
    
DEWS 2008,  I2-21 

 

大規模講義映像データベースを用いた参加型 
授業体験 Web システムの実現と評価 

横田 明彦†   成 凱‡   牛島 和夫‡ 

†九州産業大学大学院情報科学研究科 〒813-8502 福岡市東区松香台 2-3-1 
E-mail:  †k06gjk14@ip.kyusan-u.ac.jp,  ‡{chengk, ushijima}@ is.kyusan-u.ac.jp 

 

あらまし  オープンキャンパスや体験授業などのイベントは高校生に大学授業に興味を持ってもらい学習の動機

付けや進路選択の参考にしてもらうために効果的である。しかし、これらのイベントは時間や場所上で制限がある

ため、その効果は限定的である。近年ネットワークを利用して遠隔地からオンデマンド教材を Web 上で公開する

試みが多く見られるようになった。しかし、個人学習者を対象としているため、集団的学習・社会的学習の楽しさ

は体験できない。我々は、大規模講義映像データベースを用いて、集団学習を重視した参加型授業体験 Web システムを

開発した。オンライン教材を一方的に受信するのではなく、学習集団の個として参加し、相手の存在、行動、状態

を意識でき、物理的な距離を越えて、活発なコミュニケーションを促し、学習の意欲を高める。本稿では、このシ

ステムの実現に関わる課題とその解決策について述べる。そして、実運用によるシステムの評価結果を報告する。 
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Abstract   Open campus and class experiences are important events in promoting college study to high school students. However, 

constraints in time and space make it neither effective nor efficient. The widespread of Internet makes remote class experiencing possible, 

but the social nature of learning has been ignored and learning becomes solely individual behavior. In this paper we describe issues and our 

solutions about the development of a web-based participatory class-experiencing system. One feature of this system is that we use video 

recording of actual lessons given to our students. Evaluation results are also reported. 
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1. はじめに  
大学にとって、オープンキャンパスや、授業体

験などの手段を通じて高校までの生徒に大学授

業への興味を持たせるのは効果的な手段だと思

われる。しかし、オープンキャンパスや授業体験

のようなイベントは参加者が現地まであしを運

ばないと参加できなく、時間や場所などの制限も

あるので、その効果は限定的である。  
近年、ネットワークの普及により、遠隔地から

非同期的に参加できる個人学習者を対象として

オンデマンド教材を WEB 上で公開する試みが数

多 く 見 ら れ る よ う に な っ た 。 SOI(School Of 
Internet) のように，オンデマンド教材のダウンロ

ード利用によるサーバ／クライアントシステム

もある。しかし、これだけでは対面教育における

集団的・社会的学習の楽しさを体験できない。集

団的学習の特徴は、参加者それぞれの個別性、学習の

内容・目標の同一性を認知したうえ、協調的な活動を

伴う学習という。個別性、同一性、協調性を学習者に

認知させることによって、授業内容だけではなく、授

業の過程まで楽しめると考えられている。  
本研究では、我々は集団学習の楽しさを味わえる授



 

 

