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概要：青山学院大学附置情報メディアセンターでは 2013 年度より，「Mediasite」シ

ステムを活用し，全学を対象に LMS と連動した授業収録・動画配信のサービスを提供

している．その範囲は，授業収録にとどまらず，就職支援や職員研修，講演などに拡

大している．本発表では学生スタッフの協力を得て行っている授業収録および，「My 

Mediasite」によるノート PC を用いた収録方法による教育手法について報告します．

また 2017 年度に向け新システムの構築を行っており，その展望についても紹介します． 

 

1  はじめに 

青山学院大学附置情報メディアセンター（以下

情報メディアセンター）は，前身となる情報科学

研究センターを含めた情報系組織改組の取り組み

を経て，2013 年 4 月に誕生した．情報メディアセ

ンターでは、情報科学研究センター時代から行っ

てきた青山学院の情報環境に係る施設，設備等の

企画・導入及び管理運用に加え，ICT を活用した

授業の支援や情報基礎教育の実施などが主な業務

であり，さらにこれらの活動を行うために必要な

情報技術や ICTの教育への活用に関連する最新動

向に関する調査や研究を行っている[1]． 

その一環として，２０１３年度より，全学を対

象とした授業収録・動画配信のサービスを提供し

ている．このサービスでは，情報メディアセンタ

ーの授業収録担当教員によるヒヤリング，学生ス

タッフを中心とした撮影メンバーによる授業教室

等に赴いて収録機材の設置と撮影を行い，その後，

撮影した映像の変換，編集，配信サーバへのアッ

プロードまでの一連のサービスを提供することで，

学院の教育活動を支援することを目的としている．

作成された映像コンテンツは，オンデマンド映像

配信サーバにアップロードされ，授業支援システ

ムを介して視聴される． 

情報メディアセンターでは，多様なニーズに

対応できるよう，メディアサイト社 [2]製の収

録・配信機器「ML Recorder」「EX Server」を導

入し，これをコアシステムとしてサービスを展開

している．作成された映像コンテンツの例を図 1

に示す．映像コンテンツは配信サーバシステムで

ある EX Server を介し，Windows，Mac OS のみ

ならず，iOS，Android といったスマートフォン，

タブレット端末からの視聴が可能である． 

そのほかに，学生を映像コンテンツに誘導す

るため，富士通社製の Course Power[3]へ，映像

図１．映像コンテンツの例 

  



教材として登録できるようにカスタマイズを行っ

た．これにより，学生は自分が履修している科目

について，LMS から PDF などの電子資料を取得

するのと同様の手順で，映像コンテンツへのアク

セスが可能である．教師は Course Power を通じ

て，どの履修者が映像コンテンツを視聴したかを

確認することができる[3]． 

 

2  授業収録・映像配信サービスの体制と

概要 

2.1 授業収録・映像配信サービスの体制 

2013 年度以前，授業支援グループ (現 相模原

事務部学術情報課) では，社会情報学部の映像収

録・配信サービスの取り組みを行っていたが，

2013年度6月より青山学院全体の情報教育の促進

と本センターが提供する ICTサービスの支援を目

的とした「学生スタッフ」の運用を開始した[4]．

2016 年 9 月現在，青山キャンパス 20 名，相模原

キャンパス 30 名，計 50 名の学生スタッフを雇用

している．加えて，情報メディアセンターの専任

所員 5 名，嘱託・パートタイム職員 3 名が，サー

ビスの提供にあたっている．また，視聴時のトラ

ブル等については，情報メディアセンターのユー

ザ窓口であるサポートラウンジが対応を行ってい

る．図 2 にその体制を示す． 

 

2.2 授業収録・映像配信サービスの概要 

本サービスは，大きく分けて，以下の 3 つのフ

ェーズにて提供されている． 

１） ヒヤリング 

本サービスは，授業担当教員からの申請に基づ

いて提供される．申請の際に，情報メディアセン

ターの担当教員が申請者の教職員にヒヤリングを

実施する．ヒヤリングでは，収録の対象となる講

義やイベント等について，どのように行われるか，

また，どのような視聴者が，どのような環境，タ

イミングで視聴するかについて確認を行い，実際

の収録方法，編集方針，配信設定について決定を

行う．この際，要望に応じ，コンテンツ内容につ

いて，著作物の扱いや学習効果についてのコメン

トを行うことがある． 

２） コンテンツ制作 

コンテンツ制作は，映像の収録と収録した映像

の変換・編集を行う．収録には，４K 画質を収録

できるハンディビデオカメラと，メディアサイト

レコーダを使用し，学生主体となって収録する．

ただし，収録対象によっては，ビデオカメラのみ

１台または 2 台利用した収録を行うこともある．

また，イベントの収録時には，同時にメディアサ

イトの機能を用いて，ライブ配信を行うこともあ

る． 

編集は，申請者の要望により行うが，前後カッ

ト，中間カット，スライドの差し替えといった簡

便なものであれば，メディアサイトの Web Editor

機能を用いて編集を行う．より高度な編集につい

ては，映像編集ソフトの Adobe Premiere を用い

る．この際も，映像編集についてレクチャーを受

けた学生スタッフが編集を行う． 

３） 映像の配信 

映像の配信は，メディアサイトのオンデマンド

映像配信システムを用いる．このシステムは，

2013 年度に同時に導入した学習管理システム

（LMS）である，Course Power と連携をしてい

る．ユーザである視聴者は，原則，授業の受講生

であり，そのアクセス制御ならびにログの取得の

ため，履修生からは，LMS 上にある PDF，Word

といった電子教材と同じように，映像コンテンツ

にアクセスすることができる．授業担当の教員は，

他の電子教材と同様に，どの履修者がどの映像コ

ンテンツを視聴したか，また，LMS と映像配信シ

ステムの連携により，映像コンテンツのいずれの

個所を視聴していたか，また，どの程度の時間視

聴していたかを把握することができる． 

また，視聴の利便性のために，映像コンテンツ

の配信 URL を公開し，共通 ID の利用，もしくは

認証なしでの視聴を行うようにすることも行って

いる．例えば，進路就職支援の際には，就職活動

図 2．サービス体制 

  



