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大学院教育におけるWebカメラを用いた

遠隔地 e-Learning システム構築の評価

抄　録

本研究の目的は，ICT（information communication technology）を活用した効果・効率を高めた教育-学習システ
ムを構築しその評価を行う。そのシステムは，教員が授業内容として作成したコンテンツをインターネット上
にあるサーバーに uploadを行い，コンテンツを教員・受講生ともに各自の PCからインターネット経由でサー
バーにアクセスを行う。同時に SkypeTMによるWebカメラとヘッドホーンを利用した双方向のリアルタイム音
声・画像システムを利用して，対面授業を行う。授業内容は大学院（保健福祉学専攻）レベルとした。研究参
加に同意した受講生を対象に本システムを活用した模擬授業を行い，その有効性及び特異性などについて質問
紙調査を実施した。その結果，遠隔地からでも受講可能であること，対面授業による学生と教員のコミュニケ
ーションの効果や受講生が自由にインターネットでコンテンツにアクセスすることで予習や復習ができること
などから学習意欲が高まるなどの評価が高かった。しかし，SkypeTM使用における通信スピードの低下などによ
う画像劣化や音声の劣化など今後の対策が求められた。
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1 はじめに

e-Japan重点計画 1）に基づき，情報のブロードバン
ド化が進められ，文部科学省は e-Learningを推奨して
いる。大学教育において授業の新しい方法の提案 2）

が多くなされており，情報リテラシー教育としての重
要性が再認識されている。2001 年文部科学省の大学
設置基準改定に伴い，双方向で対面授業（面接授業）
に相当する教育効果さえ確保できれば，卒業に必要な
単位の半分弱の単位（通信制は全て）をインターネッ
トで履修することを認める方針を打ち出している 3）。
また，2003 年には通信制の大学院や専門職大学院に
おいては同様な措置を講ずる改定がなされている4）,5）。
そのような状況下において，大学の授業に e-Learning

の導入が急速に進み，HTMLを用いた CAI（comput-

er-assisted instruction）を作成し，そのコンテンツ（教
材）をインターネット配信にて学習した効果について
種々の報告がなされている 6）7）。また，NPO法人とし
て日本オープンコースウェア・コンソーシアム 8）が
立ち上がり，授業を一般公開し自由に制約のない「知
識」の和を広げようとする機運も高まっている。
そのような背景の中で，各家庭までブロードバンド

ネットワーク環境整備が進められ，十分な教育効果が
期待される遠隔教育・ e-Learning 等のコンテンツに対
する需要が高まっている。また，保健福祉関連での各
国公立大学の大学院等の設置により高学歴化が浸透
し，社会人からの大学院進学希望者 9）が増大してい
る。しかし，現状では社会人であるがゆえに大学院進
学に対して時間的制約，地域的（場所）な制約等が発
生している。これを少しでも解消する方法に，インタ
ーネットを用いた遠隔教育がある。この遠隔教育は，
リアルタイムで相互通信が可能なため，本学の大学院
授業で行っている遠隔授業の教育効果と同じ効果が期
待される。

e-Learningは，教育（学習）を時間と場所から開放
し 10），誰でも学習する機会を与えることが出来るツ
ールである。今後の大学院教育には学生と教員が時空
間をインターネットで共有し，リアルタイムに伝える
ことが出来るシステムが必要不可欠である。今回，イ
ンターネットを使った大学院における遠隔対面模擬授
業と e-Learningシステム構築を行い，そのシステムの
評価を行ったので報告する。

2 方法

2.1 システム概要

当初，県立広島大学三原キャンパス内の学内 LAN

回線を用いたシステム構築を予定したが，SkypeTM 11）

（インターネット上で電話機能と映像送受信機能を兼
ね備えたフリーソフト： IP回線を用いるので使用料
は無料，Skype limitedの商標）の使用が認められなか
った。そこで，対面授業を行う上でWebカメラ使用
での SkypeTM（以下 Skype）は必要不可欠であるため，
学内 LANとは切り離した通信手段を構築する必要が
ある。インターネット利用を行う上での通信手段とし
て，データ通信カード（Airエッジ： Wilcom社製）
を別のパーソナルコンピュータ（以下 PC）に設置し
て，教員側はこの PC上で Skypeを作動し Webカメ
ラを用いて対面授業を可能にした。（図 1）
一方，コンテンツ作成には LCMS（learning content

management system）にデジタル・ナレッジ社製の
Knowledge Deliverを採用し，Webアプリケーション
として利用した。この LCMSは学習管理や成績管理
を行う LMS 12）（learning management system）にコンテ
ンツ作成などを組み込み，e-Learningの学習管理だけ
でなく成績管理，出席管理，試験問題作成および質問
紙管理等が出来るシステムである。また，Knowledge

