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流れ流れ

•• 自己紹介自己紹介

•• 図書館に関連する研究の紹介図書館に関連する研究の紹介

•• 情報教育推進センターについて情報教育推進センターについて•• 情報教育推進センタ について情報教育推進センタ について

•• 講義視聴支援システムについて講義視聴支援システムについて

–– 背景，コンセプト，設計，デモ，アンケート結果，これ背景，コンセプト，設計，デモ，アンケート結果，これ
からから

•• その他の取り組みその他の取り組み

おわりにおわりに•• おわりにおわりに



自己紹介自己紹介

•• 中村中村聡史聡史

–– ユーザインタフェースの研究全般ユーザインタフェースの研究全般



Rerank.jpRerank.jp

•• 意図に基づく検索結果のダイナミックな再ラン意図に基づく検索結果のダイナミックな再ラン
キングキングキングキング

http://rerank.jp/http://rerank.jp/



Rerank EverythingRerank Everything

•• サービス横断ですべてを再ランキング！サービス横断ですべてを再ランキング！

Takehiro Yamamoto Satoshi Nakamura Katsumi Tanaka: RerankEverything:

[Demo] https://op.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/catsrk.do

Takehiro Yamamoto, Satoshi Nakamura, Katsumi Tanaka: RerankEverything:
A Reranking Interface for Browsing Ranked Results, WISS 2009, in Japanese



緩和検索緩和検索

•• 人の意図はもっと漠然としている人の意図はもっと漠然としている

–– 京都で豆腐とか湯葉とかそういった京都っぽい和食京都で豆腐とか湯葉とかそういった京都っぽい和食
を食べたいを食べたい

京都で京都で 豆腐とか京都っぽい豆腐とか京都っぽい......京都京都 豆腐豆腐？？ 和食和食

京都京都京都京都
湯葉湯葉

湯豆腐湯豆腐
豆腐豆腐 和食和食

湯豆腐湯豆腐

京野菜京野菜

Yasufumi Kaneko, Satoshi Nakamura, Hiroaki Ohshima, Katsumi Tanaka: Query Relaxation Based
on Users' Unconfidences on Query Terms and Web Knowledge Extraction, ICADL 2008, pp. 71-81

http://www.dl.kuis.kyoto-u.ac.jp/kaneko/



オノマトペロリオノマトペロリ

•• 人はそんなに意図を明確化できない人はそんなに意図を明確化できない

–– 曖昧な検索を可能にする！曖昧な検索を可能にする！

–– ふわふわのチャーハン，シャキシャキのサラダふわふわのチャーハン，シャキシャキのサラダわ わ ，わ わ ，

カンウィパーラートサムルアイパン，渡辺知恵美，中村聡史:オノマトペロリ：オノマトペを利用した料理推薦
システム，情報処理学会第73回デジタルドキュメント研究会(2009)



挟み込む検索挟み込む検索

•• AAとと BBの間のあれなんだっけ？の間のあれなんだっけ？

––AAの後での後で BBより前の出来事より前の出来事

AAより難しくより難しく BBより簡単な本より簡単な本––AAより難しくより難しく BBより簡単な本より簡単な本

ワカナゴ ブリハマチ
Naoto Asahi, Takehiro Yamamoto, Satoshi Nakamura and Katsumi Tanaka: Finding Intermediate 
Entity between Two Examples on the Web, ACM WIDM 2009 (Nov. 2009).

http://www.dl.kuis.kyoto-u.ac.jp/~n.asahi/BetweenFinder/

ハマチ



EnergyBrowserEnergyBrowser

•• EnergyBrowserEnergyBrowser: : 運動支援のための運動支援のためのWebWeb閲覧閲覧
システムシステム （知的好奇心と運動の関連付け）（知的好奇心と運動の関連付け）システムシステム （知的好奇心と運動の関連付け）（知的好奇心と運動の関連付け）

Satoshi Nakamura, Mitsuru Minakuchi and Katsumi Tanaka: Energy Browser:
To Make Exercise Enjoyable and Interesting, ACE 2005, pp.258-261. (June 2005).