業体験の実現を目指して、大規模の講義映像データ

ベースを用いて大学の実授業を Web 上で楽しく

参加できる授業体験 Web システムを開発してい

る。システムの主な特徴は以下にある。  
(1) 教室・座席・教卓・黒板（スクリーン）を含む

学習環境を Web 上で提供し、現実世界に近い学

習環境を体験できる  
(2) 利用者は選ばれた講義に参加し、他の参加者が

同じ教室で同じ講義を受講している状況を画面

上で確認できる  
(3) 参加者同士はお互いにプロフィールを確認した

り、メッセージを交換したり、遠隔地にいても

お互いの個性を認知し親しい人間関係を構築す

ることが可能である  
(4) 大学の実授業を記録した映像データベースを用

いて、場所や時間の制限なしに大学の実授業を

体験することができる  
本論文は、上記のシステムの実現方法を述べるとと

もに、実運用による評価結果を報告する。  
 

2. 関連研究  
インターネットテレビ電話システムを通じて共有

教材を使用しながら授業が行われる「ネット de 先生」

授業システム（www.net-de-sense.ne.jp/taiken.html）で

は、先生と生徒が一対一の方式で遠隔地から指導を行

える。質問方式の授業に文字等を書き込める共有ホワ

イトボードを用いた個別指導ができるが、集団学習に

は対応できない。  
大学の授業やキャンパスライフを Web 上で体験す

る早稲田大学体験 Web サイト（http://taiken-waseda.jp/）
では早稲田大学への興味をもつ高校生を対象とする

Web サイトで、「学問を知る」、「キャンパスライフを

知る」、「早稲田を知る」の３つのカテゴリからなるコ

ンテンツ群で構成されている。インターネットを通じ

て映像クリップを視聴しながら「いつでも」、「どこか

らでも」、早稲田大学を体験できることを目指している。

しかし、これはあくまでも映像コンテンツを一方的に

配信する Web サイトに過ぎず、利用者は参加して、参

加者同士がお互いの存在感を共有する手段は提供され

ていない。  
我々のアプローチに近いのは多人数で受講してい

るような仮想教室環境の構築を目指す非同期参加型仮

想教室がある [3]。ビデオ映像を中心とした初期学習教

材に加え，掲示板に残した学習者間で過去に行われた

インタラクション（質疑やコメント）を付加教材とし

て用いる。掲示内容はビデオの経過時刻に合わせて擬

似的に同期提示し，そこに参加できる環境を提供し、

他の学習者との非同期インタラクション機会の増加を

図る。これに対して、我々のアプローチは、現実感が

得られるために、同期的インタラクションを重視する。

そのため、参加者同士の受講状況をリアルタイムに知

らせる必要がある。参加者間に画面を同期させるため

に、サーバ、ネットワークの負荷や、利用者満足度の

間にトレードオフを考慮しないといけない。これにつ

いて、第 5 章で詳しく述べる。  
 

3. システム概要  
前述のように、本システムの目的は Web 上で現実世

界での大学授業に近い雰囲気が感じられる仮想的な教

室空間を作り、集団学習の楽しさが味わえる授業体験

の実現を目指す。授業内容には九州産業大学情報科学

部が設立されてから行ったすべての実授業を収録した

講義映像データベースを利用する。  
 

3.1. 仮想教室空間  
参加者の違和感をやわらげるため、現実世界に近い

体験環境を構築する必要がある。実世界にある教室、

座席、教卓、黒板といった物に加え、入室、退室、着

席または座席の移動、講義の開始と終了といった動き

を仮想空間で実現できるとよい。入室は学籍番号を入

力するだけにする。学籍番号の発行は新規登録で行う

か、学籍番号を印字した学生証カードを配付すること

にする。後者は主に、大学見学に来た高校生たちが、

大学生になったような気分で体験に臨むことを目的と

する。  
また、参加者一人ひとりの個性を確立するため、図

1 に示すようにそれぞれの参加者を代表する顔写真 /
キャラクター、自己紹介、皆へのメッセージを用い

る。参加者の在席状態は自動的に画面に表示し、参加

者同士に個別性を示す。在席状態は以下の種類がある。 

 

図 1．参加型授業体験システム  
 
 在席：この席に在席している。メッセージを送

受信できる  
 退席：この席を退席している。メッセージを送



 

 

受信できない。退席者は皆へのメッセージにメ

ッセージを残すことができる  
 取り組み中：メッセージを受信できるが、必ず

返信するとは限らない  

3.2. 参加者画面の同期  
参加者同士が同じ時間、同じ空間、同じ内容の授業

を受講していることを共感させるため、画面は同じ状

況を反映する必要がある。以下は画面が同期する必要

のある場合を挙げる。  
 着席：空席だったところに誰かが座るようにな

った。このとき自動的に在席状態になる。  
 席の移動：前の席が空きになると同時に、別の

空席に座るようになった。状態は在席にする。 
 状態変更：在席・退席・取り込み中の状態は変

更した。  
 退室：ログアウトして教室から退室した。退席

状態にする。  
画面同期は Web ページの更新によって実現する。

Web ページの更新はクライアント側から始めるのが基

本となっているため、手動的更新では参加者が常に画

面を更新しなければならないので、自動更新の方式を

考案する必要がある。自動更新方式の詳細については

第 5 章で述べる。  
 

3.3. インスタントメッセージの送受信  
現実世界の授業では、私語禁止が基本となっている

が、しかし、インターネット上の仮想的世界において

は、参加者同士の間でコミュニケーションを取れるこ

とがとても大切である。趣味から、講義内容の質問ま

で、参加者間で意見を自由に交換できればよい。コミ

ュニケーションが十分でないと個人学習との違いがな

くなり、集団学習の楽しさを感じることができない。  
インスタンスメッセージ送受信は同じ教室で同じ授業

を受けている参加者同士がコミュニケーションをとる

手段として提供される。画面同期の部分にすでに述べ

たように、メッセージは基本的に在席者の間に流れる。 
 

3.4. 実授業の記録した映像データベース 
本学部は開設年度から専任教員担当のすべで授業

をビデオに撮り、データベースに蓄積している。平成

20 年 1 月現在の時点で 11,063 授業 , 計 103,781 時間

の講義映像が収録されている。大規模の映像データベ

ースは Web を通じてオンデマンド配信を行い、学生が

復習したいときにいつでも何度で利用できるし、教員

が自分の講義を反省し、また他の教員のいいところを

学ぶような相互の研修材料としても活用できる。  

 