Deliverはインターネットを介してレンタル利用でき

図 1 全体のシステム図
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る ASP（application service provider）方式を採用する
ことにより，クライアント PC（各教員 PCや受講生
PC）にアプリケーションが存在しなくても，インタ
ーネット上にあるサーバーにいつでもアクセス出来る
システムである。
コンテンツ作成は，既存の授業教材である Power-

Point（以下 PPT）やMS-Word，Excelなどをそのまま，
HTML 形式のファイルに自動変換しサーバー上に
uploadする。その uploadされた画面にあたかも黒板
に書くようなアンダーラインの書き込み，PPTのアニ
メーション機能をそのまま表示可能であり，重要な箇
所を蛍光ペン的に印すことも可能である。（図 2） ま
た，音声や動画も同期させることも可能で，可視的に
授業そのままを PC上で再現させて作成し保存するこ
とが可能である。この uploadされたコンテンツを受

講者が外部からインターネットを通じてこのソフトに
アクセスすることでコンテンツ等を見ることが可能と
なる。また，HTML形式 13）にすることでアクセス等
のハンドリングの高速化が図られている。今回は，各
共同研究者の協力で，保健福祉分野の大学院授業のコ
ンテンツを実際に作成した。
また，このシステムの LMCSは，受講生のユーザ

登録，受講科目登録，受講生の受講状況から受講する
コース（例：脳科学領域，発達行動学領域など），教
科，科目，章，単元など細かく設定でき，選択式テス
ト，記述式テストやアンケートなどもインターネット
上で行える。また，この LCMSはWebブラウザ上に
掲示板，質問ボックスや FAQなどの設置が可能であ
り，受講生の連絡や学習のサポートを行うことが出来
る。（図 3）

図 2 コンテンツ作成と受講者の
コース登録の内容

(a)：コンテンツ作成：パワーポイント
等で作成したコンテンツをサーバ
ーに Up-loadして，重要な箇所にア
ンダーラインや指示等を作成する．

(b)：受講者別にコースを作成して登録
する．

図 3 受講者のシステム登録と
受講可能なコースの選択

(a)：受講者をシステムに登録して，
受講者の受講状況や，コースに
関する設定などを行う．

(b)：受講者がどのコースを受講でき
るかをこの場面で選択する．



2.2 調査対象及び内容

調査対象者は 11 名の受講者である。受講者に対し
PCを用いて（データ通信カード付き PC＋学内 LAN

PC）対面模擬講義を行ない，授業終了後，研究者が
作成した自己報告式質問紙調査をネット上で行った。
調査の内容は，受講者のプロフィール，パソコン使用
経験，ネットワーク環境などの対象者の背景および，
システム・教材コンテンツに関する評価である。シス
テム・教材コンテンツに関する評価の内容は，受講す
る時の画面表示 3項目，プレゼンテーションの操作４
項目，Skypeの状態 5項目，システム全体のことに関
して 9 項目，計 21 項目で構成した。各質問項目は 7
段階のリカートスケール（例「とても見やすかった」
から「とても見づらかった」）で回答する形式である。
質問紙調査で得られたデータを集計し，システム・

教材コンテンツ，システム全体の評価については各評
価項目の段階別頻度を算出した。さらに良い点と改善
点をわかりやすくするために，評価の点数化を図り，
各評価項目別に平均値を算出し，レーダーチャートで
示した。
また，通信速度[Mbps]は，授業の最中に数回測定し

てその平均値で示した。用いたのはWeb上で公開さ
れている USENの「スピードテスト」14）を利用し受
講生及び教員の PCの通信速度を 5 回測定しその平均
値をもとめた。

3 結果

この e-Learningシステムは，受講者の登録とコンテ
ンツ作成者の登録が必要となった。システム管理者は，
教員と受講者それぞれの account作成およびパスワード

の設定をサーバー上で行い，これらの情報は，サーバ
ーから自動的にクライアントに e-mailにて自動送信
された。管理者から設定された account及びパスワー
ドにて教員と受講者共に各クライアント PCからサー
バーにアクセスして e-Learningシステムの使用を可能
とした。
実際の模擬授業風景を図 4に示した。自分の研究室

からデータ通信カード付きのノート PCで Skypeを動
作させ，もう一台の PCでは学内 LAN を通じてコン
テンツが乗っているサーバーにアクセスを行った。左
側のノート PC上に受講者の Webカメラで撮像され
た受講生の顔が映し出され，同時に教員側もWebカ
メラで受講生側に映し出された。右側の PCでは学内
LAN経由でサーバーにアクセスしてコンテンツを開
き，模擬授業を行った。
受講者は，図 5に示す授業内容からコースを選択す

