動内容

• 情報通信技術/教育工学を活用した遠隔教育の研究
• 遠隔教育プロジェクトの企画立案
• 遠隔教育システムの導入・開発・運用
• 教育コンテンツの開発・配信
• 遠隔教育プログラムの実施・推進

遠隔教育プログラムの分類遠隔教育プログラムの分類

自己
学習

集合
学習

非同期

同期

イントラネット

インタ―ネット

SCS
Video Conf.

REAL

VOD

WBT/WBL



遠隔教育の分類遠隔教育の分類 @JAIST@JAIST

自己
学習

集合
学習

非同期

同期

イントラネット

インターネット

PCPC会議会議
システムシステム

単位互換協定単位互換協定

情報科学情報科学
研究科研究科
講義収録講義収録

JJREX

サテライト
キャンパス北陸地区

国立大学
連合

デュアル大学院SCS

SOI-Asia

遠隔教育への段階的アプローチ遠隔教育への段階的アプローチ

活用モデル（目的活用モデル（目的//特性特性//要件要件//方法）方法）

– 目的：教育効果/単位認定/遠隔連携/情報発信/…

– 特性：科目特性/学習者特性/コミュニケーション特性/…

– 要件：物理的要件/要員的要件/…

– 方法：実現するためのアプリケーションの選択

成功例成功例 ⇒⇒ 実用化（全学展開）加速実用化（全学展開）加速

– まずは敷居を低くして取り組みやすく

– 目的に応じたバリエーションの確保
– PDCAサイクルによる実用化加速



遠隔講義システム事例遠隔講義システム事例

非
同
期

同
期

＜遠隔教育形態＞ ＜事例＞

SCS

Video
Conf.

Live Lecture

VOD

WBT/WBL

• PC Conf. 遠隔会議
• DVTS遠隔会議

• SOI-Asia遠隔講義

•北陸遠隔授業システム
• Video Conf.遠隔講義

ストリーミング講義の蓄積及び
オンデマンド配信を行い，学生
の復習用教材等に利用

Web技術を活用した電子教材
を開発し，単位互換プログラム
等に活用

衛星通信を利用した遠隔講義・
会議システムによる，著名な
講師の講演など

北陸地区国立大学連合への
参加や，サテライトキャンパス
の社会人大学院教育に活用

• IS講義VOD
•研究室紹介

•講義WBT
• スタジオWBT

リアルタイム（同期）型遠隔講義リアルタイム（同期）型遠隔講義

対面講義環境対面講義環境

• 学習者の反応を見ながら講義
→ 必要な情報を適宜補完

• 地理的・時間的制約

対面講義

受講者 講師

!

リアルタイム遠隔講義環境リアルタイム遠隔講義環境

• 地理的制約が少ない

• インタラクションの難しさ
- 講義形態による多様な要求
- 講義メディアによる制約

講師

受講者

遠隔講義

IP
Network



遠隔コミュニケーションモデル遠隔コミュニケーションモデル

遠隔講義システム

：講義制約条件 ：コミュニケーション内容：コミュニケーション

講義形態

講師

受講者

講師側教室

受講側教室

受講者
TA

受講側教室

受講者

JAISTJAIST遠隔講義システム事例遠隔講義システム事例

1. 北陸地区遠隔授業システム

2. ビデオ会議システムを利用したJJREX遠隔講義

3. DVTSを利用したデュアル大学院プロジェクト

セレモニー配信

4. SOI-Asiaプロジェクト遠隔講義

5. PC会議システムを利用した遠隔ミーティング



北陸地区国立大学連合北陸地区国立大学連合

北陸地区の国立大学が，それぞれの独自性を維持しながら北陸地区の国立大学が，それぞれの独自性を維持しながら
連携・協力を推進し，教育研究活動の活性化を目的とする連携・協力を推進し，教育研究活動の活性化を目的とする