VideoDigestingVideoDigesting

•• 実況チャットに基づく動画のダイジェスト生成実況チャットに基づく動画のダイジェスト生成

Demo

Hisashi Miyamori, Satoshi Nakamura, Katsumi Tanaka: Generation of Views of TV Content Using TV Viewers' 
Perspectives Expressed in Live Chats on the Web, ACM Multimedia2005, pp.853-861 (Nov. 2005).



BADBADUIUI http://badui.meguri.org/http://badui.meguri.org/



情報教育推進センター情報教育推進センター

•• ITIT（情報科学・計算科学）と情報社会制度・ビジ（情報科学・計算科学）と情報社会制度・ビジ

ネ 関する知識を有 イ ベ シ 貢献ネ 関する知識を有 イ ベ シ 貢献ネスに関する知識を有しイノベーションに貢献ネスに関する知識を有しイノベーションに貢献
する人材を育成するための、大学・大学院レベする人材を育成するための、大学・大学院レベ
ルの全学情報教育プログラムの研究・策定と実ルの全学情報教育プログラムの研究・策定と実
施を行う組織施を行う組織施を行う組織施を行う組織

http://www iedu i kyoto u ac jp/http://www.iedu.i.kyoto-u.ac.jp/
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提供科目（全学共通科目）提供科目（全学共通科目）

•• 情報分析・管理入門（前後期）情報分析・管理入門（前後期）

情報シ ム（前後期）情報シ ム（前後期）•• WebWeb情報システム（前後期）情報システム（前後期）

•• シミュレーションプログラミング入門（前後期）シミュレーションプログラミング入門（前後期）

•• 情報と教育（前期）情報と教育（前期）

•• ITIT知的活用論（前後期）知的活用論（前後期）ITIT知的活用論（前後期）知的活用論（前後期）

•• イノベーションマネジメント基礎（前期）イノベーションマネジメント基礎（前期）

メデ ア情報処理（後期）メデ ア情報処理（後期）•• メディア情報処理（後期）メディア情報処理（後期）

•• メディア情報処理概論（後期）メディア情報処理概論（後期）

•• 情報と社会（後期）情報と社会（後期）



提供科目（大学院科目）提供科目（大学院科目）

•• 情報分析・管理論および演習（前後期）情報分析・管理論および演習（前後期）

計算科学入門（前期）計算科学入門（前期）•• 計算科学入門（前期）計算科学入門（前期）

•• イノベーションマネジメント基礎（前期）イノベーションマネジメント基礎（前期）

•• 計算科学演習計算科学演習AA（前期）（前期）

•• 計算科学演習計算科学演習BB（前期）（前期）計算科学演習計算科学演習BB（前期）（前期）

•• 情報と教育（前期）情報と教育（前期）

メデ ア情報処理論（後期）メデ ア情報処理論（後期）•• メディア情報処理論（後期）メディア情報処理論（後期）

•• 情報と知財（後期）情報と知財（後期）

•• サービスモデリング論（後期）サービスモデリング論（後期）

•• 計算科学特論（後期）計算科学特論（後期）計算科学特論（後期）計算科学特論（後期）



背景背景

•• 講義および講演のオンライン化講義および講演のオンライン化

–– MIT Open Course WareMIT Open Course Ware

–– 京都大学京都大学OCWOCW（土佐先生）（土佐先生）京都京都

–– MPMeisterMPMeister (Ricoh Software)(Ricoh Software)
•• 京都大学京都大学GCOE ProgramGCOE Program•• 京都大学京都大学GCOE ProgramGCOE Program

•• 日本データベース学会日本データベース学会

折角アーカイブされているのに
デスクトップからの視聴に限定デスクトップからの視聴に限定



背景背景

•• 授業改善授業改善

–– 自身の授業の悪い部分を発見し，改善するのは容自身の授業の悪い部分を発見し，改善するのは容
易ではない易ではない

–– 学生とのコミュニケーション手段が限定されており，学生とのコミュニケーション手段が限定されており，
学生が分からないと思っている部分を把握すること学生が分からないと思っている部分を把握すること学生が分からな と思 て る部分を把握する と学生が分からな と思 て る部分を把握する と
は容易ではないは容易ではない