図 2. 講義記録映像データベースとの連動  
 
このような実授業の映像コンテンツを教室の画面

に表示させることによって、ユーザは図 2 のように本

当に教室に入って授業を受けているような現実感が得

られる。また、モニタのサイズによって映像を含む教

室の画面全体を表示しきれないことがある。これに対

して、映像の表示・非表示はユーザによって設定でき

るようにチェックボックスを設定して対応する。ほか

に、画面の自動更新や、科目名・担当教員など、授業

に関する情報の表示も制御できる。  
 

4. 参加型授業体験 Web システムの実現  
提案システムの中心となるのは二つのデータベー

ス：講義情報データベースと講義映像データベースと、

以下三つのサーバである。  
+ Ｍサーバ： メッセージングサーバ。インスタン

スメッセージの送受信、ユーザ状態管理のための

サーバ  
+ Ｗサーバ： ウェブサーバ。ユーザのリクエスト

に応じて HTML や XML 文書形式のコンテンツを

配信するサーバ。必要に応じてデータベースサー

バと接続してデータベースから情報の検索を行

う。  
+ Ｓサーバ：ストリーミング配信サーバ。映像コン

テンツをストリーミング形式でクライアント側

へ配信するサーバ。  
 

4.1. 仮想教室空間の実現  
4.1.1. 教室レイアウトのデータベース化  

教室のレイアウトは以下のような情報を含むデー

タとして、講義情報データベースに事前に登録してお



 

 