る。たとえば，脳機能画像特論コースを選択すると，
第 1 章の脳解剖と基礎，第 2 章 動態検査理論，第 3
章 Perfusion画像など履修すべき単元が表示される。
それぞれの単元について，受講者の受講開始時期や学
習の進行状況などが下部の棒グラフで示され，受講内
容の把握や学習サポートの支援のために活用できた。
また，受講生の授業に関しては LCMSにて管理者が
受講可能な科目及び教科を選択し，受講生が log-in時
に表示できるようにした。今回の研究のために試験的
に作成した保健福祉学専攻の授業コンテンツの画面の
一例を図 6に示した。

3.1 通信速度

実際の通信速度などテストした。通信テストは，ほ
ぼ受講生の勤務が終わる午後 8 時頃から行い，
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図 4 実際の受講風景

(a)：左側のデータ通信付きノート PC上に受
講者のWebカメラで撮像された受講生
の顔が映しだされている．

(b)：学内 LANを通じてサーバーのコンテン
ツを観ている．
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学内 LAN使用時では約 10Mbpsの通信スピードであ
るが，S k y p e 使用時でのデータ通信カードでは
0.01Mbpsと約 100 倍程度の通信スピードの差が生じ
た。Skype画像において教員側では学内 LANが使用
できないため，画像に残像や，音声の途切れなど多岐

に渡り中断を余儀なくされた。一方，受講者の大半が
家庭用の光 LANを使用しているため，一台の PCで
Skypeの画面とサーバーへのアクセスを同時に行って
も何の負荷もなく，通信速度も 9 ～ 15Mbpsと高い値
を示していた。

図 6 今回の保健福祉学専攻で作成したコンテンツの抜粋画面

図 5 受講者のコース選択画面と受講進捗状況

(a)：今回作成した 12 のコース　　　　(b)：受講者自身の受講の状況



3.2 自己報告式質問紙調査による評価

インターネット画面による質問紙の回答率は 82 ％
であった。図 7と図 8に受講生のプロフィール及びネ
ットワーク環境などの結果を示した。「受講者の年齢
構成」では社会人を対象としたため 21 ～ 35 歳までが
多く，大学院生が 56 ％を占めた。「パソコン歴」は全
体の 90%の人が 4年～ 6年以上であると答えた。「受
講者の地域」では三原市以外の県内外の受講者が全体
の 67% であった。「使用 PC」及び「画面の大きさ」
では圧倒的にノート型 PCが多く，おのずと表示画面

も 12 インチ～ 16 インチが多くみられた。また，「ネ
ットワーク環境」では高速な施設内 LANや家庭用の
光 LANが 78%を占めていた。
次に，表 1，表 2 に，システム・教材コンテンツお

よびシステム全体の評価について評価項目ごとに段階
別頻度を示した。
画面表示に関する項目では，「文字の見易さ」，「グ

ラフの見易さ」の項目で，約 80-90%の受講生が良い
と評価をしていた。また，プレゼンテーションに関す
る項目では，約 90%の受講生が「ボタン操作の理解」
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図 8 PC及びネットワーク環境

(a)： PCの使用年数　(b)： PCの種類　
(c)： PC画面の大きさ　(d)：ネットワーク環境

図 7 受講者のプロフィール

(a)：受講者の年齢構成　(b)：受講者のクラス　
(c)：インターネット講義　(d)：受講者の地域
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表 1 システム・教材コンテンツの評価



がし易いと答え，それ以外の項目でも約 40-60 ％の受
講生が良いと評価していた。一方，スカイプの操作に
関する項目では，ほぼすべての項目で，ほとんどの受
講生が普通または悪いと評価していた。
画面表示およびプレゼンテーションに関する評価項

目別の平均得点を図 9（a）に示した。PCに表示する
画面の文字やグラフ及び写真（画像）の評価（7点満
点）は 5.6（± 0.8）点であり，受講生はほぼ満足して
いることが伺えた。プレゼンテーションに関する評価
項目では，ボタン操作は 5.5（± 1.2）と良いものの，

画面の反応速度や画面展開のスムース度に関しては，
４点台であった。テレビ電話（Skype）の使い方や性
能に関する評価を図 9（b）に示す。ほとんどの受講
生が不満を示し，特に音声の遅延や画面の乱れなどが
非常に悪いと回答した。システム全般的の評価項目別
の平均得点を図 10 に示した。「遠隔で行う利点」，「講
義形式の比較」，「この方式での学習意欲」，「今後この
方式を受講したい」の評価項目では，５点以上の高い
得点であった。遠隔で行う利点の得点は，5.9（± 0.8）
点と満点の９割以上の得点を，講義のわかりやすさは

