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１．はじめに
スマートフォン・タブレットをはじめとするスマートデ
バイスはここ数年において劇的な普及速度となっている。
教育現場においてもこれらの機器の活用が重要視されるよ
うになり，入学時にノート PC やスマートフォン，タブレ
ットなどを無償提供もしくは購入を必須とする学校は非常
に多くなっている。コンピュータ関連技術を学ぶ専門学校
などでこの傾向は強く，また，提供または必須としていな
い学校でも，学生自身の判断により購入することは多い。
また，携帯電話の置換わりとしてスマートフォンを所有し
ている率はより高く，学生のほぼすべてが何らかのデジタ
ルデバイスを所有していることとなった。
これらのデバイスを教育に取り入れようとする研究はこ
れまでも多数行われており，様々な取組がなされている。
その多くは，事前準備された情報をスマートデバイス等に
ネットワークを用いて配信し受講時に主，または副テキス
ト的に用いる形態が多い。本研究においては，事前に準備
した教材ではなく，教員が実際に作業を行う画面をデバイ
スに転送するサブディスプレイとしての用途を中心とし，
専門学校におけるコンピュータ操作を伴う技術習得を目的
とした授業内での活用法を探る。その際，使用するデバイ
スを学校管理備品として用意されたデバイスではなく，学
生個々人がそれぞれ所有するデバイスであることを前提と
し，それに伴う留意点などを踏まえ検討を行った。

2 ．専⾨学校における ICT 機器活⽤の現状

中野 秀男††
Hideo Nakano

い，専門的技術を必要とするソフトウェアでは操作工程が
増え，それぞれを順序だてて体験させる必要がある。
一方，プロジェクタで投影可能な情報量はさほど上がっ
ておらず，投影された画面が受講生から離れている面にあ
るため，識別可能な文字の大きさをある程度確保する必要
がある。
操作上必要となる情報量が増加したにもかかわらず，認
識させられる情報量は増えておらず，結果として画面情報
の見落としや取りこぼしにより，操作手順をおえない受講
生が発生する原因の１つとなっている。
この状態では，受講者は映し出された情報を真似するこ
とに囚われ，受動的な学習となることが懸念される。学生
主体のより深い学び（アクティブラーニング[1]）とするた
めには，それぞれの操作が受講者個々人の進捗に合わせて
提示され，自ら学習内容に対する試行を繰り返す段階へ引
き上げる手段を提示しなければならない。
2.2．授業支援システム
これに対する解決策として，旧来より様々な形態での授
業支援システムが提供されている。
z 機材設置型授業支援ソリューション
実習環境の近くに別途ディスプレイを配置し，教員
機の状態をリアルタイムで表示する。センターディ
スプレイやサブディスプレイなどが該当する。近く
で教員機画面の動きが見えるため便利であるが，設
備投資のほか，機材を設置するスペースの確保が問
題となる。
z パッケージ型授業支援ソリューション

2.1. ICT 機器の授業内での活用のされ方と問題点
コンピュータ系専門学校において，プログラミング学習
をはじめとするコンピュータ操作を伴う実習型授業は非常
に重要視されるものである。
通常，教員はプロジェクタを用いて自らの操作画面を投
影表示し，授業進行を行い，受講生はそれらを参照し学習
を行う。
その際使用されるデバイスとしては，
１． 学校備品のコンピュータ
２． 学生所有のコンピュータ
等が考えられる。
現在のコンピュータは画像解像度の向上により，ディス
プレイには大量の情報を表示するようになった。それに伴
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専用のソフトウェアを導入し，教員機より学生機す
べてを管理下におく。教員機画面は，学生機個々の
画面内に表示可能であり，また学生機の状態を教員
機で一括確認するなど高度な授業サポートを利用で
きる。教員機の画面を学生機で見る場合，大幅な縮
小や一部のみの表示となり細部がわかりづらくなる。
また，学生機の表示領域の一部を占有することにな
り，昨今の高解像度を前提としたソフトウェアでは
不都合を生じる可能性がある。
z Web サービス型授業支援システム
先の例とは異なり，現在の画面共有等は行わないが，
情報の発信・共有を Web ベースとすることで，自
宅学習などにも対応可能となる。