く。(1) 教室関連情報：教室番号，教室名，机の行数・

列数，収容定員 ; （2）座席関連情報 : 教室番号，座席

番号，所在机の行・列番号，机上の位置 (例：左，中、

右 )。そうすると、教室番号と所在机の行・列番号、机

上の位置が分かれば、座席番号を知らせてわかるので、

レイアウトを画面に表示することができる。出席者の

学籍番号、教室番号、座席番号がわかると、どの机の

どの席にいるかも調べられる。  

4.1.2. 出席者プレゼンスの表現  
出席者はシステム側で提供された画像から好きな

ものを選んで自分のキャラクターとして使える。その

キャラクター画像は席のイメージと入れ替えてユーザ

が該当座席に出席していることを表す。画像とともに、

学籍番号、氏名が表示される。プロフィールは 初現

れないが、マウスカーソルが通過すると、ツールチッ

プが現れ、そこにプロフィールが表示される。プロフ

ィールは表示後の数秒間で消える。  
なお、プロフィールとともに、皆さんへのメッセー

ジもツールチップに表示されるので、退席の前の挨拶

などに利用できる。  

4.1.3. Ajax による非同期的レイアウト更新  
出席登録、座席移動、状態変更、顔写真登録により、

画面の一部が変更になる。従来の Web インタラクショ

ン技術であれば、このような細かい変更でもページ全

体の更新を伴わなければならない。画像の多い画面に

対して、ページごとの更新は非常にコストが高い。  
近年、Ajax を代表とする Web インタラクションの新

し い 実 装 技 術 が 注 目 を 集 め て い る 。 Ajax は

Asynchronous JavaScript + XML の略称で、Web ブラウ

ザに実装されている JavaScript の HTTP 通信機能を使

って、Web ページのリロードを伴わずにサーバと XML
形式のデータのやり取りを行なって処理を進めていく

対話型 Web アプリケーションの実装形態である。クラ

イアントはサーバとデータを交信しながら、JavaScript
によって画面の一部を書き換えることができる。自分

の操作による画面変更はローカルで対応し、画面の変

更がスムーズに行えるのが特徴である。  
 

4.2. 状態遷移と状態表示  
ユーザは講義に出席し「在席」状態にいる。ユーザ

はじ在席状態である限り、自動的にメッセージングサ

ーバに接続し、メッセージングサーバ（以降Ｍサーバ

と呼ぶ）はこのユーザと交信できるように準備してお

く。出席登録や座席移動によりほかの状態から在席状

況になるたびに必ずＭサーバとの接続状況を確認する。 

 
図 3 参加者状態の表示  

 参加者現在の状態は座席の上辺に信号ランプのよ

うに表示される。青は「在席」、白は「取り組み中」、

それぞれ表す。退席した人の座席には信号ランプがつ

かない。 例えば、図 3 では、学籍番号 07JK054 の人

のランプが青色なので「在席中」とわかる。07JK054002
の人は白いランプがついているので「取り組み中」の

状態である。  
 信号ランプが点灯している参加者にはメッセージを

送ることができる。信号ランプにリンクが埋められて

おり、クリックすると、メッセージ送受信画面が出て

くる。  

4.3. 画面同期の実現  
同じ教室に対して、複数のユーザが非同期的でかつ

自律的に自分の状態を更新していると、お互いの画面

が不整合になり、同じ空間で同じ内容で学習している

ことを感じなくなる。集団学習の同一性が損なわれて

しまう。  
画面同期はデータベースの 新状況との同期であ

り、データベースキャッシュやレプリカ（レプリケー

ション）の一貫性維持問題と関連している。データベ

ースには 新のデータをもっており、その更新をどの

ようにクライアント側に伝播するかが鍵である。  
更新状況をクライアント側に伝える経路は伝播チ

ャンネルと呼ばれる。主な伝播チャンネルは Web サー

バ（HTTP）を経由する HTTP チャンネルと、専用の

メッセージングサーバを経由する IM チャンネルが知

られている。  

4.3.1. HTTP チャンネル  
HTTP チャンネルは HTTP プロトコールを利用して

サーバからクライアント間に更新状況を伝える方式で

ある。主な手法はクライアント Pull 方式、サーバ Push
方式に分類することができる。  

Pull 方式では，クライアントは定期的にサーバに接

続し，新しい情報があるかどうかを確認する。確認し

た後にコネクションを切断する。再度確認する必要が

あれば、サーバに再度接続する必要がある。Pull 方式

と し て 知 ら れ て い る の は ， 周 期 的 更 新  (periodic 
refresh)，長期問合せ（ long-poll）である。  

周期的更新方式はサーバ側に定期的にデータを要

求にいき、クライアント画面を更新する方式である。



 

 

一度更新されたら，サーバとクライアント間のコネク

ションが切断される。それに対して、長期問合せ方式

では，クライアント側が 初にサーバに問合せする。

これを受けて，サーバ側ではレスポンスを返さずコネ

クションを張りっぱなしにしておく，イベントが起き

たときに初めてレスポンスを返す。そして，クライア

ント側はレスポンスを受けてから即座にサーバにサイ

ドコネクションを張りなおして待ち受ける。これによ

って，ほぼ常時コネクションが張られている状態を保

つ。  

4.3.2.  IM チャンネル  
 IM チャンネルはインスタント・メッセージング

（ IM）のプロトコールを使って更新状況をリアルタイ

ムに送信する方式である。在席確認やメッセージの交

換は効率的に実現できるので、Web サーバに負担をか

けずに、必要な在席状況や、メッセージ送信機能の実

現に使える。  
Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)は

Jabber 社が開発した XML ベースのプロトコ－ルであ

り、 Jabber/XMPP 準拠の IM サーバ Openfire を利用す

る。  

4.4. 更新状況の管理  
チャンネルを実現するために，サーバ側のデータの

更新頻度を効率よく管理することが重要である。サー

バ側に負担をかけないため，空間的・時間的に効率よ

い管理方法が必要である。ここでは以下の事実を考え

てみる。（1）更新頻度の値は近似的でもよい。正確で

なくてもかまわない。 (2) 過去の値を記録するよりこ

れからの値を予測することが重要である。ここで，我々

が提案した TBF (Time-decaying Bloom Filters) [8 ]を
利用できる。  

4.4.1. TBF の構成  
TBF (Time-decaying Bloom Filters)は Bloom  Filters

の拡張のひとつであり，要素の出現頻度を扱えるよう

に，ビットの配列の代わりに，カウンタの配列を使う

ことにしている。TBF は次のように構成されている。 
・ m 個のカウンタからなる配列：v[1],v[2]，…，v[m], 

それぞれ格納できる 大値が M である  
・ k 個のハッシュ関数 h1, h2,… , hk 

hi: U→ [1..m]    (i=1, 2,… , k) 
・ Ｔ：移動平均計算の時間間隔。例えば，1 秒間，

1 分間  
 

4.4.2. ＴＢＦの管理と問合せ  
次のように処理し TBF を管理する。データ・アイテ

ム（例えば a）が一度更新された場合は，TBF は次の

ように管理する。  
アルゴリズムＢ  

1. 各要素 a に対し h1(a), h2(a),… , hk(a)を求める  
2. 次に，v[h1(a)], v[h2(a)],… ,v[ hk(a)]の値をそれぞ