背景背景

•• 日常生活の中の空いた時間日常生活の中の空いた時間

–– 通勤，通学，待ち合せ時間など通勤，通学，待ち合せ時間など

空いた時間を講義の復習や
講義の見直しに活用できないか？講義の見直しに活用できないか？



背景背景

•• 携帯電話で動画を視聴する世代の台頭携帯電話で動画を視聴する世代の台頭

–– ニコニコ動画の有料会員（ニコニコ動画の有料会員（8080万人）の内，万人）の内，15%15%が携が携
帯のみからしかアクセスしたことがない帯のみからしかアクセスしたことがない

–– 20102010年年44月末時点月末時点

•• 登録会員が登録会員が1,6701,670万人万人登録会員が登録会員が ,, 万人万人

•• モバイル会員がモバイル会員が506506万人万人

•• プレミアム会員がプレミアム会員が77.277.2万人万人プレミアム会員がプレミアム会員が77.277.2万人万人

•• PVPV数が数が7,3177,317万万PV/PV/日日

–– 7676世代：世代：パソコン中心パソコン中心–– 7676世代：世代：パソコン中心パソコン中心

–– 8686世代：世代：ケータイ中心ケータイ中心



目的目的

•• モバイル環境における空いた時間を利用モバイル環境における空いた時間を利用
したオンライン講義の視聴を支援したオンライン講義の視聴を支援

iPhone/iPod touch/iPad を対象



iTunes UiTunes U

•• 慶応義塾大学，東京大学，明治大学，早稲田慶応義塾大学，東京大学，明治大学，早稲田
大学が大学が で講義を提供（在校生 新規学で講義を提供（在校生 新規学大学が大学がiTunes UiTunes Uで講義を提供（在校生，新規学で講義を提供（在校生，新規学
生獲得，生涯学習向け）生獲得，生涯学習向け）

–– 慶応義塾大学（慶応義塾大学（350350講義を提供）講義を提供）

–– 東京大学（東京大学（112112講義を提供）講義を提供）–– 東京大学（東京大学（112112講義を提供）講義を提供）

–– 明治大学（明治大学（5050コンテンツを提供）コンテンツを提供）

早稲 大学（早稲 大学（ を提供）を提供）–– 早稲田大学（早稲田大学（4343コンテンツを提供）コンテンツを提供）

映像コンテンツの場合
スライドが良く見えないという問題スライドが良く見えないという問題



制約と要求の整理制約と要求の整理

•• 画面サイズの制約（画面サイズの制約（iPhoneiPhone/iPod touch/iPod touch））

空 る時間空 る時間•• 空いている時間空いている時間

–– 通勤・通学：通勤・通学：予想可能予想可能

–– 待ち時間：待ち時間：予測不可能（どれだけ遅れる？）予測不可能（どれだけ遅れる？）

•• モバイル環境で文字入力は容易ではないモバイル環境で文字入力は容易ではない

•• スライドはなるべく大きく！スライドはなるべく大きく！•• スライドはなるべく大きく！スライドはなるべく大きく！

•• 注目するスライドを切り替えたり，部分を大きく表示す注目するスライドを切り替えたり，部分を大きく表示す
るためのインタラクションるためのインタラクションるためのインタラクションるためのインタラクション

•• 復習や視聴中断のためのスライドの記録復習や視聴中断のためのスライドの記録

•• 手軽なコミュニケーション手法の実現手軽なコミュニケーション手法の実現



スライドと動画の分割記録スライドと動画の分割記録

•• 動画および発表スライドを時間ベースでそれぞ動画および発表スライドを時間ベースでそれぞ
れ記録れ記録れ記録れ記録

•• 携帯端末で処理するために動画変換を行いイ携帯端末で処理するために動画変換を行いイ携帯端末で処理するために動画変換を行いイ携帯端末で処理するために動画変換を行いイ
ンデックスとなるンデックスとなるXMLXMLを生成を生成