支援システムが別途学生に提供されており，その

１つコンテンツとして，情報メディアセンターの

映像配信システムへのアクセスができるようにな

っているが，この際には，LMS との連携のような

認証は行わず，就職支援システム側のアクセス制

御によって視聴を制限している． 

3 現在のサービス提供の現状 

次に，2015 年度までのサービスの提供の現状

と，利用について述べる．２０１５年度にサービ

スの実績について，両キャンパスの１５回の授業

を収録した半期一貫収録の科目数，その他，特定

日のみ収録した回数，イベント等で収録した回数

を表１に（２０１４年度との比較），また，週ごと

の配信サーバへのコンテンツ登録数を図３に示す．

両キャンパスともに，半期一貫して収録する科目

数は微増程度であり，授業収録サービスを利用す

青山

キャンパス

相模原

キャンパス
計

青山

キャンパス

相模原

キャンパス
計

半期一貫収録（科目） 10 16 26 13 12 25

特定日のみ収録（回） 9 26 35 3 56 59

5 4 9 3 13 16

半期一貫収録（科目) 4 16 20 6 12 18

特定日のみ収録（回） 12 20 32 15 59 74

8 4 12 9 3 12

半期一貫収録（科目) 14 32 46 19 24 43

特定日のみ収録（回） 21 46 67 18 115 133

13 8 21 12 16 28

2014年度 2015年度

通年

合計

授業収録

イベント収録（回）

前期
授業収録

イベント収録（回）

後期
授業収録

イベント収録（回）

表１．2014、2015 年度の収録実績数  

図３．過去 3 年間の週ごとの配信サーバ登録コンテンツ数 

図４．過去 3 年間の月ごとの配信サーバ視聴数 



る科目がおおよそ特定されてきたことを示してい

る．一方，特定日のみの収録やイベントの収録に

ついては，倍増している．それに伴い，図４に示

すように月ごとの視聴数も順次増大していること

が分かる． 

今後，収録のリソースの問題で，収録数が極端

に増大することは考えづらいが，一つ一つのコン

テンツの視聴について，その教育的効果を示しな

がら展開を目指し，より多様な視聴がおこなわれ

ていくものと考えている． 

 

4.  2017 年度以降の授業収録・映像配信

サービスの展開について 

2013 年度に情報メディアセンターが導入し

た教育研究系システムについて，2017 年 4 月か

らの稼働を目指して，現在リプレイスを検討，

実施しており，本サービスで用いているメディ

アサイトの各システム，LMS もそのリプレイス

対象となっている．そのサービスの提供範囲は，

授業以外でも，大学が行う各種セミナーや講習

会，シンポジウムなどのイベントの収録・配信

を行っており，今後更なる拡大を見込んでいる．

また，近年，OCW（オープンコースウェア）や

MOOC（大規模公開オンライン講座）による教

育内容の発信など，大学の知を世界に開放する

とともに大学教育の質の向上にもつながる取組

への関心や動向から，今後本学においてもこの

ような教育サービスの展開が見込まれており、

この点も踏まえたシステムの拡張が望まれる． 

しかし、収録スタッフ・機材のリソースに限

りがあり，また，専門的な収録スキルがあると

はいえない．そういう中で，申請から収録・視

聴・ログの取得，その後一連の教育活動の中で，

容易にかつ柔軟に，また，教育の質の担保・向

上のためのシステムを構築すべく，リプレイス

を実施している． 

特に，サービスのニーズの高まりによって，

収録希望者が増大した際，そのコンテンツ制作

にかけることができる人的コストには制限があ

り，希望者が自信で映像を収録し，簡単に編集

と配信の登録までできることが望ましい． 

そこで，現在検討中であるが，メディアサイ

トの MyMediasite の機能を有効にし，利用者へ

展開することを計画している．利用にはライセ

ンス数の制限があるため，希望者を募りスモー

ルサイズからのスタートを目指す．希望者は，

自身が持つビデオカメラや，市販のデスクトッ

プキャプチャソフト，またはサービス内で提供

する MyMediasite の付属している Desktop 

Recorder を用いて，映像コンテンツを作成する．

作成した映像コンテンツは，My Mediasite を通

じて映像配信サーバへアップロードされ，ブラ

ウザ上で必要な編集を行うことができる．完成

した映像コンテンツは，LMS 上に希望者自身が

自由に掲載することができ，シングルサインオ

ンの仕組みによって，アクセス制限を行うこと

ができる． 

また，そのような収録の機材がない場合でも，

個人が簡単に収録することができるセットの貸

し出しや，収録ブースの設置を検討している． 
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