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概要 

工学院大学では、2017 年夏に教育研究用共同利用コンピュータシステムの全面更新に併

せて、固定席の PC 教室のうち 2 部屋を可動席に改装し、アクティブラーニング講義室を

新宿キャンパスに新設した。また、2005 年夏に新宿キャンパス一般教室にハイブリッドパ

ネル付 AV 装置を導入し、八王子キャンパスにも同様に拡充、全ての一般教室で AV 装置を

常設して授業に活用してきた。しかし、新宿キャンパスの AV 装置で一部機器の交換によ

る延命措置でも老朽化が避けられなくなり、2017 年夏に新宿キャンパスの一般教室等 AV
装置を全面更新し、教研システムとの連動を図った。これらの概要と考察を述べる。 

 
 

1 はじめに 

工学院大学（以下、「本学」という。）では、

情報科学研究教育センター（以下、「センター」と

いう。）が全学的な教育研究用共同利用コンピュー

タシステム（以下、「教研システム」という。）を

運用し、3～4年毎に見直しを行い、更新してきた。 
2013 年夏の全面更新後、八王子キャンパスの耐

震化に伴う新築工事に合わせて、2015 年春に八王

子キャンパスに一般教室を改装して PC 教室を 2
部屋増設した。これに伴い、2017 年夏の全面更新

では新宿キャンパスの PC 教室（固定席）を 2 部

屋削減して改装、アクティブラーニング講義室（可

動席）を 2 部屋新設したことにより、レクチャー

形式とグループワーク形式の新しいニーズの授業

にも対応できるようなった。 
一方、多くの授業（講義や演習）が行われる一

般教室は、2005 年夏に新宿キャンパスの一般教室

へハイブリッドパネルシステムを有する AV 装置

を教務部（当時）が導入し、2006 年夏以降に八王

子キャンパスの一般教室にも同仕様の AV 装置を

拡充した。しかしながら、PC の不具合によるトラ

ブルが増え、老朽化が避けられなくなり、2017 年

夏に新宿キャンパスの一般教室等 AV 装置を全面

更新し、AV 装置のコスト削減を図りつつ、メンテ

ナンスフリーと PC の可用性と教研システムとの

連携を実現した。 
本稿では、これらの新設と更新について紹介し、

本学における ICT の在り方を考察する。 

2 旧環境の概要と課題 

2.1 旧 PC 教室 
今回の対象の旧 PC 教室 2 部屋は、2017 年夏前

までは固定の 40 席と 30 席であった。図 1 に旧 PC
教室（新宿キャンパス）の様子を示す。オーソドッ

クスな PC 教室のため、ICT 機器を用いたアクティ

ブラーニングには対応しにくい課題があった。 



 
図 1 旧 PC 教室（新宿キャンパス）の様子 

2.2 旧一般教室 AV 装置 
今回の対象の新宿キャンパス一般教室 34 部屋

に設置していた旧 AV 装置は、図 2 に示すハイブ

リッドパネルシステムを有していた。このペンタ

ブレットは電子白板、操作説明画面、パソコンモ

ニターの 1台 3役を担い、その右側のシートスイッ

チで AV ソース選択とペンタブレットの基本操作

が行うことができた。教員は講義資料を格納した

USB メモリ等を一般教室に持参すれば、直ちに AV
装置を利用した授業が行える特長が好評で、2006
年夏以降に八王子キャンパスの一般教室にも同仕

様の AV 装置を拡充してきた。 
しかしながら、AV 装置内の常設 PC が各種制御

機能の中枢を担い、タイマーで授業日の 8:30 から

22:30 まで PC を起動し続ける仕様から、PC の不

具合によるトラブルが少なからず発生し、一部機

器交換による延命措置にて使用し続けてきたが、

老朽化が目立ち始める等の種々の課題があった。 
 

3 新環境の設計方針 

3.1 アクティブラーニング講義室の新設 
アクティブラーニングは、学習者が能動的に学

習する学習方法の一つであり、多種多様な実践が

なされている。本稿では、本学が ICT 機器を活用