表示モードによる切り替え表示モードによる切り替え

•• 表示モードを切り替えるとそれにあわせて表示表示モードを切り替えるとそれにあわせて表示
を変更を変更を変更を変更



スライドの移動スライドの移動

•• 動画と連動してスライドが勝手に移動動画と連動してスライドが勝手に移動

•• なぞり操作によるスライドの移動なぞり操作によるスライドの移動

–– スライドを巻物のようにつなげるスライドを巻物のようにつなげるスライドを巻物のようにつなげるスライドを巻物のようにつなげる



スライドの拡大縮小スライドの拡大縮小

•• スライドの拡大縮小を画面のマルチタップ操作スライドの拡大縮小を画面のマルチタップ操作
により実現により実現により実現により実現



スライドの記録スライドの記録

•• 中断～復帰のための仕組み中断～復帰のための仕組み

•• 後から復習するため興味のある動画を記録後から復習するため興味のある動画を記録



スライドへのアノテーションスライドへのアノテーション

•• スライドをなぞってテキストを付加することで，スライドをなぞってテキストを付加することで，
分からない部分を講師に伝える分からない部分を講師に伝える分からない部分を講師に伝える分からない部分を講師に伝える

•• 講師はモバイルまたはデスクトップで応答する講師はモバイルまたはデスクトップで応答する講師はモバイルまたはデスクトップで応答する講師はモバイルまたはデスクトップで応答する
ことができることができる



システム構成システム構成



コンテンツ収録コンテンツ収録



コンテンツ変換＆配信コンテンツ変換＆配信



コンテンツ記述言語コンテンツ記述言語

•• iContent.xmliContent.xml
–– コンテンツ記述のフォーマットコンテンツ記述のフォーマット

–– 22つのつの流れ（動画とスライド）のあるコンテンツを時間流れ（動画とスライド）のあるコンテンツを時間流 動 あ流 動 あ
により同期させるにより同期させる

–– 共通フォーマットとして公開予定共通フォーマットとして公開予定共通フォ マットとして公開予定共通フォ マットとして公開予定

–– 対応したらコンテンツとして視聴可能に対応したらコンテンツとして視聴可能に





DemoDemo



動作の様子（起動）動作の様子（起動）



ダウンロードダウンロード



ダウンロードダウンロード



閲覧＆視聴閲覧＆視聴



閲覧＆視聴閲覧＆視聴



講義検索講義検索



スライド検索スライド検索



アノテーションアノテーション



アノテーションアノテーション



ブックマークと検索ブックマークと検索



iPadiPad向けシステム開発向けシステム開発

•• iPhoneiPhone/iPod touch/iPod touch版を版をiPadiPad版へ版へ

•• 少し大きなディスプレイを利用した講義コンテン少し大きなディスプレイを利用した講義コンテン
ツの視聴ツの視聴ツの視聴ツの視聴



システム運用システム運用 (1/3)(1/3)

•• 現時点で収録している科目（現時点で収録している科目（20102010年前期）年前期）

–– 情報分析管理入門情報分析管理入門

–– 情報分析管理論情報分析管理論情報分析管 論情報分析管 論

–– WebWeb情報システム情報システム

情報と教育情報と教育–– 情報と教育情報と教育

–– 計算科学入門計算科学入門

–– シミュレーションプログラミング入門シミュレーションプログラミング入門

–– イノベーションマネージメント基礎イノベーションマネージメント基礎



システム運用システム運用 (2/3)(2/3)

1.1. TATA学生が学生がMPMeisterMPMeister端末を利用して実際の講端末を利用して実際の講
義を収録（義を収録（ 台の端末）台の端末）義を収録（義を収録（88台の端末）台の端末）

2.2. 講義終了後，配信可能な部分を考慮して修正講義終了後，配信可能な部分を考慮して修正2.2. 講義終了後，配信可能な部分を考慮して修正講義終了後，配信可能な部分を考慮して修正
し，し，MPPublisherMPPublisherを利用してアップロードを利用してアップロード