れ一つ増やす。  
3. 時間間隔 T になると，v[1],v[2]，…，v[m]に対

して，減衰係数λを適用する。すなわち  
v[1]←λv[1], v[2]←λv[2]，…，v[m] ←λv[m]  

 
図 4 TBF による更新頻度管理  

このようにできた TBF を利用することによって，デ

ータアイテム x の平均更新頻度は次のように計算する。 
fx = Min {Chi(q)|i=1,2,…,k} 

5. システム評価  
本システムは 2006 年 6 月から 1 年半の間に、大学

来訪、入学前教育、オープンキャンパスなどの場で高

校生に実際に利用してもらっている。授業体験は学生

証を配付することから始まり、30 分間程度で実施し、

後に自由記述式のアンケートを実施して評価しても

らった。これまでは総数 300 人を超える高校生にアン

ケートを書いてもらった。  

5.1. 参加者の構成  
参加者は主に高校 2 年・3 年次生であり、全体の 87％

占めている。この学年は進路を考える重要な時期であ

り、彼らの意見や感想は重要である。その他は、引率

教諭やオープンキャンパスに参加している父母である。

参加者の性別構成は図 5 に示している。  

調査対象男女構成比
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26人
41人
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7人 28人
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図 5 調査対象の性別構成  
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5.2. 授業体験後の感想・意見  
自由記述式のアンケート意見を分類して表 1 に示す。

１つめに「楽しめた」である。授業体験や学部訪問に

対する感謝、情報科学部に対して好印象を持たせるこ

とができたと判断できる感想はこのカテゴリに分類す

る。例としては「今日は情報科学部についての知識が

少しでも手に入ったのでよかったです。どうもありが

とうございます。」や「高校ではできないことができた

のでとてもよかったと思う」である。  
2 つめに「設備などに感心した」である。大学や学

部の設備に関する感想はこのカテゴリに分類する。例

としては「ここの大学の設備はすごいです！！」や「機

材がそろっていて、すごく恵まれた環境だと思いまし

た。高度な研究ができそうです」である。  
 
表１ アンケート結果の分類  

分類  人数  
楽しめた  126 
設備などに感心した  87 
興味がもてた  51 
情報を専門にしたい  14 

その他  23 

３つめに「興味」である。興味・関心・意欲を高め

ることができたと判断できる感想はこのカテゴリに分

類する。例としては「情報の事をもっと知りたい。」や

「パソコンは苦手だったけど、少し興味がわきまし

た。」である。  

楽しめた, 126

設備などに感心し

た, 87

興味がもてた, 51

情報を専門にした

い, 14

その他, 23

楽しめた 設備などに感心した

興味がもてた 情報を専門にしたい

その他

 
 図 7 アンケートの集計結果  
 
4 つめに「進学」である。授業体験や学部訪問によ

って「大学への進学」「九州産業大学に進学」「情報科

学部に来たい」など進学を促すことができたと判断で

きる感想はこのカテゴリに分類する。例としては「大

学自体も清潔感のある空間でこの大学に入学したいと

心から思いました。」や「九産大の情報学部を希望した

いと思ってます。」である。  
一番多かった感想は、授業体験や学部訪問に対する

感謝や好印象をもたせることができたと判断できる感

想「楽しめた」カテゴリで４１％であった。次に「設

備などに感心した」のカテゴリで 29%であった。次に

「興味がもてた」「情報を専門にしたい」をあわせて

22％もあった。  
以上の結果から、授業体験や学部訪問を通じて高校

生に面白くて印象に残る授業ができ、学生に好印象を

与え、進路選択に役立っていると言える。  
 

6. まとめと今後の課題  
本稿では，集団的学習の体験を重視する授業体験

Web システムの開発と運用について、問題的とその解

決策を述べた。実講義のビデオ映像を用いることで、

在籍中の大学生と同様な授業を参加者同士と一緒に楽

しめるシステムになるために、実績データより効果的

であることがわかった。  
今後の課題として、大規模公開に伴うスケーラビリ

ティの問題とその対策である。特に、現状は著作権の

関係で、映像配信は学内に限定されており、外部公開

にすれば、映像コンテンツの著作権以外に、映像配信

の QoS を如何に保証するかが、課題である。また、画

面同期に伴うサーバへの負担を如何に分散するかも重

要な課題である。  
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