したアクティブラーニングを展開していくための

足掛かりとして、シーズの立場でセンターが場を

提供するという経営方針に基づいた環境整備につ

いて述べる。本学のキャンパス整備計画の一環で、

新宿キャンパスの PC 教室（固定席）を ICT 活用

が可能なアクティブラーニング講義室（可動席）

に改装し、実際に使いながらアクティブラーニン

グのあり方も検討できる部屋にすべく、以下の方

針とした。 

 
図 2 ハイブリッドパネルシステム 

(1) 固定席から可動席に変更し、レクチャー形式

とグループワーク形式の配置を可能にする。 
(2) 全収容人数分の可搬型端末が接続可能な無線

LAN-AP の増設を行う。 
(3) フリーアクセスに複数のフロアーコンセント

を設置し、AC100V 電源と有線 LAN に接続で

きるようにする。 
(4) グループワーク時の補助機材として、電子黒

板、貸出用小型・短焦点プロジェクタ、簡易

仕切り版を複数用意する。 
(5) IC カード（学生証や教職員証等）認証自動貸

出ロッカーを用いて、ノート PC を貸し出す。 
(6) 貸出用ノート PC には、Office と授業支援ソフ

トを導入する。その他 PC 教室と同じソフト

ウェアが必要であれば、仮想デスクトップに

接続して利用できるようにする。 
(7) センターの開館日で授業が行われない時は、

利用者が自由に利用できるようにする。 
(8) 1 つの部屋については、間仕切りをガラスが多

いものに刷新し、利用者の活動を部屋の外か

ら見えるようにする。 
(9) アクティブラーニング講義室は、同時期に新

規で導入予定の多地点接続が可能な遠隔講義

システムとその映像を録画して連携先の LMS
で視聴可能な講義収録システムの設置対象と

し、ライブやアーカイブ映像として活用でき

るようにする。 
3.2 一般教室新 AV 装置の更新 
一般教室旧 AV 装置は私学助成金による補助が

受けられた時代の仕様で、導入と運用のコスト削

減、可用性の向上が至上命題となっていた。そこ

で、PC の不具合による影響を最小化しつつ、USB
メモリ等の持参で直ちに授業ができる特長を残し

ながら、種々の課題を解決すべく、以下の方針と

した。 
 



(1) ハイブリッドパネルを止め、PC はプロジェク

タ投影を基本とし、机上の確認モニタを併用

する。 
(2) AV 卓の幅を約 2m から約 1.5m へ縮小し、コン

パクト化を図る。 
(3) 操作パネルや AV 端子をユニット化し、容易に

交換できるようにする。 
(4) 常設 PC は AV 卓内に設置せず、コンパクトタ

イプの FAT 機を AV 卓机上に設置し、AV 卓内

の排熱を軽減する。 
(5) 常設 PC は AV 装置専用とせず、センター管理

の教研システムの端末として種々の連携を図

り、利便性を向上させる。 
(6) プロジェクタはレーザー光源タイプとし、運

用保守コストの低減と可用性向上を図る。 
(7) プロジェクタ投影スクリーンと天吊モニタは、

一部を除き流用する。 
(8) 書画カメラは高性能な据置型から可搬型を常

設とし、BD プレーヤーと VHS ビデオデッキ

は常設とせずに貸出対応とする。 
(9) ワイヤレスマイクをアナログからデジタルに

変更し、近隣ホテル等との混信や音声漏洩を

なくす。マイクの予備電池を AV 装置内に収納

する。 
(10) 中・大教室は 4kHz までの周波数帯域において、

スピーカー出力が割れない適度な音量で、各

座席における音圧分布の差が 4dB 以内のス

ピーカーシステムに全交換する。 
(11) 教職員証（FCF 仕様 IC カード）を用いたユー

ザ認証で AV 装置の電源が入るようにし、AV
装置の個別鍵（貸出）を廃止する。 

4 新環境の構成と特長 

4.1 アクティブラーニング講義室 
図 3に 2017年夏に新設したアクティブラーニン

グ講義室の様子を示す。可動席のアクティブラー

ニング講義室はレクチャー形式配置で最大 42 席

と 30 席と中教室相当となる。 
2015年度に新宿キャンパスの図書館の一角と地