双方向遠隔授業システム双方向遠隔授業システム

北陸地区遠隔授業システム北陸地区遠隔授業システム



遠隔講義設備遠隔講義設備
大教室 中教室 小教室

表示

装置

前方
3面 2面

黒板映像，講師映像，資料映像等を切り替え表示

後方 2面：受講教室の学生映像を表示 なし

マイク
講師用 ハンド型マイク，タイピン型マイク

学生用 発言許可ボタン付き机上マイク ハンド型マイク

カメラ
講師用 黒板撮影（固定），講師撮影（自動） 黒板撮影（固定）

学生用 全景撮影（固定），発言者撮影 全景撮影（固定）

資料提示装置
各種AVプレイヤー，書画カメラ，ビデオ・RBG入力端子

電子黒板による双方向書き込み，アプリケーション共有

映像・音声伝送 HDTV，，，，SDTV，，，，H.323の動的制御 SDTV，，，，H.323

タッチパネル
ソース選択，各種AVデッキのリモコン操作，音量調節，

学生用マイク制御，授業延長処理，授業終了処理等

授業収録・配信 授業映像の収録，ストリーム配信，簡易編集機能

実践事例実践事例

•• K412K412（（（（（（（（知識知識MOTMOT）））））））） 知識社会論（近藤修司教授知識社会論（近藤修司教授））

• 日程：2005.8/5-6, 8/18-20

• 講師教室：東京サテライトキャンパス（小教室）
• 受講教室：石川キャンパス中講義室（大教室）：8/5,6,18

石川キャンパス遠隔ルーム（小教室）：8/19,20

• 学生数：東京27名（受講者数），石川34名（のべ人数）

• コミュニケーション要件：
(1) ホワイトボードおよびPowerPoint中心の講義

(2)学生小グループによる議論と発表
(3)講師側教室受講者 ＞受講側教室受講者



遠隔講義配信の概要遠隔講義配信の概要

PPT

講師

受講者

講師側教室

受講側教室

受講者

遠隔講義システム

ホワイトボード

SDTV(4Mbps)

H.323(2Mbps)

H.239(2Mbps)

システムの特徴・課題

特徴：

• 多様なコミュニケーションチャネル

• 操作卓による制御系の集約／自動化

• 受講側で講義内容に関する議論が発生

→ 講師側に聴こえないという安心感から発生？

課題：

• 講師側教室全体の雰囲気の伝達

• 資料映像等のポインティング方法

• 多地点接続時の教室間コミュニケーション

• トラブル時における遠隔教室の状態把握
– 状況を把握／サポートするためのシステム構成

– 拠点間のサポートルール作り



JJREXJJREX教育研究交流プログラム教育研究交流プログラム

JAISTJAIST，，NIINII，，AISTAIST，，NICTNICT連携の教育研究プログラム連携の教育研究プログラム

における遠隔教育によるドクターコースプログラムにおける遠隔教育によるドクターコースプログラム

石川キャンパス

JJREX: JAIST Joint Research and Education eXchange Program

東京サテライトキャンパス

ビデオ会議システムの構成ビデオ会議システムの構成

DSB(To JAIST)

持込PC

室内スピーカ

PCS-1(To ISICO)

DSB(To ISICO)

RGB分配器

WMVエンコーダ

室内プロジェクタ

マイク

スクリーンorプロジェクタ

DSB(ISICO)

PCS-1(ISICO)

スクリーンorプロジェクタ

DSB(JAIST)

PCS-1(JAIST)
DigitalBoard

田町映像（講師）

石川映像

田町音声

石川音声

田町RGB

Network

マトリックススイッチ

田町映像（学生）

チューナ・
ミキサ

石川RGB

教室前方

PCS-1(To JAIST)

Wooo

ミキサ

ダウンスキャン

ダウンスキャン

コラボ/遠隔ルーム（石川）

持込PC
CTE（単独利用時）

CTE(ISICO)