33 サ バ側のサ バ側のM di P tiM di P ti がコンテンツをがコンテンツをFl hFl hおお3.3. サーバ側のサーバ側のMediaPatioMediaPatioがコンテンツをがコンテンツをFlashFlashおお
よびよびiPhoneiPhone（（iContentsiContents）に変換）に変換

4.4. サーバ側でサーバ側でiContentsiContentsの生成を検知すると，該の生成を検知すると，該
当フォルダに展開して当フォルダに展開してDBDBに登録に登録当フォルダに展開して当フォルダに展開してDBDBに登録に登録



システム運用システム運用 (3/3)(3/3)

•• 8080台の台のiPod touchiPod touchについて，について，Provisioning PortalProvisioning Portal
にデバイス登録しにデバイス登録し 台ず システムをインスト台ず システムをインストにデバイス登録し，にデバイス登録し，11台ずつシステムをインスト台ずつシステムをインスト
ールール

•• 講義において希望者をつのり，協力することを講義において希望者をつのり，協力することを
条件として配布（前期終了後回収）条件として配布（前期終了後回収）条件として配布（前期終了後回収）条件として配布（前期終了後回収）

•• iPhoneiPhoneややiPod touchiPod touch，，iPadiPadを所有している学生を所有している学生
ビビには，インストールサービスを提供には，インストールサービスを提供

–– センターに直接来てもらいインストールセンターに直接来てもらいインストールセンタ に直接来てもらいインスト ルセンタ に直接来てもらいインスト ル



インストール作業インストール作業



サービスインサービスイン

•• iPod touch iPod touch を講義受講者にを講義受講者に7070台程度配布台程度配布

–– 前期提供科目：前期提供科目：情報分析管理論，情報分析管理入情報分析管理論，情報分析管理入
門，門，WebWeb情報システム，計算科学入門，シミュレー情報システム，計算科学入門，シミュレー

ションプログラミング入門，イノベーションマネージメションプログラミング入門，イノベーションマネージメ
ント基礎，情報と教育ント基礎，情報と教育



インストールサービスインストールサービス

•• iPhoneiPhoneやや iPadiPadを私有している学生さんに対しを私有している学生さんに対し
てシステムのインスト ルサ ビス実施てシステムのインスト ルサ ビス実施てシステムのインストールサービス実施てシステムのインストールサービス実施

–– 11名の学生が名の学生が iPhoneiPhoneを利用して講義視聴を利用して講義視聴

–– 33名の学生が名の学生が iPadiPadを利用して講義視聴を利用して講義視聴



情報教育推進センターとして情報教育推進センターとして

•• 20102010年前期年前期

–– センターが提供する科目の多くについて収録を実センターが提供する科目の多くについて収録を実
施，随時コンテンツ変換施，随時コンテンツ変換

–– アプリケーションを改良アプリケーションを改良

–– 認証システムの実現認証システムの実現認証システムの実現認証システムの実現

•• 20102010年年99月月
ププ–– AppStoreAppStoreにアプリケーションを登録することで広く利にアプリケーションを登録することで広く利

用してもらう用してもらう

•• 20102010年年1010月～月～

–– 後期の講義収録および配信後期の講義収録および配信–– 後期の講義収録および配信後期の講義収録および配信



利用アンケート調査利用アンケート調査

•• iPod touch iPod touch 回収時にアンケートを実施回収時にアンケートを実施



平均受講時間平均受講時間

•• iTouchLectureiTouchLectureでのでの視聴時間の平均視聴時間の平均

–– 積極的に使用方法を教えた積極的に使用方法を教えたWebWeb情報システムで多情報システムで多
くの学生が視聴くの学生が視聴



講義の主な視聴場所講義の主な視聴場所

•• 自宅で受講している学生が多い（やや狙いと外自宅で受講している学生が多い（やや狙いと外
れ る）れ る）れている）れている）

•• 電車で受講している学生はそれなりにいるがや電車で受講している学生はそれなりにいるがや電車で受講している学生はそれなりにいるがや電車で受講している学生はそれなりにいるがや
や少ないのは京都ならではの土地柄？や少ないのは京都ならではの土地柄？