下 1 階の学生ラウンジをラーニングコモンズ（図

4）として改装したが、前者は小教室相当で自習向

き、後者はグループで賑やかに飲食も可能なス

ペースとなっており、アクティブラーニング講義

室との役割分担ができている。 
奥にはガラス壁で仕切られたミーティングコー

ナーや、B0 版対応大判カラーインクジェットプリ

 
図 3 アクティブラーニング講義室の様子 

 
図 4 ラーニングコモンズ（SAN-F, B-ICHI） 

 
図 5 IC カード認証付自動貸出ロッカー 

 
ンタを配置した。ミーティングコーナーに隣接し

て自動貸出ロッカー（図 5）を設置し、学生証や

教職員証（IC カード）による認証を経て無人で貸

出用ノート PC を借り受けて利用できるようにし

た。貸出用ノート PC は、Office と教員が学生画面

を閲覧管理できる授業支援ソフトを導入し、PC 教

室と同等のソフトウェアが利用したい時は仮想デ

スクトップにログインして使用できるようにした。

なお、授業時に貸出ノート PC が出払ってしまう

と授業が成立しなくなるため、アクティブラーニ

ング講義室用の無線 LAN の SSID が受信できなく

なると大音量でビープ音が鳴る持ち去り防止ソフ

トウェアを導入している。 
4.2 一般教室新 AV 装置 

図 6に 2017年夏に更新した新宿キャンパスの一

般教室の新 AV 装置を示す。オーソドックスでシ



ンプルではあるが、机上設置物はセキュリティワ

イヤで盗難防止をしているものの移動可能であり、

レイアウト変更が容易に行える。 
センター管理の PC は常時電源とし、新 AV 装置

の電源連動から切り離した。図 7 に端子パネルと

操作パネルを示す。グローバル化対応として操作

パネルの表記を英語で統一し、ユニバーサル化対

応で全ての端子とスイッチ類にナンバリングをし

た。AV 卓内に収納しているケーブル類には、端子

パネルの番号（橙）をつけ、容易に接続できる。

新 AV 装置の操作マニュアルは手順を番号のみで

示すことが可能ある。ワイヤレスマイクは、工事

直前で選定製品の不具合があって赤外線タイプに

変更し、図 8 に示す通り、AV 卓内の引き出しに収

納した。スピーカーシステムは、図 9 に例示する

音圧分布シミュレーションを交換対象全室で事前

に行い、全座席でほぼ均等に聴こえる設計とした。

大きめ教室は天井埋め込みスピーカーだけでなく、

天井吊り下げスピーカーも設置し、教壇方向の指

向性を確保した。近隣との混信もなくなり、明瞭

に音声等が聴こえるように改善できた。 

5 まとめ 

今回、アクティブラーニング講義室を新設、一

般教室の新 AV 装置を更新し、これまでの課題が

改善できた。結果として、フルスペックとミニマ

ムスペックの差はあるがAV装置と常設PCはほぼ

同等となった。近い将来、この差をなくして共通

化していくことが鍵となる。そのためには、無線

LAN システムの拡充、仮想デスクトップやアプリ

ケーション配信の整備、統合認証基盤を用いたシ

ステム連携に投資し、端末は段階的に BYOD へ移

行していくことになるが、前者はコスト、後者は

体制が課題となる。 
また、今回の可動席の教室整備は、附属中高で

の ICT 環境を整備した普通教室[1]に近くなり、大

学特有の固定席の大教室をどのように変化させて

いくのかが、大きな課題である。また、様々な授

業で ICTを活用するための FDや SDの充実も欠か

せない。これについては稿を改めて報告したい。 
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図 6 新宿キャンパス一般教室新 AV 装置 

 
図 7 新 AV 装置の端子パネルと操作パネル 

 

図 8 新 AV 装置内の引き出し収納マイク 

 
図 9 直接音（1～4kHz）による音圧分布シミュレー

ションの例 
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