3．BYOD としてのデバイス活⽤
社会においては，個人が所有するデバイスを業務に活用
する BYOD（Bring Your Own Device）への取り組みが議論
されている。対して，専門学校等では，入学時にノート

PC の購入や提供などを行うところもあり，授業に活用さ
れている。また，学生における小型デジタルデバイスの普
及は比較的早く，内閣府の調査によると，高校生では 55%
がスマートフォンを所有している[表 1]。また，4 年制大学
における就活生では，平成 24 年卒生が 16%であったのに
対し，平成 25 年卒生で 59%，平成 26 年卒生で 84%とその
ほとんどの学生が所有する状況にある[表 2]。

4．先⾏関連研究および問題点
4.1. 先行研究事例
青山学院大学の伊藤氏の研究[4]では，プログラミング学
習におけるスマートフォンの活用として，教示デバイスの
可能性が提案されている。提示されたシステムでは，事前
準備された授業素材を HTML5 などの標準化技術を用いつ
つ，受講生デバイスに表示させる。それにより，授業で用
いる教示デバイスとしての役割を持たせている。
この場合，共有される素材は事前準備された授業コンテ
ンツであるため，操作手順を教示する場合にはそれらのほ
ぼすべての過程を事前に資料化する必要がある。
また，学習するソフトウェアのバージョン変化などによ
り画面構成が変化した場合，作り直しを迫られる。授業コ
ンテンツの配信は非常に効果的であるが，資料となるコン
テンツが準備されづらいことが問題点であると考える。
4.2. 解決策としてのサブディスプレイの活用

表 1.中高生の携帯電話・スマートフォン
所有率の推移 [2]

コンピュータ操作を学習する上で，教員機から提示され
る操作手順などは非常に重要な手引きである。そのため，
これを受講生が手元で見ることのできるサブディスプレイ
のようなシステムは教育効果としては非常に高いものがあ
ると考えられる。また，実開発現場においても，複数のデ
ィスプレイを用いた作業はもはや一般化しており，作業進
行的にも有効である。

表 2.大学卒業年別携帯電話・スマートフォン
所有率の推移[3]

このような状況下で，スマートフォンおよびタブレット
による情報教育の有効性に関し様々な研究が行われており，
地方自治体等では管轄下の学校等にタブレット PC の導入
を積極的に進めるなどの取り組みが行われている。
一方で，学生が個人で所有するデバイス自体を学校教育
に活用する事例が大きく取り上げられる例は少ない。学校
環境における BYOD の活用については，以下のような留意
点が含まれると考える。
1.
2.
3.

図 1.サブディスプレイの活用
しかしながら，限られた実習教室スペースにおいて，受
講生に対し複数のディスプレイが提供される環境は珍しい
といえる。
そこで，本研究では学生にも広く普及しているスマート
フォン，またはタブレット PC 等を受講時にサブディスプ
レイとして活用することを検討する。

所有の有無による教育機会の格差
授業支援システム等を導入している場合，専用の
クライアントを導入する事
使用するデバイスが不統一な事よる対応の複雑化

１については，上記のとおり所有率は非常に高く，非所
有者に対しては数台の備品貸出などで対応が可能であると
考える。よって，本研究においては，２および３の留意点
について考察を行う。
図 2.コンテンツ配信イメージ

小型のスマートデバイスを用いることで，受講生は手元
で画面を確認することができ，参照範囲等を自身で調整す
るなどの利点を得られるものと考える。

5.3. 本研究において開発するシステム
既存のサービスに対する不足点および問題点に対応する
ものとして，本研究では授業支援システムの 1 機能として
の教員機の画面共有を実現する。