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　9（1） 111 － 120 2009

－ 117 －

図 10 システム全般的な評価

図 9 画面及び対面式画面
の評価

(a)：画面表示およびプレゼン
テーションの操作に関す
る評価

(b)：テレビ電話（Skype）の使
い方や性能に関する評価
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(27.3%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

今後のこの�
方式を受ける�

Table 2．システム全体の評価�
(n=11)

* 上段：人数, 下段：(%)

2
(18.2%)

2
(18.2%)

2
(18.2%)

4
(36.4%)

1
(9.1%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

自分のペー�
スで学習�

3
 (27.3%)

4
(36.4%)

4
(36.4%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

遠隔地で�
の利点�

0
(0.0%)

5
(45.5%)

5
(45.5%)

0
(0.0%)

1
(9.1%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

講義形式の�
比較�

0
(0.0%)

3
(27.3%)

5
(45.5%)

2
(18.2%)

1
(9.1%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

リラックス�

0
(0.0%)

1
(9.1%)

8
(72.7%)

2
(18.2%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

教員との�
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ�

0
(0.0%)

3
(27.3%)

5
(45.5%)

2
(18.2%)

0
(0.0%)

1
(9.1%)

0
(0.0%)

プレゼンの�
見易さ�

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

1
(9.1%)

7
(63.6%)

3
(27.3%)

0
(0.0%)

Skypeの�
有用性�

2
(18.2%)

6
(54.5%)

3
(27.3%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

0
(0.0%)

この方式で�
学習意欲�

項目�

評価�

表 2 システム全体の評価



5.3（± 0.9）点と満点の 8割程度の得点が得られ，受
講生は満足していた。また，テレビ電話での講師との
通話による学習意欲の高まり，今後も受講を継続する
希望は，6.0（± 0.8）点と非常に高かった。また，
「リラックス度」，「自分のペースで行う」，「教員との
コミュニケーション」，「プレゼンの見易さ」などにつ
いては 4.9-5.4 点と満点の７割程度の得点が得られ，
受講者はほぼ満足していた。しかし，「Skypeの通話」
が理解に役立ったのは 2.8（± 0.6）点と満点の 4割程
度のみの得点しか得られず，受講者にとっては，やや
不満が残る結果であった。

4 考察

インターネットの普及と大学設置基準の改正といっ
た情報基盤や法の整備と相まって，社会人を対照とし
た「インターネット等活用授業」が盛んに行なわれて
いる。保健福祉学専攻の特殊性を考え各分野，領域関
連の教育内容を広く社会人にアピールし，インターネ
ット時代の新たな教育方法の模索検討を行うために，
大学院教育における Web カメラを用いた遠隔地 e-

Learningシステムの構築を行いその評価を得た。今回
我々が試みた e-Learningシステムの特徴は，一般的な
学部教育などで広く行われている一方向的な方式でな
く，これらの方式をさらに発展させて，専門的な分野
をより細かく行うために，一対一および一対複数の双
方向での遠隔対面授業である。この方式は，少人数で
ゼミ形式の対面式の遠隔講義を想定している。
教員側はデータ通信カード付きWebカメラ装着の

PCと学内 LANを利用した PCの 2 台の PCを用いて
行った．今回用いた LCMS自体の使い勝手や性能に
関して，コストパフォーマンスは高いシステムが出来
上がっている。特に，図 5,6 に示すように授業内容の
章立て，項目立てすることで授業の内容の充実と方向
性を受講生に明確にできたと考える。また，内容の質
問などに関しては，画面上で e-mailを送信したりす
ることが可能であった。このようにシステム上での方
法論の正当性は確認できたが，対面授業の使用に耐え
うるかといえば疑問は残る。
データ通信カードを使う Skype（Webカメラ）シス

テムの通信スピードは，0.1Mbpsであり，従来の学内
LANシステムのそれは 10.2Mbpsと 100 倍程度の相違
がある。この差は致命的であり，授業を行う上での抜
本的な解決が望まれる。教員側でのデータ通信カード
での Skype使用では，やはり通信スピードの劣悪化に
より音声が聞き取りにくい，通話の遅延，画面の乱れ
などが 70 ％以上と多く生じている。一方，受講者は
大半が家庭用の光 LANを使用しているため，一台の
PCで Skypeの画面とサーバーへのアクセスを同時に
行っても何の負荷もなく，通信速度も 9～ 15Mbpsと