CTE(JAIST)
教室後方

田町キャンパス（東京）

コラボ/遠隔ルーム（石川）



遠隔講義設備遠隔講義設備
講師側教室 受講側教室

想定学生数 1～10名規模 10～20名規模

映像・音声伝送 H.323/2Mbps

マイク
講師用 タイピン型マイク 集音マイク

(Sony CTE-600)学生用 ハンド型マイク

カメラ
講師用 PCS-1 1台（リモート制御） PCS-1 1～2台

（リモート制御）学生用 PCS-1 1台（リモート制御）

表示

装置

前方
スクリーン 1面 モニタ 2面

資料映像 講師映像/資料映像

後方
モニタ 1～2面 ―

受講者映像 ―

資料提示装置 PCS-1デュアルストリーム機能によるPC画面の配信

講義収録・配信 別システムで実現の必要あり

実践事例実践事例

•• I624I624（（（（（（（（JJREXJJREX）））））））） ModelModel--CheckikngCheckikng of of 

Software Design Software Design （（中島震客員中島震客員教授教授））

• 日程：2005.1/17-19, 26,27

• 講師教室：東京サテライトキャンパス

• 受講教室：石川キャンパスコラボレーションルーム
• 学生数：東京1名，石川10名

• コミュニケーション要件：
(1) PowerPointおよびPC画面上のデモンストレーション

(2) PCを利用した演習および発表

(3) 講師側受講者 ＜ 受講側受講者



PPT

講師

受講者

講師側教室

受講側教室

受講者

PC画面

遠隔講義システム

遠隔講義配信の概要遠隔講義配信の概要

H.323(2Mbps)

H.239(2Mbps)

システムの特徴・課題

特徴：

• 複数教室コミュニケーションへの対応

• TV会議システムによる遠隔サポート

課題：

• 講義独特の緊張感にやや欠ける

• 受講時のFacilitatorの重要性
– 学生にうまく質問をさせる

– 受講教室の意思表示を行う

• 対話のしづらさ（遅延，マイクへの慣れ）

• 講師の表情

• トラブル時の遠隔側教室への連絡体制



デュアル大学院プログラムデュアル大学院プログラム

JAISTJAISTの世界最先端の科学技術とベトナム国家大学の世界最先端の科学技術とベトナム国家大学
(VNU)(VNU)の高度な教育内容を融合させ、ベトナムと日本の高度な教育内容を融合させ、ベトナムと日本

における経済と科学の発展及び文化交流を促進するにおける経済と科学の発展及び文化交流を促進する

JAIST

VNU-Coltech

DVTSDVTSシステムの構成システムの構成

<JAIST>

Video Conf.  Sys.
(PCS-TL30)

Video Conf. Sys.
(PCS-1)

Camera
(DSR-500WS)

V/A Mixier
(Anycast Station)

DV Conv.
(GV-D1000)

DV Conv.
(GV-D1000)

Sending PC
(WinXP)

Reciving PC
(WinXP)

Monitor/
Speaker

Echo Canceller
(Voltex EF2280)

<Coltech>

Reciving PC
(WinXP)

Sending PC
(WinXP)

WIDE

APAN

TEIN2



遠隔講義設備遠隔講義設備
JAIST側教室 Coltech側教室

想定学生数 10～～～～20名規模 20～30名規模

映像・音声伝送 DVTS/30Mbps

マイク ハンド型マイク×6 ハンド型マイク×1

エコーキャンセラ Vortex EF2280 ――――

カメラ
DSR-500WS

PCS-1
DCR-VX2000

スイッチャ Anycast Station ――――

表示装置 モニタ 2～～～～3面 プロジェクタ 1～～～～2面

資料提示装置
なし（Anycast Stationで
ダウンコンバート／合成）

―

その他
PCS-1により学内他拠点

の映像配信を実現
―

講義収録・配信 別システムで実現の必要あり

実践事例実践事例

•• JAISTJAIST--HanoiHanoiオフィス開所式オフィス開所式

• 日程：2007.6/25

• JAIST教室：石川キャンパス遠隔教育ルーム/

石川キャンパス遠隔教育スタジオ

• Coltech教室：Coltechコンピュータセンター

• 参加者：JAIST：19名，VNU：15名程度

• コミュニケーション要件：

(1) 各拠点でのグリーティングと簡単なディスカッション
(2) JAIST電子顕微鏡，PowerPoint画面の配信



遠隔講義配信の概要遠隔講義配信の概要

PPT

参加者

JAIST Studio

Coltech Room

参加者

遠隔講義システム

遠
隔
講
義
シ
ス
テ
ム 参加者

TEM
JAIST TEM

H.323(2Mbps)

H.239(2Mbps)

HVTS(25Mbps)

