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研究室運営
２つの立場： 学生⇒学習（ディプロマポリシーを満たすため）

教員⇒学生への助言，学修環境整備

1. ソフトウェア設計、ネットワーク、組込みシステムといった
コンテナ系の情報技術の基礎知識を身に付けている。

2. Web システム、感性デザイン、CG・アニメーションといった
コンテンツ系の情報技術の基礎知識を身に付けている。

3. 情報システム産業に関する社会的な需要を理解し、
情報技術者としての倫理観を身に付けている。

4. 人と情報技術を繋ぐ役割を果たすためのコミュニケー
ション能力、プレゼンテーション能力を身に付けている。

5. 情報技術による社会貢献に必要な
問題発見・解決能力を身に付けている。

ディプロマポリシー

通常科目
の単位で
カバーす
る範囲

卒業研究

でカバー
する範囲
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卒業研究の単位修得条件

ディプロマ・ポリシー 4, 5	を満たしていることを示すために

本研究室における追加要件

より高い条件設定⇒学外評価・客観評価を得る

研究またはその成果の一部を対外発表する

学科としての卒業要件
A. 卒業論文概要提出
B. 卒業論文提出
C. 卒業論文学内発表
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対外発表遂行に要する力

(1)  研究計画・遂行・進捗の管理 (ディプロマポリシー4の力)
問題解決能力（計画・実施・遂行・リソース管理）
（原稿・資料の作成、それら締め切りへの対応）
コミュニケーション能力（共著者との意思疎通）

(2) 研究発表 (ディプロマポリシー4の力)
プレゼンテーション能力（スライド作成，発表，講演）

(3)  研究テーマ設定 (ディプロマポリシー5の力)
課題発見（関連研究調査，課題の背景，研究の位置付け）

対外発表を達成すればポリシーを満たしているのは明らか
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コミュニケーション命の1年半
卒業研究及び就職活動スケジュール

「卒業研究」と「就職活動」で膨大なコミュニケーションを要する
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膨大になるコミュニケーションを補うために

週1回のゼミではコミュニケーション不足
研究室メンバーのコミュニケーションの量と質を高める

⇒教員と学生のコミュニケーションの促進
⇒学外(自宅等)の研究活動の実施

メーリングリスト(ML)やグループウェア(GW)など
ネット上で活動で補う必要性

① 学生とのコミュニケーション [結川他, 2005]
② 教育資源の蓄積・再利用 [結川他, 2005]
③ 知識スパイラル [由井薗他, 2010]

(知識創造を繰り返し、知識の成長・浸透が起こる様子)
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従来のツール（ML/GW）の課題

a.    コミュニケーションの量と質の不足
b. 過去の情報の集約が困難
c. 過去の情報の再利用が困難
d.    検索機能が貧弱
e.    研究成果の保管・管理が困難
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これらの課題を解決できるソフトウェアが必要



kintoneの導入
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サイボウズ社が提供しているクラウドサービス

誰にも簡単に(アプリケーション)を作れ、スムーズな情報共有を可能
にするクラウドサービス [kintone, 2016]

kintoneで課題 d.と e.を解決可能

① 検索機能を標準装備．
② 業務アプリの構築にプログラミング知識不要．

Ø 予め用意されたアプリのテンプレート群から
ダウンロードするだけで業務アプリの運用が可能．

Ø カスタマイズ可能．
Ø プラグイン拡張も可能

特徴



kintoneの外観

Webブラウザー上で動作
いつでもどこからでも利用可
直感的なGUI
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Demonstration
日報アプリを１分で作る
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kintoneのエンドユーザ利用形態

kintone はクラウドサービス
外出先からでもPC・スマホ・タブレットからでも閲覧・操作可能
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kintoneの管理者利用形態

課題 a,	b,	cを解決

A) ToDoアプリ作成 コミュニケーションの質を改善
B) 日報運用変更 コミュニケーションの量を改善
C) IoT活用 コミュニケーションの質と量
D) スペース機能の活用 コミュニケーションの質

kintone はクラウドサービス
ハードウェアやソフトウェアの維持管理不要
⇒ 研究室運営の課題解決に専念できる
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a.    コミュニケーションの量と質の不足
b. 過去の情報の集約が困難
c. 過去の情報の再利用が困難



コミュニケーションの質を改善するアプリ
～A) ToDoアプリ～

学生：指示事項に対しての対応に漏れが度々生じる
教員：自らの指示事項を振り返り、対応

ToDoアプリは「タスク管理機能」を実現
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タスクの作成
～A) ToDoアプリ～
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タスク管理の視認性
～A) ToDoアプリ～
学生：研究作業などのタスク管理
教員：進捗の確認