高い値を示していた。これは図 8や図 9からも容易に
読み取ることが出来る。Skype自体は他の分野でも多
く使用されている 15）, 16）, 17）。今後の対策としては，学
内 LAN上での Skype使用が可能になれば今回のシス
テムのスピードは大幅に改善されると考える。今回の
対面模擬授業は，通信スピードの制限から 1人対 1人
であったが，今後は，システムの改良および通信環境
の整備などから，複数人数による対面授業の効果やコ
ンテンツの充実（動画などがスムースに表示で来るス
トリーミングサーバーの導入）を図る必要がある。
質問紙での評価では，総合的に保健福祉学専攻にお

ける各分野・領域においてはコンテンツ自体の有用性
は十分評価されている。実際の大学院生を対象にした
ために受講者の大半が 21 歳から 30 歳までを占め，
PC歴の４年からそれ以上であったために操作性に関
する不満は少なかったと考える。また受講生の地域と
しては，東は京都から西は九州地区であり，インター
ネットの広域性を考えると地域に限定しない受講が可
能であった。また,使用 PCも 80 ％近くがノート PC

を用いているため，コンテンツ画面の設計にも，ノー
ト PC画面サイズを十分加味する必要がある。
システム全体の内容では，「自分のペースで学習で

きる」は満点の 7割程度の得点が得られ，受講生はほ
ぼ満足しており，さらに，「遠隔地での利点」，「この
方式の学習意欲」，「今後この方式を受講したい」など
の評価項目の得点は高く，これらについて受講者は高
い満足を示した。この結果から，遠隔地にいる社会人
にとって大学院には進学をしたいが，居住地域や仕事
によって時間の制約があり，なかなか授業に出席でき
ない状況があるが，このような方式であれば専門的な
内容の学習の機会が得られることや仕事や生活状況に
合わせて授業を受けることができることから，今後も
継続して受講したいと希望する比率が高かったものと
考えられる。このことは望月らの報告 18）とほぼ一致
した結果を得られた。
また，社会人を対象とした通信教育的な修了率は

15 ～ 30 ％程度と言われているが，情報関連の社会人
大学院生対象の e-Learningシステムではさまざまな社
会人学生のサポートを実施して修了率が 60 ％に向上
したという報告 9）もある。今回のシステムは，大学
院在学中の学習者にとっても復習，欠席した際のキャ
ッチアップ，補講アーカイブに利用するなど大学院生
の学習支援に十分有効な方法であると考える。
今後の課題として，これらの e-Learningシステム

の普及により受講生達の個人情報等も多くなり LCMS

システムでの学習履歴や成績管理等のさらなるセキ
ュリティを模索する必要がある。それと平行してより
良い e-Learningの教育の質保証の面を考えると各受
講生情報を中心とした個人情報の蓄積が今後ますます
必要とされる。また，教育機関としての特殊性では
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e-Learningシステムを運営する上で最も注意すべき点
に著作権管理がある。内容によってはデジタル配信さ
れるファイルなどを無断でコピーすることも不可能で
はないため，今後これらの点についても十分論議する
必要がある。

5 結論

インターネット時代に ICTを活用した新たな教育
方法の模索検討を行うために，大学院教育における
Webカメラを用いた遠隔地 e-Learningシステムの構
築を行い高い評価を得た。特に社会人を対象とした大
学院では遠対面授業の重要性が示唆された。また，今
後の大学院教育には学生と教員が時空間をインターネ
ットで共有し，生じたイベントをリアルタイムに伝え
ることが出来るシステム構築が必要不可欠である。
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The evaluation of a distance e-Learning system 

using Web cameras in graduate school education 

Abstract

The purpose of this study was to construct and evaluate a Web-based education and learning system, which enhances the

effects and the efficiency of learning by the use of ICT (information communication technology).  The system allows class

contents to be uploaded to an Internet server, and to be simultaneously accessed by both the teacher and students using PCs.

An interactive lesson could be held by means of a real-time audio and visual system using Skype™ with Web cameras and

headphones. The class contents in our study were graduate-school level (Faculty of Health and Welfare).  Having obtained

consent for our research from the participants, we conducted a class utilizing the system and conducted a questionnaire

survey about its efficacy and specific qualities.  The results indicated a high evaluation of the system in that learning was

facilitated by the capability of the system which allowed students to prepare and review lessons, to access contents even

from distant locations, and to participate in interactive lessons with the teacher.  However, future measures to deal with

problems including image distortion, poor sound quality and slowness in Skype™ communication speed are required. 

Key words : e-Learning, graduate-school, internet, learning content management system, Skype™


