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1. はじめに
の画面，図２は多地点動画像表示システムの画
平成 13 年度より大学設置基準が改定され，大
面である．
学卒業単位数 124 単位のうち 60 単位まで遠隔教
育で取得することが可能となり，遠隔教育の重
要性がますます増大した．また文部科学省は教
育改革の一環として，高等学校と大学との連携，
すなわち高大連携を推進している．
岡山理科大学（以後：本学）は大学の講義を
インターネットを利用し複数の連携高校に配信
している．この遠隔授業は単位認定をともなう
ものであり，イベント的なものではない．その
図１ CentraOne の画面
ため，その遠隔授業システムは十分な信頼性が
要求される．我々は，同期双方向と非同期双方
向を併用したシステムで運営している．実践研
究から得られた，ネットワーク，動画像，音声
などシステムに対する知見と受講者アンケート
の分析による教育効果を報告する．また，対面
授業とは異なる遠隔授業の特徴的な講義方法に
ついても報告する．
2. 遠隔授業の方式
2.1 同期双方向・ライブ型（Ⅰ型）
Ⅰ型システムとして，CentraOne（Centra 社・
米国），多地点動画像表示システム（シックス
社・大西研），Web システム（大西研独自開発）
を使用して実施した．CentraOne をメインで使用
するが，CentraOne では動画像を同時に 1 箇所し
か表示することができず，他の学校の様子を同
時に表示することができない．そのため多地点
動画像表示システムを併用した．また，
CenraOne には質問機能がついているが契約ライ
センス数の制限により受講者個々の回答を得る
ことができない．そのため Web システムの質問
回答集計機能を使用している．図１は CentraOne

図２ 多地点動画像表示システムの画面
2.2 非同期双方向・いつでも型（Ⅳ型）
この方法は，大学と各高校との講義日程があ
わない場合に使用した．また，受講者は繰り返
し学習できるため，同期双方向・ライブ型の復
習用コンテンツとしても使用した．Ⅳ型の教材
と し て ， 平 成 16 年 度 は Stream Author ２ J
（Cyber Links 社）を用いて VOD を作成した．
3. 高大連携の仕組み
3.1 連携高校所在地
図 3,4 は連携高校の所在地である．平成 16 年
度は 8 校と連携した．
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3.3.2 多地点動画像表示システム
シックス社のテレビ会議システムである eKAIGI をベースに大西研で評価し，e-Learning
用に仕様を作成し共同開発をした．このことに
より速度制御機能，意思表示機能などの 13 項目
を実装した．

図３

図４

岡山県下連携高校所在地

山口県誠英高校所在地

3.2 ネットワーク構成
図５はネットワーク構成図である．本学は岡
山情報ハイウェイに 100Mbps で直結している．
県立高校は 1.5Mbps で，美作高校は 10Mbps の
CATV により，学芸館高校は 100Mbps で岡山地域
情報水道によりそれぞれ岡山情報ハイウェイに
接続されている．岡山情報ハイウェイ内は
155Mbps である．山口県誠英高校は OCN 回線を使
用して本学に接続している．本学の OCN 回線は
5Mbps である．

4. 教育効果の分析
受講者には各回の授業終了後に授業アンケー
トを提出してもらっている．下記には平成 16 年
度前期「インターネット入門」についての分析
を報告する．この授業の本学の履修者は 28 名，
高校生の履修者は 59 名である．本科目の講義は
13 回で試験は 1 回である
4.1 受講者の直感的難易度
各授業毎の授業アンケートで難易度を集計し
た．難易度は５段階評価で 1 が易しい，５が難
しいとなっている．授業全体の大学生の平均は
3.0，高校生の平均は 3.4 となっている．高校生
が大学生に比べて少し難しいと感じているが大
差はなく，適当なレベルの授業だったと考えら
れる．
4.2 受講者の感想
受講者から「コンピュータやネットのことが
今まで以上に理解できた．これからも理解を深
めていきたい」などのポジティブな感想が多く
学 習 意 欲 が 多 く 向 上 し た よ うである．しかし
「スピードがちょっと速くてちょっとついてい
くのが大変でした」という感想もあり，より受
講者の反応を見ながら講義を進めることを考慮
する必要がある．
5. 今後の課題
多数の高校と大学を連携した大規模なシステ
ムに進化させることを考えている．

図５

ネットワーク構成図
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3.3 ソフトウェア
3.3.1 CentraOne
我々は，市販の CentraOne を評価し 20 項目の
改良仕様を提案した．20 項目中 Ver6 では「挿入
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