• 「未着手」と「作業中」など
観点を変えてタスクを表
示切替可能
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視覚的なタスクの管理
～A) ToDoアプリ～

アプリを開いた時の 初の画面はカレンダー表示

視覚的に締め切りがわかる
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作業状況の視認性向上
～A) ToDoアプリ～
作業中・未着手など、作業ステータスを確認可能
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ステータス一覧で全容を把握
～A) ToDoアプリ～

すべての自分のタスク一覧
未着手、作業中、完了の順に上から並ぶ

作業の優先順位がつけやすい
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次の話題

A) ToDoアプリ作成 コミュニケーションの質を改善

B) 日報運用変更 コミュニケーションの量を改善

C) IoT活用 コミュニケーションの質と量

D) スペース機能の活用 コミュニケーションの質
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コミュニケーションの量を改善するアプリ
～B)日報運用変更～
ML では日報作成においての必要項目が分からず、
各項目に書くべきテキストの分量も分からず、
学生は日報を上手く書くことができなかった

kintoneで日報アプリを作成し、記入すべき項目を用意

日報による報告件数が増加した
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日報の入力 (テンプレート化)
～B)日報運用変更～

概要入力欄

内容・所感入力欄
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日報の詳細画面例
～B)日報運用変更～

概要、内容・所感、添付ファイルなどの入力欄を用意
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導入当初の問題
～B)日報運用変更～
日報、コメント共に内容が混在 ⇒ 情報の再利用が困難
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日報アプリを分割 （卒研報告／就活報告）
～B)日報運用変更～

従来の日報

卒研報告

就活報告
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kintoneの柔軟な拡張性により
即座に変更可能

2つのアプリに



就活報告の入力
～就活報告アプリ～

活動日付、企業名、内容、面接段階などが入力可能
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企業名の入力
～就活報告アプリ～

企業リストから選択し、企業名を入力

26



経験の蓄積
～就活報告アプリ～

それぞれの企業の採用活動時期などを見ることができる
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次の話題

A) ToDoアプリ作成 コミュニケーションの質を改善

B) 日報運用変更 コミュニケーションの量を改善

C) IoT活用 コミュニケーションの質と量

D) スペース機能の活用 コミュニケーションの質
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コミュニケーションの質と量を改善するアプリ
～C) IoT活用～
導入背景
9階にある研究室に訪れたが施錠されている

6階にある事務室に鍵を取りに行かなければならない

時間が少しでも節約できる
⇒研究活動の質と量の改善に還元できる

入室状況を可視化できる機能をkintoneへ
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照度取得装置の構築
～C) IoT活用～

• 照度センサー (TSL2561)

• Raspberry	Pi	2	B (以下ラズパイ)

装置完成図
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入室状況確認機能の仕組み
～C) IoT活用～
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入室状況の可視化
～C) IoT活用～
kintoneのポータルのページに表示し、入室状況を可視化
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入室状況の可視化
～C) IoT活用～

現在では画像で視覚的に示している
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次の話題

A) ToDoアプリ作成 コミュニケーションの質を改善

B) 日報運用変更 コミュニケーションの量を改善

C) IoT活用 コミュニケーションの質と量

D) スペース機能の活用 コミュニケーションの質
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kintoneのスペース機能とは
～D)スペース機能の活用～
特定の参加者同士での議論や情報の共有が可能
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本研究室で運用されているスペース
～D) スペース機能の活用～
研究室メンバー内に小チームを作れる
⇒密なコミュニケーションの実現

• おこ丼チーム
• 連絡掲示板
• Labo kintone改善委員会
• テスト用スペース
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スペース利用例



対外イベントにおける活用事例
～D) スペース機能の活用～

SPAJAM2017専用スペース（参加者だけのコミュニケーションの場）
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まとめ

A) ToDoアプリ作成： 研究計画、進捗管理が可能
⇒ディプロマ・ポリシー4をサポート

B) 日報運用変更： 情報の分類
⇒内容の混在が解消、情報の再利用がしやすくなった

C) IoT活用： 時間が少しでも節約できる
⇒研究活動の質と量の改善に還元できる
⇒ハードウェアとの拡張性が高い

D) スペース機能の活用： 特定の参加者で議論や情報の共有が可能
⇒情報を集約することで、コミュニケーションが密になり、
質を上げることが可能
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研究室運営課題を解決するために kintoneを導入
kintoneによりコミュニケーションの質と量を改善

改善方法と結果



今後の課題

Ø 当該テーマ以外の学生の閲覧

Ø 既存知見の参照を促す機能の追加

Ø 2017年10月 就職活動系アプリの運用
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