システムの特徴・課題

特徴：

• 高品質・低遅延なコミュニケーション

• 最小限機材による遠隔コラボレーションの実現

課題：

• エコーキャンセラ

• PC画面の配信/複数拠点への配信

• ネットワーク帯域の不足

• トラブル時の問題きりわけ
– 大学間ネットワーク

– 学内ルータ/スイッチングハブ

– ローカル機器



SOISOI--AsiaAsia
アジア諸国の高等教育に衛星を利用したインターネットアジア諸国の高等教育に衛星を利用したインターネット
を使い，比較的広帯域なリアルタイム遠隔講義を実施を使い，比較的広帯域なリアルタイム遠隔講義を実施

JAIST

(http://www.soi.wide.ad.jp/soi-asia/about/index-j.html)

KEIO

SOISOI--AsiaAsiaシステムの構成システムの構成



教室設備一覧教室設備一覧
JAISTスタジオ 受信側教室

想定学生数 0名 10～50名規模

映像・音声送信
JAIST →→→→ DVTS/30Mbps →→→→ KEIO →→→→

WMV/9Mbps →→→→ 受信サイト

映像・音声受信
受信サイト → 数十Kbps～ → KEIO →

DVTS/30Mbps→ JAIST

マイク ピン型マイク ハンド型マイク etc.

エコーキャンセラ Vortex EF2280 ――――

カメラ
DSR-500WS

DCR-VX2000
?

スイッチャ Anycast Station ――――

表示装置 モニタ 2面 プロジェクタ 2面 etc.

資料提示装置 PowerPoint同期ソフト

講義収録・配信 別システムで実現の必要あり

実践事例実践事例

•• SOI Asia CourseSOI Asia Course Object Oriented Object Oriented 
Software Development (Software Development (落水浩一郎教授落水浩一郎教授落水浩一郎教授落水浩一郎教授落水浩一郎教授落水浩一郎教授落水浩一郎教授落水浩一郎教授))

• 日程：2006. 2/27,28,3/1,6,7,8,13 

• 講師側教室：石川キャンパス遠隔教育スタジオ
• 中継サイト：慶應大学SFC

• 受講側教室：ミャンマー ヤンゴンコンピュータ大学

バングラデシュ バングラデシュ工科大学

など，5ヶ国7大学120名

• コミュニケーション要件：
(1) PowerPoint及びホワイトボードによる講義

(2) 講師側教室受講生は 0名

(3) ネットワーク帯域の問題で質疑応答が難しい



遠隔講義配信の概要遠隔講義配信の概要

PPT

講師 SOI-Asia
サポート

講師側スタジオ

受講者

ホワイトボード

遠隔講義システム

慶應SFC
遠
隔
講
義
シ
ス
テ
ム

受講側教室受講側教室

受講者WMV(9Mbps)

VIC/RAT(~Kbps)

DVTS(25Mbps)

システムの特徴・課題

特徴：

• 非対称品質なコミュニケーション環境
– 講師映像は9MbpsのWMV衛星通信

– 受講者映像はインターネット経由でサイト依存の品質

• 掲示板による質問環境の補完

課題：
• 受講側環境のマイク運用

• ネットワーク帯域の不足

• トラブル時の問題きりわけ
– 大学間ネットワーク

– 学内ルータ/スイッチングハブ

– ローカル機器



PCPC会議システム会議システム
WebWebカメラを接続したカメラを接続したPCPCを相互接続し，簡単な操作でを相互接続し，簡単な操作で

多人数が参加可能な遠隔会議を実現多人数が参加可能な遠隔会議を実現

システムの構成システムの構成

Meeting Server

<JAIST>

PC with Web Camera PC with Web Camera

PC with Web Camera

LAN

WAN

実践事例実践事例
•• 遠隔教育研究センターミーティング遠隔教育研究センターミーティング

• 日程：2007. 8/30 etc.

• 3拠点を接続した担当SEを含む運用ミーティング

• コミュニケーション要件：
(1) Word/Excelファイルの共有とディスカッション

遠隔教育ルーム 他拠点

想定学生数 8名 1～～～～2名

映像・音声配信 MeetingPlaza独自フォーマット(数十Kbps)

マイク
エコーキャンセラ兼用

集音マイク
ヘッドセット

カメラ Webカメラ

構成機器の一覧構成機器の一覧



Word

参加者参加者

JAIST

他拠点2

参加者

Excel

他拠点1

遠隔講義システム

遠
隔
講
義
シ
ス
テ
ム

参加者

遠隔ミーティング配信の概要遠隔ミーティング配信の概要

MeetingPlaza(数十Kbps～～～～)

システムの特徴・課題

特徴：

• 最大32クライアント同時参加可能

• アプリケーション画面などの共有

課題：
• PC環境の違いによる動作の違い

– OS/Webブラウザ

– アプリケーションのバージョン

• トラブル時の個別対応



遠隔教育研究センター利用実績 2006.11.14現在

Live Lecture

TV Conf.