システムの良かった点システムの良かった点

•• システムがどういう点で役に立ったかシステムがどういう点で役に立ったか

重い紙資料を持たなくていい 休んでも講義を重い紙資料を持たなくていい 休んでも講義を•• 重い紙資料を持たなくていい，休んでも講義を重い紙資料を持たなくていい，休んでも講義を
受講可能であるなどのコメントも受講可能であるなどのコメントも



フィードバックフィードバック: : 感想感想

•• 復習などに有用（バスや電車などで）復習などに有用（バスや電車などで）

–– 情報学に関する基礎的な知識がない学生や，専門情報学に関する基礎的な知識がない学生や，専門
の講義により欠席がの講義により欠席がちなちな学生に評判学生に評判

•• 履修登録外の講義の視聴に便利履修登録外の講義の視聴に便利

•• 自分のペ スで学習できるのが便利自分のペ スで学習できるのが便利•• 自分のペースで学習できるのが便利自分のペースで学習できるのが便利

•• 他の講義や資格講座もこのように、モバイル講他の講義や資格講座もこのように、モバイル講
義として視聴することが可能になるとうれしい義として視聴することが可能になるとうれしい



システムの悪かった点システムの悪かった点



フィードバックフィードバック: : 問題点問題点

•• インタフェースの問題インタフェースの問題

–– 操作性，コンテンツ量，画面サイズ，バグ，アノテー操作性，コンテンツ量，画面サイズ，バグ，アノテー
ション付加ション付加

•• アップロードまでの時間アップロードまでの時間

•• ダウンロ ドに関する問題ダウンロ ドに関する問題•• ダウンロードに関する問題ダウンロードに関する問題

–– WIFIWIFIカバーエリア，コンテンツサイズ，ネットワークカバーエリア，コンテンツサイズ，ネットワーク
線速度 バ など線速度 バ など回線速度，サーバのスペックなど回線速度，サーバのスペックなど

•• 基礎的なリテラシの低さ基礎的なリテラシの低さ基礎的なリテラシの低さ基礎的なリテラシの低さ

–– 説明が不十分な点も説明が不十分な点も

撮影者および講演者の技術レベル撮影者および講演者の技術レベル•• 撮影者および講演者の技術レベル撮影者および講演者の技術レベル



喜んでいいのか悪いのか喜んでいいのか悪いのか

•• 配布資料が親切で講義を視聴する必要がなか配布資料が親切で講義を視聴する必要がなか
た もう少 親切な 布資料 あ たら恐らた もう少 親切な 布資料 あ たら恐らった．もう少し不親切な配布資料であったら恐らった．もう少し不親切な配布資料であったら恐ら

く利用していたと思うく利用していたと思う

•• 講義も講義資料も分かりやすく，利用する必要講義も講義資料も分かりやすく，利用する必要
が無かったが無かったが無かったが無かった

•• 授業中に集中して聞いた方が効率がよいと経授業中に集中して聞いた方が効率がよいと経
験的に知っていたから験的に知っていたから

•• 授業中に集中して聞く方が理解が進むから授業中に集中して聞く方が理解が進むから授業中に集中して聞く方が理解が進むから授業中に集中して聞く方が理解が進むから



可能性可能性

•• 電車・バス通学の多い状況では非常に有効電車・バス通学の多い状況では非常に有効

•• 半身浴での視聴に有効半身浴での視聴に有効

•• 生涯学習や通信教育の視聴に有効生涯学習や通信教育の視聴に有効•• 生涯学習や通信教育の視聴に有効生涯学習や通信教育の視聴に有効

•• 学会などでも運用可能学会などでも運用可能



波及について波及について

•• 本センターのミッション本センターのミッション

–– 新時代の情報教育手法として京大方式を広く世の新時代の情報教育手法として京大方式を広く世の
中に広めていく中に広めていく

•• iContent.XML iContent.XML の仕様を公開の仕様を公開

MPMeisterMPMeister以外でのコンテンツ化も以外でのコンテンツ化も–– MPMeisterMPMeister以外でのコンテンツ化も以外でのコンテンツ化も