5．画⾯共有システム
スマートデバイスで画面共有を行う場合，既存サービス
の活用としては，Google 社の Google Hangout による共有画
面機能や VNC などのリモートアクセスサービスを利用す
る方法がある。
5.1. 既存サービス例 - Google Hangout
Google Hangout は，ドキュメントの共有やプラグインを
インストールすることにより画面の共有機能を使用するこ
とができる。同時サービス数は 10 アカウント程度までで
あるが，オンエア機能との併用で作業内容を動画として
Youtube へ Upload することも可能となっている。[図 3]
ライブ配信後の録画映像を再受信する機能であるため，
記録・再受信までの時間は分単位で必要となるが，これに
より，過去へ遡り手順を確認するといったことが可能であ
る。

図 4.構成図

図 3.GoogleHangout により記録された動画
しかしながら，これらは参加者全員が Google アカウン
トの所有と各設定を行っている必要がある。また，デバイ
スの小型ディスプレイで確認することを考えると，表示が
小さいままであり，視認がしにくい。記録された動画は初
期設定で一般公開されてしまうため，学生の個人情報等を
含む学内情報が写りこんだ場合などの対応がとりにくいと
いうデメリットも含む。また，これらの情報は外部に記録
される事も注意すべき点である。3G/LTE 等の高速回線も
しくは Wifi による安定的な外部への接続環境も必須となる。

5.2. 既存サービス例 - VNC
VNC などのリモートサービスでは，ソフトウェアのイン
ストールによりローカル環境に構築が可能である。
JavaApplet もしくはクライアント側へのアプリ導入により，
画面共有サービスへアクセス可能となる。ただし，あくま
で現状の画面のみの共有となり，過去に遡っての参照はで
きない。

機器の前提としては以下の状態を想定する。
1.
教員側は Windows7 以降
2.
受講生側は Chrome ブラウザが動作するスマートデ
バイス（Android の場合，4.0 以降）
3.
無線を含む同一ネットワークで接続されている
また，BYOD を前提とすることから，受講生側デバイス
に対して次の項を満たすものとする。
4.
5.

ブラウザを除く，アプリ等の追加インストールを
行わない
外部ネットワークへのアクセスを行わせない

４については，利用する学生のデバイス等への知識・習
熟度等の多様さを考慮したものである。
また，５については，無線 LAN を用いて校内 LAN に直
接接続する場合のセキュリティの問題となる。スマートデ
バイスを対象とするマルウェア等も登場しており，これら
を考慮し，別途独立した無線 LAN 環境を用意することで
対応する。また，現状 1 つの無線子機に対し，同時に複数
の通信経路へ接続できないことから，学生が本システムを
利用する限り，他のサイト等へのアクセスは自動的に制限
されることになる。
また，従来からある画面共有機能によるリアルタイム配
信に加え，過去画面の参照機能を用意する。
教材として利用される現在のソフトウェアは多機能なた
め，操作工程が非常に多くなっている。それに伴い，操作
に追いつけない受講生が出てくる。この対策として，クラ
イアント側でリクエストすることにより過去の画面を呼び
出し，参照できるようにすることを考えた。

また，クライアントの初期データ転送には HTTP および
HTML5 を用いるため，画面共有以外の資料提供に対応す
ることも容易である。
以下に，サーバー側ソフトウェアの画面を示す。

図 7.サーバー(教員機)側 動作例

図 5.過去画面データの活用

●画面説明（図 7）
①キャプチャ領域設定
②キャプチャ一時停止切替
③キャプチャ中画面プレビュー

5.4. 検証に使用する開発システム
教員機および受講生デバイス用プログラムを作成した。
教員機においては，導入の簡略性を高めるため，それ自体
がサーバーとしての役割を果たす。
受講生デバイス側については，前項 4 を満たすため，
HTML5 を用いる。画面転送では持続的な接続と小規模デ
ータの頻繁なリクエストが行われるため，通常の HTTP 通
信ではサーバー側の負担が大きい。また，教員機からの通
知等の機能を見据え，通信プロトコルには WebSocket を用
いる。WebSocket は，2013 年現在 RFC6455 として提案さ
れており，各ブラウザに実装されている。

図 8.サーバー側設定画面
●画面説明（図 8）
・HTTP ポートおよび WebSocket ポートの設定
・接続中クライアントの一覧表示
・アクセスログ

図 6.通信手順

クライアント側は，WebSocket 等に対応したブラウザを
使用する。以下に，クライアント側ブラウザ画面を示す。
※ 表示は PC 用 GoogleChrome によるが，Android 端末も
同様の表示となる。

6.2. 期待される教育的効果
本研究における教育的効果として，以下の点を想定する。
1.