VOD

WBT

同
期

非
同
期

＜遠隔教育形態＞ H.16 H.17 H.18

JJREX：3科目45コマ

WBT教材開発：2科目30コマ

IS講義収録：45科目550コマ

SCSセミナー：40回 SCSセミナー：60回

JJREX：2科目30コマ

SOI-Asia：1科目15コマ

北陸地区系：2科目30コマ

組込み金沢：4科目25コマ

WBT教材開発：10科目140コマ

工科系単位互換：2科目30コマ 工科系単位互換：3科目45コマ工科系単位互換：3科目45コマ

組込みWeb講義：3科目42コマ

IS講義収録：60科目900コマ

組込み収録：20科目250コマ

SCSセミナー：60回

TV会議セミナー： 1回 ベトナムDVTS：2回

イベント収録・配信：2回

IS研究室紹介：全研究室

MS-CR/TEM：3回

WBT教材開発：2科目28コマ

JJREX：2科目30コマ

SOI-Asia：1科目15コマ

北陸地区系：5セミナー

イベント収録・配信：2回

リアルタイム双方向配信環境の比較リアルタイム双方向配信環境の比較

DVTS TV会議システム PC会議システム

配信機材 Windows PC××××2 専用機器 Windows PC

必要帯域 45Mbps 4Mbps～～～～ 1Mbps～～～～

入出力映像 NTSC NTSC/RGB QCIF～～～～/PC画面

配信遅延 0.2sec 0.3sec 0.5sec

映像品質
NTSC: 高画質

RGB: 低画質

NTSC: 中画質

RGB: 高画質

QCIF: 低画質

PC画面：中画質

音声品質 高音質（要エコキャン） 中音質 低音質

運用スタッフ 両教室に1名 ネットワーク対応可 各ユーザが対応

本学システム DVTS 0.0.1/0.0.2 PCS-1/G50/TL30 MeetingPlaza

Advanced HDVTS HDTV会議システム H.323との連携

イメージ



遠隔講義システムデザインパターン遠隔講義システムデザインパターン

遠隔講義システムの設計遠隔講義システムの設計

• 講義の制約条件に依存したコミュニケーションを実現するための
具体的な方法の検討

• 実際の実践事例をそのまま他の状況に適用することは，設計時
の制約条件の特性が大きく異なることから非現実的

遠隔講義システムのデザインパターン遠隔講義システムのデザインパターン

• 遠隔講義システムを設計する際に再利用可能なパターンの整理

– これまで実施してきた事例の中からGood Practiceを抽出

• コミュニケーションの構成要素

• システムの構成要素/システム管理要素

• デザインパターンの例

遠隔コミュニケーションの構成要素遠隔コミュニケーションの構成要素

1.1. 対象対象
• コミュニケーション目的
• 各拠点の受講者/TAの数

2.2. 方向方向
• コミュニケーション目的

3.3. 内容内容
• コミュニケーション目的
• 講義メディアの種類

4.4. 頻度頻度
• コミュニケーション目的
• 各拠点の受講者/TAの数

5.5. 品質品質
• 遠隔講義システム
• ネットワーク帯域
• 講義/受講方法

講師

受講者

遠隔講義システム

通常講義



遠隔コミュニケーションの目的遠隔コミュニケーションの目的

• コミュニケーション目的によって，コミュニケーションの「対象」「方向」
「頻度」「内容」の大部分が規定される

• コミュニケーションの対象は参加者だけでなく，遠隔教室の「場」も
対象になる

• 遠隔システム設計時には，どういったコミュニケーションを主目的と
するかについて，あらかじめ検討しておくことが望ましい

コミュニケーション目的 対象／方向／頻度／内容

講義・講演会（知識伝達）
講師 ⇒ 講義内容 ⇒ 受講者
受講場 → 講義理解度 → 講師

講義・講演会（質疑応答）
講師 ←→ 質疑応答 ←→ 受講者
質問場 → 他の質疑応答 → 受講者

ディスカッション・ミーティング
講師/受講者 ⇔ 議論 ⇔ 受講者
議論場 ⇒ 他の議論 ⇒ 受講者/講師

演習
講師 ⇒ 解説 ⇒ 受講者

演習場 ⇒ 演習進行状況 ⇒ 講師

遠隔コミュニケーションの制約条件遠隔コミュニケーションの制約条件

制約条件 制約条件の種類

講義メディアの種類

ホワイトボード/黒板
MS PowerPoint
アプリケーション画面

外部入力（ビデオ/DVD/OHP etc.)