•• iTouchLectureiTouchLectureを無料公開を無料公開

iPhone/iPadのみならず
SmartPhone全般での開発をSmartPhone全般での開発を



iTouchLectureiTouchLectureの波及の波及

•• iTouchLectureiTouchLectureを起動するとを起動するとiTouchLectureiTouchLecture講義講義
を提供している大学 機関をリストで提示を提供している大学 機関をリストで提示を提供している大学・機関をリストで提示を提供している大学・機関をリストで提示

•• 大学など各機関で受講者にパスワード配布大学など各機関で受講者にパスワード配布大学など各機関で受講者に スワ ド配布大学など各機関で受講者に スワ ド配布

•• 認証を通るとコンテンツを視聴可能認証を通るとコンテンツを視聴可能

京都大学情報教育推進…

○×大学△□学科

△×大学□○×学科

△×大学□○×学科



大学発信であること大学発信であること

•• 企業発のサービスではなく，大学発のサービス企業発のサービスではなく，大学発のサービス
ある と 重 性（ 究 開発 改良 能性ある と 重 性（ 究 開発 改良 能性であることの重要性（研究・開発・改良の可能性であることの重要性（研究・開発・改良の可能性

））

–– 企業からの膨大な売り込み企業からの膨大な売り込み

企業のサービスだと微妙な変更が難しく 運用に費企業のサービスだと微妙な変更が難しく 運用に費–– 企業のサービスだと微妙な変更が難しく，運用に費企業のサービスだと微妙な変更が難しく，運用に費
用が発生するなど色々問題あり用が発生するなど色々問題あり



その他の取り組みその他の取り組み

•• 青山学院大学青山学院大学

–– iPhoneiPhoneをを550550台導入（台導入（20092009～）～）

–– 出席管理や講義サポートなど出席管理や講義サポートなど管 講義管 講義

–– iPhoneiPhone上でのプログラミングなど上でのプログラミングなど

•• 大谷大学大谷大学

–– iPadiPadをを500500台導入予定（台導入予定（20112011～）～）

–– 電子教科書などに活用？電子教科書などに活用？電子教科書などに活用？電子教科書などに活用？



その他の取り組みその他の取り組み

•• 大々的な利用までは至ってないが・・・大々的な利用までは至ってないが・・・

–– iPadiPadで電子教科書を閲覧し，直接書き込み．また，で電子教科書を閲覧し，直接書き込み．また，
書き込みのリアルタイムな共有書き込みのリアルタイムな共有

–– 配布スライドや電子教科書に対するソーシャルアノ配布スライドや電子教科書に対するソーシャルアノ
テーションとその共有（対話も）テーションとその共有（対話も）

iPhoneiPhoneを利用した講義中のフィードバックを利用した講義中のフィードバック–– iPhoneiPhoneを利用した講義中のフィードバックを利用した講義中のフィードバック

–– iPadiPadを利用した医療研修を利用した医療研修

などなど



ありがとうございましたありがとうございました

•• 中村中村聡史聡史

–– nakamura@dl.kuis.kyotonakamura@dl.kuis.kyoto‐‐u.ac.jpu.ac.jp

–– http://snakamura.org/http://snakamura.org/p // g/p // g/

–– @@nakamuranakamura (Twitter)(Twitter)

•• 協力協力

–– 京都高度技術研究所京都高度技術研究所

リコーリコーITITソリューションズソリューションズ–– リコリコ ITITソリュ ションズソリュ ションズ