2.
3.
4.

図 9.クライアント側表示例（Web ブラウザ）
( IconImage: Designed by David Ferreira. )

●画面説明（図 9）
①コントロール
（転送一時停止・拡縮・過去画面選択等の切り替え）
②教員側画面表示（拡縮・表示範囲移動等あり）

現在進行中の画面を手元で見ることにより，視力
低下等で前面プロジェクタが視認できないことに
対するフォローを行い，学習機会の損失を防ぐ
拡大表示などにより，個々の受講生が注視してい
る箇所の適正表示
操作速度に差，もしくはハンデのある受講生に対
し，過去画面の提供による機会の担保
過去画面による繰り返し操作を確認することによ
る理解の補助

これらを期待する効果とし，実授業内において有効に活
用がなされるかを検証してゆく。
また，補足検証として，実習授業外でのプレゼン教室
（プロジェクタのある一般教室）での検証も行い効果を評
価する。

7. 現状未解決の問題点
履歴表示時には，以下のように過去画面がサムネイル表
示され，選択することにより拡大表示される仕組みとなる。
（図 10 赤枠内：過去画面，黄枠内：拡大表示）

6 における検証を行う中で，現時点で判明している問題
点を挙げる。
z 接続台数
無線 LAN 接続を行う際，安価な家庭用機器では性
能的に 10 台程度で限界となる。これについては業
務向け無線 LAN ルーターを用いることで解決可能
である。また，有線 LAN での実験では 14 台までの
接続が確認された。上限については今後も調査を行
ってゆく。
z ポートの統一化
WebSocket では現状の実装上，通常の Port80 以外に
専用ポートを必要とする。Port80 を通常の HTTP と
共用することを基本構想としているため，サーバー
側ライブラリ等の実装が進むにつれ，解決する問題
であると考える。
z デバイスの学習以外の操作への対応

図 10.過去画面 の選択

6. 活⽤授業形態と期待される効果
6.1. 検証に用いる環境
5.4 で示したソフトウェアを用いて実際の授業での活用
を行い，検証を行う。以下の環境を想定し，次項以降に示
す効果等を検証点とする。
・
・
・
・

プロジェクタのある実習室で行う
プログラム学習授業で，主に操作手順を解説する
受講生は用意された無線 LAN に接続している
教員機から配信される画面画像を手元で確認し，
実習を行う

本研究におけるシステムでは，受講生側クライアン
トは HTML5 を主体としているため，システム全体
の状態把握を行うことができない。そのため，講義
中に授業外の操作，たとえばゲームなどを行ってい
ても教員側は直接確認する以外の方法がない。これ
ら の 制 御 を 行 う 場 合 ， MDM （ Mobile Device
Management）を導入し，デバイス管理下に置くこ
とを考慮しなければならない。
z 自宅学習への応用・発展
本研究におけるシステムでは，閉じたネットワーク
環境を想定している。受講生のそれぞれの進度に合
わせたサービスを考えると，自宅学習へ活用できる
ことが望ましい。

8．おわりに
スマートデバイスの普及により，高機能な教示デバイス
を各受講学生が手にすることが一般化してきている。従来
から行われていたプロジェクタ型の講義を代替するのでは
なく，補助的に用いることで受講学生個々人の進捗に合わ
せた教示素材の提供を行うことができる。また，デバイス
の高性能化により，標準機能のみを用いた中でも様々な使
用法が可能になっている。
普及率の急激な向上により，教育現場におけるスマート
デバイスをはじめとする個人所有デバイスの活用の場は今
後広がっていくことが予想される。
これらの機器を主導的，または補助的に活用することに
よる学習効果が確認されれば，機器のより安全で効果的な
活用を実践するための基盤も標準化して行くことが期待さ
れる。
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