接続拠点数

1 : 1 相手側拠点の「場」認識

1 : n 
(n>2) 複数拠点の「場」認識

受講者数

0 講師側の「場」認識不要

1 設備共有不要

n (n>2) 相手拠点の「場」認識重要

TA数
0 「頻度」低下傾向

n (n>1) 「対象」増加，「頻度」向上



遠隔講義システムの構成要素遠隔講義システムの構成要素
構成要素 検討範囲 管理

通信システム

拠点：通信先システム/通信拠点数
拠点間ネットワーク：配信可能レート
映像入力：配信可能フォーマット
品質：コーデック/レート/遅延

講義前後

講義中

管理場所

（トラブル）

音声システム
対象：利用文脈
頻度：デバイス数

品質：エコーキャンセラ

映像
シス
テム

入力
通信：配信可能フォーマットへの変換
品質：配信対象へのアプローチ

出力
対象：表示場所

品質：表示サイズ/表示デバイス数

• 遠隔講義システムの基本品質は通信システムの選択によって，
規定されるが，音声・映像の品質は講義室設備とも関連

• 持続可能な遠隔講義システムの実現には，システム管理要素
についても想定しておくことが必要

複合デザインパターンの例複合デザインパターンの例
講義・講演会（質疑応答重視）： 1講師教室:1受講教室
• 複数のビデオ会議システムの利用
• 講義室側受講者/受講室側受講者映像配信
• 講義中管理コスト（カメラ操作/マイク受渡しetc.）低減

Network

講師

講師側教室 受講側教室

受講者

受講者



まとめまとめ

JAISTJAISTにおけるリアルタイム型遠隔講義の実践事例におけるリアルタイム型遠隔講義の実践事例

- 遠隔教育研究センターにおける段階的アプローチ

- 遠隔コミュニケーションモデル

- 遠隔講義システムのデザインパターンに向けて

今後の課題
- デザインパターンの収集/構造化

- リアルタイム型/オンデマンド型の統合

- 活用モデルに基づく全学展開

- 幅広い専門知識を習得するための関連分野の学習教材

- HDコンテンツへの取組

今後の展開今後の展開

社会人学生
留学生 教職員大学院生

幅広い専門知識 確実な実践力高度な応用力

JAIST新教育プラン：学生一人ひとりのキャリア目標の実現

多様な
バックグラウンド

時間的・空間的
制約

段階的展開

目的別展開

バックグラウンド

レベリング

時間的・空間的

制限の緩和

セルフ
ラーニング教材

講義アーカイブ

学外配信

関連分野学習

FD活用

対面講義補完

Web情報共有

導入講義

技術伝承教材

社会人教育
単位互換

デュアル大学院 社会的理解向上

非同期情報共有

きめ細かな
教育指導

体系的なface-to-face教育のさらなる展開

電子メディア利活用教育による教育への意識改革



用語解説

SCS   : Space Collaboration System 
VOD : Video On Demand
WBT : Web Based Training
WBL : Web Based Learning
HDTV : High Definition TeleVision高精細テレビ
SDTV : Standard Definition TeleVision 標準テレビジョン放送
H323 : (H.323規格) IP網でリアルタイムの音声・動画通信を行うための

ITU-T(国際電気通信連合)制定による通信プロトコルの標準
H239 : (H.239規格) ITU－Tで勧告された二つの映像を同時に伝送する

規格。映像にくわえ1つ以上の付加データを用いたビデオ会議を可
能にする規格

WIDE : Widely Integrated Distributed Environmen
APAN : Asia-Pacific Advanced Network
TEIN2 : Trans-Eurasia Information Network
TA : Teaching Assisatnt


